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〇〇時００分～



新型コロナウイルスワクチン接種状況（11/10時点）

新型コロナウイルスワクチン接種状況

１回目接種済者数 ９０，３２９人（接種率約８５%）

２回目接種済者数 ８８，５５０人（接種率約８３%）

接種対象者人口（12歳以上） １０６，２２３人

２回目接種、
忘れていませんか？

ワクチン接種推進グループ ☎65-1522



プレミアム付き地域応援券発行事業

プレミアム付き地域応援券発行事業

利用期限 令和3年12月31日（金）まで延長
販売期限 令和３年１１月３０日（火）

予定冊数に達次第販売終了

販売価格 １０，０００円（１３，０００円分）1 , 000円券×13枚

飲食応援券8 , 000円分 共通応援券5 , 000円分



令和3年度 「えひめ版応援金」（第2弾）

長引くコロナ禍の影響を強く受けている事業者のさらなる感染防止策
の徹底と、事業継続に向けた取り組みを支援します。
県・市町連携事業「えひめ版応援金」（第2弾）について、市独自に、給

付額を１０万円上乗せします。



簡易抗原検査キット配布事業

新居浜市内の
小学生及び園児約1万人

大

対象者

小学校や保育所、幼稚園などでのクラスターの防止、ワクチ
ン接種の対象となっていない児童、園児の集団生活における
感染拡大を防止するため、各家庭で気になる症状がみられ
た際に自宅でセルフチェックとして検査し、より確実な受診に
つなげるために簡易抗原検査キットを配布します。



「愛顔の安心飲食店認証制度」普及促進事業

「愛顔の安心飲食店認証制度」とは
愛媛県では、県が定める感染症対策を講じてい
る飲食店に対し「愛顔の安心飲食店」の認証を
行っています。
安心してお食事が楽しめる認証店を積極的にご
利用いただくとともに、市民の皆様も感染症対策
へのご協力をよろしくお願いいたします。 認証店の目印

新居浜市内飲食店への普及促進事業
新居浜市では、市内の認証店を増加させるため
に、飲食店を対象に、制度の説明会、相談窓口
開設などを予定しています。
ウィズコロナに向け、飲食店の皆様も積極的な認
証取得にご協力ください。



第六次新居浜市長期総合計画

将来都市像

目標人口

計画の全体像

基本構想

基本計画

実施計画

●市の将来像を描く
3層構造の計画

●10年計画

●市の最上位計画

－ 豊かな心で幸せつむぐ －
人が輝く あかがねのまち にいはま

111,000人（2030年）

今年度から市の最上位計画「第六次新居浜市長期総合計画」がスタートしました。
新たな１０年計画（ 2021年～2030年 ）に基づき、様々な取組を進めます。



第六次新居浜市長期総合計画

第六次長期総合計画の主な特徴

市の取組と 「ＳＤＧｓ」の関係を
わかりやすく整理

市の取組をわかりや
すくイメージできるよう
イラスト・写真を多用
（概要版はマンガ）

１

４

２

３

ウィズコロナ、アフターコロナの時代を
見据え、テレワークなど「新しい生活
様式」への対応を明記

市の最重要課題は
「人口減少問題」
「新居浜市総合戦略」が
重点プロジェクト



第六次新居浜市長期総合計画

将来都市像

－ 豊かな心で幸せつむぐ － 人が輝く あかがねのまち にいはま

「将来都市像」 を実現するための ６つのまちづくり + 計画の推進

目標１ 未来を創り出す子どもが育つまちづくり （子育て・教育）

目標２ 健康で、いきいきと暮らし、支え合うまちづくり （健康・福祉）

目標３ 活力とにぎわいにみち、魅力ある職場が生み出されるまちづくり
（経済・雇用）

目標４ 安全・安心・快適を実感できるまちづくり
（都市基盤・防災・防犯・消防）

目標５ 人と地域の力で豊かな心を育み、つながり、学び合うまちづくり
（人権・協働・社会教育・文化・スポーツ・コミュニティ）

目標６ 人と自然が調和した快適に生活できるまちづくり
（地球環境・生活環境・上下水道）

計画の推進 持続可能なまちづくりの推進 （行財政運営）



高校生等の医療費無料化

県内の医療機関を受診するとき（現物給付）

➡健康保険証・受給者証を医療機関窓口に提示することにより、その場
で助成。
県外の医療機関を受診するとき（償還払い）
➡医療機関窓口にて自己負担した後、子育て支援課にて払戻し請求。

