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１ 計画策定にあたって 

（１）計画策定の趣旨 

安芸広域市町村圏（以下、「当圏域」という。）は、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、

田野町、安田町、北川村、馬路村、芸西村の高知県東部 9 市町村で構成される「ふるさと市

町村圏」で、当圏域の事務の一部を共同処理する特別地方公共団体として安芸広域市町村圏事

務組合（以下、「当事務組合」という。）を設置しています。 

当圏域では、2000 年度に「新しい安芸広域ふるさと市町村圏計画」、2010 年度に「第 3 次

安芸広域ふるさと市町村圏計画（以下、「前計画」という。）」を策定し、観光、環境、移住

定住等を重点課題として、圏域振興に取り組んできました。特に、2006 年からは一般廃棄物

処理とそこで発生する余熱を利用した発電を行う安芸広域メルトセンターの操業、2016 年か

らは市町村から市町村税等又は税外債権等の移管を受けて滞納整理を行う租税債権管理機構

の運用や、圏域の一体的な観光振興を図るために設置した一般社団法人高知県東部観光協議

会（以下、「東部観」という。）の運営支援などを行ってきました。 

一方で、当圏域では、人口減少・少子高齢化傾向に歯止めがかかっておらず、このままの推

移では地域の存続すら危ぶまれる状況にあります。また、圏域を取り巻く社会経済環境も、観

光や製造業をはじめとするグローバル経済化の進展、地球環境問題の顕在化、IoT・AI をはじ

めとする新技術の進展、地震、台風・豪雨等の大規模災害への懸念など変化してきています。

さらに、人口減少・少子高齢化に起因する歳入減少に伴い、構成市町村の自治体経営を取り巻

く状況が厳しくなっています。 

そこで、第四次安芸広域ふるさと市町村圏計画（以下、「本計画」という。）では、圏域の

現状、社会経済環境、国の制度等の変化を踏まえ、広域的諸施策を構成市町村との連携により

展開し、持続性のある豊かで住みよい安芸広域市町村圏を実現することを目指します。 
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※ふるさと市町村圏基金は 1989 年に制度化されたふるさと市町村圏に基づく基金です。安芸広域ふるさと市

町村圏基金は、安芸広域ふるさと市町村圏が設立された 1990 年に設置されました。ふるさと市町村圏は 2009

年 3 月 31 日をもって廃止されることとなりましたが、2008 年 12 月 26 日の「「広域行政圏計画策定要綱」

及び「ふるさと市町村圏推進要綱」の廃止に関する事務次官通知」では広域ふるさと市町村圏基金は関係市

町村の協議により継続、見直しを判断することとされており、安芸広域ふるさと市町村圏では継続して運用

しています。 

 

ふるさと市町村圏について 

本計画は、当初はふるさと市町村圏施策に基づいて策定されたものです。 

ふるさと市町村圏とは、広域行政圏のうち、地域の自立的発展が見込まれる地方都市及び

その周辺地域を一体とした圏域について、「ふるさと市町村圏」の選定を行い、圏域の総合

的、重点的な振興整備を図るもので、1989 年に制度化されました。ふるさと市町村圏は、組

織体制を整え、計画を策定するとともに、広域の観点から推進する地域振興事業のために、

ふるさと市町村圏基金※を設置し、基金の運用益を活用して広域にわたる多様な地域づくり

のソフト事業を進めることとしてきました。 

しかし、2009 年 3 月 31 日をもって「広域行政圏計画策定要綱」及び「ふるさと市町村圏

推進要綱」は廃止されることとなり、その後の広域連携については、地域の実情に応じて関

係市町村の自主的な協議により取り組まれること、計画やふるさと市町村圏基金などは、関

係市町村の自主的な協議によって、継続ないし見直しなどを判断することが適当とされまし

た。（「広域行政圏計画策定要綱」及び「ふるさと市町村圏推進要綱」の廃止に関する事務

次官通知 2008 年 12 月 26 日） 

当圏域では、「ふるさと市町村圏推進要綱」が廃止された後も、広域連携を維持し、ふる

さと市町村圏計画に基づき、ふるさと市町村圏基金の運用を行ってきました。 



3 

 

（２）本計画について 

➀計画の位置づけ 

本計画は、当圏域の構成市町村が一体となって、圏域の共通課題を解決し、圏域の一体的か

つ効率的な振興整備を図ることを目指す取り組みを位置付けるとともに、ふるさと市町村圏基

金の活用などによって広域活動（ソフト事業）を展開する上での指針とするものです。 

本計画の計画期間は、2021 年度から 2030 年度までの 10 年間です。 

②計画の構成 

本計画は、基本構想、基本計画、広域活動計画からなります。 

まず、基本構想は、2021 年度から 2030 年度までの 10 年間における、当圏域が目指す将来

像、各地域の将来像及びこれを達成するために必要な施策の大綱などを示し、基本計画の基礎

となるものです。 

また、基本計画は、基本構想に基づき、圏域の総合的かつ一体的な整備に向けた施策を体系

的に示すものであり、情勢を考慮して中間年に基本計画を見直すこととし、2021年度から2025

年度までを前期計画期間、2026 年度から 2030 年度までを後期計画期間とします。 

広域活動計画は、基本計画の一部として、安芸広域ふるさと市町村圏基金の運用益を活用し

て実施するソフト事業を定めるものです。 

※ 安芸広域ふるさと市町村圏基金については、「安芸広域市町村圏事務組合安芸広域ふるさと市町村圏基金

の設置、管理及び処分に関する条例」（1990 年 7 月 1 日条例第 11 号）第 2 条で定めています。 
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➂SDGｓとの関係について 

本画は、「SDGs 実施指針」（2016 年 12 月 22 日）に基づき、SDGｓを踏まえ、策定して

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SDGs とは 

国連は、2015 年に、2030 年を期限とする国際社会全体の持続可能な開発目標（SDGs）を

定め、我が国でも、関係行政機関相互の連携のもと、SDGs 達成に向けて総合的な取組を推

進しています。SDGs 推進本部が決定した「SDGs 実施指針」では、我が国での SDGs 推進

において、地方自治体には、体制づくりとして、部局を横断する推進組織の設置、執行体制

の整備を推進すること、各種計画への反映として、様々な計画に SDGs の要素を反映するこ

と、進捗を管理するガバナンス手法を確立すること、情報発信と成果の共有として、SDGs の

取組を的確に測定すること、さらに、国内外を問わないステークホルダーとの連携を推進す

ること、ローカル指標の設定等を行うこと、などが期待されています。SDGs は、以下の 17

の大きな目標と、それらを達成するための 169 のターゲットで構成されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あらゆる 場所で、あらゆる 形

態の貧困に終止符を打つ 

 

  

手ごろで信頼でき、持続可

能かつ近代的なエネルギーへ

のアクセスを確保する 

 

気候変動とその影響に立ち向

かうため、緊急対策を取る 

 

飢餓に終止符を打ち、食料

の安定確保 と栄養の改善を

達成するとともに、 持続可能

な農業を推進する  

すべての人 の々ための包摂的か

つ持続可能な経済成長、生産

的な完全雇用および働きがいの

ある人間らしい仕事を推進する  

海洋と海洋資源を持続可能

な開発に向けて保全し、持続

可能な形で利用する 

 

あらゆる年齢のすべての人々

の健康的な生活を確保し、

福祉を推進する 

 

強靭なインフラ を整備し、持

続可能な産業化を推進する

とともに、技術革新の拡大を

図る  

森林の持続可能な管理、砂

漠化への対処、土地劣化 の

阻止および逆転、ならびに 生

物多様性損失の阻止を図る 

 

すべての人々に包摂的かつ公

平で質の高い教育を提供し、

生涯学習の機会を促進する 

  

国内および国家間の不平等

を是正する 

 

公正、平和 かつ包摂的な社

会を推進する 

 

ジェンダーの平等を達成し、す

べての女性と女児のエンパワ

ーメントを図る 

  

都市と人間の居住地を包摂

的、安全、強靭 かつ持続可

能にする 

 

持続可能な開発に向けてグロ

ーバル・パートナーシップを活性

化する 

 

すべての人々に水と衛生への

アクセスと持続可能な管理を

確保する 

  

持続可能な消費と生産のパ

ターンを確保する 
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（３）安芸広域市町村圏が担う役割 

広域行政圏施策は、広域的な交通体系の整備、公共施設の一体的整備や相互利用、行政区域

を越えた土地利用などの広域的なまちづくりや施策のニーズの高まりを背景として取り組まれ

てきました。さらに、各市町村は、人口減少下における厳しい経営環境の中で、少子高齢化や

環境問題、情報化の進展、産業振興などの多様化・高度化する行政ニーズへの的確な対応に迫

られており、広域連携の複数地方自治体が協力することで、効率的かつ効果的に施策を展開す

ることが期待されています。 

本計画では、前計画が網羅的に圏域課題を盛り込んできた構成を見直し、構成市町村が協

力、連携して広域的に取り組むべき施策を明確化し、計画に盛り込みます。 

その際、広域的に取り組む施策の基本的考え方として、「相乗効果を生み出す役割」「効率

性を高める役割」「広域性を担保する役割」を設定します。これは、「今後の地方自治制度の

あり方に関する答申」（第 27 次地方制度調査会）において、国と地方の役割分担について『補

完性の原理』が示されており、住民に最も身近な基礎自治体である市町村が行政主体となるこ

とが期待されていることを踏まえ、市町村がまず各政策分野について担うべき主体となり、市

町村単独では取り組むことが合理的でない場合、広域連携していくべきだと考えています。 

 

 

 

 

安芸広域市町村圏が担う役割の基本的考え方 

☞ 相乗効果を生み出す役割 

単独市町村では効果が小さいが、広域として取り組むことでより高い効果が期待できること 

☞ 効率性を高める役割 

コスト、人材、設備投資等において、広域で取り組むことにより施策の効率化が図れること 

☞ 広域性を担保する役割 

公共交通など構成市町村をまたぐ地域課題について、広域で取り組む必要があること 
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２ 圏域の概況 

（１）位置及び自然 

当圏域は、高知県東部に位置し、室戸市、安芸市、東洋町、奈半利町、田野町、安田町、北

川村、馬路村、芸西村の２市４町３村で構成され、西は香美市、香南市、北は徳島県に接し、

東南は太平洋に臨みます。 

室戸岬を中心とした室戸半島では海岸沿いに露出する岩石や大規模な地層の変化がみられ、

また、半島の西側では海に迫る海成段丘があります。さらに、周辺地域でもユニークな地質が

みられるなど、地質遺産に恵まれています。 

当圏域の面積は約 1,129k ㎡、高知県全体の 15.9％を占め、80％以上は森林であり、農用地

が中小河川に沿って点在しています。過疎・高齢化により、手入れの行き届かない山林や耕作

放棄地が増加しています。 

気候は、黒潮暖流の影響を受けて、概して温暖多雨で、年平均気温は 16℃、年間降水量は

2,000～3,000 ㎜となっています。 

図表1  安芸広域市町村圏の概略図 
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（２）圏域の現状の整理 

