令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

北海道

泊村

泊村有線放送設備管理運営事業

北海道

泊村

下⽔道管理運営事業

北海道

泊村

とまり保育所管理運営事業

北海道

泊村

原⼦⼒⽴地給付⾦加算等措置事業【泊村加算給付⾦】

北海道

泊村

泊村アイスセンター「とまリンク」管理運営事業

北海道

泊村

⽔産物蓄養施設兼洗浄施設整備補助事業

北海道

泊村

栽培漁業センター改修設計補助事業

栽培漁業センターの改修設計⼀式
茅沼診療所（超⾳波画像診断装置 1台）、⻭科診療所（ｽﾁｰﾑｸﾘｰﾅｰ・ﾃﾞ
ﾝﾀﾙﾌﾞﾚｽｹｰﾙ・⾆圧測定器 各1台）の購⼊

20,466,000

17,000,000 泊村⼤字茅沼村ほか1件

建築主体⼯事、電気設備⼯事、機械設備⼯事

86,350,000

80,000,000 泊村⼤字茅沼村

北海道

泊村

村内診療所医療機器購⼊事業

北海道

泊村

茅沼地区集会所改修事業

北海道

泊村

盃地区防災避難路整備事業

北海道

泊村

泊村通線融雪施設改修事業

北海道

泊村

新茅沼左岸通線改良⼯事実施設計事業

北海道

泊村

北海道

交付⾦事業の概要
有線放送設備運⽤保守に係る業務費（5〜3⽉分）
下⽔道の管理運営に必要な電気料⾦（6〜3⽉分）、浄化センター管理費、
保守点検等の維持管理費（5〜3⽉分）
保育所⻑代理1名、保育⼠4名、栄養⼠1名に係る⼈件費及び保守点検等
の維持管理費（5〜3⽉分）、電気料・上下⽔道料（6〜3⽉分）
⼩売電気事業者等から電気の供給を受けている⼀般家庭、⼯場等に対する
給付⾦
業務員4名の⼈件費及び保守点検等の維持管理費（5〜3⽉分）、電気
料・上下⽔道料（6〜3⽉分）
⽔産物蓄養施設兼洗浄施設整備⼀式

避難階段整備（盃地区）L=79.57m（興志内地区）L=50.00m（神
社前）L=39.30m
・融雪施設改修
・道路舗装 A=591m2

総事業費
19,561,663
116,921,785

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

19,000,000 泊村⼤字茅沼村
110,400,000 泊村⼀円

34,309,526

30,000,000 泊村⼤字茅沼村

27,553,531

27,000,000 泊村

52,604,339

48,000,000 泊村⼤字泊村

84,500,000

84,500,000 泊村⼤字泊村

4,000,000

4,000,000 泊村⼤字泊村

207,900,000

200,000,000 泊村⼤字盃村

44,770,000

40,000,000 泊村⼤字泊村

新茅沼通線改良⼯事実施設計⼀式

12,815,000

10,000,000 泊村⼤字茅沼村

画像監視カメラ更新事業

画像監視カメラ（2台）の更新

12,540,000

10,000,000 泊村⼤字盃村

幌延町

幌延町国⺠健康保険診療所運営事業

診療所⻑1名、看護師10名、事務職員2名の⼈件費（5〜3⽉分）

79,681,471

70,000,000 幌延町1条北ほか1件

北海道

幌延町

幌延町認定こども園・幌延町⽴へき地保育所運営事業

保育⼠10名の⼈件費（5〜3⽉分）

41,843,074

35,000,000 幌延町栄町ほか1件

北海道

幌延町

幌延町保健センター運営事業

保健師、栄養⼠各1名の⼈件費（5〜3⽉分）

北海道

新得町

新得町⼦育て事業

保育⼠11名の⼈件費（5〜2⽉分）

36,275,172

30,000,000 新得町⻄1条ほか2件

北海道

新得町

ごみ処理場運営事業

作業員5名の⼈件費（5〜2⽉分）

16,740,948

15,000,000 新得町字新得ほか1件

北海道

新得町

⼊院病床確保⽀援事業

11,400,000

11,000,000 新得町⻄2条

北海道

⼣張市

⼩学校維持管理事業

北海道

北海道

地域新エネルギー導⼊調査総合⽀援事業

北海道

北海道

国産CO2フリー⽔素関連産業創出促進事業

1床あたり60,000円/⽉を補助。
（19床×10ヶ⽉分）
⼩学校の電気料（5〜2⽉分）、⽔道使⽤料（5〜1⽉分）、燃料費（10
〜2⽉分）
事業実施可能性調査補助
地熱温泉熱アドバイザー派遣
CO2フリー⽔素の供給拠点予定地域等との協議調整、⽴地表明企業のネット
ワーク化

