
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



防災・安全交付金（河川事業）

愛媛県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

肱川（下流）広域河川改修事業 79,000

金生川広域河川改修事業 15,000
界谷川広域河川改修事業 3,000
中山川広域河川改修事業 1,000
宮前川広域河川改修事業 10,000
大川広域河川改修事業 2,000
肱川広域河川改修事業 5,000
広見川広域河川改修事業 5,000
内平ヶ谷川広域河川改修事業 5,000

愛媛県地震・高潮対策河川事業
（新川）

18,000

愛媛県地震・高潮対策河川事業
（岩松川他）

5,000

重信川圏域総合流域防災事業
（御坂川）

50,000

重信川圏域総合流域防災事業
（明神川）

15,000

愛媛南部圏域総合流域防災事
業（増穂川）

5,000

愛媛南部圏域総合流域防災事
業（内平川）

5,000

愛媛東部圏域総合流域防災事
業（関川）

10,000

橋梁整備事業（県道菅田五郎停
車場線　逆投橋）

102,000

水害リスク情報の提供 15,000

洪水ハザードマップ作成（重信
川他）

松山市 7,000

洪水ハザードマップ作成（重信
川他）

伊予市 1,000

洪水ハザードマップ作成（重信
川）

東温市 1,000

洪水ハザードマップ作成（蒼社
川）

今治市 1,000

洪水ハザードマップ作成（三間
川他）

宇和島市 2,000

鹿森ダム　堰堤改良事業 13,900
黒瀬ダム　堰堤改良事業 6,300
台ダム　堰堤改良事業 7,400
須賀川ダム　堰堤改良事業 4,800
山財ダム　堰堤改良事業 18,600

