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交流５０回目記念交流記念事業 

「臼杵・八幡浜の次代を築く講演会＆トークセッション」 
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  平成28年11月19日  

       八幡浜市長 大城 一郎  

八幡浜市の紹介 



八幡浜市の概要 
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 八幡浜市の概要 

旧八幡浜市と旧保内町が平成
17年3月28日に合併し、新
八幡浜市が誕生しました。 

人  口  35,338人 

    ※合併時42,433人 

世帯数 16,475世帯 

面   積 132.68k㎡ 

     平成28年10月31日現在 

八幡浜市は四国の最西端、佐
田岬半島の基部に位置し、北
に瀬戸内海、西に宇和海を臨
む自然豊かで風光明媚なまち
です。 

● 

● 

市の花：すいせん  市の木：みかん 

フェリー航路 
八幡浜 ⇔ 別府 1日 6往復 
八幡浜 ⇔ 臼杵 1日14往復 

やわたはまし 



１ 3つの太陽 

みかんのまち やわたはま 
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農業 

   傾斜地では、八幡浜地域に代表される石垣に覆われ

た段々畑が多く見られます石垣の石は熱が冷めにくい

ため、長く暖かさを保つことができます。 

 八幡浜のみかんは、空から降り注ぐ「①太陽の光」、

「②海からの反射光」、「③石垣からの輻射熱」、こ

の『３つの太陽』をいっぱいに浴びてすくすくと育っ

ています。 

２  みかんのプライスリーダー 

   八幡浜の日の丸、マルマ、マルカ、ミツルなどのブランドみかんは、 

東京大田市場におけるみかんの  価格を決めるプライスリーダーです。 

ハートみかん 

合格（五画）いよかん 

H27年度みかん販売実績（JAにしうわ管内） 

数量 温州/36,746ｔ  中晩柑/19,986ｔ 

   合計/56,732ｔ 

金額 温州/8,560百万円 中晩柑/5,563百万円 

   合計/14,123百万円         

Ｈ28年度の 早生（わせ）温州みかん 
の初競り（11/7）では、 

93年以降の最高値を記録！ 

 東京大田市場で 

トップセールス！ 



3 収穫アルバイターとの交流 

真穴地区では、猫の手も借りたい収穫時期に毎年、全国各地から１２０名を超える都市部の若者が集

まり、農作業を手伝っています。 今年で２3年目を迎えます。 
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みかんのまち やわたはま 

農業 

4 冬の風物詩「みかんツリー」 

みかんツリーは、八幡浜の冬の風物詩クリスマスの季節に

なると市役所、駅など、まちを彩ります。「クリスマスオ

レンジ」に巨大なオブジェも登場。 

5 農産物加工施設整備 

☆ 農産物加工施設建設 
  平成28年度 建設予定 

農家の利便性の向上 

柑橘産地の更なる発展 

六次産業化の進展 



●農繁期の労働力不足の解消 
●Ｉターン就農の促進 
●農村と都市の交流や移住の推進 
●観光・スポーツ振興などを通じた地域活性化 

 ■目的・効果 

６ みかんの里宿泊・合宿施設「マンダリン」 

 ■利 用 対 象 みかんアルバイター 農業体験・実習生、外国人農業研修者 
スポーツイベント参加者 子どもの宿泊体験活動参加者 など 

 ■施 設 概 要 ●旧舌田小学校（S41竣工）を転用  
●構造／鉄筋コンクリート造2階（一部3階） 
●床面積／約1,600㎡ 
●客 室／4人×21室+２人×2室＝8８名（1F 32名分 2F 5６名分） 
●その他／厨房、食堂、浴室、トイレなど 

 ■事 業 費 約130,000千円（うち地方創生先行型交付金  約29,000千円） 

 ■運 営 主 体 JAにしうわ 

 ■連   携 JA・市町・県連携による「西宇和みかん支援隊」を中心に利用促進策を展開！ 

 ■Ｈ27実  績 
アルバイター事業参加者数 179人 

受入農家数 73戸 

マンダリン宿泊利用者 宿泊利用1,161人／日帰り利用135人 

宿泊・合宿施設運営による新規雇用者数 アルバイト2人 

2 みかんのまち やわたはま 

農業 
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1 四国有数の水揚げ 

八幡浜市は四国有数の水揚げを誇る漁港を有しています。取り扱

う魚種は２００種を超え、多彩かつ新鮮な魚介類を毎日、東京や

大阪など大消費地へ向けて出荷しています。 
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さかなのまち やわたはま 

