
平成３０年度電源立地地域対策交付金を活用した事業概要の公表について
（単位 円）

都道府県 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

鹿児島県 姶良市 避難所看板設置業務委託事業 新規看板設置（11箇所） 5,292,000 5,000,000 姶良市内一円

鹿児島県 阿久根市 番所丘公園管理運営事業 番所丘公園管理運営業務に係る委託費（7月～3月の9ヶ月分） 13,332,000 13,171,305 阿久根市西目

鹿児島県 阿久根市 図書館及び郷土資料館管理運営事業 図書館及び郷土資料館管理運営業務に係る委託費（7月～3月の9ヶ月
分）

18,875,000 18,375,000 阿久根市高松町

鹿児島県 阿久根市 葬斎場管理運営事業 葬斎場管理運営業務に係る委託費（7月～3月の9ヶ月分） 13,108,800 13,108,800 阿久根市西目

鹿児島県 阿久根市 阿久根小学校運動場トイレ改修事業

・給排水・電気工事（男子トイレ洋便器1基，小便器2基，女子トイレ洋便
器2基，小型合併浄化槽10人槽1基，給排水管工事一式，電気設備工
事一式）
・建築工事（建築工事一式）

6,426,000 4,480,866 阿久根市栄町

鹿児島県 阿久根市 阿久根小学校36号棟改修事業 校舎床張替工事（1階 368m2，2階 386m2，3階 191m2，4
階 246m2）

28,011,000 18,244,980 阿久根市栄町

鹿児島県 阿久根市 消防団積載車整備事業 消防団用積載車（2台，全長5,150Mm，幅1,800Mm，高さ
2,420Mm），艤装費，積載品及び付属品

17,064,000 11,129,950 阿久根市鶴見町

鹿児島県 阿久根市 総合体育館空調設備改修事業 総合体育館空調1号機オーバーホール修繕（高温胴・運転盤・溶液ポンプ・
バーナー・伝熱管・熱交換器等）一式

21,600,000 13,175,467 阿久根市赤瀬川

鹿児島県 奄美市 住用町農林産物加工センター備品購入事業 エアシリンダー定量充填機1台（充填量 5ｃｃ～1,200ｃｃ，ホッパー容量
20 ～50 ，据付寸法 550×550×1,350Ｍm，材質 ステンレス製

2,138,400 2,138,400 奄美市住用町大字摺勝地内

鹿児島県 奄美市 和瀬水産物加工センター備品購入事業
熟成乾燥庫1台（制御 庫内温度 マイコン制御 デジタル温度表示5～
40℃，乾燥方式 送風機 ブロワファン，脱臭方式 触媒燃焼方式，コンテ
ナ 幅520Ｍm×奥行662Ｍm×高さ47Ｍm）

1,490,400 1,435,600 奄美市住用町大字和瀬地内

鹿児島県 伊佐市 伊佐市カヌー競技施設整備事業 国際ドラゴンボート連盟公認ドラゴンボート艇12人乗り，長さ9M，付属品
（龍頭，龍尾，太鼓，舵棒付）6セット，舵棒4本，太鼓4個

5,401,728 4,765,000 伊佐市菱刈川北地内

鹿児島県 出水市 市道上村掛腰線舗装工事 アスファルト舗装工L=307Ｍ，W=6.3～6.5Ｍ，A=1,960m2 25,495,000 22,128,000 出水市平和町地内

鹿児島県 出水市 市道新蔵鹿島線舗装工事 アスファルト舗装工L=200Ｍ，W=7.4Ｍ，A=1,480m2，自由勾配側溝
L=31Ｍ

21,935,000 19,775,000 出水市平和町地内

鹿児島県 出水市 市道西大野原西町線舗装工事 アスファルト舗装工L=172Ｍ，W=4.80～5.65Ｍ， A=943m2 4,834,000 4,277,000 出水市西出水町地内

鹿児島県 出水市 出水総合医療センター施設設備更新事業
エレベーター設備1台
巻上機，制御盤，かご操作盤，全階乗場ボタン，主ロープ，制御ケーブ
ル，戸開走行保護装置の更新

9,828,000 7,849,000 出水市明神町地内

鹿児島県 いちき串木野市 御倉町公園トイレ整備事業
トイレ（男・女兼用，多目的トイレ）延床面積9.98m2 RC造，平屋建
て，洋式大便器2ヶ所，小便器1ヶ所，屋外給水配管一式，屋外排水配
管一式

