
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

⿅児島県 薩摩川内市 学校教育施設等管理運営事業（幼稚園） 市内11幼稚園の幼稚園教諭26名及び嘱託員11名の4⽉〜3⽉分の⼈件
費 151,529,842 112,181,000 薩摩川内市⼀円

⿅児島県 薩摩川内市 学校教育施設等管理運営事業（⼩中学校） 市内26⼩学校,12中学校,1義務教育学校の学校主事25名及び嘱託員15
名の4⽉〜3⽉分の⼈件費 149,977,720 112,440,000 薩摩川内市⼀円

⿅児島県 薩摩川内市 普通教室⽤コンピュータ整備事業 15.6型ノートパソコン 120台（27⼩学校92台,11中学校28台） 33,000,000 18,655,000 薩摩川内市⼀円

⿅児島県 薩摩川内市 教育⽤コンピュータ整備事業

【教職員⽤】
15.6型ノートパソコン 17台（10⼩学校10台,7中学校7台）
ハードディスク16台（9⼩学校9台,7中学校7台）
【児童・⽣徒⽤】
タブレットパソコン 10.1インチ 329台 (10⼩学校185台,7中学校144台)

110,550,000 58,631,812 薩摩川内市⼀円

⿅児島県 薩摩川内市 校務⽤コンピュータ整備事業 15.6型ノートパソコン 210台（21⼩学校131台,11中学校79台) 73,920,000 37,768,000 薩摩川内市⼀円

⿅児島県 薩摩川内市 財務⽤コンピュータ整備事業 15.6型ノートパソコン 43台（27⼩学校28台,13中学校15台） 16,016,000 8,356,000 薩摩川内市⼀円

⿅児島県 いちき串⽊野市 原⼦⼒発電施設周辺地域加算給付⾦交付事業 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,⼯場等に対する加
算給付⾦ 5,564,974 5,564,974 いちき串⽊野市

⿅児島県 いちき串⽊野市 ⼩学校空調設備及び電気設備整備事業
串⽊野⼩学校︓空調設置28台,電気設備⼯事,受電設備改修
市来⼩学校　︓空調設置17台,電気設備⼯事,受電設備設置,送電幹線設
置,放送アンプ取替

102,410,000 54,210,762 いちき串⽊野市⽇出町,⼤⾥

⿅児島県 いちき串⽊野市 学校給⾷センター配送⾞整備事業 トラック（2トン⾞）乗⾞定員3⼈　1台 給⾷配送コンテナ4個搭載⽤
トラック（3トン⾞）乗⾞定員3⼈　1台 給⾷配送コンテナ6個搭載⽤ 10,153,000 8,000,000 いちき串⽊野市⻄薩町

⿅児島県 いちき串⽊野市 いちき串⽊野づくし産業まつり補助事業
イベント名︓「いちき串⽊野づくし産業まつり〜地かえて祭り〜」,⽇時︓令和元
年10⽉26⽇,27⽇,場所︓⽇置北部公設卸売市場,内容︓物産展の開催,
⾷やエネルギー関連のイベントなど

7,000,000 6,363,636 いちき串⽊野市⻄薩町

⿅児島県 阿久根市 給⽔⾞整備事業
加圧式給⽔⾞（3トン⾞）4WDオートマチック,乗⾞定員3⼈　1台,タンク容
量3,000L,エンジン駆動ポンプ（最⼤排気量250L/min）,電動ポンプ（最
⼤吐出量30L/min）

17,552,620 16,236,028 阿久根市鶴⾒町

⿅児島県 阿久根市 番所丘公園指定管理事業 番所丘公園管理運営業務に係る委託費（7⽉〜3⽉の9か⽉分） 13,497,000 13,171,305 阿久根市⻄⽬

⿅児島県 阿久根市 図書館及び郷⼟資料館指定管理事業 図書館及び郷⼟資料館管理運営業務に係る委託費（7⽉〜3⽉の9か⽉
分） 18,602,000 18,375,000 阿久根市髙松町

