
注：◎は新規施策分
○は大幅増額分
（　　　）は累計額

単位：千円

１．西日本豪雨災害への対応 ４６４，４７３

（１）検証結果を踏まえた防災体制の強化 ６，４４０

１ ◎ 災害時市町受援・応援体制強化事業費（県民環境部　防災危機管理課）
６，４４０

豪雨災害対応の検証結果を踏まえ、市町受援計画の策定を支援するとともに、
県災害時情報収集職員（県リエゾン）等の災害対応能力の向上を図る。

市町受援計画の策定支援
内容 市町職員向け研修会の開催（3回）

受援計画モデルの作成
委託先 民間コンサルタント

市町支援職員のスキルアップ
内容 県リエゾン等向け研修会の開催（東・中・南予　各1回）

活動マニュアルの作成

（２）地域産業の再建支援 ３４，６２６

２ 被災地域販路開拓支援事業費（経済労働部　経営支援課） ３４，６２６

被災した小規模事業者が商工会・商工会議所と一体となって取り組む事業再建を支援する。
実施主体 小規模事業者
補助対象 機械装置、広報、展示会出展等に要する経費
補助率 県1/12　（国2/3）

（３）社会基盤の復旧等 ４２３，４０７

３ 市町道災害復旧受託事業費（土木部　道路維持課） ９３，１５０

被災した市町道のうち、早期復旧に向けて県道と一体的に施工すべき箇所について、
市町からの要請に基づき受託し、復旧を支援する。

内子町受託事業
事業内容 町道鈴木程野線の復旧
工事内容 アンカー工　など

負担区分 町10/10

４ ○ 豪雨災害関連山地防災治山事業費（農林水産部　森林整備課）
２２４，９９４

豪雨により激甚な山地災害が発生した地域の再度災害を防止する。
事業箇所 昭和地区（西予市）谷止工　など　8か所
負担区分 国5.5/10　県4.5/10

５ 砂防激甚災害対策特別緊急事業費（土木部　砂防課） １０５，２６３

土石流等により激甚な災害が発生した地域の再度災害を防止する。
事業箇所 脇川（西予市）渓流保全工　など　4か所
負担区分 国5.5/10　県4.5/10

(905,263)

令和元年度６月補正予算について

(854,910)

(853,650)
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２．重要課題への対応強化 ８５，１９４

（１）子育て支援・教育の充実 ２５，０４２

６ 乳幼児医療給付費（保健福祉部　健康増進課） ９，５３３

県内市町における子ども医療費無料化の取組みの底上げを図るため、松山市が行う
乳幼児への医療費助成について、2年1月から補助率の引上げを行う。

実施主体 松山市
対象者 就学前の乳幼児（6歳に達した年度の3月31日まで）
負担区分 県1/4→3/8　（松山市3/4→5/8）　（通年影響額　114,374千円）

７ ◎ 高等学校地域協働推進事業費（教育委員会　高校教育課） １５，５０９

高等学校が大学や産業界等と協働して実施する地域課題の解決等の探究的な学びを
推進する。

対象校 小松、松山東、三崎
事業期間 元年度～3年度
事業内容

小松　 地域資源の商品化企画、料理講習会を通した交流活動　など
松山東 グローカルリーダーを育成するための海外フィールドワーク　など
三崎 特産品を活用した商品開発、県内外フィールドワーク　など

負担区分 国10/10

（２）産業の振興 ４４，８１０

８ ◎ 食品等機能性成分分析機器整備費（経済労働部　産業創出課）
２９，８１０

県内食品加工企業が取り組む機能性食品等の開発を支援するため、産業技術研究所に
必要な機器を整備する。

整備機器 高速液体クロマトグラフ質量分析計
負担区分 国10/10

９ ○ 担い手確保・経営強化支援事業費（農林水産部　農政課） １５，０００

農業者の売上高拡大やコスト削減等を図るため、農業用施設の導入を支援する。
事業主体 松前町
対象者 人・農地プランに位置付けられた中心経営体
補助対象 農業用施設導入の際の融資残額
補助率 国1/2以内（上限　個人1,500万円）

（３）スポーツ立県えひめの推進 １５，３４２

１０ ○ 東京オリンピック事前合宿等支援事業費（スポーツ・文化部　地域スポーツ課）
１５，３４２

東京オリンピックに向けた事前合宿を誘致し、スポーツを通じた国際交流の促進と
経済交流拡大による地域活性化を図る。

事前合宿等支援事業（各実行委員会により実施）
台湾（マラソン）

事業内容
合宿受入れ（元年7～8月）
歓迎セレモニー、住民交流事業、愛媛の文化体験　など

負担区分　 県1/2　（松山市1/2）
モザンビーク（陸上、空手、セーリング、ビーチバレー　など）

事業内容
合宿受入れ（元年7～8月）
MOU調印式、住民交流事業、国際交流シンポジウム（愛媛大学）　など

負担区分 県2/3　（松山市・新居浜市・伊予市1/3）

(966,852)

(40,374)
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３．防災・減災対策の充実・強化に向けた積極的な対応 １３，３０３，６４９

