
福島県原子力等立地地域振興事務所

（単位：円）

市町村名 交付金事業名 実施場所 事業概要 総事業費 交付金額

北部清掃センターボイラ水管改修事業 いわき市平上片寄字大平
廃熱ボイラ水管取替　L=335.5m
廃熱ボイラ水管減肉防止用プロ
テクタ製作取付　L=9.5m

70,875,000 42,800,000

消防機械整備事業 いわき市内郷綴町大木下　外10件
消防ポンプ自動車　１台
小型動力ポンプ積載車　８台
小型動力ポンプ付積載車　２台

51,271,500 33,490,000

勿来体育館大規模改修事業 いわき市錦町中迎 電気設備改修工 11,214,000 8,560,000

小名浜武道館大規模改修事業 いわき市小名浜字蛭川新川間 電気設備改修工 12,285,000 9,120,000

消防機械置場兼団員詰所整備事業
いわき市勿来町窪田外城、
いわき市常磐下船尾町古内、
いわき市三和町合戸字駅

木造２階建（１棟）
木造平屋建（２棟）

22,260,000 14,680,000

市道梅ヶ丘１号線道路改良事業 いわき市四倉町字鬼越
道路改良舗装　L=228.7m、
W=6.0(11.0)m、A=1,544.0m2

22,996,050 16,740,000

市道久之浜糠塚線道路改良事業 いわき市久之浜町久之浜字糠塚
道路改良舗装　L=96.1m、
W=4.0(7.0)m、A=637.4㎡

13,650,000 8,400,000

市道白水・高野線道路改良事業 いわき市内郷高野町山﨑
道路舗装　L=110.0m、
W=6.0(8.0)m、
A=972.9㎡

8,881,950 5,760,000

市道田仲・鹿島越線道路改良事業 いわき市大久町小久字大場
道路改良舗装　L=250.8m、
W=4.0(5.0)m、A=1,492.0㎡

15,499,050 12,600,000

小名浜市民会館電気設備改修事業 いわき市小名浜愛宕上 電気設備改修工 22,134,000 15,980,000

市立湯本第二中学校法面改修事業 いわき市常磐湯本町上浅貝

法面改修工　L=200m、A=2,570
㎡
通路改修工　L=169m、
W=4.0(5.0)m、A=1,070㎡

43,936,200 34,610,000

市立江名小学校プール改修事業 いわき市江名字天ヶ作
防水改修工、プールサイド改修
工

10,290,000 7,410,000

市立錦公民館改修事業 いわき市錦町中迎一丁目
屋上防水工、外壁改修工、暖房
機械改修工

12,206,250 9,250,000

遠野柿ノ沢公衆トイレ整備事業 いわき市遠野町滝字椿坊
多目的トイレ設置工、トイレ改
修工

7,927,500 3,378,000

南部清掃センターストーカ改修事業 いわき市泉町下川字境ノ町 焼却炉ストーカ火格子更新 26,775,000 17,450,000

北部清掃センターフィーダー改修事業 いわき市平上片寄字大平 １号焼却炉フィーダー更新 52,762,500 35,910,000

404,964,000 276,138,000

市道古道線改良事業 田村市都路町古道字阿園平
測量設計　L=500m、
W=3.0(4.0)m

3,622,500 3,622,000

市道芹ヶ沢橋向線道路整備事業 田村市都路町古道字芹ヶ沢～橋向
測量設計　L=2,140m、
W=4.5(5.0)m

18,900,000 18,900,000

行司ヶ滝遊歩道整備事業 田村市都路町古道字小滝沢
遊歩道橋改修　１基
L=16.9m、W=1.2m

9,660,000 9,660,000

市道古道線改良事業 田村市都路町古道字阿園平
改良舗装　L=180.0m、
W=3.0(4.0)m

8,715,000 8,659,000

40,897,500 40,841,000

いわき市

いわき市計

田村市

田村市計
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福島県原子力等立地地域振興事務所

（単位：円）

市町村名 交付金事業名 実施場所 事業概要 総事業費 交付金額

平成21年度　電源立地地域対策交付金充当事業一覧

原子力発電施設等見学及び地域振興調査事業
南相馬市小高区、静岡県三島市、
秋田県能代市、由利本荘市

発電用施設等見学会、地域振興
調査事業、地域おこし講演会

1,405,522 1,405,522

上水道石綿セメント管更新事業

南相馬市小高区上町二丁目、
南相馬市小高区本町二丁目、
南相馬市小高区南町二丁目、
南相馬市小高区上町一丁目、
南相馬市小高区仲町、
南相馬市小高区大町一丁目

配水管布設替工、舗装復旧工 56,280,000 56,000,000

おだか保育園運営事業 南相馬市小高区吉名 嘱託職員（28名分）人件費 46,564,500 24,006,000

相馬野馬追出場助成事業 南相馬市小高区、南相馬市原町区
相馬野馬追出場に対する補助
（騎馬69騎、馬丁４人）

5,592,000 5,592,000

市道国見町馬場２号線側溝新設事業 南相馬市原町区大木戸字南原
排水工　L=114.0m
舗装工　A=226.7㎡

5,988,150 5,489,000

115,830,172 92,492,522

町道高萩・田中線改良舗装工事 双葉郡広野町大字折木字高萩
道路改良　L=140.0m
道路舗装　L=160.0m、
W=5.5(8.75)m

47,131,350 33,536,000

47,131,350 33,536,000

健康福祉事業 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂 総合検診事業、予防接種事業 15,366,770 15,000,000