5,884,272

5,000,000 幌延町字幌延ほか1件

5,494,489

1,000,000 ⼣張市清⽔沢清陵町

7,074,030

7,074,030 道内⼀円

8,003,346

8,003,346 道内⼀円

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

北海道

北海道

地産エネルギー利⽤施設⽴地促進事業

セミナー開催、オーダーメード型現地視察会開催、集中的企業訪問の実施

北海道

北海道

原⼦⼒環境センター試験研究科業務委託事業

⽔温、流況、⽔質、底質の調査、泊発電所環境保全監視協議会技術部会
の開催、調査結果の公表、農業試験研究4本、⽔産試験研究2本

北海道

北海道

エコアンドセーフティ推進事業

出前講習会・啓発ｲﾍﾞﾝﾄの開催、ﾘｰﾌﾚｯﾄ、啓発資材の作成配布
フォーラム開催、⽔素普及キャラバン実施、FCV率先導⼊PR（戦略会議・試
乗会の実施）
林業機械レンタル補助事業、低コスト集荷・搬出拠点効果検証、⽊質ペレット
普及促進
⼩売電気事業者等から電気の供給を受けている⼀般家庭、⼯場等に対する
給付⾦

総事業費
4,765,846
21,947,390

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

4,765,846 道内、道外⼀円
21,947,390 共和町宮丘

1,475,615

1,475,615 札幌市中央区ほか12件

4,286,871

4,286,871 札幌市中央区ほか17件

北海道

北海道

⽔素社会推進事業

北海道

北海道

⽊質バイオマス資源活⽤促進事業

北海道

北海道

原⼦⼒⽴地給付⾦交付事業

北海道

⼣張市

中学校維持管理事業

北海道

岩内町

岩内町保健福祉・居宅介護サービス提供事業

保健師6名、栄養⼠2名、介護⽀援専⾨員3名の⼈件費（5〜12⽉分）

38,335,479

32,000,000 岩内町⼀円

52,055,130

51,000,000 岩内町字東⼭ほか2件

29,103,000

28,500,000 岩内町字万代

9,083,200

8,964,924 岩内町字⾼台

中学校の⽔道料、電気料（5〜2⽉分）

15,102,117
122,385,316
6,493,565

15,102,117 道内⼀円
122,385,316 泊村、共和町、神恵内村、幌延町
5,498,000 ⼣張市南清⽔沢

北海道

岩内町

岩内町学校教育施設管理運営事業

⼩学校2校、中学校2校における維持管理業務及び給⾷調理業務（5〜2⽉
分）

北海道

岩内町

岩内地⽅⽂化センター管理運営事業

岩内地⽅⽂化センターにおける清掃及び設備管理業務（5〜2⽉分）

北海道

岩内町

岩内町⺠プール管理運営事業

岩内町⺠プールにおける清掃、施設衛⽣管理及び受付業務（5〜10⽉分）

北海道

岩内町

岩内町資源物リサイクル・ごみ処理事業

町内⼀円における資源物収集業務及びごみ収集等業務（5〜2⽉分）

94,568,400

79,900,000 岩内町⼀円

北海道

岩内町

岩内町防災⾏政無線操作卓更新事業

防災⾏政無線操作卓1基の更新

48,400,000

48,000,000 岩内町字⾼台

北海道

岩内町

岩内町地域交流センター・町⺠体育館管理運営事業

8,984,325

8,800,000 岩内町字⾼台

北海道

泊村

北海道

神恵内村

神恵内村保健・福祉推進事業

北海道

神恵内村

北海道

神恵内村

村内教育関連施設維持運営事業

地域交流センター・町⺠体育館における管理運営及び設備管理業務（5〜2
⽉分）
⼩中学校、公⺠館、学校給⾷センターの電気料⾦、上下⽔道料⾦、施設保
守委託、公⺠館再任⽤準職員公務補1名の⼈件費（5〜2⽉分）

