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新
に い は ま し

居浜市
〒７９２−８５８５
　新居浜市一宮町一丁目５番１号

電話
番号

（０８９７）
６５−１２３４

地域
指定 離島　過疎　山振　辺地（１）　農振 FAX

（０８９７）
６５−１２１６

（代表）

昭１２．１１．３  市制施行
昭２８．５．３  編入　垣生村　大島村　多喜浜村
　　　　　　　　　神郷村
昭３０．３．３１  編入　船木村　泉川町　中萩町
　　　　　　　　　大生院村
昭３４．４．１  編入　角野町
平１５．４．１  編入　別子山村

　大化の改新後郡制がしかれて、この地方に神野郡（後の 
新居郡）が置かれた。神野郡の郡家（郡役所）は初め郡の西
部（西条地方）に設けられたが、奈良朝末期これを郡の東部
中村に遷し、ここに新庁舎を創建して「新居」とした。そして、 
神野郡新居郷の北方海浜を「新居浜」と呼ぶようになった。

　北は瀬戸内海、南は四国山脈を仰ぎ、気候・風土に恵 
まれている。元禄４年の別子銅山開坑によって繁栄し、沿
岸地帯は住友関係の工場群が帯状に形成され四国屈指
の臨海工業都市となっている。南側の赤石山系は、ツガザ
クラやアカモノ等が自生する全国屈指の高山植物の宝庫
である。平成１５年４月１日、別子銅山という文化歴史的背
景を共有した別子山村と合併し、共通の歴史を活かしたま
ちづくりに取り組んでいる。

建築年度 増 改 築 主な増改築箇所

昭５５年度

区　分 名　前 任　期

市　長 石
いしかわ

川　勝
かつゆき

行 平成２８．１１．１７

副市長 近藤　清孝 平成２８．１２．３１

議長 藤田　豊治 副議長 伊藤　謙司

議員 （条例定数）

（現　　員）

２６人

２６人

任期  平成３１．５．１

普通会計 ７８８人

企業会計 ５８人

その他会計 ５２人

計 ８９８人

〈沿　革〉

〈由　来〉

〈行政組織〉

〈地　図〉

　（交通機関） 　ＪＲ新居浜駅からバスで５分（市役所前下車）

（平成２７．４．１現在） 議　会　（平成２７．５．１５現在） 職員数（平成２７．４．１現在）

〈市町のあらまし〉

〈庁舎の建設年度〉

●黒島海浜公園
●マリンパーク新居浜

●八旗神社

●銅夢にいはま
●一宮神社

●滝の宮公園 ●市民の森

●池田池公園

●広瀬公園 ●山根公園
●広瀬歴史記念館

●愛媛県総合科学博物館

にいはま

たきはま

新居浜 I.C

●マイントピア別子（端出場）

●清滝

●

●黒島海浜公園
●マリンパーク新居浜

●八旗神社

●銅夢にいはま
●一宮神社

●滝の宮公園

市役所

●市民の森

●池田池公園

●広瀬公園 ●山根公園
●広瀬歴史記念館

●愛媛県総合科学博物館
至松山

至高松
なかはぎ

にいはま

たきはま

新居浜 I.C

●マイントピア別子（端出場）

●マイントピア別子（東平）

●旧別子

　森林公園
●ゆらぎの森

●銅山の里自然の家

●銚子の滝 ●魔戸の滝

●清滝

●

●●
市役所 あかがねミュージアムあかがねミュージアム

銅夢にいはま

武德殿

市民文化センター

一宮神社

消防署

警察署

ふれあいプラザ

ウイメンズプラザ

保健センター

新居浜駅

市役所

郷土美術館

銅夢にいはま

武德殿

市民文化センター

一宮神社

消防署

警察署

ふれあいプラザ

ウイメンズプラザ

保健センター

あかがねミュージアムあかがねミュージアム

新居浜駅

市役所

郷土美術館
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区　分 ６０国調 平２国調 平７国調 平１２国調 平１７国調 平２２国調 ２７．１．１住基

