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国道11号（愛媛県）の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目

オレンジ：関連する主な法制度、計画

国道11号（愛媛県四国中央市～松山市） 緑：主要な自然災害

市町村名 内容

明治18年度 1885 讃岐街道は、松山駐屯の第22連隊と香川県善通寺
市の第11師団とを結ぶ軍用道路として重要な意味を
もち、国道31号線として指定（松山工事四十年史278
頁）

明治20年度 1887 国道31号線の改良は明治20年以降で、桧皮峠など
の改良や国領川・加茂川などの架橋工事は明治末ま
でに完成（松山工事四十年史278頁）

大正8年度 1919 4月、道路法公布

大正8年度 1919 12月、道路構造令・街路構造令制定

大正9年度 1920 4月、内務省告示により、国道31号線香川県竜川村
より松山市までが国道24号線として認定（松山工事
四十年史263頁、266頁、305頁）

昭和6年度 1931 西条市に内務省神戸土木出張所愛媛国道改良事務
所開設、現国道11号（戦前の国道24号線[愛媛49]）
の直轄道路事業に着手（松山工事四十年史270頁、
279頁、305頁）

松山市 久米村大字鷹子（松山市久米）～北吉井村大字志津川（東温市重信町）
の改良（四国の建設のあゆみ393頁）

昭和6年度 1931 東温市（重信町） 久米村大字鷹子（松山市久米）～北吉井村大字志津川（東温市重信町）
の改良（四国の建設のあゆみ393頁）

昭和6年度 1931 西条市（小松町） 石根村大字好口（小松町南川）～同村大字安井（小松町安井）間の改良
（松山工事四十年史270頁、305頁）

昭和10年度 1935 内務省神戸土木出張所愛媛国道改良事務所が松山
市に移設（松山工事四十年史270頁、305頁）

松山市 松山市新立町～久米村大字南久米（松山市）の改良（松山工事四十年
史270頁、305頁）

昭和10年度 1935 東温市（重信町） 重信町地内の改良（松山工事四十年史270頁）

昭和11年度 1936 松山市 久米村（松山市久米）～松山市間3.45kmが整備（松山工事四十年史279
頁、305頁）

昭和11年度 1936 松山市 松山市新立町～鮒屋町の改良に着手（四国の建設のあゆみ394頁）

昭和12年度 1937 内務省神戸土木出張所愛媛国道改良事務所が再度
西条市に移設、西条国道改良事務所に名称変更（松
山工事四十年史270頁、305頁）

西条市（小松町） 西条市常心～小松町間約17kmの改良に着手したが、戦争の激化によ
り昭和18年事業中止（松山工事四十年史270頁、305頁）

昭和12年度 1937 西条市 西条市常心～小松町間約17kmの改良に着手したが、戦争の激化によ
り昭和18年事業中止（松山工事四十年史270頁、305頁）

昭和14年度 1939 西条市 加茂川橋が完成（四国の建設のあゆみ395頁）

昭和14年度 1939 西条市 神戸村大字中野（西条市）～同村大字安知の改良（四国の建設のあゆ
み395頁）

昭和21年度 1946 6月、内務省中国四国土木出張所愛媛国道事務所が
西条市で再開、国道11号の一次改築[愛媛51]開始
（松山工事四十年史270頁、305頁）

西条市 西条市飯岡～天皇間約3kmの工事着手（松山工事四十年史270頁、305
頁）

昭和25年度 1950 内務省中国四国土木出張所愛媛国道事務所が伊予
三島市に移設され、三島工事事務所と改称し、丹原
町以東の道路の改良工事を担当（松山工事四十年
史270頁、305頁）

昭和27年度 1952 6月、道路法公布

昭和27年度 1952 12月、政令により、国道24号線は一級国道11号線と
なった（松山工事四十年史263頁、266頁、305頁）

昭和28年度 1953 四国国体開催 松山市 松山市福音寺町付近の舗装（松山工事四十年史757頁）

昭和28年度 1953 新居浜市 西河橋工事（松山工事四十年史314頁）

昭和28年度 1953 新居浜市 黒岩橋工事（松山工事四十年史314頁）

昭和28年度 1953 新居浜市 中萩道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和29年度 1954 第1次道路整備五箇年計画（昭和29～33年度）の策
定

新居浜市 尻無川橋工事（松山工事四十年史314頁）

昭和29年度 1954 国道11号の直轄事業に本格的に着手（道路ポケット
ブック2009年2頁）

新居浜市 中萩道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和29年度 1954 四国中央市（伊予三島市） 三島道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和29年度 1954 四国中央市（伊予三島市） 三島第二道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和29年度 1954 四国中央市（川之江市） 金子橋工事（松山工事四十年史314頁）

昭和30年度 1955 松山市 松山市平井町～重信町西岡の舗装（松山工事四十年史757頁）

昭和30年度 1955 東温市（重信町） 横河原橋が完成（松山工事四十年史287頁）

昭和30年度 1955 新居浜市 中萩道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和30年度 1955 新居浜市 泉川道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和30年度 1955 四国中央市（伊予三島市） 三島第１道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和31年度 1956 新居浜市 国領橋架設工事（松山工事四十年史314頁）

昭和31年度 1956 新居浜市 泉川道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和31年度 1956 四国中央市（伊予三島市） 三島第1道路工事（松山工事四十年史314頁）

昭和31年度 1956 四国中央市（伊予三島市） 三島地区道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和31年度 1956 四国中央市（伊予三島市） 寒川道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 4月、高速自動車道法公布 東温市（川内町） 桜三里の改良工事[愛媛1]（川内町一ヶ谷～丹原町湯谷口）に着手（松
山工事四十年史287頁、307頁）

昭和32年度 1957 4月、道路法改正（高速自動車国道が道路の種類に
追加）

西条市（丹原町） 桜三里の改良工事[愛媛1]（川内町一ヶ谷～丹原町湯谷口）に着手（松
山工事四十年史287頁、307頁）

年度 西暦 全体
市町村別
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昭和32年度 1957 4月、建設省中国四国地方建設局重信川工事事務所
を松山工事事務所に名称変更し、丹原町～川内町間
の桜三里の改良を担当（松山工事四十年史270頁）

