
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

4,443,761 4,443,761 牡鹿郡女川町内

石巻市 広報・調査等事業 3,599,667

・各種研修を通じて必要な知識の習得や，他の原子力発電所立地自治体との意見
交換を図ります。
・各種広報誌を通して広く情報を提供することで、放射線・放射能に関する正しい知
識を普及します。

宮城県

宮城県 3,599,667 石巻市内

宮城県 宮城県 広報・調査等事業

・環境放射線等の測定結果に基づき、東北電力女川原子力発電所に起因する周
辺環境への影響について評価・確認を行う。
・女川原子力発電所２号機の施設健全性や安全性について、県独自の取組とし
て、専門家から意見を聴取する。
・各種広報誌の作成・配布、セミナーの開催、図書の配架等により、放射線・放射能
に関する正しい知識の普及・啓発を図るとともに、女川原子力発電所に起因する周
辺環境への影響等の有無について、正確な情報を発信する。

16,755,001 16,755,001

宮城県 女川町 広報・調査等事業

・調査研修事業では他の発電所視察や研修を行い職員の原子力に関する理解を
促進する。
・調査情報収集事業では広く新聞等の情報を収集し原子力施策へ反映する。
・広報制作事業では広報誌の毎月１ページ放射線等に関するコラム掲載や原子力
カレンダー作成（3,200部）を
　行い知識の普及を図る。
・広報見学会事業では親子向けの見学会や行政委員等の視察、研修を行い原子
力に関する知識の普及を行う。
・連絡調整事業では、他の自治体や団体との交流により、町の原子力施策の参考
にする。



Ⅰ．事業評価総括表 

備 考交付金事業の名称 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 交付金事業に要した経費 交付金充当額

広報・調査等事業

女川町

宮城県

石巻市

16,755,001

4,443,761

3,599,667

（単位：円）

番号

1

2

3

広報・調査等事業

広報・調査等事業

16,755,001

4,443,761

3,599,667



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の成果目標

１　調査事業
　　・東京電力株式会社福島第一原子力発電所事故の発生以降、原子力発電や放射線に対する住民の不安
      が高まっていることを踏まえ、県及び東北電力株式会社の実施する女川原子力発電所周辺の環境放射能
　　　の測定結果を評価・確認する会議を開催し、測定結果を公表することで、放射線に対する県民の不安解消
　　　を図る。
　　・福島第一原子力発電所事故に起因する県内への影響について、各地の空間放射線量等をホームページ
　　  上で公開し、放射線に対する県民の不安解消を図る。
２　広報事業
　　・広報誌等を通じて、原子力発電や放射線に関する知識の普及啓発、県の原子力行政についての周知を図
　　　る。
　　・放射線に対する住民の不安解消を目的として、セミナー等を開催する。
３　連絡調整事業
　　・効果的な広報活動を実施するため、全国会議等に参加し、他道県との情報、意見の交換を図る。

交付金事業の概要

・環境放射線等の測定結果に基づき、東北電力女川原子力発電所に起因する周辺環境への影響について評
価・確認を行う。
・女川原子力発電所２号機の施設健全性や安全性について、県独自の取組として、専門家から意見を聴取す
る。
・各種広報誌の作成・配布、セミナーの開催、図書の配架等により、放射線・放射能に関する正しい知識の普
及・啓発を図るとともに、女川原子力発電所に起因する周辺環境への影響等の有無について、正確な情報を発
信する。

