
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

新潟県 新潟県 住吉上館線 ⽤地補償 ⼀式 101,892,522 47,748,000 新発⽥市北蓑⼝〜⻄蓑⼝

新潟県 新潟県 荒浜中⽥線 道路改良⼯ L=278m、
物件補償 ⼀式（⽔道管移設） 94,871,248 39,000,000 柏崎市荒浜〜刈⽻村正明寺

新潟県 新潟県 柏崎⾼浜堀之内線・坂⽥２⼯区 道路改良⼯ L=184m 35,192,300 32,000,000 柏崎市⻄⼭町坂⽥

新潟県 新潟県 ⽥代⼩国線 道路改良⼯ L=141m、
舗装⼯ L=141m 48,374,700 35,000,000 柏崎市南条

新潟県 新潟県 ⾨出⽯⿊線 ⽤地測量 ⼀式 23,069,200 14,219,000 柏崎市⾼柳町⾨出

新潟県 新潟県 新潟県⽴看護⼤学運営費交付⾦ 県⽴看護⼤学の運営費交付⾦（光熱⽔費11ヶ⽉分、管理業務委託費
12ヶ⽉分） 41,426,834 35,000,000 上越市新南町

新潟県 新潟県 新潟県⽴⼤学運営費交付⾦ 県⽴⼤学の運営費交付⾦（光熱⽔費11ヶ⽉分、管理業務委託費12ヶ⽉
分） 52,463,719 45,000,000 新潟市東区海⽼ヶ瀬

新潟県 新潟県 県⽴屋内総合プール運営・維持管理費 屋内総合プールの維持管理費（光熱⽔費）12ヶ⽉分 137,657,756 84,500,000 ⻑岡市⻑倉町

新潟県 新潟県 動物愛護センター運営費 動物愛護センターの維持管理費（光熱⽔費10ヶ⽉分、委託費12ヶ⽉分、医
薬品等購⼊費） 10,469,349 9,095,000 ⻑岡市関原町1丁⽬

新潟県 新潟県 企業誘致に係る補助⾦ ⼯場や研究開発施設を設置した企業1社（設備投資額）及び⼯業団地基
盤整備を実施した3市に対する補助 219,250,000 219,250,000 上越市頸城区上吉ほか3件

新潟県 新潟県 県営産業団地等に係る補助⾦ 県営産業団地等に新たに⽴地した企業に対する補助（28社、電気料） 48,865,000 48,330,000 胎内市清⽔ほか27件

新潟県 新潟県 企業誘致推進事業 県内への企業誘致を促進するための経費（情報収集等旅費、アンケート調査
経費及び企業誘致推進員（嘱託員）報酬等2名・12ヶ⽉分） 10,900,696 10,848,000 新潟市中央区新光町ほか2件

新潟県 新潟県 にいがた産業創造機構運営費（賃借料等）
（公財）にいがた産業創造機構の家賃賃借料12ヶ⽉分、電気料11ヶ⽉分、
専有室管理業務委託12ヶ⽉分 67,666,584 54,000,000 新潟市中央区万代島

新潟県 新潟県 ネスパス運営費等補助⾦ 表参道・にいがた館ネスパスの家賃賃借料11ヶ⽉分 148,500,000 79,888,000 東京都渋⾕区神宮前4丁⽬

新潟県 新潟県 ⾼⽥停⾞場線 舗装補修⼯ L=270m、W=14.0m、A=3,780m2 24,838,000 17,485,852 上越市⻄城町

新潟県 新潟県 新発⽥紫雲寺線 舗装補修⼯ L=500m、W=6.5m、A=3,250m2 20,029,680 10,000,000 新発⽥市⻑畑

新潟県 新潟県 鯨波宮川線 舗装補修⼯ L=450m、W=8.0m、A=3,600m2 25,621,200 10,000,000 柏崎市吉井

新潟県 新潟県 柏崎⾼浜堀之内線・坂⽥ 道路改良⼯ L=186m、
舗装⼯ L=186m 73,777,000 60,000,000 柏崎市⻄⼭町坂⽥

新潟県 新潟県 県⽴図書館維持管理費 光熱⽔費（10ヶ⽉分）、管理業務委託費（11ヶ⽉分）、図書館情報シス
テム賃借料（11ヶ⽉分） 82,756,333 80,495,000 新潟市中央区⼥池南3丁⽬

