
都市再生整備計画（第2回変更）

梼原
ゆ す は ら

周辺
しゅうへん

地区

高知
こ う ち

県 梼原町
ゆすはらちょう

平成25年1月



都市再生整備計画の目標及び計画期間

市町村名 地区名 面積 290 ha

平成 21 年度 ～ 平成 24 年度 平成 21 年度 ～ 平成 年度

目標

目標設定の根拠
まちづくりの経緯及び現況

課題

都道府県名 高知県 梼原町 梼原周辺

計画期間 交付期間 24

大目標：豊かな自然と共生できる、やすらぎともてなしのある魅力溢れるまちづくり
目標 １ ライフラインである水道や、道路の整備等の生活基盤を地域の特性に応じて整備し、多様な世代が定住できる環境を整える。
目標 ２ 大自然や歴史風土を活かした、潤いとやすらぎのある安心できる空間を整備し、商店街を活性化させ活力と賑わいを再生する。
目標 ３ 梼原町の自然資源を活かし、環境負荷の低減をはかり持続可能な循環型社会を目指し、人と自然が共存できる豊かな空間を創造する。

・梼原周辺地区は、町民の生活の中心地であり、主要公共施設が集まっている地区である。地区内を縦断するように、日本最後の清流として名高い四万十川の最大の支流・梼原川が美しく豊かな水量と共に地域の様々な文化を育み続けている。坂本龍
馬や勤王の志士たちが自由な未来を夢見て駆けた道のりは「脱藩の道」と呼ばれ、地区内を横断し、魅力あるふるさと梼原を今に引き継いでいる。
・当地区を縦断する国道440号は、狭隘な道路だったため平成7年より拡幅工事の検討がはじまった。地域の活性化・将来につながるまちづくり実現のために、道路整備とあわせたまちづくりを進めていくことが大切であるという地域住民共有認識のもと、
平成16年から20年の5カ年間、まちづくり交付金１期計画において道路・公園・街路灯・無電柱化等の整備を実施し、地域住民が安心して快適に暮らせる基盤整備を進めてきた。地域の特性を活かした1期計画の基盤整備の充実により、来訪者は増加傾
向にある。しかし町の観光交流施設の拠点であり、平成20年に森林セラピー基地として認定された太郎川エリアは、人口減少・高齢化・過疎化により地域の活力の低下が深刻な問題となっている。この問題を解決するために１期計画で整備を進めてきた
梼原地区と太郎川地区の特性を活かすため連携を強化し、多様なニーズに対応できる観光・交流拠点としての整備を図り、まちのなかへと誘導できる仕組みづくりが必要となっている。
・地域主導（たくみの会）で展開してきたまちづくりの取り組みにより国道440号改良工事が平成20年8月に完成した。自分たちの考えで実現できた結果であり、そのことにより、まちに愛着が湧き自分たちでできることは自分たちで取り組もうという姿勢が醸
成されている。たくみの会の継続により、快適な生活空間の整備をさらに進め、生活基盤の水準を向上させ、地域住民を守る拠点としての機能を備え、安心して暮らせる住み続けたいまちを目指し、整備を進めていくことが必要である。１期計画でまちの
魅力は着実に向上しているが、商店街の売り上げが伸び悩んでいるため、地域の活力再生につながる整備が急務となっている。2期計画においては、地域の活力再生の主体となる商工会や地域の活動団体が互いに連携し、他地域との交流人口の拡
大・既存商店の活力向上のための社会実験による滞在型宿泊施設を検討し、多様な世代が定住できる環境を整える必要がある。また、中山間地域として国土保全・環境保全の役割を担い、地域固有の資源を活かし魅力溢れるまちづくりを目指していく。
・当地区は平成２２年から放送予定の大河ドラマ「龍馬伝」の主人公である坂本龍馬脱藩の地である。これを契機に積極的に撮影誘致活動・賑わい再生に取り組むため、今年度「維新の志士を活かして梼原を元気にする会」が立ち上がり、観光客へのガ
イド役や、まちの魅力を町内外発信へと展開してる。

