
都道府県 事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 762 七戸町

国道103号 326 十和田市

国道279号 383 むつ市

国道279号 776 横浜町

国道279号 444 むつ市～横浜町

国道338号 21 むつ市

国道338号 39 東通村～六ヶ所村

国道338号 29 東通村

国道394号 17 七戸町

主要地方道東北横浜線 12 六ヶ所村

一般県道水喰上北町停車場線 118 東北町

三本木中学校 1026 十和田市

東北小学校 30 東北町

福島県 三和小中学校 18 いわき市

一般県道水戸那珂湊線 139 ひたちなか市

主要地方道那珂湊那珂線 25 ひたちなか市

赤塚駅北線外１線 30 水戸市

赤塚駅水府橋線 47 水戸市

赤塚駅西線 109 水戸市

偕楽園公園上水戸線 110 水戸市

芸術館西通り線ほか１線 14 水戸市

中大野中河内線 38 水戸市

梅香下千波線 47 水戸市

水戸駅平須線 35 水戸市

鮎川停車場線 65 日立市

大甕駅東口駅前広場 60 日立市

大甕水木連絡道路 29 日立市

阿字ヶ浦中央通り線 14 ひたちなか市

佐和停車場高野線 5 ひたちなか市

佐和駅東口交通広場 27 ひたちなか市

高場高野線 41 ひたちなか市

武田市毛線 20 ひたちなか市

武田本町線 18 ひたちなか市

中根六ッ野線 2 ひたちなか市

東石川高野線(2件) 68 ひたちなか市

東石川六ッ野線 27 ひたちなか市

東中根高場線 133 ひたちなか市

湊1-14号線 2 ひたちなか市

向野西原線 13 ひたちなか市

和田町常陸海浜公園線 10 ひたちなか市

上菅谷下菅谷線 119 那珂市

菅谷・市毛線 15 那珂市

原子力立地地域特措法の支援額実績（令和元年度）

青森県

茨城県



平野杉本線 7 那珂市

勝木田下の内線 2 東海村

見川小学校 330 水戸市

久慈小学校 266 日立市

豊浦小学校 315 日立市

日高小学校 1088 日立市

田彦小学校 78 ひたちなか市

（仮称）平磯・磯崎・阿字ヶ浦統合校(2件) 1173 ひたちなか市

国道353号 36 柏崎市

出雲崎漁港 6 出雲崎町

豊田小学校 8 長岡市

日吉小学校 2 柏崎市

国道249号 41 七尾市

国道249号 52 輪島市

国道249号 13 穴水町

国道415号 69 羽咋市

主要地方道福浦港中島線 20 七尾市

主要地方道金沢田鶴浜線 599 羽咋市

主要地方道押水福岡線 8 宝達志水町

主要地方穴水剱地線 1 穴水町

主要地方道能都穴水線 33 穴水町

主要地方道輪島浦上線 17 輪島市

主要地方道輪島富来線 17 輪島市

一般県道庵鵜浦大田新線 5 七尾市

一般県道田尻祖母ヶ浦半浦線 10 七尾市

一般県道徳田停車場線 3 七尾市

一般県道百海七尾線 38 七尾市

一般県道若部千里浜インター線(2件) 46 羽咋市

一般県道所司原神子原線 3 宝達志水町

町道K1-6号線 18 中能登町

町道T-265号線 40 中能登町

国道162号(2件) 165 小浜市

国道365号 309 越前町

国道365号 35 南越前町～滋賀県境

国道417号 346 越前市～池田町

国道476号 235 池田町

主要地方道　武生インター線 6 越前市

主要地方道坂本高浜線 99 おおい町

主要地方道上中田烏線 9 若狭町

一般県道南越駅線 92 越前市

一般県道常神三方線 314 若狭町

市道188号線 46 敦賀市

新潟県

石川県



市道気比余座線 7 敦賀市

市道松原呉羽線 10 敦賀市

市道三島港線 19 敦賀市

市道宇久線 7 小浜市

市道遠敷区画12-3号線 6 小浜市

市道森川線 4 小浜市

市道臨港線 23 小浜市

町道脇本上平吹線 54 南越前町

岡山松陵線 81 敦賀市

敦賀駅東線(2件) 260 敦賀市

小浜縦貫線 46 小浜市

浦底漁港 1 敦賀市

角鹿小学校 291 敦賀市

角鹿中学校 210 敦賀市

市道赤土高橋線 1 菊川市

浜岡中学校 337 御前崎市

町道小垣内七山線他 23 熊取町

町道久保高田線 2 熊取町

熊取駅西線 3 熊取町

JR熊取駅東西自由通路 1 熊取町

国道431号 47 松江市

国道432号(2件) 71 松江市

主要地方道松江木次線 60 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 65 松江市

市道古浦西長江線 211 松江市

松江熊野線 78 松江市

国道204号(2件) 62 唐津市

主要地方道唐津北波多線 188 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 12 唐津市

一般県道高串港線 9 唐津市

大手口佐志線 64 唐津市

主要地方道川内串木野線 70 いちき串木野市

羽島漁港 18 いちき串木野市

大阪府

島根県

佐賀県

鹿児島県

福井県

静岡県



都道府県 事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 85 東北町～七戸町

国道45号 681 七戸町

国道103号 204 十和田市

国道279号 464 横浜町

国道279号 377 むつ市～横浜町

国道279号 278 むつ市

国道338号 86 東通村

国道338号 93 むつ市

国道338号 42 東通村～六ヶ所村

国道394号 55 七戸町

主要地方道東北横浜線 10 六ヶ所村

一般県道戸来十和田線 4 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 45 東北町

市道高清水・大下内線 10 十和田市

大曲小学校 7 六戸町

東北小学校 141 東北町

三本木中学校 468 十和田市

関根中学校 18 むつ市

百石中学校 46 おいらせ町

福島県 三和小中学校 11 いわき市

主要地方道那珂湊那珂線 13 ひたちなか市

一般県道水戸那珂湊線 101 ひたちなか市

一般県道大竹鉾田線 3 鉾田市

市道9号線 13 日立市

市道817号線 5 日立市

市道湊北部226号線 2 ひたちなか市

赤塚駅北線外１線 8 水戸市

赤塚駅西線 69 水戸市

赤塚駅水府橋線 1 水戸市

偕楽園公園上水戸線 39 水戸市

芸術館西通り線ほか１線 33 水戸市

中大野中河内線 132 水戸市

梅香下千波線 50 水戸市

大甕駅自由通路 237 日立市

大甕駅東口駅前広場 38 日立市

大甕水木連絡道路 34 日立市