新潟県 新潟県 にいがた産業創造機構運営費（⼈件費） （公財）にいがた産業創造機構への運営費補助（スタッフ51名分の⼈件費
10ヶ⽉分） 264,725,968 249,940,000 新潟市中央区万代島

新潟県 新潟県 住吉上館線 建物補償（1棟） 5,599,000 5,000,000 新発⽥市北蓑⼝〜⻄蓑⼝

新潟県 新潟県 県⽴歴史博物館職員給与費 歴史博物館の運営経費（研究員等19名分の⼈件費9ヶ⽉分） 81,964,786 70,923,000 ⻑岡市関原町1丁⽬
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新潟県 新潟県 県⽴歴史博物館施設維持運営事業 歴史博物館の維持管理費（電気・ガス8ヶ⽉分、上下⽔道6ヶ⽉分）、管理
業務委託（9ヶ⽉分） 73,958,454 61,613,000 ⻑岡市関原町1丁⽬

新潟県 新潟県 公害監視機器等整備事業 公害監視機器（⾵向⾵速計、キャニスタークリーニング装置及び全⾃動キャニ
スター濃縮装置システム）の整備 17,449,300 5,290,000 南⿂沼市六⽇町ほか1件

新潟県 新潟県 ⼯業技術総合研究所等維持管理費 ⼯業技術総合研究所、技術⽀援センター5か所及びレーザーナノテク研究室の
維持管理費（光熱⽔費8ヶ⽉分、委託費9ヶ⽉分） 46,473,138 43,152,000 新潟市中央区鐙⻄1丁⽬ほか6件

新潟県 新潟県 ⼯業技術総合研究所等職員給与費 ⼯業技術総合研究所技術⽀援センター2か所の運営経費（研究員等19名
分（県央9、中越10）の⼈件費5ヶ⽉分） 37,310,350 24,710,000 三条市須頃ほか1件

新潟県 新潟県 本社機能移転促進補助⾦ 県外から県内に事業所を設置する企業に対する補助（4社、設備投資・雇⽤
者⼈件費等） 31,204,053 31,204,053 新潟市中央区東⼤通ほか3件

新潟県 新潟県 農業総合研究所職員給与費 農業総合研究所の運営経費（研究員23名分の⼈件費8ヶ⽉分） 96,387,173 76,869,000 ⻑岡市⻑倉町

新潟県 新潟県 農業総合研究所作物研究センター職員給与費 農業総合研究所作物研究センターの運営経費（研究員24名分の⼈件費5ヶ
⽉分） 44,273,660 39,114,000 ⻑岡市⻑倉町

新潟県 新潟県 美術館職員給与費 近代美術館の運営経費（学芸員等13名分の⼈件費9ヶ⽉分） 55,853,096 53,134,000 ⻑岡市千秋3丁⽬

新潟県 新潟県 県⽴学校維持管理費 県⽴学校62校分の光熱⽔費8ヶ⽉分 419,097,094 288,800,000 新潟市中央区関屋下川原町ほか61件

新潟県 新潟県 産業教育機器近代化設備費 県⽴産業教育⾼等学校7校への産業教育機器10台（⼯業4、農業2、その
他4）の整備 76,451,772 63,665,000 新潟市秋葉区新津東町ほか6件

新潟県 新潟県 交通安全施設維持管理費
交通安全施設の維持管理費（交通管制センター設備保守委託費、回線専
⽤料、交通信号機の保守委託費、中央線変移システム等保守業務委託8〜
9ヶ⽉分）

206,282,452 205,000,000 新潟県⼀円（離島除く）

新潟県 新潟県 住吉上館線（基⾦造成） 住吉上館線道路改良事業のための基⾦造成事業 37,367,000 37,367,000 新発⽥市北蓑⼝〜⻄蓑⼝

新潟県 新潟県 ⼯業技術総合研究所等職員給与費 ⼯業技術総合研究所、技術⽀援センター1か所の運営経費（研究員等38
名分（⼯技総研28、中越10）4ヶ⽉分の⼈件費） 101,124,370 51,783,000 新潟市中央区鐙⻄1丁⽬ほか1件

