
愛媛

日付 紙名 見出し 会報№
2020.1.8 愛媛 道後「飛鳥乃温泉」入館者50万人に 688
2019.11.22 愛媛 松山市、道後温泉などキャッシュレス化 687
2019.11.12 愛媛 ＦＣ今治、来季Ｊリーグ参入へ 686
2019.10.5 愛媛 「内子のまちづくり」にアジア景観賞
2019.10.4 〃 西日本豪雨「グループ補助金」年度内支払へ
2019.9.10 愛媛 しまなみ海道自転車道、世界にPRへ
2019.8.30 〃 県が子育て応援基金設立へ
2019.8.7 愛媛 松山市街地で自転車シェア開始
2019.8.6 日経 宇和島市のかんきつ農地、再編復旧へ
2019.6.19 愛媛 松山空港、国際線ビル拡張へ 682
2019.6.14 愛媛 全国街路事業コンクール、花園町通りが最高位
2019.5.28 〃 梅津寺駅前に「みきゃんパーク」12月オープン
2019.4.20 愛媛 宇和島市、西日本豪雨からの復興へ新事業 680
2019.4.10 愛媛 「まじめ愛媛」魅力発信へ
2019.3.21 〃 大洲市とファミリーマートが地域包括協定
2019.2.26 愛媛 今治駅前に自転車施設が来年開業
2019.2.16 〃 日本農業遺産に「南予の柑橘」認定
2019.2.14 愛媛 愛媛マラソン、経済効果５億9,200万円
2019.1.22 〃 ＪＡえひめ南、温州ミカン出荷９%増
2018.12.19 愛媛 松山市、中枢中核都市に 676
2018.11.28 愛媛 松山～台湾、定期便就航へ
2018.11.27 〃 伊予市に「南伊予駅」2020年春新設
2018.10.30 愛媛 「日暮別邸」新居浜で記念館として開館
2018.10.23 〃 愛媛県内の遍路道、通行危険８カ所
2018.9.28 愛媛 松山市駅前に交流広場など新設
2018.9.20 〃 松山・銀天街商店街に複合型施設
2018.9.1 愛媛 道後温泉本館「火の鳥」でビジュアル演出
2018.8.23 〃 子規の新たな俳句、直筆書簡発見
2018.8.2 日刊工 愛媛大、学部生に造船専門教育
2018.7.31 日経 愛媛県、豪雨復旧に477億円
2018.6.20 愛媛 「えひめ消費者ネット」適格消費者団体に認定 670
2018.6.5 愛媛 県内移住、最多1,085人 669
2018.5.2 愛媛 松山市のホテルがミシュラン最高評価
2018.4.21 〃 「シニア国体」2020年に愛媛で開催
2018.4.7 愛媛 愛媛県内の育休取得率、過去最高
2018.4.5 〃 かんきつ果皮から新素材、県が特許出願
2018.3.6 愛媛 西条市にCLT販売会社設立 666
2018.2.8 愛媛 八幡浜でマーマレードの世界最大級イベント
2018.1.19 〃 全日空、松山～札幌線再開
2018.1.11 愛媛 愛媛県内の宿泊事業者8割、外国人利用者増
2018.1.6 〃 俳人の夏井さん、道後に句会場オープン
2017.12.9 愛媛 愛媛県内の明治創業企業、313社存続
2017.11.28 〃 秋葉原に「いよてつショップ」開店
2017.10.20 愛媛 内子町の古民家、宿泊施設に
2017.10.19 〃 「からり」運営協議会に内閣総理大臣賞
2017.10.12 愛媛 「ミシュラン愛媛」出版へ 661
2017.8.23 愛媛 水産業支援へ、伊予銀などファンド設立
2017.8.22 〃 松山～ソウル線、韓国LCCで再開
2017.8.5 日経 東温市、舞台芸術の街へ 659
2017.7.13 愛媛 松山空港に「オレンジバー」開設
2017.6.24 〃 松山でホテル建設次々
2017.6.1 愛媛 16年度の愛媛県内移住倍増、557人 657
2017.4.22 愛媛 産学官金連携で開発「吟醸ｅポーク」流通開始 656
2017.4.1 愛媛 大洲・八幡浜自動車道、全通へ
2017.3.29 〃 松山～上海線搭乗率、急上昇
2017.3.1 愛媛 紅まどんな×甘平、栽培試験へ 654
2017.1.24、26 愛媛、産経 道後温泉別館の名称「飛鳥乃温泉」に決定 653
2017.1.14 愛媛 「みきゃん」商品、経済効果205億円
2017.1.6、13 〃 愛媛に50年ぶり獣医学部新設へ
2016.12.8 愛媛 FC今治、ＪＦＬ昇格正式決定 651
2016.11.11 愛媛 「温泉総選挙」女子旅部門で道後1位
2016.10.27 〃 ハラル認証のマグロ、初出荷
2016.10.5 愛媛 伊予灘ものがたり、運行1.3倍82日に 649
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2016.9.17 愛媛 松山外環インター線、12月に全通 648
2016.7.22 愛媛 米グーグル、伊予銀と人材育成で連携 647
2016.6.23 愛媛 県内観光客最多2,780万人
2016.6.21 〃 じゃらんアワード2015、道後に「元気な地域賞」
2016.5.27 愛媛 大街道周辺地区が「都市景観大賞」最高位 645
2016.5.13 愛媛 サイクリスト人気の旅先、今治・しまなみ１位
2016.2.6 〃 「村上海賊」日本遺産に
2016.3.11 愛媛 「愛媛オーシャン・ライン」台湾航路活用、延伸へ 643
2016.2.20 日経 FC今治が新競技場
2016.2.6 愛媛、産経 愛媛大、ベンチャー支援
2016.2.3 愛媛 伊予生糸、地理的表示保護制度に登録 641
2015.12.22 愛媛 松山空港への路面電車延伸、４ルート案公表
2015.12.16 〃 今治市、地方創生特区に
2015.12.4 愛媛 坊っちゃん劇場、第10作は遍路と人間再生描く
2015.11.20 〃 農水産物３品の新名称発表、トップブランドへ
2015.10.14 愛媛 愛媛ＭＰ、独立リーグ日本一
2015.10.9 〃 愛媛大学など６大学、県内就職増へ共同計画
2015.8.25 毎日 愛媛大学にお遍路研究拠点 636
2015.7.29 愛媛 十二天守同盟、松山市署名 635
2015.6.16 愛媛 松山空港、利用者数最高
2015.6.16 〃 松山ラフォーレ跡の新施設、８月に開業
2015.5.27 愛媛 「愛媛サイクリングの日」創設
2015.5.16 〃 内子座、重要文化財に
2015.4.8 日経 松山の遊園地跡、再開発 632
2015.3.19、21 愛媛、日経 伊予鉄道、路面電車内に無料ＷｉＦｉ
2015.3.12 愛媛 シアトルで愛媛フェア 県が企業の北米開拓支援
2015.2.28 愛媛 サイクリングしまなみ、４年に１回開催へ 630
2015.1.29 愛媛 愛媛の食、輸出促進へ　県が物流２社と協定
2015.1.23 〃 政府地方創生、西条市モデル認定
2015.1.10 〃 宇和島道路、３月21日全通
2014.12.23 愛媛 県などの団体「えひめ食の大使館」パンフ作成 628
2014.12.5 愛媛 愛媛大工学部、新居浜に研究拠点開設
2014.11.15 日経 県、「地域おこし隊」起業支援
2014.11.7 愛媛 「瀬戸内しまのわ2014」204万人誘客 626
2014.9.5 日経 台湾に愛媛アンテナショップ開設 625
2014.8.27 愛媛、日経 松山市、台北市と友好交流協定
2014.8.18 日経 県内主要観光地、公衆無線LAN整備
2014.7.26 日経 サイクリング施策支援に経済団体が新組織
2014.7.16 〃 県、商工団体に助成　スイーツ開発など
2014.6.24 日経 四国森林管理局、林業再生に愛媛大と協定
2014.6.2、11 愛媛 松山空港利用者、前年度比11.4%増
2014.5.27 愛媛 松山観光客、３年ぶり増 621
2014.4.11 愛媛 県の営業成績、成約額が昨年の３倍に
2014.4.3 日経 愛媛大、地元振興へ新学部
2014.3.17 愛媛 松山外環状道、井門～古川ＩＣ開通
2014.3.5 〃 愛媛大が紙研究拠点、新技術実用化を促進
2014.2.20 朝日 道後温泉の外国人宿泊者、初の１万人突破
2014.2.7、22 朝日、日経 しまなみ海道、自転車通行無料へ
2014.1.29 愛媛 伊予銀などの９地銀提携、地元企業を広域支援
2014.1.22 〃 県、スマホ用ポイントラリーアプリを無料提供
2013.12.25 愛媛 県内起業促進へ新組織
2013.12.11 〃 県、東洋新薬と連携　機能性食品を開発へ
2013.11.23 愛媛、日経 「瀬戸内しまのわ2014」、概要を発表
2013.11.13 愛媛 愛媛大が新学部検討、地域課題包括的に研究
2013.10.30 日経 県産品、４～９月の成約額急増23倍
2013.10.9 愛媛 松山～関空線にＬＣＣ、県内２路線目
2013.9.25 愛媛 日本ジオパークに「四国西予ジオパーク」認定 613
2013.8.5 愛媛、日経 松山～台湾チャーター便、10月に就航 612
2013.7.17、26 愛媛 松山空港、福岡・北九州路線開設へ　成田便も増便
2013.7.10 日経 しまなみ海道で長距離サイクリング大会
2013.6.5 日経 大型化に対応した新造船所、大島に－山中造船 610
2013.5.30 愛媛 世界最大のＬＰＧ国家備蓄基地、波方町に完成
2013.5.10 日経 かんきつ類、貯蔵新技術で夏場でも旬の味
2013.4.24 日経 コールセンターのＤＩＯジャパンが西予に
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2013.4.18 愛媛 県産かんきつ、台湾・香港輸出9.9％増
2013.4.4 日経 愛媛大、産学で機能性食品開発
2013.3.29 日経 愛媛の食材で機内食－県･日航観光客誘致で連携
