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０．はじめに 

西予市では、「ＪＲ卯之町駅」、「卯之町商店街」、「卯之町の町並み（重要伝統的建造物群保存地区）」

を包括的に捉え、官民連携によるエリアマネジメントを推進することで、サービスの向上と財

政的な負担を軽減することを目指し、卯之町エリアにおけるこれからのまちづくりを検討され

てこられました。 

平成２６年度より正式な検討が開始され、市民向けアンケートや講演会、ワークショップ等

の取り組みを経て、平成２７年２月には、卯之町「はちのじ」まちづくり推進委員会より西予

市長に対し、卯之町「はちのじ」まちづくり基本構想が提出され、卯之町エリアのまちづくり

に関する方向性がまとめられました。 

そして、翌平成２８年度には、官民連携手法を活用したまちづくりを推進していくため、「民

間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（ＰＦＩ法）」（平成１１年法律第

１１７号）に基づく民間事業者の募集が行われ、弊社を構成するグループが選定、平成２９年９

月には事業契約を締結し、同年１０月１日より卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業が正式

にスタートしました。 

ところで、我が国は、特に地方を中心に急激な少子高齢化が進み、地方自治体の存続すら危

ぶまれている状況に置かれています。西予市においても同様に、現状のまま人口減少が進んだ

場合、約３０年後には人口２万人を割り、生産年齢人口は半数以下となることが予想されてい

ます。その結果、税収の減少による行政サービスの低下、地域経済の衰退は免れず、特に将来

を担う若い世代にその負担が課せられ、更なる若者世代の転出、出生者数の減少等、人口減少

がより一層急速化することすら懸念されています。 

一方、平成１８年に制定された「観光立国推進基本法」をはじめとする国の各種観光促進施

策が後押しとなり、訪日外国人旅行客の急激な増加、世界における「ジャパンブランド」の飛

躍的な価値向上等、今後も益々、国外からの需要が増加することが期待されています。 

また、平成２６年に制定された「まち・ひと・しごと創生法」をはじめとする国の各種地方

活性化施策に関連して、各地方自治体では「生き残り」をかけた地域活性化を打ち出し、ロー

カルブランディングによる観光・移住促進や新たな産業の創出等、定住人口の増加や財政の健

全化を実現している地方自治体も少なくありません。 

こうした状況を踏まえ、私たちは、卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業を通じて、西予

市がより多くの方に「住みたいまち、住み続けたいまち」と思っていただけることを目指し、

グループ各社の民間ノウハウやネットワークを最大限に活用しながら、西予市および市民の皆

様とともに、エリアマネジメントの視点をもったまちづくりに取り組むことを改めて決意し、

このエリアマネジメント基本計画を策定します。 

 

株式会社西予まちづくりサービス 代表取締役 小野川 康尚  
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１．計画の対象 

（１）計画の対象となる事業 

平成２９年９月８日付で西予市と㈱西予まちづくりサービスの間で締結された卯之町「はちの

じ」まちづくり整備事業特定事業仮契約書（以下「事業契約」という。）に定める事業を対象とし、

エリアマネジメント関連計画は下記の主な関連計画等を踏まえて策定および推進します。 

 

主な関連計画等 

・国土交通省エリアマネジメント推進マニュアル（平成２０年３月策定） 

・まち・ひと・しごと創生基本方針および総合戦略 

・第２次西予市総合計画（平成２８年４月策定） 

・西予市まちづくり計画（新市建設計画）（平成２８年４月策定） 

・西予市まち・ひと・しごと創生総合戦略（平成２８年３月策定） 

・西予市公共施設等総合管理計画（平成２８年３月策定） 

・西予市都市計画マスタープラン（平成１９年３月策定） 

・卯之町「はちのじ」まちづくり基本構想（平成２７年２月策定） 

・卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業 実施方針（平成２８年８月公表） 

・卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業 募集要項（平成２８年１０月公表） 

・卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業 業務要求水準書（平成２８年１０月公表） 

・卯之町「はちのじ」まちづくり整備事業 事業提案書（平成２９年２月提出） 

 

（２）計画の対象範囲 

■対象エリア 

エリアマネジメント関連計画の対象エリアは、事業契約に基づき下記（赤枠内）の通りとします。 
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■対象業務 

