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北海道 北海道 札幌市 24-30 浄化槽設置整備事業 20 基

北海道 北海道 札幌市 24-30 最終処分場 1,473,000 ㎥

北海道 北海道 夕張市 23-27 有機性廃棄物リサイクル推進施設 25 kl/日

北海道 北海道 夕張市 23-27 浄化槽設置整備事業 6 基

北海道 北海道 礼文町 23-27 最終処分場 33,800 ㎥

北海道 北海道 礼文町 23-27 浄化槽設置整備事業 10 基

北海道 北海道 北見市 24-30 施設整備に関する計画支援事業 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

北海道 北海道 北見市 24-30 浄化槽設置整備事業 35 基

北海道 北海道 網走市 24-28 施設整備に関する計画支援事業 マテリアルリサイクル推進施設 983 738 1,721

北海道 北海道 岩見沢市 24-28 浄化槽設置整備事業 40 基

北海道 北海道 岩見沢市 24-28 高効率ごみ発電施設 100 t/日

北海道 北海道 岩見沢市 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 15 t/日

北海道 北海道 岩見沢市 24-28 最終処分場 100,000 ㎥

北海道 北海道 岩内地方衛生組合 24-29 施設整備に関する計画支援事業 最終処分場・エネルギー回収推進施設・マテリアルリサイクル推進施設

北海道 北海道 岩内地方衛生組合 24-29 最終処分場 24,700 ㎥

北海道 北海道 利尻郡清掃施設組合 24-28 施設整備に関する計画支援事業 最終処分場 7,447 2,380 9,827

北海道 北海道 旭川市 24-28 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 ごみ焼却施設 280 t/日

北海道 北海道 旭川市 24-28 浄化槽設置整備事業 35 基

北海道 北海道 清里町 25-29 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 1,049 1,174 2,223

北海道 北海道 遠軽地区広域組合 25-30 エネルギー回収推進施設 32 t/日

北海道 北海道 遠軽地区広域組合 25-30 施設整備に関する計画支援事業 エネルギー回収推進施設、マテリアルリサイクル推進施設

本土 青森県 青森市 19-25 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 39.8 t/日 52,640 29,038 81,678

本土 青森県 弘前市 24-28 計画支援事業（1/3） 最終処分場 － 9,145 4,645 13,790

本土 青森県 むつ市 25-29 長寿命化計画策定支援事業 - 947 △ 2 945

本土 秋田県 横手市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 30 t/日

本土 秋田県 横手市 25-29 エネルギー回収推進施設 熱回収施設（焼却） 95 t/日

本土 秋田県 横手市 25-29 浄化槽設置整備事業 800 基

本土 秋田県 能代山本広域市町村圏組合 23-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 144 t/日 76,609 42,287 118,896

規模

154,047 △ 115,385 38,662

51,018 79,425 130,443

68,521 18,884 87,405

26,234 35,288 61,522

5,458 86 5,544

649,340 1,043,915 1,693,255

18,827 19,258 38,085

101,429 130,979 232,408

13,226 7,748 20,974
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本土 秋田県 湯沢雄勝広域市町村圏組合 23-28 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設 710 153 863

本土 秋田県 大館市 22-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 428 ㎡

本土 秋田県 大館市 22-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設   

本土 秋田県 大館市 22-26 浄化槽設置整備事業 452 基

本土 山形県 山形広域環境事務組合 25-30 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設 － 58,861 32,469 91,330

本土 山形県 置賜広域行政事務組合 24-28 計画支援事業（1/3） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（交付率1/3） 386 213 599

本土 山形県 尾花沢市大石田町環境衛生事業組合 24-28 計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 1 式 2,927 1,607 4,534

本土 山形県 西村山広域行政事務組合 24-28 計画支援事業（1/3） 最終処分場 6,052 1,053 7,105

本土 山形県 最上広域市町村圏事務組合 25-29 長寿命化計画策定支援事業

本土 山形県 最上広域市町村圏事務組合 25-29 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 茨城県 大子町 22-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 2.5 t/日

本土 茨城県 大子町 22-27 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 16 t/日

本土 茨城県 大子町 22-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設

本土 茨城県 大子町 22-27 浄化槽市町村整備推進事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 590 基

本土 栃木県 足利市 23-28 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 570 ㎡

本土 栃木県 足利市 25-28 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 720 基

本土 栃木県 足利市 23-28 計画支援事業（1/2） 基幹的設備改良事業

本土 群馬県 伊勢崎市 20-26 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 250 ㎡

本土 群馬県 伊勢崎市 20-26 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 250 ㎡

本土 群馬県 伊勢崎市 20-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 群馬県 伊勢崎市 20-26 長寿命化計画策定支援事業 熱回収施設