人　口 （△０．１％）
１３２，５４０

（△２．３％）
１２９，４６７

（△１．０％）
１２８，２３６

（△１．９％）
１２５，８１４

（△１．５％）
１２３，９５２

（△１．８％）
１２１，７３５ １２３，３３０

男 ６３，８７５ ６２，２５５ ６１，６１９ ６０，１７２ ５９，１９０ ５８，２１９ ５９，０７５

女 ６８，６６５ ６７，２１２ ６６，６１７ ６５，６４２ ６４，７６２ ６３，５１６ ６４，２５５

世帯数 ４３，１５０ ４４，４３９ ４６，７２２ ４８，２７２ ４９，４８４ ５０，３７７ ５７，１５９

区　分 １４歳以下 １５歳以上６４歳以下 ６５歳以上

人　口 １６，５５０　人 ７１，７３０　人 ３２，６４３　人

構成比 １３．７　％ ５９．３　％ ２７．０　％

区　分 総生産額（平２４年度） 就業人口（平２２国調）

第１次 １，９６５ ０．５　％ ７８９ １．４　％

第２次 １２７，４４８ ２９．５　％ １７，１４３ ３１．５　％

第３次 ３０２，８７０ ７０．１　％ ３４，４７９ ６３．３　％

計 ４３２，２８３ １００．０　％ ５４，４６２ １００．０　％

品　　　　　名 製造品出荷額等

　化学 ２５０，７６７

　非鉄金属 ２２９，５２５

事　　　業　　　名 事　業　費

公営住宅建替推進事業 ３８０

上部東西線改良事業（街路） １９４

清掃センター施設整備事業 １７９

総合文化施設建設事業 ２,３１４

消防救急無線デジタル化整備事業 ５７４

駅周辺整備事業 ４０３

介護基盤緊急整備事業 ２３６

文化施設環境整備事業 ２２２

国体施設整備事業 １７９

事　　　業　　　名 事　業　費

公営住宅建替推進事業 ９０７

上部東西線改良事業（街路） ４０５

清掃センター施設整備事業 ３,６３３

防災拠点施設建設事業 ５,４９２

小学校大規模改造事業 ２,５９３

市営住宅改善事業 ７６１

角野船木線改良事業 ５５５

消防自動車整備事業 ３８２

庁舎等整備事業 ３３１

１人当たり
市町民所得

千円
２，７３６

男 ４７，２７３　人

女 ５２，７９９　人

計 １００，０７２　人

総　面　積 林 野 面 積 林　野　率 経営耕地面積 宅 地 化 率

平２６．１０．１（㎢） 田 畑 樹園地 平２５．１．１

２３４．４６ １７，１２９ ７３．１ ４２３ ３４２ ４６ ３５ ２３．４

〈人口・世帯数〉 （　　）は増減率

年齢構成　（平２２国調）

〈産　業〉　産業構造

主要製造業　（平２５年）

平成２６年度の主な建設事業 今後の主な建設事業

所得　（平２４年度）

 （注）「総生産額」の計欄は帰属利子の控除等を行っており、「就業人口」の計欄は分類不能の人数を含む。

（百万円・人）

（百万円）

（百万円） （百万円）

選挙人名簿
登録者数　（平２７．９．２現在）

〈土地利用〉 （平２２．２．１現在） 　（ｈａ． ％）
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名勝旧跡

観光施設

渓谷・別子ライン　別子銅山遺跡　赤石山系高山植物　清滝　銚子の滝　魔戸の滝　広瀬公園　滝の宮
公園　市民の森　山根公園　稲荷山公園　国領川緑地　黒島海浜公園　一宮神社　池田池公園
新居浜マリーナ（マリンパーク新居浜）　瑞応寺　慈眼寺　武徳殿　遠登志橋　マイントピア別子（端出場・ 
東平）　郷土美術館　広瀬歴史記念館　住友化学㈱愛媛工場歴史資料館　大島　森林公園ゆらぎの森
愛媛県総合科学博物館　住友の森エコシステム　別子銅山記念館　あかがねミュージアム

