
平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期

最終処分場           214,000 m3 21-23 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18-21

3 岩手県 東磐環境組合 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                100 m2 18-20 平成18年3月31日

3 岩手県
（仮称）岩手沿岸南部広域環境組
合

18-22
エネルギー回収推進施
設

                165 ｔ／日 18-22 平成18年3月31日

3 岩手県 釜石大槌地区行政事務組合 17-21 汚泥再生処理センター 85 ｋｌ／日 17-18 平成18年3月31日

有機性廃棄物リサイクル
推進施設

                128 ｋｌ／日 18-21 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                  50 人 18-22

浄化槽市町村整備推進
事業

                750 人 18-22

最終処分場             63,000 m3 18-19 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                200 m3 20-21

施設整備に関する計画
支援事業

18

施設整備に関する計画
支援事業

20

5 秋田県 大仙美郷環境事業組合 18-22

規　　　模 

4 宮城県 登米市 18-22

2 青森県 八戸市 18-23

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

リサイクルセンター 17 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-18

最終処分場 60,500 m3 18-20

施設整備に関する計画
支援事業

17-18 平成18年3月31日

リサイクルセンター 15 ｔ／日 17-19

熱回収施設 60 ｔ／日 18-19

6 山形県
東根市外二市二町共立衛生処理
組合

18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                 28 ｔ／日 19-20 平成18年3月31日

6 山形県 最上広域市町村圏事務組合 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                192 m2 18-19 平成18年3月31日

7 福島県 伊達地方衛生処理組合 18-22
有機性廃棄物リサイクル
推進施設

                 85 ｋｌ／日 18-20 平成18年3月31日

7 福島県 田島下郷町衛生組合 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                 1.5 ｔ／日 18 平成18年3月31日

7 福島県 田村広域行政組合 17-21 最終処分場 12,575 m3 17-18 平成18年3月31日

熱回収施設 220 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

容器包装リサイクル推進
施設

                   4 ｔ／日 18

5 秋田県 八郎湖周辺清掃事務組合 17-21

7 福島県 福島市 17-22

5 秋田県 湯沢雄勝広域市町村圏組合 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

１７ 平成18年3月31日

リサイクルセンター                  21 ｔ／日 18-19

浄化槽設置整備事業 1473基 17-19

熱回収施設 206 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

リサイクルセンター                  51 ｔ／日 18-19

8 茨城県 さしま環境管理事務組合 17-21

8 茨城県 鹿嶋市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

マテリアルリサイクル推
進施設

                 20 ｔ／日 18-20 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                 14 ｔ／日 18-20

エネルギー回収推進施
設

                140 ｔ／日 18-20

施設整備に関する計画
支援事業

18-20

施設整備に関する計画
支援事業

18-22

施設整備に関する計画
支援事業

19-22

マテリアルリサイクル推
進施設

18-20 平成18年3月31日

有機性廃棄物リサイクル
推進施設

18-20

浄化槽設置整備事業                 290 基 18-22

浄化槽市町村整備推進
事業

                800 基 18-22

那須塩原市 浄化槽設置整備事業              1,590 基 18-22 平成18年3月31日

那須町 浄化槽設置整備事業                 900 基 18-22 平成18年3月31日

9 栃木県

那須地区広域行政事務組合

18-22

大田原市



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

吾妻東部衛生施設組合 最終処分場             27,000 m3 18-19 平成18年3月31日

中之条町 浄化槽設置整備事業                  25 22 平成18年3月31日

11 埼玉県 さいたま市 18-24
施設整備に関する計画
支援事業

18-24 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                 475 18-22 平成18年3月31日

11 埼玉県 所沢市 17-21 浄化槽設置整備事業                  40 18-21 平成18年3月31日

東埼玉資源環境組合 熱回収施設 297 ｔ／日 17-22 平成18年3月31日

草加市 リサイクルセンター                  35 ｔ／日 18-21 平成18年3月31日

吉川市 浄化槽設置整備事業                 340 18-22 平成18年3月31日

12 千葉県 千葉市 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

             3,902 m2 18-20 平成18年3月31日

12 千葉県 市原市 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                300 m2 18-21 平成18年3月31日

