
各交付金・事業の交付先都道府県名と
H29年度決算額注4

国からの交付先
自治体名

注3

・電源立地等推進対策委託費 8億円
　　原子力発電施設広聴・広報等事業委託費 8億円
・電源立地等推進対策補助金 66億円
　　電源立地理解促進対策補助金 3億円
　　原子力発電の制度整備のための国際協力事業費補助金 2億円

北海道（18百万円） 北海道
青森県（584百万円） 青森県
宮城県（520百万円） 宮城県
福島県（869百万円） 福島県
新潟県（830百万円） 新潟県
茨城県（413百万円） 茨城県
石川県（383百万円） 石川県
静岡県（412百万円） 静岡県
福井県（921百万円） 福井県
滋賀県（15百万円） 滋賀県
京都府（285百万円） 京都府
島根県（375百万円） 島根県
愛媛県（88百万円） 愛媛県
佐賀県（151百万円） 佐賀県
鹿児島県（167百万円） 鹿児島県

・原子力損害賠償・廃炉等支援機構交付金 470億円
・電源立地等推進対策交付金 231億円

青森県（533百万円） 青森県
福井県（6,996百万円） 福井県
愛媛県（932百万円） 愛媛県
佐賀県（432百万円） 佐賀県
宮城県（650百万円） 宮城県
愛媛県（269百万円） 愛媛県
鹿児島県（1,250百万円） 鹿児島県

　　核燃料サイクル交付金 3億円 青森県（323百万円） 青森県
　　福島特定原子力施設地域振興交付金 83億円 福島県（8,390百万円） 福島県

福井県（1,287百万円） 福井県、敦賀市、美浜
町

島根県（281百万円） 松江市
愛媛県（256百万円） 伊方町
佐賀県（294百万円） 玄海町
鹿児島県（500百万円） 鹿児島県
北海道（57百万円） 北海道
青森県（115百万円） 青森県
宮城県（32百万円） 宮城県
福島県（86百万円） 福島県
新潟県（63百万円） 新潟県
茨城県（24百万円） 茨城県
石川県（53百万円） 石川県
岐阜県（1百万円） 岐阜県
静岡県（33百万円） 静岡県
福井県（132百万円） 福井県
島根県（38百万円） 島根県
山口県（2百万円） 山口県
愛媛県（39百万円） 愛媛県
佐賀県（38百万円） 佐賀県
鹿児島県（32百万円） 鹿児島県
北海道（3百万円） 北海道
青森県（2百万円） 青森県
岩手県（2百万円） 岩手県
宮城県（1百万円） 宮城県
秋田県（0百万円） 秋田県
山形県（2百万円） 山形県
福島県（4百万円） 福島県
新潟県（2百万円） 新潟県
茨城県（0百万円） 茨城県
栃木県（0百万円） 栃木県
群馬県（1百万円） 群馬県
埼玉県（0百万円） 埼玉県
東京都（0百万円） 東京都
神奈川県（1百万円） 神奈川県
山梨県（1百万円） 山梨県
岐阜県（0百万円） 岐阜県
長野県（0百万円） 長野県
静岡県（0百万円） 静岡県
愛知県（0百万円） 愛知県
三重県（0百万円） 三重県
石川県（1百万円） 石川県
福井県（1百万円） 福井県
京都府（0百万円） 京都府
滋賀県（0百万円） 滋賀県

