
２０２０年度

事 業 報 告 書

自 ２０２０年４月 １ 日 

至 ２０２１年３月３１日 

一般財団法人電源地域振興センター



 

 

 

空白  



 

 

 

は じ め に   
 

 ２０２０年度の本財団の事業につきましては、新型コロナウイルス感染症拡

大による影響を受けたものの、電源地域等のニーズを踏まえた事業の実施に向

け、自治体の課題・ニーズ等に的確、迅速に対応するためのデータベース整備

や職員のスキルアップを企図した研修の実施、社外専門家との関係深化及び新

分野での関係づくりを行うことにより、各種受託事業の拡大を図るとともに、

電源地域の振興に貢献ができたものと認識しております。 

 

 公益目的４事業（相談事業、専門家派遣事業、研修事業、「電気のふるさと」

発行事業）については、全国の電源地域等から寄せられる様々な要望、相談等

に的確な対応を行い、本財団事業を有効に活用いただきました。 

 

 受託事業については、国からの受託事業として、放射性廃棄物に関する理解

促進・支援事業を継続して受託し、自治体職員等への意見交換会や各種交流会

等を実施するなど、エネルギー政策に関連する取り組みを行いました。また、

自治体等からの受託事業は、地域振興に係る国予算を活用した自治体事業など

の継続及び新規受託に向けて電源地域別のプロジェクトチームを中心に積極的

な活動を行い、前年度に引き続き電源地域等が直面する課題等について様々な

提案を行いました。 

 

東日本大震災で被災した地域については、継続して復興計画の策定等に携わ

るとともに、他地域におけるまちづくりの取り組みを学ぶことを目的とした研

修事業や企業誘致支援事業を実施し、復興に向けて直面する課題等への対応に

ついて引き続き積極的な支援活動を行いました。 

 

補助金関係事業については、引き続き全ての関係道府県において事業を実施

いたしました。とりわけ、原子力立地給付金交付事業では、福島第二原子力発

電所の廃炉に伴い福島県が当該事業を終了したことにより、全交付件数は昨年

度よりも減少したものの、本財団からの直接交付件数は昨年度よりも増加した

ため、関係者と緊密に連絡や調整を行い、協調しながら滞りなく交付すること

ができました。 

 

 本財団を取り巻く運営環境には依然として厳しいものがありますが、電源地

域の自治体をはじめ、ご関係の皆様のご信頼とご期待に十分にお応えできるよ

う、今後も一層の努力を重ねつつ、業務を推進してまいりますので引き続き本

財団に対するご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げます。 
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Ⅰ．事業 
 

１．公益目的事業 

 

１－１．相談事業 

電源地域等から寄せられる様々な要望や相談に対して、常時対応可能な体制

を整え、ワンストップサービスで対応するとともに、寄せられる相談等に対し、

その内容を正確に把握し迅速かつ的確なコンサルティングを実施した。 

２０２０年度は、全国の電源地域等から４１件の相談が寄せられた。相談内

容は、本財団が保有する知見やノウハウに関する照会や専門家派遣、企業誘致、

産品関連、調査業務等、本財団事業の活用方法に関するものが多くを占めてい

る。 

また、電源地域等に対する支援として、電源地域の自治体幹部や職員が上京

した際の連絡・調整の場として活用できる「自治体コーナー」等の会議室機能

を提供した。 

地域別の相談件数は以下のとおりである。 

 

北海道  ６件     東 北 １３件   関 東  ２件 

          近 畿  ５件   四 国   ７件     九 州  ６件 

     地域に属さない団体 ２件 

 
（参考）２０１９年度実績  相談件数 ５６件 

 

１－２．専門家派遣事業 

電源地域の自治体等に募集を行い、寄せられた様々な要望や相談に対し、内

容の審査を行ったうえで採択をした案件について専門家を現地に派遣し、専門

的なコンサルティング等の事業を実施した。 

２０２０年度は、９団体からの要請に対し、専門家を派遣した。 

自治体等への実施状況は以下のとおりである。 

 