2013.3.15 愛媛 ジェットスター、松山～成田線６月11日就航
2013.2.19 日経 ５年かけて自転車道1,270㌔を整備
2013.2.13 〃 愛媛・広島県がカゴメと協定
2013.2.5 〃 「坊っちゃん劇場」、８作目は平賀源内
2013.1.25 愛媛　 国道197号の名坂道路、３月17日開通
2013.1.23 愛媛、日経　日航、松山～伊丹線を3月31日から再開
2013.1.1 愛媛　 松山・銀天街「Ｌ字」に大型施設誘致
2012.12.29 愛媛 八幡浜の日土小学校校舎が重文に
2012.12.21 〃 東京のＩＴ関連企業「DIT」が松山に拠点
2012.12.12 日経 今治タオルのロゴマーク、中国で商標登録
2012.12.6 愛媛 愛南にクロマグロ完全養殖の新会社設立
2012.11.13　 日経　 来年度にも、松山～台北チャーター便へ
2012.11.2　 〃 マイントピア別子、銅山跡へ有料バス
2012.10.12 愛媛 四国遍路の世界遺産登録支援－アサヒビール
2012.10.5 〃 松山～上海便、10月28日から週4便化
2012.9.26 日経 観光プラン、学生の目線で－ＪＴＢが商品化
2012.9.15 愛媛 松山～上海便、週５便へ－東方航空
2012.9.4、15 日経 今治タオルの店、全国に
2012.8.22 愛媛 全日空の松山～沖縄線、来年３月まで再延長
2012.8.10 〃 松山～上海便、週４便化検討
2012.8.2、8 愛媛、日経 愛媛大が炭素繊維ものづくりを支援
2012.7.26 日経 ｢坊っちゃん劇場｣のミュージカルがコミックに
2012.7.21 愛媛 ＪＲ四国、しまなみ海道自転車旅行を提案
2012.7.5 〃 お得な周遊型割引で、えひめ南予いやし博へ
2012.7.5 〃 松山大が帝国データバンクと提携
2012.6．20 日経 坊っちゃん劇場ミュージカル、ロシア公演へ
2012.6．15 〃 今治タオル、東京で攻勢
2012.6．4 愛媛 宇宙解明へ愛媛大が高性能望遠鏡を開発
2012.5.31 愛媛 愛媛の技が東京スカイツリー展望台へ 597
2012.4.17 日経 今治造船、空気抵抗少ないエコ船舶を開発
2012.4.11 〃 「瀬戸内水軍」観光資源に
2012.3.22 愛媛 ＪＲ今治駅に自転車大型店－台湾のジャイアント
2012.3.2､10 日経、愛媛 東レ愛媛工場、炭素繊維増産へ
2012.2.23 愛媛 ４月18日から松山空港の松山～上海便、週３便化 594
2012.2.1 愛媛 高速道 西予宇和～宇和島北、３月10日開通
2012.1.24､2.11 愛媛、日経 松山～久万高原結ぶ三坂道路、３月17日開通
2012.1.18 愛媛 全日空、松山～沖縄運航、10月まで延長
2011.12.31 愛媛 南予の魚類養殖、餌にかんきつを配合
2011.12.14 〃 通販のスポーツラボ、宇和島にコールセンター
2011.11.30 愛媛 伊予銀と産総研、技術革新支援へ協力協定
2011.11.25 日経 軽油にバイオ燃料５％混合－太陽石油が販売
2011.11.15、16 愛媛、朝日 タオル技能検定、国が認定
2011.11.15 日経 坊っちゃん劇場、来春から｢幕末ガール｣を上演
2011.11.10 愛媛 西条市を新モデル農業の拠点に
2011.10.25 日経 育苗大手のベルグアース、11月29日上場
2011.10.21 愛媛、日経 世界一硬いヒメダイヤ、真球加工に成功
2011.9.22 日経 野菜プラントで無農薬栽培、低費用で
2011.9.16 〃 愛媛大、企業に若手研究者派遣
2011.9.14 愛媛 クロマグロ種苗生産・完全養殖－極洋・日配が業務提携
2011.9.3 〃 旧木屋旅館、指定管理者でにぎわい、再生
2011.8.27 日経 高齢者向けサロン農園、12ヵ所開設－松山市
2011.8.24 〃 全日空、松山～沖縄線を開設
2011.8.22 愛媛 「ひめふぐ」、ブランド化出荷へ
2011.8.6 日経 工業高生に溶接指導－三浦工業
2011.7.30 愛媛 今治市大三島に伊東豊雄ミュージアム、完成
2011.7.28 〃 住化が農業新会社設立へ
2011.7.16 〃 ＥＶ開発で共同研究－県、井関農機･愛媛大
2011.7.3 〃 西条で太陽電池セル工場、稼働
2011.6.14 愛媛 愛媛大に太陽光植物工場が完成 586
2011.5.31 愛媛 フリーゲージトレイン、夏から東予で試
2011.5.25 〃 ドラマや高速効果で松山観光、63万人増
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2011.5.19 〃 ミシュランガイドに宇和島城、臥龍山荘が１つ星
2011.4.26 愛媛 パルプ･紙・紙加工品出荷額、６年連続1位－四国中央市 584
2011.2.22 愛媛 今治～呉航路、８月全廃－せと観光ボート
2011.2.19 〃 紙おむつを無償提供－四国中央市
2011.2.17 〃 紙加工のリブドゥ、新居浜に工場新設
2011.2.12 〃 住友化学、ＬＥＤシフト加速
2011.2.10 〃 西条に不織布新会社を設立－丸三産業とユニチカ
2011.2.9 〃 関西汽船、松山寄港４月末廃止
2011.2.7 〃 蛍光新素材を開発－愛媛大グループ
2011.2.5 〃 今治～大島フェリー、３月から休止
2011.1.22 愛媛 「坂雲」活用観光振興、松山商議所に大賞
2011.1.19 〃 全日空、３月27日から松山～札幌便を再開
2011.1.12 〃 東レ愛媛工場、炭素繊維設備を増強
2011.1.11 四国 来島海峡で潮力発電実用化へ調査－愛媛大と今治市
2010.12.28 愛媛 上島の生名橋、２月６日開通
2010.12.18 〃 ｢もう一度行きたい温泉｣で、道後温泉が５位
2010.12.2 〃 メガソーラー運転開始－四国電力
2010.11.10 愛媛、四国 パナソニックヘルスケア、東温市に新工場
2010.11.10 愛媛 守れ予土線、沿線１市２町が連携
2010.10.21 愛媛 西条に太陽電池セル工場－ＰＶＧ、県・市と立地協定
2010.10.15 〃 「坂の上の雲」ドラマＰＲ機、運航
2010.10.5,19 日経、愛媛 半世紀前の塩田製法「流下式」を再現
2010.10.5 愛媛 産業振興や防災協力で愛媛大と新居浜市が連携
2010.10.5 〃 地域活性化へ官・学連携－西条市と東京大院
2010.10.2 〃 住友金属鉱山新居浜研究所、電池材料部門を独立
2010.9.17 愛媛 電気自動車、コンビニで充電ＯＫ
2010.9.2 〃 生名橋の橋げた連結、来年２月開通へ
2010.8.30,9.1 愛媛、日経 ものづくり継承へ人材育成施設を－新居浜市
2010.8.21 愛媛 企業・行政で「森のあるまちづくり」を発足
2010.8.6 〃 伊予銀が日新化学工業のＣＯ2排出枠購入
2010.7.22 愛媛 今治造船、2009年度の売上高が過去最高
2010.7.15 〃 伊予銀行、宇宙開発を応援
2010.7.15 〃 クラレ、液晶用フィルム増産へ
2010.7.8 〃 「食の大使館」新たに４店認定される
2010.6.30 愛媛 今治･大三島に彫刻ミュージアム、来夏開館
2010.6.19 日経 今治タオル・砥部焼きが協業
2010.6.16 愛媛 松山大と松山市、地域活性化で連携協定
2010.6.12 〃 ｢書道ガールズ｣の映画ロケ地マップ、作成－四国中央市
2010.5.29 愛媛 愛媛県内の夏のボーナス、1.5％減
2010.5.27 〃 ＥＶ研究開発で連携－県、愛媛大などと協定
2010.5.26 〃 愛南沖で極洋がクロマグロ養殖
2010.5.26 〃 2009年の松山観光客525万人に－松山市
2010.5.26 〃 昨年の温州ミカン収穫量、６年連続２位
2010.5.20 〃 ＪＲ新居浜駅周辺整備、美術館や小劇場中心に
2010.5.18 〃 首都圏ＪＲ駅で県産品ＰＲ－愛媛銀が業務提携
2010.4.28 朝日 「坂の上の雲」視聴者、「松山行きたい」が56.1％
2010.4.15 愛媛 松山の島しょ部舞台に松山島博覧会、スタート
2010.4.14 〃 太陽電池製造装置のＮＰＣ、松山に新工場
2010.4.13 〃 えひめ夢特区に鬼北の「どぶろく」認定
2010.4.9 〃 バスで気軽にしまなみ周遊｢鶴姫号」が運行
2010.3.31 愛媛 ミカン搾りかすをバイオ燃料に
2010.3.23 〃 宇和海のクロマグロ、今年から本格出荷
2010.3.21 〃 愛媛大、高校と連携強化
2010.3.4 〃 女性天皇が入浴時に着用した「湯帳」を復元
2010.2.24 愛媛 宇和島道路津島高田～宇和島南、３月27日開通
2010.2.22 〃 映画「書道ガールズ」、５月に全国公開
2010.2.21 〃 内子東バイパスの1.2㎞、２月20日開通
2010.1.27 愛媛 伊予鉄が四国初の低公害車バス、２両導入
2010.1.22 〃 イオン新居浜、増床し今秋オープン
2010.1.20 日刊工業 新船建造量、今治造船が全国で首位
2010.1.13 〃 せとうち旬彩館の売り上げ、「じゃこ煮」が１位
2010.1.13 愛媛 松山城ロープウエー駅舎に「坂の上の雲ドラマ館」
2010.1.12 〃 マイントピア別子、観光坑道改装し魅力再発信
2009.12.31 愛媛 愛媛大社会人講座の35人、研究に熱心
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2009.12.30 〃 道後観光、地元らしさで新規出店相次ぐ
2009.12.25 〃 ｢書にかける乙女｣映画化－三島高書道部モデル
2009.12.2 日経 伊予銀、楽天と提携し、取引先のネット出店仲介
