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（４） 都市機能の現状の整理 

ア. 市民生活に必要な都市機能 

市民生活に必要な各種サービスを提供する都市機能として、医療機関、福祉施設、商業

施設、保育施設の分布状況と一覧を以下に示します。 

各種施設は、比較的広範囲に分布しています。 

 

図表 医療機関分布状況 

 
資料：国土数値情報 医療機関データ（H26） 

  

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 

住友別子病院 

十全総合病院 

県立新居浜病院 

労災病院 
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図表 医療機関一覧 

 

資料：国土数値情報 医療機関データ（H26） 

  

施設区分 No 医療機関名称 所在地 施設区分 No 医療機関名称 所在地
病院 1 財団新居浜病院 松原町13-47 診療所 83 （特養）おくらの里 御蔵町11-23

2 十全第二病院 角野新田町1-1-28 84 高津診療所 高津町3-20
3 （独）労働者健康福祉機構愛媛労災病院 南小松原町13-27 85 （特養）若水館診療所 若水町1-9-13
4 愛媛県立新居浜病院 本郷3-1-1 86 皮フ科・形成外科はらだクリニック 上原3-1-29
5 （一財）積善会十全総合病院 北新町1-5 87 くろみつ眼科 高木町4-7
6 新居浜山内病院 徳常町6-13 88 新居浜市医師会診療所 庄内町4-7-54
7 住友別子病院 王子町3-1 89 たなか内科クリニック 中萩町1-38
8 新居浜協立病院 若水町1-7-45 90 阿部内科クリニック 大生院岸影1038-5
9 岩崎病院 中萩町2-5 91 宝寿園診療所 荷内町2-21
10 循環器科林病院 中西町6-46 92 （医）河本会河本医院 新須賀町4-5-35
11 （医）徳洲会新居浜徳洲病院 土橋2-2-2 93 桑嶋クリニック 坂井町3-6-3
12 （医）久和会立花病院 喜光地町1-13-29 94 いしまる皮ふ科 中村松木1-7-8

