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中間報告について 

 本構想は北条地域の活性化を目的に、地域住民一人ひとりが笑顔で暮らせる活気ある 

まちづくりを目指すための指針として策定するものであり、現在まで本構想の策定に向け、 

「風早レトロタウン構想策定庁内プロジェクトチーム」並びに「風早レトロタウン構想検討準備 

委員会」を設立し、学識経験者や地域代表の方々からのご意見などをもとに全庁横断的に 

協議を進めて参りました。 

 また委員会での意見に加え、北条地域在住2,500名の方を対象に住民アンケートを実施 

し、多くの方々からご意見などもいただきました。 

 こうした経緯を踏まえ、このたび中間報告として、風早レトロタウン構想の基本となる枠組み、 

現時点までの考え方などをとりまとめましたのでご報告いたします。 

 今後も引き続き多くの方々からご意見を伺いながら、活性化に向けた具体的な取り組みを 

示すなど北条地域の持続的な発展を目指すための構想としてとりまとめ、平成24年度末を 

目途に公表したいと考えております。 
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構想策定にあたって 

構想策定の趣旨 

 この構想は、地域住民や行政がまちづくりを進める上での重要な指針として地域全体の持続的な発展 

を目的に、地域住民、関係団体、行政が協働し、北条地域の地域振興を推進していくことを定めるもの 

です。 

対象地域 

北条地域（浅海地区、立岩地区、難波地区、正岡地区、北条地区、河野地区、粟井地区） 

 平成17年1月に松山市と合併した北条地域は、善応寺や櫂練りなど、中世伊予の有力豪族である河野

氏繁栄の足跡を色濃く残す歴史や文化を有しているほか、鹿島や高縄山などの豊かな自然に恵まれた魅力

あふれる地域です。 

 しかしながら、鹿島の渡船利用者数が年々減少傾向にあるなど、こうした資源の魅力を充分に引き出せて

いるとは言えず、産業においても昼間人口の松山地区への流出等により、旧国道196号沿線の市街地は、

かつての賑わいを失っているといっても過言ではありません。 

 このような現状を踏まえ、市長公約に掲げられている「風早レトロタウン構想」を策定し、北条地域が抱える

課題解決に向けた取り組みを進めることで、地域住民一人ひとりが笑顔で暮らせる活気あるまちづくりを目指

します。 



地域の現況 

位置と地勢 

気候 

 北条地域は、本市の北部に位置しており、東と北は今治市に接し西は瀬戸内海に向かって開けています。陸地部は

正方形に近く、総面積は102.13k㎡です。 

 地形は標高986mの高縄山を最高地点として東の山地から西の瀬戸内海に向かって傾斜し、山地、丘陵、台地、 

低地に区分されます。地域の東側の山地から立岩川、河野川、高山川及び粟井川等が並行して流れ、瀬戸内海 

に流れ込んでいます。 

 海岸線の延長は16.9kmに及び、東部の山林を背にこの海岸線に沿って細長い市街地が南北の帯状に形成され、 

その東端に位置するＪＲ予讃線が市街地と田園地帯を画しています。 

 温暖な瀬戸内海気候で、年間平均気温は約16℃強と暖かく、年間降水量は1,000ｍｍ前後と少雨です。 

積雪や台風の通過も少なく、穏やかで恵まれた環境にありますが、雨が少ないため溜池が多く、その数は250を 

超えます。 

粟井 

河野 

立岩 

正岡 

難波 

浅海 

北
条 

安居島 

6 構想の概要 



7 

人口・世帯数 

 総人口は昭和60年の30,513人をピークに減少しており、平成22年には27,740人（推計）となっていますが、

世帯数は増加が続いています。このため世帯人員は昭和30年の5.24人から平成22年の2.52人と減少しており、

核家族化や少子化の傾向が伺えます。 
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＜地区別人口・世帯数＞ 

 地区別の人口については、減少から増加に転じた「河野」「粟井」を除いて減少傾向にありますが、世帯数について

は、全地区で増加しています。人口、世帯数が最も多い地区は「北条」で、平成22年で8,129人（北条地域の

29.3％）、3,518世帯（同31.9％）となっています。南部の「粟井」では、旧松山市のベッドタウン地区として

年々増加しており、平成22年で7,133人（北条地域の25.4％）と、「北条」に次いで人口が多い地区となって 

います。 
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＜年齢階層別人口＞ 

 北条地域の年齢別の人口構成比をみると、昭和60年から平成17年にかけて、年少人口（15歳未満）が7.9

ポイント減少、老年人口（65歳以上）が12.1ポイント増加しており、本格的な少子・高齢社会に入っています。 

 また、県平均と比較してみても、平成17年の年少人口は1.1ポイント下回り、老年人口は1.9ポイント上回って 

いることからも、その傾向が県内でも強いことが伺えます。 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

