
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

島根県 島根県 福祉医療費助成事業 島根県内市町村に対する福祉医療費助成事業の補助 323,236,790 221,000,000 島根県全市町村（19市町村）

島根県 島根県 乳幼児等医療費助成事業 島根県内市町村に対する乳幼児等医療費助成事業の補助 213,590,960 161,764,000 島根県全市町村（19市町村）

島根県 島根県 島根県⽴島根県⺠会館管理運営事業 島根県⽴島根県⺠会館の運営経費(指定管理料9ヶ⽉分) 166,108,000 112,000,000 松江市殿町

島根県 島根県 島根県芸術⽂化センター管理運営事業 島根県芸術⽂化センターの運営経費(指定管理料9ヶ⽉分) 220,973,000 175,000,000 益⽥市有明町

島根県 島根県 原⼦⼒⽴地給付⾦交付事業補助⾦ 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 84,404,384 84,404,384 松江市⿅島町

島根県 出雲市 ⾼津屋農道落⽯対策⼯事 ポケット式落⽯防護柵　A=710m2 11,608,300 6,059,000 出雲市佐⽥町⾼津屋地内

島根県 益⽥市 市道横⽥住宅団地1号線道路改良事業 道路改良のための⽤地測量(0.33万m2)、⽤地取得(2箇所) 3,495,499 3,495,499 益⽥市横⽥町

島根県 益⽥市 匹⾒町道川地区　道路付属物整備事業 視線誘導標（スノーポール併⽤型）64本（⼟中建込⽤︓14本､防護柵取
付⽤︓13本､構造物取付⽤︓37本） 1,905,200 1,905,200 益⽥市匹⾒町

島根県 雲南市 掛合町防災備品整備事業 テント、天幕セット3セット、折りたたみテーブル60台、折りたたみ椅⼦170脚、太
陽光発電機2台、カプセルテント10個、防災ベスト10着 3,905,000 3,905,000 雲南市掛合町掛合

島根県 雲南市 ⾃治会施設等整備補助⾦（吉⽥町交流センター（吉⽥・
⽥井・⺠⾕）防災備品整備）事業

吉⽥交流センター(担架付き救急リヤカー1台､⽯油ストーブ6台他)､⽥井交流
センター(かんたんてんと横幕8枚､⽯油ストーブ6台他)､⺠⾕交流センター(かん
たんてんと加重プレート8個他)

2,926,281 2,926,281 雲南市吉⽥町吉⽥他2件

島根県 雲南市 ⾃治会施設等整備補助⾦（湯村連合⾃治会AED整
備、防犯街路灯新設整備、バス停待合所整備）事業

AEDの整備1台、LED防犯街路灯の新設10基（うち2基は新設柱への取
付)、バス停待合所の整備1基 2,025,000 2,000,000 雲南市⽊次町湯村

島根県 雲南市 鍋⼭交流センター集会室空調設備改修⼯事 集会室空調設備の更新(3台) 3,135,000 3,000,000 雲南市三⼑屋町⼄加宮

島根県 雲南市 バス停留所標識柱設置事業 バスの停留所標識柱更新(16基) 649,000 649,000 雲南市吉⽥町川⼿ほか15箇所

島根県 安来市 布部ふれあいグラウンド進⼊路拡幅事業
グラウンド進⼊路拡幅⼯事(市道部L=12.0M、W=４.0M→6.5M、盛⼟⼯
V=60m3　舗装⼯A=78m2　取付部L=34.0M、W=3.15M→6.0M　擁
壁⼯L=34M　路盤⼯A=195m2)

4,397,669 4,397,669 安来市広瀬町布部

島根県 江津市 江津市⽴保育所運営事業 江津市⽴保育所の運営経費（保育⼠5⼈分、3ヶ⽉分⼈件費） 5,544,600 4,613,000 江津市桜江町⾕住郷

島根県 飯南町 町道頓原⻑⾕線舗装修繕⼯事 舗装⼯A=1,973.12m2､区画線⼯L=878.4M 6,288,840 6,257,000 飯南町⻑⾕

島根県 奥出雲町 ⼤仁農道舗装改修⼯事 舗装整備⼯事　施⼯延⻑L=380M、舗装打換え⼯A=1,426m2、区画線
⼯L=380M 7,999,200 4,400,000 奥出雲町⻲嵩

