
平成25年6月18日現在
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 備考

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地内

廃熱ボイラ水管取替
総延長約335.5m
廃熱ボイラ水管減肉防止用プロテクタ製
作取付　総延長9.5m

149,100,000 81,316,000

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地内
焼却炉ストーカ
（1段/13 段･26本/段×3炉）
火格子の更新

28,665,000 15,333,000

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地内
道路改良舗装
L=106.0m　W=4.0(5.0)m
排水工A=492.7㎡

7,795,200 4,186,000

市道白水・高野線道路改良事業 いわき市内郷白水町高倉地内 落石防止網工 A=520m2 15,578,850 7,849,000

内郷コミュニティセンター改修事業 いわき市内郷綴町大木下地内
照明設備改修（アリーナ、ホール、事務
室）、屋上防水シート改修、アリーナ折版
屋根の錆止め塗装

33,111,750 19,504,000

消防機械整備事業 いわき市四倉字東四丁目地内外５件
消防ポンプ自動車1台
小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車(2WD)4台
小型動力ポンプ付積載車(2WD)1台

26,386,500 18,046,000

260,637,300 146,234,000

市道古道線改良事業 田村市都路町古道字阿園平地内
改良舗装工L=190m　W=3.0(4.0)m
測量設計L=100m　W=3.0(4.0)m

11,392,500 10,000,000 内、県単2,656,000

行司ヶ滝遊歩道整備事業
田村市都路町古道字東古道国有林地
内

遊歩道橋改修　1基
L=28.9m W=1.2m

14,175,000 11,000,000

都路診療所運営事業 田村市都路町古道字寺下地内
診療所・歯科診療所の運営経費
（人件費８名分）

29,656,467 20,088,000

55,223,967 41,088,000

発電用施設等見学及び地域振興調査事業 南相馬市小高区外
発電用施設等施設見学・
まちづくり研修

1,132,150 1,100,000

上水道石綿セメント管更新事業 南相馬市小高区東町二丁目地内外
舗装復旧　A=515.1m2
配水管布設替
φ 150Mm　L=211.1m 消火栓2箇所

21,951,300 21,930,000

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地内
施行延長　L=61.0m
排水工　L=122.0m
舗装工　A=316.0m2

5,617,500 5,377,000

おだか保育園運営事業 南相馬市小高区吉名地内
おだか保育園の運営経費
（嘱託職員人件費28名分）

45,510,000 33,197,000

相馬野馬追出場助成事業 南相馬市小高区・原町区 出場騎馬助成費（70騎・馬丁4人） 5,672,000 5,100,000

小高区上水道配水管新設事業 南相馬市小高区東町二丁目地内外
配水管布設φ 150Mm L=96.4m
φ 100Mm L=357.2m 消火栓１箇所

20,480,250 19,880,000

100,363,200 86,584,000
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健康福祉事業 楢葉町大字北田字鐘突堂地内 総合健診委託　予防接種委託 17,967,270 15,000,000

