平成25
平成25年度当初予算における取組状況
25年度当初予算における取組状況
全体
◆総事項数
• 1,607事項
◆総予算額
• 597,690,000千円
分野別

平成２５年度重点戦略事業（特別枠活用事業）について
重点戦略事業とは？
「愛媛の未来づくりプラン」のうち、平成２５年度に特に力点を置く１７施
策、１推進姿勢等を示した重点戦略方針に基づく事業
平成２５年度
当初予算

総事業数：１０３事業 予算額：12,959,249千円
うち、愛顔枠
：６７事業 予算額： 2,576,132千円
防災・減災枠 ：３６事業 予算額：10,383,117千円

重点戦略事業（特別枠活用事業）の概要
【暮らし分野】

【産業分野】
活き活きとした愛顔あふれる「えひめ」づくり
【３６事業（予算額：522,162千円）】

やすらぎの愛顔あふれる「えひめ」づくり
【４３事業（予算額：10,634,252千円）】

○ しまなみ海道・国際サイクリング大会
実施事業費

○ オフサイトセンター整備事業費
原子力安全対策課（予算額：225,470千円）

観光物産課（予算額：38,240千円）

○ 県立学校校舎等整備事業費（一部）

○ ものづくり企業アジア展開支援事業費

高校教育課（予算額：3,326,812千円）

産業創出課（予算額：5,281千円）

○ 広域防災・減災対策検討事業費

○ 県産材輸出支援事業費

危機管理課（予算額：2,247千円）

林業政策課（予算額：12,690千円）

○ 新ふるさとづくり総合支援事業費

○ 新規就農者拡大促進事業費
農産園芸課（予算額：26,300千円）

など

【人づくり分野】

地域政策課（予算額：107,239千円）

【環境分野】

輝く愛顔あふれる「えひめ」づくり
【１６事業（予算額：1,685,566千円）】

やさしい愛顔あふれる「えひめ」づくり
【６事業（予算額：112,764千円）】

○ 学力向上システム構築事業費

○ 石鎚山トイレ整備事業費

義務教育課（予算額：30,691千円）

自然保護課（予算額：30,000千円）

○ 国民体育大会県民運動推進事業費

○ 農業用水小水力発電導入支援事業費

国体準備課（予算額：2,238千円）

農地整備課（予算額：26,000千円）

○ 第17回全国障害者スポーツ大会準備費
障害福祉課（予算額：3,855千円）

【推進姿勢】
「チーム愛媛」の推進による基礎自治体
との連携
【１事業（予算額：3,014千円）】

など

○ 県管理ダム小水力発電設備整備事業費
など

河川課（予算額：36,000千円）

など

【政策立案型行政の推進】
みんなの愛顔づくりプロジェクト
職員政策提案メール
【４事業（予算額：16,408千円）】
○ 市町地域公共交通活性化支援事業費

○ 県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費
市町振興課（予算額：3,014千円）

交通対策課（予算額：1,491千円）

○ えひめファンづくり推進事業費
観光物産課（予算額：5,143千円）
※うち３事業（予算額：14,917千円）は再掲

など

平成２５年度
重点戦略事業について

平成２５年２月
総合政策課

Ⅰ.

重点戦略事業とは

中村県政のビジョンである「愛媛の未来づくりプラン」のうち、平成２５年度に特に力点
を置く１７施策、１推進姿勢等を示した重点戦略方針に基づく事業
平成 年度における
重点的な取組み方針
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Ⅱ.

県民が人と人との絆を強めながら、将来にわたり住み続けることができるために
● 県民生活の基盤となる経済の活性化を図る 【産業分野】
● 県民の安全・安心の確保に取り組む 【暮らし分野】
● 本県の将来を担う人材育成に取り組む 【人づくり分野】
● エネルギー政策を推進する中で、自然環境との調和を図る 【環境分野】

平成２５年度当初予算における重点戦略事業（特別枠活用事業）について
総事業数：１０３事業 予算額：12,959,249千円
うち、愛顔枠
：６７事業 予算額： 2,576,132千円
防災・減災枠：３６事業 予算額：10,383,117千円

【平成２５年度当初予算における重点施策分野別予算（総括）】
【産業分野】
207事業： 24,328,687千円
【暮らし分野】
257事業：106,208,844千円
【人づくり分野】
90事業： 15,075,798千円
【環境分野】
26事業：
422,643千円
【推進姿勢】
9事業： 1,031,586千円
【政策提案型行政の推進】
4事業：
16,408千円(うち3事業：14,917千円は再掲）
‐１‐

［合計］
590事業
1,470億6,905万円

Ⅲ.