総事業費 16,755,001
交付金充当額 16,755,001
うち文部科学省分
うち経済産業省分 16,755,001

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 宮城県
交付金事業実施場所 宮城県

交付金事業の名称
広報・調査等事業1

番号



調査事業（情報収集整理・県南MP用
FOMA回線使用料）

随意契約 ㈱NTTドコモ 298,401

調査事業（情報収集整理・資料購入費） 随意契約 ㈱大成出版社　等 400,214

調査事業（情報収集整理・県南MP専用回
線使用料）

随意契約 東日本電信電話㈱ 407,424

調査事業（国内調査・旅費） - 職員 260,720

調査事業（資料作成費） 随意契約 ㈱東北議事録センター 605,000

調査事業（会費コーヒー代） 随意契約 ホテル白萩　等 67,385

調査事業（委員等謝金） - 女川原子力発電所環境保全監視協議会委員等 765,600

調査事業（委員等旅費） - 女川原子力発電所環境保全監視協議会委員等 112,166

調査事業（会場等使用料） 随意契約 ホテル白萩　等 1,061,145

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

交付金事業の成果指標

１　調査事業
　　・環境調査測定技術会、環境保全監視協議会を各年３回開催
　　・女川原子力発電所２号機の安全性に関する検討会を年1回開催
　　・県南地域３箇所において、モニタリングポストによる空間放射線量率の測定を実施
２　広報事業
　　・広報誌「原子力だよりみやぎ」を年４回、344,000部発行
　　・冊子「宮城県の原子力行政」を500部発行
　　・「宮城県　放射線・放射能 測定・検査のあらましパンフレット」を10,000部発行
　　・放射線・放射能に関するポータルサイトを運営
　　・放射線・放射能に関するセミナーを３回開催
　　・放射線放射能に関する車座研修会を３回開催
３　連絡調整事業
　　・新型コロナウイルス感染症の影響により各会議が書面開催あるいはWEBでの開催となった。

交付金事業の成果及び評価

･女川原子力発電所環境調査測定技術会及び女川原子力発電所環境保全監視協議会を四半期ごとに
　開催し、同発電所に起因する環境への影響について評価・確認を行ったほか、女川原子力発電所2号
　機の安全性に関する検討会を開催し、座長から宮城県知事、女川町長、石巻市長に検討結果の報告
　がなされた。
・上記会議を公開で行うとともに、議事の内容や会議資料をホームページに掲載し、広く県民に周知した
　ことにより、放射線・放射能に対する県民の不安解消への一助となった。
・県の原子力安全対策等のポータルサイトの運営や広報誌の発行、セミナーの開催などの広報事業の
　実施により、各種測定結果や発電所周辺の環境への影響について正確な情報を発信することを通じて、
　放射線・放射能に関する住民の理解が深まった。



一般事務費（広報・事務用品）

メディアテック株式会社一般競争入札 957,000
一般事務費(放射線・放射能に関するポー
タルサイトリニューアル)

一般競争入札 常盤用紙㈱　他 437,964

一般事務費（広報・2021宮城県の原子力
行政）

一般競争入札 （社）宮城県障がい者福祉協会 671,000

一般事務費（広報・コピー、カラーコピー代） 指名競争入札 富士ゼロックス宮城㈱ 287,137

一般事務費(放射線・放射能に関するポー
タルサイト保守管理業務)

一般競争入札 メディアテック株式会社 2,046,000

調査事業（情報収集整理・団体年会費） - 原子力発電関係団体協議会　等 260,000

調査事業費 小計

調査事業（情報収集整理・物品代） 随意契約 ビコーフォトサービス株式会社　等 9,240

調査事業（情報収集整理・有料道路代） 随意契約 ㈱七十七カード 27,480

調査事業（情報収集整理・燃料代） 随意契約 カメイ㈱ 25,450

調査事業（情報収集整理・県南MP及び
データ収集装置保守点検）

随意契約 応用光研工業㈱ 1,870,000

調査事業（情報収集整理・機器類保守点検） オープンカウンター ㈱東栄化学産業 等 545,600

調査事業（情報収集整理・県南MP電気料） 随意契約 東北電力㈱ 28,863

㈱ユーメディア 3,828,000

一般事務費（広報・放射線パンフレット作成） 一般競争入札 ㈱トーユー 198,000

一般事務費（広報・放射線Q＆Aパンフレット作成） 一般競争入札 社会福祉法人　共生福祉会 346,500

一般事務費（広報・原子力だよりみやぎ作成） 一般競争入札

小計

随意契約

合計

一般事務費・広報連絡調整事業 小計 － 1,238,712

一般事務費（連絡調整事業・ガソリン代） 随意契約 カメイ㈱ 31,773

8,771,601

169,447

一般事務費（連絡調整事業・有料道路代）

㈱NTTドコモ　等

－

随意契約 ㈱七十七カード 40,670

一般事務費（連絡調整事業・事務補助員経費） - 個人1名 879,532

なし

16,755,001

一般事務費（連絡調整事業・各種会議参
加旅費）

- 職員6名 117,290

－ 6,744,688

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

一般事務費・広報

一般事務費（連絡調整事業・通信費）



3,586,986小計１．調査事業
職員29人 603,920

　研修雑費 随意契約（少額） 富士ツーリスト㈱ほか 56,867

交付金事業の名称
広報・調査等事業2

番号

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 女川町
交付金事業実施場所 牡鹿郡女川町内

交付金事業の概要
・各種研修を通じて必要な知識の習得や、他の原子力発電所立地自治体との意見交換を図る。
・町広報誌の原子力コーナーに放射線の基礎知識などを掲載し、放射線に関しての正しい情報を発信する。

