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令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

改築 国道11号 四国中央市 川之江三島バイパス 151

改築 国道11号 新居浜市 新居浜バイパス 1,100

改築 国道11号 西条市 小松バイパス 326

改築 国道33号 松山市 松山外環状道路インター東線 523

改築 国道33号 松山市 松山外環状道路インター線 263

改築 国道56号 愛南町～宇和島市 津島道路 2,554

改築 国道56号 大洲市 肱川橋橋梁架替 1,183

改築 国道56号 松山市 松山外環状道路空港線 4,023

改築 国道196号 今治市 今治道路 1,807

路線名 備考

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄国道

長須視距改良（四国中央市） 157

塩谷歩道整備（四国中央市） 6

長田歩道整備（四国中央市） 24

入野歩道整備（四国中央市） 70

小松歩道整備（西条市） 57

明穂歩道整備（西条市） 9

交通安全 国道33号 久万高原町 愛媛33号交通安全対策 225 東明神歩道整備 225

路線名 備考

交通安全 国道11号
四国中央市、
西条市

愛媛11号交通安全対策 323



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

増田視距改良（愛南町） 28

嵐視距改良（宇和島市） 20

寄松歩道整備（宇和島市） 20

和霊歩道整備（宇和島市） 57

野田口交差点改良（西予市） 130

坂戸歩道整備（西予市） 88

大洲交差点改良（大洲市） 70

交通安全 国道196号 今治市 愛媛196号交通安全対策 18 大西歩道整備 18

413交通安全 国道56号
愛南町、
宇和島市、
西予市、大洲市

愛媛56号交通安全対策



令和３年度　箇所表

種　　別：直轄事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

直轄事業

電線共同溝 国道11号 松山市 愛媛11号電線共同溝 204 勝山地区電線共同溝 204

電線共同溝 国道56号 宇和島市 愛媛56号電線共同溝 163 宇和島地区電線共同溝 163

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 国道197号 八幡浜市 八幡浜道路 2,506 大洲・八幡浜自動車道

改築 国道197号
大洲市、八幡浜
市

夜昼道路 347 大洲・八幡浜自動車道

改築 国道197号 大洲市 大洲西道路 70 大洲・八幡浜自動車道

改築 （市） 久米241号線 松山市
松山市北土居2丁目～松山市来
住町

22

改築 （市） 高速側道1号線 東温市 (仮称)東温スマートICアクセス 49

改築 （市） 高速側道2号線 東温市 (仮称)東温スマートICアクセス 34

改築 （一） 新居浜東港線 新居浜市 東田 245

改築 （都） 余戸北吉田線 松山市 空港線(3-1～4-2工区) 672

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

土砂災害対策 国道197号 西予市 野村町予子林 17

土砂災害対策 国道319号 四国中央市 新宮町上山～三島金子 98

土砂災害対策 国道378号
八幡浜市、西予
市

穴井、明浜町田之浜、明浜町宮野
浦

45

土砂災害対策 国道494号 久万高原町 本組 1

土砂災害対策 (主) 城川梼原線 西予市 城川町窪野 7

土砂災害対策 (主) 川之江大豊線 四国中央市 新宮町 30

土砂災害対策 (主) 西条久万線 西条市 中奥、大保木～西之川 130

土砂災害対策 (主) 野村柳谷線 西予市 舟戸～小松 1

土砂災害対策 (主) 長浜保内線 八幡浜市 日土 7

土砂災害対策 (主) 北条玉川線 今治市 龍岡下 80

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (主) 長浜中村線 大洲市 長浜町下須戒 110

土砂災害対策 (一) 内子双海線 内子町 河内 20

土砂災害対策 (一) 落合久万線 西条市 丹原町鞍瀬～明河 44

土砂災害対策 (一) 湯山高縄北条線 松山市 横谷 45

土砂災害対策 (一) 興居島循環線 松山市 泊町、由良町～泊町 40

土砂災害対策 (一) 東川上黒岩線 久万高原町 東川 8

土砂災害対策 (一) 広田双海線 伊予市 岡～柆野 210

土砂災害対策 (一) 鳥坂宇和線 西予市 宇和町信里 2

土砂災害対策 (一) 鳥井喜木津線 伊方町 釜木～平礒、足成 10

土砂災害対策 (一) 俵津三瓶線 西予市 明浜町俵津、三瓶町蔵貫 29

土砂災害対策 (一) 滑床松野線 松野町 目黒 90



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費路線名 備考

土砂災害対策 (一) 日向谷高野子線 西予市 城川町川津南 6

土砂災害対策 (一) 節安下鍵山線 鬼北町 父野川 40

土砂災害対策 (一) 網代鳥越線 愛南町 網代 1

土砂災害対策 (一) 高茂岬船越線 愛南町 和田内 80

土砂災害対策 (一) 皿ヶ峰公園滑川線 東温市 滑川 15

土砂災害対策 (一) 猪伏西谷線 久万高原町 猪伏 117

土砂災害対策 (一) 後柿之浦線 宇和島市 津島町大浦、津島町平井 67

土砂災害対策 (一) 宇和高山線 西予市 野田 1

土砂災害対策 (一) 蒋淵下波線 宇和島市 蒋淵～下波 20



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 愛媛県 愛媛県無電柱化推進計画事業 110

(主)松山港線(中央工区)〔松山市〕、(一)六軒家石手線(中央
工区）〔松山市〕、(主)八幡浜港線（江戸岡工区）〔八幡浜
市〕、(国)197号（江戸岡工区）〔八幡浜市〕、(主)松山港線
（宮西工区）〔松山市〕、(主)松山港線（中央②工区）〔松山
市〕

無電柱化推進計画事業 松山市 松山市無電柱化推進計画事業 202 (都)二番町線、(都)中央循環線、(都)千舟町空港線



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 新居浜市 横水踏切道 愛媛県 320



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 ＪＲ予讃線 松山市 松山駅付近 3,500

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

補助事業

道路メンテナンス事業 愛媛県 橋梁長寿命化修繕計画 3,285 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 愛媛県 トンネル長寿命化修繕計画 824 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 愛媛県 道路附属物等長寿命化修繕計画 85 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松山市 橋梁長寿命化修繕計画 248 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松山市 トンネル長寿命化修繕計画 3 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 今治市 橋梁長寿命化修繕計画 266 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 今治市 トンネル長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇和島市 橋梁長寿命化修繕計画 115 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 宇和島市 トンネル長寿命化修繕計画 20 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 八幡浜市 橋梁長寿命化修繕計画 111 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 新居浜市 橋梁長寿命化修繕計画 24 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西条市 橋梁長寿命化修繕計画 189 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 西条市 トンネル長寿命化修繕計画 4 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 大洲市 橋梁長寿命化修繕計画 590 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊予市 橋梁長寿命化修繕計画 81 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 四国中央市 橋梁長寿命化修繕計画 144 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西予市 橋梁長寿命化修繕計画 85 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 西予市 トンネル長寿命化修繕計画 10 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東温市 橋梁長寿命化修繕計画 135 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 東温市 トンネル長寿命化修繕計画 19 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 久万高原町 橋梁長寿命化修繕計画 49 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 松前町 橋梁長寿命化修繕計画 15 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 砥部町 橋梁長寿命化修繕計画 55 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 内子町 橋梁長寿命化修繕計画 108 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 伊方町 橋梁長寿命化修繕計画 56 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省 事業費は点検及び計画策定に必要な額を含めて記載

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名（箇所） 事業費 備考

道路メンテナンス事業 松野町 橋梁長寿命化修繕計画 80 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鬼北町 橋梁長寿命化修繕計画 138 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 鬼北町 トンネル長寿命化修繕計画 2 個別の構造物は別紙参照

道路メンテナンス事業 愛南町 橋梁長寿命化修繕計画 43 個別の構造物は別紙参照



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

愛媛県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

愛媛県橋梁長寿命化修繕計画

愛媛県 四国中央市 国道３１９号 平野橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道高知伊予三島線 瀬井野橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道高知伊予三島線 松野大橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道高知伊予三島線 猿飛橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道高知伊予三島線 城師橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 国道３１９号 奥谷橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 国道３１９号 小川橋 橋梁 更新

愛媛県 四国中央市 県道金生三島線 梅ノ木橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道金生三島線 平木橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道金生三島線 蓬莱橋 橋梁 修繕

愛媛県 四国中央市 県道大野原川之江線 表橋 橋梁 修繕

愛媛県 新居浜市 県道壬生川新居浜野田線 平形小橋 橋梁 更新

愛媛県 西条市 県道丹原小松線 金毘羅橋 橋梁 修繕

愛媛県 西条市 県道石鎚伊予小松停車場線 黒川橋 橋梁 修繕

愛媛県 西条市 県道西条久万線 三碧橋 橋梁 修繕

愛媛県 新居浜市 県道多喜浜泉川線 城下橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 国道３１７号 無名橋(50-07) 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 国道３１７号 無名橋(81-20) 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 国道３１７号 八幡橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 国道３１７号 西側橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道大三島上浦線 無名橋(08-03) 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 国道３１７号 宮前橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 国道３１７号 永江橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道今治波方港線 旭橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道大西波止浜港線 立岩橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道今治波方港線 大井手橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道桜井山路線 郷橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道桜井山路線 郷橋歩道橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道大島環状線 宮ノ下橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道大島環状線 上地橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道今治大三島自転車道線 来島海峡歩道橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道玉川菊間線 菊間橋 橋梁 修繕

愛媛県 今治市 県道伊予亀岡停車場線 種橋 橋梁 修繕

愛媛県 久万高原町 国道４９４号 山内橋 橋梁 修繕

愛媛県 久万高原町 国道４９４号 中小網橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道櫛生大洲線 無名橋(27-23) 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道櫛生大洲線 無名橋(27-20) 橋梁 修繕