１１ 水道施設耐震化等促進事業費（県民環境部　環境政策課） ２０，２０４

事業主体 市町
事業内容 石畳地区（内子町）送・配水管整備　など　3か所
補助率 国1/2・4/10・1/3

１２ ○ 土地改良費（農林水産部　農地整備課） １，０６１，４３６

かんがい排水事業費
吉田地区（宇和島市）畑かん施設　など　20か所

（国55/100・50/100　他20/100・25/100　県25/100）

１３ 農用地高度利用基盤整備事業費（農林水産部　農地整備課） ９，０５０

内子・五十崎地区（内子町）用排水施設、内子地区（内子町）農作業道
団体営 国10/10・55/100

１４ ○ ため池地震防災対策事業費（農林水産部　農地整備課） １６９，０００

ため池マップ・データベース作成、耐震調査
県営 （国10/10）

大洲地区（大洲市）浸水想定区域図作成　など　11か所
団体営 国10/10

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）
７，３３４

国営土地改良事業（南予用水地区）の長寿命化対策に対する県負担金
県負担率　0.88/6

１６ 国営南予土地改良事業費繰出金（農林水産部　農地整備課） ７，３３４

１７ 造林費（農林水産部　森林整備課） １１８，８０６

造林間伐促進費
225hａ

団体営 国30/100　県10/100

１８ ○ 増殖場造成事業費（農林水産部　水産課） １３７，１０１

伊予灘地区（八幡浜市、大洲市）餌料培養礁設置
（国1/2　県1/2）

１９ ○ 道路橋りょう新設改良費（土木部　道路建設課・道路維持課）
２，８０２，７８５

道路改築事業費 340,851千円
小田河辺大洲線（大洲市）　など　23か所

（国5.665/10・5.15/10　県4.335/10・4.85/10）
橋りょう補修事業費 738,365千円

南川壬生川停車場線（西条市）耐震補強　など　27か所
（国6.18/10・5.665/10・5.15/10　県3.82/10・4.335/10・4.85/10）

災害防除事業費 1,606,510千円
中浦西海線（愛南町）山留擁壁工　など　86か所

（国5.665/10・5.15/10　県4.335/10・4.85/10）
舗装補修事業費 117,059千円

波方環状線（今治市）　など　7か所
（国5.15/10　県4.85/10）

(71,930)

(515,929)

(4,928,219)

(113,452)

(490,300)

(75,352)

(985,374)

(409,974)

(14,131,270)
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２０ ○ 地域高規格道路大洲・八幡浜自動車道整備事業費（土木部　道路建設課）
１，３３８，９４７

施工箇所 国道197号大洲・八幡浜自動車道
八幡浜道路 (八幡浜市郷～大平）
夜昼道路 (大洲市平野～八幡浜市郷）
大洲西道路 (大洲市北只～平野）

事業内容 八幡浜道路 ： 道路改良工、橋りょう工
夜昼道路 ： 道路改良工、橋りょう工
大洲西道路 ： 道路詳細設計、地質調査

負担区分 国5.5/10　県4.5/10

２１ ○ 河川改良費（土木部　河川課） ２，０１２，１９４

河川改修費
岩松川（宇和島市）掘削工　など　43か所

（国1/2　県1/2）

２２ ○ 河川堤防緊急改築事業費（土木部　河川課） ５５２，６３２

関川（四国中央市）用地補償　など　6か所
（国1/2　県1/2）

２３ ○ 海岸保全費（土木部　港湾海岸課） ７５７，７３５

海岸保全施設整備事業費
多喜浜新田海岸（新居浜市）堤防補強　など　15か所

（国1/2　他1/6・0　県2/6・1/2）

２４ ○ 砂防費（土木部　砂防課） ２，９９８，５５４

通常砂防事業費 1,737,560千円
久万川（久万高原町）砂防堰堤工　など　61か所

（国1/2　県1/2）
急傾斜地崩壊対策事業費 1,260,994千円

谷地区（八幡浜市）擁壁工　など　60か所
（国45/100・40/100　他1.8/100　県53.2/100・58.2/100）

２５ ○ 港湾建設費（土木部　港湾海岸課） ５７３，４１９

港湾整備事業費
宇和島港（宇和島市）用地補償　など　3か所

（国103/250・4/10・1/3　他49/250・2/10・2/9　県98/250・4/10・4/9）

２６ ○ 港湾事業補助金（土木部　港湾海岸課） ６４，２３２

市町等管理港湾の整備を促進するため、国庫補助事業に対して補助する。
補助対象 今治港（今治市）　など　7か所
補助率 国費控除後の1/3以内

２７ ○ 三島川之江港荷役機械整備事業費（土木部　港湾海岸課） ２４０，０００

整備内容 ガントリークレーン設置　1基
整備期間 元年度～2年度
負担区分 国1/3　四国中央市2/9　県4/9

(318,230)

(3,907,367)

(2,726,315)

(785,263)

(1,725,956)

(6,780,692)

(1,356,744)

(600,000)
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２８ ＪＲ松山駅付近連続立体交差事業費（土木部　都市整備課） ２５５，７８９

JR松山駅付近連続立体交差事業
実施期間 平成21年度～令和6年度
事業内容 高架本体工事、舗装工事　など
負担区分 連立 国5.5/10　松山市1.25/10　県3.25/10

アクセス 国5.665/10　県4.335/10

２９ ○ とべ動物園改修費（土木部　都市整備課） ３６，８４２

排水管路の更新　など
（国1/2　県1/2）

３０ ○ 道後公園史跡環境整備事業費（土木部　都市整備課） １６，８４２

西側駐車場精算機の更新　など
（国1/2　県1/2）

３１ ○ 総合運動公園施設整備費（土木部　都市整備課） ４４，６４０

北部丘陵地遊歩道の整備
（国1/2　県1/2）

３２ ○ 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）
７８，７７３

5号公園　汚水処理施設の更新　など　3か所
（国1/2　県1/2）

(2,937,640)

(121,307)

(24,595)

(54,018)

(87,788)
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