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中心市街地の再生に向けて　～認定基本計画の取り組み～連　載

 1．はじめに
松山市は、愛媛県のほぼ中心部に位置し、人口 51

万７千人を有する四国最大の都市として発展している。
また、日本最古といわれる道後温泉や日本三大平

山城の一つである松山城を有し、正岡子規や夏目漱
石に代表される文学、さらに四国遍路などの文化が
今も息づく「国際観光温泉文化都市」として、毎年
多くの観光客を受け入れているが、近年は小説「坂
の上の雲」の３人の主人公の出身地としても注目を
集めている。

本市の中心市街地は、戦災復興土地区画整理事業
を行っており、また、松山城を中心に放射状に伸びる
５本の都市間幹線道路や３本の鉄道郊外線により、

人・物が中心部に集まる都市構造となっている。
中心市街地の西端には、陸の玄関口である JR 松

山駅、東には本市最大の観光施設、道後温泉を終着
とする路面電車の伊予鉄道道後温泉駅がある。また、
これら主要鉄道駅等を経由する路面電車が松山城を
中心に環状して走っており、公共交通機関も充実し
ている。

なお、市域面積（429.4km2）のわずか 1.05％を占
める中心市街地内には、小売店舗の 46.6％、売場面
積の 47.7％、大規模小売店の 22.2％、並びに、飲食・
サービス業事業所の 43.5％、同従業者の 46.1％が集
積しており、商業・飲食・サービス機能が極めて高
密度に集積している。 

　　　　松山市総合政策部　坂の上の雲まちづくり担当部長付

松山市中心市街地活性化基本計画 
～５０万中枢都市の顔づくり～について

中心市街地区域図
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 2．これまでの取り組み
本市では、中心市街地活性化の取組の第１段階と

して、旧中心市街地活性化法に基づき、平成 11 年３
月に約 235ha を対象とする中心市街地活性化基本
計画を策定。更に平成 14 年３月には、本市固有のシ
ンボルである道後温泉周辺と交通拠点である JR 松
山駅周辺を加え、約 450ha を対象として様々な事業
に取り組んできた。

特に、平成 11 年からは、小説『坂の上の雲』を軸
としたまちづくりに取り組み、市内に点在する小説
ゆかりの史跡や、地域固有の文化資源を発掘・再評
価し、結びつけ、まち全体を屋根のない博物館に見
立てるフィールドミュージアム構想を推進。その具
現化方策として、平成 16 年度からは、まちづくり交
付金を活用した事業を実施するなど、継続して各種
活性化に取り組んできた。

（主な取組）
・松山市駅前広場南地区優良建築物等整備事業
・公共交通利用促進環境整備事業（低床バス・路

面電車、駅バリアフリー化、ＩＣカード等）
・坊っちゃん列車、マドンナバスの運行
・まつやまインフォメーション事業
・大型映像情報発信施設整備事業
・道後温泉本館周辺景観整備事業

・ロープウェー街景観整備事業
・坂の上の雲ミュージアム及びロープウェイ駅舎

の整備
・道後商店街アーケード改修整備事業
・中央商店街での商店街マネジメント事業
このような中、本市の二大観光資源である道後温

泉および松山城の周辺においては、商店街アーケー
ドの改修、坂の上の雲ミュージアムやロープウェイ
駅舎の整備、更には官民一体となった景観整備が進
み、道後温泉は民間旅行情報誌（じゃらん）のラン
キングでも上位に浮上、松山城周辺のロープウェー
街では休日通行量が整備前と比較して約 3.5 倍に増
加している。また、観光交流人口も平成 17 年の 482
万人で下げ止まり、平成 19 年には 507 万人に達する
など回復基調にあり、一定の成果を収めている。

しかしながら、中心市街地の商業面をみると、平
成20年1月には核店舗の一角を占める大型商業施設

（ラフォーレ原宿）が閉館し、同年 4 月には本市に
隣接する松前町に中四国最大級の大型ショッピング
モール（エミフル MASAKI）がオープンするなど、
商店街を取り巻く環境は非常に厳しく、空き店舗や
低未利用地が増加、歩行者通行量や小売年間商品販
売額の減少が続くなど、まちの賑わいは失われつつ
あり、第２段階の活性化が必要と判断された。