- 計 413,000

王子川排水機場特定構造物改
築事業

50,000

岩松川他応急対策事業 5,000

堰堤改良事業（ダム再生計画の
策定又は変更（黒瀬ダム））

4,100

堰堤改良事業（ダム再生計画の
策定又は変更（玉川ダム））

3,500

堰堤改良事業（ダム再生計画の
策定又は変更（須賀川ダム））

3,500

愛媛県

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

令和３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）

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



堰堤改良事業（ダム再生計画の
策定又は変更（山財ダム））

愛媛県 3,900

- 計 70,000

483,000

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

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない



愛媛県 （国費：千円）

計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

鎌谷川通常砂防事業 5,000

谷奥川通常砂防事業 5,000

面白川通常砂防事業 7,500

西谷川通常砂防事業 7,500

東町川通常砂防事業 7,500

大地川総合流域防災対策事業（緊急改築） 5,000

多領須川総合流域防災対策事業（緊急改築） 5,000

細谷川総合流域防災対策事業（緊急改築） 5,000

前神寺谷川通常砂防事業 5,000

上野川通常砂防事業（離島） 500

宗方本川通常砂防事業 20,000

大川総合流域防災対策事業（緊急改築） 10,000

国道川総合流域防災対策事業（緊急改築） 5,000

原川通常砂防事業 5,000

坊主谷川通常砂防事業 5,000

古江川通常砂防事業 15,000

東高原川通常砂防事業（離島） 5,000

由之左近川通常砂防事業（離島） 5,000

イキマサ川通常砂防事業（離島） 7,500

ノウ谷川総合流域防災対策事業（緊急改築） 10,000

左ビキイシ谷川通常砂防事業 5,000

今戸川通常砂防事業 7,500

前川総合流域防災対策事業（緊急改築） 10,000

カルト川総合流域防災対策事業（緊急改築） 2,500

畑谷川通常砂防事業 5,000

樽奥谷川通常砂防事業 5,000

女体川総合流域防災対策事業（緊急改築） 5,000

久保川通常砂防事業 2,500

谷川通常砂防事業 5,000

稲葉川通常砂防事業 5,000

百の浦川通常砂防事業 5,000

畑枝川通常砂防事業 5,000

大寿浦通常砂防事業 12,000

西の土居A地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

岡村開地地区外総合流域防災対策事業（緊急改
築）

13,500

平和通地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

長早西地区外総合流域防災対策事業（緊急改築） 4,500

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

令和３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）



皆江地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

妙典寺前Ｄ地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

本九島地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

伊吹北D地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

藤江Ａ地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

水荷浦地区外総合流域防災対策事業（緊急改築） 4,500

丸之内Ａ地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

愛媛東部圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策
定）

2,000

重信川圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策
定）

2,000

面河川圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策
定）

2,000

肱川圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策定） 2,000

愛媛南部圏域総合流域防災事業（長寿命化計画策
定）

2,000

270,750

西市仲谷川通常砂防事業 5,000

棒賀川通常砂防事業 7,500

添谷川通常砂防事業 7,500

葱尾谷川通常砂防事業 5,000

向川谷川通常砂防事業 5,000

戸板南上川通常砂防事業 9,500

西大見川通常砂防事業 5,000

東植松川通常砂防事業 5,000

田浦大川通常砂防事業 5,000

奥川通常砂防事業 5,000

平尾川上川通常砂防事業 5,000

客上川通常砂防事業 5,000

郷の脇川通常砂防事業 5,000

本谷川通常砂防事業 15,000

下林１号谷通常砂防事業 5,000

村川通常砂防事業 12,500

西之谷川通常砂防事業 5,000

シロネ谷川通常砂防事業 5,000

久万川通常砂防事業 7,500

ウルシノサコ通常砂防事業 7,500

タノサキ谷川通常砂防事業 5,000

イノ谷通常砂防事業 5,000

高上川通常砂防事業 2,500

東高上川通常砂防事業 2,500

神納川通常砂防事業 5,000

上大谷川通常砂防事業 5,000

惣瀬川通常砂防事業 5,000

西ノ川通常砂防事業 2,500

奥川通常砂防事業 100,000

南鳥鹿野川通常砂防事業 5,000

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

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

小計



中ノ浦川通常砂防事業 5,000

谷の奥川通常砂防事業 5,000

寄松川通常砂防事業 5,000

曾根川通常砂防事業 5,000

古浦西川通常砂防事業 5,000

山手川通常砂防事業 5,000

神社川通常砂防事業 5,000

東延川通常砂防事業 10,000

南中組川通常砂防事業 5,000

下高串川通常砂防事業 5,000

正木谷川通常砂防事業 10,000

今郷川通常砂防事業 5,000

浅川2号谷通常砂防事業 25,000

コーデ通常砂防事業 5,000

防城通常砂防事業 27,780

本村-1通常砂防事業 5,000

本村-2通常砂防事業 5,000

亀尻地区地すべり対策事業 10,000

木颪地区地すべり対策事業 20,000

中峰地区地すべり対策事業 10,000

矢野畑地区地すべり対策事業 10,000

河内地区地すべり対策事業 10,000

豆柳地区地すべり対策事業 15,000

宮川北地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

涼川地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

表地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

北柴生地区急傾斜地崩壊対策事業 11,250

射場地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

大島宮ノ谷地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

又野Ａ地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

大倉地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

沢津地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

尾浦B地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

大浜南A地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

戸板A地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

馬島地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

後浜地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

尾又地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

篠塚地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

山越Ｂ地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

寺地地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

川井地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

岩谷Ｂ地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

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



馬門地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

永久地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

森田地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

落合地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

東古味地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

下中地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

八尾地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

大谷口B地区急傾斜地崩壊対策事業 13,500

保子野A地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