祭　　り

催 し 物

新居浜太鼓祭り（１０月中旬）　春の市民文化祭（４月上旬〜）　市民歩け歩け大会（４月上旬）　春は子ども天 
国（５月上旬）　パーゴラ藤祭り（５月上旬〜中旬）　しゃく薬まつり（５月）　夜市（６月上旬〜７月下旬の土曜日）
稲荷市（７月下旬の土曜日）　にいはま納涼花火大会（７月最終金曜日）　にいはま夏まつり（８月上旬）
鹿の子百合まつり（８月中旬）　サマーフェスティバルｉｎマイントピア別子（８月下旬）　新居のいもだき（９月上
旬〜１０月中旬）　生き生き幸せフェスティバル（１０月上旬）　もみじ祭り（１１月上旬）
秋の芸術祭（１０月下旬〜１１月上旬）　にいはま農業まつり（１１月）　紅葉と冬の桜まつり（１２月上旬） 
新居浜凧あげ大会（１月中旬）　とうどおくり（成人の日（大島））　はまさい（１月下旬） 
グローバルパーティー（２月中旬）

公　　営
宿泊施設

銅山の里自然の家　別子ハイツ自然学習館　新居浜マリーナ（研修宿泊施設）
森林公園ゆらぎの森（オーベルジュゆらぎ）

実装機部品交換ミス防止システム「ポカノン」　泡てんぼう3200　ＤＣ／ＤＣコンバーター　穂農家（ソフトウェア）
うろこ取り名人　オリジナルオーダーグローブ　新居浜型太鼓台ミニチュア　ミニミニチュア太鼓台　ふぐざく　白いも　
いちご　銅滴　ユークリスタル　新居のいもだき　えび天　じゃこ天　えびちくわ　いよ柑漬（菓子）　栗タルト　
神仙茸（アガリクス茸）　しし鍋　華姫桜（日本酒）　別子飴　御栗タルト　味一番だいだい味付けポン酢　
にいはまそだち（菓子）　銅山漬　伊予柑うどん　ぶっかけしょうゆ　祝いパン豆　極上太鼓祭（菓子）　抹茶大福指月　
絹かわなす（漬物）　ソルティちゃん（菓子）　あんぶん（焼酎）

市民文化センター　銅山の里自然の家　文化振興会館　幼稚園　小学校　中学校　公民館　交流センター　市民体
育館　山根総合体育館　多喜浜体育館　東雲市民プール　山根公園屋内プール　市営野球場　市民テニスコート　
山根公園テニスコート　武徳殿　重量挙練習場　弓道場　山根市民グラウンド　東雲競技場　郷土美術館　別子銅山記
念図書館　総合福祉センター　高齢者福祉センター　養護老人ホーム　保育所　児童センター　児童館　児童養護施 
設　母子生活支援施設　障がい者福祉センター　女性総合センター　墓地・墓園　保健センター　最終処分場　清掃セン
ター　衛生センター　火葬場　工業試験場　えひめ東予産業創造センター　市民の森学習館　貯木場　公営駐車場　
渡海船　下水処理場　市民の森　山根公園　滝の宮公園　池田池公園　黒島海浜公園　国領川緑地　新居浜テレコ
ムプラザ　別子ハイツ自然学習館　マイントピア別子（端出場温泉保養センター・東平記念館）　新居浜マリーナ　広瀬歴史
記念館　商業振興センター　喜光地イベント広場　市営サッカー場　愛媛県総合科学博物館　学校給食センター　水道水
質検査センター　森林公園ゆらぎの森　公営住宅　別子山市民グラウンド　別子山市民プール　ふるさと館　高齢者生き
がい創造学園　生涯学習センター　青少年センター　別子山地域バス　ものづくり産業振興センター　あかがねミュージアム

