
未来へ歩もう  このまちで

ス イ ッ チ  ト ウ オ ン

愛媛県  東温市

東温暮らしからはじまる幸せ



元気

温暖な気候、恵まれた自然
環境に加え、医療環境も充
実し、愛媛県内でも安心で
快適な住みよいまちとして評
判です。

ボランティア活動など市民活
動が活発！ 世代を越えて、
みんなが元気になるスポー
ツ、文化イベントも盛んです。

地域特性を活かした教育と施設の充
実の他、地域の企業・産業を支援し、
未来の東温市を担う人づくり、もの
づくりをしています。

充実した医療体制に豊かな自然、利便
性の高い交通網…住んでみたい、住ん
でよかったといわれるまちの「スイッ
チ」をオンにして、楽しい東温暮らし
をはじめませんか？

し充実し

東温市の
住みよさが光る
３つのSW I T C H

快適

ス イ ッ チ

SWITCH！

SWITCH！

SWITCH！

成 長

県内1位
『都市データパック2014年版』

東洋経済

住みよさランキング
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国道 11 号、松山自動車道が通り、東予・
南予方面へも好アクセス。松山市とつなが
る伊予鉄道、路線バスなど利便性の高い
交通網を実現しています。

松山空港から約1時間
車・電車・バスで
快適アクセス

自然を活かした公園施設の他、ショッピン
グセンターや地域の採れたて野菜を販売
する直売所も点在し、便利さと豊かさを兼
ね備えています。

身近な自然と癒し空間、
商業施設などが
揃っています

愛媛大学医学部周辺の整備事業やボラン
ティア清掃など、市民と行政が協働して、
人が集い、快適に定住できるまちづくりを
進めています。

安全・安心、快適で
魅力あるまちづくりが
進められています

川内インター入口

県都松山市と隣り合い、ベッドタウンとして発展を続けています。川内インターチェ
ンジなどの周辺へ企業が進出し、活気が満ちています。水と緑に恵まれ、子育てに
も最適。住む人、訪れる人、働く人すべてが心地よい都市近郊田園都市です。

近くに安らぎ

快適な東温暮らし

さくらの湯 除ケの堰堤

防災訓練 志津川分譲地

伊予鉄道（横河原線）

快適
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元気

石鎚山系の清らかな水と肥沃な土壌を活かした水稲、麦などの農作物、どぶろくや
醤油などの加工品。高い技術と誇りを持った地域の企業。そして、ぬくもりに満ちた
人々。まちは人やもの、場所など「ここにしかない！」東温ブランドで活気づいています。

住みよさ一級品

輝く東温ブランド

愛媛大学医学部を核に充実した医療と福
祉を提供。地域医療体制の充実や集団健
康診査の実施にも力を入れ、住民自らの
健康管理を支援しています。

住みよさ県内１位！
医療体制の充実に
高い評価

子育て環境の整備、高齢者や障害者の介
護・自立支援などサークル活動、交流イ
ベントを通して、誰もが心身ともに健康に
なれる取り組みが盛んです。

みんなが元気になれる
健康づくりや交流が
盛んです

東温ならではの地域ブランドを全国に発信
する「地産智商」をはじめ、産官学連携
の推進など「企業誘致」と「既存企業」
の振興を図っています。

「ここにしかない！」の
ものづくりが
育っています

集団検診

とうおん健康づくりの会 三世代運動会

産官学連携で商品づくり ものづくり作業現場

愛媛大学医学部附属病院
全国3位171.5人で

『都市データパック2014年版』
東洋経済

人口１万人当たりの
医師数
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三世代が住むことのできる「三世代同居のまちづくり」を進めています。あらゆる人
が生涯を通じて心豊かに学び合い、充実した人生を送ることができる総合的な学習
環境づくりをするとともに、東温市の未来を担う人材育成を行います。

いのちキラめく

豊かな学びと文化

妊娠期から乳幼児期まで一貫した育児支
援や、こども館など子育て環境が充実。
身近な自然や世代間の交流などから、豊
かな心身を育む情操教育を行います。

地域で子どもを育てる
優しさと安心にあふれる
環境が整っています

旧金毘羅街道の街並みや石鎚山系に連な
る皿ヶ嶺など、自然と風土に育まれた文化
と郷土を未来へ守り伝えるよう、地域で協
力しています。

さまざまな体験を通して
考える力を学び、
郷土愛を育みます

「坊っちゃん劇場」や恵まれた自然環境な
どの地域特性を活かし、各世代の学習ニー
ズに即した教育や芸術・文化活動等を支
援・促進しています。

まちの特色を活かし、
人生をより豊かに
しています

交通指導のボランティア

子ども科学＆環境会議 秋祭り（牛渕の獅子舞）

坊っちゃん劇場 とことこクラブ

こども館

成長
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大西 力さん
珠美さん
大西 力さん
珠美さん

小学校就学前までのお子さんの通院医療
費、中学校卒業までのお子さんの入院医療
費の自己負担分について助成を行っていま
す。安心して子どもを生み育てる制度、環
境づくりに力を入れています。

