
令和２年度広報・調査等交付金を活用した事業概要の公表について

都道府県名 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

1,031,122 神恵内村一円北海道 神恵内村
泊発電所に係る広報・調査等交付金事
業

・地域住民への原子力発電等に関する知識の普及等を図るため、北海道電力
㈱泊発電所等の見学会や原子力の正しい知識を理解していただくために村広
報誌を活用した広報活動や、泊発電所の安全対策にかかる調査等を実施しま
す。

1,031,122

4,410,000 共和町一円

北海道 岩内町
泊発電所に係る広報・調査等交付金事
業

・地域住民への原子力発電等に関する知識の普及等を図るため、原子力防災
計画の改訂や泊発電所環境保全監視協議会への出席など、北海道電力(株)
泊発電所に係る広報・調査等事業を実施します。

3,633,562 3,633,562 岩内町一円

北海道 共和町
泊発電所に係る広報・調査等交付金事
業

・原子力発電所に係る関連施設についての職員視察、各種原子力研修会等に
職員を参加させ、原子力に関する知識を深める。
・新聞や原子力関係団体である全国原子力発電所所在市町村協議会などから
情報を収集する。
・泊発電所に係る関係機関連絡会、原子力防災会議などにも出席し、関係機関
との連絡調整を図る。
・町広報誌「きょうわ」原子力特集号(2,800部)や原子力防災に関する住民用パ
ンフレット(2,800部)、防災ガイドマップ(2,800部）を作成し、町内全戸に配布す
る。
・原子力防災計画(135部)を印刷製本し、住民の理解促進に努める。
・広報・調査等交付金事業に係る関係資料及び情報の収集・整理のために臨
時職員を雇用する。

4,481,124

北海道 泊村
泊発電所に係る広報・調査等交付金事
業

・村職員や消防職員の原子力防災訓練の視察研修を実施し、その結果を住民
に地域学習会等で周知致します。
・全国原子力発電所所在地市町村協議会を通して、全国の原子力発電所立地
市町村と連絡調整を図り、原子力発電所周辺地域の住民の生活に及ぼす影
響等に関して連絡調整を実施します。

1,449,355 1,449,355 泊村一円

北海道一円19,518,601

5,779,328 幌延町一円

北海道 北海道
泊発電所に係る広報・調査等交付金事
業

地域住民の方々の原子力に対する正しい知識の普及や信頼感及び安心感の醸成のた
め、正確かつわかりやすい情報提供を継続的に行うことが必要であり、広報誌配布等に
よる広報や、原子力発電所周辺地域の住民の生活に及ぼす影響等に関する調査等を
実施します。

19,518,601

北海道 幌延町
幌延深地層研究センターに係る広報・調
査等交付金事業

原子力及び幌延深地層研究センターの研究内容に対する理解促進に係る事業として、
エネルギー関連施設見学会の実施、講習会の実施、広報用パンフレットの配布、情報
収集等を実施します。

5,779,328



別紙
Ⅰ．事業評価総括表 

1
泊発電所に係る

広報・調査等交付金事業
北海道 19,518,601 19,518,601

6
泊発電所に係る

広報・調査等交付金事業
神恵内村 1,031,122 1,031,122

5
泊発電所に係る

広報・調査等交付金事業
岩内町

4
泊発電所に係る

広報・調査等交付金事業
共和町 4,481,124 4,410,000

幌延町 5,779,328 5,779,328

3,633,562 3,633,562

（単位：円）

番号 備 考
交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

交付金充当額
交付金事業に

要した経費
交付金事業の名称

3
泊発電所に係る

広報・調査等交付金事業
泊村 1,449,355 1,449,355

2
幌延深地層研究センターに係る

広報・調査等交付金事業



別紙
Ⅱ．事業評価個表 R2

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

計 19,518,601

連絡調整事業（通信費） － 東日本電信電話㈱ 53,677

随意契約（代替性なし） (株)シー・ティ・エル 2,678,940
連絡調整事業（旅費） － 北海道職員 183,400
連絡調整事業（旅費） － 学芸員　等 6,700