新居浜市 国領大橋の施工(一次改築）（松山工事四十年史759頁）

昭和32年度 1957 昭和33年3月、道路整備事業に係る国の財政上の特
別措置に関する法律公布

土居町 栗谷橋架設工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 昭和33年3月、道路整備特別会計法公布 土居町 浦山川橋架設工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 昭和33年3月、道路法改正（一級国道の新設・改築は
建設大臣が行うなど）

土居町 木之川橋架設工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 土居町 土居道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 土居町 小富士道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 土居町 長津第一道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和32年度 1957 四国中央市（伊予三島市） 寒川道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和33年度 1958 第2次道路整備五箇年計画（昭和33～37年度）の策
定

松山市 松山市北梅本町～川内町大字則之内滝の下の舗装(一次改築）（松山
工事四十年史759頁）

昭和33年度 1958 6月、四国地方建設局設置（道路ポケットブック2009
年2頁）

西条市（小松町） 小松橋架設工事（松山工事四十年史315～316頁）

昭和33年度 1958 8月、道路構造令公布 西条市（小松町） 小松第1道路工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 昭和34年3月、道路法改正（自動車専用道路制度の
創設）

西条市（小松町） 小松第2道路工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 西条市 西条舗装新設工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（土居町） 畑野道路工事（松山工事四十年史315頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（土居町） 大地橋架設工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（土居町） 星流橋架設工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（土居町） 長津第2道路工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（土居町） 長津第1道路工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（土居町） 小富士道路工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（伊予三島市） 豊岡橋架設工事（松山工事四十年史315頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（伊予三島市） 三島アスファルト舗装新設工事（松山工事四十年史316頁）

昭和33年度 1958 四国中央市（川之江市） 川之江アスファルト舗装新設工事（松山工事四十年史316頁）

昭和34年度 1959 西条市（小松町） 石根舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 西条市（小松町） 小松舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 西条市 西条舗装工事（松山工事四十年史316頁）

昭和34年度 1959 西条市 西条第2舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 新居浜市 川之江橋(一次改築）（松山工事四十年史759頁）

昭和34年度 1959 新居浜市 市場橋下部工事（松山工事四十年史316頁）

昭和34年度 1959 新居浜市 市場橋仮設工事（松山工事四十年史316頁）

昭和34年度 1959 新居浜市 新居浜舗装第2工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 土居町 小富士道路工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 土居町 長津道路工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（伊予三島市） 寒川第2舗装工事（松山工事四十年史316頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（伊予三島市） 寒川舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（伊予三島市） 三島舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（伊予三島市） 豊岡道路工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（伊予三島市） 寒川道路工事（松山工事四十年史317頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（川之江市） 川之江舗装工事（松山工事四十年史316頁）

昭和34年度 1959 四国中央市（川之江市） 二名舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和35年度 1960 7月、国土開発幹線自動車道建設法公布 東温市（川内町） 河之内隧道[愛媛5]着工（一次改築）（松山工事四十年史287頁、307
頁、759頁）

昭和35年度 1960 10月、四国地方開発促進計画（第1次）の策定 東温市（川内町） 落手隧道（一次改築）（松山工事四十年史759頁）

昭和35年度 1960 西条市（小松町） 小松舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 西条市（小松町） 安井舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 新居浜市 船木道路工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 熊谷橋下部工事（松山工事四十年史317頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 熊谷橋架設工事（松山工事四十年史317頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 木川道路工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 畑野道路工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 長津舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 長津第2舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（土居町） 関川道路工事（松山工事四十年史318頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（伊予三島市） 神之元橋下部工事（松山工事四十年史317頁）
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昭和35年度 1960 四国中央市（伊予三島市） 豊岡舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和35年度 1960 四国中央市（伊予三島市） 三島舗装工事（松山工事四十年史317頁）

昭和36年度 1961 第3次道路整備五箇年計画（昭和36～40年度）の策
定

西条市（丹原町） 落合橋・鞍瀬橋下部工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 4月、川之江市川之江町～小松町L=54.7kmを直轄管
理（四国地方建設局三十年史730頁）

西条市（小松町） 安井舗装工事（松山工事四十年史319頁）

昭和36年度 1961 新居浜市 船木第2舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 新居浜市 船木舗装工事（松山工事四十年史319頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（土居町） 長津舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（土居町） 木ノ川舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（土居町） 関ノ川舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（土居町） 関ノ川道路工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（土居町） 関ノ川第2舗装工事（松山工事四十年史318頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（伊予三島市） 三島舗装工事（松山工事四十年史319頁）

昭和36年度 1961 四国中央市（伊予三島市） 三島道路工事（松山工事四十年史319頁）

昭和37年度 1962 4月、三島工事事務所は事業量減少により閉鎖とな
り、国道11号全区間を松山工事事務所が担当（松山
工事四十年史270頁、305頁）

東温市（川内町） 7月、河之内隧道[愛媛5]完成（松山工事四十年史759頁）

昭和37年度 1962 10月、全国総合開発計画の策定 西条市（丹原町） 落手橋(一次改築）（松山工事四十年史759頁）

昭和37年度 1962 西条市（丹原町） 鞍瀬橋・落合橋架設工事（松山工事四十年史319頁）

昭和37年度 1962 四国中央市（土居町） 関ノ川舗装工事（松山工事四十年史319頁）

昭和38年度 1963 4月、共同溝の整備等に関する特別措置法公布 東温市（川内町） 昭和39年3月、桜三里の改築[愛媛1]を完了（四国地方建設局三十年史
736頁）

