
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

石川県 志賀町
志賀原子力発電所に係る広報・調査等

事業

地域住民の原子力発電や放射線に関する正しい知識の普及啓発を図るため以下の事
業を実施します。
１．調査事業（原子力発電所等の情報収集・調査等）
２．広報事業（原子力広報委託事業等）
３．連絡調整事業（原子力関係事務連絡等）

7,766,998

石川県 石川県
志賀原子力発電所に係る広報・調査等

事業

原子力発電所の周辺地域住民に対し、原子力発電に対する正しい理解を深めてもらう
ため、主に次の事業を行います。
１．調査事業（環境放射線測定教室、環境放射線広報キャラバン隊等）
２．広報事業（原子力広報委託事業）
３．連絡調整事業（国、県、市町等との連絡調整等）

17,548,485

1,182,465 羽咋市一円

石川県内一円17,548,485

7,764,760 志賀町一円

石川県 羽咋市
志賀原子力発電所に係る広報・調査等

事業

志賀原子力発電所をはじめとする原子力関連施設等の安全対策や地域にお
ける様々な活動について、地域住民に正しい情報の提供を行うため、次の事業
を実施します。
１．調査事業（原子力関連施設等職員視察研修等）
２．広報事業（原子力関連施設見学会、広報誌の作成・配布）

1,182,750

1,467,170 七尾市一円

石川県 中能登町
志賀原子力発電所に係る広報・調査等

事業

町職員及び地域住民の原子力発電や放射線に関する正しい知識の普及・啓
発を図るため、以下の事業を実施します。
１．調査事業（原子力関係職員研修会）
２．広報事業（原子力広報誌配布）

1,502,531 1,500,000 中能登町一円

石川県 七尾市
志賀原子力発電所に係る広報・調査等

事業

地域住民への原子力発電や放射線に関する正しい知識の普及啓発を図るた
め、原子力施設住民見学会への補助を実施するとともに、広報誌「あともす」の
発行を行います。

1,467,170



別紙
Ⅰ．事業評価総括表

（単位：円）

総事業費
1,502,531

5 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業 中能登町 1,500,000 1,500,000

1,182,465 1,182,465
総事業費
1,182,750

4 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業 七尾市 1,467,170 1,467,170
総事業費
1,467,170

（備考） 事業が二つ以上の場合は必要に応じて欄を設けること。

1 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業 石川県 17,548,485 17,548,485

2 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業 志賀町 7,764,760 7,764,760
総事業費
7,766,998

3 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業 羽咋市

備　考番号 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



Ⅱ．事業評価個表

交付金事業の成果指標
　本交付金事業においては、原子力発電所周辺地域住民の原子力発電や放射線についての理解を深
めるため、環境放射線測定教室（1回）、環境放射線広報キャラバン隊（10回）、志賀原子力発電
所見学会（10団体）、広報誌の発行（6回）を実施します。

交付金事業実施場所 石川県内一円

交付金事業の概要

　原子力発電所の周辺地域住民に対し、原子力発電に対する正しい理解を深めてもらうため、主に
次の事業を行います。
１．調査事業
　(1)環境放射線測定教室：地元周辺市町の高等学校において放射線測定教室を開催
　(2)環境放射線広報キャラバン隊：環境放射線に関する興味・理解度を調査
　(3)原子力発電関係調査、原子力関係講習会受講：原子力関連施設の視察、関係自治体の活動等
について調査
２．広報事業
　原子力広報委託事業（志賀原子力発電所見学会、広報誌「あともす」の発行　ほか）
３．連絡調整事業
　国、県、市町等との連絡調整等

総事業費 17,548,485

　交付金充当額 17,548,485

　うち文部科学省分

番号 交付金事業の名称

1 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 石川県

　うち経済産業省分 17,548,485

交付金事業の成果目標

　原子力発電所周辺地域の住民に対する原子力発電や放射線に関する知識の普及啓発を実施するた
め、本交付金事業において、環境放射線測定教室の開催、環境放射線広報キャラバン隊の実施、志
賀原子力発電所見学会、広報誌の発行などの広報及び調査事業を行い、発電用施設の設置及び運転
の円滑化のための地域の理解を促進していくこととしています。