エリアマネジメント関連計画の対象業務は、事業契約に基づき下記の通りとします。 

Ａ）施設整備業務 

業 務 場 所 対象施設・設備等 業務内容 

ア）駅舎整備業務  
卯之町駅エリア 
（敷地・建物・設備いずれも 

ＪＲ四国所有） 

鉄道近接施設： 

ＪＲ卯之町駅駅舎 

企画、設計、新設、 

解体撤去 

鉄道近接施設： 

跨線橋 
企画、設計、新設 

鉄道近接施設： 

跨線橋（宇和文化会館横） 
企画、設計、改修 

イ）駅前複合施設および 

駅前エリア整備業務 

現図書館付近 
駅前複合施設 企画、設計、新設 

庁舎接続道 企画、設計、新設 

現庁舎第２別館付近 立体駐車場 企画、設計、新設等 

文化会館前駐車場 文化会館前平面駐車場 企画、設計、改修等 

新庁舎第２別館国道側 駅前複合施設平面駐車場 企画、設計、新設 

現駅舎駐輪場付近 駐輪場 企画、設計、新設 

既存バス転回場 ロータリー 企画、設計、新設 

既存駅前庁舎駐車場 駅前広場 企画、設計、新設 

駅前道路 駅前車道、歩道、植栽等 改修 

既存駅前庁舎駐車場 案内板 企画、設計、改修 

既存バス停留所と駐車

場の間 
水路 改修 

駅舎横公衆トイレ 鉄道近接施設：公衆トイレ 解体撤去 

既存ＪＲ「車ｄｅトレイン駐

車場」付近 
駅前駐車場 企画、設計、新設 

駅前歩道横 消火栓 移設 

駅前エリア全体 敷地内支障電柱 移設 

ウ）着工前整備業務等 既存バス転回場  

既存構造物 解体撤去 

駅前エリアの既存施設・外構設

備・付帯工作物等 
解体撤去 

エ）着工後整備業務等 
卯之町駅および 

駅前エリア 

鉄道近接施設：跨線橋（東宇和

農業協同組合本所横） 
解体撤去 

跨線橋撤去後の市道 改修 

跨線橋撤去後の市道への駅舎

側からの進入道 
新設 

庁舎第２別館 解体撤去 

オ）無電柱化工事業務 
卯之町駅・駅前エリア 電柱 無電柱化工事 

重伝建地区エリア 電柱 無電柱化工事 

カ）景観整備等業務 重伝建地区エリア 案内板等 企画、設計、新設 

キ）安全なまちづくり業務 卯之町商店街エリア 
案内板等 企画、設計、新設 

イメージハンプ 企画、設計、新設 

Ｂ）維持管理業務 

場 所 対象施設・設備 業務内容 

重伝建地区エリア 案内板 建物設備保守管理 

卯之町駅および 

駅前エリア 

駅舎 
建物保守管理・建物設備保守管理・清掃・保安警備・環境衛生管

理・共用部備品保守管理・共用部水光熱費管理 

駅前複合施設 
建物保守管理・建物設備保守管理・清掃・保安警備・環境衛生管

理・共用部備品保守管理・１階共用部水光熱費管理 
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駅舎および駅前複合施

設の外構施設 

建物設備保守管理・外構保守管理・清掃・保安警備・環境衛生管

理・備品保守管理・建物直接付随水光熱費管理 

案内板 建物設備保守管理 

卯之町商店街 

エリア 

市営第２駐車場 建物設備保守管理・外構保守管理・清掃・環境衛生管理 

市営第２駐車場敷地内

の公衆トイレ 

建物保守管理・建物設備保守管理・外構保守管理・清掃・環境衛

生管理 

案内板・イメージハンプ 建物設備保守管理 

 

Ｃ）運営業務 

◼ はちのじエリア全体（賑わいのある空間） 

業務水準 業務種別 

空き家を活用した「住む」「商売をする」「泊まる」「交わる」等の機能向上を図る 

空き家の利用希望者がスムーズにそれらを利活用できる仕組みを構築する 
空き家対策支援 

ＩＣＴの活用により、企業のサテライトオフィスやＩターン、Ｕターンが行いやすい環境を整える 空き家対策支援 

民間のノウハウを活用し、県外からも人が訪れるような地域おこしのイベントを企画運営する 
空き家対策支援 

観光促進支援 

 

◼ 卯之町駅および駅前エリア（賑わいのある空間） 

業務水準 業務種別 

訪れる全ての人が「はちのじ」エリアを快適に回遊できる仕組みを構築する 観光促進支援 

民間のノウハウを活用した、特産品をアピールできるイベントを運営する 観光促進支援 

 

