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 圏域の名称  

圏域の名称は，「れんけいこうち広域都市圏」とする。  

  

圏域の構成自治体  

圏域を構成する自治体は，高知市，室戸市，安芸市，東洋町，奈半利町，田野町，安田

町，北川村，馬路村，芸西村，南国市，香南市，香美市，本山町，大豊町，土佐町，大川

村，土佐市，いの町，仁淀川町，佐川町，越知町，日高村，須崎市，中土佐町，梼原町， 

津野町，四万十町，宿毛市，土佐清水市，四万十市，大月町，三原村，黒潮町の 34市町村 

である。  

 

圏域がめざす将来像  

れんけいこうち広域都市圏では，人口や都市機能が集中，集積する高知市が県内全市町村

と連携し，そのマーケット機能や，人やモノのハブ機能を活かした取組や全国への情報発信

を積極的に推進することで，圏域全体をけん引し，各市町村がまち・ひと・しごと創生総合

戦略に位置づけて行う，雇用の創出，新しい人の流れの創出，結婚・出産・子育て支援，安

心な暮らしを守る取組等との相乗効果を発揮して，人口減少の大きな波に打ち克つことので

きる圏域をめざす。  

 
 

 

 将来人口の目標  

れんけいこうち広域都市圏の人口は，高知県の総人口と一致するため，「高知県まち・ひ

と・しごと創生総合戦略」に示された高知県人口の将来展望「2060（令和 42）年に約 55万 

７千人」という目標を踏まえ，本ビジョンに基づく取組による相乗効果により，「2060（令和

42）年時点で，高知県人口の将来展望（約 55万７千人）を上回る」ことを，将来人口の目標

とする。  

また，連携中枢都市圏の将来人口は，構成市町村の人口の将来展望を合算した，2060（令

和 42）年時点の人口約 47万７千人を上回ることを目標とする。 

 

 

 

  
  

  
  

  

れんけい こうち広域 都市圏   

ともに打ち克つ   
ともに 羽ばたき   

ともにつなが り   
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圏域市町村の位置 
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構成自治体の概要  

■高知市  

高知市は，高知県の中央部に位置し，企業や商業施設のほか，大学等の高等教育機関が集

積するとともに，県内屈指の施設園芸地域や緑豊かな中山間地域を有する都市である。ま

た，桂浜やよさこい祭り，日曜市等の観光資源が豊富で県外から多くの人が訪れている。  

  

＜安芸地域＞  

■室戸市  

室戸市は，県都高知市の東方 78km に位置し，近海マグロ漁，定置網漁等の漁業や温暖な

気候を利用したサツマイモや早出のびわ，土佐備長炭の生産等の農林業が盛んで，地域資源

を活用した海洋深層水や室戸ユネスコ世界ジオパーク等，県を代表する観光地となってい

る。  

  

■安芸市  

安芸市は，県東部地域最大の市街地を形成している。産業としては，豊富な水，長い日照

時間や温暖な気候を利用して，平地ではナスを中心とする施設園芸，中山間地域では柚子の

生産等が盛んである。また，安芸沖はシラス漁が盛んで，ちりめんじゃこの加工も行われて

いる。  

  

■東洋町  

東洋町は，高知県の最東端に位置し，ポンカンや小夏などの柑橘栽培や漁業が主産業であ

り，また全国的に有名な生見サーフィンビーチや清流野根川のアユ釣りなど観光資源も豊富

である。  

  

■奈半利町  

奈半利町は，県都高知市から東に約 50 ㎞に位置し，農漁業を主要産業とした古くから県 

東部の交通の要衝として栄えてきた町であり，また，海・山・川と三拍子そろった豊かな自 

然と伝統的建造物で形成された町並み等，自然と歴史が美しくミックスされた町である。  

  

■田野町  

田野町は高知県東部に位置する，四国で一番小さい町である。町の中心にはスーパーなど

の商業施設，医療施設，図書館などの文化施設や公共施設が集約しており，コンパクトで住

みやすい「暮らしやすさ」が自慢の町である。  

  

