
 

 

 

 

 

松山市公衆無線 LAN 重点整備計画 
 

 

 

『“ ひ ろ が る ”“ つ な が る ” 

 笑 顔 の 松 山  無 線 L A N 』 

 

平成 2７年５月 

 

松山市  



 

目次 

1. はじめに ....................................................................................................... 1 

2. 松山市の現状と課題 ..................................................................................... 2 

(1) 現状 ........................................................................................................ 2 

(2) 課題 ........................................................................................................ 3 

3. 整備の基本的な考え方 ................................................................................. 4 

4. 重点整備対象 ............................................................................................... 5 

(1) 方針 ........................................................................................................ 5 

① テーマ ..................................................................................................... 5 

② 重点整備対象 .......................................................................................... 5 

(2) 分野ごとの取組み .................................................................................. 6 

① 観光分野  “ひろがる”おもてなしの心 ............................................ 6 

② 防災分野  “つながる”安心 ........................................................... 10 

③ 島しょ部 ............................................................................................... 11 

(3) 拡大整備対象 ....................................................................................... 11 

5. 整備内容 ..................................................................................................... 12 

(1) 概要 ...................................................................................................... 12 

(2) 指標 ...................................................................................................... 13 

(3) 留意事項 .............................................................................................. 13 

6. 推進 ............................................................................................................ 13 

(1) 重点整備対象 ....................................................................................... 13 

(2) 拡大整備対象 ....................................................................................... 13 

(3) 報告 ...................................................................................................... 13 

7. 周知方法 ..................................................................................................... 13 

8. 本計画の策定経過 ...................................................................................... 14 

9. 参考 ............................................................................................................ 15 

 



 

  ‐ 1 ‐ 

 

1. はじめに 

国の「スマート・ジャパン ICT 戦略」や、「SAQ２JAPAN Project」の中で、外国

人観光客に向けた高品質な ICT 利用環境の提供や災害発生時の通信環境の確保とい

った観点から、公衆無線 LAN については、利用者の立場に立ったさらなる整備の促

進や利用の円滑化を図ることなどが示されている。 

他方で、公衆無線 LAN は、スマートフォンやタブレット等の急速な普及に伴って

急増し、モバイル回線に集中するデータ量を分散させることで、モバイル回線への負

荷を軽減することができるという一面もある。 

そのような中、県内でも、愛媛県、県内市町、通信事業者等で構成する愛媛県公衆

無線 LAN 推進協議会での協議を踏まえ、平成 25 年度に一部の避難所等に公衆無線

LAN が整備されたほか、平成 26 年 8 月には観光客や地域住民等の利便性確保、愛媛

県内の地域活性化を図る「えひめ Free Wi-Fi プロジェクト」が始動した。 

こうした動きの背景としては、日本の公衆無線 LAN の整備充実を求める外国人旅

行者からの声が多いことや、災害時のインターネットアクセスの確保の面で公衆無線

LAN が重要な通信基盤として、その有効性が注目されていることなどが挙げられる。 

このような状況の中で、本市でも、「松山市情報化推進指針２０１４」の策定時に

行った市民アンケートの結果から、公共交通機関の施設や観光施設を中心に公衆無線

LAN に対する利用ニーズが確認されたところである（図１－１参照）。 

そこで、国の動きや県市連携事業等を基に、今後、公衆無線 LAN を重点的に整備

する対象や手法などを定めるため、本計画を策定する。 

 

 

図１－１ 公衆無線 LAN に対する市民アンケート結果  

7.9%

29.2%

26.9%

25.2%

76.1%

22.7%

27.2%

42.4%

55.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

未回答

８ 地域の施設

７ 市の庁舎

６ 教育施設

５ 公共交通機関の施設

４ 福祉・交流施設

３ 文化施設

２ 公園・スポーツ施設

１ 観光施設

（出典：松山市情報化推進指針２０１４

市民ｱﾝｹｰﾄ調査（一般向け）集計結果）

公衆無線LANをどこで使えれば便利か



 

  ‐ 2 ‐ 

 

2. 松山市の現状と課題 

(1) 現状 

現在松山市内では、「えひめ Free Wi-Fi プロジェクト」や災害協定など、民間事

業者と連携しながら、市内全域で公衆無線 LAN の整備が進められている。 

 

＜平成 27 年 3 月 31 日時点の整備状況＞ 

① 松山市も参加する愛媛県公衆無線 LAN 推進協議会での「えひめ Free Wi-Fi

プロジェクト」の方針に基づき、民間事業者が市内 323 施設に整備 

（整備施設の一覧は別紙１参照） 

② 松山市と民間事業者との災害協定に基づき、市内の避難所等 157 施設に整備 

（整備施設の一覧は別紙２参照） 

※大規模災害が発生した場合に無料開放 

※157 施設のうち 26 施設は「えひめ Free Wi-Fi プロジェクト」でも整備 

③ 民間事業者独自による整備 

※コンビニエンスストア、ホテル等、上記①、②以外で独自に整備された 

施設 

 

 図２－１ 松山市の公衆無線 LAN 整備状況 
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(2) 課題 

今後も公衆無線 LAN の整備が進むことが予想される中、現在の整備状況や国の

整備方針、「松山市情報化推進指針２０１４」作成時の市民アンケートなどの分析

結果を踏まえ、現在の整備方法では以下の課題があることが明らかになった。 

 

■課題１：観光面 

平成 29 年に愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会、平成 32 年にはオリンピ

ック・パラリンピックの開催を控え、増加が見込まれる国内外からの来訪者

が手軽に情報を入手できる環境が必要である。 

 

■課題２：防災面 

将来発生が予測されている南海トラフ巨大地震などの災害に備え、災害時

でも情報収集・発信が行える環境が必要である。 

 

■課題３：条件不利地域 

公衆無線 LAN の整備が望まれていても、民間事業者の採算が取れないな

どの理由から、整備が見込めない地域への対応が必要である。 

 

 

 

図２－２ 公衆無線 LAN 整備の課題 
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3. 整備の基本的な考え方 

現状の課題を解決するための考え方を以下に示す。 

 

■課題１の解決に向けた考え方 

開催時期を見据え、早期の環境整備を行うため、スピード感をもって戦略的

に公衆無線 LAN の整備を進める。 

 

■課題２の解決に向けた考え方 

災害発生に備え、早期の環境整備を行うため、スピード感をもって戦略的に

公衆無線 LAN の整備を進める。 

 

■課題３の解決に向けた考え方 

情報格差を是正するため、民間事業者による公衆無線 LAN の整備が見込め

ない場所は行政が補完する。 

 

なお、課題解決に向けた整備に当たっては、県内全体の取組みである「えひめ

Free Wi-Fi プロジェクト」と連携しながら進める。 

 

 

 

図３－１ 整備の基本的な考え方 
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4. 重点整備対象 

(1) 方針 

「３．整備の基本的な考え方」のもと、整備が必要と考えられる特に重要なエリ

ア又は施設を重点整備対象（図４－１）とし、該当する市有施設へ公衆無線 LAN

を整備する。 

 

① テーマ 

『“ひろがる” “つながる” 笑顔の松山 無線 LAN』 

■国内外からの来訪者に対する「“ひろがる” おもてなしの心」 

■災害時でも必要な情報と「“つながる”安心」 

 

② 重点整備対象 

分野 重点整備対象 概要 

観光分野 

道後エリア 
松山市を代表する観光名所である道後温泉本

館を中心とするエリア 

都心エリア 
松山市駅、城山公園（堀之内地区）、松山城、

中央商店街で囲まれたエリア 

国体競技会場 

松山中央公園をはじめとする、平成 29 年に開

催される愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会

の競技会場 

交通結節点 
JR 松山駅・松山観光港・松山空港といった、

来訪者を出迎える陸・海・空の玄関口 

防災分野 防災拠点施設 
松山市地域防災計画で示された、災害時に災害

対策本部の設置が想定されている施設 

島しょ部 

有人 9 島（興居島、釣島、睦月島、野忽那島、

中島、怒和島、津和地島、二神島、安居島）で

構成されるエリア 

図４－１ 重点整備対象 
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(2) 分野ごとの取組み 

① 観光分野  “ひろがる”おもてなしの心 

平成 23 年 10 月、観光庁が外国人観光客を対象に実施したアンケート調査で

は、旅行中に困ったこととして「公衆無線 LAN 環境」が 36.7%で第 1 位とな

っている。 

また、平成 25 年 12 月、総務省が外国人観光客を対象に行った調査では、公

衆無線 LAN 環境に不満又は十分ではないとの回答が 36.4％あり、複数の調査

で 3 人に 1 人がさらなる環境整備の充実を求めていることが分かる。 

松山市の状況を見ると、平成 25 年の観光客推定数は約 564 万人であり、そ

のうち外国人観光客は 63,600 人と推定され、平成 24 年からほぼ倍増し、過去

最高となっている。 

さらに、新ゴールデンルートの提案、ミシュラン・グリーンガイド四国への

掲載を始め、平成 29 年の愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会や平成 32 年のオ

リンピック・パラリンピックの開催を控え、今後、国内外からの来訪者がさら

に増加することが見込まれている。 

そこで、今後国内外からの来訪者が多く見込まれるエリアは、おもてなしの

心が“ひろがる”重点的エリアとして優先的な整備が必要である。 

 