新潟県 新潟県 農業総合研究所作物研究センター職員給与費 農業総合研究所作物研究センターの運営経費（研究員23名分3ヶ⽉分の⼈
件費） 49,737,282 39,000,000 ⻑岡市⻑倉町

新潟県 新潟県 原⼦⼒⽴地地域給付⾦交付事業 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 5,677,580,860 5,677,580,860

柏崎市（旧柏崎市、旧⻄⼭町、旧⾼
柳町）、刈⽻村、⻑岡市（旧⻑岡
市、旧越路町、旧⼩国町）、上越市
（旧⼤島村、旧吉川町、旧柿崎
町）、出雲崎町

新潟県 ⻑岡市 ⼩中学校の維持運営事業 ⼩中学校16校の管理員、調理師23名分の⼈件費12か⽉分（基本給） 81,862,417 54,759,000 ⻑岡市⼤島新町地内ほか15件

新潟県 柏崎市 図書館管理運営事業 図書館の職員9名分の⼈件費（基本給、期末勤勉⼿当、諸⼿当）12か⽉
分、光熱⽔費及び下⽔道使⽤料11ヶ⽉分 65,107,255 50,000,000 柏崎市学校町地内

新潟県 柏崎市 消防署運営事業 消防署の職員127名分の⼈件費12か⽉分（基本給、期末勤勉⼿当、諸⼿
当） 601,660,218 336,778,000 柏崎市三和町地内ほか5件
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新潟県 刈⽻村 健康福祉運営事業 保健師3名・管理栄養⼠1名・介護福祉⼠1名・社会福祉⼠1名の⼈件費
（給料12ヶ⽉分、期末勤勉⼿当） 29,244,023 28,500,000 刈⽻村内⼀円

新潟県 柏崎市 体育施設管理運営事業 体育施設15箇所の管理運営費（⼈件費、光熱⽔費、修繕費、委託料、使
賃料等）12ヶ⽉分 212,194,294 85,000,000 柏崎市学校町地内ほか14件

新潟県 ⻑岡市 ⼩国診療所維持運営事業 ⼩国診療所の維持運営（医師・看護師・事務員等の⼈件費、光熱⽔費
等）12ヶ⽉分 86,458,736 43,122,397 ⻑岡市⼩国町楢沢地内

新潟県 出雲崎町 ⼩学校通学バス運⾏事業 スクールバス3台の運⾏に係る委託料12ヶ⽉分 19,541,771 9,700,000 出雲崎町⼀円

新潟県 刈⽻村 ケーブルテレビ運営事業 ケーブルテレビ事業に係る2名分の⼈件費12ヶ⽉分、刈⽻村ケーブルテレビ⾃
主放送番組制作業務委託料11ヶ⽉分 18,883,903 18,000,000 刈⽻村内⼀円

新潟県 刈⽻村 国際教育推進事業 外国語指導助⼿1名分の⼈件費12か⽉分 3,960,000 3,900,000 刈⽻村⼤字割町新⽥ほか1件

新潟県 ⻑岡市 栃尾地域スクールバス運⾏事業 運転員延べ7名（4名体制）の派遣に係る経費 7,286,175 4,400,000 ⻑岡市栃尾地域⼀円

新潟県 刈⽻村 村まつり振興事業 刈⽻村ふるさとまつり協賛会に対する補助⾦
（会場設営及び歌謡ショー等のイベント企画・運営委託料） 9,500,000 9,300,000 刈⽻村⼤字刈⽻地内

新潟県 聖籠町 町⽴⻲代こども園維持運営事業 こども園の職員10名分の⼈件費12ヶ⽉分（基本給、期末勤勉⼿当） 45,043,225 17,500,000 聖籠町⼤字次第浜地内

新潟県 柏崎市 地域コミュニティ活動推進事業 コミュニティセンター31箇所の職員⼈件費（88名、12ヶ⽉分） 127,372,000 57,000,000 柏崎市加納地内ほか30件