（総合文化施設・美術館）

１． 快適交流　　人が集い、快適で利便性の高い都市の実現

２． 環境調和　　地域にやさしい、地球にやさしい暮らしの実現

３． 経済活力　　持続的発展が可能な、活力ある産業活動の実現

４． 健康福祉　　誰もが健康で、生きがいと安心感のある暮らしの実現

５． 教育文化　　市民の力が育まれ、次世代へ継承される社会の実現

６． 自立協働　　多様な地域主体が自立・連携する協働型社会の実現

「地域コミュニティ再生事業交付金」…新居浜市連合自治会が、地域コミュニティ再生のため主体的に地域の活性化を図る
とともに、市民福祉の向上と市政の発展に資するために実施する事業に対し交付金を交付すること
により、市民と行政との協働によるまちづくりを推進する。

「防犯灯LED化整備事業」…既存の自治会防犯灯を、リース事業により全額市の負担でLED化し、自治会の負担軽減によ
る地域コミュニティの活性化、安全安心なまちづくりの推進を図るとともに、省エネルギー及び二酸化
炭素排出削減を促進する。

〈観光・レクリエーション〉

〈名物・特産品〉

〈主な公共施設〉

〈主要課題〉

〈地域づくりの事業等〉
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形態 地方公社の名称 設立登記
年月日

資本金（千円）
出資割合（％） 主　な　事　業　内　容

（株）

（特）

（公財）

（公財）

（有）

マイントピア別子

新居浜市土地開発公社

新居浜市文化体育振興事業団

えひめ東予産業創造センター

別子木材センター

平元．４．１０

昭４８．３．８

昭６１．８．１

平 ２．９．１２

昭６１．１．２８

２４０，０００
（３６．３）
１０，０００

（１００．０）
５０，０００

（１００．０）
６２５，８３４
（６０．１）

３５，５００
（９８．３）

鉱山資料館及び関連展示施設の経営

公共用地先行取得

文化体育施設の管理運営
文化体育事業の企画及び実施
中小企業の高度化・育成・支援業務
センター施設・機器等賃貸業務
各種研修等人材育成業務

造作用の集成材の製造

基　　　本　　　構　　　想 基　本　計　画

計　　画　　の　　名　　称 議決年月日 期　　　間 期　　　間

　第五次新居浜市長期総合計画 平２２．１２．１６ 平２３〜平３２年 平２３〜平３２年

〈市町が出資している地方公社の設立状況〉 （平成２７． ４． １現在）

新居浜市

〈総合計画〉

〈行政機構〉 （平成２７．４．１現在）

市　長

議　　　会 事 務 局 議事課

選挙管理委員会 事 務 局
監査委員 事 務 局
農業委員会 事 務 局
港 務 局 事 務 局 港湾課
公平委員会
固定資産評価審査委員会
土地開発公社 総務課　用地課　事業課

教育委員会 事 務 局 社会教育課　学校教育課　発達支援課　スポーツ文化課　学校給食課
教育機関 別子銅山記念図書館他

副市長

会計管理者

企　画　部 総合政策課　秘書広報課　財政課
情報政策課　別子銅山文化遺産課
地方創生推進室　国体推進室　港湾管理課

総　務　部 総務課　人事課　契約課
管財課　市民税課　資産税課　収税課　債権管理対策室

福　祉　部 地域福祉課　生活福祉課　介護福祉課　子育て支援課
国保課　保健センター
東新学園

市　民　部 地域コミュニティ課　防災安全課
人権擁護課　男女共同参画課
市民課　上部支所　川東支所

環　境　部 環境保全課　ごみ減量課　環境施設課
下水道管理課　下水道建設課

経　済　部 産業振興課　運輸観光課　農林水産課
農地整備課　別子山支所

建　設　部 都市計画課　道路課
用地課　建築住宅課　建築指導課

出　納　室
消 防 本 部 総務警防課　予防課　通信指令課
北 消 防 署 消防課　川東分署
南 消 防 署 消防課
水　道　局 水道総務課　工務課　水源管理課


