
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

⻘森県 ⻘森市 浪岡地区コミュニティバス運⾏業務委託事業 バス路線がない浪岡地区のバス運⾏業務委託8ヶ⽉分 12,324,268 11,667,000 ⻘森市浪岡地区

⻘森県 ⼋⼾市 トレーニングマシン更新事業 屋内トレーニングセンターの⽼朽化したコンビネーションマシンの代替となるトレーニ
ングマシン（12台）の購⼊ 10,541,836 7,000,000 ⼋⼾市河原⽊

⻘森県 ⿊⽯市 ⿊⽯市⽴⼩中学校運営事業 ⼩中学校技能主事6名の⼈件費7ヶ⽉分 13,885,326 11,400,000 ⿊⽯市⼤字三島ほか5件

⻘森県 ⼗和⽥市 ⼗和⽥市中央病院医療サービス提供事業 ⼗和⽥市⽴中央病院の医療職員409⼈の⼈件費4ヶ⽉分 482,141,404 415,339,000 ⼗和⽥市⻄⼆番町

⻘森県 ⼗和⽥市 ⼗和⽥市消防活動運営事業 ⼗和⽥消防署、⼗和⽥湖消防署、湖畔出張所の消防職員107名の⼈件費
7ヶ⽉分 240,727,800 225,000,000 ⼗和⽥市⻄⼆番町ほか2件

⻘森県 ⼗和⽥市 学校⽤コンピュータ等機器借上事業 市内⼩中学校25校の校務⽤パソコンと中学校8箇所のコンピュータ教室⽤機
器の借上料12ヶ⽉分 34,218,288 32,000,000 ⼗和⽥市東三番町ほか24件

⻘森県 ⼗和⽥市 ⼗和⽥市アネックススポーツランド屋内コート⼈⼯芝張替事
業 アネックススポーツランド屋内コートの⼈⼯芝張替⼯事 18,144,000 15,300,000 ⼗和⽥市法量

⻘森県 ⼗和⽥市 ⼗和⽥市総合体育センター移動式バスケットゴール更新事
業 総合体育センタ－内の移動式バスケットゴール1対更新 5,508,000 5,000,000 ⼗和⽥市⻄三番町

⻘森県 ⼗和⽥市 ⼗和⽥市営牧場トラクター購⼊事業 ⼗和⽥市営放牧場のトラクター1台更新 9,963,000 7,400,000 ⼗和⽥市奥瀬ほか1件

⻘森県 ⼗和⽥市 ⼩学校電⼦⿊板機能搭載プロジェクター等購⼊事業 市内⼩学校16校に配備する電⼦⿊板機能登載プロジェクター及び実物投影
機各21台の購⼊ 5,594,400 5,200,000 ⼗和⽥市東三番町ほか15件

⻘森県 ⼗和⽥市 道の駅とわだ設備修繕事業 道の駅とわだ空調設備内冷温⽔発⽣機の修繕 12,830,400 11,800,000 ⼗和⽥市伝法寺

⻘森県 ⼗和⽥市 公共施設維持補修基⾦造成事業 公共⽤施設維持補修のための基⾦造成事業 10,201,000 10,201,000 ⼗和⽥市⻄⼗⼆番町

⻘森県 三沢市 三沢市消防活動運営事業 三沢市消防職員111名の⼈件費6ヶ⽉分 265,582,617 191,711,000 三沢市三沢ほか3件

⻘森県 むつ市 むつ市消防活動提供事業 市内3消防署、2消防分署の消防職員136⼈分の⼈件費12ヶ⽉分 932,177,993 330,000,000 むつ市⼩川町⼆丁⽬ほか4件

⻘森県 むつ市 むつ市健康推進事業 保健活動に従事する保健師等24⼈分の⼈件費12ヶ⽉分 176,587,303 122,000,000 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市ウェルネスパーク等管理運営事業 ウエルネスパーク、⼤畑地区体育施設及び下北⾃然の家の指定管理料10ヶ
⽉分 234,289,000 180,000,000 むつ市真砂町ほか2件