2009.12.1 愛媛 太陽電池工場が松山市に完成－セルコジャパン
2009.11.30 愛媛 ｢坂の上の雲｣のラッピング列車運行－ＪＲ四国
2009.11.20 〃 関西汽船の松山寄港、来年２月下り便廃止
2009.11.14 〃 愛媛大の「知」を結集した博物館オープン
2009.11.13 〃 県産品拠点が12月に開店－松山市が業者委託
2009.10.24 愛媛 ドラマ「坂の上の雲」に合わせ「まつやま博」
2009.10.23 〃 ドラマ「坂の上の雲」、ＰＲ機が全国就航
2009.10.22 〃 県内企業の99％が高齢者雇用措置を実施
2009.10.12 〃 大山祇神社、総門を688年ぶりに再建
2009.10.2 〃 観光史跡巡る「マドンナバス」、10月から毎日運行
2009.10.2 〃 松山～柳井を運航する防予汽船が再生法申請
2009.9.29 愛媛 住友金属鉱山、新居浜に人材開発施設を
2009.9.26 日経 ドラマ「坂の上の雲」経済効果は150億円
2009.9.22 四国 山中でトラフグ養殖成功－オプティマ･フーズ
2009.9.5 愛媛 今治～阪神線の高速バス、増便
2009.9.4,25 愛媛、朝日 今治・大三島に建築ミュージアム、11年７月開館
2009.8.27 愛媛 高規格道路「八幡浜道路」、９月着工
2009.8.15 〃 日新化学、四国最大の太陽光発電を整備
2009.8.7 日経 育苗のベルグアースとサークルケイがＦＣ契約
2009.7.31 愛媛 開館５周年の坊っちゃん劇場上演は「正岡子規」
2009.7.30 〃 バーガーパティオ工場着工－オレンジ社
2009.7.25 〃 「坂の上の雲」放送に合わせドラマ展
2009.7.25 〃 首都圏の飲食６店を「愛媛食の大使館」に認定
2009.7.1 〃 楽天、松山支社を開設
2009.6.29 愛媛 高速道路料金引き下げで、呉・松山フェリー廃止
2009.6.28 〃 大洲の化粧品工場、ブルーム・クラシック竣工
2009.6.10 〃 四国中央市のパルプ･紙･加工品出荷額、４年連続１位
2009.6.9 〃 住友化学愛媛工場、飼料添加物を増産
2009.6.4 〃 今治の西染工、ＣＯ2排出量を四電に売却
2009.6.3 〃 「愛媛大ブランド」の販売店、学内に新設
2009.5.29 産経 高速値下げの経済波及効果は170億円
2009.5.29 愛媛 愛媛県の温州ミカン生産量、５年連続２位
2009.5.29 〃 松山に太陽電池工場、11月操業－東予産業中核グループ
2009.5.27 〃 新居浜駅前商業施設にフジが進出
2009.4.26 愛媛 セキ美術館、増築
2009.4.25 〃 愛媛の空スイーツ、完成－日本航空
2009.4.24 〃 愛媛小林製薬が新居浜本社内に新工場
2009.4.16 〃 愛媛大学に総合博物館、11月オープン
2009.4.15 〃 義農味噌、4工場と本社移転集約し新工場建設
2009.4.12 〃 愛媛の空き家、ネットで紹介－えひめ移住交流促進協議会
2009.4.8 〃 アサヒビールが、「坂雲」ビールを発売
2009.4.1 〃 「坂の上の雲」の公式商品、決まる－松山商工会議所
2009.3.24 愛媛 伊予鉄と全日空、カードでポイント交換
2009.3.24 〃 平成大合併の「効果発現」、市町は68.5％
2009.3.19 〃 タンパク質技術を医療に－愛媛大が研究センター設置
2009.3.10 〃 マクド用ハンバーグ、八幡浜に工場新設へ
2009.3.10 〃 サイボウズ、サポート機能拡充でオフィス拡充
2009.3.5 〃 東京の商社「川辺」、今治拠点で新規100人雇用
2009.3.4 産経 明治期の「おおず赤煉瓦館」、指定管理へ
2009.3.4 愛媛 船旅で四国再発見を－宇和島運輸など３社がマイカー割引
2009.2.28 産経 「空海あいなん」が国交省大臣表彰の「手づくり郷土賞」に
2009.2.20 〃 愛媛発の天然水「ぞっこん」販売－ぞっこん四国
2009.2.6 愛媛 肌にやさしい綿タオルを開発－藤高とポーラ
2009.2.2 〃 四国の“うまいもん”東京で発信－広島・愛媛の旅客船業者の共同出資会社
2009.1.30 愛媛 松山で大規模太陽光発電―四国電力
2009.1.17 〃 東京の旬彩館の販売、じゃこ天が好調
2009.1.15 〃 上島架橋の生名橋開通は、2010年末
2008.12.25 日経 廃棄物処理にバイオマス新設備を－オオノ開発
2008.12.24 愛媛 観光ガイド、新戦力次々－県外客好評
2008.12.17 愛媛、産経 地域次世代高速通信 愛媛ＣＡＴＶに無線局免許交付
2008.12.1 愛媛 ｢おはなはん通り｣周辺、大洲市が景観計画素案
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2008.11.26 愛媛 伊丹十三賞を創設－伊丹十三記念館主催
2008.11.5 〃 三浦工業、インドネシアに製造会社
2008.11.1 愛媛 伊予銀行が森林整備に企業貢献
2008.10.29 〃 隆祥産業、愛南町の松下寿跡地進出し、12月稼働
2008.10.17 日経 愛媛大に愛媛銀が寄付講座
2008.10.16 愛媛 今治タオル、２社にデザイン賞
2008.10.8 〃 愛媛大学、造船技術者養成する大学院を設置
2008.10.3 〃 「質高い教育」愛媛大で３件採択－文科省
2008.10.1 〃 世界の衣料品メーカー「ＺＡＲＡ」が松山出店
2008.9.25 愛媛 愛南町を水産食料基地に－町が愛媛大と構想策定
2008.9.22 〃 愛媛大農学部に社会人学び直し講座を開設
2008.9.19 〃 安芸灘架橋、11月18日全通
2008.9.17 〃 愛媛大大学院、紙産業修士コース新設
2008.9.12 〃 県民文化会館の愛称は「ひめぎんホール」
2008.9.3,5 日経、愛媛 日本航空、松山～羽田便、１往復増
2008.8.26 愛媛 今治の大丸、12月閉店へ
2008.8.14 日経 宇和海でマグロ養殖続々―日ハム系が新会社
2008.8.9 愛媛 大洲に化粧品工場、来年５月稼働
2008.8.7 〃 全日空、松山～中部線を来年２月から減便
2008.8.2 〃 便利さアップ循環バス発車－松前町と伊予鉄
2008.8.2 〃 洋風駅舎の三津駅、面影残し再生－伊予鉄
2008.7.30 愛媛 アトピー改善に三浦工業の軟水が有効
2008.7.27 〃 養殖マグロ販売へ新会社設立、全国展開
2008.7.23 〃 ＪＡＬ、松山～東京便を増便
2008.7.4 〃 農商工連携先進事例「88選」にベルグアース等認定される
2008.6.21 愛媛 07年度県内新造船の竣工、最高
2008.6.19 〃 愛媛大、地球深部の物質研究で２件目のＣＯＥ
2008.6.14 愛媛、産経 「坂の上の雲」商品化で覚書－財団と松山商工会議所
2008.6.3 愛媛 ＣＴＩ情報センターが愛南にコールセンター
2008.5.31 愛媛 松山大と伊予銀が地域活性化へ連携協定
2008.5.28 〃 新居浜市駅周辺整備、ＰＦＩ方式で13年度完成
2008.5.28 〃 松山市の観光客、５年ぶりに500万人台回復
2008.5.24 〃 2007年度の県産真珠生産量、３年連続で全国１位
2008.5.8 日経 愛媛産品アンテナ店、東京・池袋に登場
2008.5.8 愛媛 松山～福岡線の高速バスを運行開始－伊予鉄道
2008.5.5 〃 愛媛大の液中プラズマ技術が市村賞に
2008.5.4 〃 売り上げの一部をＣＯ２削減事業費に－ユニ・チャーム
2008.5.2 〃 松山～上海のコンテナ航路、週１便新設
2008.5.1 〃 隆祥産業、愛南町の松下寿工場跡地に進出
2008.5.1 〃 05年パルプ・紙・加工品出荷額、四国中央２年連続１位
2008.4.23 愛媛 中四国最大級のＳＣ「エミフル」、４月26日オープン
2008.4.16 日経 住友金属鉱山、電気ニッケル14％増産
2008.4.16 愛媛 三浦工業の北条工場、規模２倍に
2008.4.11 〃 西条市産業情報支援センターがＪＡＮＢＯ最高賞に
2008.4.2 〃 川之江･伊予三島合併し四国中央商工会議所が発足
2008.3.27 日経 愛媛銀行の農業ファンド、県内３社追加
2008.3.27 愛媛 四国初の医療機関債7,000万円を香川銀受託
2008.3.27 〃 国道379号岩谷バイパス、川登～万年区間完成
2008.3.25 〃 松山外環状の空港線、延伸承認される
2008.3.24 〃 三島川之江港国際ターミナル、暫定供用
2008.3.20 日経 大葉栽培能力３割増－バイオ
2008.3.19 愛媛 ＡＧＩＣ、松山にＰＩＡ生産拠点
2008.3.12 〃 愛媛大「地域再生学」10月開設
2008.3.11 〃 森林づくりに企業の輪－県などと３社協定
2008.3.4 〃 サイボウズの松山拠点、４月３日に開設
2008.2.28 愛媛 宇和島新内港に｢海の駅」、2009年２月頃完成
2008.2.27 〃 最先端ＩＴ研を４月発足－松山市､愛媛大､商議所
2008.2.27 〃 今治・岡村島と広島が陸続きに
2008.2.23 〃 松山市の堀之内地区、３広場を整備
2008.2.23 日経 県がパスポート発行業務を15市町に移譲
2008.2.20 愛媛 東レ愛媛工場、炭素繊維を1,000t増産
2008.2.11 〃 どぶろくで活性化－宇和島市
2008.2.7 〃 松山に太陽電池関連の新工場、進出決定
2008.2.6 〃 松山駅周辺整備、県と市が都市計画を決定
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2008.2.2 〃 八幡浜港再開発の埋め立て工事開始