自治体等 実施内容 

①北海道新得町 新得地鶏の販路拡大に向けた指導・助言 

②青森県むつ市 下北地域の誘客促進対策に係る指導・助言 

③青森県むつ市 Ｕターン等の人材確保に向けた指導・助言 

④福島県南相馬市 サイクリングロード利用促進に関する研修 
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⑤新潟県柏崎市 地域福祉計画策定に関する指導・助言 

⑥新潟県柏崎市 
障害者・障害福祉・障害児福祉各計画策定に関する指導・

助言 

⑦静岡県御前崎市 情報化推進計画の策定に関する指導・助言 

⑧福井県美浜町 Ｆ補助金の活用に関する勉強会 

⑨福井県高浜町 人と仕事の好循環戦略事業の推進に向けた指導・助言 

⑩佐賀県唐津市 
地方都市の企業における女性活躍推進と地域活性化に

関する指導・助言 

⑪沖縄県中城村 
県内商工会特産品フェアへの出展に向けた売り場づく

りに係る指導・助言 

 

（参考）２０１９年度実績  専門家派遣件数 １２団体 

 

１－３．研修事業 

（１）研修会 

電源地域等の地域振興・活性化を担う人材育成のため、電源地域の自治体担

当者、各種団体、電力会社等で電源地域の振興に関わっている担当者等を対象

に国内研修５件を実施し、３２団体等から４４人が参加した。 

電源地域等からのニーズが高いものを中心に、地域振興のトレンドを踏まえ

たテーマを選定し、開催にあたっては、従来の対面型とオンライン型を併用し

て実施した。 

また、新たに電源地域等から首都圏に出向している自治体職員を対象とした

研修を企画、実施した。 

 

 研 修 テ ー マ 実施日 
参加 

人数 

① 
ＳＮＳを活用した自治体広報 

(電源地域出向者研修会) 
１１月２７日 １１ 

② 地方に人を呼び込む！ １０月１５日～１６日 ７ 

③ 企業誘致による地域活性化 １０月２２日～２３日 
６ 

※ 

④ エネルギーとまちづくり １１月１２日～１３日 ６ 

⑤ 持続可能な地域と多様な連携 ２月１８日～１９日 １４ 

 合  計  ４４ 

※企業誘致支援サービス事業による参加者を含めると３９名 
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（参考）２０１９年度実績 実施件数６件（国内研修６件、海外研修０件） 

参加者数７６人（４６団体） 

 
（２）講習会 

電源地域等の自治体担当者や電力会社をはじめとした賛助会員企業の担当
者等を対象に、第５０回電源地域振興担当者講習会をオンラインにて開催（実
施日：２０２１年１月１５日）し、７１人が参加した。 
２０２０年度は、 

①人材集積と地域内経済循環による地域イノベーションの創出 

   （講演：認定特定非営利活動法人 グリーンバレー 理事 大南信也氏） 

②令和３年度 地域力創造グループ施策について（総務省） 

③Ｗｉｔｈ/Ａｆｔｅｒコロナの地域経済産業政策（経済産業省） 

④電源立地地域への支援(令和３年度予算)について（資源エネルギー庁） 

の４講座を実施した。 

 
（３）復興交流研修会 

東日本大震災に伴う原子力発電所事故により被災した福島県１２市町村の
自治体職員を対象に、復興交流研修会を開催（実施日：２０２１年３月２４日
～２５日）した。先進事例として、関係人口の拡大や県外からの移住促進に取
り組んでいる福島県西会津町を視察するとともに、関係者からのヒアリングを
通じて、移住したくなるまちづくりの取り組みついて学習した。 

 

１－４．「電気のふるさと」発行事業 
電源地域等の振興に関する情報誌として、「電気のふるさと」を４回発行し

た。 
電源地域の首長による地域ＰＲや地域活性化に係る先進事例等の紹介、本財

団の活動状況など各種の情報提供を行うとともに、本財団の事業に協力いただ
いている各分野の専門家の寄稿等を掲載した。 

また、新たな企画として、資源エネルギー庁からの寄稿や複数の電源地域の
特産品を活用した人気シェフによるレシピの紹介等を掲載した。 
冊子は、全電源地域の自治体などに向けて送付するとともに、本財団ホーム

ページにも掲載した。(発行部数５,５００部/回) 