◼ 重伝建地区エリア（交流のある空間） 

業務水準 業務種別 

重伝建地区の既存のストック(空き家、町並み、文化・産業等)を活用し、市民や学生、クリエイ

ター等の異業種が交流できる場を創出する 

また、その場を活用した卯之町の活性化につながる仕組みを構築する 

空き家対策支援 

ＩＣＴ等を活用し、活動を広く発信する仕組みの構築および運用を行う 空き家対策支援 

 

◼ 卯之町商店街エリア（交流のある空間） 

業務要求水準 業務種別 

卯之町商店街エリアの特性を活かした人が集まり交流できる仕組みを構築する 
空き家対策支援 

観光促進支援 

民間独自のノウハウを活用したイベントの企画運営を行う 観光促進支援 

利用者のニーズおよび、時代のニーズに対応できる仕組みを構築する 観光促進支援 

卯之町商店街エリアの駅や空き店舗を活用し、地域の活性化につながる仕組みを構築する 
空き家対策支援 

観光促進支援 

 

◼ 駅前駐車場運営業務 

業務内容 

月極および時間制利用の料金徴収を行う 

無断駐車の監視を行う 

 

Ｄ）独立採算業務（公共サービスおよび民間サービス） 

業務要求水準 

重伝建地区・商店街地区の既存のストック(空き家)を活用した宿泊機能を有し、地域経済の活性に寄与する場を創

出する 

駅エリアに導入する機能のバランスを考慮した西予市ならではの購買機能を持った場を演出する 

民間のノウハウを活用し鉄道やバスで訪れた人が西予市内を快適に観光できる仕組みを構築する 
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２．エリアマネジメントとは 

（１）定義および特徴 

エリアマネジメントとは、 

地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、  

住民・事業主・地権者等による主体的な取り組み 

国土交通省 土地・水資源局「エリアマネジメント推進マニュアル」（平成２０年） 

と定義されています。 

「良好な環境や地域の価値の維持・向上」には、快適で魅力に富む環境の創出や美しい街並み

の形成、資産価値の保全・増進等に加えて、人をひきつけるブランド力の形成や安全・安心な

地域づくり、良好なコミュニティの形成、地域の伝統・文化の継承等、ソフトな領域のものも

含まれており、「１－（２）計画の対象範囲」に定める施設整備業務から維持管理運営業務並び

に独立採算業務に至るまで、エリアマネジメントの観点に基づく一体的な取り組みが必要とな

ります。 

 

 

 

エリアマネジメントの特徴 

特徴① 「つくること」だけではなく「育てること」 

► 人口が減少に転じ、成熟した都市型社会への移行という状況の下、これからの開発で

は、ただ「つくること」だけではなく、その後の維持管理・運営（マネジメント）の方

法、つまり「育てること」までを考えた開発を行うこと、また、既成市街地等において

も、維持管理・運営を行い、地域を「育てること」が必要とされており、計画段階から

実行段階に至るまで、市との協働はもちろん、住民参画型の取り組みを行う必要があり

ます。 

 

特徴② 行政主導ではなく、住民・事業主・地権者等が主体的に進めること 

► 成熟した都市型社会の地域づくりにおいては、個性豊かな地域や住民・事業主・地権者

等に身近な地域を実現することが重要であり、また、地域に起こる問題が多様化し、そ

の解決方法も地域に応じて様々になってきていることから、「つくること」と「育てるこ

と」を推進するためには、行政主導ではなく、住民・事業主・地権者等の地域の担い手

の主体的取り組みが重要とされています。 

► 民間事業者のノウハウやネットワークを活かした創意工夫を最大限に活かすことに加え、

地域住民や地権者等にも主体的に参画していただきながら、地域の担い手としての当事

者意識を持った取り組みを進めていく必要があります。 
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特徴③ 多くの住民・事業主・地権者等が関わりあいながら進めること 

► 従来の地域づくりにおいては、行政や民間の組織等がそれぞれの活動を展開した結果、相

互の連携を欠いたために、総体的な効果を十分に得ることができないこともありました。 

► エリアマネジメントは、地域が一体となって、地域に関する様々な活動を総合的に進め

るものであり、そのためには、地域の総意を得る、活動メンバーとして主体的に参画す

る、活動に対して費用負担をする等、様々な関わり方が求められています。さらに、エ

リアマネジメントは多くの住民・地権者等の他に、必要に応じて行政や専門家・他組織

等と関わりあいながら進めることも特徴となります。 

► エリアマネジメントの推進に当たっては、より多くの地域の方々に参画いただき、また

必要に応じて専門家や他の自治体・組織等とも関わり合いを持ちながら、住民や関係者

の合意形成を図ることを念頭に進めていく必要があります。 

 

