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四国８の字ネットワークでつながる命・産業・観光 

四国８の字・道中八策 
 

日時：平成２２年２月１３日（土）１３：００～１５：２６ 

場所：ホテル「南水」（高知市上町） 

主催：四国８の字ネットワーク整備・利用促進を考える会 

 

 

 

 

 

 

次第：■開会 

■主催者挨拶 高知県知事 尾﨑正道 

       四国経済連合会 会長 常磐百樹 

■来賓紹介 

■車座談義 「四国８の字でつながる命・産業・観光」 

      コーディネーター フリーアナウンサー 福留功男 

      パネリスト 徳島県知事 飯泉嘉門 

            香川県知事 真鍋武紀 

            愛媛県知事 加戸守行 

            高知県知事 尾﨑正道 

■８の字決議 

 「題字」の創作 書家 紫舟 

■閉会 

 

概要: 

 13:01～13:06 主催者挨拶 高知県知事 尾崎正直                       

・多くの方に各県からお集まりいただき、ありがとうございます。 

・福留さんのコーディネートのもと、有意義な会にしたい。 

・四国８の字ネットワークは、四国の方の悲願、財政難から歩みが遅い。イン

フラについても、いろいろな議論がされている。四国のように、鉄道や道路が

遅れているところがある。我々は声を上げていかなければならない。車座談義

し、決議し、全国へ声を上げていかなければならない。 

・四国８の字にかける私たちの思いを、国民の方にわかり

やすい形で表現していく。 

・ここ「南水」は、坂本竜馬生誕の地に建っているホテル。坂本竜馬は、その

時々に不人気であっても、必要と考えることを貫いた。我々も、坂本竜馬の

精神に乗っ取り、「必要なものは、必要」と、声を上げていく。 
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 13:06～13:13 主催者挨拶 四国経済連合会 会長 常磐百樹                  

・この会は、四国８の字ネットワークの早期実現に向け、四国４県の自治体

と経済界とが心をひとつにして取り組んでいく意義のある会と思ってい

る。みなさまと四国８の字ネットワークにかける熱い思いを、共有できる

ことを大変嬉しく感じている。 

 

○四国８の字こそ、人を重視したインフラ 

・新政権は「コンクリートから人へ」という理念のもと、来年度予算で公共

事業費をマイナス１８．３％と過去最大の削減幅とするなど、社会基盤整

備のあり方を大幅に見直そうとしており、高速道路は新規着工しないとの方針が示されたことから、

四国８の字ネットワークの整備が遅れるのではないかと強く懸念している。 

・そもそも、社会基盤整備を「コンクリートから人へ」との理由で切り捨てようとする政策には、疑

問を感じざるにはおえない。人を大事にすると言うのであれば、８の字ネットワークこそ、人を重

視したインフラではないか。８の字ネットワークは、緊急医療、地震対策など、安心・安全な地域

づくりに欠かせない「命の道」で、さらには、産業や観光振興など、四国の自立的発展のため不可

欠な社会基盤であり、高速交通基盤が遅れたところに産業立地は難しく、産業がなければ人は定着

できない。 

・今、公共事業のあり方が問われているが、整備が遅れている四国の西南部、東南部の道路の実情か

ら見ても、８の字ネットワークの整備は急がなければならない。 

 

○四国の観光にとって大きなネック 

・８の字ネットワークは、ルートがつながってこそ、本来の効果が発揮できるものであり、いろいろ

な手法を駆使し整備を図るよう、四国をあげて国に強く求めていく必要があり、それに関連し、四

経連が昨年行った調査について申し上げる。 

・昨年３月から、本四架橋や高速道路の土曜、日曜、祝日上限千円の料金制が実施されている。半年

後に全国を対象に利用者アンケートを実施。四国へ来た人に行き先を聞くと、多かったのは本四架

橋の近接地域や高速道路の延伸地域であり、その一方で、四万十、足摺、安芸、室戸は、行ってみ

たいとの希望が多いにもかかわらず、実際の来訪には結びついていない。高速道路の整備が遅れ、

アクセスに時間がかかることが、四国の尾観光にとって大きなネックである。 

 

○高速道路無料化に物申す 

・もう一点、新政権の政策として「高速道路無料化」について、四経連の考え方を述べる。これまで

四経連は、高すぎる本四架橋の料金引き下げをずっと要望してきているが、橋や高速道路の無料化

には問題が多く、慎重な検討が必要と考えている。 

・特に四国の場合、無料化されると鉄道やフェリーなど、公共交通機関の運営に深刻な影響を及ぼし、

路線維持が困難になりかねない。また、高速道路の渋滞、道路整備財源へのしわ寄せなど、様々な

問題が懸念される。 

・四国でも、高知から西、松山から南の高速道路区間で無料化の社会実験が始まりますが、高速道路

も出来ない、鉄道も列車が殆どは走らないといった事態は避けなければならない。こういったこと
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を考えると、優先すべきは無料化よりも四国８の字ネットワークの整備であると考える。 

 