重点戦略事業（特別枠活用事業）の概要 （主な事業内容）

【産業分野】 活き活きとした愛顔あふれる「えひめ」づくり
◆ 新たな産業や付加価値の創出 ◆

◆ ブランド力の向上と販路開拓 ◆
媛っこ地鶏生産体制強化事業費

愛媛の優れたものづくり技術情報発信事業費

畜産課 （予算額：22,407千円）

産業創出課 （予算額：23,679千円）

県・市町連携物産展（仮称）開催事業費

新

新

✱関西圏の県内企業の店舗において、県・市町連携物産展（仮称）
を開催

✱経済団体等の海外ミッション支援
✱台湾企業との商談会フォローアップやASEAN進出セミナーの開催

産業創出課 （予算額：5,281千円）

産業政策課 （予算額：3,208千円）

県産材輸出支援事業費

◆ 人材力の強化や担い手の確保 ◆

新

✱県産材の輸出拡大に向け、中国等の海外市場での営業活動や
展示会出展を支援

未来のものづくり担い手育成事業費
✱熟練技能人材等の小・中・高等学校への派遣や職業体験フェアの開催

労政雇用課 （予算額：3,422千円）

林業政策課 （予算額：12,690千円）

「愛育フィッシュ」普及推進事業費
✱養殖魚のイメージアップに向けた広報ＰＲ活動の展開

新規就農者拡大促進事業費

漁政課 （予算額：6,742千円）

✱ＪＡ等が実施する就農実践研修や農業用機械等の導入を支援

農産園芸課担い手・農地保全対策室 （予算額：26,300千円）

◆ 瀬戸内しま博覧会（仮称）の着実な準備 ◆

◆ 広域・高速交通ネットワークの整備 ◆
広域航路利用促進事業費

新

✱媛っこ地鶏の雛供給体制の強化に向けた生産効率の高い育成機械等
の整備

✱愛媛ものづくり企業『すご技』データベースの追加募集
✱大手企業、商社へのトップセールスやビジネスマッチング

ものづくり企業アジア展開支援事業費

３６事業（予算額：522,162千円）

●瀬戸内しま博覧会（仮称）実施事業費
●しまなみ海道・国際サイクリング大会実施事業費
★しまなみ海道観光施設等緊急整備支援事業費

新

✱本四高速料金の引下げに先行して、広域航路の利用促進に向けた
ＰＲ事業をフェリー事業者等と協調して実施

✱広島県等と連携した広報宣伝活動やサイクリングプレ大会の実施
✱しまなみ海道沿線地域の観光施設整備の支援

交通対策課 （予算額：2,385千円）

観光物産課 （ ３事業合計予算額：104,444千円）

‐２‐

Ⅲ.

