
令和２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 薩摩川内市 学校教育施設等管理運営事業（幼稚園） 市内8幼稚園の幼稚園教諭26名，幼稚園教諭業務専門員7名及び幼稚園
行政事務専門員1名の4月〜3月の人件費

152,914,629 134,200,000 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26小学校，11中学校，1義務教育学校の学校主事23名及び学校用務
専門員15名の4月〜3月の人件費

137,768,529 103,000,000 薩摩川内市一円

鹿児島県 薩摩川内市 学校給食センター施設整備事業 樋脇学校給食センターボイラー一式（ボイラー1台，軟水器1台，薬注装置1
台）

4,147,000 3,732,000 薩摩川内市樋脇町

鹿児島県 薩摩川内市 東部消防署非常用発電設備改修工事事業 非常用発電機設置工事（90kVA三相３線式220V/60Hz）１台，電源改
修工事，電気設備撤去工事等

31,946,000 24,910,000 薩摩川内市入来町

鹿児島県 薩摩川内市 市道温泉場中通線道路整備事業
施工延長L＝224m，W＝5.0〜7.9m，A＝1,333m2（1工区　L＝
119m，W＝5.0〜7.9m，A＝695ｍ2，2工区　L＝105m，W＝5.2〜
6.6m，A＝638m2）

25,411,000 19,110,000 薩摩川内市樋脇町市比野

鹿児島県 薩摩川内市 公共サイン整備事業 片持式標識設置工事3基 5,593,000 4,495,000 薩摩川内市川永野町，百次町

鹿児島県 薩摩川内市 防犯カメラ設置事業
監視カメラ5台（3方向），電源供給100V，220万画素，画像記録媒体，
SDカード︓13枚（映像確認時の交換用3枚含），PRステッカー10枚，アクリ
ル銘板5枚

3,080,000 2,739,000 薩摩川内市西方町，東郷町

鹿児島県 薩摩川内市 国際交流センター空調機器更新事業 空冷ヒートポンプパッケージエアコン25組，空冷ヒートポンプルームエアコン4組 50,897,000 39,172,000 薩摩川内市天辰町

鹿児島県 薩摩川内市 湛水防除施設維持管理事業

中央管理所ほか19排水機場（中央管理所一式，永田排水機場一式，沖玉
排水機場外7機場一式，下田・平良排水機場一式，隈之城第2排水機場外
5機場一式，中村排水機場一式，八間川排水機場一式），排水機場遠方
監視制御システム改修（電源改修工事，電気設備撤去工事等）

60,500,000 49,069,244 薩摩川内市一円

鹿児島県 薩摩川内市 薩摩川内市総合運動公園施設維持補修基金造成事業
薩摩川内市総合運動公園施設維持補修に係る基金造成（多目的運動広
場，テニスコート，野球場，陸上競技場，全天候型運動広場，投球・打撃
練習場）

18,968,000 18,968,000 薩摩川内市運動公園町

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 小売電気事業者等から電気の供給を受けている一般家庭，工場等に対する加
算給付金

5,405,660 5,405,660 いちき串木野市羽島・荒川地区

鹿児島県 いちき串木野市 市道春日・曙町1号線道路改良事業 施工延長　L＝86ｍ，W＝5.8〜11.33ｍ，A＝396ｍ2，排水工（落蓋
300型）L=168ｍ

10,439,000 9,800,000 いちき串木野市春日町

鹿児島県 いちき串木野市 市道桜町１号線外道路改良事業 施工延長　L＝157ｍ，W＝5.94〜11.7m，A＝781ｍ2，排水工（落蓋
300型）L＝249m，排水工（落蓋400型）L＝38m

20,400,000 19,000,000 いちき串木野市桜町

鹿児島県 いちき串木野市 市道島平・野元線道路改良事業 施工延長　L＝356m，W＝6.3〜10.15m，A＝2,251ｍ2 16,020,000 15,300,000 いちき串木野市西島平町

鹿児島県 いちき串木野市 市道浦和町１号線道路改良事業 施工延長　L＝152m，W＝3.24〜8.74m，A＝538ｍ2，排水工（落蓋
250型）L＝31m，排水工（落蓋300型）L＝48m

8,610,000 8,000,000 いちき串木野市浦和町

鹿児島県 いちき串木野市 市道塩屋町２号線道路改良事業 施工延長　L＝136m，W＝5.94〜12m，A＝700ｍ2，排水工（落蓋
300型）L＝241m

16,690,000 16,200,000 いちき串木野市塩屋町

鹿児島県 いちき串木野市 福祉バス更新事業
福祉バス　1台（中型バス，乗車定員41人，全長8,990mm，全幅
2,340mm，全高3,035mm，直列4気筒，総排気量5,123cm3，6速
AMT，クラウチングシステム車高調）