35,408,974

30,000,000 泊村⼤字盃村ほか3件

保健師2名、保育所⻑1名及び保育⼠2名の⼈件費（5〜2⽉分）

26,623,165

22,000,000 神恵内村⼤字神恵内村

岩内・寿都地⽅消防組合神恵内⽀署活動⽀援事業

消防⼠5名の⼈件費（5〜2⽉分）

21,881,248

18,039,000 神恵内村⼤字神恵内村

神恵内村⼩中学校給⾷・環境整備提供事業

バス運転⼠1名、特別教育⽀援員2名、⽤務員2名、調理員3名の⼈件費、
⼩中学校及び給⾷センターの電気料⾦・燃料費（5〜2⽉分）

18,269,493

15,170,000 神恵内村⼤字神恵内村

1,000,000

5,319,000

北海道

苫⼩牧市

東胆振地産地⾷フェア・イン・とまこまい補助事業

「東胆振地産地⾷フェア・イン・とまこまい」の運営費
⽇時︓令和元年10⽉23⽇
場所︓グランドホテルニュー王⼦
参加⼈数︓498⼈

北海道

苫⼩牧市

⼤気汚染常時監視測定機器整備事業

HDMIデジタル位相差顕微鏡1台、⼤気中オゾン測定装置1台、デジタル記録
計2台の購⼊

500,000 苫⼩牧市表町

5,197,000 苫⼩牧市字沼ノ端ほか3件

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

北海道

⽇⾼町

北海道

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

⽇⾼町⽴⽇⾼保育所運営事業

保育⼠3名の⼈件費（5〜2⽉分）

11,317,222

10,834,000 ⽇⾼町本町

新ひだか町

静内保育所等運営事業

保育⼠8名、栄養⼠1名の⼈件費（5〜2⽉分）

35,155,353

34,370,000 新ひだか町静内緑町ほか1件

北海道

⽊古内町

⽊古内町保健推進運営事業

保健師2名の⼈件費（5〜12⽉分）

3,753,600

2,338,000 ⽊古内町字本町

北海道

⼋雲町

⼋雲町⽴相沼保育園運営事業

保育⼠4名の⼈件費(5〜12⽉分）

5,248,073

4,666,000 ⼋雲町熊⽯折⼾町

北海道

今⾦町

国際交流推進アドバイザー活⽤事業

国際交流推進アドバイザー1名の⼈件費(5〜2⽉分)

3,862,000

3,862,000 今⾦町字今⾦

北海道

今⾦町

今⾦町ちょっと暮らし体験住宅屋根修繕事業

今⾦町ちょっと暮らし体験住宅の屋根修繕⼀式

1,086,480

北海道

中富良野町

中富良野町総合スポーツセンター維持運営事業

中富良野町総合スポーツセンターの電気料⾦（5〜1⽉分）

5,434,726

4,752,000 中富良野町字中富良野

北海道

⿅追町

イベント⽤テント整備事業

イベント⽤テント（ハイブリッド4本柱⽚流れテント）2個の購⼊

1,735,560

1,087,000 ⿅追町東町

北海道

新得町

保健福祉センター運営事業

保健師6名、栄養⼠1名の⼈件費（5〜2⽉分）
・省エネ節電の事業者向け普及啓発（リーフレット作成等）
・エネルギーの効率的利⽤に貢献した企業等表彰
道⽴江差看護学院学⽣寮LED照明導⼊、北海道栽培漁業伊達センター調
光機能付きLED照明導⼊、PR事業
道内エネルギー状況等基礎調査、有識者検討会議の開催、道⺠向け理解促
進事業
⾷品製造事業所等における施設・設備の省エネ対策等の実施、⾷品ロス削減
に向けた取組等の実態や課題等の調査事業及び成果報告会の開催

27,626,999

26,202,000 新得町3条

北海道

北海道

戦略的省エネ促進事業

北海道

北海道

新エネルギー等率先導⼊推進事業

北海道

北海道

エネルギー対策検討費

北海道

北海道

⾷品産業エネルギー利⽤効率向上⽀援事業

北海道

北海道

道⽴保健所エックス線撮影装置整備事業

北海道

北海道

道⽴学校維持補修事業

北海道

⾚平市

⾚平市産業研修ホール屋上防⽔改修事業

北海道

滝川市

児童福祉施設ＡＥＤ設置事業

AED3台の購⼊（市内3か所の児童福祉施設に1台ずつ設置）

518,400

518,400 滝川市新町ほか2件

700,000

348,000 歌志内市字本町

エックス線撮影装置の⾃動現像機更新(2セット)
道⽴学校1校の体育館天井照明設備24基、誘導灯1基、ステージ照明10基
及び更⾐室照明5基の更新
仮設⼯事(46m2）
屋上防⽔⼯事（268m2）