漁業 

２ 高度衛生管理型魚市場 

高度衛生管理型荷捌所としては愛媛県では初めて、四国

では宿毛市に次いで2例目、全国には35カ所あります。 

H27年度水産物取扱実績 

取扱量/8,094ｔ 

   ※ピーク時 47,751ｔ（S55） 

取扱額/4,055,165千円 

   ※ピーク時 約147億円（S60）  



 ３ 水産加工施設「シーフードセンター八幡浜」 

 水産加工場の目的 
 ◎地元水産物の付加価値向上 
   前処理加工（ウロコ、エラ、内臓除去）による既存水産加工業との連携 
 ◎未低利用魚の活用による漁業関係者の所得向上 
   未低利用魚を原料とした新たな加工品開発、生産 
   未利用部位（皮、骨、カマ、頭等）を活用した加工品の開発、生産 

 
 
   

  ◎地元水産物を使用した新たな加工品、特産品の研究・開発 

加工場 前処理室 主な加工機器：三枚卸し機、ハモ骨切機、冷風乾燥機、圧縮成型機、 マスコロイダー（粉 
       砕器）、ドラムドライヤー、ブライン、 急速冷凍機 

イカの削り節風 
珍味 

Ｈ２６年９月運用開始
（八幡浜漁業協同組合） 

骨切りハモ 伊予柑真鯛
フィレ 

タチウオ 
フィレ 

スジアオノリ 
（大島陸上養殖） 

地域の水産業・加工業の発展・振興を目指して ～今後の展開～ 
 ・フィレ製品の学校・保育所等給食への採用による地魚の消費拡大 
 ・骨パウダー等、未利用部位活用による介護・療養食、ペットフードへの展開 
 ・アイゴ燻製・天ぷら等、未・低利用魚の商品化 

5 さかなのまち やわたはま 

漁業 
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１ ちゃんぽんのまち 

ちゃんぽんのまち やわたはま 
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ゆるキャラ はまぽん 

やわたはまちゃんぽん 

２ ちゃんぽん係長 誕生 

市内に５０店舗を超える提供店 

H26八幡浜ちゃんぽん振興条例 制定 

ワールドちゃんぽんクラッシック 

３ ちゃんぽんの様々な取組 

商工会議所青年部が立ち上げたプ
ロジェクトから、ちゃんぽんを活
用した町おこしがスタート！ 



ちゃんぽんのまち やわたはま 
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やわたはまちゃんぽん 

(目的) 
第１条 この条例は、歴史的に海上交易が盛んな港町で
あり、商業都市として発展してきた八幡浜市(以下「市」
という。)の食文化と、海を渡って伝わった全国各地の食
文化を、進取の気質を持つ先人達が融合させ誕生したと
言われる市の代表的な郷土食の「八幡浜ちゃんぽん」の
普及促進を通して、市民が市の良さを認識し、郷土への
愛着及び市の知名度向上を図り、もって地域振興に寄与
することを目的とする。 
 
(市の役割) 
第２条 市は、八幡浜ちゃんぽんを地域資源として最大
限に活用し、地域振興に努めるものとする。 
 
(事業者の役割) 
第３条 八幡浜ちゃんぽんに関連する事業を行う者(以下
「事業者」という。)は、八幡浜ちゃんぽんの消費拡大、
サービスの向上及び情報発信を通して、八幡浜ちゃんぽ
んの普及促進と継承に努めるものとする。 
 
(八幡浜市議会の役割) 
第４条 八幡浜市議会(以下「市議会」という。)は、市
民の代表として第2条に掲げる取組について、市民の先
頭に立って推進するよう努めるものとする。 
２ 八幡浜市議会議員は、おもてなしの心を持って八幡
浜ちゃんぽん締め等を行うことにより、八幡浜ちゃんぽ
んの普及に努めるものとする。 