 

■VOL.６０ 夏号 ２０２０年７月発行 

・わがまち自慢 愛媛県伊方町 高門清彦町長 

・特集 ～「三方よし」の精神が息づく東近江市の成果連動型支援事業 

（滋賀県東近江市の取り組み）～ 

・研修事業に寄せて ＳＤＧｓと地方自治体 ～関連・循環・分散が重要～ 

ＳＤＧパートナーズ有限会社 代表取締役ＣＥＯ 田瀬和夫氏 

・空のつづく風景 第７回  

電源地域の食材で ～マナハウス風 ジンジャー・カレーの作り方～ 
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■VOL. ６１ 秋号 ２０２０年９月発行 

・わがまち自慢 佐賀県玄海町 脇山伸太郎町長 

・特集 ～高齢化が進む人口約２０００人の上小阿仁村で全国初の自動運転 

   サービスを本格導入（秋田県上小阿仁村の取り組み）～ 

・企画 エネルギー構造高度化・転換理解促進事業 

・寄稿 ｗｉｔｈコロナ時代の地域経済の再生とＳＤＧｓの推進 

株式会社ローカルファースト研究所 所長 関幸子氏 

・空のつづく風景 第８回 

奈良県吉野町 ～本好きのシェアリングエコノミー～ 

 

■VOL. ６２ 冬号 ２０２０年１２月発行 

・わがまち自慢 青森県東通村 越善靖夫村長 

・特集 ～企業誘致から起業誘致へ 東京から一番遠いまちのチャレンジ 

「Ｇｏ－Ｃｏｎ」（島根県江津市の取り組み）～ 

・企画 人気シェフが提案！電源地域の特産品で極上メニュー 

・研修事業に寄せて コロナ後の社会 ファンコミュニティ、関係人口の 

ネットワークづくりが重要 

総務省自治大学校客員教授 牧慎太郎氏 

・空のつづく風景 第９回  

富山県高岡市 ～ミスター＆ミセスＮの民泊～ 

 

■VOL. ６３ 春号 ２０２１年３月発行 

・わがまち自慢 鹿児島県薩摩川内市 田中良二市長 

・特集 ～三崎高校の地域協働活動「せんたんプロジェクト」が町唯一の 

高校存続の鍵に（愛媛県伊方町の取り組み）～ 

・寄稿 掛け算の地方創生を 創造人材の集積によるインキュベーション 

    の場づくり 

認定特定非営利活動法人グリーンバレー 理事 大南信也氏 

・寄稿 地域産品は何と競合するのか？ 肩ひじ張らない自然な発想と消 

費者目線での商品開発 

株式会社日本百貨店 取締役 鈴木正晴氏 

・空のつづく風景 第１０回  

埼玉県秩父 ～ジオパークなる化石の博物館～ 

 

■VOL. ６０から６３ 各号共通 

・電源地域トピックス、特産品開発情報（おでかけ情報は休載） 

・センター掲示板（センター事業実施報告、案内等） 
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２．受託事業 

 

２－１．調査・広報事業 

（１）国が行う委託事業等への対応 

 ①平成３１年度原子力発電施設広聴・広報等事業（放射性廃棄物に関する理解促

進・支援事業） 

※新型コロナウイルス感染症拡大による契約期間延長 

経済産業省資源エネルギー庁からの委託を受け、高レベル放射性廃棄物の処

分問題に関する国民及び地域の理解促進を図るため、地域で最終処分に関する

学習活動を主体的に行っている方々や、対話の場の専門的な知見を有する方々

との各種交流会を実施した。また、自治体職員との意見交換会の運営支援や、

一般住民を対象とした意見交換会を実施した。 

 

  ＜実施概要＞ 

  ■自治体職員を対象とした意見交換会 

   実施回数：４７回 

   実施場所：４６都道府県（東京都２回、福島県を除く） 

 

  ■一般住民を対象とした意見交換会 

   実施回数：１回 

   実施場所：仙台市 

 

  ■各種交流会 

   実施回数：２５回 

   実施場所：札幌市、岩手県久慈市、東京都（８回）、岐阜県瑞浪市、福井県

若狭町、大阪市、愛媛県今治市、鹿児島県いちき串木野市、オン

ライン会議（１０回） 

 