○四国四県が連携し、四国の魅力発信 

・最後に、明るい話題で終わりたい。今年の四国は、龍馬伝をはじめ、３つのテレビドラマで注目を

浴びており、多くの観光客の来訪が予想される。他の地域の観光関係者が羨む絶好のチャンスを活

かし、四国をあげて受け入れ体制を整備し、来訪者をもてなし、「四国に来て良かった。また来た

い」と思ってもらわなければならない。 

・そのため、各地元で取り組みが行われているが、さらに高速道路を活かし、四県連携し四国全体の

観光の魅力をアピールし、魅力的な観光拠点にしていく必要がある。そのために、昨年、四県と経

済界で設立した「四国ツーリズム協力機構」が、大きな推進力になることを期待している。 

・また、四経連も四国の魅力の情報発信に、さらに努めていく。 

・本日は、龍馬の船中八策にちなみ、道中八策をとりまとめる。この決議が、船中八策のように、輝

かしい四国の未来を切り開く指針となることを祈念し、私の挨拶とする。 

 

 13:13～13:16 来賓紹介                                   

・参議院議員 山本博司（公明・香川比例） 

・衆議院議員 高橋英行（民主・愛媛４区） 

・参議院議員 山本順三（自民・愛媛  ） 秘書 

・衆議院議員 石田祝稔（公明・高知） 

・衆議院議員 中谷 元（自民・高知２区） 秘書 

・衆議院議員 福井 照（自民・高知１区） 秘書 

・参議院議員 広田 一（民主・高知  ） 秘書 

・参議院議員 竹内則男（民主・高知  ） 秘書 

 

・祝電披露 

 

 13:18～14:51 車座談義 「四国８の字でつながる命・産業・観光」               

福留：平成１７年１０月１８日に、８の字ネットワークの早期完成を目指してと、お手伝いをし始め

た。４年半も経って、何も出来ていない。高知の５５号、５６号、ちっとも便利になっていない。

「東京から一番遠いところ」と言われてもしかたがない。政治、経済が大きく変わり、国民の皆さ

んの価値観が大きく変わろうとしている時、改めてなぜ今８の字ネットワーク、このミッシングに

ついて、「道」というものをベースに四国をどうするのか、同じテーマで悩み考えていらっしゃる

４人。 
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○自己紹介を兼ね、旬の話を 

福留：８の字ネットワークが完成したら、どういうメリットがあったのか、「たら、れば」は嫌いだ

が、まず、これを大きなテーマとして考えていきたい。自己紹介を兼ねて、今、香川をのぞけば四

国は当たり年。旬の話を・・・。 

尾﨑：高知、大河ドラマ「龍馬伝」。土佐・龍馬出会い博、岩崎弥太郎の安芸、

脱藩の道のある檮原、ジョン万次郎の土佐清水、高知駅前のメイン会場。す

でに入場者数メイン会場３万５千人、トータル４万５千人。土佐テラスは７

万人超のお客様。非常に良いチャンス。メインの会場は６時までやっている

ので、この会が終わった後お立ち寄りいただきたい。 

福留：予想に比べてどうか。本来は、はざかい期ですよね。 

尾﨑：本当は冬枯れの時期。土佐・龍馬出会い博をスタートしたのは１月１６

日だが、「南国土佐観光開き」をやったのは２月１日。課題はあり、遠いと

ころはちょっとだが、ありがたい。 

 

加戸：旬が過ぎたきらいはありますが、「坂の上の雲」。旬が過ぎてもまた旬が

来る、３回来ることになっている。愛媛は伊予柑が旬。４月になると県畜産

研究センターで開発した世界最高の「甘とろの豚」、世界を席巻するはずで

すので、是非ともご愛顧を。 

福留：しまなみ海道１０周年記念とは？ 

加戸：昨年の５月から１０月まで、しまなみ海道１０周記念イベントを実施。

高速道路の千円効果で８割ほど来訪客が増えた。ですが、ちょっと下り坂な

ので、坂の上の雲に繋ごうと頑張っている。 

 

真鍋：香川だけ無いとの話だったが、ＮＨＫも考えてくれている。夏頃、小豆島を舞台にしたドラマ

を少し考えてくれている。１００日間、瀬戸内国際芸術祭、現代アートの島「直島」、７つの島と

高松港周辺に、６８人の世界、国内のアーティストの作品展示をする。島を舞台とした国際芸術祭

は世界で初めてだと思うので、多くの人に来てもらいたいし、高速道路を使って他の３県にも訪れ

て欲しい。 

福留：いつも「道路が一番最初に出来て、なに言ってんの」って言われませんか。 

真鍋：まだまだやるべき事がある。昨日も事故があり、高松道は大変、早く四車線化しないと。また

渋滞も発生し危険ですし、補正予算がついていたのに凍結され、本当に残念。飯泉知事と一緒にな

って早く着工をとお願いしていく。 

 

福留：大鳴門橋２５周年記念イベントがありますが・・・。 

飯泉：６月８日、大鳴門橋が２５周年。２月から４月がプレイベント、６月

がスペシャルイベント。朝と昼の顔は「ウェルかめ」。３月２７日に終わ

ってしまい、一過性に終わらせないよう、大鳴門橋２５周年でこれからガ

ッと。２月２０日から４月の１８日まで、崖の上のポニョ、スタジオジブ

リ展、レイアウト展を行う。一昨年が東京、昨年が大阪、次は徳島です。

２１日、Ｊリーグのプレイベント。３月２０日、四国３橋が千円１周年、
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淡路島と共にイベント。４月春の阿波踊り、３年に一度のＬＥＤフェスティバルで四国に引きつけ

ようと。 

 

