
　社会資本総合整備計画 社会資本整備総合交付金             令和02年01月10日

計画の名称 松山駅周辺のまちづくり～ともに創る、多様な賑わいと潤いにあふれた松山のターミナル拠点～

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当 〇

交付対象 松山市

計画の目標 愛媛県が施行するJR松山駅付近連続立体交差事業に合わせて、松山駅周辺土地区画整理事業や街路事業を行い、JR松山駅から松山空港、松山港への起点となる国道196号へのアクセス道路を整備し、人流の効率化や成長基盤の強化を進める。

また、東口駅前広場の拡張再整備による路面電車の引込み、及び西口駅前広場の新設整備により公共交通の利便性を向上させるなど、広域交通結節機能の強化を図り、その拠点機能を生かしたまちづくりを進め、駅周辺地区全体を県都の陸の玄関口

にふさわしい、優れた都市環境を有する地区として整備を図る。　

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）              12,985  Ａ              12,854  Ｂ                   0  Ｃ                 131  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         1 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

（H30当初） （R2末） （R4末）

   1 JR松山駅から国道１９６号（西環状線）までの移動時間の短縮

JR松山駅から国道１９６号（西環状線）までの移動時間の縮減率を示す 100% % 62%

（整備後の移動時間/整備前の移動時間）×100

   2 松山駅周辺の居住人口の増加

松山駅周辺土地区画整理事業区域内の居住人口の増加率を示す 100% 171% 243%

（整備後の居住人口/整備前の居住人口）×100

備考等 個別施設計画を含む － 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む 地域再生計画を含む

R8年度までに土地区画整理事業及び関連事業完成

1 案件番号： 0000147832



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

道路事業 A01-001 街路 一般 松山市 直接 松山市 区画 改築 松山駅周辺地区（（都）

三番町線　外）

地中化・区画整理　A=16.7ha 松山市  ■  ■  ■  ■  ■       9,633 －

A01-002 街路 一般 松山市 直接 松山市 S街路 改築 （都）松山駅北東西線 地中化・現況拡幅　L=0.05km 松山市  ■  ■  ■  ■  ■         380 －