⻘森県 むつ市 むつ市⼩中学校維持運営事業 市内22⼩中学校の電気料・上下⽔道料10ヶ⽉分 81,551,920 78,000,000 むつ市柳町⼆丁⽬ほか21件

⻘森県 むつ市 むつ市社会教育施設運営事業 図書館及び公⺠館の運営経費（職員30⼈の⼈件費12ヶ⽉分、電気料・上
下⽔道10ヶ⽉分） 100,149,177 90,000,000 むつ市⼤湊浜町ほか1件

⻘森県 むつ市 むつ市乳幼児等医療費給付事業 乳幼児の医療費のうち⾃⼰負担に係る費⽤を給付　10ヶ⽉分 54,197,673 25,000,000 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市妊婦健診委託事業 妊婦を対象にした各種健康診査に係る委託料　11ヶ⽉分 29,108,440 29,108,440 むつ市⼀円
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⻘森県 むつ市 むつ市健康診査委託事業 市⺠を対象にした各種がん検診に係る委託料　11ヶ⽉分（国補助対象者を
除く） 51,546,974 40,000,000 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市⼀般廃棄物収集運搬等事業 ⼀般廃棄物収集運搬業務委託23件、資源ごみ分別運搬業務委託2件の委
託料12ヶ⽉分 215,534,316 215,000,000 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市下⽔道施設等維持運営事業 下⽔施設（下⽔処理場6ヶ所、マンホールポンプ45基）電気料　10ヶ⽉分 23,730,488 20,000,000 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市⼩中学校維持運営事業（燃料） 市内22⼩中学校の冬期燃料費（灯油・A重油3ヶ⽉分） 33,976,172 22,000,000 むつ市柳町⼆丁⽬ほか21件

⻘森県 むつ市 むつ市地域振興基⾦造成事業 消防活動提供事業運営のための基⾦造成事業 345,000,000 345,000,000 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市予防接種助成事業 四種混合、MR混合、ヒブワクチン、⼩児⽤肺炎球菌ワクチン等の接種費⽤の
助成(延べ6,138件) 51,411,967 51,411,967 むつ市⼀円

⻘森県 むつ市 むつ市学校給⾷・環境整備提供事業 市内⼩中学校の給⾷提供及び教育環境整備に係る運営経費（調理師・⽤
務員等のべ79⼈分の⼈件費10ヶ⽉分) 138,045,427 136,078,000 むつ市柳町⼆丁⽬ほか21件

⻘森県 むつ市 むつ総合病院運営事業 むつ総合病院の運営経費（看護職員265名の⼈件費5ヶ⽉分） 396,647,239 380,000,000 むつ市⼩川町⼀丁⽬

⻘森県 平川市 平川市⽴⼩中学校維持運営事業 平川市⽴⼩中学校の電気・⽔道料5ヶ⽉分 13,279,204 11,400,000 平川市南⽥中ほか12件

⻘森県 平内町 平内町消防活動運営事業 平内町消防職員33名の⼈件費10ヶ⽉分 85,989,100 85,300,000 平内町⼤字⼩湊

⻘森県 鰺ヶ沢町 鰺ヶ沢町室内温⽔プール管理事業 町⽴室内温⽔プール運営に係る光熱⽔費、燃料費、専属職員5名の⼈件費
8ヶ⽉分 14,139,090 11,400,000 鰺ヶ沢町⼤字舞⼾町

⻘森県 深浦町 ごみ収集運搬事業 町内全域のごみ収集運搬業務委託料6ヶ⽉分 12,258,000 11,400,000 深浦町⼀円

⻘森県 ⻄⽬屋村 ⻄⽬屋中学校教育事務委託事業 ⻄⽬屋村から弘前市への中学校教育事務委託12ヶ⽉分 9,585,000 7,000,000 弘前市⼤字桜庭

⻘森県 野辺地町 野辺地町消防活動推進事業 野辺地町消防署員47名の⼈件費（給料、職員⼿当）10ヶ⽉分 200,995,230 180,675,000 野辺地町字⽥狭沢

⻘森県 野辺地町 野辺地町健康づくり推進事業 健康増進センターに従事する保健師5名・管理栄養⼠1名・助産師１名の⼈
件費10ヶ⽉分及び各種予防接種費、各種がん検診費9ヶ⽉分 58,059,438 46,038,000 野辺地町⼀円