2008.1.28 日刊工 コンデンサーを薄膜化－愛媛大学西田準教授
2008.1.17 愛媛 サイボウズ、松山に顧客相談窓口を３月に開設
2008.1.10 〃 中四国最大級のフジ松前ＳＣ、４月末オープン
2008.1.5 〃 高速道路、南予延伸の整備進む
2008.1.1 〃 道後温泉、三ツ星効果で欧州の観光客増加
2007.12.27 愛媛 松山に太陽電池関連新工場、2008年夏に稼働
2007.12.27 〃 愛媛大学、来年度から宇宙物理学コース設置
2007.12.26 〃 愛媛銀農業ファンド「ワサビ栽培」に投資
2007.12.21 日刊工 四国以外店舗に移住促進紹介コーナーを設置
2007.12.18 日経､愛媛 新潟のオンスイが宇和島に水産工場、ブリを低温薫製
2007.12.15 愛媛 伊予銀と発明協会が提携
2007.12.5 日経 愛媛大学が国際研究に参加、ゲイツ財団が助成
2007.11.28 愛媛 リチウムイオン電池で100億円投資－住友化学愛媛工場
2007.11.27 〃 西条市の歴史パーク、11月26日オープン
2007.11.10 〃 ＮＨＫドラマ「坂の上の雲」クランクイン
2007.11.1 〃 新居浜商工会議所が「ご当地検定」
2007.11.1 愛媛 松山外環状「空港線」計画素案まとまる
2007.10.24 〃 愛媛大に宇宙進化の過程探る研究センター、11月設立
2007.10.18 日経 今治で育てＶＢの卵、地場産センターに｢ふ化｣施設
2007.10.3 愛媛 全日空、宇和島市と協働協定
2007.9.28 愛媛 今治タオルソムリエ試験に284人が挑戦
2007.9.28 〃 ビジネスホテル、松山中心部に県外チェーン次々進出
2007.9.25 〃 今治城復元の「鉄御門」落成
2007.9.20 日経 坊っちゃん劇場、「熟年劇団」立ち上げへ
2007.9.17 愛媛 ＪＲ西条駅周辺３施設、11月オープン
2007.9.1 日経 愛媛県立中央病院の整備運営はＰＦＩ
2007.8.30 愛媛 四国中央市・乗り合いタクシー、来年１月から試験運行
2007.8.25 日経 祭りをブランド化－愛媛県
2007.8.23 愛媛 環境保全へ森づくり－太陽石油が県、今治市と協定
2007.8.10 日経 愛媛産大葉で健康食品－エリアレボリューションズ
2007.8.2 愛媛 宇和の古民家を電化再生し、四電ショールーム開設
2007.7.21 愛媛 松山空港の立体駐車場東棟、８月から使用
2007.7.20 日経 500世帯の団塊世代が愛媛移住で約666億円
2007.7.12 愛媛 ＪＴ松山跡地にフジとダイキが出店
2007.7.9 〃 松山～上海便の搭乗率回復し“安定飛行”
2007.7.2 〃 「八幡浜ちゃんぽん」ブーム着火
2007.6.22 愛媛 環境汚染追求へ威力－愛媛大生物試料バンク
2007.6.21 〃 愛媛県内の06年観光客、県外客増で2,348万人
2007.6.20 愛媛、日経 カット野菜大手と提携－西田興産が農業進出
2007.6.16 毎日 卓越した拠点プログラムに愛大、採択される
2007.6.16 愛媛 タオルソムリエ、９月に初の資格試験
2007.6.14 〃 地域密着事業に40億円－県など育成ファンド創設
2007.6.7 〃 子育て支援企業にユニ・チャーム認定
2007.6.5 〃 企業“お見合い”に力－伊予銀行
2007.5.25 愛媛 今治・小松自動車道の朝倉～湯ノ浦間、用地取得率83％
2007.5.21 〃 愛南グリーン・ツーリズム民宿スタート１ヵ月半、多彩体験メニュー好評
2007.5.19 〃 養殖研究へ愛南センター設置－愛媛大学
2007.5.18 〃 しまなみ特産品、ネット販売好調
2007.5.8 日経 コメでバイオエタノール－愛媛県
2007.5.4,15 愛媛、日経 「伊丹十三記念館」が５月15日オープン
2007.4.29 愛媛 「坂の上の雲ミュージアム」が4月28日、開館
2007.4.28 日経 「坊っちゃん劇場」開業１年、入場目標上回る
2007.4.28 愛媛 地域ＩＣＴ利活用モデル事業に松山市が委託先候補に
2007.4.26 〃 今治市に国内最大級のＪＡ直販所、オープン
2007.4.25 〃 道後の寿苑跡地に高級旅館、来春オープン
2007.4.19 〃 三島川之江港に新規の韓国航路開設
2007.4.14 〃 「坂の上の雲」散策マップ作成－松山市
2007.4.13 〃 高速道西予宇和～津島、2011年度中に全通
2007.4.4 〃 観光推進へ回遊ルート－松山市など
2007.3.29 日経 フジ、同社最大の複合型商業施設を松前町に来春開業
2007.3.28 愛媛 かつお節がアレルギー低減に効果
2007.3.20 〃 観光会館の改修工事完了で道後温泉の案内情報充実
2007.3.19 〃 砥部･国道33号拾町交差点立体化､４車線工事完了
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2007.3.17 〃 銅山遺産、掘り起こし
2007.3.15 〃 福利厚生代行業のコールセンター、松山で開所
2007.3.9 日経 「果樹試験場みかん研究所」４月にオープン
2007.3.3 愛媛 残したい日本の風土に内子の町並みなど
2007.3.2 〃 歩行支援に有効「ロボットスーツ」－愛媛大
2007.2.28 日経 愛媛銀、弓削商船高専と協定、取引先に技術紹介
2007.2.27 愛媛 松山の商店街活性化へ連携
2007.2.23 〃 松山大、帝国データバンクと就職支援ＤＢ稼働へ
2007.2.21 日経 松山空港来訪者の経済効果、年371億円
2007.2.19 愛媛 全線４車線化が完了－松山北条バイパス
2007.2.15 日刊工 弓削商船高専、愛媛・広島東部の産業振興へ
2007.2.10 日経 東レ、愛媛に80億円投資し炭素繊維を増産
2007.2.4 愛媛 愛媛大発ＩＴ教育－松山の企業とシステム共同開発
2007.2.2 〃 ヤマキ、味の素の傘下へ
2007.1.31 愛媛 坂の上の雲ミュージアム、４月開館
2007.1.26 〃 松山・小坂交差点立体化、２月４日使用開始
2007.1.19 〃 ＮＨＫスペシャルドラマ「坂の上の雲」09年スタート
2007.1.10 日経 住友金属鉱山東予工場、電気銅生産で国内最大級に
2007.1.8 愛媛 道後温泉、「もう一度行ってみたい温泉地」で総合７位
2007.1.7 〃 県外就職活動にバス導入－愛媛大・松山大
2007.1.1 〃 道後温泉周辺の景観整備、進む
2006.12.28 日経 伊予鉄とサッカー愛媛ＦＣ､ＩＣカードで提携
2006.12.27 愛媛 松山空港の駐車場拡充、一部立体化
2006.12.23 〃 西予にコールセンターを２月開設
2006.12.22 〃 ＪＴ松山跡地の商業開発中止
2006.12.7 〃 ＥＳ細胞研究臨床応用へ－愛媛大が再生医療センター
2006.12.7 日経 愛媛大に農山漁村の人材育成をする特別コースを新設
2006.12.6 〃 平成19年度から造船技術者を育成－愛媛県
2006.12.5 愛媛 Ｊ２愛媛ＦＣ、１年目は黒字見通し
2006.11.28 日経 愛媛県が来春、産廃税を導入
2006.11.23 愛媛 国道317号の日浦トンネル開通
2006.11.23 〃 天然ガスステーション、松山で来年２月稼働
2006.11.23 〃 西予市三瓶に「海の駅」が来春オープン
2006.11.16 〃 08年４月にサイボウズが松山に拠点
2006.11.15 〃 世界最高硬度の人工ダイヤを製造－愛媛大学
2006.11.14 日経 地域経済活性化で愛媛銀と愛媛大が連携協定を締結
2006.11.5 愛媛 道後温泉街“玄関”を一新、来年３月完成予定
2006.11.2 愛媛 西予市の４温泉に無料送迎バス
2006.10.18 〃 経産省の｢ＩＴ経営百選｣で、｢遠赤青汁｣が最高賞
2006.10.18 日経 愛媛県内のプロ野球効果、２億5,800万円
2006.10.13 産経 しまなみパスでバスや航路、レンタサイクルが乗り放題
2006.10.6 愛媛 営業代行会社が松山に進出－来年４月稼働
2006.10.4 〃 繊維をオゾンで漂白－愛媛県内染色業３社
2006.9.26 日経 松山～高知、高速バスでＩＣカード実験
2006.9.26 〃 松山商工会議所・松山大が観光講座を開講
2006.9.25 愛媛 今治・観光周遊バス、運行半年の客足は好調
2006.9.23 〃 ＪＲ松山駅周辺整備の素案を作成－県・市
2006.9.20 〃 松山に福利厚生代行業のコールセンター
2006.9.9 〃 産廃の製紙スラッジ活用し、人工ゼオライト
2006.9.8 日経 中国人観光客を四国へ－フジトラベルサービス
2006.9.3 愛媛 松山空港のアクセス短縮－国交省方針
2006.9.2 〃 南予へ“おためし移住”－県が情報サイト開設
2006.9.1 〃 生み出せ愛媛銘柄豚－県畜産試験場の新豚舎完成
2006.8.31 愛媛 伊予鉄ＩＣカード、グループ店舗で利用可
2006.8.22 〃 都市と田舎の交流拠点に空き家を整備
2006.8.12 〃 宇和島･三浦半島に住友共電が風力発電計画
2006.8.10 〃 愛媛マンダリンパイレーツの後援会、発足
2006.8.2 〃 団塊夫婦500組愛媛移住で、経済効果は666億円
2006.8.1 〃 佐田岬で農業体験を－瀬戸アグリトピア部分オープン
2006.8.1 〃 愛媛県みかん研究所、起工
2006.7.26 愛媛 温室メロン新栽培法を開発－愛媛大学農場
2006.7.25 〃 南予の創業支援、愛媛県が３計画を採択
2006.7.6 〃 ＪＲ松山駅高架化前進へ