木崎稲木線外２線 32 常陸太田市

湊1-14号線 2 ひたちなか市

佐和駅東西自由通路線 13 ひたちなか市

東石川高野線 47 ひたちなか市

東中根高場線 127 ひたちなか市

上菅谷下菅谷線 15 那珂市

上宿・大木内線 24 那珂市

久慈小学校 187 日立市

豊浦小学校 182 日立市

勝倉小学校 221 ひたちなか市

青森県

茨城県

原子力立地地域特措法の支援額実績（平成30年度）



三反田小学校 189 ひたちなか市

（仮称）鉾田南中学校地区統合小学校(2件) 54 鉾田市

南小学校 82 大洗町

南中学校 103 大洗町

国道353号 20 柏崎市

国道404号 67 長岡市

出雲崎漁港 4 出雲崎町

上川西小学校 10 長岡市

越路小学校 6 長岡市

日吉小学校 3 柏崎市

国道249号 34 七尾市

国道249号 58 輪島市

国道415号 52 羽咋市

主要地方道金沢田鶴浜線 345 羽咋市～志賀町

主要地方道穴水剱地線 34 穴水町

主要地方道能都穴水線 34 穴水町

一般県道庵鵜浦大田新線 11 七尾市

一般県道田尻祖母ヶ浦半浦線 15 七尾市

一般県道徳田停車場線 6 七尾市

一般県道所司原神子原線 3 宝達志水町

町道T-265号線 24 中能登町

国道162号(2件) 162 小浜市

国道365号 309 越前町

国道365号 4 南越前町

国道476号 93 池田町

主要地方道坂本高浜線 56 おおい町

一般県道南越駅線 28 越前市

一般県道常神三方線 64 若狭町

市道188号線 46 敦賀市

市道気比余座線 1 敦賀市

市道松原呉羽線 12 敦賀市

市道三島港線 6 敦賀市

市道宇久線 4 小浜市

市道臨港線 15 小浜市

町道脇本上平吹線 41 南越前町

岡山松陵線 27 敦賀市

敦賀駅東線(2件) 260 敦賀市

小浜縦貫線 140 小浜市

静岡県 浜岡中学校 100 御前崎市

熊取駅西１号線・熊取駅西線 101 泉佐野市

町道朝代和田大宮線 3 熊取町

町道(仮称)駅前延伸線 2 熊取町

町道小垣内七山線 6 熊取町

町道小谷穴釜線 18 熊取町

町道久保高田線 2 熊取町

熊取駅西線 0.1 熊取町

国道431号 5 松江市

国道432号(2件) 211 松江市

主要地方道松江木次線 44 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 512 松江市

新潟県

石川県

大阪府

島根県

福井県



市道古浦西長江線 113 松江市

松江熊野線 199 松江市

国道204号(3件) 44 唐津市

主要地方道唐津北波多線 98 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 12 唐津市～玄海町

一般県道高串港線 3 唐津市

一般県道鎮西唐津線 21 唐津市

大手口佐志線 52 唐津市

主要地方道川内串木野線 251 いちき串木野市

羽島漁港 13 いちき串木野市

東郷学園 64 薩摩川内市

佐賀県

鹿児島県



事業名
国負担額
（百万円）

事業実施箇所

国道45号 179 東北町～七戸町

国道45号 681 七戸町

国道103号 228 十和田市

国道279号 59 六ヶ所村～横浜町

国道279号 515 むつ市

国道279号 523 横浜町

国道279号 79 むつ市～横浜町

国道338号 49 東通村

国道338号 61 むつ市

国道338号 20 東通村～六ヶ所村

国道394号 172 七戸町

主要地方道東北横浜線 26 六ヶ所村

一般県道戸来十和田線 5 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 14 東北町

市道高清水・大下内線 22 十和田市

東北小学校 62 東北町

三本木中学校 605 十和田市

宮城県 蛇田小学校 5 石巻市

福島県 中村第二中学校 1 相馬市

国道6号 13 日立市

主要地方道那珂湊那珂線 4 ひたちなか市

一般県道水戸那珂湊線 10 ひたちなか市

一般県道大竹鉾田線 7 鉾田市

市道3号線 11 日立市

市道9号線 23 日立市

市道24号線 39 日立市

市道36号線 14 日立市

市道817号線 3 日立市

市道3509号線 4 日立市

市道中所沢川尻線 0.2 日立市

赤塚駅北線外１線 45 水戸市

偕楽園公園上水戸線 65 水戸市

中大野中河内線 55 水戸市

中大野中河内線 52 水戸市

梅香下千波線 63 水戸市

鮎川町地内道路 0.3 日立市

大甕駅自由通路 95 日立市

大甕駅東口駅前広場 1 日立市

大甕水木連絡道路 60 日立市

日立電鉄線跡地活用 191 日立市

木崎稲木線外２線 83 常陸太田市

阿字ヶ浦学校通り線 30 ひたちなか市

武田市毛線 33 ひたちなか市

青森県

茨城県

原子力立地地域特措法の支援額実績（平成29年度）



東石川六ッ野線 21 ひたちなか市

東中根高場線 49 ひたちなか市

向野西原線 15 ひたちなか市

宮中清水線 26 常陸大宮市

上菅谷下菅谷線 4 那珂市

上宿・大木内線 9 那珂市

菅谷・市毛線 6 那珂市

見川小学校 96 水戸市

見川中学校 92 水戸市

勝倉小学校 221 ひたちなか市

那珂湊第三小学校 260 ひたちなか市

三反田小学校 172 ひたちなか市

第二中学校 8 常陸大宮市

第二中学校 4 常陸大宮市

（仮称）鉾田南中学校地区統合小学校(2件) 23 鉾田市

南小学校 35 大洗町

南中学校 41 大洗町

国道352号 20 柏崎市

国道353号 55 柏崎市

国道404号(2件) 106 長岡市

一般県道向山西山停車場線 18 柏崎市

3・4・43槇山町亀貝線 81 長岡市

出雲崎漁港(2件) 5 出雲崎町

上川西小学校 4 長岡市

上組小学校 4 長岡市

堤岡中学校 9 長岡市

第五中学校 1 柏崎市

国道415号 85 羽咋市

国道249号 34 七尾市

主要地方道金沢田鶴浜線 319 羽咋市～志賀町

一般県道庵鵜浦大田新線 10 七尾市

一般県道田尻祖母ヶ浦半浦線 5 七尾市

一般県道徳田停車場線 15 七尾市

一般県道長浦中島線 13 七尾市

町道K2-5号線 17 中能登町

町道T-101号線 35 中能登町

国道162号 116 小浜市

国道365号 59 越前町

国道365号 11 南越前町～滋賀県境

国道476号 155 池田町

一般県道常神三方線 14 若狭町

市道松原呉羽線 14 敦賀市

市道三島港線 1 敦賀市

市道遠敷区画12-3号線 3 小浜市

市道臨港線 8 小浜市

