
注：◎は新規施策分
○は大幅増額分
（　　　）は累計額

単位：千円

１６，１６０，２９０

１　防災・減災対策 １２，２８０，４７９
〔債務負担行為限度額　２０８，０００〕

１ ○ 農地防災事業費（農林水産部　農地整備課） ５５９，２３９

地すべり対策事業費 207,002千円
福住平村地区（伊予市）アンカー工　など　8か所
（国50/100　県50/100）

ため池等整備事業費 179,250千円
王神地区（松山市）堤体工　など　6か所
県営 （国55/100　他20/100　県25/100）
団体営 国55/100　（他30/100）　県15/100

農業水利施設防災対策事業費 42,000千円
玉津・下島山地区（西条市）導水路工
（国55/100　他17.5/100　県27.5/100）

中山間地域総合農地防災事業費 130,987千円
長坂第2地区（今治市）ため池工　など　5か所
（国55/100　他17.5/100　県27.5/100）

２ ため池地震防災対策事業費（農林水産部　農地整備課） ２６，２５０

池田地区（新居浜市）耐震対策工、城ノ谷地区（西条市）耐震対策工
（国55/100　他11/100　県34/100）

３ ○ 治山費（農林水産部　森林整備課） ８１３，７５０

山地防災治山事業費
湧水（東温市）谷止工　など　13か所
（国50/100　県50/100）

４ ○ 道路橋りょう新設改良費（土木部　道路建設課・道路維持課）
４，７０２，２８２

道路改築事業費 2,558,010千円
宇和高山線（西予市）　など　28か所
（国5.775/10　県4.225/10）

災害防除事業費 2,070,961千円
国道319号（四国中央市）法面対策工　など　25か所
（国5.775/10・5/10　県4.225/10・5/10）

交通安全施設等整備事業費 73,311千円
六軒家石手線（松山市）電線共同溝
（国5.775/10　県4.225/10）

(19,594,245)

平成２９年度２月補正予算について
（国補正対応分）

(2,974,990)

(228,750)

(2,718,798)
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５ ○ 河川改良費（土木部　河川課） ８９４，７３６

河川改修費
芳原川（宇和島市）掘削工　など　16か所
（国1/2　県1/2）

６ ○ 河川堤防緊急改築事業費（土木部　河川課） ８２１，０５２

肱川（大洲市）築堤工　など　8か所
（国1/2　県1/2）

７ ○ 河川等情報システム改修事業費（土木部　河川課） ２７，３６８

森川（伊予市）水位観測局新設　など　20か所
（国1/2　県1/2）

８ ○ 砂防費（土木部　砂防課） ２，２７３，６８３

通常砂防事業費 863,157千円
馬越川（八幡浜市）砂防堰堤工　など　44か所
（国1/2　県1/2）

地すべり対策事業費 221,053千円
徳積地区（内子町）横ボーリング工　など　3か所
（国1/2　県1/2）

急傾斜地崩壊対策事業費 1,189,473千円
惣田谷下地区（東温市）擁壁工　など　37か所
（国45/100・40/100　他1.8/100　県53.2/100・58.2/100）

９ ○ 土砂災害防止法関連基礎調査事業費（土木部　砂防課） ５８４，２１０

調査数 3,068か所
（国1/3　県2/3）

（災害に強い愛媛づくり基金を充当）

１０ ○ 港湾建設費（土木部　港湾海岸課） ２１０，３１５

港湾整備事業費
東予港西条地区（西条市）浚渫工、東予港東港地区（新居浜市）防波堤
（国1/3　他2/9　県4/9）

１１ ○ 総合運動公園施設整備費（土木部　都市整備課） ２１，０５２

北部丘陵地遊歩道整備
（国1/2　県1/2）

１２ 南予レクリエーション都市公園施設整備費（土木部　都市整備課）
１０，５２６

3号公園　外灯更新、7号公園　転落防止柵更新
（国1/2　県1/2）

１３ 港湾事業補助金（土木部　港湾海岸課） １０，９３３

市町等管理港湾の港湾事業を助成するため、市町等施行の国庫補助事業に対して補助する。
補助対象 吉田港（宇和島市）
補助率 国費控除後の1/3以内

(2,053,493)

(1,590,692)

(101,052)

(6,579,000)

(1,379,999)

(1,018,092)

(89,473)

(213,710)

(300,264)
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１４ 国営南予土地改良事業費繰出金（農林水産部　農地整備課） ２，６６７