➀人口・世帯 

当圏域の人口は、長期にわたって減少傾向が続いており、2015 年の総人口は 48,350 人で、

2010 年と比べて 5,226 人（9.8％）の減少であり、人口減少幅は過去 5 年間で大幅に増加しま

した。また、当圏域人口の県人口に占める割合も減少傾向にあり、当圏域の人口減少率は県を

上回るものとなっています。 

当圏域の年代別人口を見ると、65 歳以上割合は 2015 年では 41.2％に上り、住民のおよそ

３人に１人が高齢者となり、県平均（25.9％）を 15.3 ポイント上回っています。 

図表2  人口の推移 

 

図表3  人口の年齢構成の推移 

 
出典)国勢調査 
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②産業構造、経済構造       

当圏域の産業構造を見ると、2016年の就業者割合が、第 1次産業は 3.2%、第２次産業は 24.2%、

第３次産業は 72.6%となっており、第 1 次産業、第 2 次産業の割合が全国平均よりも高くなって

います。 

就業者数特化係数を見ると、「農業・林業」、「漁業」、「鉱業・採石業・砂利採取業」、

「建設業」、「複合サービス業」等が 1 を超えており、農林魚業や鉱業等の地域産品を生かし

た産業、郵便局や生協のような住民生活に密着した産業が、当圏域の特徴的な産業といえま

す。 

また、就業人口別には、「卸売業、小売業」「医療・福祉」「建設業」の順で多くなってお

り、これらが当圏域の雇用吸収力のある産業といえます。 

また、付加価値額別（企業単位）には、「運輸業・郵便業」「製造業」「医療・福祉」の順

で多くなっており、利益を生み出している産業といえます。 

図表4  産業別就業人口割合（左）、産業別付加価値額割合（右） 
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図表5  産業別就業人口特化係数 

 
出典）2016 年経済センサス 

次に、当圏域の生産性（労働生産性）と規模（就業者数割合）の関係を見ると、「医療・福

祉」が生産性も規模も大きくなっています。また、その他の規模の大きな「卸売業・小売業」、

「製造業」、「宿泊業・飲食サービス業」、「建設業」は生産性が小さくなっており、生産性

の小さな産業で多くの雇用を吸収しており、効率的な産業構造とは言えません。 

図表6  圏域の付加価値額 

 

 

※付加価値額は企業単位のため、本社がない場合は当圏域の付加価値とは反映されない。 
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➂観光 

まず、当圏域の観光入り込み客数の推移をみると、2015 年に大幅に増加しています。これ

は、2015 年に開設された室戸世界ジオパークセンターと同年に開催した「高知家・まるごと

東部博」の効果と考えられ、のべ 20 万人以上の集客効果がありました。 

図表7  東部地域の観光入り込み客数と県内における東部地域のシェア推移 

 

 

次に、当圏域の観光パターンを見てみると、四国内や近畿、中国地方等からの自然、アウト

ドアで日帰り・1 泊程度の観光客が 8 割程度、2 泊以上の長期は 2 割以下（ここにはお遍路さん

が含まれます）となっています。当圏域の観光パターンは、近隣・短期が中心となっています。 

図表8  当圏域の観光パターン 

 
出典）2018 年県外観光客入込・動態調査報告書 
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また、観光客の消費状況を見ると、当圏域の観光客（室戸岬、モネの庭を調査地点とする観

光客）は、他地域と比較して観光消費額が低く、特に飲食費、土産代が県平均（飲食費は 6,202

円、土産代 4,640 円）より低くなっています。これは、期間が短いこと、域内で飲食や土産、

体験観光等で消費できる場が限られていることがあると考えられます。このような観光消費額

が小さいことは、観光による地域経済への波及効果が小さいことを意味しています。 

図表9  調査地別県内平均消費額費目別内訳（円） 

 
出典）2018 年県外観光客入込・動態調査報告書 
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と比べると、単純計算では高知市の３％程度であり、幡多地区は 1,500 人以上であることを考
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図表10  月間外国人滞在のべ人数（2019 年 11 月） 

 

出典）RESAS モバイル空間統計 

室戸市 

373 人 

芸西村 

208 人 

安芸市 

393 人 

高知市 

11,167 人 

ア
ン
パ
ン
マ
ン 

ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム 



12 

 

当圏域の主な観光資源には以下のようなものがあります。 

図表11  参考：当圏域の主な観光資源と観光入り込み客数 

 
出典）2018 年県外観光客入込・動態調査報告書 
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④道路・交通 

当圏域の交通体系を見ると、鉄道は、南国市～奈半利町の土佐くろしお鉄道「ごめん・なは

り線」と東洋町～徳島県南部の阿佐海岸鉄道「阿佐東線」が運行しています。阿佐海岸鉄道は

世界初の DMV（軌道と道路の双方を走ることが出来る車両のことで、乗り換えなしにバス停

や駅を巡ることができる）が整備され、観光面での利用も期待されています。 

バスは、路線バスが国道 55 号線と県道安田東洋線・魚梁瀬公園線の安田・魚梁瀬間を走る

ほか、各市町村内をコミュニティバス等が走っています。 

また、広域幹線道路は、海岸沿いを走る国道 55 号があるほか、阿南安芸自動車道「安芸道

路」や高知東部自動車道の「南国安芸道路」の一部区間で整備が進められています。その他、

高知東部自動車道・阿南安芸自動車道の早期整備を関係機関に働きかけています。 

図表12  圏域の交通ネットワーク  

 
出典）高知県東部広域地域公共交通網形成計画 
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図表13  高速道路の整備状況 

 

出典）高知県 HP「高規格道路等の整備状況・開通予定」 
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次に、住民の移動について見てみます。通学者は、当圏域から高知市へのほか、南国市・香

美市・香南市への移動が多くなっています。また、高齢者は、安芸市、室戸市では自市内での

移動が多く、北川村、馬路村では近隣（北川村→奈半利町、馬路村→安芸市）への移動が多く

なっています。買い物目的を見ると、東洋町、安田町、北川村、馬路村は自町村内よりも近隣

（東洋町→徳島県海陽町、安田町→田野町、北川村→奈半利町・田野町、馬路村→安芸市）へ

の移動が多く、通院目的では、市町村外への移動が多く、北川村、馬路村では自村内の移動が

２割以下となっています。 

図表14  15 歳以上の通学の移動状況（左）、高齢者の移動状況（右） 

  
 

住民の通勤通学や高齢者、障がい者や観光客等の主要交通手段として、土佐くろしお鉄道

「ごめん・なはり線」や路線バスが活用されています。しかしながら、周辺地域の人口減少や

自動車道の延伸等に伴い、乗降客数も減少傾向にあります。 

図表15  土佐くろしお鉄道（ごめん・なはり線）乗降客数 
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⑤医療・福祉 

構成市町村の三大生活習慣病死亡率は、県平均を上回る水準の市町村が多くなっています。 

当圏域の医療環境を見ると、診療所は県平均と同水準にあるものの、婦人科、皮膚科等の診

療科目によっては下回ります。また、病院も県平均を下回っています。さらに、医師、看護師

は圏水準を大きく下回り、医療従事者が不足状況にあることがわかります。 

当圏域は、全診療科受診者の 14.4％が高知市のある中央圏域で受診しており、他圏域に医

療サービスを依存している状況があります。 

「第７期高知県保健医療計画」地域医療構想によれば、2025 年には当圏域の医療施設で、

50 床以上が不足すると推計されています。 

図表16  人口 10 万人あたり診療施設数（上）、人口 10 万人あたり医療従事者数（下） 

 

 
出典：高知県県勢指標、日本医師会地域医療情報システム 

図表17  外来患者の受療動向（全診療科）    図表 18 安芸圏域の必要病床数と病床機能報告の比較 
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介護需要量※は県平均 25.7 に比べて、29.0 と多くなっています。特に、高齢化が進展してい

る中山間地域の構成市町村では、介護需要量が県の 1.3 倍を超える水準となっているところも

あります。 

※介護需要量は、40～64 歳×1.0＋65～74 歳×9.7＋75 歳～×87.3 で計算 

 

一方で、当圏域の介護施設については、県平均と比較して若干低い水準となっており、通所

型と入所型では県平均を下回る水準となっています。また、介護職員が県平均よりも大きく下

回る水準となっており、介護士等の人材不足の状況がわかります。 

図表18  75 歳以上千人あたり介護施設数（上）と介護職員数（下） 
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⑥災害 

南海トラフ及びその周辺地域の地殻境界を震源とする南海トラフ地震は、これまで繰り返し

発生しており、2019 年２月に公表された南海トラフの地震活動の長期評価によると、Ｍ８～

Ｍ９クラスの地震が今後 30年以内に発生する確率は 70％～80％とされています。この場合、

発生頻度は極めて低いものの、発生すれば甚大な被害をもたらす最大クラスの地震及び津波

（Ｌ２）では、震度６弱～７の揺れ、10～20ｍ以上の津波があることが予測されています。 

図表19  南海トラフ地震の震度予測 

 
出典）南海トラフの巨大地震による震度分布・津波浸水予測 

図表20  津波浸水予想図 

 
出典）高知県防災マップウェブサイト 
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また、当圏域は、台風の通り道となっており、毎年のように暴風雨の猛威にさらされ、突風や

洪水による被害を多く受けています。2006年以降、毎年のように洪水、内水、高潮、土石流等の

水害被害を受けており、最も被害の大きかった2014年には70億円以上の被害額が出ています。 

図表21  水害被害の区域面積、被害額 

 
                 出典）水害統計調査 
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（３）圏域をとりまく社会経済環境の動向 