＜方向性＞ 

面（エリア）単位の整備 

移動する交通手段、人が滞留する場所等の重なりを意識し、来訪者の動線

に沿ったサービス提供が可能となるよう面的な取組みが必要である。 

 

【重点整備対象】 

◆ 道後エリア ◆ 

松山市を代表する観光名所である道後温泉本館をはじめとして、観光施

設が集中し、国内外から多くの観光客が訪れるエリアである。 

現在、道後温泉本館や放生園足湯など人々が滞留する場所への公衆無線

LAN の整備が進みつつあるが、今後さらに動線を意識して整備を進め、面

（エリア）としてのひろがりを来訪者に感じてもらうことが重要である。

特に、道後内での回遊は重要な観光でもあり、道路にも公衆無線 LAN を整

備できれば、来訪者等を目的地へ誘えるような取組みが可能になる。 

そこで、道後エリアについては、エリア全体の広がりが必要な、特に重

要な地域であると捉え、戦略的な取組みが必要である。 
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 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

道後温泉宿泊者数 770,284 人 805,002 人 817,197 人 

道後温泉入浴客数 

（本館・椿の湯） 
1,082,553 人 1,061,299 人 1,042,078 人 

子規記念博物館入館者数 107,875 人 113,903 人 113,214 人 

（平成２５年松山市観光客推定表より作成） 

図４－２ 道後エリアの主な観光施設への入込客数 

 

 

 

図４－３ 道後エリア整備イメージ 
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◆ 都心エリア ◆ 

愛媛マラソンをはじめ、年間を通じて多くのイベントの開催場所となり、

市民の憩いの場としても利用される城山公園（堀之内地区）のほか松山城、

坂の上の雲ミュージアムなどの観光施設も存在する。また、中央商店街、

ロープウェー商店街に加え、ラフォーレ原宿・松山跡地の再開発が進むな

ど多くの商業施設が存在し、観光客に限らず、多くの人が行き交う複合的

な要素をもったエリアである。 

現状では、中央商店街、ロープウェー商店街など、沿線の民間企業によ

って一定の整備は進められているものの、都心エリア全体を面的にとらえ

未整備施設への整備を進めていく。 

 

 平成 23 年 平成 24 年 平成 25 年 

松山城ロープウェイ・ 

リフト乗客数 
961,189 人 980,654 人 993,328 人 

松山城天守閣 

入場者数 
389,028 人 389,310 人 395,660 人 

坂の上の雲ミュージアム 

入館者数 
170,807 人 141,532 人 123,042 人 

二之丸史跡庭園 

入場者数 
37,946 人 34,022 人 35,963 人 

（平成２５年松山市観光客推定表より作成） 

図４－４ 都心エリアの主な観光施設への入込客数 

 

 

図４－５ 道後エリア、都心エリアの範囲 

 

道後エリア 

都心エリア 



 

  ‐ 9 ‐ 

 

◆ 国体競技会場 ◆ 

平成 29 年に開催される愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会では、松山市

内でも、松山中央公園、北条スポーツセンターをはじめとする複数の施設

で様々な競技が行われることとなっている。競技会場には、選手や観客な

ど全国から多くの来訪者が集中することが予想され、現在、「えひめ Free 

Wi-Fi プロジェクト」の方針としても、大会の開催に向けて積極的な整備

推進が掲げられているところである。 

そこで、松山市としても選手、観客をおもてなしするため、動線、滞留

場所を意識した整備が重要であることから、国体競技会場については、重

要な戦略的エリアとして取り組む必要性がある。 

 

 

 

 

◆ 交通結節点 ◆ 

本市には、JR 松山駅・松山観光港・松山空港など、陸・海・空の交通結

節点が存在し、来訪者を出迎える玄関口となっている。 

限られた滞在時間の中で目的地を訪れる来訪者にとっては、目的地に向

かうまでの間も情報収集の貴重な時間であり、来訪時からより充実した時

間を過ごしてもらうことができるようにするため、民間事業者と連携を取

りながら、交通結節点についても、公衆無線 LAN を整備していく必要性が

ある。 
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② 防災分野  “つながる”安心 

平成 23 年 3 月に発生した東日本大震災以降、災害時のインターネットアク

セスの確保の面で、公衆無線 LAN は、重要な通信基盤として、その有効性が

注目されている。 

平成 24 年版情報通信白書によると、東日本大震災の被災地域では、安否確

認や行政情報の収集手段として「携帯メールや Twitter、YouTube などの SNS

を有効に活用した」、「市役所の無線 LAN 解放が役に立った」といった当時の

状況とともに、被災地における情報提供ツールとしてインターネットの可能性

が示唆されている。 

また、松山市地域防災計画の中でも、新たに本部の通信手段確保や市民が必

要な情報を入手する方法のひとつとして「インターネット」が追記されるなど、

本市でも災害時にインターネットアクセスの確保が重要であることが分かる。 

これまでの取組みで、一部の避難所等には、民間事業者との災害協定に基づ

き、災害時に利用可能な公衆無線 LAN が整備され、避難者が家族や友人、そ

の他災害情報などと“つながる”環境の確保を進めてきた。今後は、災害時の

行政の情報拠点となる災害対策本部事務局などに整備を進め、迅速な災害情報

の収集・発信等を行える強じんな防災拠点施設の構築が重要である。 

 

＜方向性＞ 

施設単位の整備 

確実な情報取得、情報発信、情報共有を可能とするため、災害時の通信手

段確保として整備していく必要性がある。 

 

【重点整備対象】 

◆ 防災拠点施設 ◆ 

災害時に設置される災害対策本部など本部事務局の機能は、災害に関す

る情報の収集・発信、関係機関への支援要請など、災害時の情報拠点でも

ある。 

そこで、本部事務局が設置される市役所本庁舎及び代替施設となる市役

所本庁舎別館庁舎、保健所・消防合同庁舎については、複数の通信手段の

確保が必要であり、迅速な情報の収集・発信等が行えるよう整備が必要で

ある。 
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③ 島しょ部 

島しょ部は、地理的に不利な条件などから、人口の減少と高齢化が進み、活

力の低下が懸念されるなど、島しょ部をとりまく環境は厳しい状況である。ま

た、海上交通の維持や、防災対策など重要な課題が併せて存在する。こうした

課題に対し、「松山市愛ランド里島構想」などに基づいた取り組みをはじめ、各

種施策によって、生活・産業基盤の整備・改善を進めている。 

そこで、離島振興法で示された島しょ部へ、島でのくらし、産業、防災対策

など、様々な分野を支える基盤として公衆無線 LAN を整備する。 

 

 

図４－６ 松山市内の公衆無線 LAN 整備イメージ 

 

(3) 拡大整備対象 

図１－１で示した市民アンケート結果を見ると、公園・スポーツ施設や文化施設、

地域の施設などについても、公衆無線 LAN の整備に対する一定の要望があること

が分かる。 

そこで、重点整備対象に加え、整備が必要と考えられるエリア又は施設を拡大整

備対象として、該当する市有施設への整備に向けて取り組んでいくこととする。 

  

防災分野
（防災拠点施設）

観光分野
（国体会場）

島しょ部

観光分野
（都心・
道後ｴﾘｱ）
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5. 整備内容 

(1) 概要 

各施設所管課等からの要望等を踏まえ、整備予定施設を図４－１の重点整備対象

のカテゴリに分け、以下の図５－１のとおり整備を進める。 

なお、今後整備予定施設を追加する場合は、電子行政課と協議の上、決定する。 

 

 整備予定施設 整備方法・整備時期 

重
点
整
備
対
象 

観

光 

道後 
エリア 

子規記念博物館 

道後温泉本館 

道路（道後エリア内） 

＜整備方法＞ 

電子行政課が直接整備 

＜整備時期＞ 

平成 29年の愛顔つなぐえ

ひめ国体・えひめ大会まで 

都心 
エリア 

城山公園（堀之内地区） 

松山城二之丸史跡庭園 

国体競技 
会場 

松山中央公園 

北条スポーツセンター 

松山市総合コミュニティセンター 

交通 
結節点 

－ 

防

災 

防災拠点 
施設 

市役所本庁舎 

市役所本庁舎別館 

保健所・消防合同庁舎 

島しょ部 

島しょ部支所（興居島支所、中島支所） 

中島総合文化センター 

交通結節点等（泊港、釣島港、神浦港、

中島港、西中港、上怒和海の駅、津

和地海の駅、野忽那海の駅、二神海

の駅、睦月海の駅、元怒和海の駅、

長師海の駅） 

    

