
清純な施設環境を保持しなければならない施設 

松山市告示第１２２号 

平成２４年４月１日 

松山市長 野志 克仁       

 

松山市旅館業法施行条例（平成２４年３月２３日条例第１８号）第３条に基づき、清純

な施設環境を保持しなければならない施設を次のとおり指定する。 

区分 施設の名称 施設の所在地 

青少年教育

施設 

愛媛調理製菓専門学校 旭町 

えひめ青少年ふれあいセンター 上野町 

松山市青少年センター 築山町 

愛媛県立松山高等技術専門校 本町七丁目 

四国朝鮮初中級学校 南斎院町 

松山看護専門学校 柳井町二丁目 

スポーツ施

設 

愛媛県武道館 市坪西町 

中島Ｂ＆Ｇ海洋センター 小浜 

野外活動センター 菅沢町 

拓川市民運動広場 拓川町 

湯月公園テニスコート 道後姫塚 

空港東第四公園テニスコート 東垣生町 

別府第一市民運動広場 別府町 

別府第二市民運動広場 別府町 

北条体育館 北条辻 

松山市総合コミュニティーセンター 湊町七丁目 

公園 愛光公園 愛光町 

 会津公園 会津町 



 すみれ公園 会津町 

 青葉台公園 青葉台 

 味栗公園 浅海原 

 松山総合公園 朝日ヶ丘一丁目 

 朝日ヶ丘公園 朝日ヶ丘二丁目 

 朝生田公園 朝生田町六丁目 

 天山公園 天山三丁目 

 安城寺西公園 安城寺町 

 若駒公園 安城寺町 

 椿公園 居相四丁目 

 石手川緑地 石手川河川敷 

 すみれ野北公園 石風呂町 

 すみれ野南公園 石風呂町 

 グリーンハイツ緑地 磯河内 

 小栗第１公園 和泉北一丁目 

 和泉公園 和泉北三丁目 

 和泉南公園 和泉南四丁目 

 松山中央公園 市坪西町 

 三島公園 井門町 

 今在家団地第１公園 今在家二丁目 

 今在家団地第２公園 今在家二丁目 

 今在家公園 今在家三丁目 

 祝谷一丁目公園 祝谷町一丁目 

 祝谷公園 祝谷四丁目 

 祝谷北公園 祝谷六丁目 

 愛媛県総合運動公園 上野町 

 上野団地公園 上野町 

 上野町今市公園 上野町 



 上野町中組公園 上野町 

 内浜公園 内浜町 

 内宮公園 内宮町 

 やなぎいけ公園 馬木町 

 ともくに公園 馬木町 

 やはたじ公園 馬木町 

 うまき公園 馬木町 

 枝松公園 枝松四丁目 

 川附公園 枝松六丁目 

 恵原公園 恵原町 

 三津公園 大可賀一丁目 

 小川実緑地 小川 

 尾儀原公園 尾儀原 

 小栗公園 小栗六丁目 

 越智公園 越智三丁目 

 小山田公園 小山田 

 河野公園 片山 

 太衛門公園 勝岡町 

 六町公園 勝岡町 

 内新田公園 勝岡町 

 門田公園 門田町 

 泉団地緑地 鹿峰 

 伊台本村公園 上伊台町 

 鴨川公園 鴨川三丁目 

 萱町公園 萱町五丁目 

 来住公園 来住町 

 白山の杜公園 北井門一丁目 

 向井公園 北梅本町 



 小野谷公園 北梅本町 

 北梅本小山公園 北梅本町 

 太尺寺公園 北梅本町 

 北梅本公園 北梅本町 

 北久米七区公園 北久米町 

 北久米八区公園 北久米町 

 中津公園 北斎院町 

 国松北団地公園 北斎院町 

 津田公園 北斎院町 

 西山三角公園 北斎院町 

 北斎院公園 北斎院町 

 中津東公園 北斎院町 