本土 群馬県 伊勢崎市 20-26 浄化槽設置整備事業 3,249 基

本土 群馬県 伊勢崎市 20-26 浄化槽市町村整備推進事業 100 基

本土 群馬県 太田市 25-26 長寿命化計画策定支援事業 し尿処理施設 3,222 1,118 4,340

本土 群馬県 桐生市 25-29 長寿命化計画策定支援事業

本土 群馬県 桐生市 25-29 計画支援事業（1/3） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

本土 群馬県 桐生市 25-29 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 450 t/日

本土 群馬県 桐生市 25-29 浄化槽設置整備事業

43,854 17,207 61,061

1,375 419 1,794

106,053 9,675 115,728

43,440 △ 13,295 30,145

99,275 4,645 103,920

3,180 237,352 240,532
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本土 群馬県 館林衛生施設組合 23-28 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター、熱回収施設、最終処分場 10,151 1,577 11,728

本土 埼玉県 さいたま市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 91 t/日

本土 埼玉県 さいたま市 25-29 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 380 t/日

本土 埼玉県 さいたま市 25-29 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 380 t/日

本土 埼玉県 さいたま市 25-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、高効率ごみ発電施設 －

本土 埼玉県 さいたま市 25-29 浄化槽設置整備事業 250 基

本土 埼玉県 幸手市 21-27 浄化槽設置整備事業 16 基

本土 埼玉県 幸手市 21-27 計画支援事業（1/2） し尿処理施設

本土 埼玉県 幸手市 21-27 長寿命化計画策定支援事業 し尿処理施設

本土 埼玉県 飯能市 23-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 11.8 t/5h

本土 埼玉県 飯能市 23-28 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 80 t/日

本土 埼玉県 飯能市 23-28 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 80 t/日

本土 埼玉県 飯能市 22-28 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 625 基

本土 埼玉県 秩父広域市町村圏組合 23-27 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 150 t/日 441,938 243,784 685,722

本土 埼玉県 東埼玉資源環境組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 297 t/日

本土 埼玉県 東埼玉資源環境組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 297 t/日

本土 埼玉県 志木地区衛生組合 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 38 t/日 116,883 △ 51,797 65,086

本土 埼玉県 大里広域市町村圏組合 24-30 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 180 t/日 132,301 86,767 219,068

本土 千葉県 船橋市 25-29 高効率ごみ発電施設（1/3） 熱回収施設 381 t/日

本土 千葉県 船橋市 25-29 計画支援事業（1/3） 熱回収施設

本土 千葉県 船橋市 25-29 浄化槽設置整備事業 120 基

本土 千葉県 安房郡市広域市町村圏事務組合 22-28 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設、マテリアルリサイクル推進施設、最終処分場 － 14,794 8,160 22,954

本土 千葉県 鴨川市 22-28 浄化槽設置整備事業 960 基

本土 千葉県 鴨川市 22-28 長寿命化計画策定支援事業 し尿処理施設

本土 千葉県 八千代市 23-29 浄化槽設置整備事業 280 基

本土 千葉県 八千代市 23-29 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設
120

１００
t/日

本土 千葉県 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 23-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、高効率ごみ発電施設 9,684 430 10,114

本土 千葉県 夷隅環境衛生組合 23-27 計画支援事業（1/3） し尿処理施設 3,123 △ 618 2,505

2,358,799 1,590,833 3,949,632

7,351 △ 3,567 3,784

26,349 2,653 29,002

0 123,861 123,861

23,782 8,160 31,942

4,560 680 5,240

13,084 4,895 17,979
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本土 千葉県 柏・白井・鎌ケ谷環境衛生組合 25-29 長寿命化計画策定支援事業 ごみ処理施設 256.5 ｔ/日 1,917 △ 314 1,603

本土 東京都 日野市 24-30 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設 - 9,787 5,399 15,186

本土 東京都 八王子市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 34 t/日

本土 東京都 八王子市 25-29 浄化槽市町村整備推進事業 ー 100 基

本土 東京都 西秋川衛生組合 21-27 最終処分場再生事業 87,000 m3

本土 東京都 西秋川衛生組合 21-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 690 ㎡

本土 東京都 武蔵野市 22-28 高効率ごみ発電施設（1/3） 120 t/日

本土 東京都 武蔵野市 22-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 10 t/日

本土 東京都 東村山市 22-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター、ストックヤード 31 t/日 132,801 192,712 325,513

本土 東京都 西多摩衛生組合 25-29 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 480 ｔ/日 133,988 73,912 207,900

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 600 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 600 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 500 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 500 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 600 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 600 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 23-27 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設整備

本土 東京都 多摩ニュータウン環境組合 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 400 t/日 15,205 △ 15,205 0

