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

佐賀県

佐賀県

九州シンクロトロン光研究センター施設管理事業

九州シンクロトロン光研究センターの施設管理に要する経費（12ヶ⽉分、11
名分の⼈件費、光熱⽔費、施設・設備保守点検委託等）

佐賀県

佐賀県

さが機能性・健康⾷品開発拠点事業補助事業

佐賀県地域産業⽀援センターが⾏う、さが機能性・健康⾷品開発拠点事業に
対する補助⾦（11ヶ⽉分、6名分の⼈件費、セミナー開催費その他運営費
等）

28,695,110

28,040,135 佐賀県内⼀円

佐賀県

佐賀県

さが「きらめく」ものづくり産業創⽣応援事業

佐賀県地域産業⽀援センターが⾏う、製造業者が取組む新技術創出や新製
品開発に対する補助事業への間接補助⾦（新技術創出3件、新製品開発5
件、補助対象経費︓消耗品費等の研究開発、製品開発に要する経費）

21,792,067

21,779,000 佐賀市鍋島町⼋⼾溝

佐賀県

佐賀県

九州シンクロトロン光研究センター施設設備整備事業

九州シンクロトロン光研究センターにおける施設設備整備（イメージング（IP）
リーダー、⾼感度・⾼速X線画像検出器、⼩⾓・広⾓同時測定ノーズ、カレント
アンプ、VFコンバータ、X線⼩⾓散乱⽤試料加熱ステージ）

34,039,500

33,858,560 ⿃栖市弥⽣が丘8丁⽬

佐賀県

佐賀県

九州シンクロトロン光研究センター産業利⽤コーディネート事 九州シンクロトロン光研究センターの産業利⽤コーディネーターの配置経費
業
（10ヶ⽉分、2名分の⼈件費、活動費）

10,228,209

9,617,367 ⿃栖市弥⽣が丘8丁⽬

佐賀県

佐賀県

産学官共同研究コーディネート事業補助事業

佐賀県地域産業⽀援センターが⾏う、産学官共同研究コーディネート事業に対
する補助⾦（9ヶ⽉分、科学技術コーディネーター1名分の⼈件費、活動費）

3,927,733

3,660,000 佐賀県内⼀円

佐賀県

佐賀県

産学官連携技術⾰新⽀援事業補助事業

佐賀県地域産業⽀援センターが⾏う、産学官連携技術⾰新⽀援事業に対す
る補助⾦（9ヶ⽉分、特許流通コーディネーター1名分の⼈件費、活動費、知
財ビジネスマッチングセミナーを開催する費⽤）

3,242,284

2,173,000 佐賀県内⼀円

佐賀県

佐賀県

窯業技術センター施設設備整備事業

窯業技術センターにおける施設設備整備（耐⽕度測定炉⼀式）

3,960,000

3,960,000 有⽥町⿊牟⽥丙

佐賀県

佐賀県

リーディング企業創出⽀援事業

産業技術総合研究所と県内中⼩企業が連携して取り組む研究開発テーマへ
の研究開発委託（研究開発テーマ2件）

佐賀県

佐賀県

SAGAサンライズパーク陸上競技場照明施設改修⼯事

佐賀県

⽞海町

佐賀県

⽞海町

佐賀県

⽞海町

交付⾦事業の名称

交付⾦事業の概要

総事業費
158,038,060

交付⾦充当額

交付⾦事業の実施場所

143,700,000 ⿃栖市弥⽣が丘8丁⽬

15,633,540

14,400,000 ⿃栖市宿町ほか⼀円

・照明器具更新 2KW型LED投光器＊76台 4塔
・電気設備更新 分電盤・ケーブル等 ⼀式

512,703,400

353,910,000 佐賀市⽇の出2丁⽬

施設・地域型給付費⽀給事業

⽞海町内にある2箇所の保育所の施設運営のための施設型給付費（平成31
年4⽉〜令和2年2⽉ 11ヶ⽉分）

105,001,080

⽔道施設⽇常管理事業

⽔道施設の⽇常管理・点検業務（⽔道施設数33箇所、排⽔管末給⽔栓の
残留塩素測定17箇所）平成31年4⽉〜令和2年2⽉

28,153,000

25,000,000 ⽞海町⼀円

⽔道運営事業

⽔道施設の維持運営費 3名分の⼈件費 11ヶ⽉分 （平成31年4⽉〜令
和2年2⽉）
⽞海町浄⽔場機械設備整備⼯事
⻑倉浄⽔場︓混和池設備修繕、排⽔処理設備修繕、
値賀浄⽔場︓汚泥移送ポンプ撤去・据付、濃縮槽汚泥撹拌機取替