6,199,200 4,000,000 いちき串木野市浦和町地内

鹿児島県 いちき串木野市 いちき串木野づくし産業まつり補助事業

ｲﾍﾞﾝﾄ名 「いちき串木野づくし産業まつり～地かえて祭り～」
日時 平成30年11月3日・4日
場所 日置北部公設卸売市場（いちき串木野市西薩町）
内容 物産展の開催・食やエネルギー関連のイベントなど

7,000,000 6,481,481 いちき串木野市西薩町

鹿児島県 いちき串木野市 原子力発電施設周辺地域加算給付金交付事業 小売電気業者等から電気供給を受けている一般家庭，工事等に対する給付
金

5,699,652 5,699,652 いちき串木野市羽島・荒川地区

鹿児島県 いちき串木野市 給水車整備事業
加圧式給水車（3トン車）2WD オートマチック，乗車定員3人 1台，タンク
容量3,000L，エンジン駆動ポンプ（最大吐出量300L/min），電動ポンプ
（最大吐出量40L/min）

12,015,105 10,000,000 いちき串木野市湊町地内
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鹿児島県 いちき串木野市 中学校空調設備及び受変電設備整備事業

串木野中学校 空調設置（管理教室棟12台，特別教室棟3台），電気
設備工事
市来中学校 空調設置（管理棟2台，教室棟6台），電気設備工事，受
電設備改修，送電幹線改修

67,789,440 62,391,797 いちき串木野市日出町及び大里

鹿児島県 指宿市 大成小学校特別教室棟屋上防水改修事業 屋上塗膜防水改修工事 屋上444m2 6,696,000 3,000,000 指宿市山川成川

鹿児島県 鹿児島市 デジタル防災行政無線維持運営事業
・鹿児島市にあるデジタル防災行政無線の中継局4局，屋外拡声子局等
252局等の電気料9ヶ月分
・地域コミュニティ基地局86局の回線使用料10ヶ月分

5,685,205 4,000,000 鹿児島市内一円

鹿児島県 鹿児島市 避難場所看板設置事業 地震時の退避場所を周知する標識看板の設置106本 6,942,067 6,000,000 鹿児島市内一円

鹿児島県 肝付町 高山小・中学校楽器整備事業 肝付町立高山小・中学校の楽器整備 計13台 1,188,000 1,188,000 肝属郡肝付町新富及び前田地内

鹿児島県 肝付町 パススルー冷蔵庫購入事業 ・パススルー冷蔵庫HR-180CA-6G6G 1台
・3枚扉

1,792,800 1,792,800 肝属郡肝付町新富地内

鹿児島県 肝付町 移動型Ｘ線装置購入事業

移動型Ｘ線装置 1台
（内訳）
・Ｘ線高電圧発生装置及びＸ線制御装置 一式
・Ｘ線管装置及び絞り装置 一式
・Ｘ線管装置支持部 一式
・電動走行台車 一式

3,443,040 3,120,000 肝付町北方地内

鹿児島県 霧島市 市道広瀬～野口線道路維持工事 施工延長 L=256.0M，幅員 W=4.0～6.0M，アスファルト舗装工
A=1,290m2，排水構造物 L=145M

19,046,792 13,500,000 霧島市隼人町住吉地内

鹿児島県 錦江町 瀬戸口用水路改修工事 施工延長L=27.2M（擁壁工L=1.2M，土砂吐工（１号2.2M，2号
4.6M），管理橋設置工2.2M，水路工17.0M）

4,417,200 4,417,200 錦江町大字田代川原地内

鹿児島県 薩摩川内市 防犯カメラ設置事業 防犯カメラ6台設置 3,240,000 3,000,000 薩摩川内市水引町他2箇所

鹿児島県 薩摩川内市 湛水防除施設維持管理事業 横軸軸流ポンプ（No．2）分解整備 一式 48,060,000 44,715,000 薩摩川内市高江町

鹿児島県 薩摩川内市 教育用コンピュータ整備事業 教育用パソコン整備【先生用8台（7小学校7台，1中学校1台），生徒用
212台（7小学校172台，1中学校40台）】

58,968,000 45,753,936 薩摩川内市一円

鹿児島県 薩摩川内市 普通教室用コンピュータ整備事業 普通教室用パソコン整備142台（27小学校92台，12中学校50台） 35,640,000 26,000,000 薩摩川内市一円