■安田町  

安田町は高知県東部に位置し，町を南北に貫流する安田川流域に広がる清流のまちで，蔬

菜園芸発祥の地としてハウス園芸が盛んなほか，清流の伏流水を活かした醸造業も盛んで，

「土佐鶴酒造」「南酒造場」の２蔵元が銘酒を醸している。  
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  ■北川村  

北川村は，県都高知市から東へ約 60km に位置しており，幕末の志士中岡慎太郎が奨励し

た柚子栽培は全国有数の産地となっている。また，フランスから世界で唯一認められた北川

村「モネの庭」マルモッタンや良質の北川村温泉，中岡慎太郎館などの芸術と文化の観光資

源がある。  

  

■馬路村  

人口約 860人，「ごっくん馬路村」で有名な馬路村。おなじみの柚子製品はもちろんのこ

と，かつて林業で栄えた馬路村では，世界で唯一の成形デザインによる杉のバッグ

「monacca」を開発。この地域ならではの「オンリーワンの村づくり」に取り組んでいる。  

  

■芸西村  

高知県東部に位置する芸西村は，温暖な気候に恵まれ，施設園芸によるナスやピーマン，

花卉栽培が盛んに行われている。また，村の１次２次産品を使った加工品の開発に向けた取

組も行われている。現在，建設中の和食ダムは，高規格道路から近く，海が見えるダムとし

て全国でも珍しい。  

  

＜物部川地域＞  

■南国市  

南国市は，高知県の中東部に位置しており，高知龍馬空港や高知自動車道南国ＩＣを有す

るなど交通の要衝となっている。また，早場米や園芸野菜の産地として知られており，シシ

トウ・小ナス・ピーマンなどの生産が盛んである。  

  

■香南市  

香南市は，高知市東部約 17km に位置し，豊かな自然環境に恵まれ，農林水産業を中心

に，商工業地域が加わった理想的なまちである。また，どろめ祭りやみなこい港祭り，手結

盆踊りなど，様々なイベントが開催され，県内屈指の人気スポットとして定着している。  

  

■香美市  

香美市は，高知県の北東部に位置し，物部川流域の豊かな自然に恵まれ，龍河洞，アンパ

ンマンミュージアムやべふ峡などは多くの観光客に喜ばれている。また，市内にある高知工

科大学と連携し，産・学・官の相互的な協力や交流が行われている。  

  

＜嶺北
れいほく

地域＞  

■本山町  

本山町は高知県の北部，四国の中央に位置し，90％は森林で水と緑に恵まれた中山間地域 

である。棚田でのブランド米「土佐天空の郷」の活気ある取組や白髪山・吉野川・棚田等の 
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資源を活かした自然体験，アウトドア体験に多くの方が訪れている。  

  

■大豊町  

大豊町は，高知県東北端四国山地の中央部に位置し，総面積の 88％が森林であることか

ら，森林資源を活用した安定した雇用の創出を目指し取組を進めている。また，碁石茶や

銀不老
ぎんぶろう

といった大豊固有の特産品の他，一級河川吉野川でのラフティングも人気である。  

  

■土佐町  

土佐町は四国のまんなか，吉野川の源流域に位置し「四国の水がめ」と呼ばれる早明浦ダ

ムがある水源の町。農林業が盛んで，棚田米と「土佐あかうし」の産地である。SDGsを通じ

た「持続可能なまちづくり」を掲げ，教育や福祉の充実に取り組んでおり，近年は移住者が

増加している。  

  

■大川村  

大川村は，高知県の最北端，県都高知市の真北に位置しており，農畜林業等の第一次産業

を基幹産業とした山村である。また，北部の四国山脈に通じる登山道は登山ファンからの人

気が高いほか，特産品である大川黒牛・土佐はちきん地鶏を食するイベント「大川村謝肉

祭」には，毎年多くの人が訪れている。  

  

＜仁淀川地域＞  

■土佐市  

土佐市は，仁淀川の河口部に位置し，高知市に隣接している。温暖な気候と豊かな自然の

恩恵を受け，果物類・野菜類・花卉類など農業のほか，仁淀川の豊かな水を活用した製紙工

業や，沿岸漁業，水産物加工など，多彩な産業が成り立っている。  

  

