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大分市の面積と人口
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愛媛・大分両県の自治体同士でお互いの地域の魅力を紹
介し合う取り組みを行っています。豊予海峡を挟んだ海の向
こうに目を向けてみましょう！ ( 次号は西予市です )

①大洲市の概要

大洲市は、愛媛県の西部に位置し、市の中心を県下最大の
大洲市
一級河川「肱川（全長 103 ㎞）」が流れ、流域に田畑、集落、
市街地が形成されています。
市のシンボルとして、藤堂高虎・脇坂安治の時代に整備され
た「大洲城（平成 16 年（2004）年天守復元）」があります。
城下では、篝火を焚いた鵜舟と屋形船が並走する「合わせ鵜飼い」が夏から
＜基礎データ＞
秋に行われ周辺の河原では地元産の「サトイモ」を使用した「いもたき」が
●人 口：42,148人
（令和 2 年 9 月末）
300 年以上続いています。
●総面積：432.12㎢
（令和 2 年 2 月）
市では、「人・自然・まちきらめく」「知
行創造」「自立と協働」を基本理念とし、
「きらめくおおず～みんな輝く肱川流域の
まち～」を将来像として掲げ市民一人ひ
とりが幸せを実感できるまちづくりに取り組
んでいます。
「大洲城」

「うかい」

②大洲市の歴史・文化

「伊予の小京都」
と呼ばれる大洲市は、四方を豊かな自然に囲まれた歴史と文化の薫
るまちです。市内中心部には、平成16（2004）年に木造で復元された四層四階の天守
をもつ「大洲城」
と周囲に残る町並みがあり城下町の歴史を感じさせてくれます。
肱川の上流域には、坂本龍馬が脱藩の際に通ったという
「脱藩の道」があり、中流域の景勝地には明治期の名建
が りゅう さん そう
築「臥龍山荘」が建てられています。また下流域には、現
役の道路可動橋としては国内最古の「長浜大橋」など、
肱川流域の歴史を育んだ文化財が数多く残っています。さら
に、秋から冬にかけて肱川河口付近で発生する「肱川あら
し」は、霧を伴った冷気が伊予灘に向かって川面を駆け下
る大洲特有の地形と気候が生み出す世界的にも珍しい自然
現象です。お越しの際は、ぜひこの肱川流域の自然や歴史
「龍馬脱藩の道（飛翔の像）」 を体感してください。

③大洲市の特産品

肱川の恵みにより、多くの「ええモン」が創り出されてき
ました。肱川が栄養たっぷりの土を運ぶことから、大洲市
ではねっとりホクホクの「サトイモ」が育ちます。サトイモ・
鶏肉・油揚げ・こんにゃくなどを煮込んだ大洲の郷土料理
「いもたき」は、醤油ベースの甘めの味が心に染み込む逸
品です。「志ぐれ」は、小豆と餅粉や米粉を混ぜ、セイロ
よう かん
うい ろう
で蒸しあげた、羊羹とも外郎とも違うモチモチとした食感が
特徴の伝統菓子です。また、肱川の下流はかつて木材の
一大集積地であり、下駄などの木履製造が盛んに行われ
ていました。伝統の製造に加え、足触り・履き心地を追求
した［匠の技術］が現代に受け継がれています。
※「ええモン」
とは、大洲の方言で
「いいもの」
という意味です。

大洲市企画情報課
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イベントの中止をお知らせします
市報12月1日号15ページに掲載し
ました「新年祝賀互礼会」は全地区
中止となりました。
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○に入る言葉は何かな？ヒントは、
この市報の中にあります！
『新型コロナウイルス感染症対策
感染リスクが高まる
「●つの場面」
に
気を付けましょう』
▪応募方法
はがきに、
答え、
住所、
氏名、
年齢、
電話
番号、市報の感想を記入し、
1月15日㈮
〈消印有効〉までに広聴広報課（〒8708504 荷揚町2-31 ☎537-5713）
へ。
正解者の中から抽選で、大分市の食材
を利用した加工品「Oita Birth」の詰め
合わせを3人にプレゼントします。
※当選者の発表は、発送をもって代え
させていただきます。

今号の特集のタイトルは？

○○○

人と地域と伝統を
「繋ぐ」消 防 団
「臥龍山荘」
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「肱川あらし」

善意の寄付が相次いでおります。
お礼申し上げます。
◎市へ
▪原優梨子
▪大分商工会議所佐賀関支所
▪地球大好き！さくらグループ

▪宮﨑惠美子(寒田北町)

香典返し寄付

いっぽん ば げ

「いもたき」

た

「一本歯下駄」
まだまだ
「ええモン」情報
チェック

広報広聴係

大洲市ＨＰ

☎0893－24－1728

人

229,872人（+15）

12月1日号「市報クイズ」の答え

※上記の記事は大洲市が作成しました。内容の詳細については大洲市企画情報課までお問い合わせください。
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積 502.39㎢