【雑費】消耗品費（コピー用紙） 単価契約 ㈱正浦
64,350

【雑費】消耗品費（事務用品） 随意契約 ㈱丸菱　ほか６者

【雑費】借上料（ﾊﾟｿｺﾝ３台） 随意契約 リコーリース㈱中部支社

24,450【雑費】借上料
（ﾌﾟﾘﾝﾀ、ｶﾗｰﾌﾟﾘﾝﾀ各1台）

随意契約 ㈱にしき堂

【通信運搬費】携帯電話料 － ㈱ＮＴＴドコモ 22,651

【雑費】借上料（シュレッダー１台） 随意契約 イワイ㈱ 13,600

【通信運搬費】電話料金 － NTTコミュニケーションズ（株） 5,450

【通信運搬費】郵便料金 － 日本郵便㈱ 7,570

【委託料】普及啓発費 随意契約 （公財）能登原子力センター 15,200,000

【旅費】 － 連絡調整職員延べ4名 12,432

【資料購入費】（新聞） 随意契約 北國新聞駅西販売㈱　ほか６者 454,542

【資料購入費】（書籍等） 随意契約 ㈱うつのみや　ほか１者 96,890

交付金事業の成果及び評価

　環境放射線測定教室は新型コロナウィルス感染症の影響のため、実施することはできませんでし
た。
　一方、環境放射線広報キャラバン隊を3回（キャラバン隊）実施し、放射線の理解度アンケート
を行いました。アンケートでは、「身近に感じられた」や「子供にも分かりやすかった」との意見
があり、多くの方に放射線についての理解を深めていただけました。
　広報誌「あともす」の発行については、年6回発行し、原子力発電の仕組みや安全対策の取り組
みなどについて周知を行いました。読者アンケートでは「発電の仕組みが分かった。」「原子力発
電のイメージがよくなった。」などの意見が多数寄せられ、多くの方に理解を深めていただきまし
た。
　志賀原子力発電所見学会については新型コロナウイルスの影響により、実施することはできませ
んでしたが、コロナ禍においても原子力発電の仕組みや安全対策について学ぶことができるよう、
ホームページの充実化等を行いました。
　来年度も引き続き、原子力発電及び放射線に係る知識の普及啓発に取り組んでいきます。

　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



　成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

【雑費】書籍費(書籍) 随意契約 ㈱うつのみや 1,760

【雑費】通信費 随意契約 ㈱ネスク 32,763

【雑費】燃料費 随意契約 石川県石油販売協同組合金沢支部 9,841

【雑費】書籍費(新聞) 随意契約 北國新聞駅西販売(株)　ほか1者 106,764

【整備費】ＧＭ管式サーべーメーター　ほか 随意契約 ㈱日立制作所　ほか１者 742,225
【雑費】消耗品費（ラミネートフィルム） ほか 随意契約 轟産業(株)　ほか４者 246,691

【資料作成費】志賀原子力発電所に係る協定集 随意契約 ㈱谷印刷 99,000

【旅費】情報収集（調査事業） ― 情報収集員２名 30,576

【雑費】負担金 ― 北陸原子力懇談会　ほか２者 360,000

【雑費】消耗品費（コピー料） 単価契約 富士ゼロックス北陸㈱
16,930

【雑費】消耗品費（カラーコピー料） 単価契約 ㈱丸菱



Ⅱ．事業評価個表

番号 交   付   金   事   業   の   名   称

1 志 賀 原 子 力 発 電 所 に 係 る 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 　　志   賀   町 

　うち経済産業省分 7,764,760

交付金事業実施場所 　　志   賀   町   一   円

交付金事業の概要

 　志賀町では、地域住民の原子力発電や放射線に関する正しい知識の普及啓発を図るため以下の
 事業を実施します。

・調査事業　：原子力発電所等の情報収集の実施、関係資料作成のためのコピー使用及び情報収
　　　　　　　集のための新聞購読を行い、原子力発電施設等がこれらの周辺の地域の住民の生
　　　　　　　活に及ぼす影響に関する調査を行います。

