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◎市の重点事業
◎校区課題

令和４年度
まちづくりタウンミーティング

第六次新居浜市長期総合計画

令和４年度まちづくりタウンミーティング

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）
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小中学校トイレ改修事業

令和４年度まちづくりタウンミーティング

目標１

女子トイレの洋式化（２０６器）により
全小中学校の概ね６割のトイレ洋式化を達成します

学校給食センター建設事業
目標１

令和４年度まちづくりタウンミーティング

新たな学校給食センターの整備により、安全・安心な給食を提供します
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給食支援事業
目標１

令和４年度まちづくりタウンミーティング

物価高騰による給食材料費等の値
上げに対し、学校給食会、保育所や
幼稚園などに食料材料費を補助

栄養バランスや量を保った
給食の提供

保護者の負担を軽減

生活困窮者生活支援事業
目標２

令和４年度まちづくりタウンミーティング

■支給額 １世帯当たり１０万円
令和４年度に新たに住民税が非課税となった世帯
や、新型コロナウイルス感染症の影響で家計が急変
した世帯に対し、臨時特別給付金を支給します。

Ⅰ 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

Ⅲ 子育て世帯生活支援特別給付金
新型コロナウイルス感染症の
影響が長期化する中で、低所
得の子育て世帯に対し、特別
給付金を支給します。

■支給額 児童一人当たり５万円

新型コロナウイルス感染症生
活困窮者自立支援金につい
て、３月末であった申請期限
が８月末まで延長になりまし
た。

■支給額 単身世帯 ６万円
２ 人世帯 ８万円
３ 人以上世帯 １０万円

Ⅱ 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
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休日夜間急患センター建設事業
目標２

令和４年度まちづくりタウンミーティング

現在

建設予定地

令和４年度
（２０２２）

令和５年度
（２０２３）

令和６年度
（２０２４）

○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、新居浜市の一次救急を担う重要な施設である。

実施設計

建設工事

診療開始

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。

寄附講座の開設 （地域医療対策強化事業）
目標２

令和４年度まちづくりタウンミーティング

名 称：難病・高齢医療学講座
目 的：難病・高齢医療学講座の寄附講座を愛媛大学に開設し、十全総合病院に

サテライトセンターを設置して、神経疾患の病態や治療に関する臨床的・基
礎的研究の実施、実践的医学教育を推進する。

設置期間：令和４年４月１日から令和９年３月３１日まで

難病・高齢医療学講座（寄附講座）

①地域難病ネットワークの構築
②神経難病及び血管病・循環器疾患の臨床的・基礎的研究
③十全総合病院の診療支援（脳神経内科、循環器内科）

十全総合病院（サテライトセンター）

・脳神経内科（教授）週２日、循環器内科（助教）週１日の診療
支援
・地域医療に係る教育や臨床研究の実践

国立大学法人 愛媛大学新居浜市
十全総合病院

臨床研究 研修教育

事業効果

寄附
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クルーズ船にっぽん丸の発着
目標３

令和４年度まちづくりタウンミーティング

▲令和2年10月新居浜港初入港時の「にっぽん丸」

新居浜港発着！
１０月１０日（月・祝）

～10月１２日（水）
・新居浜市民１０，０００円補助
・市内宿泊半額補助

プレミアム付き地域応援券発行
目標３

令和４年度まちづくりタウンミーティング

利用期限 令和４年12月31日（土）まで
※令和４年９月上旬販売予定
購入には購入引換券が必要です。

販売価格 ５，０００円（１０，０００円分）
１，０００円券×１０枚
共通券 ７，０００円分
地元応援券 ３，０００円分
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ゆらぎの森再整備事業
目標３