(市民の協力) 
第５条 市民は、市及び事業者が行う八幡浜ちゃんぽんを
通した地域振興の取組に積極的に協力するよう努めるもの
とする。 
 
(次世代への伝承及び郷土愛の醸成) 
第６条 市、事業者、市議会及び市民は、八幡浜ちゃんぽ
んを次代を担う子どもたちに伝承することにより、子ども
たちが市に愛着と誇りが持てる取組に努めるものとする。 
２ 市、事業者、市議会及び市民は、八幡浜ちゃんぽんの
魅力を市内外へ広く発信することにより、市の知名度の向
上を図り、市出身者の郷土への思いに応えることができる
よう努めるものとする。 
 
(連携及び協力) 
第７条 市、事業者、市議会及び市民は、八幡浜ちゃんぽ
んによる地域振興事業に関する取組に関し、相互に連携し、
協力するよう努めるものとする。 
 
(八幡浜ちゃんぽん記念日) 
第８条 この条例に定める目的を達成するため、市が設置
された３月２８日を八幡浜ちゃんぽん記念日とする。 
 
附 則 
この条例は、平成26年11月11日から施行する。 

八幡浜ちゃんぽん振興条例 



産品の販路拡大 
① フード台北2016への出展支援 

●概要／今年度の新規事業。市内産品の海外（台湾）への販路拡大を市が支援。 
●日程／6月22日～25日 
●場所／台湾世界貿易センター南港展示ホール 
●出展事業者数／1,100社 
    うち日本事業者数は、八水蒲鉾㈱、梅美人酒造㈱等 約100社 
●来場者数／67,599人    (H27  66,911人) 
 

※「八幡浜フェアin台北」の開催 
   平成２９年２月９日～１９日（１１日間） 
   微風広場（台北市）で見本市を出展 
 
 
 

産業振興の取り組み 

② 国内大規模見本市・商談会への出展支援 

■出展費用補助 
 
  首都圏等で開催される大規模見本市・商談会へ出展するために必要な費用を 
  市が支援。経費の1/2（限度額10万円） 

 
■スーパーマーケット・トレードショー出展 
 
  国内最大規模の見本市「スーパーマーケット・トレードショー2017」（2月 
  15日～17日／幕張メッセ）において市と市内業者共同で八幡浜市ブースを 
  設置。市内産品の販路拡大、知名度向上を図る。 

全国へ！ 
海外へ!! 
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～地元特産品のＰＲ、地域活性化に繋がっています～ 

(件) 

対前年比（平成26年度→平成27年度）  

金額 29倍 件数 55倍 

平成27年度実績 

 金額 348,641千円 
 件数   28,901件 
 
平成26年度実績 
 金額 11,999千円 
 件数   524件 

 ふるさと納税の推進 

11 

  
今後もふるさとの納税により全国に八幡浜の魅力を発信するため、お礼の特産品の充実、
PR等、更なる取組みの強化が求められています。 
 

平成28年4月 「ふるさと納税推進室」新設 
特産品ラインナップ  現在96品目（25事業者） 

    
  

    



１ やわたはま国際ＭＴＢレース（八幡浜青年会議所も参加！） 

自転車のまち やわたはま 
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サイクルスポーツ 

２ サイクリング佐田岬（八幡浜青年会議所も参加！） 

 日本一細長い佐田岬半島で開催するサイクリングイベント 

開催日／Ｈ２８．９．２５ 

コース／ショート ２５ｋｍ  ロング ９０ｋｍ 

参加料／５千円  

国内屈指のマウンテンバイクコースを有し、アテネ、北京、ロンドン、リオデジャネイロと４大会連

続でオリンピック日本代表選手選考レースを開催するなど、マウンテンバイクの聖地として知られて

いる。 

３ シクロクロスやわたはま（八幡浜青年会議所も参加！） 

 オフロードコースを周回し、一定時間内に走った周回数を競う障害物レース 



八幡浜黒湯温泉 みなと湯 
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施設概要 
 鉄骨造 平屋建て  
  敷地面積 1,910.35㎡ 
  建築面積  631.79㎡ 
   駐車場     37台 
   脱衣室  男女各68 
  
