
愛 媛 県

水管理・国土保全局



令和２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 260　 大洲市
お お ず し

重信川 重信川 一般河川改修事業 617　 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 1,924　 大洲市
お お ず し

肱川 総合水系環境整備事業 79　 大洲市
お お ず し

重信川 総合水系環境整備事業 242　 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２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 2,000　 大洲市
お お ず し

肱川 肱川 事業間連携河川事業 278　 大洲市
お お ず し

肱川 肱川 大規模特定河川事業 216　 西予市
せ い よ 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 5,208 5,592

堰堤改良事業 吉野川柳瀬ダム 244 321

肱川野村ダム 82 96



令和２年度　直轄砂防事業箇所別調書（愛媛県　１／１）
所　　在　　地

市・郡 区・町・村 字名等

しげのぶがわすいけい おもてがわ こうじんだに こうじんだにさぼうえんてい とうおんし よしひさ

四国山地砂防 砂防 重信川水系 表川 荒神谷 荒神谷砂防堰堤 東温市 吉久 砂防堰堤工 194
しげのぶがわすいけい 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

重信川水系 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
しげのぶがわすいけい 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

重信川水系 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 162
しげのぶがわすいけい 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

重信川水系 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
しげのぶがわすいけい 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

重信川水系 重信川 池ヶ谷 池ヶ谷砂防堰堤 東温市 山之内 砂防堰堤工 271

合計 ５箇所 640

工　種
事業費

（百万円）
備　考箇所名事務所名 事業区分 水系等名 河川名 渓流名



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 さぼうえんていこう

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 40

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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

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 さぼうえんていこう

中山川 和霊谷川 西条市 丹原町関屋 砂防堰堤工 20
きたかわ よねやまがわ さいじょうし くす さぼうえんていこう

北川 米山川 西条市 楠 砂防堰堤工 20

おんじがわ いまばりし せきぜんおかむら さぼうえんていこう

園地川 今治市 関前岡村 砂防堰堤工 70

おおかわ 　　　　　　がわ いまばりし みやくぼちょうみやくぼ さぼうえんていこう

大川 イモホリ川 今治市 宮窪町宮窪 砂防堰堤工 30

おおくぼがわ いまばりし よしうみちょうとまり さぼうえんていこう

大久保川 今治市 吉海町泊 砂防堰堤工 40
にしくにみちがわ いまばりし はかたちょうあろうづ けいりゅうほぜんこう

西国道川 今治市 伯方町有津 渓流保全工 50

すみやがわかみかわ いまばりし はかたちょういかた けいりゅうほぜんこう

隅谷川上川 今治市 伯方町伊方 渓流保全工 20

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 さぼうえんていこう

富岡川 富岡川 伊予市 双海町大久保 砂防堰堤工 10

にしかみはまがわ いよし ふたみちょうくし さぼうえんていこう

西上浜川 伊予市 双海町串 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

本谷川 本谷川 伊予市 双海町大久保 砂防堰堤工 10

なかのたにがわ いよし やくら さぼうえんていこう

中ノ谷川 伊予市 八倉 砂防堰堤工 10
おおひらかわ いよし ふたみちょうたかぎし さぼうえんていこう

大平川 伊予市 双海町高岸 砂防堰堤工 10

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　1/8）

事業区分 所在地水系名 渓流名



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 おおうちのがわ いよぐん とべちょう たまたに さぼうえんていこう

砂防等事業 肱川 大内野川 伊予郡 砥部町 玉谷 砂防堰堤工 10

ひじかわ ふろのおくかわ いよぐん とべちょう そうづ さぼうえんていこう

肱川 風呂の奥川 伊予郡 砥部町 総津 砂防堰堤工 10

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 さぼうえんていこう

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 50

によどがわ 　　　　　　　たにがわ かみうけなぐん くまこうげんちょう つゆみね さぼうえんていこう

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 50
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 さぼうえんていこう