本土 東京都 町田市 25-29 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設 258 t/日

本土 東京都 町田市 25-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 57.4 t/日

本土 東京都 町田市 22-25 浄化槽設置整備事業 200 基

本土 神奈川県 大磯町 20-26 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設 －

本土 神奈川県 大磯町 20-26 浄化槽設置整備事業 52 基

本土 神奈川県 二宮町 20-27 マテリアルリサイクル推進施設 14 t/日

本土 神奈川県 二宮町 20-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 神奈川県 逗子市 22-26 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 140 t/日 274,485 145,839 420,324

42,230 24,829 67,059

31,624 10,358 41,982

8,123 3,563 11,686

2,881,546 1,589,538 4,471,084

24,643 12,415 37,058

8,284 △ 2,876 5,408

60,710 33,492 94,202
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本土 神奈川県 横須賀市 21-25 高効率ごみ発電施設（1/3） 425 t/日

本土 神奈川県 横須賀市 21-25 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 44 t/日

本土 神奈川県 横須賀市 21-25 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 神奈川県 横須賀市 21-25 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 神奈川県 横須賀市 21-25 浄化槽設置整備事業 75 基

本土 神奈川県 高座清掃施設組合 23-27 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 神奈川県 高座清掃施設組合 23-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 神奈川県 海老名市 23-27 浄化槽設置整備事業 150 基

本土 神奈川県 海老名市 23-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 18 t/日

本土 神奈川県 横浜市 23-27 長寿命化計画策定支援事業 ごみ焼却施設 1,200 t/日 3,222 △ 1,199 2,023

本土 神奈川県 相模原市 23-27 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,700 ㎡

本土 神奈川県 相模原市 23-27 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 89 kℓ/日

本土 神奈川県 相模原市 23-27 浄化槽設置整備事業 345 基

本土 神奈川県 相模原市 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 840 基

本土 神奈川県 厚木愛甲環境施設組合 23-27 計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 神奈川県 厚木愛甲環境施設組合 23-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 神奈川県 厚木愛甲環境施設組合 23-27 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設整備

本土 新潟県 燕・弥彦総合事務組合 21-26 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 210,516 119,056 329,572

本土 新潟県 村上市 22-26 高効率ごみ発電施設（1/2） 94 t/日

本土 新潟県 村上市 22-26 高効率ごみ発電施設（1/3） 94 t/日

本土 新潟県 村上市 22-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 10 t/日

本土 新潟県 村上市 22-26 浄化槽設置整備事業 35 基

本土 新潟県 上越市 24-30 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設

本土 新潟県 上越市 24-30 基幹的設備改良事業（1/2） し尿処理施設 70 kℓ/日

本土 新潟県 上越市 22-26 浄化槽設置整備事業 1,017 基

本土 新潟県 上越市 22-26 浄化槽市町村整備推進事業 70 基

本土 新潟県 柏崎市 23-27 浄化槽設置整備事業 250 基

本土 新潟県 柏崎市 23-26 マテリアルリサイクル推進施設 容器包装リサイクル推進施設 7.5 ｔ/日

4,566 82,372 86,938

10,957 7,973 18,930

2,061 2,135 4,196

176,366 43,407 219,773

11,069 6,108 17,177

566,265 311,990 878,255

83,400 38,215 121,615

18,513 5,781 24,294
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本土 富山県 富山地域衛生組合 19-25 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 110.0 kℓ/日 90,083 49,692 139,775

本土 富山県 高岡地区広域圏事務組合 24-28 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 255 t/日

本土 富山県 高岡地区広域圏事務組合 24-28 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 255 t/日

本土 石川県 金沢市 25-31 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 200 ㎡

本土 石川県 金沢市 25-31 併せ産廃モデル施設 最終処分場 1,100,000 m3

本土 石川県 金沢市 25-31 浄化槽設置整備事業 28 基

本土 石川県 小松市 25-31 計画支援事業（1/3） ストックヤード、熱回収施設 － 　

本土 石川県 小松市 25-31 浄化槽設置整備事業 210 基

本土 石川県 能美広域事務組合 25-30 長寿命化計画策定支援事業 0 1,710 1,710

本土 福井県 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 24-28 計画支援事業（1/2） 発注仕様書の作成 － 130 71 201

本土 福井県 福井市 22-26 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 345 t/日

本土 福井県 福井市 22-26 浄化槽設置整備事業 877 基

本土 福井県 小浜市 22-26 長寿命化計画策定支援事業

本土 福井県 小浜市 22-26 浄化槽設置整備事業 25 基

本土 山梨県 中巨摩地区広域事務組合 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 270 t/日 129,477 46,645 176,122

本土 山梨県 中巨摩地区広域事務組合 24-28 計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業（1/3） 387 270 657