拡
大
整
備
対
象 

野外活動センター 

中島 B&G海洋センター 

北条ふるさと館 

児童館（中央児童センター、南部児童

センター、新玉児童館、味生児童館、

久米児童館、久枝児童館、畑寺児童

館） 

消防署（消防局・中央消防署、東消防

署、南消防署、西消防署） 

等 

＜整備方法＞ 

事業実施課が「えひめ

Free Wi-Fiプロジェクト」

の方針に基づく民間事業

者への呼びかけを優先し、

民間事業者による整備が

見込めない場合は事業実

施課が直接整備 

＜整備時期＞ 

随時整備 

図５－１ 整備概要（平成 27 年 3 月時点） 
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(2) 指標 

以下に示す数を指標とし、進捗を計ることとする。 

指標 図５－１に示す重点整備対象２６施設に対する整備完了数 

 

(3) 留意事項 

・公衆無線 LAN の整備に当たっては、「えひめ Free Wi-Fi」サービス提供規約（別

紙３）の仕様を満たすサービス内容とすることを原則とする。 

なお、避難所については、災害時にこれらの仕様を満たすこととする。 

・同一施設へ複数の事業者から整備意向があった場合には、事業者と協議の上、互

いの電波への影響など、サービスに支障がない場合には、サービスの充実を図れ

ることから複数の事業者による整備も拒まないこととする。 

 

 

6. 推進 

(1) 重点整備対象 

重点整備対象に対する公衆無線 LAN の整備は、電子行政課が実施する。 

施設所管課は、整備場所の選定、提供等に関して、電子行政課に協力する。 

 

(2) 拡大整備対象 

拡大整備対象に対する公衆無線 LAN の整備は、事業実施課が実施する。 

その際、事業実施課は、以下の各時点で速やかに電子行政課に報告する。 

①整備計画時点 ②整備完了時点 ③撤去計画時点 ④撤去完了時点 

 

(3) 報告 

電子行政課は、本計画に基づく整備の進行状況を取りまとめ、その結果を松山市

高度情報化推進委員会に報告する。 

また、必要に応じて愛媛県公衆無線 LAN 推進協議会にも報告する。 

 

7. 周知方法 

公衆無線 LAN が整備された公共施設については、民間事業者整備部分と直接整備

部分を一体的に周知する。具体的な周知方法は以下のとおりとする。 

・ホームページへの掲載 

・各施設観光パンフレット等への掲載 

・整備スポットでの利用案内 

・スポットを示すロゴステッカーの掲示 
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8. 本計画の策定経過 
 

 

 

  

年 月日 内容 

平成 25 年 3 月 11 日 「災害時における緊急放送等に関する協定書」を株式会社愛媛

CATV と松山市が締結 

5 月 9 日 愛媛県公衆無線 LAN 推進協議会設立・松山市が参加 

7 月 22 日 愛媛県を中心に「避難所における公衆無線 LAN の設置・運営

に関する協定書」をソフトバンクモバイル株式会社と締結 

平成 26 年 8 月 22 日 県内の公衆無線 LAN の整備を推進する「えひめ Free Wi-Fi プ

ロジェクト」が始動 

9 月 5 日 松山市全庁へ第 1 回「えひめ Free Wi-Fi プロジェクト」の方

針に基づいたアクセスポイント設置の要望調査を実施 

11 月 11 日 

 

松山市全庁へ第 2 回「えひめ Free Wi-Fi プロジェクト」の方

針に基づいたアクセスポイント設置の要望調査を実施 

平成 27 年 1 月 6 日 要望調査の要望課に対し公衆無線 LAN 整備の意向調査を実施 

1 月 7 日 公衆無線 LAN 整備について関連企業と協議 

1 月 9 日 プロジェクトチームの検討、ヒアリング 

3 月 19 日 平成 26 年度第 6 回 松山市高度情報化推進委員会にて松山市

公衆無線 LAN 重点整備計画報告 

4 月 17 日 松山市全庁へ「松山市公衆無線 LAN 重点整備計画」への意見

聴取を実施 

4 月 30 日 平成 27 年度第 1 回 松山市高度情報化推進委員会にて松山市

公衆無線 LAN 重点整備計画報告 

5 月 1 日 松山市公衆無線 LAN 重点整備計画承認 
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9. 参考 

本計画策定に当たって参考にした文書 

・「スマート・ジャパン ICT 戦略」（総務省） 

・「SAQ２JAPAN Project」（総務省） 

・「平成 25 年度 国内と諸外国における公衆無線 LAN の提供状況及び訪日外国人 

旅行者の ICT サービスに関するニーズの調査研究」（総務省） 

・「平成 24 年度版情報通信白書」（総務省） 

・「外国人旅行者に対するアンケート調査結果について」（国土交通省観光庁） 

・「愛媛県離島振興計画」（愛媛県） 

・「松山市情報化推進指針２０１４」（松山市） 

・「松山市中心市街地活性化基本計画（新計画）」（松山市） 

・「松山市愛ランド里島構想」（松山市） 

・「松山市過疎地域自立促進計画」（松山市） 

・「平成 25 年松山市観光客推定表」（松山市産業経済部観光・国際交流課） 

・「松山市地域防災計画」（松山市防災会議） 
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別紙１

No. 市町名 施設／箇所名 住　所 サービス提供事業者

1 松山市 ｐｌｕｍｅ 松山市一番町2-7-2一番町ロッジ103 (株)ＵＳＥＮ

2 松山市 ｒｉｃａｒｉｃａ 松山市一番町2丁目5-16塩崎ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

3 松山市 ＴＯＷＡ 松山市一番町2-5-25GOODWINビル5Ｆ (株)ＵＳＥＮ

4 松山市 キングコングバーベキュー 松山市一番町2-5-24ピカソビル7F (株)ＵＳＥＮ

5 松山市 三越 松山市一番町3−1−1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

6 松山市 坂の上の雲ミュージアム 松山市一番町3-20 （株）愛媛ＣＡＴＶ

7 松山市 桃李花 松山市一番町2丁目7-3吉久ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

8 松山市 萬翠荘 松山市一番町3-3-7 （株）愛媛ＣＡＴＶ

9 松山市 あづま家 松山市二番町2丁目5-12ミツワ28ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

10 松山市 あん蔵 松山市二番町1-7-5スクワール異人館2Ｆ (株)ＵＳＥＮ

11 松山市 愛媛信用金庫本店営業部 松山市二番町4-2-11 （株）愛媛ＣＡＴＶ

12 松山市 お城下パーキング２番町 松山市二番町3-6-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

13 松山市 くーちゃん 松山市二番町2丁目9-1エフショコラビル2階 ＮＴＴ西日本（株）

14 松山市 にわ・とりのすけ二番町本店 松山市二番町2丁目5-18正弁円吾亭ビル2階 ＮＴＴ西日本（株）

15 松山市 番町公民館 松山市二番町4丁目3-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

16 松山市 ラディーチェ 松山市二番町3丁目4-15 ＮＴＴ西日本（株）

17 松山市 安部真税理士事務所 松山市二番町4丁目5-4松山ビル207号 ＮＴＴ西日本（株）

18 松山市 永和 二番町店 松山市二番町2-6-13西ビル1F (株)ＵＳＥＮ

19 松山市 家風 松山市二番町2丁目4-15第4キスケビルＢ1階 ＮＴＴ西日本（株）

20 松山市 金の椿 松山市二番町2丁目7-14 ＮＴＴ西日本（株）

21 松山市 彩つや 松山市二番町1-3-13古唐人花館B1F (株)ＵＳＥＮ

22 松山市 信玄 松山市二番町1丁目5-14 104弐番館1階B号 ＮＴＴ西日本（株）

23 松山市 石松うどん 松山市二番町2-1-4 (株)ＵＳＥＮ

24 松山市 南や北や 松山市二番町1丁目7-9ＳＴビル１階 ＮＴＴ西日本（株）

25 松山市 白魂 松山市二番町2丁目5-3白魂ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

26 松山市 白椿 松山市二番町二丁目4-3第12ミツワビル2階 ＮＴＴ西日本（株）

27 松山市 鮨 いの 松山市二番町1-10-9ミツワ320 3F (株)ＵＳＥＮ

28 松山市 Ａｖｉｓ 松山市三番町3-6-1菅野ビル2F (株)ＵＳＥＮ

29 松山市 ＲＥＸ ＦＩＬＩＡ 松山市三番町1-10-6サンプラザビル3テルゾ5F AB室 (株)ＵＳＥＮ

30 松山市 とりでん松山三番町店 松山市三番町2丁目8-1第三キスケビル1F (株)ＵＳＥＮ

31 松山市 ぶぅふぅうー 松山市三番町1-15-1 マドンナTOWN RITZ101号店舗 (株)ＵＳＥＮ

32 松山市 フランス料理西屋 松山市三番町4丁目7-11山陽ビル2階 ＮＴＴ西日本（株）

33 松山市 松山市男女共同参画推進センター（COMS） 松山市三番町6-4-20
（株）愛媛ＣＡＴＶ（共同
設置：サントリー）

34 松山市 八坂公民館 松山市三番町1丁目3-2 （株）愛媛ＣＡＴＶ

35 松山市 愛姫屋 松山市三番町1丁目13-12 ＮＴＴ西日本（株）

36 松山市 彩食堂 松山市三番町5丁目13-10リッパプビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