⿅児島県 阿久根市 葬斎場指定管理事業 葬斎場管理運営業務に係る委託費（7⽉〜3⽉の9か⽉分） 13,271,400 13,108,800 阿久根市⻄⽬

⿅児島県 阿久根市 ⼭下⼩学校16号棟屋根防⽔改修事業 16号棟屋根塗膜防⽔⼯事　A=315m2 4,086,000 3,487,440 阿久根市⼭下

⿅児島県 阿久根市 総合体育館天井サッシ防⽔改修事業 天井サッシ部分防⽔改修事業　シーリング打替　1,163m 4,199,000 2,866,752 阿久根市⾚瀬川

⿅児島県 阿久根市 消防団⼩型動⼒ポンプ整備事業 ⼩型動⼒ポンプ（1台,4ストロークガソリンエンジン,出⼒22kW,規格放⽔時燃
料消費量9L/Hr以下）,艤装品,附属品 2,277,000 1,680,301 阿久根市鶴⾒町

⿅児島県 阿久根市 災害対応⽤備品整備事業 発電機　10台,投光器　10台,コードリール　10台 986,700 664,670 阿久根市鶴⾒町

⿅児島県 阿久根市 ⼩型消防ポンプ軽四輪積載⾞整備事業 ⼩型消防ポンプ軽四輪積載⾞（1台,全⻑3,400mm,全幅1,470mm,全
⾼1,970mm）,艤装費,積載品及び附属品 5,082,000 3,742,631 阿久根市鶴⾒町

⿅児島県 阿久根市 消防団普通消防積載⾞整備事業 普通消防積載⾞（1台,全⻑5,140mm,全幅1,820mm,全⾼
2,670mm）,艤装費,積載品及び附属品 8,250,000 6,563,793 阿久根市鶴⾒町
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⿅児島県 出⽔市 福祉バス更新事業 中型バス　41⼈乗り　1台 16,942,220 11,075,000 出⽔市⾼尾野町

⿅児島県 出⽔市 市道上村掛腰線舗装⼯事 アスファルト舗装⼯　L=390.7m,W=5.5〜6.8m,A=2,470m2 36,525,000 22,134,000 出⽔市平和町

⿅児島県 出⽔市 出⽔総合医療センターベッド更新事業 電動リモートコントロールベッド65台,マットレス62枚,褥瘡対応マットレス3枚,ス
イングアーム介助バー15台 20,304,000 15,817,000 出⽔市明神町

⿅児島県 ⻑島町 ⾏⼈岳展望公園整備事業 ブロック積⼯A=258m2,⽯積景観⼯A=160m2,⽯材ベンチ⼯N=5基,⽯材
テーブル⼯　N=4基 38,741,600 29,317,000 ⻑島町杉ノ段

⿅児島県 さつま町 さつま町消防本部⽔槽付消防ポンプ⾃動⾞整備事業 ⽔槽付消防ポンプ⾃動⾞（CD-Ⅰ型）1台,艤装⼀式,付属品⼀式 45,045,000 40,000,000 さつま町時吉

⿅児島県 さつま町 町道五⽇町川⼝梁原線道路舗装⼯事 アスファルト舗装⼯　L=147m,W=6.65〜9.2m,A=1,390m2 9,515,000 6,250,000 さつま町船⽊

⿅児島県 さつま町 町道荒瀬副⽥線道路舗装⼯事 アスファルト舗装⼯　L=634m,W=4.40〜8.55m,A=3,771m2 17,248,000 9,400,000 さつま町⼭崎

⿅児島県 さつま町 佐志⽔源地⾮常⽤発電機設備購⼊事業 ⾮常⽤発電機（45kVA）1基,⾃動起動盤1台 3,355,000 3,050,000 さつま町広瀬

⿅児島県 さつま町 久富⽊⽔源地⾮常⽤発電機購⼊事業 ⾮常⽤発電機（45kVA）1基 1,628,000 950,000 さつま町久富⽊

⿅児島県 伊佐市 伊佐市カヌー競技施設整備事業 カタマラン(双胴船)1艇,付属品トレーラー1台,乗⽤草刈機1台,芝刈機1台 4,901,410 4,774,000 伊佐市菱刈川北