島根県 津和野町 ⻘原公⺠館駐⾞場整備事業 駐⾞場舗装⼯事(路盤⼯15Cm、表層⼯5Cm、A=412.79m2) 4,715,700 4,568,000 津和野町⻘原

島根県 美郷町 ゴールデンユートピアおおち維持運営事業 ゴールデンユートピアおおちの運営経費（指定管理料6ヶ⽉分） 20,000,000 10,877,000 美郷町粕渕

島根県 吉賀町 学校教育⽤施設備品整備事業 遊具整備　更新（登り棒1基）、修繕（肋⽊1基､鉄棒5基､はんとう棒ジム1
基、ｼﾞｬﾝｸﾞﾙｼﾞﾑ1基､2連ﾌﾞﾗﾝｺ1基､⼭型うんてい1基） 2,477,200 2,477,200 吉賀町朝倉ほか5件

島根県 吉賀町 学校環境改善⽤備品整備事業 業務⽤⽯油ストーブ4台、遮光カーテン⼀式 473,040 473,040 吉賀町七⽇市ほか2件

島根県 吉賀町 学校給⾷調理場運営事業 吉賀町内にある六⽇市共同調理場の運営経費（電気代4ヶ⽉分） 1,040,502 1,000,000 吉賀町六⽇市

島根県 吉賀町 学校環境改善⽤備品整備事業 業務⽤⽯油ストーブの更新3台 156,750 149,760 吉賀町柿⽊村柿⽊

島根県 吉賀町 学校給⾷⽤備品整備事業 業務⽤冷凍庫の購⼊（更新）1台 330,000 300,000 吉賀町柿⽊村柿⽊

島根県 松江市 乗合バス購⼊事業 中型ディーゼルノンステップバス4台購⼊ 92,840,000 83,000,000 松江市平成町

島根県 松江市 深⽥野原地区道路整備事業 道路整備⼯事　施⼯延⻑L=60M 52,012,400 43,000,000 松江市⿅島町佐陀本郷
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島根県 松江市 根連⽊池平線整備事業 道路整備⼯事　施⼯延⻑L=161.5M 33,111,100 25,000,000 松江市⿅島町佐陀本郷
島根県 松江市 消防⾞両整備事業（⾼規格救急⾃動⾞） ⾼規格救急⾃動⾞1台購⼊ 29,046,610 16,000,000 松江市学園南1丁⽬

島根県 松江市 ⽶⼦川護岸連杭改修事業 施⼯延⻑L=34.9M、鋼管杭315本(L=2.0M)、鋼管杭17本(L=5.0M)、
上部⽊杭(L=0.8M)315本、プラスチック胴⽊33.0M 29,773,700 23,000,000 松江市南⽥町8-33〜1-44地先

島根県 松江市 消防本部庁舎整備事業 外壁改修⼯事　施⼯⾯積（Ａ）=2,753m2 71,472,500 60,000,000 松江市学園南⼀丁⽬

島根県 松江市 松江フォーゲルパーク管理運営事業 松江フォーゲルパークの運営経費（指定管理料11ヶ⽉分） 129,054,000 115,000,000 松江市⼤垣町