まつやまインフォメーション
道後温泉本館周辺の整備状況

松山市駅前広場南地区優良建築物等整備事業 坊っちゃん列車、マドンナバス

坂の上の雲ミュージアム
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 3． 中心市街地活性化基本計画の
概要

（基本方針）
このため、これまでの取組や課題の整理等をふま

え、本市の中心市街地が今後も“50 万中枢都市の
「顔」”としての風格と拠点性を保ち続けられるよう、
平成 20 年 11 月に新たな基本計画を策定した。

この計画では、「城下町ならではの賑わいのある
まち」、「『坂の上の雲』のまちづくりとまちなか回遊
を活かした観光交流のまち」、「便利で、楽しい商業
のまち」という３つの基本的な方針に基づき、中心
市街地の活性化（都市機能の増進及び経済活力の向
上）を推進している。

（計画期間）
平成 20 年 11 月～平成 25 年３月（４年５箇月）

（対象区域）
約 450ha
（松山城及び城山公園、道後地区、番町地区、JR 

松山駅周辺地区を含む）

（主要事業）
①街なかの賑わい創出
・中央商店街の路面リニューアル化等アーケード

内の空間の魅力アップ
・まちかど案内情報発信事業の強化、ストリート

ビジョンを活用した情報発信事業
・中央商店街やロープウェー商店街外における産

直生鮮市や定期的イベントなど

②街なかの観光交流人口増
・スペシャルドラマ「坂の上の雲」と連携したイベ

ントなど、ドラマを起爆剤とした観光振興施策
・堀之内公園を活用したオータムフェスティバル

などの充実強化
・松山まつりにおける著名人の登用等計画の概要

お城下松山 グルメフェスタ

パブリックビューイング事業

銀天街 路面リニューアル

城山公園
オータムフェスティバル

P's フェスティバル

松山春まつり
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③街なかの商業活性化
・まちなか暮らし・賑わい事業所立地促進事業に

よる新たな商業施設の立地促進
・銀天街内空き店舗（ポポロ）へのファッションブ

ランド入居等により、魅力的な商業空間を創出
・複数の商店及び商店街、お城下松山による持続

的な共同販促など

④その他の主要事業
・松山駅周辺土地区画整理事業及び連続立体交差

事業に併せて実施する路面電車とJR線との結
節強化

・愛媛県立中央病院整備運営事業として、路面電
車によりアクセス可能な県立中央病院を基幹病
院として再整備

・新たなまちづくりに向けた初動期支援事業とし
て、再開発コーディネーターの派遣など

 4．基本計画認定後の動向
（事業の進捗状況）

平成 20 年 11 月の当初認定から現在（平成 23 年
１月）まで約２年２ヶ月が経過しているが、基本計
画の主要事業は、ほぼ計画通り実施されており、総
事業 70 事業（平成 22 年３月追加事業、重複含む。）
のうち、15 事業が完了、52 事業が実施中、３事業が
未実施となっている。

（平成 22 年３月変更認定での追加事業等）
本市の中央商店街における２つの商業核の一つを

担う三越松山店の周辺においては、平成 20 年１月の
ラフォーレ原宿の閉鎖によって百貨店を補完するサ
ブ核的機能が弱体化しており、また、地区の駐車場
は絶対数はあるものの小規模で分散しており、アク
セスが不便であるとの意見も多い。

これらの課題に対応するため、地権者等関係者の
努力により２つの優良建築物等整備事業が具体化、
平成 22 年３月の変更認定で基本計画に追加されて
いる。
・大街道二丁目東地区優良建築物等整備事業

平成 20 年１月より閉鎖しているラフォーレ原宿・
松山を取り壊し、その跡地に新たな複合ビル（商業
施設等）を建設、賑わいを創出するとともに、商業
の活性化を図る。
・二番町三丁目南地区優良建築物等整備事業

既存の金融機関の基幹店舗の更新と隣接低未利用
地の共同化により、賑わい空間を整備するとともに、
隣接商店街や百貨店へのアクセス基盤となる駐車・
駐輪機能の強化を図る。 