将来ビジョン（中長期）

目標を定量化する指標

単 位 基準年度 目標年度

人／年度 １９年 ２５年

台／日 １７年 ２５年

店舗 １９年 ２５年

観光客数

・梼原周辺地区は、基幹道路として国道197号・440号があり、広域交通拠点としての立地条件を有している。交通基盤は一定１期計画で整備されたが、ライフラインの整備やまちなかへ観光客を誘導するアクセス性・回遊性の機能を強化する必要があ
る。
・商業の基盤は主に町民であるが、生活範囲の広域・多様化により町外、県外にある大型店へ流れていることに歯止めをかけ、今後の地域振興のために、新たな魅力あるまちづくりが喫緊の課題となっている。
・梼原地区には四季折々の変化に富んだ豊かな魅力溢れる自然景観や歴史的に価値ある資源があるにもかかわらず、それぞれが連携した整備がまだ不十分であり、十分に魅力を活用するに至っていない。そのため、中心地から３ｋｍほど離れた太郎
川公園の観光拠点施設との連携により観光客の増加に繋げ、まちの中まで誘導できる玄関口の整備と観光客を受け入れる新たな拠点づくりを行うことによる、既存商店街活性化が急務となっている。
・１期計画の整備により基盤整備が整い定住を希望する若者の声もあるが、その半面田舎での生活に不安を抱くこともあり、定住へのハードルを低くする必要がある。梼原での生活環境に段階的に慣れるために、体験的に長期間滞在できる場所の整備
といった滞在型の交流人口を増やすなどの、定住促進の方策が必要となっている。
・本町は環境施策を推進しており、人と自然との共存により良好な環境を未来へと引き継いでいくため、町内外に広く環境への取り組みを周知していかなければならない。そのためには当地区を発信拠点として環境保全、低炭素社会を目指し、様々な施
策を進めていく必要がある。

環境資源や歴史資源の特性を活かし、多様な機能を備えた拠点施設の整備により、愛着と誇りを持ち住み続けたい梼原を創造するとともに、地域活力を再生し共生と循環の思想を実現する。
平成１２年に策定された梼原町総合振興計画では、「環境」「健康」「教育」を三本柱とし、住民と行政が一本一本の糸をつむぎ新しい大きな糸に織り上げることが基本理念となっている。快適な生活空間充実のために、地域と共に地域の特性を尊重し、住
んでいてよかった・これからも住み続けたいと思える魅力ある梼原を住民と共に創出し、商店街はもちろん町内全体に賑わいを取り戻し、当地区への若者定住を促すことで人口減少に歯止めをかけ、雲の上のまちゆすはらとしての知名度を高め、観光客
の増加を目指す。環境モデル都市としての役割をこの中山間地域から全国へ発信していく。

指 標 定 義 目標と指標及び目標値の関連性 従前値 目標値

123,350

3,215

太郎川公園と町中心部が活性化し、交流人口の増加ができているか。 103,523

交通量 国道１９７号、４４０号の交通量 太郎川公園と町中心部が活性化し、交流人口の増加ができているか。 2,923

太郎川公園を含めた観光客数

25幹線道路沿い商店街店舗数 国道440号沿線の店舗数 魅力溢れるまちづくり及び沿道整備により、店舗数の増加が図られている
か。
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都市再生整備計画の整備方針等

計画区域の整備方針

その他

地域交流センター（基幹事業）、東谷太郎川線整備工事(基幹事業）、梼原野越線整備工事（基幹
事業）

○事業終了後の継続的なまちづくり活動
本町は、住民自治組織である、６区からなる区制度があり、生活単位である５３集落が各区の下にそれぞれ組織として形成されている。この区を中心に地域のイベントや行事、道路清掃、河川清掃活動様々な活動を行っている。今回の事業も本町の中

心部の区（東区）の区長が会長を務める「たくみの会」が平成１１年から地域と共にまちづくりの活動を行っており、今後もこの「たくみの会」を中心に継続的に住民によるまちづくりを進める。

○国道改修事業
町の中に背骨のように横たわる、国道４４０号は、たくみの会が中心となり、改良ルートや整備計画を検討し、現道拡幅でまちづくりを推進することに決定し、住民説明会を幾度となく重ね、平成１５年度採択となり２０年度完成した。

○公共下水道事業
平成１９年度末全面供用となっており、この整備加入促進についても、住民主体でたくみの会が進めており、他の地域の農業集落排水でも供用開始後１年で９１％の加入の実績がある。早い地区では完成５年ほど前から、加入促進のための個人積み

立てを集落単位で実施しており、２０年１０月現在加入約率６１％となっている。

○街なみ環境整備事業

整備方針３（観光客の誘導）
・現在既存の施設として太郎川に存在する農村景観活用交流施設（宿泊棟）と温泉施設の間にギャラリーを新築する。また、自然のままである太郎川公
園を計画的に整備し、こども連れも楽しめるような公園とし、新たな交流人口の確保を目指す。さらに、その公園から町中心部への遊歩道的道路と歴史
国道でもある脱藩の道も整備することで、まち中心地(まちの駅）との連携をもたせ観光客の誘導を行い、点から面的整備を行い、交流人口の増加を目指
す。

方針に合致する主要な事業
整備方針１（生活基盤の整備）
・１期工事で水道タンクは整備し、ライフラインの安定により定住人口の増加を目指しているが、水源からの管路がむき出しのままの塩ビ管になっており、
これを改修することでさらに住民が安心安全に生活できる環境を整える。また、梼原のベットタウンである大蔵谷地区の複線である道路を舗装し、災害時
でも安心して中心地へ行ける環境を整える。
・大蔵谷地区からまち中心部に引き込んでいる水路について、安定供給が出来るよう改修し、生活の潤いと防火に貢献できるよう整備する。