広報事業（展示事業・会場運営費） 随意契約（少額） (株)ノヴェロ　等 148,335
一般競争入札 (株)エネット 等 1,054,105

随意契約（少額） (公社）札幌市シルバー人材センター 等 385,667
広報事業（インターネット広報・通信費） － 東日本電信電話㈱ 等 310,365

随意契約（少額） 大丸サービス（株）　等 94,272
広報事業（ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等広報・委託費） 一般競争入札 北海道チャート(株) 1,633,698

広報事業（ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等広報・配布手数料） 随意契約（少額） 日本郵便㈱ 7,148,711
広報事業（ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等広報・雑費） － 学芸員等 20,000

調査事業（国内調査・旅費） －

広報事業（ﾎﾟｽﾀｰ、ﾁﾗｼ、ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ等広報・制作費） 随意契約（少額） ひまわり印刷(株) 1,456,620
一般競争入札 北海道チャート（株） 1,595,000

随意契約（少額） 日本郵便㈱ 95,103
調査事業（情報収集整理・負担金） － 原子力発電関係団体協議会 等 260,000

調査事業（委員会・委員等旅費） －

調査事業（情報収集整理・資料制作費） 随意契約（少額） ひまわり印刷(株)　等 758,692
調査事業（情報収集整理・雑費） 一般競争入札 キャノンシステムアンドサポート(株) 42,172

北海道防災会議原子力防災対策部会専門委員 10,640

調査事業（国内調査・使用料） 随意契約（少額） 大見海事工業（株） 33,224
調査事業（情報収集整理・資料購入費） 随意契約（少額） 遊佐新聞販売㈱ 等 811,490

調査事業（委員会・会場使用料） 随意契約（少額） 北海道水産ビル（株）　等 298,100

交付金事業の成果目標

　原子力発電所の運用開始以降、原子力に関する知識の普及や情報提供を行っていますが、福島第一原子力発電所事故を契機として、住民の放射線による影響等に関する関心は高まっており、原子力
や放射線に係る理解を深めていただくための広報活動に一層努めて行かなければならない状況にあることから、原子力や放射線に関する理解を深め、正しい知識の普及を行う事業を継続して実施する必
要があります。
　これにより、地域住民の方々の原子力や放射線に関する正しい知識の普及や信頼感及び安心感の醸成を図り、発電用施設の円滑な運転のため、地域の理解を促進していきます。

交付金事業実施場所 北海道一円

交付金事業の概要
　地域住民の方々の原子力に対する正しい知識の普及や信頼感及び安心感の醸成のため、正確かつわかりやすい情報提供を継続的に行うことが必要であり、広報誌配布等による広報や、原子力発電
所周辺地域の住民の生活に及ぼす影響等に関する調査等を実施します。

総事業費

19,518,601

交付金充当額 19,518,601

うち文部科学省分

北海道職員 170,190

交付金事業の成果指標 　成果目標を達成するためには、正確かつわかりやすい情報提供や普及啓発を継続して行う必要があることから、本交付金を活用し、各種広報誌の関係自治体世帯等への配布率を１００％と設定します。

交付金事業の成果及び評価
　広報・調査等交付金を活用し、原子力防災カレンダーを作成し、UPZ圏内13町村に全戸配布するなど、地域住民の方々に対する知識の普及や住民の方々の生活に及ぼす影響の調査等を実施し、原子
力や放射線に関する理解促進を図りました。来年度以降も同様に取り組むとともに、より一層地域の理解促進につながる事業を実施するよう努めていきます。

