
1 

 

愛媛県過疎地域持続的発展方針（原案）の概要 
 

                        （注）   部分が追加、   が修正された項目 
 

◆期間：令和 3年度～7 年度（5 年間） 
 
１ 基本的な事項 

 (1)過疎地域の現状と問題点 

  ①過疎地域の現状 

○市町数：17 市町 

（過疎、過疎とみなされる市町 11、過疎とみなされる区域がある市町 3、特定市町村 3） 

〔西条市、東温市、松前町が非過疎〕 

   ○人 口：341,099 人 （県全体に占める割合 24.6％） 

○面 積：3,737.16ｋ㎡（     〃    65.8％） 

○高齢者の割合：38.1％（県全体 30.1％） 

○若年者の割合： 9.6％（県全体 12.5％） 

  ②これまでの過疎対策の成果と現在の問題点等 

   ○交通通信体系、生産基盤の整備、生活環境、保健医療、教育等の生活諸条件の整備 

   ○格差是正までには至らず、人口流出と高齢化が進行 

   ○ハード整備に加え、ソフト面での各種施策を推進するほか、地域一体の取り組みが必要 

  ③問題点 

   ○産業構造の偏りによる他地域との所得格差の拡大 

   ○人口、特に若年者層の流出に伴う地域活力の低下 

   ○極端な高齢化に伴う社会機能の減退 

   ○地理的・自然的条件等に起因する社会基盤整備の遅れ 

   ○空き家、遊休公共施設、耕作放棄地等の増加 

   ○担い手不足、集落の小規模化による集落機能の弱体化 

 (2)過疎地域持続的発展の基本的な方針 

  ①産業の振興及び雇用の拡充 

  ②子育て環境の確保・高齢者対策の推進及び福祉の向上・増進 

  ③都市地域と過疎地域の交流促進 

  ④個性豊かな地域社会の形成 

 (3)広域的な経済社会生活圏の整備の計画等との関連 

   ○地方拠点都市地域基本計画や定住自立圏構想・連携中枢都市圏など広域的な視野に 

    たった計画・構想を踏まえ、施策相互間の有機的連携に配慮する 

   ○公共施設等の整備に当たっては、広域的視点に立ち、中核となる都市との機能分担、連携 

    に留意し、地域特性に応じた体系的な整備や老朽化対策に努める 

 

２ 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成 

 (1)移住・定住・地域間交流の促進、人材育成の方針 

   ○過疎地域に人を呼び込めるよう移住・定住しやすい環境整備を促進する 

   ○産学官及び農商工連携により、地域に働く場所を創出し、若年者へのきめ細かな就職・起 
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    業支援等を通じて地域の担い手の確保を図り、地域課題を解決する人材の育成に取り組む 

 (2)移住・定住の促進 

   ○市町や関係団体と連携しながら、受け入れから定住に至るまで切れ目のない重層的な支援 

    を行い、若い世代を中心に、地域を支える担い手の呼び込みの強化 

   ○移住コンシェルジュの配置等による移住相談機能の強化や、各種移住フェアや移住セミナー 

    等の開催を通じ、愛媛暮らしの魅力を訴求し、大都市圏住民の移住行動喚起を図る 

   ○求人・移住総合情報サイト「あのこの愛媛」を活用した雇用と移住のマッチング支援に努 

    め、就業・就農支援の充実を図る 

   ○人口減少が進む南予地域での移住者受け入れの仕組みづくりを推進するほか、「オール愛媛」 

    体制で移住・定住促進の取組みを進める 

 (3)地域間交流の促進 

   ○休暇活用・事業創造・地域課題解決型等の地域に合ったワーケーションを推進し、都市地 

    域等との交流拡大を図る 

   ○二地域居住者も地域の新たな担い手として、交流拡大と受入れに向けた支援の充実を図る    

   ○ボランティア活動を契機とした集落と都市との継続的な交流を図る 

 (4)人材の育成を図るための対策 

   ○集落支援員等に対する交流研修や情報交換を通じた連携強化を図り、移住者受入態勢を構 

    築し地域の多様な主体を繋げ、かつ、地域外とも調整・橋渡しできる人材の育成に努める 

   ○地域協力活動に従事する地域おこし協力隊には、産業支援機関等と連携して農林水産業へ 

    の就業や起業の支援等により、任期終了後の定住を促進し、地域における担い手の育成を 

    図る 

 