37 松山市 有限会社 イエローエステート 松山市三番町1-7-4ＶＴビル2F (株)ＵＳＥＮ

38 松山市 浪瀧歯科医院 松山市三番町3丁目4-4プレジール・ヴィレ1階 ＮＴＴ西日本（株）

39 松山市 ＣＡＦＥ ＣＯＰＡＩＮ 松山市大街道2丁目2-7香川ビル3階 ＮＴＴ西日本（株）

40 松山市 Ｒｙｕ　ｍｏｎ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ　Ａｃａｄｅｍｙ 松山市大街道1丁目1-8 ＮＴＴ西日本（株）

「えひめFree Wi-Fiプロジェクト」の方針に基づく整備施設一覧
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No. 市町名 施設／箇所名 住　所 サービス提供事業者

41 松山市 ＳＥＭＥＧＡＭＩ 松山市大街道3丁目5-12-101アットファミリー ＮＴＴ西日本（株）

42 松山市 愛媛銀行大街道支店 松山市大街道3-2-3 （株）愛媛ＣＡＴＶ

43 松山市 大街道① 松山市大街道1丁目、2丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

44 松山市 大街道② 松山市大街道1丁目、2丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

45 松山市 大街道③ 松山市大街道1丁目、2丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

46 松山市 大街道④ 松山市大街道1丁目、2丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

47 松山市 大街道⑤ 松山市大街道1丁目、2丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

48 松山市 グランジュテ 松山市大街道2丁目2-8モスリン館101号 ＮＴＴ西日本（株）

49 松山市 タウンボードロープウェー駅舎 松山市大街道3丁目2-45 （株）愛媛ＣＡＴＶ

50 松山市 てくるん 松山市大街道1丁目5-10 （株）愛媛ＣＡＴＶ

51 松山市 ファースト 松山市大街道2-4-14 （株）愛媛ＣＡＴＶ

52 松山市 まちづくり松山 松山市大街道1-3-3 （株）愛媛ＣＡＴＶ

53 松山市 リストランテ ミカニア 松山市大街道3-2-17 (株)ＵＳＥＮ

54 松山市 ロープウェー街① 松山市大街道3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

55 松山市 ロープウェー街② 松山市大街道3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

56 松山市 ロープウェー街③ 松山市大街道3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

57 松山市 ロープウェー街④ 松山市大街道3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

58 松山市 ロープウェー街⑤ 松山市大街道3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

59 松山市 ロープウェー街⑥ 松山市大街道3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

60 松山市 猫の大五郎 松山市大街道3丁目7-5 ＮＴＴ西日本（株）

61 松山市 マツヤマ楽器 松山市花園町3-1佐伯ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

62 松山市 花正 松山市花園町5-6花正ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

63 松山市 美容室ボア花園店 松山市花園町3−14岡田ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

64 松山市 伊予銀行本店営業部 松山市南堀端町1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

65 松山市 愛媛県美術館 松山市堀之内 （株）愛媛ＣＡＴＶ

66 松山市 松山城（大天守） 松山市丸之内1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

67 松山市 松山城（本丸広場） 松山市丸之内１ （株）愛媛ＣＡＴＶ

68 松山市 新玉公民館 松山市千舟町8丁目69-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

69 松山市 ビッグアップル（ＢＩＧＡＰＰＬＥ） 松山市千舟町5丁目7-6ニッシン本社ビル ＮＴＴ西日本（株）

70 松山市 株式会社アイムービック 松山市千舟町6-5-9　大西ビル2F （株）愛媛ＣＡＴＶ

71 松山市 金券センター松山 松山市千舟町2丁目1-5 ＮＴＴ西日本（株）

72 松山市 住まいるＣａｆｅ松山 松山市千舟町4丁目5-4松山千船454ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

73 松山市 A-ONE 松山市湊町4-11-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

74 松山市 EGGS 松山市湊町3-8-6 （株）愛媛ＣＡＴＶ

75 松山市 ＭｉＲａｉ 松山市湊町3-7-4銀天街内 (株)ＵＳＥＮ

76 松山市 Ｒａｃｈｅｌ 松山市湊町3丁目8-16松本ビル2階 ＮＴＴ西日本（株）

77 松山市 いよてつ高島屋 松山市湊町5-1-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

78 松山市 愛媛ＣＡＴＶぎんこい市場 松山市湊町3丁目1-11 （株）愛媛ＣＡＴＶ

79 松山市 愛媛信用金庫湊町支店 松山市湊町4-5-12 （株）愛媛ＣＡＴＶ

80 松山市 きもの処　結城屋 松山市湊町4-8-6 （株）愛媛ＣＡＴＶ
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81 松山市 銀天街① 松山市湊町3丁目、4丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

82 松山市 銀天街② 松山市湊町3丁目、4丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

83 松山市 銀天街③ 松山市湊町3丁目、4丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

84 松山市 銀天街④ 松山市湊町3丁目、4丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

85 松山市 銀天街⑤ 松山市湊町3丁目、4丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

86 松山市 銀天街⑥ 松山市湊町3丁目、4丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

87 松山市 ジェラテリア ＵＮＯ 松山市湊町5-1-1まつちかタウン18号 (株)ＵＳＥＮ

88 松山市 タウンボード坊っちゃん広場 松山市湊町5丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

89 松山市 タリーズコーヒー松山銀天街店 松山市湊町4-8-8 （株）愛媛ＣＡＴＶ

90 松山市 明治堂 松山市湊町4-8-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

91 松山市 株式会社一色電機 松山市湊町7-8-7 （株）愛媛ＣＡＴＶ

92 松山市 針灸心和尾崎治療所 松山市湊町2丁目 1-10湊町永田ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

93 松山市 日切地蔵善勝寺 松山市湊町5丁目4-15 ＮＴＴ西日本（株）

94 松山市 愛媛信用金庫雄郡支店 松山市藤原2-4-50 （株）愛媛ＣＡＴＶ

95 松山市 雄郡公民館 松山市小栗3丁目5-24 （株）愛媛ＣＡＴＶ

96 松山市 あさひパソコン教室 松山市和泉北2-10-10　コーポいずみ1F （株）愛媛ＣＡＴＶ

97 松山市 エピ　余戸店 松山市余戸東1丁目11-33フォブール開A棟1階 ＮＴＴ西日本（株）

98 松山市 余土公民館 松山市余戸中2-8-22 （株）愛媛ＣＡＴＶ

99 松山市 生活協同組合　コープえひめ　余戸店 松山市余戸中4丁目1465 ＮＴＴ西日本（株）

100 松山市 スラブサイクルセンターフライブルク店 松山市生石町670-1 ＮＴＴ西日本（株）

101 松山市 リラクゼーション りんく 松山市生石町640ハイライズビュー102 (株)ＵＳＥＮ

102 松山市 焼肉 犇星 松山市竹原3-13-23 (株)ＵＳＥＮ

103 松山市 雄郡公民館土居田分館 松山市土居田町438 （株）愛媛ＣＡＴＶ

104 松山市 空手道　高見空手 松山市土居田町80-8 ＮＴＴ西日本（株）

105 松山市 タウンボードJR松山駅 松山市南江戸1丁目14-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