昭和38年度 1963 5月、国道11号川之江市川之江町～松山市二番町
L=92.1kmを直轄管理（四国地方建設局三十年史736
頁）

西条市（丹原町） 昭和39年3月、桜三里の改築[愛媛1]を完了（四国地方建設局三十年史
736頁）

昭和38年度 1963 西条市（丹原町） 鞍瀬橋(一次改築）（松山工事四十年史759頁）

昭和38年度 1963 西条市（小松町） 小松道路改良工事（松山工事四十年史319頁）

昭和38年度 1963 新居浜市 渦井川橋架設工事（松山工事四十年史319頁）

昭和39年度 1964 第4次道路整備五箇年計画（昭和39～43年度）の策
定

四国中央市（川之江市） 川之江道路改良工事（松山工事四十年史319頁）

昭和39年度 1964 7月、道路法改正（一級国道、二級国道の区別が廃
止、一般国道の制度創設）

四国中央市（川之江市） 川之江舗装工事（松山工事四十年史319頁）

昭和39年度 1964 昭和40年2月、四国地方開発促進計画（第2次）の策
定

昭和39年度 1964 昭和40年3月、政令により、一級国道11号線は一般
国道11号となった（松山工事四十年史263頁、266
頁、305頁）

昭和40年度 1965 10月、松山工事事務所管内の国道11号の一次改築
[愛媛51]を完了（松山工事四十年史270頁、305頁）

昭和41年度 1966 松山工事事務所で国道11号の2次改築に着手（松山
工事四十年史270頁）

松山市 松山市勝山町～松山市枝松の舗装(一次改築）（松山工事四十年史761
頁）

昭和41年度 1966 4月、交通安全施設等整備事業の推進に関する法律
公布

昭和42年度 1967 第5次道路整備五箇年計画（昭和42～46年度）の策
定

昭和44年度 1969 5月、新全国総合開発計画の策定

昭和45年度 1970 第6次道路整備五箇年計画（昭和45～49年度）の策
定

昭和45年度 1970 10月、道路構造令改定（交通量に基づく車線数の決
定）

昭和46年度 1971 4月、道路法改正（交通安全のための規定整備） 松山市 松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）の事業化（松山工事四十年史271頁、
289頁、354-366頁）

昭和46年度 1971 松山市 松山市二番町～松山市勝山町の舗装（二次改築）（松山工事四十年史
763頁）

昭和46年度 1971 松山市 松山市松本町地先の舗装（二次改築）（松山工事四十年史763頁）

昭和47年度 1972 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]（延長10.1km）を事業化（松山工事四十年
史271頁、340-344頁）

昭和47年度 1972 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]（延長10.1km）を事業化（松山工事四十年
史271頁、340-344頁）

昭和48年度 1973 第7次道路整備五箇年計画（昭和48～52年度）の策
定

東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]（延長4.7km）の事業化（松山工事四十年史289頁、
351-353頁）

昭和49年度 1974 松山市 松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）の工事に着手（松山工事四十年史
271頁、289頁、354-366頁、763頁）

昭和50年度 1975 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺改良工事（松山工事四十年史366頁）

昭和50年度 1975 松山市 松山東道路[愛媛6]の跨線橋下部工事（松山工事四十年史366頁）

昭和51年度 1976 9月、台風17号により新居浜市船木地区で国道11号
の道路上法面の大崩壊が発生（松山工事四十年史
460頁）

新居浜市 船木防災工事[愛媛4]に着手（松山工事四十年史460-461頁）

昭和51年度 1976 松山市 松山市北久米～松山市久米窪田町の松山東道路[愛媛6]（二次改築）
（松山工事四十年史767頁）

昭和51年度 1976 松山市 松山市小坂町～松山市久米窪田町の松山東道路[愛媛6]の舗装（二次
改築）（松山工事四十年史767頁）
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昭和51年度 1976 松山市 松山東道路[愛媛6]の跨線橋上部工事（松山工事四十年史366頁）

昭和51年度 1976 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋第1工事着工（昭和52年度竣工）
（松山工事四十年史366頁）

昭和51年度 1976 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋第2工事着工（昭和52年度竣工）
（松山工事四十年史366頁）

昭和52年度 1977 11月、第三次全国総合開発計画の策定 新居浜市 11月、船木防災工事[愛媛4]が完成（松山工事四十年史460-461頁）

昭和52年度 1977 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋架設工事（松山工事四十年史366
頁）

昭和53年度 1978 第8次道路整備五箇年計画（昭和53～57年度）の策
定

東温市（川内町） 川内登坂車線[愛媛2]（延長1.3km）の事業化（松山工事四十年史348-
350頁）

昭和53年度 1978 松山市 松山東道路[愛媛6]の窪田改良工事（松山工事四十年史367頁）

昭和53年度 1978 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺舗装工事（松山工事四十年史367頁）

昭和53年度 1978 松山市 松山東道路[愛媛6]の来住改良工事（松山工事四十年史367頁）

昭和54年度 1979 昭和54年3月、四国地方開発促進計画（第3次）の策
定

松山市 12月、松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）のうち、農免道路から終点小坂
までの延長1.8kmが暫定2車線で供用開始（松山工事四十年史354-366
頁）

昭和54年度 1979 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺地下道第1工事（松山工事四十年史367
頁）

昭和54年度 1979 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺地下道第2工事（松山工事四十年史367
頁）

昭和54年度 1979 松山市 松山東道路[愛媛6]の来住舗装工事（松山工事四十年史367頁）

昭和54年度 1979 松山市 松山東道路[愛媛6]の窪田舗装工事（松山工事四十年史367頁）

昭和54年度 1979 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の志津川附川橋上下部工事（松山工事四十年史
367頁）

昭和54年度 1979 西条市 西条市バイパス[愛媛7]（延長3.7km）を事業化（松山工事四十年史271
頁、345-347頁）

昭和55年度 1980 松山市 12月、松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）のうち、県道松山東部環状線か
ら農免道路までの延長約2.0kmが暫定2車線で供用開始（松山工事四十
年史354-366頁）

