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愛南町
〒７９８－４１９６
　南宇和郡愛南町城辺甲２４２０番地

電話
番号

（０８９５）
７２－１２１１

地域
指定

過疎　山振　農工　辺地（６）　モ定住
特農　農振　国立公園　拠点都市 FAX

（０８９５）
７２－１２１４
（総務課）

平１６．１０． １  町制施行
・町辺城・町荘御・村海内（ 　　　　　　

　　　　　　 一本松町・西海町　合併）

〈沿　革〉

　「愛南町」という名前には、愛媛県の南に位置し、ここに住
む人たちが町を愛し、地域や人を愛して、みんなが仲良く助け
合って、元気な町になってほしいという願いが込められている。

〈由　来〉

〈地　図〉

　（交通機関） 　ＪＲ宇和島駅よりバスで約１時間

区　分 名　前 任　期

町　長 清水　雅文 平成３２．１０．３０

副町長 岡田　敏弘 平成２８．１２．３１

議長 山下　太三 副議長 中野　光博

議員 （条例定数）

（現　　員）

１６人

１５人

任期  平成２９．４．２３

普通会計 ３６４人

企業会計 ５２人

その他会計 ２５人

計 ４４１人

〈行政組織〉
（平成２８．１０．３１現在） 議　会　（平成２８．４．１現在） 職員数（平成２８．４．１現在）

　愛南町は、愛媛県の最南端にあって、北は四国山地か
ら分岐して東西に走る篠山支脈の標高８００ｍ前後の急峻
な山岳部で宇和島市に連なり、南は東西に長くひらけて
太平洋に面しており、その東は高知県宿毛市に接し、西は
豊後水道に面している自然環境に恵まれた東西２８．７
ｋｍ、南北１８．３ｋｍ、総面積２３８．９８ｋ㎡の町である。
　主な産業は、一本松地域や城辺地域北部、御荘地域
北東部などの内陸部で農林業が盛んであり、海岸部は、
水産資源を活用した漁業及び魚類養殖の水産業中心の
地域である。
　地形は、内陸、山間部は四国山脈から分岐した一本松
地域の国立公園篠山（１，０６５ｍ）を中心とした森林地帯が
広がっており、ここを発した僧都川の流域に平野部が開け
ている。また、海岸部は典型的なリアス式海岸で、碧い黒
潮の海、緑の島や半島に囲まれている。

