
皆さんの近所に住むキラキラ輝くまさきの人たちを紹介します

Family
友人知人の家族をリレーでつなぎます

◦ PROFILE
しらかた・まさひと　公務員。愛媛マラソンに 10 回、四万十ウルトラ
　マラソン（100 ｋｍ）に 4 回出場しているスポーツマン。松山市出身
しらかた・えみ　理学療法士。魚料理やお菓子作りが得意。結婚前は
　ゴスペル、サックスやスキューバダイビングに挑戦するなど多趣味な
　一面も。大間出身
しらかた・あいね　縄跳びが得意。髪型や洋服を自分でコーディ
　ネートするなど女子力高めのおしゃれさん。6 歳
しらかた・ゆうと　プラレールがお気に入り。自転車やボールなど外
　遊びに夢中。4 歳

　大間に住む白方さんファミリー。春には菜の花を見たり、つくし採り
をしたりするなど、季節を感じるお出掛けが好きな仲良し家族です。
　週末になると白方家に漂う甘い匂い―。料理が得意な恵美さ
んが愛音ちゃんと一緒にお菓子作りをしています。シフォンケー
キ、スコーンやしょうゆ餅などバリエーション豊かなお菓子に優仁
くんも大喜び。恵美さんは、「ピザのトッピングをお花の形にする
などさすが女の子」とほほ笑みながら、「バレンタインに熊さんの
チョコを作りたい」など愛音ちゃんのリクエストに応えています。
　一方雅仁さんは、出掛けた先でカニ、バッタやカマキリの採り
方や新幹線の名前を教えてくれるなど、「何でも知っていてすごい」
と優仁くんの尊敬の的。恵美さんも、「私が教えられないことを
子どもに教えてくれるからありがたい」とたたえます。
　「子どもたちにはいろんなことを体験させて、引き出しの多い
子に育ってほしい」と願う雅仁さんと恵美さん。見るよりも体験す
る方が好きだという愛音ちゃん、優仁くんと一緒に、きねと臼を
使ったお正月恒例の餅つきや、年に1回は必ず行くという家族旅
行など、これからも楽しい思い出をたくさんつくっていきます。
　次回は、恵美さんのお友達、伊東春奈さん＝筒井＝ファミリー
をご紹介します。

家 族 の き ず な

白方雅仁さん  恵美さん  愛音ちゃん  優仁くん
（大間）

松前町は令和42年に25,000人のまちを維持します

Statistics
統計

（　）は前月比

男性   14,528 人     
女性   16,099 人    
合計   30,627 人    
世帯   13,436 世帯

( ＋ 8）
( － 7）
( ＋ 1）

( ＋ 16）

人の動き
 （R2.2.29 現在）

Payment
支払

◎納期限内に納めてください

納期限   4 月 30 日木    口座振替  4 月 27 日🈷
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みんな知ってた？
松前町は、住民が感じる「住みここち」のよさ
が全国でもトップレベルなんだって！

　北伊予小学校 6 年生の岡部心美さん。バスケットボールを頑
張っている女の子です。
　もともと運動が好きだった心美さん。3 年生のとき、松前ス
ポーツ少年団「北伊予 MBC」に入団して始めたバスケットボー
ルは、5年生でレギュラーに選ばれ、県の選抜チームにも呼ばれ
るほどの腕前に―。ガードのポジションで攻守ともに活躍する
選手となり、6 年生からは副キャプテンを務めました。
　そんな心美さんですが、バスケットボールを始めた頃は、基
礎練習の走り込みがつらくやめたいと思ったことも―。つらい
練習を乗り越えることができたのは、「上級生が励ましてくれた
から」と話します。チームの中に心美さんのことを目標とする
後輩ができてからは、「今度は私が教える番。自分の経験を生
かしてアドバイスをしています」と優しい笑顔を見せます。
　4 月から中学生になる心美さんは、バスケットボール部に
入部予定。「憧れの先輩と一緒に大会に出て優勝したい」と意
気込む心美さんの、今後の活躍から目が離せません。

Kids 北伊予小 6 年・鶴吉         岡
おか
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　　　　  ｢引かないディフェンスが私の強み｣頑張る子どもを紹介します

Boys&Girls,Be

Ambitious!

Shining person in Masaki

Shining person in Masaki
Shining person in Masaki Shining person in Masaki

Shining person in Masaki Shining person in Masaki

Shining person in Masaki
Shining person in Masaki

「松前の魅力伝え隊」は、広報担当者ではなく町民の皆さ
んが、カメラを持って松前町の魅力を取材したり、団体
の PR をしたりするコー
ナーです。
現在リポートしてくれる
人を募集中。詳しくは、
総務課広報広聴係 （☎
985―4132）に連絡を。