・広報事業　：公益財団法人能登原子力センターへ業務委託を行い、広報誌「あともす」の発行
　　　　　　　するほか、志賀原子力発電所環境安全対策協議会に対しても新聞折り込みによる
　　　　　　　広報チラシの発行を委託します。また、志賀原子力発電所安全推進協議会を開催
　　　　　　　し、原子力発電施設等の周辺の地域の住民に対する原子力発電に関する知識の普
　　　　　　　及を行います。

・連絡調整費：全国の原子力発電所立地市町村で組織する協議会等への参画等を通して同じ原発
　　　　　　　立地市町村間での情報共有し合うなど、原子力発電施設等がその周辺の地域の住
　　　　　　　民の生活に及ぼす影響に関して行われる事業の連絡調整を行います。

総事業費

　交付金充当額 7,764,760

　うち文部科学省分
7,766,998



交付金事業の成果目標

　志賀町では、地域住民に対し、原子力発電や放射線に対する理解を深め、原子力発電や放射線に
関する正しい知識の普及啓発を図るため、本交付金を活用し、職員等による原子力発電所等の視察
のほか、各種会議での意見交換等、調査事業を行うとともに、公益財団法人能登原子力センター及
び志賀原子力発電所環境安全対策協議会への業務委託による広報事業により、地域住民への原子力
に関する正しい知識や情報の提供を行い、発電用施設の設置及び運転の円滑化を促進します。

交付金事業の成果指標

　　本交付金事業においては、住民の原子力発電や放射線についての理解を深めるため、公益財団法
　人能登原子力センターに業務委託し、広報誌「あともす」の発行（６回）のほか、志賀原子力発電
　所環境安全対策協議会に業務委託し、広報パンフレット（３回）、新聞折り込み広報チラシ（４回）
　の広報事業を実施します。

交付金事業の成果及び評価

　　本事業の主な取組である広報活動においは、公益財団法人能登原子力センターに業務委託し、
　志賀町ほか、周辺２市１町の各世帯に、年６回発行している広報誌「あともす」では、原子力発
　電をはじめ、エネルギー全般にわたる情報を掲載しており、寄せられた意見からは、「志賀原子
　力発電所の特徴が分かってよかった」、「志賀原子力発電所が停止中でも管理・訓練が行われて
　いることが分かった」等、原子力発電について理解を深めたとする意見が多くあり、広報の成果
　が得られたものと考えています。
　　また、志賀原子力発電所環境安全対策協議会に業務委託し、広報パンフレット（3回）、新聞
　折り込み広報チラシ（４回）の広報事業を実施し、志賀原子力発電所の状況等について周知を図
　りました。
　　このほか、原子力発電に関連した会議への参加をとおし、原子力政策に対する正しい理解と知
　識の普及が図られ、事業実施による成果が得られたとものと評価します。