2006.7.4 〃 松山にソフト開発拠点－サイボウズ
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2006.7.1 〃 国道494号の横山トンネル開通
2006.6.29 愛媛 愛媛ＦＣ預金で応援－愛媛銀行
2006.6.21 〃 日本最大級の農産物直売店－今治のＪＡ
2006.6.21 〃 05年の県内観光客2,348万人
2006.6.15 〃 大洲にコールセンター、50人地元採用－ＣＴＩ
2006.6.14 日経 南予農業に応援ファンド－愛媛銀行
2006.6.3 愛媛 三坂第一トンネル貫通
2006.6.1 日経 愛媛大や渦潮電機、船舶用ＬＡＮを共同研究
2006.5.31 愛媛 今治･小松自動車道湯ノ浦～朝倉は08年度買収目標
2006.5.24 〃 県開発の微生物｢えひめＡＩ―１｣を商標登録
2006.5.29,31 〃 体験型ツアーで佐田岬観光けん引期待
2006.5.21 〃  ＬＰＧ国家備蓄基地、巨大施設の建設進む
2006.5.18  〃 松山のオフィスビルに次々と屋上の庭
2006.5.16 〃 映画「となり町戦争」県内クランクイン
2006.5.15 〃 「真珠オーナー制」浜揚げ体験の感動で人気
2006.5.3 〃 西条市に鉄道文化館
2006.4.28 日経 「オムニバスタウン」指定１年で公共交通復権
2006.4.18 愛媛 坊っちゃん劇場、４月22日オープン
2006.4.19 〃 県立中央病院建て替え、ＰＦＩ始動
2006.4.13 〃 2005年度の松山空港、万博効果で名古屋便は34％増
2006.4.13 〃 伊丹十三記念館が着工、来年５月開館
2006.4.9 〃 松山の観光ガイド、売れ行き絶好調
2006.4.1 日経 ミカンからユーカリへの転作、広がる
2006.4.1 愛媛 東予・西海有料道路、無料に
2006.3.29 愛媛 八幡浜のコールセンター、3年間で150人雇用
2006.3.21 〃 松山商議所が松山大と観光人材を育成
2006.3.19 〃 愛媛大などがバイオマスで山村振興を
2006.3.16 〃 宇和島・吉田の深浦トンネル開通
2006.3.15 〃 瀬戸内しまなみ海道、5月初めに全通
2006.3.11 〃 今治造船が西条臨海工業用地の110haを購入
2006.3.7 日経 ベルグアース、閉鎖型施設で育苗効率化
2006.3.6 愛媛 紙産業を体系的に伝授－県紙パルプ工業会
2006.3.6 〃 松山城観光の玄関、一新
2006.2.24 日経 プロスポーツ振興組織を県が設立
2006.2.23 愛媛 愛媛大が防災について全学体制で研究
2006.2.23 日経 日本かんきつ研が新型育毛剤を松山で生産
2006.2.18 愛媛 愛媛に新しい文化、オペラ定着へ
2006.2.17 日経 海外進出先「中国」が48％
2006.2.17 愛媛 レデイ薬局、３月上場
2006.2.15 〃 西予･三瓶の国道バイパス｢朝立トンネル｣起工
2006.2.7 朝日 最硬ダイヤ利用に道－愛媛大・住友電工
2006.2.2 愛媛 道後温泉宿泊客、1.1％減
2006.1.27 愛媛 松山～福岡１往復増－ＪＡＣ
2006.1.26 〃 佐田岬の自然売り込め－伊方町で官民協力
2006.1.26 日経 食品加工を集積－西条市が部局横断チーム
2006.1.13 愛媛 2006年度から中予８大学が共同授業－「愛媛学」など持ち回り
2006.1.9 〃 松山・国道11号の小坂交差点の立体化、起工
2006.1.5 〃 愛媛大が３市役所に相談窓口を設置
2006.12.28 愛媛 松山市に伊丹十三記念館、07年５月開館
2006.12.27 〃 われら焼き鳥５大都市－今治、室蘭、福島、東松山、久留米
2006.12.27 日経 薬草園を市民に開放－松山大、薬学部新設で整備
2006.12.3 〃 愛媛銀が「トマト栽培で南予活性化」
2005.11.29 愛媛 愛媛ＦＣがＪ２昇格すると経済効果は約16億円
2005.11.23 〃 東予有料道、３月末無料化
2005.11.15 日経 少人数で“湯ったり”－道後に新ホテル
2005.11.7 愛媛 国道440号地芳道路の横野トンネル開通
2005.11.5 〃 農産物ハイテク研究で愛媛大・井関農機が連携
2005.11.2 〃 外国人客増加へ事業－松山観光コンベンション協会
2005.10.29 愛媛 東予インダストリアルパーク、新たに２社進出
2005.10.28 日経 伊予鉄、ＪＡＬカードと提携
2005.10.28 〃 県内のプロ野球試合の経済効果は3.6億円
2005.10.24 愛媛 今治城の新たな目玉に、鉄門などを再建
2005.10.12 〃 国の都市再生モデル調査に「道後まちづくり」が選定される
2005.10.6 〃 わらび座専用の「坊っちゃん劇場」起工
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2005.9.30 愛媛 愛媛サニタリーが11月、西条にコールセンター
2005.9.23 〃 競技場改修費、１億8,100万円追加提案へ
2005.9.17 日経 「いーカード」好スタート
2005.9.7 〃 削り節大手のヤマキが醤油を製造
2005.9.3 愛媛 住友化学、愛媛工場に100億円投資
2005.9.3 日経 新居浜高専、産学施設の整備完了
2005.8.30 愛媛 進出企業に奨励金－四国中央市
2005.8.15,22 高知、愛媛 片山恭一デビュー作をドラマ化－ＮＨＫ松山放送局
2005.8.10 日経 井関松山、農機増産へ設備更新、人材育成も
2005.8.5 〃 「まちづくり計画」住民と－愛媛大・松山市
2005.8.5 愛媛 東レの炭素繊維新工場、着工へ
2005.7.29 日経 道後温泉本館前、来春にも歩行者天国に
2005.7.20 愛媛 ８月23日からＩＣカード導入－伊予鉄
2005.7.13 日経 松山～上海便、初年度の搭乗率60％割れ
2005.7.12 〃 国内最大のLPG基地、建設本格化
2005.7.11 愛媛 西海有料道路、来年３月末無料化へ
2005.7.10 〃 宇和島道路・朝日～坂下津間、開通
2005.7.2 〃 四国コカ・コーラが伊予市に流通拠点
2005.7.1 日経 内子町の３セク「からり」、売上高６億円超す
2005.6.22 日経 久万高原町の私有林を一体整備
2005.6.18 愛媛 県産品販売力強化へ－県、関係40団体と推進機構
2005.6.17 日経 砥部焼 薄く、軽く、幅広く
2005.6.16 愛媛 道後温泉で第４日曜に朝市を開催
2005.6.14 〃 国道196号松山北条バイパス、今年12月には完全４車線化
2005.6.12 〃 新松尾トンネル起工で、宇和島～津島間09年度供用開始
2005.6.11 〃 新松山市営プールが完成、７月中旬オープン予定
2005.6.1 〃 コールセンター「いよ松山センター」がオープン
2005.5.30 愛媛 連続ドラマ「がんばっていきまっしょい」の県内ロケ、進む
2005.5.25 日経 東温市にミュージカル劇場
2005.5.18 愛媛 県内の農産物直販所、急成長
2005.5.17 〃 大阪の企業がデータセンターを今秋、開設
2005.5.13 〃 香川県の多度津工学試験所用地を今治造船が購入
2005.5.13 日経 太陽石油、燃料電池の実証事業を愛媛で
2005.5.11 〃 環境浄化微生物、商品化相次ぐ
2005.5.7 愛媛 公開から８ヵ月、復元大洲城に10万人が来場
2005.4.29 愛媛 住友金属鉱山、東予工場など生産増強
2005.4.27 〃 新居浜・新産業エリア、企業用地を拡大
2005.4.23 日経 大島特産の白イモ栽培、畑オーナーを募集
2005.4.14 愛媛 今治タオルのアンテナショップ、成田空港に
2005.4.14 〃 丸住製紙、臨海部にプラント移転
2005.4.14 〃 松山空港の国際線利用状況、大幅増加
2005.4.13 〃 地域発展ヘ連携協定－県と愛媛大
2005.4.13 〃 東レ愛媛工場、炭素繊維製造ラインを増設
2005.4.12 日経 道後の和ガラス美術館、出足好調
2005.4.8 〃 企業の海外進出10拠点で２年連続減
2005.4.6 愛媛 駅を降りたらラーメン天国－まつちかに複合施設
2005.4.2 〃 大洲の町並み整備、国交省の指定事業に
2005.4.1 産経 宇和島湾でコンブ養殖に成功
2005.3.26 愛媛 しまなみ大島道路、05年度開通へ
2005.3.25 日経 クラゲから美肌食品－マルトモ
2005.3.24 愛媛 えひめ町並博経済効果、86億円
2005.3.20 〃 いまばりタオルブティック、売り上げ好調
2005.3.18 〃 地域を再生する西条市の２計画、認定される
2005.3.16 〃 松山のＪＴ跡地にイズミが進出
2005.3.7 〃 県産の魚を首都圏で直販－愛媛サポーター
2005.3.5 日経 日本酒、泡立つ－愛媛県工業技術センター
2005.3.4 愛媛 超低床式電車を２両追加導入－伊予鉄道
2005.3.1 四国 風力発電事業に参画－四国電力
2005.2.26 愛媛 「八西トンネル」貫通､07年３月完成予定
2005.2.24 日経 今治の造船関連産業、技能伝承が必要
2005.2.12 愛媛 中部国際空港、松山便は１日４往復
2005.2.10 日経 高強度の防災瓦を開発－菊間窯業協組
2005.2.10 愛媛 イヨカンの後継品種、公開
2005.2.8 〃 県内では初めて農業経営者が事業協組
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2005.2.7 〃 観光温泉地では全国初の電子マネー導入
2005.2.5 〃 地域スポーツクラブ設立－愛媛大