106 松山市 フジグラン松山店内 フードコート松山店
松山市宮西1丁目2番1号フジグラン松山店内フー
ドコート松山店

ＮＴＴ西日本（株）

107 松山市
フジグラン松山店内　フジトラベルサー
ビストムズ松山営業所

松山市宮西1丁目2番1号フジグラン松山店内 フ
ジトラベルサービストムズ松山営業所

ＮＴＴ西日本（株）

108 松山市 ビジネスホテル第一 松山市宮田町9-5 ＮＴＴ西日本（株）

109 松山市 ビジネスホテル美町 松山市宮田町9-6 ＮＴＴ西日本（株）

110 松山市 ピュアフル松山 松山市宮田町132勤労会館4階 ＮＴＴ西日本（株）

111 松山市 ホテルサンルート松山 松山市宮田町391-8
サントリービバレッジサー
ビス（株）

112 松山市 伊予銀行松山駅前支店 松山市大手町2-5-7 （株）愛媛ＣＡＴＶ

113 松山市 愛媛ＣＡＴＶ 松山市大手町1丁目11-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

114 松山市 愛媛新聞社 松山市大手町1丁目12-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

115 松山市 四十雀 松山市大手町2丁目3-2 ＮＴＴ西日本（株）

116 松山市 おでん酒庵 すぎのこ マツヤマ 松山市歩行町2-5-1増田ビル1Ｆ (株)ＵＳＥＮ

117 松山市 株式会社アイネットサポート 松山市若草町3-6ＮＴＴ若草ビル付属棟1階 ＮＴＴ西日本（株）

118 松山市 Ｂｉｋｅ　Ｓｈｏｐ　Ｃｒｏｓｓ　Ｒｏａｄ 松山市平和通6丁目4-3Ｔビル１階 ＮＴＴ西日本（株）

119 松山市 永和 平和通店 松山市平和通2-6-7 (株)ＵＳＥＮ

120 松山市 友近堂 松山市平和通5丁目5-1 ＮＴＴ西日本（株）
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121 松山市 伊予銀行本町支店 松山市本町4-6-2 （株）愛媛ＣＡＴＶ

122 松山市 伊予鉄道 市内電車 本町六丁目電停 松山市本町6丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

123 松山市 愛媛県視聴覚福祉センター 松山市本町6-11-5
社会福祉法人愛媛県社会福
祉事業団

124 松山市 南海放送 松山市本町1-1-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

125 松山市 有限会社ウィザード 松山市本町7-4-14グランＲ本町1Ｆ－103 ＮＴＴ西日本（株）

126 松山市 味酒公民館 松山市松前町5丁目1-6 （株）愛媛ＣＡＴＶ

127 松山市 伊予鉄道 市内電車 萱町六丁目電停 松山市萱町6丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

128 松山市 えびす屋 松山市萱町2丁目3-3 ＮＴＴ西日本（株）

129 松山市 こりこり 松山市萱町5丁目10-12高千穂第2ビル202号 ＮＴＴ西日本（株）

130 松山市 伊予鉄道 市内電車 木屋町電停 松山市木屋町3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

131 松山市 雁飯店 中国割烹大岩木屋町店 松山市木屋町2丁目7-20 ＮＴＴ西日本（株）

132 松山市 ＡＮＴＥＮＮＡ（アンテナ） 松山市高砂町1丁目5-9城北ハイツ1階 ＮＴＴ西日本（株）

133 松山市 伊予鉄道 市内電車 高砂町電停 松山市高砂町3丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

134 松山市 伊予銀行城北支店 松山市清水町3-43-15 （株）愛媛ＣＡＴＶ

135 松山市 伊予鉄道 市内電車 清水町電停 松山市清水町2丁目 （株）愛媛ＣＡＴＶ

136 松山市 清水公民館 松山市清水町3丁目170-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

137 松山市 フランス菓子エスプリ 松山市清水町3丁目64-3 ＮＴＴ西日本（株）

138 松山市 花園幼稚園 松山市御幸1丁目267 ＮＴＴ西日本（株）

139 松山市 龍泰寺 松山市御幸1丁目426 ＮＴＴ西日本（株）

140 松山市 伊予鉄道 市内電車 赤十字病院前電停 松山市文京町 （株）愛媛ＣＡＴＶ

141 松山市 愛媛大学城北キャンパス 松山市文京町3番 （株）愛媛ＣＡＴＶ

142 松山市 伊予鉄道 市内電車 鉄砲町電停 松山市鉄砲町 （株）愛媛ＣＡＴＶ

143 松山市 宝荘ホテル 松山市道後鷺谷町2-20 （株）愛媛ＣＡＴＶ

144 松山市 温泉マッサージセンター 松山市道後湯月町1-32 ＮＴＴ西日本（株）

145 松山市 タウンボード振鷺亭 松山市道後湯月町 （株）愛媛ＣＡＴＶ

146 松山市 観光案内所振鷺亭 松山市道後湯月町1656-1
サントリービバレッジサー
ビス（株）

147 松山市 伊予銀行道後支店 松山市道後湯之町2-11 （株）愛媛ＣＡＴＶ

148 松山市 愛媛銀行道後支店 松山市道後湯之町2-15 （株）愛媛ＣＡＴＶ

149 松山市 愛媛信用金庫道後支店 松山市道後湯之町3-10 （株）愛媛ＣＡＴＶ

150 松山市 ギフトショップ古泉 松山市道後湯之町13-14 ＮＴＴ西日本（株）

151 松山市 タウンボード道後温泉放生園 松山市道後湯之町 （株）愛媛ＣＡＴＶ

152 松山市 道後温泉冠山駐車場 松山市道後湯之町4-30
（株）愛媛ＣＡＴＶ（共同
設置：ダイドードリンコ）

153 松山市 道後温泉椿の湯 松山市道後湯之町19-22
サントリービバレッジサー
ビス（株）

154 松山市 道後温泉本館 松山市道後湯之町5-6
サントリービバレッジサー
ビス（株）

155 松山市 株式会社エトワール 松山市道後湯之町12-19エトワールビル ＮＴＴ西日本（株）

156 松山市 歩音 松山市道後湯之町3-16 ＮＴＴ西日本（株）

157 松山市 道後公民館 松山市道後町1丁目5-31 （株）愛媛ＣＡＴＶ

158 松山市 ひめぎんホール 松山市道後町2丁目5-1
公益財団法人愛媛県文化振
興財団

159 松山市 愛媛県国際交流センター 松山市道後一万733 （株）愛媛ＣＡＴＶ

160 松山市 三好歯科 松山市道後一万9-54 ＮＴＴ西日本（株）
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161 松山市 焼鳥はつらいよ 道後店 松山市道後一万8-28東雲ハイツ1F (株)ＵＳＥＮ

162 松山市 伊予銀行緑台支店 松山市道後緑台4-2 （株）愛媛ＣＡＴＶ

163 松山市 愛媛大学持田キャンパス 松山市持田町1丁目5番22号 （株）愛媛ＣＡＴＶ

164 松山市 有限会社フォーユー 松山市持田町2丁目1-20 ＮＴＴ西日本（株）

165 松山市 湯築城資料館 松山市道後公園湯築城資料館 ＮＴＴ西日本（株）

166 松山市 愛媛県中予地方局 松山市北持田町132 （株）愛媛ＣＡＴＶ

167 松山市 愛媛県生活文化センター 松山市北持田町139-2 （株）愛媛ＣＡＴＶ

168 松山市 アゼリア　松山 松山市勝山町1丁目16-5 ＮＴＴ西日本（株）

169 松山市 東雲公民館 松山市勝山町2丁目11-5 （株）愛媛ＣＡＴＶ

170 松山市 日本バプテスト道後キリスト教会 松山市東野5丁目898-48 ＮＴＴ西日本（株）

171 松山市 愛媛大学樽味キャンパス 松山市樽味3丁目5番7号 （株）愛媛ＣＡＴＶ

172 松山市 風風亭樽味本店 松山市樽味1-3-9 （株）愛媛ＣＡＴＶ

173 松山市 ㈲家電ハウスMON 東洋でんきたるみ店 松山市樽味2-2-17 （株）愛媛ＣＡＴＶ

174 松山市 桑原公民館 松山市桑原2丁目6-35 （株）愛媛ＣＡＴＶ

175 松山市 愛媛信用金庫東環状束本支店 松山市束本1-8-22 （株）愛媛ＣＡＴＶ

176 松山市 くめ駅東整骨院 松山市南久米町265-1第7ゴトービル1階 ＮＴＴ西日本（株）

177 松山市 くりた鍼灸整骨院 松山市南久米町117-5笠井第2ビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

178 松山市 スーパー日東　久米店 松山市南久米町160-1 ＮＴＴ西日本（株）

179 松山市 愛媛大学国際交流会館 松山市鷹子町40番地 （株）愛媛ＣＡＴＶ

180 松山市 久米公民館 松山市鷹子町823 （株）愛媛ＣＡＴＶ

181 松山市 株式会社エーワン工業 松山市鷹子町689-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

