
令和元年度福島特定原⼦⼒施設地域振興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 備考

福島県 福島県 福島インバウンド復興対策事業 旅⾏商品造成（10,741⼈泊）、要綱翻訳、チラシ作成に係る委託事業 54,988,234 53,989,000 県下⼀円

福島県 福島県 コンベンション等誘致による⾵評被害回復事業 東北規模・全国規模会議　　開催数計37件に対する補助 16,635,000 16,635,000 県下⼀円、⾸都圏等

福島県 福島県 福島空港復興加速化推進等事業
国内定期路線の維持・拡充、さらには国内外からのチャーター便の誘致を積極
的に図るための航空会社や旅⾏会社に対する補助（利⽤者︓259,721
⼈）

207,682,796 207,519,551 県下⼀円

福島県 福島県 福島空港路線維持拡充事業 国内定期路線運航⽀援に対する補助２件 3,471,000 3,240,000 県下⼀円

福島県 福島県 福島空港利活⽤促進対策事業 路線の維持・拡充を図るため、福島空港の利活⽤に資する⽀援やPR等を⾏う
ことに対する補助（実施事業6件） 49,726,968 49,821,000 県下⼀円、他４県

福島県 福島県 「ふくしまプライド。」発信事業

ふくしまの酒飲み⽐べイベントの実施　県内1回、⾸都圏2回程度、メディア等と
連携した知名度向上・販路拡⼤、ふくしまの酒マイスターの認定によるＰＲ、ふく
しまの酒専⽤コーナーの運営2店舗、試飲会の開催　⽉1回以上、呑み⽐べ
セットの販売　毎⽉に係る委託事業

135,397,000 83,462,000 県下⼀円、⾸都圏等

福島県 福島県 「売れるデザイン」イノベーション事業 優れたモデルケースを顕彰するコンテストの実施︓１回、クリエイターと県内事業
者とのマッチング⽀援︓50者に係る委託事業 15,656,000 14,090,000 県下⼀円

福島県 福島県 福島県⽴医科⼤スキルラボシミュレーター更新事業 ⼩児救急蘇⽣トレ－ニングシミュレ－タ－Simbabyの更新、⾼機能患者シミュ
レ－タ－ECSの更新に対する補助 19,418,400 19,418,400 福島市光が丘1

福島県 福島県 救急⾼度化推進事業 市町村及び事務組合に対する救急救命⼠研修費⽤の補助（救急救命⼠
27⼈養成） 21,128,000 21,189,000 県下⼀円

福島県 福島県 元気に復興︕うつくしまグリーンプロジェクト ⼩学校や幼稚園・保育所・認定こども園の校庭・園庭及び児童公園等の屋外
運動場のポット苗による芝⽣化に要する経費への補助 1,994,200 1,994,200 県下⼀円

福島県 福島県 ふくしまサッカーチャレンジプロジェクト事業 県内サッカー裾野拡⼤推進事業、「ふくしまサッカーチャレンジ塾」事業、「Jヴィ
レッジ杯」事業に係る委託事業 27,711,511 27,711,511 県下⼀円

福島県 福島県 みらいを描く市町村等⽀援事業 ⼀般財団法⼈福島県電源地域振興財団が実施する地域振興⽀援事業に
対する補助 258,996,080 253,970,000 県下⼀円

福島県 福島県 ふくしまゴルフプロジェクト 福島県におけるゴルフ競技⼈⼝の裾野拡⼤、指導者の養成及び競技⼒の向
上を⽬的とした補助（ジュニアゴルフ塾の開催161回） 8,396,000 7,556,000 福島市杉妻町2

福島県 福島県 スポーツふくしまライジングプロジェクト
国⺠体育⼤会をはじめとした各種全国⼤会で上位⼊賞できる競技種⽬等に
加え、競技⼒の落ち込みが⾒られる少年種別競技の育成・強化を⼀体的に推
進するための補助（強化合宿及び強化遠征の回数661回）