〈市町のあらまし〉

建築年度 増  改  築 主な増改築箇所

平２８年度

〈庁舎の建設年度〉

愛南町内海支所

愛南町西海支所

愛南町御荘支所
愛南町役場 愛南町一本松支所

三島団地

特別養護老人ホーム

給食センター

真宝寺

僧都川

愛南町役場

県立病院

保健福祉センター
城辺保育所

青果市場

大森文化会館

至 一本松

商工会館

高野山

城
平
荘
御
至

文
文

〒

農

国
道
56

線
号

国
道
56

線
号 諏訪神社

裁判所児童公園

南レク総合運動公園

キャンプ場

諏訪神社

城辺郵便局

裁判所児童公園

南レク総合運動公園

キャンプ場



－85－

区　分 平２国調 平７国調 平１２国調 平１７国調 平２７国調 ２８．１．１住基

人　口 ）％４.４△（
５９２,２３

）％７.３△（
１０１,１３

）％７.５△（
１３３,９２

）％２.９△（
６３６,６２

）％０.９△（
２０９,１２ ６０１,３２

男 ３２２,５１ ４９６,４１ ０４７,３１ ６６２,２１ ９６１,０１ ５６８,０１

女 ２７０,７１ ７０４,６１ １９５,５１ ０７３,４１ ３３７,１１ １４２,２１

世帯数 ２５２,０１ ５５５,０１ ２９５,０１ ８３２,０１ ０１４,９ ２５６,０１

区　分 １４歳以下 １５歳以上６４歳以下 ６５歳以上

人　口 人　４３１,２ 人　８００,１１ 人　７８６,８

構成比 ％　８.９ ％　３.０５ ％　７.９３

区　分 総生産額（平２５年度） 就業人口（平２２国調）

第１次 ４８４,４ ％　２.８１ ５６１,２ ％　２.１２

第２次 ６８８,５ ％　８.０１ ６２４,１ ％　９.３１

第３次 ５４０,４４ ％　９.０８ １０６,６ ％　５.４６

計 ５１４,４５ １００．０　％ ８２２,０１ ％　０.００１

品　　　　　名 製造品出荷額等

食料 ３６０,１
電気機械 ７３９

事　　　業　　　名 事  業  費
新庁舎新築事業 １,４４６
簡易水道統合整備事業 ２９６
愛南町漁港施設機能強化事業 ２１０
水産物供給基盤機能保全事業 ２９
上水道老朽管更新事業 ４３
町営浄化槽整備推進事業 ７３
町道弓立大滝線道路改良事業 ４２
御荘霊苑改修事業 ４３
船越漁港海岸保全施設整備事業 １６
広見配水池増設事業 １０
町道日土小屋ノ浦線外町道路舗装改修事業 １１
あけぼのグラウンド改修事業 ２２７

事　　　業　　　名 事  業  費
新庁舎新築事業 １８６
簡易水道統合整備事業 ２２９
愛南町漁港施設機能強化事業 ３１５
水産物供給基盤機能保全事業 ２１８
上水道老朽管更新事業 １３２
町営浄化槽整備推進事業 ９２
町道弓立大滝線道路改良事業 ６８
御荘霊苑改修事業 ４８
船越漁港海岸保全施設整備事業 １１５
広見配水池増設事業 ２８３
町道日土小屋ノ浦線外町道路舗装改修事業 　９
公共施設等解体事業（内海） ４２

１人当たり
市町民所得

千円
２２９,１

男 人　４８２,９

女 人　６５６,０１

計 人　０４９,９１

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

９９.８３２ ７９２,８１ ６.６７ ８９２ ４３５ ６６ ３９１ ３.３

〈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． ％）

南宇和郡

平２２国調

）％７.９△（
１６０,４２

２６０,１１

９９９,２１

７３８,９
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名勝旧跡

観光施設

由良岬、宇和海海中資源群、柏崎岩神社境内の巨木群、観音岳、グリーンパークすのかわ、ゆらり内海、
平城貝塚、観自在寺（４０番札所）、南予レクリエーション都市開発公園施設、高野長英砲台跡、
山出憩いの里温泉・キャンプ場、篠山、松尾峠、赤松家の南天、一本松温泉あけぼの荘、篠山学習館、
鹿島、高茂岬、石垣の里、ウバメガシ林相、観光旅客船（ガイヤナ・ユメカイナ）

祭　　り

催 し 物

愛南サッカーフェスティバル２０１６（ユースの部）（５月）、愛南ファミリー釣り大会（５月）、一本松少年
剣道大会（５月）、柏のお田植え祭り（５月）、西瀬戸グラウンドゴルフ交流大会（５月）、愛南びやびや祭
り（５月）、ツール・ド・あいなん愛南（５月）、いやしの郷トライアスロン大会（６月）、愛南町一本松まつ
り（７月）、海人キャンプin愛南（７月）、増田のはなとりおどり（旧７月１１日）、愛南サッカーフェスティバ
ル２０１６（小学生の部）（７月）、会いに行こう海の生き物スノーケリング探検隊ｉｎ須ノ川（８月）、愛南
サッカーフェスティバル２０１６（中学生の部）（８月）、久良の能山踊り（８月）、城辺夏祭り（８月）、御荘
夏祭り（８月）、緑八朔相撲（９月）、愛南まるゴチ秋の味覚祭（１０月）、正木花とり踊り（旧１０月１８日）、
愛南サッカーフェスティバル２０１６（レディースの部・キッズの部）（１０月）、統一秋祭り（１１月３日）、トレッ
キング・ザ・空海あいなん（１１月）、愛南町文化祭（１１月）、パールイルミネーションｉｎＤＥ・あ・い（１２月）、
うまいもん市ｉｎあいなん（２月）、だんだん雛祭り（３月）