S30

S35

S40

S45

S50

S55

S60

H2

H7

H12

H17

県平均 … 

年齢階層別人口構成の推移 

年少人口 

（14歳以下） 

生産年齢人口 

（15～64歳） 

老齢人口 

（65歳以上） 

構想の概要 

※最新値に更新予定 



10 

＜産業別人口＞ 

 平成17年（国勢調査）の産業別就業人口は13,552人で、第一次産業1,897人（14.0％）、第二次 

産業3,343人（24.7％）、第三次産業8,010人（59.1％）となっています。 

 また、第一次産業の就業人口は、昭和40年の5,989人から4,000人以上減少し、第二次産業はほぼ横ばい、 

第三次産業は4,232人から約4,000人増加しています。 
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資源・施設・イベント 

構想の概要 

区分 主なもの 

神社・仏閣 善応寺、高縄寺、国津比古命神社、庄薬師堂、大通寺、鎌大師堂、光徳院、高縄神社 

史跡 
恵良城跡、河野通清供養塔、横山城跡、山の神古戦場、虚子の句碑、中村三十三墓、 

門田邸、奥の谷古墳 

伝統芸能 伊予万歳、弓祈祷、火やろ 

イベント 

北条鹿島まつり（櫂練り、大注連縄張り替え）、風早海まつり（花火大会）、 

河野氏まつり（鹿の角切り）、北条秋祭り（だんじり、神輿落とし、神輿みそぎ）、 

蓮生寺花まつり、鎌大師の縁日、高縄寺四万六千縁日 

景観 鹿島、高縄山、玉理・寒戸島（伊予の二見）、長浜海岸、立岩川 

動物・植物 エヒメアヤメ、ブナの原生林、ニホンジカ 

スポーツ施設 
北条スポーツセンター、ゴルフ場（チサンカントリークラブ北条、サンセットヒルズカントリークラブ、 

北条カントリー倶楽部、奥道後ゴルフクラブ） 

文化施設 北条文化の森公園（北条ふるさと館、北条図書館）、鹿島博物展示館 

その他 河野氏ゆかりの地、風早八十八ヶ所、一茶の道、道の駅「風早の郷 風和里」 
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テーマ 

テーマへの思い 

 昭和33年11月1日、北条市が誕生。それから合併までの約50年間、北条は昭和とともに発展を遂げて

きました。昭和30年代、高縄山に県下初の屋外マンモススケート場が完成し、海水浴場として賑わいを見

せていた鹿島に国民宿舎が建設されました。中心部においても4つの映画館（大正座※昭和30年頃に

「宝館」に名称変更、文化会館、戎座、風早劇場）があり、テレビが普及する昭和40年頃まで市民の娯

楽の場所として栄えていました。昭和40年代、続く経済成長の中で生活水準が向上。好景気に支えられ、

みかん需要が増大し、上難波地区に集団みかん園を造成しました。東京オリンピック後、スポーツ熱の高まり

でスポーツが生活の一部となり始め、北条青少年スポーツセンターが完成したのも時代の象徴と言えます。

昭和45年には、大阪万国博覧会で国内外に向けて北条の郷土芸能である伊予万歳を披露。また、昭和

50、60年代には、北条市出身の脚本家早坂暁氏によるテレビドラマのロケ地として、渥美清さんや桃井か

おりさんが撮影に訪れ、ドラマの効果から北条市が全国から脚光を浴びるきっかけとなり、地元でも商店街な

どを中心に大いに賑わいました。家族や地域が深く結びつき、まちも人も暮らしも活気で満ち溢れる、昭和と

はまさにそんな時代でした。 

 こうしたあの頃の賑わい、当時の活気を求めることは、そこに住み、そこで暮らしを支える人のみならず、 

地域全体の活性化につながっていくものと期待されます。昭和の賑わいを求め、持続的な発展を目指した 

取り組みを様々な分野において推進していきます。 
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再生 

継承 創造 

＜再生＞ 
 かつての輝きを失った“地域の宝”を 
 甦らせようとする取り組み 

＜継承＞ 
 先人たちから受け継がれている“地域の宝” 
 を次世代に引き継ごうとする取り組み 

＜創造＞ 
 その土地に根差した歴史・風土等を活かして、 
 新しい“地域の宝”を生み出そうとする取り組み 

風早レトロタウン構想 

「レトロ」とは懐かしいと感じる、いわゆる「懐古」のことであり、 

時間を振り返ることで生まれる感情である。 

レトロタウン構想とは、時間を「過去」「現在」「未来」に分け、 

「過去」のものを「現在」へ（再生）、 

「過去」のものを「現在」から「未来」へ（継承）、 

新たなものを生み出し「未来」へ（創造）、 

この３つの視点で取り組み、「再生」「継承」「創造」することで、 

北条地域の活性化の実現を目指すものである。 

全体ビジョン 
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構想の考え方 

風早レトロタウン構想 

中核エリア 広域エリア 

鹿島 
の 

活性化 
 
 
 