182 松山市 石井公民館 松山市居相１丁目8-26 （株）愛媛ＣＡＴＶ

183 松山市 アトリエ・カンザキ 松山市和泉南4丁目12-30 ＮＴＴ西日本（株）

184 松山市 ＣＨＥＥＫ・ＨＡＩＲ 松山市古川北4丁目13-7コーポ有光 1階 <東> ＮＴＴ西日本（株）

185 松山市 ｍａｔｉｒａ 松山市古川西3-3-33メゾンカメリア101号 (株)ＵＳＥＮ

186 松山市 愛媛県武道館 松山市市坪西町551 （株）愛媛ＣＡＴＶ

187 松山市 エンドハウス 松山市天山3丁目1-13天山運輸ビル102号 ＮＴＴ西日本（株）

188 松山市 株式会社 ＡＱＵＡ ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 松山市天山3丁目9-24 ＮＴＴ西日本（株）

189 松山市 松山仏神堂 松山市天山3丁目2-31ドラゴンビル1階 ＮＴＴ西日本（株）

190 松山市 宮内電機工作所 松山市小坂4-1-22 （株）愛媛ＣＡＴＶ

191 松山市 素鷲公民館 松山市中村3丁目2-34 （株）愛媛ＣＡＴＶ

192 松山市 愛媛県庁情報政策課 松山市一番町4-4-2 ＮＴＴ西日本（株）

193 松山市 愛媛県庁第二別館 松山市一番町4-4-2 （株）ウエストアライアンス

194 松山市 愛媛県庁第一別館 松山市一番町4−4−2 （株）ウエストアライアンス

195 松山市 愛媛県庁本館① 松山市一番町4−4−2 （株）愛媛ＣＡＴＶ

196 松山市 愛媛県庁本館② 松山市一番町4−4−2 （株）ウエストアライアンス

197 松山市 Ｊふらんく ぐるめ亭 空港店 松山市空港通6丁目12-5ジョイランド21A棟1階 ＮＴＴ西日本（株）

198 松山市 カフェダイニングメルシー 松山市空港通3丁目7-13コーポ森 1階 ＮＴＴ西日本（株）

199 松山市 株式会社石原自動車教習所 松山市空港通4丁目8-12 ＮＴＴ西日本（株）

200 松山市 くるま座 松山市溝辺町286-1 ＮＴＴ西日本（株）
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201 松山市 伊台公民館 松山市下伊台町1474-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

202 松山市 道後観光ゴルフ株式会社 松山市下伊台町乙115 ＮＴＴ西日本（株）

203 松山市 奥道後　壱湯の守 松山市末町乙267-1 奥道後国際観光（株）

204 松山市 湯山公民館 松山市末町甲94-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

205 松山市 竹山荘 松山市川の郷町84 ＮＴＴ西日本（株）

206 松山市 小野公民館 松山市北梅本町759 （株）愛媛ＣＡＴＶ

207 松山市 めがね工房 松山市平井町3157-140 ＮＴＴ西日本（株）

208 松山市 有限会社ユーズ 松山市平井町1363-11 ＮＴＴ西日本（株）

209 松山市 ｍｉｋｉ未来塾小野教室 松山市南梅本町870-8 ＮＴＴ西日本（株）

210 松山市 ＷＯＮＤＥＲ ＧＲＩＬＬ フジグラン重信店 松山市南梅本町1303-1グルメシティ重信 (株)ＵＳＥＮ

211 松山市 テクノプラザ　別館 松山市久米窪田町487-2
公益財団法人えひめ産業振
興財団

212 松山市 テクノプラザ　本館 松山市久米窪田町337-1
公益財団法人えひめ産業振
興財団

213 松山市 ベスト電器久米店 松山市久米窪田町1163-6 （株）愛媛ＣＡＴＶ

214 松山市 ＤＯＧ ＲＵＮ ＆ ＣＡＦＥＴＥＲＩＡ ＫＯＮＧ 松山市来住町37-1 ＮＴＴ西日本（株）

215 松山市 松村布美フラメンコ教室 松山市来住町1355-2関西陸運株式会社倉庫 ＮＴＴ西日本（株）

216 松山市 クロス動物病院 松山市高井町664-1 ＮＴＴ西日本（株）

217 松山市 ＶＥＮＴＯ　ｆｏｎｔａｎａ 松山市南高井町1808-5 ＮＴＴ西日本（株）

218 松山市 トミーワーク南高井 松山市南高井町1306篠原ビル ＮＴＴ西日本（株）

219 松山市 ＢｕＢｕＣＬＵＢ 松山市森松町1136-3 ＮＴＴ西日本（株）

220 松山市 浮穴公民館 松山市森松町469-6 （株）愛媛ＣＡＴＶ

221 松山市 ちょんまげ 松山市土居町584-1 ＮＴＴ西日本（株）

222 松山市 光田正司法書士事務所 松山市久谷町69 ＮＴＴ西日本（株）

223 松山市 えひめこどもの城 松山市西野町乙108-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

224 松山市 とりや小次郎 松山谷町店 松山市谷町甲124-2 (株)ＵＳＥＮ

225 松山市 伊予銀行潮見支店 松山市東長戸4-8-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

226 松山市 高松石油株式会社 松山市東長戸4丁目1-33 ＮＴＴ西日本（株）

227 松山市 高須賀歯科医院 松山市東長戸4丁目2-5 ＮＴＴ西日本（株）

228 松山市 潮見公民館 松山市吉藤4丁目3番16号 （株）愛媛ＣＡＴＶ

229 松山市 スーパーホルモン 姫原店 松山市姫原2-3-16 (株)ＵＳＥＮ

230 松山市 伊予銀行山越支店 松山市山越2-1-28 （株）愛媛ＣＡＴＶ

231 松山市 愛媛大学御幸学生宿舎 松山市御幸2丁目3−15 （株）愛媛ＣＡＴＶ

232 松山市 愛媛大学山越運動場 松山市山越4丁目11 （株）愛媛ＣＡＴＶ

233 松山市 カフェカイロス 松山市山越6丁目15-14 ＮＴＴ西日本（株）

234 松山市 華龍飯店山越店 松山市山越6丁目17-20 ＮＴＴ西日本（株）

235 松山市 元町珈琲 松山中央の離れ 松山市中央1-3-12 (株)ＵＳＥＮ

236 松山市 喫茶　やわらぎ 松山市久万ﾉ台584-6 ＮＴＴ西日本（株）

237 松山市 日本バプテスト連盟松山西キリスト教会 松山市久万ﾉ台1498-3 ＮＴＴ西日本（株）

238 松山市 久枝公民館 松山市西長戸町299 （株）愛媛ＣＡＴＶ

239 松山市 クラフトマン’Ｓ 松山市問屋町8-30問屋町マンション1階 ＮＴＴ西日本（株）

240 松山市 ｒｅｖｅｌｌｅ 松山市朝美1丁目6-25 ＮＴＴ西日本（株）
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241 松山市 ネイルアーティスト学院 松山市衣山1丁目188グルメシティ衣山ＰＡＲＴ1　2階 ＮＴＴ西日本（株）

242 松山市 やきやき鉄板 きんぎょ 松山市衣山1-188グルメアベニュー衣山 (株)ＵＳＥＮ

243 松山市 愛媛山本司法書士事務所 松山市衣山2丁目6-50グレイス衣山東503号 ＮＴＴ西日本（株）

244 松山市 イーフェイス 松山市山西町768 ＮＴＴ西日本（株）

245 松山市 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ｅｍｏａ 松山市北斎院町638-6 ＮＴＴ西日本（株）