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

調査事業（委員会・会議場借用料） 随意契約（少額） （株）伊藤組 113,300
調査事業（委員会・手数料） 随意契約（少額） ㈲札幌速記事務所 46,200

調査事業（委員会・委員等謝金） － 北海道防災会議原子力防災対策部会専門委員 110,000

番号 交付金事業の名称

1 泊発電所に係る
広報・調査等交付金事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 北海道

－

うち経済産業省分 19,518,601



別紙
Ⅱ．事業評価個表 R2

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

5,779,328計

契約の目的 契約の方法等 契約の相手方 契約金額

連絡調整（旅費） ― 幌延町職員 227,400
連絡調整 － 東日本高速道路㈱ 2,860

一般社団法人日本電気協会新聞部 145,200

情報収集整理 随意契約（少額） ダーシェニカ 10,076
新聞、雑誌等広報 随意契約（特命） 各出版社　等 2,249,680
ポスター、チラシ、パンフレット等広報 随意契約（少額） ダーシェニカ 63,250
ポスター、チラシ、パンフレット等広報 随意契約（特命）

情報収集整理 随意契約（特命） 各新聞社　等 356,802
情報収集整理（給料、手当、共済費） ― 幌延町会計年度任用職員 2,724,060

交付金事業の成果指標
　成果目標の達成のため、本交付金を活用した事業により、エネルギー関連施設見学会の町民参加50名、講習会の地域住民参加180名、広報用パンフレット配布部数300部により、知識の普及を図りま
す。
　なお、エネルギー関連施設見学会においては、見学者の施設理解度を60％と設定します。

交付金事業の成果及び評価

　事業実施により、最新でより正確な事業内容に関する知識や情報を得、また、幌延深地層研究計画や原子力発電に関する知識の普及に努めることにより、地域住民の安全の確保や不安・疑念の解消を
図るとともに、幌延深地層研究計画や原子力発電に関する知識の普及を図ることができました。
・広報用パンフレット450部を配布し、知識の普及を図ることができました。
・懸垂幕を制作し役場庁舎前に掲示したほか、町内の電柱に深地層研究に係るメッセージ広告を掲載し、地域住民の安全の確保や不安・疑念の解消を図ることができました。
　新型コロナウイルス感染拡大防止等の観点からエネルギー関連施設見学会及び講習会については、実施を見送りとしましたが、来年度以降については、地域住民の安全の確保や不安・疑念の解消を
図るため、今年度実施できなかった事業も含めて、継続して事業を実施していきます。

交付金事業の契約の概要

番号 交付金事業の名称

2 幌延深地層研究センターに係る広報・調査等交付金事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 幌延町

交付金事業の成果目標 　最新で正確な事業内容に関する情報収集による知識の蓄積・普及を促進し、関係機関との的確な連携構築により、地域住民の安全の確保や不安・疑念の解消を図ることを目的として事業を実施します。

交付金事業実施場所 幌延町一円

交付金事業の概要
　原子力及び幌延深地層研究センターの研究内容に対する理解促進に係る事業を実施します。
　具体的には、エネルギー関連施設見学会の実施、講習会の実施、広報用パンフレットの配布、情報収集等です。

総事業費

5,779,328

交付金充当額 5,779,328

うち文部科学省分 -

うち経済産業省分 5,779,328



別紙
Ⅱ．事業評価個表 R2

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

連絡調整事業（旅費） － 泊村職員旅費 273,310

1,449,355計

契約の目的 契約の方法

交付金事業の契約の概要

情報収集整理（負担金） － 全国原子力発電所所在地市町村協議会　負担金　等 290,000

契約の相手方 契約金額

情報収集整理（資料購入費） － 日本共産党小樽地区委員会　機関誌部　等 331,425

　本交付金を活用し、村民に対し原子力発電の安全性だけではなく、必要性や重要性についても原子力の日封筒を全て使用し、広く広報致しました。原子力防災計画は職員の原子力防災に係る知識の習
得及び向上を図るため、全職員に配布しています。連絡調整会議は新型コロナウイスル感染拡大において、本村職員議員はWeb会議で出席しました。議長においても、東京都で毎年開催される全原協総
会はWeb会議で出席していただいております。情報収集については、電気新聞を始めとした全国紙５社を毎日かかさず購読しすることができました。
　これらの成果を踏まえ、来年度以降は原子力に対する理解を得るために原子力の日普及用封筒や新聞購読、原子力防災計画の修正及び職員配布を継続していき、連絡調整会議については、１回でも
多くの出席をし、職員の研修については、職員には業務を調整を依頼し１名でも多くの参加を促していきます。

