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

福島県

福島県

新編「歳時記の郷・奥会津」活性化事業

只⾒川電源流域振興協議会が実施するソフト事業及び当該７町村が⾏う
ハード事業に対する補助

福島県

福島県

双葉地区教育構想事業

福島県体育協会への補助
（バトミントン選任コーチ2名及びレスリング専任コーチ1名の⼈件費12ヵ⽉、活
動経費）

25,675,981

23,302,000 双葉郡広野町⼤字下浅⾒川

福島県

福島県

⾃然公園施設⻑寿命化計画策定事業

⻑寿命化計画策定業務 4公園（3国⽴公園、1国定公園）

22,986,700

21,908,000 県内8市町村

福島県

福島県

⼤気環境監視施設整備事業

⼤気環境監視施設整備の更新（９台）

10,603,065

10,603,065 県内8市町

福島県

福島県

被災地域・通学路等における交通安全確保事業

可搬式速度違反⾃動取締装置の購⼊（１台）

11,000,000

11,000,000 福島市杉妻町5番75号

福島県

福島県

信号制御機、道路標識の更新事業

・交通信号機の制御機の更新（１３基）
・道路標識の更新（８基）

33,286,000

28,567,000 福島県⼀円

福島県

福島県

福島ゆかりのコンテンツによる地域活⼒創造事業

①ウルトラマンＡＲラリーアプリの開発・配信（１回）
③ワークショップの開催（３回）

62,000,000

62,000,000 福島県⼀円

福島県

福島県

スマートコミュニティ⽀援事業

地産地消型の再エネ導⼊に対する補助

4,425,000

4,250,000 福島県⼀円

福島県

福島県

伝統⽂化を活⽤したインバウンド誘客拡充事業

県内観光業の復興及び県産品の振興を促進するためのＰＲイベントの開催
（1回）

17,839,756

8,919,878 福島県⼀円

福島県

福島県

漁業調査指導船「拓⽔」建造事業（基⾦造成）

漁業調査指導船（１台）建造に伴う⼯事費等に係る基⾦造成事業

341,560,000

341,560,000 福島市杉妻町内

福島県

福島県

助産師養成施設整備事業（基⾦造成）

助産師養成施設整備に伴う⼯事費等に係る基⾦造成事業

321,564,000

321,564,000 福島市杉妻町内

福島県

福島県

農業短期⼤学校施設統合整備事業（基⾦造成）

農業短期⼤学校の各施設の統合に伴う⼯事費等に係る基⾦造成事業

18,745,935

18,745,935 福島市杉妻町内

福島県

福島県

畜産研究所乳⽜飼養関連施設整備事業（基⾦造成）

乳⽜飼養関連施設の整備に伴う⼯事費等に係る基⾦造成事業

380,686,000

380,686,000 福島市杉妻町内

福島県

会津若松市

コミュニティプール管理事業

屋内温⽔プールの管理運営（年間）

24,471,000

22,000,000 会津若松市河東町南⾼野地内

福島県

⻄会津町

保健センター運営事業

保健センター運営に係る⼈件費7名分
（保健師5名、管理栄養⼠2名）（年間）

33,482,762

32,867,000 ⻄会津町⼀円

福島県

会津若松市

湊地区スクールバス運⾏事業

港地区2コース（双潟コース、⼾の⼝･鵜の浦コース）でスクールバスの運⾏

12,476,269

福島県

喜多⽅市

放課後児童クラブ運営事業