児童医療費助成事業 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂
児童（小学１年生から中学３年
生）医療費の助成

12,255,528 11,500,000

妊婦健康診査助成事業 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂 妊婦健康診査の助成 2,797,990 2,700,000

スポーツ医療診療所建設事業 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森

木造（一部鉄骨造）１階建
A=517.4㎡
備品（ロビーチェア、薬品棚、
診察デスク、業務放送システム
等）

112,121,100 54,071,000

公民館改修事業 双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂 冷暖房設備・換気・給気設備工 31,080,000 30,000,000

町道西原・八石線歩道設置事業
双葉郡楢葉町大字井出八石～大谷字
上ノ原

用地取得　A=258.72㎡
物件移転補償　２件

1,928,851 1,928,000

楢葉町コミュニティセンター照明設備改修設
計委託事業

双葉郡楢葉町大字北田字鐘突堂 実施設計委託　一式 3,360,000 3,000,000

Jヴィレッジ周辺交流拠点施設整備事業 双葉郡楢葉町大字山田岡字美シ森
測量設計委託　一式
駐車場整備工（粗造成）

5,724,600 1,057,000

184,634,839 119,256,000

南相馬市

南相馬市計

広野町

広野町計

楢葉町

楢葉町計
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福島県原子力等立地地域振興事務所

（単位：円）

市町村名 交付金事業名 実施場所 事業概要 総事業費 交付金額

平成21年度　電源立地地域対策交付金充当事業一覧

サッカーによる国際人育成支援事業 双葉郡富岡町大字小浜字中央 教育支援センター改修工 54,000,450 18,000,450

町道高校清水線整備事業 双葉郡富岡町大字小浜字中央
歩道改良　L=156.4m、W=2.3m
歩道舗装　L=174.3m、W=2.3m
不動産鑑定委託　２地目

6,189,750 6,189,750

町道夜の森桜通り線整備事業 双葉郡富岡町字夜の森北２丁目 調査設計委託　L=400m 2,310,000 2,100,000

町道赤坂線整備事業 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字赤坂
道路改良　L=75.4m、
W=4.0(5.0)m

2,297,400 2,297,400

町道大菅川田２号線整備事業 双葉郡富岡町大字大菅字川田
道路舗装　L=105.0m、
W=4.0(5.0)m

1,527,750 1,527,000

町道文化センター苗畑線整備事業 双葉郡富岡町小浜 用地測量委託　L=419.8m 4,528,650 4,321,000

町道関根沼名子線整備事業 双葉郡富岡町大字本岡字王塚
用地測量　L=820.0m
不動産鑑定委託　建物１棟、土
地４地目

5,019,000 4,700,000

とみおか海の駅整備事業 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田 実施設計委託　一式 12,007,800 4,000,000

消防車輌購入事業 双葉郡富岡町一円
小型消防ポンプ積載車、小型動
力ポンプ　２台、人身搬送車
２台

20,160,000 19,500,000

町道高校清水線整備事業 双葉郡富岡町大字小浜字中央
用地取得　A=483.05㎡
建物補償　３件、物件補償　９
件

20,659,363 20,659,363

町道赤坂線整備事業 双葉郡富岡町大字小良ヶ浜字赤坂
道路舗装　L=75.4m、
W=4.0(5.0)m

1,922,550 1,370,000

曲田地区公園整備事業 双葉郡富岡町小浜字中央 実施設計委託　一式 4,725,000 4,400,000

とみおか海の駅整備事業 双葉郡富岡町大字仏浜字釜田
造成工　A=9,500㎡、
下水工　L=150m、
用地取得　A=2,468.34㎡

25,063,586 8,090,000

160,411,299 97,154,963

第５区集会所建設事業 双葉郡川内村大字下川内字坂シ内 木造平屋建　１棟 43,255,800 36,104,000

消防ポンプ車更新事業 双葉郡川内村大字上川内字中島
小型動力ポンプ積載車（赤色警
光灯、電子サイレンアンプ）１
台

5,100,000 3,900,000

48,355,800 40,004,000

水道施設整備事業
双葉郡双葉町大字渋川、
双葉郡双葉町大字寺沢・上羽鳥

測量設計委託（２工区）
L=1,920m

13,265,700 12,798,450

13,265,700 12,798,450

町立学校施設等維持運営事業 双葉郡浪江町一円
浪江町内の学校の維持運営経費
（職員人件費27名分）

152,099,509 132,241,000

152,099,509 132,241,000

村道野行岩角線改良事業 双葉郡葛尾村大字落合字大笹
道路改良　L=160.0m、
W=5.5(7.0)m

35,712,600 35,595,000

村立保育所運営事業 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内 保育士（１名分）人件費 4,558,459 3,917,000

村立幼稚園運営事業 双葉郡葛尾村大字落合字西ノ内 幼稚園教諭（１名分）人件費 2,616,147 2,405,000

42,887,206 41,917,000

村道草野飯樋線舗装補修工事 相馬郡飯舘村伊丹沢字山田
道路舗装補修　L=300.0m、
A=2,418.3㎡

7,186,200 5,489,000

7,186,200 5,489,000

1,217,663,575 891,867,935

双葉町

双葉町計

富岡町

富岡町計

飯舘村

飯舘村計

平成21年度合計

浪江町

浪江町計

葛尾村

葛尾村計

川内村

川内村計
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