人口減少・少子高齢社会 

我が国では、人口減少・少子高齢が進展し、今後さらに数十年間この傾向が続くことが見通

されています。人口減少は、生産年齢人口の減少、現役世代の社会保障費の負担増、またそれ

らに起因する経済成長の停滞など、社会全体に大きな影響を及ぼすことが懸念されています。 

過疎地域を多く含む当圏域は、全国に先駆けて人口減少・少子高齢社会を迎えており、すで

に地域経営において大きな影響が生まれています。 

安全・安心な社会づくりの意識 

近年、国内外において、地震や豪雨、洪水などの自然災害が多く発生し、人身、国土に大き

な損害を生み出しています。 

当圏域でも、南海トラフ地震を含め、様々な災害の発生が懸念されており、防災や危機管理

体制の整備など、安全で安心して暮らすことができる社会づくりが求められています。 

インバウンド観光客の増加 

政府は、観光立国推進基本法に基づく観光立国の実現に向けた様々な施策を展開し、2019

年には訪日外客数が 3,188 万人，観光消費額も 4.8 兆円に達しています。これは、自動車部品

産業の輸出総額を超える規模で、国内の大きな産業に成長しています。さらに、「明日の日本

を支える観光ビジョン」では、2030 年の訪日外国人旅行者数を 6,000 万人、旅行消費額 15 兆

円まで拡大させることを目指しています。 

当圏域は、室戸世界ジオパークをはじめとする地形地質や四国遍路をはじめとする歴史文化

などの特徴的な観光資源を有しており、国内のこの追い風を当圏域にも波及させていくことが

求められます。 

一方で、2020 年度の新型コロナウイルスの流行により、インバウンドを含めた観光も先行

きが不透明となっており、感染予防対策や感染予防に留意した観光スタイルの構築が求められ

ています。 

自然環境負荷の低減 

地球温暖化、エネルギー問題、生物の絶滅危惧など地球規模での深刻な環境問題が起きてい

ます。また、ごみの不法投棄や土壌汚染、水質汚濁などの生活を取り巻く環境問題も、各地域

で課題となっています。 

また、政府は、2018 年 4 月に第五次環境基本計画を決定し、SDGs の考え方も活用した「地

域循環共生圏」を提唱し、各地域が地域資源を活用しながら自立・分散型の社会を形成しつ

つ、地域間で資源を補完し支え合うことにより、最大限に活力を発揮する取り組みを進めてい

ます。 

当圏域では、環境に配慮した農業の展開や、安芸広域メルトセンターによるごみの資源循環

など、循環型・環境保全型のまちづくりに取り組んできており、継続的な取組が期待されます。 
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新技術の進展 

IoT（Internet of Things）、ロボット、人工知能（AI)、ビッグデータといった社会の在り

方に影響を及ぼす新たな技術の進展が進んできています。政府は、2016 年１月に策定された

第５期科学技術基本計画において、目指すべき未来社会の姿として「Society5.0」を提唱し、

IoTで全ての人とモノがつながり、様々な課題や困難を克服する超スマート社会の実現を目指

しています。 

当圏域は、全国に先駆けて人口減少、少子高齢化が進展し、地域の生活環境や行政サービ

ス、地域コミュニティの維持が難しくなっており、新技術を活用してそれらの課題を解決して

いくことが求められます。 
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（４）関係団体の取組状況 

各分野における当圏域や県等の取組内容は以下のとおりです。 

 

➀観光振興に係る取組状況 

観光振興については、構成市町村（観光協会等を含む）、県、当圏域（東部観を含む）が、

情報発信、観光資源開発、特産品開発、人材育成、観光振興組織支援に取り組んでいます。 

県では、「第４期高知県産業振興計画」（計画期間は 2020 年度～2025 年度）を策定し、

観光分野の中期的な取組方針を定めています。ここでは、自然と体験を通じて自然体験型観光

の基盤を整え、中山間地振興とインバウンド観光を直結する考え方を設定し、それを実現する

５つの戦略の柱を立てています。その中で、当圏域に関連が深い施策としては、「中山間地を

中心に、地域の強みを生かした「外貨を稼ぐ」観光地域づくりの一層の推進」、「自然環境を

生かしたスポーツツーリズムの推進」などがあります。 

資料：第 4 期高知県産業振興計画 観光分野体系図 
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また、東部地域９市町村が広域で連携し、高知県産業振興計画地域アクションプランによる

観光振興の施策とも連動して東部地域外からの誘客を増加させ、地域経済の活性化を図るた

め、「高知県東部広域観光振興中期（長期）計画」（2019 年 3 月 一般社団法人 高知県東部

観光協議会）を策定しており、商品開発、情報発信、セールス・プロモーション、流通・販売、

受け入れ体制、組織体制について、戦略を定めています。 

資料：高知県東部広域観光振興中期（長期）計画の取組方針 

 
 

その他、れんけいこうち広域都市圏（高知市と県内 33 市町村が連携協約を締結する広域都

市圏）では、「れんけいこうち広域都市圏ビジョン」（計画期間は、2018 年度～2022 年度）

を策定し、地域経済、都市機能、生活関連機能の各分野の振興策を設定しています。その中で、

観光分野については、「③地域資源を活かした広域観光の推進」を位置づけ、統計データの活

用、AI を活用した外国人観光客対応等などに取り組むとしています。 

資料：れんけいこうち広域都市圏ビジョンでの観光分野の取組方針 

（１）圏域全体の経済成長のけん引 

③地域資源を活かした広域観光の推進 

圏域内の観光資源・地域資源の魅力を束ね，一体的にＰＲするとともに，ガイドツアーや体験プロ

グラムなどを通じて魅力を体感できる体制を整え，外国人観光客を含めた誘客を推進する。 
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②交通に係る取組状況 

交通については、構成市町村、県が、公共交通の計画策定を行うとともに、公共交通の運行、

利用者支援、事業者支援等にも取り組んでいます。また、ごめん・なはり線の経営支援や利用

促進、高速道路の整備促進の取組を進めています。 

公共交通の計画策定については、高知県東部地域に位置する 11 市町村と県が、高知県東部

広域地域公共交通網形成計画を策定し、域内公共交通の接続改善（パーク・アンド・ライド等

促進）、鉄道利用者支援（児童・生徒向けの運賃割引等）、情報発信（路線図や統一ウェブサ

イト等）に取り組むとしています。それに加えて、田野町、安田町でも地域公共交通網形成計

画を策定しています。 

資料：高知県東部広域地域公共交通網形成計画での施策内容 
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➂医療・介護・福祉に係る取組状況 

医療・介護・福祉については、構成市町村（社会福祉協議会を含む）、県が各分野の計画を

策定し、施策を展開しています。奈半利町、田野町、安田町、北川村、馬路村では、中芸広域

連合を設置し、介護認定や救急対応等を行っています。 

県では、2010 年に「日本一の健康長寿県構想」を策定し、保健・医療・福祉の各分野の課

題解決に取り組んできており、2020 年に「第４期日本一の健康長寿県構想」を策定しました。

ここでは、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続けられる地域づくりを目指し、「壮年

期世代の健康改善」、「高知版地域包括ケアシステム」、「 子ども等の貧困対策」、「少子

化対策」、「医療、介護サービス等の人材確保と産業化」等を推進しています。 

資料：第 4 期日本一の健康長寿県構想 体系図 
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県では、「第 7 期高知県保健医療計画」を策定し、中長期的な医療ニーズに沿った、効率的

で持続可能なバランスの取れた各地域の医療・介護サービスの提供体制を構築するために、５

疾病別、診療科目別、地域別の取組方針を定めています。当圏域では、地域別構想において、

緊急医療体制の構築等の対応が位置付けられています。 

また、「第 7 期高知県保健医療計画」の一部として「高知県医師確保計画」を策定していま

す。この中では、若手医師に魅力あるキャリア形成環境の充実、県外からの医師招聘及び赴任

医師への支援、そのための情報発信及び勧誘、医師確保が困難な地域の医療機関への支援等を

行うこととしています。 

 

福祉分野においては、県が、社会福祉法に基づき、「第 3 期高知県地域福祉計画」（計画期

間は、2020 年度～2023 年度）を策定し、地域福祉推進の基本項目として 10 本柱を立ててお

り、いずれの項目も当圏域の福祉と関係が深い内容です。 

資料：第 3 期高知県地域福祉計画の計画体系 
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その他、「れんけいこうち広域都市圏ビジョン」では、「高度医療の体制整備」「健康・安

心な暮らしを支える地域医療・介護サービスの充実」「安心して子育てができる環境の整備」

を位置づけています。「高度医療の体制整備」では、災害時の医療提供体制構築を目指し、新

高知赤十字病院への支援に取り組むとしています。「安心して子育てができる環境の整備」で

は、ファミリー・サポート・センターへの広域連携を行うとしています。 

資料：れんけいこうち広域都市圏ビジョンでの医療・介護・福祉分野の取組方針 

（２）高次の都市機能の集積・強化 

①高度医療の体制整備 

高度な医療サービス提供の中心的な担い手となる施設等に対する支援を行い，圏域における高

度医療体制・災害時医療体制の強化を図る。 

（３）圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

①健康・安心な暮らしを支える地域医療・介護サービスの充実 

介護予防を含めた健康づくりのための取組を促進するとともに，医療・介護が必要になった時に

も，地域で適切なサービスを受けられるような環境の整備を推進する。 

②安心して子育てができる環境の整備 

圏域内のどの地域に居住しても，安心して子育てができるよう，保育や相談，情報発信をはじめ

とする子育て支援サービスの充実を図る。 
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④防災に係る取組状況 

防災については、構成市町村、県が地域防災計画を策定し、避難施設、防災情報発信、防災

訓練、住宅耐震化等対策、自主防災組織、防災士等の人材育成等に取り組んでいます。また、

高知県内市町村災害時相互応援協定や、安芸圏域における広域避難に関する協定などにより、

地震等の大規模災害時の相互応援体制を構築しています。 

その他、「れんけいこうち広域都市圏ビジョン」では、「災害に強い圏域づくりの推進」を

位置づけ、防災リーダーの育成などの防災・減災に対応するための連携・協力体制整備に取り

組むとしています。 

資料：れんけいこうち広域都市圏ビジョンでの防災分野の取組方針 

（３）圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

④災害に強い圏域づくりの推進 

大規模災害の発生を想定し，防災・減災に対応するための連携・協力体制を整えるとともに，住民

一人ひとりによる防災への備えを支援することにより，圏域全体の防災力向上を図る。 
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⑤移住定住促進に係る取組状況 

移住定住促進については、構成市町村、県が、誘致に向けた情報発信、相談・コーディネー

ト、お試し移住、住宅支援、就業支援、関係人口創出等に取り組んでいます。 

県では、「第４期高知県産業振興計画」（計画期間は 2020 年度～2025 年度）を策定し、

移住定住に係る中期的な取組方針を定めています。ここでは、移住者 1300 組を目指し、「交

流人口・関係人口へのアプローチ強化」「都市部の人材との接点の拡大」「相談・マッチング

体制の強化による戦略的アプローチ」「仕事と住まいのさらなる掘り起こしの強化による都市

部人材とのマッチングの促進」「U ターンの着実な推進」に取り組むとしています。 

資料：第 4 期高知県産業振興計画 移住定住分野体系図 

 
 