⿅児島県 指宿市 利永保育所管理運営事業 利永保育所の7⽉〜1⽉分⼈件費（保育⼠︓7名,調理員︓2名） 5,357,383 3,000,000 指宿市⼭川利永

⿅児島県 南さつま市 防災対策事業
防災対策経費…備蓄品（災害備蓄⽤ビスケット︓430⽸ほか）
防災対策経費…⾃動体外式除細動器10台
常備消防管理経費…半⾃動式除細動器3台

5,705,832 4,700,000 南さつま市⼀円

⿅児島県 霧島市 市道姫城中央線道路維持⼯事 施⼯延⻑ L=100m,幅員 W=8.0〜11.0m,路上路盤再⽣⼯
A=1,070m2 15,330,000 13,500,000 霧島市隼⼈町姫城

⿅児島県 垂⽔市 たるみず特産品販路拡⼤⽀援事業 バイヤー等による現地視察,販路拡⼤キャンペーン,商品開発 10,725,000 4,600,000 垂⽔市⼀円及び都市圏（⾸都圏・関
⻄圏）

⿅児島県 曽於市 ⼋合原段1・4号線測量設計業務委託
測量延⻑　L=362.3m（⼋合原段1号線L=190m，⼋合原段4号線
172.3ｍ）,⽤地測量　20筆（⼋合原段1号線8筆，⼋合原段4号線12
筆）

4,840,000 4,700,000 曽於市⼤隅町⽉野

⿅児島県 志布志市 市道⾹⽉・若浜線舗装⼯事 舗装⼯　L=100.0m,W=7.05m〜8.4m,A=760.0m2 4,628,476 4,400,000 志布志市志布志町⼤字志布志

⿅児島県 肝付町 公共⽤バス更新事業 公共⽤バス1台（⾞体形状︓バスロングボディ,乗⾞定員︓28名,排気量︓
4,009cc,駆動⽅式︓2輪駆動⽅式） 7,906,800 6,400,000 肝付町南⽅

⿅児島県 錦江町 川東⽔路改修⼯事 ⽔路⼯ L=40m（⾃由勾配側溝 1,000×1,500　L=4m,三⾯張⽔路
1,500×1,000　L=36m） 4,884,000 4,500,000 錦江町⼤字⽥代川原

⿅児島県 南⼤隅町 町道鶴丸線道路整備事業

施⼯延⻑ L=151.0m,アスファルト舗装⼯ A=632.0m2,側溝⼯(縦断⽤
300×400) L=152.0m,側溝⼯(KD400) L=20.0m,組合せガッター
L=84.0m,暗渠⼯ (400R型) L=6.0m,L型擁壁⼯ L=40.0m,集⽔枡⼯
N=2.0箇所,ガードレール設置(⼟中建込) L=79.0m,ガードレール設置(コン
クリート建込) L=40.0m

25,978,000 4,900,000 南⼤隅町根占川北

⿅児島県 ⿅児島市 デジタル防災⾏政無線維持運営事業 デジタル防災⾏政無線設備の電気料⾦（9ヶ⽉分,中継局4局,屋外拡声⼦
局222局等）及び地域コミュニティ基地局の回線使⽤料（10ヶ⽉分,86局） 5,904,325 5,000,000 ⿅児島市内全域
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⿅児島県 ⿅児島市 避難⾏動理解促進事業
わが家の安⼼安全ガイドブック版下作成業務,わが家の安⼼安全ガイドブック印
刷業務　16,000部,防災リーフレット配布業務　284,127部,液状化マップ
データ作成業務

6,580,571 5,000,000 ⿅児島市内全域

⿅児島県 姶良市 避難所看板設置⼯事 避難所案内標識新規設置,撤去,張替え　19箇所 6,788,000 5,000,000 姶良市⼀円

⿅児島県 ⽇置市 災害対策⽤資機材等整備事業

防災⾷ 1,000⾷,パンの⽸詰 1,488⾷,飲料⽔ 2L 1,200本,飲料⽔ 0.5L
4,800本,⽶粉クッキー 528個,レトルト⾷品 1,000⾷,防災⽑布 2,000枚,
簡易トイレ 4組,ラップ式トイレ 23組,トイレ処理袋セット 10箱,パーテーション
200張,簡易トイレ⽤テント 4張,簡易テント 6張, 簡易トイレ⽤⼿すりセット 16
組,ラップ式トイレ⽤テント 23張,ラップ式トイレ 23組,リヤカー 10台