市内18ヶ所の放課後児童クラブの運営、計88名分⼈件費（4⽉分〜2⽉
分）

46,982,629

42,855,000 喜多⽅市⼀円

福島県

只⾒町

只⾒町町⽴保育所運営事業

保育所（3ヵ所）運営に係る保育⼠⼈件費19名分（12ヶ⽉分）

84,464,530

42,000,000 只⾒町⼀円

福島県

北塩原村

北塩原村農業振興計画実施業務委託事業

新規作物の導⼊実験、ブランド化対策等の委託

1,700,000

1,600,000 北塩原村⼤字桧原地内

福島県

北塩原村

エミュー試験飼育事業

エミュー飼育に係る業務及び施設管理・運営委託（年間）

1,500,000

1,400,000 北塩原村⼤字⼤塩地内

191,391,000

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

184,286,000 県内7町村

7,469,000 会津若松市湊町地内

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

福島県

⾦⼭町

福島県

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

保育所運営事業

保育所（2カ所）運営に係る保育⼠・調理員の⼈件費8名（4⽉分〜2⽉
分）、給⾷業務委託費（4⽉分〜2⽉分）

北塩原村

東京農業⼤学連携ファームステイ⽀援事業

農業体験受⼊（10名×14⽇）

福島県

只⾒町

只⾒町交流促進センター送迎バス整備事業

29⼈乗りバス １台の整備

福島県

会津美⾥町

消防積載⾞設置事業

消防積載⾞（１台）及び消⽕・救助資機材の更新

11,770,000

4,228,000 会津美⾥町⼤字吉⽥地内

福島県

三島町

三島町⽣活⼯芸館運営事業

⽣活⼯芸館運営に係る⼈件費2名分（職員2名）（11ヶ⽉分）

10,617,399

7,805,000 三島町⼤字名⼊地内

福島県

三島町

三島保育所運営事業

保育所運営に係る⼈件費5名
（保育所⻑1名、保育⼠3名、調理員1名）（11ヶ⽉分）

24,059,312

20,000,000 三島町⼤字宮下地内

福島県

⼆本松市

道路改良⾅⽯・広⽥線

L=215.6m W=5.5m(6.5m)
(表層⼯、上層路盤⼯、下層路盤⼯、側溝⼯、集⽔枡)

25,270,300

11,645,000 ⼆本松市吉倉地内

福島県

猪苗代町

消防施設整備事業

ポンプ⾞ １台の購⼊

25,740,000

12,155,000 猪苗代町⼤字川桁地内

福島県

⾦⼭町

⾦⼭町活性化センター設備更新事業

レジシステム及び厨房機器の更新

4,192,560

4,000,000 ⾦⼭町⼤字川⼝地内

｢ふくしまプライド。｣販売⼒強化⽀援事業

東京農業⼤学と連携した観光・農林⽔産物の販路拡⼤、⼝コミによる情報発
信、関係⼈⼝・交流⼈⼝の創出
・村内農家での農家体験
・村観光資源・農産物のPR
・村⺠との交流

2,477,260

2,477,260 北塩原村⼤字桧原地内

32,361,452
206,000
9,014,500

30,000,000 ⾦⼭町⼤字川⼝地内 他
206,000 北塩原村⼤字桧原地内
9,000,000 只⾒町⼤字⻑浜字深沢地内

福島県

北塩原村

福島県

福島市

市道⽩⼭線道路改良⼯事

道路改良⼯ L=85.0m W=4.0m(6.0m)
(盛⼟⼯、法⾯⼯、排⽔構造物⼯、下層路盤⼯)