特徴④ 一定のエリアを対象にしていること 

► エリアマネジメントは地域の多くの住民・事業主・地権者等が関わりあいながら進める

ものであるため、そのエリアを明らかにすることが基本とされています。 

► ただし、活動の目標や内容、活動段階や熟度といった特性に応じて、明確なエリアを設

けない場合もあります。また、ＮＰＯ法人のように、組織の根拠法により、エリアを明

確にできないものもあります。 

► 本事業では、「１－（２）計画の対象範囲」に定めるエリアを計画対象として特定し、一

貫性のあるまちづくりを行っていく必要があります。 

 

 

エリアマネジメントには、以上のような特徴があり、個人的活動や従来の行政サービスによっ

ては得られにくい、地域による地域全体の公益的な価値を創造する取り組みと言えます。その

活動の要素は多様であり、取り組みの段階にあわせて様々な活動を組み合わせて重層的に展開

されていきます。 

本事業におけるエリアマネジメント関連計画の立案および推進に当たっても、事業関係者すべ

てがこれらの定義および特徴を踏まえた取り組みを実行していく必要があります。 
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（２）背景 ―なぜ取り組む必要があるのか― 

背景① 人口減少 

► 平成２８年３月に西予市が発表した西予市人口ビジョンによれば、現状のまま人口減少

が続いた場合、約３０年後には人口は２万人を下回り、生産年齢人口は現状の半分以下

となることが予想されており、様々な負の要因が連鎖的に作用した場合、更に急速的な

人口減少が起こる可能性も大いにあります。 

► 人口が減少すれば、税収減少による行政サービスの低下、地域内消費の低迷による地域

経済の悪化および雇用の減少、地域内雇用の減少による若者の転出、出生者数の減少等、

様々な問題が連鎖的に発生します。 

► こうした人口減少の波を食い止めるためにも、まちとしての魅力を創出し、定住人口の

維持・増加を図る必要があります。 

 

背景② 地域間競争の激化 

► 一部の都市部を除き、全国的に人口減少の危機に直面するとともに、都市部からの移住

希望者や訪日外国人旅行客が急激に増加してきており、各地方都市では、自らの価値を

高めるための魅力づくりに躍起になり、地域間競争がより一層激化してきています。 

► 魅力づくりに成功したまちは、定住人口や旅行客が増加し、地域全体の価値が高まるこ

とにより、資産価値自体も向上するという好循環を得ています。 

► 人口の奪い合いという時代の中、まちの特色を活かした新たな魅力を創造し、競争力の

あるまちづくりを行っていく必要があります。 

 

背景③ 一貫性のある総体的なまちづくりの必要性 

► 成長期にあったこれまでの開発やまちづくりでは、域内消費が主眼に置かれ、個々の計

画が別々に推進されるケースが殆どでした。 

► これからの開発・まちづくりにおいては、地域全体の魅力を創造し、移住促進も含めた

国内外からのインバウンド需要に対応することを視野に入れ、より費用対効果の高い取

り組みを行っていく必要があり、地域として一貫性のある総体的なまちづくりを進めて

いく必要があります。 

 

背景④ 住民参画型の持続可能なまちづくりの必要性 

► 更なる人口減少・少子高齢化が進展する中で、持続可能なまちづくりを進めるためには、

より多くの地域住民に親しまれ続けることが重要であり、行政主導や民間事業者本位の

開発ではなく、地域住民参画型のまちづくりが必要となります。 

► 特に昨今では、ライフスタイルや価値観の多様化、ニーズの高度化等に伴い、環境や安

全・安心の意義が見直され、関心が高まっています。また、ボランティア活動をはじめ

とする社会貢献や地域活動に対する興味・関心の高まり等、自分達の力で地域を変えて

いこうとする機運が高まりつつあります。  
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（３）目標 ―何を目指すのか― 

本事業におけるエリアマネジメント関連計画では、 

「地域の魅力的な未来空間」の形成による卯之町エリアの活性化  

を基本目標として、下記の４点を主な達成目標として設定し、 

個別計画の具体化を進めていきます。 

 