○８の字ネットワークが、もし完成していたら。 

福留：８の字ネットワークが、もし完成していたら、経済、観光、様々な

効果が出ていたはず。出来ていたら、どうなっていたかお話しいただき

たい。 

飯泉：徳島の場合、近畿との大動脈の、徳島市、小松島市、阿南、安芸が

切れている四国横断自動車道。もし全通していれば、近畿からの物流の

大動脈。徳島にロジスティックセンターが出来上がり、徳島阿波踊り空

港(４月８日開港)が臨空地域として結ばれ、徳島・小松島港から中国、

韓国への荷物のロジスティックセンターにもなる。土地のない神戸では

なく、徳島に来ていたのでは。 

福留：もし出来ていたら、逆に、徳島の人が神戸に買物に出て行くということはないのか？ 

飯泉：神戸淡路鳴門全通して１２周年になり、徳島からの行く分は十分にもう行っている状況。逆に

料金が安くなったので近畿から多くの人が来た。ＧＷ中の来訪客は、１位兵庫県ナンバー、２位大

阪ナンバー、合わせて５割、３位がようやく徳島ナンバー。次が香川、愛知の順。いままで橋が高

すぎた、だからこれを「平成の関所」と呼んでいる。これをブレークスルーすることで、これだけ

多くの人に来てもらえる。物流面でも、料金が高すぎることから神戸にロジスティックセンターが

出来てしまう。本四を結ぶ大動脈と全部がつながることで一変する。 

 

福留：香川も道路は整備されていながらも、バス事故で半日高速道路が止まる。まだまだ、「もし出

来ていたら」との思いが強いのでは？ 

真鍋：関西の県人会に行くと、「渋滞があるので、土日には帰らない」と言われる。四車線化出来て

いたら、より多くの人が、うどんや魚を食べに来てくれる。「オリーブ・ハマチ(ハマチの餌にオリ

ーブを混ぜる)」、脂分の少ない美味しいハマチ、ポリフェノールが多く、２４時間ぐらい色が変わ

らない。「これは美味い、なんぼでももってこい」と大阪の市場で言われた。四車線化出来ていた

ら、美味しい魚や野菜を朝締めて食べ頃に持って行ける。渋滞だけでなく、物流面でも是非必要。 

 

加戸：愛媛県の南、最南端の一本松まで高速道路が開通し、高知が握手するまでは、愛媛には２１世

紀は来ていないという気がする。８の字ネットワークが完成した時が、四国にとっての２１世紀。

８８箇所、歩き遍路が一番だが、足の悪い方などバス遍路、車編路で。愛媛にとっての最大のメリ

ットは、南の方の鯛・ハマチを大阪、東京、北陸まで届くようになり、地域の産業振興につながる。

尼トロ豚、愛媛の裸麦を食べさせ、脂が低温土で溶け、オレイン酸、コラーゲンが多いメリットが

あり、尼トロ豚が全国を席巻する。 

 

福留：私が気になっているのは、命とのつながり。８の字があったら良かったことが随分とあったの

では。 

尾﨑：高知の男性平均寿命は全国４４位、特に東部地域が短い。８の字があればそんなことはなかっ

た。ドクターヘリの運航時間が年間２４０時間。高速道路が出来ると３次救急圏が拡がる。具体に
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は６０分以内に高度医療センターに行ける人が、東部地域で３万２千人増える。都会の人が「高速

道路を作るぐらいなら、地方に大きい病院を作れ」とおっしゃる。よー言うわ。この医師不足の時

に、どうやって３次救急、すぐ開頭手術、救命を出来るような高度な技術を持った病院をすみずみ

まで現実に作っていけるのか。こんな意見が出るのは、何もかもが揃っている都会に住んでいるか

ら、そういう感覚になってしまう。８の字ネットワークは高知県に決定的に経済対策になる。宿毛

市、土佐清水市は東京から一番遠い地域、最速で４．５時間かかる。沖縄の名護市は４時間。これ

ほど高知の西南地域は遠い。８の字が出来れば、大阪には６時間、広島も６時間以内で行け、日本

海に行ける、朝採れた野菜や魚を市場に並べることが出来る。高知全県下が大阪や広島商圏の中に

入る。今は徹底的に物流コストがかかる弱点がある。様々な新鮮なものが、巨大マーケットに並ぶ

かどうかが重要。６時間以内なら、朝採れのものが昼には並ぶ。劇的に変わるはず。医療の話、経

済対策で影響が大きい。 

 

○怒りをぶつけて、現状は・・・ 

福留：旅行行こうと、愛媛に行こう、香川に行こうと、決めうちで行く人は少ない。四国へ行こうと

調べてみて、はじめて不便なことに気がつく。高松に来て、そこから松山や徳島に簡単に行けると

思っている。そんなスケジュールを組むと、道がつながってくれないと、４泊もしないと行けない。

こういうシンポジウムをやっていて、いっこうに８の字が進まないのは、腹立たしい。これから後

は、怒りをぶつけて欲しい。こんな事に困っているという現状について・・・。 

真鍋：金比羅歌舞伎を見に来て「四万十を見たい」という方がいらっしゃ

る。何泊も出来る人はいない。８の字のインフラ、全国的に背骨になる

ものは、国が責任を持って早く作る事が大事。昨日、百年の歴史のある

フェリーが無くなった。２１世紀になり１０年が経つが、そろそろ総合

的な交通対策を考えないといけない。鉄道は固定資産税がかけられ(道路

はかけられないのに)、保線なども・・・。公共交通機関をきちっとやる

とすれば、国費でやるとか、バストかフェリーとか公共交通機関の使う

燃料は免税とするとか、総合的に２１世紀型の環境や弱者保護を考えて

総合交通体系を考え、背骨になる道路をきちっと整備していく。国会の場できちっと議論し、２１

世紀の鉄道、フェリー、道路をどうするのか。基本的なインフラは国が責任を持って優先的に整備

すべき。 

福留：４人の知事に共通すること。道をつくることは大切だが、ＪＲを含めて他の公共交通機関をど

うするのか、国の方針が全くないと、常に主張されている。 

 