重点戦略事業の概要 （主な事業内容）
４３事業（予算額：10,634,252千円）

【暮らし分野】 やすらぎの愛顔あふれる「えひめ」づくり

◆ 学校の安全確保 ◆

◆ 原子力発電所の安全・防災対策 ◆
オフサイトセンター整備事業費

拡

原発避難・救援道路整備事業費
✱県道鳥井喜木津線にバイパスを整備

✱オフサイトセンターを西予市に移転整備

原子力安全対策課 （予算額：225,470千円）

環境放射線モニタリング設備強化対策費
✱モニタリングステーション・ポスト局舎の
耐震補強等

新

新

原子力安全対策課 （予算額：89,982千円）

✱県立学校施設の改築又は耐震補強工事

道路建設課 （予算額：105,263千円）

原発周辺道路安全対策事業費

県立学校校舎等整備事業費（一部） 拡

新

✱伊方原発周辺地域（伊方町、八幡浜市、
大洲市、西予市）道路の安全施設の整備

道路維持課 （予算額：138,947千円）

高校教育課 （予算額：3,326,812千円）

学校総合防災力強化推進事業費
✱児童生徒等の発達段階に応じた防災教育の
推進や 各学校の防災管理担当者の育成

保健体育課 （予算額：6,827千円）

◆ 防災力のさらなる強化 ◆
★広域防災・減災対策検討事業費【危機管理課（2,247千円）】
✱県と市町が「チーム愛媛」で南海トラフ巨大地震対策を検討

●石油コンビナート等防災計画改定費【消防防災安全課（7,044千円）】
✱県石油コンビナート等防災計画の改定

★農地海岸施設緊急耐震性能検討費【農地整備課（予算額：128,100千円）】
Ｘｚ
✱農地海岸堤防の耐震性の把握と陸こうの閉鎖等

★県営漁港緊急耐震性能検討費【漁港課（25,200千円）】
✱漁港海岸施設等の耐震性の把握

★災害に強いまちづくり計画策定費【都市計画課（8,613千円）】
✱都市計画区域及び都市計画区域マスタープランの見直し

★河川地震津波対策計画策定費【河川課（11,000千円）】
✱河川の地震津波対策に関する基本方針の策定

◆ 災害から県民を守る基盤整備 ◆
地震防災関連道路緊急整備事業費【道路建設課（1,300,000千円）】
✱大規模災害や伊方原発の不測の事故に備えた県管理道路の改築等

●河川地震防災強化対策事業費【河川課（670,000千円）】
✱大規模災害に備えた護岸改修等

道路防災・減災対策事業費【道路維持課（1,200,000千円）】
✱大規模災害に備えた伊方原発周辺及び津波浸水想定区域内の県管理道路の舗装補修等

●港湾施設防災・減災対策事業費【港湾海岸課（255,000千円）】
✱大規模災害に備えた港湾施設の改良

◆ 支え合い個性あふれる地域づくり ◆
新
地域包括ケアシステム構築支援事業費
✱市町の地域包括ケアシステムの構築を支援

長寿介護課 （予算額：2,931千円）

新ふるさとづくり総合支援事業費

拡

✱市町等が独自に取り組む特色のある地域づくりへの助成

地域政策課 （予算額：107,239千円）

‐３‐

Ⅲ.

重点戦略事業の概要 （主な事業内容）

【人づくり分野】 輝く愛顔あふれる「えひめ」づくり

１６事業（予算額：1,685,566千円）

◆ 子どもたちの育成 ◆
地域子育て活動支援事業費
✱地域で子育て支援活動を行う人材の
育成等

高齢者による愛顔の子育て環境づくり推進事業費
✱高齢者の豊富な経験等を活かした子育て支援モデル
の開発等

子育て支援課 （予算額：8,449千円）

子育て支援課 （予算額：1,457千円）

◆ えひめ国体の計画的な準備 ◆

✱県下全小中学校での学力診断調査の実施
や各校での学力向上推進計画の作成等

義務教育課 （予算額：30,691千円）

◆ 全国障害者スポーツ大会の計画的な準備 ◆

総合運動公園改修事業費

第17回全国障害者スポーツ大会準備費

✱えひめ国体の拠点施設となる県総合運動公園の計画的な改修整備

国民体育大会市町等競技施設整備費補助金

新

✱全国障害者スポーツ大会に向けた基本計画の検討や会場地の選定等

国体準備課 （予算額：1,328,500千円）

障害福祉課 （予算額：3,855千円）

拡

✱えひめ国体の会場となる市町等の競技施設の整備に対する補助

第17回全国障害者スポーツ大会広報推進事業費

新

✱全国障害者スポーツ大会開催意義の県民への周知と愛媛の魅力を発信

国体準備課 （予算額：79,752千円）

障害福祉課 （予算額：3,429千円）

国民体育大会広報推進事業費
✱えひめ国体開催意義の県民への周知と愛媛の魅力を全国へ発信

障害者スポーツ選手育成・強化事業費

国体準備課 （予算額：19,196千円）

国民体育大会県民運動推進事業費

学力向上システム構築事業費 拡

✱全国障害者スポーツ大会に向けた選手の育成・強化

新

障害福祉課 （予算額：15,853千円）

✱多くの県民が自発的に参加・協力するえひめ国体を目指した意識啓発

国体準備課 （予算額：2,238千円）

新

第17回全国障害者スポーツ大会手話通訳者等養成研修事業費

競技力向上対策本部事業費（一部）

✱全国障害者スポーツ大会に向けた手話通訳者等の養成

✱えひめ国体に向けた効果的な競技力の向上対策を推進

障害福祉課 （予算額：4,521千円）

保健体育課 （予算額：100,848千円）

‐４‐

新

Ⅲ.