鹿児島県 薩摩川内市 中央公民館・中央図書館電灯・動力設備改修工事事業
・電灯動力設備
PAS（気中負荷開閉器）取替一式，非常用発電機バッテリー取替一式，
分電盤・非常灯・誘導灯改修一式

14,707,000 11,000,000 薩摩川内市大小路町

鹿児島県 薩摩川内市 学校教育施設等管理運営事業（幼稚園） 市内12幼稚園の幼稚園教諭26名及び嘱託員12名の4月～3月分の人件費
の一部

173,914,545 117,533,000 薩摩川内市一円

鹿児島県 薩摩川内市 学校教育施設等管理運営事業（小中学校） 市内27小学校及び13中学校の学校主事26名及び嘱託員14名の4月～3
月分の人件費の一部

156,464,671 134,000,000 薩摩川内市一円

鹿児島県 さつま町 さつま町消防本部高規格救急自動車及び高度救命資機
材整備事業 高規格救急車1台，艤装一式，付属救急資機材一式 33,102,000 30,000,000 さつま町時吉地内

鹿児島県 さつま町 町道五日町川口梁原線道路舗装工事 アスファルト舗装工 Ｌ＝456M，Ｗ＝6.65～14.90M，Ａ＝3,410m2 20,844,000 19,500,000 さつま町船木地内

鹿児島県 さつま町 町道荒瀬副田線道路舗装工事 アスファルト舗装工 Ｌ＝220M，Ｗ＝4.2～9.3M，Ａ＝1,273m2 8,791,200 8,000,000 さつま町山崎地内

鹿児島県 さつま町 鶴宮線上水道配水管布設工事 配水管（高密度ポリエチレン管φ75）Ｌ＝488M，仕切弁φ75 1基，泥吐
弁φ50 1基

10,912,000 9,000,000 さつま町湯田地内

鹿児島県 志布志市 市道上町線舗装工事 アスファルト舗装工 Ｌ＝175M，Ｗ＝4.3M～5.0M，Ａ＝796.0m2 4,483,560 4,400,000 志布志市志布志町大字志布志
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鹿児島県 曽於市 志柄・牧線排水路改修工事 工事延長L=117M（300用水路設置L=117M，舗装工A=59m2，張コ
ンクリートA=14m2）

5,032,800 4,700,000 曽於市大隅町月野地内

鹿児島県 垂水市 垂水市観光施設整備基金造成事業 道の駅機能，情報発信機能等を持つ「南の拠点」施設整備の用地取得費
（2,300m2）に係る基金造成

4,600,000 4,600,000 垂水市上町

鹿児島県 長島町 高規格救急自動車整備事業 高規格救急自動車 1台
4速AT，4WD，ガソリンエンジン，艤装一式，救急資機材一式

33,080,400 32,000,000 長島町指江地内

鹿児島県 長島町 高機能シミュレータ人形整備事業 高機能シミュレータ人形 1体
レサシアンシミュレータPLUS，SimPadPLUS本体，その他付属品

2,752,920 2,399,000 長島町指江地内

鹿児島県 日置市 災害対策用資機材等整備事業
アルファ化米7,500食，パン缶詰1,248食等，防災毛布1,000枚，飲料水
6,000本，簡易トイレ4組・トイレ処理袋セット10箱，投光機22台，発電機
22台等，パーテーション100張，リヤカー10台等

21,711,650 20,000,000 日置市一円

鹿児島県 南大隅町 町道鶴丸線道路整備事業

施工延長Ｌ=135.0M 舗装工Ａ=553.2m2 排水工(300×300） Ｌ
=29.0M 排水工（300×400） Ｌ=103.7M  排水工（ＫＤ400） Ｌ
=100.2M 排水工（800×800） Ｌ=29.0M 集水枡工 Ｎ=7.0基 暗
渠配水管据付 Ｌ=42.0M

20,767,000 4,900,000 南大隅町根占川北地内

鹿児島県 南さつま市 防災対策事業

災害備蓄用パン432缶，災害備蓄用ビスケット430缶，災害備蓄用アルファ
米450袋，災害備蓄用保存水1,290本，紙おむつ848枚，生理用ナプキン
792枚，災害用不織布毛布100枚，自動体外式除細動器11台，自動心
肺蘇生器1台