診療所 13 新居浜市医師会別子山診療所 別子山乙241-6 95 中山皮膚科クリニック 中須賀町1-6-10
14 井石内科医院 西原町1-1-65 96 みやもと眼科クリニック 坂井町3-6-26
15 上田医院 中村2-8-58 97 かとうクリニック 船木甲4322-2
16 （医）駅前医院 坂井町1-7-4 98 シニアリビング八雲ガーデン診療所 八雲町8-24
17 近藤医院 港町1-30 99 新居浜市医師会内科・小児科急患センター 一宮町1-13-52
18 今野内科小児科医院 泉池町6-33 100 こんどう心療内科 坂井町2-5-14
19 西条道前病院新居浜診療所 西町1-12 101 せんば眼科 前田町8-8ｲｵﾝﾓｰﾙ新居浜2階
20 佐藤医院 庄内町1-14-36 102 （特養）なの花施設内診療所 郷3-16-58特別養護老人ﾎｰﾑなの花2階
21 新谷ウイメンズクリニック 一宮町1-12-56 103 新居浜市立慈光園診療所 西の土居町1-6-20
22 田坂外科医院 北内町1-2-7 104 地域密着型（特養）広瀬の里 御蔵町11-20
23 田所耳鼻咽喉科 徳常町9-26 105 ユニット型地域密着型介護老人福祉施設うみかぜ診療所 阿島1-7-20
24 知元医院 松神子4-1-10 106 たねがわ心の相談室 種子川町2-2
25 洙田皮膚科医院 一宮町2-3-48 107 小規模（特養）つばき医務室 垣生5-8-46
26 浜本内科 西の土居町2-6-22 108 えもり内科クリニック 久保田町2-4-27
27 星加医院 中筋町1-12-29 109 （特養）プラチナプレイス診療所 一宮町2-6-72
28 星島整形外科医院 庄内町4-1-57 歯科診療所 110 岡嶋歯科医院 中萩町1-7
29 マナベ小児科 西町7-3 111 城下歯科診療所 田ﾉ上2-2-44
30 弓山眼科医院 徳常町3-27 112 中西歯科矯正歯科 中須賀2-2-28
31 吉松外科胃腸科 田所町3-5 113 林田歯科医院 沢津町2-10-21
32 住友化学大江診療所 大江町1-1 114 眞鍋憲夫歯科医院 坂井町1-5-8
33 住友化学愛媛診療所 惣開町5-1 115 （医）はまゆう会佐藤歯科医院 土橋1-10-24
34 住友化学菊本診療所 菊本町1-10-1 116 戒能歯科医院 江口町4-19
35 住友重機械（健保）新居浜健康管理室 惣開町5-2 117 安保歯科医院 中須賀町2-2-6
36 （医）三木医院 垣生1-7-34 118 竹林歯科医院 西原町1-1-59
37 こにしクリニック 庄内町1-13-35 119 西内歯科医院 新須賀町3-1-76
38 いまなかクリニック 高田1-1-3 120 藤山歯科医院 泉池町1-8
39 佐々木内科医院 萩生737-12 121 高橋歯科医院 坂井町2-2-4
40 ながやす整形外科クリニック 宮西町1-15 122 加藤歯科 西の土居町2-1-2
41 鈴木眼科 庄内町1-8-30 123 直野良信歯科医院 中西町2-6
42 平田外科胃腸科 久保田町3-7-11 124 松田歯科診療所 菊本町2-1-9
43 宮田内科 田ﾉ上町2-1-39 125 松木歯科クリニック 久保田町3-10-3
44 木村放射線科医院 中須賀町1-3-52 126 浅井歯科医院 船木甲2366-1
45 児島内科胃腸科 泉宮町3-13 127 藤村歯科医院 若水町2-9-27
46 （特養）ふたば荘診療所 船木甲959-1 128 いまい歯科医院 郷1-1-51
47 こんどう外科内科胃腸科クリニック 田所町4-70 129 亀川歯科 萩生字岸ﾉ下1138-3
48 別子事業所健康管理室 王子町3-1 130 佐藤歯科医院 若水町2-5-30
49 織田耳鼻咽喉科 庄内町4-3-21 131 山下歯科クリニック 松原町4-48
50 せいだ循環器内科 横水町2-51 132 こたに歯科医院 星原町6-15
51 新田診療所 新田町1-9-9 133 宇野歯科医院 郷2-甲900-1
52 宮原医院 八幡2-6-30 134 白石歯科医院 多喜浜1-4-40
53 発知医院 東雲町2-6-20 135 岡歯科クリニック 垣生2-12-38
54 （医）大橋胃腸肛門科外科医院 船木字桧之端甲4463-1 136 いんなみ森田歯科 繁本町7-45
55 曽我部整形外科医院 松原町15-25 137 中川歯科医院 萩生2742-3
56 山本小児科クリニック 徳常町9-19 138 もりもと歯科クリニック 宇高町3-1166-12
57 西之端眼科 中村1-6-6 139 眞鍋歯科医院 喜光地町1-13-12
58 新居浜市医師会大島診療所 大島甲1542 140 秀歯科医院 中村松木1-13-48
59 石川内科 北内町1-13-35 141 直野孝則歯科 中筋町1-6-38
60 吉井整形外科 沢津町3-1-8 142 直野佳美歯科診療所 東田2-1606-1
61 （医）鎌田産婦人科 阿島1-1-56 143 歯ならび矯正歯科医院 寿町1-43
62 愛媛医療（生協）泉川診療所 瀬戸町1-2 144 山田歯科クリニック 宇高町2-2-46
63 おおのぎ眼科 宇高町3-15-22 145 川向歯科医院 中村4-5-42
64 （特養）豊園荘診寮所 船木甲2216-29 146 北村歯科医院 若水町1-1-4
65 ハートランド三恵診療所 萩生河の北17 147 いとう歯科医院 庄内町1-12-5
66 中萩診療所 萩生岸の下1061 148 もり歯科 松木町1-26
67 伊藤整形外科クリニック 郷1-15-20 149 さかい歯科クリニック 西の土居町2-16-27
68 加藤医院 松原町12-44 150 横川歯科矯正歯科クリニック 外山町16-25
69 （医）はやし外科クリニック 萩生岸の下1191 151 ふじた歯科クリニック 八雲町5-39
70 四国電力（株）新居浜支店健康管理室 徳常町5-15 152 林歯科クリニック 萩生509-2
71 すみ整形外科リハビリ科 土橋1-12-43 153 ふくだ歯科 泉宮町1-11
72 宮下整形外科内科 松神子3-1-26 154 桜木歯科クリニック 桜木町15-1
73 やかた耳鼻科クリニック 宇高町2-1-47 155 田口歯科 庄内町5-2-51
74 やすらぎの郷診療所 西の土居町2-8-12 156 そのだ歯科クリニック 徳常町9-8
75 矢野整形外科医院 郷2-6-2 157 こころ歯科医院 喜光地町1-5-4
76 胃腸科内科松村クリニック 中筋町2-1-1 158 こあみ歯科医院 高木町8-24
77 （医）三木内科クリニック 沢津町3-7-28 159 こんどう歯科医院 沢津町1-2-27
78 しおだこどもクリニック 中村松木2-8-18 160 すぎもり歯科クリニック 王子町3-3
79 （特養）アソカ園 清住町1-36 161 青野歯科医院 庄内町1-8-35
80 セントラルクリニック 若水町2-4-38 162 吉津歯科医院 田所町2-38
81 山内クリニック 松木町3-37 163 こもだデンタルオフィス 宮原町1-58
82 ひらた耳鼻咽喉科 中村松木1-12-6
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図表 福祉施設分布状況 