愛媛県 内子町 県道久万中山線 本成橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道大洲野村線 楠橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道大洲保内線 鉄砲橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道長浜中村線 長浜大橋 橋梁 修繕
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愛媛県 大洲市 県道柳沢新谷停車場線 中組橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道野佐来八幡浜線 第二北裏橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道菅田五郎停車場線 第2野田橋 橋梁 修繕

愛媛県 内子町 県道小田柳谷線 深山大橋 橋梁 更新

愛媛県 大洲市 県道柳沢新谷停車場線 上町橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道菅田五郎停車場線 松ケ花橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道予子林大谷線 鹿野川湖大橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道櫛生大洲線 久保田橋 橋梁 修繕

愛媛県 大洲市 県道野佐来八幡浜線 伊勢宮橋 橋梁 修繕

愛媛県 八幡浜市 国道３７８号 出合橋 橋梁 修繕

愛媛県 八幡浜市 国道３７８号 祇園橋側道橋 橋梁 修繕

愛媛県 八幡浜市 国道３７８号 八代橋 橋梁 修繕

愛媛県 八幡浜市 国道３７８号 小谷橋 橋梁 修繕

愛媛県 八幡浜市 国道１９７号 宮内橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊方町 国道１９７号 川永田第二橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊方町 国道１９７号 九町第１橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊方町 国道１９７号 大森第２橋 橋梁 修繕

愛媛県 八幡浜市 県道八幡浜保内線 無名第１号橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 国道３７８号 東橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 国道３７８号 三之泊橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 国道１９７号 横林大橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 国道１９７号 三石橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 県道宇和野村線 権現橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 県道宇和野村線 開明橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 県道宇和明浜線 無名１号橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 国道197号 黒瀬橋 橋梁 修繕

愛媛県 西予市 県道肱川公園線 船戸橋 橋梁 修繕

愛媛県 鬼北町 国道１９７号 日之出橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 国道320号 横吹橋 橋梁 修繕

愛媛県 松野町 国道３８１号 池田橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道宿毛津島線 加塚橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道宿毛津島線 致合橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道宿毛津島線 大道川橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道広見三間宇和島線 高串陸橋側道橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道宇和島下波津島線 戎橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道宇和島下波津島線 胼之江橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道宇和島下波津島線 鵜の浜橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道無月宇和島線 網代橋 橋梁 更新

愛媛県 宇和島市 県道舟間伊予吉田停車場線 舟間橋 橋梁 撤去

愛媛県 宇和島市 県道舟間伊予吉田停車場線 無名橋(13-15) 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道後柿之浦線 無名1号橋 橋梁 修繕

愛媛県 宇和島市 県道御代ノ川清重線 苦木橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 国道317号 奥道後橋（上流側道橋） 橋梁 修繕
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愛媛県 東温市 県道松山川内線 横河原橋側道橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 国道317号 奥道後橋 橋梁 修繕

愛媛県 砥部町 県道伊予川内線 麻生橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 県道伊予川内線 無名橋（12-10） 橋梁 修繕

愛媛県 砥部町 国道379号 鍛治屋谷橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 国道437号 無名橋(5-2) 橋梁 更新

愛媛県 松山市 国道317号 黒田橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 国道378号 梢橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 国道437号 古三津跨線橋 橋梁 修繕

愛媛県 砥部町 国道379号 新川登橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 県道久米垣生線 市坪橋歩道橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 県道湯山北条線 大亀橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 県道湯山北条線 河野川橋 橋梁 修繕

愛媛県 松前町 県道砥部伊予松山線 出合橋 橋梁 修繕

愛媛県 東温市 県道美川川内線 蔵本橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 県道平田北条線 堀江橋側道橋(上流) 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 県道広田双海線 蕎麦谷橋 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 県道三坂松山線 梅の瀬橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 県道中山砥部線 平成橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 県道池田中山線 落合橋 橋梁 修繕

愛媛県 東温市 県道皿ヶ嶺公園滑川線 落出橋 橋梁 修繕

愛媛県 東温市 県道皿ヶ嶺公園滑川線 落出谷橋 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 県道石畳中山線 森平橋歩道橋 橋梁 修繕

愛媛県 松前町 県道砥部伊予松山線 出合橋側道橋（下流） 橋梁 修繕

愛媛県 伊予市 国道378号 無名橋(6-3) 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 県道興居島循環線 無名橋(7-9) 橋梁 修繕

愛媛県 松山市 興居島循環線 無名橋(23-17) 橋梁 修繕

愛媛県 上島町 県道岩城弓削線 弓削大橋 橋梁 修繕

愛媛県トンネル長寿命化修繕計画

愛媛県 四国中央市 国道319号 法皇隧道 トンネル 修繕

愛媛県 四国中央市 川之江大豊線 笹ケ峰隧道 トンネル 修繕

愛媛県 四国中央市 高知伊予三島線 足谷トンネル トンネル 修繕

愛媛県 西条市 国道194号 （新）寒風山トンネル トンネル 修繕

愛媛県 新居浜市 新居浜別子山線 大永山トンネル トンネル 修繕

愛媛県 今治市 国道317号 水ケ峠トンネル トンネル 修繕

愛媛県 伊予市 久万中山線 大佐礼隧道 トンネル 修繕

愛媛県 久万高原町 国道494号 境野隧道 トンネル 修繕

愛媛県 久万高原町 西条久万線 面河隧道 トンネル 修繕

愛媛県 大洲市 国道197号 夜昼隧道 トンネル 修繕

愛媛県 内子町 国道379号 和田トンネル トンネル 修繕

愛媛県 内子町 国道379号 長岡山トンネル トンネル 修繕

愛媛県 八幡浜市 国道197号 愛宕山トンネル トンネル 修繕

愛媛県 伊方町 国道197号 塩成第１トンネル トンネル 修繕
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愛媛県 伊方町 国道197号 塩成第３トンネル トンネル 修繕

愛媛県 伊方町 国道197号 川之浜第１トンネル トンネル 修繕

愛媛県 伊方町 国道197号 川之浜第２トンネル トンネル 修繕

愛媛県 伊方町 国道197号 川之浜第３トンネル トンネル 修繕

愛媛県 伊方町 国道197号 名取トンネル トンネル 修繕

愛媛県 八幡浜市 八幡浜宇和線 釜倉トンネル トンネル 修繕

愛媛県 鬼北町 国道197号 中屋敷トンネル トンネル 修繕

愛媛県 鬼北町 国道197号 出口トンネル トンネル 修繕

愛媛県 鬼北町 国道441号 桜隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 宿毛津島線 清満トンネル トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 宇和島下波津島線 無月トンネル トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 宇和島下波津島線 豊浦トンネル トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 宇和島下波津島線 大内トンネル トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 宇和島下波津島線 狩津トンネル トンネル 修繕

愛媛県 松野町 西土佐松野線 目黒隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 河内立間停車場線 喜佐方トンネル トンネル 修繕

愛媛県 鬼北町 小倉三間線 加町坂隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 嵐田之浜岩松線 弓立隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 嵐田之浜岩松線 田颪隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 嵐田之浜岩松線 脇第二トンネル トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 嵐田之浜岩松線 田之浜隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 美砂子郡線 城山トンネル トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 舟間伊予吉田停車場線 南君隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 柿之浦下波線 小矢之浦隧道 トンネル 修繕

愛媛県 宇和島市 喜路能登線 日振島トンネル トンネル 修繕

愛媛県道路附属物等長寿命化修繕計画

愛媛県 西条市 県道壬生川新居浜野田線 新堀歩道橋 道路附属物等 修繕

愛媛県 新居浜市 県道新居浜角野線 一宮歩道橋 道路附属物等 修繕

愛媛県 新居浜市 県道新居浜角野線 高木歩道橋 道路附属物等 修繕

愛媛県 西条市 県道壬生川丹原線 三津屋南横断歩道橋 道路附属物等 修繕

愛媛県 今治市 国道317号 近見歩道橋 道路附属物等 修繕

愛媛県 東温市 県道松山川内線 南方歩道橋 道路附属物等 修繕

松山市橋梁長寿命化修繕計画

松山市 松山市 市道松山環状線南部 和泉大橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道市役所前天山線 立花橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道千舟町古川線 精農高架橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道俵原池線 俵原池橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道湯山10号線 上高野橋 橋梁 更新

松山市 松山市 市道湯山76号線 はと橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道味生23号線 丸山橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道三津浜12号線 禊橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道潮見8号線 潮見8号線1号橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道堀江73号線 花見川橋 橋梁 修繕
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松山市 松山市 市道堀江141号線 権現橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道湯山66号線 水道管橋 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道宮前118号線 宮前118号線1号橋（歩道橋東） 橋梁 修繕

松山市 松山市 市道宮前118号線 宮前118号線1号橋（歩道橋西） 橋梁 修繕

松山市トンネル長寿命化修繕計画

松山市 松山市 市道大浦吉木線 辻堂トンネル トンネル 修繕

今治市橋梁長寿命化修繕計画

今治市 今治市 市道内港喜田村線 城東橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道北宝来高地線 八幡地橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道明神橋沖浦線 明神橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道本町大新田支線 本町大新田支線1号橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道朝倉峠金山線 峠橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道花木線 花木橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道大西六反地間所線 間所橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道助宗線 八幡橋2 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道高田・池原線 水車橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道菊間大浦線 天王橋2 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道伯方峠浜線 片平橋2 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道高市頓田川2号線 高市頓田川2号線2号橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道頓田川遊泳場線 頓田川遊泳場線1号橋 橋梁 修繕

