
 

 
 

議  案  第  １  号  

 

 

市道路線の認定及び廃止について  

 

市道路線を次のとおり認定し、及び廃止する。  

 

平成２４年２月２７日提出  

 

新居浜市長  佐  々  木   龍  

 

 

１  認定する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

251 新田楠崎線  

多喜浜一丁目２３５番地先
から楠崎一丁目甲 ２１４７
番８地先まで 

市道松神子切抜線から東へ市道柳
川通 り線を経て楠崎一丁目甲２１４７
番８地先まで 

258 楠崎白浜線  

多喜浜四丁目１３０番 ７地
先から多喜浜五丁目６３番
７地先まで 

多喜浜四丁目１３０番 ７地先から東へ
白浜川を経て市道松神子切抜線まで  

703 垣生工業団地３号線  
垣生三丁目乙３１６番 ６地
先から垣生三丁目乙３１２
番地先まで 

市道長岩高崎線から東へ臨港道路
垣生線まで 

723 滝の宮山根線  
政枝町三丁目３８３番２地先
から西連寺町二丁目１０６３
番２３地先まで 

一般県道新居浜港線から元住友鉄
道敷を通り市道上部東西線まで  

738 阿島中央筋線  

阿島一丁目９３９番１９８地
先から阿島一丁目甲１０１５
番５８地先まで 
 

阿島一丁目９３９番１９８地先から南へ
主要地方道壬生川新居浜野田線ま
で  

740 三喜一番浜線  

阿島一丁目甲１０１５番３１６
地先から阿島一丁目甲１０１５
番１４８地先まで 

市道東港東浜筋線から東へ市道三
喜一番浜東４号線まで  

744 阿島三喜浜線  

阿島一丁目甲１０１５番１７地
先から阿島一丁目甲１０１５
番３６０地先まで 

市道東港東浜筋線から東へ市道阿
島中央筋線を経て阿島一丁目甲１０
１５番３６０地先まで 

1037 岸の上西１番線  

岸の上町一丁目甲２６５９番
３地先から岸の上町一丁目
甲２６５９番７地先まで 

市道泉川小学校北通り線から北へ岸
の上町一丁目甲２６５９番７地先まで  

1038 宇高町五丁目１１番線  

宇高町五丁目５４０番１０地
先から宇高町五丁目５４０番
１２地先まで 

市道宇高東２号線から東へ宇高町五
丁目５４０番１２地先まで  



 

 
 