 

資料：国土数値情報 福祉施設データ（H27） 

  

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 
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図表 福祉施設一覧 

 

資料：国土数値情報 福祉施設データ（H27） 

No 福祉施設名称 所在地
老人福祉施設 養護老人ホーム（一般） 1 新居浜市立慈光園 西ノ土居町1-60-20

軽費老人ホーム（介護利用型） 2 ケアハウス白寿 清住町1-37
3 プラチナガーデン 一宮町2-6-72
4 軽費老人ホーム（ケアハウス）ファミリア 船木甲2216-29
5 夢テラス 西の土居町2-8-12

老人福祉センター（A型） 6 新居浜市立上部高齢者福祉センター 中筋町1-6-8
7 新居浜市立川西高齢者福祉センター 滝の宮町3-3
8 新居浜市立川東高齢者福祉センター 八幡2-10-23

軽費老人ホーム（Ａ型） 9 軽費老人ホーム（Ａ型）宝寿園 荷内町2-21
有料老人ホーム 10 グループリビングファミールにいはま 長岩町2-46

11 ケアホームおくじま 北新町12-52
12 ケアホーム芳光 北新町
13 ケアホーム芳光２号館 北新町乙1067-7
14 サービス付き高齢者向け住宅ゆうらり昭和館 庄内町5
15 サービス付き高齢者向け住宅子馬 高田2-5-63
16 サービス付き高齢者住宅泉川 岸の上町1
17 サービス付高齢者向け住宅住んで民家 瀬戸町1-15
18 さわやか新居浜館 東田3-乙11-77
19 シニア・政枝 政枝町2-3-32
20 ちゅうりっぷ 横水町4-5
21 ふれんどさん家（下） 萩生2580-3
22 ゆうらり 坂井町3-1-19
23 ライカハウス 新須賀町1-8-63
24 御茶屋荘 西の土居町2-8-23
25 住宅型有料老人ホームＣＡＳＡ若水 若水町1-7-6
26 住宅型有料老人ホームまつぼっくり 大生院本村389-1
27 宅老所すずらん・大生院 大生院343-4
28 風の舞 萩生1061
29 有料老人ホームあすなろ北内 北内町