３ 産業の振興 

 (1)産業の振興の方針 

   ○農林水産業 

    生産基盤の整備と維持・保全、多様な担い手の確保・育成、競争力のある個性化産地の形 

    成、新たな流通システムの確立を図る 

   ○製造業・地場産業・情報通信産業 

    新たな資源の掘り起こし、異業種間交流や産学官の連携やデジタル技術の活用等を通じて、 

    サービスの生産性等の新しい分野への挑戦などに取り組む企業等を育成する 

 (2)農林水産業の振興 

  ①農業 

   ○本県特産の柑橘をはじめとして、適地適作を基本に品質の向上に努めるとともに、多彩な銘

柄産地を育成する 

   ○公益的・多面的機能を発揮し続けられるよう、地域特性に配慮しながら、ほ場・かんがい排

水施設等の生産基盤の整備を進めるとともに、耕作放棄地の解消を図る 

   ○集落を単位とした農業資源の効率的な活用や地域や農家形態の特性を活かした複合経営の推

進などの営農指導に努める 

   ○消費者ニーズに対応した機能性食品の開発、農商工連携や６次産業化等により、高付加価値・

高収益農業の実現を目指す 

  ②林業 
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   ○森林の整備から木材の安定供給・加工・流通・販売まで戦略的、総合的な取組みを推進する 