肱川 十郎谷川 喜多郡 内子町 大瀬中央 砂防堰堤工 10

ひじかわ 　　　　　　　だにがわ きたぐん うちこちょう なかがわ さぼうえんていこう

肱川 フロノオク谷川 喜多郡 内子町 中川 砂防堰堤工 10

ひじかわ ななつがわ きたぐん うちこちょう なかたど さぼうえんていこう

肱川 七津川 喜多郡 内子町 中田渡 砂防堰堤工 24

うまこしがわ やわたはまし ほないちょうかわのいし さぼうえんていこう

馬越川 八幡浜市 保内町川之石 砂防堰堤工 24
せんじょうがわ かみたにがわ やわたはまし ごう さぼうえんていこう

千丈川 上谷川 八幡浜市 郷 砂防堰堤工 20

ひじかわ せとみなみがわ せいよし うわちょうせと さぼうえんていこう

肱川 瀬戸南川 西予市 宇和町瀬戸 砂防堰堤工 50

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 さぼうえんていこう

肱川 中間下川 西予市 野村町白髭 砂防堰堤工 30

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 さぼうえんていこう

谷道川 松ノ木川 西予市 三瓶町津布理　 砂防堰堤工 50

ながはやがわ せいよし みかめちょうながはや さぼうえんていこう

長早川 西予市 三瓶町長早 砂防堰堤工 50

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 さぼうえんていこう

南蔵貫浦川 西予市 三瓶町蔵貫浦 砂防堰堤工 50
どうめんがわ せいよし あけはまちょうみやのうら さぼうえんていこう

堂面川 西予市 明浜町宮野浦 砂防堰堤工 30

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　2/8）

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 やまぐちがわ せいよし あけはまちょうかりはま さぼうえんていこう

砂防等事業 山口川 西予市 明浜町狩浜 砂防堰堤工 30

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 さぼうえんていこう

肱川 源光川 西予市 城川町下相 砂防堰堤工 20

あぜやひがしかわ うわじまし よしだちょうしろうら さぼうえんていこう

畦屋東川 宇和島市 吉田町白浦 砂防堰堤工 100

さきしんはまかわ うわじまし よしだちょうしろうら さぼうえんていこう

先新浜川 宇和島市 吉田町白浦 砂防堰堤工 100
かきうちきた みなみうわぐん あいなんちょう みちくら けいりゅうほぜんこう

垣内北 南宇和郡 愛南町 満倉 渓流保全工 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 さぼうえんていこう

惣川 奈呂 南宇和郡 愛南町 中川 砂防堰堤工 20

36箇所 1,148

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　3/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



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 みね さいじょうし おおふき しゅうすいせいこう

砂防等事業 峰 西条市 大保木 集水井工 5

とくづみ きたぐん うちこちょう おおせみなみ よこ　　　　　　　　　　　こう

徳積 喜多郡 内子町 大瀬南 横ボーリング工 30

つばい やわたはまし つばい しゅうすいせいこう

津羽井 八幡浜市 津羽井 集水井工 50
てらぐみ せいよし のむらちょうそうがわ よこ　　　　　　　　　　　こう

寺組 西予市 野村町惣川 横ボーリング工 20
かぎお せいよし しろかわちょうかぎお よこ　　　　　　　　　　　こう

嘉喜尾 西予市 城川町嘉喜尾 横ボーリング工 10

５箇所 115合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　4/8）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



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 まちうけようへきこう

砂防等事業 仁江 今治市 吉海町仁江 待受擁壁工 27

なかやま いよし なかやまちょうなかやま まちうけようへきこう

中山A 伊予市 中山町中山 待受擁壁工 9

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 まちうけようへきこう

御三戸北 上浮穴郡 久万高原町 上黒岩 待受擁壁工 9

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 まちうけようへきこう

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 まちうけようへきこう

中村 上浮穴郡 久万高原町 東川 待受擁壁工 27

かのがわ おおずし ひじかわちょうやまとさか まちうけようへきこう

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 まちうけようへきこう

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 まちうけようへきこう

上組 西予市 城川町田穂 待受擁壁工 27

８箇所 171
※急傾斜の事業費は補助基本額である

合計

令和２年度　特定土砂災害対策推進事業費補助箇所別調書（愛媛県　5/8）

事業区分 水系名 箇所名
所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 ききがわ おくがわ やわたはまし ほないちょうすがわ さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 喜木川 奥川 八幡浜市 保内町須川 砂防堰堤工 30

せんじょうがわ みなみかやがわ やわたはまし まつかや けいりゅうほぜんこう

千丈川 南柏川 八幡浜市 松柏 渓流保全工 20

ひがしたにがわ せいよし あけはまちょうとのえ けいりゅうほぜんこう

東谷川 西予市 明浜町渡江 渓流保全工 30

わきがわ せいよし あけはまちょうたわらづ けいりゅうほぜんこう

脇川 西予市 明浜町俵津 渓流保全工 20

たちまがわ しらいだにがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 白井谷川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 250