②令和２年度原子力発電施設広聴・広報等事業（放射性廃棄物に関する理解促進・

支援事業） 

経済産業省資源エネルギー庁からの委託を受け、高レベル放射性廃棄物の処

分問題に関する国民及び地域の理解促進を図るため、自治体職員への情報提供

や意見交換会を実施した他、地域で最終処分に関する学習活動を主体的に行っ

ている方々や、対話の場の専門的な知見を有する方々と各種交流会等を実施し

た。 
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＜実施概要＞ 

  ■自治体職員を対象とした意見交換会 

   実施回数：５回 

   実施方法：オンライン会議 

 

  ■各種交流会 

   実施回数：３０回 

   実施方法：オンライン会議 

 

  ■ファシリテーター育成事業 

   実施回数：１９回 

   実施方法：オンライン会議 

 

■モデル的先進事例についての意見交換会 

   実施回数：１回 

   実施方法：オンライン会議 

 

（２）自治体等が行う委託事業等への対応 

電源地域等の資源を最大限に活用し、また、地域振興への取り組みのなかで

直面する課題を解決するため、計画策定支援（事業）や各種調査事業を受託す

るとともに、東日本大震災被災地の復興計画づくりに積極的に継続して関与す

るなど１９件の事業を実施した。 

 

①青森県大間町（第６次大間町総合計画策定支援業務） 

令和３年度に公表される第６次総合計画（計画期間：令和３年度～１２年度）

の策定のため、総合計画素案の作成や審議会運営支援等を実施した。 

 

②青森県大間町（大間町複合施設（仮称）ＺＥＢ化等可能性調査業務） 

   複合施設（仮称）のエネルギーコストを最小化し、エネルギー構造高度化に

係る理解促進を図るため、ＺＥＢ（ゼブ）化を見据えた創エネ・省エネ対策メ

ニュー等の導入検討を行い、実施設計に向けた可能性調査を実施した。 

 

③宮城県石巻市（石巻市企業立地意向調査業務） 

「石巻市企業誘致推進計画」で設定した重点誘致業種の企業に対し、アンケ

ート調査を実施し、石巻市の立地環境・産業用地情報・各種優遇制度等の情報

を発信するとともに、工場、研究開発施設及び事務所の新増設を計画・検討し

ている企業の意向調査を実施した。 
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④福島県双葉町（双葉町復興まちづくり計画推進支援業務（第三次計画策定）） 

「復興まちづくり計画（第三次）」（仮称）策定に向け、計画の骨格をなす  

まちの在り方や将来像に関する基本構想の策定支援を実施した。 

 

⑤福島県双葉町（双葉町まち・ひと・しごと創生総合戦略策定支援業務） 

第一期策定から５年が経過した総合戦略の振り返りを行うとともに、令和３

年度から令和７年度までのまち・ひと・しごと創生に関する第二期総合戦略の

策定支援を実施した。 

 

 ⑥福島県双葉町（双葉町復興まちづくり計画推進支援業務（経済戦略・人材確保

支援）） 

双葉町の経済復興に関する具体的な戦略を検討し、コアとなる事業や担い手

となり得る人材の発掘を目的とした各分野の専門家へのインタビュー等の支

援を実施した。 

 

⑦福島県大熊町（大熊町第二次復興計画（改訂版）実施計画（第６期）策定支援

業務） 

ＪＲ常磐線の開通並びに帰還困難区域での一部避難指示解除等大きな事業

環境の変化を踏まえ、様々な事業施策の進捗管理を行うとともに優先順位を見

直し、実効性を高めた第６期実施計画策定に係る支援を実施した。 

 

⑧福島県富岡町（富岡産業団地企業誘致調査業務委託） 

東日本大震災及び福島第一原子力発電所の事故からの復興・創生、新たな

産業の構築、雇用の場の創出を目指し整備を行っている「富岡産業団地」へ

の企業誘致を実現するため、進出可能性のある企業の意向調査を実施した。 

 