今治市 今治市 市道田浦海岸線 北台下橋 橋梁 修繕

今治市トンネル長寿命化修繕計画

今治市 今治市 市道北浦叶浦線 宝股山トンネル トンネル 修繕

宇和島市橋梁長寿命化修繕計画

宇和島市 宇和島市 市道柿原34号線 水道橋 橋梁 修繕

宇和島市 宇和島市 市道大浦25号線 船見橋 橋梁 更新

宇和島市 宇和島市 市道御代ノ川線 平助橋 橋梁 修繕

宇和島市トンネル長寿命化修繕計画

宇和島市 宇和島市 市道宮市大島線 大島隧道 トンネル 修繕

宇和島市 宇和島市 市道松節線 松節隧道 トンネル 修繕

八幡浜市橋梁長寿命化修繕計画

八幡浜市 八幡浜市 市道和田町伊方線 第2川之石橋歩道橋 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道和田町伊方線 第1川之石橋歩道橋 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道松岡線 松岡橋 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道新田1号線 新田橋 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道宮内伊方線 南橋 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道山崎清水線 清水橋2 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道和田町伊方線 第2川之石橋 橋梁 修繕

八幡浜市 八幡浜市 市道和田町伊方線 第1川之石橋 橋梁 修繕

西条市橋梁長寿命化修繕計画

西条市 西条市 市道中央線 小松橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道佛心寺線 佛心寺橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道大保木26号 名古瀬橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

愛媛県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

西条市 西条市 市道武丈丸野線 市之川谷橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道禎瑞氷見1号 境橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道飯岡9号 松本橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道本谷臼谷線 オアシスブリッジ 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道加茂24号 基安橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道楠浜東線 楠浜橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道八幡原下島山線 八幡原橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道国道中西上喜多川線 小水都橋 橋梁 修繕

西条市 西条市 市道石鎚駅東禎瑞線 石鎚駅西橋 橋梁 修繕

西条市トンネル長寿命化修繕計画

西条市 西条市 市道加茂24号線 寒風山隧道 トンネル 修繕

大洲市橋梁長寿命化修繕計画

大洲市 大洲市 市道立道線 新畑の前橋 橋梁 修繕

大洲市 大洲市 市道白滝・柴線 白滝大橋 橋梁 修繕

大洲市 大洲市 市道櫛生浜通2号線 浜橋 橋梁 修繕

大洲市 大洲市 市道須沢・込ノ奥線 込ノ奥橋 橋梁 修繕

伊予市橋梁長寿命化修繕計画

伊予市 伊予市 市道長崎谷線 長崎谷3号橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道長崎谷線 長崎谷4号橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道森中央線 天神橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道福住集会所線 福住橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道豊岡川崎線 川崎橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道漆口線 漆口橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道上野中大矢線 上野中橋 橋梁 修繕

伊予市 伊予市 市道下灘小学校線 下灘小学校橋 橋梁 修繕

四国中央市橋梁長寿命化修繕計画

四国中央市 四国中央市 市道村松南線 加茂川新橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道一貫田中田井側道線 菅水橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道真庄発電所線 御所橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道金子南線 井関小橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道生吉下石床線 延命橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道出口上石床線 不老谷橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道内之尾線 内之尾橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道学蓮寺線 長田谷橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道藤原下猿田線 藤原橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道藤原下猿田線 藤原第2橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道豊田北線 豊岡大橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道柴生下川線 西ノ谷橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道金見山線 土釜谷橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道金見山線 名連橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道長持線 長持口橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道井地上線 井地橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道高木川原田線 川原田橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

愛媛県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

四国中央市 四国中央市 市道田尾線 平木橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道上野旧国道線 岡の端橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道河内道線 河内橋 橋梁 修繕

四国中央市 四国中央市 市道中山線 古野橋 橋梁 修繕

西予市橋梁長寿命化修繕計画

西予市 西予市 市道辰之ロ2号線 辰之口橋 橋梁 修繕

西予市 西予市 市道古市土居線 三島橋 橋梁 修繕

西予市 西予市 市道上野木落線 新天神橋 橋梁 修繕

西予市 西予市 市道渓筋田之筋線 新開橋 橋梁 修繕

西予市 西予市 市道栄下線 栄橋 橋梁 撤去

西予市 西予市 市道渓筋田之筋線 梅ヶ造橋 橋梁 修繕

西予市 西予市 市道本町中村線 清瀬橋 橋梁 修繕

西予市トンネル長寿命化修繕計画

西予市 西予市 市道石城地区198号線 三瓶隧道 トンネル 修繕

西予市 西予市 市道和泉1号線 和泉隧道 トンネル 修繕

東温市橋梁長寿命化修繕計画

東温市 東温市 市道吉久見奈良線 見奈良大橋 橋梁 修繕

東温市トンネル長寿命化修繕計画

東温市 東温市 市道横灘三軒屋線 鳥越トンネル トンネル 修繕

久万高原町橋梁長寿命化修繕計画

久万高原町 久万高原町 町道平井線 平井橋 橋梁 修繕

久万高原町 久万高原町 町道川瀬井内線 東谷橋 橋梁 修繕

久万高原町 久万高原町 町道久万町本線 1153橋 橋梁 修繕

砥部町橋梁長寿命化修繕計画

砥部町 砥部町 町道頭の向供養堂線 宮川大橋 橋梁 修繕

砥部町 砥部町 町道町裏線 藤の瀬橋 橋梁 修繕

砥部町 砥部町 町道おたび線 おたび橋 橋梁 修繕

砥部町 砥部町 町道総津町中線 總津橋 橋梁 修繕

砥部町 砥部町 町道大坪線 玉谷橋 橋梁 修繕

砥部町 砥部町 町道福善寺線 高市橋 橋梁 修繕

内子町橋梁長寿命化修繕計画

内子町 内子町 町道山王上宿間線 山王橋 橋梁 修繕

内子町 内子町 町道早の瀬栄線 早の瀬橋 橋梁 修繕

内子町 内子町 町道松の木線 松木橋 橋梁 修繕

内子町 内子町 町道西川団地線 古田団地橋 橋梁 修繕

内子町 内子町 町道川上小藪線 川上橋 橋梁 修繕

内子町 内子町 町道大内滝別府線 大内滝橋 橋梁 修繕

内子町 内子町 町道町村豊谷線 京の森橋 橋梁 修繕

伊方町橋梁長寿命化修繕計画

伊方町 伊方町 町道伊方宮内線 五本橋 橋梁 修繕

伊方町 伊方町 町道大久ﾆｼﾑﾗｻｷﾅﾙ線 大久第1号橋 橋梁 修繕

伊方町 伊方町 町道田部臨港線 千代田橋 橋梁 修繕

伊方町 伊方町 町道川之浜西脇線 川之浜第3号橋 橋梁 修繕



令和３年度　箇所表 別紙

※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

愛媛県 点検及び計画策定のみの箇所は記載していない

事業主体名 市町村名 路線名 構造物名 構造物種別 事業種別

伊方町 伊方町 町道三崎井野浦線 佐田橋 橋梁 修繕

松野町橋梁長寿命化修繕計画

松野町 松野町 町道蕨生線 真土橋 橋梁 修繕

松野町 松野町 町道薬師橋線 薬師橋 橋梁 修繕

松野町 松野町 町道永田線 胡麻尻橋 橋梁 修繕

松野町 松野町 町道奥の川本村線 宮乃橋 橋梁 修繕

松野町 松野町 町道豊岡永野市線 古田池橋 橋梁 修繕

松野町 松野町 町道一の又線 一ノ又奥橋 橋梁 修繕

鬼北町橋梁長寿命化修繕計画

鬼北町 鬼北町 町道下大野本線 中組橋 橋梁 更新

鬼北町 鬼北町 町道柏田東仲線 好藤橋 橋梁 修繕

鬼北町トンネル長寿命化修繕計画

鬼北町 鬼北町 町道奈良内深田線 奈良トンネル トンネル 修繕



令和３年度　地方創生道整備推進交付金（市町村道）　箇所表

都道府県名：　愛媛県 ※市町村名は令和３年３月１日現在で作成

所　　　　 管：　国土交通省 単位：百万円

地域再生計画の名称
事業箇所

（市町村名）
国費 備　　考

せいよ創生　地域資源と産業を守り、地域間をつなげるまちづくり計画 西予市 45

水源地域の再生・活力あるまちづくり計画 大洲市 63

誰もが安心して働けるまちづくり計画 東温市 30

地域ブランド力向上で元気回復計画 久万高原町 15

　小　計 152

※地方創生道整備推進交付金については、国は地域再生計画毎に予算を配分し、個別路線については地方自治体において自由に設定します。

※四捨五入の関係で、各計数の和が合計と一致しないところがあります。



愛 媛 県

水管理・国土保全局



令和３年度当初予算　河川事業（直轄・愛媛県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費（※） 備　　　　　考