12 千葉県 八千代市 18-22 最終処分場再生事業             29,500 m3 18-20 平成18年3月31日

12 千葉県 野田市 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                 41 ｔ／日 18-21 平成18年3月31日

11 埼玉県 17-22

11 埼玉県 川越市 18-22

10 群馬県 18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

12 千葉県 流山市 18-22
有機性廃棄物リサイクル
推進施設

                 56 ｋｌ／日 18-21 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18 平成18年3月31日

有機性廃棄物リサイクル
推進施設

                 20 ｋｌ／日 19-20

施設整備に関する計画
支援事業

19-24

エネルギー回収推進施
設

                146 ｔ／日 21-23

マテリアルリサイクル推
進施設

                 47 ｔ／日 22-26

施設整備に関する計画
支援事業

17-19 平成18年3月31日

リサイクルセンター 15 ｔ／日 17

リサイクルセンター 27 ｔ／日 19

施設整備に関する計画
支援事業

17-18 平成18年3月31日

リサイクルセンター 60 ｔ／日 18-19

13 東京都 東京都 17-21 最終処分場 21,280 m3 18-21 平成18年3月31日

14 神奈川県 相模原市 18-22
エネルギー回収推進施
設

 ５２５ｔ／日 １８－２１ 平成18年3月31日

13 東京都 昭島市 17-21

13 東京都 世田谷区 17-21

13 東京都 日野市 18-23



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

１８－２２ 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

１８－２２

施設整備に関する計画
支援事業

１８－２２

15 新潟県 三条市 18-24
施設整備に関する計画
支援事業

18-23 平成18年3月31日

15 新潟県 新潟市（巻・新潟衛生組合） 17-21 ストックヤード 488 m3 17 平成18年3月31日

ストックヤード 100 m3 17-18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                  35 18-22

浄化槽設置整備事業                 390 18-23 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18

16 富山県 高岡市 18-23

15 新潟県 阿賀町 17-22

14 神奈川県 厚木愛甲環境施設組合 18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

マテリアルリサイクル推
進施設

                108 m2 18-19 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18

魚津市 浄化槽設置整備事業                 105 18-22 平成18年3月31日

黒部市 浄化槽設置整備事業                 121 18-22 平成18年3月31日

入善町 浄化槽設置整備事業                  15 18 平成18年3月31日

朝日町 浄化槽設置整備事業                 200 18-22 平成18年3月31日

16 富山県 小矢部市 17-23 ストックヤード 82 m2 17-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                  42 18-24 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

施設整備に関する計画
支援事業

18-20

マテリアルリサイクル推
進施設

                 27 ｔ／日 18-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                  50 18-22

施設整備に関する計画
支援事業

18-24

17 石川県 小松市 18-24

17 石川県 金沢市 18-24

16 富山県

新川広域圏事務組合

18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

廃棄物原材料化施設 4.9 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-19

羽咋市
浄化槽市町村整備推進
事業

                180 18-21 平成18年3月31日

宝達志水町
浄化槽市町村整備推進
事業

                143 18-21 平成18年3月31日

志賀町（旧富来町）
浄化槽市町村整備推進
事業

180 17-21 平成18年3月31日

汚泥再生処理センター 51 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

ストックヤード 220 m2 17-18

浄化槽設置整備事業 55 17-21

浄化槽市町村整備推進
事業

725 17-21

施設整備に関する計画
支援事業

18-19 平成18年3月31日

有機性廃棄物リサイクル
推進施設

                 41 ｋｌ／日 20-22

あわら市 浄化槽設置整備事業  5基 18-22 平成18年3月31日

18 福井県

坂井郡環境衛生組合

18-22

17 石川県 珠洲市 17-21

17 石川県

羽咋郡市広域事務組合

17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

17 平成18年3月31日

リサイクルセンター 24 ｔ／日 18-19

最終処分場 37,000 m3 18-19

20 長野県 飯田市 18-22 最終処分場           101,000 m3 18-20 平成18年3月31日

諏訪南行政事務組合 灰溶融施設 20 ｔ／日 17-20 平成18年3月31日

茅野市 浄化槽設置整備事業 250 基 17-21

富士見町 浄化槽設置整備事業 75 基 17-21

原村 浄化槽設置整備事業 100 基 17-21

20 長野県 17-21

18 福井県 小浜市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ストックヤード 680 m2 17-18 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17