電源開発
促進勘定
歳出額

3,298億円

電源立地
対策

電源開発促進税の使途の流れ注1

60億円

0億円

88億円

21億円

26億円

　　電源地域振興促進事業費補助金

　　交付金事務等交付金

　　原子力発電施設等立地地域特別交付金

　　原子力発電施設立地地域共生交付金

　　広報・調査等交付金 7億円

電源開発
促進税収
3,256億円

　　原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金

経産省
1,554億円

➡
剰余金等

注2

205億円
／

一般会計
繰入額

3,093億円

➡



兵庫県（0百万円） 兵庫県
奈良県（0百万円） 奈良県
和歌山県（0百万円） 和歌山県
岡山県（0百万円） 岡山県
島根県（0百万円） 島根県
山口県（0百万円） 山口県
徳島県（1百万円） 徳島県
愛媛県（1百万円） 愛媛県
高知県（1百万円） 高知県
福岡県（0百万円） 福岡県
佐賀県（0百万円） 佐賀県
長崎県（0百万円） 長崎県
熊本県（0百万円） 熊本県
大分県（0百万円） 大分県
宮崎県（1百万円） 宮崎県
鹿児島県（2百万円） 鹿児島県
北海道（2,699百万円） 北海道、夕張市、京極

町、泊村、下川町、幌
延町、新得町

青森県（12,599百万円） 青森県、むつ市、六ケ
所村、大間町、東通
村、西目屋村

岩手県（86百万円） 岩手県
宮城県（2,605百万円） 宮城県、石巻市、女川

町
秋田県（361百万円） 秋田県
山形県（142百万円） 山形県、小国町
福島県（7,041百万円） 福島県、楢葉町、富岡

町、広野町
新潟県（12,707百万円） 新潟県、柏崎市、上越

市、刈羽村、魚沼市
茨城県（2,971百万円） 茨城県、大洗町、東海

村
栃木県（88百万円） 栃木県
群馬県（260百万円） 群馬県、桐生市、上野

村
埼玉県（17百万円） 埼玉県
東京都（10百万円） 東京都
神奈川県（47百万円） 神奈川県
山梨県（132百万円） 山梨県
静岡県（3,182百万円） 静岡県、静岡市、浜松

市、御前崎市
愛知県（98百万円） 愛知県
三重県（526百万円） 三重県
岐阜県（1,849百万円） 岐阜県、瑞浪市
長野県（608百万円） 長野県、大町市、南相

木村
富山県（768百万円） 富山県
石川県（2,001百万円） 石川県、志賀町
福井県（11,083百万円） 福井県、敦賀市、美浜

町、高浜町、おおい町
滋賀県（93百万円） 滋賀県
京都府（696百万円） 京都府
兵庫県（612百万円） 兵庫県
奈良県（76百万円） 奈良県
和歌山県（191百万円） 和歌山県
鳥取県（47百万円） 鳥取市、若桜町、智頭

町、八頭町、三朝町、
伯耆町、日南町、日野
町、江府町

島根県（3,042百万円） 島根県、松江市、浜田
市

岡山県（209百万円） 岡山県
広島県（117百万円） 広島市、呉市、三原

市、府中市、三次市、
庄原市、大竹市、東広
島市、廿日市市、安芸
高田市、安芸太田町、
北広島町、神石高原町

山口県（454百万円） 山口県、上関町
徳島県（569百万円） 徳島県
愛媛県（1,601百万円） 愛媛県、伊方町
高知県（142百万円） 高知県
福岡県（9百万円） 福岡県
佐賀県（2,974百万円） 佐賀県、玄海町
長崎県（809百万円） 長崎県、松浦市
熊本県（70百万円） 熊本県
大分県（500百万円） 大分県
宮崎県（161百万円） 宮崎県
鹿児島県（3,039百万円） 鹿児島県、薩摩川内市

773億円

　　

・電源立地地域対策交付金



沖縄県（68百万円） 中城村
・国際原子力機関等拠出金 3億円
　　国際原子力機関拠出金 2億円
　　経済協力開発機構原子力機関拠出金 1億円
・電源立地等推進対策委託費 2億円
　　放射線利用技術等国際交流事業委託費 2億円
　　核燃料サイクル関係推進調整等委託費 ０億円
・電源立地等推進対策補助金 19億円

茨城県（59百万円） 茨城県
福井県（55百万円） 福井県
青森県（18百万円） 青森県
福井県（78百万円） 福井県
茨城県（628百万円） 茨城県
福井県（657百万円） 福井県
岡山県（474百万円） 岡山県