 小計      10,013

市街地整備事業 A13-003 市街地 一般 松山市 直接 松山市 － － 松山駅周辺土地区画整理

事業

都市再生区画整理　A=16.7ha 松山市  ■  ■  ■  ■  ■         670 －

A2-1

 小計         670

道路事業 A01-004 街路 一般 松山市 直接 松山市 S街路 改築 （都）中之川通線 現道拡幅・自転車道　L=0.74

km

松山市  ■  ■  ■       1,471 －

A01-005 街路 一般 松山市 直接 松山市 S街路 改築 （都）本町宝塔寺線 現道拡幅・自転車道　L=0.48

km

松山市  ■  ■  ■         700 －

1 案件番号： 0000147832



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

 小計       2,171

合計      12,854

2 案件番号： 0000147832



C 効果促進事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

市街地整備事業 C13-001 市街地 一般 松山市 直接 松山市 － － 松山駅周辺路面電車延伸

等事業化計画策定事業

ＬＲＴ導入計画（駅前広場引

込み、西口南江戸線延伸）等

松山市  ■  ■  ■  ■  ■          60 －

都再区画で行う駅前広場整備と一体的に交通結節機能の強化のため、路面電車の引込み・ルート再編等を調査研究することで、事業化を円滑に進められる。

C-1

C13-002 市街地 一般 松山市 直接 松山市 － － 松山駅周辺拠点街区整備

事業

車両基地跡地活用事業 松山市  ■  ■  ■  ■  ■          35 －

都再区画による事業に併せ、車両基地跡地を活用することで、松山駅周辺のまちづくりを先導し、広く市民の新たな活動を育むことが可能となる。

C-2

C13-003 市街地 一般 松山市 直接 松山市・地

元組織

－ － 松山駅周辺まちづくり事

業

景観計画、面的整備事業、市

民参画等

松山市  ■  ■  ■  ■          36 －

都再区画による事業に併せ、必要な整備計画等を取りまとめ市民・行政・民間事業者の連携体制を構築し、重要な都市拠点として一体的なまちづくりを進めることができる。

C-3

C13-004 市街地 一般 松山市 間接 松山市・地

元組織

－ － 松山駅周辺まちづくり事

業

景観計画、面的整備事業、市

民参画等

松山市  ■  ■  ■  ■           0 －

都再区画による事業に併せ、必要な整備計画等を取りまとめ市民・行政・民間事業者の連携体制を構築し、重要な都市拠点として一体的なまちづくりを進めることができる。

C-3

 小計         131

合計         131

1 案件番号： 0000147832



H30 H31 R2 R3 R4

1,185 1,583 1,332 489

0 0 0 22

1,185 1,583 1,332 511

271 684 694 982

772 1,572 1,044 1,086

684 694 982 407

うち未契約繰越額（g） 177 548 270 303

0 1 0 0

12.15 24.21 13.32 20.29

補償交渉等に時間を要

したため。

補償交渉等に時間を要

したため。

補償交渉等に時間を要

したため。補正予算成

立に伴う事業計画再検

討のため。

補償交渉等に時間を要

したため。

未契約繰越率＋不用率が10%を超えている場合その

理由

交付額（c=a+b）

前年度からの繰越額（d）

支払済額（e）

翌年度繰越額（f）

不用額（h=c+d-e-f）

未契約繰越率＋不用率（i=(g+h)/(c+d)）%

計画別流用増減額（b）

配分額（a）

社会資本整備総合交付金の執行状況

【14章】松山市周辺のまちづくり～ともに創る、多様な賑わいと潤いにあふれた松山のターミナル拠点～ （単位：百万円）



計画の名称 14 松山駅周辺のまちづくり～ともに創る、多様な賑わいと潤いにあふれた松山のターミナル拠点～

計画の期間 平成30年度　～　令和4年度　（5年間） 交付対象 　　　松山市

四十八番
西林寺

四十九番
浄土寺

松山I.C.

五十番
繁多寺

五十一番
石手寺

松山総合公園

松山中央公園

松山空港

三津浜港

松山城

道後公園

道後温泉

余戸駅

久米駅

立花駅

ＪＲ三津浜駅

国立がんセンター

梅本駅

松山自動車道

県道森松重信線

県道松山川内線

県道美川松山線

国道５６号

国道１９６号

国道３１７号

三津駅

国道３３号
C-1 松山駅周辺路面電車延伸等事業化計画策定事業
都再区画（A2-1）で行う駅前広場整備と一体的に交通結節機能

の強化のため、路面電車の引込み・ルート再編等を調査研究する
ことで、事業化を円滑に進められる。

C-2 松山駅周辺拠点街区整備事業
都再区画（A2-1）による事業に併せ、車両基地跡地を活用す

ることで、松山駅周辺のまちづくりを先導し、広く市民の新たな
活動を育むことが可能となる。

C-3 松山駅周辺まちづくり事業
都再区画（A2-1）による事業に併せ、必要な整備計画等を取り

まとめ市民・行政・民間事業者の連携体制を構築し、重要な都市
拠点として一体的なまちづくりを進めることができる。

Ａ１－１ 松山駅周辺地区（（都）三番町線 外）

Ａ２－１ 松山駅周辺土地区画整理事業

Ｊ
Ｒ
松
山
駅 凡 例

主要避難路
緊急輸送路
救急病院
小学校
中学校
公園
大規模商業施設

伊予鉄松山市駅

松山港

国道１１号

Ａ１－2 （都）松山駅北東西線

松山環状線（東部）

Ａ１－４ 中之川通線

Ａ１－５ 本町宝塔寺線



事前評価チェックシート
 計画の名称： 松山駅周辺のまちづくり～ともに創る、多様な賑わいと潤いにあふれた松山のターミナル拠点～

事　　前　　評　　価 チェック欄

I． 目標の妥当性
①上位計画等との適合等　１）基本方針と適合している。 〇

I． 目標の妥当性
①上位計画等との適合等　２）上位計画等と整合性が確保されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）　１）地域の課題解消に資する計画の目標が設定されている。 〇

I． 目標の妥当性
②地域の課題への対応（地域の課題と整備計画の目標の適合性）　２）社会基盤整備と地域の活力創出の関係性が妥当である。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　１）整備計画の目標と指標・数値目標の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　２）指標・数値目標と事業内容の整合性が確保されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
③目標と事業内容の整合性等　３）指標・数値目標が分かりやすいものとなっている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　１）十分な事業効果が確認されている。 〇

II． 計画の効果・効率性
④事業の効果　２）他の事業との連携等による相乗効果・波及効果が得られるものとなっている。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地域住民の理解　１）事業実施に向けた地域の機運は十分である。 〇

III．計画の実現可能性
⑤地域住民の理解　２）地元住民等の地域が要望する事業との調整が図られている。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　１）事業実施のための環境整備が図られている。 〇

III．計画の実現可能性
⑥円滑な事業執行の環境　２）計画期間中の計画管理（モニタリング）体制が適切である。 〇

1  案件番号：0000147832