■いの町  

いの町は，高知県の中央部に位置し，県都高知市に隣接しながらも水質日本一の仁淀川や

吉野川，また，石鎚国立公園に指定されている瓶ヶ森や寒風山をはじめ山・川の豊かな自然

に恵まれ，土佐和紙発祥の地として昔から製紙業が盛んな町である。  

  

■仁淀川町  

仁淀川町は，高知県の北西部に位置し，農林業や鉱業が主要産業となっている。神楽や秋

葉祭り，太鼓踊りなどの伝統文化が多く，また，桜や花桃などの観光資源も豊富である。 

清流仁淀川の源流仁淀ブルーを活かした観光を推進している。  
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■佐川町  

佐川町は，高知県の中西部，愛媛方面への国道とＪＲ土讃線が通る交通の結節点に位置し 

ている。江戸時代から続く酒蔵を中心とした町並みを残し，牧野富太郎博士など多くの偉人 

を輩出したことから「文教のまち」として知られている。  

  

■越知町  

越知町は高知県の中央部，清流仁淀川が流れる中山間地域に位置し，町のシンボル横倉山

や，夏のキャンプ，カヌー・ラフティング，秋のコスモスまつりなど多くの人が訪れる。 

また高知ファイティングドッグスのホームタウンとして，スポーツが身近に感じられる町

となっている。  

  

■日高村  

高知市から約 16kmと意外に近い村でありながら，二つのゴルフ場を有し，仁淀川での屋形

船やサップなど自然を生かした体験型観光を推進している。特産品はシュガートマトや霧山茶

や芋けんぴ。世界的に有名な土佐和紙の生産やオムライス街道など話題に事欠かない村となっ

ている。  

  

＜高幡
こうばん

地域＞  

■須崎市  

須崎市は高知県の中西部に位置し，国の重要港湾である須崎港を有するとともに，名物鍋

焼きラーメンをはじめ，みょうがやウツボなど特産品が豊富である。また，須崎市マスコッ

トキャラクター「しんじょう君」のイベントなどで全国から多く人が訪れている。  

  

■中土佐町  

中土佐町は，太平洋岸に面した高知県の中西部に位置し，青い海，日本最後の清流四万十

川，緑豊かな山野といった自然環境に恵まれた町で，国の重要文化的景観にも選定され，土

佐の一本釣り，大正町市場，沈下橋は全国的に有名で県外からも多くの人が訪れている。  

  

■梼原町  

梼原町は，高知県の中西部，愛媛県との県境に位置し，四国カルストに抱かれた山間の町

で，「雲の上の町」ともよばれている。主要産業の農林業のほか，町内に６つある建築家の隈

研吾氏による建造物を生かした観光の取り組みを進め，多くの方々が訪れている。  

  

■津野町  

津野町は高知県の中西部に位置し，日本最後の清流四万十川や日本三大カルストのひとつ

四国カルスト天狗高原など観光資源が豊富で，津野山古式神楽や花取り踊りなど伝統文化が

息づき，特産品のお茶を使った「満天の星大福」など６次産業化の取組を進めている。 
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 ■四万十町  

四万十町は，高知県の中西部にある山・川・海の自然に囲まれた中山間地域の町で，特産

品としてアユや栗焼酎がある。全国的にも有名な四万十川の中流域に位置し，夏場にはラフ

ティングやカヌーなどの川遊びやキャンプが人気となっており，例年多くの観光客が訪れて

いる。  

  

＜幡多
は た

地域＞  

■宿毛市  

宿毛市は四国の西南端に位置し，黒潮の影響を強く受ける宿毛湾は，豊かな漁場となって

いる。また，県内唯一の有人離島「沖の島」，「鵜来島」は，磯釣りやダイビングのメッカで

ある。温暖な気候を活かし「文旦」，「直七」など，柑橘系果樹栽培が盛んである。  

  

■土佐清水市  

土佐清水市は，四国の最南端に位置し，足摺沖の好漁場と風光明媚な自然美を有すること

から漁業と観光のまちとして栄え，主要魚種のメジカを原料とする宗田節生産量は全国シェ

アの７割を占め，足摺岬や竜串海岸を中心に年間約 65万人の観光客が訪れている。  

  

■四万十市  

四万十市は，高知県の西南部「幡多地域」の中央部に位置し，古くから幡多の政治，経

済，文化，交通の中心地として栄えてきた。四万十川に代表される豊かな自然や，土佐の小

京都として育まれてきた歴史・文化に魅せられ，四季を通じて多くの観光客が訪れている。  

  