・電源立地等推進対策交付金 35億円
青森県（50百万円） 青森県
茨城県（165百万円） 茨城県
福井県（100百万円） 福井県
北海道（4百万円） 北海道
青森県（5百万円） 青森県
岩手県（6百万円） 岩手県
宮城県（5百万円） 宮城県
山形県（7百万円） 山形県
茨城県（35百万円） 茨城県
栃木県（7百万円） 栃木県
群馬県（4百万円） 群馬県
千葉県（1百万円） 千葉県
神奈川県（9百万円） 神奈川県
新潟県（1百万円） 新潟県
富山県（2百万円） 富山県
石川県（10百万円） 石川県
福井県（32百万円） 福井県
山梨県（7百万円） 山梨県
静岡県（5百万円） 静岡県
愛知県（4百万円） 愛知県
京都府（6百万円） 京都府
大阪府（9百万円） 大阪府
奈良県（6百万円） 奈良県
和歌山県（5百万円） 和歌山県
島根県（4百万円） 島根県
徳島県（10百万円） 徳島県
香川県（9百万円） 香川県
愛媛県（7百万円） 愛媛県
佐賀県（1百万円） 佐賀県
鹿児島県（1百万円） 鹿児島県

　　核燃料サイクル関係推進調整等交付金 28億円 青森県（2,897百万円） 青森県
茨城県（47百万円） 茨城県
福井県（28百万円） 福井県
岡山県（11百万円） 岡山県
茨城県（0百万円） 茨城県
福井県（0百万円） 福井県
岡山県（0百万円） 岡山県
滋賀県（0百万円） 滋賀県
鳥取県（0百万円） 鳥取県
茨城県（4,536百万円） 茨城県、大洗町、東海