⻘森県 野辺地町 野辺地町学校施設運営事業 野辺地町⼩中学校⽤務員6名の⼈件費10ヶ⽉分、燃料費（A重油）9ヶ⽉
分及び⽔道料10ヶ⽉分 37,438,306 29,000,000 野辺地町寺ノ沢ほか3件

⻘森県 野辺地町 野辺地町社会教育・スポーツ施設運営事業
社会教育・スポーツ施設（中央公⺠館・図書館・歴史⺠俗資料館等）に従
事する職員3名の⼈件費10ヶ⽉分、並びに燃料費（A重油）9ヶ⽉分及び⽔
道料8ヶ⽉分

19,817,956 11,000,000 野辺地町野辺地ほか4件

⻘森県 七⼾町 消防ポンプ⾃動⾞購⼊事業 消防ポンプ⾃動⾞（CD-Ⅰ型）1台購⼊ 29,040,000 28,000,000 七⼾町字森ノ上
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⻘森県 七⼾町 七⼾町消防活動提供事業 中央消防署職員34名の⼈件費（給料、各種⼿当）8ヶ⽉分 120,214,529 105,049,000 七⼾町字荒熊内

⻘森県 六⼾町 六⼾町⼩型動⼒ポンプ付積載⾞購⼊事業 ⼩型動⼒ポンプ付積載⾞1台購⼊ 16,390,000 10,000,000 六⼾町⼤字⽝落瀬

⻘森県 六⼾町 六⼾町総合体育館⼤規模改修事業 総合体育館の屋上防⽔、消⽕設備、暖房換気設備の改修⼯事 78,980,000 34,033,000 六⼾町⼤字⽝落瀬

⻘森県 六⼾町 六⼾町国⺠健康保険診療所運営事業 国⺠健康保険診療所に勤務する医療職員18名の⼈件費9ケ⽉分 50,776,600 48,000,000 六⼾町⼤字⽝落瀬

⻘森県 横浜町 消防活動推進事業 消防職員29名の⼈件費10ヶ⽉分 108,840,020 103,000,000 横浜町字三保野

⻘森県 横浜町 福祉サービス提供事業 保健師（5名）、社会福祉⼠（1名）、主任介護⽀援専⾨員（1名）の⼈
件費8ヶ⽉分 26,837,336 26,000,000 横浜町字寺下