たちまがわ しょうぎだにがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 正木谷川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 20

ひのじがわ ひのちがわ うわじまし よしだちょうしろうら さんぷくこう

日ノ地川 日の地川 宇和島市 吉田町白浦 山腹工 50

ひのじがわ にしがたにがわ うわじまし よしだちょうしろうら さんぷくこう

日ノ地川 西ガ谷川 宇和島市 吉田町白浦 山腹工 50

むかいばたがわ うわじまし よしだちょうなぎみ さぼうえんていこう

向畑川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 30

こんごうがわ うわじまし よしだちょうほけづ さんぷくこう

今郷川 宇和島市 吉田町法花津 山腹工 30

おおたにがわ うわじまし よしだちょうほけづ さんぷくこう

大谷川 宇和島市 吉田町法花津 山腹工 50

いずみかわ うわじまし よしだちょうあぜや さぼうえんていこう

泉川 宇和島市 吉田町畦屋 砂防堰堤工 60

あさかわ　ごうだに うわじまし よしだちょうあさかわ さぼうえんていこう

浅川2号谷 宇和島市 吉田町浅川 砂防堰堤工 100

にしあかまつがわ うわじまし おおうら さぼうえんていこう

西赤松川 宇和島市 大浦 砂防堰堤工 80
たちまがわ だいみょうじんがわ うわじまし よしだちょうたちま えんていかいりょうこう

立間川 大明神川 宇和島市 吉田町立間 堰堤改良工 20

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（愛媛県　6/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

砂防激甚災害 たちまがわ つだがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

対策特別緊急事業 立間川 津田川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 20

たちまがわ あらまきがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 荒巻川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 20

たちまがわ こうじょうだにがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 高城谷川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 30

たちまがわ しもこうじょうがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 下高城川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 40

たちまがわ かみたにのうちがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 上谷ノ内川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 30

たちまがわ しもたにのうちがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 下谷ノ内川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 40

たちまがわ くろつぼがわ うわじまし よしだちょうたちま さぼうえんていこう

立間川 黒坪川 宇和島市 吉田町立間 砂防堰堤工 40

こにしがわ うわじまし よしだちょうほけづ さぼうえんていこう

小西川 宇和島市 吉田町法花津 砂防堰堤工 40

なぎみがわ うわじまし よしだちょうなぎみ さぼうえんていこう

南君川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 20

ひがしかまがわ うわじまし よしだちょうなぎみ さぼうえんていこう

東鎌川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 20

いさきがわ うわじまし よしだちょうなぎみ さぼうえんていこう

伊崎川 宇和島市 吉田町南君 砂防堰堤工 20

あさかわ　ごうだに うわじまし よしだちょうあさかわ さぼうえんていこう

浅川1号谷 宇和島市 吉田町浅川 砂防堰堤工 20

まきのぐちがわ うわじまし おおうら さぼうえんていこう

槙ノ口川 宇和島市 大浦 砂防堰堤工 20

28箇所 1,200

令和２年度　砂防激甚災害対策特別緊急事業費補助箇所別調書（愛媛県　7/8）

事業区分 水系名 渓流名 所在地

合計



工種 事業費 備考
市・郡 区・町・村 字名等 （百万円）

特定緊急 しなべがわ はすがわ いまばりし のま けいりゅうほぜんこう

砂防事業 品部川 蓮川 今治市 野間 渓流保全工 50

こくぼがわ しょうにごうだに まつやまし しょう けいりゅうほぜんこう

小久保川 庄２号谷 松山市 庄 渓流保全工 20

2箇所 70

令和２年度　特定緊急砂防事業費補助箇所別調書（愛媛県　8/8）

合計

事業区分 水系名 渓流名 所在地



令和２年度予算　地方創生整備推進交付金 愛媛県

【地方創生汚水処理施設整備推進交付金（公共下水道分）】

（単位：千円）

箇所名 事　業　費 国　　費

新居浜市 800,000 400,000

愛媛県　計 800,000 400,000
※事業費欄は補助対象事業費であり、参考値である。



愛媛県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

久万川水門特定構造物改築
事業

14,000

鹿森ダム貯水池保全事業 1,200

黒瀬ダム貯水池保全事業 14,800

30,000 0

1,384,000 822,000

1,414,000 822,000

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
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

小計

[一般計画]
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）

合計

※ 河川事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は河川事業分のみ記載）。

愛媛県

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[河川事業]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費



