
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

⽯川県 ⽯川県 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 642,549,757 642,549,757

志賀町（旧志賀町、旧富来町）、七
尾市（旧中島町、旧⽥鶴浜町）、中
能登町（旧⿃屋町、旧⿅⻄町）、⽻
咋市

⽯川県 ⽯川県 温排⽔影響調査事業 原⼦⼒発電所周辺における地域住⺠の安全確保、⽣活環境の保全を⽬的と
した、発電所全⾯海域の理化学的及び⽣物的環境の状況調査 5,013,418 5,000,000 志賀町⾚住地先

⽯川県 志賀町 志賀町企業⽴地促進雇⽤拡⼤補助事業 町内の能登中核⼯業団地及び堀松⼯業団地内に新規に⼯場を⽴地した⼜
は増設した企業に補助⾦の助成（3社） 68,944,000 68,944,000 志賀町若葉台ほか1件

⽯川県 志賀町 乳幼児・児童医療費助成事業 乳幼児及び児童に係る医療費の助成（24,948件） 37,234,819 28,000,000 志賀町⼀円

⽯川県 志賀町 ⼼⾝障害者医療費助成事業 ⾝体障害者⼿帳3級及び療育⼿帳（知的障害者）受給者が負担した医療
費の助成（2,481件） 22,182,586 18,000,000 志賀町⼀円

⽯川県 志賀町 保育園運営事業 志賀町内にある5箇所の保育園の運営経費（11ヶ⽉分、保育⼠110名の⼈
件費及び10ヶ⽉分、光熱⽔費） 259,821,706 256,000,000 志賀町⾼浜町ほか4件

⽯川県 志賀町 保健福祉センター運営事業 志賀町内にある保健福祉センターの運営経費（11ヶ⽉分、職員10名分の⼈
件費） 31,333,100 25,000,000 志賀町⾼浜町

⽯川県 志賀町 学校教育運営事業 志賀町内にある⼩中学校（⼩学校2、中学校2）及び学校給⾷共同調理場
の運営経費（11ヶ⽉分、調理員等7名分の⼈件費及び10ヶ⽉分、光熱⽔ 50,644,282 42,000,000 志賀町⾼浜町ほか2件

⽯川県 志賀町 学校図書館運営事業 志賀町内⼩中学校（⼩学校2、中学校2）図書館の運営経費（11ヶ⽉
分、職員4名分の⼈件費） 7,224,800 6,500,000 志賀町⾼浜町ほか2件

⽯川県 志賀町 図書館運営事業 志賀町内にある町⽴図書館の運営経費（11ヶ⽉分、職員10名分の⼈件費
及び10ヶ⽉分、光熱⽔費） 22,402,045 20,000,000 志賀町⾼浜町ほか1件

⽯川県 志賀町 ⽣涯学習運営事業 志賀町内にある⽣涯学習センターの運営経費（11ヶ⽉分、職員2名分の⼈
件費及び10ヶ⽉分、光熱⽔費） 12,395,597 11,900,000 志賀町⾼浜町

⽯川県 志賀町 公共⽤施設管理運営事業 志賀町内にあるの7箇所の公共施設の運営経費（11ヶ⽉分、指定管理料） 167,503,737 87,000,000 志賀町⼀円

⽯川県 志賀町 中学校ＩＣＴ環境整備事業 志賀町内の2箇所の中学校のICT環境の整備（タブレットパソコン90台等） 20,458,548 17,419,000 志賀町⾼浜町ほか1件

⽯川県 志賀町 清掃収集⾞購⼊事業 清掃収集⾞の購⼊（平ボディ2トン　１台） 6,780,240 5,000,000 志賀町末吉井

⽯川県 ⼩松市 消防団ポンプ⾞購⼊事業 消防ポンプ⾃動⾞の購⼊（CD-Ⅰ型　1台） 16,956,000 4,400,000 ⼩松市中梅町

⽯川県 ⽩⼭市 かわち保健センターロータリー除雪機購⼊事業 除雪機の購⼊（1段オーガ　1台） 1,768,250 1,600,000 ⽩⼭市河内町

⽯川県 ⽩⼭市 スカイ獅⼦吼ゴンドラリフト握索機更新事業 握索機の更新（3台） 8,690,000 8,100,000 ⽩⼭市⼋幡町

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭市営スキー場⼩型除雪機購⼊事業 ⼩型除雪機の購⼊（2段オーガ　3台） 6,098,400 4,800,000 ⽩⼭市河内町ほか1件