28,283,004

18,500,000 ⽞海町⼀円

94,258,000 ⽞海町⼤字新⽥、平尾

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

佐賀県

⽞海町

海底浄化事業

養殖場の底質環境の改善を図るため、養殖漁場へ海底浄化剤（クリアウォー
ター）の散布（散布数量・仮屋漁協12,200㎏、外津漁協4,600㎏）

2,520,000

2,520,000 ⽞海町⼤字仮屋、今村

佐賀県

⽞海町

浜野浦の棚⽥振興事業

浜野浦の棚⽥を観光資源の拠点として整備するための整備基本計画策定の
業務

9,922,000

8,200,000 ⽞海町⼤字浜野浦

佐賀県

⽞海町

町道⽵の下線・⽥代線改良事業

町道⽵の下線及び⽥代線の改良⼯事測量設計業務（町道⽵の下線 L＝
160m、W＝5.0m、町道⽥代線 L＝250m、W＝5.0m）

27,872,900

佐賀県

神埼市

脊振町通学バス運⾏事業

脊振町内における通学バス運⾏事業（通学バス3コース（午前2便、午後3
便の運⾏））

21,700,000

佐賀県

唐津市

唐津市唐津中部衛⽣処理センター維持運営事業及び唐
津市ごみ処理場維持運営事業

衛⽣処理センターの維持運営費（燃料費10ヶ⽉分）事業実施期間︓ 平成
31年4⽉〜令和2年1⽉及び、ごみ処理場の維持運営費（⼈件費 7ヶ⽉分
、燃料費及び電気料 7ヶ⽉分、消耗品費及び⽔道料及び固化灰処分費
10ヶ⽉分）事業実施期間︓平成31年4⽉〜令和2年2⽉

227,057,624

195,908,000 唐津市養⺟⽥、唐津市北波多岸⼭

佐賀県

佐賀県

原⼦⼒⽴地給付⾦交付事業

⽞海原⼦⼒発電所の周辺市町で電気の供給を受けている家庭・企業に対して
給付⾦を交付する。

568,714,908

568,714,908 ⽞海町、唐津市

佐賀県

佐賀県

⼯業技術センター施設設備整備事業

⼯業技術センターにおける施設設備整備（イオントラップ型⾼速液体クロマトグ
ラフ質量分析システム、燃焼式窒素／タンパク質分析装置、セルソーター）

82,327,400

82,327,400 佐賀市鍋島町⼋⼾溝

佐賀県

佐賀県

窯業技術センター施設設備整備事業

窯業技術センターにおける施設設備整備（変⾓度分光分析装置、UVプリン
ター、X線CTスキャナー、3Dスキャナー、試料切断加⼯機、モデリングマシン、
FE-SEM）

73,966,200

73,966,200 有⽥町⿊牟⽥丙

4,202,000

3,093,000 佐賀市⼤和町⼤字梅野

4,640,000

4,640,000 佐賀市富⼠町⼀円

23,000,000 ⽞海町⼤字有浦下、⽥代
4,400,000 神埼市脊振町⼀円

佐賀県

佐賀市

井⼿原⽔路整備⼯事

井⼿原⽔路の整備⼯事
⼩型⽔⾨扉 1⾨
鋼製スライドゲート 幅1.00m ⾼0.55m
鋼製付属施設 操作台
付帯⼯ 張コンクリート、河床保護

佐賀県

佐賀市

温泉地活性化推進事業

・WEB広告を中⼼に施設や関係イベントの広報事業
・観光案内看板の修繕 ・花⽕⼤会開催

佐賀県

伊万⾥市

市⺠センター改修事業

市⺠センターのガス吸収冷暖房機分解点検整備、⽂化ホール楽屋等空調改
修⼯事

11,737,000

佐賀県

佐賀県

佐賀県試験研究機関施設維持補修基⾦造成事業

県内にある11箇所の公設試験研究機関の施設維持補修のための基⾦造成
事業

191,065,028

佐賀県

⽞海町

施設型給付費⽀給事業（基⾦造成）

施設型給付費⽀給のための基⾦造成事業

17,030,000

17,030,000 ⽞海町⼤字諸浦

佐賀県

⽞海町

町道⻑倉藤平線改良事業

防犯灯設置⼯事（施⼯延⻑L=1569.6M、防犯灯N=50基）、舗装⼯事
（施⼯延⻑L=1843.3M、舗装⼯A=8,897m2）

80,406,000

71,000,000 ⽞海町⼤字⻑倉・藤平

11,464,000 伊万⾥市松島町
191,065,028 佐賀市城内1丁⽬

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

佐賀県

⽞海町

健康⽀援事業

保健師、看護師2名分⼈件費（4〜3⽉）、予防接種委託料（4〜1⽉実
施）、がん検診委託料（4〜1⽉実施）

28,650,409

24,000,000 ⽞海町⼤字諸浦

佐賀県

⽞海町

⾏政放送地デジ運営事業

⾏政番組作成業務委託（お知らせ番組、イベント紹介番組制作等）、⾏政
放送送出業務委託（ケーブルテレビ網利⽤等）、⾏政放送番組設備ネット
ワーク回線利⽤料（利⽤芯数︓４芯、４〜３⽉分）