15,510,000 15,510,000 いちき串木野市昭和通

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 物産展の開催，食及びエネルギー関連のイベント開催
※新型コロナウイルス感染症拡大防止によりイベント中止となったため、事業廃止

0 0 いちき串木野市西薩町

鹿児島県 いちき串木野市 串木野環境センターパワーショベル更新事業
パワーショベル　1台（運転質量7,200kg，エンジン形式，直噴ディーゼル，定
格出力41.8kW，標準バケット容量0.28m3，全長5,880mm，全幅
2,320mm，全高2,690mm，機械式フォーククロー付属）

7,403,000 7,403,000 いちき串木野市冠嶽

鹿児島県 阿久根市 番所丘公園指定管理事業 番所丘公園管理運営業務に係る委託費（7月〜3月の9か月分） 13,597,500 13,053,600 阿久根市西目

鹿児島県 阿久根市 図書館及び郷土資料館指定管理事業 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か月分） 18,750,000 18,000,000 阿久根市高松町

鹿児島県 阿久根市 葬斎場指定管理事業 葬斎場管理運営業務に係る委託費（7月〜3月の9ヶ月分） 13,399,500 12,863,520 阿久根市西目

鹿児島県 阿久根市 消防団普通消防積載車整備事業 普通消防積載車　1台（全長5,080ｍm，全幅1,730ｍm，全高
2,480mm，艤装費，積載品及び付属品）

8,195,000 8,000,000 阿久根市脇本



鹿児島県 阿久根市 消防署人員搬送車整備事業 人員搬送車（1台，4ドア，ワゴンタイプ，定員10名，装備取付品及び付属
品）

3,905,000 3,905,000 阿久根市鶴見町

鹿児島県 阿久根市 野球場内野整備改修事業 野球場内野整備改修工事　A=3,462m2（内野クレイ舗装工，附帯施設
工）

12,499,000 11,000,000 阿久根市赤瀬川

鹿児島県 阿久根市 塩浜公園整備事業

公園整備工事（コンクリート縁石L=68.7m，カラーアスファルト舗装
A=332.7m2，クレイ舗装A=1258.2m2，2連ブランコ1基，3欄鉄棒1基，
健康遊具2基，スプリング遊具2基，休憩所1基，縁台1基，ベンチ1基，ソー
ラー式照明1基）

25,897,000 23,000,000 阿久根市塩浜町

鹿児島県 阿久根市 西目地区集会施設冷暖房機取替事業 冷暖房機床置型（耐塩仕様）設置（小会議室用三相200V，12.5kW，1
台）

1,078,000 1,000,000 阿久根市西目

鹿児島県 阿久根市 農林業振興センター8号ハウス硬質フィルム張替事業 8号ハウス硬質フィルム張替工事12m×48m 7,150,000 6,800,000 阿久根市赤瀬川

鹿児島県 出水市 移動図書館車更新事業 移動図書館車　1台（3.0トンATセミバス型，全長5,430mm，全幅
2,100mm，全高2,600mm，室内高1,760mm）

19,788,010 16,000,000 出水市本町

鹿児島県 出水市 青年の家旧館屋上防水改修工事 防水改修工事（ウレタン塗膜A=756m2） 10,043,000 9,000,000 出水市武本
鹿児島県 出水市 国道328号（下知識地内）配水管新設工事 施工延長（平面） L=230.4m，管布設延長L=230.7m 8,962,000 7,000,000 出水市下知識町
鹿児島県 出水市 出水総合医療センターベッド更新事業 電動リモートコントロールベッド65台，マットレス65枚 20,130,000 16,075,000 出水市明神町

鹿児島県 出水市 中央公民館・文化会館非常照明等改修工事 小型直流電源装置（1,000W）3台，電池内蔵型非常照明一式，高圧
ケーブル張替一式，受変電装置一式

12,045,000 9,000,000 出水市文化町

鹿児島県 長島町 平尾地区避難施設整備事業 平尾地区避難施設整備（鉄骨作り平屋建て366m2）係る基金造成 37,492,000 37,492,000 長島町平尾
鹿児島県 さつま町 内水対策排水用発電機設備購入事業 非常用発電機（100kVA）1基 3,850,000 3,500,000 さつま町山崎
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=624m，W=6.20〜27.45m，A=6.011m2） 33,338,000 32,900,000 さつま町虎居