町道脇本上平吹線 37 南越前町

石川県

福井県

新潟県

東石川高野線（2件） ひたちなか市31



岡山松陵線 99 敦賀市

敦賀駅東線 29 敦賀市

小浜縦貫線 160 小浜市

小浜美郷小学校 168 小浜市

熊取駅西１号線・熊取駅西線 12 泉佐野市

町道朝代和田大宮線 3 熊取町

町道永楽線 6 熊取町

町道小垣内七山線 13 熊取町

町道小谷穴釜線 31 熊取町

町道貝塚日根野線 3 熊取町

町道希望が丘自由が丘線(2件) 18 熊取町

町道希望が丘19号線 13 熊取町

道路附属物修繕事業 6 熊取町

国道431号(3件) 30 松江市

国道432号(2件) 182 松江市

主要地方道松江木次線 41 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 248 松江市

市道古浦西長江線 56 松江市

城山北公園線 65 松江市

松江熊野線 43 松江市

国道204号(3件) 62 唐津市

主要地方道唐津北波多線 43 唐津市

主要地方道肥前呼子線 22 玄海町～玄海町

一般県道高串港線 6 唐津市

一般県道鎮西唐津線 11 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 5 唐津市～玄海町

主要地方道川内串木野線 82 いちき串木野市

羽島漁港 32 いちき串木野市

東郷学園 28 薩摩川内市東郷町

島根県

佐賀県

鹿児島県

大阪府



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 501 東北町～七戸町

国道45号 389 七戸町

国道103号 157 十和田市

国道279号 496 六ヶ所村～横浜町

国道279号 559 むつ市

国道279号 402 横浜町

国道279号 16 むつ市～横浜町

国道338号 36 むつ市

国道338号 8 東通村～六ヶ所村

国道338号 17 おいらせ町

国道338号 13 東通村

国道394号 154 七戸町

主要地方道東北横浜線 19 六ヶ所村

一般県道戸来十和田線 6 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 11 東北町

市道高清水・大下内線 7 十和田市

白糠漁港 0.3 東通村、六ケ所村

七百中学校 18 六戸町

宮城県 蛇田小学校 450 石巻市

泉小学校 14 いわき市

鹿島小学校 15 いわき市

菊田小学校 5 いわき市

郷ヶ丘小学校 25 いわき市

錦東小学校 15 いわき市

磐崎中学校 12 いわき市

草野中学校 8 いわき市

平第一中学校 18 いわき市

平第三中学校 27 いわき市

錦中学校 33 いわき市

藤間中学校 17 いわき市

湯本第一中学校 18 いわき市

相馬市立中村第二中学校 96 相馬市

青森県

福島県

原子力立地地域特措法の支援額実績(平成28年度)



主要地方道那珂湊那珂線 17 ひたちなか市

一般県道大竹鉾田線 7 鉾田市

市道3号線 7 日立市

市道9号線 11 日立市

市道24号線 2 日立市

市道3509号線 7 日立市

市道中所沢川尻線 32 日立市

赤塚駅北線 14 水戸市

偕楽園公園上水戸線 1 水戸市

梅香下千波線(2件) 94 水戸市

大甕駅自由通路 137 日立市

大甕水木連絡道路 222 日立市

日立電鉄線跡地活用 338 日立市

鮎川町地内道路 29 日立市

木崎稲木線外２線 7 常陸太田市

佐和駅東口交通広場 9 ひたちなか市

高場高野線 1 ひたちなか市

東石川六ッ野線 48 ひたちなか市

宮中清水線 24 常陸大宮市

上菅谷下菅谷線 3 那珂市

上宿・大木内線 10 那珂市

菅谷・市毛線 15 那珂市

若見屋平戸線 27 大洗町

見川小学校 179 水戸市

久慈小学校 296 日立市

諏訪小学校 226 日立市

勝倉小学校 385 ひたちなか市

那珂湊第三小学校 674 ひたちなか市

三反田小学校 296 ひたちなか市

見川中学校 240 水戸市

豊浦小学校 74 日立市

勝田第二中学校 306 ひたちなか市

国道352号 7 柏崎市

国道353号 57 柏崎市

国道404号(2件) 181 長岡市

一般県道向山西山停車場線 41 柏崎市

3・4・43槇山町亀貝線 248 長岡市

出雲崎漁港 1 出雲崎町

上組小学校 1 長岡市

黒条小学校 1 長岡市

茨城県

新潟県

第二中学校（2件） 常陸大宮市133

10

中大野中河内線（2件） 水戸市179

東石川高野線（2件） ひたちなか市



堤岡中学校 4 長岡市

町道K1-6号線 9 中能登町

町道K2-5号線 16 中能登町

町道T-101号線 40 中能登町

町道T-265号線 5 中能登町

高浜東部団地線 20 志賀町

七尾中学校 69 七尾市

国道162号(2件) 104 小浜市

国道365号 61 越前町

国道476号 117 池田町

一般県道常神三方線 17 若狭町

市道松原呉羽線 4 敦賀市

市道臨港線 3 小浜市

町道脇本上平吹線 60 南越前町

岡山松陵線 33 敦賀市

敦賀南スマートインターアクセス道路 13 敦賀市

小浜縦貫線 77 小浜市

浦底漁港 0.2 敦賀市

河野漁港 0.4 南越前町

小浜美郷小学校 211 小浜市

熊取駅西１号線・熊取駅西線 15 泉佐野市

町道朝代和田大宮線 5 熊取町

町道永楽線 1 熊取町

町道小垣内七山線他 1 熊取町

町道小谷穴釜線 59 熊取町

町道貝塚日根野線 6 熊取町

町道希望が丘自由が丘線(2件) 26 熊取町

町道野田中央線 4 熊取町

道路附属物修繕事業 1 熊取町

国道431号(2件) 25 松江市

国道432号(2件) 190 松江市

主要地方道松江木次線 7 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 217 松江市

市道古浦西長江線 109 松江市

城山北公園線 193 松江市

松江熊野線 7 松江市

恵曇漁港 47 松江市

国道204号(2件) 217 唐津市

主要地方道唐津北波多線 23 唐津市

主要地方道肥前呼子線 9 玄海町

一般県道加倉仮屋港線 3 唐津市～玄海町

一般県道鎮西唐津線 13 唐津市

湊中学校 17 唐津市

石川県

大阪府

島根県

佐賀県

福井県



浜玉中学校 77 唐津市

主要地方道川内串木野線(2件) 149 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 27 いちき串木野市