⑨新潟県刈羽村（刈羽村高収益作物転換プラン作成支援業務） 

水稲農家の収益向上による経営安定化を図るため、刈羽村砂丘地を活用した

水稲＋園芸の複合営農による「高収益作物転換プラン」を作成するための支援

を実施した。 

 

⑩新潟県刈羽村（刈羽村農業構造改革ビジョン構築に係る基礎調査・設計業務） 

刈羽村における持続可能な農村農業を実現するための農業ビジョン構築に

あたり、基礎調査及び素案作成のための調査・整理・分析等の支援を実施した。 

 

⑪福井県敦賀市（サプライチェーン調査広報等業務） 

福井県が進める「嶺南Ｅコースト計画」の一環として、敦賀市等が推進して

いるＶＰＰ事業について、市民向けの広報パンフレットの作成を行うとともに、

近畿経産局と敦賀市で進めている「水素ドローン」の開発事業について、過年
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度の成果も含め、概要の取りまとめを実施した。 

 

⑫福井県敦賀市（ＶＰＰパンフレット用イメージパース作成業務） 

敦賀市等が推進しているＶＰＰ事業について、市民向けのパンフレットに利

用するパース図作成を実施した。 

 

⑬福井県おおい町（「うみんぴあ大飯」エリアでの最新ＩＣＴ技術による集客等

実証実験業務） 

おおい町への集客・回遊・滞在の向上による賑わい創出に向け、おおい町 

「うみんぴあ大飯」を中心としたエリアにおいて、再生可能エネルギーを活用

した最新ＩＣＴ技術による実証実験を行うとともに、現地アンケートに基づい

た検証、取りまとめを実施した。 

 

⑭福井県おおい町（「うみんぴあ大飯」エリアでの案内サインによる回遊向上   

実証実験業務） 

おおい町「うみんぴあ大飯」エリアでの回遊向上を目的として、再生可能エ

ネルギーを活用した案内サインによる実証実験を行うとともに、現地アンケー

トに基づいた検証、取りまとめを実施した。 

 

⑮滋賀県高島市（高島市再生可能エネルギー導入・利活用調査業務） 

高島市における既存施設への再生可能エネルギーの導入を図るため、各施設

のポテンシャル調査を行い、地域活性化に資するモデルの構築を図るとともに、

各施設への再生可能エネルギー導入・利活用調査を実施した。 

 

⑯島根県松江市（「（仮称）松江市再生可能エネルギー活用ビジョン」策定に 

 かかる基礎調査業務） 

松江市における再生可能エネルギーの導入促進及び新たな産業分野の開拓、

エネルギー学習等の推進に向けた「再生可能エネルギー活用ビジョン（仮称）」

の策定に必要となる基礎調査を実施した。 

 

⑰愛媛県伊方町（伊方町観光施設運営支援業務） 

伊方町観光交流拠点施設「佐田岬はなはな」増設にあたり、町や施設関係者

並びに議題ごとの専門家による検討会を計８回実施し、施設の運営体制や施設

を核とした観光誘客について意見交換を行い、提案を取りまとめた。 

また、建設状況の記録として、動画撮影を実施した他、同施設運用開始に向

けた施設案内用のパンフレット及びＰＲ動画の制作を実施した。 

 

⑱愛媛県伊方町（伊方町観光施設ＰＲ映像編集業務） 

「伊方町観光施設運営支援業務」において撮影した動画素材等を用いて、伊

方町観光交流拠点施設「佐田岬はなはな」におけるスタディーツアー等の施設
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運営に活用する映像制作を実施した。 

 

⑲愛媛県伊方町（佐田岬海のブランド産品推進販売促進支援業務） 

佐田岬海のブランド産品推進協議会による、農山漁村振興交付金（地域活性

化対策）を活用した地域活性化コーディネーター育成プログラム開発業務を実

施し、「地域の魅力を最大限に引き出し発信できる人材の育成」を目標として、

３年間の事業（育成）計画に基づき、専門家による育成研修、進捗状況の評価・

アドバイスを実施した。 

 

（３）各団体が行う委託事業等への対応  

①令和２年度原子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業（原子力発電施設等立

地地域経済支援） 

原子力発電施設等の立地自治体が、観光振興や特産品開発、販路拡大をはじ

め、立地地域の振興に向けた取り組みを行うにあたり、関係する団体と連携し、

３自治体の取り組み支援を実施した。 

 