新潟県 出雲崎町 資源ごみ・⼀般ごみ収集運搬事業 資源ごみ分別収集運搬業務委託料、⼀般ごみ収集運搬業務委託料12ヶ⽉
分 31,239,402 14,600,000 出雲崎町⼀円

新潟県 湯沢町 可燃・不燃ごみ収集事業 可燃ごみ収集運搬委託料、不燃ごみ収集運搬委託料12ヶ⽉分 67,961,500 30,000,000 湯沢町⼀円

新潟県 上越市 ⽣ごみリサイクル処理事業 ⽣ごみリサイクル処理業務委託12ヶ⽉分(H31.4⽉分からR2.3⽉までの処理
量 7,993t) 239,503,477 30,000,000 上越市内⼀円

新潟県 出雲崎町 町⺠プールウォータースライダー修繕事業 ウォータースライダー滑⾛⾯FRPライニング補修、外側塗装、鋼材部再塗装 4,222,800 1,700,000 出雲崎町⼤字⽶⽥地内

新潟県 出雲崎町 天領の⾥物産館･⽯油記念館屋根防⽔改修事業
屋根防⽔⼯事
物産館︓塩化ビニル樹脂系シート防⽔︓A=291.7m2
⽯油記念館︓ウレタン塗装防⽔︓A=170.1m2

9,947,880 9,947,000 出雲崎町⼤字尼瀬地内

新潟県 出雲崎町 防災⾏政無線バッテリー交換事業
バッテリー交換⼯事
・役場直流電源装置 N=1箇所　・無線局舎UPS N=1箇所
・無線局舎直流電源装置 N=1箇所　・屋外拡声⼦局　N=9箇所

3,780,000 3,149,000 出雲崎町⼤字川⻄地内ほか

新潟県 刈⽻村 ⼩・中学校無線LAN環境構築・備品整備事業 ⼩中学校無線LAN設置⼯事⼀式、児童・⽣徒・教師⽤パソコン89台、グラン
ドピアノ1台、冷凍冷蔵庫1台、給⾷調理場調理器具4台 29,840,100 27,000,000 刈⽻村割町新⽥地内ほか1件

新潟県 刈⽻村 保健福祉訪問⾞等整備事業 保健福祉訪問⾞2台
介護予防送迎⾞2台 8,278,818 8,000,000 刈⽻村割町新⽥地内

新潟県 刈⽻村 ⽣涯学習センター備品整備事業 トレーニング機器14基 9,996,274 8,841,000 刈⽻村⼤字刈⽻地内
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新潟県 阿賀町 消防・防災活動事業 消防本部及び3分遣所職員24名分の職員⼈件費（基本給7ヶ⽉分（6〜
12⽉分）、期末勤勉⼿当） 73,464,391 58,344,000 阿賀町津川地内ほか3件

新潟県 出雲崎町 中央公⺠館貯⽔槽修繕事業 受⽔槽及び⾼置⽔槽塗装⼯
及び⾼置⽔槽防⽔カバー設置⼯ 1,001,160 400,000 出雲崎町⽶⽥地内

新潟県 出雲崎町 町⺠体育館屋上防⽔改修⼯事 屋上防⽔改修⼯事（体育館屋上防⽔⼯　平場A=2,216m2、⽴上
A=281m2） 46,440,000 17,800,000 出雲崎町⽶⽥地内

新潟県 柏崎市 博物館運営事業 博物館職員5名の給料及び⼿当（6〜3⽉分） 19,100,367 8,000,000 柏崎市緑町

新潟県 ⿂沼市 保育園運営事業 保育園3園の保育⼠10名分の⼈件費10ヶ⽉分（5〜2⽉分）（職員給
与、期末勤勉⼿当） 48,015,168 43,273,000 ⿂沼市堀之内地内ほか2件

新潟県 津南町 町⽴保育所運営事業 保育所6所の保育⼠13名分の⼈件費　基本給10ヶ⽉分（6〜3⽉分） 33,099,600 33,099,600 中⿂沼郡津南町⼤字下船渡ほか5件