公　　営
宿泊施設

山出憩いの里温泉（指定管理）、一本松温泉あけぼの荘、篠山荘（篠山休憩宿泊所）

〈観光・レクリエーション〉

モイカ、トラウツボ、オランダエンドウ、愛南ゴールド、媛っこ地鶏、甘夏、真珠、かき、ヒオウギ貝、
鰹の刺身・タタキ、養殖タイ、ハマチ、じゃこ天、かまぼこ、猪肉、ハウストマト、ぶどう、カモ米、イワシの丸干し、いりこ、
するめ、ふぐちょうちん、ブロッコリー

〈名物・特産品〉

海洋資源開発センター、うみらいく愛南、一本松温泉あけぼの荘、山出憩いの里温泉、みしょうＭＩＣ、旅客船、
ゆらり内海、須ノ川公園、大森文化会館、保育所（８施設）、御荘夢創造館、老人ホーム南楽荘、環境衛生センター、
クリーンセンター、御荘霊苑、国保一本松病院、国保一本松病院附属内海診療所、城辺保健福祉センター、消防署、
あいなん幼稚園、学校給食センター（１施設）、小学校（１４校）、中学校（５校）、公民館（２１館）、ＤＥ・あ・い・２１、
御荘文化センター、内海郷土資料館、一本松郷土資料館、御荘Ｂ＆Ｇ海洋センター、愛南町石垣の里だんだん館

〈主な公共施設〉

町の将来像を「ともにあゆみ育て創造するまち」として、「人と自然が共生するまち」、「人と人が協働するまち」、「人と地域が共
栄するまち」の基本理念のもと、以下の６つの基本目標を定め、まちづくりを進めています。
１　安全で快適に暮らせる美しいまちづくり
  　 自然環境の保全、災害に強いまちづくりなど
２　活力ある産業を育てるまちづくり
　   農林水産業における担い手の育成、地産地消の推進など
３　豊かな心と文化を育むまちづくり
　   男女共同参画社会づくりの推進、公民館活動の充実、伝統文化の継承など
４　支えあい健やかに暮らせるまちづくり
　   子育て施策の推進、保健・福祉・医療のネットワークによる共助型社会づくりなど
５　機能的で安心して暮らせるまちづくり
　   道路、河川及び上下水道の生活基盤整備など
６　みんなが主役のまちづくり
　   町民、事業者及び行政の協働によるまちづくり、指定管理者制度及び地域振興費の活用、行政改革の推進など

〈主要課題〉

①地域振興費交付事業
②わが里づくり事業
③愛南びやびや祭り

〈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）

（公財）

一本松ふるさと振興株式会社

くにひろ育英会

平  ９．  ４． １

昭５５． ３．２７

２０，０００
）０.０５（
０００,５１２
）０.００１（

農・林・畜産物及び水産物の加工販売

奨学事業

〈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）

愛南町

基　　　本　　　構　　　想 基　本　計　画

計　　画　　の　　名　　称 議決年月日 期　　　間 期　　　間

　第２次愛南町総合計画 平２６～平３３年度 平２６～平２９年度

〈総合計画〉

〈行政機構〉
（平成２８．４．１現在）

町　　　長 副 町 長

教育委員会 教 育 長

消 防 長

会計管理者

総 務 課
企画財政課
税 務 課
町 民 課
農 林 課
水 産 課 うみらいく愛南 海洋資源開発センター
商工観光課 あけぼの荘 山出憩いの里温泉 ゆらり内海
建 設 課 みしょうＭＩＣ 旅客船
保健福祉課 保育所（８施設） 御荘夢創造館
高齢者支援課 地域包括支援センター 老人ホーム南楽荘
環境衛生課 環境衛生センター クリーンセンター 御荘霊苑
国保一本松病院 内海診療所
水 道 課

議　会 議 長

教 育 長

議会事務局
監査委員 監査委員事務局

支所（内海・御荘・一本松・西海）

消 防 本 部
防災対策課

会 計 課

学校教育課
生涯学習課

小学校（１３校） 中学校（４校） あいなん幼稚園
公民館（２１館） 人権啓発室
ＤＥ・あ・い・２１ 御荘文化センター
一本松郷土資料館
御荘B&G海洋センター 内海郷土資料館

委 員 長選挙管理委員会 選挙管理委員会事務局
会 長農業委員会 農業委員会事務局

城辺みしま荘宇和島地区広域事務組合

篠山小学校
篠山小中学校組合

柏 寿 園

一 本 松 荘

篠山中学校