②調査事業等 

電力会社から委託を受け、電源地域等の発展を支援する調査事業４件を実

施した。また、電力会社からの協力を得て、本財団が主催するエネルギーシ

ンポジウムを実施した。 

 

２－２．企業誘致支援サービス事業 

電源地域等への企業誘致支援を目的に、電源地域の自治体が行う企業誘致業

務を以下のとおり実施した。 

 

【実施：２９自治体】 

青森県十和田市、青森県むつ市、青森県六ケ所村、宮城県石巻市、宮城県栗原

市、福島県郡山市、福島県いわき市、福島県田村市、福島県富岡町、新潟県柏

崎市、新潟県上越市、茨城県日立市、茨城県東海村、埼玉県秩父市、長野県伊

那市、岐阜県美濃加茂市、岐阜県可児市、岐阜県本巣市、愛知県田原市、福井

県敦賀市、福井県おおい町、京都府舞鶴市、和歌山県和歌山市、島根県松江市、

広島県三次市、山口県下関市、佐賀県唐津市、長崎県平戸市、鹿児島県薩摩川

内市 

  

（１）パンフレット「全国企業立地ガイド」の作成 

受注自治体の工業団地等を紹介するためのパンフレット「全国企業立地ガイ

ド」及びＦ補助金制度を紹介するためのパンフレットを作成し、企業へのアン

ケート送付時や企業訪問時に活用した。 

 

（２）アンケート調査 

受注自治体が誘致を希望する業種を中心に、今後成長が見込まれる業種等、
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一定の条件を付した１３，０００社の企業を抽出し、電源地域の優遇制度及び

受注自治体の工業団地等をＰＲするとともに、各自治体への立地意向等のアン

ケート調査を実施した。 

（アンケート有効回答件数：２，０５１件（有効回答率：１５．８％）） 

 

（３）企業訪問 

企業へのアンケート調査により立地意向のある企業及び過去に訪問した企 

業や団体のうち、電源地域等への立地に興味を示した企業（団体）を抽出のう

え、３０９社に電話によるヒアリング調査を行い、訪問の了承が得られた企業

６社を訪問、受注自治体の工業団地等の詳細を説明した。 

その結果、延べ１３７自治体のサポートを行うことができた。 

 

【サポートの内訳】 

自治体との同行訪問（４自治体）、自治体の単独訪問（２自治体）、工業団地

等の個別資料送付（１１０自治体）、有益な企業情報の提供（２１自治体） 

 

（４）企業誘致セミナー 

自治体の企業誘致担当者のスキルアップを目的に、企業誘致に関する専門家

や先進自治体の職員による企業誘致セミナーを開催した。 

 

（５）事業報告 

受託自治体に対し、アンケート調査の分析結果や企業訪問結果等について、

中間・最終と２回に分けて報告を行うとともに、新規受託自治体に対しては、

訪問のうえ報告内容等について詳細に説明を実施した。 

 

２－３．産品関連事業 

（１）産品相談・商談会 

電源地域等の特産品の販路拡大を目的として開催するバイヤーやアドバイザ

ーとの産品相談・商談会については、新型コロナウイルス感染症拡大の影響に

より実施を見合わせた。 

     

（２）食べるＪＡＰＡＮ「美味アワード」２０２１ 

全国の特産品を認定・褒賞する「食べるＪＡＰＡＮ『美味アワード』２０２１」

の協力団体として参画し、電源地域等の特産品について一流シェフ等からの評

価やアドバイスを受けるとともに、認知度の向上及び販路拡大等の支援を実施

した。 

 

＜実施概要＞ 

■本財団が支援した電源地域特産品 

・出品数：１５商品（４自治体、９事業者） 

 ※「食べるＪＡＰＡＮ」総出品数：１４２商品 
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・認定数：４商品（２自治体、４事業者） 

  ※「食べるＪＡＰＡＮ」総認定数：５４商品 

・受 賞：特別賞１商品 北海道神恵内村 

        商品名：北海道岩宇なまこ 特級 干しなまこ「宮比」 

協賛賞１商品 愛媛県伊方町 

        商品名：みかんグラノーラ（プレーン） 

 