246 松山市 株式会社テクノSAYA 松山市北斎院町260-12 （株）愛媛ＣＡＴＶ

247 松山市 ゆいの夢 松山市富久町447-15 ＮＴＴ西日本（株）

248 松山市 生石公民館 松山市高岡町860-67 （株）愛媛ＣＡＴＶ

249 松山市 株式会社スズキ自販松山 松山市高岡町183番地3 ＮＴＴ西日本（株）

250 松山市 サンリツ電設株式会社 松山市南吉田町327-6 （株）愛媛ＣＡＴＶ

251 松山市 タウンボード松山空港 松山市南吉田町2731 （株）愛媛ＣＡＴＶ

252 松山市 松山空港① 松山市南吉田町2731 ＮＴＴ西日本（株）

253 松山市 松山空港② 松山市南吉田町2731 （株）愛媛ＣＡＴＶ

254 松山市 株式会社カタオカ電機 松山市南吉田町1699-2 （株）愛媛ＣＡＴＶ

255 松山市 パルテ三原 松山市西垣生町640-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

256 松山市 垣生公民館 松山市西垣生町1228 （株）愛媛ＣＡＴＶ

257 松山市 石田クリーニング株式会社　松山工場 松山市西垣生町2160-2 ＮＴＴ西日本（株）

258 松山市 味生公民館 松山市別府町177-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ

259 松山市 アイテムえひめ 松山市大可賀2-1-28 （株）愛媛ＣＡＴＶ

260 松山市 三津浜公民館 松山市三津3丁目2-30 （株）愛媛ＣＡＴＶ

261 松山市 十千房 松山市神田町4−15 ＮＴＴ西日本（株）

262 松山市 双葉美容室 松山市祓川2丁目1-20 ＮＴＴ西日本（株）

263 松山市 オオイシデンキ 松山市古三津2-2-8 （株）愛媛ＣＡＴＶ

264 松山市 スポーツデイ歩風里ふるみつ 松山市古三津2丁目8-13 ＮＴＴ西日本（株）

265 松山市 宮前公民館 松山市古三津1丁目26-48 （株）愛媛ＣＡＴＶ

266 松山市 リハ古三津六 松山市古三津6丁目12-19 ＮＴＴ西日本（株）

267 松山市 焼鳥はつらいよ 松山市古三津2-20-34 (株)ＵＳＥＮ

268 松山市 創風社出版 松山市みどりｹ丘9-8 ＮＴＴ西日本（株）

269 松山市 焼鳥はつらいよ 松山店 松山市高山町8-4 (株)ＵＳＥＮ

270 松山市 松山観光港ターミナル 松山市高浜町5-2259-1
松山観光港ターミナル
（株）

271 松山市 松風亭 松山市高浜町1丁目1387-3 ＮＴＴ西日本（株）

272 松山市 高浜公民館 松山市梅津寺町1335-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

273 松山市 金光教　新浜教会 松山市港山町4−9金光教 新浜教会 ＮＴＴ西日本（株）

274 松山市 道の駅　風早の郷ふわり 松山市大浦119 ＮＴＴ西日本（株）

275 松山市 ＣＬＯＶＥＲ 松山市中西内634-5 ＮＴＴ西日本（株）

276 松山市 伊予銀行北条支店 松山市北条辻1381 （株）愛媛ＣＡＴＶ

277 松山市 いろは亭 松山市北条辻504 ＮＴＴ西日本（株）

278 松山市 北条公民館 松山市北条辻6 （株）愛媛ＣＡＴＶ

279 松山市 株式会社ことぶき 松山市北条辻1292-6チェビサード103号 ＮＴＴ西日本（株）

280 松山市 伊予銀行粟井支店 松山市河野中須賀331-1 （株）愛媛ＣＡＴＶ
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281 松山市 サラダ館風早店（有限会社ビバたかいち） 松山市河野中須賀281-15 （株）愛媛ＣＡＴＶ

282 松山市 エヒメマリン船舶免許教室 松山市小川18-11 ＮＴＴ西日本（株）

283 松山市 伊予銀行堀江支店 松山市堀江町甲1637-4 （株）愛媛ＣＡＴＶ

284 松山市 ＳＳＧチェーン　広橋店 松山市馬木町2169-3 ＮＴＴ西日本（株）

285 松山市 伊予銀行和気支店 松山市和気町1-72-3 （株）愛媛ＣＡＴＶ

286 松山市 伊予鉄道 市内電車（1） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

287 松山市 伊予鉄道 市内電車（2） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

288 松山市 伊予鉄道 市内電車（3） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

289 松山市 伊予鉄道 市内電車（4） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

290 松山市 伊予鉄道 市内電車（5） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

291 松山市 伊予鉄道 市内電車（6） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

292 松山市 伊予鉄道 市内電車（7） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

293 松山市 伊予鉄道 市内電車（8） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

294 松山市 伊予鉄道 市内電車（9） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

295 松山市 伊予鉄道 市内電車（10） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

296 松山市 伊予鉄道 市内電車（11） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

297 松山市 伊予鉄道 市内電車（12） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

298 松山市 伊予鉄道 市内電車（13） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

299 松山市 伊予鉄道 市内電車（14） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

300 松山市 伊予鉄道 市内電車（15） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

301 松山市 伊予鉄道 市内電車（16） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

302 松山市 伊予鉄道 市内電車（17） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

303 松山市 伊予鉄道 市内電車（18） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

304 松山市 伊予鉄道 市内電車（19） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

305 松山市 伊予鉄道 市内電車（20） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

306 松山市 伊予鉄道 市内電車（21） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

307 松山市 伊予鉄道 市内電車（22） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

308 松山市 伊予鉄道 市内電車（23） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

309 松山市 伊予鉄道 市内電車（24） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

310 松山市 伊予鉄道 市内電車（25） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

311 松山市 伊予鉄道 市内電車（26） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

312 松山市 伊予鉄道 市内電車（27） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

313 松山市 伊予鉄道 市内電車（28） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

314 松山市 伊予鉄道 市内電車（29） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

315 松山市 伊予鉄道 市内電車（30） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

316 松山市 伊予鉄道 市内電車（31） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

317 松山市 伊予鉄道 市内電車（32） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

318 松山市 伊予鉄道 市内電車（33） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

319 松山市 伊予鉄道 市内電車（34） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

320 松山市 伊予鉄道 市内電車（35） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

321 松山市 伊予鉄道 市内電車（36） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

322 松山市 伊予鉄道 坊っちゃん電車（1） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ

323 松山市 伊予鉄道 坊っちゃん電車（2） 松山市 （株）愛媛ＣＡＴＶ
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避難所等における公衆無線ＬＡＮ整備施設一覧 別紙２

1 庁舎 松山市役所本館 松山市二番町4-7-2

2 庁舎 堀江支所 松山市福角町甲1409-1

3 庁舎 潮見支所 松山市吉藤4-3-27

4 庁舎 久枝支所 松山市西長戸町299

5 庁舎 和気支所 松山市太山寺町1106-1

6 庁舎 三津浜支所 松山市三津3-2-30

7 庁舎 味生支所 松山市北斎院町712

8 庁舎 桑原支所 松山市桑原2-6-35

9 庁舎 道後支所 松山市道後町1-5-31

10 庁舎 垣生支所 松山市西垣生町1225-1

11 庁舎 興居島支所 松山市由良町1048-2

12 庁舎 余土支所 松山市余戸東2-13-26

13 庁舎 湯山支所 松山市末町甲94-1

14 庁舎 伊台支所 松山市下伊台町1474-1

15 庁舎 五明支所 松山市菅沢町乙120-2

16 庁舎 久米支所 松山市鷹子町823

17 庁舎 浮穴支所 松山市森松町469-6

18 庁舎 小野支所 松山市北梅本町759

19 庁舎 石井支所 松山市居相1-8-26

20 庁舎 久谷支所 松山市東方町甲955

21 庁舎 北条支所 松山市北条辻6

22 庁舎 中島支所 松山市中島大浦1626

23 避難所 番町小学校 松山市二番町4-6-1

24 避難所 東雲小学校 松山市文京町2-1

25 避難所 八坂小学校 松山市湯渡町4-20

26 避難所 素鵞小学校 松山市小坂1-4-48

27 避難所 雄郡小学校 松山市土橋町1

28 避難所 双葉小学校 松山市土居田町123-3

29 避難所 たちばな小学校 松山市針田町209-1

30 避難所 新玉小学校 松山市千舟町8-89

31 避難所 味酒小学校 松山市宮西2-2-21

32 避難所 清水小学校 松山市清水町3-15

33 避難所 姫山小学校 松山市山越3-800

34 避難所 桑原小学校 松山市桑原3-7-27

35 避難所 道後小学校 松山市石手4-10-5

36 避難所 湯築小学校 松山市道後北代10-41

37 避難所 味生第二小学校 松山市別府町3-1

38 避難所 生石小学校 松山市高岡町630-3

39 避難所 垣生小学校 松山市西垣生町730-1

40 避難所 宮前小学校 松山市祓川1-3-39

避難所・庁舎
の別

避難所・庁舎名 所在地№



 

- 25 - 

 

 