 

目標① 人口減少を食い止める 

► 域内人口の減少を食い止めるため、雇用創出や生活利便性の向上等により特に若者の流

出を防ぐとともに、移住促進や空き家対策を推進することで新たな居住者の増加を図り

ます。 

 

目標② 「外貨」を獲得する 

► 市外・県外・国外からの観光旅行客の増加を図るとともに、それが地域経済の活性に繋

がる仕組みを作ります。 

► また、市外に発信できる新たな商品・ブランドを確立する等により、「外貨」を獲得する

取り組みを進めます。 

 

目標③ 住民満足度を向上する 

► 地域住民の生活利便性の向上を図るとともに、地域住民がまちづくりに参画する仕組み

を確立することで、地域への愛着や満足度を高め、定住促進や事業継続等、地域への求

心力の向上を図ります。 

 

目標④ 安全かつ快適で、美しい街並みを形成する 

► エリア全体において、一貫性のある総体的な計画推進をすることで、美しい街並みや安

全で快適な地域環境を形成し、将来に亘って持続可能なまちづくりを実現することで、

資産価値の維持向上を図ります。 
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（４）計画の基本的な進め方 

エリアマネジメント関連計画の策定から実行ま

では、下記のステップで進めていきます。 

平成２９年度においては、現状分析を踏まえた基

本方針および実行計画の方向性を設定するエリ

アマネジメント基本計画の策定を行います。 

平成３０年度においては、基本計画を踏まえた実

施計画の策定を進め、事業毎に順次実行・見直し

の段階に入っていきます。 

 

ＳＴＥＰ① 現状分析 

► 経営資源の最適化を図り、一貫性のあるエリアマネジメントを展開していくため、現状

の強みや弱み、ニーズ等を分析します。 

► 分析に当たっては、地域住民や専門家等、多角的な視点から行います。 

 

ＳＴＥＰ② 基本方針の設定 

► ＳＴＥＰ①の現状分析を踏まえ、エリアマネジメント計画全体の軸となるコンセプト並

びに基本的な方針の設定を行います。 

 

ＳＴＥＰ③ 実施計画の方向性の設定 

► ＳＴＥＰ②で設定した基本方針に沿って個別事業を具体化していくため、実施計画の策

定に向けた方向性を設定します。 

► この方向性までを基本計画において定め、実施計画策定の道標とします。 

 

ＳＴＥＰ④ 実施計画の策定 

► ＳＴＥＰ③で設定した基本方針および実施計画の方向性を踏まえ、個別事業毎に実施計

画を策定します。 

► 個別計画毎のバラつきを防ぐとともに、相乗的なブラッシュアップを図るため、定期的

に全体の整合を確認し、統制を図りながら進めます。 

 

ＳＴＥＰ⑤ 実行・見直し 

► ＳＴＥＰ④の実施計画策定後、事業毎に順次実行段階に移ります。 

► 管理運営期間にかけて、随時、各個別計画の進捗を確認しながら定期的な見直しを行

い、恒常的な改善を図ります。  
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３．エリアマネジメント計画の基本方針 

（１）現状分析  

卯之町エリアにおけるエリアマネジメントの方向性を模索するに当たり、ＳＷＯＴ分析と多

角的目線による分析を実施し、重点課題の絞り込みを行いました。 

①ＳＷＯＴ分析 

► 事業環境の変化に対応する経営資源の最適活用を図るため、エリアマネジメント基本計

画検討委員会において、卯之町のポテンシャルについてのＳＷＯＴ分析手法を用いたク

ロス分析を実施の上、重点課題の洗い出しを行いました。 

 

