
令和元年度 加須市議会総務常任委員会行政視察報告書 

 

１ 視察日時 令和元年１０月８日（火）～１０日（木） 
       愛媛県今治市 １０月８日（火）午後２時３０分～午後４時３０分 

西条市 １０月９日（水）午前９時３０分～午前１１時３０分 
松山市 １０月１０日（木）午前９時３０分～午前１１時３０分 

 
２ 視察項目及び目的 
（１）愛媛県今治市 
【調査事項】・サイクルシティ構想について 

・サイクリングでの観光振興について 
今治市の「いまばりサイクルシティ構想」により、多くの観光ニースの増大や多く

の事業取組がなされており、さらに地域との連携が図られていることを視察研修する

ことにより、本市の施策の参考とする。 
 
（２）愛媛県西条市 
【調査事項】・総合６次産業都市について 
西条市の地域の課題を解消する取り組みとして、「総合６次産業都市」の実践と取組、

さらには地域を巻き込んだ事業展開をどのように行っているのかを視察研修すること

により、本市の施策の参考とする。 
 
（３）愛媛県松山市 
【調査事項】・松山城 

・坂の雲の上ミュージアム 
松山市が取り組んでいる「坂の上の雲」フィールドミュージアム構想の中心である

松山城及び坂の上の雲ミュージアムを視察研修することにより、本市の施策の参考と

する。 
 
３ 参加者 総務常任委員会（８名） 
       委 員 長 新井 好一 
       副委員長 小坂 裕 
       委  員 山下 雄希 
       委  員 大内 清心 
       委  員 小勝 裕真  
       委  員 竹内 政雄 
       委  員 中島 正和 
       委  員 川島 一省 
             随  行 議会事務局議事課 三宅 昌之 
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≪ 愛媛県今治市 ≫『サイクルシティ構想について』、『サイクリングでの観光振興につ

いて』 

①今治市の概要 

 【人口】159,696人（平成 31年 3月 31日現在） 【面積】419.14㎢（平成 30年 10

月 1日現在）  

【H31一般会計予算額】73,270,000千円 【議員数】32人 

今治市は、愛媛県の北東部に位置し、高縄半島の東半分を占める陸地部と、芸予

諸島の南半分の島嶼部からなる。 

タオル、縫製、製塩、造船等が地場産業として発展するとともに、西瀬戸自動車

道の開通により中四国の交流、流通の拠点となった。 

平成 17年 1月 16日の合併により、人口 18万人となり、四国で 4県郡に次いで 5

番目、県下で第 2の都市に生まれ変わった。 

風光明媚な景観と、大山祇神社、伊予水軍城址などの歴史遺産を誇る観光都市と

して、また造船、海運と市として重要性を高めている。 

 

②視察先説明者 

今治市 観光課 サイクルシティ推進室 中田係長 

 

