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あかがねのまち、笑顔輝く

産業・環境共生都市

「Hello! NEW 新居浜」を合言葉に
新居浜市は、四国の中央部に位置し、波静かな瀬戸内海を北に臨み、高
峻な四国山地を南に仰ぐ、自然に恵まれた都市です。
元禄 4 年（1691 年）の別子銅山開坑がまちの近代化を推し進め、先人
のたゆみない努力によって住友関連企業群を中心とした四国屈指の工業
都市へと発展してまいりました。
昭和 12 年 11 月 3 日、新居浜町と金子村、高津村の 1 町 2 村が合併し、
新居浜市が誕生してから 80 年。昭和、平成という激動の時代のなかで、
幾多の困難に直面しながらも、それらを克服し、伝統や文化を脈々と受け
継いでこられた先人の偉業に、心から感謝を申し上げ、深く敬意を表する次第
でございます。
本市行政運営の道標ともいうべき第五次長期総合計画も残すところ 3 年とな
りました。今後は、
「Hello! NEW 新居浜」を合言葉に、長期総合計画を完遂し、
地方創生を成し遂げるために、誰もが新居浜市民として誇りを持ち、住みたい、
住み続けたいと感じられるまちづくりに精力的に取り組んでまいります。
この要覧が、市勢の現状についてご理解いただくための参考となれば、幸いです。
平成 29 年 11 月 3 日

新居浜市長

石 川 勝 行

Niihama City is located in the center of Shikoku Island and blessed with a rich
natural environment with the calm Seto Inland Sea to the north and the high Shikoku
Mountain Range to the south.
The Besshi Copper Mine, which opened in 1691, contributed to the modernization of
the city. Thanks to the continuous efforts of our predecessors, Niihama has developed as the
major industrial city of Shikoku with the Sumitomo Companies as its core.
Eighty years have passed since Niihama City was born on November 3, 1937 when Niihama
Town, Kaneko Village and Takatsu Village were merged.
When faced with many difficulties in the turbulent Showa and Heisei eras, our predecessors overcame them and
inherited traditions and culture along the way. I sincerely express my gratitude to the accomplishments of these
pioneers and I am deeply honored to continue their work.
There are three years left to execute the fifth long term general city plan which should also be a signpost for
administrative management of Niihama city. We will continue to improve the satisfaction of our citizens. Based on
the slogan of “Hello! NEW NIIHAMA” , we will complete the long term plan. In order to accomplish local creation,
we will endeavor to make a town where everyone wants to live, that Niihama citizens are proud of and want to
continue living here.
I hope this summary will help you in understanding the approach of the administration of the city of Niihama.
November 3, 2017

Katsuyuki Ishikawa

Mayor, City of Niihama
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