⻘森県 横浜町 ⼦ども医療費助成事業 乳児から中学⽣までの医療費助成11ヶ⽉分 9,013,000 8,000,000 横浜町⼀円

⻘森県 横浜町 横浜町英語指導助⼿招致事業 英語指導助⼿2名の⼈件費10ヶ⽉分 6,115,000 5,000,000 横浜町字林ノ後

⻘森県 横浜町 横浜町費負担臨時教員配置事業 教師をサポートする臨時教員3名の⼈件費10ヶ⽉分 8,893,969 8,000,000 横浜町字林ノ後ほか1件

⻘森県 横浜町 （仮称）保健・児童センター整備事業 （仮称）保健・児童センターの建設⼯事⼀式 894,300,000 306,200,000 横浜町字林ノ脇

⻘森県 横浜町 学校給⾷センター維持運営基⾦造成事業 学校給⾷センター維持運営のための基⾦造成事業 21,321,000 21,321,000 横浜町字寺下

⻘森県 東北町 東北町消防活動提供事業 東北消防署・上北消防署職員50名の⼈件費6ヶ⽉分 107,231,910 104,588,000 東北町⼀円

⻘森県 六ヶ所村 平沼川環境維持事業 河道掘削⼯事（L=653m） 91,553,000 85,000,000 六ヶ所村⼤字平沼

⻘森県 六ヶ所村 千歳平3号線外1道路改良整備事業 道路改良舗装⼯事（L=1,301.3m） 189,654,300 177,000,000 六ヶ所村⼤字倉内

⻘森県 六ヶ所村 ⼈⼯⿂礁整備事業 ⼈⼯⿂礁設置⼯事112基 87,395,000 81,000,000 六ヶ所村⼤字泊

⻘森県 六ヶ所村 泊中央線歩道整備事業 ⽤地取得A=116.66m2、建物等補償⼀式 14,531,502 12,000,000 六ヶ所村⼤字泊

⻘森県 六ヶ所村 地域交流ホーム線整備事業 地域交流ホーム線道路改良⼯事実施設計業務委託⼀式 38,066,600 33,000,000 六ヶ所村⼤字出⼾

⻘森県 六ヶ所村 （仮称）泊こども園整備事業 泊こども園建設⼯事実施設計業務委託⼀式 29,920,000 28,000,000 六ヶ所村⼤字泊

⻘森県 六ヶ所村 医療⽤備品購⼊事業 六ヶ所村医療センター及び村⽴泊診療所医療⽤備品購⼊9台 79,213,680 68,000,000 六ヶ所村⼤字尾駮他1件

⻘森県 六ヶ所村 ⾼齢者⽣活福祉センター改修事業 ⽼朽化に伴う⾼齢者⽣活福祉センター改修⼯事（建築⼯事、電気設備⼯
事、機械設備⼯事、施⼯監理） 221,601,690 215,000,000 六ヶ所村⼤字平沼
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⻘森県 六ヶ所村 避難施設⽤⾮常⽤発電機整備事業 避難施設である尾駮⼩学校、第⼀中学校及び⼤⽯総合体育館へ⾮常⽤発
電機設置⼯事3台 141,472,100 135,000,000 六ヶ所村⼤字尾駮

⻘森県 六ヶ所村 地域情報基盤維持運営事業 受信施設（放送設備・光ケーブル等）の維持管理業務委託12ヶ⽉分 42,020,000 38,990,000 六ヶ所村⼀円

⻘森県 六ヶ所村 社会福協議会運営事業 協議会職員4名分⼈件費12ヶ⽉分 19,502,810 17,000,000 六ヶ所村⼤字平沼

⻘森県 六ヶ所村 保育所運営事業 村内おぶちこども園及び泊保育所の保育⼠等31名分⼈件費12ヶ⽉分 131,680,134 110,000,000 六ヶ所村⼤字泊他1件

⻘森県 六ヶ所村 教育⽂化サービス提供事業 給⾷センター及び泊地区ふれあいセンター職員5名分⼈件費12ヶ⽉分 24,414,498 19,000,000 六ヶ所村⼤字泊他1件

⻘森県 六ヶ所村 学⼒向上推進事業 村費負担教員8名分⼈件費12ヶ⽉分 35,255,259 27,000,000 六ヶ所村⼤字泊他2件

⻘森県 六ヶ所村 消防活動推進事業 村内3消防署消防⼠等74名分⼈件費12ヶ⽉ 337,245,845 306,000,000 六ヶ所村⼤字尾駮他2件

⻘森県 六ヶ所村 保健衛⽣事業 健診（がん・腹部超⾳波等）及び定期予防接種（ＢＣＧ・四種混合等）
の助成、保健師6名分⼈件費12ヶ⽉分 76,975,007 70,000,000 六ヶ所村⼀円

⻘森県 六ヶ所村 こども園運営事業 千歳平こども園及び南こども園指定管理委託料9ヶ⽉分 147,798,570 95,000,000 六ヶ所村⼤字尾駮他1件

⻘森県 六ヶ所村 六ヶ所村地域家庭医療センター医療機器購⼊事業 眼科⽤医療機器購⼊2台 20,152,000 17,000,000 六ヶ所村⼤字尾駮

⻘森県 六ヶ所村 千歳平⼩学校整備事業（基⾦造成） 千歳平⼩学校整備事業の⼀部に充当するための基⾦造成 384,460,000 384,460,000 六ヶ所村⼤字倉内

⻘森県 六ヶ所村 ⼆⼜・尾駮・出⼾地区配⽔管更新事業 配⽔管布設⼯事L=1,974.78m 143,580,800 132,000,000 六ヶ所村⼤字尾駮

⻘森県 六ヶ所村 下⽔道施設等運営事業 村内浄化センターほか8施設（下⽔道施設等65箇所）の電気料9ヶ⽉分 20,501,531 18,300,000 六ヶ所村⼀円