介護老人保健施設 30 きぼうの苑 西ノ土居町2-8-12
31 ユニット型地域密着型介護老人福祉施設うみかぜ 阿島1-7-20
32 小規模特別養護老人ホームつばき 垣生5-8-46
33 小規模特別養護老人ホーム宝閑荘 東田3-乙11-91
34 地域密着型小規模特別養護老人ホームなの花 郷3-16-58
35 地域密着型特別養護老人ホーム広瀬の里 御蔵町11-20
36 特別養護老人ホームシニアリビング八雲ガーデン 八雲町8-24
37 特別養護老人ホームふたばの森 船木3101-1
38 特別養護老人ホームプラチナプレイス 一宮町2-6-72
39 豊園荘 船木甲2216-29

短期入所生活介護 40 さわやか新居浜館ショートステイ 東田3-乙11-77
41 シニアリビング八雲ガーデン 八雲町8-24
42 ショートステイふたばの森 船木3101-1
43 ベストケア・ショートステイひうち 泉池町11-11
44 ユニット型短期入所生活介護事業所うみかぜ 阿島1-7-20
45 短期入所生活介護事業所きぼうの苑 西ノ土居町2-8-12
46 短期入所生活介護事業所なの花 郷3-16-58
47 短期入所生活介護事業所プラチナガーデン 一宮町2-6-72
48 短期入所生活介護事業所広瀬の里 御蔵町11-20
49 短期入所生活介護事業所若水館 若水町1-9-13
50 短期入所生活介護事業所宝閑荘 東田3-乙11-91
51 豊園荘 船木甲2216-29

デイサービス 52 あすなろ北内チヨの里 北内町1-2-26
53 いきいきらいふＳＰＡ中の茶屋 西ノ土居町2-8-21
54 オレンジケアステーション 篠場町10-25
55 カミングケアステーション 萩生130-52
56 ケアサポート･ライカ 新須賀町1-8-63
57 ケアサポートセンター西連寺 西連寺町1-11-21
58 ケアセンター船木 船木甲3836
59 ケアプラザ「サン愛」久保田事業所 久保田町1-8-10
60 ケアプラザ「サン愛」坂井事業所 坂井町1-8-20
61 さわやか新居浜館デイサービスセンター 東田3-乙11-77
62 シニアセンターvivid 徳常町5-8
63 デイサービスいずみかわ 瀬戸町1-2
64 デイサービスすずらん 喜光地町1-7-17
65 デイサービスセンターおくじま 北新町12-52
66 デイサービスセンターおくらの里 御蔵町11-23
67 デイサービスセンターお茶屋 西ノ土居町2-8-23
68 デイサービスセンターさくらんぼ 東雲町1-4-33
69 デイサービスセンターすみの 中筋町2-1-6
70 デイサービスセンターピッパラ 高田1-1-3
71 デイサービスセンターファイトえひめ 西ノ土居町1-3-28
72 デイサービスセンターふじ 久保田町1-8-12
73 デイサービスセンターふたばの森 船木3101-1
74 デイサービスセンターふたば荘 船木959-3
75 デイサービスセンターゆうらり 庄内町5-11-32
76 デイサービスセンターゆとりーさ 東雲町2-6-65
77 デイサービスセンターわっはっは 岸ノ上町1-10-40
78 デイサービスセンター好きっぷ 垣生1-6-25
79 デイサービスセンター風のうた 萩生1061
80 デイサービスでんでんむし 萩生779-2
81 デイサービスのんびりさん 桜木町8-37
82 デイサービスひまわり 東雲町2-12-44
83 デイサービスほがらか 船木字上長野甲581-2
84 デイサービスみんなの家 船木4620-2
85 デイサービスわいわいクラブ 高津町3-20
86 デイサービス花みずき 若水町2-7-4
87 デイサービス花園 久保田町2-12-34
88 デイサービス子馬 高田2-5-63
89 デイサービス竹トンボ 落神町3-11
90 デイサービス風花 萩生1061
91 デイサービス友 本郷3-4-37
92 なごみの里「金栄」 高木町8-26
93 なごみの里「金子」 庄内町6-11-46
94 ニチイケアセンターたきはま 阿島1-7-24
95 ひろ 土橋1-3-30
96 ベストケア・デイサービスセンターいずみ 星原町12-46
97 ベストケア・デイサービスセンターひうち 泉池町11-11
98 リハステージ郷 清住町1-36
99 指定通所介護事業所アソカ園 郷3-16-58
100 通所介護事業所おいでんや 多喜浜1-2-16
101 通所介護事業所きぼうの苑 西ノ土居町2-8-12
102 通所介護事業所ハートランド三恵 萩生17
103 通所介護事業所プラチナガーデン 一宮町2-6-72
104 認知症専用デイサービスセンター「和が家」 郷3-16-7
105 豊園荘 船木甲2216-29
106 有限会社デイサービスセンターふれんど 萩生2896-2

