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今治市
〒７９４－８５１１
　今治市別宮町１丁目４番地１

電話
番号

（０８９８）
３２－５２００

地域
指定

離島　過疎　山振　辺地（１２）　特農　
農振　瀬国観テ　国立公園　県立公園 FAX

（０８９８）
３２－５２１１

（代表）

平１７１．１６  市制施行
（今治市・朝倉村・玉川町・波方町・
大西町・菊間町・吉海町・宮窪町・
伯方町・上浦町・大三島町・
関前村　合併）

　「今治」が文献にあらわれた最初は、建治２年（１２７６）頃
で１４世紀後半の「太平記」には「今張」をのせている。また、 
徳川初期の「予章記」には「今治」を用い慶長５年（１６００）藤
堂高虎がこの地に任じ今治城を築城した際「今張」を「今治」
として届出したといわれ寛永１０年（１６３５）の系譜には「今
治」が使われている。その後しばらくは今張、今はり、今ばりと 
書かれ宝永２年（１７０５）以降は「今治」が専用されている。
　この様に時代の変遷とともに変化してきた地名とともに呼 
称もイマハリ、イマハル、いまばる、いまばりなど種々使用され 
一定していなかった。こうしたことから大正９年２月１１日旧今
治市制が施行され、呼称問題が持ち上がり大正９年９月８ 
日市議会において「いまばり」と呼称することが議決され「今
治市（いまばりし）」となり平成の合併でも、この名称を引き継 
いだ。

　愛媛県の北東部に位置し、高縄半島の東半分を占める
陸地部と、芸予諸島の南半分の島しょ部からなる。古墳時
代の多くの遺跡や、中世には伊予国府が置かれていたこと
が示すように、古くから瀬戸内海交通の要衝で、東予地方
の政治、経済、文化の中心地として発展してきた。芸予諸 
島は伊予水軍の活躍の舞台として有名である。タオル、縫
製、造船などが地場産業として発展するとともに、西瀬戸
自動車道（瀬戸内しまなみ海道）の開通により中四国の交
流、流通の拠点となった。平成１７年１月１６日、旧今治市 
及び越智郡１１か町村の合併により、人口１８万人となり、

神社などの歴史遺産を誇る観光都市、造船・海運都市とし
て重要性を高めている。

建物名称 建築 改築 主な増改築箇所

本　　館 昭３３ 平 ６ 電気設備、空調設備、内装改修

第１別館 昭４７ 〃 〃

第２別館 平 ６

附 属 棟 平 ６

区　分 名　前 任　期

市　長 菅　　良二 平成２９．２．１９

副市長 長野　和幸 平成２９．３．４

議長 渡辺　文喜 副議長 森　　京典

議員 （条例定数）

（現　　員）

３４人

３４人

任期  平成２９．２．１９

普通会計 １，２６０人

企業会計 ８４人

その他会計 ４７人

計 １，３９１人

〈沿　革〉

〈由　来〉

〈行政組織〉

〈地　図〉

　（交通機関） 　ＪＲ今治駅から徒歩５分

（平成２８．４．１現在） 議　会　（平成２８．４．１現在） 職員数（平成２８．４．１現在）

〈市町のあらまし〉

〈庁舎の建設年度〉

大三島IC

しまなみ海道
（西瀬戸自動車道）

伯方島IC

大島北IC

大島南IC

なみかたえき

おおにしえき

はしはまえき

いまばりえき

いよとみたえき

いよさくらいえき

いよかめおかえき

きくまえき

今治北IC

今治IC

松山市
西条市

今治湯ノ浦IC

今治小松
 自動車道

今治市役所

多々羅大橋

伯方・大島大橋

来島海峡大橋

今治駅東第 駐車場

←至常盤町
第 別館

第 別館

本館、第・別館

至波方→

（富士火災ビル）

今治市役所

今治駅東
第 駐車場

ロータリー

旧今治小学校

至今治港↓

ロータリー

旧今治小学校

今治駅

至今治港↓
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区　分 平２国調 平７国調 平１２国調 平１７国調 平２２国調 ２８．１．１住基