新潟県 妙⾼市 アートステージ妙⾼推進事業 東京藝術⼤学吹奏楽クリニック、アート＆カルチャーフェスティバル、妙⾼芸術祭
及び国⺠⽂化祭妙⾼市独⾃事業に係る運営費 9,594,057 7,093,698 妙⾼市内⼀円

新潟県 出雲崎町 保育園保育実施委託事業 保育園保育実施委託に係る利⽤者負担の軽減（5〜9⽉分） 8,632,860 4,300,000 出雲崎町⼤字住吉町地内ほか1件

新潟県 聖籠町 ⼀般廃棄物（可燃物）収集運搬事業 ⼀般廃棄物収集運搬等業務委託料11ヶ⽉分(5〜3⽉) 27,900,000 12,500,000 聖籠町⼀円

新潟県 三条市 市道⼤沢線道路改良事業
施⼯延⻑ L=37.4m　W=5.0m
舗装⼯  A=193m2　側溝⼯　L=36.6m2
区画線⼯　L=74m　テラセル擁壁⼯　A=116m2

8,813,200 4,400,000 三条市⼤沢地内

新潟県 新発⽥市 姫⽥線改良事業

施⼯延⻑ L=80.0m
  路床盛⼟⼯ V=130m2、下層路盤⼯  A=560m2、上層路盤⼯
A=536m2
  表層⼯  A=520m2

10,109,000 6,108,000 新発⽥市⻄姫⽥地内

新潟県 関川村 村道橋場下関線整備事業
施⼯延⻑ L=110.0m、W=6.70〜7.15m
  切削オーバレイ　A=770m2　t=5cm
  区画線設置　L=253m

5,205,200 4,400,000 関川村下関地内

新潟県 ⼗⽇町市 広域農道５号線舗装修繕事業
舗装打換⼯ L=200m、A=1,546m2
区画線⼯
　外側線（実線）405m、中央線（破線）115m、停⽌線（実線）8m

9,342,000 9,342,000 ⼗⽇町市⾼道⼭地内

新潟県 妙⾼市 消⽕栓整備事業 多雪型 新設2基 3,823,600 3,000,000 妙⾼市⼩原新⽥地内　ほか1件

新潟県 妙⾼市 ⼩型動⼒ポンプ整備事業 B-3級シバウラＦＫ400　2台 3,196,800 3,000,000 妙⾼市関川地内ほか1件

新潟県 妙⾼市 消防⾞両整備事業 ⼩型動⼒ポンプ積載⾞3台
消防指令⾞　1台 14,168,000 11,533,000 妙⾼市関⼭地内ほか3件

新潟県 五泉市 村松体育館維持運営事業 施設管理業務委託料（清掃、⽇直、環境管理）7ヶ⽉分（7〜1⽉分） 7,454,713 4,400,000 五泉市⽯曽根地内

新潟県 佐渡市 メルティングセンター佐渡維持運営事業 電気料3ヶ⽉分（7〜9⽉分） 7,009,782 4,400,000 佐渡市両津⼤川地内
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新潟県 南⿂沼市 学校維持運営事業 市⽴⼩学校8校の電気料6ヶ⽉分（7〜12⽉分） 10,268,118 7,333,000 南⿂沼市六⽇町地内　ほか7件

新潟県 胎内市 ⼦育て⽀援事業 市⽴保育園の保育⼠5名分の⼈件費 基本給5ヶ⽉分（8〜12⽉分） 6,597,000 5,394,000 胎内市⼤川町地内

新潟県 村上市 保育園運営事業 保育園2園の保育⼠10名、技能員2名分の⼈件費 基本給9ヶ⽉分（7〜3
⽉分） 28,374,654 17,579,000 村上市下新保　ほか1件

新潟県 ⽷⿂川市 福祉サービス提供事業 保育園8園の保育⼠23名分の⼈件費 基本給8ヶ⽉分（7〜2⽉分）　期末
勤勉⼿当 58,983,785 38,000,000 ⽷⿂川市⼤字中浜ほか7件

新潟県 湯沢町 湯沢認定こども園運営事業 湯沢認定こども園の保育⼠14名分の⼈件費9ヶ⽉分（基本給）（7〜3⽉
分） 34,493,400 27,067,000 湯沢町⼤字神⽴地内