■大月町  

大月町は，高知県の西南端に位置し，温暖な気候風土に恵まれている。漁業と農業の盛ん

な町だが，最近では磯釣りやダイビングが楽しめる柏島をはじめ足摺宇和海国立公園の自然

美や海中景観など観光面において全国から注目されている。  

  

■三原村  

三原村は，高知県西南部の幡多地域に位置し，標高約 120m の高原盆地を形成する水と緑

の豊かな村である。主要産業は農林業で，米やどぶろくが特産品であるほか，柚子の産地化

にも取り組んでいる。  

  

■黒潮町  

黒潮町は高知県の西南地域に位置しており，南国特有の温暖な気候で施設園芸や土佐カツ

オ一本釣り漁業が盛んである。また，美しい４kmの砂浜を活用した「Ｔシャツアート展」な

ど観光資源も豊富で県外からも多くの人が訪れている。  
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               圏域における主な１次産業産品 

地域  市町村  １次産業産品  

高知市  高知市  グロリオサ，きゅうり，トマト，新高梨，しょうが  

安芸  室戸市  金目鯛，ナス，びわ，ナガレコ，サツマイモ  

安芸市  ナス，柚子，シラス，土佐ジロー，入河内大根  

東洋町  トマト，ナス，マグロ，アユ，ポンカン  

奈半利町  いちじく，スイカ，金目鯛，豚（肉），米  

田野町  オクラ，米，土佐和牛(肉)，ナス，茶  

安田町  アユ，ナス，柚子，オクラ，自然薯  

北川村  柚子，ナス，ミョウガ，オクラ，鹿（肉）  

馬路村  柚子，魚梁瀬杉，桧，アユ，米  

芸西村  ナス，ピーマン，ブルースター，トルコギキョウ，土佐鴨  

物部川  南国市  米，しょうが，シシトウ，軍鶏，四方竹  

香南市  シイラ，どろめ，ニラ，みかん，メロン  

香美市  ニラ，やっこねぎ，柚子，青ねぎ，オクラ  

嶺北  本山町  米（土佐天空の郷），しょうが，三色ピーマン，土佐和牛（肉），米ナス  

大豊町  米，柚子，猪・鹿（肉），銀不老，ぜんまい  

土佐町  米，米ナス，ゆり，杉，土佐あかうし(肉)  

大川村  土佐はちきん地鶏，大川黒牛，ほうれん草，カラーピーマン，花卉（ゆり）  

仁淀川  土佐市  土佐文旦，しょうが，メロン，ゆり，一本釣りうるめ  

いの町  しょうが，白芽芋，マンゴー，柚子，きゅうり  

仁淀川町  茶，トマト，杉，桧，文旦  

佐川町  いちご，新高梨，牛乳（ぢちち），ニラ，茶  

越知町  山椒，しょうが，文旦，アユ，土佐和牛(肉)  

日高村  トマト，しょうが，米，茶，オクラ  

高幡  須崎市  ミョウガ，きゅうり，ポンカン，ウツボ，ソウダカツオ（メジカ）  

中土佐町  カツオ，ソウダカツオ（メジカ），米，七面鳥（肉），桧  

梼原町  米ナス，ミョウガ，甘長トウガラシ，原木しいたけ，土佐和牛（肉）  

津野町  しょうが，茶，ミョウガ，シシトウ，米ナス  
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四万十町  米，しょうが，桧，アユ，豚（肉）  

幡多  宿毛市  直七（酢蜜柑），文旦，イチゴ，きびなご，ぶり（養殖）  

土佐清水市  ソウダカツオ（メジカ），清水サバ，土佐極鶏あしずりキング，あしずり黒潮米，きゅうり  

四万十市  ぶしゅかん，四万十農法米，栗，アユ，桧  

大月町  イチゴ，ナス，シシトウ，クロマグロ（養殖），ぶり  

三原村  米，トマト，柚子，茶，桧  

黒潮町  カツオ，きゅうり，ニラ，ミョウガ，しめじ  

（資料）各市町村への照会により作成  

 

 