　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〕電気新聞購読
料

随意契約
社団法人
日本電気協会新聞部

55,995

〔調査事業〕資料図書購入
料

随意契約 (有)北市 1,474

〔調査事業〕コピー使用料 随意契約 ㈱丸菱 330,000

〔広報事業〕原子力発電所
安全推進協議会委員報酬

－ 委員　延べ17名 51,000

〔広報事業〕広報車燃料費 随意契約 ㈱伴長商店　他1社 25,884

〔広報事業〕原子力広報委
託費

随意契約 （公財）能登原子力センター 3,690,000

〔広報事業〕原子力広報委
託費

随意契約
志賀原子力発電所環境安全対策
協議会

1,400,000

〔連絡調整費〕全国原子力
発電所所在市町村協議会負
担金

－
全国原子力発電所所在市町村協
議会

120,000

〔連絡調整費〕日本原子力
産業協会負担金

－ 日本原子力産業協会 130,000

〔広報事業〕消耗品費 随意契約 (有)北市 15,345

〔広報事業〕避難施設等案
内看板設置業務委託費
（19施設周辺電柱）

随意契約 北配電業㈱ 1,697,300

　成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　無

〔連絡調整費〕全国原子力
発電所立地市町村議会議長
会負担金

－
全国原子力発電所立地市町村議
会議長会

80,000

〔連絡調整費〕第12回全国
原子力発電所立地市町村議
会ｻﾐｯﾄ負担金

－
全国原子力発電所立地市町村議
会議長会

170,000



Ⅱ．事業評価個表

番号 交付金事業の名称

　志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 　羽咋市

交付金事業実施場所 　羽咋市一円

交付金事業の概要

　志賀原子力発電所をはじめとする原子力関連施設等の安全対策や地域における様々な活動につい
て、地域住民に正しい情報の提供を行うため、次の事業を実施します。
　・調査事業：①原子力関連施設等への職員視察研修を実施
　　　　　　　②自治体職員向け講習会の受講
　　　　　　　③関係自治体の取組み状況等について情報収集
　・広報事業：①住民の代表である町会長連合会役員を対象に原子力関連施設の見学会を開催
　　　　　　　②広報誌の作成及び配布委託

総事業費 1,182,750

　交付金充当額 1,182,465

　うち文部科学省分

　うち経済産業省分 1,182,465



交付金事業の成果目標
　地域住民に対し、原子力発電や放射線に対する理解を深めてもらうため、広報誌の発行・全戸配
布や原子力関連施設の見学会等の実施を通じて、原子力に関する正しい知識や情報の提供を行うこ
とにより、発電用施設の設置及び運転の円滑化を促進します。

交付金事業の成果指標
　　本交付金事業においては、住民の原子力発電や放射線についての理解を深めるため、年６回の
広報誌の発行及び全戸配布、原子力関連施設の見学会、自治体職員向け講習会の受講、関係自治体
の取組み状況等についての情報収集を実施します。

交付金事業の成果及び評価

　広報誌発行事業では、年６回広報誌を発行、市内の全戸に配布し、原子力に対する住民の理解促進に繋
がっているところです。
　なお、原子力関連施設の見学会、自治体職員向け原子力研修講座については、コロナ禍における状況か
ら事業を中止することになりました。
　今後も引き続き地域住民への原子力発電や放射線に対する知識の普及啓発に努めていきます。

　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

新聞購読 随意契約 北國新聞販売(株) 156,453
新聞購読 随意契約 (有)北中販売はせべ 45,636
新聞購読 随意契約 読売センター羽咋中央 37,400

原子力広報作成委託 随意契約 (公財)能登原子力センター 359,000
原子力広報配布委託 随意契約 羽咋市町会長連合会 520,000

事務用品購入 随意契約 オフィス空間ミヤカワ 4,261

　成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

　無

郵便料 随意契約 日本郵便(株) 30,000
電話料 随意契約 西日本電信電話(株) 30,000



Ⅱ．事業評価個表

番号 交付金事業の名称

志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 七尾市

交付金事業実施場所 七尾市一円

交付金事業の概要
　七尾市では、地域住民への原子力発電や放射線に関する正しい知識の普及啓発を図るため、本交
付金を活用することにより、原子力施設住民見学会への補助を実施するとともに、広報誌「あとも
す」の発行を行います。

総事業費 1,467,170

　交付金充当額 1,467,170

　うち文部科学省分

　うち経済産業省分 1,467,170



交付金事業の成果目標

　七尾市では、地域住民に対し、原子力発電や放射線に対する理解を深めてもらうため、本交付金
事業において、原子力施設住民見学会の補助及び広報誌「あともす」の発行事業を実施することと
し、地域住民への原子力に関する正しい知識や情報の提供を行うことにより、発電用施設の設置及
び運転の円滑化を促進します。

交付金事業の成果指標
　本交付金事業においては、住民の原子力発電や放射線についての理解を深めるため、地元住民の
原子力施設見学（１団体）、広報誌「あともす」の発行（６回）を実施します。