その他、「れんけいこうち広域都市圏ビジョン」では、「圏域への関心を高め，愛着を育む

取組の推進」を位置づけ、二段階移住の推進に取り組むとしています。 

資料：れんけいこうち広域都市圏ビジョンでの移住定住分野の取組方針 

（１）圏域全体の経済成長のけん引 

②強みを活かした経済活性化の促進 

地域資源を活用した特産品等の開発・生産・ブラッシュアップや，高知市を拠点とする「二段階移住」

の取組による新たな人の流れの創出とともに，販路開拓につながる一大マーケット，一大ショーケ

ースとして高知市を活用することで，圏域経済の活性化を促進する。 
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⑥地域コミュニティ形成に係る取組状況 

集落等の地域コミュニティ形成については、構成市町村が中心となり、県の制度と一体とな

って、地域運営組織の組織化、人材育成、コミュニティ施設整備、生活環境整備、地域活動支

援、生活支援等に取り組んでいます。 

地域運営組織の組織化については、県が、「集落活動センターを核とした集落維持の仕組み

づくり」を 推進しており、構成市町村が、地域住民が主体となった地域運営組織の創設を支

援しています。多くの構成市町村では設置されており、人材育成、活動への助成、活動支援等

のサポートを受けながら、生活、福祉、産業、防災等の地域活動が取り組まれています。 

資料：集落活動センターの取組概要 

 
 

また、「れんけいこうち広域都市圏ビジョン」では、「圏域への関心を高め，愛着を育む取

組の推進」を位置づけています。 

資料：れんけいこうち広域都市圏ビジョンでの地域コミュニティ形成分野の取組方針 

（３）圏域全体の生活関連機能サービスの向上 

⑤圏域への関心を高め，愛着を育む取組の推進 

イベントやまちづくり活動，地産地消等を通じて，圏域住民の地域への関心を高める機会を創出

し，圏域への定着促進と愛着の醸成を図る。 
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３ 第 3次計画の評価 

（１）前計画での取組内容 

前計画では、34 ページにあるように、重点プロジェクト、基本目標、広域活動計画を位置

づけ、圏域に係る課題を網羅的に対応する計画内容としていました。これに基づき、前計画期

間では、以下のような取組が行われました。 

 

➀基本目標１：地域資源を活かし、活力ある圏域づくり 

５）観光の振興（広域観光圏プロジェクト、広域活動計画＿広域観光振興に関する事業）で

は、観光振興組織支援、観光イベント開催、観光情報発信、観光商品開発、観光客誘致、人材

育成などが、活発に取り組まれました。 

それぞれについて具体的にみると、観光振興組織支援では、当圏域の観光地域づくりの舵取

り役として、2016 年 2 月に一般社団法人高知県東部観光協議会を設立し、2020 年 3 月 31 日

に登録ＤＭＯに認定されました。これは、2015 年に開催した観光キャンペーン「高知家・ま

るごと東部博」をきっかけに、広域観光への機運の高まりを経て設立に至ったもので、高知県

東部観光地域づくり推進計画（地域再生計画）に基づき、高知県東部ＤＭＯ推進事業、高知東

部食プロジェクトを実施しています。 

観光イベントの開催では、「高知東海岸 海・山・なんでも新鮮市」「高知東海岸 ハピも

ぐ海山フェスタ in 高知駅前」「高知東海岸グルメまつり」「安芸・室戸パシフィックライ

ド」「高知家・まるごと東部博」などがあります。特に、体験型プログラム、スポーツイベン

トをテーマとしたイベントも数多く開催されました。 

観光情報発信では、高知東部地域の観光ウェブサイトの開設、体験メニューデータベース、

各種パンフレット（教育旅行用体験パンフレット、高知県東海岸体験プログラム「こじゃんと

おもしろ体験」パンフレット、「ゴトゴト瓦版」、「土佐東方見聞録パワースポット」、「だ

るまＳＵＮウオッチングポイントマップ」等）、広告掲出、動画配信などを行い、当圏域の認

知度向上、テーマ性のある地域情報の発信を促進しました。AMA 地域連携推進協議会（徳島

県阿南市、室戸市、安芸市の連携組織）では、合同パンフレットの発行等を行っています。 

観光商品開発では、体験型観光プログラムの開発に向けた助成や地域での活動団体に対する

支援を行い、当圏域では現在 61（2019 年 1 月～12 月まで）の体験型観光プログラムが提供

されています。そのほか、構成市町村間で、観光商品開発が行われており、奈半利町、 田野

町、 安田町、 北川村、 馬路村の 5 町村の取組により、2017 年に日本遺産「森林鉄道から日

本一のゆずロードへ」が認定されるとともに、その構成要素である旧魚梁瀬森林鉄道施設の保

存活用計画が策定されました。また、安芸市と芸西村は、共同で阪神タイガースのキャンプ誘

致を行いました。 

観光客誘致では、一般団体旅行誘致の取組としては、県内外及び香港・台湾など海外におけ
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る商談会や旅行会社への訪問による PRの実施と、周遊バス利用の際の旅行会社への助成実施

により誘客促進を図りました。また、教育旅行の誘致についても、バス利用への助成や教育旅

行のエージェントの調査費支援を行うなど、各種の団体旅行の誘致に取り組んだことによって

特に教育旅行においては、2016 年度から 2019 度までで 15 校、2,000 人以上の修学旅行の誘

致を実現しました。 

人材育成では、構成市町村等が観光ボランティア等を対象とした研修を開催し、その人材が

各地域で活躍しています。 

その他、その他、れんけいこうち広域都市圏（高知市と県内 33 市町村が連携協約を締結す

る広域都市圏）では、統計データの活用、AI を活用した外国人観光客対応等に取り組んでい

ます。 

 

➁基本目標２：支え合い、安心して暮らせる圏域づくり 

１）健康づくりの推進と地域医療の充実では、緊急医療対応として、構成市町村の負担金に

より、在宅当番医制と病院群輪番制の確保が図られてきました。 

２）子育て支援の充実では、安芸市と芸西村では、共同で病児・病後児保育所を開設しまし

た。また、れんけいこうち広域都市圏では、ファミリー・サポート・センターの設置に向けた

支援が行われました。 

３）地域福祉ネットワークづくりの推進では、医療と介護が必要な患者が安心して在宅生活

を送れるように、当圏域内の医療機関・介護事業所・行政等が連携して、「安芸圏域入退院連

絡手引き」を 2018 年に作成しました。 

また、障がい者交流については、東部地区の障がい者が交流や親睦を深めるために「身体障

がい者運動会東部地区大会」を開催しています。 

その他、自殺対策については、安芸福祉保健所が主体となり、医療機関・介護事業所・薬局・

行政等で自殺対策に係る勉強会を実施しています。 

４）安全・安心な地域社会づくりでは、交通安全協会の安芸支部、室戸支部において、交通

安全運動などが行われました。 

 

➂基本目標３：快適に、暮らし続けられる圏域づくり 

２）資源循環型社会の推進（環境文化圏プロジェクト）では、圏域内のごみ処理とその余熱

により発電された電気を活用する施設として、安芸広域メルトセンターを操業しました。 

４）道路・情報ネットワークの充実、５）公共交通体系の充実（広域活動計画＿公共交通の

利用促進と経営助成に関する事業）では、公共交通の利用促進のための取組、高規格道路整備

促進の取組などが取り組まれました。 

それぞれについて具体的にみると、公共交通の利用促進のために情報発信では、当事務組合

が、地域住民や観光客にごめん・なはり線のパンフレット配布、ウェブサイト「ゴトゴト WEB

（http://gomen-nahari.com/）」運用を行いました。また、2012 年度には「ごめん・なはり

線開通 10 周年記念シンポジウム」を開催し、地域に根付いた公共交通の重要性を周知しまし
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た。 

公共交通の利用促進のための計画策定では、構成市町村が参加する高知県東部公共地域交

通協議会が、高知県東部広域地域公共交通網計画を策定しており、それに基づき域内公共交通

の接続改善（パーク・アンド・ライド等促進）、鉄道利用者支援（児童・生徒向けの運賃割引

等）、情報発信（路線図や統一ウェブサイト等）が取り組まれています。 

また、公共交通の維持では、構成市町村が連携して、地域公共交通の確保のため、路線バス

や鉄道運営会社の経営支援のために、補助金を支給しています。 

高規格道路整備促進では、構成市町村が参加する高知東部自動車道整備促進期成同盟会や

四国８の字ネットワーク整備促進四国東南部連盟が、高規格道路の整備促進のための要請等

を行っています。 

 

➃基本目標４：未来を拓き、文化を創造する圏域づくり 

３）スポーツ・レクリエーションの振興では、構成市町村の連携により、「高等学校女子硬

式野球高知大会」、「安芸郡市市町村対抗駅伝」、「安芸・芸西陸上記録大会」などのスポー

ツ大会が開催されました。 

４）芸術文化の振興・国際交流の推進では、構成市町村の連携により、「東部美術展」、「土

佐の町家ひなまつり」、「三町村合同書画展」、「昭和のうたコンサート」などのイベントが

開催されました。 

 

⑤基本目標５：住民と協働で創る、自立した圏域づくり 

１）住民・民間と行政の協働体制の構築（協働定住圏プロジェクト、広域活動計画＿人材育

成・地域間の交流に関する事業）では、構成市町村が連携して、首都圏での移住フェア、関西

方面を対象とした移住定住ツアー、移住相談会等が開催されました。れんけいこうち広域都市

圏では、2 段階移住の推進に向けた情報発信に取り組んでいます。 

２）効率的な行政運営では、2016 年 4 月 1 日に、租税債権管理機構を立ち上げ、構成市町

村から市町村税等又は税外債権等の移管を受けて滞納整理を実施しています。機構設立前、構

成市町村は県内でも低い水準の徴収率でしたが、体制強化、ノウハウ蓄積をすることで、徴収

率の向上につながっています。 

また、安芸市と芸西村では、併任協定による介護保険事業所実地指導を実施しています。 
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参考：前計画の施策体系 

 