子ども医療費 就学前 小中学生 高校生等

外来 無料 無料 無料

入院 無料 無料 無料

これまでの助成対象 拡大

約3,000人

助成方法

令和３年１０月診療分から外来・入院ともに１８歳到達後の年
度末まで助成対象を拡大します。
●高校生以外に就労・婚姻している方も対象となります。

目標１



愛顔の子育て応援事業
え が お

新居浜市愛顔っ子応援券（H29～） はまっこすたぁと応援券（R3～）

券

デ

ザ

イ

ン

概

要

対象乳児の出生・転入時に、市内の登録店舗

で使える紙おむつ（県内企業製品に限る）購

入券５万円分を支給。県・市連携事業。

対象乳児の出生・転入時に、市内の登録店舗

で使えるベビー用品を購入券３万円分を支給。

本市独自事業。７月中に窓口交付開始予定。

対

象
第２子以降 の満１歳に満たない子 第１子 の満１歳に満たない子

購

入

対

象

次の愛媛県内企業が生産した乳児用紙おむつ

●花王(株)：メリーズ

●大王製紙(株)：グーン

●ユニ・チャーム(株)：ムーニー、マミーポコ

紙おむつ、おしりふき、授乳用品、ベビー

フード、ベビーベッド、チャイルドシート、

ベビーカー、ベビーチェア、乳児用衣類

など（おもちゃ・書籍を除く）

（※デザイン未定）

目標１

NEW



休日夜間急患センター建設事業

令和３年度
（２０２１）

令和４年度
（２０２２）

令和５年度
（２０２３）

令和６年度
（２０２４）

（診療開始）

★現在の急患センターは、昭和４５年に建設されており、老
朽化等により、長期間の使用には耐えられない。

☆急患センターは、本市一次救急を担う重要な施設である。

令和５年度末までに新しい急患センターを建設し、
新居浜市の救急医療体制を維持・確保する。

目標２



県立新居浜病院リニューアル

新診療棟での

入院診療を８月1日（日）から、

外来診療を８月２日（月）から開始

☆安全性と快適性に配慮した
病室の配置

☆外来及び検査機能を集約した
ワンフロア外来

☆大規模地震後にも
病院機能を継続できる
免震構造の採用

『地域から信頼され、
必要とされる病院』

を実現

目標２



救急ワークステーションの開設

連 携

★救急隊員の生涯学習充実

★資質の維持向上・質の保障

★早期治療開始による救命率の向上

プレホスピタルケアの充実
(病院前救護活動)

安全・安心を実感できる新居浜市

★医師と救急隊員との連携強化

目標２



新居浜市観光物産情報拠点“ここくる☺にいはま”の開設

特産品
展示・販売

観光案内

物産協会

観光協会

観光
案内所

観光・物産の
組織を一元化

点在する
機能を集約

本市の観光・物産振興の担い手である（一社）新居浜市観光協会と、新居浜市物産協会の組織を一元化した
（一社）新居浜市観光物産協会が、令和３年４月１日に設立しました。それに伴い、協会事務所機能を併設
した新居浜市観光物産情報発信拠点“ここくる☺にいはま”がJR新居浜駅構内にオープンしました。

©近藤勝也2021

目標３



銅夢キッチン
目標３

銅夢にいはま（旧商業振興センター）が、令和３年３月２８日、市内最大規模の
産直市場「銅夢キッチン」として、生まれ変わりました。

精肉や鮮魚、地元の農作物にこだわった旬の野菜、青果、惣菜などが揃ってい
ます。また施設内にはカフェもあり、旬の果物を使ったスイーツなどを楽しむこと
ができます。

銅夢キッチン



住友各社とのトップミーティング

住友グループ各社と連携強化、情報と意識の共有を図るため、平成２４年度から県知
事、地元産業界とともに、各社を訪問し、経営トップ陣と会議等を開催

「チーム愛媛」「チーム新居浜」として、愛媛県知事、新居浜市
長、地元産業界（商工会議所、機械産業協同組合）の４者で、
住友グループ各社（住友金属鉱山㈱、住友化学㈱、住友重
機械工業㈱、住友林業㈱）の東京本社を訪問

〇令和３年４月 住友グループ各社の代表取締役、知事、
地元経済界とWEB会議実施

〇令和３年10月 各社毎に市単独でWEB会議実施

取組内容

住友各社の設備投資

メチオニン製造設備増設（住友化学㈱）
ニッケル酸リチウム設備増設（住友金属鉱山㈱）

新居浜ＬＮＧ基地の完成予想図

ＬＮＧ基地新設（新居浜LNG㈱ 住友化学敷地内）

電池研究所の拡張（住友金属鉱山㈱）

WEB会議風景

車載電池正極材の新工場建設（住友金属鉱山㈱）

半導体用高純度ケミカル増強（住友化学㈱） 等

目標３



滝の宮公園リニューアル事業

駐車場､トイレ
(Ｈ26改修)