   ○県産材製品等の需要開拓に努め、環境に優しい木材の利用拡大を図る 

   ○低コスト化技術の開発、人材育成等により森林資源の循環利用と山村地域の雇用拡大を図る 

  ③水産業 

   ○収益性の高い漁業への転換、力強く有能な担い手づくりの実現を目指す 

   ○養殖業においては、魚種の多様化や複合養殖等を推進するとともに、農商工連携、海外市場

を視野に入れた新たな販路開拓に取り組む 

   ○都市地域との交流が図られる漁港漁村の整備を推進する 

 (3)地場産業の振興 

   ○地域の原材料・労動力を活用した産業の掘り起こし、地場産品に関する新商品開発・高付加

価値化に努める 

   ○離島地域では地域特産品の創出を図るとともに、販売力を強化するほか、造船業の人材育成・

確保に努める 

   ○山村農山村地域では、アグリビジネスを振興し、農林畜産物加工業や地域の特選品産業の振

興と新たな産業おこしを図る 

   ○南予臨海地域では、真珠の加工業育成やブランド形成に努めるほか、養殖魚の加工による付

加価値の向上、販路の開拓・拡大を図るとともに水産物加工業の支援に取り組む 

 (4)企業の誘致対策 

   ○愛媛の風土や地域特性を生かして、高い付加価値を創出し、地域とともに発展していくこと 

が見込まれる優良企業の誘致のため、情報収集力と営業力を強化し、立地環境の整備にも努 

め、地域経済の活性化を図る 

   ○地域の特性に応じた業種をターゲットにした誘致を基本に、過疎地域ごとの特徴や強みを生

かしながら、更には産学官金や農商工など新たな連携も構築して、様々な新技術・新商品や

サービスの開発、創業に向けた企業誘致の取組みを促進する 

 (5)起業の促進 

   ○創業からその後の定着・成長までをオール愛媛で支援する「愛媛グローカル・フロンティア・

プログラム」を推進する 

   ○（公財）愛媛産業振興財団にてワンストップ相談窓口を運営するほか、創業・起業化、研究

開発、商品化・事業化、販売促進など企業活動の総合的な支援を行う 

   ○中小企業支援体制「えひめ・ビジネス・サポート・ネットワーク（通称：チームえびす）」

を充実させる 

   ○地域密着型ビジネスや農業法人や企業など多様な主体による地域資源を活用した農商工連携

や６次産業化などの企業を促進する 

 (6)商業の振興 

   ○商店街が行う地域住民の生活利便の向上のための取り組みや近隣住民の商業ニーズに応える

機能の強化、商品開発、電子商取引などの促進を図る 

   ○大型店との共存共栄を目指した商品の販売や商品開発を図るほか、地域内外からの集客拡大

を促進する 

 (7)情報通信産業の振興 

   ○産学官金が連携し、県内企業におけるＡＩ等の先端技術の導入・活用を支援する体制づくり

を促進することで、労働力に限りがある過疎地域での生産性の向上と、付加価値の高い新製
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品や新サービスの創出、デジタル技術の活用から生み出される新産業の育成を図る 

   ○過疎地域の実情に応じた通信ネットワークを柔軟に構築できるローカル５G等に関する研究

開発を進め、県内企業による５G を活用した技術開発を促進することで、今後の企業誘致や

移住促進に繋げ、過疎地域の持続的発展に努める 

 (8)観光又はレクリエーション 

   ○「えひめお接待の心観光振興条例」に基づき、観光資源の広域的かつ有機的な連携を図るほ

か、地域の魅力の情報提供及び学習機会の確保や観光旅行の形態の多様化に対応したサービ

スの提供を確保するための取組みを行う 

   ○国際定期便が就航している韓国、中国及び台湾を中心に、海外からの観光客誘致に取り組む 

   ○安全で快適なサイクリング環境の整備・拡充により、サイクリストによる交流人口の拡大を図る 

 

４ 地域における情報化 

 (1)地域における情報化の方針 

   ○本県において「誰ひとり取り残さない」ＤＸを推進するため、条件不利地域におけるインター 

ネット利用環境の向上、携帯電話不感地域やテレビ・ラジオ難視聴地域の解消、ローカル５ 

Ｇの導入など、情報化を支える通信基盤の整備を促進する 

   ○県民本位のデジタル化施策を幅広く展開することで、県民生活の質の向上や新たな価値の創 

造による地域経済の活性化等を図る 

 (2)情報通信基盤の整備 

   ○ＦＴＴＨ（加入者系光ファイバ回線）等のほか、必要に応じてＢＷＡ（広帯域移動無線アク 

セスシステム）をはじめ無線技術等を用いた手法の導入を検討し、整備・運営方式（民設民 

営、公設民営等）を含めた地域のニーズ・特性に応じた情報通信利用環境の整備を支援する 

   ○携帯電話不感地域の解消のため、関係市町が実施する基地局施設や伝送路施設の整備等を支 

援するとともに、テレビ・ラジオ難視聴地域の解消に向けたテレビ放送共同受信施設やラジ 

    オ放送中継局などの整備についても、関係機関と連携して必要な対策を講じる 

   ○産学官が連携し、ローカル５Ｇを含めた次世代情報通信基盤の整備促進に取り組み、居住す 

る地域にかかわらず、誰もがデジタル化の効果を最大限享受できる環境整備に努める 

 (3)デジタル化施策の展開 

   ○県民生活に密接に関連する行政・暮らし・産業の三つの分野において、過疎地域を含む全県 

下での幅広いＤＸを推進し、「県民本位のスマートえひめ」等の実現に向けて、県デジタル 

総合戦略に基づくデジタル化施策を総合的・計画的に展開する 

   ○サービスデザイン思考に基づく行政運営に努め、時間、場所を問わず最適な形で行政サー 

ビスを受けられる県民本位の行政のＤＸに取り組む 

   ○官民共創デジタルプラットフォームや官民共創拠点等を最大限活用した「オール愛媛」の体 

制の下、ワンストップで支援し、各種プロジェクトの創出を図ることで、地域経済の活性化 

につなげる 

 

５ 交通施設の整備、交通手段の確保 

 (1)交通施設の整備、交通手段の確保の方針 

   ○基幹的な役割を担う市町道・農林道・漁港関連道について、路線の重要性、事業の規模等を 

考慮し整備を促進する 
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   ○バス路線や離島航路の維持存続を図り、通勤通学客や高齢者等の交通機関利用の利便性の向 