⻘森県 おいらせ町 おいらせ町健康診査－がん検診委託事業 町内で実施される集団検診⽅式の各種がん検診委託事業費7ヶ⽉分 15,658,707 9,000,000 おいらせ町⼀円

⻘森県 おいらせ町 学校施設運営事業 町内の⼩中学校及び給⾷センターの運営経費（⽔道料⾦）7ヶ⽉分 6,026,769 4,000,000 おいらせ町舘越ほか6件

⻘森県 おいらせ町 児童館施設運営事業 町⽴児童館2施設の運営経費（児童厚⽣員9名の⼈件費9ヶ⽉分）。 12,233,100 9,000,000 おいらせ町⻘葉ほか1件

⻘森県 おいらせ町 観光施設等維持管理事業 町内の観光施設である下⽥公園、しもだサーモンパークの維持管理費（植栽
管理業務委託費）12ヶ⽉分 29,252,500 26,734,000 おいらせ町向⼭ほか1件

⻘森県 おいらせ町 おいらせ病院運営事業 おいらせ病院の運営経費（看護師30名の⼈件費）8ヶ⽉分 72,936,200 59,286,000 おいらせ町上明堂

⻘森県 おいらせ町 特別⽀援教育⽀援員配置事業 町内⼩中学校の特別⽀援教員⽀援員20名の⼈件費9ヶ⽉分 15,299,000 14,000,000 おいらせ町舘越ほか7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 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

⻘森県 ⼤間町 種苗⽣産事業 種苗育成センターの光熱⽔費、燃料費、飼料費、修繕料、通信運搬費、⼿
数料、委託料、使⽤料及び賃借料、原材料費12ヶ⽉分へ充当する。 25,146,373 20,000,000 ⼤間町⼤字⼤間字奥⼾下道45-100

⻘森県 ⼤間町 ⼩中学校維持運営事業 2⼩学校、2中学校の光熱⽔費、燃料費、委託料、臨時⽤務員4名分の賃⾦
12ヶ⽉分へ充当する。 29,566,866 27,000,000 ⼤間町⼤字⼤間字狼丁37-2ほか3件

⻘森県 ⼤間町 ⼤間幼稚園維持運営事業 幼稚園の光熱⽔費、燃料費、委託料、職員5名分の給料・職員⼿当12ヶ⽉
分へ充当する。 25,709,731 17,880,000 ⼤間町⼤字⼤間字⼤間平20-38

⻘森県 ⼤間町 ⼤間町ブルーマリンフェスティバル ⼤間町ブルーマリンフェスティバルイベント企画運営委託料へ充当する。 15,120,000 15,120,000 ⼤間町―円

⻘森県 ⼤間町 ⼤間病院運営事業 ⼤間病院の事業運営費（看護師25名、准看護師7名の⼈件費）7ヶ⽉分 67,312,600 52,255,000 ⼤間町⼤間

⻘森県 ⼤間町 ⼤間町公共⽤施設維持運営基⾦造成事業 ⼤間町内公共⽤施設維持運営のための基⾦造成事業 30,671,000 30,671,000 ⼤間町⼀円

⻘森県 東通村 東通村消防活動提供事業 消防防災活動を⾏うための消防職員⼈件費 242,045,944 242,045,944 東通村⼀円

⻘森県 東通村 ⼀般廃棄物収集運搬委託事業 ⼀般廃棄物の収集及び処理施設への運搬 46,082,400 45,998,000 東通村⼀円

⻘森県 東通村 （仮称）尻屋地区多⽬的集会施設整備事業 次年度の集会施設整備に向けた旧施設の解体⼯事　A=848.8m2 68,750,000 68,750,000 東通村⼤字尻屋

⻘森県 東通村 （仮称）尻屋地区多⽬的集会施設整備事業（建築事
業） 次年度の集会施設整備に向けた建設⼯事及び建設⼯事監理 20,132,287 14,584,000 東通村⼤字尻屋

