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１ 健やかに生き生きと暮らせる福祉のまちづくり 

３ 豊かな心を育む教育文化のまちづくり  

４ 活力あふれる産業振興のまちづくり  

５ 構想の実現に向けて  

・スマートシティ西条の実現に向け、公立保育所・認定こども園に保育業務支援システムを導入 

 し、保育士の負担軽減、働き方改革、子育て支援の充実を図ります。 

・スポーツクライミングオーストリア代表と日本代表の合同合宿を招致し、競技の振興、交流の 

 促進を図ります。 

・西条西中学校の屋内運動場の建替えを行い、安全で安心な教育環境の整備、充実を図ります。 

・中学校に部活動指導員を配置し、生徒の競技力向上、教員の負担軽減、働き方改革を進めます。 

・米、野菜、果樹等における農業の競争力強化に対する農業者の取組みを支援し、農業の振興を 

 図ります。 

・観光施設「石鎚ふれあいの里」研修宿泊棟の建替えを行い、利用者に快適で、安全で安心な施 

 設整備を図ります。 

・活発な交流が進むオーストリア国セーボーデン市長の来訪にあわせて、文化、産業、教育等の 

 諸分野で交流を図ります。 

 今回の補正予算では『スマートシティ西条』の拡充への取組や小

中学校施設等の緊急安全対策をはじめ、国や県の補助採択を受けて

進める教育環境の整備、農林業の振興に資する事業を中心に、今回

計上することが適当と判断される経費を厳選し、予算計上を行って

います。 

２ 災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくり  

・大阪府北部地震を受け、危険度の高いブロック塀を撤去した箇所等について、新たなフェンス 

 を設置し安全で安心できる環境を整備します。 
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健康づくりの推進 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

7,289 - - 7,289

 平成30年9月末のスピード競技場完成により、2020年東京オリンピックの正式３種目
が揃った施設になることから、オーストリア代表と日本代表の合同合宿を招致する。 

（千円）

金額

負担金 （実行委員会負担金） 7,289

費目

 スポーツクライミング推進実行委員会負担金 
 事業内容 オーストリア代表と日本代表による合同合宿等 
 合宿期間 平成30年10月14日（日）～10月15日（月） 
 その他 スピード競技場完成記念セレモニー 10月13日（土） 

〔保健福祉部 スポーツ健康課〕 

7,289千円 

子育て環境の充実 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

35,480 - 31,000 4,480

合併特例債

95％

 本市が進める「スマートシティ西条」の一環として、公立保育所・認定こども園におけ
るＩＣＴ化を推進することで、保育士の業務効率化及び負担軽減を図り、保育に専念でき
る環境づくりを行い、保育サービスの向上に努める。 

（千円）

金額

工事費 （システム整備工事） 35,000

通信運搬費 480

費目

 システム概要 保育日誌等作成、登降園管理、保護者への一斉メール配信等 
 導入施設   公立保育所10園、公立認定こども園1園 
 運用開始   平成31年4月（予定）    

〔保健福祉部 子育て支援課〕 

35,480千円 

【新規】 
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子育て環境の充実 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

2,700 - - 2,700

 子育て支援事業の推進のため、子ども・子育て支援法に基づき策定した現行の子ども・
子育て支援事業計画の計画期間５か年が、平成３１年度をもって終了することから、アン
ケート調査により市民ニーズを的確に把握した上で、次期計画を策定する。 

（千円）

金額

委託料 （計画策定業務委託料） 2,700

費目

 実施内容 
  ・平成30年度 子ども・子育て支援事業に係るニーズ調査 
  ・平成31年度 子ども・子育て支援事業計画の策定 
 総事業費 500万円 

〔保健福祉部 子育て支援課〕 

2,700千円 

第１期子ども・子育て支援事業計画 
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9,274千円 

〔教育委員会管理部 教育総務課〕 

 大阪府北部地震におけるブロック塀の倒壊事故をうけ、緊急点検により危険性が高く、
塀の撤去を行った箇所を中心に、新たに安全なフェンスを設置する。 

 事業費 小学校 6,310千円（西条小学校、三芳小学校、中川小学校） 
 中学校 2,100千円（西条北中学校） 
 公民館  464千円（田野公民館） 
 その他  400千円（田野分団蔵置所） 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