種 別 主な事項 

Ｓｔｒｅｎｇｔｈ 

強み 

【内的要因】 

 重伝建地区や米博物館等、雰囲気のある街並み・建物がある 

 歴とした歴史・文化はあるが制約がそれほど多くない 

 ＪＲ四国予讃線の特急列車が停車する 

 西予ジオパークの玄関口としての立地に優れている 

 第１次産業が盛んで、良質な農産物・資材がある 

 住民のまちづくり参画意識が高い 

 高いスキルと意識を持つ意欲的な若者が複数居住している 

Ｗｅａｋｎｅｓｓ 

弱み 

【内的要因】 

 飛び抜けた観光資源や特産物がない 

 お金を落とす場所や機会が乏しい 

 若者の転出が激しく、事業継続・承継も課題となっている 

 空き家等に関する情報整理や所有者との調整が不十分 

 駅周辺の賑わいが乏しい 

 商店街を中心に安全に歩けるような整備が行われていない 

Ｏｐｐｏｒｔｕｎｉｔｙ 

機会 

【外的要因】 

 年齢を問わず、地方への移住希望者が増加している 

 瀬戸内エリアの訪日外国人旅行客は益々増加し、そこでしかできない「コト消費」

へのニーズが高まっている 

 インターネット社会により地方でも商売が可能であり、「地方ブランド」「ジャパンブ

ランド」に対するニーズが高まっている 

 国内消費面でもデフレ脱却傾向にあり、少々高くても良いものにはニーズが集

まっている 

 ＰＦＩ事業としての官民連携が可能である 

Ｔｈｒｅａｔ 

脅威 

【外的要因】 

 全国各地で地域ブランディングに取り組んでおり、地方間競争が激化している 

 インバウンド需要においては、瀬戸内エリア・愛媛県の中で、松山市に一極集中

する恐れがある 

 周辺には、歴史的建造物や観光資源を有する都市がある（但し、それほどお金

を落とす機会が多いわけではない） 

 

【クロス分析による重点課題】 

種 別 主な事項 

強み×機会 歴史・文化の「香り」を活かした新たなブランド的消費の確立 

強み×脅威 地域住民のスキルを活かしたオリジナリティのある消費の創造 

弱み×機会 官民協働による、安全・快適で一体感のある美しい街並みの形成 

弱み×脅威 ブランディングと連動した付加価値の高い定住促進対策の推進 
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②多角的目線による分析 

► 行政施策とも連動し、地域住民との合意形成を図ることができる持続可能な計画とする

ため、行政や地域住民、地元事業者の目線を取り入れるとともに、県外住民や専門家に

も訪問・現地確認をしていただき、移住や観光促進等を見据えた多角的目線からの分析

を行いました。 

 