昭和55年度 1980 松山市 松山東道路[愛媛6]の平井改良工事（松山工事四十年史367頁）

昭和55年度 1980 松山市 松山東道路[愛媛6]の平井改良第2工事（松山工事四十年史368頁）

昭和55年度 1980 松山市 松山東道路[愛媛6]の水泥改良工事（松山工事四十年史368頁）

昭和55年度 1980 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の北野田改良工事（松山工事四十年史368頁）

昭和55年度 1980 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の新村改良工事（松山工事四十年史368頁）

昭和55年度 1980 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の小障子川・小野川橋上部工事（松山工事四十年
史368頁）

昭和55年度 1980 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の内川橋上部工事（松山工事四十年史368頁）

昭和55年度 1980 松山市 松山東道路[愛媛6]の悪社川橋上部工事（松山工事四十年史368頁）

昭和55年度 1980 東温市（川内町） 川内登坂車線[愛媛2]（延長1.3km）の工事に着手（松山工事四十年史
348-350頁、769頁）

昭和55年度 1980 四国中央市（川之江市） 松山法面（川之江防災）[愛媛8]（延長740ｍ）の事業に着手（松山工事
四十年史338-340頁）

昭和56年度 1981 松山市 松山市久米窪田町～重信町志津川の改良（松山工事四十年史769頁）

昭和56年度 1981 松山市 松山市久米窪田町～重信町志津川の舗装（松山工事四十年史769頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕跨線橋下部工事（松山工事四十年史368頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の平井舗装工事（松山工事四十年史368頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の北野田舗装工事（松山工事四十年史369頁）

昭和56年度 1981 松山市 松山東道路[愛媛6]の水泥舗装工事（松山工事四十年史369頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕改良第1工事（松山工事四十年史369頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕改良第2工事（松山工事四十年史369頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕改良第3工事（松山工事四十年史369頁）

昭和56年度 1981 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の志津川改良工事（松山工事四十年史369頁）

昭和56年度 1981 東温市（川内町） 川内登坂車線[愛媛2]工事（松山工事四十年史350頁）

昭和56年度 1981 東温市（川内町） 川内舗装工事（松山工事四十年史350頁）

昭和56年度 1981 松山市 昭和57年3月、松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）のうち、町道南野田西
本線交差から県道松山東部環状線までの延長約2.9kmが暫定2車線で
供用開始（松山工事四十年史354-366頁）

昭和56年度 1981 松山市 松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）のうち、牛渕跨線橋の下部工事が完
成（松山工事四十年史354-366頁）

昭和56年度 1981 四国中央市（川之江市） 松山法面（川之江防災）[愛媛8]の川之江防災工事（松山工事四十年史
340頁）

昭和57年度 1982 9月、道路構造令改定（沿道の生活環境への配慮） 松山市 松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）のうち、牛渕跨線橋の上部工事が完
成（松山工事四十年史354-366頁）

昭和57年度 1982 12月、松山東道路[愛媛6]が暫定2車線で全線供用
（松山工事四十年史271頁、289頁、354～366頁、763
頁、767頁）

東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕跨線橋（二次改築）（松山工事四十年史769
頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕地下歩道（二次改築）（松山工事四十年史
769頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕高架橋上部工事（松山工事四十年史370頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕跨線橋上部工事（松山工事四十年史370頁）
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昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕舗装第1工事（松山工事四十年史370頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の志津川舗装工事（松山工事四十年史370頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の小坂交差点改良工事（松山工事四十年史370頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の牛渕舗装第2工事（松山工事四十年史370頁）

昭和57年度 1982 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の緑化工事（松山工事四十年史371頁）

昭和57年度 1982 東温市（川内町） 松山東道路[愛媛6]の緑化第2工事（松山工事四十年史371頁）

昭和57年度 1982 東温市（川内町） 12月、川内登坂車線[愛媛2]（延長1.3km）の工事が完成、全線供用（松
山工事四十年史348-350頁、769頁）

昭和57年度 1982 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]（延長10.1km）の工事に着手（松山工事四
十年史340-344頁、769頁）

昭和57年度 1982 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]（延長10.1km）の工事に着手（松山工事四
十年史340-344頁、769頁）

昭和57年度 1982 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の妻鳥改良第1工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和57年度 1982 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の妻鳥改良第2工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和57年度 1982 四国中央市（川之江市） 松山法面（川之江防災）[愛媛8]の川之江防災工事（松山工事四十年史
340頁）

昭和58年度 1983 第9次道路整備五箇年計画（昭和58～62年度）の策
定

松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺高架橋上部工事（松山工事四十年史371
頁）

昭和58年度 1983 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋下部工事（松山工事四十年史371
頁）

昭和58年度 1983 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋上部工事（松山工事四十年史371
頁）

昭和58年度 1983 松山市 12月、松山東道路[愛媛6]（延長10.4km）の全線が暫定2車線で供用開
始（松山工事四十年史271頁、354-366頁）

昭和58年度 1983 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の妻鳥改良第1工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和58年度 1983 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の妻鳥改良第2工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和58年度 1983 四国中央市（川之江市） 松山法面（川之江防災）[愛媛8]の川之江防災工事（松山工事四十年史
340頁）

昭和59年度 1984 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋下部工事（松山工事四十年史371
頁）

昭和59年度 1984 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋上部工事（松山工事四十年史371
頁）

昭和59年度 1984 松山市 松山東道路[愛媛6]の福音寺跨線橋床版工事（松山工事四十年史371
頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の下柏改良工事（松山工事四十年史344
頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の下柏改良第2工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の下柏舗装工事（松山工事四十年史344
頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の契川橋上部工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の妻鳥舗装第1工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の妻鳥舗装第2工事（松山工事四十年史
344頁）

昭和59年度 1984 松山市 川之江・三島バイパス[愛媛3]の福音寺跨線橋下部工事（松山工事四十
年史371頁）

昭和59年度 1984 松山市 川之江・三島バイパス[愛媛3]の福音寺跨線橋上部工事（松山工事四十
年史371頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（川之江市） 昭和60年3月、川之江・三島バイパス[愛媛3]（延長10.1km）のうち、高速
関連区間（延長1.6km）が暫定2車線で供用開始（松山工事四十年史271
頁、340頁、769頁）