 

駅前通り
周辺の 
活性化 

 
 
 
 昭和をキーワードとする活性化 

地域が抱える課題など 
をもとに検討 

 風早レトロタウン構想とは、「昭和の賑わいを求めて」というテーマのもと、「再生」「継承」「創造」の3つの 

視点で北条地域の活性化の実現を目指すものであり、鹿島並びにJR北条駅前通り周辺を対象とする 

「中核エリア」と、その他の地域を対象とする「広域エリア」の２つのエリアで構成します。 

 「中核エリア」は「昭和をキーワードとする活性化」を視野に入れながら、「鹿島の活性化」「駅前通り周辺 

の活性化」の２つを柱に検討を進め、「広域エリア」は地域が抱える課題などをもとに活性化に向けた検討 

を進めます。更に「コミュニティの活性化」も図りながら、北条地域の活性化へとつなげていきます。 

コミュニティの活性化 
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構想の進め方 

 風早レトロタウン構想は、まず中核エリアの取り組みを中心に進めていきます。STEP1として、北条の誇る 

地域資源である「鹿島」の活性化を図り、中核エリアに人を集め人の流れをつくります。そして地域の機運が 

高まることで、STEP2駅前通り周辺の活性化を図ります。人が集まり、人が動くようになることで、中核エリア 

の盛り上がりにつなげ、STEP3北条地域の活性化へと取り組みを広げていきます。 

STEP1  鹿島の活性化 （人を集める、人を動かす。） 

STEP2  駅前通り周辺の活性化 （人が集まる、人が動く。） 

STEP3  北条地域の活性化 

地域の盛り上がり 

中核エリアの盛り上がり 

STEP1   
鹿島の活性化 

STEP2   
駅前通り周辺の活性化 

STEP3   
北条地域の活性化 



16 

 風早レトロタウン構想は、北条地域の活性化の実現を目指し、以下の5つのポイントに基づいて取り組みを進めて

いきます。この５つのポイントに基づいて取り組みを進めることで、「再生」「継承」「創造」へとつなげていきます。 

５つのポイント 

構想の概要 

 資源活用      

 環境整備 

 情報発信 

 交流促進 

 協働推進 

地域の資源を様々な視点で見つめ直し活用することで、既存の魅力を 

磨き上げるとともに、新たな魅力の創出を図ります。 

景観、環境を整備し価値を高めることで、地域住民の満足度を高め 

誇りを育むとともに、訪れる人にとっても魅力ある空間づくりを図ります。 

地域の魅力を効果的かつ効率的に伝えることで、一人でも多くの人の 

興味・共感につなげ、参加・共有へと広げていきます。 

集客を図ることに加え、地域住民・商業者と訪れる人との交流の場を 

つくることで、住民の機運やおもてなしの心の醸成を図ります。 

地域住民、各種団体、大学、民間事業者、行政などが協働することで、 

それぞれの強みや役割を活かし、取り組みが継続する環境を整えます。 



中核エリア 
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中核エリアの区域 

 中核エリアは、鹿島及びJR予讃線伊予北条駅を起点に鹿島渡船待合所に到る動線東西軸、旧国道196号線 

を南北軸とした北条辻の西部を区域とします。 

※駅前通り周辺とは、北条駅前商店街、北条辻町商店街、北条本町商店街（太線部分）の沿道周辺。 

＜中核エリア区域図＞ 

鹿島 

鹿島渡船待合所 

旧国道196号 
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昭和をキーワードとする活性化 

 中核エリアは、大正末期から昭和中期までの風早地域を舞台にドラマ化された早坂暁氏の花へんろをはじめ、 

俳優の渥美清さんが特に好きな場所と言われた風光明媚な鹿島など、昭和をイメージする貴重な資源が点在 

しています。中核エリアでは、こうした昭和をキーワードとする資源の活用も視野に入れながら活性化を進めて 

いきます。 

 中核エリアは、鹿島の活性化並びに、駅前通り周辺の活性化の２つを柱に検討を進めます。風早レトロタウン 

構想は中核エリアの活性化を起点としていることからも、「鹿島」並びに「駅前通り周辺」の活性化は非常に重要 

であり、その効果を高めるためには連携した取り組みが求められます。 

 こうしたことから、中核エリアの活性化に向けた方針は、「連携した取り組みで効果の最大化を図る。」ことを 

掲げます。 

その他の地域資源 

 中核エリアには、「鹿島」「駅前通り周辺」以外にも、北条港や鹿島を望む海岸線など魅力的な場所や資源が 

数多く残っています。こうした地域資源の活用も視野に入れながら活性化を進めていきます。 

中核エリア 

中核エリアの活性化に向けた方針 
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中核エリアのスローガン 