新潟県 刈⽻村 刈⽻村電源⽴地地域対策交付⾦事業基⾦（維持補修
基⾦）造成事業 公共⽤施設の原状回復、修繕及び維持補修に必要な基⾦造成 7,500,000 7,500,000 刈⽻村⼀円

新潟県 出雲崎町 出雲崎⼩学校特別教室棟防⽕シャッター巻き上げ装置修
繕事業 防⽕シャッター巻き上げ装置修繕 429,000 200,000 出雲崎町⼤字川⻄地内

新潟県 柏崎市 ⽂化会館管理運営事業 ⽂化会館アルフォーレの管理運営代⾏料に係る委託料（12ヶ⽉分、光熱⽔
費・修繕費・委託料等） 138,400,000 50,000,000 柏崎市⽇⽯町

新潟県 柏崎市 元気館管理運営事業 保健指導や⼦育て相談など、地域の保健・福祉の総合的な拠点施設に勤務
する職員38⼈分の⼈件費12ヶ⽉分 213,635,962 180,000,000 柏崎市栄町

新潟県 柏崎市 学校教育施設管理運営事業
市内の⼩学校19校、中学校11校及び学校給⾷調理場10施設の維持管理
費（10ヶ⽉分、光熱⽔費、下⽔道・農業集落排⽔使⽤料）及び学校給⾷
業務委託料（12ヶ⽉分）

402,047,228 354,000,000 柏崎市学校町ほか39件

新潟県 柏崎市 保育園運営事業 市内の保育園16園の運営経費（12ヶ⽉分、保育⼠97⼈、調理員22⼈の
⼈件費） 556,521,140 540,000,000 柏崎市学校町ほか15件

新潟県 柏崎市 妊婦健康診査費助成事業 医療機関に委託して⾏う妊婦健康診査に係る委託料（11ヶ⽉分） 42,637,560 40,000,000 新潟県⼀円

新潟県 柏崎市 特別⽀援学級介助事業 特別⽀援学級介助員30⼈分の賃⾦（11ヶ⽉分）及び通勤⼿当（9ヶ⽉
分） 51,137,254 38,000,000 柏崎市学校町ほか12件

新潟県 柏崎市 ⽼⼈保護措置委託事業 養護⽼⼈ホーム⼊所措置に係る委託料（11ヶ⽉分） 128,630,068 90,388,000 柏崎市⼤字上⽥尻ほか1件

新潟県 柏崎市 ⾼齢者予防接種事業 医療機関に委託して⾏う⾼齢者（65歳以上）のインフエンザ予防接種に係る
委託料（4ヶ⽉分） 61,052,774 45,000,000 柏崎市⼀円

新潟県 柏崎市 除雪⾞整備事業 除雪⾞両の4台購⼊（8ｔ級ドーザ2台、11t級ドーザ1台、14ｔ級ドーザ1
台） 62,480,000 62,480,000 柏崎市藤元町ほか1件

新潟県 柏崎市 ⼩中学校空調整備事業 市内4⼩中学校の普通教室及び特別⽀援教室等への空調設備設置⼯事 256,961,571 200,000,000 柏崎市学校町ほか3件

新潟県 柏崎市 よしやぶ川改修事業 河川改修⼯事
H=1.8m　L=207m 47,822,500 43,000,000 柏崎市東⻑浜町〜⽥塚⼀丁⽬

新潟県 柏崎市 公共⽤施設維持補修事業基⾦造成事業 公共⽤施設の今後の維持補修費⽤に資する基⾦の造成 55,320,000 55,320,000 柏崎市⼀円

新潟県 刈⽻村 社会教育施設管理運営事業 指定管理者制度に基づく社会教育施設の指定管理委託（12ヶ⽉分） 273,362,000 180,000,000 刈⽻村⼤字刈⽻、⻄⾕
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新潟県 刈⽻村 保育園児童送迎バス運営事業 保育園児童送迎バス2台の運⾏委託（12ヶ⽉分） 15,499,800 15,499,000 刈⽻村⼀円

