
番号 日付

第一種中高層住専　A=67.7→64.8ha

西予都市計画 市 市告 第一種住居　A=141.4→140.8ha
1 西予 － 西予市 用途地域 用途地域 変更 H28.3.28 H28.4.12 第68号 H28.4.26 近隣商業　A=52.4→50.2ha 変更

商業　A=12.2→14.8ha

県 県告
2 松山広域 国 県 区域区分 松山広域都市計画区域区分 変更 H28.3.25 H28.5.6 第657号 H28.5.31 市街化区域への編入　約28.3ha 変更

（東温市　4地区）

第一種住居　A=173.8→173.3ha
市 市告 第二種住居　A=24.1→21.1ha

3 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 H28.2.26 H28.328 第109号 H28.5.31 近隣商業　A=22.7→29.1ha 変更
準工業　A=12.2→37.7ha

松山広域都市計画地区計画 市 市告 野田南地区
4 松山広域 － 東温市 地区計画 野田南地区 変更 H28.2.26 H28.328 第110号 H28.5.31 A=約6.3ha 変更

松山広域都市計画地区計画 市 市告 見奈良東地区
5 松山広域 － 東温市 地区計画 見奈良東地区 変更 H28.2.26 H28.328 第111号 H28.5.31 A=約15.6ha 変更

松山広域都市計画地区計画 市 市告 川内工業団地南地区
6 松山広域 － 東温市 地区計画 川内工業団地南地区 変更 H28.2.26 H28.328 第112号 H28.5.31 A=約9.9ha 変更

重信処理区　A＝287ha
市 市告 川内処理区　A＝120ha

7 松山広域 － 東温市 下水道 東温公共下水道 変更 H28.2.26 H28.328 第113号 H28.5.31 市街化区域編入に伴う 変更
排水区域の追加

都市計画区域 県 県告 都市計画区域の
8 新居浜 国 県 の整備、開発 変更 H28.3.25 H28.5.6 第659号 H28.5.31 整備、開発及び保全の方針 変更

及び保全の方針

都市計画区域 県 県告 都市計画区域の
9 八幡浜 国 県 の整備、開発 変更 H28.3.25 H28.5.6 第658号 H28.5.31 整備、開発及び保全の方針 変更

及び保全の方針

八幡浜都市計画 市 市告 第一種住居　A=232.8→231.1ha
10 八幡浜 － 八幡浜市 用途地域 用途地域 変更 H28.6.28 H28.7.14 第97号 H28.7.21 準工業　A=83.7→85.4ha 変更

市 市告
11 大洲 － 大洲市 下水道 大洲公共下水道 変更 H28.12.22 H29.1.11 第5号 H29.1.16 汚水・雨水排水区域A=331ha 変更

雨水排水区域A=133ha
堀の内雨水ポンプ場の追加
ＪＲ予讃線高架に伴う追加

7・7・7松山駅北１号高架側道東線 市 市告 L=460m、W=6m
12 松山広域 － 松山市 道路 7・7・8松山駅北２号高架側道東線 変更 H28.12.20 H29.1.20 第23号 H29.1.30 L=350m、W=6m 追加

7・7・9松山駅南１号高架側道東線 L=300m、W=6m
7・7・10松山駅南２号高架側道東線 L=350m、W=6m

八幡浜都市計画 市 市告 商業　A=61.1→60.3ha
13 八幡浜 － 八幡浜市 用途地域 用途地域 変更 H29.1.24 H29.2.8 第11号 H29.2.14 準工業　A=85.4→86.2ha 変更

市告
1宇和島地区広域事務組合 市 第8号

14 宇和島 ― 宇和島市 汚物処理場 衛生センター 変更 H29.1.10 H29.2.6 H29.2.15 変更
1宇和島地区広域事務組合 第9号

汚泥再生処理センター

県 県告
15 新居浜 ― 県 一団地の 新居浜一団地の官公庁施設 変更 H29.2.10 ― 第176号 H29.2.24 変更

官公庁施設

市 市告 産業居住　A=369→382ha
16 西条 ― 西条市 特定用途制限地域 西条都市計画 変更 H28.12.16 H29.1.26 第12号 H29.3.1 幹線道路沿道　A=692→689ha 変更

特定用途制限地域 田園居住　A=14,435→14,425ha

3・3・1丹原中央公園 市 市告 丹原中央公園の区域変更
17 西条 ― 西条市 公園 変更 H28.12.16 H29.1.23 第11号 H29.3.1 A=2.0→2.3ha 変更

4・4・1東部公園 東部公園の新規追加A=5.4ha

八幡浜都市計画区域
マスタープラン
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長浜下水道を長浜処理区として
大洲公共下水道に名称変更

新居浜都市計画区域
マスタープラン

概要 備 考

宇和島地区広域事務組合汚泥再
生処理センターの名称変更（番号
繰上げ）2→1

新居浜市の総合防災拠点施設の
整備に伴う建築物の配置の方針
の変更

1宇和島地区広域事務組合衛生
センターの廃止