本土 長野県 北信保健衛生施設組合 20-26 計画支援事業（1/2） ごみ焼却施設 130 t/日 3,867 1,750 5,617

本土 長野県 長野広域連合 21-26 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 長野県 長野広域連合 21-26 計画支援事業（1/3） 最終処分場 －

本土 長野県 小諸市 23-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 7.9 t/日

本土 長野県 小諸市 23-27 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 24 t/日

本土 長野県 小諸市 23-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設

本土 長野県 湖周行政事務組合 23-29 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設、最終処分場

本土 長野県 湖周行政事務組合 23-29 計画支援事業（1/2）

本土 長野県 湖周行政事務組合 23-29 高効率ごみ発電施設（1/3） 110 t/日

本土 長野県 湖周行政事務組合 23-29 高効率ごみ発電施設（1/2） 110 t/日

本土 長野県 諏訪市 23-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 長野県 諏訪市 23-29 マテリアルリサイクル推進施設 900 ㎡

196,969 106,655 303,624

1,539 431 1,970

1,534,001 801,887 2,335,888

194,432 107,837 302,269

7,732 1,790 9,522

40,270 18,233 58,503

1,624 271,332 272,956

62,470 347,311 409,781

805 66,801 67,606
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本土 長野県 佐久市 23-29 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設

本土 長野県 佐久市 23-29 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 長野県 木曽広域連合 24-29 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設 7,948 2,409 10,357

本土 長野県 松塩地区広域施設組合 24-30 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 450 t/日 947 1,359 2,306

本土 長野県 南信州広域連合 25-29 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設 10,489 5,786 16,275

本土 岐阜県 多治見市 22-26 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 170 t/日

本土 岐阜県 多治見市 22-26 浄化槽設置整備事業 65 基

本土 岐阜県 岐阜羽島衛生施設組合 25-29 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設

本土 岐阜県 岐阜羽島衛生施設組合 25-29 計画支援事業（1/3） し尿処理施設

本土 岐阜県 岐阜市 25-29 基幹的設備改良事業（1/3） 450 t/日

本土 岐阜県 岐阜市 25-29 基幹的設備改良事業（1/3） 150 t/日

本土 岐阜県 岐阜市 25-29 浄化槽設置整備事業 530 基

本土 岐阜県 岐阜市 25-29 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設

本土 岐阜県 中津川市 20-25 計画支援事業（1/3） ストックヤード、汚泥再生処理センター

本土 岐阜県 中津川市 20-25 浄化槽設置整備事業 318 基

本土 岐阜県 飛騨市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 891 ㎡

本土 岐阜県 飛騨市 25-29 浄化槽設置整備事業 26  基

本土 岐阜県 飛騨市 25-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 岐阜県 可茂衛生施設組合 23-28 計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 岐阜県 可茂衛生施設組合 23-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 静岡県 磐田市 25-29 計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 3,799 1,206 5,005

本土 静岡県 御殿場市・小山町広域行政組合 20-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設 2,723 452 3,175

本土 静岡県 伊東市 22-26 マテリアルリサイクル推進施設 容器包装リサイクル推進施設 5.5 t/日

本土 静岡県 伊東市 22-26 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 142 t/日

本土 静岡県 伊東市 22-26 浄化槽設置整備事業 125 基

本土 静岡県 富士宮市 23-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 240 t/日

本土 静岡県 富士宮市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,140 基

10,801 15,131 25,932

90,809 111,810 202,619

5,220 △ 5,220 0

200,457 445,509 645,966

8,596 4,091 12,687

33,054 11,312 44,366

40,722 18,288 59,010

271,634 566,612 838,246

47,094 14,206 61,300
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本土 静岡県 浜松市 23-29 浄化槽設置整備事業 6,290 基

本土 静岡県 浜松市 23-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設

本土 静岡県 裾野市 24-28 最終処分場 44,000 m3

本土 静岡県 裾野市 24-28 浄化槽設置整備事業 380 基

本土 静岡県 裾野市 24-28 計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 静岡県 三島市 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 180 t/日

本土 静岡県 三島市 24-28 浄化槽設置整備事業 265 基

本土 静岡県 伊豆市 24-28 浄化槽設置整備事業 250 基

本土 静岡県 伊豆市 24-28 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 28 kℓ/日

本土 愛知県 知多南部広域環境組合 25-29 計画支援事業（1/3） 熱回収施設 2,865 △ 2,865 0

本土 愛知県 春日井市 25-29 計画支援事業（1/3） 最終処分場 －

本土 愛知県 春日井市 25-29 浄化槽設置整備事業 800 基

本土 愛知県 春日井市 25-29 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 150 基

本土 愛知県 小牧岩倉衛生組合 20-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 27 t/日

本土 愛知県 小牧岩倉衛生組合 20-26 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 197 t/日