空き店舗へのファッション
ブランド入居

ダンススクールの開校

城下門前まつり

ＪＲ松山駅
周辺整備計画

愛媛県立中央病院整備運営事業 ラフォーレ原宿・松山跡

二番町三丁目南地区
優良建築物等整備事業

「坂の上の雲」のまち松山
スペシャルドラマ館

28 サンチ榴弾砲
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なお、NHK スペシャルドラマ「坂の上の雲」の放
送にあわせ、民間主体で組織される交流人口・産業
拡大会議が、「『坂の上の雲』のまち松山 スペシャル
ドラマ館」や物産館をオープンさせるなど、官民一
体となった観光振興の取り組みは活発である。

（数値目標の動向）
目標 目標指標 基準値 目標値 最新値

街なかの賑
わい創出

中央商店街の
歩行者通行量

（休日）

170.5千人
（H19年度）

195千人
（H24年度）

141.4千人
（H22年度）

路面電車の年
間乗車人数

7,287千人
（H19年度）

7,400千人
（H24年度）

6,788千人
（H20年度）

街なかの観
光交流人口
増

中心市街地内
の 観 光 客 数

（市有５施設）

1,348千人
（H19年）

1,600千人
（H24年）

1,441千人
（H21年）

街なかの商
業活性化

小売年間商品
販売額

263,982
百万円

（H19年度
の推定値）

264,000
百万円

（H24年度）

H23.3にH21
年度分を推

計予定

・中央商店街の歩行者通行量（休日）
景気低迷等による消費意欲の減退等の影響によ

り、平成１７年以降連続して通行量は減少を続けて
いたが、平成２２年には前年同期比でわずかながら
増加に転じた。

しかしながら、目標達成は困難な状況にあるため、
市民、観光客が中央商店街に来訪するイベントや魅
力ある店舗などの新たな来街目的を創出し、中央商
店街への誘客を図ること等により、目標達成に向け
て努める。

・路面電車の年間乗車人数
平成 20 年度には原油高騰等により利用が増大し

たが、平成 21 年度にはシルバー定期（1 年定期）の
発行停止等により大きく減少しており、このままで
は目標達成は困難な状況となっている。

このため、観光地の回遊手段としての路面電車の
利用促進を図るとともに、魅力ある商業施設整備そ
の他の商業振興策により新たな来街目的を創出し、
目標達成に向けて努める。

・中心市街地内の観光客数（市有５施設）
官民一体となった積極的な観光振興への取り組み

は順調であり、加えてスペシャルドラマ放送による
PR 効果により目標達成は可能と見込まれる。

・小売年間商品販売額
平成 23 年３月には、市で独自に小売年間商品販売額

（平成 21 年度分）を推計することとしているが、景気
低迷等による消費意欲の減退や百貨店不況、郊外大型
店等の影響により、厳しい状況にあると推定される。

 おわりに
本市は、松山城を中心として、人・物が集まるコ

ンパクトな都市構造となっていることなどから、中
心部の人口密度や販売額が同規模他都市と比較して
格段に高く、中心市街地等が活性化している都市と
して評価されてきた。

また、本市では平成 10 年の旧まちづくり３法の成立
当時から、各種活性化事業に積極的に取り組み、平成
20 年度に国土交通大臣賞を受賞した都市再生整備計
画（松山市中心地区）事業をはじめ、ソフト・ハード
両面にわたって、各種施策を総合的に推進してきた。

しかしながら、長引く不況による消費意欲の減退
や大規模商業集積の郊外立地等の影響は本市におい
ても例外ではなく、小売年間商業販売額などの指標
は悪化を続けており、空き店舗数も増加している。
また、中央商店街の通行量についても減少に歯止め
がかからない状況にある。

中心市街地の活性化、就中、商業等経済活力の向
上は、非常に大きな課題であり、行政だけの取り組
みや一つの施策だけで打開できるものではないが、
今後とも引き続き、意欲的な商業者や関係地権者、
まちづくり会社や商工会議所等をはじめとする様々
な関係団体との連携を深め、ソフト・ハード両面に
わたって各種施策を総合的に展開し、広域集客核と
しての再構築を進め、「元気、活力日本一のまち」を
実現していきたい。
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中心市街地活性化事業実施位置図

事業名一覧

注：事業名の末尾の＊１～３は次のように事業実施位置が特定できない事業
＊１　事業実施が中心市街地全体に及ぶもの
＊２　事業実施が市域全体に及ぶもの
＊３　事業実施が周辺市町に及ぶもの