2,613,016

660,000 今⾦町字美利河

61,913,724
8,653,226
10,240,120

2,613,016 道内⼀円
61,911,684 江差町字伏⽊⼾町ほか1件
8,653,226 札幌市中央区
10,240,120 道内⼀円

3,888,000

3,888,000 江差町字本町ほか1件

5,626,800

5,626,800 倶知安町北7条

2,894,400

363,000 ⾚平市東⼤町

北海道

歌志内市

歌志内市⺠祭り補助事業

「歌志内市⺠祭り」の運営費
⽇時︓令和元年7⽉7⽇
場所︓歌志内市コミュニティセンター駐⾞場
参加⼈数︓2,300⼈

北海道

奈井江町

奈井江町認定こども園運営事業

保育⼠4名の⼈件費（6〜10⽉分）

6,738,000

6,600,000 奈井江町字奈井江町

北海道

栗⼭町

発達⽀援センター事業

センター職員2名の⼈件費（6〜10⽉分）

5,539,450

4,737,000 栗⼭町朝⽇

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

北海道

蘭越町

蘭越町⽴蘭越保育所運営事業

北海道

京極町

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

保育⼠4名の⼈件費(6〜12⽉分）

5,558,000

4,987,000 蘭越町蘭越町

京極町保育園運営事業

保育⼠6名の⼈件費（6〜10⽉分）

7,978,000

5,984,000 京極町字三崎

北海道

共和町

⼩学校教育⽤コンピュータ等整備事業

児童⽤コンピュータ（タブレット端末）65台、教員⽤PC3台、管理⽤PC3台、
サーバー機器3台、プリンター3台、周辺機器3式、授業⽀援ソフト3式の更新

北海道

共和町

共和⻭科診療所整備事業

⻭科診療所⼯事及び周辺の外構⼯事(167.69m2)

北海道

共和町

共和⻭科診療所備品整備事業

⻭科診察台4台、全⾃動⾼圧滅菌器1式、待合イス1式、洗濯機1式
消防ポンプ⾞購⼊（平成31年式シャーシ1台、ダブルキャビン、ディーゼルエンジ
ン、4輪駆動、オートマチック）
「共和かかし祭」の運営費
⽇時︓令和元年8⽉24〜25⽇
場所︓共和町憩いの広場
参加⼈数︓30,032⼈

30,888,000

22,000,000 共和町国富ほか2件

149,072,000

71,600,000 共和町南幌似

26,763,000

24,824,000 共和町南幌似

27,170,000

14,000,000 共和町⼩沢

北海道

共和町

消防ポンプ⾃動⾞CD-Ⅰ型整備事業

北海道

共和町

地域資源利⽤魅⼒向上事業「共和かかし祭」

北海道

室蘭市

室蘭市産業振興条例に基づく補助⾦

施設設置補助⾦、雇⽤補助⾦

北海道

壮瞥町

町⽴そうべつ保育所運営事業

保育⼠4名の⼈件費（6〜10⽉分）

6,059,500

5,697,000 壮瞥町字滝之町

北海道

洞爺湖町

特別保育事業（乳児保育）

保育⼠2名の⼈件費（6〜12⽉分）

7,759,145

6,047,000 洞爺湖町洞爺湖温泉ほか1件

北海道

新冠町

新冠町⽴国⺠健康保険診療所運営事業

看護師等11名の⼈件費（6〜10⽉分）

北海道

北⽃市

北⽃市保健推進事業

保健師3名の⼈件費（6〜12⽉分）

5,785,500

4,500,000 北⽃市中央

北海道

福島町

福島町保育運営事業

保育⼠2名の⼈件費（6〜1⽉）

2,377,600

2,201,000 福島町字三岳

北海道

知内町

「サマーカーニバルin知内」の運営費
地域活性化イベント開催⽀援事業（サマーカーニバルin知 ⽇時︓令和元年8⽉14⽇
内実⾏委員会助成）
場所︓知内町⺠センター駐⾞場、知内川河川敷
参加⼈数︓243⼈