24,178,867 20,000,000 ⽇置市⼀円

⿅児島県 奄美市 住⽤町内海バンガロー合併浄化槽整備事業 合併浄化槽　30⼈槽　⼀式 7,782,000 4,600,000 奄美市住⽤町⼤字⾒⾥

⿅児島県 ⿅児島県 ⽔素・再⽣可能エネルギー普及啓発事業 親⼦再⽣可能エネルギー⼯作教室　7回，⽔素・再⽣可能エネルギー導⼊セ
ミナー1回，パネル等の作成，貸出　⼀式 820,647 820,647 ⿅児島県⼀円

⿅児島県 ⿅児島県 教育⽂化施設における再⽣可能エネルギー型街路灯整備事再⽣可能エネルギー発電設備を併設したLED街路灯の設置に係る市町村への
補助⾦　2町,6基 8,367,700 8,367,700 ⿅児島県⼀円

⿅児島県 ⿅児島県 ⼤気監視測定機器整備事業 ⼀酸化炭素⾃動測定記録計更新 1台,微⼩粒⼦状物質成分分析⽤サンプ
ラー更新 1台 5,679,960 5,679,960 薩摩川内市御陵下町,⿅児島市城南

町

⿅児島県 ⿅児島県 ⼤気監視測定機器整備事業 オキシダント計動的校正装置　⼀式 990,000 990,000 ⿅児島市城南町

⿅児島県 ⿅児島県 森の研修館かごしま運営管理事業 ⾃動洗濯乾燥機更新︓1台，機械倉庫内電灯取り替え︓⼀式,浄化槽ブロ
ワーモーター交換︓⼀式 1,174,124 1,174,124 姶良市蒲⽣町上久徳

⿅児島県 ⿅児島県 県⺠の森浄⽔場施設更新事業 揚⽔ポンプ更新　1台 770,000 770,000 姶良市北⼭

⿅児島県 ⿅児島県 県⺠の森浄⽔場施設更新事業 FRP製バルブ開閉台更新　1台,送⽔ポンプ（カスケードポンプ）更新　1台 1,232,000 1,232,000 姶良市北⼭,霧島市溝辺町有川

⿅児島県 ⿅児島県 重点業種研究開発⽀援事業 研究開発補助⾦　補助件数5件 9,470,699 8,542,383 ⿅児島県内

⿅児島県 ⿅児島県 職業能⼒開発校（吹上）空調設備整備事業 空調機器　7台（天吊り型　冷房能⼒　10.0kW,暖房能⼒　11.2kW） 1,404,000 1,404,000 ⽇置市吹上町

⿅児島県 ⿅児島県 温排⽔影響調査事業 海域モニタリング調査（⽔温,塩分,流況,海⽣⽣物,主要⿂類及び漁業実態
調査），海域モニタリング技術委員会（2回），広報誌での調査結果報告 6,052,167 6,052,167 川内原⼦⼒発電所周辺海域

⿅児島県 ⿅児島県 農業⼤学校学⽣寮空調機器更新整備事業 空調機器　46台（壁掛型　冷房能⼒　2.2kW,暖房能⼒　2.2kW） 5,335,000 5,335,000 ⽇置市吹上町

⿅児島県 ⿅児島県 農業⼤学校畜産学部防疫対策強化事業 防護柵 474.3m（⾼さ1.5m敷き網付き 326.9m,⾼さ1.5m敷き網無し
130.4m,⾞両⽤⾨扉4m×4カ所 16.0m,⼈⽤⾨扉　1m×1カ所 1.0m） 4,694,453 4,226,000 ⽇置市吹上町

⿅児島県 ⿅児島県 フラワーパーク維持補修事業（園内バス更新） 園内バス更新　1台（全⻑ 4.9m,全幅 1.85m,全⾼ 2.04m,乗員13名,
装備品⼀式） 13,090,000 13,090,000 指宿市⼭川岡児ヶ⽔