③視察報告 

◎概要及び取組について 

今治市は、「サイクリストの聖地」としてのブランドイメージが一層定着しつつあ

る。 

また、瀬戸内しまなみ海道においては、国際サイクリング大会「サイクリングしま

なみ 2014」の開催、台湾「日月潭サイクリングコース」との姉妹自転車道協定締結及

び「ミシュラン・グリーンガイド」への掲載等の話題もあって、サイクリストを含め

たインバウンド及び国内旅行者の増加により、観光入込客数の急速な増加傾向が見ら

れる。 

観光振興施策の核である平成 27年度において「地域再生戦略交付金」を活用し、快

適で充実した受入れ環境の整備による交流人口の拡大と地域の活性化を目標に、「いま

ばりサイクルシティ構想」（素案）を策定し、推進し、「瀬戸内しまなみ海道」と「今

治新都市」を拠点軸とした観光客の受入れ環境の整備及び充実を図るとともに、サイ

クリング、多彩な観光資源及び国家戦略特別区域への指定という３つの要素を連携さ

せることで、瀬戸内しまなみ海道沿線地域のみならず、陸地部を含んだ市内全域への

更なる誘客を促進し、交流人口の拡大、新産業の創出及び雇用の創出を図ることがよ

り一層重要となっている。 

この構想では、「サイクルシティ構想」の拠点である「サンライズ糸山」を全国初の

「サイクリストに特化した道の駅」として再整備し、島しょ部のターミナル、ＪＲ今

治駅及びみなと交流センター等の市街地における拠点と連携して交流人口の拡大を図

るとともに、サイクリストを対象にした産業を担う人材の移住、地域における新たな
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産業や雇用の創出、及び物販や飲食等の事業拡大に繋げることを目標としている。 

「いまばりサイクルシティ構想」では、以下の４つの基本方針の下にそれぞれの施

策メニューを取りまとめており、今後はこれらの具現化と深化を図る。 

①サイクルステーション構想、②サイクルツーリズム推進構想、③おもてなし構想、

④しまなみプロモーション構想。 

①サイクルステーション構想 

受入れ機能を高めるための拠点施設を充実させ、「サイクリストの聖地」として広域

観光の推進を図る。【全拠点に共通する取組】、【ネットワークの形成】 

②サイクルツーリズム推進構想 

サイクルツーリズムの担い手となるガイド及びインストラクター等の観光人材を育

成するとともに、地域の特色ある観光資源をブラッシュアップすることによる新たな

観光商品づくりを支援する。また、海外から訪れるサイクリスト及びツアー客のニー

ズを満たす新たな商品や飲食等の開発・販売にかかる取組を支援することで、地域の

雇用を創出する。【人材育成】、【新規商品開発】 

③おもてなし構想 

しまなみ海道沿線の関連事業者及び地域住民が参画し、サイクリストと住民にとっ

て心地よい環境の整備、地域住民の愛郷心や“おもてなし”の機運を醸成し、地域コ

ミュニティの再生を図る。【コミュニティの環境整備】、【まちの環境整備】、【サービス

面の環境整備】 

④ しまなみプロモーション構想 

サイクリングを含むしまなみ海道の優れた観光資源について、広く国内外にプロモ

ーションを展開することで、「サイクリストの聖地＝しまなみ海道」の認知度の一層の

向上と定着化を図る。 

【イベントの実施と情報発信】、【他都市との連携による取組】、【効果的なプロモーシ

ョンの推進】、【来訪者とのコミュニケーションの促進】 

◎主な質疑 

質   問 回     答 

サイクルシティの構想

及びサイクリングでの

観光振興の概要につい

て 

「サイクリストの聖地 瀬戸内しまなみ海道」を銘打

っており、全国的な自転車の取組や自転車フレームメ

ーカー「GIANT」の協力のもとサイクルシティ構想の推

進を図っている。 

サイクルシティ構想及

びサイクリングでの観

光振興において苦慮し

ている点や問題点につ

いて 

アクセスの問題や E-BIKEの充電ポイント（コンセント

の違いの整備）、キャッシュレス化（高齢化など）、外

国人観光客向けにしまなみ海道のサイクルセンターと

連絡手段が課題となっている。 

サイクルシティ構想及

びサイクリングでの観

来客数が増加し、宿泊客も多くなり、マイ自転車の確

保スペースを設置することで収入アップしたため、経
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光振興の成果（費用面

を含む）について 

済効果はアップした。 

また、観光事業者の意識改革につながった。 

今後の課題及び新たな

取組について 

サイクリングゴールデンルートの設置。 

ナショナルサイクルルート（霞ヶ浦、琵琶湖、しまな

み海道）の取組により、自転車文化の推進を図る。 

◎所感等 

・今治市全体でサイクルシティへの取組の団結さなどが素晴らしく思えた。 

・サイクリングは、人に健康と生きがいと友情を与えてくれるツールという言葉が印

象的であった。自転車新文化の推進により、医療費の削減にもつながり健康長寿のま

ちづくりに貢献できると思った。 

・加須市にも渡良瀬遊水地などサイクリングできる環境があり、様々な大会なども実

施しているが、もっと加須市の自然をアピールし、サイクリングコースの設定、関連

自治体間の自転車のシェアのシステム構築、イベントのさらなる実施を図り、サイク

ルシティ化等を推進できるのではないかと思う。 

・ナショナルロードの対象に茨城県霞ケ浦があるので、加須市の渡良瀬遊水地とのコ

ラボ事業などの可能性も見つけられれば良いと思う。 

 

