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

群⾺県

前橋市

市道００－０３９号線舗装維持修繕⼯事＜１＞

舗装打換え
施⼯延⻑ L=100.0ｍ
下層路盤⼯ A=682.5m2

10,736,000

群⾺県

沼⽥市

保育園運営事業

市内5保育所の保育⼠の⼈件費（23名）5ヶ⽉分

37,431,000

施⼯延⻑ L=131.0m
表層 再⽣密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm A=756.8m2
路上路盤再⽣⼯ t=19cm A=755.7m2
施⼯延⻑ L=116.9m
舗装打換え⼯
表層 再⽣密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=4cm A=640.6m2
不陸整正 粒度調整砕⽯M-30 t=1.2cm A=640.6m2
区画線⼯ ⼀式
施⼯延⻑ L=98.0m
表層 密粒度ｱｽｺﾝ(13)改質Ｉ型 t=4cm A=532.4m2
上層路盤 粒度調整砕⽯30-0 t=9cm A=498.1m2
下層路盤 再⽣砕⽯RC-40 t=20cm A=498.1m2
施⼯延⻑ L=160.0m
路⾯切削⼯ t=3cm A=1336.8m2
ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装⼯ 密粒度ｷﾞｬｯﾌﾟｱｽｺﾝ(13) t=4cm A=1336.8m2
区画線⼯ ⼀式
施⼯延⻑ L=50.0m
表層 再⽣密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=5cm A=332.5m2
基層 再⽣粗粒度ｱｽｺﾝ(20) t=5cm A=332.5m2
路上路盤再⽣⼯ t=25cm A=332.5m2
区画線⼯ ⼀式
施⼯延⻑ L=150.3m
舗装⼯ 再⽣密粒度ｱｽｺﾝ(13) t=50mm A=1086.0m2
不陸整正 粒度調整砕⽯M-30 t=8mm A=1086.0m2
区画線⼯ ⼀式

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

5,800,000 前橋市端気町地内
30,267,000 沼⽥市東原新町地内外4ヶ所

9,625,000

7,700,000 渋川市北橘町上箱⽥地内

3,410,000

2,700,000 渋川市中郷地内

5,555,000

4,600,000 渋川市北橘町⼋崎地内

7,315,000

5,600,000 渋川市⾚城町北⾚城⼭地内

5,973,000

5,100,000 渋川市⾦井地内

6,116,000

5,100,000 渋川市村上地内

駐⾞場整備 敷地造成⼯ A=643.4m2

2,592,000

2,560,000 桐⽣市⿊保根町下⽥沢地内

⽣産物直売所施設整備事業

空調機 1台設置 既設1台撤去

1,045,000

1,045,000 桐⽣市⿊保根町下⽥沢地内

桐⽣市

市道２０１号線溝蓋布設⼯事＜１＞

施⼯延⻑ L=63.9m
溝蓋 N=98枚、ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ蓋 N=5枚

799,200

680,000 桐⽣市⿊保根町下⽥沢地内

群⾺県

みどり市

保育園運営事業

保育園職員の⼈件費（9⼈×6ヵ⽉）

群⾺県

⾼崎市

配⽔管布設替⼯事

配⽔管布設替 HPPEφ75mm L=160.7m
消⽕栓設置 地下式 1基
給⽔管切替 6ヶ所11⼾

群⾺県

吉岡町

町道北下・⻑岡線舗装補修⼯事＜１＞

舗装補修⼯事 アスファルト層打換⼯ L=180.0m
t=5cm
区画線⼯ ⼀式

群⾺県

渋川市

市道味噌野相之沢橋線舗装補修⼯事＜１＞

群⾺県

渋川市

市道⻄組⼦持中学校線舗装補修⼯事＜２＞

群⾺県

渋川市

市道北町⽵ノ原線舗装補修⼯事＜２＞

群⾺県

渋川市

市道⼤規模線舗装補修⼯事＜１＞

群⾺県

渋川市

市道⾦井伊⾹保線舗装補修⼯事＜１＞

群⾺県

渋川市

市道塩川線舗装補修⼯事＜２＞

群⾺県

桐⽣市

⽣産物直売所駐⾞場整備事業

群⾺県

桐⽣市

群⾺県

13,789,100

11,467,000 みどり市笠懸町阿左美地内

8,602,000

4,400,000 ⾼崎市上⾥⾒町地内

6,622,000

4,400,000 吉岡町⼤字北下地内

A=1,250.1m2
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交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