肱川 肱川 一般河川改修事業 501　 大洲市
おおずし

重信川 重信川 一般河川改修事業 401　 松山市
まつやまし

、松前町
まさきちょう

肱川 肱川 河川激甚災害対策特別緊急事業 1,971　 大洲市
おおずし

肱川 総合水系環境整備事業 71　 大洲市
おおずし

重信川 総合水系環境整備事業 195　 松山市
まつやまし

、東温市
とうおんし

（※）事業費は、複数都府県に施工箇所が存在する場合、その合計額を記載している。



令和３年度当初予算　河川事業（補助・愛媛県）
（単位：百万円）

水系名 河　川　名 事　業　種　別 事業費 備　　　　　考

肱川 肱川、久米川 河川激甚災害対策特別緊急事業 624　 大洲市
お お ず し

肱川 肱川 事業間連携河川事業 422　 大洲市
お お ず し

肱川 肱川 大規模特定河川事業 204　 西予市
せ い よ し

立間川 立間川、国安川、河内川 大規模特定河川事業 70　 宇和島市
う わ じ ま し



愛媛県

　直轄ダム事業
（単位：百万円）

種　　　　　別 ダ　　　ム　　　名 事業費 備考

以下の金額は工事諸費等を含めたもの

河川総合開発事業 肱川山鳥坂ダム 3,607 3,987

堰堤改良事業 吉野川柳瀬ダム 426 435

肱川野村ダム 451 610



所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しげのぶがわ おもてがわ ありのきだに ありのきだにさぼうえんてい とうおんし すのうち

四国山地砂防 砂防 重信川 表川 アリノ木谷 アリノ木谷砂防堰堤 東温市 則之内 砂防堰堤工 8
しげのぶがわ おもてがわ ほうぞうじかみたに ほうぞうじかみたにさぼうえんてい とうおんし すのうち

重信川 表川 宝蔵寺上谷 宝蔵寺上谷砂防堰堤 東温市 則之内 砂防堰堤工 175
しげのぶがわ おもてがわ ちょうじがたに ちょうじがたにさしさぼうえんてい とうおんし すのうち

重信川 表川 丁字ヶ谷 丁字ヶ谷左支砂防堰堤 東温市 則之内 砂防堰堤工 5
しげのぶがわ しげのぶがわ いけがたに いけがたにさぼうえんてい とうおんし やまのうち

重信川 重信川 池ヶ谷 池ヶ谷砂防堰堤 東温市 山之内 砂防堰堤工 225
しげのぶがわ しげのぶがわ しぶたに しぶたにだいにごうさぼうえんてい とうおんし ませかわ

重信川 重信川 渋谷 渋谷第２号砂防堰堤 東温市 松瀬川 砂防堰堤工 103

合計 5 箇所 516

令和３年度　直轄砂防事業箇所別調書（愛媛県　１／１）

事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名 箇所名 工　種
事業費

（百万円）
備　考



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 いせきかわ ふろうたにがわ しこくちゅうおうし なかぞねちょう

砂防等事業 井関川 不老谷川 四国中央市 中曽根町 砂防堰堤工 80

きんせいがわ せりたにがわ しこくちゅうおうし かわたきちょうりょうけ

金生川 芹谷川 四国中央市 川滝町領家 砂防堰堤工 20

みやかわ むつつかがわ しこくちゅうおうし なかぞねちょう

宮川 六塚川 四国中央市 中曽根町 砂防堰堤工 20

なかやまがわ われいたにがわ さいじょうし たんばらちょうせきや

中山川 和霊谷川 西条市 丹原町関屋 砂防堰堤工 10
きたかわ よねやまがわ さいじょうし くす

北川 米山川 西条市 楠 砂防堰堤工 10

そのた おんじがわ いまばりし せきぜんおかむら

その他 園地川 今治市 関前岡村 砂防堰堤工 70

おおかわ いもほりがわ いまばりし みやくぼちょうみやくぼ

大川 イモホリ川 今治市 宮窪町宮窪 砂防堰堤工 50

そのた にしくにみちがわ いまばりし はかたちょうあろうづ

その他 西国道川 今治市 伯方町有津 砂防堰堤工 40
そのた すみやがわかみかわ いまばりし はかたちょういかた

その他 隅谷川上川 今治市 伯方町伊方 砂防堰堤工 10

とみおかがわ とみおかがわ いよし ふたみちょうおおくぼ

富岡川 富岡川 伊予市 双海町大久保 砂防堰堤工 40

そのた にしかみはまがわ いよし ふたみちょうくし

その他 西上浜川 伊予市 双海町串 砂防堰堤工 50

ほんだにがわ ほんだにがわ いよし ふたみちょうおおくぼ

本谷川 本谷川 伊予市 双海町大久保 砂防堰堤工 20

そのた なかのたにがわ いよし やくら

その他 中ノ谷川 伊予市 八倉 砂防堰堤工 40

そのた おおひらかわ いよし ふたみちょうたかぎし

その他 大平川 伊予市 双海町高岸 砂防堰堤工 10
ひじかわ おおうちのがわ いよぐん とべちょう たまたに

肱川 大内野川 伊予郡 砥部町 玉谷 砂防堰堤工 30

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　1/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ひじかわ ふろのおくかわ いよぐん とべちょう そうづ

砂防等事業 肱川 風呂の奥川 伊予郡 砥部町 総津 砂防堰堤工 40

によどがわ みぎうまのじがわ かみうけなぐん くまこうげんちょう ちちのかわ

仁淀川 右馬ノ地川 上浮穴郡 久万高原町 父野川 砂防堰堤工 40

によどがわ どうのおくたにがわ かみうけなぐん くまこうげんちょう つゆみね

仁淀川 ドウノオク谷川 上浮穴郡 久万高原町 露峰 砂防堰堤工 20

ひじかわ じゅうろうだにがわ きたぐん うちこちょう おおせちゅうおう

肱川 十郎谷川 喜多郡 内子町 大瀬中央 砂防堰堤工 60
ひじかわ ふろのおくだにがわ きたぐん うちこちょう なかがわ

肱川 フロノオク谷川 喜多郡 内子町 中川 砂防堰堤工 20

ひじかわ ななつがわ きたぐん うちこちょう なかたど

肱川 七津川 喜多郡 内子町 中田渡 砂防堰堤工 30

そのた うまこしがわ やわたはまし ほないちょうかわのいし

その他 馬越川 八幡浜市 保内町川之石 砂防堰堤工 20

せんじょうがわ かみたにがわ やわたはまし ごう

千丈川 上谷川 八幡浜市 郷 砂防堰堤工 80
ひじかわ せとみなみがわ せいよし うわちょうせと

肱川 瀬戸南川 西予市 宇和町瀬戸 砂防堰堤工 10

ひじかわ なかいだしもかわ せいよし のむらちょうしらひげ

肱川 中間下川 西予市 野村町白髭 砂防堰堤工 10

たにみちがわ まつのきがわ せいよし みかめちょうつぶり

谷道川 松ノ木川 西予市 三瓶町津布理　 砂防堰堤工 30

そのた ながはやがわ せいよし みかめちょうながはや

その他 長早川 西予市 三瓶町長早 砂防堰堤工 10

そのた みなみくらぬきうらがわ せいよし みかめちょうくらぬきうら

その他 南蔵貫浦川 西予市 三瓶町蔵貫浦 砂防堰堤工 20

そのた どうめんがわ せいよし あけはまちょうみやのうら

その他 堂面川 西予市 明浜町宮野浦 砂防堰堤工 10

そのた やまぐちがわ せいよし あけはまちょうかりはま

その他 山口川 西予市 明浜町狩浜 砂防堰堤工 10

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　2/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



砂防
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 ひじかわ げんこうがわ せいよし しろかわちょうおりあい

砂防等事業 肱川 源光川 西予市 城川町下相 砂防堰堤工 10

そのた あぜやひがしかわ うわじまし よしだちょうしろうら

その他 畦屋東川 宇和島市 吉田町白浦 砂防堰堤工 50

そのた さきしんはまかわ うわじまし よしだちょうしろうら

その他 先新浜川 宇和島市 吉田町白浦 砂防堰堤工 20

そのた かきうちきた みなみうわぐん あいなんちょう みちくら

その他 垣内北 南宇和郡 愛南町 満倉 砂防堰堤工 30
そうかわ なろ みなみうわぐん あいなんちょう なかがわ

惣川 奈呂 南宇和郡 愛南町 中川 砂防堰堤工 35

小計 35箇所 1,055

まちづくり連携 そのた たかはまえきひがしかわ まつやまし たかはまにちょうめ

砂防等事業 その他 高浜駅東川 松山市 高浜２丁目 砂防堰堤工 20

そのた たかはまよんごうだに まつやまし たかはまさんちょうめ

その他 高浜４号谷 松山市 高浜３丁目 砂防堰堤工 30

そのた たかはまにごうだに まつやまし たかはまごちょうめ

その他 高浜２号谷 松山市 高浜５丁目 砂防堰堤工 20
はらいかわ おがわだに まつやまし おがわ

払川 小川谷 松山市 小川 砂防堰堤工 40

ひじかわ かめやまがわ おおずし ゆのき

肱川 亀山川 大洲市 柚木 砂防堰堤工 20

ひじかわ こぶたにがわ きたぐん うちこちょう いよき

肱川 瘤谷川 喜多郡 内子町 五百木 砂防堰堤工 20

小計 6箇所 150

41箇所 1,205合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　3/5）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



地すべり
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 とくづみ きたぐん うちこちょう おおせみなみ