3,000,000

3,000,000 知内町字重内

北海道

七飯町

町⽴⼩中学校維持管理事業

町内10か所の⼩中学校の電気料（6〜8⽉）

6,029,190

4,725,000 七飯町本町ほか9件

北海道

⿅部町

給⾷センター配送⾞整備事業

給⾷センター配送⾞1台の整備（4WD、オートマチック、寒冷地仕様）

6,490,000

4,400,000 ⿅部町字宮浜

北海道

⼠別市

⼠別市⽴あさひ保育園運営事業

保育⼠3名の⼈件費（6〜1⽉分）

5,970,800

5,793,000 ⼠別市朝⽇町

北海道

富良野市

障がい児保育事業

保育⼠6名の⼈件費（6〜12⽉分）

5,753,568

4,769,000 富良野市幸町

北海道

愛別町

愛別町⽴保育所及び愛別幼稚園運営事業

保育⼠・教諭4名分の⼈件費（6〜11⽉分）

5,482,800

4,628,000 愛別町字北町

6,780,887

22,314,000

23,852,500

6,000,000 共和町南幌似

4,634,000 室蘭市⼀円

22,734,000 新冠町字中央町

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

北海道

南富良野町

北海道

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

南富良野町⽴保育所運営事業

保育所⻑1名、保育⼠3名の⼈件費（6〜10⽉分）

6,019,500

5,861,000 南富良野町字幾寅ほか1件

占冠村

占冠村⽴学校維持運営事業

村内3か所の学校の電気料、燃料費（6〜1⽉）

5,125,961

4,400,000 占冠村字中央ほか1件

北海道

中川町

中川町幼児センター保育事業

保育⼠5名の⼈件費（6〜9⽉分）

9,882,912

9,543,120 中川町字中川

北海道

浜頓別町

浜頓別町国⺠健康保険病院運営事業

医師2名の⼈件費（6〜11⽉分）

29,516,535

25,399,260 浜頓別町旭ヶ丘

北海道

豊富町

豊富町⽴保育園運営事業

保育⼠等9名の⼈件費（6〜2⽉分）

29,257,692

27,590,320 豊富町字豊富

北海道

幌延町

北留萌消防組合消防署幌延⽀署運営事業

⽀署職員13名の⼈件費（6〜1⽉分）

45,963,737

40,619,596 幌延町宮園町ほか1件

北海道

紋別市

紋別市保健・健康推進事業

保健師1名の⼈件費（6〜9⽉）

1,420,000

1,021,000 紋別市幸町

北海道

⼠幌町

⼠幌町⽴幼保連携型認定こども園運営事業

保育⼠4名の⼈件費（6〜10⽉分）

5,735,000

4,400,000 ⼠幌町字⼠幌

ピュアモルトクラブハウスボイラー改修事業

ボイラー3基（温⽔2、暖房1基）、膨張タンク、循環ポンプ及び配管取替修繕
⼀式

3,888,000

3,600,000 ⿅追町元町

北海道

⿅追町

北海道

中札内村

認定こども園中札内きらきら保育園運営事業

保育⼠6名の⼈件費（6〜9⽉分）

4,818,000

4,642,000 中札内村東4条

北海道

釧路市

釧路市国⺠健康保険阿寒診療所運営事業

医師1名の⼈件費（6〜10⽉分）

6,437,500

6,202,000 釧路市阿寒町

北海道

京極町

京極町国⺠健康保険診療所維持運営事業

医師2名と看護師等6名の⼈件費（6〜12⽉分）

50,266,798

40,000,000 京極町字京極

北海道

新得町

新得⼭スキー場ロッジ外部等改修事業

屋根改修（680.1m2）、階段・⼿摺り改修、外壁塗装（117.8m2）⼯
事⼀式

32,400,000

30,000,000 新得町字新得

北海道

新得町

学校給⾷共同調理場備品購⼊事業

⾷器洗浄機1台、⾷⽸洗浄機1台の購⼊

13,176,000

11,000,000 新得町2条

北海道

新得町

じん芥収集⾞整備事業

圧縮式じん芥収集⾞1台購⼊（荷箱容量10,2m3、積載量3,500kg）

16,105,180

15,000,000 新得町字新得

北海道

新得町

若草団地内道路改修事業

舗装改修⼯事⼀式
延⻑ L=272.37m 幅員W=9.9ｍ ⾯積（⾞道部A=2,260.1m2、歩
道部 A=727.5m2）

34,905,600

28,000,000 新得町⻄3条

北海道

泊村

村道除排雪委託事業

