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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 災害に強く安全で安心して暮らせるまちづくり

４ 豊かな心を育む教育文化のまちづくり

・母子保健情報の利活用を推進するため、乳幼児健診の受診情報が転居時に市町村間で引き継が

れる仕組みや、乳幼児健診履歴を一元的に確認できる仕組みを構築します。

・消防団に簡易デジタル無線機を追加配備し、災害活動時における安全の確保と、連携機能の強

化により、地域防災力の充実を図ります。

・維持管理が困難で、被災時の危険性が高いため池について、地域の実情に応じた改修工法等で

対策を行い、決壊による被害の防止・軽減を図ります。

今回の補正予算は、現在建て替えを進めており、令和2年3月に

竣工予定の「ひうちクリーンセンター」の管理運営に要する経費

をはじめ、子育て環境の充実や防災・減災対策の強化など、時機

を逸することなく早期に取組が必要な事業を中心に、今回、計上

することが必要と判断される経費を厳選し、予算計上を行ってい

ます。

２ 豊かな自然と共生するまちづくり

・ひうちクリーンセンター（し尿処理施設）を有機性廃棄物リサイクル推進施設として更新整備

し、循環型社会の構築を進めます。

５ 活力あふれる産業振興のまちづくり

・経済的理由及び特別支援学級への就学により援助が必要な児童・生徒に対し、新入学用品に対

する国補助基準単価及び給食費単価の改正に伴い、差額分を給付します。

住みたい西条 市民主役の西条

つながり広がる西条 夢が持てるまち西条
市民と進める
行財政改革

６ 構想の実現に向けて

・市議会にタブレット端末を導入し、情報収集・発信・共有に係る環境の充実による議会の活

性化とペーパーレスを推進します。
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（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

1,298 865 - 433

国2/3

子育て環境の充実

（千円）

金額

委託料 （システム改修） 1,298

費目

 運用開始時期 令和２年7月頃
 主な健診情報 3～4ヶ月児健診、1歳6ヶ月児健診、3歳児健診

※マイナポータル：政府が運営するオンラインサービスで、 行政機関が保有する
自分の特定個人情報がパソコン等で確認できる。

〔こども健康部 健康医療推進課〕

1,298千円

乳幼児健診の受診の有無等の電子化した情報を転居時に市町村間で引き継がれる仕組みや、
個人がマイナポータルを活用し、乳幼児健診履歴を一元的に確認できる仕組みを構築すること
で、母子保健情報の利活用を推進する。

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

562 - - 562

健康づくりの推進

（千円）

金額

負担金 (愛媛県実行委員会) 562

費目

 開催日 令和2年4月22日（水）
 総事業費 約3,000千円

〔こども健康部 スポーツ健康課〕

562千円

東京2020オリンピック競技大会開催に先立ち、47都道府県で実施される聖火リレー
における愛媛県内の警備計画書の作成について、東京2020オリンピック聖火リレー愛
媛県実行委員会に対して経費の一部を負担する。

【新規】
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生活環境の整備

竣工後40年が経過し、経年劣化が進んでいる「ひうちクリーンセンター」を、有機性廃棄物
リサイクル推進施設として更新整備することにより、公衆衛生の向上及び生活環境の保全を図
るとともに、環境への負荷が少ない循環型社会の構築に資する。

 構造等 鉄筋コンクリート造 地上2階・地下1階
 延べ床面積 約2,000㎡
 処理能力 72㎘/日
 水処理方式 脱窒素処理方式
 資源化方式 汚泥助燃剤化方式
 竣 工 令和2年3月（予定）

〔環境部 衛生課〕

6,653千円

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

6,653 - - 6,653

（千円）

金額

委託料 （運転管理等） 6,653

費目

ひうちクリーンセンター完成予想図
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 追加配備数 33基 増設（152基→ 185基）
 配備先分団 団本部 ３基（女性部）

東支団 ５基（大町、玉津、飯岡、神戸、氷見分団）
西支団 9基（東予地区：吉井、周布、壬生川、国安、庄内分団）

16基（丹原地区：丹原、徳田、田野、中川分団）

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

2,700 900 - 1,800

国1/3

防災・減災対策の強化

消防団に簡易デジタル無線機を追加配備し、災害活動時における安全の確保と、連携機
能の強化により、地域防災力の充実を図る。

（千円）

金額

2,700

費目

備品購入費

〔消防本部 通信指令課〕

2,700千円

（千円）

事業費 国・県 市債 一般財源

7,610 421 - 7,189

一部国 1/2

学校教育の充実

経済的理由及び特別支援学級への就学により、援助が必要な児童・生徒について、新入
学用品に対する国補助基準単価及び給食費単価の改正に伴い、差額分を給付する。

（千円）

金額

扶助費 7,610

費目

 改正内容 ※（ ）内は改正前

※新入学児童学用品費はＨ31年4月入学者、給食扶助費はＨ31年4月に遡及。

〔教育委員会指導部 学校教育課〕

7,610千円

（円）

新入学児童学用品費 給食扶助費（1食当たり） 新入学生徒学用品費 給食扶助費（1食当たり）

準要保護 50,600（40,600） 260（240） 57,400（47,400） 300（280）

特別支援 25,300（20,300） 130（120） 28,700（23,700） 150（140）

小学校 中学校
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（千円）

事業費 国・県 その他 一般財源

5,090 1,250 250 3,590

地元分担金

5%
県 50%

農業の振興

農家の減少や宅地化の進行など、維持管理が困難で、被災時の危険性が高いため池の増
加が課題となっていることから、地域の実情に応じた改修工法等で対策を行い、決壊によ
る被害の防止・軽減を図る。

（千円）

金額

工事費 （ため池等整備） 5,000

補償金 62

負担金 28

費目

 改修池 西池（丹原町高松地区）、五ケ谷池（庄内地区）
 改修内容 洪水吐け改修、洪水吐け水路取付工
 事業期間 令和元年度～令和3年度
 総事業費 約2,200万円

〔農林水産部 農林土木課〕

5,090千円

行政情報の運用

情報収集・発信・共有に係る環境の充実を図ることにより、議会運営をより円滑で高度
なものとし、議会の活性化を図るとともに、ペーパーレスを推進するため、市議会にタブ
レット端末を導入する。

 端 末 LTEモデル（議員、事務局）
 システム ・ペーパーレス会議システム（資料の保存、検索、閲覧、メモ等）

・グループウェア（議員への通知、スケジュール管理等）
 導入時期 令和2年3月（市議会における運用開始は令和2年6月定例会から）

〔議会事務局 議事課〕

2,339千円

（千円）

事業費 国・県 その他 一般財源

2,339 ‐ ‐ 2,339

（千円）

金額

162

手数料 （初期設定） 1,139

その他 1,038

費目

使用料及び賃借料（タブレット等）

【新規】


