
「緊急！！ テレビ討論会」 

～本音で話す、地域間格差（四国編）～ 

概要： 

東京日本テレビ(汐留日テレタワー)にて、四国四県知事が、２名のゲストを迎え、四国が抱

える地域間格差の問題とその対応、これからの四国のビジョンについて討論。 

司会は、ニュースキャスターの福留功男氏、ゲストには東京大学大学院経済学研究科教授の

伊藤元重氏、作家の幸田真音氏。両名は政府税制調査会の委員も務めている。 

討論会は、日本テレビスタジオで公開収録となり、この模様はBS日テレで11月4日(日)16:00

～16:54に放送。その際には双方向システムを活用したアンケートも実施。 

 

日 時：平成19年10月17日(水)12：12～14：03(収録) 

場 所：汐留日本テレビタワー（日テレホール） 

放送日：平成19年11月4日（日）16：00～16：54 

放送局：BS日テレ（双方向システムを活用したアンケートを実施） 

出演者：(司会)福留功男 

（ゲスト）東京大学大学院経済学研究科教授 伊藤元重 、作家 幸田真音 

（愛媛県知事）加戸守行、 （香川県知事）真鍋武喜 

（徳島県知事）飯泉嘉門、 （高知県知事）橋本大二郎 

 

 

１．開会挨拶 四国経済連合会会長 大西 敦 12：12-12：17 

なぜ東京でテレビフォーラムか。 

①大都市と地方の格差の問題 

・新聞やラジオで知ってはいても、なかなか知らない四国を知ってもらいたい。 

・参院選での与党の惨敗、地方が「置き去り」にされている挫折感。 

②自立への四国の取り組み 

  ・全国に先駆け高齢化の進展、人口流出。 

  ・財源も交付金中心で厳しい現状。 

  ・豊かな自然、お接待の歴史文化 → 特色を活かし全国から来てもらえる地域づくり → 全国の

人に知って欲しい。 

③都市と地方は決して対立するものではない 

  ・都市と地方が役割を分担しながら支えていくことが、日本の発展に重要。 

④地方における社会基盤の整備 

・これまで国が行ってきた太平洋ベルト地帯と違い、四国は取り残されている。 

・四国においても必要なインフラの整備を。 

・四国のエゴではありません。 

大都市圏の人にこれからの地方のあり方を考えるきっかけとなれば。 

 

２．討論会 12：22-14：03 
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福留 

・四国、美しいところの将来について話、考えていきたい。 

・４７年間「土佐の高知の福留」といっているのにいまだに浸透していない。 

・伊藤さん、出身は？ 静岡です。 幸田さんは？ 滋賀県、琵琶湖の東です。 

・最初のテーマ「格差問題」 

・参議院選 1人区は６勝２３敗 四国は全敗。 四国の「置き去り感」 

徳島知事 

・いざなぎ景気といわれるが、四国にはそんな実感は無い。全国的に税収が伸びるなか、徳島だけが減。 

・国により作られた「格差」。医療 大都市に医師が集まる。地方ではお産も出来ない → 人口流出。 安

全、安心、産業も守れない。 

・数値的には、求人倍率は緩やかに増加。実感としては街に活気が無く、いなかでは就職も出来ない。 

香川知事 

・財政問題 交付税の大幅なカット 財政再建計画 → 公共事業費は一時の３８％に落ち込んでいる。

給与も３年カットしてきており、さらに３年カットし続ける。 

・県民生活にも影響。県民に負担を求めるしかやりようが無い。 

・産業活性化に本四の通行料 一般の高速道に比べ４～５倍高い。出資金を香川は５００億円払ってい

る。工場誘致も(こんなに通行料が高いと)他の地域に取られてしまう。農産物も輸送コストがかかる。 

・観光振興 なぜ四国だけが高い料金を取られなければならないか → 高速道路並みにして欲しい。 

愛媛知事 

・中央と地方で同じ税制を強いられ、構造不況の中でどうしようもなくなっている。早く（インフラの）

整備が進んでいるところは良いが。 

・県内での格差 東予はまだ活気があって良い、南予は不十分。「東京、愛知、沖縄」のような日本の縮

図が愛媛県内にある。 

・画一的に税を割り振るとなると地方は遅れる。ブロードバンドがまた格差を広げる。 

高知知事 

・暮らしのことを話したい。 郵政民営化 高知県の山村では、新聞を郵便局が配達してきたが、民営

化により体制が縮小され、朝刊が午後や夕方にしか届かなくなった。 

・安芸市では救急車の搬送が年間１３００回あり、そのうちの５００回は地域外（高知市）への搬送と

なる。高知までの往復で２．５時間、９人しかいない消防職員が３名パーティーで２台の救急車を運

行すると残りは３名しかおらず、火事が起きたらどうするの。 

 