福留：「知恵は地方にあり」良いキャッチフレーズですね。 

飯泉：地方でこそ、苦労しているから地方には知恵がある。都会の人には、なかなかわからない。一

番大きいのは、本四架橋は逆効果があるのでは、ストロー現象があるのではと言われる。徳島でも、

大都市の６割が大都市に出て行く。四国の中に就労の場がないから。自動車の場合、九州大分、東

北岩手まで延びている。本社が名古屋、広島、近畿だったりするのに、なんで一番近い四国には工

場が来ないのか、コストが高すぎるから。本州と九州を結ぶ関門橋(高速道路)は６００円、関門ト

ンネル(一般道)は１５０円、本四は５，４５０円。四国に組み立て工場が出来れば、学生さん達地

元で就職が出来る。もうひとつは命の問題。南海大地震、いつ起こってもおかしくない。国道５５
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号、２４％以上、１００kmの区間が津波で浸かってしまう。救助にも救援にも復旧にも時間がかか

ってしまう。しっかりと８の字ネットワークを作り、これは国民の生命財産を守る国の責任。 

 

福留：同じ観点から、被害にあったために出すお金はばかにならない・・・ 

尾﨑：こういう不均衡をなんとかしなければいけない。一人当たりの水害

の被害額全国一位、河川整備率全国最下位。こういう極端な片寄りはお

かしいでしょ。鉄道路傍の整備率４４位、道路の整備率全国最下位。遅

れているところは、ますます遅れていればいいんだ。結果として命が助

けられていない。政治は、弱者を守ることが第一にあるのではないか。

極端に遅れているところに重点的に投資をしていくという決断をしてい

かねばならない。全体の総枠が限られてきている、その中にあっても、

そのようなところに重点投資をしていく、是非考えてもらいたい。私の

妻は栃木県です。栃木は国道、バイパス、高速道路があり、外環の整備

をしていて、私鉄にＪＲが通っている。高知の東部地域を結ぶ道は、２車線のあの道があるだけ。

鉄道と道の１本しかない。それぞれのモード、手法が複数構えられていてこそ、交通が成り立つ。

自動車を運転できる人ばかりではない。近距離、長距離を結ぶ道路、高速が必要。ぜいたくなんて

言ってません。よそでは「バイパス」といわれている程度の高速道路を１本ひいてくれと言ってい

るだけ。ぜいたくでもなんでもない。 

福留：尾﨑知事よく言っている「人の命を守るコンクリートがまずねぇじゃねえか」。言いたいこと

があるのでは。 

尾﨑：人の命を守る最低限のコンクリートさえない所があることを忘れてもらっては困る。そういう

所に重点投資をするという決断を是非して欲しい。「官僚主導」でいくと全国一律にさがってしま

うので、「政治主導」でいく必要があるのかな。四国のように、極端に遅れているところに重点投

資を行う必要がある。 

 

○現場の立場から一言 

福留：昨日の日経新聞に、「道路整備予算が、鳥取県２０％増、福井県１０％増」。なんでこんな事に

なる。２日前に小澤さん、「２２年度の予算案の中身を見れば、政権交代した意味がわかる」とお

っしゃったが、私は大きな疑問を持っている。現実にこちらに来て、フェリーが無くなり、交通事

故で高松道がストップ、切実な問題と感じている。同じように感じている人が会場にいらっしゃる

と思います。かってに指名します、宇和島商工会議所 会頭の新津
しんつ

さん。現場の立場から、ぜいた

くじゃないぞというところを一言。 

新津：高速道路の件は、平成の、県政の最大課題。直轄工事は２５％の負担があるが、愛媛県は率先

して出すと言ってくれている。我々の地域は国道５６号１本しか無く、鉄道も南の方は通っていな

い。地震があれば国道はズタズタになる。政権交代し、今の政府が「地域主権」とか「命を守る」

とか言っているが、四国８の字ルートはまさにそれじゃあないか。地域でみんなが希望している道

路、命を守る道路、地震の際に各所が孤立しない道路を是非やってもらいたい。我々の地域が、い

かに国家に貢献しているか、我々の地域は人財を供給している。１８歳まで育て、大学に行かせる

と帰ってこない、地域に働く場所がないから。東京が繁栄しているのも我々の地域から人が行って
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いるから。高松まで２５０km、昔は６時間かかっていたが、今は３時間。今は６時間かけると大阪

まで行ける。交流範囲が広がり、交流人口が増える。これからは、子育ては田舎に任せろ。出生率

も田舎の方が高く、田舎でゆっくりと育て、延びしろが田舎のもんにはありますから、田舎を大事

にする政治が必要。 

 