9,680,000

7,015,000 福島市飯野町字⽩⼭地内

福島県

郡⼭市

東⼭霊園舗装⼯事

表層(再⽣密粒度Ａｓ20Ｆ,ｔ=5㎝)
L=296m W=3.4m〜8.4m

8,580,000

5,228,000 郡⼭市⽥村町⼩川地内

福島県

喜多⽅市

市道⼤⾕・若宮線側溝整備事業

側溝整備 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄＵ型側溝
舗装復旧 Ａ=44.0㎡

4,668,840

4,200,000 喜多⽅市⾼郷町上郷地内

福島県

会津美⾥町

消防ホース乾燥塔撤去設置事業

鉄塔型ホース乾燥塔1基及び⽕の⾒櫓1基を解体撤去、電柱型ホース乾燥塔
2基を設置

2,310,000

1,000,000 会津美⾥町穂⾺地内

福島県

檜枝岐村

観光施設スノーモービル整備事業

スノーモービル１台の整備

1,815,000

1,600,000 檜枝岐村字⾒通地内

福島県

⾦⼭町

⾦⼭町よこたデイサービス送迎⾞購⼊事業

10⼈乗りバンタイプ寒冷地仕様 １台

3,960,000

3,900,000 ⾦⼭町⼤字横⽥地内

福島県

⾦⼭町

⼩型除雪機械購⼊事業

⼩型除雪機 1台

2,013,000

2,000,000 ⾦⼭町⼤字川⼝地内

福島県

⾦⼭町

⼩型動⼒ポンプ購⼊事業

⼩型動⼒ポンプ 1台の更新

1,215,000

1,000,000 ⾦⼭町⼤字⽟梨湯ノ上

福島県

⾦⼭町

排⽔ポンプ整備事業

排⽔ポンプ 1台の整備

2,062,800

1,800,000 ⾦⼭町⼤字橋⽴地内

福島県

福島市

福島市保健福祉センター維持運営事業

光熱⽔費6ヶ⽉分（7⽉〜12⽉分）

15,803,178

福島県

南会津町

スキー場圧雪⾞修繕整備業

圧雪⾞の修繕整備（３台）

11,254,430

Ｌ=88ｍ

10,016,000 福島市森合地内
5,228,000 南会津町⼤桃⼀の間々地内

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

福島県

下郷町

保育所運営事業

保育⼠6名の⼈件費（7⽉〜3⽉分）

22,259,831

20,438,000 下郷町湯野上地内 他

福島県

磐梯町

保育所運営事業

保育⼠7名の⼈件費（7⽉〜2⽉分）

18,671,746

15,693,000 磐梯町⼤字磐梯地内他

福島県

会津坂下町

町⽴保育所運営事業

保育⼠9名の⼈件費（7⽉〜12⽉分）

22,833,811

19,636,000 会津坂下町字松の⽬地内

福島県

柳津町

柳津保育所運営事業

保育⼠9名の⼈件費（7⽉〜1⽉分）

25,161,074

21,554,000 柳津町⼤字柳津地内

福島県

塙町

町⽴保育園運営事業

保育⼠2名の⼈件費（7⽉〜1⽉分）

5,772,081

5,228,000 塙町塙地内

福島県

古殿町

ふるどのこども園運営事業

保育教諭2名の⼈件費（7⽉〜1⽉分）

6,635,619

5,228,000 古殿町⼤字松川地内

福島県

天栄村

除雪⾞整備基⾦造成事業

村道の除雪に⽤いる除雪機械更新のための基⾦造成事業

5,228,000

5,228,000 天栄村⼀円

福島県

檜枝岐村

檜枝岐村公共⽤施設維持運営基⾦造成事業

公共⽤施設の光熱⽔費等に充てるための維持運営基⾦造成事業

福島県

只⾒町

只⾒町公共施設維持補修基⾦造成事業

公共⽤施設の維持補修のための基⾦造成事業

8,748,000

8,748,000 只⾒町⼀円

福島県

⾦⼭町

⾦⼭町電源⽴地地域対策交付⾦維持補修基⾦造成事
業

公共⽤施設の維持補修のための基⾦造成事業

7,741,000

7,741,000 ⾦⼭町⼀円

福島県

⻄郷村

消防ポンプ⾃動⾞整備基⾦造成事業

消防ポンプ⾃動⾞（1台）更新のための基⾦造成事業

5,228,000

5,228,000 ⻄郷村⼀円

福島県

いわき市

南部清掃センター発電⽤蒸気タービン整備事業

発電⽤蒸気タービン1基の機械整備⼯事

福島県

⽥村市

都路診療所運営事業