伊藤教授 

・「格差」という言葉で良いのか。雇用、医療、財政 たまたま日本の２０年後を四国では先に見ている

だけ。東京や大阪は別格（海外を見ている）だが、全国が高齢化へ向かっている。 

・難しい問題の「フロント・ランナー」が四国。この問題にどう取り組んでいくか 

幸田 

・「地方の元気が無い」 一時よりは少しは良くなったが、駅前の店のシャッターが閉まっていると寂し

く感じるが、地域ごとに差がある。 

・「昔は○○で良かった」と、皆さん後ろ向き。 → これを全て「格差」で済ませてしまっては。これ

をどう前向きに解決していくか。 

・全国共通、四国は縮図 → これはチャンス。 
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伊藤教授 

・「四国学」をやろう 島で４県がまとまっていて、四国の事例は全国に活かせる。 

 

高知知事 

・有効求人倍率 高知は０．４７倍 高校生の県外への就職率 Ｈ１５年：４人に一人 Ｈ１８年４８％

が県外に就職。 → 人の力が県に残らない → ボディブローとして効いてくる。 

・ダメだダメだと言っているだけではダメ。国も助けて欲しい。 

徳島知事 

・有効求人倍率 徳島は０．９２倍 数字は上がってきているが、常勤ではない。 → 生活の「安定」

が感じられない。どう「安定」を実現していくかが大事。 

・「フロンティア」 四国は随分前から「人口減少」が生じ、取り組んできている。 → ピンチはチャ

ンス 「先進事例」 これから「四国の時代」 

・１国２制度 東京や伊藤先生が（四国は全国の問題の）先行モデルだと思っていただかないと。 

愛媛知事 

・農業林業 専業ではやっていけず、公共事業（との兼業で）で食っていた。３分の１に公共事業が減

り、兼業の農家すら困難になっている。 

・ＩＲ事業 原産品に付加価値を持たせて取り組んでいる。 

香川知事 

・企業（起業）が出てきにくい状況。香川は橋もあるが土地も狭い。求人倍率は全国１２～１３番目だ

が、正規職員で見ると１．０以下。 

・教育県として頑張っているが、若者は外へ就職。地元に若者の活躍できる場を作っていきたい。 

愛媛知事 

・法人税 田舎にいけば税率を安く出来るとか。税制が基本だ！ 

福留 

・ブラジルのマナウスに日本の企業が３４社、韓国の企業が１８社いる。税金が無いから。 

 

福留 

・若者が定着しない理由は？ 

幸田 

・自分が都会に出る折に「何で苦労しに行くの」と言われた。 

・上海の場合、苦労は多いがチャレンジが出来る。日本では通らない企画が上海では通る。 

・知事の思いと若者がすれ違っている。知事の思いが伝わっていないのでは。 

伊藤教授 

・雇用が無い → 人口流出 → 職が無い 「悪循環」 

・有力な企業を引っ張ってきて元気付けることが出来る県がいくつあるだろうか。 

・ＧＤＰ 製造業は２０％しか占めていない。そのような中で（自動車や電気製品など）グローバルに

競争している。残りの８０％をどう活かしていくか。行政、医療、農業、教育 

・医療：医大には人（学生）が来る。なぜそれを手放してしまうのか。 

・農業：オーストラリアの３倍の生産額を日本は持っている。日本人は日本の食材を使いたがっている。 

・徳島の「葉っぱ」 大きなことを望んでも答えは出ない。 「この葉っぱ、この村をどうしようか」

に取り組む。たかが四国４県で４００万人なんだから養っていけるはず。有力企業に期待してはダメ。 
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（高知のさびれたシャッター通りを悲観する海外の新聞記事が紹介され） 

幸田 

・こんなことを書かれて「何ォ！」と、県民の方々が立ち上がるように使ったらいいのに「ジリ貧」。 

徳島知事 

・イギリス、ＥＵの世界に「高知」の名が知れたと好感で受け止めれば良い。「ゆでカエル」「ジリ貧」

であってはダメだけど。 

伊藤教授 

・「公共事業の交付金の話」 良い悪いの零一の話ではない。道路、港湾、農業 縦割り行政で地域の声

が無かった。（道路、港湾、農業など）全てをやるなんて無理。何をやるかの地方の自主的な判断が出

来るように。 

 

