
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

⻑野県 南相⽊村 福祉サービス提供事業 保育所⼈件費4名10ヶ⽉分、村営バス⼈件費4名10ヶ⽉分 22,824,000 20,000,000 南相⽊村⼀円

⻑野県 ⻑和町 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（4名）5ヶ⽉分 6,020,000 4,400,000 ⻑和町和⽥

⻑野県 阿南町 保育園運営事業 保育⼠の⼈権費（9名）9カ⽉分 15,437,800 13,228,000 阿南町⻄條ほか３件

⻑野県 平⾕村 福祉サービス提供事業 保育⼠の⼈件費（1名）10ヶ⽉分、 保健⼠の⼈件費（1名）10ヶ⽉分 4,740,100 4,400,000 平⾕村ほか1件

⻑野県 根⽻村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（3名）5ヶ⽉分及び賞与6⽉⽀給分 5,213,267 4,400,000 根⽻村

⻑野県 天⿓村 天⿓保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（3名）8ヶ⽉分 6,180,000 4,835,000 天⿓村平岡

⻑野県 ⽊祖村 ⽊祖村保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（6名）5カ⽉分 6,092,000 4,400,000 ⽊祖村⼤字⼩⽊曽
⻑野県 王滝村 外国⼈講師による英語教育向上事業 外国⼈講師基本給与8ヶ⽉分 2,160,499 1,330,000 王滝村
⻑野県 王滝村 王滝村保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（3名）5ヶ⽉分及び賞与6⽉⽀給分 6,421,540 6,300,000 王滝村

⻑野県 ⼤桑村 ⼤桑村保健センター運営事業 栄養⼠の⼈件費（1名）8ヶ⽉分及び期末⼿当、保健師の⼈権費（3名）
8ヶ⽉分及び期末⼿当 8,600,935 8,500,000 ⼤桑村⼤字⻑野

⻑野県 軽井沢町 ⼩型動⼒ポンプ積載⾞整備事業 ⼩型動⼒ポンプ積載⾞1台購⼊ 7,326,000 4,400,000 軽井沢町⼤字茂沢

⻑野県 上⽥市 市道本原傍陽線＜１＞舗装修繕⼯事 道路舗装⼯事　L=200.0m、W=4.95m〜7.50m、A=1,070m2 3,168,000 3,000,000 上⽥市真⽥町本原 ⼤畑地区
⻑野県 天⿓村 ミニホイールローダー整備事業 ミニホイールローダー１台購⼊ 5,940,000 4,578,000 天⿓村神原坂部

⻑野県 南⽊曽町 町道塚野線<２>舗装修繕⼯事事業 舗装⼯L=269.3ｍ　A=842.0m2
⼩型⽔路⼯　L=243.5m 15,092,000 14,000,000 南⽊曽町⽥⽴

⻑野県 南⽊曽町 ⼩型動⼒ポンプ付普通積載⾞購⼊事業 ⼩型動⼒ポンプ付普通積載⾞1台購⼊ 10,978,000 10,500,000 南⽊曽町読書
⻑野県 王滝村 リフト式⼊浴装置整備事業 ⼊浴装置ライナーリフト本体1台、リモコンスイッチ1台、⼊浴⽤⾞椅⼦1台購⼊ 4,059,180 3,300,000 王滝村
⻑野県 飯⼭市 保育所運営事業 嘱託保育⼠の⼈件費（25名）4ヶ⽉分 17,708,000 14,933,000 飯⼭市⼤字飯⼭ほか7件
⻑野県 南牧村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（3名）6ヶ⽉分 5,923,800 4,400,000 南牧村⼤字海尻

⻑野県 ⼤⿅村 福祉サービス提供事業 保育⼠の⼈件費（4名）7ヶ⽉分 7,973,700 6,329,000 ⼤⿅村⼤字⼤河原

⻑野県 ⽣坂村 保育所サービス事業 保育⼠の⼈件費（7名）4ヶ⽉分、調理師の⼈件費（2名）4ヶ⽉分 9,533,600 6,467,000 ⽣坂村

⻑野県 野沢温泉村 幼保連携型認定こども園運営事業 幼保連携型認定こども園職員の⼈件費（14名）6ヶ⽉分 20,440,800 14,933,000 野沢温泉村⼤字豊郷
⻑野県 信濃町 福祉サービス提供事業 ⽣活⽀援員の⼈件費（1名）8ヶ⽉分、学習⽀援員（6名）8ヶ⽉分 7,995,136 7,306,000 信濃町⼤字古間
⻑野県 ⻑野市 篠ノ井中521号線＜⼀般＞舗装事業 舗装⼯︓L=842m、W=5.3m（平均）、A=4450m2、t=5㎝ 35,464,000 30,200,000 ⻑野市合戦場
⻑野県 上⽥市 鵜ノ脇地区排⽔路整備事業 ⽔路⼯︓L=20m、W=1.2m 3,586,000 3,000,000 上⽥市⽣⽥