砂防等事業 徳積 喜多郡 内子町 大瀬南 横ボーリング工 5

つばい やわたはまし つばい

津羽井 八幡浜市 津羽井 集水井工 30

てらぐみ せいよし のむらちょうそうがわ

寺組 西予市 野村町惣川 横ボーリング工 40
かぎお せいよし しろかわちょうかぎお

嘉喜尾 西予市 城川町嘉喜尾 横ボーリング工 40

4箇所 115

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　4/5）

事業区分 水系名 箇所名
所在地

合計



急傾斜
工種 事業費 備考

市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

事業間連携 にえ いまばりし よしうみちょうにえ

砂防等事業 仁江 今治市 吉海町仁江 待受擁壁工 18

なかやまA いよし なかやまちょうなかやま

中山A 伊予市 中山町中山 待受擁壁工 18

みみどきた かみうけなぐん くまこうげんちょう かみくろいわ

御三戸北 上浮穴郡 久万高原町 上黒岩 待受擁壁工 36
こうぐちひがし かみうけなぐん くまこうげんちょう ありえだ

河口東 上浮穴郡 久万高原町 有枝 待受擁壁工 9

なかむら かみうけなぐん くまこうげんちょう ひがしかわ

中村 上浮穴郡 久万高原町 東川 待受擁壁工 23

かのがわＡ おおずし ひじかわちょうやまとさか

鹿野川A 大洲市 肱川町山鳥坂 待受擁壁工 45
なかいだ せいよし のむらちょうしらひげ

中間 西予市 野村町白髭 待受擁壁工 18
かみぐみ せいよし しろかわちょうたお

上組 西予市 城川町田穂 待受擁壁工 18

小計 8箇所 185

まちづくり連携 さこたＢ やわたはまし やしろ

砂防等事業 迫田Ｂ 八幡浜市 八代 待受擁壁工 27

かみたに うわじまし つしまちょうたかだ

上谷 宇和島市 津島町高田 待受擁壁工 18

ごてんうち うわじまし よしだちょうおきむら

御殿内 宇和島市 吉田町沖村 待受擁壁工 18
よむらい うわじまし よしだちょうほけづ

与村井 宇和島市 吉田町法花津 待受擁壁工 18

小計 4箇所 81

12箇所 266
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和３年度　当初予算　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　5/5）

事業区分 水系名 箇所名 所在地



愛媛県 （単位：百万円）

津波対策緊急事業 成碆海岸
あいなんちょう

愛南町 250 
堤防かさ上げ及び耐震化（愛南町）
等

愛媛県　計 250 

令和３年度　配分予算
（水管理・国土保全局海岸室所管　補助海岸事業）

事　業　名 海岸名 市町村名 事業費 R3実施計画内容 備考



令和３年度当初予算　下水道事業

都道府県名：愛媛県 （単位：千円）

西部浄化センター下水汚泥固形燃料
化事業

松山市 民間活力イノベーション推進下水道事業 28,000 14,000

計 28,000 14,000

事業名 事業主体 事業種別 事業費 国費



愛　媛　県

都市局



令和３年度　当初予算配分

一般会計　（組織）国土交通本省　 愛媛県

（項）都市再生・地域再生整備事業費　　（目）都市構造再編集中支援事業費補助　　（目細）都市構造再編集中支援事業費補助 （単位：千円）

事業 継続

都市名 主体 新規 箇　所　名 補助率 内示額 摘　　要

310,000

宇和島市 宇和島市 新規 宇和島中心地区（第２期） 1/2 155,000

86,889

西条市 西条市 継続 第Ⅲ期中央地区 4.5/10 39,100

65,000

伊予市 伊予市 新規 郡中中心拠点地区（第Ⅱ期） 1/2 32,500

1/2, 553,474

西予市 西予市 新規 野村地区 4.5/10 262,900

1,015,363

合計 489,500

内示額について、下段を国費とする。



愛媛県

（項）都市再生・地域再生整備事業費（目）都市再生推進事業費補助（目細）都市再生推進事業費補助

（単位：千円）

用地費 施設費 計

0 150,000 150,000

0 75,000 75,000

0 150,000 150,000

0 75,000 75,000

（注）「内示額」欄の上段は事業費、下段は国費を記載している。

合　　計

民間事業者 1/2

令和３年度当初予算　グリーンインフラ活用型都市構築支援事業

都市名 事業主体
新規
継続

箇所名 補助率
内示額

備   考

今治市 継続 今治スポーツパーク地区



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

改築 （都） 余戸北吉田線 松山市 空港線（3-1～4-2工区） 672

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業費

補助事業

連続立体交差 ＪＲ予讃線 松山市 松山駅付近 3,500

路線名 備考



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月１日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)　

工種 市町村名 事業名（箇所） 事業主体 事業費 備考

補助事業

踏切道改良計画事業 新居浜市 横水踏切道 愛媛県 320



令和３年度　箇所表

種　　別：補助事業 ※市町村名は、令和３年３月1日現在で作成

所　　管：国土交通省

都道府県名：愛媛県 (単位: 百万円)

工種 事業主体 事業名(箇所) 事業費 備考

補助事業

無電柱化推進計画事業 松山市 松山市無電柱化推進計画事業 202 (都)二番町線、(都)中央循環線、(都)千舟町空港線



愛 媛 県

住 宅 局



空き家対策総合支援事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 愛媛県
地区名 事業名 事業費 備考

八幡浜市 空き家対策総合支援事業 37,102
新居浜市 空き家対策総合支援事業 32,390
四国中央市 空き家対策総合支援事業 14,900
西予市 空き家対策総合支援事業 34,458
鬼北町 空き家対策総合支援事業 21,600

140,450合計



地域防災拠点建築物整備緊急促進事業　実施計画（令和３年度　当初配分）

（単位：千円）

都道府県 愛媛県
地区名 事業名 事業費 備考

地域防災拠点建築物整備緊急促進事業 296,414
296,414合計



港 湾 局

(単位：百万円)

事業区分 区分別事業費

愛媛県
愛媛県
愛媛県重 要 港 湾 東 予 愛 媛 県 小 計 500
愛媛県 直 轄 500
愛媛県
愛媛県 今 治 今 治 市 小 計 170
愛媛県 補 助 170
愛媛県
愛媛県 松 山 愛 媛 県 小 計 640
愛媛県 直 轄 640
愛媛県
愛媛県 宇 和 島 愛 媛 県 小 計 390
愛媛県 補 助 390
愛媛県
愛媛県航 路 鼻 栗 瀬 戸 国 小 計 2
愛媛県 直 轄 2
愛媛県
愛媛県 来 島 海 峡 国 小 計 73
愛媛県 直 轄 73
愛媛県
愛媛県 四 国 西 南 国 小 計 24
愛媛県 直 轄 24
愛媛県
愛媛県海 洋 環 境 瀬 戸 内 海 国 小 計 38
愛媛県 直 轄 38
愛媛県

1,836

令和3年度事業費
摘　　要

合　　　　計

愛 媛 県

令 和 ３ 年 度　 港 湾 整 備 事 業 予 算 

港　　格 港　　名 港湾管理者



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

（内地）

仙 台 1,574 耐震対策、無線施設整備、気象施設整備、移転補償等事業等

羽 田 49,363
空港アクセス鉄道整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
建築施設整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

新 潟 3,189
浸水対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設
整備、住宅防音工事補助等

広 島 1,097 浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

高 松 619 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

松 山 1,832
エプロン拡張、浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施
設整備、住宅防音工事補助等

高 知 822
浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備、住宅防
音工事補助等

福 岡 24,728
滑走路増設、浸水対策、耐震対策、無線施設整備、教育施設・住宅防音工
事補助等

北 九 州 1,143 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

長 崎 1,920
浸水対策、滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備、照明施
設整備等

熊 本 1,720 CIQ施設整備、浸水対策、無線施設整備、気象施設整備等

大 分 2,716
エプロン拡張、浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、滑走路改
良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助等

宮 崎 2,889
浸水対策、耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整
備、教育施設・住宅防音工事補助等

鹿 児 島 3,292
浸水対策、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備、住宅防音工事補助
等

成 田 2,656 庁舎耐震対策、CIQ施設整備、無線施設整備等

中 部 767 無線施設整備、気象施設整備等

関 西 3,012 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

伊 丹 1,795 庁舎改修、無線施設整備、照明施設整備、気象施設整備等

秋 田 960 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、無線施設整備、照明施設整備等

山 形 174 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

山 口 宇 部 97 浸水対策、無線施設整備

青 森 320 滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良

花 巻 555 滑走路改良、無線施設整備、気象施設整備等

大 館 能 代 170 無線施設整備、気象施設整備

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

会 社 管 理 空 港

特定地方管理空港

地 方 管 理 空 港

国 管 理 空 港

区　　　　分

1 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

庄 内 206 滑走路端安全区域整備、照明施設整備、気象施設整備

福 島 676 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備等

富 山 179 浸水対策、滑走路改良、無線施設整備

能 登 37 滑走路端安全区域整備

福 井 59 無線施設整備

松 本 42 無線施設整備、照明施設整備

静 岡 812 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備

神 戸 63 無線施設整備

南 紀 白 浜 341
滑走路端安全区域整備、耐震対策、滑走路改良、エプロン改良、無線施設
整備等

鳥 取 124 無線施設整備

出 雲 174 浸水対策、無線施設整備、照明施設整備等

石 見 531 滑走路改良、誘導路改良、無線施設整備、照明施設整備等

岡 山 415 エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

佐 賀 413 誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照明施設整備等

三 沢 37 無線施設整備、照明施設整備等

百 里 81 浸水対策、無線施設整備

小 松 1,122
エプロン拡張、浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備、照
明施設整備等