 内 湯  モール泉（黒湯）を使用 
       した浴槽 
        水風呂（井戸水掛け流し） 
 サウナ  最大15人収容 
 洗い場  同時使用18人 
 
 露天風呂 井戸水を使用した浴槽 
       （檜風呂・岩風呂） 

       営業時間 ９：００～２３：００（札止め２２：３０   年中無休）     
料金   一般大人：５５０円    ６５歳以上：５００円    ３歳～小学校６年生：３００円  

平成28年8月４日ＯＰＥＮ！  



内湯（モール泉） 
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 露天風呂（塩湯）      岩風呂      檜風呂     

 里山の湯       里海の湯 



1 二宮忠八 

文化と芸術 やわたはま 
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医聖として広く人々か

ら慕われ シーボルト

の娘『イネ』を日本人

初の女医にまで育てた。 

明治２４年、模型飛行機の飛行実
験に成功 
ライト兄弟より12年も前 

文化・芸術 

２ 二宮敬作 ３ 前田山英五郎・朝汐太郎（初代） 

戦後初の横綱 

外国人力士第１号

となる高見山を発

掘、今日の相撲界

の国際化へ先鞭を

付けた。 

高砂部屋の 
シンボル的四股名 

朝汐（朝潮） 



 二宮忠八生誕１５０周年記念 

(1)市民ミュージカル「二宮忠八物語」 
   
  

   ■日時    平成２８年７月３０日（土） １６時開演 
         平成２８年７月３１日（日） １４時開演 
 
 ■場所     八幡浜市文化会館（ゆめみかん）大ホール 
 
 ■出演者  応募５５名と坊っちゃん劇場の役者３名 
                          八幡浜市出身のオ ペラ歌手菊池有里子さん 
                          八幡浜児童合唱団、和太鼓集団「雅組」 
                          大城市長、上田市議会議長、井上教育長等 
  
    ■入場料  ５００円 
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４ シュードタキライト・梅之堂三尊仏 
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５～６千万年前の岩層 

シュードタキライト 
（国指定の天然記念物）  

梅之堂三尊仏  

全国で唯一現存している五尊仏 
「木造阿弥陀如来及び両脇侍坐像」として国の『重要文化財』 

文化と芸術 やわたはま 

文化・芸術 

松村正恒氏［八幡浜市名誉市民］設計の平成21年6月に修復工

事が完了した日土小学校校舎は、平成11年ドコモモ20選に選

定され、平成24年11月にはＷＭＦ/ノール モダニズム賞を

受賞、同年12月28日には戦後建築としては４番目、戦後木造

建築としては初の重要文化財に指定。 

５ 日土小学校 校舎 



 真穴の座敷雛（4月2日・3日） 

イベント・観光 やわたはま 
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特色あるイベント 

跡継ぎの家に長女が生まれたときだけ行う 
ひな祭り！内裏雛を中心に飾りつけた舞台
は、大名の園遊会を連想させます。 

平家谷そうめん流し（4月～8月） 

 五反田柱まつり（8月14日） 

県指定無形民俗文化財。高さ20メートル
余りのかごに火を入れる祭りで、松明の
炎が夜空を乱舞するさまは圧巻です。 

みなと花火大会（8月15日） 
八幡浜の夏の夜の風物詩としておなじ
みの花火大会。真夏の夜を華やかに
彩ります。 

豊かな自然を利用した観光スポット 

忠八翁飛行記念大会（4月29日） 

偉大なるパイオニア二宮忠八の飛
行実験成功（明治24年4月29日）の
偉業をたたえ、毎年開催される行事。 

保内地区地方祭（10月） 
唐獅子、五ツ鹿、四ツ太鼓、牛鬼、
山車、相撲練りなどが巡行し、独特
のまつりの様相を今に伝えます。 



「えひめいやしの南予博2016」 

開催時期 H28.3.26～11.20 

 2016.3.26 開幕 オープニングイベント 
 メイン会場 八幡浜みなっと 

 南予の多様な「食・食文化」を軸として「サイクリング」「ア
ウトドア」「町歩き」「グリーンツーリズム」「花」等の南予地域
の魅力を満載した、多様なイベントを実施 
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自主企画プログラム（15事業） 
 ・BOCOタワー世界選手権 ・じゃこ天・ちくわ製造体験 
   ・伊予の大阪」町並ウォッチング ・大島おさんぽクルージング 
 ・親子でつくる本格的創作手打ちちゃんぽん体験会 
 ・第4回やわたはまGO!GO!三輪車レース ・八幡浜ZAKO48総選挙 など      