福留 

・四国の存在感 四国の魅力作りについて話したい。 

（ＶＴＲ上映：都内で一般人にインタビュー） 

・四国４県の名を言えますか？ 県庁所在地を言えますか？ → 言えない、知らない 

・四国のイメージは？ → 暗い 行ったことが無い 金比羅さん へんろ みかん 

・行こうと思ったことは？ → ない 

・都内スーパーには瀬戸内の魚やスダチが並んでいるが、四国産であることを認識されていない。 

・四国をどうすれば良いか？ → 物産展とかＰＲ ４県が協力し合ってゴルフでも万博でも・・。 

・情報が無い（パンフが無い）。いきたいと思わない。 

高知知事 

・知られていないから、知らしめるチャンス。 

愛媛知事 

・「四国州」で生きていくしかない。 

香川知事 

・物産展とかやっているがまだＰＲ不足。 

徳島知事 

・まだ未開拓の観光客、顧客が居るということ、倍増、１０倍増も可能。 

幸田 

・自給自足できる４県、四国。室戸の深層海洋水、セレブが愛飲。スポットには魅力、注目されている

のだからＰＲ不足。 

伊藤教授 

・湯布院を調べた。温泉しかない。しかし、３０年間、人を集めるにはどうしたら良いか頑張ってきて

いる。四国に多くの魅力はある、が、これを知ってもらうには時間が必要。じっくりやる必要がある。 

・四国の一番弱いところが一番の強みになる。 平均所得が低い → 生活費がかからない場所 → 老

後、少しの金で豊かに暮らせる場所。 

 

福留 

・ふるさとには手をつけない。何もしないことが魅力。四国の県民に四国の魅力をどうアピールしてい

くか。 
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香川知事 

・イチゴ、キウイフルーツ 東京の高級フルーツ店で販売し、若者が頑張ってくれている。単価の高い

物を売っている。 

・ハマチの養殖 世界で始めて養殖し８０年目。北海道についで全国２番目。 

・さぬきうどん 若い人が食べて歩いている。 

・直島 現代アートの島。世界の人が２０万人／年間来てくれている。 

愛媛知事 

・日本一 みかんなど柑橘類、ブッチギリで値段も高い。養殖漁業は日本一 タイ、ふぐ 

・日本一はあるのだけれど、日本一だけでは来てもらえない。 

・３年前に町並み博 金をかけずにイベントをやり、まちを見てもらうだけ。 

・（西瀬戸）本四を使って６０ｋｍ島の間をサイクリング 四国８８箇所中２６箇所が愛媛で、四国一。 

高知知事 

・宿泊を伴う観光客１万人にアンケート 地元らしい食べ物 １位：高知のカツオのタタキ ２位：北

海道 

・全国に知られている物は四国にもある。来年、「花・人・土佐博 『土佐のお客』」を県内あちこちで

行う。今あるものを活かしていく。 

徳島知事 

・ハモ、スダチ 量では全国３位だが、金額で言えば全国１位。徳島の物は質が良い。 

・カツオのタタキは東京や大阪で食べても美味しくない。ハモも湯引き以外に美味しい食べ方が地方で

は出来る。 → まず地元の人に「オンリーワン」を知ってもらう。４００万人の動く広告塔になっ

てもらう。 

・そのまま手付かずだったものを映画でＰＲ 「村の写真集」、第九のスタートが鳴門の初演から９０年

「バルトの楽園」、阿波踊り「眉山」 

 

福留 

・四国経済連合会長 ＶＴＲを見た感想などいかがでしょう 

大西会長 

・ＶＴＲに出ているのは同じ人ばかり。無知な少数な人、心配はいらない。 

・一部上場の企業は少なく、Ｕターンは少ない。 

 ・県や県庁所在地の名を聞いてもしょうがない。 

・４県で岩手県の大きさしかなく、ひとつになる必要がある。 

・全世界でＧＤＰ３４番目の四国。世界一のシェアを持つ会社も１００社ほどある。４００万人を支え

る力はある。 

・四国への交流人口を増やしていきたい。四国の歴史文化道。ＮＨＫの紹介番組で、歩き遍路が増加。

１４００ｋｍ 歩き遍路 苦労するところ、困るところの改修を国交省にお願いしている。 

・遍路をまわってもらって、お金を落としてもらって。 

 

福留 

・道路事業を考えた場合、インフラを考えた場合、外から見て（四国は）どう考えられているか。 

伊藤教授 

・和歌山や鳥取はもっと厳しい。四国だけが悩ましい問題ではない。 
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・道は社会資本なのに、公共事業として毎年予算を確保して作ってきた。社会資本にはどんなベネフィ

