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平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）北海道開発事業費
（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額

北海道 北海道 中札内村 浄化槽設置整備事業 6 基 498 △ 498 0

北海道 北海道 池田町 浄化槽設置整備事業 8 基 1,106 △ 343 763

北海道 北海道 豊頃町 浄化槽設置整備事業 4 基 460 △ 176 284

北海道 北海道 斜里町 浄化槽設置整備事業 16 基 2,272 △ 599 1,673

北海道 北海道 むかわ町 浄化槽設置整備事業 15 基 1,400 △ 901 499

北海道 北海道 南幌町 浄化槽設置整備事業 10 基 382 △ 343 39

北海道 北海道 北斗市 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,631 △ 176 3,455

北海道 北海道 雄武町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,408 △ 615 793

北海道 北海道 松前町 浄化槽設置整備事業 7 基 929 △ 577 352

北海道 北海道 福島町 浄化槽市町村整備推進事業 18 基 5,530 132 5,662

北海道 北海道 新十津川町 浄化槽設置整備事業 7 基 897 △ 401 496

北海道 北海道 雨竜町 浄化槽設置整備事業 5 基 705 △ 705 0

北海道 北海道 芦別市 浄化槽設置整備事業 20 基 969 △ 558 411

北海道 北海道 美唄市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 7 ｔ/日

北海道 北海道 美唄市 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設

北海道 北海道 伊達市 浄化槽設置整備事業 20 基 1,536 △ 1,536 0

北海道 北海道 苫前町 浄化槽設置整備事業 2 基 294 △ 294 0

北海道 北海道 函館市 浄化槽設置整備事業 48 基 5,901 △ 2,152 3,749

北海道 北海道 室蘭市 浄化槽設置整備事業 2 基 234 △ 234 0

北海道 北海道 留萌市 浄化槽設置整備事業 4 基 175 △ 175 0

北海道 北海道 三笠市 浄化槽設置整備事業 6 基 871 △ 871 0

北海道 北海道 富良野市 浄化槽設置整備事業 20 基 2,145 △ 993 1,152

北海道 北海道 八雲町 浄化槽設置整備事業 15 基 2,214 △ 520 1,694

119,176

規模

101,996△ 17,180



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）北海道開発事業費
（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額規模

北海道 北海道 厚沢部町 浄化槽設置整備事業 40 基 5,306 △ 119 5,187

北海道 北海道 蘭越町 浄化槽設置整備事業 6 基 695 △ 118 577

北海道 北海道 倶知安町 浄化槽設置整備事業 15 基 951 △ 497 454

北海道 北海道 共和町 浄化槽設置整備事業 15 基 371 △ 343 28

北海道 北海道 仁木町 浄化槽設置整備事業 70 基 8,475 △ 4,853 3,622

北海道 北海道 栗山町 浄化槽設置整備事業 6 基 793 △ 98 695

北海道 北海道 浦臼町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,605 △ 441 1,164

北海道 北海道 東神楽町 浄化槽設置整備事業 5 基 616 △ 69 547

北海道 北海道 東川町 浄化槽設置整備事業 18 基 2,633 234 2,867

北海道 北海道 剣淵町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,017 117 1,134

北海道 北海道 増毛町 浄化槽設置整備事業 5 基 675 △ 176 499

北海道 北海道 小平町 浄化槽設置整備事業 3 基 411 △ 294 117

北海道 北海道 羽幌町（離島含む） 浄化槽設置整備事業 4 基 636 225 861

北海道 北海道 天塩町 浄化槽設置整備事業 1 基 147 △ 30 117

北海道 北海道 様似町 浄化槽設置整備事業 4 基 528 △ 264 264

北海道 北海道 えりも町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,048 △ 49 999

北海道 北海道 新ひだか町 浄化槽設置整備事業 11 基 801 △ 264 537

北海道 北海道 新得町 浄化槽設置整備事業 5 基 822 △ 323 499

北海道 北海道 鶴居村 浄化槽設置整備事業 5 基 940 △ 41 899

北海道 北海道 別海町 浄化槽設置整備事業 30 基 3,007 △ 1,050 1,957

北海道 北海道 釧路市 浄化槽設置整備事業 8 基 1,087 △ 863 224

北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,173 △ 154 1,019

北海道 北海道 七飯町 浄化槽設置整備事業 30 基 3,662 △ 2,522 1,140



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）北海道開発事業費
（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額規模

北海道 北海道 寿都町 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,310 498 3,808

北海道 北海道 壮瞥町 浄化槽設置整備事業 3 基 531 △ 531 0

北海道 北海道 島牧村 浄化槽市町村整備推進事業 18 基 9,370 360 9,730

北海道 北海道 北見市 基幹的設備改良事業（1/2）

北海道 北海道 北見市 浄化槽設置整備事業 35 基

北海道 北海道 旭川市 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（１／２） ごみ焼却施設 280 t/日