美 保 375 エプロン改良、無線施設整備等

岩 国 108 浸水対策、無線施設整備等

徳 島 249 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

（北海道）

新 千 歳 6,625
誘導路新設、デアイシングエプロン新設、浸水対策、耐震対策、滑走路端
安全区域整備、無線施設整備等

稚 内 88 浸水対策、無線施設整備

釧 路 1,177 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備

函 館 1,440 浸水対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

旭 川 236 誘導路改良、無線施設整備等

共 用 空 港

国 管 理 空 港

特定地方管理空港

2 / 4 



［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

帯 広 1,349 滑走路端安全区域整備、誘導路改良、無線施設整備等

利 尻 33 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

奥 尻 49 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

中 標 津 35 無線施設整備、気象施設整備

紋 別 254 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

女 満 別 336 滑走路端安全区域整備、エプロン改良、無線施設整備等

札 幌 126 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

（離島）

大 島 194 耐震対策、滑走路端安全区域整備、無線施設整備等

新 島 18 無線施設整備

神 津 島 77 無線施設整備

三 宅 島 18 無線施設整備

八 丈 島 474 無線施設整備

佐 渡 20 気象施設整備

隠 岐 18 無線施設整備

対 馬 301 滑走路改良、無線施設整備

福 江 240 無線施設整備

上 五 島 12 気象施設整備

種 子 島 62 滑走路端安全区域整備、無線施設整備

屋 久 島 4 気象施設整備

（奄美）

奄 美 216 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、照明施設整備等

喜 界 295 滑走路改良、照明施設整備

徳 之 島 160 滑走路端安全区域整備

沖 永 良 部 5 気象施設整備

地 方 管 理 空 港

共 用 空 港

地 方 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港
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［直轄＋補助］ （単位：百万円)

事 業 費 主　　　要　　　内　　　容

令和３年度　予算配分箇所表（空港整備）

区　　　　分

（沖縄）

那 覇 10,581
ターミナル地域の整備、浸水対策、耐震対策、滑走路改良、誘導路改良、
無線施設整備、照明施設整備等、住宅防音工事補助

粟 国 6 照明施設整備

慶 良 間 6 照明施設整備

久 米 島 368 無線施設整備、照明施設整備等

南 大 東 147 滑走路端安全区域整備、照明施設整備

北 大 東 192 滑走路端安全区域整備、滑走路改良、誘導路改良、エプロン改良等

伊 江 島 30 滑走路端安全区域整備

宮 古 342 滑走路端安全区域整備、無線施設整備、気象施設整備等

下 地 島 666 無線施設整備、照明施設整備等

多 良 間 163 滑走路端安全区域整備、気象施設整備

新 石 垣 249 浸水対策、無線施設整備、気象施設整備

波 照 間 46 無線施設整備

与 那 国 442 無線施設整備、照明施設整備

名 古 屋 58 誘導路改良

八 尾 554 浸水対策、誘導路改良、エプロン改良、無線施設整備等

但 馬 108 滑走路改良、無線施設整備等

天 草 157 滑走路端安全区域整備

（注）各空港の計数は、それぞれ単位未満を四捨五入している。

その他の空港等

国 管 理 空 港

地 方 管 理 空 港

4 / 4 
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令和３年度鉄道局関係予算配分概要 

 

区    分 

 

 

 

線   名   等 

 

 

 

事業費 

（百万円） 

 

【整備新幹線】 

 

 

整備新幹線整備事

業 

 

 

 

合計 

 

 

北海道新幹線（新函館北斗～札幌） 

北陸新幹線（金沢～敦賀） 

九州新幹線（武雄温泉～長崎） 

 

計 

459,372 

 

 

95,000 

303,372 

61,000 

 

459,372 

   

【都市・ 

幹線鉄道】 

 

合計 

 

 

 74,041 

都市鉄道利便増進

事業 

神奈川東部方面線 

 

計 

32,989 

 

32,989 

都市鉄道整備事業 

        

        

     

     

     

     

 

 

東京都（大規模改良） 

横浜市（大規模改良） 

名古屋市（大規模改良） 

京都市（大規模改良） 

神戸市（大規模改良） 

福岡市（七隈線延伸） 

大阪市高速電気軌道㈱（大規模改良） 

関西高速鉄道㈱（なにわ筋線建設） 

 

計 

703 

63 

151 

24 

294 

7,195 

2,246 

8,790 

 

19,466 

幹線鉄道等活性化

事業 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 （西日本旅客鉄道㈱） 

 （高松琴平電気鉄道㈱） 

あいの風とやま鉄道㈱ 

 

計 

 

759 

153 

170 

 

1,083 

鉄道駅総合改善事

業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域公共交通活性化・再生法法定協議会 

 （相模鉄道海老名駅） 

東日本旅客鉄道㈱(館腰駅、取手駅、我孫子駅、社家駅) 

東海旅客鉄道㈱(刈谷駅) 

西日本旅客鉄道㈱(下祗園駅、香芝駅、東貝塚駅、安芸矢口駅、厚狭駅) 

四国旅客鉄道㈱(多度津駅) 

小田急電鉄㈱（中央林間駅） 

京浜急行電鉄㈱(品川駅) 

名古屋鉄道㈱(聚楽園駅) 

 

計 

 

296 

1,903 

1,015 

1,147 

40 

30 

246 

594 

 

5,271 

鉄道防災事業 

 

 

 

北海道旅客鉄道㈱（函館線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線、予土線、牟岐線） 

(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構（青函トンネル） 

 

計 

186 

140 

1,140 

 

1,466 
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鉄道施設総合安全

対策事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【老朽化対策】 

北海道旅客鉄道㈱（千歳線、宗谷線、函館線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

伊豆急行㈱（伊豆急行線） 

四国旅客鉄道㈱（高徳線） 

肥薩おれんじ鉄道㈱（肥薩おれんじ鉄道線） 

 

【耐震対策】 

京王電鉄㈱（相模原線） 

東急電鉄㈱（大井町線） 

京浜急行電鉄㈱（本線） 

東京モノレール㈱（羽田空港線） 

近畿日本鉄道㈱（京都線、奈良線、難波線、けいはんな線、 

南大阪線、大阪線） 

新関西国際空港㈱（空港連絡鉄道線） 

和歌山県（和歌山港線） 

西日本鉄道㈱（天神大牟田線） 

 

【豪雨対策】 

北海道旅客鉄道㈱（宗谷線、室蘭線） 

京成電鉄㈱（本線） 

阪急電鉄㈱（今津線） 

南海電気鉄道㈱（高野線） 

近畿日本鉄道㈱（大阪線） 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、土讃線） 

 

【浸水対策】 

東急電鉄㈱（田園都市線、東横線、目黒線） 

 

【踏切保安設備整備】 

四国旅客鉄道㈱（予讃線、徳島線） 

西武鉄道㈱（拝島線、国分寺線、多摩湖線、池袋線、新宿線） 

新京成電鉄㈱（新京成線） 

京王電鉄㈱（京王線） 

上毛電気鉄道㈱（上毛線） 

秩父鉄道㈱（秩父本線） 

小湊鉄道㈱（小湊鉄道線） 

関東鉄道㈱（常総線） 

名古屋鉄道㈱（名古屋本線、瀬戸線、犬山線） 

南海電気鉄道㈱（南海本線、高野線、加太線） 

神戸電鉄㈱（有馬線、三田線） 

能勢電鉄㈱（妙見線） 

 

【地域鉄道安全対策】 

三陸鉄道㈱ 

青森県 

秋田内陸縦貫鉄道㈱ 

ＩＧＲいわて銀河鉄道㈱ 

会津鉄道㈱ 

阿武隈急行㈱ 

弘南鉄道㈱ 

由利高原鉄道㈱ 

津軽鉄道㈱ 

福島交通㈱ 

しなの鉄道㈱ 

富山地方鉄道㈱ 

えちごトキめき鉄道㈱ 

894 

261 

200 

200 

178 

55 

 

3,828 

300 

100 

29 

250 

2,389 

 

260 

150 

350 

 

649 

39 

300 

100 

15 

179 

16 

 

56 

56 

 

472 

2 

269 

9 

24 

20 

26 

18 

10 

39 

43 

8 

4 

 

6,967 

267 

64 

246 

426 

18 

252 

43 

16 

11 

70 

222 

249 

177 
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北越急行㈱ 

長野電鉄㈱ 

北陸鉄道㈱ 

万葉線㈱ 

上田電鉄㈱ 

秩父鉄道㈱ 

関東鉄道㈱ 

わたらせ渓谷鉄道㈱ 

小湊鉄道㈱ 

上信電鉄㈱ 

いすみ鉄道㈱ 

富士急行㈱ 

上毛電気鉄道㈱ 

江ノ島電鉄㈱ 

銚子電気鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

長良川鉄道㈱ 

大井川鐵道㈱ 

えちぜん鉄道㈱ 

三岐鉄道㈱ 

樽見鉄道㈱ 

伊豆箱根鉄道㈱ 

明知鉄道㈱ 

豊橋鉄道㈱ 

伊勢鉄道㈱ 

遠州鉄道㈱ 

静岡鉄道㈱ 

岳南電車㈱ 

近江鉄道㈱ 

阪堺電気軌道㈱ 

叡山電鉄㈱ 

北条鉄道㈱ 

京福電気鉄道㈱ 

水間鉄道㈱ 

紀州鉄道㈱ 

井原鉄道㈱ 

広島電鉄㈱ 

若桜町・八頭町 

土佐くろしお鉄道㈱ 

高松琴平電気鉄道㈱ 

とさでん交通㈱ 

筑豊電気鉄道㈱ 

甘木鉄道㈱ 

長崎電気軌道㈱ 

 

【ホームドア整備】 

西日本旅客鉄道㈱(京都駅、明石駅、西明石駅) 

東武鉄道㈱(小菅駅、五反野駅、梅島駅、蒲生駅) 

阪神電気鉄道㈱(大阪梅田駅)  

 

計 

167 

36 

114 

127 

195 

409 

13 

10 

86 

22 

35 

315 

25 

21 

14 

135 

12 

193 

136 

11 

64 

160 

17 

151 

58 

132 

99 

66 

253 

181 

39 

14 

336 

72 

13 

139 

177 

80 

333 

143 

88 

70 

116 

29 

 

900 

438 

258 

204 

 