大垣市 浄化槽設置整備事業 17-21 平成18年3月31日

本巣市 浄化槽設置整備事業 17-21 平成18年3月31日

リサイクルセンター 16 ｔ／日 17-20 平成18年3月31日

熱回収施設 80 ｔ／日 17-20

施設整備に関する計画
支援事業

17-19

ストックヤード 592 m2 17-18 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17

コミュニティ・プラント 1,200 人 18-20 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18

最終処分場 35,000 m3 19-20 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-18

浄化槽設置整備事業 18-21

21 岐阜県 多治見市 17-21

養老町

関ヶ原町

21 岐阜県

南濃衛生施設利用事務組合

17-21

21 岐阜県

西濃環境整備組合

17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ごみ固形燃料化施設 40 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 17-21

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

22 静岡県 静岡市 17-22 浄化槽設置整備事業              2,014 基 17-22 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業              5,147 基 18-22

施設整備に関する計画
支援事業

19

施設整備に関する計画
支援事業

19

22 静岡県 富士市 18-24
施設整備に関する計画
支援事業

18-24 平成18年3月31日

袋井市森町広域行政組合 熱回収施設 132 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

袋井市 浄化槽設置整備事業 967 基 17-21 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                509 m2 18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業              3,700 基 18-22

施設整備に関する計画
支援事業

18

23 愛知県 豊田市 18-22

22 静岡県 17-21

22 静岡県 浜松市 17-22

21 岐阜県 恵那市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

最終処分場  約106,000 m3 19-20 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18

刈谷知立環境組合 熱回収施設 291 ｔ／日 17-20 平成18年3月31日

刈谷市 浄化槽設置整備事業 310 基 17-21 平成18年3月31日

知立市 浄化槽設置整備事業 614 基 17-21 平成18年3月31日

最終処分場 40,660 m3 17-18 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17

ストックヤード 200 m2 17-18

施設整備に関する計画
支援事業

17

浄化槽設置整備事業 215 基 17-21

23 愛知県 17-21

23 愛知県 田原市 17-21

23 愛知県 半田市 18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

いなべ市
マテリアルリサイクル推
進施設

                   4 ｔ／日 18 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                 17 ｔ／日 18-20 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

マテリアルリサイクル推
進施設

                   4 ｔ／日 18-19 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18､20

浄化槽設置整備事業 18

し尿・浄化槽汚泥高度処
理施設

188 ｋｌ／日 17-18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 17-21

24 三重県 津市 17-21

24 三重県 紀宝町 17-22

24 三重県 18-22

桑名広域清掃事業組合



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

17-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 17-21

ストックヤード                  50 m2 18-20

ごみ固形燃料化施設  135t/日 １８

浄化槽市町村整備推進
事業

18-21

名張市 浄化槽設置整備事業 17-21 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-18 平成18年3月31日

リサイクルセンター                  45 ｔ／日 18-20

熱回収施設                  95 ｔ／日 18-20

マテリアルリサイクル推
進施設

                320 m2 18-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 18-22

リサイクルセンター 10 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 18-21

26 京都府 綾部市 18-22
エネルギー回収推進施
設

                 50 ｔ／日 18－18 平成18年3月31日

25 滋賀県
大津市（旧大津市・志賀町行政事
務組合、旧大津市、旧志賀町）

17-21

25 滋賀県 高島市 18-22

伊賀南部環境衛生組合

24 三重県

伊賀市

17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ごみ飼料化施設 33 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17