昭和59年度 1984 四国中央市（川之江市） 松山法面（川之江防災）[愛媛8]の川之江防災工事（松山工事四十年史
340頁）

昭和60年度 1985 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所昭
和60年度事業のあらまし）

昭和60年度 1985 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所昭
和60年度事業のあらまし）

昭和60年度 1985 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良工事等（松山工事事務所昭和60年度事
業のあらまし）

昭和60年度 1985 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で用地買収（松山工事事務所昭和60年度事業のあら
まし）

昭和60年度 1985 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で用地買収（松山工事事務所昭和60年度事業のあら
まし）

昭和61年度 1986 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所昭
和61年度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所昭
和61年度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良・舗装工事等（松山工事事務所昭和61年
度事業のあらまし）

昭和61年度 1986 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で用地買収（松山工事事務所昭和61年度事業のあら
まし）

昭和61年度 1986 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で用地買収（松山工事事務所昭和61年度事業のあら
まし）

昭和61年度 1986 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所昭和61年度事業のあ
らまし）
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昭和61年度 1986 松山市 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所昭和61年度事業のあ
らまし）

昭和62年度 1987 6月、第四次全国総合開発計画の策定 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で舗装工事等（松山工事事務所昭和62年
度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で舗装工事等（松山工事事務所昭和62年
度事業のあらまし）

昭和62年度 1987 四国中央市（伊予三島市） 12月、川之江・三島バイパス[愛媛3]（L=0.1km）供用開始（平成19年度
第1回事業評価監視委員会資料3頁）

昭和62年度 1987 新居浜市 4月、新居浜バイパス[愛媛56]（L=9.3km）事業化（平成19年度第1回事
業評価監視委員会資料3頁）

昭和62年度 1987 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計（松山工事事務所昭和62年度事業
のあらまし）

昭和62年度 1987 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良工事等（松山工事事務所昭和62年度事
業のあらまし）

昭和62年度 1987 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で用地買収等（松山工事事務所昭和62年度事業の
あらまし）

昭和62年度 1987 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で用地買収等（松山工事事務所昭和62年度事業の
あらまし）

昭和62年度 1987 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所昭和62年度事業のあ
らまし）

昭和62年度 1987 松山市 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所昭和62年度事業のあ
らまし）

昭和63年度 1988 第10次道路整備五箇年計画（昭和63～平成4年度）
の策定

四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所昭和63年
度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所昭和63年
度事業のあらまし）

昭和63年度 1988 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計等（松山工事事務所昭和63年度事
業のあらまし）

昭和63年度 1988 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良工事等（松山工事事務所昭和63年度事
業のあらまし）

昭和63年度 1988 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良工事等（松山工事事務所昭和63年度事業の
あらまし）

昭和63年度 1988 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で改良工事等（松山工事事務所昭和63年度事業の
あらまし）

昭和63年度 1988 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で舗装工事（松山工事事務所昭和63年度事業のあ
らまし）

昭和63年度 1988 松山市 松山東道路[愛媛6]で舗装工事（松山工事事務所昭和63年度事業のあ
らまし）

平成元年度 1989 6月、道路法改正（立体道路制度の創設） 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成元年
度事業のあらまし）

平成元年度 1989 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成元年
度事業のあらまし）

平成元年度 1989 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計等（松山工事事務所平成元年度事
業のあらまし）

平成元年度 1989 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成元年
度事業のあらまし）

平成元年度 1989 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良工事等（松山工事事務所平成元年度事業のあ
らまし）

平成元年度 1989 東温市（重信町） 重信道路[愛媛　12で改良工事等（松山工事事務所平成元年度事業の
あらまし）

平成元年度 1989 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所平成元年度事業のあ
らまし）

平成元年度 1989 松山市 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所平成元年度事業のあ
らまし）

平成2年度 1990 5月、四国地方開発促進計画（第4次）の策定 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成2年
度事業のあらまし）

平成2年度 1990 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成2年
度事業のあらまし）

平成2年度 1990 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計等（松山工事事務所平成2年度事
業のあらまし）

平成2年度 1990 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成2年
度事業のあらまし）

平成2年度 1990 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良工事等（松山工事事務所平成2年度事業のあ
らまし）

平成2年度 1990 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で改良工事等（松山工事事務所平成2年度事業のあ
らまし）

平成2年度 1990 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所平成2年度事業のあら
まし）

平成2年度 1990 松山市 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所平成2年度事業のあら
まし）

平成3年度 1991 5月、道路法改正（自動車駐車場に関する規定の整
備）

四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平
成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1991 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平
成3年度事業のあらまし）

平成3年度 1991 四国中央市（伊予三島市） 12月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=1.6km供用開始（平成19年度第1
回事業評価監視委員会資料3頁）

平成3年度 1991 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で舗装工事等（松山工事事務所平成3年度事
業のあらまし）

平成3年度 1991 新居浜市 西条市バイパス[愛媛7]で調査設計等（松山工事事務所平成3年度事業
のあらまし）

平成3年度 1991 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で調査設計等（松山工事事務所平成3年度事業
のあらまし）

平成3年度 1991 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]（L=7.5km）事業化（平成17年度第1回事業評価監
視委員会資料1頁）
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平成3年度 1991 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山工事事務所平成3年度事業の
あらまし）

平成3年度 1991 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成3年度事
業のあらまし）

平成3年度 1991 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成3年度事
業のあらまし）

平成3年度 1991 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所平成3年度事業のあら
まし）

平成3年度 1991 松山市 松山東道路[愛媛6]で改良工事（松山工事事務所平成3年度事業のあら
まし）

平成3年度 1991 松山市 松山城周辺事業[愛媛71]着手（道路ポケットブック2009年3頁）

平成4年度 1992 平成5年2月、道の駅に関する要綱制定 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成4年
度事業概要）

平成4年度 1992 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成4年
度事業概要）

平成4年度 1992 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山工事事務所平成4年度事
業概要）