「ここから、ひとつに。」のスローガンのもと、連携した取り組みで効果の最大化を図ります。 

中核エリア 

中核エリアを構成する２つの柱、 

「鹿島」と「駅前通り周辺」。 

取り組み効果を最大化するために、 

この２つを中心とした連携が求められる。 

ここが「風早レトロタウン構想」の起点。 

ここから全てが始まる。 

全ては北条地域の活性化のために。 

ここから、ひとつに。 

 活性化に向けた方針を誰もがわかりやすく共通認識できるように、イメージしやすい言葉に置き換え 

スローガンとして掲げます。 



21 中核エリア 

＜鹿島地図＞ 

鹿島 

鹿島の概況 

 鹿島は、北条港の西方400mに浮かぶ周囲1.5km 、標高114mの小島。別名「伊予の江ノ島」とも呼ばれ、 

昭和31年5月に国立公園となりました。山頂には、神功皇后伝説の「御野立の巌」や東海岸に「髪洗い磯」、 

島巡りの遊歩道には、犬戻り、水晶ヶ浜、長磯ヶ浜、石門などの景勝地も多く、西方海上には、千霧・小鹿島、 

また大注連縄張替が行われる玉理・寒戸島（伊予の二見）が望めます。島全体には松・楠など温暖性常緑 

照葉樹が繁り、約260種類の植物が生息しています。 
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鹿島の状況と課題 

 鹿島は、美しい瀬戸の海と四季折々の溢れる自然に恵まれ、昭和31年5月に国立公園に指定され、また中世 

に活躍した河野氏の史跡・文化が地域の方々によって今も大切に継承されているほか、玉理・寒戸島（伊予の 

二見）・水晶ケ浜など数多くの景勝地を有し、かつては年間15万人を超える人々が訪れ、多くの人で賑わいを 

見せていました。 

 しかしながら、近年のレジャーの多様化に伴う相対的な魅力の低下、更には長年の風雨や台風による塩害など 

から島全体の土壌風化が進んだことで落石などの危険性から周遊道路の一部が通行止めとなり、絶景ポイントを 

訪れることができないほか、野生鹿による樹木への食害によって多くの倒木・立枯木が発生し、島内環境の悪化が 

見られるなど、様々な要因が絡み合い、現在来島者数は年間3万人程度にまで落ち込んでいます。 

中核エリア 

鹿島の活性化に向けた方針 

 鹿島の現状と課題を整理すると、景観環境の悪化や建築物の老朽化などが見られ、かつての鹿島と比較すると、 

価値が低下していることがわかります。鹿島の将来像、あるべき姿については、昔のように施設が充実し人が集まる島、

美しく景観を楽しめる島など、鹿島の良さを引き出すことによる活性化が求められており、現在の鹿島には、本来の 

魅力を失っていることが感じられます。 

 こうした考察をもとに、鹿島の活性化に向けた方針は、「かつての魅力を取り戻す」ことを掲げます。 
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鹿島のスローガン 

「Re 鹿島」のスローガンのもと、かつての魅力を取り戻します。 

中核エリア 

Re 鹿島 

かつての鹿島には多くの自然があった。 

多くの人が集まり、賑わいがあった。 

地域の誇る風光明媚な宝。 

そんな鹿島をもう一度再生したい。 

かつての鹿島を再び。 

それが、Re 鹿島。 

 活性化に向けた方針を誰もがわかりやすく共通認識できるように、イメージしやすい言葉に置き換え 

スローガンとして掲げます。 
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鹿島の取り組み 

  『Re鹿島』（鹿島の再生）に向け、5つのポイントに基づいて取り組みを進めていきます。 

中核エリア 

５．協働推進 

     地域住民、各種団体、大学、民間事業者、行政などが連携し、それぞれの強みや役割を活かす 

    ことで継続する取り組みを行っていきます。協働を進めるための人材発掘・育成にも取り組んでいきます。 

 