リサイクルセンター 20 ｔ／日 17-19

施設整備に関する計画
支援事業

17

リサイクルセンター 45 ｔ／日 17-20

施設整備に関する計画
支援事業

17

ストックヤード 1,000 m2 17-19

施設整備に関する計画
支援事業

17

ストックヤード 2,900 m2 17-19

施設整備に関する計画
支援事業

17

施設整備に関する計画
支援事業

17-24

浄化槽設置整備事業 360 基 17－22

高効率原燃料回収施設                  60 ｔ／日 19-24

熱回収施設                 500 ｔ／日 20-24

熱回収施設                 180 ｔ／日 20-24

26 京都府 京都市 17-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

27 大阪府 堺市 18-24
施設整備に関する計画
支援事業

18 平成18年3月31日

27 大阪府 枚方市 17-21
施設整備に関する計画
支援事業

18-20 平成18年3月31日

28 兵庫県 洲本市 18-22
施設整備に関する計画
支援事業

18-20 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

             1,500 m2 18-22 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                 290 基 18-22

28 兵庫県 三木市 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

                300 m2 18-18 平成18年3月31日

28 兵庫県 北但行政事務組合 18-24
施設整備に関する計画
支援事業

18-21 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-17 平成18年3月31日

リサイクルセンター                 100 ｔ／日 18-21

熱回収施設                 450 ｔ／日 18-21

浄化槽設置整備事業                 510 基 18-24

28 兵庫県 西宮市 17-23 ストックヤード 17-19 平成18年3月31日

ストックヤード              1,142 m2 18-18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 36基 17-22

28 兵庫県 宝塚市 17-22

28 兵庫県 姫路市 17-21

28 兵庫県 加古川市 18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

17-17 平成18年3月31日

ストックヤード 216 m2 17-18

浄化槽設置整備事業                 100 基 18-21

施設整備に関する計画
支援事業

17-17 平成18年3月31日

ストックヤード                 200 m2 18-18

浄化槽設置整備事業                  80 基 18-21

施設整備に関する計画
支援事業

17-18 平成18年3月31日

最終処分場             24,000 m3 18-19

30 和歌山県 田辺市 17-21
マテリアルリサイクル推
進施設

                 4.9 ｔ／日 １８ 平成18年3月31日

28 兵庫県 北播磨清掃事務組合 17-21

28 兵庫県 篠山市 17-21

28 兵庫県 小野市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ストックヤード 795 m2 21-22 平成18年3月31日

熱回収施設 60 ｔ／日 17-19

施設整備に関する計画
支援事業

17-21

浄化槽設置整備事業 17-22

熱回収施設 62 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-18

マテリアルリサイクル推
進施設

                 60 m2 18-21 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                 60 m2 18-21

浄化槽設置整備事業                 260 18-22

施設整備に関する計画
支援事業

18-20

施設整備に関する計画
支援事業

17-19 平成18年3月31日

リサイクルセンター 51 ｔ／日 20-22

熱回収施設 167 ｔ／日 20-22

最終処分場 42,000～50,000 m3 21-22

廃棄物運搬中継中間処
理施設

36 ｔ／日 21-22

33 岡山県 津山・英田圏域 17-22

33 岡山県 備前市 18-22

32 島根県 益田地区広域市町村圏事務組合 17-21

30 和歌山県 岩出町 17-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

有機性廃棄物リサイクル
推進施設

                 73 ｋｌ／日 20-22 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                 143 人 18-22

浄化槽市町村整備推進
事業

             1,378 人 18-22

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

エネルギー回収推進施
設

                 11 ｔ／日 18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                 990 人 18-22

リサイクルセンター 22ｔ／日 17-18平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業              5,513 人 18-21

施設整備に関する計画
支援事業

17-22平成18年3月31日

熱回収施設                 400 ｔ／日 18-22

最終処分場         3,500,000 m3 18-22

浄化槽設置整備事業              6,305 人 18-22

ごみ固形燃料化施設 60ｔ／日 17 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業              3,100 人 18-21