鹿児島県 さつま町 さつま町消防本部連絡車整備事業 連絡車　1台（救急自動車︓全長484cm，全幅188cm，全高220cm，
乗車定員10名），艤装一式，付属品一式

5,115,000 4,572,000 さつま町時吉

鹿児島県 さつま町 さつま消防団消防ポンプ自動車整備事業 消防ポンプ自動車　1台（CD-1型︓全長565cm，全幅188cm，全高
265cm，乗車定員6名），艤装一式，付属品一式

23,045,000 21,700,000 さつま町神子

鹿児島県 さつま町 川口中継ポンプ場非常用発電機設備購入事業 非常用発電機（125kVA）1基，自動起動盤1基 6,050,000 4,000,000 さつま町柏原
鹿児島県 さつま町 さつま町防犯カメラ設置工事 防犯カメラの設置（2箇所×2基） 5,720,000 4,000,000 さつま町宮之城屋地・虎居

鹿児島県 伊佐市 伊佐市避難所用機材整備事業 防災用品・備蓄品一式（投光器33台，発電機6台，防災倉庫4台，救急
セット24セット，2つ折り担架4台，折りたたみベッド6台）

3,883,000 3,883,000 伊佐市一円

鹿児島県 伊佐市 伊佐市避難所用機材整備強化事業 防災用品・備蓄品一式（折りたたみベッド8台，カセットガスコンロ24個，ヤカン
24個，折りたたみ式マット400枚）

886,160 886,160 伊佐市一円

鹿児島県 指宿市 利永保育所管理運営事業 利永保育所の6月〜12月分人件費（保育士6名，調理員2名） 5,485,949 3,000,000 指宿市山川利永

鹿児島県 南さつま市 防災対策事業
防災対策経費（備蓄品︓災害備蓄用ビスケット430缶，不織布毛布100
枚，避難所用プライベートルーム10張，避難所用ワンタッチテント10張，多目
的簡易ベッド10台ほか），常備消防管理経費（半自動式除細動器5台）

5,348,112 4,700,000 南さつま市一円

鹿児島県 霧島市 市道姫城中央線道路維持工事 施工延長L=125m，幅員W=8.0m，路上路盤再生工A=1,040m2 15,125,000 13,500,000 霧島市隼人町姫城

鹿児島県 垂水市 たるみず特産品販路拡大支援事業

ヤフー株式会社社員食堂でのイベント開催，特産品の販売促進及び販路拡大
※新型コロナウイルス感染症拡大防止及び開催予定地であるヤフー株式会社に
おける従業員のリモート勤務による食堂利用減少によりイベント中止となったため、
事業廃止

0 0 東京都千代田区紀尾井町

鹿児島県 曽於市 八合原段4号線改良舗装工事 工事延長L＝114m，W=4.0m（路盤工A=408m2，ガッター工
L=72m，舗装工A=47.5m2，水路工L=25m，止水壁工1箇所）

5,335,000 4,700,000 曽於市大隅町月野

鹿児島県 志布志市 市道香月・若浜線舗装工事 As舗装工　L=100m，A=815.0m2，W=7.1m〜10.8m 5,324,000 4,400,000 志布志市志布志町志布志

鹿児島県 肝付町 やぶさめの里総合公園景観整備用芝刈機購入事業
自走式芝刈機　1台（刈幅630mm，刈高20〜80mm，排気量251cc，
最大出力5.9kW，始動方式リコイル式，タンク容量6.0リットル，能率1.58反
/h）

451,000 451,000 肝付町新富

鹿児島県 肝付町 肝付町マスコットキャラクター情報提供・発信事業 マスコットキャラクター着ぐるみ1体（本体，収納袋及びBOX，オプション） 1,015,300 1,015,300 肝付町南方

鹿児島県 肝付町 肝付町交流人口拡大事業 肝付町歓迎旗（生地︓カラー印刷，寸法︓1,000mm×600mm，本数︓
200セット，その他︓チチ（4カ所），デザイン︓3種類 ）