2005.2.4 〃 2030年度「50％省エネ」目標にビジョン
2005.2.3 日経 艤装岸壁、増設へ－今治造船
2005.2.3 愛媛 単位互換で連携強化－愛媛大・新居浜高専
2005.2.2,3 日経、愛媛 道後温泉宿泊客、台風響き21年ぶりに85万人割れ
2005.2.1 愛媛 今治のタオル地で高級衣類
2005.1.31 愛媛 お助けタクシーが急行－東予の４社が新サービス
2005.1.28 日経 大洲市肱川のチョウザメ出荷、順調
2005.1.22 〃 西条発電所、木質バイオマスを７月から本格活用
2005.1.22 愛媛 電車など利用で、特典ポイント
2005.1.21 日経 里芋、丸く大ぶり味も良し－愛媛県農試が開発
2005.1.19 愛媛 松山に新コールセンター、６月開設
2005.1.16 〃 四国開発フェリーの新船、トラック積載３割向上
2005.1.14 〃 瀬戸内の自然体感できるオートキャンプ場オープン
2005.1.13 日経 オゾン濃度、半導体で計測－愛媛大学
2005.1.11 愛媛 ふたみシーサイド公園に展望デッキ、完成
2005.1.8 日経 資源循環優良モデル「紙樽」などを認定
2004.12.30 愛媛 「坂の上の雲記念館」、１月７日起工式
2004.12.29 〃 新居浜にフィルム基板の新工場を建設
2004.12.23 〃 えひめ町並博が日本イベント大賞に
2004.12.23 〃 骨まで食べられるマダイのレトルト製品
2004.12.22 〃 華やか赤紫のユリ、来春にも市場に－県農試が開発
2004.12.21 〃 松山空港、来年７月から夜間延長で９時半まで
2004.12.19 〃 秋山好古の住居、復元
2004.12.16 日経 道後にガラス工芸展示館
2004.12.15 日刊工 造船技術センターを設立－四国運輸局
2004.12.13 愛媛 バリアフリー化で伊予鉄道を表彰
2004.12.8 〃 今治小松道・朝倉山口地区、用地買収で調印開始
2004.12.7 〃 老舗旅館の土蔵で創作料理－ＪＲ四国グループ
2004.12.1 日経 松山のコールセンター好調、100人新規採用
2004.11.30 愛媛 えひめ町並博に173万人
2004.11.26 〃 トラクターで土壌分析－エスアイ精工
2004.11.18 日経 伊予灘と燧灘の藻場、回復傾向
2004.11.18 愛媛 ＡＮＡ松山～名古屋便、発着は国際空港
2004.11.10 日経 人工光で低細菌野菜－岡本化成
2004.11.10 朝日 四国八十八ヵ所霊場、世界遺産登録で経済効果
2004.11.7 愛媛 暮らし向き、前年に比べわずかに改善－県調査
2004.11.6 〃 松山大学、薬学部新設へ
2004.11.2 愛媛 ジェイ・エア、松山～名古屋便が就航
2004.10.28 日経 ＬＮＧ輸送船の建造強化－今治造船
2004.10.27 愛媛 元に戻るひねり結束材を開発
2004.10.26 日経 ヤマキ、開発センターを建設
2004.10.16 愛媛 調味料用の新工場を建設－日本食研　
2004.10.15 〃 新居浜にアジアンリゾート風の新入浴施設
2004.10.14 日経 東予インダストリアルパークに３社進出
2004.10.10 愛媛 ｢坂の上の雲｣関連施設巡るレトロ調バス、運行
2004.10.2 愛媛 松山～熊本便が10月１日、就航
2004.9.29 〃 松山･城山公園整備計画､大型施設、新設せず
2004.9.29 日経 フジが中四国で最大級のリゾート風温浴施設
2004.9.25 〃 松山中心部のアンテナ店で立ち飲みOK
2004.9.22 愛媛 城山周辺の建物、高さ制限
2004.9.8 〃 松山・問屋町の大型商業施設誘致に推進協
2004.9.7 〃 放置竹林対策で街路樹周囲に炭を敷設
2004.9.6 日経 地域密着の「道の駅」快走
2004.9.6 愛媛 高級魚マハタ養殖に光－県水産試験場
2004.9.3 〃 大規模林道小田～池川線、代替路線で事業継続
2004.9.2 日経 四国初の防犯モデルマンション
2004.8.26 〃 杉5.7㌧を一度で炭化－愛媛大発ＶＢ
2004.8.25 愛媛 ジェイ・エアが11月から松山～名古屋便を運航
2004.8.21 〃 東予市にフジ、ケーズデンキが来年３月開店
2004.8.19 日経 愛媛県工技センターの環境浄化微生物、供給増
2004.8.18 愛媛 松山～上海便、搭乗率78％
2004.8.14 日経 松山市が四国初の50万人都市に
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2004.8.4 愛媛 生名橋は１車線－上島架橋計画
2004.8.3 〃 県内の産学官が人工神経開発へ
2004.7.31 愛媛 大手スーパー競合の大型商業施設計画、フジに決定
2004.7.31 〃 松山～熊本便を10月開設－天草エアライン
2004.7.30 〃 商店街カード決済－松山商工会議所
2004.7.27 日経 松山に開発拠点設置－アソシエント・テクノロジー
2004.7.27 愛媛 ＩＣカード4,000枚超－伊予鉄実証実験
2004.7.27 〃 松山にコールセンター100人採用－光通信
2004.7.24 〃 「放置竹林」対策の新産業創設、探る
2004.7.17 〃 若者の就職一貫支援する「愛work」オープン
2004.7.3 〃 観光産業ネットワーク化－松山大など
2004.6.25 日経 今治の技能工養成センター、実現へ共同歩調
2004.6.23 愛媛 県外観光客、４年ぶりに増加
2004.6.19 〃 松山に四国最大規模のビジネスホテル
2004.6.19 〃 松山・ロープウェイの駅舎、市が改築計画
2004.6.11 〃 東予有料道路、05年度末には無料化
2004.6.7 〃 来年１月の新今治市は海運・造船の集積、世界規模に
2004.6.5 日経 10月、村上水軍の本拠地に博物館
2004.6.5 〃 松山のコールセンターで30人新規雇用
2004.6.4 愛媛 天然ガス車普及へスタンドを今治に開設
2004.6.2 〃 愛媛大文系教員センターを設立
2004.6.2 〃 ＩＴ生かし産業活性化した松山市に総務大臣賞
2004.6.1 〃 愛媛の味、大都市に－松山で｢販売協組｣設立
2004.5.27 愛媛 薬師谷砂防ダム、建設開始－宇和島市
2004.5.25 〃 「みかん食パン」を開発
2004.5.24 〃 西条市が氷温商品化で食品コンビナート構想
2004.5.18 〃 自習だけで単位認定－松山大学
2004.5.14 〃 道後の宿泊客、４年ぶりに増加
2004.5.14 日経 放電灯、2006年に75％増産－ハリソン東芝
2004.5.13 愛媛 アクリル繊維も再生利用成功－東レ愛媛工場
2004.5.12 〃 地域再生計画で観光客、増加へ
2004.5.9 〃 フジが06年春、松前町に最大級のＳＣを開店
2004.5.4 〃 バイオディーゼル燃料、実用化へ本格始動
2004.4.28 愛媛 えひめ町並博、４月29日開幕
2004.4.27 〃 造船マンを官民で育成
2004.4.23 〃 淡水化などで共同研究－愛媛大学と東レ
2004.4.22 〃 03年度の松山空港乗降客、名古屋線は２ケタ増
2004.4.21 〃 若者の就業を一貫支援－経済産業省
2004.4.21 〃 ヤクルト球団、松山で秋季キャンプ
2004.4.21 〃 松山～上海定期便就航、７月15日確定的
2004.4.14 〃 今治～明石(広島・木江町)に直通航路
2004.4.10 日経 企業用地、９社が決定－新居浜市
2004.4.8 愛媛 ＮＰＯの培養施設が稼働
2004.4.7 毎日 スギ樹皮など建材に再生－愛媛県立衛生環境研究所
2004.4.7 愛媛 産学官連携促進事業、県東部エリアに助成
2004.4.6 〃 ＩＴビジネスモデル地区に松山市を初指定
2004.4.5 愛媛 バス位置情報システム、郊外電車に拡大
2004.4.1 〃 県内企業の海外進出、続く－ＩＲＣ調査
2004.3.29 〃 携帯かざして運賃支払い－伊予鉄とドコモ四国
2004.3.27 〃 新卒採用、ほぼ横ばい－愛媛新聞社調査
2004.3.26 〃 熟期異なるミカン２品種、開発－県農えひめ
2004.3.25 〃 「いきいき交通まちづくり宣言」－伊予鉄道
2004.3.24 〃 県の「科学技術館」リニューアルオープン
2004.3.16 日経 西瀬戸内５港結ぶ割引券、全国キャンペーン
2004.3.16 愛媛 今治タオルの歴史資料・体験学習室がオープン
2004.3.12 〃 発泡スチロール会社が広見町に進出
2004.3.4,5 〃 四国横断道・大洲～宇和間、４月17日開通
2004.3.3 愛媛 松山～上海便の開設、確実
2004.2.27 〃 主要交差点の立体交差化で渋滞緩和へ
2004.2.24 〃 大学院へ飛び級を新設－松山大学
2004.2.20 〃 愛媛大、最短７年で博士号
2004.2.11 日経 タルトの一六がセルフうどんに進出
2004.2.6 愛媛 県内の「グループホーム」急増
2004.2.5,16 〃 市内電車・バス２路線でＩＣカード実証実験
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2004.2.1 愛媛 四国カルストの水を特産品に－柳谷村
2004.1.29 日経 松山港の昨年のコンテナ量、過去最高
2004.1.22 〃 銅スラグの再利用拡大－住友鉱山東予工場
2004.1.22 愛媛 職種「ミスマッチ」鮮明－県内初調査
2004.1.21 日経 ６万㌧級新ドック、年内にも稼働－今治造船
2004.1.17 愛媛 宇和～大洲間の名称、松山自動車道に決定