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭⼀⾥野温泉スキー場乗⽤草刈機購⼊事業 乗⽤草刈機の更新（正逆回転式　1台） 5,038,000 4,500,000 ⽩⼭市尾添

⽯川県 ⽩⼭市 スクールバス購⼊事業 スクールバスの更新（中型バス　駆動⽅式2-4Ｄ　１台） 16,775,000 16,500,000 ⽩⼭市鶴来⽇吉町
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⽯川県 ⽩⼭市 広報活動⽤⾞両購⼊事業 広報⽤活動⾞両の更新（軽⾃動⾞バン　4WD　1台） 1,186,963 1,100,000 ⽩⼭市鶴来本町四丁⽬

⽯川県 ⽩⼭市 危機管理⽤⾞両購⼊事業 危機管理⽤⾞両の更新（４WD　1600CC　１台） 2,397,600 1,900,000 ⽩⼭市瀬⼾

⽯川県 ⽩⼭市 消防ポンプ積載⾞購⼊事業 消防ポンプ積載⾞の更新（4WD　定員8名　1台） 9,900,000 9,000,000 ⽩⼭市⽩峰

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭市⽴保育所運営事業 ⽩⼭市内にある2箇所の保育所運営経費（7ヶ⽉分、保育⼠等16名分の⼈
件費） 36,742,800 35,058,000 ⽩⼭市道法寺町ほか1件

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭恐⻯パーク⽩峰⾮常⽤照明器具取替事業 ⾮常⽤照明（56台）及び誘導灯（35台）の取替 4,789,800 4,500,000 ⽩⼭市桑島

⽯川県 ⽩⼭市 スカイ獅⼦吼ゴンドラリフト握索機及びハンガー更新事業 ゴンドラリフト握索機（2台）及びゴンドラリフトハンガー（3本）の更新 8,251,200 7,500,000 ⽩⼭市⼋幡町

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭市営スキー場⼩型除雪機購⼊事業 ⼩型除雪機（3台、22⾺⼒、2段オーガ）の購⼊ 5,832,000 4,800,000 ⽩⼭市河内町内尾ほか1件

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭⼀⾥野温泉スキー場除雪⾞購⼊事業 除雪⾞（14t級）1台の購⼊ 15,444,000 15,444,000 ⽩⼭市尾添

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭観光物産センター空調設備更新事業 空調設備⼀式の更新 5,400,000 4,800,000 ⽩⼭市瀬⼾

⽯川県 ⽩⼭市 かわち農林⽔産物処理加⼯施設空調設備更新事業 空調設備（同時ツインエアコン）⼀式の更新 594,000 400,000 ⽩⼭市河内町吉岡

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩峰アルペンスキー場除雪機購⼊事業 ⼩型除雪機（1台、22⾺⼒）の購⼊ 1,031,184 1,031,184 ⽩⼭市桑島

⽯川県 ⽩⼭市 各種訪問事業⽤⾞両購⼊事業 軽乗⽤⾞（1台）の購⼊ 950,400 900,000 ⽩⼭市⽉橋

⽯川県 ⽩⼭市 危機管理⽤⾞両購⼊事業 軽乗⽤⾞(4輪駆動、2台）の購⼊ 4,536,000 4,000,000 ⽩⼭市河内町福岡ほか1件

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭市簡易⽔道事業企業会計統合⽀援事業 ⽔道施設固定資産台帳の整備 1,728,000 1,000,000 ⽩⼭市⽩⼭ろく

⽯川県 ⽩⼭市 ⽩⼭市⽴保育所運営事業 市⽴双葉保育所の⼈件費（17名、7ヶ⽉分） 37,696,530 35,470,000 ⽩⼭市道法寺町

⽯川県 ⼩松市 東部地区憩いの広場東屋設置事業 東屋の設置（アルミニウム合⾦造平屋建て） 4,524,300 4,400,000 ⼩松市中海町

⽯川県 ⾦沢市 市道⽰野・⽰野中線歩道修繕事業 歩道修繕⼯事（施⼯延⻑　L=220M、植樹帯ブロック⼯　L=65M、歩道As
舗装⼯　A=441ｍ2、歩道Co舗装⼯　A=136ｍ2） 6,051,100 5,191,000 ⾦沢市⽰野中町⼆丁⽬

