
番号 日付

四国中央都市計画地区計画 市 市告
1 四国中央 ― 四国中央市 地区計画 西入野地区土居庁舎前 決定 H23.5.25 H24.6.29 第158号 H24.7.20 A=約5.8ha 新規

地区計画

第一種低層住専　A=1038.51→1026.1ha

市 市告 第二種中高住専　A=226.6→231.8ha

2 松山広域 ― 松山市 用途地域 松山広域都市計画用途地域 変更 H24.5.11 H24.6.18 第340号 H24.7.23 第一種住居　A=2715.7→2722.4ha 変更
第二種住居　A=201.0→200.4ha
近隣商業　A=567.9→569.0ha

市 市告
3 大洲 ― 大洲市 臨港地区 大洲都市計画臨港地区 変更 H24.7.11 H24.7.30 第73号 H24.7.30 A=8.6→77.8ha 変更

長浜臨港地区

市 市告 第一種中高住専　A=48.1→27.9ha
4 松山広域 ― 東温市 用途地域 松山広域都市計画用途地域 変更 H24.7.20 H24.8.15 第104号 H24.8.24 第二種中高住専　A=0→19.5ha 変更

第一種住居　A=173.1→173.8ha

松山広域都市計画地区計画 市 市告
5 松山広域 ― 東温市 地区計画 志津川地区地区計画 決定 H24.7.20 H24.8.15 第105号 H24.8.24 A=約22.7ha 変更

県 県告 名称変更
6 宇和島 ― 県 臨港地区 宇和島都市計画臨港地区 変更 H24.7.20 H24.5.22 第1059号 H24.8.24 南予レクリエーション都市計画 変更

宇和島臨港地区 ↓
宇和島都市計画

市 市告 名称変更
7 宇和島 ― 宇和島市 臨港地区 宇和島都市計画臨港地区 変更 H24.8.20 H24.9.10 第53号 H24.9.13 南予レクリエーション都市計画 変更

吉田臨港地区 ↓
宇和島都市計画

市 市告 名称変更
8 宇和島 ― 宇和島市 臨港地区 宇和島都市計画臨港地区 変更 H24.8.20 H24.9.10 第54号 H24.9.13 南予レクリエーション都市計画 変更

岩松臨港地区 ↓
宇和島都市計画

市町村の都市 市 市告
9 四国中央 ― 四国中央市 計画に関する 四国中央市の都市計画に 決定 H24.5.25 ― 第179号 H24.9.21 新規

基本的な方針 関する基本的な方針

整備・開発・ 松山広域都市計画 県 県告
10 松山広域 ― 県 保全の方針 都市計画区域の整備、 変更 H24.7.20 ― 第1190号 H24.9.28 変更

開発及び保全の方針

市 市告 第一種住居　A=235.2→232.8ha
11 八幡浜 ― 八幡浜市 用途地域 八幡浜都市計画用途地域 変更 H24.9.24 H24.10.3 第139号 H24.10.4 準工業　A=81.3→83.7ha 変更

工業　A=22.0→23.1ha

市 市告 第一種住居　A=524→520ha
12 新居浜 ― 新居浜市 用途地域 新居浜都市計画用途地域 変更 H24.12.3 H24.12.14 第127号 H24.12.21 準住居　A=75→79ha 変更

市街地周辺　A=830→824ha
市 市告 幹線道路沿道　A=130→142ha

13 新居浜 ― 新居浜市 特定用途制限地域 新居浜都市計画 変更 H24.12.3 H24.12.14 第128号 H24.12.21 田園居住　A=6,427→6,415ha 変更
特定用途制限地域 産業居住　A=84→90ha

市 市告
14 八幡浜 ― 八幡浜市 臨港地区 八幡浜都市計画臨港地区 変更 H24.7.25 H24.12.18 第6号 H25.1.7 A=2.4→2.7ha 変更

川之石臨港地区

第一種住居　A=2722.4→2719.3ha
市 市告 近隣商業　A=569.0→572.0ha

15 松山広域 ― 松山市 用途地域 松山広域都市計画用途地域 変更 H24.7.30 H24.9.18 第43号 H25.2.1 商業　A=316.1→323.5ha 変更
準工業　A=869.3→862.0ha

松山広域都市計画 市 市告
16 松山広域 ― 松山市 特別用途地区 特別用途地区 変更 H24.7.30 H24.9.18 第44号 H25.2.1 A=869.3→862.0ha 変更