119,743,000 72,771,000 県下⼀円

福島県 福島県 未来を創る⼦どもたちの省エネ意識向上事業
緑のカーテン資材を⼩学校へ配付、学校からの実績の収集、中学校・⾼校へ
専⾨家を派遣し講演会を開催、⽣徒から提出されたリポートを取りまとめ、HP
等で発信等に係る委託事業（実施校数60校）

4,566,020 4,566,020 県下⼀円

福島県 福島県 ⽔⽥営農再開緊急⽀援推進事業
浜通り地⽅に適した「多収品種」の特性把握と選抜、品種使い分け栽培マニュ
アルの策定と提供等に係る委託事業、
⾃動種⼦精選機・畦塗器・乗⽤草刈り機・バインダーの設備購⼊

3,827,219 3,811,624 県内12市町村他

福島県 福島県 グローバル⼈材を育成する英語教育強化事業
英語⺠間試験の受検、分析会の開催、データ分析、各校での実践、取組及び
成果の共有に係る委託事業（本事業を活⽤しての⺠間試験受検者数5151
⼈）

26,780,667 24,199,350 県内⼀円
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福島県 福島県 全⽇本⼩学⽣ゴルフトーナメント開催事業
県内において全国規模の⼤会である「全⽇本⼩学⽣ゴルフトーナメント」の開催
における⼤会実⾏員会を通じた県内における全⽇本⼩学⽣ゴルフトーナメント
決勝⼤会の開催

6,009,084 6,009,084 県下⼀円

福島県 福島県 Ｊヴィレッジ利活⽤促進事業 スポーツ博覧会の開催、e-Sports in Ｊヴィレッジカップ、ラグビーワールドカップ
のキャンプ受⼊に係る委託事業（施設利⽤者数49万⼈） 55,000,000 55,000,000 県下⼀円

福島県 福島県 泉崎サイクルスタジアム維持補修事業 泉崎国際サイクルスタジアムの路⾯の補修⼯事に対する補助 6,524,000 6,524,000 ⻄⽩河郡泉崎村⼤字泉崎字下陣⾺1

福島県 福島県 太陽の国側溝蓋設置⼯事委託事業

側溝蓋の設置
1⼯区（さつき荘前　約275ｍ）
2⼯区（幸せ橋〜希望の橋　約240ｍ）
第5⼯区（かえで荘⼊⼝〜ロータリー　約300ｍ）

4,428,000 4,428,000 ⻄⽩河郡⻄郷村⼤字真船字芝原29-
4

福島県 福島県 太陽の国給⾷センター冷温⽔発⽣機補修⼯事委託事業 空調⽤冷温⽔発⽣機補修　１機 5,225,000 5,225,000 ⻄⽩河郡⻄郷村⼤字真船字芝原29-
4

福島県 福島県 感染症等健康被害防⽌対策に関する検査機能強化事業 検査機器15式の整備 19,231,230 19,231,230 福島市他２市

福島県 福島県 福島県⻘少年会館修繕事業補助⾦ 外部床タイル補修、２階バルコニー漏⽔補修、本館東（中央）階段室壁塗
装、本館東（中央）階段室⼿摺新設に対する補助 6,039,000 6,039,000 福島市⽥部屋53-5

福島県 福島県 総合療育センター設備機能強化事業 ⼊所居室改修・設計委託数及び医療機器等購⼊ 16,140,300 11,731,720 郡⼭市富⽥町上ノ台4-1

福島県 福島県 児童養護施設等⽣活環境改善事業 厨房ガスオーブン、厨房ガステーブル、厨房冷凍冷蔵庫、農業トラクター、体育
館⾳響設備の更新 4,573,400 4,573,400 須賀川市⼀円

福島県 福島県 コラッセふくしま県施設設備改修等事業

・中⼩企業振興館４階多⽬的ホールの⾳響・スクリーン環形設備改修⼯事、
設計委託
・中央監視装置付属DPC設備更新修繕⼯事
・中⼩企業振興館会議室⾳響・スクリーン設備改修⼯事に係る設計委託

1,320,000 24,799,000 福島市三河南町1-20

福島県 福島県 企業誘致活動・広報強化事業 ホームページ等のWeb媒体に記事広告を4本掲載、パンフレット・ガイドマップを
各4,000部ずつ作成 10,538,600 9,484,000 県下⼀円