⽯川県 加賀市 市道D第２０５号線側溝整備事業 側溝整備⼯　L=108M 4,587,000 4,400,000 加賀市⼭中温泉下⾕町

⽯川県 ⽯川県 中能登町保育園運営事業 中能登町内にある5箇所の公⽴保育園の運営経費（3ヶ⽉分、職員72名分
の⼈件費） 54,670,500 44,693,000 中能登町良川た部ほか4件

⽯川県 ⽯川県 公⽴保育園維持運営事業 七尾市内にある2箇所の公⽴保育園の運営経費（5ヶ⽉分、職員43名分の
⼈件費） 61,794,400 43,693,000 七尾市中島町ほか1件
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⽯川県 ⽯川県 中島⽂化センター改修積⽴基⾦造成事業 中島⽂化センターの施設維持補修のための基⾦造成事業 1,000,000 1,000,000 七尾市中島町

⽯川県 ⽯川県 ⽻咋市保育所運営事業 ⽻咋市内にある3箇所の市⽴保育所の運営経費（7ヶ⽉分、職員17名分の
⼈件費） 30,200,652 22,347,000 ⽻咋市兵庫町タほか2件

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県保健環境センター運営事業 ⽯川県保健環境センターの運営経費（9ヶ⽉分、職員6名分の⼈件費） 15,789,723 9,000,000 ⾦沢市太陽が丘1丁⽬

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県⽴保育専⾨学園運営事業 ⽯川県⽴保育専⾨学園の運営経費（9ヶ⽉分、職員9名分の⼈件費） 21,645,200 13,000,000 ⾦沢市泉1丁⽬

⽯川県 ⽯川県 こころの健康センター運営事業 こころの健康センターの運営経費（9ヶ⽉分、職員9名分の⼈件費） 27,109,100 16,000,000 ⾦沢市鞍⽉東2丁⽬

⽯川県 ⽯川県 ⽩⼭⾃然保護センター運営事業 ⽩⼭⾃然保護センターの運営経費（9ヶ⽉分、職員12名分の⼈件費） 32,086,740 18,000,000 ⽩⼭市⽊滑ほか3件

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県⽴歴史博物館運営事業 ⽯川県⽴歴史博物館の運営経費（9ヶ⽉分、学芸員等14名分の⼈件費） 33,405,600 19,000,000 ⾦沢市出⽻町

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県リハビリテーションセンター運営事業 ⽯川県リハビリテーションセンターの運営経費（9ヶ⽉分、職員15名分の⼈件
費） 44,610,900 27,000,000 ⾦沢市⾚⼟町

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県⽴美術館運営事業 ⽯川県⽴美術館の運営経費（9ヶ⽉分、学芸員等18名分の⼈件費） 45,137,460 29,000,000 ⾦沢市出⽻町

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県能登中部保健福祉センター運営事業 ⽯川県能登中部保健福祉センターの運営経費（9ヶ⽉分、職員26名分の⼈
件費） 68,877,750 39,000,000 七尾市本府中町ソ

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県⽴図書館運営事業 ⽯川県⽴図書館の運営経費（9ヶ⽉分、職員36名分の⼈件費） 69,145,070 42,000,000 ⾦沢市本多町3丁⽬

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県⽴総合看護専⾨学校運営事業 ⽯川県⽴総合看護専⾨学校の運営経費（9ヶ⽉分、職員31名分の⼈件
費） 92,164,000 58,000,000 ⾦沢市鞍⽉東2丁⽬

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県⼯業試験場運営事業 ⽯川県⼯業試験場の運営経費（9ヶ⽉分、職員61名分の⼈件費） 202,328,800 122,000,000 ⾦沢市鞍⽉2丁⽬ほか1件

⽯川県 ⽯川県 ⽯川県農林総合研究センター運営事業 ⽯川県農林総合研究センターの運営経費（9ヶ⽉分、職員64名分の⼈件
費） 205,028,764 124,905,000 ⾦沢市才⽥町戊ほか6件

⽯川県 ⾦沢市 市道⽰野・⽰野中線歩道修繕事業（その２） 歩道修繕⼯事（施⼯延⻑　L=224M、植樹帯ブロック⼯　L=44M、歩道As
舗装⼯　A=371ｍ2、歩道Co舗装⼯　A=124ｍ2） 4,636,500 4,000,000 ⾦沢市⽰野中町⼆丁⽬

令和3年4⽉に差し替え