人　口 （△３．２％）
１９１，５０４

（△３．２％）
１８５，４３５

（△２．６％）
１８０，６２７

（△３．７％）
１７３，９８３

（△４．３％）
１６６，５３２ １６４，７６９

男 ８９，３１７ ８６，３７７ ８３，９２５ ８０，７４５ ７７，８９３ ７８，０３７

女 １０２，１８７ ９９，０５８ ９６，７０２ ９３，２３８ ８８，６３９ ８６，７３２

世帯数 ６４，７８１ ６６，６９２ ６８，６２６ ６９，０１５ ６８，２４９ ７５，７９２

区　分 １４歳以下 １５歳以上６４歳以下 ６５歳以上

人　口 １８，８１６　人 ８６，０５７　人 ５２，６３６　人

構成比 １１．９　％ ５４．４　％ ３３．３　％

区　分 総生産額（平２５年度） 就業人口（平２２国調）

第１次 　９，６８６ １．５　％ ４，７５２ ６．４　％

第２次 ２３６，８４２ ３６．３　％ ２３，５９８ ３１．９　％

第３次 ４０５，２６１ ６２．２　％ ４４，２３６ ５９．９　％

計 ６５１，７８９ １００．０　％ ７３，９０７ １００．０　％

品　　　　　名 製造品出荷額等

　輸送用機械 ３２５，６１８

　繊維 ４１，８５７

事　　　業　　　名 事　業　費

下水道事業 １，５１５

公園整備事業 　　５１３

道路・街路事業 １，３２２

今治新都市整備事業 ５１８

耐震改修事業 ２８４

港湾整備事業 ４８１

衛生施設整備事業 ２５７,１

教育施設整備事業 ５０８

漁港改良事業 ４４２

事　　　業　　　名 事　業　費

下水道事業 －

公園整備事業 －

道路・街路事業 －

今治新都市整備事業 －

耐震改修事業 －

港湾整備事業 －

衛生施設整備事業 －

文化施設整備事業 －

１人当たり
市町民所得

千円
２，８８８

男 ６４，２００　人

女 ７３，８０６　人

計 １３８，００６　人

総　面　積 林野面積 林　野　率 経営耕地面積 宅地化率

平２７．１０．１（㎢） 田 畑 樹園地 平２７．１．１

４１９．１３ ２２，３６７ ５３．４ ２，４１０ １，１９３ ２０４ １，０１２ １２．１

〈人口・世帯数〉 （　　）は増減率

年齢構成　（平２７国調）

〈産　業〉　産業構造

主要製造業　（平２６年）

平成２７年度の主な建設事業 今後の主な建設事業

所得　（平２５年度）

。む含を数人の能不類分は欄計の」口人業就「、りおてっ行を等除控の子利属帰は欄計の」額産生総「）注（ 

（百万円・人）

（百万円）

（百万円） （百万円）

選挙人名簿
登録者数　（平２８．９．２現在）

〈土地利用〉 （平２７．２．１現在） 　（ｈａ． ％）

平２７国調

（△５．１％）
１５８，１１４

７４，３３６

８３，７７８

６７，１０５
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名勝旧跡

観光施設

【名勝・観光施設】名勝志島ヶ原・名勝波止浜・綱敷天満神社・今治城・野間馬ハイランド・小島芸予要塞跡・
来島海峡展望館・市民の森・フラワーパーク・しまなみアースランド「今治自然塾」・クアハウス今治（今治） 朝
倉緑のふるさと公園（朝倉） 鈍川渓谷・鈍川せせらぎ交流館（玉川） 大角海浜公園（波方） 妙見山古墳・鴨
池海岸公園（大西） かわら館・歌仙の滝（菊間） 亀老山展望公園・よしうみバラ公園（吉海） 能島城跡・カレ

【重点「道の駅」】今治湯ノ浦温泉（今治） よしうみいきいき館（吉海） ）前関（台望展ニタガナ ）島三大（

祭　　り

催 し 物

1月：客天神社弓祈祷（朝倉）・かわらぬ愛きくま（菊間）　２月：厄除け大祭（菊間）・姫子島神社弓祈祷（関前）
３月：しまなみ縦走（しまなみ海道沿線）　４月：島四国へんろ市（吉海・宮窪）・能島の花見（宮窪）・開山の花見
（伯方）・喜多浦八幡神社春市（伯方）　５月：笠鉾まつり（朝倉）・バラ祭りよしうみ（吉海）・今治地方春祭（今