上を図る 

 (2)県道及び市町道の整備 

   ○「重点化」及び「効率化」をキーワードとして整備を図るとともに、老朽化対策についても

メンテナンスサイクルの取組みを進め、的確な維持修繕、更新に取り組む 

 (3)農道、林道及び漁港関連道の整備 

   ○既設道の改良、舗装等を含め、生産基盤の近代化を図るため、計画的な整備に努める 

 (4)交通確保対策 

   ○バス路線については、地域の実情に応じて路線の編成の努めるほか、必要に応じて助成を行

うなど、その維持・確保に努める 

   ○コミュニティバスやデマンド交通、過疎地有償運送など、新たな輸送サービスの立ち上げを

支援する 

   ○離島における生活航路についても、助成によりその維持・確保を図る 

 

６ 生活環境の整備  

 (1)生活環境の整備の方針 

   ○森林や水路等の保全活動、耕作放棄地の復元、水道施設、生活排水処理施設等の整備や廃棄 

物の発生抑制やリサイクルの取り組みを促進し、環境への負担を軽減する 

 (2)上水道、下水道等の整備 

   ○水道の事業統合や料金の適正設定等により、事業運営の安定化を図り、広域連携や官民連携 

等により水道の基盤強化に努める 

   ○合併処理浄化槽、コミュニティ・プラント、農業集落排水施設などの地域の特性に応

じた効率的な生活排水処理施設の計画的な整備を図る 

   ○新規整備に加え、耐災害性強化、維持管理・改築・修繕の一体的な最適化を図る 

 (3)廃棄物の適正処理 

   ○廃棄物については、ごみの分別徹底やリサイクル活動への取り組みを支援・推進する 

など、効果的・効率的な資源循環システムの構築を促進する 

   ○一般廃棄物処理施設（し尿処理施設を含む）の計画的な整備に加え、維持管理・改築・ 

修繕の一体的な最適化を図り、安定的かつ効率的な廃棄物処理体制を確保する 

 (4)消防・救急施設の整備 

   ○機能別消防団員や女性消防団員等の拡充を図るなど消防団員の確保に努める  

   ○消防団間の広域相互応援体制を確立し、救急救命士の計画的な養成に向けて消防（局）本部

に助言をするなど、併せて応急救護体制・知識・技術の普及に努める 

   ○消防指令業務の共同運用などの消防事務について、消防の広域化と整合を図りながら消防（局）

本部間の連携・協力を推進するとともに、広域応援体制や災害時の要配慮者の支援等の充実

により地域防災力の向上を図る 

 

７ 子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進  

 (1)子育て環境の確保、高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進の方針 

   ○地域密着型施設の整備や在宅サービスの充実を図るとともに、必要なサービスが切れ目なく 

提供できる「地域包括ケアシステム」の実現に向けた取組みを推進する 
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   ○高齢者を地域を支える貴重なマンパワーと位置付け、積極的な就労や社会参加を支援する 

 (2)高齢者等の保健及び福祉の向上及び増進を図るための対策 

   ○高齢者が社会参加、レクリエーション活動及び生涯学習等へ参加できる条件の整備に努める 

   ○認知症サポーターの活用による認知症高齢者への支援や県在宅介護研修センターの利用促 

進や介護サービス事業者・人材の確保に努める 

   ○介護サービス基盤の整備については、居宅サービス及び地域密着型サービスに重点を置くこ

ととし､愛媛県介護保険事業支援計画に基づき、介護サービス基盤整備を推進する 

 (3)児童その他の保健及び福祉の向上及び増進を図るための対策 

   ○県内の全ての子どもと子育て家庭に、良質な幼児教育と放課後児童対策を含めた保育サービ

スを提供するほか、認定こども園や幼稚園、保育所等については、地域の需給バランスを考

慮した適正配置や計画的な整備を図り、児童が放課後等を安全・安心に過ごせる居場所の確

保のため、放課後児童クラブや児童館の整備を行う 

   ○各市町が実施する一時預かりや延長保育、病児・病後保育等の多様な保育ニーズへの支援事

業や、地域における子育て支援の機能や設備の充実を図り、保育サービスネットワークの構

築等を支援する 

   ○保育サービス等における質の向上や多様なニーズに的確に応えられるサービスの充実を図る

ため、人材育成にも取り組む 

   ○晩婚化・未婚化対策として、「えひめ結婚支援センター」を核に、イベントやお見合い事業

を通じて結婚を支援していくとともに、市町と連携した若年層等に対する地域の実情に応じ

た結婚支援事業の推進を図る 

 