平成4年度 1992 新居浜市 7月、新居浜バイパス[愛媛56]L=0.5km暫定供用（平成19年度第1回事
業評価監視委員会資料3頁）

平成4年度 1992 新居浜市 西条市バイパス[愛媛7]で用地買収（松山工事事務所平成4年度事業概
要）

平成4年度 1992 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で用地買収（松山工事事務所平成4年度事業概
要）

平成4年度 1992 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計等（松山工事事務所平成4年度事業
概要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成4年度事
業概要）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成4年度事
業概要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 7月、重信道路[愛媛12]L=3.0km暫定供用（平成11年度第3回事業評価
監視委員会資料2頁）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 7月、重信道路[愛媛12]L=3.0km暫定供用（平成11年度第3回事業評価
監視委員会資料2頁）

平成4年度 1992 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で改良・舗装工事（松山工事事務所平成4年度事業
概要）

平成4年度 1992 松山市 松山東道路[愛媛6]で改良・舗装工事（松山工事事務所平成4年度事業
概要）

平成4年度 1992 松山市 松山城周辺で改良工事[愛媛71]（松山工事事務所平成4年度事業概
要）

平成4年度 1992 西条市（丹原町） 松山法面（川内防災）で改良工事等（松山工事事務所平成4年度事業概
要）

平成4年度 1992 東温市（川内町） 松山法面（川内防災）で改良工事等（松山工事事務所平成4年度事業概
要）

平成5年度 1993 第11次道路整備五箇年計画（平成5～9年度）の策定 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成5年
度事業概要）

平成5年度 1993 11月、道路構造令改定（人が中心の道づくりへの取り
組み）

四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成5年
度事業概要）

平成5年度 1993 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山工事事務所平成5年度事
業概要）

平成5年度 1993 新居浜市 西条市バイパス[愛媛7]で用地買収（松山工事事務所平成5年度事業概
要）

平成5年度 1993 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で用地買収（松山工事事務所平成5年度事業概
要）

平成5年度 1993 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計等（松山工事事務所平成5年度事業
概要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成5年度事
業概要）

平成5年度 1993 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事等（松山工事事務所平成5年度事
業概要）

平成5年度 1993 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]で舗装・橋梁工事（松山工事事務所平成5年度事業
概要）

平成5年度 1993 松山市 松山東道路[愛媛6]で舗装・橋梁工事（松山工事事務所平成5年度事業
概要）

平成5年度 1993 松山市 松山城周辺で改良工事[愛媛71]（松山工事事務所平成5年度事業概
要）

平成5年度 1993 西条市（丹原町） 松山法面（川内防災）で舗装工事（松山工事事務所平成5年度事業概
要）

平成5年度 1993 東温市（川内町） 松山法面（川内防災）で舗装工事（松山工事事務所平成5年度事業概
要）

平成6年度 1994 平成7年3月、電線共同溝の整備等に関する特別措
置法公布

四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の整備（松山工事事務所平成6年度事業
概要）

平成6年度 1994 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]の整備（松山工事事務所平成6年度事業
概要）

平成6年度 1994 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 新居浜市 西条市バイパス[愛媛7]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 西条市 西条市バイパス[愛媛7]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）
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平成6年度 1994 東温市（川内町） 11月、重信道路[愛媛12]L=0.5km完成供用（平成11年度第3回事業評価
監視委員会資料2頁）

平成6年度 1994 東温市（重信町） 12月、重信道路[愛媛12]L=1.5km完成供用（平成11年度第3回事業評価
監視委員会資料2頁）

平成6年度 1994 東温市（重信町） 松山東道路[愛媛6]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成6年度 1994 松山市 松山東道路[愛媛6]の整備（松山工事事務所平成6年度事業概要）

平成7年度 1995 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山工事事務所平成7年
度事業概要）

平成7年度 1995 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山工事事務所平成7年
度事業概要）

平成7年度 1995 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山工事事務所平成7年度事
業概要）

平成7年度 1995 新居浜市 西条市バイパス[愛媛7]で改良工事等（松山工事事務所平成7年度事業
概要）

平成7年度 1995 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良工事等（松山工事事務所平成7年度事業
概要）

平成7年度 1995 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山工事事務所平成7年度事業概
要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事（松山工事事務所平成7年度事業
概要）

平成7年度 1995 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で改良・舗装工事（松山工事事務所平成7年度事業
概要）

平成7年度 1995 東温市（川内町） 4月、重信道路[愛媛12]L=1.2km暫定供用（平成11年度第3回事業評価
監視委員会資料2頁）

平成7年度 1995 松山市 松山城周辺道路で景観整備[愛媛71]（松山工事事務所平成7年度事業
概要）

平成7年度 1995 松山市 松山市役所前地下駐車場[愛媛72]の工事（四国の道路平成7年度事業
概要）

平成8年度 1996 5月、道路法改正（道路交通騒音に関する規定の整
備）

四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成8年
度事業概要）

平成8年度 1996 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山工事事務所平成8年
度事業概要）

平成8年度 1996 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で橋梁・改良工事等（松山工事事務所平成8年
度事業概要）

平成8年度 1996 新居浜市 西条市バイパス[愛媛7]で改良・舗装工事（松山工事事務所平成8年度
事業概要）

平成8年度 1996 西条市 西条市バイパス[愛媛7]で改良・舗装工事（松山工事事務所平成8年度
事業概要）

平成8年度 1996 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山工事事務所平成8年度事業概
要）

平成8年度 1996 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]で舗装工事（松山工事事務所平成8年度事業概要）

平成8年度 1996 東温市（重信町） 重信道路[愛媛12]で舗装工事（松山工事事務所平成8年度事業概要）

平成8年度 1996 東温市（川内町） 重信道路[愛媛12]L=0.5km完成供用（平成11年度第3回事業評価監視
委員会資料2頁）

平成8年度 1996 松山市 松山城周辺道路で景観整備[愛媛71]（松山工事事務所平成8年度事業
概要）

平成8年度 1996 松山市 松山市役所前地下駐車場[愛媛72]の工事（四国の道路平成8年度事業
概要）

平成9年度 1997 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で用地買収（松山工事事務所平成9年度
事業概要）