34 広島県 府中市 17-21

34 広島県 広島市 17-22

34 広島県 東広島市 17-21

34 広島県 神石高原町 18-22

34 広島県 安芸高田市 18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ごみ固形燃料化施設 19ｔ／日 17 平成18年3月31日

汚泥再生処理センター                  20 ｋｌ／日 21

浄化槽設置整備事業                 258 人 18-21

浄化槽市町村整備推進
事業

             1,859 人 18-21

施設整備に関する計画
支援事業

19-20

汚泥再生処理センター 109
ｋｌ／
日

17-21平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-18

マテリアルリサイクル推
進施設

                 10 ｔ／日 18-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                 569 18-22

浄化槽市町村整備推進
事業

                 98 18-22

施設整備に関する計画
支援事業

18

マテリアルリサイクル推
進施設

 約50 ｔ／日 18-19 平成18年3月31日

最終処分場  約70,000 m3 19-21

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

浄化槽設置整備事業              1,180 18-22

35 山口県 山口市 17-22

35 山口県 萩市 17-21

34 広島県 三次市 17-21

34 広島県 庄原市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

リサイクルセンター 8 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

最終処分場 16,000 m3 17-18

浄化槽設置整備事業 76 17-21

施設整備に関する計画
支援事業

18 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                286 m2 19-20

施設整備に関する計画
支援事業

20

マテリアルリサイクル推
進施設

                161 m2 21

施設整備に関する計画
支援事業

21

マテリアルリサイクル推
進施設

                168 m2 22

最終処分場           363,116 m3 18-19 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業                 300 18-22

38 愛媛県 新居浜市 18-22

37 香川県 東かがわ市 18-22

35 山口県 周防大島町 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

17-20 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 4,364 17-21

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

施設整備に関する計画
支援事業

18

38 愛媛県 今治市 17-21 浄化槽設置整備事業 1,075 17-21 平成18年3月31日

38 愛媛県 西条市 17-21
施設整備に関する計画
支援事業

17-18 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業  19基 18－22 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                   1 ｔ／日 18-19

施設整備に関する計画
支援事業

18

39 高知県 芸西村 18-22

38 愛媛県 松山市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

幡西衛生処理組合 汚泥再生処理センター 62 ｋｌ／日 17-18 平成18年3月31日

宿毛市 浄化槽設置整備事業 260基 １７－２１ 平成18年3月31日

大月町 浄化槽設置整備事業 90基 １７－２１ 平成18年3月31日

三原村 浄化槽設置整備事業 22基 １７－２１ 平成18年3月31日

ごみ固形燃料化施設 53 ｔ／日 17 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

須崎市 浄化槽設置整備事業 220基 １８－２１ 平成18年3月31日

津野町 浄化槽市町村整備事業 265基 １７－２１ 平成18年3月31日

中土佐町 浄化槽設置整備事業 16基 １７ 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

                 14 ｔ／日 18-20 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

18

宇美町 浄化槽設置整備事業                  50 18-22 平成18年3月31日

40 福岡県

宇美町・志免町衛生施設組合

18-22

39 高知県

高幡東部清掃組合

17-21

39 高知県 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

リサイクルセンター 55 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

熱回収施設 250 ｋｌ／日 17-19

筑紫野市 浄化槽設置整備事業 43 17-21 平成18年3月31日

小郡市 浄化槽設置整備事業 98 17-21 平成18年3月31日

豊前市外二町清掃施設組合 リサイクルセンター 20 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

豊前市 浄化槽設置整備事業 280 18-21 平成18年3月31日

吉富町 浄化槽設置整備事業 28 18-21 平成18年3月31日

上毛町 浄化槽設置整備事業 220 18-21 平成18年3月31日

40 福岡県 17-21

40 福岡県

筑紫野・小郡・基山清掃施設組合

17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ストックヤード 733 m2 17 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