福島県 福島県 福島県オリジナル清酒製造技術の開発機器整備事業 分析機器２台（酒造⽤精⽶機・穀粒判別機）の整備 33,396,000 33,396,000 会津若松市⼀箕町⼤字鶴賀下柳原
88-1

福島県 福島県 ハイテクプラザ機器整備事業 ＩＣＰ発光分光分析装置の整備 19,224,000 19,224,000 郡⼭市侍池台1丁⽬12番地

福島県 福島県 開発型・提案型企業転換総合⽀援事業 福島県産業振興センターに対する新製品・新技術開発に係る経費に対する補
助（９事業） 11,766,887 11,766,887 福島市三河南町1-20

福島県 福島県 市場を切り拓くデザイン指向のものづくり企業⽀援事業 デザイン関連機器（パッド印刷機、フルカラーハンディ３Dスキャナ、デジタルスク
リーン製版システム）の整備 12,251,400 12,251,400 会津若松市⼀箕町⼤字鶴賀下柳原

88-1
福島県 福島県 医療⼿技トレーニング機器購⼊・外科関係学会誘致事業 外科関係学会等が実施している医療⼿技トレーニング誘致、トレーニング備品

（５機）整備に係る委託事業 11,683,487 11,683,487 郡⼭市⼀円

福島県 福島県 テクノアカデミーにおけるイノベ⼈材等育成事業 訓練機器（筋電計、協働ロボット、シーケンサ制御システム、図⾯作製⽤Ｐ
Ｃ、ドローン）の整備 24,458,580 24,458,580 郡⼭市字上野⼭他２箇所

福島県 福島県 産業交流館多⽬的展⽰ホール照明設備及びマイク設備改修⼯事 ＬＥＤ照明設備更新⼯事、ワイヤレスマイク設備更新⼯事 15,188,800 15,188,800 郡⼭市南2丁⽬52
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福島県 福島県 ふくしま県産品再⽣⽀援事業
⾷品展⽰会(⾸都圏)　出展１回、⼯芸品展⽰会(⾸都圏)　出展１回に係
る委託事業、伝統的⼯芸品や繊維・⽊⼯・クラフト製品等の商品⼒向上を図
るため、県内事業者、団体、組合、市町村等12事業者に対する補助

25,370,774 25,370,774 県下⼀円、⾸都圏等

福島県 福島県 特別⽀援学校通学バス購⼊事業 中型バス（２台）の購⼊ 35,833,600 35,756,000 福島市⼤笹⽣俎板⼭182-2　他1箇
所

福島県 福島県 県⽴学校⾼効率照明改修事業 県⽴学校体育館等照明改修⼯事、照明改修⼯事設計委託　47件 149,990,520 148,040,520 県下⼀円

福島県 福島県 県⽴学校⽼朽化施設設備改修事業
・福島⾼校中庭及び地下ピット排⽔改修⼯事
・須賀川⾼校ワープロ室・オフィスワーク室空調機設置⼯事設計委託
・会津農林⾼校鶏舎改築⼯事設計委託

22,059,000 15,053,000 県下⼀円

福島県 福島県 県⽴学校施設外壁診断調査事業 外壁診断調査　福島⾼等学校外19校 45,757,400 45,757,400 福島市森合町5-72　他20箇所

福島県 福島県 福島県⽴美術館展⽰室照明交換⼯事 展⽰室照明交換⼯事設計　2箇所 724,900 724,900 福島市森合字⻄養⼭1番地

福島県 福島県 会津⾃然の家バス購⼊事業 送迎⽤バス（中型⾃家⽤バス　）の購⼊　1台 17,806,173 17,806,173 河沼郡会津版下町⼤字⼋⽇沢⻄東
⼭4495-1

福島県 福島県 県⽴特別⽀援学校学習環境整備事業 給⾷設備などの備品購⼊　59件
ネットワーク設定委託業務　1件 80,732,860 80,581,012 南相⾺市⿅島区寺内字鷺内79　他1