 13,766 

（注１）百万円未満の計数を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。 

（注２）本表は予定額である。 



Ⅳ．管区海上保安本部等別配分額

[直轄事業]

対前年度倍率

海 上 保 安 庁 1 1,651 1.258

第 一 管 区
海 上 保 安 本 部

4 291 1.330

第 二 管 区
海 上 保 安 本 部

12 405 1.998

第 三 管 区
海 上 保 安 本 部

9 631 0.688

第 四 管 区
海 上 保 安 本 部

20 372 2.333

第 五 管 区
海 上 保 安 本 部

15 2,039 0.927

第 六 管 区
海 上 保 安 本 部

50 634 2.210

第 七 管 区
海 上 保 安 本 部

32 1,529 2.429

第 八 管 区
海 上 保 安 本 部

11 357 0.602

第 九 管 区
海 上 保 安 本 部

4 214 1.085

第 十 管 区
海 上 保 安 本 部

20 3,839 1.214

第 十 一 管 区
海 上 保 安 本 部

9 1,420 0.637

合　　　　　　　　計 185　※ 13,381 1.105

補助事業はなし ※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇
所減算

区　　　　分
事業箇所数
（箇所）

船舶交通安全基盤整備事業
（百万円）

第十一管区

海上保安庁

第三管区

第二管区

第一管区

第九管区

第八管区

第七管区

第六管区

第四管区
第五管区

第十管区



＜参考＞
管区 事業箇所名 事業箇所数
本庁 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

小　　　　計 1
一 襟裳岬船舶交通安全基盤整備事業 1

留萌港船舶交通安全基盤整備事業 1
函館港船舶交通安全基盤整備事業 1
厚岸漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
二 龍飛埼船舶交通安全基盤整備事業 1

能代港船舶交通安全基盤整備事業 1
宮古港船舶交通安全基盤整備事業 1
雄勝漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
中之作港船舶交通安全基盤整備事業 1
仙台塩釜港船舶交通安全基盤整備事業 1
秋田船川港船舶交通安全基盤整備事業 1
酒田港船舶交通安全基盤整備事業 1
大間埼船舶交通安全基盤整備事業 1
陸奥大島船舶交通安全基盤整備事業 1
鮫角船舶交通安全基盤整備事業 1
八戸港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 12
三 京浜港船舶交通安全基盤整備事業※ 1

磯埼船舶交通安全基盤整備事業 1
洲埼船舶交通安全基盤整備事業 1
木更津港船舶交通安全基盤整備事業 1
剱埼船舶交通安全基盤整備事業 1
浦賀水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1
横須賀港船舶交通安全基盤整備事業 1
舞阪船舶交通安全基盤整備事業 1
銚子港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
四 名古屋港船舶交通安全基盤整備事業 1

伊勢湾船舶交通安全基盤整備事業 1
三河港船舶交通安全基盤整備事業 1
衣浦港船舶交通安全基盤整備事業 1
橋田鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
トーガ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
広瀬船舶交通安全基盤整備事業(愛知県) 1
矢作川口沖船舶交通安全基盤整備事業 1
伊勢湾沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
篠島漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
四日市港船舶交通安全基盤整備事業 1
大王埼船舶交通安全基盤整備事業 1
朝日礁船舶交通安全基盤整備事業 1
ヨセマル船舶交通安全基盤整備事業 1
石鏡漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
浜島港船舶交通安全基盤整備事業 1
イチ島船舶交通安全基盤整備事業 1
四丈船舶交通安全基盤整備事業 1
渡リ黒ミ船舶交通安全基盤整備事業 1
伊良湖水道航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20



管区 事業箇所名 事業箇所数
五 明石海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1

大阪港船舶交通安全基盤整備事業 1
福良港船舶交通安全基盤整備事業 1
神戸港船舶交通安全基盤整備事業 1
セメント磯船舶交通安全基盤整備事業 1
東播磨港船舶交通安全基盤整備事業 1
赤穂港船舶交通安全基盤整備事業 1
姫路港船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
和歌山下津港船舶交通安全基盤整備事業 1
新宮港船舶交通安全基盤整備事業 1
孫埼船舶交通安全基盤整備事業 1
徳島小松島港船舶交通安全基盤整備事業 1
播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1
高知港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 15
六 播磨灘北航路船舶交通安全基盤整備事業※ 1

広島港船舶交通安全基盤整備事業 1
水島航路船舶交通安全基盤整備事業 1
水島港船舶交通安全基盤整備事業 1
児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
笠岡港船舶交通安全基盤整備事業 1
ネヅラ岩船舶交通安全基盤整備事業 1
竪場島船舶交通安全基盤整備事業 1
トクダキノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
直島北西船舶交通安全基盤整備事業 1
東備港船舶交通安全基盤整備事業 1
岡山港船舶交通安全基盤整備事業 1
岩国港船舶交通安全基盤整備事業 1
平郡水道船舶交通安全基盤整備事業 1
伊予灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
音戸瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
尾ノ鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
安芸灘北航路船舶交通安全基盤整備事業 1
呉港船舶交通安全基盤整備事業 1
福山港船舶交通安全基盤整備事業 1
尾道糸崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
森ノ瀬ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸田港船舶交通安全基盤整備事業 1
似骨ノ礁船舶交通安全基盤整備事業 1
立花ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
細ノ州船舶交通安全基盤整備事業 1
中藻州船舶交通安全基盤整備事業 1
油ノ沖ノ石船舶交通安全基盤整備事業 1
牛クソ船舶交通安全基盤整備事業 1
徳山下松港船舶交通安全基盤整備事業 1
三田尻中関港船舶交通安全基盤整備事業 1
周防灘航路船舶交通安全基盤整備事業 1
八島船舶交通安全基盤整備事業 1
入鹿瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
団子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
カマ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1



管区 事業箇所名 事業箇所数
地ノハナゲ船舶交通安全基盤整備事業 1
干出岩船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸東航路船舶交通安全基盤整備事業 1
佐田岬船舶交通安全基盤整備事業 1
来島海峡航路船舶交通安全基盤整備事業 1
新居浜港船舶交通安全基盤整備事業 1
錐ケ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
円瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
庄司太郎碆船舶交通安全基盤整備事業 1
水荷浦鼻沖船舶交通安全基盤整備事業 1
渡ケ碆船舶交通安全基盤整備事業 1
日振島船舶交通安全基盤整備事業 1
備讃瀬戸南航路船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 50
七 魚釣埼船舶交通安全基盤整備事業 1

豆酘埼船舶交通安全基盤整備事業 1
関門港船舶交通安全基盤整備事業 1
佐世保港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇部港船舶交通安全基盤整備事業 1
宇島港船舶交通安全基盤整備事業 1
小野田港船舶交通安全基盤整備事業 1
苅田港船舶交通安全基盤整備事業 1
沖ノ瀬船舶交通安全基盤整備事業(山口県) 1
波津白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
住ノ江港船舶交通安全基盤整備事業 1
大牟田港船舶交通安全基盤整備事業 1
唐津港船舶交通安全基盤整備事業 1
伊万里港船舶交通安全基盤整備事業 1
長崎港船舶交通安全基盤整備事業 1
瀬戸港船舶交通安全基盤整備事業(長崎県) 1
脇岬港船舶交通安全基盤整備事業 1
口曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
アサ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿町海老曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
滝瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
餅米瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
薄香湾舵掛岩船舶交通安全基盤整備事業 1
アサマ船舶交通安全基盤整備事業 1
大白瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
三島船舶交通安全基盤整備事業 1
牛島沖船舶交通安全基盤整備事業 1
杓子瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
イカヅチ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
中津港船舶交通安全基盤整備事業 1
郷ノ浦港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 32



管区 事業箇所名 事業箇所数
八 白島埼船舶交通安全基盤整備事業 1

三度埼船舶交通安全基盤整備事業 1
越前岬船舶交通安全基盤整備事業 1
舞鶴港船舶交通安全基盤整備事業 1
博奕岬船舶交通安全基盤整備事業 1
御津漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
境港船舶交通安全基盤整備事業 1
黒島埼船舶交通安全基盤整備事業 1
美保関船舶交通安全基盤整備事業 1
松江港船舶交通安全基盤整備事業 1
安来港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 11
九 猿山岬船舶交通安全基盤整備事業 1

伏木富山港船舶交通安全基盤整備事業 1
七尾港船舶交通安全基盤整備事業 1
大野船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 4
十 八代港船舶交通安全基盤整備事業 1

沖ノ瀬鼻船舶交通安全基盤整備事業 1
高杢島船舶交通安全基盤整備事業 1
助八瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
東チオミ瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深平瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
牛深漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
三角港船舶交通安全基盤整備事業 1
満越ノ瀬戸船舶交通安全基盤整備事業 1
小瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
メツ曽根船舶交通安全基盤整備事業 1
肥後延瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
細島港船舶交通安全基盤整備事業 1
細島船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島湾口神瀬船舶交通安全基盤整備事業 1
鳥ノ巣山船舶交通安全基盤整備事業 1
草垣島船舶交通安全基盤整備事業 1
国頭岬船舶交通安全基盤整備事業 1
鹿児島港船舶交通安全基盤整備事業 1
山川港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 20
十一 糸満漁港船舶交通安全基盤整備事業 1

那覇港船舶交通安全基盤整備事業 1
牧港漁港船舶交通安全基盤整備事業 1
本部港船舶交通安全基盤整備事業 1
運天港船舶交通安全基盤整備事業 1
平久保埼船舶交通安全基盤整備事業 1
金武中城港船舶交通安全基盤整備事業 1
石垣港船舶交通安全基盤整備事業 1
平良港船舶交通安全基盤整備事業 1