１７

行橋市 浄化槽設置整備事業 800 18-21 平成18年3月31日

犀川町 浄化槽設置整備事業 63 18-21 平成18年3月31日

勝山町 浄化槽設置整備事業 180 18-21 平成18年3月31日

豊津町 浄化槽設置整備事業 160 18-21 平成18年3月31日

廃棄物運搬中継中間処
理施設

199 ｔ／日 17-18 平成18年3月31日

ストックヤード                 660 m2 18

施設整備に関する計画
支援事業

18

中間市 浄化槽設置整備事業 66 18-21 平成18年3月31日

水巻町 浄化槽設置整備事業 80 18-21 平成18年3月31日

岡垣町 浄化槽設置整備事業 40 18-21 平成18年3月31日

遠賀町 浄化槽設置整備事業 68 18-21 平成18年3月31日

40 福岡県

遠賀・中間地域広域行政事務組合

17-21

40 福岡県

行橋市外３箇町清掃施設組合

17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

ごみ固形燃料化施設 66 ｔ／日 １７ 平成18年3月31日

ストックヤード 83 m2 17-18

施設整備に関する計画
支援事業

１７

宮若市（旧宮田町、旧若宮町） 浄化槽設置整備事業 526 18-21 平成18年3月31日

小竹町 浄化槽設置整備事業 92 18-21 平成18年3月31日

最終処分場 25,000 m3 20-22 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-19

八女市 浄化槽設置整備事業 750 18-22 平成18年3月31日

筑後市 浄化槽設置整備事業 570 18-22 平成18年3月31日

広川町 浄化槽設置整備事業 433 18-22 平成18年3月31日

立花町 浄化槽設置整備事業 272 18-22 平成18年3月31日

大川市 浄化槽設置整備事業 500 18-22 平成18年3月31日

大木町 浄化槽設置整備事業 500 18-22 平成18年3月31日

40 福岡県

八女西部広域事務組合

17-22

40 福岡県

宮若市外二町じん芥処理施設組
合

17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

リサイクルセンター 16,100 ｔ／日 18-19 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

17-18

浄化槽設置整備事業 120 18-21

41 佐賀県 背振共同塵芥処理組合 18-22
マテリアルリサイクル推
進施設

               12.6 ｔ／日 18 平成18年3月31日

41 佐賀県 基山町 17-21 浄化槽設置整備事業                  97 基 18-21 平成18年3月31日

南高北部環境衛生組合 汚泥再生処理センター 100 ｋｌ／日 17-19 平成18年3月31日

島原市 浄化槽設置整備事業 17-21 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 17-21 平成18年3月31日