松山広域都市計画 市 市告 松山城南部地区　A=151→159ha
17 松山広域 ― 松山市 駐車場整備地区 駐車場整備地区 変更 H24.7.30 H24.9.18 第45号 H25.2.1 道後温泉周辺地区　A=46→46ha 変更

防火地域 松山広域都市計画 市 市告 防火地域　A=46.0→77.0ha
18 松山広域 ― 松山市 準防火地域 防火地域及び準防火地域 変更 H24.7.30 H24.9.18 第46号 H25.2.1 準防火地域　A=923.8→916.5ha 変更
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松山都市計画 市 市告
19 松山広域 ― 松山市 土地区画整理事業 土地区画整理事業 変更 H24.7.30 H24.9.18 第47号 H25.2.1 素鵞土地区画整理事業の廃止 変更

市 市告
20 松山広域 ― 伊予市 臨港地区 松山広域都市計画臨港地区 変更 H25.2.15 H25.3.6 第30号 H25.3.11 A=6.2→10.1ha 変更

伊予臨港地区

市 市告
21 西条 ― 西条市 道路 8･7･2壬生川駅自由通路東西線 変更 H24.5.30 H24.6.25 第87号 H24.7.5 L=150m 変更

追加

市 市告
22 大洲 ー 大洲市 道路 Ⅱ・3・3紺屋町松原線 変更 H24.7.11 H24.7.27 第72号 H24.7.30 廃止

（旧長浜町）

3・6・10長浜港港町線 県 県告第1086号 変更
23 大洲 国 県 道路 3･6･11長浜港恵比須町線 変更 H24.7.20 H24.8.2 県告第1088号 H24.8.28 変更

（旧長浜町）

3・2・1広小路線 県告第1082号 変更
一部 3・3・6鳥生大浜八町線 県 県告第1083号 変更

24 今治広域 国 県 道路 3・4・18波止浜中道線 変更 H24.7.20 H24.8.2 県告第1084号 H24.8.28 変更
3・5・40波止浜五番浜線 県告第1085号 変更
3･4･27今治日高線 県告第1087号 変更
3・4･13　別宮本町線 変更
3・5･14　今治駅別宮橋線 変更
3・5･15　第5前線 変更
3・5･20　広小路竹屋町線 市 市告 変更

25 今治広域 － 今治市 道路 3・5･25　泉川通線 変更 H24.4.27 H24.7.27 第356号 H24.8.28 変更
3・5･26　黄金通線 変更
3・5･31　内港天保山線 変更
3・5･34　常磐町榎町線 変更
3・4･47　別名矢田線 変更
7･6･3　　榎橋日高線 変更

市 市告
26 今治広域 － 今治市 道路 3・5・32　蒼社橋天保山線 変更 H24.4.27 H24.7.27 第357号 H24.8.28 廃止

市 市告
27 今治広域 － 今治市 交通広場 1　今治港交通広場 決定 H24.4.27 H24.7.27 第358号 H24.8.28 Ａ＝4,300㎡ 決定

市 市告 A＝6,200ha
28 松山広域 － 松山市 下水道 松山公共下水道 変更 H24.7.30 H24.9.10 第437号 H24.9.12 堀江第1ポンプ場の追加 変更

名称変更

市 市告
29 宇和島 － 宇和島市 汚物処理場 2　宇和島地区広域事務組合 変更 H24.8.20 H24.9.10 第51号 H24.9.12 A=48,200㎡ 追加

汚泥再生処理センター 処理能力　220ｋｌ/日

3･6･6　産業通白浜線 市 市告 変更
30 八幡浜 - 八幡浜市 道路 3・6・8　広瀬北浜線 変更 H24.7.25 H24.9.19 第143号 H24.10.9 変更

3･6･10　本町沖新田線 変更

Ⅱ･3･4　桟橋通り線 廃止
Ⅱ･3･6　栗之浦線 廃止
Ⅰ･小･4　新町大黒町線 市 市告 廃止

31 八幡浜 - 八幡浜市 道路 Ⅰ･小･5　大正町古町線 変更 H24.7.25 H24.9.19 第144号 H24.10.9 廃止
3･6･4　和田町山手線 廃止
3･6･5　清水通線 廃止
3･6･6　神越喜木線 廃止

市 市告
32 今治広域 － 今治市 駐車場 1　今治港第１駐車場 変更 H24.10.3 H24.11.9 第463号 H24.11.19 Ａ＝1,200㎡ 変更