８ 医療の確保 

 (1)医療の確保の方針 

  ①医師の確保 

   ○自治医科大学の活用、地域枠に対応した奨学金制度、大学と連携した寄附講座の設置等の 

対策に努める 

   ○医師の育成過程等において地域医療に動機付けする取り組みや、地域医療を担う医師が安心

して勤務・生活できるキャリアパスの構築を推進する 

  ②看護師の確保 

   ○ナースセンター事業等を推進して潜在看護師の活用を図るほか、院内保育施設の充実や勤務

環境の整備などを促進する 

   ○新人看護職員研修事業や、実習指導者講習会事業等の研修事業を実施し、看護の資質向上の 

推進を図り、看護職員の確保と県内定着を図る 

  ③医療提供体制 

   ○地域の中核的な病院等による過疎地域への支援や、病院間・病院診療所間の協力体制の構築、

地元医師会・保健所等との連携、遠隔医療の環境整備を始めとする新たなＩＣＴの活用等に

より、へき地医療拠点病院やへき地診療所等を地域全体で支援する仕組みづくりに努める 

  ④医療の質の向上 

   ○医師、看護職員等の医療従事者の研修、特殊診療科の併設、専門の異なる医師の複数配置等

を促進し、診療所機能の高度化に努める 

   ○患者ニーズの高度化・多様化に対応するため、患者の生活の質の向上や高齢者、身体障がい 
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者に配慮した施設づくりに努める 

 (2)へき地医療対策 

   ○医療に恵まれない地域住民へ医療を提供するため、へき地診療所の整備及び運営費の補助等

に努め、現行の整備・施設設備の充実を目指す 

   ○へき地に従事する医師に対する研修の実施や技術指導・援助等を行うことによりへき地医療

拠点病院の拡充と地域住民の医療の確保を図る 

   ○保健所が行う無歯科医地区学童巡回保健指導事業の実施、離島地域を対象とした済生会診療

船による巡回診療の支援を推進する 

   ○へき地患者輸送車などの整備促進を図るほか、情報通信技術による診療支援やヘリの活用も

検討し、へき地医療拠点病院の整備充実とへき地診療所に対する支援に努める 

 

９ 教育の振興 

 (1)教育の振興の方針 

   ○耐震化を含めた良好な教育環境を確保するため、教育施設、体育施設、情報ネットワーク等

の設備の充実を図るほか、児童生徒の通学条件や教職員住宅等の整備にも配慮する 

   ○地域の力による安全な学校づくりの取り組みや地域コミュニティの中核的施設としての学校 

施設の活用についても推進する 

 (2)公立小中学校等の教育施設の整備等 

   ○校舎、屋内・屋外運動場、水泳プール、学校給食施設等の整備充実を図る 

   ○遠距離通学児童生徒のためのスクールバス、スクールボート等の整備を図るとともに、県単

独の援助事業を引き続き実施する 

   ○廃校となった施設等について、企業誘致により新たな産業の拠点としての活用や、福祉施設 

や都市との交流拠点、子供の体験活動のフィールドとしての再整備等の有効活用を図る 

 (3)集会施設、体育施設、社会教育施設等の整備等 

   ○集会所、多目的広場及びレクリエーション施設等の整備を図る 

   ○愛媛県生涯学習センター等を拠点にして、地域の教育・文化施設等と連携し、指導者の養成

等を図り、社会に還元できる生涯学習事業を推進する 

   ○地域住民のライフステージに応じ、生涯にわたってスポーツに親しみ、健康づくりを行える 

よう、総合型地域スポーツクラブなど、様々な組織が活動しやすい環境を整備する 

   ○体育施設の適正配置を進めるとともに、施設の相互利用や施設のネットワーク化などを図る 

   ○都市の小中学生による農山漁村における長期宿泊体験活動等の交流事業などにも取り組む 

 