圏域における主な２次産業産品  

地域  市町村  ２次産業産品  

高知市  高知市  皿鉢料理，石灰石，紙加工品，宝石珊瑚，油圧機械  

安芸  室戸市  室戸海洋深層水，土佐備長炭，塩干品，水産練製品，鍛造品  

安芸市  芋ケンピ，ちりめんじゃこ，陶芸品，土佐瓦，土佐の清酒  

東洋町  こけら寿司  

奈半利町  船舶，塩干品，皿鉢料理，田舎寿司，味噌  

田野町  アイスクリン，塩干品，皿鉢料理，土佐の清酒，天日塩  

安田町  土佐の清酒，土佐の焼酎，土佐の名水，田舎寿司，塩干品  

北川村  柚子加工飲食料品，田舎寿司，かんばもち（芋の餅）  

馬路村  柚子加工飲食料品，木製品，木工品，化粧品  

芸西村  白玉糖（黒砂糖），土佐の清酒（しらぎく），黒砂糖加工品  

物部川  南国市  農器具部品，猟銃，電子部品，土佐打刃物，ちりめんじゃこ  

香南市  ちりめんじゃこ，水産練製品，土佐の清酒，工作機械，鋳造品・鋳鋼品  

香美市  土佐打刃物，フラフ・のぼり，木工品，土佐瓦，猟銃部品  

嶺北  本山町  木レース等の木工製品，柚子加工品，しそ加工品，米焼酎，どぶろく  

大豊町  碁石茶，柚子飲料，どぶろく，製材製品，柚子製品  

土佐町  土佐の清酒（桂月），米粉・米粉加工品，木工品，柚子加工品，ワイン  

大川村  木材加工品（家具等）  

仁淀川  土佐市  土佐和紙，紙製品，土佐の地酒，ウツボのたたき，鰹節  
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いの町  手漉き和紙，機械抄き紙，不織布，土佐の清酒，氷菓  

仁淀川町  石灰石，土佐和紙，木工品  

佐川町  土佐の清酒（司牡丹），デジタルによるものづくり，土佐瓦，山椒餅，アイスクリン  

越知町  芋ケンピ，柚子飲料  

日高村  機械抄き紙，紙加工品，芋ケンピ，トマト加工品，オムライス  

高幡  須崎市  鍋焼きラーメン，石灰石，土佐打刃物，竹加工品  

中土佐町  カツオのたたき，精密機械器具，土佐の清酒，土佐の名水，天日塩  

梼原町  皿鉢料理，木質ペレット，猟銃部品，ジビエ加工品  

津野町  田舎寿司，茶製品（菓子等），精密機械器具  

四万十町  田舎寿司，皿鉢料理，集成材，土佐の焼酎，土佐の清酒  

幡多  宿毛市  宝石珊瑚，木質ペレット，水産練製品，土佐の焼酎，塩干品  

土佐清水市  宗田節，姫カツオ，焼きサバ寿司，塩干品  

四万十市  ぶしゅかん加工品，水産練製品，柚子加工品，田舎寿司，皿鉢料理  

大月町  塩干品，海藻加工品，水産練製品，土佐備長炭，宝石珊瑚  

三原村  皿鉢料理，トマト加工品，柚子加工品，土佐硯，どぶろく  

黒潮町  天日塩，黒砂糖，ジーンズ，カツオのたたき，和紙の手漉き製紙  

（資料）各市町村への照会により作成  

 

 

圏域内の主要な観光資源  

地域  市町村  観光資源 

高知市  高知市  高知城，街路市，桂浜，はりまや橋，路面電車  

安芸  室戸市  室戸ユネスコ世界ジオパーク，むろと廃校水族館，吉良川町のまちなみ，だ

るま朝日・だるま夕日，四国八十八箇所霊場と遍路道  

安芸市  野良時計，岩崎彌太郎生家，土居廓中(武家屋敷），伊尾木洞，童謡の里  

東洋町  白浜海水浴場，生見サーフィンビーチ，野根川  

奈半利町  サンゴ礁，奈半利町伝統的建造物群，野根山街道，ふるさと海岸，琵琶ヶ滝  

田野町  だるま夕日，岡御殿，二十三士公園，森林鉄道，天日塩  

安田町  四国八十八箇所霊場と遍路道，魚梁瀬森林鉄道遺構，ごめん・なはり線，高

知の山里，だるま朝日・だるま夕日  

北川村  中岡慎太郎館，モネの庭マルモッタン，北川村温泉，森林鉄道，野根山街

道  
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馬路村  千本山，朝日出の大杉，旧魚梁瀬森林鉄道施設，安田川，馬路温泉  