交付金事業実施場所 泊村一円

交付金事業の概要

　本村は平成元年度に原子力発電所1号機、平成3年には2号機、平成21年度には3号機が営業運転を開始し、北海道の電力の4割を賄う一大エネルギー拠点となりました。福島原子力発電所事故以降、
村民においても、安全性だけではなく、危険と隣合わせであるということを改めて認識しつつも、原子力の必要性や重要性についても村民に広く理解して頂けるよう、原子力の日普及用封筒及び原子力広
報用封筒による広報の実施及び村民が安心して快適に暮らしていけるように村職員や消防職員の原子力防災訓練の視察研修を実施し、その結果を住民に地域学習会等で周知致します。また、全国原子
力発電所所在地市町村協議会を通して、全国の原子力発電所立地市町村と連絡調整を図り、原子力発電所周辺地域の住民の生活に及ぼす影響等に関して連絡調整を実施していきます。

1,449,355

交付金充当額 1,449,355

うち文部科学省分

うち経済産業省分 1,449,355

総事業費

番号 交付金事業の名称

3 泊発電所に係る
広報・調査等交付金事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 泊村

554,620ポスター、チラシ、パンフレット等広報（制作費） 随意契約（見積合わせ） 株式会社　福島印刷　等

交付金事業の成果目標

　泊発電所においては、これまで大きな事故等はありませんが、平成２３年に発生した福島原子力発電所事故以降、国のエネルギー政策に大きな影響を及ぼすと共に原子力発電や放射線に対する不安
が泊村の住民ばかりではなく、国全体に広がっております。
　そのような中、原子力発電や放射線に対する不安を払拭するためには、原子力発電の安全性に加え、必要性や重要性などの住民の原子力発電に対する理解の促進や正しい知識の普及を図っていくこ
とが大変重要となっており、職員や消防職員が、他県の原子力防災訓練の視察研修を実施し、その結果を地域学習会等で住民に広く周知を図ります。また、原子力防災情報収集並びに全国原子力発電
所所在地市町村との意見交換を図り、発電所施設の設置及び運転の円滑化のため、地域の理解を促進していきます。

交付金事業の成果指標

　本交付金事業によって成果目標を達成するには、原子力発電に対する理解を促進のため、住民に原子力発電を身近に感じてもらうことを目的に「原子力の日」普及記事を印刷した事務用封筒を計５，０
００部作成し、日々の業務のほか、住民への各種資料配付などで使用し、原子力に対する知識の普及啓発を行います。原子力防災については泊村の職員に原子力防災の知識の向上が必要不可欠であ
るため、原子力防災計画の修正を行い全職員に配布します。他県の原子力防災訓練の視察研修については、その結果を地域学習会で住民に周知します。他市町村との連絡調整会議においては、泊村
の議会議員を含め村職員においても１０回以上の出席を目標とし、情報収集に関しては、電気新聞をはじめとする全国紙５社を毎日かかさず購読することとします。

交付金事業の成果及び評価
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Ⅱ．事業評価個表 R2

計 4,481,124

随意契約（少額） （株）五百藏サービス・（株）川端文化堂　等 611,216
情報収集整理（負担金） － 全国原子力発電所所在市町村協議会　等 180,000
情報収集整理（資料購入費）等

一般事務費（広報事業） 随意契約（少額） 株式会社総北海札幌支社、株式会社奈良印刷 1,005,840

交付金事業の契約の概要

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

情報収集整理（共済費）等 － 厚生労働省年金局・労働保険特別会計歳入徴収官 335,146
情報収集整理（報酬費）等 －

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

交付金事業の成果目標
　本町は、泊発電所に隣接していることから、住民の理解促進が重要です。そのため、町職員の原子力に関する知識を向上させるとともに、全戸配布をしている原子力特集号などの広報誌を用いて、分か
りやすく正しい情報を住民へ伝えます。