≪ 愛媛県西条市 ≫「第 6次産業都市について」 

①西条市の概要 

 【人口】109,235人（平成 31年 3月 31日現在） 【面積】509.98㎢（平成 29年 10

月 1日現在） 

 【H31一般会計予算額】47,230,000千円 【議員数】29人（条例定数 30人） 

   西条市は、愛媛県の東部、道前平野に広がる地域であり、瀬戸内海（ひうち灘）

に面しています。北西は、今治市、西は東温市、南は久万高原町・高知県いの町、

東は新居浜市と接しています。 

西日本最高峰の石鎚山（標高 1,982ｍ）を中心とする石鎚連峰を背景に、南部一

帯及び西部は急峻な山岳地帯となっています。それ以外の地域は比較的緩やかな平

坦部となっており、市街地が集積するとともに、県下有数の農業地帯となっていま

す。 

山岳部を源流とする中山川・加茂川等の主要な河川が圏域内を流れており、豊か

な水資源を供給しています。また、全国でも稀な地下水の自噴地帯として、名水百

選（昭和 60年認定）「うちぬき」が各所にあります。 

 

②視察先説明者 

西条市  農水振興課 田中課長、農水振興課農業振興係 日野係長 

 

③視察報告 

◎概要と取組について 

 西条市では、平成 14年度に「総合 6次産業」の考え方を提唱し「総合6次産業都市」
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の実現に向け事業を取り組んできた。 

《総合 6次産業都市の実現に至る 5段階のステップアップ》 

①STEP1：総合 6次産業化、各種事業の実施（平成 14～22年度） 

  当時は「食品加工流通コンビナート構想」の考え方のもと、国内外における販路開

拓事業、先進的技術開発、食文化情報発信などの事業を展開。 

②STEP2：未来都市モデルプロジェクト実証地域選定（平成 23年 3月～） 

  住友化学をパートナー企業に「西条農業革新都市」の取組をスタート。平成 23年 8

月には大規模栽培モデルの確立に取り組む「サンライズファーム西条」を設立。 

③STEP3：総合特別区域指定（平成 23年 12月～） 

  官民協同体制による「西条農業革新都市総合特区」の推進体制を整備。 

平成 23年 6月に「西条農業革新都市」地域協議会を設立。 

④STEP4：地域活性化モデルケース選定（平成 26年 5月～） 

  平成 26年 5月、国の地域活性化モデルケースに選定。 

「四国経済を牽引する総合 6次産業都市～西条市」をめざす  

平成 26年 10月、「サンライズ西条加工センター」のカット野菜工場が竣工。 

⑤STEP5：制度改正後第 1弾となる地域再生計画認定（平成 27年 1月～） 

総合 6次産業都市の全体像 

「総合 6次産業都市」は、農産物の生産、加工、流通などの機能を集積化した都市

を示すオリジナルの考え方であり、消費者ニーズに的確に対応するため、農産物の周

年出荷体制を整える必要がある。 

市が単独で周年出荷体制を整えることは困難なことから、ネットワークを四国レベ

ルに拡大させていくという思いから、「四国経済を牽引する総合 6次産業都市」をめざ

すこととしている。 

《総合 6次産業都市の全体像～実現をめざす 3つの機能》 
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実現をめざす 3つの機能 