重点戦略事業の概要 （主な事業内容）

【環境分野】 やさしい愛顔あふれる「えひめ」づくり
◆ 自然環境等の保全と適正利用 ◆
石鎚山トイレ整備事業費

６事業（予算額：112,764千円）

◆ 再生可能エネルギーの利用促進 ◆

拡

農業用小水力発電導入支援事業費

新

✱石鎚山への環境配慮型トイレの整備と
維持管理体制等の検討

✱農業用水を活用した小水力発電の可能性調査と
農業用水利施設の小水力発電施設の導入支援

自然保護課 （予算額：30,000千円）

農地整備課 （予算額：26,000千円）

新
県管理ダム小水力発電設備整備事業費
✱県管理ダムへの小水力発電設備
の整備

河川課 （予算額：36,000千円）

【推進姿勢】 「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携

１事業（予算額：3,014千円）

県・市町連携「チーム愛媛」推進事業費
✱市町への相談サポート体制の強化や行政改革の推進につながる取組みの実施

市町振興課 （予算額：3,014千円）

【政策立案型行政の推進】

４事業（予算額：16,408千円）

◆ みんなの愛顔づくりプロジェクト ◆
集落活動総合支援事業費

◆ 職員政策提案メール ◆
えひめファンづくり推進事業費

新

✱集落調査や市町と連携した集落対策情報の発信等を実施し、
広域的な集落対策のあり方等を検討

新

✱市町と連携・協働した県内の公共交通を取り巻く課題の集約、
検証、対応策の検討

新

✱えひめファン倶楽部を創設し、県内観光施設の情報提供とポイントラリー
システムを構築

地域政策課 （予算額：4,176千円）

市町地域公共交通活性化支援事業費

※うち３事業 14,917千円は再掲

観光物産課 （予算額：5,143千円）

ポタリングサイト運営事業費

新

✱サイクリスト参加型のポタリングサイトの整備

観光物産課 （予算額：5,598千円）

交通対策課 （予算額：1,491千円）

‐５‐

Ⅳ.

重点戦略方針の基本的な考え方

愛媛の未来づくりプランの推進
県民目線で真に必要な施策を厳選し、効率的かつ効果的な取組みを展開することにより、選択と集中をさらに徹底しながら、力
強く新たな一歩を踏み出し、「愛のくに 愛顔あふれる愛媛県」の実現に取り組む。

本県を取り巻く課題への挑戦
世界規模の経済変動
デフレ経済の継続

本格的な人口減少
急速な高齢化

南海トラフ地震想定
エネルギー対策

しまなみ海道等の活用
えひめ国体に向けた準備

重点戦略方針の策定
愛媛の未来づくりプランを柔軟性と実効性を確保しながら着実に推進するため、県政を取り巻く環境を踏まえて、平成25年度に、
特に力点を置いて取り組む必要がある施策分野等を選定。（関係部局は政策立案機能を最大限発揮して具体的な取組みを検討）

重点的に取り組む施策分野
［産業分野］
活き活きとした愛顔あふれる「えひめ」づくり

［暮らし分野］
やすらぎの愛顔あふれる「えひめ」づくり

施策 ４ 新産業の創出と産業構造の強化

施策１８ 未来につなぐ協働のきずなづくり

施策 ５ 若年者等の就職支援と産業人材力の強化

施策２１ 高齢者がいきいきと暮らせる健康長寿えひめの実現

施策 ７ 力強い農林水産業を支える担い手の確保

施策２５ 安全・安心で質の高い医療提供体制の充実

施策１０ 愛媛産品のブランド力向上と販路拡大

施策３３ 原子力発電所の安全・防災対策の強化

施策１２ 魅力ある観光地づくり

施策３４ 防災・危機管理体制の充実

施策１６ 広域・高速交通ネットワークの整備

施策３５ 災害から県民を守る基盤の整備

［人づくり分野］
輝く愛顔あふれる「えひめ」づくり

［環境分野］
やさしい愛顔あふれる「えひめ」づくり

施策３６ 安心して産み育てることができる環境づくり

施策５０ 豊かな自然環境と生物多様性の保全

施策３９ 確かな学力・豊かな心・健やかな体を育てる教育の推進

施策５２ 再生可能エネルギーの利用促進

施策４５ 競技スポーツの振興

重点的に取り入れる推進姿勢

政策立案型行政の推進

「チーム愛媛」の推進による基礎自治体との連携

みんなの愛顔づくりプロジェクト・職員政策提案メール
‐６‐