新潟県 刈⽻村 スクールバス運営事業 ⼩学校スクールバス2台の運⾏委託（12ヶ⽉分） 20,928,000 20,928,000 刈⽻村⼀円

新潟県 刈⽻村 広域圏ごみ･し尿･消防運営事業 ごみ処理事業、し尿処理事業及び消防事業の委託費のうち、⼈件費分
（12ヶ⽉分） 157,632,000 62,000,000 刈⽻村⼀円

新潟県 刈⽻村 保育園運営事業
村⽴かりわ保育園の運営経費（保育⼠13名・調理員2名分の⼈件費及び臨
時職員等30名分の賃⾦（12ヶ⽉分）、光熱⽔費（電気料11ヶ⽉分、上下
⽔道10ヶ⽉分）、清掃委託4ヶ⽉分、給⾷調理委託1ヶ⽉分）

111,118,444 108,500,000 刈⽻村⼤字割町新⽥

新潟県 刈⽻村 コミュニティバス運営事業 コミュニティバス2台の運⾏委託（12ヶ⽉分） 36,597,840 36,597,000 刈⽻村⼀円

新潟県 刈⽻村 社会福祉協議会運営補助事業 社会福祉協議会職員（会⻑、事務局⻑、⼀般職員5名、準職員2名、パー
ト職員7名）の⼈件費に係る補助（12ヶ⽉分） 61,000,000 34,000,000 刈⽻村⼤字刈⽻

新潟県 刈⽻村 ⼩中学校運営事業 指導主事1名の⼈件費（基本給・期末勤勉⼿当12ヶ⽉分） 6,540,635 6,000,000 刈⽻村⼤字割町新⽥、刈⽻

新潟県 刈⽻村 ⼦育て⽀援センター運営事業 ⼦育て⽀援センター保育⼠1名の⼈件費（12ヶ⽉分）及び臨時職員2名の
賃⾦(12ヶ⽉分︓4〜12⽉で1名、1〜3⽉で1名) 6,062,969 5,800,000 刈⽻村⼤字割町新⽥

新潟県 刈⽻村 ごみ収集運営事業 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ及びプラスチック類、粗⼤ごみの収集委託
（12ヶ⽉分） 19,963,188 18,000,000 刈⽻村⼀円

新潟県 刈⽻村 養護⽼⼈ホーム⼊所措置事業 ⾼齢者12名の養護⽼⼈ホーム⼊所措置費（11ヶ⽉分） 22,442,196 17,000,000 柏崎市⼤字上⽥尻

新潟県 刈⽻村 上⾼町排⽔路等整備事業　国道116号上⾼町交差点改
良⼯事

排⽔路、⽤⽔管布設
施⼯延⻑各L=27.0m 7,323,980 3,000,000 刈⽻村⼤字下⾼町、上⾼町

新潟県 刈⽻村 ⼤塚揚⽔機場電気設備更新⼯事補助事業 電気設備の更新⼯事に係る補助（簡易受電盤1⾯、低圧操作盤3⾯等） 101,200,000 101,200,000 刈⽻村⼤字⼤塚

新潟県 刈⽻村 ⼩規模多機能型居宅介護施設等整備事業
⾼齢者福祉施設の建設、⾃⽴⽀援福祉施設の事務備品及び介護・医療備
品の購⼊
建築⾯積A=727.18m2

373,029,965 327,865,000 刈⽻村⼤字⾚⽥北⽅

新潟県 刈⽻村 防災⾏政無線屋外拡声⼦局新設・更新事業 屋外拡声⼦局新設　9基、設備更新・調整　15基 73,844,100 65,000,000 刈⽻村⼀円

新潟県 刈⽻村 刈⽻村電源⽴地地域対策交付⾦事業基⾦（維持補修
基⾦） 公共⽤施設の維持補修のための基⾦造成事業 14,136,000 14,136,000 刈⽻村⼀円

新潟県 上越市 ⽣ごみリサイクル処理事業 ⽣ごみリサイクル処理業務委託事業運営費（平成31年4⽉分〜令和2年3
⽉分） 239,503,477 171,795,009 上越市内⼀円

新潟県 柏崎市 市道柏崎17-3号線整備事業 旧橋撤去⼯事
L=45.9m　W=5.6m 64,337,600 58,000,000 柏崎市⼤字加納〜⼤字善根