⿅児島県 ⿅児島県 畜産試験場防疫対策強化整備事業
防護柵 1,200m（⾼さ1.5m敷き網付き 600m（うち⾞両⽤⾨扉 4m×3
カ所 12m,うち⼈⽤⾨扉 1m×3カ所 3m,うち防護シート 600m））,（敷
き網設置 600m（うち防護シート 600m））

8,470,000 2,500,000 霧島市国分

⿅児島県 ⿅児島県 北薩トンネル排⽔処理施設維持管理事業 薬剤供給⼀式,汚泥処理⼀式,⽔処理施設運転管理⼀式,施設管理⼀式 22,765,000 22,688,000 出⽔市⾼尾野町柴引



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

⿅児島県 ⿅児島県 防災研修センター展⽰等改修事業 展⽰施設の改修,映像機器の更新,展⽰パネルの更新,展⽰模型等の新設,展
⽰品の購⼊ 30,609,524 30,609,524 姶良市平松

⿅児島県 ⿅児島県 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 657,381,782 657,381,782 薩摩川内市,いちき串⽊野市,阿久根

市

⿅児島県 薩摩川内市 総合運動公園指定管理委託事業 総合運動公園内施設の維持管理運営（平成31年4⽉〜令和2年3⽉） 140,208,762 80,800,000 薩摩川内市運動公園町地内

⿅児島県 薩摩川内市 ⽂化ホール指定管理委託事業 ⽂化ホールの維持管理運営（平成31年4⽉〜令和2年3⽉） 64,178,963 41,400,000 薩摩川内市若松町地内外

⿅児島県 薩摩川内市 地区コミュニティ協議会活動⽀援事業 市内48地区コミュニティ協議会の活動⽀援事業コミュニティ主事39⼈の⼈件費
（平成31年4⽉〜令和2年3⽉） 59,415,400 43,600,000 薩摩川内市全域

⿅児島県 薩摩川内市 消防施設管理運営事業 消防本部・消防署等職員150⼈の⼈件費（平成31年4⽉〜令和2年3
⽉） 763,913,962 605,200,000 薩摩川内市全域

⿅児島県 薩摩川内市 保健センター管理運営事業 保健センター職員28⼈の⼈件費（平成31年4⽉〜令和2年3⽉） 138,036,791 108,938,000 薩摩川内市全域

⿅児島県 薩摩川内市 東部・⻄部消防署⾮常⽤発電設備改修⼯事設計業務事業東部・⻄部消防署⾮常⽤発電機取替⼯事設計 2,090,000 1,000,000 薩摩川内市⼊来町地内外

⿅児島県 薩摩川内市 中央消防署南部分署消毒室新築事業 中央消防署南部分署消毒室（18.24m2）新築⼯事 5,830,000 4,720,000 薩摩川内市若松町地内

⿅児島県 薩摩川内市 地区コミュニティセンターコンピュータ整備事業 主事⽤コンピュータの整備
主事⽤パソコン　48台 5,265,480 4,500,000 薩摩川内市五代町　⻲⼭コミュニティセ

ンター　外４７地区

⿅児島県 薩摩川内市 樋脇サンヘルスパーク改修事業 ウォータースライダープールの⽼朽化したポンプ３台の取替 5,390,924 4,640,000 薩摩川内市樋脇町市⽐野２２９６
番地１（樋脇サンヘルスパーク地内）

⿅児島県 薩摩川内市 公共サイン整備事業 公共サイン設置　２基（２箇所） 2,058,788 1,880,000 薩摩川内市樋脇町市⽐野地内

⿅児島県 薩摩川内市 防犯カメラ設置事業 防犯カメラ５台（３箇所）設置 3,267,000 2,800,000 薩摩川内市久⾒崎町外２箇所

⿅児島県 薩摩川内市 災害対策⽤備蓄品配備事業

災害対策⽤備蓄品配備事業
保存⾷12,000⾷
割り箸12,000膳
紙⽫12,000枚

9,156,600 6,100,000 薩摩川内市⼀円