２．環境整備 

     島全体の景観整備に努めるとともに、良好な森林環境の維持に向けた鹿対策や条件整備を 

    を図ることで、鹿島の価値を高めていきます。 

３．情報発信 

     興味・共感につながる効果的な情報発信を行うなど、戦略的なプロモーションによって鹿島の 

    魅力を伝えていきます。 

１．資源活用 

     河野氏にまつわる旧跡や玉理・寒戸島（伊予の二見）など鹿島に残る多くの資源を見つめ直し、 

    活用することで魅力化を図ります。昭和を切り口とした資源の活用の検討も進めていきます。 

 

４．交流促進 

     官民が一体となり、鹿島ならではの魅力あるイベントを打ち出し集客を図ります。訪れる人との 

    交流機会を設けることで、地域の活力を育んでいきます。 



25 中核エリア 

＜駅前通り周辺地図＞ 

駅前通り周辺 

駅前通り周辺の概況 

 JR北条駅前通り周辺には、「北条駅前商店街」、「北条辻町商店街」、「北条本町商店街」の３つの 

商店街が立ち並んでいます。商店街は、それぞれの店舗数が少ないながらも数多くの業種で構成されています。 

 公共交通機関としては、鉄道（JR予讃線）、路線バス、渡船があります。 
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駅前通り周辺の状況と課題 

 駅前通り周辺、特にJR北条駅は大正１５年３月に開業以来、北条の玄関口として、地域住民の最大の公共

交通手段として利用されてきました。道路沿いは商店街として、家具店、電気店、履物店、青果店、飲食店、喫茶

店、パン屋、遊技場、文具店、衣料品店など多くの商店が並び、駅前通りは立岩方面からバスの停留所利用者や

浅海・松山方面から通学する中、高、短大生などの待ち合わせ場所として賑わいの空間となっていました。 

 しかしながら、道路整備が進み交通手段が車両中心の形態になるにつれ、公共交通機関の利用者減、駐車場

不足が見られるようになり、また商店街においては大型店の出店に伴う消費者動向の変化や後継者不足などから 

店舗の数が減り続けています。現在では、空き地や空き店舗が目立ち、まちに活気のない印象を与えています。 

中核エリア 

駅前通り周辺の活性化に向けた方針 

 駅前通り周辺の現状と課題を整理すると、店舗が減り空き地や空き店舗が増加するなど、かつての駅前通り周辺 

と比較すると、賑わいが失われていることがわかります。駅前通り周辺の将来像、あるべき姿については、歩行者天国、

空き店舗への入居促進、イベント開催など、新たな魅力の創出による活性化が求められており、現在の駅前通り 

周辺には訪れるための目的がなくなっていることが感じられます。 

 こうした考察をもとに、駅前通り周辺の活性化に向けた方針は、「訪れるための動機づけを行う。」ことを掲げます。 
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駅前通り周辺のスローガン 

中核エリア 

かつて駅前通り周辺は多くの人が行き来していた。 

多くの店が立ち並び、子どもの笑い声が響いていた。 

それが今では店が減り、人が減り、活気がなくなった。 

ここを訪れる理由がなくなっている。 

今この場所に必要なこと、 

それは、訪れるための動機づけ。 

「行こう」をつくろう。 

「期待をカタチに」のスローガンのもと、訪れるための動機づけを行います。 

期待をカタチに 

 活性化に向けた方針を誰もがわかりやすく共通認識できるように、イメージしやすい言葉に置き換え 

スローガンとして掲げます。 
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駅前通り周辺の取り組み 

  『期待をカタチに』（動機の創造）に向け、５つのポイントに基づいて取り組みを進めていきます。 

 

中核エリア 

５．協働推進 

     商工会、商店街、地域住民、大学、行政などが連携する体制をつくり、それぞれの強みや役割を活かす 

    ことで継続する取り組みを行っていきます。協働を進めるための人材の発掘・育成にも取り組んでいきます。 

２．環境整備 

     商業機能に加え、複合的な集客・交流機能の形成や、既存資源とのネットワーク化を図ることで、 

    駅前通り周辺の価値を高めていきます。 

 

３．情報発信 

     興味・共感につながる効果的な情報発信を行うなど、戦略的なプロモーションによって駅前通り 

    周辺の魅力を伝えていきます。 

 

 

１．資源活用 

     空き地・空き店舗などを活用した商業・サービス施設の集積を目指すことで魅力化を図ります。 

    昭和を切り口とした資源の活用の検討も進めていきます。 

 

４．交流促進 

     地域住民や商業者が主体となり、地域ならではの魅力あるイベントを打ち出し集客を図ります。 

    訪れる人との交流機会を設けることで、地域の活力を育んでいきます。 

 