 津田団地西公園    北斎院町 

 北土居公園 北土居四丁目 

 北吉田公園 北吉田町 

 木屋町公園 木屋町三丁目 

 三本柳公園 清住一丁目 

 空港通 1・２公園 空港通一丁目 

 山口公園 久谷町 

 久保公園 久保 

 久保田緑地 久保田町 

 窪野公園 窪野町 

 久万ノ台緑地 久万ノ台 

 久万ノ台公園 久万ノ台 

 窪田団地公園 久米窪田町 

 北窪田公園 久米窪田町 

 経石山公園 桑原四丁目 

 桑原公園 桑原五丁目 



 河野中須賀公園 河野中須賀 

 河野中須賀南第一公園 河野中須賀 

 河野中須賀南第二公園 河野中須賀 

 河野中須賀南第三公園 河野中須賀 

 河野別府公園 河野別府  

 光洋台緑地 Ａ 光洋台 

 光洋台緑地 Ｂ 光洋台 

 光洋台緑地 Ｃ 光洋台 

 小坂公園 小坂五丁目 

 花湯築公園 此花町 

 権現公園 権現町 

 三福公園 三町三丁目 

 三町三角公園 三町三丁目 

 八坂公園 三番町一丁目 

 新玉公園 三番町六丁目 

 東雲公園 東雲町 

 重信川緑地 重信川河川敷 

 清水公園 清水町二丁目 

 向陽中央公園 下伊台町 

 向陽第１公園 下伊台町 

 北条公園 下難波，大浦 

 正円寺公園 正円寺三丁目 

 新浜公園 新浜町 

 湯山公園 食場町 

 浄瑠璃公園 浄瑠璃町 

 西須賀公園 須賀町 

 高縄緑地 苞木 

 三津住吉公園 住吉二丁目 



 太山寺小山公園 太山寺町 

 清和公園 太山寺町 

 大渕公園 太山寺町 

 太山寺本村公園 太山寺町 

 太山寺カシの木公園 太山寺町 

 たかい公園 高井町 

 弁天山緑地 高岡町 

 高岡みなみ公園 高岡町 

 高岡中央公園 高岡町 

 若宮公園 高岡町 

 高岡第一公園 高岡町 

 高岡宮前公園 高岡町 

 たかの夢公園 高野町 

 浄土寺公園 鷹子町 

 高浜横山緑地 高浜町一丁目 

 ことひら公園 高浜町四丁目 

 高浜公園 高浜町六丁目 

 たつみ公園 辰巳町 

 谷町公園 谷町 

 幸町公園 千舟町七丁目 

 津吉公園 津吉町 

 津吉さくら公園 津吉町 

 太郎丸公園 問屋町 

 泊しおかぜ公園 泊町 

 泊公園 泊町 

 御手洗公園 泊町 

 富久公園 富久町 

 土居公園 土居町 



 土居団地公園 土居町 

 土居田公園 土居田町 

 土居田本村公園 土居田町 

 道後公園 道後公園 

 雄郡土橋公園 土橋町 

 中須賀公園 中須賀一丁目 

 中通みんなの広場公園 中通 

 正岡松尾公園 中西外 

 中野公園 中野町 

 中村公園 中村三丁目 

 夏目団地緑地 夏目 

 西石井公園 西石井五丁目 

 西長戸東公園 西長戸町 

 西長戸公園 西長戸町 

 西野公園 西野町 

 西垣生公園 西垣生町 

 住吉公園 西垣生町 

 大新田公園 西垣生町 

 白水台公園 白水台二丁目 

 白水台北公園 白水台四丁目 

 白水台南公園 白水台五丁目 

 白水台西公園 白水台六丁目 

 畑寺公園 畑寺一丁目 

 祓川公園 祓川二丁目 

 針田公園 針田町 

 東大栗公園 東大栗町 

 政友公園 東方町 

 東方団地公園 東方町 



 東方中央公園 東方町 

 ひがしの北公園 東野三丁目 

 東垣生南公園 東垣生町 