福留：加戸知事、地震に関するご心配、特に宇和島のあたりは・・・。 

加戸：道路は海岸線を走り、急峻な地形、地震や津波で全部やられるのは

間違いない。その時の救援手段は、まさに高速道路があるかどうか。住

民の命がかかっているので、日本国憲法から大上段に振りかぶり、「すべ

て国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とあり、

最低限度の生活とは、災害が起きても救ってもらえる、救急も命が救え

る時間で行ける、そんな生活を担保するのが南へ向かう高速道路である。

今、国家財政４４兆円の借金、１１兆円の埋蔵金。５５兆の国債発行を

しているなか、建設国債は７兆円、その内道路整備には２兆円。このよ

うな命を守る道路の整備のための２兆円の借金と５５兆円の借金、厳し

い状況にあっても８の字ネットワークの完成を最優先で取り組むべき。 

 

福留：もうおひとかた。高知県 田野町長 安岡さん。 

安岡：同じ日本国民でありながら、高知の東部、徳島の南部のような、国道５５号しかなく、地震が

来たら陸の孤島になるような地域が、日本国じゅうどこにありますか。東京の方は「人口の少ない

ところ、産業のないところに道がいるか」と言われる。が、道がないから人も産業も入って来られ

ない、出て行く。私どもは、年に何度も東京、高松の整備局、知事へ要望活動をしているが、要望

活動をせんと道はつかんのか。全国一律でカットする方式ではなく、命の道、本当に必要な道はど

こなのか国は判断し、四国８の字を結んでください。 

福留：尾﨑知事、補足は 

尾﨑：今、「要望をしないとつかんがやか」とおっしゃった。あたりまえの基礎的なインフラである

ことを、全国にわかってもらうことが重要。「人がいないから道が入らない」、「道をつくるより病

院を作った方が良い」といった議論がまかり通っている。道の必要性を、多くの人にわかりやすい

ように説明していくには、「命の道」と言う表現が一番わかりやすいかな。道路の必要性について

の評価、「時間短縮量」「総交通量」「交通事故の減少量」では、さきほどのみなさんの「なぜ道路

が必要か」ということに答えられていない。全国的な議論の中で、こんな事は考えられていない。

６時間圏域が拡がることによる経済効果など、経済波及効果も見て欲しい。この様な効果を、整備

新幹線では評価しているのに、道路では見ていない。 

 

○なぜ、これが国に伝わらないのか 

福留：せっかく先生方(国会議員)がいらっしゃるので、国に対する愚痴を含めて、なぜこれが永田町

につながらないのか、何が原因か。 

飯泉：人口なんですよね。国会議員の数は人口に比例する。アメリカの上院議員はどんなに大きくて

も小さくても、州から二人です。大都市ほど人口が多く、国会議員の数が多く、数の論理のところ

がある。最高裁の１票の格差の判例ではなく、加戸知事が言われた憲法、国民一人ひとりの権利の
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こと。昔、道路特定財源の時、大都市の人達はほとんどガソリンの負担をしていないのに東名、外

環などが出来、一番負担している四国の県民が一番待たされる。ようやく四国の番かという時に一

般財源化してうやむやに。しっかりと都会の人に言わないかんし、これは学者が言わないかん。近

畿の台所は四国である。８の字が出来れば今一番売れるブランドは「朝採れ」。朝採れの範囲が拡

がることは、都会の人も新鮮で美味しいものを手に入れられ、橋の料金が安くなればコストも落ち

ることをもっと知ってもらわなければ。道路３指標はおかしい。救急、災害など、地方の特性に応

じて改善、評価されるべき。経済効果だけではない、人の命をアピールしていかねば。 

 

加戸：国として与党野党を問わず、日本の国土がいかにあるべきかといった計画づくりを。明治政府

が偉かったのは郵便局、全国津々浦々に作り、全国統一料金、我が国発展の礎。今それに匹敵する

ものは、地上デジタル難視聴地域解消と高速道路。財政状況によって、緊急度、必要度から順番は

あっても、あるべき姿を描いていただきたい。 

 

福留：陸海空のバランスを良くおっしゃられています。社会実験についても・・・ 

真鍋：いろんな実験、千円高速道路もやってきたが、鉄道やフェリーに影響が出るのはわかりきって

いるのに。まさに一般財源なんだから、鉄道やバスに財源を入れていいのに。地方の実情が届きに

くくなっている。誰が決めたのか、ポンと出てきている。透明性といろんな議論をし、きめ細かく

公平性、どこにどういう影響が出るのか分析をし、業界の意見、地方の声を聴き、実態把握して欲

しい。 

 

福留：仕分けもしているし、オープンになっていると言うけれど、尾﨑さんどうですか。公共工事イ

コール悪とのイメージ。地方と国の関係は、政権交代前後でどうですか。 

尾﨑：いろいろです。交付金を１．１兆円増やしたのは良かった。意思決定の仕組みが、地方と国で

まだシックリ出来ていない。２２年度当初予算は、４～５ヶ月かかるものを２ヶ月で予算を作って

いるので、どうしても仕方のないところか。国と地方の協議の場の法制化をするとか、県連から調

整し党の幹事長室で仕分けをし、政府３役に伝える「分権型陳情」。ここで注意が必要なのは、意

見を集約していくと、多くの意見が省略されている。省略されきった情報で上の人が決定をしてし

まい、齟齬を生じる。補足説明という形でいいので、我々地方の政治家と中央の政治家が直接バン

バン議論をする場を出来るだけ多く作って欲しい。「命の道」って側面だけに集約されてしまうか

もしれないが、経済効果だってある。地方と中央でやりとりする多様なルートを確保して欲しい。 

 