村
福井県（2,098百万円） 福井県、敦賀市、美浜

町
岡山県（843百万円） 岡山県、鏡野町
滋賀県（56百万円） 滋賀県
鳥取県（71百万円） 鳥取県

・国際原子力機関等拠出金 1億円
　　経済協力開発機構原子力機関拠出金 1億円

・放射性廃棄物処分基準調査等委託費 49億円

　　低レベル放射性廃棄物の処分に関する技術開発委託費 2億円

　　高レベル放射性廃棄物等の地層処分に関する技術開発委託費 41億円

　　放射性廃棄物共通技術調査等委託費 2億円

　　放射性廃棄物の減容化に向けたガラス固化技術の基盤研究委託費 3億円

・軽水炉等改良技術確証試験等委託費 81億円

　　原子力の利用状況等に関する調査委託費 1億円

　　原子力の安全性向上に資する共通基盤整備のための技術研究開発委託費 27億円

　　高速炉の国際協力等に関する技術開発委託費 51億円

　　原子力の安全性向上を担う人材の育成事業委託費 0億円

・原子力発電関連技術開発費等補助金 3億円

・ウラン探鉱支援事業費等補助金 4億円

・国際原子力機関等拠出金 0億円

　　国際原子力機関における知識管理プロジェクト関連拠出金 0億円

経産省
139億円

　　広報・調査等交付金 1億円

　　電源地域振興促進事業費補助金 17億円

　　放射線利用・原子力基盤技術試験研究推進交付金 3億円

　　原子力・エネルギー教育支援事業交付金 2億円

０億円

76億円

　　電源地域産業育成支援補助金 1億円

　　原子力発電施設等研修事業費補助金 0億円

・電源立地地域対策交付金

　　交付金事務等交付金

電源利用
対策

文科省
134億円



・軽水炉等改良技術確証試験等委託費 13億円

　　原子力平和利用確保調査委託費 0億円

　　原子力システム研究開発委託費 13億円

・国際原子力機関等拠出金 ０億円

　　原子力平和利用調査等事業拠出金 ０億円

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構電源利用勘定運営費交付金 912億円

・国立研究開発法人日本原子力研究開発機構施設整備費補助金 30億円

・軽水炉等改良技術確証試験等委託費 10億円

　　保障措置環境分析調査事業委託費 10億円

　　大型混合酸化物燃料加工施設保障措置試験研究事業委託費 0億円

・国際原子力機関等拠出金 1億円

　　国際原子力機関保障措置拠出金 1億円

・原子力発電施設等安全技術対策委託費 7億円

　　原子力検査官等研修事業委託費 1億円

　　放射性廃棄物の処分・放射性物質の輸送等の規制基準整備事業委託費 0億円

　　バックエンド分野の規制高度化研究事業委託費 1億円

　　プラントシミュレータ研修事業委託費 2億円

　　東京電力福島第一原子力発電所の廃棄物管理に係る規制技術基盤整備事業委託費 0億円

・原子力災害影響調査等委託費 1億円

　　個人被ばく線量把握事業委託費 1億円

・原子力施設等防災対策等委託費 106億円

　　核燃料サイクル関係推進調整等委託費 0億円 茨城県（0百万円） 茨城県

　　原子力安全規制情報広聴・広報事業委託費 3億円

　　軽水炉照射材料健全性評価研究事業委託費 7億円

　　高経年化技術評価高度化事業委託費 3億円

　　燃料等安全高度化対策委託費 6億円

　　原子力施設における地質構造等に係る調査・研究事業委託費 6億円

愛知県（9百万円） 愛知県

愛媛県（8百万円） 愛媛県

茨城県（11百万円） 茨城県

岡山県（8百万円） 岡山県

沖縄県（10百万円） 沖縄県

岩手県（19百万円） 岩手県

岐阜県（11百万円） 岐阜県

宮崎県（19百万円） 宮崎県

宮城県（11百万円） 宮城県

京都府（12百万円） 京都府

熊本県（9百万円） 熊本県

群馬県（8百万円） 群馬県

広島県（10百万円） 広島県

香川県（9百万円） 香川県

高知県（42百万円） 高知県

佐賀県（13百万円） 佐賀県

埼玉県（11百万円） 埼玉県

三重県（8百万円） 三重県

山形県（21百万円） 山形県

山口県（10百万円） 山口県

山梨県（13百万円） 山梨県

滋賀県（17百万円） 滋賀県

鹿児島県（7百万円） 鹿児島県

秋田県（12百万円） 秋田県

新潟県（16百万円） 新潟県

神奈川県（22百万円） 神奈川県

青森県（19百万円） 青森県

静岡県（9百万円） 静岡県

石川県（13百万円） 石川県

千葉県（14百万円） 千葉県

大分県（7百万円） 大分県

大阪府（10百万円） 大阪府

長崎県（11百万円） 長崎県

長野県（11百万円） 長野県

鳥取県（20百万円） 鳥取県

島根県（9百万円） 島根県

東京都（10百万円） 東京都

徳島県（8百万円） 徳島県