地域企画イベント 
（市11事業、佐田岬広域2事業、JA 1事業） 
 ・ぱしふぃっくびいなす船内見学会 ・みなとまち音楽祭 
 ・佐田岬ふるさとウォーク ・ SKY SPIRIT2016 
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【道路・駐車場（地方創生港整備交付金等）】 
  
 Ｈ２８ 既存施設撤去工事、設計委託 

 Ｈ２９ 
 Ｈ３０   改良工事 
 Ｈ３１  
 
 

【係留施設（地方創生港整備交付金）】 
 Ｈ２７ 岸壁本体設計委託、航行安全対策検討業務委託 
 Ｈ２８ 岸壁杭打工事、取付護岸設計委託 
 Ｈ２９ 岸壁杭打工事、取付護岸改良工事、可動橋設計委託 
 Ｈ３０ 岸壁上部工工事、岸壁付帯施設工事、可動橋基礎工事 
 Ｈ３１ 可動橋製作・据付工事 
 
 

【ターミナルビル】 

 
  
 H２９ 設計 
 Ｈ３０   
 Ｈ３１    
 
 

建築工事 

新桟橋 標準断面図（イメージ） 

-10.0m 

20.0m 

▽＋4.00m 

-55.0m 

-15.0m 

▽H.H.W.L＋3.50m 

【既存岸壁】 
・対象船舶：3,000トン級 

【新岸壁】 
・対象船舶：4,000トン級 
・耐震強化岸壁 

道路、駐車場の再整備  

旅客ターミナル 

フェリー駐車場 

魅力あるまち やわたはま 

魅力あるまちづくり 

２ 八幡浜港フェリー埠頭再整備事業 事業費／3,817百万（国・県／1,800百万 過疎債／2.017百万） 
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短
い
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崎 

鹿児島 

熊
本 

佐世
保 

長崎 

大洲北只IC 

八幡浜
IC 

博多 
八幡浜港 別府港 

臼杵港 

吹田IC 

大分 

※大洲・八幡浜自動車道について 

・大洲・八幡浜自動車道のうち、大洲北  
只IC～八幡浜ICは約11km 

・約11kmのうち約8kmは事業中であり、残
り約3kmについては、H27年度に調査区
間となっている。 

H28.4.28 開通 
（椎田南IC～豊前IC） 北九州 

魅力あるまち やわたはま 

魅力あるまちづくり 

３ 太平洋新国土軸  【東九州自動車道】＋【フェリー】＋【四国の高速道路】を組み合わせた国土軸構想 
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移動時間 運転距離 移動時間 運転距離

大分県庁～吹田ＩＣ 約8.3時間 約660km 約7.4時間 約450km

宮崎県庁～吹田ＩＣ 約10.9時間 約870km 約10.0時間 約630km

鹿児島県庁～吹田ＩＣ 約11.0時間 約880km 約11.9時間 約780km

※移動時間は、フェリーの移動時間を含む。

※運転距離は、フェリーの運転距離を含まない。

ルート
本州ルート 四国ルート

愛媛県資料より抜粋 



４ 道の駅・みなとオアシス「八幡浜みなっと」 

 「交流拠点施設」は、どーや市場（海産物直売

所）、どーや食堂、みなと交流館（観光案内所・多

目的ホール・会議室）、緑地公園、アゴラマルシェ

（産直・物産販売・飲食施設）などからなり、「道

の駅」「みなとオアシス」に登録。Ｈ２５年四国の

港で初めてポートオブザイヤーに選定されました。 

オープン以降３年連続来訪者数１００万人突破 

魅力あるまち やわたはま 

魅力あるまちづくり 
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アゴラマルシェ 

どーや市場 
 どーや食堂 

みなと交流館 
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ご清聴ありがとうございました。 

本日はよろしくお願い致します。 