41 避難所 三津浜小学校 松山市梅田町2-42

42 避難所 高浜小学校 松山市梅津寺町1352-2

43 避難所 久枝小学校 松山市安城寺町586-1

44 避難所 みどり小学校 松山市西長戸町493-2

45 避難所 潮見小学校 松山市吉藤4-7-13

46 避難所 和気小学校 松山市太山寺町671-3

47 避難所 堀江小学校 松山市福角町甲1409-2

48 避難所 余土小学校 松山市余戸東1-14-17

49 避難所 さくら小学校 松山市余戸中4-11-1

50 避難所 興居島小学校 松山市泊町甲425-3

51 避難所 窪田小学校 松山市久米窪田町307

52 避難所 北久米小学校 松山市福音寺町9

53 避難所 福音小学校 松山市福音寺町355-1

54 避難所 久米小学校 松山市鷹子町15-1

55 避難所 湯山小学校 松山市食場町甲128

56 避難所 日浦小学校 松山市河中町甲79-2

57 避難所 伊台小学校 松山市下伊台町1438-1

58 避難所 五明小学校 松山市菅沢町乙45-4

59 避難所 小野小学校 松山市平井町3673

60 避難所 浮穴小学校 松山市森松町832

61 避難所 石井小学校 松山市東石井6-8-52

62 避難所 石井北小学校 松山市和泉南1-3-32

63 避難所 椿小学校 松山市和泉南6-1-47

64 避難所 石井東小学校 松山市越智1-3-35

65 避難所 荏原小学校 松山市東方町甲1245

66 避難所 坂本小学校 松山市久谷町30

67 避難所 浅海小学校 松山市浅海本谷甲728

68 避難所 正岡小学校 松山市八反地甲160

69 避難所 北条小学校 松山市北条辻64

70 避難所 河野小学校 松山市宮内甲9-1

71 避難所 粟井小学校 松山市常竹甲100

72 避難所 中島小学校 松山市長師564

73 避難所 東中学校 松山市文京町2-2

74 避難所 拓南中学校 松山市枝松5-4-39

75 避難所 城西中学校 松山市竹原3-19-35

76 避難所 雄新中学校 松山市土居田町1

77 避難所 勝山中学校 松山市清水町3-148-2

78 避難所 桑原中学校 松山市畑寺町丙238-28

79 避難所 道後中学校 松山市上市1-3-57

80 避難所 津田中学校 松山市北斎院町1106

避難所・庁舎名 所在地№
避難所・庁舎

の別
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81 避難所 西中学校 松山市高岡町409

82 避難所 垣生中学校 松山市西垣生町418

83 避難所 三津浜中学校 松山市若葉町8-48

84 避難所 高浜中学校 松山市梅津寺町乙52

85 避難所 鴨川中学校 松山市鴨川2-7-19

86 避難所 北中学校 松山市太山寺町491-1

87 避難所 内宮中学校 松山市内宮町569-1

88 避難所 余土中学校 松山市余戸東4-1-9

89 避難所 椿中学校 松山市市坪南1-1-20

90 避難所 興居島中学校 松山市泊町甲425-3

91 避難所 久米中学校 松山市来住町689

92 避難所 湯山中学校 松山市溝辺町508-1

93 避難所 日浦中学校 松山市河中町188-1

94 避難所 旭中学校 松山市下伊台町1105-1

95 避難所 小野中学校 松山市平井町3690

96 避難所 南第二中学校 松山市森松町943

97 避難所 南中学校 松山市東石井7-2-52

98 避難所 久谷中学校 松山市浄瑠璃町940

99 避難所 北条北中学校 松山市北条辻365

100 避難所 北条南中学校 松山市河野別府12

101 避難所 中島中学校 松山市長師817

102 避難所 番町公民館 松山市二番町4-3-4

103 避難所 東雲公民館 松山市勝山町2-11-5

104 避難所 八坂公民館 松山市三番町1-3-2

105 避難所 素鵞公民館 松山市中村3-2-34

106 避難所 雄郡公民館 松山市小栗3-5-24

107 避難所 中央新玉公民館 松山市千舟町8-69-4

108 避難所 味酒公民館 松山市松前町5-1-6

109 避難所 清水公民館 松山市清水町3-170-4

110 避難所 桑原公民館 松山市桑原2-6-35

111 避難所 道後公民館 松山市道後町1-5-31

112 避難所 味生公民館 松山市別府町177-1

113 避難所 生石公民館 松山市高岡町860-67

114 避難所 垣生公民館 松山市西垣生町1228

115 避難所 宮前公民館 松山市古三津1-26-48

116 避難所 三津浜公民館 松山市三津3-2-30

117 避難所 高浜公民館 松山市梅津寺町1335-4

118 避難所 久枝公民館 松山市西長戸町299

119 避難所 潮見公民館 松山市吉藤4-3-16

120 避難所 和気公民館 松山市太山寺町1226-1

№
避難所・庁舎

の別
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121 避難所 堀江公民館 松山市堀江町甲1400-1

122 避難所 余土公民館 松山市余戸中2-8-22

123 避難所 由良公民館 松山市由良町1048-2

124 避難所 泊公民館 松山市泊町818

125 避難所 久米公民館 松山市鷹子町823

126 避難所 湯山公民館 松山市末町甲94-1

127 避難所 日浦公民館 松山市河中町甲646

128 避難所 伊台公民館 松山市下伊台町1474-1

129 避難所 五明公民館 松山市菅沢町甲247-1

130 避難所 小野公民館 松山市北梅本町759

131 避難所 浮穴公民館 松山市森松町469-6

132 避難所 石井公民館 松山市居相1-8-26

133 避難所 荏原公民館 松山市東方町甲955

134 避難所 坂本公民館 松山市久谷町70

135 避難所 浅海公民館 松山市浅海原甲603-1

136 避難所 立岩公民館 松山市猿川甲747

137 避難所 難波地域活性化センター 松山市中通甲777-3

138 避難所 正岡公民館 松山市八反地甲90-1

139 避難所 北条コミュニティセンター 松山市北条辻6

140 避難所 河野公民館 松山市河野別府182-1

141 避難所 粟井農村環境改善センター 松山市久保88

142 避難所 中島総合文化センター 松山市中島大浦2962

143 庁舎 愛媛県庁本館 松山市一番町四丁目4番2

144 庁舎 愛媛県庁第一別館 松山市一番町四丁目4番2

145 庁舎 愛媛県庁第二別館 松山市一番町四丁目4番2

146 庁舎 中予地方局 松山市北持田町132

147 庁舎 愛媛県庁県議会 松山市一番町四丁目4番2

148 避難所 松山商業高等学校 松山市旭町71

149 避難所 松山東高等学校 松山市持田町2丁目2-12

150 避難所 松山北高等学校 松山市文京町4-1

151 避難所 松山工業高等学校 松山市真砂町1

152 避難所 松山南高等学校 松山市末広町11-1

153 避難所 松山西中等教育学校 松山市久万ノ台1485-4

154 避難所 松山聾学校 松山市馬木町2325

155 避難所 松山中央高等学校 松山市井門町1220

156 避難所 北条高等学校 松山市北条辻600-1

157 避難所 松山北高等学校中島分校 松山市中島大浦3100-1

避難所・庁舎名 所在地№
避難所・庁舎

の別
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「えひめ Free Wi-Fi」サービス提供規約 

 

平成 26年７月 24日 施行 

平成 26年 10月１日 一部改正 

愛媛県公衆無線 LAN推進協議会  

１ 目 的 

  愛媛県域内にアクセスポイント（以下、AP）を普及させることで、利用者

の利便性向上を図り、情報発信力を強化することにより、地域を活性化させ

ることを目的とする。 

 

２ 名 称 

  愛媛県域内において、利用者に対し無料で提供され、以下の項目を満たす

公衆無線 LANサービスを「えひめ Free Wi-Fi」という。 

 

３ 仕 様 

  次の仕様を全て満たす APを「えひめ Free Wi-Fi」とする。 

 （１）SSIDは「Ehime_Free_Wi-Fi」とする。 

 （２）キャリアフリーでインターネット接続が可能な機能を有する。 

（３）利用者が、無料で公衆無線 LANサービスの提供を受けられる。 

（４）利用者が使用端末で当該 SSID を選択後、インターネット接続完了まで

のいずれかの画面において、原則として以下の項目が表示される。 

ア えひめ Free Wi-Fiの APである旨 

イ サービス提供事業者または設置者（以下、事業者等）の名称 

ウ 事業者等の利用規約 

 ただし、技術的制約等により上記アからウの表示が困難な場合は、AP

付近に同内容を掲示することでこれに代える。 

 

４ APの設置 

 （１）「えひめ Free Wi-Fi」AP を設置する事業者等は、事前に愛媛県公衆無

線 LAN推進協議会へ申し出ること。 

 （２）「えひめ Free Wi-Fi」APを設置する事業者等は、「風俗営業等」を行う

施設へ APを設置しないこと。 

別紙３ 
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 （３）「えひめ Free Wi-Fi」AP を設置（または撤去、以下同じ）した事業者

等は、設置した日の属する月の翌月 10日を目途に、以下の項目を別紙

様式により愛媛県公衆無線 LAN推進協議会に報告すること。 

   ア 設置箇所の名称 

   イ 設置箇所の位置情報 

   ウ 「Ehime_Free_Wi-Fi」以外に送波する SSID名 等 

 （４）事業者等は AP を設置する際、設置箇所の所有者・管理者に対し、「え

ひめ Free Wi-Fi」のロゴ（別添１）を掲示するよう依頼すること。ま

た、設置した APを撤去する場合は、ロゴも撤去すること。 

 

５ 庶 務 

庶務は、愛媛県企画振興部管理局情報政策課において処理する。 

 

６ その他 

事業者等は、３（４）に規定するインターネット接続完了までの画面、ある

いは掲示内容において、これを多言語化するよう努めること。 

 

 

（別添１） 
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