令和４年度まちづくりタウンミーティング

ゆらぎの森（別子山観光交流施設）再整備

森林公園ゆらぎの森敷地内の、ゆらぎの森ロックガーデン駐車場付
近に新しい観光施設（宿泊施設ほか）を整備

整備予定地
ゆらぎの森

令和４年度 基本計画及び基本設計策定 令和６年度～ 管理運営
令和５年度 実施設計及び施工 （公設民営）

整備スケジュール【予定】

・別子山地域の活性化
（産業振興、地域資源の活用）

・ゆらぎの森の新たな魅力の創出
・地元産材を活用した整備
・コロナ禍におけるニーズに対応

いつまでも住み続けられる
持続可能な別子山へ

主要幹線道路の整備
目標４

令和４年度まちづくりタウンミーティング
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滝の宮公園リニューアル事業
目標４

令和４年度まちづくりタウンミーティング

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(R2設置)

大池周辺園路改修
・柔らかい舗装
・電線地中化

第２展望台

エントランス
(R1,2改修)

ボート復活
売店､カフェ

令和4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

端出場水力発電所整備事業
目標５

令和４年度まちづくりタウンミーティング

かつて別子銅山の心臓部として近代化を支え、鉱山から派生した諸産業の発展
に大きな役割を果たした水力発電所。令和３年度末に耐震補強等工事が竣工。
今年度中に周辺整備工事を完了し、令和５年３月より一般公開の予定。
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全国高校総体ウエイトリフティング競技大会
目標５

令和４年度まちづくりタウンミーティング

令和４年度全国高等学校総合体育大会
ウエイトリフティング競技大会

開会式： 令和４年８月４日（木）
新居浜市市民文化センター

競 技： 令和４年８月５日（金）～８日（月）
新居浜市市民体育館

総合運動公園整備
目標５

令和４年度まちづくりタウンミーティング

庁内検討会議の
開催

スポーツ推進審
議会への諮問

基本計画（案）
の策定

パブリックコメント 基本計画策定

６月～１１月 １２月 １月 R５.３月

＜ゾーニング構想図＞

市民ニーズ調査や基礎
調査などを総合的に整
理するとともに施設計画
や造成計画など技術的、
専門的な観点からも多
角的に分析を行い、令
和５年３月の基本計画
策定に向けて取り組ん
でいます。

＜令和4年度スケジュール＞
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市民文化センター建設事業
目標５

令和４年度まちづくりタウンミーティング

令和９年中に本館の耐用年数（６５年）が経過する
ことから、市民ニーズを踏まえながら、新たな文化
センターの機能、規模など骨格となる考え方につい
て検討を行っています。

令和４年度

新文化センターの基本構想を策定予定

月 項 目

６月 コンサルタント業者選定
アンケート実施

７月～Ｒ5.3月 市民検討委員会の開催

Ｒ5.1月 原案作成

Ｒ5.2月 パブリックコメント

Ｒ5.3月 構想策定

令和４年度スケジュール

ごみ一部有料化推進事業
目標６

令和４年度まちづくりタウンミーティング

直接搬入ごみ・大型ごみ戸別収集が令和４年10 月から有料に

●清掃センター等に直接搬入するごみ
50kgまで500円
50kgを超えるときは、10kg毎に100円

●大型ごみの戸別収集（電話申し込み）
1点につき200円

皆さん一人ひとりの少しづつの工夫でごみの減量を！

手数料券はスーパー・コンビニ等で販売予定
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気候非常事態宣言
目標６

令和４年度まちづくりタウンミーティング

 

新居浜市気候非常事態宣言 

２０５０年度温室効果ガス排出量実質ゼロを目指して 

 

地球温暖化の影響による気候変動は、世界各地で海面水位上昇や森林火災な

どを発生させ、国内においても、記録的な猛暑や豪雨などによる甚大な被害を

もたらすなど、その脅威は年々増加し、日常化しています。気候変動はもはや

気候危機といえる状況です。 

 

このような状況に対し、２０１５年のパリ協定以降、気温上昇を産業革命前

よりも１．５℃以下に抑える努力を追求する目標が国際的に共有され、世界各

国は、脱炭素社会の実現を目標とする取り組みを推進しています。 

 

私たちが住む新居浜市は、別子銅山とともに発展したまちであるとともに、

先人たちによる公害の克服や森林の再生など、環境問題に立ち向かったまちで

もあります。現代に生きる私たちは、先人の知恵や精神に倣い、気候変動への

対策に注力し、自然環境や生活環境、持続的な社会を次世代に継承する責務が

あります。 

 

