
広報・調査等対策交付金



Ⅰ.事業評価総括表

番号 交付金事業の名称 備考

1 広報・調査等事業

2 原子力広報研修施設整備事業

交付金充当額
交付金事業に

要した経費

福井県、敦賀市、美浜町、高浜町、
おおい町、越前市、越前町、

南越前町及び若狭町

交付金事業者名又は
間接交付金事業者名

137,356,129

27,500,00027,500,000

132,437,770

福井県



番号

1

Ⅱ.事業評価個表

23,203,910

交付金充当額（円）

109,233,860

・原子力広報誌「あっとほうむ」の発行や、福井原子力センターにおいて放射線等体験教室や講演会を開催したり、公民
館や児童館等へ出張して科学実験教室を開催したりすることで、原子力・エネルギーに関する基礎知識や最新情報の
提供を行った。また、アンケートに回答した参加者のうち、約8～９割から「理解できた」などの回答が得られた。
   　・広報誌：記事内容を「よく理解できた」、「だいたい理解できた」と回答した読者の割合 85.9％
　　 ・放射線体験教室：「放射線について勉強することができた」と回答した参加者の割合 94.1％
     ・講演会：「よく理解できた」、「少し理解できた」と回答した参加者の割合 97.5％
　   ・出張科学実験教室：「よく理解できた」、「だいたい理解できた」と回答した参加者の割合 95.5％

・市町においては、原子力関連施設への見学会等を行うことにより、原子力の正しい知識の普及啓発を図った。
　見学会等のアンケートに回答した参加者のうち、約８～９割から「原子力や安全対策についての理解が深まっ
　た」等の回答が得られた。

132,437,770

敦賀発電所、ふげん、もんじゅ、美浜発電所、高浜発電所及び大飯発電所の周辺地域への知識の普及・啓発活動とし
て以下の事業を実施
・調査事業：国内調査・研修、資料購入等の情報収集 等
・広報事業：原子力広報誌発行・配布、原子力広報パンフレット作製、原子力講座や講演会、原子力関連施設等
　　　　　　 　への見学会の開催、屋外掲示板の設置 等
・連絡調整事業：国等の関係機関との連絡調整、原子力発電所の調査旅費 等