29 中核エリア 

中核
エリア 

５つのポイント 鹿島 駅前通り周辺 

資源活用 
 

地域の資源を様々な視点で見つめ直し活用
することで、既存の魅力を磨き上げるとともに、
新たな魅力の創出を図ります。 

環境整備 
 

地域住民の満足度を高め誇りを育むとともに、
訪れる人にとっても魅力ある空間づくりを図り
ます。 

情報発信 
 

地域の魅力を効果的かつ効率的に伝えるこ
とで、一人でも多くの人の興味・共感につなげ、
参加・共有へと広げていきます。 

交流促進 
 

集客を図ることに加え、地域住民・商業者と
訪れる人との交流の場をつくることで、住民の
機運やおもてなしの心の醸成を図ります。 

協働推進 
 

地域住民、各種団体、大学、民間事業者、
行政などが協働することで、それぞれの強みや
役割を活かし、取り組みが継続する環境を整
えます。 

Re 鹿島 期待をカタチに 

取り組み体系図 

ここから、ひとつに。 

河野氏にまつわる旧跡や玉理・寒戸島
（伊予の二見）など鹿島に残る多くの
資源を見つめ直し、活用することで魅力
化を図ります。昭和を切り口とした資源
の活用の検討も進めていきます。 

空き地・空き店舗などを活用した商業・
サービス施設の集積を目指すことで魅力
化を図ります。昭和を切り口とした資源
の活用の検討も進めていきます。 

島全体の景観整備に努めるとともに、良
好な森林環境の維持に向けた鹿対策
や条件整備を図ることで、鹿島の価値を
高めていきます。 

商業機能に加え、複合的な集客・交流
機能の形成や、既存資源とのネットワー
ク化を図ることで、駅前通り周辺の価値
を高めていきます。 

興味・共感につながる効果的な情報発
信を行うなど、戦略的なプロモーションに
よって鹿島の魅力を伝えていきます。 

興味・共感につながる効果的な情報発
信を行うなど、戦略的なプロモーションに
よって駅前通り周辺の魅力を伝えていき
ます。 

官民が一体となり、鹿島ならではの魅力
あるイベントを打ち出し集客を図ります。
訪れる人との交流機会を設けることで、
地域の活力を育んでいきます。 

地域住民や商業者が主体となり、地域
ならではの魅力あるイベントを打ち出し
集客を図ります。訪れる人との交流機
会を設けることで、地域の活力を育んで
いきます。 

地域住民、各種団体、大学、民間事
業者、行政などが連携し、それぞれの強
みや役割を活かすことで継続する取り組
みを行っていきます。協働を進めるための
人材発掘・育成にも取り組んでいきます。 

商工会、商店街、地域住民、大学、行
政などが連携する体制をつくり、それぞれ
の強みや役割を活かすことで継続する取
り組みを行っていきます。協働を進めるた
めの人材の発掘・育成にも取り組んでい
きます。 
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中核エリア形成イメージ 

広域エリア 

昭和の賑わいを求めて 

５つのポイント 
 

・資源活用  
・環境整備 
・情報発信  
・交流促進 
・協働推進 

 
 
    

中核エリア 
 

「ここから、ひとつに。」 

賑わいの創出 

動機の創造 

「期待をカタチに」 

鹿島の 
活性化 

駅前通り周辺の 
活性化 

鹿島 駅前通り周辺 

波及 

連携 

テーマ 

鹿島の再生 

「Re 鹿島」 

昭和をキーワードとする活性化 



広域エリア 

31 



32 広域エリア 

＜広域エリア区域図＞ 

広域エリアの区域 

 広域エリアの区域は中核エリアを除く北条地域を基本とします。 

 ※中核エリアの中にあってもその内容が全域に渡るものや明確に区分けすることが難しいものについては、 

   エリアを隔てず広域エリアに含め検討を進めます。 

粟井 

河野 

立岩 

正岡 

難波 

浅海 

北
条 

安居島 
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各地区の特性 

浅海地区 

＜概要＞ 

 浅海地区は、松山市の最北端に位置し、三方を恵良山、腰折山、名石山などの山々に囲まれ、もう一方は 

瀬戸内海の斎灘に面しており、自然環境に恵まれています。海岸線沿いに国道196号が通っており、今治市、 

しまなみ海道へと通じています。 

 浅海地区の産業は、果樹栽培が中心となっています。明治末期から昭和30年頃までは梨の栽培が盛んで、 

「浅海梨」の名は広く知られていましたが、嗜好の変化や病害虫の発生により廃れていきました。その後、果樹栽培 

は温州みかん、伊予柑へと順次切り替えられてきました。 

 面積・・・9.04k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・1,313名（517世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・1,660名（535世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・79.1％（96.6％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・9団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 北条支所浅海出張所、浅海公民館、浅海小学校、浅海保育園、浅海老人デイサービスセンター、 