①物流・販売のハブ拠点をめざした取組（総合 6次産業都市コア機能） 

  四国最大の経営耕地面積を有する農業都市でありながら、市内に大規模な農産物の

加工、流通拠点が存在しなかったため、農産物の加工・販売に生じる付加価値をその

まま都市部に流出させる原材料供給の位置づけから脱却できていないという課題が

ありました。そのような状況から脱却し、農業都市である西条市自らが主役となって

年間を通じた農産物の集出荷拠点となること目的に、加工、流通、貯蔵など各種機能

の整備を進めている。 
②安定的な農産物供給拠点をめざした取組（安定的生産機能） 

  物流・販売のハブ拠点の実現をめざすとともに、安定的に農産物を生産して供給す

る仕組みを確立することが、地域としてのさらなる経済効果を創出することに繋がる。

西条市は、四国最大の経営耕地面積を有している都市の強みを活かす観点、および年

間を通じて農産物を安定供給する観点の双方から、露地栽培と施設栽培のベストミッ

クス体制を確立する取組を推進。 
③総合 6次産業都市を担う専門人材育成拠点をめざした取組（専門人材育成機能） 

「総合 6 次産業都市」を支えていくために、産業分野や地域の枠組みを超えて事業

化をコーディネートすることができる高度専門知識を持った人材が求められ、専門

人材育成機能を充実させることは、四国の 1次産業を安定化させることに止まらず、

産業基盤がぜいじゃくである四国の産業構造そのものを強化することに繋がる。 

◎質問及び回答 

質   問 回     答 

総合６次産業都市の概

要について 

豊富な水資源、自然環境などに恵まれているが様々な

資源を生かし切れていないため、農業工業の連携する

仕組みを構築する必要があるため、独自の産業都市を

目指すこととなり、地域内で生産から加工までつなぎ

地域資源に付加価値をつけ取組を図っていけるように

するものである。 

総合６次産業都市を進

めている中での成果や

効果について 

官民共同で、農業が抱える様々な課題に取り組む体制

の整備ができ、の業者への影響が出ている。 

また、先進的な実証実験などを行うことにより、地域

農業の活性化につながっている。 

高校、大学との連携教

育はどのような教育を

行っているのか 

農業高校があるため、大学による出張教育や実証体験

などを実施している。 

大学に市のほうから依頼し、サテライト拠点としてゼ

ミなどを実施している。 

地元企業の参入により

大規模なシステムにと

しているが、農家のモ

農家も作っただけ輸入につながるので、モチベーショ

ンは上がっている。地元の企業などの協力についてま、

市が仲介となり課題のクリアすることにより農家との
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チベーションは上がっ

ているか 

つながりが図られている。 

今後の課題及び新たな

取組について 

都市総合力の強化として、シティプロモーションの推

進、四国の中心都市とてしての基盤力の強化を図り、

生産力・流通力のの強化や、第 2次産業、第 3次産業

などが地域農業をけん引する仕組みを確立していくこ

とが必要となる。 

◎所感等 

・加須市でも、農産物を個々に６次産業化で行っているが、農家といかに連携できる

かがカギではないか。数年先を見越した経営を考えると加工、販売までのしっかりと

した意識を持って取り組むことが大事であると思った。 

・野菜の加工から販売と、農業関係の専門人材の育成など市で効率性、生産性を上げ

るために取り組まれていて、関心を持つことでき、ぜひ加須市でも取り入れていけれ

ばと思った。 

また国、自治体の補助金を活用して、地域資源の活用ネットワーク構築事業など幅

広く、新たな事業ができると思った。 

・高校、大学との連携協力を図り、農業などにふれられる体験イベントを行い、農業

に関心を持てるよう取り組み、後継者のいない農家の手伝いなど、様々な取り組みを

加須市に取り入れていければと思った。 

・西条市は、工業都市、農業都市として四国で第 1位になるほどの大きな成果を上げ

ており、サンライズ西条加工センターを設立し、雇用の創出に貢献していて、生産・

加工・流通・人材育成と経済効果が大きく、今後の成長がみられるので、加須市でも

ぜひ西条市の取組を参考に加須市独自の取組に生かせればと思った。 

 