交付金事業者名または間接交付金事業者名

うち文部科学省分

交付金事業名

広報・調査等事業

福井県、敦賀市、美浜町、高浜町、おおい町、越前市、越前町、南越前町及び
若狭町

福井県内全域交付金事業実施場所

うち経済産業省分

総事業費(円） 137,356,129

県および市町において、原子力発電施設の周辺地域への継続的な広報活動を実施し、原子力発電の正しい知識の普
及啓発をはかる。

交付金事業の成果目標

交付金事業の成果指標
体験教室や講演会、施設見学会を通じて、原子力発電に対する理解が深まったとアンケートや聞き取りによって回答し
た参加者の割合が８割以上。

交付金事業の成果
および評価

交付金事業の概要



交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

原子力広報対策事業委託（県） 随意契約

広報誌「あっとほうむ」制作
委託業務（県）

随意契約

科学実験教室実施委託（県） 一般競争入札

広報誌配布委託（県） 随意契約

広報研修施設HPホスティング
サービス提供業務（県）

一般競争入札

原子力広報番組放送業務
（敦賀市）

随意契約

原子力広報番組制作・
放送業務（敦賀市）

随意契約

原子力防災番組制作・放送
（敦賀市）

随意契約

環境放射線情報連携システム保守
（敦賀市） 随意契約

原子力広報
パンフレットの作製（敦賀市）

指名競争入札

原子力広報用
ポスターの作製（敦賀市）

随意契約

原子力防災パンフレットの作製
（敦賀市）

随意契約

複写機賃貸借（敦賀市） 随意契約

カラープリンター
保守管理委託料（敦賀市）

随意契約

原子力広報放送業務
（美浜町）

随意契約

教職員、町職員原子力関連施設
視察研修バス運転業務（美浜町） 随意契約

町議会原子力関連施設視察
研修バス借り上げ料（美浜町）

随意契約

防災行政無線保守点検
業務委託料（美浜町）

随意契約

原子力広報電光掲示板
保守点検業務（美浜町）

随意契約

原子力広報掲示板
修繕工事（美浜町）

随意契約

原子力広報掲示板
設置工事（美浜町）

随意契約

㈱嶺南ケーブルネットワーク 1,042,800

（公財）福井原子力センター

（公財）福井原子力センター 63,104,300

261,360

10,947,750

三谷コンピュータ（株）

（公財）福井原子力センター 1,328,800

契約金額（円）契約の相手方

敦賀市区長連合会 300,000

㈱嶺南ケーブルネットワーク

リコージャパン㈱中部事業本部福井支社

福井ゼロックス㈱ 75,900

492,480

396,000

1,705,000

敦賀ＦＭ放送㈱ 99,000

㈱嶺南ケーブルネットワーク

35,420㈲印刷ショップフタバ

751,300若越印刷㈱

若越印刷㈱ 1,052,700

美方ケーブルネットワーク（株） 586,850

（公社）美浜町シルバー人材センター 75,289

㈱旅工房 233,820

敦賀土建工業(株) 1,248,500

パナソニックシステムソリューションズ
ジャパン㈱北陸社

9,223,500

（株）ビスメディア 330,000

(有)ウォーテム上野山 1,292,280



町広報紙　印刷（美浜町） 指名競争入札

原子力防災のしおり、
ポスター作成（美浜町）

随意契約

原子力広報掲示板
清掃点検業務（美浜町）

随意契約

原子力関連図書購入
（美浜町）

随意契約

会議用説明資料
投影機材購入（美浜町）

随意契約

備品購入ノートパソコン・
ビデオカメラ（高浜町）

見積入札

備品購入
ハイエース（高浜町）

見積入札

消耗品費
原子力広報ファイル（高浜町）

指名競争入札

原子力広報番組制作
（おおい町）

随意契約

原子力広報用カレンダー製作
（おおい町）

指名競争入札

大型映像表示装置保守
（おおい町）

随意契約

文字ニュース受信（おおい町） 随意契約

県原子力広報誌の
市内全戸配布（越前市）

随意契約

原子力情報配信・研修用
モニタ設置（越前町）

随意契約

原子力広報掲示板設置
（南越前町）

随意契約

原子力広報掲示板設置
（若狭町）

随意契約

資料購入費等事務費
（県、市町）

成果および評価に係る第三者機関等の活用の有無

（株）大成出版社　等 19,510,652

（公社）美浜町シルバー人材センター 109,930

180,000

福井システムズ(株) 1,474,000

748,000

（株）ラボ

若越印刷（株）美浜営業所

(有)川端文栄堂

㈲堀口精長堂 99,289

広報誌の発行や講演会、見学会など各事業において参加者アンケートを実施し、事業改善に取り組んでいる。

若越印刷（株）美浜営業所 1,777,600

240,460

越前市自治連合会　会長　福島　宏

450,240

㈲堀口精長堂 295,900

ユアサ商事㈱ 290,620

オートメイト 3,389,889

㈱ラボ 2,937,000

（一社）共同通信社 660,000

(株)アドボック 6,292,000

（株）ラボ 1,372,800

パナソニックシステムソリューションズジャパン（株）
北陸社

2,944,700



番号

2

交付金事業の実施に伴い締結された売買、貸借、請負その他の契約

契約の目的 契約の方法

アプリケーション開発業務 随意契約

成果および評価に係る第三者機関の活用の有無

契約の相手方 契約金額（円）

㈱乃村工藝社 27,500,000

予定なし

交付金事業の成果目標
福井原子力センターにおいてアプリケーション活用事業を実施することにより、来館者に原子力発電の正しい
知識の普及啓発をはかる。

交付金事業の成果指標 福井原子力センターアプリケーション活用事業に係る備品等の整備を着実に実施する。

交付金事業の成果
および評価

福井原子力センターの来館者が、館内の展示物について、より興味や関心を持って見学してもらうため、スマー
トフォンやタブレットなどの情報端末向けのアプリケーションの開発およびスマートフォン端末等の整備を行っ
た。
アプリ内のクイズやゲームに挑戦しながら館内の展示物を見学していただくことで、原子力発電所の正しい知識
の普及啓発や来館者数増につながるよう、今後効果的に活用していく。

交付金事業の概要 福井原子力センターアプリケーション活用事業に係る備品等の整備

総事業費(円） 27,500,000

交付金充当額（円） 27,500,000

うち文部科学省分 5,603,684

うち経済産業省分 21,896,316

Ⅱ.事業評価個表

交付金事業名

原子力広報研修施設整備事業

交付金事業者名または間接交付金事業者名 福井県

交付金事業実施場所 福井原子力センター（敦賀市吉河）