10 地域文化の振興等  

 (1)地域文化の振興等の方針 

   ○伝承活動や祭り、伝統行事への住民参加を促進し、地域に伝わる文化の継承に努める 

   ○特色あるイベントの創出、他地域のさまざまな文化との多様な交流を促進する 

   ○若年層への普及・継承、伝統文化活動を行う団体への支援により、後継者の育成を図る 

   ○国内外の優れた芸術鑑賞機会の拡充、発表機会の充実等により住民の文化活動を支援する 

 (2)地域文化の振興等に係る施設の整備 

   ○地域文化財や歴史的遺産を保存・活用して、地域文化の振興を図るための施設等を整備する 
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11 集落の整備  

 (1)集落の整備の方針 

   ○条件不利性の改善から機能の再編に至る総合的な取組みを推進することにより、住民が安心 

して暮らし続けることができる環境づくりを促進し、過疎集落の維持及び活性化を図る 

   ○地域資源を活かした仕事づくり、教育の魅力化、情報通信基盤の整備、公共交通や医療の確

保のほか、人と地域のつながりの創出など、人口流出の防止と移住者の受け入れの両面で集

落の整備と居住環境の向上に取り組む 

   ○持続可能な形で行政サービスを提供していくため、定住自立圏や連携中枢都市圏といった枠 

組みを活かした市町間の多様な広域連携を推進するとともに、集落ネットワーク圏の形成等 

を図り、生活支援や生業の創出等の地域課題の解決に資する取組みを支援する 

 (2)集落の再編整備と維持・活性化 

   ○特定地域づくり事業協同組合制度を活用した地域で働き続ける仕組みの導入など地域の働き 

手の確保を図るほか、豊かな自然環境や多様な食文化などの地域資源を活用した仕事の創出 

を推進する 

   ○市町間での広域連携の取組みを進展させ、定住の受け皿を形成するとともに、地域公共交通 

の確保や教育環境の整備など生活関連機能サービスの向上を行うことにより、住民が安心し 

て快適な暮らしを営んでいける環境づくりを進める 

   ○市町と連携しながら、集落の維持・活性化を目指し、地域住民が主体となり、目標を設定し 

て、その達成に向けて積極的に活動し、意識の醸成を図ろうとする取組みを支援する 

   ○複数集落の連携など活動規模の拡大と機能強化を図るとともに、「集落支援員」や「地域お 

こし協力隊」の導入など、地域おこし協力隊ネットワークを活用しながら、過疎集落を維持・ 

活性化させるための人材力の強化を図る 

   ○市町や過疎集落の主体的な取組みを支援し、地域の暮らしを支える環境整備と官民協働での 

地域運営の新たな仕組みづくりを促進するとともに、「公益財団法人えひめ地域政策研究セ 

ンター」を地域づくりよろず相談所として機能の集積と強化を図る 

 

12 再生可能エネルギーの利用の推進  

 (1)再生可能エネルギーの利用の推進の方針 

   ○過疎地域に豊富に存在する自然の資源を有効活用することで、地域の低炭素化のみならず、 

過疎地域の経済活性化や、災害時にも利用できる自立・分散型エネルギーシステムの構築に 

も繋がることから、地域特性を活かした多様な再生可能エネルギー等の導入促進を図り、地 

域の持続的発展を目指す 

 (2)再生可能エネルギーの利用推進及び導入促進を図るための対策 

   ○国の支援制度等を活用して過疎地域における再生可能エネルギーの導入促進を図る 

   ○関係自治体や企業、大学等と連携・協力して技術的課題やコスト問題等の解決、情報の共有 

化を図り、過疎地域において再生可能エネルギーの利用及び導入が促進される環境整備に努 

める 

 