1039 田の上二丁目１番線  

田の上二丁目 ５４０番 ４地
先から田の上二丁目 ５３９
番９地先まで 

市道田の上落神線から東へ市道田の
上東筋線まで 

1040 高田一丁目４番線  

高田一丁目３４１番 ２地先
から高田一丁目 ３４１番 ３
地先まで 

市道宇高高田線から南へ高田一丁
目３４１番３地先まで  

1041 高田一丁目５番線  

高田一丁目３３７番 ３地先
から高田一丁目 ３３７番 １
地先まで 

市道宇高高田線から南へ高田一丁
目３３７番１地先まで  

1042 宮原町１０番線  
宮原町１８３４番２地先から
宮原町１８３３番６地先まで  

市道角野中学校南通り線から北へ宮
原町１８３３番６地先まで  

1043 本郷二丁目５番線  

本郷二丁目６６９番 １地先
から本郷二丁目 ６７１番 ７
地先まで 

市道横水本郷線から東へ本郷二丁
目６７１番７地先まで  

1044 八幡二丁目１０番線  

八幡二丁目 １４９ １番 ２地
先 から八幡二丁目 １４９１
番５地先まで 

市道八幡神社北西線から北へ八幡
二丁目１４９１番５地先まで  

1045 西の土居町一丁目２番線  

西の土居町一丁目乙２１２
番 １地 先 から西の土居町
一丁目乙２１０番６地先まで  

市道原地庄内線から北へ西の土居町
一丁目乙２１０番６地先まで  

1046 林の端５号線  
船木字林之端甲２９１３番３地
先から船木字林之端甲２９１３
番３地先まで 

市道坂の下大久保線から西へ船木字
林之端甲２９１３番３地先まで  

1047 篠場町５番線  

篠場町１１５５番２地先から
篠場町１１３３番 １４地先ま
で  

市道上部東西線から北へ西回りに篠
場町１１３３番１４地先まで  

1048 垣生一丁目１番線  

垣生一丁目甲６５１番 ３地
先から垣生一丁目甲６５０
番６地先まで 

市道沢津垣生線から北へ垣生一丁
目甲６５０番６地先まで  

1049 下池田３号線  

船木字池田甲２４２８番８地
先から船木字池田甲２４２８
番６地先まで 

市道大生院船木線から南へ船木字
池田甲２４２８番６地先まで  

1050 
中筋町二丁目 ２番 １１号
線  

中筋町二丁目１４８６番９地
先から中筋町二丁目１４９５
番４４地先まで 

市道角野小学校北通り線から北へ市
道中筋町二丁目２番線を経て中筋町
二丁目１４９５番４４地先まで  

1051 
中筋町二丁目 ２番 １２号
線  

中筋町二丁目１５０７番１８地
先から中筋町二丁目１４９５
番５９地先まで 

主要地方道新居浜別子山線から南
へ市道角野小学校北通り線まで  

1052 平尾谷線  

観音原町甲９１６番地先か
ら観音原町乙９８番地先ま
で  

市道上郷下東田線から北へ東回りに
新居浜市平尾墓園まで  

1053 中村松木二丁目西筋線  

中村松木二丁目１０６８番
１地先から中村松木二丁
目１０６８番３地先まで  

市道本郷北支線から北へ中村松木
二丁目１０６８番３地先まで  

1054 阿島北通り線  

阿島一丁目 ９３９番 ７９地
先から阿島一丁目９３９番
１９８地先まで  

阿島一丁目９３９番７９地先から東へ阿
島一丁目９３９番１９８地先まで  

1055 阿島北東線  

阿島一丁目９３９番１９９地
先から阿島一丁目９３９番
１２０地先まで  

阿島一丁目９３９番１９９地先から南へ
市道三喜浜五番浜東筋線まで  

1056 阿島中央通り線  

阿島一丁目甲１０１５番３５９
地先から阿島一丁目甲１０１５
番３５６地先まで 

市道阿島中央筋線から東へ阿島一丁
目甲１０１５番３５６地先まで  



 

 
 

1057 三喜一番浜東５号線  

阿島一丁目９３９番１１地先
から阿島一丁目甲１０１９番
２地先まで 

阿島一丁目９３９番１１地先から南へ市
道三喜一番浜東１号線まで  

1058 
新居浜駅南北自由通路
線  

坂井町二丁目甲３４８３番
２地先から坂井町三丁目
甲３４５７番８地先まで  

坂井町二丁目甲 ３４８３番 ２地先から
南へ市道駅裏角野線まで  

 

２  廃止する路線  

路線

番号  
路  線  名  

起     点  

終     点  
経     過     地  

251 新田楠崎線  
多喜浜２３４番１地先  
多喜浜１３６番地先  

県道壬生川新居浜野田線から柳川
橋を通り県道壬生川新居浜野田線ま
で  

258 楠崎白浜線  
郷甲２２２７番１地先  
多喜浜１６３番７地先  

市道楠崎東筋線から白浜部落中を通
り県道壬生川新居浜野田線まで  

703 垣生工業団地３号線  
垣生三丁目乙３１２番  
垣生三丁目乙３１２番  

垣生三丁目乙３１０番 １１地先から臨
港道路垣生線まで 

723 滝の宮山根線  
政枝町三丁目３８３番２ 
西連寺町二丁目１０８６番２ 

県道新居浜港線から元住友鉄道敷を
通り市道上部東西線まで  

738 阿島中央筋線  
黒島９３９番４８地先から  
阿島１０１５番１１０まで  

陸上貯木場から南へ県道壬生川・新
居浜・野田線まで 

740 三喜一番浜線  
阿島１０１５番３１６から  
阿島１０１５番２３７まで  

市道東港東浜線から東へ団地まで  

744 阿島三喜浜線  
阿島字三喜一番浜甲１０１５
番１７地先から阿島字三喜一
番浜甲１０１５番３２４地先まで 

市道東港東浜筋線から市道阿島中
央筋線を経て阿島字三喜一番浜甲
１０１５番３２４地先まで  

 

提案理由  

道路法第８条第２項並びに第１０条第１項及び第３項の規定により、本市における未

認定道路を市道に認定し、及び路線を廃止するため、本案を提出する。  