2004.1.16 〃 温州ミカンの新品種、開発
2004.1.10 〃 松山観光港と市中心部を結ぶ高浜トンネル開通
2004.1.9 〃 愛媛大が東京オフィスを設置
2003.12.25 愛媛 企業用地分譲価格、41％下げ－新居浜市
2003.12.25 〃 製紙廃棄物から人工ゼオライト
2003.12.21 〃 松山駅高架の準備費、計上される
2003.12.21 〃 越智西部広域農道、来年２月全通へ
2003.12.18 〃 愛媛大院生らが起業
2003.12.17 〃 帝人ファイバーが松山で繊維再生事業
2003.12.16 日経 マルトモ、健康食品に進出
2003.12.13 愛媛 松山～大阪間、高速バス増便－ＪＲ四国
2003.12.5 〃 高速道に温泉施設－石鎚山ハイウェイオアシス
2003.12.5 〃 県内ソフトウェア産業、年7.4％の伸びも期待
2003.12.5 日経 タオル販売のオルネット、東京にアンテナ店
2003.12.4 〃 マルトモがペットフードに参入
2003.11.29 愛媛 開き魚、骨まで食べられる加工技術、開発
2003.11.21 日経 産業排水を微生物処理－ダイキ
2003.11.15 愛媛 松山市に好古晩年の家屋復元
2003.11.6 日経 四国最大級のスポーツクラブ、松山に12月開業
2003.11.2 愛媛 新居浜～別子山・立川山バイパス開通
2003.10.28 〃 県道伊予松山港線の新川口大橋、開通
2003.10.25 〃 処理力拡大など合理化事業完成－太陽石油
2003.10.16 〃 チョウの翅の発色原理利用し新繊維
2003.10.16 日経 北京でペットボトル処理－帝松サービス
2003.10.12 愛媛 「ほっとステーションおいでんか」オープン
2003.10.12 〃 ダイヤ皮膜装置を開発－愛媛大学
2003.10.9 〃 肥満防止にミカンの薄皮
2003.10.8 日経 タオルに織る砥部焼の美、芸術家系の商品強化
2003.10.3 愛媛 松山にコールセンターが12月から稼働
2003.9.29 愛媛 県武道館が完成
2003.9.29 〃 瀬戸町の風力発電施設が完成
2003.9.27 〃 宇和島道路、保田～高田間、起工
2003.9.27 〃 松山～上海便、来年３月就航へ
2003.9.23 〃 伊予鉄バス、新サービスで利便性向上
2003.9.18 〃 相撲の殿堂「乙亥ドーム」が５年に完成
2003.9.17 〃 地上波デジタル、県内の周波数変更へ
2003.9.11 日経 製紙廃棄物再生へ研究－愛媛県紙パ工業会
2003.9.10 愛媛 松山道いよ小松ＩＣ～桜三里ＰＡの４車線化完成
2003.9.5 愛媛、日経 愛媛大の研究者ら、ベンチャー設立へ
2003.8.29 愛媛 松山・ロープウェイ街整備、基本テーマは「和み」
2003.8.29 〃 観光案内「おいでんかナビ」開発－松山市
2003.8.28 〃 ＪＲ松山駅高架事業、06年度に事業着手
2003.8.27 〃 歴史的建物を再生し事業化－ＪＲ四国
2003.8.21 日刊工 入江工研、愛媛に新工場
2003.8.13 愛媛 愛媛大グループに学術費－文科省
2003.8.13 日経 特色ある農産物拡販へ振興会議－愛媛県
2003.8.9 愛媛 複合大型商業施設を誘致－松山卸商センター
2003.8.7 愛媛 三坂道路の第１トンネル起工
2003.8.7 日経 観光サポーターを募集－愛媛県観光協会
2003.8.2 愛媛 砥部町の拾町交差点、景観配慮で立体交差化
2003.8.2 〃 ＪＲ高速バス、８月から松山～大阪１日４往復
2003.8.2 〃 今治タオル・繊維９社が〝自立事業〟に選定
2003.7.31 愛媛 東予インダストリアルパーク、８月からリース無料化
2003.7.23 〃 県・波方町の臨海土地造成事業、着工にゴーサイン
2003.7.19 〃 道後９ヵ所目の足湯、道後館にも完成
2003.7.19 〃 ホテルルートインが来年６月、新居浜に進出
2003.7.18 〃 松山中央公園プール、起工
2003.7.15 日経 ８月から松山～大阪間に高速バス－ＪＲ四国

493

497

496

495

494

492

491



愛媛

2003.7.14 愛媛 ヒマワリから農耕車燃料
2003.7.12 日経 愛媛産品の販売後押し－三越松山店
2003.7.10 愛媛 今治市内のLNG転換完了－四国ガス
2003.7.5 日経 今治市が研究開発企業集め、産業育成
2003.7.4 愛媛 北陸以南の温泉地人気ランキング、道後温泉３位
2003.7.2 愛媛 三崎町の風力発電計画、丸紅と協定書
2003.6.19 〃 四国横断道・宇和～三間間、設計協議が完了
2003.6.20 〃 四国タオル工組に繊研賞
2003.6.18 〃 天然ガスの補給施設、今治・高松にも
2003.6.16 〃 レトロな町並みに「もっきんろーど」完成
2003.6.11 〃 ｢坂の上の雲記念館」の基本設計者、決まる
2003.6.11 〃 ステンレス鋼とアルミ合金を溶接
2003.6.11 〃 王子製紙、中国に本格進出
2003.6.10 〃 路面電車、西に700ｍ延伸
2003.6.5 〃 住友化学、愛媛工場に150億円投資
2003.6.1 愛媛 県内５番目のスキー場、クリスマスにオープン
2003.5.31 〃 しまなみ海道、レンタサイクルにクーポン契約導入
2003.5.30 〃 今治湯ノ浦～朝倉ＩＣの一部、用地買収着手へ
2003.5.25 〃 野球歴史資料館「の・ボールミュージアム」開館
2003.5.23 〃 国道56号バイパス宇和島道路、市内区間05年７月全通
2003.5.22 〃 坊っちゃんの隣に「マドンナスタジアム」完成
2003.5.21 〃 大人気､道後の足湯･手湯が厚労大臣賞に
2003.5.17 〃 愛媛大から“ベンチャー起業”へ
2003.5.16 〃 世界初のタンパク質合成ロボット作製に成功－愛媛大学
2003.5.15 〃 松山のロープウェイ通り、歩行者・公共交通中心に
2003.5.13 日経 三島川之江港の国際ターミナル、起工
2003.4.29 愛媛 松山市の観光客500万人台を回復
2003.4.29 〃 四電・西条火力発電所に廃木材を燃料に
2003.4.24 〃 国の補助受け、テナント事業－松山銀天街第一商店街組合
2003.4.23 〃 松山～上海航路の定期コンテナ、６年ぶりに復活
2003.4.23 〃 既卒・離職者らに就職相談－県支援センター
2003.4.19 〃 村上水軍 情報発信拠点に「交流館」建設
2003.4.18 愛媛、日経 「坂の上の雲記念館」基本計画案、決まる
2003.4.7 愛媛 ITベンチャー集積ビルを開設
2003.4.3 〃 バリアフリー整備、伊予鉄古町駅を追加
2003.4.3 〃 県内企業の海外進出、新規14件で３年連続増
2003.4.2 〃 別府と松山観光港を結ぶ新高速船、就航
200.3.4.1 日経 愛媛大学がたんぱく質関連の研究拠点を開設
2003.3.28 愛媛 商店街有志が“共同市場”－大洲市肱北商店街
2003.3.28 〃 県紙産業研究センターが４月１日、オープン
2003.3.27 〃 「県道ビジョン」素案で、1.5車線整備を促進
2003.3.23 〃 県内の新卒採用、３割が「前年並み」
2003.3.21 〃 四国横断自動車道・宇和～大洲間の全トンネル貫通
2003.3.20 〃 道後の寿苑跡地にホテルを建設
2003.3.18 〃 伊予鉄がバス路線を新設
2003.3.13 〃 国道440号の落出バイパス、開通
2003.3.11 産経 運賃値下げで坊っちゃん列車、快走
2003.2.27 愛媛 松山自動車道の小松～西条間、27日に４車線化
2003.2.26 〃 新種肉用鶏の出荷開始－愛媛県養鶏試験場
2003.2.20 〃 松山の帝人製機ビルにベンチャー集積施設
2003.2.15 〃 ダイキ、２社と資本提携し、業界トップに
2003.2.15 〃 宇摩４市町村合併後の名称は「四国中央市」
2003.2.14 〃 今治サティ、全面改装で３月下旬オープンへ
2003.2.13 日経 金曜夜は焼き鳥探検へ－ＪＲ松山駅が企画
2003.2.13 〃 「坂の上の雲」チームを新設－松山市
2003.2.12 愛媛 松山港海岸整備・砂浜と堤防で一体防護
2003.2.8 愛媛 北条バイパスの一部、４車線化
2003.2.6 〃 人工ダイヤは世界最“硬”－愛媛大が合成
2003.2.4 日経 今治のタオル３社が東京に共同で小売店
2003.2.4 愛媛 道後の宿泊客、3.2％減－道後温泉旅館協同組合
2003.2.1 〃 県内コンビニ戦争が激化－いよぎん地域経済研究センター
2003.1.31 〃 松山発電所跡地に「記念公園」を９月開園
2003.1.28 〃 マダイ深海養殖に新技術－ダイニチ
2003.1.21 〃 スターバックスコーヒーが松山に初登場
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2003.1.15 〃 今治タオルの銀座アンテナショップ、３月下旬開店
2003.1.11 愛媛,日経 県内初の投資会社誕生
2003.1.10 愛媛 「坂の上の雲」初ドラマ化
2002.12.27 〃 松山にＩＴ支援センターを開設
2002.12.26 〃 今治市が天然ガス車を導入
2002.12.24 〃 新居浜駅前区画整理事業、本格化
2002.12.21 〃 高速バスの松山～神戸、運行開始
2002.12.21 〃 松山港のコンテナ取扱量、最高
2002.12.20 〃 道後温泉入り口の放生園に足湯がオープン
2002.12.20 〃 イヨカンよりも甘く薄い皮の新品種、開発
2002.12.18 〃 体育館にフィットネス・温浴施設併設－土居町