基
本
目
標 

➀基本目標１ 

地域資源を活かし、

活力ある圏域づくり 

１）農業の振興 

２）林業の振興 

３）水産業の振興 

４）商工業の振興 

５）観光の振興 

６）産業間連携の促進 

➁基本目標２ 

支え合い、安心して

暮らせる圏域づくり 

１）健康づくりの推進と地域医療の充実 

２）子育て支援の充実 

３）地域福祉ネットワークづくりの推進 

４）安全・安心な地域社会づくり 

➂基本目標３ 

快適に、暮らし続け

られる圏域づくり 

１）地球環境の保全 

２）資源循環型社会の推進 

３）快適な居住環境づくり 

４）道路・情報ネットワークの充実 

５）公共交通体系の充実 

➃基本目標４ 

未来を拓き、文化を

創造する圏域づくり 

１）学校教育の充実 

２）生涯学習・社会教育の充実 

３）スポーツ・レクリエーションの振興 

４）芸術文化の振興・国際交流の推進 

⑤基本目標５ 

住民と協働で創る、

自立した圏域づくり 

１）住民・民間と行政の協働体制の構築 

２）効率的な行政運営 

広域観光振興に関する事業 

公共交通の利用促進と経営助成に関する事業 
人材育成・地域間の交流に関する事業 
 

広
域
活
動 

計
画 

重
点
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト 

広域観光圏 
プロジェクト  

１）広域観光振興体制の整備 
２）体験型観光メニューと着地型旅行商品の充実 
３）教育旅行の積極的な誘致と受入れ体制の整備 
４）観光情報の効果的な発信と情報提供の充実 
５）宿泊観光の充実 
６）交通アクセスや移動の利便性向上 
７）おもてなし心の醸成 
８）スポーツキャンプ・大会等の誘致 

環境文化圏 
プロジェクト  

１）自然環境や歴史文化遺産等の保全活動の促進 
２）環境保全活動の推進 
３）緑の社会資本を守るための間伐・再造林等の推進 
４）鳥獣被害対策の推進 
５）エネルギー地産地消の推進 
６）循環型社会の形成に向けた廃棄物対策の強化 

協働定住圏 
プロジェクト 

１）多様な交流の促進による安芸広域の魅力の発信 
２）暮らしやすい快適な住環境づくりの推進 
３）自然災害対策の充実 
４）定住・移住促進策の推進 
５）地元就職、ＵＪＩターンに関する相談・情報提供の充実 
６）協働による地域づくりの推進 
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（２）成果と残された課題 

前計画期間で取り組まれた施策内容や計画運営において、以下のような成果がありました。 

 

積極的な観光振興による集客の向上 

観光振興については、観光団体への支援、観光イベント開催、観光情報発信、観光商品開発、

観光客誘致、人材育成などの活動が積極的に取り組まれました。例えば、奈半利町、 田野町、 

安田町、 北川村、 馬路村の中芸 5 町村の取組により、2017 年に日本遺産「森林鉄道から日

本一のゆずロードへ」が認定され、広域観光を促進する観光資源が開発されました。前計画で

は、体験型プログラムの充実や教育旅行等の誘致に注力することで、集客につなげることがで

きました。 

さらに、地域連携 DMO として東部観を登録し、観光プロモーション、観光資源開発等に

取り組んでいます。 

 

首都圏等での移住定住の PR 

移住定住については、構成市町村が連携して首都圏等での移住フェアや移住ツアー、移住相

談会等を開催することで、単独市町村では難しい PR 効果を得ることができました。 

 

圏域内での住民間の交流 

スポーツや芸術などの分野において、構成市町村が連携して大会等を開催することにより、

学生等の住民間の交流が図られました。また、障がい者においても、「身体障がい者運動会東

部地区大会」を開催し、障がい者同士の親睦を図ることができました。 

 

市町村を跨ぐネットワークの形成による、住民等の利便性・安全性の向上 

医療・福祉分野の介護が必要な患者の在宅生活の環境整備、病児・病後児保育所、自殺対策

において、構成市町村が連携することで、住民生活の利便性、安全性を高めることにつながり

ました。 

 

租税債権管理機構による市町村税等の徴収率の向上 

租税債権管理機構が設立され、構成市町村から市町村税等又は税外債権等の移管を受けて

滞納整理を実施することで、それまで県の中でも低い水準であった徴収率を、向上させること

ができました。 

 

共同で安芸広域メルトセンターを運営した 

安芸広域メルトセンターを運営し、一般廃棄物の広域処理を行い、処理した副産物は資源と

して再利用しました。一方で、県内他市町村に比べてごみ排出量が多いため、住民のリサイク

ル意識の向上につながる取組が求められます。 
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一方で、前計画期間で取り組まれた施策内容や計画運営において、以下のような残された課

題があります。 

 

観光振興に係る施策が多くを占めていた 

前計画では、「広域観光圏プロジェクト」「環境文化圏プロジェクト」「協働定住圏プロジ

ェクト」の３つの重点プロジェクトとともに、５つの基本目標を設定し、圏域課題について網

羅的に取り組む構想でしたが、計画期間内に取り組まれた施策の多くは観光振興に係るもので

した。 

本計画では、当圏域で取り組むべき内容を精査し、実効的な計画づくりが必要です。 

 

相乗効果を生み出すための役割分担が必要 

前計画では、観光振興に係る施策が積極的に取り組まれましたが、一方で、構成市町村との

役割分担が明確になっておらず、連携が十分にとれていないため、構成市町村の観光振興施策

との相乗効果を生み出すには至らなかった、という意見が聞かれました。 

本計画の策定においては、各分野において、構成市町村と当事務組合の役割分担を整理する

とともに、施策展開においても構成市町村とコミュニケーションを図りながら、当圏域の効果

を最大化するような施策の再整理が必要です。 
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４ 圏域づくりの重点課題 
本計画では、以下の 5 項目を圏域づくりの重点課題として整理します。 

 

重点課題１ ： 観光産業の振興 

当圏域には、豊かな自然、海水浴場、地質遺産（室戸ユネスコ世界ジオパーク）、幕末の歴

史人物、幕末・明治・大正・昭和の町並み、中芸のゆずと森林鉄道日本遺産、四国霊場、道の

駅、海の駅、むろと廃校水族館、モネの庭や「食」など多彩な観光資源があり、年間 200 万

人以上の観光客が訪れています。 

しかし一方で、観光客は日帰り、短期滞在が多く、夏季に集中する傾向があります。また、

圏域内で提供される飲食、買い物、宿泊施設等のサービスが多くないため、観光消費額も限定

的で、地域への波及効果も高いとは言えない状況にあります。当圏域の宿泊、飲食サービス業

は、全国と比べて、生産性（労働生産性特化係数）は 8 割の水準となっています。 

さらに、国内全体では年間 3,000 万人が訪れているインバウンド観光客は、圏域内への訪問

は限られており、その追い風を十分に生かし切れていない面があります。 

これは、交通環境の不利がネックとなっている面はあるものの、それを上回る観光資源の魅

力の提供や、それらの情報発信が効果的に行われていないこと、団体を受け入れる際の宿泊施

設や食を提供する施設が少ないことなどが要因と考えられます。また、インバウンドの対応と

しては、キャッシュレス化や Wi-Fi 環境が十分普及していないことへの対策など、今後はコ

ロナウイルス感染防止対策の強化を図りながら、アフターコロナに向けた対応についても広域

レベルで取組を進める必要があります。 

前計画では、体験観光の推進を掲げ、教育旅行や周遊バス観光をターゲットとして誘致を図

り、一定の成果を得ることができました。今後も、構成市町村、県の取組との相乗効果をより

一層生み出すような役割分担と連携、協力を図り、前計画の施策を継続し磨き上げを行うと共

に、多様な関係者とのつながりを深めながら新たな展開への推進が期待されます。 

また、観光客誘致と連動して、地域経済への波及効果を高めるように、特産品等の開発、流

通などを、農林水産業や商工業等の分野と連携強化していくことが必要です。 

 

重点課題２ ： 交通環境の充実 

当圏域の広域幹線道路は国道 55 号のみであり、その大部分が海岸沿いを走ることから、台

風や集中豪雨時に通行止めが頻発するうえ、交通渋滞により、救急車などの緊急車両の通行が

支障をきたすこともあります。もし、南海トラフ地震が発生した場合には、道路が津波で寸断

され、構成市町村の多くが陸の孤島となることが懸念されています。 

現在、安芸道路（2011 年 12 月に都市計画決定）の整備が進められているほか、徳島県か

らつながる海部野根道路（2018 年 11 月に都市計画決定）、野根安倉道路の整備が進められ

ています。これらの整備が進めば、東洋町から安芸市までの山間地を高速道路で結ばれること
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となり、より早い整備完了が期待されます。 

また、域内道路については、県道、市町村道の整備が遅れている箇所があり、特に市街地と山

間集落を結ぶ県道・市町村道・林道では、落石や路側崩壊による通行止めが頻発しており、対策

が急務です。加えて、舗装の劣化や橋梁を含む道路構造物の老朽化が進んでおり、その対策も必

要不可欠です。 

当圏域の公共交通機関については、土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」（後免駅～奈半

利駅間）と阿佐海岸鉄道「阿佐東線」（東洋町～徳島県南部）が運行しており住民の生活を支

える基盤となっています。その反面、沿線の人口減少、高齢化に伴い、乗降客数は長期下降傾

向にあり、鉄道利用の促進と健全な経営が課題となっています。そのような中で、阿佐海岸鉄

道は世界初の DMV（軌道と道路の双方を走ることが出来る車両のことで、乗り換えなしにバ

ス停や駅を巡ることができる）が整備され、観光面での利用も期待されています。 

当圏域の住民の移動手段として、鉄道と同様にバスが重要な役割を担っています。国道 55

号を中心に路線バスが走っていますが、山間地域等では市町村営バス等が運行され、高齢者、

障がい者などの移動手段となっており、路線、本数の維持が求められています。 

さらに、高齢者や障がい者にとっては、構成市町村が提供するタクシーチケット等を利用し

たタクシーが生活を支える移動手段の一つとなっていますが、地域の人口減少に伴い、タクシ

ー事業者の経営も厳しくなっています。 

 