村内⼀円の村道の除排雪業務

50,574,535

50,574,535 泊村⼀円

北海道

北海道

環境産業関連製品技術開発振興事業

製品事業化補助、技術実証等補助

15,836,524

15,836,524 道内⼀円

19,412,592

19,412,592 札幌市中央区ほか4件

19,328,940

19,328,940 道内、道外⼀円

北海道

北海道

環境産業振興総合対策事業

・環境産業シンポジウム開催
・道外展⽰会出展

北海道

北海道

⽔素利活⽤型ビジネスモデル形成促進事業

・⽔素利活⽤型事業データベース調査
・⽔素利活⽤型ビジネスモデル検討会
・道外展⽰会出展

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

北海道

北海道

地域⾷品加⼯技術センター省エネ対応設備整備事業

北海道

北海道

⾃動⾛⾏⾞開発拠点化促進事業

北海道

北海道

次世代⾃動⾞関連ものづくり産業振興事業

北海道

北海道

⾼等技術専⾨学院実習機器更新改修事業

函館学院にワイヤー放電加⼯機1台の購⼊

北海道

北海道

交通信号機改良⼯事

信号設備のLED化⼯事（2交差点）

北海道

芦別市

芦別市⽴保育園運営事業

保育⼠9名の⼈件費（7〜1⽉分）

北海道

三笠市

三笠市⽴保育所運営事業

保育⼠6名の⼈件費（7〜10⽉分）

6,892,800

4,841,000 三笠市若松町ほか1件

北海道

砂川市

砂川市⽴保育所運営事業

保育⼠6名の⼈件費（8〜10⽉分）

3,568,500

2,790,000 砂川市東5条ほか2件

ふるさと活性化サポート事業

「仮装盆踊り・花⽕⼤会」の運営費
⽇時︓令和元年8⽉13⽇
場所︓旧上砂川駅裏買い物駐⾞場
参加⼈数︓約5,000⼈

3,000,000

413,000 上砂川町字上砂川町

5,007,200

4,400,000 由仁町本町ほか1件

冷却遠⼼分離機、蒸留⽔製造装置、振とう培養器2台、⼩型冷却遠⼼器、
低温ストッカー(-40度)、低温ストッカー(+5度)、恒温器、超⾳波洗浄器、振
とう恒温器の購⼊
安全技術検討会議、地域実装に必要となるモデル構築を⽬指した地域調査、
道外展⽰会出展
「サイエンスパーク」「NoMaps」「札幌モーターショー」等イベントへの出展、ものづ
くり現場⾒学・出前授業の実施

総事業費
9,668,630

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

9,668,630 北⾒市⼤正ほか1件

10,416,892

10,416,892 道内、道外⼀円

21,012,034

21,012,034 札幌市中央区ほか8件

22,721,775

22,721,775 函館市桔梗町

4,912,401
16,525,645

4,912,401 札幌市中央区ほか1件
13,294,000 芦別市本町

北海道

上砂川町

北海道

由仁町

由仁町⽴由仁・三川保育園保育事業

保育⼠5名の⼈件費（7〜10⽉分）

北海道

浦⾅町

浦⾅町保健センタ－運営事業

保健師1名の⼈件費（8〜9⽉分）

429,800

363,000 浦⾅町字ウラウシナイ

北海道

新⼗津川町

健康づくりサービス提供事業

保健師2名の⼈件費（9⽉分）

775,900

366,000 新⼗津川町字中央

北海道

札幌市

消防⾞両整備事業（⼤型⽔槽⾞購⼊）

北海道

江別市

市道街路樹剪定委託事業

北海道

恵庭市

恵庭市⽴保育園運営事業

保育⼠1名の⼈件費（8⽉分）

374,900

111,000 恵庭市柏陽町

北海道

⽯狩市

⺟⼦保健対策事業

保健師3名の⼈件費（9⽉分）

964,900

591,000 ⽯狩市花川北

北海道

⼩樽市

⼩樽市⽴保育所運営事業

保育⼠5名の⼈件費（7〜12⽉分）

5,417,205

5,005,000 ⼩樽市奥沢ほか3件

北海道

ニセコ町

ニセコ町幼児センター運営事業

保育⼠2名の⼈件費（7〜12⽉分）

5,628,850

5,419,000 ニセコ町字富⼠⾒

北海道

倶知安町

くっちゃん保育所ぬくぬく運営事業

保育⼠13名の⼈件費（9〜10⽉）

5,788,300

4,400,000 倶知安町南3条

⼤型⽔槽⾞1台購⼊（3⼈乗り、⽔槽タンク容量9,500L以上、ディーゼルエン
ジン出⼒270ｋ以上）
⾼⽊剪定 709本
幹周60cm未満164本
幹周120cm未満545本