本土 愛知県 小牧岩倉衛生組合 20-26 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 同上

本土 愛知県 一宮市 20-25 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,400 ㎡

本土 愛知県 一宮市 20-25 浄化槽設置整備事業

本土 愛知県 刈谷知立環境組合 23-27 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 270 ㎡ 75,601 35,298 110,899

本土 愛知県 稲沢市 23-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 180 t/日

本土 愛知県 稲沢市 23-27 浄化槽設置整備事業 431 基

本土 愛知県 豊川市 25-29 長寿命化計画策定支援事業

本土 愛知県 豊川市 25-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 愛知県 豊川市 22-26 浄化槽設置整備事業 155 基

本土 愛知県 安城市 24-28 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設

本土 愛知県 安城市 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 240 t/日

本土 愛知県 安城市 24-28 浄化槽設置整備事業 725 基

本土 愛知県 海部地区環境事務組合 25-29 長寿命化計画策定支援事業 1,364 △ 692 672

28,609 146,795 175,404

76,787

113,755 6,222 119,977

65,241 307,591 372,832

30,026 13,858 43,884

19,629 4,994 24,623

27,943 211,907 239,850

17,861 8,255 26,116

32,873 12,388 45,261

4,827 1,464 6,291

6,787 83,574
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本土 三重県 津市 22-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 81 t/日

本土 三重県 津市 22-27 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 175 ㎡

本土 三重県 津市 22-27 最終処分場 18万 m3

本土 三重県 熊野市 24-28 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 40  kl/日

本土 三重県 熊野市 24-28 浄化槽設置整備事業 500  基

本土 三重県 松阪市 24-30 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 26 t/日

本土 三重県 松阪市 24-30 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 200 t/日

本土 三重県 松阪市 24-30 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分

本土 三重県 鳥羽志勢広域連合 20-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 47 t/日

本土 三重県 鳥羽志勢広域連合 20-26 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 95 t/日

本土 三重県 鳥羽志勢広域連合 20-26 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分

本土 三重県 亀山市 20-26 長寿命化計画策定支援事業

本土 三重県 亀山市 20-26 浄化槽設置整備事業 340 基

本土 三重県 亀山市 20-26 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 80 t/日

本土 三重県 四日市市 21-27 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 336 t/日

本土 三重県 四日市市 21-27 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 336 t/日

本土 三重県 四日市市 21-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 32 t/日

本土 三重県 四日市市 21-27 浄化槽設置整備事業 1,836 基

本土 滋賀県 湖北広域行政事務センター 21-26 最終処分場 97,000 m
3 160,794 10,501 171,295

本土 滋賀県 大津市 22-28 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設、最終処分場

本土 滋賀県 大津市 22-28 最終処分場 最終処分場 約200000 m3

本土 滋賀県 大津市 22-28 浄化槽設置整備事業 392 基

本土 滋賀県 草津市 22-27 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設

本土 滋賀県 草津市 22-27 浄化槽設置整備事業 2 基

本土 京都府 城南衛生管理組合 24-30 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター、容器包装リサイクル推進施設 77 t/日

本土 京都府 城南衛生管理組合 24-30 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設 －

本土 京都府 乙訓環境衛生組合 21-25 長寿命化計画策定支援事業 ごみ焼却施設 225 t/日 698 △ 201 497

66,425 362,801

61,757 △ 15,791 45,966

221,329 2,193,180 2,414,509

296,376

1,297,242 715,593 2,012,835

89,724 46,176 135,900

148,445 353,042 501,487

54,384 28,967 83,351

2,950 1,252 4,202

62,630 33,552 96,182
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本土 京都府 綾部市 23-27 最終処分場 50000 m3

本土 京都府 綾部市 23-27 浄化槽設置整備事業 120 基

本土 京都府 綾部市 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 340 基

本土 京都府 亀岡市 23-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 120t/日

本土 京都府 亀岡市 23-27 計画支援事業（1/3） ストックヤード

本土 京都府 福知山市 24-28 浄化槽設置整備事業 100 基

本土 京都府 福知山市 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 75ｔ/日×2 炉

本土 大阪府 堺市 25-29 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 460 t/日 1,775,256 979,279 2,754,535

本土 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 24-28 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 525 ｔ/日

本土 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 24-28 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 525 ｔ/日

本土 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 24-28 高効率ごみ発電施設（1/2） 熱回収施設 400 t/日 33,159 18,291 51,450

本土 大阪府 吹田市 21-25 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,240 ㎡ 54,773 24,256 79,029

本土 大阪府 寝屋川市 22-26 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設

本土 大阪府 寝屋川市 22-26 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 大阪府 泉北環境整備施設組合 23-27 マテリアルリサイクル推進施設 容器包装リサイクル推進施設 25 t/5h 32,998 18,202 51,200