61,863,560

51,200,000 ⽞海町⼤字諸浦

佐賀県

⽞海町

総合相談事業

総合相談事業委託料のうち相談員⼈件費（4〜3⽉分 2名分）

11,241,753

7,000,000 ⽞海町⼤字仮屋

佐賀県

⽞海町

在宅介護⽀援センター運営事業

在宅介護⽀援センター委託料のうち福祉相談員⼈件費（4〜3⽉ 2名分）

8,545,637

7,600,000 ⽞海町⼤字仮屋

佐賀県

⽞海町

養護⽼⼈ホーム⼊所措置事業

養護⽼⼈ホーム⼊所措置費（9名分）

17,905,084

11,500,000 ⽞海町⼤字諸浦

佐賀県

⽞海町

環境維持運営事業

ごみ処理業務委託（唐津市清掃センターでの流動床式焼却炉のよりごみの焼
却処分に係る委託料負担⾦）のうち、⼈件費、電気料、⽔道料、施設運転
管理業務委託費（４〜３⽉分）

21,937,374

18,000,000 ⽞海町⼀円

佐賀県

⽞海町

唐津北部衛⽣処理センター管理運営事業

し尿及び浄化槽汚泥再処理業務（唐津北部衛星処理センターでの膜分離
⾼負荷脱窒素処理⽅式等によるし尿及び浄化槽汚泥の再資源化に係る委
託料負担⾦）のうち電気料、運転管理業務委託費（4〜3⽉分）

33,063,916

21,000,000 ⽞海町⼤字⼀円

佐賀県

⽞海町

⽔道配⽔管布設事業

上⽔道配⽔管新設⼯事設計業務
(新設詳細設計、減圧弁室詳細設計）

12,664,300

佐賀県

⽞海町

農業集落排⽔運営事業

農業集落排⽔浄化センター汚泥処分業務委託料（６⽉〜３⽉分）

佐賀県

⽞海町

町道橋梁⻑寿命化修繕事業

佐賀県

⽞海町

佐賀県

8,000,000 ⽞海町⼤字⼤薗ほか2件

3,998,960

3,000,000 ⽞海町⼤字諸浦

橋梁修繕⼯事 2橋
浜橋架け替え⼯事 1橋
⽞海町橋梁⻑寿命化修繕計画策定業務委託（59橋）

73,155,500

72,000,000 ⽞海町⼤字⼀円

町道路⾯維持修繕事業

路⾯性状調査及び修繕維持管理計画策定業務（L＝78Km）

11,124,300

11,000,000 ⽞海町⼤字⼀円

⽞海町

町道道路のり⾯・⼟⼯構造物修繕事業

町道のり⾯・⼟⼯構造物調査及び修繕維持管理計画策定業務（N=118箇
所）

16,094,100

11,000,000 ⽞海町⼤字⼀円

佐賀県

⽞海町

学校施設改修繕事業

⽞海みらい学園空調設備⼯事
メディアセンター・準備室 空調設備 空調室内機(12機)
特別教室空調設備 空調室内機 23機

68,817,100

60,000,000 ⽞海町⼤字新⽥

佐賀県

⽞海町

⽞海町野球場修繕事業

野球場照明塔塗装塗り替え⼯事（照明塔6基）
野球場照明塔塗装塗り替え⼯事設計監理業務委託

47,333,000

38,300,000 ⽞海町⼤字新⽥

佐賀県

⽞海町

⽞海海上温泉パレア施設改修事業（基⾦造成）

⽞海海上温泉パレア施設の改修のための基⾦造成

140,000,000

140,000,000 ⽞海町⼤字⽯⽥

佐賀県

⽞海町

社会教育施設維持運営事業（基⾦造成）

社会教育施設維持運営のための基⾦造成

440,000,000

440,000,000 ⽞海町⼤字新⽥

佐賀県

⽞海町

町道・橋梁整備事業（基⾦造成）

町道・橋梁整備のための基⾦造成

509,317,000

509,317,000 ⽞海町⼀円

令和3年4⽉に差し替え