47,592,110
7,227,000

20,101,000 札幌市東区
550,000 江別市元江別本町

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

北海道

苫⼩牧市

北海道

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

航空機騒⾳常時監視局整備事業

・常時監視局舎1局の設置及び光回線敷設⼯事
・測定機器⼀式の購⼊

伊達市

伊達市⽴保育所運営事業

保育⼠10名の⼈件費（7〜10⽉分）

北海道

豊浦町

豊浦町⽴⼤岸保育所保育事業

保育⼠4名の⼈件費（7〜1⽉）

北海道

⽩⽼町

発達⽀援センター事業

⾔語聴覚⼠1名の⼈件費（8⽉分）

北海道

厚真町

厚真町学校給⾷センター厨房機器等更新事業

厨房機器（消毒保管機⽤カート 14台ほか10点）購⼊

北海道

安平町

安平町⼩中学校維持運営事業

町内⼩中学校の燃料費（10〜2⽉分）

7,084,456

6,318,000 安平町追分ほか4件

北海道

むかわ町

町道美幸松⾵１号道路整備事業

道路延⻑ L=110ｍ 幅員 W=6.0m 施⼯⾯積 A=660m2

7,623,000

7,615,000 むかわ町松⾵

放射線技師1名、理学療法⼠1名、看護師11名、准看護師4名の⼈件費
（10⽉分）

5,497,000

5,229,000 平取町本町

748,000

176,000 様似町錦町

北海道

平取町

平取町国⺠健康保険病院運営事業

北海道

様似町

様似町⽴幼児センター運営事業

園⻑及び保育⼠1名の⼈件費（8⽉分）

函館市

古部会館改修⼯事

天井張替35.2m2、床張替36.9m2、照明設備57灯取替、便器2個改修、
暖房設備3台改修

北海道

北海道

北海道

9,041,164

8,738,000 苫⼩牧市字⽷井

13,481,600

11,673,000 伊達市⽵原町

8,273,512

5,082,000 豊浦町字⼤岸

272,700

100,000 ⽩⽼町字萩野

17,820,000

16,763,000 厚真町新町

8,261,000

4,532,000 函館市古部町

知内町

「カキVSニラまつり」の運営費
地域活性化イベント開催⽀援事業（カキVSニラまつり実⾏ ⽇時︓令和2年2⽉16⽇
委員会助成）
場所︓知内町スポーツセンター・知内町中央公⺠館
参加⼈数︓4,800⼈