330,000 330,000 肝付町南方

鹿児島県 肝付町 塚崎古墳群維持管理用トラクター更新事業 トラクター　1台（車体︓トラクター，前部ウエイトセット一式，付属品︓ニプロ
ロータリー）

4,765,390 4,374,900 肝付町野崎



鹿児島県 錦江町 錦江町消防団広報車整備事業 軽自動車箱バン　１台（AT，4WD）艤装，附属品 4,400,000 4,400,000 錦江町城元

鹿児島県 南大隅町 町道鶴丸線道路整備事業

施工延長L=149.0m，アスファルト舗装工A=558.0m2，側溝工（縦断用
300×400）L=134.0m，側溝工（縦断用300×300）L=13.0m，組合
せガッターL=131.0m，集水桝工N=2.0箇所，ガードレール設置（土中建
込）L=41.0m，暗渠排水工L=85.0m

17,797,000 4,900,000 南大隅町根占川北

鹿児島県 奄美市 住用地区消防用資機材整備事業 消火栓ホース格納箱一式21セット，アルミ軽量パントボート1艇 4,180,000 4,180,000 奄美市住用町一円

鹿児島県 鹿児島市 デジタル防災行政無線維持運営事業 自動電話応答機能及び地域コミュニティ基地局86局の回線使用料10ヶ月分 2,912,162 2,500,000 鹿児島市一円

鹿児島県 鹿児島市 大量軽石火山灰対応計画に係る避難シミュレーション事業 大量軽石火山灰対応計画に係る避難シミュレーション業務委託料（避難完了
時間の推計，渋滞箇所の抽出，処置・対策の効果検証）

19,250,000 7,500,000 鹿児島市一円

鹿児島県 姶良市 避難所看板設置工事 避難所案内標識新規設置6基，撤去及び新規設置1基 4,336,000 4,336,000 姶良市一円

鹿児島県 日置市 消防本部防火衣等整備事業 防火衣等購入一式（防火衣上下10着，防火帽10個，防火靴10足，安全
帯10個）

3,333,000 3,000,000 日置市伊集院町，東市来町，吹上町

鹿児島県 日置市 災害対策用資機材等整備事業
災害用不織布毛布500枚，防災食700食，パンの缶詰720食，クッキー528
個，レトルト食品1,000食，飲料水2L 600本，飲料水0.5L 2,400本，簡
易トイレ4組，ラップ式トイレ消耗品20組，トイレ処理袋セット11箱ほか

18,800,593 17,000,000 日置市一円

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県立短期大学電気設備改修事業
継電器1台更新（5A電流引外し方式），遮断機1台更新（遮断電流
7.2kV400A（8kA）手動式電流トリップ方式），高圧コンデンサ1台更新
（50kVAR）

2,200,000 2,200,000 鹿児島市下伊敷

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県立短期大学2号館外壁改修事業 外壁の打診調査，モルタル浮き部分等の改修，シーリング工事，外壁塗装，
屋上ウレタン塗膜防水工事等に係る設計業務委託

810,700 810,700 鹿児島市下伊敷

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1市1町，6基

7,969,000 7,969,000 鹿児島県一円

鹿児島県 鹿児島県 大気監視測定機器整備事業 窒素酸化物自動測定記録計2式，非メタン炭化水素自動測定記録計1式，
微小粒子状物質自動測定記録計1式

9,174,000 9,174,000 薩摩川内市御陵下町，いちき串木野
市羽島

鹿児島県 鹿児島県 大気監視測定機器整備事業 微小粒子状物質自動測定記録計1式，PM2.5秤量用精密天秤1式 5,512,760 5,512,760 南さつま市加世田川畑，鹿児島市城南
町

鹿児島県 鹿児島県 水質監視測定機器整備事業 BOD恒温器1式，電動ビュレット1式，ロータリーエバポレーター1式 2,739,000 2,739,000 鹿児島市城南町

鹿児島県 鹿児島県 森の研修館かごしま施設整備事業
自動洗濯乾燥機更新（洗濯8.0kg，乾燥4.5kg）3台，既存洗濯機・既存
乾燥機処分6台，AED（自動体外式除細動器）更新1台，自動食器洗浄
機取替小型ドアタイプ洗浄機（3相200V）1台

1,162,480 1,162,480 姶良市蒲生町上久徳

鹿児島県 鹿児島県 森の研修館かごしま施設整備事業 自動洗濯乾燥機更新（洗濯8.0kg，乾燥4.5kg）2台，既存洗濯機処分2
台

177,760 177,760 姶良市蒲生町上久徳

鹿児島県 鹿児島県 県民の森浄水場施設更新事業
送水ポンプ（立型多段渦巻ポンプ）更新2台（出力7.5Kw，電源三相
200V，口径40ｍm），送水ポンプ（カスケードポンプ）更新1台（モーター出
力5.5Kw，電源三相200V，口径40mm）