レース大会（宮窪）・しまなみ海道薪能・三島水軍鶴姫まつり（大三島）・サマーフェスタｉｎかみうら（上浦）　８月：
いまばり市民のまつり「おんまく」（今治）・はかた夏まつり（伯方）　９月：ちびっ子のまうま祭（今治）・大山祇神社産
須奈大祭（大三島）１０月：瀬戸内しまなみ海道スリーデーマーチ・瀬戸内しまなみ海道国際サイクリング大会
サイクリングしまなみ（しまなみ海道沿線）・菊間祭「お供馬の走り込み」（菊間）・よしうみ秋のバラフェスタ（吉海）

公　　営
宿泊施設

サイクリングターミナル「サンライズ糸山」　いまばり湯ノ浦ハイツ（今治）　朝倉ふれあい交流センター（簡易宿
泊施設）　みやくぼ石文化交流館（宮窪）　しまなみふれあい交流館（上浦）　大三島少年自然の家（大三
島）

今治焼き鳥　今治焼豚玉子飯　桜井漆器　今治タオル　温泉スタンド（１００Ｌ１００円） 　菊間瓦　大島石　塩
温州みかん（柑橘類） 　魚介類　鯛めし　イギス豆腐　法楽焼

今治城　河野美術館　玉川近代美術館　かわら館　村上水軍博物館　大三島美術館　ところミュージアム大三島　岩田
健母と子のミュージアム　伊東豊雄建築ミュージアム　村上三島記念館　公会堂　総合福祉センター　クアハウス今治
サン・アビリティーズ今治　鈍川せせらぎ交流館　マーレ・グラッシア大三島　野間馬ハイランド　サイクリングターミナル「サ
ンライズ糸山」　多々羅スポーツ公園　図書館　市民の森・フラワーパーク　しまなみアースランド「今治自然塾」　桜井総合

１ 産業の活性化と雇用の創出
２ 子育て環境の整備と子育て支援の充実
３ 魅力ある地域資源をいかした交流とにぎわいの創出
４ だれもが安心できる快適な暮らしの維持・確保
５ 持続可能な行政運営の体制構築

【今治海事都市構想の推進】
　平成１７年１月の合併によって誕生した新しい今治市は、造船や海運といった海事産業が集まり、世界でも有数の規模を誇
る地域となり、同時に海にまつわる有形・無形の歴史的な資源が数多く残されている地域でもある。そのような地域特性を活か

文事海「」築構のータスラク事海「」成育材人の代世次「、げ掲てしと像来将を」造創の治今市都事海たけ向に代時新「、くべす  
化の振興と交流の促進」を基本指針に定め、同指針に沿った施策の実施に取り組んでいる。

【しまなみ広域連携による観光振興】
　日本の原風景の一つである「瀬戸内しまなみ海道」沿線の景観を全国発信するため、サイクリングなど多彩な地域資源を磨
き上げ、多様なニーズにあった観光周遊ができるよう、しまなみ広域観光圏の形成に取り組んでいる。

〈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〉

伯方S・Cパーク（伯方）多々羅しまなみ公園（上浦）しまなみの駅御島（大三島）【温泉】湯ノ浦温泉（今治）
鈍川温泉（玉川）多々羅温泉（上浦）【美術館・資料館】河野美術館（今治）朝倉ふるさと美術古墳館（朝倉）
玉川近代美術館（玉川） 大西藤山歴史資料館（大西） 吉海郷土文化センター（吉海） 村上水軍博物館
（宮窪） 伯方ふるさと歴史公園（伯方） 村上三島記念館（上浦） 大三島美術館・ところミュージアム大三島・
 岩田健母と子のミュージアム・伊東豊雄建築ミュージアム（大三島）

・大山祇神社抜穂祭（大三島）・おおにしフェスタ（大西）　１１月：朝倉ふれあいフェスタ（朝倉）・ツール・ド・玉川（玉川）

公園　朝倉緑のふるさと公園　大角海浜公園　藤山健康文化公園　星の浦海浜公園　よしうみバラ公園　宮窪石文化
運動公園　来島海峡展望館　（重点「道の駅」）今治湯ノ浦温泉　よしうみいきいき館　伯方S・Cパーク　多々羅しまな
み公園　しまなみの駅御島
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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