市民、事業者、行政など、あらゆる主体が気候変動への危機感を共有し、全

市一丸となって、脱炭素社会の実現に向けた取り組みを推進するため、新居浜

市は、ここに気候非常事態を宣言し、次の取組を行うことを表明します。 

 

１ ライフスタイルの転換、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利活

用促進により、２０５０年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指しま

す。  

 

２ ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の普及啓発により、ごみの減

量化に取り組みます。 

 

３ 気候変動による影響を軽減させる適応策に取り組みます。 

 

２０２２年６月１８日 

新居浜市長  石川 勝行 

新居浜市は次の取組を行います

１ ライフスタイルの転換、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの利活用
促進により、２０５０年度までに二酸化炭素排出量実質ゼロを目指します。

２ ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）の普及啓発により、ごみの減量
化に取り組みます。

３ 気候変動による影響を軽減させる適応策に取り組みます。

気候非常事態宣言

（新居浜市地球高温化対策地域協議会総会にて）

水道料金（25年ぶり）・下水道使用料（12年ぶり）の改定
目標６

令和４年度まちづくりタウンミーティング

令和４年１１月末納期でお支払いいただく料金から、水道料金・下水
道使用料を改定します。

改定のモデルケース 一般的な世帯の使用の目安とされる２０㎥を使用する場合

旧料金 新料金

水道料金 2,018円 2,684円

下水道使用料 2,475円 2,750円

計 4,493円 5,434円

差額

666円

275円

941円

安全・安心な水環境を未来の子どもたちへ

人口減少・節水型社会 ⇒ 使用水量減少 ⇒ 料金収入 減

老朽化施設の更新、大地震に備えた耐震化 ⇒ 多額の費用が必要
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新居浜市が 「SDGs未来都市」 に選定されました！

令和４年度まちづくりタウンミーティング

SDGsの理念に沿った取組を推進している都市の中から、特に、経済、
社会、環境の三側面の新しい価値創出を通し、持続可能なまちづくりを
推進している自治体を国が選定するもの。
愛媛県内では、松山市、西条市に次いで３番目の認定。

ＳＤＧｓ未来都市とは？

▲新居浜市SDGs推進企業登録制度・認定式▲新居浜市独自のSDGs教材

計画の推進

SDGｓ（持続可能な開発目標）の達成に向けて、優れた取組を行う自治体と
して、令和4年5月20日に国から 「SDGs未来都市」 に選定されました。

マイナポイント活用キャッシュレス決済促進事業

令和４年度まちづくりタウンミーティング

＜施策１＞
マイナンバーカードの

新規取得で

５，０００円分

＜施策２＞
健康保険証としての
利用申込みで

７，５００円分

＜施策３＞
公金受取口座登録で

７，５００円分

マイナポイント第２弾

（申込開始は７月１９日を予定）

県・市上乗せ対象施策

あかがねポイントでお得に！

マイナポイント第２弾最大２万円分に加え、
要件を満たせば、最大７，０００円分お得に！

実施期間：令和４年７月１日（金） ～ 令和５年２月２８日（火）

計画の推進
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「ふるさとにいはま便」学生支援事業 計画の推進

令和４年度まちづくりタウンミーティング

申込期間 : ８月８日～８月３１日
（※定員に達しない場合は、３月末まで随時実施）

発 送 : １０月～１１月（数回に分けて発送）
条 件 : 学生証の提示及び

学生版全国「にいはま倶楽部」への登録

コロナ禍において、物価高騰等の影響を受けた本市
出身の大学生等の支援策。市外の大学等に進学し
ている３０歳未満の学生に、市の特産品（３,０００円
相当）を先着１,５００人に送付する。

学生同士の交流の場
全国「にいはま倶楽部」交流会開催 11/22

令和４年度まちづくりタウンミーティング

令和４年度まちづくりタウンミーティング

誠実・決断・実行
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令和４年度まちづくりタウンミーティング

令和４年度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