総事業費 4,443,761
交付金充当額 4,443,761
うち文部科学省分
うち経済産業省分 4,443,761

交付金事業の成果目標

・調査研修事業では、他の発電所視察や研修を行い職員の原子力に関する理解を促進する。
・調査情報収集事業では、広く新聞等の情報を収集し、原子力施策へ反映する。
・広報制作事業では、広報誌の原子力ページやカレンダー作成を行い、知識の普及を図る。
・広報見学会事業では、町民向けの視察、研修を行い、原子力に関する知識の普及、啓発を行う。
・連絡調整事業では、他の自治体や団体との交流により、町の原子力施策の参考にする。

交付金事業の成果指標

・調査研修事業では他の発電所視察や研修を行い職員の原子力に関する理解を促進する。
・調査情報収集事業では広く新聞等の情報を収集し原子力施策へ反映する。
・広報制作事業では広報誌の毎月１ページ放射線等に関するコラム掲載や原子力カレンダー作成（3,200部）を
　行い知識の普及を図る。
・広報見学会事業では親子向けの見学会や行政委員等の視察、研修を行い原子力に関する知識の普及を行う。
・連絡調整事業では、他の自治体や団体との交流により、町の原子力施策の参考にする。

交付金事業の成果及び評価

・調査研修事業では、研修等を通じて得られた原子力関連の知識の習得により、今後の原子力行政の参考とし
た。
・広報活動の実施により、放射線に対する町民の不安解消に努めた。
・広報制作事業では、広報誌の原子力ページやカレンダー作成（3,200部）を行い、町民に対し原子力に関する知
識の普及に努めた。
・連絡調整事業では、原子力行政施策の展開に伴う町民の安全・安心の確立等のため、国への要請等を実施し
た。
・令和２年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、原子力に関する視察・研修事業等の実施が困
難であったが、令和３年度以降は状況を見極めながら、町民への原子力に関する理解促進のための事業を継続
して実施したい。

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

　情報収集整理資料購入費 随意契約（少額） (有)梅丸新聞店ほか 354,015

　研修旅費 -



　雑費（プリンター保守料） 随意契約（少額） リコージャパン㈱ 45,435
　雑費（原子力広報車両修繕費）
　雑費（原子力広報車両車検代行手数料）

　雑費（原子力広報車両車検印紙代）

　雑費（原子力広報車両車両重量税）

随意契約（少額）
随意契約（少額）
随意契約（少額）

随意契約（少額）

サンヨー自動車販売
サンヨー自動車販売
宮城県自動車整備振興会

宮城県自動車整備振興会

58,465

　雑費（消耗品費） 随意契約（少額） リコージャパン㈱等 319,206
　雑費（事務用封筒） - 女川町長須田善明 12,511

３．連絡調整事業 小計 648,068
　旅費 - 職員6人 145,160

20,000

　通信費（郵便料） 随意契約（少額） 日本郵便㈱ 14,090
　資料作成費（コピー代） 指名競争入札 富士ゼロックス㈱ 1,051

　雑費（原子力広報車両自賠責保険料） 随意契約（少額） 三井住友火災保険㈱

8,800
1,800
21,550

　広報雑費（燃料費） 随意契約（少額） 丸五商事㈱ 29,921

　情報収集整理員雑費（社会保険料） - 厚生労働省年金局事業管理課長 257,070
　情報収集整理雑費（負担金） - 全国原子力発電所所在市町村協議会ほか 278,000

　広報製作費（原子力カレンダー） 指名競争入札 ㈱鈴木印刷所 80,875
　広報製作費（広報紙） 随意契約（少額） ㈱鈴木印刷所 97,911

成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
無

２．広報事業 小計 208,707

　情報収集整理員給与 - 職員1人 2,037,114



4 人
3 人
1 人

4,600

180,000―　全原協負担金 全国原子力発電所所在市町村協議会

3,599,667

職員

　　　　　　　福島原発視察

全国原子力発電所所在市町村協議会　等　　　　　　雑費（負担金）

職員
職員

新聞購読料

　　　　情報収集整理
　　　　　　資料購入費

310,000

―
―

280,737

　　　　　　旅費 13,920

604,657
　　　　国内調査 13,920

交付金事業の成果及び評価

１．調査事業　離島での現地調査　１回/年
　　　　　　　　　原子力産業協会フォーラム　原子力発電所視察への参加　１回/年
２．広報事業　広報誌「原子力だよりみやぎ」全世帯配布 ４回/年