◆市街地整備
4-1 城山公園整備
4-2 「坂の上の雲」記念館（仮称）建設
4-3 市道千舟町高岡線軌道敷整備
4-4 道後温泉駅前街区・本館周辺ファサード景観整備事業
4-5 道路景観整備
4-6 鷺谷駐車場整備事業
4-7-①松山駅周辺土地区画整理事業
4-7-②松山駅前再開発の促進
4-8 JR松山駅付近連続立体交差事業
4-9 県道六軒家石手線自歩道整備及び電線類地中化事業
4-10伊予鉄道道後温泉駅周辺みち再生事業
4-11東雲公園リニューアル事業
4-12 下水道地震対策緊急整備事業（＊1）
4-13 石垣等保存修理
4-14 千舟町古川線右折レーン新設事業
4-15 松山市自転車等駐車対策協議会での条例検討（＊1）
4-16　自転車の路上駐輪施設の整備
4-17 新たなまちづくりに向けた、まちづくり初動期支援事業（＊1）
4-18  まつやまインフォメーション事業（＊1）

◆街なか居住推進
6-1 地域優良賃貸住宅（高齢者型、一般型）の建設助成の優先的配分（＊1）
6-2 新たなまちづくりに向けた、まちづくり初動期支援事業(再掲：4-17）（＊1）

◆商業の活性化
7-1 大規模小売店舗立地法の特例区域設定（の要請）（＊1）
7-2-① 銀天街及び大街道内道路改良
7-2-② アーケード内の空間形成計画の策定
7-3-①　銀天街及び大街道内道路改良（再掲）
7-3-②　アーケード内の空間形成計画の策定(再掲）
7-4 ストリートビジョンを活用したパブリックビューイング事業
7-5 ほっとステーションおいでんか運営事業
7-6 おいでナビ事業
7-7 道路空間活用まちづくりモデル構築事業
7-8 安心で安全のまちづくり事業
7-9 商店街,商店、イベント連携による共同販促事業
7-10 空き店舗対策事業(＊2）
7-11 マップ作成事業
7-12 ロープウェイ街まちづくり協定書見直し事業
7-13 朝市等活性化事業（＊1）
7-14 新たなまちづくりに向けた、まちづくり初動期支援事業(再掲：4-17）（＊1）
7-15 まちなか暮らし・賑わい事業所等立地促進事業（＊1）
7-16 ラフォーレ原宿・松山跡地商業ビル建設
7-17 フジグラン松山の商業床の増床
7-18 銀天街大型空き店舗へのテナント入居
7-19 官民共同によるテナントリーシング事業（＊1）
7-20 「松山の味」による商業活性化事業（＊2）

◆都市福利施設整備
5-1 愛媛県立中央病院整備運営事業
5-2 地域子育て支援拠点事業
5-3 新たなまちづくりに向けた、まちづくり初動期支援事業(再掲：4-17）（＊1）
5-4 若年者向けダンススクールの開校

◆公共交通機関の利便性増進等
8-1 「坂の上の雲」を軸とした21世紀のまちづくり事業（＊2）
8-2 中心市街地活性化ソフト事業（＊1）
8-3　松山市交通戦略策定（＊2）
8-4　JR松山駅付近連続立体交差事業(再掲:4-8）
8-5 バスロケーションシステム（＊2）
8-6 スペシャルドラマ「坂の上の雲」魅力創出事業（＊2）
8-7 観光おもてなし対策事業（＊2）
8-8 道後の街活性化対策事業
8-9 道後温泉夏まつり
8-10 道後温泉地区における誘客キャンペーン
8-11 広域観光連携事業（＊3）
8-12 城山公園オータムフェスティバル
8-13 まちなか回遊手段提供事業（＊2）
8-14 まちなか回遊情報提供事業（＊2）
8-15 まちなか回遊サービス提供事業（＊1）
8-16 情報通信関連産業の誘致（＊2）
8-17 松山まつりにおける著名人の登用（＊2）
8-18 松山春まつりにおける著名人の登用（＊2）
8-19  NHKスペシャルドラマ「坂の上の雲」の放映（＊３）
8-20ドラマ放映後の落ち込みを抑える施策（＊3）