属性 主な意見・提案・計画 

地域住民・若年層 
（２０～３０代男女） 

※ ２０～３０代の市民、男女計８名に 

直接ヒアリングを行った。 

 ハード・ソフトの両面において、一貫したコンセプトをもったブランディングを

展開するべき 

 若者が主体的に参画できる仕組みや環境を整えてほしい 

 ハード的な財産に依存し過ぎず、「人財」という財産、個々人のスキルを活

かした展開に力を入れるべき 

 新たな起業家の発掘や企業誘致等、定住促進・雇用創出に注力すべき 

 住民同士の交流を創出する場所・場面を作るべき 

地域住民・高齢層 
（６０代以上男女） 

※ ６０代以上の市民、男女計６名に 

直接ヒアリングを行った。 

 歴史や文化を活かして風情豊かな卯之町を残してほしい 

 子ども達が遊べる空間、子どもと高齢者が交流できる機会が欲しい 

 特産品の販売や飲食ができ、多くの人が集まる空間が欲しい 

 異業種の若者が交流し、活躍できるステージを用意すべき 

 緑豊かで生活利便性の高い住みよいまちづくり 

 住民参画型のまちづくりを進めてほしい 

市内事業者 

※ 業種の異なる市内民間事業者計５社

の代表者に直接ヒアリングを行った。 

 ６次産業化等の異業種が連携した取り組みを進めるべき 

 クリエイター等の若い力と既存事業者の交流・コラボにより、新たな製品や

サービスを生み出す機会を創出するべき 

 地元事業者の力をしっかりと取り入れてほしい 

 市外・県外への販売チャネルの確立を進めるべき 

 市外からの受け入れに対応できる人材の育成が急務である 

 卯之町、西予ならではの質の高いブランドを創るべき 

 観光誘致よりも、卯之町の文化や農産物等を活かした、市外へ「輸出」 

できる製品・商品の開発に取り組むべき 

県外住民・専門家 

※ 県外の専門家５名（観光業・広告業・

イベント業・ＰＭ業・脚本業）と県外一

般者２名に訪問・現地確認をしていた

だいた上で、直接ヒアリングを行った。 

 大衆向けではなく、特定のターゲットに絞った付加価値の高いマーケティン

グを展開するべき 

 総花的な展開ではなく、的を絞ったブランディング・マネジメントが重要で 

ある 

 ハードに依存せず、「コト」消費のようなソフトに着目すべき 

 お金を使う機会をいかに作れるかがカギとなる 

 「卯之町」としての一貫性のあるプロモーションを 

 遠出する楽しみ、隠れ家的な人との繋がりを活かした演出 

行 政 

※ 募集要項や業務要求水準書をはじ

め、本事業に関連する各種計画に基

づき、ピックアップした。 

 「はちのじ」エリアを快適に回遊できる仕組みづくり 

 ＬＣＣやＬＣＣＯ₂の低減に配慮したまちづくり 

 ユニバーサルデザインや生活利便性の向上に配慮した安全で快適なまち

づくり 

 既存ストックを活用した「住む」「商売をする」「泊まる」「交わる」等の機能

向上を図る 

 民間のノウハウを活かした地域経済の好循環を生み出す仕組みづくり 

 住民との協働による市民ニーズに対応したまちづくり 
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（２）エリアマネジメント基本方針の設定 

 

エリアマネジメント基本コンセプト 

歴史×文化×人が織りなす「うのまち」ブランド 

前述の現状分析を踏まえ、本事業で展開する各事業に共通するエリアマネジメント基本

コンセプトを『歴史×文化×人が織りなす「うのまち」ブランド』とします。 

また、エリアマネジメントを推進するに当たり、この基本コンセプトを具現化するための

５つの基本方針を次の通り定めます。 

 

 

基本方針① 歴史・文化を活かす 

► 卯之町の古き良き歴史や文化をソフト・ハードの両面で柔軟に活かし、市内外の方から親

しみを持っていただける一体感のあるまちづくり・ブランディングを展開します。 

 

基本方針② 人を活かす 

► 卯之町の「人財」を活かす住民参画によるまちづくりを進め、住民同士の交流、市外の方

との交流を創出することで、人と人との繋がりを活かしたリレーション型ブランディング

を展開します。 

 

基本方針③ 卯之町らしい新たなブランドを創造する 

► 既存の資源のみに依存せず、卯之町の歴史・文化・人を活かした付加価値の高い新たなブ

ランドを創造し、地域経済の活性を図ります。 

 

基本方針④ 安全で快適な美しい街並みを形成する 

► 地域住民も卯之町を訪れる人も、安全で快適に過ごすことができる環境と利便性を確保す

るとともに、生活や旅行に潤いを与える美しい街並みを形成します。 

 

基本方針⑤ 民間の力を活かす 

► 地元事業者はもちろん、市外専門事業者が持つ民間のノウハウやネットワークを最大限に

活かし、民間の創意工夫を取り入れたまちづくり・ブランディングを進めます。 
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（３）実施計画の方向性 

このエリアマネジメント基本計画を効果的か

つ効率的に実現していくための実施計画とし

て、「卯之町駅周辺整備計画」、「景観整備計画」、

「地域ブランディング計画」の３つの個別計

画に分けて具体化を図っていきます。 

実施計画の策定は、この基本計画をもとに、平

成３０年度にかけて実施していきます。 

 

 

①卯之町駅周辺整備計画 

► 卯之町のアイデンティティを体現するエリアとして、西予・卯之町の歴史・文化の香り

が漂う開発を計画します。 

► また西予の玄関口としての機能に加え、地域住民や訪問者との交流を促す空間を創出し

ます。 

► 行政機能と民間機能が効果的・効率的に配置され、LCC にも配慮した利便性と経済合理

性に優れた計画とします。 

 

②景観整備計画 

► 卯之町駅周辺・商店街・重伝建地区のエリア全体において一体感のある景観整備を計画

します。 

► 地域住民や卯之町を訪れた方が安全で快適に生活・回遊できる環境を整備します。 

► 生活や旅行に潤いを与える美しい街並みを形成します。 

► 長期に亘るメンテナンスビリティに富んだ計画とします。 

 

③地域ブランディング計画 

► 既存資源のみに依存せず、卯之町の歴史や文化を柔軟に活かしたブランディングを展開

します。 

► 卯之町の人財と民間ノウハウを活かし、付加価値の高い新たなブランド的消費を生み出

します。 

► ターゲッティングの精度を高め、人との繋がりを活かしたリレーション型ブランディン

グを展開することで、差別化と持続性の確保を図ります。 
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４．エリアマネジメント実施計画策定の進め方 

この基本計画で定める方向性を、実施計画として

具体化するため、「卯之町駅周辺整備計画策定部

会」「景観整備計画策定部会」「地域ブランディン

グ計画策定部会」の３つの部会を設置するととも

に、全体の統制を図るため、「エリアマネジメン

ト実施計画策定委員会」を組織します。 

実施計画の策定は、地域住民等の参画も得ながら、

平成３０年度にかけて実施していきます。 

 