9,274 - - 9,274

（千円）

金額

修繕料 （施設修繕料） 9,274

費目

防災・減災対策の強化 

〔消防本部 総務課〕 
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学校教育の充実 

260,710千円 

〔教育委員会管理部 教育総務課〕 

 耐震強度が不足し、老朽化が進む西条西中学校の屋内運動場を建替えることで、生徒の
安全安心を確保するとともに、教育環境の更なる向上を図る。本年度は建築主体工事等に
着手する。 

 事業内容 建築主体工事、施工監理委託等 
 事業期間  平成2９年度～平成3１年度 
 総事業費 約7億6,000万円 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

260,710 36,516 212,700 11,494

合併特例債

国1/2、 1/3 95％

（千円）

金額

工事費 （屋内運動場等整備） 256,000

委託料 （施工監理） 4,500

手数料 210

費目

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

471 312 - 159

国1/3、県1/3

学校教育の充実 

（千円）

金額

報　酬 （部活動指導員） 471

費目

〔教育委員会指導部 学校教育課〕 

471千円 

 学校における働き方改革を推進するため、中学校の部活動において、競技の専門家であ
る「部活動指導員」を学校に配置することにより、教員の負担軽減とともに、生徒の部活
動への意欲や競技力の向上を図る。 

【新規】 

 予定人数 ２名 
 事業期間  平成３０年度～平成3２年度 
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（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

6,352 6,352 - 0

農業の振興 

 地域や集落における農業の担い手である認定農業者が行う、農地集積や農作業受託によ
る規模拡大等、地域農業の維持・発展のために必要な生産、加工、出荷に係る農業機械や
営農用施設の導入に対する経費の一部を助成する。 

（千円）

金額

補助金 （経営発展支援事業費） 6,352

費目

 実施内容 
  ・対象農業者 ３者 
  ・導入機械 雨除け棚、包装機、播種機 
  ・負担割合 事業実施者1/2、市（県）1/2 

〔農林水産部 農業水産課〕 

6,352千円 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

7,153 4,844 - 2,309

農業の振興 

 競争力ある米の生産・販売体制の確立、水田フル活用の高度化、持続的な水田農業の基
盤づくりの実現に向け、産地関係者が一体となり、創意工夫を発揮し、戦略的に展開、実
践する取組に対して経費の一部を助成する。 

（千円）

金額

補助金 （米政策改革支援事業費） 7,153

費目

 事業実施者  ＪＡ周桑 
 実施内容  競争力ある県産米実現のための食味分析計導入 
  水田フル活用のための農業機械導入 
 負担割合  ハード事業：事業実施者1/2、県1/3、市1/6 
  ソフト事業：事業実施者1/2、市（県）1/2 

〔農林水産部 農業水産課〕 

7,153千円 

【新規】 

【新規】 
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（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

17,948 12,000 - 5,948

農業の振興 

 近年、需要の増大する加工・業務用野菜の定時・定量出荷や定価格取引などに対応する
ため、品種の選定や栽培技術の確立、選別・荷姿の見直し、一次加工処理や産地のリレー
出荷等を推進する取組に対して、経費の一部を助成する。 

（千円）

金額

補助金 （生産流通体制整備事業費） 17,948

費目

 実施内容 新商品開発（JA西条） 
 生産流通体制整備（JA西条、JA周桑等） 
 負担割合 ハード事業：事業実施者1/2、県1/3、市1/6 
 ソフト事業：事業実施者1/2、市（県）1/2 