福留：実際に、向こうに意志がつながったという実感の場所があるんですか。 

飯泉：政府３役に合うには、必ず県連を通すというシステマティックになり、

直接大臣に会うとかはない。全国知事会で国と地方の協議の場をやってい

ただいているので、協議の場を法制化して、その場で決めていく。だって、

国の決めたことは地方にも負担が来ますから、子ども手当とか。いろいろ

な意志決定の仕方、政権交代の過渡期であることはわかるが、微に入り細

に入り地方の声を聴くことを法制度化すること。 

 

福留：真鍋さん、公共工事に対する新政権への注文は？ 
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真鍋：うちはダムがひっかかっている。災害を防ぎ水を確保する意味がある。「脱ダム」は結構だけ

れど、効率的に予算を使うことは結構なのだが、具体的に災害や水不足をどう対応してくれるのか。

「こういう方法があるので、ダムをやめましょう」がない。公共工事、コンクリートをやるからに

は必要性があって計画されたのだから、命や財産を守る事業なので、単なる抽象論ではだめ。我々

は現場を持っているのだから、説得力がない。現実、現場を見て判断して欲しい。 

 

福留：現実という意味では、社会実験のなかで、３７路線５０区画の中に松山道と高知道は入ったが、

徳島は入っていないが・・・。 

飯泉：どうやって区間を決めたのかわからん。愚痴でなく、前向きにとらえていった方が良い。徳島

道、高松道を通らないと行けないところがあり、四国四県で大いにＰＲしていこう。これで、四国

に対象区間が一つもなかったら一揆をしなければいけなかった。ウェルかめ、坂の上の雲、龍馬伝

もあり、ここは四国でやっていく。 

 

福留：平成の関所、橋の値段をいくらにするのか、どう感じているか？ 

加戸：本四三橋、タダが良いに決まっているが、３兆円の借金を誰が払うか、全国の人に四国のため

に払ってもらうのが政治として正しいのか問題である。ただし、四国は沖縄、北海道と同じ孤島。

孤島振興として、下関と同じ６００円は言えると思う。物流のコスト低下は全国に及ぶのだから。

しかし、実験としてやられたら、フェリーが鉄道がこれで壊滅的影響を受け、ＪＲ予讃線を止める

よとなったら、誰がカバーしてくれるのか。これはセットで考えていただかなければ。ＪＲ四国の

経営難まで考えて、安くしてもらいたいが、フェリーを、鉄道を守る折り合い点を。大型貨物の料

金は考えて欲しい。 

 

福留：国がＪＲの、フェリーのことを考えて結論を出すのを待っていたら、いつまで待っても８の字

が出来ないのではという心配が・・・。 

尾﨑：無料化と８の字の話とは、別々に考えられるのでは。交通手段とは、複数の手段があるべきも

の。鉄道、高速道路、短距離用、長距離用があって普通であり、これは整備を進めていくべきもの。

無料化の話は１年間の社会実験なので、ここはメリットだという所は延ばしていき、またデメリッ

ト、弊害にはどんな対策があるかを、データに基づき議論してもらい、次の政策に活かしてもらわ

ないかん。高知・須崎間は県の端っこなので、効果は限定的かもしれないが、高知のお客さんが幡

多の方に行くにはプラスの効果が出るかもしれない。ＪＲへの影響としては、高知・須崎間はドル

箱。しかし、通学が中心なので道路の影響は小さいかもしれないが、これを定量的に実験し、議論

していく。 

福留：「ＪＲがしっかりしてくれないと、遠くから来てくれない」と尾﨑さん、よく言われている。 

尾﨑：そうです。全国、海外からお客を呼び込むには、鉄道、飛行機、フェリーなど公共交通機関を

しっかりしていくことが重要。 

 

○石田先生から一言 

福留：これまでの政府への要望などうかがってきた。前回の竹林寺でコーディネータを務めていただ

いた筑波大の石田先生、これまでの議論を聞いてどうお感じになったか 

石田：「学者もっと頑張れ」とのエール、いろいろな話を聞かせていただき参考になった。古代には
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８の字ルートがあった。奈良時代には幅１２ｍ、平安時代には幅８ｍ、今のルートとほぼ同じ所に