平成9年度 1997 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で用地買収（松山工事事務所平成9年度
事業概要）

平成9年度 1997 四国中央市（伊予三島市） 平成10年3月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=0.4km供用開始（平成19
年度第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成9年度 1997 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・橋梁・舗装工事等（松山工事事務所平
成9年度事業概要）

平成9年度 1997 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]の整備（松山工事事務所平成9年度事業概要）

平成9年度 1997 平成10年3月、21世紀の国土のグランドデザインの策
定

松山市 松山城周辺道路で景観整備[愛媛71]（松山工事事務所平成9年度事業
概要）

平成10年度 1998 第12次道路整備五箇年計画（平成10～14年度）の策
定

四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で用地買収（松山工事事務所平成10年度
事業概要）

平成10年度 1998 6月、道路法改正（高速道路ICの利便増進施設の占
用に関する規定の整備）

四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で用地買収（松山工事事務所平成10年度
事業概要）

平成10年度 1998 平成11年3月、四国地方開発促進計画（第5次）の策
定

新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で用地買収（松山工事事務所平成10年度事業
概要）

平成10年度 1998 新居浜市 4月、新居浜バイパス[愛媛56]L=0.5km暫定供用（平成19年度第1回事
業評価監視委員会資料3頁）

平成10年度 1998 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で用地買収（松山工事事務所平成10年度事業概
要）

平成10年度 1998 西条市（小松町） 平成11年3月、小松バイパス[愛媛55]L=0.2km暫定供用（平成17年度第
1回事業評価監視委員会資料2頁）

平成10年度 1998 松山市 松山城周辺道路で景観整備[愛媛71]（松山工事事務所平成10年度事
業概要）

平成11年度 1999 西条市（丹原町） 丹原道路[愛媛54]事業に着手（松山工事事務所平成13年度事業概要）

平成11年度 1999 東温市（川内町） 丹原道路[愛媛54]事業に着手（松山工事事務所平成13年度事業概要）

平成11年度 1999 四国中央市（伊予三島市） 平成12年2月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=0.9km供用開始（4車化）
（平成19年度第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成12年度 2000 西条市（小松町） 平成13年3月、小松バイパス[愛媛55]L=0.7km暫定供用（平成17年度第
1回事業評価監視委員会資料2頁）

copyright@2017四国社会資本アーカイブス



国道11号愛媛県9 / 10 ページ

国道11号（愛媛県）の詳細年表 青：「主要事業の概要」掲載項目
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市町村名 内容
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平成13年度 2001 4月、道路構造令改定（道路利用者の独立した空間
の確保）

四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所
2001事業概要）

平成13年度 2001 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事等（松山工事事務所
2001事業概要）

平成13年度 2001 四国中央市（伊予三島市） 7月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=0.9km供用開始（平成19年度第1
回事業評価監視委員会資料3頁）

平成13年度 2001 四国中央市（伊予三島市） 平成14年3月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=1.2km供用開始（4車化）
（平成19年度第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成13年度 2001 西条市（丹原町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山工事事務所2001事業概要）

平成13年度 2001 東温市（川内町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山工事事務所2001事業概要）

平成13年度 2001 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山工事事務所2001事業概
要）

平成13年度 2001 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山工事事務所2001事業概要）

平成13年度 2001 松山市 松山城周辺[愛媛71]供用（道路ポケットブック2009年4頁）

平成14年度 2002 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山工事事務所2002事業
概要）

平成14年度 2002 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山工事事務所2002事業
概要）

平成14年度 2002 四国中央市（川之江市） 10月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=1.4km供用開始（4車化）（平成19
年度第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成14年度 2002 西条市（丹原町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山工事事務所2002事業概要）

平成14年度 2002 東温市（川内町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山工事事務所2002事業概要）

平成14年度 2002 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山工事事務所2002事業概
要）

平成14年度 2002 新居浜市 平成15年2月、新居浜バイパス[愛媛56]L=0.8km暫定供用（平成19年度
第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成14年度 2002 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山工事事務所2002事業概要）

平成15年度 2003 7月、道路構造令改定（コスト縮減への対応） 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2003
事業概要）

平成15年度 2003 10月、第1次社会資本整備重点計画（平成15～19年
度）の策定

四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2003
事業概要）

平成15年度 2003 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で改良工事等（松山河川国道事務所2003事業概
要）

平成15年度 2003 西条市（丹原町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山河川国道事務所2003事業概要）

平成15年度 2003 東温市（川内町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山河川国道事務所2003事業概要）

平成15年度 2003 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計等（松山河川国道事務所2003事業
概要）

平成16年度 2004 6月、道路法改正（高速道路SA・PAの利便施設部分
に関する規定の整備）

松山市 松山東道路の小坂交差点立体化事業[愛媛57]に着手（松山河川国道
事務所2004事業概要）

平成16年度 2004 四国中央市（伊予三島市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2004
事業概要）

平成16年度 2004 四国中央市（川之江市） 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2004
事業概要）

平成16年度 2004 西条市（小松町） 小松バイパス[愛媛55]で改良工事等（松山河川国道事務所2004事業概
要）

平成16年度 2004 西条市（丹原町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山河川国道事務所2004事業概要）

平成16年度 2004 東温市（川内町） 丹原道路[愛媛54]で調査（松山河川国道事務所2004事業概要）

平成16年度 2004 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山河川国道事務所2004事業
概要）

平成16年度 2004 新居浜市 平成17年2月、新居浜バイパス[愛媛56]L=1.9km完成4車供用（平成19
年度第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成17年度 2005 松山市 松山東道路の小坂交差点立体化事業[愛媛57]（松山河川国道事務所
2005事業概要）