◎社会福祉協議会へ
篤志寄付

「志ぐれ」

お問い合わせ

面

▪大分地区 赤木智子(王子南町)/畔津淳
子(高城団地)/岩田榮二(羽屋)/堀真理子
(明野東)/稲田由美子(千歳)/郡田正明(明
野北)/西田吉廣(中津留)/髙橋秀子(豊饒)
▪鶴崎地区 佐 藤 浩(横 尾)/柴 田 信 子(森
町)/工藤洋三(松岡)/児玉聖子(広内)/三
重野雅則(常行)/和田美恵子(法勝台)/芦
原茂(宮河内ハイランド)
▪大在地区 肘井利徳(曙台)/那賀千賀子(須
賀)/宇都宮智津子(角子原)
▪坂ノ市地区 姫野智子(東上野)
▪稙田地区 新貝孝宏(下宗方)/佐藤文子
(木上)
▪佐賀関地区 吉田京太郎(佐賀関)/𠮷𠮷田
英明(白木)/藤澤加代美(志生木)
▪野津原地区 安藤正行(上詰)
以上11月15日受付分まで

〈住民基本台帳人口〉
口 478,331人（+17）

女

248,459人（+2）

世帯数 224,760世帯（+82）

産業別最低賃金をお知らせします
鉄鋼業：951円 非鉄金属製造業：911
円 電子部品･デバイス･電子回路、電気
機械器具、
情報通信機械器具製造業：835
円 自動車･同附属品製造業、船舶製造・
修理業、舶用機関製造業：878円 自動車
（新車）小売業：848円 これらに該当し
ない場合：792円 ※いずれも時間額
問 大分労働局賃金室（☎536-3215）

ハッピーファミリー応援教室

無料

◎プレママ・プレパパスクール
▪時間：午後1時～4時
▪内容：妊娠期の心身の変化と過ごし
もく
方、新生児の育児講座、妊婦体験、沐
よく
浴実習など
▪対象：初妊婦とその夫
▪定員：8組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳
◎親子スキンシップ教室
▪時間：午後1時30分～4時
▪内容：ベビーマッサージなど
▪対象：生後3～5カ月児とその父母
▪定員：10組（先着順）
▪持参品：母子健康手帳、バスタオル、
おむつシート
▪月日・場所：◦1月16日㈯…鶴崎市民
行政センター ◦2月13日㈯…明治
明野公民館
▪申込み：電話で、1月5日㈫から県助
産師会（☎534-0753）
へ。

女性のための創業セミナー

無料

▪日時：2月6日・13日・20日（土曜日・
全3回） 午後1時～5時
▪場所：大分商工会議所5階
（長浜町三丁目）
▪定員：15人（先着順・女性限定）
▪申込み・問 商工会議所に備え付け
の申込書(同会議所ホームページでダ
ウンロードも可)に記入し、ファクス
で1月27日㈬午後5時までに同会議所
（☎536-3208
536-3143）
へ。

赤十字救急法等講習会
◎救急基礎講習会（ベーシックライフ
サポート講習）
▪日時：2月9日㈫ 午後1時～5時
▪対象：15歳以上
▪定員：15人
▪参加料：1,500円（教材費）
▪その他・場所・問 応募方法など詳し
くは、日赤大分県支部（千代町二丁目
☎534-2237）
へ。
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都市計画変更の案を縦覧します
▪内容：大分都市計画市街化区域およ
び市街化調整区域の変更
▪縦覧期間：1月12日㈫～26日㈫
▪縦覧場所：県都市・まちづくり推進課、
市都市計画課
▪その他・問 計画案に意見のある人
は、縦覧期間内に県都市・まちづくり
推進課（☎506-4647）へ意見書を提
出することができます。

新春！さがのせき朝市
▪日時：1月23日㈯ 午前8時30分～
10時30分
（予定）
▪場所：県漁協佐賀関支店荷さばき施
設周辺
▪内容：◦佐賀関特産品の販売 ◦ク
ロメ販売
（冷凍品、
1,000本予定）
ほか
問 大分商工会議所佐賀関支所（☎
575-1000）

税理士会の確定申告相談
▪期間：1月25日㈪～2月26日㈮〈土・
日曜日、祝日を除く〉
▪その他：相談は無料、書類作成は有料
です。相談場所はお尋ねください。
▪申込み・問 電話で、1月4日㈪から
南九州税理士会大分支部（☎5322974）へ。

いきいきエクササイズ
ズンバ
（ZUMBA）
教室

無料

▪日時：2月1日㈪ 午前10時～11時30分
▪場所：J:COM ホルトホール大分1階
ヘルスアップルーム
▪対象：市内に居住の60歳以上の人
▪定員：24人（先着順）
▪申込み・問 電話で、1月22日㈮まで
に（公社）市シルバー人材センター
（☎538-5575）
へ。

公共職業訓練3月受講生募集
▪内容：再就職するために必要な知識
と技能を6カ月間で習得
▪受講期間：3月2日㈫～8月27日㈮
▪申込期間：1月4日㈪～29日㈮
▪その他：訓練コース説明会を1月19
日㈫に行います。詳しくは、大分職業
能力開発促進センター〈ポリテクセ
ンター大分〉
（☎529-8615）
へ。
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