（３）産品実践販売会 

電源地域等の特産品の販売事業者が百貨店の食品催事場等において行う販売

会を支援し、実践的なテストマーケティングを実施した。 

 

＜実施概要＞ 

・時期：（前期）２０２１年３月１０日（水）～３月１６日（火）７日間 

（後期）２０２１年３月１７日（水）～３月２３日（火）７日間 

前期・後期ともに各１事業者が参加 

 ・場所：博多大丸「福岡天神店」 

・出店事業者：２自治体、２事業者 

 

（参考）２０１９年度実績 出店事業者数 ２自治体、２事業者 

 

 

３．補助金関係事業 

 

３－１．原子力発電施設等周辺地域企業立地支援事業 

原子力発電施設等周辺地域における雇用機会の創出と産業振興を図るため、

一定の雇用増加を生む企業に対して、企業立地後一定期間にわたり電気料金の

実質的割引に相当する補助金を交付する制度である「原子力発電施設等周辺地

域企業立地支援事業（Ｆ補助金）」について、間接補助事業者又は受託事業者

として審査及び交付業務を実施した。 

２０２０年度の事業範囲は１５道府県の７２市町村であり、その内１３道府

県（北海道、青森県、宮城県、福島県、茨城県、静岡県、石川県、福井県、京都

府、島根県、愛媛県、佐賀県、鹿児島県）は間接補助事業者として補助金の審査

及び交付業務を実施し、２県（新潟県、滋賀県）は委託を受け審査業務を実施

した。 

最終的な交付件数は、補助事業分と受託事業分を合わせて年間１，０８２件、

交付額４４億１５百万円となり、そのうち補助事業分については、年間９４３

件、４１億４９百万円の補助金を本財団から交付した。また、受託事業分につ

いては、本財団による審査報告に基づき、１３９件、２億６６百万円の補助金

を当該県から交付した。 
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３－２．原子力立地給付金交付事業等 

（１）原子力立地給付金交付事業 

原子力発電供用施設の所在市町村又はこれに隣接する市町村を含む１４道

県から、それぞれ公募により補助事業者に選定されたため、原子力立地給付金

交付事業に要する補助金の交付を受け、当該道県における交付対象５０市町村

の住民及び企業等を対象に、２０２０年度は、電灯需要家約８１万４千件、電

力需要家約１１万８千件に対して、合計約１５７億４０百万円の給付金を交付

した。 

このうち、登録小売電気事業者２３６社から電気の供給を受けた電灯需要家

約９万４千件、電力需要家約１万１千件に対して、合計約２４億７百万円の給

付金を本財団から直接交付した。 

 

（２）加算等給付金交付事業 

本来の原子力立地給付金に加算して、あるいは対象外の市町村において原子

力立地給付金と同様に交付を行う加算等給付金交付事業については、青森県、

泊村、六ヶ所村、越前町及びいちき串木野市の１県４市町村から補助金の交付

を受け、１１億３２百万円の給付金を交付した。 
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Ⅱ．運営 
 

１．役員、評議員等 

 

１－１．理事・監事（２０２１年３月３１日現在） 

 

会  長（非常勤） 池辺 和弘 代表理事  

専務理事（常 勤） 井元  良 代表理事  

執行理事（常 勤） 永井  学 業務執行理事  

執行理事（常 勤） 浅野 健士 業務執行理事  

理  事（非常勤） 山形 安生   

〃 犬飼 一雅   

〃 橋本 当矢   

〃 清水 一郎   

〃 江頭 一郎   

〃 木下  興   

〃 宮口 仁一   

〃 清水  明  （以 上  １２人） 

監  事（非常勤） 小室 信行   

〃 武原 秀俊  （以 上   ２人） 

 

１－２．評議員（２０２１年３月３１日現在） 

 