 浅海ふれあいセンター、JR浅海駅 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 浅海風景  獅子舞 
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立岩地区 

 立岩地区は、高縄山の北側、立岩川流域の豊かな自然に囲まれたのどかな山村地域です。 

 立岩地地区から北条バイパスまでは、2車線の県道北条玉川線が整備されています。 

＜概要＞ 

 面積・・・34.22k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・1,007名（403世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・1,292名（419世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・77.9％（96.1％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・18団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 北条支所立岩出張所、立岩公民館、立岩小学校 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 つつじ祭り  高縄寺 
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難波地区 

 難波地区は、河野氏の山城跡がある恵良山と国の天然記念物のエヒメアヤメが自生する腰折山の麓に位置し、 

西は瀬戸内海に面して豊かな自然に恵まれた農山村地域です。 

 地区の主要産業である農業は、米作のほか果樹栽培が盛んであり、たまねぎの産地としても知られています。 

＜概要＞ 

 面積・・・9.44k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・2,087名（768世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・2,196名（686世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・95.0％（112.0％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・6団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 難波公民館、難波活性化センター、難波小学校、愛媛県農業試験場、道の駅「風早の郷 風和里」 

 北条スポーツセンター、JR大浦駅 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 北条スポーツセンター  火やろ 
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正岡地区 

 正岡地区は、北側を立岩川が流れ、古くから自然環境にも恵まれ農業（果樹栽培）が盛んな地域であり、 

酒造業者が１社あります。地区内には工業団地が造成され、多くの企業が進出しています。 

＜概要＞ 

 面積・・・6.52k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・2,319名（837世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・2,436名（789世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・95.2％（106.1％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・6団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 正岡公民館、北条ふれあいセンター、正岡小学校、国津保育園 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 だんじり  ほたるの郷 
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北条地区 

 北条地区は、旧北条市の中心に位置し人口が密集していますが、少子高齢化による人口の減少傾向に 

あります。地区内には、北条のシンボルとも言える鹿島があり、小学校から大学までの教育機関が集中している 

ことが、特徴の一つになっています。また、北条港から北北西約13.5km、斎灘のほぼ中央には有人島の安居島 

があります。 

＜概要＞ 

 面積・・・2.64k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・8,114名（3,504世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・8,479名（3,270世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・95.7％（107.2％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・29団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 北条支所、北条公民館、北条小学校、北条北中学校、北条高校、聖カタリナ大学、JR北条駅 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 櫂練り  大注連縄の張り替え 
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河野地区 

 河野地区は、中世の豪族河野氏発祥の地として豊かな伝統と文化に恵まれた地域です。 

 地区内では農業（果樹栽培）が盛んであり、また、酒造業者や松山農林水産ブランドの煮干を製造している 

水産業者も地域内にあります。 

＜概要＞ 

 面積・・・27.05k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・5,778名（2,197世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・5,832名（1,857世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・99.1％（118.3％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・14団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 北条支所河野出張所、河野公民館、河野小学校、北条南中学校、文化の森公園、JR柳原駅 

 北条老人デイサービスセンター 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 善応寺  文化の森公園 
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粟井地区 