保子野B地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

只越地区急傾斜地崩壊対策事業 12,000

大竹本郷地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

柴尾地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

大込地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

鎌土Ｂ地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

茶屋B地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

宮原Ａ地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

谷地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

川名津B地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

浦安地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

平野地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

ツボイ地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

大浦西地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

宇和津地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

柿原B地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

藤江C地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

上保田B地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

南君西Ｂ地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

尻貝A地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

成A地区急傾斜地崩壊対策事業 9,000

牛の浦A地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

東蓮寺谷地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

芳原A地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

本川内b地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

大超寺奥14-2地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

筋地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

江湖地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

岩水C地区急傾斜地崩壊対策事業 8,000

和口1地区急傾斜地崩壊対策事業 6,000

深浦地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

落出Ｂ地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

本組Ｂ地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

阿寄地区急傾斜地崩壊対策事業 4,500

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



如法寺5地区急傾斜地崩壊対策事業 6,000

上泊地区急傾斜地崩壊対策事業 2,250

駄場地区急傾斜地崩壊対策事業 4,000

和霊5-3地区急傾斜地崩壊対策事業 2,000

重信川圏域総合流域防災事業 64,625

効果促進事業（システム） 2,772

効果促進事業（防災教育活動支援） 5,000

効果促進事業 西条市 6,925

効果促進事業 今治市 6,530

効果促進事業 上島町 1,250

効果促進事業 松山市 8,179

効果促進事業 東温市 1,453

効果促進事業 伊予市 5,500

効果促進事業 久万高原町 1,500

効果促進事業 八幡浜市 2,986

効果促進事業 愛南町 3,000

922,500

愛媛東部圏域総合流域防災事業（基礎調査） 2,700

重信川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 10,900

面河川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 900

肱川圏域総合流域防災事業（基礎調査） 2,700

愛媛南部圏域総合流域防災事業（基礎調査） 1,800

19,000

1,212,250合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図
と異なる配分を妨げるものではない

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

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

小計

小計



防災・安全交付金（海岸事業（河川））

愛媛県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

波止浜海岸高潮対策事業 愛媛県 10,000
北山崎海岸高潮対策事業 愛媛県 15,000
長崎海岸高潮対策事業 愛媛県 10,000

- 計 35,000
北灘海岸高潮対策事業 愛媛県 15,000

沢津海岸他海岸堤防等老朽化
対策緊急事業

愛媛県 5,800

鵜島海岸他津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛媛県 24,200

- 計 140,000

175,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない

令和３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）

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）

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）

藤原海岸他津波・高潮危機管理
対策緊急事業

愛媛県 95,000



防災・安全交付金（下水道事業）

愛媛県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 松山市 881,644
- 計 881,644

下水道施設の整備 今治市 366,721
- 計 366,721

下水道施設の整備 宇和島市 10,680
下水道施設の整備 八幡浜市 101,749
下水道施設の整備 大洲市 53,700
下水道施設の整備 伊予市 9,500
下水道施設の整備 四国中央市 107,350
下水道施設の整備 東温市 14,800
下水道施設の整備 上島町 32,950
下水道施設の整備 久万高原町 8,000
下水道施設の整備 松前町 9,000
下水道施設の整備 内子町 29,500
下水道施設の整備 伊方町 18,000

- 計 395,229
下水道施設の整備 宇和島市 84,000
下水道施設の整備 西予市 49,000

- 計 133,000
下水道施設の整備 新居浜市 242,400

- 計 242,400
下水道施設の整備 新居浜市 61,600

- 計 61,600

下水道施設の整備 西条市 195,000

- 計 195,000

下水道施設の整備 西条市 152,000

- 計 152,000

2,427,594

安全安心な生活環境の実現（防災・安全）（重
点計画）

令和３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）

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）

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）

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）

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）

安全安心な生活環境の実現（防災・安全）

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）

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）

合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない



社会資本整備総合交付金（下水道事業）

愛媛県 （国費：千円）
計画名 要素事業名等 事業実施主体 想定国費

下水道施設の整備 松山市 499,000
- 計 499,000

下水道施設の整備 今治市 528,000
- 計 528,000

下水道施設の整備 宇和島市 5,000
下水道施設の整備 大洲市 125,500
下水道施設の整備 四国中央市 19,000
下水道施設の整備 西予市 66,500
下水道施設の整備 東温市 83,000
下水道施設の整備 松前町 35,000
下水道施設の整備 砥部町 105,000

- 計 439,000
下水道施設の整備 新居浜市 100,000

- 計 100,000
下水道施設の整備 西条市 108,000

- 計 108,000

1,674,000合計

※記載する想定国費は国の意図を示すものであり、計画への配分後の使途は地方の裁量に委ねられ、国の意図と異なる配分
を妨げるものではない

令和３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）

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）

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）

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）

快適で安全安心な生活環境の実現（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）