駐車台数　37台（地上1層）

1･4･1　自動車専用八幡浜保内線 県告第1460号 変更
3･4･2　白浜大平線 県告第1457号 変更
3･5･3　名坂川之石線 県告第1465号 変更

一部 3･5･4　清水三島線 県 県告第1461号 変更
33 八幡浜 国 県 道路 3･5･5　和田町楠町線 変更 H24.11.12 H24.11.21 県告第1462号 H24.12.7 変更

3･6･7　八幡浜駅前千丈線 県告第1463号 変更
3･6･9　白浜通り向灘線 県告第1464号 変更
Ⅱ･3･5　清滝舌間線 県告第1458号 廃止
Ⅰ･小･1　本町栗之浦線 県告第1459号 廃止

市 市告
34 新居浜 - 新居浜市 公園 3･3･4　神郷公園 変更 H24.12.3 H24.12.14 第129号 H24.12.21 A=1.1ha 変更

追加
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3･4･14　桑原今在家線 変更
3･4･17　中村桑原線 変更
3･4･18　朝生田北井門線 変更
3･4･19　立花朝生田線 廃止
3･4･21　土居田古川線 変更
3･4･23　南江戸空港通線 廃止
3･4･26　山越問屋町線 市 市告 変更

35 松山広域 ‐ 松山市 道路 3･5･47　平和通清水町線 変更 H24.7.30 H24.9.19 第48号 H25.2.1 変更
3･5･53　梅津寺石風呂線 廃止
3･5･54　山越久万ノ台線 変更
3･3･66　中須賀夏目線 廃止
3･3･67　柳原府中線 変更
3･3･68　能見大山西線 廃止
3･4･70　早稲地宮ノ内線 廃止
3･4･72　辻下難波線 廃止

市 市告
36 松山広域 ‐ 松山市 道路 7･6･6　北条辻下難波線 変更 H24.7.30 H25.9.19 第48号 H25.2.1 Ｌ＝1,380m 変更

追加

市告
37 宇和 - 西予市 ごみ焼却場 1　宇和町ごみ焼却場 変更 H25.1.16 H25.2.5 第11号 H25.2.14 施設の老朽化による廃止 廃止

市告
38 松山広域 - 松山市 公園 4･4･5　南吉田東公園 変更 H25.1.10 H25.1.25 第68号 H25.2.15 変更

県告
39 四国中央 - 県 道路 3･5･3　中央村松線 変更 H25.2.14 - 第192号 H25.3.8 終点交差点部に右折車線を追加 変更

3･3･  7　藤原千足線 県告第214号 変更
3・4・15　勝山町湯渡線 県告第205号 変更
3・4・30　北久米和泉線 県告第206号 変更
3・4・34　高浜高岡線 県告第207号 変更
3・5・41　持田町室町線 県告第215号 変更

一部 3･5･43　本町南吉田線 県 県告第208号 変更
40 松山広域 国 県 道路 3･5･48　道後松山港線 変更 H25.2.14 H25.2.22 県告第209号 H25.3.12 変更

3･5･50　山西町線 県告第210号 変更
3・5・51　祓川大可賀線 県告第211号 変更
3･5･52　三津浜駅松山港線 県告第212号 変更
3･5･55　道後線 県告第216号 変更
3･4･57　東野桑原線 県告第217号 変更
3･4･71　河原下難波線 県告第213号 変更

県告
41 宇和島 国 県 道路 1・4・2　宇和島宇和線 変更 H25.2.14 H25.2.22 第218号 H25.3.12 変更

県告
42 宇和島 国 県 道路 3・5・29　高田岩松線 変更 H25.2.14 H25.2.22 219号 H25.3.12 変更

県告
43 西予 国 県 道路 1・4・1　宇和島宇和線 変更 H25.2.14 H25.2.22 第220号 H25.3.12 変更

L=10,990ｍ→5,740m
旧吉田町及び三間町分を削除
道路構造の変更による幅員の変
更

L=5,400ｍ→10,630m
旧吉田町及び三間町分を追加
道路構造の変更による幅員の変
更

幅員の変更
W=17.5ｍ→12m

都市計画道路網の見直しによる
変更

都市計画道路網の見直しによる
変更

都市計画道路の取付道路の一部
がかかることによる区域の縮小
A=4.9ha　→　4.6ha