⻑野県 飯⽥市 市道1-51号祝沢線＜１＞道路舗装補修⼯事 舗装補修⼯︓L=200m、W=6.3m、t=5㎝、A=1260m2 12,001,000 10,792,000 飯⽥市松尾代⽥

⻑野県 飯⽥市 学校プール改修事業＜⼀般＞ 濾過装置改修⼀式更新 24,310,000 12,200,000 飯⽥市⾼⽻町ほか1件

⻑野県 伊那市 市道⿊河内線＜１＞道路防災⼯事 施⾏延⻑︓L=28m、落⽯防⽌網⼯︓A=440m2 4,400,000 3,300,000 伊那市⻑⾕⿊河内

⻑野県 伊那市 市道⿅嶺線＜１＞道路防災⼯事 施⾏延⻑︓L=24m、落⽯防⽌網⼯︓A=310m2 4,653,000 3,700,000 伊那市⻑⾕溝⼝

⻑野県 伊那市 市道美篶⼿良線＜１＞舗装維持⼯事 舗装⼯︓L=64m、W=3.2〜6.7m、A=339m2、t=5㎝
ロングU（横断⽤）300布設⼯︓L=10.0m 5,071,000 3,267,000 伊那市美篶上原区

⻑野県 宮⽥村 村道128号線宮⽥駅⻄舗装修繕⼯事 舗装修繕⼯事︓L=176.7m、A=797m2、W=3.3〜5.2m、t=14㎝ 5,108,400 4,400,000 宮⽥村

⻑野県 売⽊村 村道33号炭焼場線＜２＞舗装修繕⼯事 アスファルト舗装⼯
L=169.1m W=6.7〜7.6m A=1220m2 t=4.0㎝ 7,876,000 4,400,000 売⽊村炭焼場

⻑野県 天⿓村 村道天⻯川線＜⼀般＞法⾯防災⼯事 法⾯吹付⼯︓L=35m、W=3.7m、A=475m2、t=8㎝ 10,406,000 8,700,000 天⿓村平岡途中
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⻑野県 天⿓村 村道尾美の沢線他＜⼀般＞舗装⼯事 As舗装⼯︓L=532m、A=1660m2、As表層︓t=4㎝ 18,997,000 15,299,000 天⿓村神原⼤河内

⻑野県 上松町 町道滑川線＜１＞改良⼯事 道路改良⼯︓L=65m、A=72m2 13,717,000 10,000,000 上松町⼩川

⻑野県 上松町 町道寝覚上住宅6号線＜⼀般＞改良⼯事 道路改良⼯︓L=74m、A=26m2 9,119,000 5,993,000 上松町⼩川

⻑野県 王滝村 村道第61号線＜３＞舗装補修⼯事 舗装補修⼯︓L=80m、W=3.35〜5.0m、アスファルト舗装⼯︓
A=306m2、⾃由勾配側溝︓L=67m 8,569,000 8,058,000 王滝村上条

⻑野県 ⼤桑村 ⼤桑村スポーツ公園整備事業 外構⼯︓A=3313.1m2、児童遊具設置⼀式 40,124,000 34,461,000 ⼤桑村⼤字殿

⻑野県 ⼤桑村 村道⻑野中⼆号線改良事業＜⼀般＞ 道路改良⼯︓L=69m、W=4m、A=280m2 7,392,000 6,000,000 ⼤桑村⼤字⻑野

⻑野県 ⽊曽町 町道⽊曽駒線＜２＞舗装改良⼯事 舗装改良⼯事︓施⾏延⻑102m、幅員5.68〜6.5m、⾯積531m2 12,727,000 11,000,000 ⽊曽町新開⼤原

⻑野県 ⽊曽町 町道21号線＜⼀般＞舗装改良⼯事 舗装改良⼯事︓施⾏延⻑158.8m、幅員3.6〜4.6m、⾯積657m2 14,993,000 14,300,000 ⽊曽町開⽥⾼原中沢