箇所

福島県 福島県 県⽴学校給⾷調理設備の更新・整備事業 県⽴学校の給⾷設備の更新　25件 16,336,080 16,336,080 会津若松市⼀箕町⼤字⼋幡字⼋幡
他10箇所

福島県 福島県 会津医療センター医療体制整備事業 医療機器の整備(２２式)に対する補助 91,859,916 91,859,916 会津若松市河東町⾕沢前⽥21番地2

福島県 福島県 廃炉に向けた取組及び本県の安全監視体制に関する理解促進プログラム ⼩中学⽣を対象としたワークショップの開催（１回）に係る委託事業 6,406,964 6,406,964 楢葉町⼀円

福島県 福島県 遊休施設を活⽤した移住促進受⼊環境拡⼤事業 移住希望者等の住まい、仕事、交流の場を確保し、受⼊促進を図る市町村
等に対する補助（10件） 37,886,000 37,886,000 県下⼀円

福島県 福島県 ⾃家消費型再エネ導⼊モデル⽀援事業 ⺠間事業者等が⾏う⾃家消費型の再エネ設備導⼊に係る費⽤の⼀部補助
（2件） 20,709,000 20,709,000 県下⼀円

福島県 福島県 福島県⽂化センター管内外照明設備改修⼯事 ⼯事設計業務委託　１件 3,674,000 3,674,000 福島市春⽇町5-54

福島県 福島県 福島県⽂化センター消防設備改修⼯事 ⽕災受信機、感知器、ポンプ１基、⾮常⽤放送設備の改修⼯事 2,106,000 2,106,000 福島市春⽇町5-54

福島県 福島県 ふくしまラグビー交流事業 福島の復興のシンボルである「Ｊヴィレッジ」を活⽤したイベントの開催に係る委
託事業（参加者1728⼈） 15,576,000 15,576,000 双葉郡楢葉町⼭⽥岡地内

福島県 福島県 畜産研究所設備等更新事業 農業総合センター畜産研究所の設備・備品更新 16,292,100 16,292,100 福島市荒井地蔵原甲18

福島県 福島県 調査船設備更新事業 漁業調査指導船「いわき丸」のトロールワープの更新⼯事 12,052,800 12,052,000 いわき市⼀円

福島県 福島県 農業総合センター本部備品更新・導⼊事業 セルフローダ付トラック（1台)、恒温器（２台）の更新 10,373,000 10,373,000 郡⼭市⽇和⽥町⾼倉字下中道116

福島県 福島県 農業総合センター会津地域研究所備品更新事業 トラクター（１台）、⽶⾷味分析装置（１台）の更新 9,544,350 9,544,350 河沼郡会津版下町⼤字⾒明字南原
881
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福島県 福島県 農業短期⼤学校穀物乾燥器調製装置更新事業 穀物乾燥調製装置の更新（粗選機や⽯抜機、光選別機を⼀体的に更新） 10,780,000 10,780,000 ⻄⽩河郡⽮吹町⼀本⽊446-1

福島県 福島県 地域産業６次化戦略実践事業

・農林漁業者等を対象に、個⼈のニーズやレベルに応じた研修会の開催に係る
委託事業
・事業者等が県産農林⽔産物を活⽤した新商品を⾃ら⽣産開始⼜は⽣産拡
⼤するために必要な加⼯機械等の設備投資を⾏う場合の補助

22,803,570 21,701,000 県下⼀円

福島県 福島県 調査船管理事業 調査船の⼀般修繕⼯事、定期点検及びオーバーホール 97,180,600 97,080,600 相⾺市⼀円、いわき市⼀円

福島県 福島県 会津⼤学機器・設備更新事業 教育研究等機器・設備（２２式）の更新 58,194,598 58,194,598 会津若松市⼀箕町⼤字鶴賀上居合
90

福島県 福島県 ふくしま元気創造・発信イベント事業 ふくしま元気創造・発信イベントの実⾏委員会を通じた本県のこどもたちによる東
京ガールズコレクションへの出演 650,000 650,000 東京都⼀円