身体障害者更生援護施設 身体障害者福祉センター（B型） 107 新居浜市障がい者福祉センター 庄内町1-14-18
障害者支援施設 108 障がい者支援施設くすのき園 萩生1834-1

児童福祉施設 児童養護施設 109 市立東新学園 西連寺町2-8-32
その他の社会福祉施設 無料低額診療施設 110 新居浜協立病院 若水町1-7-45

地域活動支援センター 111 グルポ 高木町2-6N・T・Kビル2階
112 つぼみ 松原町4-46
113 新居浜・花工房 東雲町3-4-10

施設区分
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図表 商業施設分布状況 

 
資料：NAVITIME 

図表 商業施設一覧 

 

資料：NAVITIME 

  

施設区分 No 医療機関名称 所在地
商業施設 1 イオン新居浜店 前田町8-8

2 フジグラン新居浜 新須賀町2丁目10番7号
3 マルナカ 新居浜本店 上泉町12-1
4 ハローズ 新居浜郷店 郷5-9-11
5 ザ・ビッグ 松神子店 松神子3-3-5
6 コープ宇高 宇高町3-12-35
7 コープ金子 一宮町2-6-57
8 コープ山根 西連寺町2-6-30
9 コープ中萩 中萩町1-37
10 コープ神郷 松神子1-1-33
11 マルナカ 久保田店 久保田町1-7-25
12 フレッシュバリュー 喜光地店 喜光地町2-1967-2
13 業務スーパー 新居浜店 若水町2-2-50
14 木村チェーン 上原店 中村3丁目7-33
15 バリュー新居浜店 喜光地町2丁目1967-2
16 マックスバリュ 西の土居店 西の土居町1-7-1
17 マルヨシセンター 新居浜店 寿町1-50
18 マルヨシセンター 新居浜東店 田の上1-5-50
19 木村チェーン 田所店 田所町7-23
20 フレッシュバリュー 沢津店 沢津町1丁目2-30
21 フレッシュバリュー 新居浜店 寿町12-70
22 フレッシュバリュー 西原店 西原3-1-21
23 フジ本郷店 本郷1-2-41
24 フジ新居浜駅前店 坂井町2-3-8
25 フレッシュバリュー 大生院店 大生院344-2
26 そごうマート 川東店 宇高町1-2-40
27 そごうマート 松原店 松原町6-38

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 
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図表 保育施設分布状況 

 

資料：国土数値情報 福祉施設データ（H27） 

図表 保育施設一覧 

 

資料：国土数値情報 福祉施設データ（H27）  

施設区分 No 保育施設名称 所在地 施設区分 No 保育施設名称 所在地
保育園 1 さくら乳児園 桜木町11-21 幼稚園 27 グレース第二幼稚園 大生院栗林9-1