 粟井地区は、東部・南部の農村地域と国道196号に近接する新興住宅地域が存在しており、新興住宅 

では市内への通勤者が多く、人口増加地区となっています。 

 地区内の農村地域では果樹栽培が盛んであり、難波地区や立岩地区と並んで、浅海地区に次ぐ栽培面積 

を有しています。 

＜概要＞ 

 面積・・・13.22k㎡ 

 人口・世帯数・・・・・・・・・・・7,122名（2,756世帯） ※H22.4.1推計 

 10年前の人口・世帯数・・・6,652名（2,239世帯） ※H12国勢調査より 

 10年前との比較・・・・・・・・・107.1％（123.1％） 

 自治会・町内会の数・・・・・・23団体 

＜面積、人口・世帯数、自治会・町内会の数＞ 

 北条支所粟井出張所、粟井公民館、粟井小学校、粟井保育園、大西谷埋立センター、JR粟井駅 

 JR光洋台駅 

＜公共施設＞ 

広域エリア 

 宅並山 伊予万歳 
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広域エリア 

広域エリアの取り組み 

 広域エリアの活性化に向け、５つのポイントに基づいて取り組みを進めていきます。 

※５つのポイントに基づいたそれぞれの取り組み内容については引き続き検討を重ね、平成24年度に策定します。 

 広域エリアは、地域が抱える課題などをもとに活性化に向けた検討を進めます。広域エリアではこうした課題を 

解決していくことで活性化を図るとともに、「再生」「継承」「創造」の3つの視点で新たな取り組みも視野に入れ 

ながら、活性化を図っていきます。 

広域エリアの活性化に向けた方針 

５．協働推進 

   ※平成24年度に策定 

２．環境整備 

   ※平成24年度に策定 

３．情報発信 

   ※平成24年度に策定 

１．資源活用 

   ※平成24年度に策定 

４．交流促進 

   ※平成24年度に策定 
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広域
エリア 

５つのポイント 地域が抱える課題など 

平成24年度に策定 

平成24年度に策定 

平成24年度に策定 

平成24年度に策定 

平成24年度に策定 

取り組み体系図 

資源活用 
 

地域の資源を様々な視点で見つめ直し活用
することで、既存の魅力を磨き上げるととも
に、新たな魅力の創出を図ります。 

環境整備 
 

地域住民の満足度を高め誇りを育むととも
に、訪れる人にとっても魅力ある空間づくりを
図ります。 

交流促進 
 

集客を図ることに加え、地域住民・商業者と
訪れる人との交流の場をつくることで、住民の
機運やおもてなしの心の醸成を図ります。 

協働推進 
 

地域住民、各種団体、大学、民間事業
者、行政などが協働することで、それぞれの強
みや役割を活かし、取り組みが継続する環境
を整えます。 

情報発信 
 

地域の魅力を効果的かつ効率的に伝えるこ
とで、一人でも多くの人の興味・共感につな
げ、参加・共有へと広げていきます。 
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風早レトロタウン構想策定検討経過 

平成23年1月27日     第1回 風早レトロタウン構想策定庁内プロジェクトチーム会議 開催 

 

平成23年3月14日     先進地視察（大分県豊後高田市「昭和の町」） 

 

平成23年3月18日     第2回 風早レトロタウン構想策定庁内プロジェクトチーム会議 開催 

 

平成23年5月16日     第3回 風早レトロタウン構想策定庁内プロジェクトチーム会議 開催 

 

平成23年9月20日     第1回 風早レトロタウン構想検討準備委員会 開催 

 

平成23年10月19日    先進地視察（東京都江東区「亀戸香取勝運商店街」） 

 

平成23年10月20日    先進地視察（茨城県つくば市「北条商店街」） 

 

平成23年10月25日～ 

平成23年11月15日    風早レトロタウン構想検討準備委員会専門委員アンケート  実施 

 

平成23年11月30日    第2回 風早レトロタウン構想検討準備委員会 開催 

 

平成23年12月15日～ 

平成24年1月10日     北条地域に関する住民アンケート調査  実施 

 

平成24年1月19日     第4回 風早レトロタウン構想策定庁内プロジェクトチーム会議 開催 

 

平成24年1月25日     第3回 風早レトロタウン構想検討準備委員会 開催 
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風早レトロタウン構想策定庁内プロジェクトチーム体制 

設置目的 

 北条地域の活性化の指針となる「風早レトロタウン構想」を策定するため、庁内の関係各課で構成する 

プロジェクトチームを設置する。（平成23年1月27日設立） 

体制 

財政課

管財課

総合政策部 企画政策課

市民政策課

市民参画まちづくり課

北条支所

都市政策課

公園緑地課

道路建設課

道路管理課

開発・建築担当部 都市開発課

産業政策課

地域経済課

観光産業振興課

農林水産担当部 農林土木課

教育委員会 文化財課

坂の上の雲まちづくり担当部 坂の上の雲まちづくりチーム

理財部

市民部

都市整備部

産業経済部
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風早レトロタウン構想検討準備委員会体制 

設置目的 

 北条地域の活性化の指針となる「風早レトロタウン構想」を検討するため、風早レトロタウン構想検討 

準備委員会を設置する。（平成23年9月6日設立） 

体制 

風早レトロタウン構想検討準備委員会（職名）

専門委員（敬称略）

委　員　長 坂の上の雲まちづくり担当部長

委　員 地域経済課長

委　員 観光産業振興課長

委　員 管財課長

委　員 都市政策課長

内　藤　　完　子 北条商工会副会長

太　田　　貴　夫 北条地区区長会会長

篠　原　　成　行 北条かざはや振興会会長

片　山　　博 北条商業サービス協同組合理事長

森　田　　輝　男 北条駅前商店街代表

安　藤　　光　夫 北条地区まちづくり協議会事務局長

藤　田　　晴　彦 NPO法人北条鹿島の風早社中理事長

井　口　　梓
愛媛大学法文学部観光まちづくりコース

（観光文化系）特命准教授

金　村　　毅 松山大学名誉教授

ホビノ・サンミゲル 聖カタリナ大学学長