⻑野県 松本市 松本市⼊⼭辺保育サービス事業 保育園職員の⼈件費（4名）8ヶ⽉分 9,494,400 6,457,000 松本市⼊⼭辺

⻑野県 松本市 松本市波⽥地区保育サービス事業 保育園職員の⼈件費（15名）8ヶ⽉分 34,114,400 15,000,000 松本市波⽥ほか2件

⻑野県 松本市 松本市梓川地区保育サービス事業 保育園職員の⼈件費（21名）8ヶ⽉分 46,948,800 34,000,000 松本市梓川梓ほか1件

⻑野県 ⼩諸市 児童館運営事業 児童館職員の⼈件費（13名）5ヶ⽉分 7,201,696 4,554,000 ⼩諸市⼤字御影新⽥ほか2件

⻑野県 駒ヶ根市 福祉サービス提供事業 保育⼠の⼈件費（8名）3ヶ⽉分 6,927,600 4,611,000 駒ヶ根市東伊那ほか１件

⻑野県 ⼤町市 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（24名）6ヶ⽉分 41,127,991 36,595,000 ⼤町市⼤町ほか6件

⻑野県 茅野市 茅野市⾼齢者福祉センター塩壺の湯管理運営事業 ⾼齢者福祉センター管理運営委託料4ヶ⽉分 6,061,500 4,400,000 茅野市⽶沢

⻑野県 佐久市 児童館運営事業 児童館職員の⼈件費（33名）2ヶ⽉分 10,731,600 9,000,000 佐久市原ほか16件

⻑野県 東御市 湯の丸⾼原屋内運動施設運営事業 屋内運動施設の事業運営費（電気・重油代）3ヶ⽉分 19,981,500 6,400,000 東御市湯ノ丸⾼原

⻑野県 安曇野市 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（16名）3ヶ⽉分 13,676,100 10,514,000 安曇野市豊科ほか2件

⻑野県 ⼩海町 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（4名）5ヶ⽉分 6,631,000 5,280,000 ⼩海町⼤字⼩海

⻑野県 佐久穂町 ⽼⼈保健施設運営事業 ⽼⼈保健施設介護員の⼈件費（8名）3ヶ⽉分 7,943,700 6,000,000 佐久穂町⼤字⾼野町

⻑野県 御代⽥町 保育所サービス事業 保育⼠の⼈件費（8名）3ヶ⽉分 6,840,300 4,400,000 御代⽥町⼤字御代⽥

⻑野県 飯島町 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（6名）3ヶ⽉分 5,254,200 4,400,000 飯島町七久保ほか2件

⻑野県 中川村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（9名）3ヶ⽉分+(1名)１ヶ⽉分 8,478,300 6,000,000 中川村⼤草ほか1件

⻑野県 松川町 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（7名）3ヶ⽉分 6,489,900 5,595,000 松川町元⼤島ほか2件
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⻑野県 阿智村 福祉サービス提供事業 保育⼠の⼈件費（18名）2ヶ⽉分 9,241,400 7,200,000 阿智村春⽇ほか４件

⻑野県 下條村 福祉サービス提供事業 保育⼠の⼈件費（11名）3ヶ⽉分 7,102,661 4,400,000 下條村陽皐

⻑野県 泰⾩村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（6名）7ヶ⽉分、調理員の⼈件費（2名）7ヶ⽉分 11,127,200 9,972,000 泰⾩村

⻑野県 南⽊曽町 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（8名）3ヶ⽉分 7,193,700 5,174,000 南⽊曽町読書ほか2件

⻑野県 ⽊曽町 保育所サービス事業 保育⼠の⼈件費（17名）3ヶ⽉分 14,664,300 13,433,000 ⽊曽町新開ほか3件

⻑野県 ⽩⾺村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（10名）2ヶ⽉分 5,941,600 4,400,000 ⽩⾺村⼤字北城

⻑野県 ⼩⾕村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（10名）6ヶ⽉分 18,216,000 12,999,000 ⼩⾕村⼤字千国⼄

⻑野県 ⼭ノ内町 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（9名）3ヶ⽉分 9,812,100 7,867,000 ⼭ノ内町⼤字平穏ほか4件

⻑野県 ⽊島平村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（5名）3ヶ⽉分 4,964,700 4,400,000 ⽊島平村⼤字住郷

⻑野県 栄村 保育所運営事業 保育⼠の⼈件費（5名）8ヶ⽉分及び期末⼿当、調理職員の⼈件費（1
名）8ヶ⽉分及び期末⼿当 17,393,785 14,604,000 栄村⼤字北信