重点課題３ ： 医療福祉環境の確保 

当圏域の三大生活習慣病による死亡率は、県平均を上回る水準の市町村が多くなっていま

す。そのような中で、高齢化のさらなる進展や生活習慣病増加による疾病構造の変化などに伴

い、医療需要は増加しています。健康寿命を見てみると、馬路村は県水準を超えていますが、

それ以外の構成市町村は下回る水準であり、健康予防への取組が求められます。健康寿命の延

伸は、個人の QOL（Quality of Life：生活の質）を格段に向上させるとともに、介護費の抑制

につながるという指摘もあります。 

一方で、当圏域の医療施設、医師数は、量的に県水準を下回っており、医療環境の確保が大

きな課題となっています。特に、医師確保は安定的な医療体制を構築するうえで不可欠です

が、当圏域では、高知市等を含む中央医療圏への偏在、医師の高齢化による年齢構成の偏在、

産婦人科医師等減少による診療科の偏在が課題となっています。また、薬剤師、看護師の人材

確保も必要です。さらに、急性期医療は、民間病院の医療従事者不足により、維持が困難にな

ってきており、救急活動の約４割が高知市周辺の高度医療機関への搬送となっています。救急

隊員の知識・技術のさらなる向上や、各医療機関との連携強化が必要となっています。 

その意味では、2014 年 2 月に開院した県立あき総合病院は、当圏域の中核病院として、地

域医療の拠点となっています。 

また、当圏域の介護施設・介護士は、量的に県水準を下回っており、特に、介護士不足が大

きな課題です。実際に、介護士確保が困難なため事業所を廃止したケースも出ており、当圏域

での介護サービスを停滞させる要因となることが懸念されます。今後、さらに高齢化の進展が

見込まれる中で、必要な介護人材を確保し、圏域の安定的な介護サービスを維持していくこと
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は重要な課題です。 

 

重点課題４ ： 大規模災害への対策 

南海トラフ沿いにある当圏域は、今後 30 年以内に 70％～80％の確率でＭ８～Ｍ９クラス

の地震発生の可能性が指摘されています。 

また、台風常襲地でもある当圏域は、毎年のように暴風雨の猛威にさらされ突風や洪水によ

る被害を多く受けています。 

このような大規模災害に備えるためにも、庁舎等公共施設の耐震対策、河口・海岸施設や避

難路・避難場所の整備のようなハード面でのまちづくりを推進するとともに、住民意識の向

上、自主防災組織の育成や防災訓練、医療救護体制の整備のようなソフト面の整備が必要で

す。 

また、山村集落では、過疎・高齢化によって消防団員が不足し、初期消火体制の確保が困難

になっており、人材の確保等の対応が必要となっています。 

 

重点課題５ ： 地域コミュニティの維持・確保 

当圏域においては、過疎化、少子高齢化が進んだことにより、地域の担い手が少なくなり、

コミュニティや集落生活機能の維持が難しい「限界集落」が発生しています。 

このため、地域社会を健全に維持し発展させていくために、自地域に愛着と誇りを持ち、地

域活動を担う人材を育てていくことが求められます。あわせて、農林水産業等各種産業の後継

者や伝統的な技術の継承者など、次代を担う人材の育成も必要です。 

また、当圏域内には、人口の流出や高齢化により、空き家や空き店舗、遊休農地がみられる

ことから、人口増加策の一環として、こうした地域ストックを有効活用した移住対策を推進す

ることが必要です。地域コミュニティの維持、人づくり、地域ストックの活用には、関係住民

などの積極的な協力が必要であることから、行政と住民との協働により対策を推進していくこ

とが求められます。 
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５ 基本構想 

（１）めざすべき姿 

当圏域は、高知県の東部に位置し、海・山・川の豊かな自然や温暖な気候に恵まれ、農業や

水産業、山間部の林業など第１次産業を中心に発展してきましたが、人口減少・少子高齢化傾

向に歯止めがかからず、また本格的な経済のグローバル化時代が到来している中で、地域の存

亡すら問われる状況にあるといっても過言ではありません。 

当圏域は、時代の潮流を圏域の発展に向けた追い風となるよう受け止め、住民の暮らしや経

済を将来にわたって持続可能なものとし、かけがえのないこの高知東海岸の地域を次代に引き

継いでいかなければなりません。 

 

こうした認識のもと、圏域づくりの重点課題を踏まえる中で、前計画の基本理念を継承する

とともに、「健康・福祉及び快適住環境」を重視する地域づくりに向けて、当圏域のめざすべ

き姿を、 

 

 

 

 

 

 

 

とし、地域資源を活かした産業振興により定住人口の増加に努め人口減少・少子高齢化傾向

の抑制を目指すとともに、自然環境や歴史文化遺産の保全、安全安心な地域づくりの推進など

により住民が豊かさを実感できる活力ある圏域づくりを目指します。 

 

 

  

安全安心、健やか！ 

活力ある安芸広域交流圏の形成 
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（２）施策の大綱 

安芸広域のめざすべき姿の実現に向けて、圏域づくりの課題を踏まえつつ、次の４つの大綱

に基づいた圏域づくりを推進します。 

 

基本目標１：地域資源を生かした活力ある圏域づくり 
地域資源を生かした活力ある圏域づくりを目指し、観光産業を核として農林漁業、商工業の

振興に取り組み、「魅力的な観光地域づくり」を推進します。そこで、滞在型観光の推進と観

光の経済効果の向上を図るため、東部観を舵取り役として、前計画に引き続き、体験型観光の

促進に努めるとともに、魅力的な観光資源の情報発信に積極的に取り組みます。 

また、ナスやユズをはじめとする農産物、海産物等を生かした観光客等向けの土産品開発等

にも取り組み、農漁業の 6 次産業化を推進することで、豊かで安定した農漁業経営を目指し

ます。 

基本目標２：支え合い、安心して暮らせる圏域づくり 
安心して暮らせる圏域づくりに向けて、すべての住民が健康に暮らし続けられるように、地

域医療、地域福祉の環境の充実に取り組み、「地域を支える医療・介護・福祉の確保」を推進

します。特に、医師、看護師、介護士等の不足が課題となっており、人材確保、育成に重点的

に取り組みます。 

また、災害に強い圏域づくりに向けて、地震や津波、風水害などの自然災害に備えた防災対

策や、住民の防災意識の高揚、自主防災組織の育成や消防・防災体制の充実、強化などに取り

組み、「大規模災害対策の強化、充実」を推進します。また、災害や事故などの不測の事態に

備えて、非常時に迅速かつ的確に対応できるよう、危機管理体制の整備を進めます。 

基本目標３：快適に、暮らし続けられる圏域づくり 
快適に、暮らし続けられる圏域づくりを目指し、行政・交通事業者・住民の役割分担を整理

しながら、住民の生活の移動手段であるごめん・なはり線及びバス路線等の維持、活性化に取

り組み、「地域交通の維持、活性化」を推進します。 

基本目標４：住民と協働で創る、自立した圏域づくり 
自立した圏域づくりを目指し、中山間地域等での基礎的な生活環境の維持に向けた整備を

推進するとともに、構成市町村との協働によるまちづくり活動を支援します。また、地域コミ

ュニティ等の維持、活性化に向けて、移住定住の促進に積極的に取り組み、「地域コミュニテ

ィの維持、発展」を推進します。 

更に、自立した圏域づくりのために、経営資源が限られた構成市町村の行政経営に必要な情

報・ノウハウの蓄積と人材育成や、共同化等により行政コスト削減を支援し、「効率的な行政

経営の推進」に取り組みます。 
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（３）人口の将来見通し 

構成市町村が定める地方人口ビジョン・まち・ひと・しごと創生総合戦略に基づき、当圏域

の目標人口を設定すると、2040 年に 34,626 人となります。 

このため、産業の振興や定住促進策、子育て支援策など、圏域を支える基盤である人口を維

持するための取組が強く求められます。 

図表22  将来人口 
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６ 基本計画 
基本構想で整理した将来像、基本目標に基づき、以下の政策、施策体系とします。 

 

将来像 基本目標 政策 施策 

安
全
安
心
、
健
や
か
！ 

 

活
力
あ
る
安
芸
広
域
交
流
圏
の
形
成 

基本目標１ 

地域資源を生かした活

力ある圏域づくり 

ⅰ魅力的な観光地域

づくり 

∙ 広域観光振興体制の構築、運営 

∙ 観光情報の充実と発信 

∙ 観光資源・体験型観光プログラムの

充実 

∙ 観光産業を支える人材育成 

∙ 地域産品の開発、販売の強化 

基本目標２ 

支え合い、安心して暮ら

せる圏域づくり 

ⅰ地域を支える医療・

介護・福祉の確保 

∙ 地域医療体制の充実 

∙ 感染症対策の推進 

ⅱ大規模災害対策の

強化、充実 

∙ 広域での防災体制の充実 

基本目標３ 

快適に、暮らし続けられ

る圏域づくり 

ⅰ地域交通の維持、

活性化 

∙ 道路ネットワークの整備推進 

∙ 鉄道、バス等公共交通の利用促進 

∙ 観光客の交通利便性向上 

基本目標４ 

住民と協働で創る、自

立した圏域づくり 

ⅰ地域コミュニティ

の維持、発展 

∙ 移住・定住等の促進 

∙ 生活環境の維持・確保 

ⅱ効率的な行政経営

の推進 

∙ 多様な行政サービスを担う人材育成 

∙ 共同化事業の推進 

 

以下では、主な事業について、中心となって実施することが想定される主体を整理していま

す。「事務組合」「東部観」等は当該主体が中心となって推進する事業で、「構成市町村間」

は構成市町村間で連携しながら推進する事業です。 
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基本 
目標 １ 地域資源を生かした、活力ある圏域づくり 

ⅰ 魅力的な観光地域づくり 

施策展開の方向性 

前計画では、地域連携 DMO として設立された東部観が観光振興の舵取り役となり、観光戦

略づくり、情報発信、民泊等の受入体制の整備、人材育成、教育旅行、一般旅行等の観光商品

の造成・販売等に、構成市町村及び多様な関係者と連携し、取り組んできました。一方で、集

客面では、地域経済への波及やインバウンド観光客誘致が途上であり、運営面では、東部観と

構成市町村との役割分担、ビジョン共有に改善余地があります。 

そこで、前計画の観光振興の方向性に基づき、引き続き、構成市町村を含めた当圏域の一体

的な観光振興体制の充実を図るとともに、滞在型観光の推進と地域への経済効果の向上を図る

ため、観光資源のブラッシュアップ、体験型観光の推進、積極的な観光情報の発信を進めます。 

また、構成市町村はそれぞれ独自に観光振興の取組を進めており、当圏域としては、各市町

村の取組と重複がないように、補完し、また相乗効果を生み出す施策に絞って、重点的に取り

組みます。 

さらに、新型コロナウイルス感染症への対応においては、国及び高知県の動向に十分留意し

ながら対策を講じ、インバウンド観光を含めた観光振興の推進により、圏域の地域経済を担う

柱となる観光産業となることを目指し、施策の展開を図ります。 

 

施策の内容 

広域観光振興体制の構築、運営 

広域観光推進ネットワークの整備、運営 

地域連携 DMO である東部観と構成市町村との役割分担や構成市町村同士の相乗効果を生

み出すコーディネートをさらに推進しながら、東部観を核とした観光振興体制づくりを進めま

す。 

そのために、2020 年度には構成市町村の観光担当課及び観光協会等を対象として、観光戦

略の概要と進捗状況を共有する場づくりを行い、構成市町村と東部観が一体となって当圏域の

観光の魅力を最大化するための、ビジョンとその運営体制の整備の検討を進めていきます。 

〈 主な事業 〉 

・広域観光ネットワーク構築事業【東部観】 
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観光情報の充実と発信 