2 すみれ保育園 土橋2-13-16 28 グレース幼稚園 萩生2726-1
3 みどり園保育所 喜光地町2-6-8 29 シオン幼稚園 北新町4-19
4 ミドリ保育園 八幡2-4-69 30 パコダ幼稚園 松神子3-9-20
5 みなと保育園 港町15-38 31 ひかり幼稚園 山根町8-10
6 めぐみ保育園 田ノ上3-1-53 32 愛光幼稚園 西原町1-4-6
7 ルンビニ乳幼児保育園 東雲町3-2-2 33 王子幼稚園 王子町2-2
8 垣生保育園 垣生4-2-25 34 菊本幼稚園 菊本町2-1-35
9 角野保育園 中筋町2-4-34 35 神郷幼稚園 郷3-8-16
10 金子保育園 久保田町1-3-13 36 聖マリア幼稚園 繁本町8-16
11 高津保育園 松ノ木町3-12 認定こども園 37 認定こども園泉幼稚園 王子町4-30
12 若宮保育園 新田町1-8-38
13 十全保育園 西原町2-3-12
14 新居浜上部乳児保育園 中村2-8-49
15 新居浜南沢津保育園 高津町12-58
16 新居浜萩生保育園 萩生1091-1
17 新居浜八雲保育園 八雲町2-14
18 新居浜保育園 泉宮町7-11
19 新田保育園 角野新田町3-12-51
20 泉川保育園 松原町11-15
21 船木保育園 船木甲4319
22 多喜浜保育園 多喜浜5-4-53
23 大生院保育園 大生院344-1
24 中萩保育園 中萩町6-16
25 朝日保育園 新須賀町3-4-5
26 東田保育園 東田1-甲1215-1

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 
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図表 文化施設分布状況 

 
資料：国土数値情報 文化施設データ（H26） （廃校・閉館された施設を一部修正） 

  

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 
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図表 文化施設一覧 

 

資料：国土数値情報 文化施設データ（H26） （廃校・閉館された施設を一部修正） 

  

施設区分 No 文化施設名称 所在地 備考
美術館・博物館等 1 愛媛県総合科学博物館 大生院2133-2

2 新居浜市広瀬歴史記念館 上原2-10-42
3 別子銅山記念館 角野新田町3-13
4 あかがねミュージアム 坂井町2丁目8-1

図書館 5 新居浜市立図書館角野分館 中筋町2-4-24
6 新居浜市立別子銅山記念図書館 北新町10-1

スポーツ施設 7 市民体育館 東雲町1-1-25 体育館，卓球場，トレーニング場，庭球場（屋内）
8 山根総合体育館 角野新田町3-14-1 体育館，トレーニング場，柔剣道場（武道場），卓球場
9 市民テニスコート 庄内町2地先 庭球場（屋外）
10 山根公園テニスコート 角野新田町3-12-2 庭球場（屋外）
11 山根公園屋内プール 角野新田町3-14-2 水泳プール（屋内）
12 市民プール 東雲町1-1-13 水泳プール（屋外），レジャープール
13 市営野球場 新須賀町3-2-54 野球場・ソフトボール場
14 山根市民グラウンド 角野新田町3-2822-9 多目的運動場
15 市営サッカー場 観音原町乙109 球技場
16 武徳殿 徳常町4-6 柔剣道場（武道場）
17 市営弓道場 徳常町4-15 弓道場
18 東雲競技場 東雲町3地先 陸上競技場
19 多喜浜体育館 多喜浜4-3-7 体育館，卓球場
20 別子山市民プール 別子山甲335-1 水泳プール（屋外）
21 別子山市民グラウンド 別子山乙304-8 野球場・ソフトボール場
22 銅山の里自然の家 立川町654-3 山の家・林間学校等の施設，多目的運動場，ハイキンギコース