交付金事業の成果及び評価

　原子力施設見学補助事業は、コロナ禍のため、見学先の施設が多数休館しているところがあり、
また、申込み団体もなく実施できませんでした。
広報誌「あともす」発行事業では、広報誌を年６回発行し、毎号実施しているアンケートでは「社
会人になり今まで読んだことがなかった「あともす」を手に取り、原子力発電所について勉強で
き、大変よかった」や「志賀原子力発電所の特徴についての説明がとても分かりやすかった」との
意見が寄せられ、原子力に対する住民の理解や促進の手助けとなっています。
　今後も引き続き、地域住民への原子力発電や放射線に対する知識の普及啓発に努めていきます。

　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

広報配布報償費 － 町会連合会 250,000

広報制作委託費 随意契約 （公財）能登原子力センター 937,000

マコトヤ商会 28,471

消耗品購入費 随意契約 (株)測機ビジネス 7,260

(有)ななお教材 71,269

被服費購入費 随意契約 (有)防災テクノ 45,320



共立商事(株) 12,000

　原子力広報車燃料購入費 　随意契約
(株)JA建設エナジー七尾給油所 1,000

(株)オガタ 1,000

能登わかば農業協同組合 1,000

車両整備費 随意契約 (有)能登島自動車 46,200

無

車両検査手数料 随意契約 (有)能登島自動車 19,900

自賠責保険料 随意契約 (有)能登島自動車 21,550

自動車重量税 随意契約 (有)能登島自動車 25,200

　成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無



Ⅱ．事業評価個表

　うち経済産業省分 1,500,000

交付金事業実施場所 中能登町一円

交付金事業の概要

　中能登町では、町職員及び地域住民の原子力発電や放射線に関する正しい知識の普及・啓発を図
るため、本交付金を活用することにより、町職員の原子力施策にかかるスキルアップを図るととも
に、原子力広報誌の配布などにより原子力にかかる情報提供を行います。

・調査事業：町職員を対象に原子力に関する知識向上を目的とした研修の参加
・広報事業：地域住民を対象に、原子力基礎知識向上を目的とした原子力広報誌配布による広報活
動
・展示事業：原子力防護施設の機能広く一般の方へ周知することを目的とした案内板の設置

総事業費 1,502,531

　交付金充当額 1,500,000

　うち文部科学省分

番号 交付金事業の名称

1 志賀原子力発電所に係る広報・調査等事業

交付金事業者名又は間接交付金事業者名 中能登町



交付金事業の成果及び評価

  原子力研修は、新型コロナウイルス感染症の影響により実施できませんでした。
　広報事業では、年6回の広報誌を発行し原子力事業の啓発を行い、原子力防災への理解を深めるこ
とができました。
　今後も引き続き、地域住民への原子力発電や放射線に対する知識向上に努めていきます。

交付金事業の成果目標
　中能登町では、原子力を巡る諸問題について正しく認識するため、町職員を対象とした原子力研
修会に参加し、関係職員の知識向上を図るとともに、地域住民に対し、原子力についての基礎知識
を高めていただくため、広報誌を配布し、広く情報を提供します。

交付金事業の成果指標
　本交付金事業においては、町職員の知識向上を目的とした原子力研修（年2回）、地域住民が原子
力発電や放射線についての理解を深めるため、原子力広報誌の配布（年6回）を実施します。



タナカ 135,344

　成果及び評価に係る第三者機関等の活用の有無

無

広報車管理費 随意契約
（有）ヨシカワ・エネル

ギー
48,714

雑費 随意契約

オフィス空間ミヤカワ 3,613

（株）コクブ 40,590

原子力広報委託費 随意契約
（公財）能登原子力セン

ター
265,000

原子力広報委託費 ― 町内会44地区 389,760

ヨシダ宣伝株式会社 517,000

【情報収集整理】
新聞購読

随意契約

北國新聞販売（株） 40,370

(有)読売新聞七尾 34,000

北陸中日新聞 28,140

　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

防護施設案内看板 随意契約
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