第１展望台

サクラ植替え
園路沿い樹木伐採

健康広場整備
日本庭園・梅林再整備

大型複合遊具

大池周辺園路改修
･柔らかい舗装

第２展望台

エントランス
(R1,2改修)

令和3年度施工箇所

小動物の管理
･とべ動物園と連携
研修、移動動物園

･獣医師､動物愛護者と連携

第４駐車場

滝の宮公園は、令和元年度からリニューアル事業に着手しており、昨年度エントランス部
の改修を行いました。今年度は、大型複合遊具の設置、日本庭園や健康広場の整備、大
池周辺の園路整備を実施する予定です。

目標４



現国道11号

松山自動車道新居浜ＩＣ
新居浜別子山線

JR新居浜駅

JR中萩駅

JR多喜浜駅

県病院

主要幹線道路の整備

都市の骨格を構成する市域内幹線道路の整備を行っています。

目標４



地域まちづくり組織の検討
目標５



ごみステーションの適正管理

補助率 設置費用の1／2（1台ごとに）
補助限度額 100,000円

散らかってしまうことが多かったごみステーションが
補助金を活用することで、清潔な環境に！
管理の負担も軽減されます。

自治会員に限らず、自治会の
ごみステーションを地域の人が
利用することにご理解いただけ
る単位自治会を対象とし、その
管理に係る負担を軽減するこ
とを目的とした交付金です。

交付額＝基礎額20,000円
＋（単位自治会人口）×118円

補助率 設置費用の1／2
（1台ごとに）補助限度額 30,000円

①地域環境維持活動支援交付金 ②ごみステーション収集ボックス設置補助金

③ごみステーション監視カメラ設置補助金

監視カメラで、地区外から持ち
込まれるごみの抑止！

目標６



移住定住応援事業

平成３０年４月１日以後の県外からの移住者が、新居浜市内に住宅を新築、購入
又は改修した場合、対象費用の一部を補助します。

〈補助金額〉
新築・購入の場合 上限１００万円
改修の場合 上限５０万円
（補助対象経費の１/１０まで）

〈上乗せ補助〉
地域産材活用
新築・購入の場合 ５０万円上乗せ
改修の場合 ３０万円上乗せ
（補助対象経費の１/１０まで）

〈加算補助〉
中学生以下の者がいる場合 一人につき３０万円加算
（補助対象経費の１/１０まで）

最大２００万円
を補助します！

※本市に事業所登録を有する事業所
との契約に限ります。

※愛媛県木材協会新居浜支部に登録
する事業者から納入する製材又は
集成材に限ります。

計画の推進



ワクリエ新居浜が、６月１日オープンしました！

学びを深め
創造する
ゾーン

歴史を活かし

記憶をつなぐ

ゾーン

感性を育む
ゾーン

新たな出会いと

発見を生み出す

ゾーン

感性をはぐくみ「わくわく」を創造する

人生100年時代の到来を見据え、市民の皆様の生涯活躍に繋がる活動の拠点、
新しい分野の産業を創出する拠点として、全ての皆様にご利用いただけます。



今後の取り組み



若宮地区まちづくりタウンミーティング

ご清聴ありがとうございました



校区課題① 避難所について



校区課題② 高齢者（独居老人）の移動手段について

川西地区のバス交通不便地域 〇はバス停から半径３００ｍ圏



適切な管理が行われていない空家等が
、地域住民の生活環境に深刻な影響を及
ぼしている。

人口減少 少子高齢化

労働力の減少

社会保障費の増加

空き家の増加

介護問題
子育て支援

核家族化

など

社会情勢の変化

28



人が住まなくなったら、傷みの進行は早い。

窓ガラスの割れ

外壁の剥落

シロアリ・害虫の発生

など…29



第3条所有者の責務により、空家等及びその敷

地は、あくまで所有者等のものであることから、第
一義的には所有者等の責任で適切に管理しなけ
ればならない。

※所有者等とは… 空家等の所有者、管理者、相続人

30

空家の管理について市政だよりやホームページで啓発



31

空き家の相談

市が状況を確認し、空き家の所有者等に改善を依頼！

周辺への影響が大きい空き家

文書での指導や勧告など、より強い措置へ移行！

危険な空き家の解体

補助対象経費の８０％、上限８０万円の一部補助！

安全安心な生活環境の確保及び良好な地域環境の
保全を図る。