羽島漁港 11 いちき串木野市

育英小学校 5 薩摩川内市

鹿児島県



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 193 七戸町

国道45号 544 東北町～七戸町

国道103号 40 十和田市

国道279号 337 むつ市

国道279号 515 六ヶ所村～横浜町

国道279号 188 横浜町

国道338号 36 むつ市

国道338号 11 東通村～六ヶ所村

国道338号 6 東通村

国道394号 52 七戸町

主要地方道東北横浜線 11 六ヶ所村

一般県道戸来十和田線 12 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 5 東北町

市道高清水・大下内線 3 十和田市

東小学校 6 十和田市

十和田中学校 4 十和田市

第一中学校 7 十和田市

野辺地小学校 26 野辺地町

馬門小学校 5 野辺地町

若葉小学校 5 野辺地町

七百中学校 10 六戸町

東北中学校 18 東北町

宮城県 蛇田小学校 91 石巻市

泉小学校 6 いわき市

磐崎小学校 4 いわき市

小名浜第一小学校 12 いわき市

小名浜西小学校 10 いわき市

鹿島小学校 6 いわき市

川部小学校 4 いわき市

郷ヶ丘小学校 11 いわき市

汐見が丘小学校 7 いわき市

勿来第一小学校 6 いわき市

勿来第二小学校 8 いわき市

夏井小学校校 3 いわき市

錦東小学校 6 いわき市

好間第二小学校 2 いわき市

四倉小学校 6 いわき市

赤井中学校 6 いわき市

磐崎中学校 5 いわき市

江名中学校 14 いわき市

平第一中学校 7 いわき市

平第三中学校 14 いわき市

錦中学校 14 いわき市

福島県

原子力立地地域特措法支援対象（平成27年度）

青森県



藤間中学校 8 いわき市

湯本第一中学校 7 いわき市

好間中学校 9 いわき市

中村第二中学校 96 相馬市

主要地方道日立笠間線 34 日立市、常陸太田市

一般県道大竹鉾田線 15 鉾田市

市道9号線 20 日立市

市道24号線 3 日立市

市道3509号線 2 日立市

赤塚駅北線外１線 30 水戸市

偕楽園公園上水戸線 24 水戸市

中大野中河内線（3件） 96 水戸市

梅香下千波線（2件） 67 水戸市

鮎川町地内道路 3 日立市

大甕駅自由通路 25 日立市

大甕水木連絡道路 160 日立市

中所沢川尻線 24 日立市

日立電鉄線跡地活用 269 日立市

佐野中通り線 18 ひたちなか市

那珂湊那珂線 2 ひたちなか市

西中根田彦線 27 ひたちなか市

東石川高野線 5 ひたちなか市

東石川六ッ野線 40 ひたちなか市

宮中清水線 34 常陸大宮市

菅谷・市毛線 19 那珂市

大場小学校 123 水戸市

諏訪小学校 145 日立市

（仮称）鉾田北中学校区統合小学校 33 鉾田市

葵小学校（2件） 272 茨城町

（仮称）大貫・夏海統小学校 323 大洗町

見川中学校 774 水戸市

金砂郷中学校 11 常陸太田市

勝田第三中学校 169 ひたちなか市

佐野中学校 142 ひたちなか市

第二中学校 29 常陸大宮市

国道352号 （2件） 87 柏崎市

国道404号（2件） 161 長岡市

一般県道向山西山停車場線 41 柏崎市

3・2・31台町川崎線 16 長岡市

3・4・43槇山町亀貝線 95 長岡市

出雲崎漁港（2件） 2 出雲崎町

前川小学校 9 長岡市

国道249号（2件） 89 七尾市

国道249号 62 志賀町

国道415号 183 羽咋市

主要地方道金沢田鶴浜線 131 羽咋市～志賀町

主要地方道高岡羽咋線 78 羽咋市

新潟県

茨城県



主要地方道志賀田鶴浜線 13 志賀町

一般県道長浦中島線 11 七尾市

一般県道七尾鳥屋線 153 七尾市

一般県道末吉七尾線 25 志賀町

一般県道羽咋田鶴浜線 26 志賀町

一般県道所司原神子原線 3 宝達志水町

高浜東部団地線 30 志賀町

町道Ｒ-４号線 39 中能登町

（仮称）統合小学校 333 志賀町

七尾中学校 30 七尾市

国道162号 57 小浜市

国道476号 99 池田町

一般県道常神三方線 25 若狭町

市道松原呉羽線 2 敦賀市

岡山松陵線 8 敦賀市

敦賀南スマートインターアクセス道路 8 敦賀市

小浜縦貫線 42 小浜市

浦底漁港 0.02 敦賀市

糠漁港 0.1 南越前町

河野漁港 0.1 南越前町

甲楽城漁港 0.3 南越前町

大虫小学校 6 越前市

神山小学校 4 越前市

武生東小学校 1 越前市

吉野小学校 13 越前市

武生第六中学校 5 越前市

町道朝代和田大宮線他 3 熊取町

町道小垣内七山線 8 熊取町

町道小谷穴釜線 4 熊取町

町道希望が丘自由が丘線他 30 熊取町

町道野田中央線 10 熊取町

道路附属物修繕事業 0.5 熊取町

日新小学校 67 泉佐野市

国道431号 105 松江市

国道432号（2件） 319 松江市

主要地方道松江木次線 21 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 9 松江市

市道古浦西長江線 73 松江市

城山北公園線 209 松江市

松江平田線 1 松江市

恵曇漁港 45 松江市

国道204号（2件） 132 唐津市

主要地方道唐津北波多線 27 唐津市

主要地方道肥前呼子線 3 玄海町

一般県道鎮西唐津線 5 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 4 唐津市～玄海町

島根県

佐賀県

石川県

福井県

大阪府

一般県道庵鵜浦大田新線 七尾市45



湊中学校 17 唐津市

浜玉中学校（2件） 123 唐津市

主要地方道川内串木野線 8 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 74 いちき串木野市

羽島漁港 6 いちき串木野市

育英小学校 17 薩摩川内市