栃木県（29百万円） 栃木県

奈良県（20百万円） 奈良県

富山県（9百万円） 富山県

福井県（12百万円） 福井県

福岡県（21百万円） 福岡県

福島県（28百万円） 福島県

兵庫県（28百万円） 兵庫県

　　環境放射能水準調査等委託費 16億円

文科省
957億円

環境省
11億円

原子力安
全規制対

策

環境省
187億円



北海道（24百万円） 北海道

和歌山県（7百万円） 和歌山県

　　海洋環境放射能総合評価委託費 7億円

　　緊急時対策総合支援システム整備等委託費 2億円

　　放射線モニタリング等人材育成事業委託費 2億円

　　避難指示区域等における環境放射線モニタリング推進事業委託費 1億円

　　環境放射線モニタリング国際動向調査等委託費 0億円

　　原子力発電施設等従事者追跡健康調査等委託費 1億円

　　国際原子力発電安全協力推進事業委託費 0億円

　　燃料デブリの臨界管理に係る評価手法の整備事業委託費 7億円

　　燃料設計審査分野の規制研究事業委託費 1億円

　　発電炉シビアアクシデント安全設計審査規制高度化研究事業委託費 6億円

　　核燃料サイクル分野の規制高度化研究委託費 0億円

　　原子力施設における外部事業等に係る安全規制研究事業委託費 7億円

　　火山影響評価研究事業委託費 5億円

　　原子力災害対策実効性向上等調査研究事業委託費 1億円

　　発電炉設計審査分野規制研究事業委託費 7億円

　　原子力発電施設等核物質防護対策委託費 0億円

　　原子力災害時医療実効性確保事業委託費 4億円

　　航空機モニタリング運用技術確立等委託費 3億円

　　技術基盤分野の規制高度化研究事業委託費 0億円

・原子力災害影響調査等交付金 0億円

　　原子力被災者健康確保・管理関連交付金 0億円 福島県（10百万円） 福島県

・原子力施設等防災対策等交付金 65億円

愛媛県（128百万円） 愛媛県

茨城県（651百万円） 茨城県

岡山県（56百万円） 岡山県

岐阜県（82百万円） 岐阜県

宮城県（542百万円） 宮城県

京都府（169百万円） 京都府

佐賀県（219百万円） 佐賀県

山口県（26百万円） 山口県

滋賀県（48百万円） 滋賀県

鹿児島県（857百万円） 鹿児島県

新潟県（335百万円） 新潟県

神奈川県（93百万円） 神奈川県

青森県（362百万円） 青森県

静岡県（351百万円） 静岡県

石川県（153百万円） 石川県

大阪府（169百万円） 大阪府

長崎県（125百万円） 長崎県

鳥取県（523百万円） 鳥取県

島根県（198百万円） 島根県

富山県（58百万円） 富山県

福井県（571百万円） 福井県

福岡県（80百万円） 福岡県

福島県（571百万円） 福島県

北海道（169百万円） 北海道

・国際原子力機関等拠出金 6億円

　　国際原子力機関拠出金 2億円

　　経済協力開発機構原子力機関等拠出金 3億円

・原子力施設等防災対策等委託費 4億円

　　原子力防災研修事業等委託費 2億円

　　原子力防災基礎研修事業委託費 1億円

　　原子力防災体制等構築事業委託費 0億円

　　避難計画等改善プロセス構築委託費 0億円

　　原子力防災海外調査・国際協力事業等委託費 0億円

・原子力施設等防災対策等交付金 94億円
北海道 （473百万円） 北海道
青森県 （357百万円） 青森県
宮城県 （367百万円） 宮城県
福島県 （633百万円） 福島県
茨城県 （447百万円） 茨城県
神奈川県（123百万円） 神奈川県
静岡県 （534百万円） 静岡県
新潟県 （795百万円） 新潟県
石川県 （335百万円） 石川県
富山県 （127百万円） 富山県
福井県 （1,001百万円） 福井県
京都府 （431百万円） 京都府
滋賀県 （168百万円） 滋賀県

94億円

　　

　　放射線監視等交付金 65億円

　　原子力発電施設等緊急時安全対策交付金

内閣府
99億円



岐阜県 （57百万円） 岐阜県
大阪府 （116百万円） 大阪府
島根県 （658百万円） 島根県
鳥取県 （359百万円） 鳥取県
岡山県 （72百万円） 岡山県
愛媛県 （841百万円） 愛媛県
山口県 （45百万円） 山口県
佐賀県 （415百万円） 佐賀県
福岡県 （234百万円） 福岡県
鹿児島県 （535百万円） 鹿児島県
長崎県 （328百万円） 長崎県

事務取扱
費等

214億円

　　

注1：29年度決算書ベース（金額は億単位未満を切り捨て）
注2：剰余金等は、周辺整備資金からの繰入や財産処分などの雑収入、歳出の不用額等の合計値
注3：太字は目、細字は目細
注4：百万円未満四捨五入
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