戦略的な観光情報の発信 

観光客に圏域内の魅力を十分に伝えるとともに、観光客の訪問、消費、活動を誘導するよう

な戦略的な観光情報の発信に取り組みます。 

そのためには、地域連携DMOの役割として、ウェブサイト「ひがしこうちの旅（http://higashi-

kochi.jp/）」により当圏域の観光スポット、体験型観光、宿泊、買い物などの網羅的な観光情報

を提供するとともに 、Twitter、Facebook 等の SNS や動画サイトを活用した旬の情報発信、リ

ーフレット、ガイドブック等を活用したストーリー性のある観光資源を発信していきます。 

また、構成市町村の役割としては、各市町村のホームページ等を活用した観光情報発信に取

り組むと共に観光協会等とも連携し、観光客誘致のため地域の魅力発信に取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・ウェブサイト運営事業【東部観】【構成市町村間】 

・広告等掲出事業【東部観】【構成市町村間】 

・パンフレット作成事業【東部観】【構成市町村間】 

訪日観光客向け情報発信 

当圏域への外国人観光客の誘致を図るため、アジア（台湾、香港、中国、韓国等）、アメリ

カなどをターゲットとした当圏域の情報発信を促進します。 

また、当圏域の魅力をより積極的に発信するために、対象国の観光局・旅行会社、メディア

やブロガー等を招聘する FAM トリップ（観光促進のためのプロモーション手段。インフルエ

ンサーや旅行代理店向けの現地視察ツアーを企画して、ブログやメディア、その他のコンテン

ツにおいて外国人向けに発信してもらうという手法）にも取り組みます。 

その他、当圏域を訪れる観光客が不自由なく活動できるように、多言語での案内機能強化を

推進します。 

〈 主な事業 〉 

・観光情報の多言語化事業【東部観】【構成市町村間】 

・FAM トリップ事業【東部観】 
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観光資源・体験型観光プログラムの充実 

観光資源のブラッシュアップ 

前計画に引き続き、観光資源のブラッシュアップを推進します。その際、各地域の特性を踏

まえつつ、共通テーマ性（日本遺産やジオパーク、歴史、だるま太陽等）を踏まえたストーリ

ー性のある観光資源の創出に注力します。 

〈 主な事業 〉 

・ストーリー性のある観光資源創出・ブラッシュアップ事業【東部観】【構成市町村間】 

体験型観光の充実 

当圏域の観光資源の特徴は、自然、マリンスポーツ、地質遺産（室戸ユネスコ世界ジオパー

ク）、歴史遺産、森林鉄道遺産、四国霊場、温泉、食等です。前計画では、これらを生かした

体験型観光の開発を推進し、マリンスポーツ体験、製塩体験、農業体験等のプログラムが実現

しました。 

本計画においても、引き続き、体験型観光プログラムの開発を推進します。 

〈 主な事業 〉 

・ストーリー性のある観光資源創出・ブラッシュアップ事業【東部観】【構成市町村間】 

イベント等の開催 

当圏域の観光資源は自然資源を生かしたスポーツ、食、生き物等が特徴的であり、それらを生

かしたイベントが、集客の一つの柱となっています。 

構成市町村や県等が開催するイベントと連携し調整を図りながら、より多くの集客と地域経

済への還元を図るために、イベント等の企画や開催を促進します。 

〈 主な事業 〉 

・イベント開催支援事業【東部観】【構成市町村間】 

教育旅行の誘致 

当圏域への教育旅行の誘致については、平成 21 年度から 27 年度にかけて当事務組合が実施

主体となりスタートし、平成 28年に東部観が設立されたことに伴い、旅行会社へのプロモーシ

ョンは東部観を中心として、民泊受入体制の整備等は構成市町村を中心として実施することとな

り、関係者が連携し地域ぐるみで教育旅行の誘致を実現しました。本計画においても、引き続き、

教育旅行の誘致に一体となって取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・教育旅行誘致事業【東部観】  

・教育旅行受入体制整備事業【構成市町村間】 
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観光産業を支える人材育成 

観光ビジネス人材の育成 

観光の恩恵を地域経済に取り込むためには、圏域内での観光サービスを充実し、観光消費を

増やすことが必要ですが、現状ではそれを担う人材が不足しています。 

県では「土佐の観光創生塾」を開催し、観光ビジネス人材を育成していますが、人数、回数

が限られています。また、一部の構成市町村が取り組む人材育成は、観光ボランティア等が主

です。 

そこで、体験型観光等の旅行商品や地域産品を生かした土産品等の開発・販売を担う観光ビ

ジネス人材をターゲットとして、人材育成に積極的に取り組みます。 

また、観光ビジネス人材による新たなサービス開発、商品開発を促進するために、クラウド

ファンディングによる資金調達等を支援します。 

〈 主な事業 〉 

・観光ビジネス人材育成事業【東部観】【構成市町村間】 

・クラウドファンディング支援事業【構成市町村間】 

 

地域産品の開発、販売の強化 

地域産品販売体制の整備 

当圏域には、日本一の収量を誇るナスやユズの他、豊かな海産物、日本一の森林率を背景と

した木材製品等の地域資源があります。馬路村のポン酢のような全国で流通する産品もありま

すが、多くの産品はまだ十分な販路を確保できていません。 

これらの産品をより広く国内外に流通させるために、高知県地産外商公社との連携強化など

により、産品の開発、販売等を担う体制を構築します。 

〈 主な事業 〉 

・産品販売戦略体制構築事業【東部観】【構成市町村間】 

地域産品 PR事業 

当圏域の産品を県内外に販売するための PR を積極的に行います。 

〈 主な事業 〉 

・商談会開催事業【東部観】 

・産品販売イベント事業【東部観】【構成市町村間】 
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エリア別の展開方向性 

当圏域の観光資源の分布を見ると、室戸市はジオパーク、東洋町、奈半利町はマリンスポー

ツ、中芸地域は森林鉄道等があり、国道 55 号が遍路道となっています。また、各地に道の駅

等の観光拠点があるとともに、安芸市、室戸市、東洋町、芸西村等に宿泊施設がほぼ等間隔に

立地し、当圏域の滞在エリアとなっています。そこで、これを踏まえ、以下のようなゾーニン

グを設定します。 

図表23  観光振興のゾーニング 
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基本 
目標 ２ 支え合い、安心して暮らせる圏域づくり 

ⅰ 地域を支える医療・介護・福祉の確保 

施策展開の方向性 

県では、「日本一の健康長寿県構想」を掲げ、誰もが住み慣れた地域で、安心して暮らし続

けられる地域を目指し、壮年期世代の健康改善、高知版地域包括ケアシステム、 子ども等の

貧困対策、少子化対策、医療、介護サービス等の人材確保と産業化等を推進しています。 

当圏域では、特に、構成市町村の共通課題となっている緊急医療体制の整備と医師・看護

師・介護士不足対策について、構成市町村及び県の施策と連携しながら、重点的に取り組みま

す。 

 

施策の内容 

地域医療体制の充実 

緊急医療体制の整備 

当圏域内には、救急受け入れ医療機関として森澤病院、田野病院、県立あき総合病院があ

り、その中でも、県立あき総合病院は当圏域内の救急搬送の約 6 割を受け入れる急性期病院

です。 

初期救急・二次救急・三次救急の役割分担に基づき、県立あき総合病院、地域医療機関、関

係機関との連携を促進し、安心できる救急医療体制の充実を図ります。 

医師・介護・福祉サービスの人材確保 

医療施設、介護サービスが充足していない当圏域では、今後、医療人材、介護人材の不足に

より、医療・介護・福祉サービスの維持ができなくなることが懸念されます。 

県では、「高知県医師確保計画」を策定し、若手医師に魅力あるキャリア形成環境の充実、

県外からの医師招聘及び赴任医師への支援、そのための情報発信及び勧誘、医師確保が困難な

地域の医療機関への支援等を行うこととしています。 

当圏域においても、医療・福祉サービスを担う医師、看護師及び介護士の確保を重点的に推

進します。県の取組を踏まえ、構成市町村との連携のもと、医師等の招聘や赴任医師等の定着

のための体制づくり、介護人材の育成、就業環境の改善のための支援等を進めます。 

〈 主な事業 〉 

・医師招聘事業【構成市町村間】 

・介護士育成事業【構成市町村間】  

・看護師招聘事業【構成市町村間】 
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感染症対策の推進 

結核や麻しん、インフルエンザ、新型コロナウイルスなどの感染症予防のため、予防接種や

感染予防知識の普及、情報提供などを行います。 

また、感染症対策のため、関係機関との連携を図りながら、迅速に対応できる体制づくりな

どに取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・感染症対策情報発信事業【構成市町村間】 
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ⅱ 大規模災害対策の強化、充実 

施策展開の方向性 

今後起こりうる地震、水害等の大規模災害に備え、防災・減災対策を強化するとともに、圏

域の消防・防災体制の充実強化などを推進します。 

県及び構成市町村では、それぞれ地域防災計画を策定し、それに基づき避難施設等の整備、

防災訓練、自主防災組織の設立支援、各家庭の減災対策支援等に取り組んでいます。 

そこで、構成市町村や県の施策と連携を図りながら、当圏域では、2019 年 2 月に策定した

安芸圏域広域避難計画を基に、広域防災訓練や住民の防災意識の向上等の防災、減災のソフト

面を重点的に取り組みます。 

 

施策の内容 

防災体制の充実 

災害時要援護者対策の充実 

南海トラフ地震や台風、水害等の大規模災害を想定した防災訓練を、構成市町村間での連携

のもと、実施します。特に、構成市町村、社会福祉協議会、民生委員、自主防災組織等が連携

し、災害時要援護者の把握・情報共有を行い、見守り助け合い活動などを通じて防災体制の強

化を図ります。 

〈 主な事業 〉 

・広域防災訓練【県・構成市町村間】 

防災意識の高揚 

南海トラフ地震や台風、水害等の大規模災害に備えるために、様々なメディアを活用し、住

民の防災意識の高揚に取り組みます。また、構成市町村と連携し、自主防災組織の活動を促進

するとともに、消防団との連携を促進し、地域防災力の向上を図ります。 

〈 主な事業 〉 

・防災意識啓発事業【事務組合】 

災害廃棄物処理協力体制の強化 

南海トラフ地震や台風、水害等の大規模災害時には、発生した災害廃棄物の適正かつ迅速な

処理が求められます。災害廃棄物処理広域ブロック協議会（安芸広域ブロック）において、そ

の処理方法や市町村間の相互連携の在り方について協議し、防災体制の充実を図ります。 

〈 主な事業 〉 

・災害廃棄物処理協力体制の強化【災害廃棄物処理広域ブロック協議会】 
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基本 
目標 ３ 快適に、暮らし続けられる圏域づくり 

