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

富⼭県

⿂津市

ありそドーム整備事業

ありそドームトレーニングルーム内のマシン更新及び同ルーム内（トイレを含む）
の床の張替⼯事

富⼭県

滑川市

滑川市消防団消防⾞両整備事業

消防ポンプ⾃動⾞の購⼊（CD-Ⅰ型 1台）

15,550,920

4,400,000 滑川市追分

16,720,000

5,682,000 ⼊善町東狐

20,066,400

19,502,135 ⿂津市北⻤江

富⼭県

⼊善町

消防団⾞両整備事業

富⼭県

富⼭県

デザインセミナー開催事業

富⼭県

富⼭県

富⼭プロダクツ選定事業

富⼭県

富⼭県

深層⽔「富⼭ブランド」推進事業

富⼭県

富⼭県

「元気とやまの創造」パンフレット制作事業

富⼭県

富⼭県

Ｔターン推進強化事業

富⼭県

富⼭県

とやまブランド情報発信事業

富⼭県

富⼭県

産業技術研究開発センター運営事業

富⼭県

富⼭県

衛⽣研究所運営事業

消防ポンプ⾃動⾞の購⼊（CD-Ⅰ型 1台）
富⼭県内企業の海外進出を⽬指した挑戦的なデザイン開発の活性化を図るた
め、デザインセミナー(3回)及びミニ展⽰会(2回)を開催
富⼭県内企業の優れたデザインを持つ商品「富⼭プロダクツ」の選定（9社17
点）、富⼭プロダクツ2019展の開催、富⼭プロダクツ事業のPRリーフレット作成
及びホームページ更新
富⼭の深層⽔PRのため、「とやま深層⽔フォーラム2019」の開催、「世界で最も
美しい湾クラブ総会」でのブース展⽰及び多⾔語パンフレットの作成・配布
企業誘致⽤広報パンフレット（⽇本語版4000部、中国語版1000部）の作
成、企業誘致活動の実施
富⼭県内4⼤学の学⽣を対象に、富⼭県内企業で働く若⼿社員との座談会
形式の交流会（Ｔターンカフェ）を開催
「富⼭県推奨とやまブランド」認定品の紹介パンフレット(7000部)及びリーフレッ
ト(1000部)の作成、とやまブランドホームページの改修
産業技術研究開発センターの運営経費（9ヶ⽉分、研究員47名分の⼈件
費）
衛⽣研究所の運営経費（9ヶ⽉分、研究員24名分の⼈件費）

富⼭県

南砺市

市道⼭の神線舗装修繕⼯事

舗装補修⼯ A＝4488ｍ2

富⼭県

富⼭市

市⽴保育所管理運営費

富⼭市内にある8箇所の保育所の運営経費（9ヶ⽉分、保育⼠52⼈分の⼈
件費）

富⼭県

⾼岡市

消防吏員防⽕服更新事業

消防吏員防⽕服（30着）の購⼊

富⼭県

⿊部市

市内保育所運営事業

⿊部市内にある9箇所の保育所の運営経費（9ヶ⽉分、保育⼠71⼈分の⼈
件費）

富⼭県

射⽔市

⾼規格救急⾃動⾞整備事業

救急⾞両の購⼊（乗⾞定員7名、駆動⽅法4WD、寒冷地仕様）

34,100,000

富⼭県

⽴⼭町

常備消防運営事業

⽴⼭町消防本部における運営経費（8ヶ⽉分、職員25名分の⼈件費）

62,273,700

富⼭県

朝⽇町

町⽴⼩学校学校給⾷施設維持運営事業

朝⽇町⽴⼩学校の運営経費（9ヶ⽉分、給⾷調理員4名分の⼈件費）

8,750,100

1,200,000

900,000 ⾼岡市末広町

1,820,235

1,541,000 ⾼岡市オフィスパークほか

1,899,301

1,613,000 富⼭市千歳町1丁⽬

2,621,300

1,688,000 富⼭県⼀円

1,137,000
2,843,060
165,221,900

853,000 富⼭市五福ほか3件
2,250,000 富⼭県⼀円
130,625,000 富⼭市⾼⽥ほか2件

75,407,800

68,369,000 射⽔市中太閤⼭

19,710,000

18,900,000 南砺市利賀村阿別当

132,073,700
4,752,000
173,709,000

4,400,000 ⾼岡市広⼩路ほか６件
64,148,000 ⿊部市⼀円
4,400,000 射⽔市橋下条地内
40,329,000 ⽴⼭町⽶沢地内
7,884,000 朝⽇町沼保ほか１件