6,397,218 4,700,000 南さつま市内一円

鹿児島県 鹿児島県 重点業種研究開発支援事業 研究開発補助金 補助件数3件 11,920,004 11,113,000 鹿児島県内

鹿児島県 鹿児島県 温排水影響調査事業 海域モニタリング調査（水温，塩分，流況，海生生物，主要魚類及び漁業
実態調査），海域モニタリング技術委員会（2回），広報誌での調査結果

6,037,214 6,037,214 川内原子力発電所周辺海域

鹿児島県 鹿児島県 原子力立地給付金交付事業 原子力発電周辺地域において，電気の供給を受けている住民・企業等に対す
る給付金

661,396,202 661,396,202 薩摩川内市，いちき串木野市，阿久
根市

鹿児島県 鹿児島県 畜産試験場施設整備事業（搾乳ロボット更新） 自動搾乳装置 1セット，牛通行制御装置 1セット，バルククーラー 1セット
3,000L

30,780,000 30,780,000 霧島市国分上之段

鹿児島県 鹿児島県 水素・再生可能エネルギー普及啓発事業 親子再生可能エネルギー工作教室 7回，水素・再生可能エネルギー導入セ
ミナー 1回，パネル等の作成・貸出 一式

811,077 811,077 鹿児島県内一円

鹿児島県 鹿児島県 教育文化施設における再生可能エネルギー型街路灯整備
事業

再生可能エネルギー発電設備を併設したLED街路灯の設置に係る市町村への
補助金 2市町，5基

7,008,000 7,008,000 鹿児島県内一円

鹿児島県 鹿児島県 スポーツ関連施設における再生可能エネルギー型街路灯整
備事業

再生可能エネルギー発電設備を併設したLED街路灯の設置に係る市町村への
補助金 2市町，6基

7,034,920 7,034,920 鹿児島県内一円

鹿児島県 鹿児島県 県道川内祁答院線道路改良整備事業 道路改良工 L=83.8M，W=6.0（9.75）M，ブロック積工 A=52m2，
大型ブロック積工 A=182m2

30,000,000 30,000,000 薩摩川内市山田山地内

鹿児島県 鹿児島県 県道阿久根東郷線舗装補修整備事業(藤川工区） 舗装補修工 L=257M，W=8.0M，A=2,071m2 19,631,000 19,631,000 薩摩川内市東郷町藤川地内

鹿児島県 鹿児島県 県道山田入来線舗装補修整備事業（村子田工区） 舗装補修工 L=300M，W=6.5M，A=2,291m2 23,557,000 20,000,000 薩摩川内市樋脇町村子田地内

鹿児島県 鹿児島県 大気監視測定機器整備事業
二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定記録計（更新2台），微小粒子状
物質自動測定記録計（更新2台），オキシダント自動測定記録計（更新1
台）

12,225,600 12,225,600 薩摩川内市御陵下町及び霧島市国分中央

鹿児島県 鹿児島県 農業大学校畜産学部家畜尿処理施設（ラグーン）モニタ
リングシステム更新整備事業

農業大学校畜産学部家畜尿処理施設（ラグーン）モニタリングシステム更新
データ収集端末機 一式

1,306,800 1,306,800 日置市吹上町

鹿児島県 鹿児島県 フラワーパーク維持補修事業（畑かん施設ポンプ更新） 畑かん施設ポンプ更新 加圧ポンプ（畑かん水用）3基、逆流防止弁（セン
サー取付型），吐出弁（外ネジ型），制御盤改修 一式

9,593,779 9,593,779 指宿市山川岡児ヶ水

鹿児島県 鹿児島県 森の研修館かごしま施設改修事業 冷暖房機（冷房能力2.2kW～8.0kW，暖房能力2.5kW～10.0kW）
11台

4,431,600 4,431,600 姶良市蒲生町上久徳地内

鹿児島県 鹿児島県 県民の森浄水場施設更新事業 バルブ開閉台更新8台，揚水ポンプ更新1台，薬注ポンプ更新1台 7,831,000 7,831,000 霧島市溝辺町有川



平成３０年度電源立地地域対策交付金を活用した事業概要の公表について
（単位 円）

都道府県 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

鹿児島県 鹿児島県 大気監視測定機器整備事業 オキシダント自動測定記録計 1台 1,296,000 1,296,000 南さつま市加世田川畑

鹿児島県 鹿児島県 農業大学校学生寮空調機器更新整備事業 学生寮空調機器 65台 11,664,000 11,664,000 日置市吹上町

1,852,738,989 1,653,006,426