本土 大阪府 泉南清掃事務組合 24-28 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 248,449 287,851 536,300

本土 兵庫県 北但行政事務組合 25-31 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 19 t/日

本土 兵庫県 北但行政事務組合 25-31 計画支援事業（1/2） マテリアルリサイクル推進施設、高効率ごみ発電施設 －

本土 兵庫県 北但行政事務組合 25-31 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、高効率ごみ発電施設 －

本土 兵庫県 加古郡衛生事務組合 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 8 t/日 8,243 2,652 10,895

本土 兵庫県 姫路市 25-29 計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター -

本土 兵庫県 姫路市 25-29 浄化槽設置整備事業 105 基

本土 兵庫県 神戸市 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 貯留ピット 60 t/日

本土 兵庫県 神戸市 21-28 高効率ごみ発電施設（1/2） 600 t/日

本土 兵庫県 神戸市 21-28 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 兵庫県 神戸市 21-28 浄化槽設置整備事業 280 基

本土 兵庫県 宝塚市 23-27 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設

本土 兵庫県 宝塚市 23-27 浄化槽設置整備事業 25 基

11,186 5,129 16,315

134,805 73,991 208,796

108,970 55,886 164,856

1,269,709 739,274 2,008,983

5,285 2,056 7,341

84,631 29,825 114,456

6,738 610 7,348

319,138 174,054 493,192

255,179 351,270 606,449
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本土 兵庫県 丹波市 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 9 t/日

本土 兵庫県 丹波市 24-28 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 46 t/日

本土 兵庫県 丹波市 24-28 浄化槽設置整備事業 119 基

本土 奈良県 葛城市 19-25 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 8 t/日

本土 奈良県 葛城市 19-25 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 50 t/日

本土 奈良県 五條市 22-27 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 48 kℓ/日

本土 奈良県 五條市 22-27 浄化槽設置整備事業 235 基

本土 奈良県 香芝・王寺環境施設組合 23-28 計画支援事業（1/3） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 2,707 △ 2,707 0

本土 奈良県 やまと広域環境衛生事務組合 24-28 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 120 t/日

本土 奈良県 やまと広域環境衛生事務組合 24-28 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設

本土 奈良県 御所市 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 700 ㎡ 38,347 21,653 60,000

本土 奈良県 天理市 24-28 浄化槽設置整備事業 27 基

本土 奈良県 天理市 24-28 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 奈良県 天理市 24-28 長寿命化計画策定支援事業 ごみ焼却施設

本土 和歌山県 和歌山市 22-28 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 400 t/日

本土 和歌山県 和歌山市 22-28 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 500 kℓ/日

本土 和歌山県 和歌山市 22-28 浄化槽設置整備事業 7,920 基

本土 和歌山県 紀南環境衛生施設事務組合 22-28 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設 496 △ 496 0

本土 和歌山県 田辺市 24-28 計画支援事業（1/3） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 1,460 806 2,266

本土 和歌山県 白浜町 23-29 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 55 t/日

本土 和歌山県 白浜町 23-29 浄化槽設置整備事業 680 基

本土 和歌山県 紀の海広域施設組合 22-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 17 t/日

本土 和歌山県 紀の海広域施設組合 22-27 エネルギー回収推進施設 熱回収、発電 135 t/日

本土 鳥取県 鳥取中部ふるさと広域連合 21-26 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 200 t/日 156,211 293,613 449,824

本土 鳥取県 智頭町 20-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 －

本土 鳥取県 智頭町 20-26 浄化槽設置整備事業 20 基

本土 鳥取県 日野町江府町日南町衛生施設組合 25-29 計画支援事業（1/3） 施設整備に伴う事前調査・設計等事業 － 4,010 1,625 5,635

133,500 1,063,593 1,197,093

354,467 △ 300,000 54,467

△ 30,057 55,853

79,899 59,741 139,640

4,934 △ 2,471 2,463

191,854 1,104,913 1,296,767

135,272 436,379

85,910

48,001 21,580 69,581

301,107

2,365 △ 1,718 647
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本土 島根県 安来市 21-25 浄化槽設置整備事業 65 基

本土 島根県 安来市 21-25 浄化槽市町村整備推進事業 230 基

本土 島根県 安来市 21-25 コミュニティ・プラント 133 人

本土 島根県 鹿足郡事務組合 25-29 計画支援事業（1/2） し尿処理施設

本土 島根県 鹿足郡事務組合 25-29 長寿命化計画策定支援事業 し尿処理施設

本土 岡山県 美作市 22-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 7.9 ｔ/日

本土 岡山県 美作市 22-28 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 34 ｔ/日

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 24-29 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 38 ｔ/日