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

11,169,710 11,000,000

妊婦健康診査助成事業 楢葉町大字北田字鐘突堂地内 妊婦健康診査費の助成 2,281,500 1,800,000

町道西原・八石線歩道設置事業 楢葉町大字井出字八石地内 歩道設置工L=179.4m　W=2.5m 16,635,150 14,600,000

町道延木戸・袖山川原線整備事業
楢葉町大字下小塙字四斗蒔～上小塙
字成子内地内

測量調査設計 L=580.0m
W=6.0(11.0)m

7,781,550 7,781,000

公民館分館改修事業 楢葉町大字下小塙字久保田地内

屋外設備工、建築改修工
（ﾄｲﾚ設置、ｽﾛｰﾌﾟ設置等）、
電気設備改修工、
機械換気設備工

13,650,000 12,000,000

保健福祉会館空調設備改修事業 楢葉町大字北田字鐘突堂地内 実施設計一式 4,147,500 2,700,000

楢葉町コミュニティセンター照明設備改修
事業

楢葉町大字北田字鐘突堂地内 照明設備改修工、工事監理委託 43,260,000 37,200,000

楢葉町コミュニティセンターアスベスト除去
事業

楢葉町大字北田字鐘突堂地内 アスベスト除去工 18,375,000 16,500,000

Jヴィレッジ周辺交流拠点施設整備事業
楢葉町大字山田岡字美シ森～山田岡字
一升平地内

多目的駐車場整備 A=3,350.9m2
街路灯、案内板設置

52,368,650 8,844,000

187,636,330 127,425,000

町道高校清水線整備事業 富岡町小浜字中央地内
道路改良舗装工
L=140m、W=5.5(8.8)m

12,143,250 11,700,000

町道元無線通り線整備事業 富岡町小浜地内 測量設計 L=100m W=4.0(5.0)m 1,522,500 1,522,000

スポーツ施設設備改修事業 富岡町小浜地内
火災報知器更新、
高圧気中負荷開閉器更新

766,500 766,500

小学校エアコン設置事業 富岡町小浜字中央地内外１件
エアコン設置
第一小学校２台
第二小学校２台

3,360,000 3,000,000

夜の森児童館エアコン設置事業 富岡町大字本岡字王塚地内 エアコン設置１台 945,000 945,000

とみおか海の駅整備事業 富岡町大字仏浜字釜田地内
駐車場整備　A=3,770m2
道路改良工　L=169.8m、W=5.5(10.00)m

22,001,700 6,506,000

消防車輌購入事業 富岡町一円
小型消防ﾎﾟﾝﾌﾟ積載車、小型動力ﾎﾟﾝﾌﾟ
２台

12,810,000 12,810,000

とみおか海の駅整備事業 富岡町大字仏浜字釜田地内

駐車場整備(舗装工事) A=3269.6m2
道路舗装工 L=169.8m、W=5.5(10.00)m
公園整備排水工L=48m、歩車道境界ブ
ロック工L=193.8m、屋外照明設置工18基

36,242,850 10,000,000

89,791,800 47,249,500

川内村情報通信基盤施設整備事業 川内村大字下川内字遠山地内外

光ファイバ幹線敷設
下川内、上川内計494世帯
光ファイバ引き込み
受信点及び再送信施設1箇所

279,750,450 116,536,000

279,750,450 116,536,000

渋川地区水道施設整備事業 双葉町大字渋川地内

渋川地区（1工区）
配水管布設替工事
φ 200～φ 100Mm　L=548.1m
渋川地区（2工区）
配水管測量設計委託
φ 200Mm　L=1,750m

32,172,000 24,400,000

上羽鳥地区水道施設整備事業 双葉町大字上羽鳥地内
配水管布設替工事
φ 100～φ 50Mm L=294.5m

16,390,500 12,400,000

水沢・沢田地内消火栓設置及び配水管布
設工事

双葉町大字水沢地内外1件
配水管布設工
φ 100～φ 75Mm L=288.4m
消火栓1基

6,409,200 5,500,000

54,971,700 42,300,000

町立学校施設等維持運営事業 浪江町一円
浪江町町内にある小中学校等の運営経
費（保育士等24名分の人件費・電気料・
上下水道料）

151,836,882 132,375,000
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151,836,882 132,375,000

村立幼稚園運営事業 葛尾村大字落合字西ノ内地内
葛尾村内の幼稚園の運営経費
（教諭４名分の人件費)

27,614,393 27,009,000

情報通信施設運営事業 葛尾村一円 保守点検委託料、電柱使用料 4,725,798 4,500,000

村道野行岩角線改良事業 葛尾村大字落合字大笹地内
改良舗装工
L=180.0m W=5.5(7.0)m

11,082,750 10,700,000

43,422,941 42,209,000

村道深谷飯樋線側溝補修工事 飯舘村松塚字中迫地内 側溝整備　L=170.0m 5,559,750 5,377,000

5,559,750 5,377,000

1,229,194,320 787,377,500
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