海星中学校 4 薩摩川内市

串木野西中学校 52 いちき串木野市

鹿児島県



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 971 東北町～七戸町

国道45号 136 七戸町

国道103号 39 十和田市

国道279号 95 横浜町

国道279号 567 六ヶ所村～横浜町

国道279号 464 むつ市

国道338号 44 むつ市

国道338号 8 東通村～六ヶ所村

国道338号 11 東通村

国道394号 36 七戸町

主要地方道東北横浜線 14 六ヶ所村

一般県道戸来十和田線 6 十和田市

一般県道水喰上北町停車場 41 東北町

白糠漁港 7 東通村、六ヶ所村

松陽小学校 9 十和田市

ちとせ小学校 14 十和田市

洞内小学校 12 十和田市

大深内中学校 9 十和田市

東北中学校 700 東北町

宮城県 石巻工業港曽波神線 68 石巻市

小名浜第一小学校 15 いわき市

小名浜第二小学校 4 いわき市

小名浜第三小学校 6 いわき市

小名浜西小学校 12 いわき市

川部小学校 5 いわき市

汐見が丘小学校 7 いわき市

好間第二小学校 3 いわき市

平第五小学校 16 いわき市

勿来第一小学校 6 いわき市

夏井小学校 3 いわき市

錦小学校 2 いわき市

磐崎小学校 6 いわき市

四倉小学校 8 いわき市

赤井中学校 2 いわき市

植田中学校 6 いわき市

江名中学校 11 いわき市

好間中学校 12 いわき市

平第三中学校 2 いわき市

田人中学校 5 いわき市

玉川中学校 11 いわき市

湯本第二中学校 8 いわき市

主要地方道日立笠間線 17 日立市～常陸太田市

主要地方道常陸那珂港山方線 10 那珂市～常陸太田市

主要地方道内原塩ヶ崎線 41 茨城町

原子力立地地域特措法支援対象（平成26年度）

青森県

福島県



一般県道城里那珂線 10 水戸市～那珂市

一般県道大竹鉾田線 28 鉾田市

市道9号線 64 日立市

赤塚駅北線外１線 14 水戸市

中大野中河内線（3件） 248 水戸市

中大野中河内線 35 水戸市、ひたちなか市

梅香下千波線（3件） 99 水戸市

（仮称）森戸下入野線 2 水戸市

鮎川町地内道路 7 日立市

大甕駅自由通路 12 日立市

大甕水木連絡道路 158 日立市

中所沢川尻線 19 日立市

中丸アクセス道路 69 日立市

日立電鉄線跡地活用 133 日立市

木崎稲木線 3 常陸太田市

宮中清水線 35 常陸大宮市

上宿・大木内線 2 那珂市

菅谷・市毛線 11 那珂市

大場小学校 49 水戸市

油縄子小学校 108 日立市

田彦小学校 16 ひたちなか市

那珂湊第三小学校 16 ひたちなか市

（仮称）鉾田北中学校区統合小学校 14 鉾田市

（仮称）統合小学校 88 茨城町

（仮称）大貫・夏海統合小学校 104 大洗町

見川中学校 252 水戸市

南中学校 5 常陸太田市

大島中学校 271 ひたちなか市

勝田第一中学校 8 ひたちなか市

勝田第三中学校 135 ひたちなか市

佐野中学校 119 ひたちなか市

那珂湊中学校 63 ひたちなか市

国道352号 8 出雲崎町

国道352号 36 柏崎市

国道353号 25 柏崎市

国道404号（2件） 143 長岡市

一般県道黒部柏崎線 13 柏崎市

一般県道向山西山停車場線 30 柏崎市

3・2・31台町川崎線 138 長岡市

3・4・43槇山町亀貝線 132 長岡市

出雲崎漁港 3 出雲崎町

国道159号 634 七尾市

国道159号 26 羽咋市～宝達志水町

国道249号（2件） 110 七尾市

国道249号 51 志賀町

国道415号 155 羽咋市

国道470号 506 七尾市

茨城県

新潟県



主要地方道高岡羽咋線 69 羽咋市

主要地方道志賀田鶴浜線 22 志賀町

主要地方道田鶴浜堀松線 8 志賀町

一般県道長浦中島線 34 七尾市

一般県道羽咋田鶴浜線 9 志賀町

一般県道末吉七尾線 15 志賀町

一般県道所司原神子原線 3 宝達志水町

町道Ｒ-４号線 20 中能登町

湯元和倉温泉駅線 15 七尾市

地頭町線 15 志賀町

（仮称）統合小学校 123 志賀町

（仮称）鹿島地区統合小学校 34 中能登町

（仮称）統合中学校 22 宝達志水町

国道162号（2件） 82 小浜市

国道162号 51 若狭町

国道305号 46 南越前町

国道476号 14 池田町

一般県道常神三方線 27 若狭町

市道松原呉羽線 9 敦賀市

岡山松陵線 54 敦賀市

敦賀南スマートインターアクセス道路 3 敦賀市

小浜縦貫線 39 小浜市

浦底漁港 1 敦賀市

北新庄小学校 25 越前市

国高小学校（2件） 83 越前市

王子保小学校 7 越前市

町道朝代和田大宮線 5 熊取町

町道小谷穴釜線 9 熊取町

町道希望が丘自由が丘線 41 熊取町

北中小学校 18 泉佐野市

佐野台小学校 45 泉佐野市

第三小学校（2件） 61 泉佐野市

中央小学校 31 泉佐野市

日新小学校 7 泉佐野市

佐野中学校 61 泉佐野市

国道431号 32 松江市

国道432号（2件） 267 松江市

主要地方道松江鹿島美保関線 13 松江市

主要地方道松江木次線 29 松江市

城山北公園線 208 松江市

古浦西長江線 139 松江市

恵曇漁港 37 松江市

主要地方道唐津北波多線 44 唐津市

主要地方道唐津呼子線 21 唐津市

島根県

一般県道庵鵜浦大田新線 七尾市43

日根野中学校 泉佐野市118

石川県

福井県

大阪府

国道204号（2件） 唐津市164



主要地方道肥前呼子線 5 玄海町

一般県道加倉仮屋港線 28 玄海町

佐志小学校 26 唐津市

西唐津小学校 33 唐津市

浜玉中学校（2件） 3 唐津市

主要地方道川内串木野線（2件） 47 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 119 いちき串木野市