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 24-29 高効率ごみ発電施設（1/3） 1/3事業分 128 ｔ/日

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 24-29 高効率ごみ発電施設（1/2） 1/2事業分 128 ｔ/日

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 24-29 最終処分場 最終処分場 30,000 m3

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 24-29 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設、最終処分場

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 24-29 計画支援事業（1/2） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設、最終処分場

本土 岡山県 岡山市 22-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 43 ｔ/日

本土 岡山県 岡山市 22-26 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 220 ｔ/日

本土 岡山県 倉敷市 25-29 計画支援事業（1/2） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

本土 岡山県 倉敷市 25-29 浄化槽設置整備事業 3,000 基

本土 岡山県 倉敷市 25-29 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 300 t/日

本土 岡山県 新見市 22-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 46 t/日

本土 岡山県 新見市 22-27 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 44 kℓ/日

本土 岡山県 岡山県西部環境整備施設組合 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 200 ｔ/日

本土 岡山県 岡山県西部環境整備施設組合 24-28 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 岡山県 岡山県井原地区清掃施設組合 24-28 長寿命化計画策定支援事業

本土 岡山県 岡山県井原地区清掃施設組合 24-28 計画支援事業（1/3） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業

本土 広島県 呉市 21-26 最終処分場 202,500 m3 291,592 498,684 790,276

本土 広島県 府中市 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 80 ㎡

本土 広島県 府中市 24-28 浄化槽設置整備事業 500 基

21,771 4,226 25,997

5,183 851 6,034

327,140 180,460 507,600

650,933 359,073 1,010,006

287,319 161,922 449,241

88,619 828 89,447

55,122 15,544 70,666

123,545 48,073 171,618

3,007 668 3,675

18,316 4,047 22,363
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本土 広島県 三原市 20-25 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 176 kℓ/日

本土 広島県 三原市 20-25 浄化槽設置整備事業 989 基

本土 広島県 三原市 20-25 浄化槽市町村整備推進事業 140 基

本土 広島県 三原市 20-25 長寿命化計画策定支援事業 －

本土 広島県 広島中央環境衛生組合 19-25 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設 －

本土 広島県 広島中央環境衛生組合 19-25 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設 －

本土 広島県 三次市 23-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 90 t/日 113,191 148,749 261,940

本土 広島県 安芸地区衛生施設管理組合 25-31 長寿命化計画策定支援事業 － 2,148 512 2,660

本土 山口県 山陽小野田市 22-26 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 90 t/日

本土 山口県 山陽小野田市 22-26 浄化槽設置整備事業 500 基

本土 山口県 萩・長門清掃一部事務組合 24-30 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 104 t/日 149,469 84,621 234,090

本土 徳島県 吉野川市 24-28 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設  

本土 徳島県 吉野川市 24-28 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 8 t/日

本土 徳島県 那賀町 21-25 浄化槽設置整備事業 150 基

本土 徳島県 那賀町 21-25 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設 －

本土 香川県 中讃広域行政事務組合 20-26 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 16.59 t/日 75,746 △ 65,778 9,968

本土 香川県 高松市 25-29 計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 香川県 高松市 25-29 計画支援事業（1/3） 焼却施設

本土 香川県 高松市 25-29 浄化槽設置整備事業 3,610 基

本土 香川県 高松市 25-29 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 890 基

本土 愛媛県 西予市 21-25 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業

本土 愛媛県 西予市 21-25 計画支援事業（1/3）
有機性廃棄物リサイクル推進施
設

－

本土 愛媛県 今治市 22-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設

本土 愛媛県 今治市 22-26 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 80 kℓ/日

本土 愛媛県 今治市 22-26 浄化槽設置整備事業 1,200 基

本土 愛媛県 宇和島地区広域事務組合 23-27 有機性廃棄物リサイクル推進施設 汚泥再生処理センター 220 kℓ/日

本土 愛媛県 宇和島地区広域事務組合 23-27 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター、熱回収施設、汚泥再生処理センター

本土 愛媛県 松山衛生事務組合 24-28 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設 400 kℓ/日 11,081 4,779 15,860

141,605 7,671 149,276

30,923 100 31,023

15,442 △ 5,295 10,147

229,436 121,368 350,804

28,266 889 29,155

4,614 △ 2,715 1,899

14,337 △ 1,350 12,987

110,085 30,325 140,410

83,583 79,882 163,465
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本土 愛媛県 伊予市松前町共立衛生組合 24-28 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 68 kl/日

本土 愛媛県 伊予市松前町共立衛生組合 24-28 計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業（1/3）

本土 高知県 香南清掃組合 23-28 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設 6,619 3,684 10,303