・新型コロナウイルス感染症の影響により各種会議が中止またはオンラインでの開催となった。
・広報活動の実施により、放射線放射能に対する市民の不安解消を図った。

交付金事業の契約の概要

番号 交付金事業の名称
3 広報・調査等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石巻市

うち経済産業省分 3,599,667

交付金事業の成果目標

１．調査事業
市民との意見交換を通じて原子力発電所及び放射線等への理解を深め、他の原子力発電所立地自治体との
意見交換をする。
２．広報事業
全市民への広報誌配布、また放射線教室を開催することにより市民の放射線放射能に対する不安解消に努め
る。

うち文部科学省分

交付金事業の成果指標
１．調査事業　離島での住民説明会　５回/年　全国原子力発電所立地市町村協議会　会議への参加 ３回/年
２．広報事業　広報誌「原子力だよりみやぎ」全世帯配布 ４回/年  「原子力防災の手引き」全世帯配布 １回/年

交付金事業実施場所 石巻市内

交付金事業の概要
・各種研修を通じて必要な知識の習得や，他の原子力発電所立地自治体との意見交換を図る。
・各種広報誌を通して広く情報を提供することで、放射線・放射能に関する正しい知識を普及する。

総事業費 3,599,667
交付金充当額

9,320

280,737
― （株）小笠原新聞店　ほか５社

590,737

契約の目的 契約の方法 契約の相手方 契約金額
１　調査事業 国内調査

　　　　　　　網地島現地調査



成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無
無し

21,550

随意契約（少額）

㈱菅原自動車整備工場 20,000

　　　　　　燃料費 宮城県石油商業協同組合 52,297
　　　　　　　　広報車両燃料代(12か月分) 随意契約（少額） 宮城県石油商業協同組合

㈱菅原自動車整備工場 84,700

㈱菅原自動車整備工場 7,600

52,297

20,000　　　　　　　　広報車両車検重量税（本庁） 随意契約（少額） ㈱菅原自動車整備工場

随意契約（少額） ㈱菅原自動車整備工場 21,550
　　　　　　公課費

事務用品 随意契約（少額） （株）ナリサワ　等 343,061

　　　　   　広報車両バッテリー 随意契約（少額） （有）阿部モータース 24,200

　　　　　　　　廃タイヤ処理手数料（本庁） 随意契約（少額） 南光運輸㈱ 1,320

㈱菅原自動車整備工場　等

　　　　　　　日本原子力協会負担金 ― 日本原子力産業協会 130,000
2,413,837
2,413,837

　　　　　　　広報車両修繕（雄勝） 随意契約（少額） （有）阿部モータース 73,150

　　　　　　　　広報車両車検手数料（本庁） 随意契約（少額）

２　広報事業
　　　　広報（ポスター、チラシ等）

　　　　　　自動車損害保険料

1,382,260

230,429

　　　　　　委託費

8,920

448,074

　　　　　　　　　事務補助員報酬（12か月分）

　　　　　  共済費

指名競争入札 (株)鈴木印刷所 448,074

―

　　　　　　　　原子力だより・訓練チラシ配布

― 業務補助員　1名

㈱菅原自動車整備工場　

230,429

　　　　　　修繕料 ㈱菅原自動車整備工場　等 129,415

３　連絡調整事業 581,173
　　　　　　雑費（消耗品費） （株）ナリサワ　等 581,173

　　　　夏タイヤ（本庁）

　　　　　　　　 広報車両タイヤ（本庁） 随意契約（少額） 南光運輸㈱　 69,212

　　　　　　　　　　　 事務補助員通勤手当（3か月分） ―

　　　　 　 賃金 1,382,260

　　　　　　手数料

　　　　　　　　広報車両車検保険料（本庁）

　　　　　　　広報車両車検修繕（本庁） 随意契約（少額） ㈱菅原自動車整備工場 56,265

　　　　　　　　　　　 　事務補助員社会保険料（12か月分）

　　　　　　　　 広報車両タイヤ（雄勝） 随意契約（少額） （有）阿部モータース 60,000

事務補助員　1名

業務補助員　１名 12,600

108,292
　　　　　　　　　事務補助員期末手当 ― 事務補助員　１名 108,292

　　　　　　費用弁償 12,600

　　　　　　職員手当