あった。当時の総人口は８００万人、ＧＤＰは数百分の一。それぐらいのこと(８の字の整備)した

っていいじゃないか。これは政治の力、今こそ議論すべき。２番目の話。Ｂ／Ｃ、道路３便益で決

めている。こういう国の重要な施策でやっていることを、Ｂ／Ｃで決めているものはない。オリン

ピックしかり、国防もしかり。なぜ道路だけが狭い経済効率だけで決めていいのかな。加戸知事が

言われた地域の生存権、基本的人権、もっと政治の世界で議論を。最後にもうひとつ。「インター

チェンジから１時間以内の地域に９５％の人が住んでいるので、もう整備はいいのでは」と言われ

るが、とんでもない。５％とは６００万人の生活をどうするのか、面積で１０万ｋｍ２、国土の１

／３、それをどうするのか。日本人は上等だと思う。高速道路が要らないという人は４５％。残り

の人は、「自分の所にはあるけど、故郷の事を考えるといる」と、他人のことが分かっていただけ

る人。こういう人達に、今回のような取り組みを伝えていく事は効果が大きい。たられば論はきら

いだと言われるが、たられば論は地域のビジョンであり、これがあれば日本に、アジアにどんな貢

献をしていけるかという大きな話。そういう議論をし発信していくことの重要さを本日感じさせて

いただいた。 

福留：竹林寺で「守りから攻め」を強く言われた。外から見て、四国のま

とまりはどうですか。 

石田：四県知事が集まり、こういう場で議論することは素晴らしいと思う。

が、具体の姿に固着した方が、さらに良いのでは。四国が一つになって、

日本、東アジアにどんなことが出来るかが問われているのでは。これが

プラットフォームになって活用されることを期待したい。 

 

 

○石田先生の話を受けて 

福留：石田先生の話を受けて・・・ 

飯泉：四国四県のブランドで売っていく、四国四県をわかってもらっていないということからも、８

の字ネットワークの完成だと思う。残り５％、ミッシングリンク、多くの県がいる。四国四県で一

緒に、さらには同じ状況の他の県と力を合わせて、仲間を増やすこと。 

 

真鍋：「四国が一緒になって、もっと具体的な事を」と、その通りだと思う。すでに、四国四県で香

港にアンテナショップを出したり、アジア圏にアプローチしていくことが、是非とも四国に必要だ

し。アジア地域の富裕層を狙っていけば・・・。直島には年間３４万人の方が来ているが、その内

２割は外国人。多いに呼び込みたい。 

 

加戸：今から１０年前、川之江ジャンクションが開通した時に、「四国はひとつ」と叫ばせてもらっ

た。県ではパワーが小さく、四国連携が重要。四県バラバラに意見が違うだろうから、この分野の

メインは○○県と幹事県を決めて、８の字なら高知県が幹事だと、そんな取り組みが必要になると

思う。四知事の考えは違うが、共通して持っていることは「四国のために」ということです。歩調

を揃えていきます。 

 

尾﨑：四国四県個性を発揮しながら、良い意味で競争をしながら、まとまるところはまとまっていく。
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「関西広域連合」いくつかのメニュー、鳥の対策、観光について共通の誘致など。四国でもすでに

やっている。四国ツーリズム創造機構、外国に対する観光客誘致など。それぞれに競争しながらも、

共通してやっていける部分があり、先に器を作り。道の話とか、全国的に見たら「わがまま」と思

われかねないことは、一県で行ったらわがままと思われる、仕事を作るための公共事業と誤解され

る。全国の方、特に都会の方が「うん、そうだ」と納得してもらえる形で政策提言していく事が重

要。８の字なんてまさにそう。ネットワークが出来ていて、一部欠落していて、そこを繋ぐだけで

飛躍的に効果が出てくるところ、まさに命に関わるところ、車以外に移動手段がないところ、ここ

に高速道路を作ってくださいといった時に、都会の人で反論出来る人はいないと思う。そういう形

で、四県連携で訴えていく、そういう連合を組むことが重要だと思う。 

 

○決意表明に含めて欲しい内容、言葉は 

福留：まとめとして、決意表明、まとめの言葉として・・・。決意表明に含めて欲しいという言葉を。 

加戸：「つくるぜよ こじゃんと やるぜよ」 愛媛の言葉だと「ちゃんと やるぞなもし」では格

好がつかない。 そこで、「八策で ８の字ネット つくつぜよ」が、この会への私の思い。 

 

飯泉：四国四県まとまりの象徴が、四国８の字ですから、四国の発展ここにあり。四国の経済発展の

ために、四国の８の字、四県連携で、その象徴が「経済飛躍」に。関門橋、本当はもっと高い料金

だったものを、全国で負担していこうとなった。四国も同程度に、全国一律料金に。ここには光と

影、特に影の部分のＪＲ、フェリー、など。南海フェリーで一律千円の社会実験をした。実際には、

高速よりフェリーの方に多くが乗った。ドライバーは楽、燃料は要らない、家族団らん楽しめる。

しかも、徳島和歌山ナンバーは千円、神戸・大阪・なにわナンバーは９千３百円。徳島ナンバーに

対してのプライドが持てる。社会実験をやればそれぞれメリットが見えてくる。 

 

真鍋：四国は人口減少の状況。人口減少の歯止めに、働く場の確保。１次産業も含め、産業の振興を

しっかりと。四県、造船など特徴のある産業を持っている。グローバルな視点で産業を、そのため

にはインフラの整備、遅れている８の字ネットワーク、議論だけでなく、１ｍでも先に延びるよう

に四県団結して進めていく。２１世紀の将来に非常に大切。 

 

尾﨑：ミッシングリンクを埋めよう、画竜点睛の点を入れよう、人の命を大切にしよう、人の命を守

るインフラ整備を進めていこう、経済効果、産業、観光振興、３っつに効果のあることを優先して

やるのは当然。政治をやっている人、都会の人もわかってもらえる理屈だと思う。インフラ整備に

ついては、全国的に十分わかっていただいていない部分があり、ますます訴えていく必要がある。

野党の人も、８の字はやらねばいけないと、与野党合意で出来るよう、我々も声を上げていく。 

 