（１）エリアマネジメント実施計画策定委員会の設置 

３部会における個別計画の整合を図る全体統制機関として、株式会社西予まちづくりサービ

スの役員で構成する「エリアマネジメント実施計画策定委員会」を設置し、各個別計画の検

証および審議決定を行います。 

エリアマネジメント実施計画策定委員会 

項 目 内  容 

メンバー 

【委員長】 

小野川 康尚（株式会社西予まちづくりサービス 代表取締役） 

 

【委  員】 

森 隆（一般社団法人森林回帰りもり 理事） 

西野 良樹（南海測量設計株式会社 取締役） 

 

【事務局】 

欄所 敏勝（株式会社四電工 営業部 PFIPPP推進課副長） 

杉浦 祐介（株式会社ＡＭネクスト 代表取締役） 

実施内容 

①各部会における進捗状況の共有 

②各個別計画（案）に関する意見交換・協議 

③各個別計画に関する審議 

開催頻度 毎月１回 
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卯之町駅周辺整備計画策定部会 

項 目 内  容 

①検討課題の設定 
 卯之町駅舎および駅前複合施設等の整備計画 

 卯之町駅舎および駅前複合施設等の管理運営計画 

②実施体制 
【主  管】 株式会社齊藤正轂工房 

【副主管】 一般社団法人森林回帰りもり 

景観整備計画策定部会 

項 目 内  容 

①検討課題の設定 

 重伝建地区および商店街における町（街）並み整備計画 

 サイン看板・無電柱化等整備計画 

 安全対策計画 

②実施体制 
【主  管】 南海測量設計株式会社 

【副主管】 一般社団法人森林回帰りもり 

地域ブランディング計画策定部会 

項 目 内  容 

①検討課題の設定 

 駅前複合施設・イベント等運営計画 

 独立採算事業実施計画（空家対策、観光物産促進等） 

 プロモーション計画 

②実施体制 
【主  管】 一般社団法人森林回帰りもり 

【副主管】 株式会社四電工・株式会社ＡＭネクスト 

 

【各部会の実施スケジュール】 

部会名称 
平成３０年 平成３１年 

４ ５ ６ ７ ８ ９ １０ １１ １２ １ ２ ３ 

卯之町駅周辺 
整備計画策定部会 

 

 

  

 

       

景観整備計画 
策定部会 

  

 

    

 

 

 

  

地域ブランディング 
計画策定部会 

           

 

  

基本設計 

実施設計 

● 

ＷＳ① 

● 

ＷＳ② 

● 

ＷＳ② 

現地調査 

景観計画の検討 

景観条例（案）の検討 

計画書作成 

可能性調査・関係者ヒアリング 

計画（案）の検討 
市民参加ワークショップ 

実行体制の検討 

計画書作成 
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５．エリアマネジメント基本計画検討委員会 

本基本計画は、弊社を構成するグループ企業各社の代表者により「エリアマネジメント基本計

画検討委員会」を設置し、計４回に亘る検討会議を実施の上、策定に至りました。 

また、専門的見地からの意見を取り入れるため、株式会社地域ブランディング研究所 代表取

締役 吉田博詞氏にオブザーバーとして参加していただきました。 

 

【検討委員会 メンバー】 

役 職 所 属 役 職 氏 名 

委員長 株式会社西予まちづくりサービス 代表取締役 小野川 康尚 

委員長代理 株式会社四電工 
営業部 

PFIPPP推進課副長 
欄所 敏勝 

委 員 

一般社団法人森林回帰りもり 

代表理事 井上 剛 

理 事 森 隆 

南海測量設計株式会社 

取締役 西野 良樹 

調査役 吉井 誠一 

株式会社ＡＭネクスト 代表取締役 杉浦 祐介 

オブザーバー 株式会社地域ブランディング研究所 代表取締役 吉田 博詞 

 

 

【検討委員会 開催日程】 

【第１回】 平成３０年 １月２３日（火） １７：００～１９：００ 

【第２回】 平成３０年 ２月１４日（水） １０：００～１２：００ 

【第３回】 平成３０年 ３月１５日（木） １６：００～１８：００ 

【第４回】 平成３０年 ４月 ９日（月） １８：００～２０：００ 