≪ 愛媛県松山市 ≫「松山城、坂の上の雲ミュージアムについて」 

①松山市の概要 

 【人口】514,865人（平成 31年 3月 31日現在） 【面積】429.4 ㎢（平成 29年 10

月 1日現在） 

【H31一般会計予算額】183,800,000千円 【議員数】43人 

松山市は、愛媛県 の中部に位置し、愛媛県の 県庁所在地 であり、中核市 に指定

されている、四国地方で最大の人口を擁する。  
松山城 を中心に発展して来た旧 城下町 で、道後温泉 で有名な古くからの 温泉

地であるとともに、俳人正岡子規や種田山頭火また文豪夏目漱石ゆかりの地で、

俳句 や 小説 『坊っちゃん 』『坂の上の雲 』などで知られる文学の街でもある。こ

れら観光資源を背景として、「国際観光温泉文化都市 」の指定を受けている。キャ

ッチフレーズは「いで湯と城と文学のまち」。  
また、みかん に代表される 農業 や、日本最古の 道後温泉 や 松山城 などを中心

とした 観光業 、化学繊維を中心とした 製造業 などが基幹産業である。空港や港湾

付近の沿岸部には工業地帯が広がり、帝人 グループ最大の生産拠点を擁するなど、

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9C%8C%E5%BA%81%E6%89%80%E5%9C%A8%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E6%A0%B8%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%BA%E5%8F%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%9D%BE%E5%B1%B1%E5%9F%8E_(%E4%BC%8A%E4%BA%88%E5%9B%BD)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9F%8E%E4%B8%8B%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%81%93%E5%BE%8C%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B8%A9%E6%B3%89
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%B3%E4%BA%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%AD%A3%E5%B2%A1%E5%AD%90%E8%A6%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A8%AE%E7%94%B0%E5%B1%B1%E9%A0%AD%E7%81%AB
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%87%E8%B1%AA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%8F%E7%9B%AE%E6%BC%B1%E7%9F%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%B3%E5%8F%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%B3%E5%8F%A5
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B0%8F%E8%AA%AC
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７ 

工業生産額は四国地方で上位となっている。  
②視察報告 

◎概要と取組について 

坂の上の雲フィールドミュージアム構想は、『坂の上の雲』ゆかりの地をはじめ、地

域固有の資源が点在している松山市内全域を「屋根のない博物館」と捉え、回遊性の

高い物語のあるまちを目指すのがフィールドミュージアム構想です。 
 松山城を中心としたセンターゾーンのほか6つのサブセンターゾーンを配し、ゾー

ンごとに地域資源を再発掘して“松山らしさ”を活かしたまちづくりに市民主体で取り

組まれている。 
「坂の上の雲ミュージアム」 
平成１９年４月２８日、坂の上の雲ミュージアムは、松山

のまち全体を屋根のない博物館とする『坂の上の雲』フィール

ドミュージアム構想の中核施設として開館しました。小説『坂

の上の雲』は、松山出身の秋山好古、真之兄弟と正岡子規の３

人の生涯を通して、近代国家として成長していく明治日本のす

がたを描いています。本ミュージアムでは、小説に描かれた主人公３人の足跡や明治と

いう時代に関する展示に加え、まちづくりに関するさまざまな活動を行い、訪れた人々

が時の流れについて感じ、考える場を提供していきたいと考えています。 
◎所感等 

・建物の作り、歴史のわかりやすい説明など、とても分かりやすい施設の作りになっ

ていた。また、体験型のコーナーもあるので、加須市でも体験型のコーナーなどを施

設に取り入れてもよいのではないかと思った。 

・坂の上の雲ミュージアムの造りが、まるで本の世界に入り込んだような素晴らしい

建物で、当時の情景が浮かんでくるように思え感動できる施設であった。 