23 マリンパーク新居浜 垣生3-乙324 キャンプ場，ヨット場，海の家・海水浴場等の施設，野球場・ソフト
ボール場，球技場，多目的運動場

24 新居浜小学校 新須賀町3-1-58 体育館，多目的運動場
25 宮西小学校 宮西町5-56 体育館，多目的運動場
26 金子小学校 久保田町1-3-57 体育館，多目的運動場
27 金栄小学校 西の土居町1-5-1 体育館，多目的運動場
28 高津小学校 宇高町2-13-7 体育館，多目的運動場
29 浮島小学校 八幡2-2-65 体育館，多目的運動場
30 惣開小学校 王子町1-3 体育館，多目的運動場
31 垣生小学校 垣生1-5-38 体育館，多目的運動場
32 神郷小学校 神郷1-1-1 体育館，多目的運動場
33 多喜浜小学校 多喜浜5-7-34 体育館，多目的運動場
34 泉川小学校 岸の上町1-13-68 体育館，多目的運動場
35 船木小学校 船木4299-1 体育館，多目的運動場
36 中萩小学校 中萩町6-61 体育館，多目的運動場
37 大生院小学校 大生院1070-1 体育館，多目的運動場
38 角野小学校 中筋町2-7-10 体育館，多目的運動場
39 別子小学校 別子山甲358 体育館，多目的運動場
40 東中学校 東雲町1-4-23 体育館，多目的運動場
41 西中学校 江口町7-1 体育館，多目的運動場
42 南中学校 庄内町2-4-47 体育館，多目的運動場
43 北中学校 宮西町5-81 体育館，多目的運動場
44 泉川中学校 星原町7-8 体育館，多目的運動場
45 船木中学校 船木甲3754-1 体育館，多目的運動場
46 中萩中学校 中萩町13-31 体育館，多目的運動場
47 大生院中学校 大生院1070-2 体育館，多目的運動場
48 角野中学校 宮原町11-51 体育館，多目的運動場
49 川東中学校 神郷2-4-1 体育館，多目的運動場
50 別子中学校 別子山甲358 体育館，多目的運動場
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イ. サービス圏域 

医療機関のサービス圏域カバー状況は、広く市街地を覆っていますが、新居浜駅東側の観

音原町や市街地南部の船木、萩生などがサービス圏域外となっています。 

※サービス圏：各施設から一般的な徒歩圏である半径 800ｍをサービス圏域として定義 

 

図表 医療機関サービス圏域 

 
 

資料：国土数値情報 医療機関データ（H26） 

 

  

観音原町周辺 

船木周辺 

萩生周辺 

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 

サービス圏域 
   R=800m 
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老人福祉施設サービス圏域は、広く市街地を覆っていますが、市街地北部の清水・松の木

町がサービス圏域外となっています。 

 

図表 老人福祉施設サービス圏域 

 
資料：国土数値情報 福祉施設データ（H27） 

  

清水・松の木町周辺 

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 

サービス圏域 
   R=800m 
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商業施設サービス圏域は、市街地北部の垣生、市街地南部の船木、萩生がサービス圏域外

となっています。 

 

図表 商業施設サービス圏域 

 
資料：NAVITIME 

  

垣生周辺 

船木周辺 

萩生周辺 

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 

サービス圏域 
   R=800m 
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保育施設サービス圏域は、市街地中心部の新居浜駅周辺や市街地南部の山田町・萩生、吉

岡町周辺がサービス圏域外となっています。 

 

図表 保育施設サービス圏域 

 
資料：国土数値情報 福祉施設データ（H27） 

  

新居浜駅周辺 

吉岡町周辺 

山田町・萩生周辺 

新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 

サービス圏域 
   R=800m 
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文化施設サービス圏域は、市街地中心部の新居浜駅南西の中村松木周辺や市街地南部の

吉岡町、萩生周辺などがサービス圏域外となっています。 

 

図表 文化施設サービス圏域 

 

資料：国土数値情報 文化施設データ（H26） （廃校・閉館された施設を一部修正） 

 

 

萩生周辺 

吉岡町 

中村松木周辺 
新居浜駅 

多喜浜駅 

中萩駅 

サービス圏域 
   R=800m 