羽島漁港 6 いちき串木野市

亀山小学校 1 薩摩川内市

鹿児島県

佐賀県



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 888 東北町～七戸町

国道45号 97 七戸町

国道103号 8 十和田市

国道103号 25 十和田市

国道279号 793 六ヶ所村～横浜町

国道279号 397 むつ市

国道279号 39 横浜町

国道338号 13 むつ市

国道338号 16 東通村～六ヶ所村

国道338号 5 おいらせ町

国道338号 8 三沢市

国道338号 8 東通村

国道394号 39 七戸町

主要地方道三沢十和田線 42 三沢市

主要地方道八戸野辺地線 15 三沢市

主要地方道東北横浜線 8 六ヶ所村

一般県道戸来十和田線 8 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 13 東北町

十和田湖小学校 5 十和田市

野辺地中学校 209 野辺地町

宮城県 石巻工業港曽波神線 173 石巻市

赤井小学校 2 いわき市

小名浜第二小学校 12 いわき市

上遠野小学校 8 いわき市

平第三小学校 20 いわき市

平第五小学校 14 いわき市

錦小学校 12 いわき市

四倉小学校 28 いわき市

桜丘小学校 22 相馬市

泉中学校 1 いわき市

植田中学校 9 いわき市

小名浜第二中学校 41 いわき市

玉川中学校 10 いわき市

藤間中学校 18 いわき市

湯本第二中学校 7 いわき市

国道118号 28 那珂市～常陸大宮市

国道293号 45 常陸太田市

主要地方道日立笠間線 28 日立市～常陸太田市

主要地方道那珂湊那珂線 35 ひたちなか市

主要地方道常陸那珂港山方線 31 那珂市～常陸太田市

主要地方道内原塩ヶ崎線 9 茨城町

一般県道城里那珂線 215 水戸市～那珂市

一般県道大竹鉾田線 19 鉾田市

福島県

原子力立地地域特措法支援対象（平成25年度）

主要地方道むつ尻屋崎線（2件） 東通村31

青森県



市道9号線 7 日立市

市道7175号線 48 日立市

（仮称）市道小松原笠内線 23 ひたちなか市

赤塚駅北線外１線 59 水戸市

中大野中河内線（3件） 203 水戸市

梅香下千波線(2件) 216 水戸市

観音前下新旗線 3 日立市

中丸アクセス道路 47 日立市

木崎稲木線外２線 17 常陸太田市

西中根田彦線 102 ひたちなか市

宮中清水線 28 常陸大宮市

上菅谷下菅谷線 10 那珂市

上宿・大木内線 9 那珂市

菅谷・市毛線 19 那珂市

若見屋平戸線 5 大洗町

大場小学校 189 水戸市

油縄子小学校 108 日立市

田彦小学校 18 ひたちなか市

那珂湊第三小学校 16 ひたちなか市

芳野小学校 8 那珂市

（仮称）統合小学校 19 茨城町

大島中学校 234 ひたちなか市

那珂湊中学校 21 ひたちなか市

（仮称）桜丘中学校 230 茨城町

国道352号 50 柏崎市

国道353号 11 柏崎市

国道404号（2件） 199 長岡市

一般県道黒部柏崎線 53 柏崎市

一般県道向山西山停車場線 39 柏崎市

市道日越51号線 14 長岡市

3・2・31台町川崎線 188 長岡市

3・4・43槇山町亀貝線 67 長岡市

国道159号 274 七尾市

国道249号 33 七尾市

国道415号 39 羽作市

国道470号 800 七尾市

主要地方道高岡羽咋線 28 羽咋市

主要地方道田鶴浜堀松線 85 志賀町

一般県道庵鵜浦大田新線 1 七尾市

一般県道七尾鳥屋線 67 七尾市

一般県道所司原神子原線 3 宝達志水町

町道Ｒ-４号線 39 中能登町

湯元和倉温泉駅線 73 七尾市

地頭町線 39 志賀町

小丸山小学校 46 七尾市

（仮称）鹿島地区統合小学校 15 中能登町

国道162号 13 小浜市

茨城県

新潟県

石川県



国道305号 115 南越前町

国道365号 25 越前町

一般県道常神三方線 69 若狭町

岡山松陵線 19 敦賀市

敦賀南スマートインターアクセス道路 11 敦賀市

浦底漁港 2 敦賀市

国高小学校 50 越前市

北新庄小学校 15 越前市

小浜中学校 7 小浜市

小浜二中学校 22 小浜市

町道小谷穴釜線 15 熊取町

町道希望が丘自由が丘線 34 熊取町

末広小学校 147 泉佐野市

第二小学校 2 泉佐野市

第三小学校 2 泉佐野市

新池中学校 22 泉佐野市

長南中学校 11 泉佐野市

日根野中学校 3 泉佐野市

国道431号 102 松江市

国道432号(2件) 204 松江市

主要地方道松江鹿島美保関線 18 松江市

主要地方道松江木次線 31 松江市

市道古浦西長江線 137 松江市

城山北公園線 394 松江市

恵曇漁港 66 松江市

川津小学校 12 松江市

佐太小学校 2 松江市

乃木小学校 3 松江市

古江小学校 3 松江市

湖南中学校 7 松江市

第四中学校 2 松江市

国道204号（2件） 151 唐津市

主要地方道唐津北波多線 27 唐津市

主要地方道唐津呼子線 5 唐津市

主要地方道肥前呼子線 20 玄海町

一般県道鎮西唐津線 8 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 14 玄海町

主要地方道川内串木野線 64 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 66 いちき串木野市

横馬場田崎線 9 薩摩川内市

川内港 48 薩摩川内市

羽島漁港 19 いちき串木野市

亀山小学校 14 薩摩川内市

永利小学校 2 薩摩川内市

平佐西小学校 9 薩摩川内市

鹿児島県

大阪府

島根県

佐賀県

福井県



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 267 六戸町～東北町

国道45号 570 東北町～七戸町

国道45号 15 七戸町

国道103号 28 十和田市

国道279号 563 六ヶ所村～横浜町

国道279号 516 むつ市

国道279号 119 六ヶ所村～野辺地町

国道338号 17 むつ市

国道338号 10 東通村～六ヶ所村

国道394号 17 七戸町

主要地方道三沢十和田線 34 三沢市

主要地方道八戸野辺地線 19 三沢市

主要地方道夏泊公園線 115 平内町

主要地方道東北横浜線 14 六ヶ所村

主要地方道むつ尻屋崎線（2件） 93 東通村

一般県道戸来十和田線 7 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 28 東北町

（仮称）倉内・平沼統合小学校 183 六ヶ所村

第三中学校 56 三沢市

野辺地中学校 83 野辺地町

宮城県 石巻工業港曽波神線 173 石巻市

小名浜第二小学校 10 いわき市

湯本第二小学校 18 いわき市

桜丘小学校 12 相馬市

山上小学校 1 相馬市

赤井中学校 2 いわき市

藤間中学校 39 いわき市

原町第一中学校 18 南相馬市

国道118号 157 那珂市～常陸大宮市

国道293号 14 常陸太田市

原子力立地地域特措法の支援額実績（平成24年度）

青森県

福島県



主要地方道日立笠間線 35 日立市

主要地方道日立笠間線 14 日立市～常陸太田市

主要地方道那珂湊那珂線 77 ひたちなか市

主要地方道常陸那珂港山方線 24 那珂市～常陸太田市

主要地方道内原塩ヶ崎線 28 茨城町

一般県道市毛水戸線 174 水戸市

一般県道長岡大洗線 3 水戸市

一般県道城里那珂線 150 水戸市～那珂市

一般県道大竹鉾田線 10 鉾田市

市道7175号 28 日立市

市道石名坂多賀線(2件) 143 日立市

（仮称）市道小松原笠内線 17 ひたちなか市

市道中所沢川尻線 54 日立市

赤塚駅北線外１線 74 水戸市

梅香千波線 104 水戸市

堀・加倉井線 13 水戸市

宮中清水線 42 常陸大宮市

水戸駅平須線 199 水戸市

西中根田彦線 69 ひたちなか市

木崎稲木線外２線 14 常陸太田市

上菅谷下菅谷線 38 那珂市

上宿・大木内線 25 那珂市

菅谷飯田線 245 那珂市

菅谷・市毛線 16 那珂市

平野杉本線 5 那珂市

中丸アクセス 5 日立市

若見屋平戸線 13 大洗町

大場小学校 35 水戸市

水木小学校 115 日立市

第五中学校 0.03 水戸市

助川中学校 24 日立市

桜丘中学校 85 茨城町

国道352号 112 柏崎市

国道353号 6 柏崎市

国道404号 56 柏崎市

国道404号 292 長岡市

一般県道黒部柏崎線 76 柏崎市

一般県道向山西山停車場線 15 柏崎市

市道日越51号線 42 長岡市