小　　　　計 9
合　　　　計 185※

※海上保安庁、第三管区間及び第五管区、第六管区間の重複事業箇所２箇所減算



愛 媛 県

官 庁 営 繕 部



令和３年度当初予算　官庁営繕部箇所別調書

愛媛県 （単位：百万円）

事　業　名 箇　所　名 所　在　地 事 業 費 備　　考

［一般会計］
官庁営繕費 今治港湾合同庁舎 今治市 330 新営事業

松山地方気象台 松山市 99 大規模リニューアル

合　　計 429



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（愛媛県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

地域の発展と活性化を支える愛
媛の港づくり

愛媛県 50,000 

地域の発展と活性化を支える愛
媛の港づくり（重点）

愛媛県 160,000 

快適性と利便性を備えた質の高
い魅力ある愛媛の公園づくり
（第Ⅱ期）

愛媛県,西条市,大洲市,伊予市,四国中央市,
内子町

131,400 

後世に引き継ぐことのできる快
適な水環境の創造を図る下水道
事業の推進（重点計画）

大洲市,西予市,宇和島市,伊予市,四国中央
市,東温市,松前町,砥部町

439,000 

共に創る豊かなえひめの住まい
づくりとまちづくり（第Ⅲ期）

愛媛県,宇和島市,八幡浜市,西条市,大洲市,
伊予市,四国中央市,西予市,東温市,上島町,
久万高原町,松前町,砥部町,内子町,伊方町,
松野町,鬼北町,愛南町

512,099 

地方創生と生産性革命につなが
る企業・産業活動を支援し生産
拠点と交通拠点とをつなぐ街路
整備

愛媛県 976,140 

県民の暮らしを支え、地域の活
性化と交流連携を促進するみち
づくり

愛媛県,四国中央市,東温市,久万高原町,松
前町,大洲市,内子町,八幡浜市,西予市,松野
町

453,699 

松山市立地適正化推進計画（ス
マートシティの推進・公共交通
ネットワーク再構築）

松山市 10,845 

松山駅周辺のまちづくり～とも
に創る、多様な賑わいと潤いに
あふれた松山のターミナル拠点
～

松山市 488,939 

快適な暮らしづくりのための汚
水処理の普及促進（重点計画）

松山市 499,000 

快適な生活環境の実現に向けた
交通ネットワークの整備

松山市 141,136 

松山市における中心市街地の活
性化と住環境の向上（第Ⅲ期）

松山市 137,735 

安全・安心な暮らしの実現に向
けた水環境（下水道）の整備促
進（重点計画）

今治市 528,000 



（愛媛県）
社会資本整備総合交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

今治市地域住宅計画（建替事業
等）(第Ⅱ期)

今治市 410,116 

道路ネットワークを充実させる
幹線整備や生活に密着したきめ
細やかな道づくり

今治市 188,513 

新居浜地域住宅計画（第Ⅲ期） 新居浜市 291,471 

快適で安全安心な生活環境の実
現（重点計画）

新居浜市 100,000 

安全・安心な魅力ある公園づく
り

新居浜市 65,000 

豊かな自然と共生する生活基盤
の整備を図る下水道事業の推進
（重点計画）

西条市 108,000 

5,691,093 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計



令和３年度当初予算　社会資本整備総合交付金の配分

（愛媛県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

土砂災害から県民の命を守るソ
フト対策（基礎調査）の推進

愛媛県 19,000 

通学路等の生活空間における安
全・安心の確保（防災・安全）

愛媛県 784,337 

安全安心な愛媛の港づくり（重
点）（防災・安全）

愛媛県 34,600 

安全・安心な生活環境の整備を
図る下水道事業の推進（防災・
安全）（重点計画）

伊予市,西予市,宇和島市,八幡浜市 133,000 

安全・安心な生活環境の整備を
図る下水道事業の推進（防災・
安全）

宇和島市,八幡浜市,大洲市,四国中央市,東
温市,上島町,久万高原町,松前町,内子町,伊
方町,伊予市

395,229 

安心安全な愛媛の港づくり（防
災・安全）

愛媛県,宇和島市,上島町 84,000 

津波や高潮につよい愛顔あふれ
る海岸づくり　～波の脅威から
命をまもる～（防災・安全）

愛媛県,上島町 140,000 

安全で安心な魅力ある愛媛の公
園づくり（第Ⅱ期）（防災・安
全）

愛媛県,大洲市,伊予市,四国中央市 240,175 

津波や高潮につよい愛顔あふれ
る海岸づくり～波の脅威から命
をまもる～重点計画～（防災・
安全）

愛媛県,今治市,上島町,四国中央市,新居浜
市,西条市,松山市,松前町,伊予市,大洲市,
八幡浜市,伊方町,西予市,宇和島市,愛南町

339,750 

土砂災害につよい愛ある県土づ
くり　～急峻・脆弱な愛媛の地
形地質から命をまもる～

愛媛県,四国中央市,西条市,今治市,上島町,
松山市,東温市,伊予市,久万高原町,八幡浜
市,西予市,鬼北町,愛南町

922,500 

安全・安心な愛顔あふれる住ま
いづくりとまちづくり（防災・
安全）（第Ⅲ期）（重点計画）

愛媛県,松山市,八幡浜市,新居浜市,久万高
原町,大洲市,松前町,四国中央市,今治市,伊
方町

256,775 

道路構造物の長寿命化等戦略的
な維持管理の推進及び南海トラ
フ地震に備えた防災対策等（防
災・安全）

愛媛県,四国中央市,新居浜市,上島町,伊予
市,松前町,大洲市,内子町,西予市,伊方町,
宇和島市,松野町,愛南町

900,726 

通学路等の生活空間における交
通安全対策の推進（防災・安
全）

四国中央市,西条市,東温市,砥部町,松前町,
大洲市,宇和島市,鬼北町,愛南町

209,891 



（愛媛県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

ひとにやさしく、みんなが安全
に移動できるみちづくり（防
災・安全）

愛媛県,東温市,宇和島市,愛南町 360,626 

「自転車活用推進計画」に基づ
く安全で快適な自転車通行空間
整備（防災・安全）

愛媛県,新居浜市,今治市 168,742 

土砂災害につよい愛ある県土づ
くり（重点）　～急峻・脆弱な
愛媛の地形地質から命をまもる
～

愛媛県 398,320 

国土強靭化地域計画に基づく災
害時の避難・輸送を支えるみち
づくり（防災・安全）

愛媛県,西条市,松山市,久万高原町,大洲市,
内子町,八幡浜市

1,872,925 

災害につよい愛顔あふれる川づ
くり　～洪水・地震・津波によ
る河川災害から命を守る～
（防災・安全）

愛媛県,西条市,松山市,松前町,八幡浜市,宇
和島市,松野町,伊予市,東温市,今治市

413,000 

災害につよい愛顔あふれる川づ
くり　～洪水・地震・津波によ
る河川災害から命を守る～
（防災・安全）緊急対策

愛媛県 70,000 

災害に強い、安全・安心まちづ
くり（防災・安全）（第Ⅲ期）

松山市 12,000 

水環境の防災・安全向上のため
の基盤整備対策の推進（第Ⅱ
期）（防災・安全）

松山市 881,644 

通学路等の生活空間における交
通安全対策（防災・安全）

松山市 118,250 

災害に強い、安全・安心まちづ
くり（防災・安全）（第Ⅱ期）
（重点計画）

松山市 4,561 

安全・安心公園づくり（防災・
安全）

松山市 18,050 

安全・安心な暮らしの実現に向
けた水環境（下水道）の整備促
進（防災・安全）

今治市 366,721 

うみのまち今治を支える持続可
能な港の形成（防災・安全）
（重点計画）

今治市 16,000 



（愛媛県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

うみのまち今治を支える持続可
能な港の形成（防災・安全）

今治市 46,000 

吉田港海岸の安全安心の推進
（防災・安全）

宇和島市 25,000 

八幡浜市における大規模災害に
備えた防災まちづくりの推進
（防災・安全）

八幡浜市 10,500 

安全・安心な通学空間をつくる
みちづくり（防災・安全）

新居浜市 228,949 

新居浜港における港湾施設の管
理と利便性の向上（防災・安
全）第2期

新居浜港務局 6,000 

安全安心な生活環境の実現（防
災・安全）（重点計画）

新居浜市 242,400 

安全安心な生活環境の実現（防
災・安全）

新居浜市 61,600 

新居浜港における海岸保全施設
の適切な維持管理の推進（防
災・安全）（重点）第2期

新居浜港務局 5,500 

安全で快適な生活基盤を守るた
めの水環境の創造を図る下水道
事業の推進（防災・安全）

西条市 152,000 

安全安心を確保し利便性の高い
公園整備（防災・安全）

西条市 15,000 

安全で快適な生活基盤を守るた
めの水環境の創造を図る下水道
事業の推進（防災・安全）（重
点計画）

西条市 195,000 

災害復興と安全で安心なまちづ
くりの推進（防災・安全）

大洲市 72,200 

大規模盛土造成地の耐震化の促
進（防災・安全）

伊予市 1,550 

平成30年7月豪雨からの復興まち
づくりの推進（防災・安全）

西予市 169,500 



（愛媛県）
防災・安全交付金 （単位：千円）

計画名 計画策定主体 配分国費 備 考

上島町災害に強いまちづくり
（防災・安全）

上島町 16,000 

松前町災害に強いまちづくり計
画（防災・安全）

松前町 10,000 

大規模盛土造成地の耐震化の推
進（防災・安全）

内子町 1,140 

大規模盛土造成地の耐震化の推
進（防災・安全）

愛南町 1,300 

10,420,461 

※計画名等については、現時点のものであり今後変更があり得る。

合 計