〔農林水産部 農業水産課〕 

17,948千円 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

3,421 2,304 - 1,117

農業の振興 

 かいよう病の影響や老木園の増加により、生産量が減少傾向にあるキウイフルーツの生
産力の強化を進めるため、改植に伴う果樹棚の補修や補強に対して、経費の一部を助成す
る。 

（千円）

金額

補助金 （生産力強化事業費） 3,421

費目

 事業実施者  JA東予園芸 
 実施内容  改植（サンゴールド、ヘイワード）に伴う棚補修・補強 
 負担割合  事業実施者1/2、県1/3、市1/6 

〔農林水産部 農業水産課〕 

3,421千円 

【新規】 

【新規】 
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（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

15,000 - - 15,000

農業の振興 

 完成後３５年が経過する明神木排水機場について、機能保全及び長寿命化を図るための
機能保全計画を策定し、計画的な更新を行うことで、湛水被害の防止と農業の振興を図る。 

（千円）

金額

委託料 （事業計画書作成） 15,000

費目

 機能保全計画策定業務委託料 
 実施内容 建屋・ポンプ等調査、機能保全計画策定 
 所在地 明神木地区 

〔農林水産部 農林土木課〕 

15,000千円 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

9,600 3,900 5,400 300

防災対策債

県1/2 100%

林業の振興 

 荒廃林地内における山腹崩壊等により、人家や道路等の公共施設に被害の及ぶ可能性の
ある危険箇所について、法面の崩落及び土砂流出防止のための工事を行うとともに、堆積
している流木を除去する。 

（千円）

金額

工事費 7,800

委託料 （測量設計） 1,500

その他 300

費目

 治山工事費、測量設計委託料、重機借上料 
 実施内容 法面工事 河之内（宝地） 
 流木除去 広岡 

〔農林水産部 林業振興課〕 

9,600千円 
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（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

1,000 - - 1,000

観光産業の創出 

 2017年日台観光サミットin四国の公式行事である「鉄道観光フォーラム」が本市で開
催され、台湾の旅行関係者に本市の認知度が向上したことから、引き続き、台湾からの誘
客を促進するため、愛媛県・松山市と共同で観光ＰＲを台湾のテレビ番組で放映をする。 

（千円）

金額

負担金 （観光交流促進事業費） 1,000

費目

 台湾観光交流促進事業費負担金 
 放映内容  市内観光農園・酒蔵、西条祭り等 
 取材予定日  平成30年10月中旬 
 放映予定日  平成30年11月下旬から12月上旬 

〔産業経済部 観光振興課〕 

1,000千円 

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

49,600 - 46,100 3,500

合併特例債

95%

観光産業の創出 

 老朽化が進む石鎚ふれあいの里の研修宿泊棟の建替えを行い、研修宿泊機能の強化を行
うことにより、利用者の安全・安心の確保に努める。 

（千円）

金額

　工事費 （研修宿泊棟整備） 46,000

　委託料 （施工監理） 2,600

　備品購入費 1,000

費目

 整備工事費、施工監理委託料、備品購入費 
 施設概要 鉄骨造木造平屋建て（床面積約120㎡） 
 供用開始 平成31年4月予定 

〔産業経済部 観光振興課〕 

49,600千円 

 箇所9/3訂正 
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（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

1,727 - - 1,727

時代の変化に対応した地域づくり 

 2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会におけるオーストリア国のホスト
タウン登録、また、今秋に予定されているオーストリア国スポーツクライミングチームの
事前合宿など、繋がりが深まる同国のセーボーデン市長等が初めて来訪されることから、
今後一層の交流促進を図り、両市の友好関係の構築に努める。 

（千円）

金額

旅　費 88

借上料 （自動車借上料） 400

その他 1,239

費目

 実施内容 
  ・平成30年10月25日から10月28日まで（4日間） 
  ・セーボーデン市長等11名 
  ・セーボーデン市長講演、茶道体験、公共施設・企業見学、学校訪問等 

〔企画情報部 地域振興課〕 

1,727千円 

【新規】 