交付金事業の成果指標
　町広報誌「きょうわ」原子力特集号を２，８００部、原子力防災住民用パンフレット２，８００部等を制作し、町民に配布することにより、国・道・町が実施している原子力に関する防護対策や泊発電所の安全
対策等、住民の原子力防災に関する知識の向上を図ります。また、原子力防災関係会議に職員を参加させることによって、連絡調整を行い、情報収集することで原子力発電に関する知識を深め、原子力
行政の拡充推進に繋げていきます。

交付金事業の成果及び評価
　原子力関係研修会等に参加することにより、職員の知識が向上し原子力行政の拡充推進に繋がりました。　また、会計年度任用職員を雇用することにより、原子力に関する情報収集、整理が円滑に行
われました。

会計年度任用職員 2,252,922
連絡調整（旅費）等 － 北海道原子力防災訓練担当者会議　他 96,000

総事業費

4,481,124

交付金充当額 4,410,000

うち文部科学省分 －

うち経済産業省分 4,410,000

番号 交付金事業の名称

4 泊発電所に係る広報・調査等交付金事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 共和町

交付金事業実施場所 共和町一円

交付金事業の概要

　原子力発電所に係る関連施設についての職員視察、各種原子力研修会等に職員を参加させ、原子力に関する知識を深める。また、新聞や原子力関係団体である全国原子力発電所所在市町村協議会
などから情報を収集する。泊発電所に係る関係機関連絡会、原子力防災会議などにも出席し、関係機関との連絡調整を図る。
町広報誌「きょうわ」原子力特集号(2,800部)や原子力防災に関する住民用パンフレット(2,800部)、防災ガイドマップ(2,800部）を作成し、町内全戸に配布する。原子力防災計画(135部)を印刷製本し、住民の
理解促進に努める。広報・調査等交付金事業に係る関係資料及び情報の収集・整理のために臨時職員を雇用する。
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成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

計 3,633,562

83,269
ポスター、チラシ、パンフレット等広報（雑費） 随意契約(少額) 有限会社　シオヤマ等 17,148

ポスター、チラシ、パンフレット等広報（配布手数料） 随意契約(少額) 株式会社　福島印刷等 112,893
ポスター、チラシ、パンフレット等広報（委託費） 随意契約(特命) 日本電気(株)　北海道支社 14,465

連絡調整事業（旅費） － 岩内町職員 77,040
連絡調整事業（賃金） － 会計年度任用職員等 1,607,736

ポスター、チラシ、パンフレット等広報（雑費） 指名競争入札 有限会社　シオヤマ等

情報収集整理（負担金） － 全国原子力発電所所在市町村協議会等 55,000
ポスター、チラシ、パンフレット等広報（制作費） 随意契約(特命) 株式会社　奈良印刷 1,387,749

うち経済産業省分 3,633,562

交付金事業の契約の概要

情報収集整理（資料購入費） 随意契約(少額) 株式会社　道新藤田販売所等 278,262

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額

番号 交付金事業の名称

5 泊発電所に係る広報・調査等交付金事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 岩内町

交付金事業実施場所 岩内町一円

交付金事業の概要
　地域住民への原子力発電等に関する知識の普及等を図るため、原子力防災計画の改訂や泊発電所環境保全監視協議会への出席など、北海道電力(株)泊発電所に係る広報・調査等事業を実施しま
す。

総事業費

3,633,562

交付金充当額 3,633,562

交付金事業の成果目標
　福島第一原子力発電所事故以来、地域住民の原子力発電や放射線の地域への影響に関する関心が高まっております。このことから、本交付金事業により、原子力に関する情報収集や各種会議へ出席
し他町村と情報交換をすることで町職員の知識の普及を図ります。併せて、防災行政無線の整備や原子力防災訓練のチラシ配布をすることで、住民へ正しい知識の普及と原子力発電に対する理解促進を
図ります。