富⼭県

朝⽇町

町⽴中学校学校給⾷施設維持運営事業

朝⽇町⽴中学校の運営経費（9ヶ⽉分、給⾷調理員2名分の⼈件費）

富⼭県

富⼭県

農林⽔産総合技術センター運営事業

農林⽔産総合技術センターの運営経費（8ヶ⽉分、職員65名の⼈件費）

富⼭県

⼊善町

海洋深層⽔企業団地送⽔管設備⼯事

富⼭県

⿂津市

⿂津市⽴保育所運営事業

富⼭県

砺波市

砺波市⽴保育所運営事業

富⼭県

南砺市

合掌の⾥⼭下家屋根葺替⼯事

屋根葺替⼯ A=109ｍ2

6,324,480

6,200,000 南砺市菅沼

富⼭県

南砺市

合掌の⾥⼥⼦トイレ屋根葺替⼯事

屋根葺替⼯ A=75ｍ2

4,378,000

4,200,000 南砺市菅沼

海洋深層⽔企業団地への送⽔管設備の増設⼯事（送⽔設備改修、送⽔管
設置 L=331M、電気通信設備 L=300M）
⿂津市内にある8箇所の保育所の運営経費（8ヶ⽉分、保育⼠8⼈分の⼈件
費）
砺波市内にある4箇所の保育所の運営経費（6ヶ⽉分、保育⼠21⼈分の⼈
件費）

4,717,400

119,052,000 富⼭市笹津ほか７件

4,269,000 朝⽇町越

209,051,700

153,530,000 富⼭市吉岡ほか4件

42,239,600

5,631,000 ⼊善町下飯野地内

20,679,236

15,201,000 ⿂津市⻘島ほか７件

36,787,600

28,133,000 砺波市庄川町ほか３件
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富⼭県

上市町

上市町北アルプス⽂化センター舞台吊物機構設備修繕⼯
吊物修繕⼯事
事

富⼭県

⽴⼭町

泉地内⽔道管布設替⼯事

⽔道管布設替⼯事φ100Mm DIP-GX L=325M

12,165,560

10,000,000 ⽴⼭町泉地内

富⼭県

南砺市

たいらクロスカントリー場駐⾞場舗装補修⼯事

舗装修理⼯ A=4710ｍ2

17,776,000

16,937,000 南砺市⼩来栖

富⼭県

南砺市

たいらスキー場駐⾞場舗装補修⼯事

舗装修理⼯ A=4900ｍ2

18,865,000

17,000,000 南砺市梨⾕

富⼭県

南砺市

市道菅沼⼩瀬形線舗装打換⼯事

舗装打換え⼯ A=2030ｍ2

13,915,000

12,600,000 南砺市菅沼

富⼭県

南砺市

市道⽝藪⽮間堂線側溝改修⼯事

側溝改修⼯ L=58M

3,456,000

3,300,000 南砺市井波

富⼭県

南砺市

地域ぐるみ除排雪促進事業

除雪機械の購⼊（1.1M級 １台、1.2M級 １台、0.5M級 １台）

8,135,050

6,800,000 南砺市⼤勘場ほか２件

1,789,975

1,500,000 朝⽇町宮崎

2,118,000

2,118,000 富⼭市ほか5件

富⼭県

富⼭県

広域観光案内板整備事業

富⼭県

富⼭県

外国語観光サイン整備促進事業

富⼭県

富⼭県

産業技術研究開発センター機器整備事業

富⼭県

富⼭県

企業誘致新幹線広報推進事業

富⼭県の「観光案内標識デザインマニュアル」に基づいた統⼀的なデザインによる
広域観光案内標識の設置
市町村が実施する外国語表記に対応した統⼀的な観光地誘導案内板の設
置及び改修事業に対する補助⾦による助成
産業技術研究開発センターの設備（試料研磨装置、⽷強伸度試験機、
250KN級万能試験機）の整備
企業誘致PR⽤リーフレット（⽇本語版4000部、英語版500部、中国語版
500部）の作成及び企業誘致活動の実施

22,374,000

16,296,000 上市町法⾳寺

44,902,000
541,200

36,871,000 ⾼岡市⼆上町ほか1件
456,000 富⼭県⼀円