1,027,000

1,027,000 知内町字重内

知内町

知内⾼校スクール送迎⾞両整備事業

普通乗⽤⾞（ワゴン⾞）1台の購⼊

3,038,509

2,388,000 知内町字重内

森町国⺠健康保険病院中央監視システム交換⼯事

中央監視システム交換⼀式（仕様︓中央監視装置交換及びリモート機器交
換）

7,020,000

4,923,000 森町字上台町

北海道

森町

北海道

奥尻町

成⼈・⾼齢者保健事業

保健師3名の⼈件費（9⽉分）

842,900

100,000 奥尻町字奥尻

北海道

旭川市

旭川市⽴新旭川保育所運営事業

保育⼠1名の⼈件費（7⽉分）

159,300

100,000 旭川市⼤雪通

北海道

名寄市

名寄市⾵連国⺠健康保険診療所運営事業

看護師5名の⼈件費（7〜10⽉分）

6,201,200

6,114,000 名寄市⾵連町

北海道

東神楽町

東神楽町中央保育園運営事業

保育⼠3名の⼈件費（8〜12⽉分）

7,518,042

4,634,000 東神楽町南2条

北海道

上川町

上川町⽴介護⽼⼈保健施設運営事業

看護師等18名の⼈件費（7〜1⽉分）

北海道

東川町

東川町幼児センター運営事業

保育⼠5名の⼈件費（7〜10⽉分）

6,546,900

4,922,000 東川町⻄4号

北海道

美瑛町

保育センターエアコン等設置⼯事

エアコン 14台、シーリングファン 4台、キュービクル 1台の設置

8,338,000

4,500,000 美瑛町東町

33,617,891

29,124,000 上川町花園町

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

北海道

美深町

北海道

幌加内町

北海道

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

幼保連携型認定こども園事業

保育⼠3名の⼈件費（7〜11⽉分）

4,653,000

4,500,000 美深町字⻄1条

幌加内診療所運営事業

医師1名、看護師2名の⼈件費（7〜11⽉分）

8,687,500

7,100,000 幌加内町字親和

⽻幌町

⽻幌町学校給⾷センター運営事業

調理員3名の⼈件費（9⽉分）

北海道

天塩町

天塩町⽴国⺠健康保険病院運営事業

医療職員等14名の⼈件費（8〜11⽉分）

20,823,600

19,185,316 天塩町字川⼝

北海道

猿払村

猿払村国⺠健康保険病院運営事業

医療職員等19名の⼈件費（9〜11⽉分）

23,177,800

21,073,956 猿払村⻤志別北町

北海道

中頓別町

中頓別町国⺠健康保険病院運営事業

医師1名の⼈件費（8〜12⽉分）

13,622,412

10,120,092 中頓別町字中頓別

北海道

礼⽂町

⼩学校維持管理事業

町内⼩学校3校の電気料⾦（9⽉分）

285,251

100,000 礼⽂町⼤字⾹深村ほか2件

北海道

利尻町

公営塾維持管理運営事業

利尻町公営塾施設（旧開発宿舎）の電気料⾦（7〜1⽉分）

272,508

113,000 利尻町沓形

北海道

利尻富⼠町

しまづくりサミット2019及びアイランダー2019参加事業

参加旅費1名分（4泊5⽇）

129,600

100,000 東京都豊島区池袋

北海道

津別町

⼩学校施設整備事業

⼥⼦トイレの洋式化、網⼾・⼿摺（教室・廊下）の設置

北海道

斜⾥町

双葉保育園管理運営事業

臨時保育⼠1名の⼈件費（8⽉分）

北海道

遠軽町

遠軽町保育所運営事業

保育⼠14名の⼈件費（9〜11⽉分）

北海道

滝上町

移住交流推進事業

暮らしフェア連動の移住特集（北海道移住⽣活10－11⽉号）１ページ掲載

北海道

上⼠幌町

上⼠幌町認定こども園運営事業

保育教諭6名の⼈件費（7〜1⽉分）

北海道

清⽔町

清⽔町⽴第１保育所運営事業

保育⼠6名の⼈件費（7〜10⽉分）

北海道

本別町

本別町国⺠健康保険病院運営事業

医療職員17名の⼈件費（9〜10⽉分）

11,080,400

10,297,000 本別町⻄美⾥別

北海道

⾜寄町

⾜寄町国⺠健康保険病院運営事業

医療職員27名の⼈件費（9〜11⽉分）

26,599,200

25,299,000 ⾜寄町南2条

北海道

釧路市

釧路市国⺠健康保険⾳別診療所運営事業

看護師5名の⼈件費（7〜9⽉分）

北海道

⽩糠町

⽩糠町保育園運営事業

保育⼠1名の⼈件費（7⽉分）

北海道

三笠市

三笠市保育所・児童館運営事業

保育⼠9名の⼈件費（11〜3⽉）

12,434,400

11,500,000 三笠市若松町ほか2件

北海道

北海道

⾼等技術専⾨学院実習機器更新改修事業【下期】

札幌⾼等技術専⾨学院︓フライス盤1台更新
室蘭⾼等技術専⾨学院︓フライス盤1台更新
旭川⾼等技術専⾨学院︓ＣＴＰ（刷版機）1台更新

48,111,833

48,111,833 札幌市東区ほか2件

336,900

100,000 ⽻幌町南5条

4,892,400

4,500,000 津別町字幸町

219,455

100,000 斜⾥町朝⽇町

11,105,280
172,800
14,946,856
6,360,800

5,042,400
202,200

9,675,000 遠軽町1条通ほか2件
100,000 滝上町字滝ノ上
13,236,000 上⼠幌町字上⼠幌
4,913,000 清⽔町北2条

4,521,000 釧路市⾳別町
100,000 ⽩糠町⻄2条

令和元年度電源⽴地地域対策交付⾦を活⽤した事業概要の公表について
（単位︓円）

都道府県

事業主体

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

北海道

北海道

⾃然公園内公衆便所等省エネ改修事業【下期】

⽀笏洞爺国⽴公園⽀笏湖畔野営場公衆便所︓照明設備（LED化31
基）、浄化槽ブロワ2台の改修
⼤雪⼭国⽴公園トムラウシ温泉園地公衆便所︓照明設備（LED化14
基）、浄化槽ブロワ2台・給⽔ポンプ1台の改修
知床国⽴公園羅⾅温泉羅⾅駐⾞場公衆便所︓照明設備（LED化15
基）、浄化槽ブロワ2台の改修
利尻礼⽂サロベツ国⽴公園稚咲内園地公衆便所︓照明設備（LED化15
基）、浄化槽プロワ2台の改修
⽇⾼⼭脈襟裳国定公園襟裳岬園地公衆便所︓浄化槽ブロワ2台の改修

北海道

北海道

道⽴保健所エックス線撮影装置整備事業【下期】

道⽴保健所に設置しているエックス線撮影装置（1カ所）及びエックス線画像
読み取り装置（13カ所）を更新

23,579,600

23,579,600 北⾒市⻘葉町ほか12件

北海道

北海道

道⽴学校維持補修事業【下期】

道⽴学校3校の体育館天井照明設備の更新

21,538,000

21,538,000 札幌市清⽥区ほか1件

「ふかがわ氷雪まつり」の運営費
⽇時︓令和2年2⽉7〜9⽇
場所︓花園公園
参加⼈数︓20,000⼈

北海道

深川市

第51回ふかがわ氷雪まつり補助事業

北海道

岩内町

岩内町地場産業サポートセンター維持運営基⾦造成事業

北海道

神恵内村

北海道

下川町

北海道

泊村

対象施設︓岩内町地場産業サポートセンター
対象事業︓対象施設の維持運営に係る事業
神恵内村防災⾏政告知放送設備及びテレビ地上デジタル 対象施設︓防災⾏政告知放送設備及びテレビ地上デジタル放送設備
放送設備維持運営基⾦造成事業
対象事業︓対象設備の維持運営に係る事業
下川町認定こども園運営事業

保育⼠1名の⼈件費（1⽉分）

泊村公共⽤施設維持修繕・維持補修基⾦造成事業

対象施設︓泊村内の公共⽤施設
対象事業︓対象施設の維持修繕・補修に係る事業

6,839,800

6,000,000

6,839,800 千歳市⽀笏湖温泉ほか4件

4,584,000 深川市8条

15,000,000

15,000,000 岩内町字⾼台

32,400,000

32,394,000 神恵内村⼤字神恵内村

266,500
125,493,000

100,000 下川町南町
125,493,000 泊村⼤字茅沼村