平成17年度 2005 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2005
事業概要）

平成17年度 2005 西条市 小松バイパス[愛媛55]で用地買収（松山河川国道事務所2005事業概
要）

平成17年度 2005 西条市 丹原道路[愛媛54]で調査（松山河川国道事務所2005事業概要）

平成17年度 2005 東温市 丹原道路[愛媛54]で調査（松山河川国道事務所2005事業概要）

平成17年度 2005 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計等（松山河川国道事務所2005事業
概要）

平成18年度 2006 平成19年3月、道路法改正（道路の機能へのにぎわ
い交流の場としての機能等の追加）

松山市 松山東道路の小坂交差点立体化事業[愛媛57]（松山河川国道事務所
2006事業概要）

平成18年度 2006 松山市 平成19年2月、松山東道路（小坂交差点立体）[愛媛57]完成供用（平成
22年度第2回事業評価監視委員会資料1-26頁）

平成18年度 2006 西条市 小松バイパス[愛媛55]の整備（松山河川国道事務所2006事業概要）

平成18年度 2006 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で調査設計等（松山河川国道事務所2006事業
概要）

平成18年度 2006 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2006
事業概要）

平成18年度 2006 四国中央市 平成19年3月、川之江・三島バイパス[愛媛3]L=0.6km供用開始（平成19
年度第1回事業評価監視委員会資料3頁）

平成18年度 2006 西条市 丹原道路[愛媛54]の調査設計（四国の道路平成18年度事業概要）

平成18年度 2006 東温市 丹原道路[愛媛54]の調査設計（四国の道路平成18年度事業概要）

平成19年度 2007 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良工事等（松山河川国道事務所2007
事業概要）

平成19年度 2007 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・舗装等（松山河川国道事務所2007事
業概要）
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平成19年度 2007 新居浜市 平成20年3月、新居浜バイパス[愛媛56]（L=0.5km）完成4車線供用（平
成23年度第2回事業評価監視委員会資料3頁）

平成19年度 2007 西条市 小松バイパス[愛媛55]の整備（松山河川国道事務所2007事業概要）

平成19年度 2007 西条市 平成20年3月、小松バイパス[愛媛55]妙口～北川（L=1.1km）暫定2車線
供用（平成22年度第3回事業評価監視委員会資料3頁）

平成19年度 2007 西条市 丹原道路[愛媛54]の調査設計（四国の道路平成19年度事業概要）

平成19年度 2007 東温市 丹原道路[愛媛54]の調査設計（四国の道路平成19年度事業概要）

平成20年度 2008 第2次社会資本整備重点計画（平成20～24年度）の
策定

四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で改良・舗装工事（松山河川国道事務所
2008事業概要）

平成20年度 2008 7月、国土形成計画（全国計画）の策定 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・橋梁等（松山河川国道事務所2008事
業概要）

平成20年度 2008 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山河川国道事務所2008事業概
要）

平成20年度 2008 西条市 丹原道路[愛媛54]の調査設計（四国の道路平成20年度事業概要）

平成20年度 2008 東温市 丹原道路[愛媛54]の調査設計（四国の道路平成20年度事業概要）

平成21年度 2009 8月、四国圏広域地方計画の策定 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計（松山河川国道事務所2009事
業概要）

平成21年度 2009 8月、四国ブロックの社会資本の重点整備方針の策
定

新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山河川国道事務所2009事業
概要）

平成21年度 2009 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山河川国道事務所2009事業概
要）

平成22年度 2010 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山河川国道事務所2010
事業概要）

平成22年度 2010 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良工事等（松山河川国道事務所2010事業
概要）

平成22年度 2010 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山河川国道事務所2010事業概
要）

平成23年度 2011 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山河川国道事務所2011
事業概要）

平成23年度 2011 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・舗装工事等（松山河川国道事務所
2011事業概要）

平成23年度 2011 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山河川国道事務所2011事業概
要）

平成24年度 2012 第3次社会資本整備重点計画（平成24～28年度）の
策定

四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計等（松山河川国道事務所2012
事業概要）

平成24年度 2012 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・舗装工事等（松山河川国道事務所
2012事業概要）

平成24年度 2012 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計（松山河川国道事務所2012事業概
要）

平成25年度 2013 6月、道路法改正（道路の点検、大型車両の通行の
誘導等の道路の老朽化対策）

四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で舗装工事等（松山河川国道事務所2013
事業概要）

平成25年度 2013 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・橋梁工事等（松山河川国道事務所
2013事業概要）

平成25年度 2013 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計等（松山河川国道事務所2013事業概
要）

平成26年度 2014 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計（松山河川国道事務所2014事
業概要）

平成26年度 2014 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・橋梁工事等（松山河川国道事務所
2014事業概要）

平成26年度 2014 西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計等（松山河川国道事務所2014事業概
要）

平成27年度 2015 8月、新たな国土形成計画（全国計画）の策定 四国中央市 川之江・三島バイパス[愛媛3]で調査設計（松山河川国道事務所2015事
業概要）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国圏広域地⽅計画の策定 新居浜市 新居浜バイパス[愛媛56]で改良・橋梁工事等（松山河川国道事務所
2015事業概要）

平成27年度 2015 平成28年3月、四国ブロックにおける社会資本整備重
点計画の策定

西条市 小松バイパス[愛媛55]で調査設計等（松山河川国道事務所2015事業概
要）
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1. 建設省四国地方建設局松山工事事務所編「松山工事四十年史」（1985年）

2. 建設省松山工事事務所「事業概要」、国土交通省松山河川国道事務所「事業概要」（各年度）

3. 四国の建設のあゆみ編纂委員会編「四国の建設のあゆみ」（1990年）

4. 建設省四国地方建設局監修「四国地方建設局三十年史」（1988年）

5. 建設省四国地方建設局道路部「事業概要」、国土交通省四国地方整備局道路部「事業概要」（各年度）

6. 国土交通省四国地方整備局「事業評価監視委員会資料」（該当分）

7. 国土交通省四国地方整備局編「道路ポケットブック」（2009年）
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