4,577,155 4,577,155 霧島市溝辺町有川

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7基 5,389,000 5,389,000 姶良市北山
鹿児島県 鹿児島県 照葉樹の森浄水場施設更新事業 揚水ポンプ（水中タービンポンプ）更新1台（出力2.2kW，口径32mm） 715,000 715,000 錦江町田代麓
鹿児島県 鹿児島県 照葉樹の森浄水場施設更新事業 揚水ポンプ（水中タービンポンプ）更新1台 715,000 715,000 錦江町田代麓
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4件 10,076,690 9,234,724 鹿児島県一円

鹿児島県 鹿児島県 工業団地基盤整備費補助事業

　上ノ浜・波見線道路築造工事︓道路工事L=98.0ｍ，路盤工
A=588.0m2，表層工L=201.0m，A=1,210m2（車道部）
　給水管布設工事︓水道配水用ポリエチレン管L=193ｍ，地上式消火栓
N=2基

30,000,000 30,000,000 志布志市志布志町安楽

鹿児島県 鹿児島県 工業技術センター研究機器整備事業 接触角測定機1台（材料と液体との相性（ぬれ性）を評価する装置） 3,080,000 3,080,000 霧島市隼人町

鹿児島県 鹿児島県 職業能力開発校（宮之城）空調設備整備事業 宮之城高等技術専門校空調整備設備調査設計委託（室内機8台，室外機
6台）

1,386,000 1,386,000 さつま町船木

鹿児島県 鹿児島県 温排水影響調査事業
海域モニタリング技術委員会の開催（年2回），温排水影響調査（水温，塩
分（年2回），流況（年2回），海生生物︓海藻類，潮間帯生物（年1
回），主要魚類及び漁業実態調査）

6,704,623 6,704,623 川内原子力発電所周辺海域



鹿児島県 鹿児島県 農業大学校食堂棟厨房調理機器更新事業 包丁まな板消毒保管機2台，消毒保管機2台 3,685,000 3,685,000 日置市吹上町
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 空調機器52台，壁掛型（冷房能力2.2kW，暖房能力2.2kW） 5,830,000 5,830,000 日置市吹上町

鹿児島県 鹿児島県 農業大学校畜産学部豚舎除糞装置更新事業 豚舎スクレーパー機材取替工事一式（種豚舎，分娩舎，肥育舎，各床下集
糞縦引きスクレーパー，横引きスクレーパー，集糞スクリューコンベア）

5,252,599 5,252,599 日置市吹上町

鹿児島県 鹿児島県 農業大学校冷凍庫室外機設備等更新事業 冷凍庫の室内・室外機，配管等更新整備一式（冷却ユニット冷凍（室内機
能力－20度維持，室外機），冷媒配管接続）

1,760,000 1,701,442 日置市吹上町

鹿児島県 鹿児島県 農業大学校農業研修館空調機器更新整備事業 空調機器23台，壁掛型（冷房能力2.2kW，暖房能力2.5kW） 2,167,000 2,167,000 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 フラワーホール棟空調設備更新（ロビー︓室内機4台・室外機1台，ギャラリー︓
室内機5台・室外機1台，図書館︓室内機4台・室外機1台）

26,128,400 26,128,400 指宿市山川岡児ヶ水

鹿児島県 鹿児島県 畜産試験場施設整備事業（家畜排泄物処理システム更新） 家畜排泄物処理システム更新（チェーンスクレッパー2セット，バーンクリーナー1
セット，ガタークリーナー1セット）

12,320,000 12,320,000 霧島市国分上之段

鹿児島県 鹿児島県 北薩トンネル排水処理施設維持管理事業 施設運営管理（薬剤供給，汚泥処理，水施設運転管理，施設管理） 21,530,000 21,360,000 出水市高尾野町平八重

鹿児島県 鹿児島県 防災研修センター空調改修事業 空調設備（室内機23台，室外機4台，室内機室外機セット1組）の設置及
び付帯工事（空調工事・電気工事・管理委託一式）

34,530,200 34,530,200 姶良市平松

鹿児島県 鹿児島県 鹿児島県立青少年研修センターキャンプ場通路屋根設置事業 L=13.7m（幅2.5m×高さ2.5m×4基） 1,760,000 1,760,000 鹿児島市宮之浦町

鹿児島県 鹿児島県 原子力立地給付金交付事業 小売電力事業者等から電気の供給を受けている一般家庭，工場等に対する給
付金

660,525,202 660,525,202 薩摩川内市，いちき串木野市，阿久
根市