芸西村  琴ケ浜松原，メランジュ帯，琴ケ浜野外劇場，伝承館，旧末延堂医院  

物部川  南国市  岡豊城跡，ものづくりサポートセンター，土佐オナガドリ発祥の地，西島園芸

団地，県立歴史民俗資料館  

香南市  どろめ祭り，絵金，弁天座，手結住吉県立自然公園，ごめん・なはり線  

香美市  龍河洞，轟の滝，べふ峡，アンパンマンミュージアム，秦山公園  

嶺北  本山町  県立自然公園帰全山公園，県立自然公園白髪山（白骨林と根下り桧），工

石山の紅廉石，汗見川渓谷と枕状溶岩，モンベルアウトドアヴィレッジ本山   

大豊町  吉野川，杉の大杉，ラフティング，梶ヶ森，ゆとりすとパーク  

土佐町  湖の駅さめうらレイクタウン，吉野川，さめうら湖（早明浦ダム湖），瀬戸川渓

谷，稲村山  

大川村  大座礼山，平家平，小金滝，大北川渓谷，早明浦ダム湖  

仁淀川  土佐市  五色の浜横浪メランジュ，仁淀川，大綱まつり，鎌田井筋，四国八十八箇所

霊場と遍路道  

いの町  紙の博物館，土佐和紙工芸村，グリーン・パークほどの，道の駅木の香，町

道瓶ヶ森線（UFＯライン）  

仁淀川町  秋葉祭り，土佐の神楽，沈下橋，仁淀川，桜  

佐川町  酒蔵の町並み，長谷渓谷（シャワークライミング），牧野公園（牧野富太郎の

植物），青山文庫（江戸幕末期資料），地質館  

越知町  高知の山里，コスモスまつり，沈下橋，仁淀川，キャンプ場  

日高村  沈下橋，屋形船・仁淀川，猿田洞，調整池（フットパス），日下川放水トンネ

ル 

（インフラツーリズム）  

高幡  須崎市  須崎市マスコットキャラクター「しんじょう君」，二尺玉花火，横浪黒潮ライン，

大谷のクスノキ，上分大日如来座像  

中土佐町  大正町市場，四万十川（沈下橋），黒潮本陣・黒潮工房，上ノ加江漁業体

験，矢井賀釣りイカダ  

梼原町  土佐の神楽（津野山神楽），坂本龍馬脱藩の道，四国カルスト，森林セラピ

ー基地・ロード，隈研吾施設群  

津野町  津野山古式神楽，四国カルスト，四万十川源流点，風車（風力発電），長沢

の滝  

四万十町  四国八十八箇所霊場と遍路道，四万十川，海洋堂ホビー館，沈下橋，こい

のぼりの川渡し  

幡多  宿毛市  だるま夕日，横瀬川ダムクライミング施設，四国八十八箇所霊場と遍路道，

足摺宇和海国立公園(沖の島，鵜来島)，宿毛まちのえき林邸  
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土佐清水市  竜串・見残し海岸，SATOUMI，ジョン万次郎資料館，足摺海底館，スノーピ

ーク土佐清水キャンプフィールド  

四万十市  四万十川，Shimanto+Terrace はれのば，トンボ王国（トンボ自然公園），道の

駅よって西土佐，四万十川の駅カヌー館  

大月町  足摺宇和海国立公園，サンゴ礁，四国八十八箇所霊場と遍路道，宿毛湾，

風車（風力発電）  

三原村  山里の景観と田園風景，ヒメノボタンの里公園，今ノ山，里の古木，どぶろく

農林文化祭  

黒潮町  入野松原（国指定文化財）・入野海岸，カツオふれあいセンター黒潮一番

館，大方ホエールウォッチング，土佐西南大規模公園，砂浜美術館  

（資料）各市町村への照会により作成  

   

  