１５ 国営南予土地改良事業費負担金（特別会計）（農林水産部　農地整備課）
２，６６７

国営土地改良事業（南予用水地区）の長寿命化対策等に対する県負担金
県負担率 0.8/6

１６ 直轄道路事業費負担金（土木部　道路建設課） ６２８，５００

国直轄道路事業（今治道路、松山外環状道路空港線ほか）の道路整備に対する県負担金
県負担率 2.65/10・0.9/3

１７ 直轄河川事業費負担金（土木部　河川課） ６１，５００

国直轄河川改修事業（肱川及び重信川）の堤防補強等に対する県負担金
県負担率 0.9/3

１８ ○ 直轄砂防事業費負担金（土木部　砂防課） ３０，０００

国直轄砂防事業（重信川）の砂防堰堤工に対する県負担金
県負担率 0.9/3

１９ 直轄港湾海岸事業費負担金（土木部　港湾海岸課） １２６，７５０

国直轄港湾海岸事業（東予港中央地区）の浚渫工に対する県負担金
県負担率 0.845/3

２０ 原子力発電施設周辺地域防災強化対策費（県民環境部　原子力安全対策課）
４５３，０００

伊方原子力発電所周辺に居住する要支援者等の一時避難所として、放射線防護機能を
有した施設を整備する。

要支援者等の屋内退避施設の確保
対象施設 住民屋内退避施設（伊方町与侈地区）
内容 空気浄化フィルター設備、非常用発電機など放射線防護機能等を

有した施設の新設
備蓄食料や防護服等資機材の整備　など

負担区分 国10/10

２１ ○ 私立学校耐震化促進事業費（総務部　私学文書課） １０，０００

私立学校に通う生徒の安全・安心を確保するため、私立学校が行う校舎、屋内運動場等の
耐震対策を支援する。

対象 県内に所在する学校法人立の中学校、中等教育学校及び高等学校
耐震補強

対象施設 文部科学省の補助採択を受けた非木造校舎・屋内運動場等
実施箇所 1校1棟
補助率 国補助額の1/2（補助上限1,000万円/棟）

（災害に強い愛媛づくり基金を充当）

２２ 障がい福祉施設整備事業費（保健福祉部　障がい福祉課） ９，９９９

社会福祉法人等が行う障害者支援施設の防犯設備等の整備に対し補助する。
対象施設 3施設
補助率 国1/2　県1/4（事業者1/4）

(4,876,604)

(604,440)

(107,903)

(1,670,143)

(32,500)

(444,216)

(78,667)

(78,667)
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〔ゼロ国債〕

２３ 農地防災事業費（農林水産部　農地整備課） 〔債務負担行為限度額　４０，０００〕

中山間地域総合農地防災事業費
尾崎地区（伊予市）ため池工
（国55/100　他17.5/100　県27.5/100）

〔ゼロ国債〕

２４ 治山費（農林水産部　森林整備課） 〔債務負担行為限度額　１６８，０００〕

山地防災治山事業費
平野（西条市）流路工　など　3か所
（国50/100　県50/100）
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２　農林水産業の振興 ２，３８４，２８３
〔債務負担行為限度額　１９，８００〕

２５ ○ 土地改良費（農林水産部　農地整備課） １，０７７，３４１

かんがい排水事業費 598,384千円
関地池地区（西予市）幹線水路更新　など　6か所
（国55/100・50/100　他20/100・25/100　県25/100）

農道整備事業費 33,600千円
愛南地区（愛南町）橋脚補強
（国55/100　他13/100　県32/100）

担い手育成基盤整備事業費 445,357千円
真穴地区（八幡浜市）排水路工　など　8か所
（国55/100・50/100　他17.5/100・20/100・22.5/100　県25/100・27.5/100）

２６ ○ 森林そ生緊急対策事業費（農林水産部　森林整備課） ４０９，１７８

原木を安定的に供給するための間伐材の生産と路網整備を推進する。

２７ ○ 造林費（農林水産部　森林整備課） ５２６，６１４

造林間伐促進費
1,002hａ
団体営 国30/100　（他60/100）　県10/100

２８ 林道費（農林水産部　林業政策課） １０６，０００

林道整備事業費
臼坂黒谷線（西条市）
（国50/100　他10/100　県40/100）

２９ ○ 国営緊急農地再編整備事業費負担金（農林水産部　農地整備課）
１０８，３３４

国営緊急農地再編整備事業（道前平野地区）の区画整理等に対する県負担金
県負担率 1.3/6

３０ ○ 地籍調査事業費（農林水産部　農政課） １５６，８１６

国土調査法に基づき市町が実施する地籍調査事業に対する負担金
負担区分 国1/2　県1/4（市町1/4）

〔ゼロ国債〕

３１ 林道費（農林水産部　林業政策課） 〔債務負担行為限度額　１９，８００〕

林道整備事業費
ダイタン線（西予市）
団体営 国50/100　（他45/100）　県5/100

(509,264)

(252,634)

(5,064,360)

(1,096,851)

(1,290,024)

(1,598,056)
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３　地域活性化の推進 １，４９５，５２８

３２ ○ 伊予の媛貴海生産体制強化事業費（農林水産部　水産課） ７２６，６１５

スマの種苗を安定的に量産できる生産棟などを整備する。
整備場所 水産研究センター
規模・構造 スマ生産棟 S1F

高架水槽 RC3F　B1　など
事業期間 28～30年度
負担区分 国1/2　県1/2

３３ ◎ 農林水産研究所研究機能強化整備事業費（農林水産部　農産園芸課）
３９７，９１８

新品種の開発や先導的な栽培管理技術を開発するため、農林水産研究所の設備機能
を強化する。

整備場所 農林水産研究所
事業内容 ガラス温室の改修、環境制御型高機能園芸ハウスへの改築
事業期間 29～30年度
負担区分 国1/2　県1/2
（地方創生拠点整備交付金を充当）

３４ ◎ 畜産研究センターＴＭＲ調製施設整備事業費（農林水産部　畜産課）
１７０，８８４

地域未利用資源の飼料化技術を応用した独自の混合飼料の開発・普及による県内畜産農家
の生産性向上を図るため、畜産研究センターにTMR調製研究施設を整備する。

整備場所 畜産研究センター
事業内容 TMR調製施設の新設　など
事業期間 29～30年度
負担区分 国1/2　県1/2
（地方創生拠点整備交付金を充当）

３５ ◎ 林業研究センターＣＬＴ研究拠点整備事業費（農林水産部　林業政策課）
２００，１１１

大型建築物への木材の利用拡大を図るため、林業研究センターにCLT研究施設を整備する。
整備場所 林業研究センター
事業内容 CLT研究棟の新設、実大木材圧縮強度試験機の整備
事業期間 29～30年度
負担区分 国1/2　県1/2
（地方創生拠点整備交付金を充当）
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