島根県 松江市 松江市津波避難計画更新事業 地区別ワークショップの開催、地区津波避難計画修正、地区津波避難計画
リーフレット印刷 5,934,500 5,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 住⺠サービス情報提供・発信事業 松江市内の各地区町内会・⾃治会連合会及び単位⾃治会への広報紙等配
布業務委託費12ヶ⽉分 54,518,085 50,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 町内会・⾃治会活動⽀援事業 町内会・⾃治会の活動に必要な備品購⼊・活動助成を⾏うための補助事業 5,141,000 5,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 防犯灯設置・電気料⽀援事業 町内会・⾃治会の防犯灯の設置費⽤及び電気料⾦を助成するための補助事
業 74,122,111 70,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 集会所整備事業 町内会・⾃治会が管理する集会所の新築、取得、修繕を⾏うための補助事業 30,440,000 22,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 市⺠活動センター（STIC）管理運営事業
嘱託職員賃⾦3⼈12ヶ⽉分、臨時職員賃⾦3⼈11ヶ⽉分､アルバイト賃⾦2
⼈1ヶ⽉分、施設管理運営業務委託費4業務11ヶ⽉分（包括管理業務、エ
レベーター保守管理業務、機械警備業務、夜間・休⽇管理業務）

46,361,726 40,000,000 松江市⽩潟本町

島根県 松江市 ⿅島福祉センター管理運営事業 ⿅島福祉センターの運営経費（指定管理料12ヶ⽉分） 23,841,538 21,000,000 松江市⿅島町北講武

島根県 松江市 松江市⽴保育所管理運営事業 恵曇保育所、野波保育所の運営経費（指定管理料12ヶ⽉分） 145,831,208 137,000,000 松江市⿅島町武代ほか1件

島根県 松江市 松江市⽴環境衛⽣施設管理運営事業 環境衛⽣施設の管理運営経費(委託料11ヶ⽉分) 952,046,967 480,000,000 松江市⿅島町上講武

島根県 松江市 ⾼齢者バス割引乗⾞事業 ⾼齢者（70歳以上の⽅）の路線バス利⽤の運賃の⼀部を負担する（11ヶ
⽉分） 44,153,400 39,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 障がい者バス優待事業 障がい者バス乗⾞運賃の本⼈負担分（半額⼜は全額）11ヶ⽉分 98,942,060 90,000,000 松江市内⼀円

島根県 松江市 ごみ集積施設整備事業 町内会・⾃治会のごみ集積施設整備を助成するための補助事業 2,513,000 2,500,000 松江市内40ヶ所

島根県 松江市 松江市⽴⼩中学校管理運営事業 松江市内にある32ヶ所の⼩中学校の運営経費（嘱託職員28⼈分⼈件費
12ヶ⽉分、31校分電気代11ヶ⽉分、⽔道代10ヶ⽉分） 180,986,522 166,000,000 松江市北⽥町ほか31校

島根県 松江市 松江市⽴学校給⾷センター管理運営事業 松江市内にある4ヶ所の学校給⾷センターの運営経費(電気代11ヶ⽉分、ガス
代11ヶ⽉分、⽔道代10ヶ⽉分) 76,029,059 68,500,000 松江市浜乃⽊8丁⽬ほか3件

島根県 松江市 松江市総合⽂化センター管理運営事業 松江市総合⽂化センターの運営経費（指定管理料12ヶ⽉分） 113,883,361 110,000,000 松江市⻄津⽥六丁⽬

島根県 松江市 松江市⿅島⽂化ホール管理運営事業 松江市⿅島⽂化ホールの運営経費（指定管理料12ヶ⽉分） 10,817,203 10,000,000 松江市⿅島町佐陀本郷

島根県 松江市 松江市⽴運動施設管理運営事業 松江市内にある運動施設6箇所の運営経費（指定管理料12ヶ⽉分） 148,460,000 138,000,000 松江市上乃⽊⼗丁⽬地内ほか3件

島根県 松江市 松江市消防団活動事業 松江市消防団員の年報酬246⼈分 8,247,374 8,000,000 松江市⿅島町地内

島根県 松江市 松江市消防本部・消防署消防活動事業 消防職員251⼈分の⼈件費9ヶ⽉分 786,267,812 535,654,548 松江市内⼀円

島根県 浜⽥市 旭運動公園市⺠体育館改修⼯事 屋上防⽔及び外壁改修⼯事(防⽔シートA＝402.3m2、外壁塗装A＝
164.0m2） 10,144,431 9,946,000 浜⽥市旭町今市