ットがあり、どう整備すべきものか。 

・チンタオ １５０ｋｍの延長を一括で計画整備 社会資本整備は、３００～４００万人規模で計画し

ないといけないもの。四国として、全体として、社会資本整備はどうすべきかが出されていない。 

・地域で使う物は地域の財源で 都市部で集めやすい「税」を地方へ移すシステムが要るのに、縦割り

の弊害。 

・これからの時代、社会保障（年金等）にまわさなければならず、そんな中から道路にいくら金をまわ

すのか。 

幸田 

・中部地方の新幹線 新幹線の駅が出来たらバラ色の効果を期待していたのに、観光客は増えはしたが

宿泊せず日帰りで通過するだけ。 

・需要喚起 旭山動物園 アイディアで成功 高齢化時代（少子化）に動物園なんてどん底の分野のは

ずなのに。 

・（道路などの整備は）住民に負担を強いることにもなり、慎重な対応が必要。 

福留 

・シルクロード 最初は一人歩き、二人歩き、何百年もかかって文化を運んできた。道とはそういうも

のということ。 

幸田 

・海を使うことは出来ないのか？ 

香川知事 

 ・効率を言われれば、民間でやれば良い。採算が取れないから国、行政がする必要がある。 

・コスト縮減 東京と同じ規格にする必要はないが、国がやるべきところはしっかりやる。 

高知知事 

・海は使えない。日常の太平洋を知らないからそんなことを言う。（天候により）日常運行が出来ないよ

うなものはサービスと成り得ない。 

・河川の堤防と同じで、道路の整備は効率ではない。病気になっても病院に運べない。道路が生み出す

効果は何か。 

・２車線の高速道路、山間道の１．５車線 ローカルスペック。 

伊藤教授 

・今までの道路行政の犠牲者 「何でこんなところに道路があるの？」が納税者の認識。 

・○○国の納税者は「国に税金を預けただけ」の理解、２５％の消費税であっても、税金（税金の使わ

れ方）に信頼が得られている。 

・わが国では、道路がなぜ必要かを納税者に理解されているか。（説明はしていようが）説明が幸をそう

していない。 

愛媛知事 

・四国の８の字ネットワークの完成は、四国共和国の１番の課題。これからの四国の未来を決める。 

徳島知事 

・いなかに不要な道路を都会の金でなぜ作るんだ！ → 農作物の価格には本四の料金が上乗せされて

いる。個別ブランドではなく「朝採れ」に注目があり、高速道路の整備は東京にメリットを生むんだ

ということをＰＲ出来ていなかった。橋の料金はバリヤーになる。 

・車の保有台数 ０．５台（東京） １．５台（徳島） 道路特定財源 徳島は東京に比べて３倍税金
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（揮発油税や重量税、消費税など）を払っている。 

 

福留 

・これからの四国はどうあるべき 

高知知事 

・歴史を振り返る ８８箇所 弘法大師の時代より今なお多くの人の心を引きとめている 

         癒し、健康 癒しの出来る国「四国」 

         健康、観光 ほかの地域が出来ていないうちに四国で始めて 

         贅沢でない道路整備を 

愛媛知事 

・ある程度基礎、基本となる環境は等しくして、自由競争で頑張れるように。８の字ネットワークの完

成を。 

香川知事 

・①開発が遅れている → 自然が残っている 自然をさらに豊かなものに 

・②農産物 磨きをかけて、四国に行ったら素晴らしい物を食べられる 

・③瀬戸内 ２０１０年 瀬戸内芸術祭 芸術文化を楽しめるところに 

伊藤教授 

・東京に住んでいると分からないことがいっぱいある。 

・経済学者として、予算をどこにまわす、道路にまわすが問題でない。「大きな政府」か「小さな政府」

かが問題。１０％を超える消費税を払う覚悟、小さな政府でギリギリやるのか、四国は先行して取り

組んでいる。 

幸田 

・ヨーロッパ 世界の中での日本の存在がどんどん減っている。海外で見る人も車も日本が減り中国ば

かり。 

・地方の人達が元気になって欲しい。「東京 vs 地方」ではない。日本全体が元気になるには限られた税

をどう使うのか。 

・高い税率の州を選んで住む時代（公共サービスが良いということで）が来るかもしれない。 

・四国って魅力的。知事が熱意、情熱を持って、底上げ、底力がある。 

福留 

・地域固有の文化 新幹線駅の写真は日本中同じになっている中で、四国４県は知事が情熱を持ってい

る。 

・８の字ネットワークは必要なもの。 行ってみると必要性が分かる。「公共事業＝悪」ではない。 

・四国のＰＲは下手だなぁ。 

 

１４：０３終了 

― 以上 ― 