3・2・31台町川崎線 138 長岡市

3・4・43槇山町亀貝線 239 長岡市

新組小学校、東中学校、川崎小学校、表町小学
校、宮内中学校、千手小学校

2 長岡市

国道159号 214 七尾市

国道249号 39 七尾市

国道415号 31 羽作市

中大野中河内線（3件） 水戸市212

新潟県

茨城県



国道470号 1829 七尾市

一般県道庵鵜浦大田新線 6 七尾市

一般県道末吉七尾線 6 七尾市

一般県道田尻祖母浦半浦線 13 七尾市

一般県道七尾鳥屋線 12 七尾市

一般県道所司原神子原線 5 宝達志水町

市道富永98号線 6 羽咋市

町道Ｒ-４号線 20 中能登町

湯元和倉温泉駅線 90 七尾市

地頭町線 12 志賀町

小丸山小学校 91 七尾市

山王小学校 223 七尾市

羽咋中学校 77 羽咋市

中能登中学校 39 中能登町

国道305号 267 南越前

主要地方道坂本高浜線 33 おおい町

主要地方道上中田烏線 140 若狭町

一般県道常神三方線 253 若狭町

岡山松陵線 15 敦賀市

戸谷片屋線 232 越前市

浦底漁港 7 敦賀市

三方小学校 8 若狭町

三宅小学校 12 若狭町

大飯中学校 16 おおい町

町道小谷穴釜線 15 熊取町

第二小学校 107 泉佐野市

長南小学校 109 泉佐野市

日新小学校 96 泉佐野市

中央小学校 48 熊取町

国道431号 90 松江市

国道432号（2件） 111 松江市

主要地方道松江鹿島美保関線 27 松江市

主要地方道松江木次線 36 松江市

主要地方道松江島根線 22 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 16 松江市

古浦西長江線 71 松江市

境港出雲道路 1109 松江市

城山北公園線 442 松江市

東津田中央線 12 松江市

恵曇漁港 110 松江市

古志原小学校 35 松江市

湖南中学校 22 松江市

第四中学校 7 松江市

福井県

大阪府

島根県

石川県



国道204号(2件) 208 唐津市

主要地方道唐津北波多線 14 唐津市

主要地方道肥前呼子線 26 玄海町

一般県道鎮西唐津線 1 唐津市

一般県道納所入野線 9 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 29 玄海町

主要地方道川内串木野線 60 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 36 いちき串木野市

高江猪子嶽線 16 薩摩川内市

川内港 41 薩摩川内市

羽島漁港 18 いちき串木野市

平佐西小学校 3 薩摩川内市

佐賀県

鹿児島県



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 586 六戸町～東北町

国道45号 200 東北町～七戸町

国道103号 20 十和田市

国道279号 189 六ヶ所村～横浜町

国道279号 189 むつ市

国道279号 347 六ヶ所村

国道338号 41 むつ市

国道338号 415 東通村～六ヶ所村

国道394号 25 七戸町

主要地方道三沢十和田線 27 三沢市

主要地方道八戸野辺地線 27 三沢市

主要地方道夏泊公園線 96 平内町

主要地方道八戸三沢線 12 六戸町

主要地方道むつ尻屋崎線 33 東通村

一般県道戸来十和田線 9 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 27 東北町

藤坂小学校 15 十和田市

木崎野小学校 13 三沢市

第三田名部小学校 142 むつ市

（仮称）倉内・平沼統合小学校 104 六ヶ所村

甲東中学校 7 十和田市

第三中学校 33 三沢市

下田中学校 46 おいらせ町

国道398号 44 石巻市

市道二番谷地菰継線 173 石巻市

国道113号 6 新地町

国道115号（2件） 15 相馬市

国道399号（2件） 28 いわき市

主要地方道いわき石川線 75 いわき市

主要地方道小野富岡線 40 いわき市

主要地方道常磐勿来線 65 いわき市

主要地方道原町川俣線 1 南相馬市

主要地方道原町川俣線 158 南相馬市、飯舘村

一般県道相馬大内線 278 相馬市

湯本第二小学校 58 いわき市

山上小学校 12 相馬市

赤井中学校 126 いわき市

原子力立地地域特措法の支援額実績（平成23年度）

青森県

宮城県

福島県



国道118号 103 那珂市～常陸大宮市

国道245号 31 ひたちなか市～東海村

国道245号 186 水戸市～ひたちなか市

国道245号 7 日立市

国道293号 104 常陸太田市

主要地方道日立笠間線 209 日立市

主要地方道日立笠間線 16 日立市、常陸太田市

主要地方道常陸那珂港山方線 28 那珂市、常陸太田市

主要地方道茨城鹿島線 10 鉾田市

主要地方道内原塩ヶ崎線 28 茨城町

一般県道市毛水戸線 87 水戸市

一般県道長岡大洗線 10 水戸市

一般県道城里那珂線 266 水戸市～那珂市

一般県道大竹鉾田線 7 鉾田市

市道石名坂多賀線 128 日立市

市道9号線 9 日立市

（仮称）市道小松原笠内線 9 ひたちなか市

赤塚駅北線外１線 65 水戸市

中大野中河内線（2件） 19 水戸市

中大野中河内線 7 水戸市

梅香下千波線 16 水戸市

梅香千波線 98 水戸市

堀・加倉井線 8 水戸市

水戸駅平須線 170 水戸市

鮎川停車場線外２線 3 日立市

中所沢川尻線 37 日立市

木崎稲木線外２線 140 常陸太田市

勝田駅東口地区事業 161 ひたちなか市

西中根田彦線 38 ひたちなか市

本町釈迦町線外1線 6 ひたちなか市

宮中清水線 13 常陸大宮市

上菅谷下菅谷線 50 那珂市

上宿・大木内線 11 那珂市

菅谷・市毛線 11 那珂市

菅谷飯田線 128 那珂市

平野杉本線 4 那珂市

若見屋平戸線 27 大洗町

会瀬小学校 303 日立市

平沢中学校 110 日立市

国道352号 98 柏崎市

国道353号 3 柏崎市

一般県道黒部柏崎線 56 柏崎市

一般県道向山西山停車場線 36 柏崎市

市道日越51号線 25 長岡市

3・2・31台町川崎線 254 長岡市

3・4・43槇山町亀貝線 224 長岡市

国道404号（2件） 322 長岡市

茨城県

新潟県



新組小学校、東中学校、川崎小学校、表町小学
校、宮内中学校、千手小学校

204 長岡市

国道159号 223 七尾市

国道249号 20 七尾市

国道415号 8 羽作市

国道470号 1292 七尾市

主要地方道七尾輪島線 36 七尾市～穴水町

主要地方道田鶴浜堀松線 23 志賀町

一般県道庵鵜浦大田新線 34 七尾市

一般県道田尻祖母浦半浦線 39 七尾市

一般県道七尾鳥屋線 36 七尾市

一般県道所司原神子原線 13 宝達志水町

町道４号線 10 中能登町

湯元和倉温泉駅線 102 七尾市

地頭町線 13 志賀町

山王小学校 69 七尾市

（仮称）中能登中学校 12 中能登町

国道305号 260 南越前町

主要地方道坂本高浜線 132 おおい町

主要地方道上中田烏線 123 若狭町

一般県道小浜インター線 48 小浜市

一般県道常神三方線 62 若狭町

町道10号線 41 若狭町

戸谷片屋線 413 越前市

敦賀西小学校 9 敦賀市

小浜中学校 201 小浜市

角鹿中学校 7 敦賀市

河野中学校 10 南越前町

静岡県 国道473号 453 牧之原市

主要地方道大阪和泉泉南線 2 熊取町

町道小谷穴釜線 13 熊取町

第一小学校 27 泉佐野市

中央小学校 24 熊取町

国道431号 225 松江市

主要地方道松江鹿島美保関線 73 松江市

主要地方道松江島根線 104 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 104 松江市

市道古浦西長江線 16 松江市

町道鯛原柏線 1 松江市

境港出雲道路 1253 松江市

城山北公園線 267 松江市

東津田中央線 20 松江市

恵曇漁港 110 松江市

大庭小学校 40 松江市

古志原小学校 44 松江市

竹矢小学校 47 松江市

津田小学校 165 松江市

福井県

大阪府

島根県

浦底漁港 敦賀市8

石川県



湖南中学校 11 松江市

第四中学校 9 松江市

国道204号（2件） 175 唐津市

主要地方道唐津北波多線 2 唐津市

主要地方道肥前呼子線 64 玄海町

一般県道納所入野線 35 唐津市

一般県道加倉仮屋港線 55 玄海町

主要地方道川内串木野線（2件） 53 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 28 いちき串木野市