 松山空港東緑地 東垣生町 

 奥土居公園 東垣生町 

 東垣生公園 東垣生町 

 空港東第二公園 東垣生町 

 東山公園 東山町 

 東山ハミング公園 東山町 

 姫原なかよし公園 姫原二丁目 

 姫原西公園 姫原三丁目 

 平井公園 平井町 

 東鷹の子公園 平井町 

 五楽公園 平井町 

 三百地公園 平田町 

 平田公園 平田町 

 中筋公園 福角町 

 松尾公園 福角町 

 松尾西公園 福角町 

 明日の緑地 府中 

 北古川公園 古川北一丁目 

 古川公園 古川西二丁目 

 一の宮緑地 古川南三丁目 

 古川南公園 古川南三丁目 

 宮前公園 古三津一丁目 

 飯岡公園 別府町 

 福水公園 別府町 

 別府南団地公園 別府町 



 別府清水西団地公園 別府町 

 別府清水山公園 別府町 

 風早タウン公園 北条 

 新開浜公園 北条辻 

 東町浦公園 北条辻 

 新開公園 北条辻 

 保免公園 保免中一丁目 

 保免中緑地 保免中二丁目 

 星岡新団地第１公園 星岡一丁目 

 星岡団地第２公園 星岡一丁目 

 星が岡公園 星岡三丁目 

 星岡南団地第３公園 星岡四丁目 

 堀江東公園 堀江町 

 堀江中央公園 堀江町 

 大西第二区公園 堀江町 

 いつき公園 堀江町 

 南味酒公園 味酒町一丁目 

 三杉緑地 三杉町 

 八白公園 溝辺町 

 溝辺公園 溝辺町 

 神前公園 溝辺町 

 小野公園 水泥町 

 水泥ハミング公園 水泥町 

 観月山公園 港山町 

 梅西公園 南梅本町 

 南梅本公園 南梅本町 

 南江戸公園 南江戸四丁目 

 南久米公園 南久米町 



 日尾公園 南久米町 

 南斎院公園 南斎院町 

 杖ノ渕公園 南高井町 

 南土居公園 南土居町 

 湯領緑地 南吉田町 

 南吉田緑地 南吉田町 

 南吉田中央公園 南吉田町 

 空港南公園 南吉田町 

 空港南第二公園 南吉田町 

 南吉田第三公園 南吉田町 

 鶴ヶ丘公園 南吉田町 

 クレアガーデン公園 持田町一丁目 

 森松本村公園 森松町 

 西ノ下公園 柳原 

 椿団地緑地 柳原 

 佐倉緑地 柳原 

 日分公園 山越一丁目 

 丁地公園 山越五丁目 

 山越公園 山越五丁目 

 高崎公園 山越六丁目 

 山西公園 山西町 

 湯の山西公園 湯の山一丁目 

 湯の山第二公園 湯の山二丁目 

 湯の山北公園 湯の山三丁目 

 湯の山第一公園 湯の山五丁目 

 湯の山南緑地 湯の山六丁目 

 湯の山東第１公園 湯の山東一丁目 

 湯の山東第４公園 湯の山東二丁目 



 由良公園 由良町 

 鷲ヶ巣公園 由良町 

 余戸中新開公園 余戸中五丁目 

 余戸西さくら公園 余戸西二丁目 

 余戸西緑地 余戸西五丁目 

 余戸東すみれ公園 余戸東三丁目 

 余戸東竹の宮公園 余戸東五丁目 

 余戸大正泉緑地 余戸南一丁目 

 ひかるの緑地 余戸南三丁目 

 出合公園 余戸南四丁目 

 吉藤公園 吉藤二丁目 

 和気公園 和気町一丁目 

 いつき緑地 和気町二丁目 

 和気松原公園 和気町二丁目 

 和気浜公園 和気町二丁目 

 和田ニュータウン緑地 和田 

 和田チャイルドタウン緑地 和田 

その他施設 松山市安岡避難地 安岡 

 