○フロアから 

福留：現場を知っているからこそ言えることがあった。永田町のみなさんは、これを持ち帰っていた

だき、政治の中で反映するようお約束いただきたい。自治体の方からどなたか質問、話したい方は。 

高知県 安芸市 松本市長：政権政党であろうと、前政権政党であろうと、四国８の字を一発でやっ

てくれとの思いが、この大会に集約されたのものと思い、元気をあげるべく、手を挙げさせてもら

った。こんな会を重ねても、遅々としてダメだとの声があったが、私ども市町村長必死になった頑
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張っていて、県境を越えて陳情している。政権政党の民主党の議員のみなさまも、「それは、やら

んといかんぜよ」と言ってくれる。私たちは「口だけでは いかんぜよ」と、四国八策として国会

議員の方々を巻き込んで、私どもの前で理論を作り、将来展望を展開していただきたいことを要望

して終わりにしたい。 

 

福留：私がとっても気にしていることは、テレビの力は大きい。例えば昭和３８年の「南国土佐を後

にして」の時は、高知県が大変なブームでした。鹿児島に行ってビックリした。去年の敦姫期間中

はものすごい人出が、放送が終わったら閑古鳥。これで良いのか、これが本当の姿なのかと思った

時、こうして四県が一つとなり８の字が出来上がった時に、間違いなく四国が、関東から、北海道

から見てお、とっても魅力のあるところになり、２泊３日、贅沢して３泊しても、いやでも全部を

まわっていくことが出来る時代が目の前にきているのかな、と期待し、皆様の気持ちを決議文とし

て永田町に届けていただきたい。 

 

 15:00～15:09 ８の字決議 「題字」の創作 書家 紫舟                    

・２．５ｍ四方の特注和紙 いの町尾﨑かねとし作 

・私自身も四国の出身。幼少は桂浜によく行き、夏には阿波踊りに行き、アートとか牧歌を楽しみに

香川県に行き、自分自身の礎を築いてくれた四国や道に思いを馳せて、今回の字を書かせていただ

いた。 

・なにより、一番大切なものは「命」。その命の中に、皆様の願いの「８」を、その命が道になり、

そして道がずっと延び、そしてその命とつながった先には、無限大の可能性や広がりを見せるとい

う思いでこの字を書きました。 

・この字は、今後のこの会の活動に使わせていただくこととなっている。 
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 15:10～15:16 ８の字決議 四県知事、常盤会長による決議                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15:16～15:23 来賓より一言                                 

○参議院 公明党 山本博司 

・決議の内容、しっかり受けとめさせていただいた。 

・四国全体をまわらせていただいているので、この８の字ネットワーク、痛

感させていただいている。 

・２年前の参議委員予算委員会で、四国のパネルを使い、大変な悲惨な状況

であることを訴えた。 

・与党、野党関係なく、超党派で、しっかり取り組んでいきたい。 

 

○衆議院 民主党 高橋英行 

・出身は八幡浜、高速道路が全く通っていない南予地方出身。 

・となりの高知に行くのに、どれだけ時間がかかるのかと思いながら、これ

だけ時間がかかってしまっては、例えお隣と言えど、四国一丸となってに

はほど遠いような気がして。 

・こういった状況の中、しっかりと推進していかねばならないと思う。 

・なぜ、この道路、８の字ネットワークが今まで作られてこなかったのか、

考えていただきたい。 

・今日本は大きく様変わりをしている。少子高齢化、人口減少など、そうい

った状況のなか、昨年、政権交代がなされた。 

・大きな変化に対応していかない限り、生き残っていけない。今回の大きな変化に対応していただき

たい。これはピンチではなく、大きなチャンスです。 

・我々民主党、若い政治家がいっぱいいる。若い我々に、みなさんの思いを託していただきたい。 

・早速、火曜日、幹事長室に乗り込んでいきたい。 

 

○衆議院 公明党 石田祝稔 

・地元に事務所を置いている石田です。選挙区は四国全体。 
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・「なぜ、今まで出来なかったのか」と、高橋さんに責任を問われているよ

うな気がしましたが、Ｘハイウェイから８の字になってきた。今後の私ど

もの働きぶりを見ていただきたい。 

・道路という一つのテーマで、これだけの意見をいただいたのは、ありがた

い。 

・「永田町は、なにやっているんだ」と、お叱りをいただいているような気

がしましたが、全力で頑張ってまいりたい。 

・道路を実際には走ってみて、経験し、地元のみなさんの思いを、地域の声

を、地域の本当の姿を、国会の委員会の場へ伝えていく、それが私たちの役割。 

 

 15:23～15:26 閉会 高知県知事 尾﨑正直                          

・今日いただいた決議、来週、民主党の幹事長室、国土交通省にもみなさんの思いを伝えていく。 

・深刻な話ですが、福留さんのお陰で、ユーモラスなパネルディスカッションにしていただきありが

とうございました。 

・紫舟さん、ありがとうございました。この字のように、つながっていきたいものですね。 

・「これが命で、道がつながると無限になるんだ」と、何度も説明をすることになると思う。 

・８の字ネットワーク作ることは、わがままを言っているわけでもなく、都会の人にも順々に説明を

していけば理解いただける問題、与党、野党の別無い普遍性のあることだと思っている。 

・国政も地方も、政官財一致団結し、四国８の字ネットワークを実現させていきたい。 

 

― 以上 ― 

 