交付金事業の成果指標

目標達成に向けて以下のとおり実施します。
・北海道新聞等新聞７紙を毎日かかさず購読し、原子力に関する最新情報を収集します。
・原子力防災計画改訂版を作成し関係機関に配布、さらに原子力防災訓練の住民周知を図るためのチラシを全戸配布することで、防災訓練を円滑に遂行します。
・町内全戸配備している防災行政無線の保守点検を行うことで、地域住民へ確実な広報活動を実施します。
・全国原子力発電所所在市町村協議会等へ加入するほか、泊発電所環境保全監視協議会など各種会議へ確実に参加し、関係機関や関係市町村との連絡調整・情報交換を行います。

交付金事業の成果及び評価

・新聞７紙を購入し、毎日欠かさず購読したことで、正確な情報収集を行ったほか、全国原子力発電所所在市町村協議会等に加入し、協議会主催の会議等に参加することで構成町村との情報交換を行っ
た。
・原子力防災計画改訂版を作成し、関係機関に配布したほか、原子力防災訓練の住民周知を図るためのチラシ７，０５０部を全戸配布したことで、原子力防災を円滑に遂行することができた。
・町内に全戸配備している防災行政無線の保守点検を行い、確実な広報活動を行うための整備を図った。
・泊発電所環境保全監視協議会等の会議へ出席し、北海道及び関係町村との連絡調整を行った。

うち文部科学省分 －
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計 1,031,122

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

資料購入費 － 青山新聞店、稲葉新聞店　他 206,308
旅費 － 神恵内村職員 10,550

－ 75,240

交付金事業の契約の概要

原子力エネルギー広報カレンダー 随意契約（少額） 株式会社　奈良印刷 619,344

契約の相手方 契約金額契約の目的 契約の方法

原子力防災計画 随意契約（特命） － 119,680
原子力防災のしおり 随意契約（特命）

交付金事業の成果及び評価
　原子力防災のしおりの配布や、毎月原子力エネルギー広報カレンダーを村内全戸に配布することにより、地域住民への原子力発電等に関する知識の普及が図られました。
「原子力・エネルギー見学会」と「原子燃料サイクル施設村民見学会」については代替措置の検討なども行いましたが、新型コロナウイルス感染症の影響により事業を実施することができませんでした。次
年度以降については事業を安定して実施できるようにすることを目指します。

交付金事業実施場所 神恵内村一円

交付金事業の概要
　地域住民への原子力発電等に関する知識の普及等を図るため、北海道電力㈱泊発電所等の見学会や原子力の正しい知識を理解していただくために村広報誌を活用した広報活動や、泊発電所の安全
対策にかかる調査等を実施します。

総事業費

1,031,122

交付金充当額 1,031,122

うち文部科学省分

うち経済産業省分 1,031,122

番号 交付金事業の名称

6 泊発電所に係る広報・調査等交付金事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 神恵内村

交付金事業の成果目標

　原子力の安全性だけでなく危険性についても十分に認識しながら、これからの世界や日本の発展のためにどのような形で原子力を利用していけばよいのかということを住民に分かっていただくことが重
要であり、住民に原子力の正しい知識を深めていただくために、「原子力エネルギー見学会」や「原子燃料サイクル施設村民見学会」等の実施及び村内全戸に原子力防災のしおりの配布や、原子力エネル
ギー広報カレンダーを毎月広報誌に折り込みすることで原子力や放射線の基礎知識や正しい情報を提供し、地域住民への原子力発電等に関する知識の普及を図り、発電用施設の設置及び運転の円滑
化のため、地域の理解を促進していきます。

交付金事業の成果指標
　成果目標を達成するためには、正確かつ分かりやすい情報提供を継続して行う必要があることから、本交付金を活用し、毎月原子力エネルギー広報カレンダーを村内全戸に配布することを行うこととしま
す。また、「原子力・エネルギー見学会」と「原子燃料サイクル施設村民見学会」においては、参加者の原子力発電や核燃料サイクルに対する理解度を８０％と設定します。
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