浄化槽市町村整備推進
事業

18-21

43 熊本県 菊池市 18-23
エネルギー回収推進施
設

                 45 ｔ／日 １８ 平成18年3月31日

42 長崎県 17-21

雲仙市

40 福岡県 北九州市 17-21



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

施設整備に関する計画
支援事業

１８ 平成18年3月31日

施設整備に関する計画
支援事業

１８

施設整備に関する計画
支援事業

18-19

施設整備に関する計画
支援事業

19

阿蘇市 浄化槽設置整備事業 18-22 平成18年3月31日

小国町 浄化槽設置整備事業 18-22 平成18年3月31日

産山村 浄化槽設置整備事業 18-22 平成18年3月31日

高森町 浄化槽設置整備事業 18-22 平成18年3月31日

西原村 浄化槽設置整備事業 18-22 平成18年3月31日

エネルギー回収推進施
設

                 32 １８ 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 18-22

44 大分県 津久見市 18-22

43 熊本県

阿蘇広域行政事務組合

18-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

内示日

実施事業 工期規　　　模 

都道府県名 設   置   主   体   名 計画期間

熱回収施設 218 ｔ／日 17-20 平成18年3月31日

浄化槽設置整備事業 270 基 17-22

延岡市（旧北方町分） 浄化槽設置整備事業 281 基 17-22 平成18年3月31日

北川町 浄化槽設置整備事業 170 基 17-22 平成18年3月31日

延岡市（旧北浦町分） 浄化槽設置整備事業 60 基 17-22 平成18年3月31日

高千穂町 浄化槽設置整備事業 442 基 17-22 平成18年3月31日

日之影町 浄化槽設置整備事業 120 基 17-22 平成18年3月31日

五ヶ瀬町 浄化槽設置整備事業 180 基 17-22 平成18年3月31日

46 鹿児島県 鹿児島市 18-22 最終処分場           544,000 m3 18-19 平成18年3月31日

46 鹿児島県 姶良郡西部衛生処理組合 18-22
エネルギー回収推進施
設

                 74 ｔ／日 18-19 平成18年3月31日

熱回収施設 128 ｔ／日 17-19 平成18年3月31日

リサイクルセンター 17 ｔ／日 17-19

46 鹿児島県 肝属地区一般廃棄物処理組合 17-21

45 宮崎県

延岡市

17-22



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

都道府県名（北海道　）

1 江別市 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ 3t/日 H17～H18 平成18年3月31日

計画支援 H18～H19

有機性廃棄物ﾘｻｲｸﾙ推進施
設

2.6t/日 H18～H19

浄化槽 H17～H21

十勝環境複合事務組合地域（十勝環境複合
事務組合）

計画支援 H17～H19 平成18年3月31日

十勝環境複合事務組合地域（中札内村） 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

十勝環境複合事務組合地域（豊頃町） 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

十勝環境複合事務組合地域（池田町） 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

計画支援 H17～H18 平成18年3月31日

最終処分場 104,200m3H18～H19

東胆振地域（厚真町） 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

5 小樽市 計画支援 H17～H18 平成18年3月31日

内示日

2 鷹栖町

工期NO 設置主体名 設置区分 規模

3

4

東胆振地域（苫小牧市）



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

都道府県名（北海道　）

内示日工期NO 設置主体名 設置区分 規模

計画支援 H17～H19 平成18年3月31日

浄化槽 H17～H21

檜山北部地域（北部檜山衛生センター組合） 計画支援 H18～H19 平成18年3月31日

檜山北部地域（今金町） 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

計画支援 H18～H19 平成18年3月31日

浄化槽 H17～H21

北見地域（置戸町） 浄化槽 H17～H21 平成18年3月31日

計画支援 H18～H21 平成18年3月31日

最終処分場 1,136,000m3H18～H23

浄化槽 H17～H23

6 清里町

7

8

北見地域（北見市）

9 札幌市



（ 平 成 18 年 度 新 規 着 工 分 ） （別表）

実施事業 工期 内示日

計画支援 18

ストックヤード          150  ㎡ 19 平成18年3月31日

計画支援 20

ストックヤード          150  ㎡ 21

計画支援 22

ストックヤード          150  ㎡ 23

焼却施設 0.4  t/日 18

焼却施設 0.4  t/日 19

47 沖縄県 本部町今帰仁村清掃施設組合  17-21 最終処分場       67,000  ㎥ 17-19 平成18年3月31日

47 沖縄県 比謝川行政事務組合  17-21 最終処分場 116,000  m3 17-18 平成18年3月31日

平成18年3月31日

都道府県名 事業実施主体名
地域計画
期　　　間

備　　　　考

規模

47 沖縄県 竹富町  17-21

47 沖縄県 中部北環境施設組合  18-23



平成１８年度循環型社会形成推進交付金　内示

（一般離島分）

計画期間

計画支援事業 18

浄化槽  17-21 平成18年3月31日

マテリアルリサイクル推
進施設

           2.92  t/日 19

焼却施設               9  t/日  17-19

計画支援事業  17-18 平成18年3月31日

浄化槽市町村整備推進  17-21

（奄美分）

46 鹿児島県 大島地区衛生組合 17-19 汚泥再生処理センター              40  kl/日  17-19 平成18年3月31日

内示日工 期都道府県名 設   置   主   体   名 設  置  区  分 規       模 

都道府県名 設   置   主   体   名 設  置  区  分 規       模 内示日工 期

15 新潟県 佐渡市 17-21

38 愛媛県 上島町 17-21