福島県 福島県 ふくしま交流拡⼤⾸都圏イベント催⾏事業 ⾸都圏において、本県最⼤規模のイベント「ふくしま⼤交流フェスタ」をオール福
島で開催に係る委託事業（来場者数13,420⼈） 44,070,000 39,668,000 東京都⼀円

福島県 福島県 燃料電池バス導⼊モデル事業 ⽔素エネルギーの利活⽤を推進するため、本県内に燃料電池バスを導⼊しよう
とする取組に対する補助（１台） 33,200,000 30,000,000 県下⼀円

福島県 福島県 地域まるごと低炭素化推進事業 省エネルギー対策に取り組む⺠間事業者に対する補助（削減量152ｔ-
CO2） 16,053,000 14,219,000 県下⼀円

福島県 福島県 みらいを創る市町村等⽀援事業（基⾦造成） 平成31年度以降に浜通り及び避難地域市町村の交流拠点等整備に対する
補助事業を実施するための基⾦造成事業 600,000,000 600,000,000 福島市杉妻町2

福島県 福島県 保健医療従事者養成施設整備事業（基⾦造成） 平成32年度に⾏う実習機器整備を実施するための基⾦造成事業 1,065,907,036 1,065,907,036 福島市杉妻町2

福島県 福島県 くろがね⼩屋改築事業（基⾦造成） 令和2年度以降に実施する⼭⼩屋建て替え係る⼯事費に充当するための基
⾦造成事業 277,308,000 277,308,000 福島市杉妻町2

福島県 福島県 緊急現道対策事業（基⾦造成） 令和2年度以降に浜通りと中通りを結ぶ県道の維持補修のための基⾦造成事
業 200,000,000 200,000,000 福島市杉妻町2

福島県 福島県 県⽴学校施設改修事業（基⾦造成） 令和２年度以降に県⽴学校施設の改修を実施するための基⾦造成事業 315,615,000 315,615,000 郡⼭市開成5丁⽬25-63

福島県 ⽥村市 都路診療所運営事業 都路診療所・⻭科診療所医師等7名の⼈件費9ヶ⽉分 35,000,000 35,000,000 ⽥村市都路町古道字寺下

福島県 南相⾺市 南相⾺市⽴保育園運営事業 市⽴保育園3カ所の保育⼠計18名の⼈件費9ヶ⽉分 35,000,000 35,000,000 南相⾺市⿅島区⻄町3丁⽬ほか2件

福島県 川内村 川内村復旧復興推進事業 村の復旧・復興業務に従事する職員1名の⼈件費9ヶ⽉分 3,400,000 3,400,000 川内村⼤字上川内字早渡

福島県 川内村 川内村⽴保育園運営事業 村⽴保育園職員6名の⼈件費9ヶ⽉分 13,600,000 13,600,000 川内村⼤字下川内字宮坂

福島県 ⼤熊町 公共⽤施設事業運営事業 公共⽤施設事業運営のための基⾦造成事業 500,000,000 500,000,000 ⼤熊町⼀円

福島県 ⼤熊町 公共⽤施設維持補修事業 公共⽤施設維持補修のための基⾦造成事業 1,575,000,000 1,575,000,000 ⼤熊町⼀円

福島県 双葉町 常磐⾃動⾞道追加インターチェンジ駐⾞場整備事業
4級基準点測量 N=1.0式、
路線測量 L=0.13km、
駐⾞場設計 N=1.0式

6,039,000 6,039,000 双葉町⼤字寺沢字唐沢



令和元年度福島特定原⼦⼒施設地域振興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 備考

福島県 双葉町 双葉町特定原⼦⼒施設地域振興事業公共⽤施設事業
運営基⾦造成事業 公共⽤施設事業運営のための基⾦造成事業 975,961,000 975,961,000 いわき市東⽥町2丁⽬ほか2件

福島県 浪江町 浪江町復旧復興推進事業 町の復旧・復興業務に従事する職員14名の⼈件費9ヶ⽉分 39,000,000 39,000,000 浪江町⼤字幾世橋字六反⽥