SWITCH　
わたしたちの

　30分圏内で生活に必要なことは事足りています。
特に病院は愛媛大学医学部附属病院のほか、たくさ
んありますので、大助かりです。乳幼児から中学生ま
で医療費の助成があるなど子育てをするにはとても
よい場所だと思います。さくらこども館に行けば、色々
と相談もできるので、安心です。子どもを安心して遊
ばせることのできる場としてよく利用しています。自
然や田んぼも近く、遊び場に困ることはないですね。

　地域でも子どもを気にかけてくださっています。お
兄ちゃん、お姉ちゃんも小さい子を見守る。そういうこ
とが自然にできていくんですよね。周りがみんな顔見
知りだから、安心して遊ばせることができます。秋祭り
や総合運動会などの行事で地域が一体となる機会が
あるのもいいですよね。
　これからも自然と調和した住みよい東温市のまま
であってほしいです。

ほどよい田舎で住みよいまち

さらに住みやすく
支援・補助制度

子ども医療費助成制度

さくらこども館

東温市総合公園
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大西 幸蔵さん
隆子さん

大西 幸蔵さん
隆子さん

子どもを安心して生み育てられ、高齢者等
が安心して暮らせる健康で幸せな住環境を
創るため、三世代同居用の住宅の新築・購
入・増改築・リフォームを行う方に、その
新築等に係る経費の一部を補助します。

地球と共生する環境先進地づくりをめざ
し、住宅用太陽光発電システムを設置
する住民に補助金を交付。再生可能
エネルギーの導入により、節電など環
境意識の向上や防災機能の強化が期
待されます。

東温市にはたくさんのいい所がありますが、市民の皆さんが東温市を
選び、住み続ける理由、「スイッチ」はどこなのでしょうか。安心と
寄りそい、まちとともに生きる市民の方々にお話を聞きました。

TOON

　東温市が誕生する前から暮らしていますが、やはり
交通の便がよくなったのはありがたかいです。市外で
働く人も通いやすくなったと思います。病院も多く、助
かりますね。それでいて、昔からの豊かな自然は残っ
ていて、災害も少なく、本当に住みやすいと感じます。
市内に温泉施設が2か所もあるのもいいですね。人が
集まる場所があると、活気が出ます。ほかにも婦人会
や自治会でフラダンス、清掃活動などに参加し、色々

な人とお知り合いになりながら、楽しくやっています。
　私たちは農業をしていますが、稲から顔を上げた時
とかに、ふと見えるのどかな田園風景や夕日の美しさ
に癒されます。ほっとするふるさとの風景ですよね。し
いていうなら、特産品が少ないことがもったいないか
も。お野菜もお米も、おいしいものを作ろうと思えばな
んでも作れてしまうまちなんですよ。

なんでも揃う豊かな暮らし

三世代同居支え愛
家族支援事業補助金

住宅用太陽光発電
システム設置者への補助

ふるさと交流館さくらの湯

直売所（さくら市場）

ス イ ッ チ  ト ウ オ ン
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住みやすく、訪れた方々をなごます
魅力にあふれた

ぬくもりのまち 東温市へ 

四季に彩られる里山風景。歴
史と情熱に育まれた祭事や文
化。温泉と食で心身ともにリ
ラックス。東温市にはいつで
も何度でも楽しみがいっぱい
あります。
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ACCESS

東温市

検 索

■ 公共交通機関

■ 高速道路

東温市
（見奈良）

川内IC

松
山
市
駅

松山空港 バスで約25分
バスで約50分

電車で約30分

電車で約20分

しまなみ海道ルート
約２時間

瀬戸大橋ルート
約２時間

神戸淡路鳴門橋ルート
約3時間30分

電車で約7分

松山観光港

JR松山駅

西瀬戸尾道IC

早島IC

神戸西IC

高速道路 JR

大阪
広島 岡山

倉敷
JCT

坂出
JCT

川之江東JCT

大洲

今治

津島若松

川之江
JCT

いよ
小松
JCT

四万十町
中央

三木
JCT

鳴門
JCT

高松

徳島
高知

松山

和
歌
山

川内
IC

西瀬戸尾道IC

早島IC 神戸西IC