⻘森県 東通村 東通村除雪委託事業 村道・⽣活道路・歩道・駐⾞場除雪及び幹線道路凍結防⽌剤散布 57,244,000 50,000,000 東通村⼀円

⻘森県 東通村 東通村電源⽴地地域対策交付⾦基⾦造成事業
（事業運営基⾦） 消防活動提供事業等運営のための基⾦造成事業 855,342,000 855,342,000 東通村⼤字砂⼦⼜

⻘森県 東通村 東通村電源⽴地地域対策交付⾦基⾦造成事業
（維持運営基⾦） 斎場維持運営事業等のための基⾦造成事業 50,000,000 50,000,000 東通村⼤字沢内

⻘森県 東通村 東通村電源⽴地地域対策交付⾦基⾦造成事業
(事業運営基⾦) 後年度における各種事業運営費に充てるための基⾦造成 239,844,000 239,844,000 東通村⼤字⼀円

⻘森県 ⾵間浦村 ⾵間浦村電源⽴地地域対策事業基⾦造成事業 公共施設維持運営の⼀部に充当するための基⾦造成 60,251,000 60,251,000 ⾵間浦村⼀円

⻘森県 佐井村 佐井村公共施設維持運営基⾦造成事業 公共施設の維持運営のための基⾦造成事業 2,886,000 2,886,000 佐井村⼤字佐井

⻘森県 佐井村 佐井村公共施設維持補修基⾦造成事業 公共施設の維持補修のための基⾦造成事業 54,285,000 54,285,000 佐井村⼤字佐井

⻘森県 三⼾町 三⼾町⼀般廃棄物収集事業 町内⼀円の⼀般廃棄物収集運搬業務委託料5ヶ⽉分 17,658,510 11,400,000 三⼾町⼀円

⻘森県 五⼾町 ごのへ郷⼟館管理運営事業 ごのへ郷⼟館の施設管理・運営に係る指定管理に係る委託料12ヶ⽉分 8,693,000 7,000,000 五⼾町⼤字豊間内

⻘森県 階上町 廃棄物等収集運搬業務委託事業 燃やせるごみ及び資源物の収集運搬業務委託5ヶ⽉分 9,247,176 7,000,000 階上町⼀円
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⻘森県 ⻘森県 新⻘森県総合運動公園陸上競技場整備事業 新⻘森県総合運動公園陸上競技場の外構⼯事 131,068,800 131,068,800 ⻘森市⼤字宮⽥

⻘森県 ⻘森県 EV･PHV緊急配備事業 EV・PHV購⼊及び充当設備の新設・改修 42,011,440 42,011,440 ⻘森市⻑島ほか7件

⻘森県 ⻘森県 ⻘森県施設整備基⾦造成事業 令和2年度以降の施設整備（⻘森県⽴⼋⼾⼯業⾼等学校校舎改築事
業）の⼀部に充当するための寄⾦造成 685,000,000 685,000,000 ⻘森県内

⻘森県 ⻘森県 ⻘森県事業運営基⾦造成事業 令和2年度以降の事業運営（弘前⼤学医学部⼊学⽣特別対策事業等）
の⼀部に充当するための寄⾦造成 200,000,000 200,000,000 ⻘森県内

⻘森県 ⻘森県 原⼦⼒⽴地給付⾦ 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 339,415,449 339,415,449 六ヶ所村、東通村、⼤間町、⾵間浦村、佐井村

⻘森県 ⻘森県 原⼦⼒⽴地給付⾦加算分
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（加算分含む）及び令和２年度以降の原⼦⼒⽴地給付⾦加算分
の交付に要する経費の⼀部に充当するための基⾦造成

971,982,483 971,982,483 三沢市、平内町、七⼾町、六⼾町、東北町、おいらせ町、⾵間浦村、佐井村

⻘森県 ⻘森県 県道川内佐井線道路整備事業 避難道路と位置付けられている県道川内佐井線の道路改良⼯事 650,841,200 559,354,000 むつ市⼤字川内〜佐井村⼤字佐井

⻘森県 ⻘森県 県道薬研佐井線道路整備事業 避難道路と位置付けられている県道薬研佐井線の道路改良⼯事 718,824,597 640,000,000 むつ市⼤字薬研〜佐井村⼤字佐井

令和3年4⽉に差し替え