ⅰ 地域交通の維持、活性化 

施策展開の方向性 

地域経済の発展や生活環境の維持、災害時の避難経路確保等のために、地域交通網の維持、

活性化を推進します。 

構成市町村、県は地域交通網形成計画等を策定し、公共交通の利用促進、インフラ整備、事

業者支援、利用者支援等を行っています。そこで、当圏域では、構成市町村、県及び高知県東

部広域地域公共交通協議会と連携しながら、住民の移動手段となる公共交通等の確保のため

の鉄道・バス・タクシー等の利用促進、観光客の交通利便性向上を重点的に取り組みます。 

また、「四国 8 の字ネットワーク整備促進    四国東南部連盟」等が中心となって進める高

速道路の整備促進についても積極的に関与します。 

 

施策の内容 

鉄道、バス等の公共交通の利用促進 

土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」、阿佐海岸鉄道「阿佐東線」の利用促進 PR 

土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」、阿佐海岸鉄道「阿佐東線」の利用促進のための PR

を行います。 

ごめん・なはり線では、高知県東部広域地域公共交通網形成計画において、パークアンドラ

イド、サイクルアンドショップライドを推進するために各駅に駐車場、駐輪場の整備を進める

ことを目指しており、当圏域としてもその促進に向けた PR を行います。 

また、阿佐海岸鉄道では 2020 年度に世界初の DMV が導入され、観光振興の目玉になると

考えられますので、関係機関と連携しながら、観光客等に向けた PR にも取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・土佐くろしお鉄道「ごめん・なはり線」、阿佐海岸鉄道「阿佐東線」の PR 事業 

交通事業者の経営支援 

鉄道、バス、タクシーは、高齢者や障がい者等の自家用車を利用しない圏域住民の生活を支

えるインフラとなっています。一方で、人口減少、高齢化に伴う利用者減少により、経営を取

り巻く環境は厳しくなっています。 

そこで、当圏域では、構成市町村と連携しながら、鉄道、バス、タクシー等交通事業者の経

営支援に取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・交通事業者経営支援事業【構成市町村間】 
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観光客の交通利便性向上 

アクセス性の向上 

観光客の利便性を高めるため、構成市町村、県、高知県東部広域地域公共交通協議会と連携

し、ごめん・なはり線とバスなどの接続改善のための協議を支援します。 

〈 主な事業 〉 

・域内交通接続改善事業【構成市町村間】  

移動の利便性の向上 

観光客の域内での交通利便性の向上のために、公共交通や駐車場等に係るきめ細かな情報

提供等を行います。また、外国人観光客向けに、多言語対応も進めます。 

〈 主な事業 〉 

・観光交通案内事業【東部観】 

 

道路ネットワークの整備推進 

地域の基幹的な交通網となる国道 55 号の改良整備、高知東部自動車道、阿南安芸自動車道

の早期完成に向け、構成市町村とともに、国や県に要請します。 
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基本 
目標 4 住民と協働で創る、自立した圏域づくり 

ⅰ 地域コミュニティの維持、発展 

施策展開の方向性 

人口減少、少子高齢化が進展する中で、危機にさらされている住民生活、地域文化や郷土を

維持していくために、中山間地域等の地域コミュニティの振興に取り組みます。 

構成市町村では、集落支援員や地域おこし協力隊等を活用しながら、コミュニティ施設の整

備や地域活動の支援等により、地域コミュニティの維持、発展に取り組んでおり、県とともに、

集落活動支援センターを核として集落維持に取り組んでいます。さらに、構成市町村、県で

は、人口減少を抑制するために、都市部からの移住定住を積極的に誘致しています。 

そこで、当圏域では、構成市町村、県の施策と連携しながら、圏域の共通課題となっている

移住定住の誘致、関係人口の創出に向けた情報発信を行うとともに、生活環境の維持を重点的

に取り組みます。 

 

施策の内容 

移住・定住等の促進 

移住定住に係る積極的な情報発信 

当圏域への移住定住者のさらなる誘致促進に向けて、構成市町村、県と連携しながら、当圏

域の魅力や生活関連情報、移住定住支援策等を積極的に発信します。 

また、一方的な情報発信のみならず、移住定住に興味がある人を対象とした移住定住ツアー

等で、対面でのコミュニケーションをとりながら魅力を伝えていきます。 

〈 主な事業 〉 

・移住定住情報発信事業【構成市町村間】 

・移住定住イベント開催事業【構成市町村間】 

移住定住促進のための人材育成 

当圏域への移住定住者の誘致促進と移住後の定着に向けて、構成市町村と連携しながら、移

住定住コーディネーターの情報やノウハウの共有等を行い、移住定住の受け入れ体制充実に取

り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・移住定住コーディネーター支援事業【構成市町村間】 
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関係人口の創出 

仕事、地域活動や交流活動において、当圏域と継続的な関係を持つ都市住民等の関係人口の

創出に取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・兼業・副業紹介事業【構成市町村間】 

・ワーケーション推進事業【構成市町村間】 

・ふるさとワーキングホリデー事業【構成市町村間】 

 

生活環境の維持・確保 

買い物等の環境の維持 

中山間地域等の集落の生活環境を維持するために、集落活動センター等と連携しながら、移

動販売等の生活環境の形成のための支援を行います。 

〈 主な事業 〉 

・買い物機能維持支援事業【構成市町村間】 
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ⅱ 効率的な行政経営の推進 

施策展開の方向性 

人口減少、少子高齢化が進み、構成市町村を取り巻く経営環境が厳しくなり、行政コストの

削減が求められる一方で、行政サービスの多様化、高度化も必要になっています。 

各構成市町村では、行政改革を推進していますが、十分な経営資源がないという課題もあり

ます。 

そこで、当圏域では、構成市町村の人材育成、行政コストの削減に向けた共同化等に向け

て、積極的な支援を行います。 

 

施策の内容 

多様な行政サービスを担う人材育成 

当圏域の構成市町村が連携しながら、多様な行政サービスを担う人材を育成するための研修

や人材交流に取り組みます。 

また、構成市町村の経営を担う人材確保についても連携して取り組みます。 

〈 主な事業 〉 

・研修事業【事務組合】 

・人材確保事業【構成市町村間】  

・人材交流事業【事務組合】 

 

共同化事業の推進 

安芸広域メルトセンターの維持管理 

構成市町村の一般廃棄物を共同処理するために、安芸広域メルトセンター運転管理を行う

とともに、定期的なメンテナンスと安全運転により、施設の長寿命化を図りながら維持管理を

行います。また、地元住民の理解・協力が得られるように、積極的な情報発信も行います。 

〈 主な事業 〉 

・安芸広域メルトセンター維持管理事業【事務組合】 

徴税等業務の運営 

構成市町村の徴収業務を共同化して実施するために、構成市町村から市町村税等、税外債権 

等の移管を受けて滞納整理を効果的に実施します。 

〈 主な事業 〉 

・税金及び税外債権徴収事業【事務組合】 
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７ 広域活動計画 

（１）事業展開の基本方針 

安芸広域ふるさと市町村圏基金の運用益を活用し、圏域の将来像の実現へ向けた広域的な

ソフト事業を展開します。 

広域活動計画に基づき実施する事業は、基本計画の中で特に優先的に取り組むべきであり、

かつ事業立ち上げを目指す試験的な分野である「広域観光振興」「広域移住定住促進」を対象

とし、圏域内の交流・連携を促進するとともに、圏域外への情報発信や圏域間の交流を拡大す

る事業に取り組みます。 

 

（２）事業計画 

➀広域観光振興に関する事業：魅力的な観光地域づくり 

基本計画にある「魅力的な観光地域づくり」を、広域活動計画としても位置付け、広域的な

ソフト事業として取り組みます。特に、以下事業をソフト事業として重点的に取り組みます。 

■広域観光振興体制の構築、運営 

 ・広域観光ネットワーク構築事業  

■観光情報の充実と発信 

 ・ウェブサイト運営事業 

・広告等掲出事業  

・パンフレット作成事業 

 ・観光情報の多言語化事業  

・FAM トリップ事業 

■観光資源・体験型観光プログラムの充実 

 ・ストーリー性のある観光資源創出・ブラッシュアップ事業 

 ・イベント開催支援事業  

 ・教育旅行誘致事業  

・教育旅行受入体制整備事業 

■観光産業を支える人材育成 

 ・観光ビジネス人材育成事業 ・クラウドファンディング支援事業 

■地域産品の開発、販売の強化 

 ・産品販売戦略体制構築事業  

 ・商談会開催事業  

・産品販売イベント事業 
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②広域移住定住促進に関する事業：移住・定住等の促進と地域コミュニティの維持、発展 

基本計画の「移住・定住等の促進と地域コミュニティの維持、発展」を、広域活動計画とし

ても位置付け、広域的なソフト事業として取り組みます。特に、以下事業をソフト事業として

重点的に取り組みます。 

■移住・定住等の促進 

 ・移住定住情報発信事業  

・移住定住イベント開催事業 

 ・移住定住コーディネーター支援事業 

 ・兼業・副業紹介事業  

・ふるさとワーキングホリデー事業 

・ワーケーション推進事業 

■生活環境の維持・確保 

 ・買い物機能維持支援事業  

■地域づくり活動への住民参加の促進 

 ・地域づくり活動支援事業  

 ・地域コミュニティ醸成事業  

 ・地域間交流推進事業  
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８ 計画の推進に向けて 

（１）施策の推進 

本計画は、施策分野が多岐にわたるとともに、広域として取り組むので、計画をより効果的

に推進するためには、構成市町村、県の施策展開を踏まえ、施策、事業の見直しや整理を行い

ながら、総合的な調整・推進を図ることが必要です。 

個別施策の推進に向けては、国・県の関連事業、構成市町村の総合計画等との整合性を取

り、連携を図りながら効果的な実施に努めます。 

 

（２）施策の協議、調整 

➀調整、協議による円滑な実施 

本計画にある重点課題や各施策の実施においては、その円滑な遂行に向けて、構成市町村間

で、十分な情報共有と協議、調整を図ります。 

②圏域住民に向けた情報発信 

計画内容を住民が認識、共有できるようにするため、ウェブサイト等で公表します。 

 