2002.12.17 〃 外観はオレンジ、中身は温州ミカンの新品種開発
2002.12.7 愛媛 ベンチャー支援、県がファンド設立
2002.12.4 〃 松山～中国の定期航空路、上海便開設目指す
2002.12.4 〃 今治造船、ドック拡張へ
2002.11.28 〃 三浦～下波線の新辰野トンネルが起工
2002.11.28 〃 光回線整備に松山市が補助制度創設
2002.11.27 〃 ｢坂の上の雲｣記念館、萬翠荘前市有地に建設
2002.11.26 〃 井関農機、中国に部品工場設立へ
2002.11.21 日刊工 愛媛大学環境産業研究施設が完成
2002.11.21 愛媛 貨物定期航路 今治～香港、５年ぶり復活
2002.11.20 〃 国道197号の八西トンネル起工
2002.11.13 〃 吉野川トンネル起工
2002.11.12 〃 今治～大阪間、２往復増発－瀬戸内運輸バス
2002.11.7 愛媛 2005年の県内製造業、事業所5.9％減
2002.11.2 〃 創業準備ノウハウを提供－県が支援オフィス開設
2002.11.2 〃 松山～神戸に高速バス－伊予鉄道
2002.11.2 〃 今治新都市開発が起工
2002.10.26 〃 染料使わず光るタオルを開発
2002.10.23 〃 東レ愛媛、逆浸透膜工場を増設
2002.10.21 〃 駅に着いたら「いい湯だな」－JR予土線松丸駅構内
2002.10.18 〃 内子～五十崎間を最短で結ぶ龍宮トンネルが開通
2002.10.17 〃 松山中央球場の多目的競技場、起工
2002.10.15 〃 県内市町村の地域経済国際化、進展いまひとつ
2002.10.12,16 〃 道後温泉本館、大改修
2002.10.11 愛媛 「今治新都市」本格着工
2002.10.9 〃 四国で初めてヒノキ品種を登録
2002.10.3 愛媛,日経 愛媛大がＣＯＥプログラムに選出される
2002.9.25 愛媛 新サービスで乗客増-伊予鉄道
2002.9.21 〃 ネットで御用聞き-松山周辺の八百屋さん
2002.9.19 〃 三崎で風力発電計画
2002.9.18 〃 01年度の県内イベント客数、69万人減
2002.9.11 産経 「大洲城」、日本一高い木造天守閣に
2002.9.7 愛媛 西日本最大規模の風力発電施設、来年10月売電開始
2002.9.6 日経 松山市がＩＴ特区を申請
2002.9.1 愛媛 無細胞生命科学工学研究センターを新設－愛媛大学
2002.8.23 〃 ＮＡＬ、11月から松山～名古屋を増便
2002.8.22 〃 関前・岡村島が本州と接続
2002.8.3 愛媛 三間町「道の駅」、来年7月オープン
2002.8.3 〃 ハイパー西条跡にフジが出店
2002.7.26 〃 しまなみ海道高速バス、４便耕三寺を経由
2002.7.19 〃 坊っちゃん列車、大幅値下げ
2002.7.12 〃 温州ミカンが痴呆症に効果
2002.7.10 〃 かつお節エキスでコレステロール抑制効果
2002.7.9 〃 ＪＲ松山駅周辺高架事業・土居田～市坪駅間を複線化
2002.7.3 愛媛 サワラの稚魚を放流－今治４漁協が中間育成
2002.7.2 〃 市町村合併構想、年内に県内全域線引き
2002.6.29 〃 県内分譲マンション、第３次建設ブーム
2002.6.27 読売 ＪＲ市坪駅の愛称は「野球(の・ボール)駅」
2002.6.23 愛媛 人口、本県は流入超過－県が調査
2002.6.22 〃 昨年の県内観光客、２年連続の減少
2002.6.19 〃 宇和島市の九島に処理施設を集積
2002.6.13 〃 球宴効果11億円－いよぎん地域経済研究センター
2002.6.10 日経 愛媛大が新たなたんぱく質研究の国際研究施設を設置
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2002.6.5 愛媛 ＪＲ松山駅周辺再開発で区画整理を縮小
2002.5.31 〃 バス･船共通の定期券を今治～大三島で導入
2002.5.22 〃 ＪＲ松山駅、現線路西側で高架化
2002.5.21 〃 今治～湯ノ浦ＩＣ開通まで10年程度
2002.5.15 〃 今治に無縫製ニット研究所を６月１日開設
2002.5.10 〃 しまなみ海道地域振興策は交流広げ、定住促進を－えひめ地域政策研究センター
2002.5.9 愛媛 県内事業所の64％で「国際化が進展」
2002.5.2 日経 昨年の松山観光客、4年ぶり500万人割れ
2002.5.2 愛媛 光回線整備し、起業支援－松山市
2002.4.28 〃 ワークシェア、徐々に浸透－愛媛新聞社調べ
2002.4.25 日経 野村町とファンケルが青汁工場を共同運営
2002.4.17 愛媛 日本一が縁結び、今治・丸亀のタオルうちわ
2002.4.14 〃 国道196号の松山北条バイパス、全通
2002.4.11,13 〃 松山市道後公園の湯築城跡復元、完成
2002.4.3 日経 愛媛大と松山大などが共同で創業支援講座
2002.4.2 愛媛 松山～名古屋便を開設－中日本エアライン
2002.3.9 〃 列車を降りたらあったかお風呂－松野・ＪＲ松丸駅
2002.3.7 〃 帝人松山新工場が着工
2002.3.26 〃 ハリソン東芝ライティングが光技術研究所を設立
2002.3.25 〃 肱川町に歌麿館オープン
2002.3.21 日経 地図なしで目的地に－松山市が100カ所に標識
2002.3.14 愛媛 伊予鉄バス、急行・深夜便を新設
2002.3.5 愛媛 乗り降りしやすい超低床式電車を導入－伊予鉄道
2002.2.27 〃 白ネギ自動選別機を開発－石井工業
2002.2.27 〃 松山中央公園のプール、05年度完成
2002.2.27 日経 今治地域のタオル生産、10年連続で減少
2002.2.27 日刊工 三菱レイヨンとダイキが中国・大連に合弁会社
2002.2.23 愛媛 液晶用放電灯６割増産へ－ハリソン東芝ライティング
2002.2.21 〃 北条市のペットボトル等の圧縮減容施設、完成
2002.2.14 産経 西条駅西通りの歩道に水のモニュメント
2002.2.14 愛媛 アワビ養殖で新会社－コスモ総合開発
2002.2.9 愛媛 西宇和郡瀬戸町の風力発電、2003年７月発電
2002.2.8 〃 大洲城天守閣復元へ
2002.2.8 日経 松山市駅前にマドンナ時計
2002.2.７ 愛媛 松山道・川内～重信間の4.4㎞、４車線化
2002.2.2,6 愛媛、日経 昨年の道後温泉宿泊客数、90万人割れ
2002.2.１ 愛媛 今治新都市区画整理案、秋ごろ着工
2002.1.31 〃 重信の「足立の庄」、イヌのテーマパークに
2002.1.30 〃 松山北条バイパス・府中～中西外区間、４車線化へ
2002.1.21 〃 小学生が行政側と双方向道路モニタリング
2002.1.16 〃 食文化博物館が開館－今治・日本食研
2002.1.14 愛媛 １００円ループバス，電車連絡線で利用増－伊予鉄
2002.1.13 〃 松山空港に新駐車場が２月８日，開設
2002.1.12 読売 正岡子規，野球殿堂入り
2002.1.10 日刊工 携帯とGPS 組み合わせた位置情報通信システムを開発
2002.1.5 愛媛 NAL・松山～名古屋線，４月から開設
2001.12.29 山陽 しまなみ海道貸し自転車の乗り捨て，今治でもOK
2001.12.29 愛媛 リサイクル拠点建設，着々
2001.12.26 〃 松山空港へ南予初の直行バス，７往復運行
2001.12.20 〃 パルティフジ衣山SC の新飲食棟がオープン
2001.12.20 〃 屋内運動場は多目的に利用－松山市議会中央公園建設特別委
2001.12.12 愛媛 県民文化会館 周辺整備の基本方針公表
2001.12.11 〃 四国横断道・宇和～大洲南間の明石～田野中、着工
2001.12.5 〃 波方のＬＰＧ国家備蓄基地、工事連絡トンネル貫通
2001.12.5 〃 明浜町に塩ぶろ施設「はま湯」完成
2001.12.1 〃 肱川に道の駅「清流の里ひじかわ」オープン
2001.11.29 〃 ｢松山との合併｣４割が希望－松前町住民
2001.11.24 〃 松山・坊っちゃんパスポートで小旅行
2001.11.23 〃 松山自動車道西条～小松間の2.7㎞、４車線化へ
2001.11.22 〃 福助工場が工場増設
2001.11.18 〃 高純度キトサンオリゴ糖、低コスト製造法開発
2001.11.17 〃 帝人松山内に、フィルム新工場建設
2001.11.15 〃 松山市野球場、来年12月完成へ
2001.11.15 〃 松山市駅前広場に憩い空間
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2001.11.13 〃 県、新武道館を起工、2003年10月完成予定
2001.11.8 愛媛 エンゼルが来年早々にも新居浜に新工場
2001.11.8 〃 坊っちゃん列車、運賃・運行８月見直し
2001.11.7 日経 伯方塩業、自然塩を増産
2001.11.7 〃 大洲南ICなどの工事の安全祈願
2001.11.7 愛媛 東予インダストリアルパーク、完成
2001.10.30 〃 世界食文化博も併設した日本食研の新本社ビル完成
2001.10.26 〃 大型タンカー停泊施設完成－太陽石油
2001.10.20 〃 貨物量急増で三島川之江港の整備を
2001.10.17 〃 新式窯で竹炭生産－愛媛大学農学部
2001.10.16 〃 風力発電でタオル生産－今治の池内タオル
2001.10.13 〃 四国横断道・三間～宇和間の設計協議、成立
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