高江猪子嶽線 33 薩摩川内市

川内港 20 薩摩川内市

羽島漁港 20 いちき串木野市

水引小学校 10 薩摩川内市

鹿児島県

佐賀県



事業名
国負担額

（百万円）
事業実施箇所

国道45号 698 六戸町～東北町

国道45号 89 東北町～七戸町

国道103号 36 十和田市

国道279号 69 六ヶ所村～横浜町

国道279号 189 むつ市

国道279号 347 六ヶ所村～野辺地町

国道338号 34 むつ市

国道338号 476 東通村～六ヶ所村

国道394号 31 七戸町

主要地方道三沢十和田線 5 三沢市

主要地方道八戸野辺地線道路 22 三沢市

主要地方道夏泊公園線 96 平内町

主要地方道八戸三沢線 22 六戸町

主要地方道むつ尻屋崎線 28 東通村

一般県道上野十和田線 27 十和田市

一般県道戸来十和田線 10 十和田市

一般県道水喰上北町停車場線 8 東北町

３・４・３中央町金矢線 167 おいらせ町～三沢市

第三田名部小学校 28 むつ市

尾駮小学校 180 六ヶ所村

木内々小学校 4 おいらせ町

百石中学校 28 おいらせ町

国道398号 63 石巻市

石巻工業港曽波神線 173 石巻市

狐崎漁港 12 石巻市

女川漁港 30 女川町

門脇中学校 18 石巻市

国道113号 31 新地町

国道114号（2件） 121 浪江町

国道115号 78 相馬市

国道289号（2件） 311 いわき市

国道399号 141 いわき市

主要地方道いわき石川線 57 いわき市

主要地方道小野富岡線 18 いわき市

主要地方道原町川俣線 31 南相馬市

平磐城線 66 いわき市

駅前北原線 70 南相馬市

赤井小学校 142 いわき市

中村第一小学校 167 相馬市

原町第一小学校 12 南相馬市

八沢小学校 11 南相馬市

赤井中学校 56 いわき市

楢葉中学校 183 楢葉町

原子力立地地域特措法の支援額実績（平成22年度）

青森県

宮城県

福島県



福田小学校 78 新地町

国道118号 35 那珂市～常陸大宮市

国道245号 52 ひたちなか市～東海村

国道245号 226 水戸市～ひたちなか市

国道245号 94 日立市

国道293号 35 常陸太田市

主要地方道日立笠間線（2件） 227 日立市

主要地方道常陸那珂港山方線 16 那珂市～常陸太田市

主要地方道茨城鹿島線 19 鉾田市

主要地方道内原塩ヶ崎線 13 茨城町

一般県道市毛水戸線 54 水戸市

一般県道城里那珂線 236 水戸市～那珂市

一般県道大竹鉾田線 10 鉾田市

（仮称）市道小松原笠内線 8 ひたちなか市

赤塚駅北線 61 水戸市

中大野中河内線（2件） 44 水戸市

梅香下千波線 26 水戸市

梅香千波線 160 水戸市

堀加倉井線 9 水戸市

水戸駅平須線 199 水戸市

市道石名坂多賀線 55 日立市

市道中所沢川尻線 13 日立市

上宿・大木内線 4 那珂市

菅谷・市毛線 13 那珂市

勝田駅東口地区事業 206 ひたちなか市

西中根田彦線 19 ひたちなか市

会瀬小学校 138 日立市

大久保中学校 402 日立市

日高中学校 294 日立市

峰山中学校 108 常陸太田市

国道404号 40 長岡市

市道日越51号線ほか 15 長岡市

3・2・31台町川崎線､
3・4・52四郎丸町永田線

62 長岡市

3・2・31台町川崎線 226 長岡市

3・4・43槇山町亀貝線 135 長岡市

宮内中学校、千手小学校、日越小学校、東北中
学校、大島小学校

191 長岡市

東北中学校 15 長岡市

国道249号 171 七尾市

国道415号 37 羽昨市

主要地方道七尾輪島線 100 七尾市

主要地方道氷見田鶴浜線 7 中能登町

一般県道城山線 48 七尾市

一般県道田尻祖母浦半浦線（2件） 65 七尾市

一般県道志賀鹿西線 33 志賀町～中能登町

一般県道所司原神子原線 1 宝達志水町～羽昨市

市道邑知７号線 22 羽咋市

茨城県

新潟県

石川県



町道４号線 21 中能登町

府中七尾駅線 31 七尾市

和倉港和倉駅線 26 七尾市

地頭町線 19 志賀町

国道305号 441 南越前町

主要地方道坂本高浜線 198 おおい町

主要地方道上中田烏線 189 若狭町

一般県道小浜インター線 158 小浜市

一般県道常神三方線 56 若狭町

町道10号線 41 若狭町

戸谷片屋線 267 越前市

浦底漁港 3 敦賀市

角鹿中学校 3 敦賀市

敦賀西小学校 64 敦賀市

王子保小学校 16 越前市

武生東小学校 8 越前市

武生南小学校 19 越前市

国道473号 201 牧之原市～御前崎市

小笠南小学校 65 菊川市

町道小谷穴釜線 30 熊取町

佐野中央1号線 53 泉佐野市

第一小学校 355 泉佐野市

日根野小学校 73 泉佐野市

熊取中学校 93 熊取町

国道431号 252 松江市

主要地方道松江鹿島美保関線 110 松江市

主要地方道松江島根線 146 松江市

一般県道大野魚瀬恵曇線 141 松江市

一般県道御津東生馬線 4 松江市

一般県道松江第5大橋西尾インター線 146 松江市

市道古浦西長江線 15 松江市

市道鯛原柏線 292 松江市

北循環線 14 松江市

境港出雲道路 2520 松江市

城山北公園線 290 松江市

東津田中央線 237 松江市

恵曇漁港 38 松江市

加賀漁港 8 松江市

瀬崎漁港 23 松江市

御律漁港 23 松江市

大庭小学校 10 松江市

城北小学校 92 松江市

津田小学校 191 松江市

愛媛県 足成漁港 4 伊方町

国道204号 93 唐津市

主要地方道唐津北波多線 62 唐津市

主要地方道肥前呼子線 80 玄海町

大阪府

島根県

佐賀県

静岡県

福井県



一般県道加倉仮屋港線 80 玄海町

主要地方道川内串木野線 40 薩摩川内市

主要地方道川内串木野線 6 串木野市

高江猪子嶽線 29 薩摩川内市

川内港 77 薩摩川内市

羽島漁港 13 いちき串木野市

川内北中学校 9 薩摩川内市

鹿児島県
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