市道⻤⽯４２１９号側溝新設⼯事＜その他＞

側溝新設⼯事
落蓋式側溝250 L=46.6m、横断側溝250 L=2.0m
集⽔桝 N=2基、Co舗装 A=169.7m2
作業⼟⼯ ⼀式

中之条町

伊勢町保育所運営事業

伊勢町保育所 職員13名分の給料（5ヶ⽉分）

18,505,500

13,554,000 中之条町⼤字伊勢町地内

群⾺県

東吾妻町

東吾妻町⽴保育所運営事業

町内の保育所の維持運営費（保育⼠の⼈件費9名、8ヶ⽉分）

24,390,600

22,400,000 東吾妻町箱島地内ほか1か所

群⾺県

⻑野原町

こども園運営事業

こども園職員14名4ヶ⽉分の⼈件費

14,262,766

群⾺県

嬬恋村

保育所運営事業

村内の保育所の維持運営費（保育⼠の⼈件費4名 8ヶ⽉分）

群⾺県

⽚品村

保育所運営事業

保育所の職員の⼈件費（12名×4ヶ⽉分）

群⾺県

川場村

川場湯原地区太郎運動広場公衆トイレ設置⼯事

⽊造平屋建て公衆トイレ １棟 9.93m2

こども園運営事業

みなかみ町⽴にいはるこども園の維持運営費（保育⼠の⼈件費16名、8ヶ⽉
分）

59,404,639

村道川額線道路舗装⼯事＜その他＞

鋪装打換え 施⼯延⻑ L=342.0m A=1,654.4m2

15,312,000

ぐんまウォーターフェア開催
開催期間 7⽉26⽇〜7⽉28⽇
場所 ぐんまこどもの国児童会館２階多⽬的ホール
来場者数 約1,400⼈

2,503,434

2,500,000 太⽥市⻑⼿町地内

群⾺県

藤岡市

群⾺県

群⾺県

みなかみ町

群⾺県

昭和村

4,081,000

9,451,200
15,149,600
8,640,000

4,081,000 藤岡市譲原地内

9,458,000 ⻑野原町⼤字⼤津地内ほか1か所
8,138,000 嬬恋村⼤字鎌原地内
13,590,000 ⽚品村⼤字鎌⽥地内ほか２か所
4,400,000 川場村⼤字川場湯原地内
48,328,000 みなかみ町須川地内
8,632,000 昭和村⼤字川額地内

群⾺県

群⾺県

ぐんまウォーターフェアの開催

群⾺県

上野村

上野村花まる授業実施事業

「花まる授業」委託料

2,297,891

2,000,000 上野村新⽻地内

6,096,145

6,000,000 上野村新⽻地内

群⾺県

上野村

上野村図書館運営事業

司書および事務補助員の⼈件費（2名、11ヶ⽉分）
書籍購⼊費(1,760冊）

群⾺県

上野村

上野村乳幼児育成環境整備事業

デッキ及び遊具整備 ⼀式

8,500,000

6,000,000 上野村新⽻地内

群⾺県

上野村

上野村特⽤林産物活性化対策事業

特⽤林産物運搬⾞両整備 1台

2,589,418

2,000,000 上野村川和地内

群⾺県

上野村

上野村中ノ沢エリア遊具等整備事業

遊具及び東屋の整備

13,167,000

1,500,000 上野村楢原地内