水道管敷設事業(提案事業)、大蔵谷住吉線他1路線舗装工事（基幹事業）、大蔵谷住吉線法面対
策工事、防火用水路整備事業（関連事業）

整備方針２（定住促進、にぎわいの再生）
・中心地のまちの駅を、地域物産の紹介、販売、観光拠点、中心地活性化の拠点とする。また、宿泊施設を備えた施設とすることで、I、U、Jターンを含め
た若者の定住体験が出来る施設として整備する。

まちの駅整備(基幹事業・提案事業）

○街なみ環境整備事業
国道の改修に合わせて新たな住宅・商店街の形成や、街なみ整備に向け住民主導により景観形成基準について作成段階から携わり検討協議がなされてきた。整備区域を定め周辺景観と調和した魅力ある街なみの景観形成の在り方に取り組んでき

た。平成１６年度より２４年度現在まで ３６棟の修景整備が行われている。

○観光への取り組み
平成２２年から放映予定の大河ドラマ「龍馬伝」についても本地域が龍馬脱藩の地であることから、これをきっかけに地域の賑わいと活性化を図っていくため積極的に撮影誘致活動・賑わい再生に取り組むため、平成２０年度「維新の志士を活かして梼

原を元気にする会」が立ち上がり、交流人口の確保や、観光客へのガイド役・まちの魅力発信を町内外へと展開している。

○景観計画、景観条例
梼原町は平成１７年に景観行政団体となり、平成２０年度景観法に基づく景観計画、景観条例を施行し、よりよい景観を後世に残そうと取り組んでいる、また、四万十川流域市町と共同での景観への取り組みを行っており、最後の清流四万十川の上流

域の景観保全にも取り組んでいる。

○環境モデル都市
平成２１年１月に環境モデル都市の認定を受け、２０５０年に二酸化炭素の吸収と排出比率において、吸収量が排出量を大幅に上回る地域として、世界に誇れる低炭素社会づくりに取り組んでいる。



交付対象事業等一覧表

（金額の単位は百万円）
基幹事業

（参考）全体 交付期間内 交付対象
開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費

道路

東谷太郎川線整備工事 梼原町 直 780ｍ 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 32 32 32 32

大蔵谷住吉線整備工事 梼原町 直 749ｍ 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 45 45 45 45

川西路住吉線舗装工事 梼原町 直 320m 平成21年度 平成21年度 平成21年度 平成21年度 9 9 9 9

梼原野越線整備工事 梼原町 直 2,687m 平成22年度 平成24年度 平成22年度 平成24年度 243 243 243 243

公園

古都及び緑地保全事業

河川

下水道

駐車場有効利用システム －

地域生活基盤施設

高質空間形成施設

高次都市施設地域交流センター 梼原町 直 １棟 平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度 364 364 364 364

観光交流センター 梼原町 直 1棟 平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度 144 144 144 144

既存建造物活用事業 －

土地区画整理事業

市街地再開発事業

住宅街区整備事業

地区再開発事業

バリアフリー環境整備促進事業

優良建築物等整備事業

拠点開発型

沿道等整備型

密集住宅市街地整備型

耐震改修促進型

街なみ環境整備事業

住宅地区改良事業等

住宅市街地
総合整備
事業

梼原周辺

－

－

梼原周辺

太郎川

大蔵谷

川西路

太郎川

交付期間内事業期間
細項目 うち民負担分

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間

交付対象事業費 1,129 交付限度額 451.6 国費率 0.400

住宅地区改良事業等

都心共同住宅供給事業

公営住宅等整備

都市再生住宅等整備

防災街区整備事業

合計 837 837 837 837 …A

提案事業
（参考）全体 交付期間内 交付対象

開始年度 終了年度 開始年度 終了年度 事業費 事業費 うち官負担分 事業費
梼原町 直 779.08㎡ 平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度 268 268 268 268

梼原町 直 1,154ｍ 平成21年度 平成22年度 平成21年度 平成22年度 23 23 23 23

－ 0

－ 0

－ 0

合計 292 292 292 292 …B
合計(A+B) 1,129

（参考）関連事業

直轄 補助 地方単独 民間 開始年度 終了年度
梼原町 国土交通省 16.3ｈa ○ 平成16年度 平成25年度 268

梼原町 － 200m ○ 平成21年度 平成21年度 3

合計 271

街なみ環境整備事業 梼原町

防火用水路整備事業 梼原町

0

事業 事業箇所名 事業主体 所管省庁名 規模
（いずれかに○） 事業期間

全体事業費

まちづくり活
動推進事業

－

－

事業活用調
査 －

細項目 うち民負担分

地域創造
支援事業

まちの駅整備事業 北町

水道管敷設事業 大蔵谷

0

事業 事業箇所名 事業主体 直／間 規模
（参考）事業期間 交付期間内事業期間