本土 福岡県 福岡都市圏南部環境事業組合 19-25 高効率ごみ発電施設（1/2） 510  t/日

本土 福岡県 福岡都市圏南部環境事業組合 19-25 高効率ごみ発電施設（1/3） 510  t/日

本土 福岡県 福岡都市圏南部環境事業組合 19-25 最終処分場 520,000 m
3

本土 福岡県 久留米市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（破砕選別施設） 28 t/5h

本土 福岡県 久留米市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（資源物ﾘｻｲｸﾙ施設） 22.5 t/5h

本土 福岡県 久留米市 25-29 高効率ごみ発電施設（1/2） 高効率ごみ発電施設 163 t/日

本土 福岡県 久留米市 25-29 高効率ごみ発電施設（1/3） 高効率ごみ発電施設 163 t/日

本土 福岡県 久留米市 25-29 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設、ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ

本土 福岡県 北九州市 22-26 浄化槽設置整備事業 80 基

本土 福岡県 北九州市 22-26 計画支援事業（1/3）

本土 福岡県 北九州市 22-26 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 810 t/日

本土 福岡県 糸島市 24-30 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 200 t/日 0 209,580 209,580

本土 佐賀県 佐賀県西部広域環境組合 21-27 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 205 t/日 58,197 32,103 90,300

本土 長崎県 西海市 25-29 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 2.5 t/日

本土 長崎県 西海市 25-29 エネルギー回収推進施設 ごみ燃料化施設 30 t/日

本土 長崎県 西海市 25-29 計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 長崎県 西海市 25-29 浄化槽設置整備事業 275 基

本土 長崎県 南島原市 21-25 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 128 ㎡

本土 長崎県 南島原市 21-25 浄化槽設置整備事業 900 基

本土 長崎県 平戸市 22-26 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 140、330、80、㎡

本土 長崎県 平戸市 22-26 浄化槽設置整備事業 585 基

本土 熊本県 有明広域行政事務組合 25-31 計画支援事業（1/2） 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（交付率１／２） －

本土 熊本県 有明広域行政事務組合 25-31 長寿命化計画策定支援事業 －

本土 熊本県 熊本市 20-26 高効率ごみ発電施設（1/3） 280 t/日

本土 熊本県 熊本市 20-26 浄化槽設置整備事業 1,400 基

34,933 △ 33,212 1,721

457,834 3,857,385 4,315,219

50,642 1,033,996 1,084,638

768,523 71,783 840,306

111,252 112,500 223,752

20,963 △ 1,291 19,672

16,434 1,792 18,226

3,169 1,496 4,665

191,720 83,200 274,920
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本土 熊本県 八代市 22-26 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設

本土 熊本県 八代市 22-26 浄化槽設置整備事業 1,250 基

本土 熊本県 菊池市 23-27 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター、ストックヤード 0.2 t/日

本土 熊本県 菊池市 23-27 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター

本土 熊本県 菊池市 23-27 浄化槽設置整備事業 30 基

本土 熊本県 菊池市 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 400 基

本土 大分県 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 19-25 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 25 t/日

本土 大分県 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 19-25 高効率ごみ発電施設（1/3） 235 t/日

本土 大分県 別杵速見地域広域市町村圏事務組合 19-25 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、高効率ごみ発電施設

本土 大分県 大分市 21-26 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 大分県 大分市 21-26 浄化槽設置整備事業 1,350 基

本土 大分県 豊後大野市 22-27 浄化槽設置整備事業 2,560 基

本土 大分県 豊後大野市 22-27 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 50 t/日

本土 大分県 豊後大野市 22-27 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 大分県 宇佐・高田・国東広域事務組合 25-29 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター、高効率ごみ発電施設、最終処分場 － 14,085 △ 11,085 3,000

本土 宮崎県 延岡市 23-27 最終処分場 155,000 m3

本土 宮崎県 延岡市 23-27 浄化槽設置整備事業 402 基

本土 宮崎県 都城市 24-28 高効率ごみ発電施設（1/2） 230 t/日

本土 宮崎県 都城市 24-28 浄化槽設置整備事業 3,100 基

本土 鹿児島県 霧島市 20-25 最終処分場 14,000 m3

本土 鹿児島県 霧島市 20-25 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、最終処分場

本土 鹿児島県 霧島市 20-25 浄化槽設置整備事業 1,710 基

本土 鹿児島県 伊佐市 23-29 浄化槽設置整備事業 900 基

本土 鹿児島県 伊佐市 23-29 計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター

30,952 5,070 36,022

34,414 △ 18,108 16,306

763,341 420,150 1,183,491

202,119 85,789 287,908

41,326 19,424 60,750

8,752 13,000 21,752

46,482 24,934 71,416

289,755

21,430 679 22,109

216,404 73,351