松前町のこんな魅力、知っていますか
魅 力  伝え隊
松  前  の

番 外 編

　「いい部屋ネット 街の住みここちランキング 2019」は、実際
にその地域に居住する人へのアンケート調査をもとに、住民の
居住満足度を順位付けしたもの。大東建託株式会社が全国
1,896自治体に住む人を対象に実施しました。同ランキングで
松前町は、「愛媛県版」で第1位、さらに都市部を除く全国510
自治体を対象とした 「ふるさと版」で第 2位に輝くなど、全国
的に見ても「住みここちのよい街」として高く評価されています。
　要素別レーダーチャート（右上のグラフ）を見ると分かる
ように、大型商業施設のエミフル MASAKI があること、伊

予鉄道郡中線、JR 予讃線や国道 56 号線が縦貫していて交通
の利便性が高いことなどが高評価の主な要因となっているほ
か、居住者からは、「水道料金が安く、子育てなどの手当ても
充実しているので家族で住みやすい」「自然が豊かで物価が
安く、地震が少ない。地産地消でき、生鮮食品の鮮度が高い」
などの声が寄せられています。
　あなたにとっても、松前町は 「住みここちのよい街」ですか。
※同ランキングについて詳しく知りたい人は、大東建託株式会社
公式サイト（https://www.kentaku.co.jp/sumicoco/）をチェック！

まちの
魅力を PR しませんか？

あなた
の写真と文章で

いい部屋ネット

街の住みここちランキング 2019

愛媛県版

ふるさと版

1位

2位
（都市部を除く全国 510 自治体対象）

順位 自治体名
1 位 松前町
2 位 松山市
3 位 東温市
4 位 伊予市
5 位 西条市

順位 自治体名
1 位 石川県野々市市
2 位 愛媛県伊予郡松前町
3 位 山口県下松市
4 位 沖縄県中頭郡北谷町
5 位 徳島県名西郡石井町

おたたちゃん

令和元年 10 月 30 日公表

令和 2 年 3 月 11 日公表
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住みここち＜ふるさと版＞総合トップ３の分析

「住みここちに関する設問項目」について、因子分析から得られた８つの要素をレーダーチャートにすると、その自治体のイ

メージが把握できます。基準点のゼロ（下図点線）よりも、どの項目が大きく広がっているかで特徴がわかります。

人口は約３万人で、松山市の南西部に隣接し、瀬戸内海に面しています。町内

には大型ショッピングセンターのエミフルＭＡＳＡＫＩがあり、伊予鉄道郡中線や

JR予讃線、国道などが通じており、交通利便性が高いことが評価されています。

＜居住者コメント＞

� 水道費が安く、子育てなどの手当ても充実している。住民税も松山市と比べ

て安く、家族で住むには住みやすい。（女性・３１歳・既婚・技術職）

� 自然豊かで物価が安く、地震が少ない。地産地消でき、生鮮食品の鮮度が

高い。（女性・３２歳・既婚・事務職）

� 商業施設やテナントが多くあるので、ショッピングなどに問題なく生活しやすい。

（男性・６４歳・既婚・製造業）

� 県都松山市に近く、目的のものが町内になくても松山市でほとんど用が足せる。

（男性・５８歳・既婚・管理職）

自治体 １位 (０.９７Ｐ：偏差値７４.９) 石川県 野々市市 （ののいちし）

石川県の中部に位置し、金沢市の西側に隣接しています。２０１１年に市制

移行されており、平均年齢は４０歳と若く、人口は５万人強となっています。電

車やバス、金沢バイパスなどが整備されており、車で行ける範囲に様々な商

業施設が揃っています。

＜居住者コメント＞

� 町の活性化が進んでいるため、スーパーや薬局などが多くあり、気軽に買い

物に行ける。（女性・２２歳・未婚・派遣社員）

� ショッピングセンターが近く、買い物に便利。近所付き合いもほどほどのため、

自分のペースで生活を楽しむことができる。（女性・５１歳・既婚・パート）

� コンパクトな市内に色々な商業施設があり便利。（男性・３１歳・既婚・製造

業）

� 買い物は遠くに行かなくても近場で大体揃う。（男性・４７歳・未婚・管理職）

自治体 ２位 (０.９７Ｐ：偏差値７４.９) 愛媛県 伊予郡松前町 （いよぐん まさきちょう）

自治体 ３位 (０.９０Ｐ：偏差値７２.４) 山口県 下松市 （くだまつし）

県の東南部に位置し、瀬戸内海に面する臨海工業都市で、近隣の周南市や

光市を含む周南地区における商圏の中心地となっています。笠戸大橋で結

ばれた笠戸島の夕日岬は西日本でも有数の夕日の名所として知られていま

す。

＜居住者コメント＞

� 徒歩圏内にスーパーやドラッグストアがあり、日常の買物は大体済ませられ

る。（男性・６３歳・未婚・無職）

� 病院や図書館の施設が充実している。子ども手当てや医療費無料が有難

い。（男性・３３歳・既婚・製造業）

� 治安が良く、普通に生活するには困らない程度の店がある。（女性・４０歳・

既婚・専業主婦）

� 公共施設や商業施設などが周辺に揃っており、生活が便利。（女性・３３

歳・既婚・事務職）

◉愛媛県版 ◉ふるさと版

◉要素別レーダーチャート（松前町）
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