愛媛県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

浦山川緊急改築事業 15,000 15,000

堀子川緊急改築事業 10,000 10,000

鎌谷川通常砂防事業 10,000

谷奥川通常砂防事業 10,000

面白川緊急改築事業 10,000

西谷川緊急改築事業 20,000

東町川通常砂防事業 10,000

前神寺谷川通常砂防事業 15,000

宗方本川通常砂防事業 35,000

高原川通常砂防事業 15,000 15,000

大川緊急改築事業 10,000

国道川緊急改築事業 15,000

原川通常砂防事業 3,500

坊主谷川通常砂防事業 10,000 10,000

古江川通常砂防事業 10,000

東高原川通常砂防事業 2,500

由之左近川通常砂防事業 2,500

イキマサ川通常砂防事業 20,000 20,000

小川谷通常砂防事業 5,000

ノウ谷川緊急改築事業 10,000

左ビキイシ谷川通常砂防事業 15,000

今戸川通常砂防事業 15,000

小松谷川緊急改築事業 6,500

前川緊急改築事業 25,000

久保川通常砂防事業 10,000

谷川通常砂防事業 5,000

稲葉川通常砂防事業 15,000

百の浦川通常砂防事業 10,000

大寿浦通常砂防事業 15,000

岡村開地外緊急改築事業 20,250

平和通急傾斜地崩壊対策事
業

4,000

迫田B急傾斜地崩壊対策事業 13,500

中ノ浦急傾斜地崩壊対策事業 4,500 4,500

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[砂防事業]

計画名 要素事業名等 事業実施主体

想定国費

愛媛県[重点計画]
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～



皆江急傾斜地崩壊対策事業 4,500

長早西外緊急改築事業 11,250

妙典寺前D急傾斜地崩壊対策
事業

2,000

本九島急傾斜地崩壊対策事
業

8,000

伊吹北D急傾斜地崩壊対策事
業

4,000

藤江Ａ急傾斜地崩壊対策事業 4,500

水荷浦外緊急改築事業 2,250

西の土居A急傾斜地崩壊対策
事業

2,250

御殿内急傾斜地崩壊対策事
業

13,500

449,500 74,500

1,759,300 74,500

16,200

2,225,000 149,000合計

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[一般計画]　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～

小計

[一般計画]　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

※ 砂防事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は砂防事業分のみ記載）。



SP作成イメージ

愛媛県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

波止浜海岸高潮対策事業 15,000 0

北山崎海岸高潮対策事業 75,000 0

成碆海岸高潮対策事業 125,000 0

215,000 0

261,000 165,000

476,000 165,000

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[海岸事業（河川）]

計画名 要素事業名 事業実施主体

想定国費

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

[重点計画]
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

小計

[一般計画]　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）

合計

※ 海岸事業（河川）が含まれている計画名等を記載（配分国費は海岸事業（河川）分のみ記載）。



愛媛県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

西予市 70,000 49,000

宇和島市 23,000 0

計 93,000 49,000

[一般計画]
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

427,068 0

[一般計画]
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 1,436,741 122,929

[一般計画]
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 267,000 0

[重点計画]　安全安心な生活環境の実現（防災・安全）（重点計画） 新居浜市 299,626 0

[一般計画]　安全安心な生活環境の実現（防災・安全） 新居浜市 53,502 0

[重点計画]
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 129,742 77,845

[一般計画]
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 128,000 0

2,834,679 249,774

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

合計

[重点計画]
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）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

防災・安全交付金　[下水道事業]

計画名 事業実施主体

想定国費



愛媛県 （単位：千円）

うち、臨時・特別
の措置

（３か年緊急対策）

大洲市 136,000 0

西予市 50,000 0

宇和島市 10,000 0

伊予市 5,000 0

四国中央市 6,500 0

東温市 109,000 0

松前町 65,000 0

砥部町 150,000 0

計 531,500 0

[重点計画]　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 511,300 0

[重点計画]
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 426,000 0

[重点計画]
快適で安全安心な生活環境の実現（重点計画）

新居浜市 295,973 0

[重点計画]
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 112,000 0

1,876,773 0

※ 下水道事業が含まれている計画名等を記載（配分国費は下水道事業分のみ記載）。

※ 計画への配分後の実施箇所は地方の裁量に委ねられており、上記と異なる配分となる場合がある。

計画名 事業実施主体

想定国費

合計

[重点計画]
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）

令和２年度　社会資本整備総合交付金の配分　（水管理・国土保全局分）

社会資本整備総合交付金　[下水道事業]


