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道後51号線道路景観整備事業 H27～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)高質空間
形成施設）

H27～H29 松山市 観光施設周辺の道路空間の高質化

景観まちづくり事業（道後地区） H27～H28
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
の効果促進事業）

H28 松山市 観光施設周辺の景観まちづくり推進

上人坂道路景観整備事業 H26～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)高質空間
形成施設）

H26～H29 松山市 観光施設周辺の道路空間の高質化

H25～H29 松山市 入浴施設の施設整備

区分
概要実施主体

目標 指標 現況 目標

訪れたくなる都心としての機能強化 中央商店街歩行者通行量 127,900 H25 170,600

18,600

事業期間 支援措置
支援措置

期間

松山市中心市街地活性化協議会 H19.8.24 (株)まちづくり松山

中心市街地(ha)

松山商工会議所 

450ha 約518,000 28,229 H20.4.1

中心市街地活性化協議会

名称 設立日 都市機能の増進(法第15条第1項第1号) 経済活力の向上(法第15条第1項第2号)

H26.10.17 H29.3.24 H26.11 H32.3 5年5ヶ月 429.06㎢

認定日 最終変更日
計画期間 面積

開始 終了 期間 市町村全域(km2)

市町村名 都道府県名 基本計画名称

松山市 愛媛県 第２期松山市中心市街地活性化基本計画

市町村全域(人) 中心市街地(人) 都市計画決定日

人口 特別用途地区

椿の湯施設整備事業 H25～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)中心拠点
誘導施設：商業施設）

都市観光地としての魅力向上 観光入込客数

安心して住み続けられる豊かな生活環境の充実 中心市街地内の居住人口

松山駅周辺土地区画整理事業・松
山駅周辺まちづくり事業

H20～H37
（清算期間5

年
含む）

社会資本整備総合交付金
（都市再生区画整理事
業）

H20～H32 松山市
土地区画整理事業
約16.7ha

事業名

1,710千 H25 1,810千

18,091 H25



○

○

○

○

○

○

○

○

松山市 ○ 街路空間の再編等

二番町三丁目南第一地区優良建築
物等整備事業（ゴンドラ）

H25～H27
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事
業）

H25～H27 （有）ゴンドラ 更新が必要な街区における再開発

市街地総合再生基本計画に位置付
ける拠点空間（一番町交差点周
辺、L 字周辺、松山市駅周辺）の
再開発推進

H26～H31
社会資本整備総合交付金
（基本計画等作成等事
業）

H27
松山市、松山市中心
市街地活性化協議会
など

都心の拠点空間における再開発推進

社会資本整備総合交付金
（道路事業(街路)）

H24
H27～H29

防災・安全交付金（道路
事業(街路)）

H25～H27

（歩いて楽しい健康増進まちづく
り事業）花園町線整備事業・市駅
前空間改変事業

H24～H29

鮒屋町護国神社前線整備事業

道後46号線道路景観整備事業 H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)高質空間
形成施設）

H26 松山市 観光施設周辺の道路空間の高質化

H25～H32
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)道路）

H28～H29 松山市 街路空間の再編等

街路整備等

雨水貯留施設整備事業 H26～H29

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)地域生活
基盤施設）

H26～H29 松山市 雨水貯留施設整備

東雲72 号線道路整備事業（東西付
替道路整備事業）

H27～H28
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)道路）

H28 松山市

更新が必要な街区における再開発
大街道二丁目東地区優良建築物等
整備事業（ラフォーレ原宿・松山
跡地商業等複合ビル建設）

H21～H27
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事
業）

H26～H27 森ビル㈱

JR松山駅付近連続立体交差事業 H20～H32
社会資本整備総合交付金
（道路事業(街路)）

H20～H32 愛媛県 鉄道高架（区間約2.4km ）



○

○

○

○

○

街路空間の再編等○

社会資本整備総合交付金
（道路事業）

H27～H30 自転車走行空間の整備

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)街路）

H26～H29

社会資本整備総合交付金
（道路事業(街路)）

H24
H27～H29

自転車ネットワーク整備事業 H26～H30 松山市

H28～H32
防災・安全交付金（道路
事業(街路)）

H26～H32 街路事業（松山駅北東西線 約50m）

防災・安全交付金（道路
事業）

H27 自転車走行空間の整備

松山市 ○

まちなか広場事業（中心市街地賑
わい再生事業）

H26～H28
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事業
と一体の効果促進事業）

H26～H28 松山市 都心部での賑わい空間の形成

景観計画（中心地区）策定と市民
協働による景観まちづくりの推進

H26～H31
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事業
と一体の効果促進事業）

H26～H27 松山市 景観計画（中心地区）の策定と推進

街路空間の再編等○

松山駅周辺土地区画整理事業・松
山駅周辺まちづくり事業

松山駅西口南江戸線整備事業 H26～H34
社会資本整備総合交付金
（道路事業(街路)）

H28～H29 愛媛県 街路事業（延長約480m、幅34m、４車線）

H22～H32
社会資本整備総合交付金
（道路事業(街路)）

H22～H28 区画整理事業区域（16.7ha）内の幹線道路整備

社会資本整備総合交付金
（道路事業(街路)）

H24～H25

防災・安全交付金（道路
事業(街路)）

H25～H27

二番町線整備事業 H24～H29 松山市

中央循環線整備事業 H24～H29 松山市



○

○

○

○

○

○

○
「坂の上の雲」を軸とした21世紀
のまちづくり事業

H16～H31
社会資本整備総合交付金
（道路事業と一体の効果
促進事業）

H23～H26,
H30～H31

松山市

大街道内道路、アーケード空間形
成計画の策定

H26～H31
社会資本整備総合交付金
（優良建築物等整備事業
と一体の効果促進事業）

H26～H31 松山市及び商店街 道路景観整備等

道後温泉活性化事業（120周年記念
事業、「伊佐庭如矢」顕彰事業）

H24～H26

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)と一体の
効果促進事業）

H25～H26 周年イベント・顕彰事業

椿の湯プロモーション事業 H28～H29
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
の効果促進事業）

H28～H29 松山市
新たな温泉施設の整備も含めた道後温泉の様々な魅力や価値の
発信

H26～H27 教育センターの整備

愛媛県立中央病院整備運営事業 H20～H26
社会資本整備総合交付金
（暮らし・にぎわい再生
事業）

H20～H26 愛媛県 基幹病院の整備運営

松山赤十字病院整備事業 H26～H32

社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
(道後文京地区)中心拠点
誘導施設：医療施設）

H27～H29 松山赤十字病院 基幹病院の整備運営

教育センター整備事業 H26～H27
社会資本整備総合交付金
（都市再生整備計画事業
の効果促進事業）