評 議 員（非常勤） 江端 竜雄   

〃 角崎 成久   

〃 森田 秀樹   

〃 上山 元彦   

〃 神元  智   

〃 大森  聡   

〃 岸本 道弘   

〃 榊原 幸彦   

〃 角川 清春   

〃 井岡 高史   

〃 田中 栄一   

〃 朝倉 大樹   

〃 木下 雅仁   

〃 中嶋 正博   

〃 田川 和幸   

〃 畠中 宏明   

〃 湯川 隆広  （以 上  １７人） 



 

- 14 - 

 

１－３．参与（２０２１年３月３１日現在）                      

 

参  与（非常勤） 橘  清司   

〃 橋本 一浩   

〃 前田 洋一   

〃 玉川  明   

〃 梶間  敏   

〃 寺島 克敏   

〃 廣田 義美   

〃 藤本 徳昭   

〃 内田 浩一   

〃 里  嘉郎   

〃 堂領 英毅   

〃 伊藤  賢   

〃 坂口 智也   

〃 小野木 哲也  （以 上  １４人） 

 

 

２．理事会・評議員会 

 

２－１．理事会 

（１）第３５回理事会 

 ・決議日：２０２０年４月２７日（月） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：議 案 会長（代表理事）の選定について 

報告案件 人事案件について（理事、監事、評議員の異動状況報告） 

 

（２）第３６回理事会 

 ・決議日：２０２０年５月２０日（水） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：第１号議案 ２０１９年度事業報告書（案）について 

      第２号議案 ２０１９年度決算報告書（案）について 

      第３号議案 ２０１９年度公益目的支出計画実施報告書（案）について 

      第４号議案 第２０回評議員会の招集について 

 

（３）第３７回理事会 

 ・開催日：２０２０年６月１０日（水） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：第１号議案 会長（代表理事）の選定について  

第２号議案 専務理事（代表理事）の選定について 
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第３号議案 執行理事（業務執行理事）の選定について 

第４号議案 参与の推薦について 

第５号議案 第２１回評議員会の招集について 

報告案件１ 人事案件について（理事、監事、評議員の異動状況報告） 

報告案件２ 会長、専務理事、執行理事の職務執行状況報告について 

報告案件３ ２０１９年度職員表彰について 

 

（４）第３８回理事会 

 ・決議日：２０２０年８月２１日（金） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：議 案 第２２回評議員会の招集について 

      報告案件 人事案件について（評議員の異動状況報告） 

 

（５）第３９回理事会 

 ・決議日：２０２１年３月９日（火） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：第１号議案 ２０２１年度事業計画書（案）について 

      第２号議案 ２０２１年度収支予算書（案）について 

      第３号議案 規則の一部改正(案)について 

      報 告 案 件 会長、専務理事、執行理事の職務執行状況報告について 

  

２－２．評議員会 

（１）第１９回評議員会 

 ・決議日：２０２０年４月１７日（金） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：第１号議案 理事の選任について 

      第２号議案 評議員の選任について 

      報 告 案 件 人事案件について（監事の異動状況報告） 

 

（２）第２０回評議員会 

・開催日：２０２０年６月１０日（火） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：第１号議案 ２０１９年度決算報告書（案）について 

      第２号議案 理事の選任について 

      第３号議案 監事の選任について 

      第４号議案 評議員の選任について 

      報告案件１ ２０１９年度事業報告書について 

      報告案件２ ２０１９年度公益目的支出計画実施報告書について 

      報告案件３ ２０１９年度職員表彰について 
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（３）第２１回評議員会 

 ・決議日：２０２０年７月２１日（火） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：議案 評議員の選任について 

 

（４）第２２回評議員会 

 ・決議日：２０２０年９月９日（水） 

 ・場 所：（文書による開催） 

 ・議 題：議案 評議員の選任について 
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３．組織・職員 

 

３－１．組織（２０２１年３月３１日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３－２．職員（２０２１年３月３１日現在） 

 

  ■総務企画部  ７人 

  ■地域振興部 ２１人 

   （嘱託、調査員、派遣職員を含まない。） 
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執行理事 

総務企画部 

執行理事 

地域振興部 



 

- 18 - 

 

 

事業報告書の附属明細書について 

 

２０２０年度事業報告には、事業報告の内容を補足する重要な事項が存在し

ないので、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第３４条

第３項に規定する附属明細書は作成しない。 

 

 