（一財）

（公財）

（特）

（株）

（公財）

（一財）

（公財）

（一財）

（株）

（一財）

今治文化振興会

河野育英会

今治市土地開発公社

ＩＪＣ

加根又育英会

今治勤労福祉事業団

檜垣育英会

今治地域地場産業振興センター

大三島ブルーライン

今治市多目的温泉保養館管理公
社

昭４３．４．２５

昭４４．４．５

昭４８．２．１

昭４９．４．１

昭５０．１１１０

昭５１．３．２７

昭５５．１２．２６

昭５８．１２．１６

昭６２．７．２１

平元．４．１

１０，０００
（１００．０）

４３，２４３
）９.１９（

１０，０００
（１００．０）
５１，５００

）８.６２（
９９，１２７
（１００．０）
４０，０００
（９０．０）
１２０，０００

）３.３８（
０００,５１１

（４３．０）
２０，０００

）５.７２（
１０，０００
（１００．０）

・学術文化に関する作品等の収集管理
・学術文化に関する資料の調査研修
・「河野美術館、今治城」の管理運営
・奨学事業

・公拡法その他による用地先行取得事業

・情報処理サービス、ソフトウエア開発、
ＯＡ機器販売、コンサルテーション等
・奨学事業

・勤労者福祉施設の運営管理

・奨学事業

・今治地域における地場産業の振興育成を
目的とした諸事業
・船舶による旅客、荷物及び自動車の運送事
業
・「クアハウス今治」の管理運営

基　　　本　　　構　　　想 基　本　計　画

計　　画　　の　　名　　称 議決年月日 期　　　間 期　　　間

　第２次今治市総合計画 平２７．１２．２２ 平２８～平３７年度 平２８～平３２年度

〈市町が出資している地方公社の設立状況〉 （平成２８． ４． １現在）

今治市

〈総合計画〉

〈行政機構〉 （平成２８．４．１現在）

市　長 副市長

総　　務　　部 総務調整課　人事課　情報政策課　人権啓発課　契約課　防災危機管理課

地域振興局

企 画 財 政 部 企画課　財政課　国体推進課　管財課　納税課　市民税課　資産税課

健 康 福 祉 部 健康推進課

市 民 環 境 部 市民生活課　市民課　保険年金課　環境政策課　リサイクル推進課　クリーンセンター管理課　衛生センター管理課　生活環境課

産 　 業 　 部 商工振興課　観光課　イベント交流推進課　営業戦略課

水 　 道 　 部 水道総務課　水道工務課

中央消防署

東分署

消 　 防 　 署 西消防署

会 計 管 理 者 出納室

波方分署　菊間分署

北消防署

大島分署　大三島分署

今治事業所　朝倉事業所　玉川事業所　菊間事業所　越智諸島事業所

消　防　本　部 総務課　予防課　警防課　通信指令課

市議会事務局市　　議　　会 議会総務課

教育委員会事務局教 育 委 員 会 総務課　学校教育課　社会教育課　文化振興課　体育振興課　学校給食課

朝倉地域教育課　玉川地域教育課　波方地域教育課　大西地域教育課　菊間地域教育課　吉海地域教育課
宮窪地域教育課　伯方地域教育課　上浦地域教育課　大三島地域教育課　関前地域教育課

公 平 委 員 会

選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局

農 業 委 員 会 農業委員会事務局

固定資産評価審査委員会

監　査　委　員 監査委員事務局

農 水 港 湾 部 農林振興課　農業土木課　水産課　港湾建設課　港湾振興課

都 市 建 設 部 道路課　都市政策課　建築指導課　建築営繕課　用地管理課　公園緑地課　住宅管理課

上 下 水 道 部 下水道業務課　下水道工務課　簡易水道課

地域振興課

朝　倉　支　所 住民サービス課　産業建設課

玉　川　支　所 住民サービス課　産業建設課

波　方　支　所 住民サービス課　産業建設課

大　西　支　所 住民サービス課　産業建設課

菊　間　支　所 住民サービス課　産業建設課

吉　海　支　所 住民サービス課　産業建設課

宮　窪　支　所 住民サービス課　産業建設課

伯　方　支　所 住民サービス課　産業建設課

上　浦　支　所 住民サービス課　産業建設課

大 三 島 支 所 住民サービス課　産業建設課

関　前　支　所 住民サービス課　産業建設課

下水道管理事務所

健康福祉部
福祉事務所 福祉政策課　障がい福祉課　高齢介護課　子育て支援課　保育課　生活支援課