都路診療所X線技師及び事務職員2名の⼈件費（9ヶ⽉分）

福島県

南相⾺市

南相⾺市⽴保育園運営事業

市⽴保育園保育⼠8名の⼈件費（9ヶ⽉分）

20,734,200

福島県

広野町

広野町公共⽤施設整備事業（基⾦造成）

町道北釜・東町線道路整備のための基⾦造成事業

26,504,000

福島県

楢葉町

楢葉町コミュニティセンター舞台照明施設備ボーダーケーブル ボーダーケーブル交換
交換⼯事
丸型8sq-7⼼×23m︓2本、丸型8sq-9⼼×23m︓16本

福島県

楢葉町

⻯⽥駅東⼝公衆トイレ新築⼯事

延床︓49.6m2
トイレ︓⼩便器3、⼤便器6、幼児便器1

40,943,100

35,000,000 楢葉町⼤字井出字⽊屋

福島県

富岡町

健康福祉事業

妊婦健康診査、胃がん検診及び⾼齢者インフルエンザ予防接種の委託

21,605,240

17,500,000 全国⼀円

福島県

富岡町

総合スポーツセンター屋外灯機能回復事業

道路灯7基、街路灯11基の更新⼯事

福島県

富岡町

町内街路灯機能回復事業

街路灯97基に係る照明灯の撤去及び新規照明灯の取付⼯事

福島県

富岡町

アーカイブ施設整備推進事業

保全資料の整備補助、展⽰品の選定協⼒と実測、状態確認等の委託

5,995,000

5,500,000 富岡町⼤字本岡字王塚

福島県

富岡町

仮設防⽕⽔槽カバー購⼊事業

6箇所にある仮設防⽕⽔槽のカバー計19枚の購⼊及び設置

2,439,030

2,000,000 富岡町内⼀円

福島県

川内村

川内村復旧復興推進事業

村の復旧・復興業務に従事する職員5名の⼈件費（9ヶ⽉分）

27,336,449

福島県

浪江町

浪江町復旧復興推進事業

町の復旧・復興業務に従事する職員3名の⼈件費（9ヶ⽉分）

11,729,950

28,502,000

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

28,502,000 檜枝岐村⼀円

99,000,000

73,498,000 いわき市泉町下川字境ノ町

9,035,031

5,228,000 ⽥村市都路町古道字寺下

8,184,000

4,081,320
13,566,300

5,228,000 南相⾺市原町区東町
26,504,000 広野町⼤字下北迫字苗代替
6,700,000 楢葉町⼤字北⽥字鐘突堂

3,000,000 富岡町⼩浜地区
13,000,000 富岡町内⼀円

18,739,000 川内村⼤字上川内字早渡
5,228,000 浪江町⼤字幾世橋字六反⽥

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

福島県

葛尾村

葛尾村幼稚園運営事業

葛尾幼稚園教諭1名の⼈件費（10ヶ⽉分）

6,118,862

5,228,000 葛尾村⼤字落合字⻄ノ内

福島県

飯舘村

復旧・復興事業

村の復興業務に従事する職員3名の⼈件費（7ヶ⽉分）

8,812,612

5,228,000 飯舘村伊丹沢字伊丹沢

福島県

楢葉町

楢葉町公共⽤施設維持運営基⾦等造成事業

公共⽤施設維持運営のための基⾦造成事業

700,000,000

700,000,000 楢葉町⼀円

福島県

楢葉町

楢葉町公共⽤施設維持補修基⾦等造成事業

公共⽤施設維持補修のための基⾦造成事業

205,219,000

205,219,000 楢葉町⼀円

福島県

富岡町

公共⽤施設維持運営基⾦造成事業

公共⽤施設維持運営のための基⾦造成事業

227,862,000

227,862,000 富岡町⼀円

福島県

富岡町

公共⽤施設整備基⾦造成事業

アーカイブ施設整備のための基⾦造成事業

741,166,000

741,166,000 富岡町⼀円

福島県

福島県

福島県原⼦⼒⽴地給付⾦交付事業

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

2,343,377,463

交付⾦充当額

2,343,377,463

交付⾦事業の実施場所

⼤熊町、楢葉町、広野町、富岡町、川
内村、いわき市