北海道 北海道 旭川市 浄化槽設置整備事業 45 基

北海道 北海道 士別市 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

北海道 北海道 士別市 最終処分場 86,000 ㎥

北海道 北海道 苫小牧市 浄化槽設置整備事業 10 基 1,262 △ 1,145 117

北海道 北海道 喜茂別町 浄化槽市町村整備推進事業 16 基 5,222 △ 74 5,148

北海道 北海道 釧路町 浄化槽市町村整備推進事業 22 基 7,592 △ 401 7,191

北海道 北海道 赤平市 浄化槽設置整備事業 10 基 1,429 △ 754 675

46,525

58,082

355,907

102,572 △ 725

△ 2,046

402,432

56,036

101,847



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）廃棄物処理施設整備費

（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 664 基 33,727 1,510 35,237

本土 岩手県 陸前高田市 浄化槽設置整備事業 300 基 3,526 270 3,796

本土 宮城県 登米市 浄化槽市町村整備推進事業 38,939 2,239 41,178

本土 宮城県 加美町 浄化槽市町村整備推進事業 5,747 7,404 13,151

本土 宮城県 大衡村 浄化槽市町村整備推進事業 4,413 1,420 5,833

本土 宮城県 気仙沼市 浄化槽設置整備事業 1280 基 5,977 1,025 7,002

本土 宮城県 涌谷町 浄化槽設置整備事業 131 基 1,902 194 2,096

本土 秋田県 湯沢雄勝広域市町村圏組合 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 74 t/日 23,220 327 23,547

本土 福島県 石川町 浄化槽設置整備事業 300 基 5,848 421 6,269

本土 福島県 小野町 浄化槽設置整備事業 50 基

本土 福島県 矢祭町 浄化槽設置整備事業 250 基 2,965 494 3,459

本土 福島県 三春町 浄化槽設置整備事業 70 基

本土 栃木県 小山広域保健衛生組合 マテリアルリサイクル推進施設 30 t/日

本土 栃木県 壬生町 浄化槽設置整備事業 150 基 2,858 143 3,001

8,881

10,286

583,650

規模

7,671

6,917

0

1,210

3,369

583,650



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）廃棄物処理施設整備費

（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額規模

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

本土 埼玉県 所沢市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 147 t/日

本土 埼玉県 坂戸市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 80 t/日

本土 千葉県 山武市 浄化槽設置整備事業 295 基 6,022 476 6,498

本土 神奈川県 二宮町 マテリアルリサイクル推進施設 14 t/日 26,384 287 26,671

本土 神奈川県 横浜市 最終処分場 400万 ㎥

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

本土 山梨県 早川町 浄化槽設置整備事業 30 基 763 108 871

本土 長野県 大町市 浄化槽設置整備事業 300 基 9,250 492 9,742

本土 長野県 諏訪市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 1,158 3 1,161

本土 長野県 上田市 浄化槽設置整備事業 92 基 3,171 155 3,326

本土 長野県 飯田市 浄化槽設置整備事業 351 基 6,312 3,121 9,433

本土 長野県 小諸市 浄化槽設置整備事業 490 基 257 6,235 6,492

本土 長野県 佐久市 浄化槽設置整備事業 379 基 8,797 1,364 10,161

本土 長野県 辰野町 浄化槽設置整備事業 8 基 38 138 176

本土 長野県 箕輪町 浄化槽設置整備事業 27 基 432 27 459

本土 長野県 中川村 浄化槽設置整備事業 30 基 608 248 856

本土 長野県 阿智村 浄化槽設置整備事業 23 基 1,021 1 1,022

本土 長野県 筑北村 浄化槽市町村整備推進事業 29 基 1,532 279 1,811

本土 長野県 白馬村 浄化槽設置整備事業 141 基 4,493 2 4,495

本土 長野県 安曇野市 浄化槽設置整備事業 155 基 3,467 400 3,867

本土 岐阜県 大垣市 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 森町 浄化槽設置整備事業 325 基 8,771 3 8,774

本土 愛知県 豊橋市 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 40 基 4,977 771 5,748

本土 愛知県 春日井市 最終処分場 345,000 m
3 85,311

66,733

11,018

36,981

229,717

249,857270,175

236,521

40,983

408,797

7,544

80,521

79,963

△ 20,318

△ 6,804

△ 4,002

3,474

△ 13,788

70,322 479,119

5,348



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）廃棄物処理施設整備費

（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額規模

本土 愛知県 設楽町 浄化槽設置整備事業 115 基 2,628 26 2,654

本土 愛知県 尾三衛生組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 600 m
3

本土 三重県 鳥羽市（過去、生排計画承認） 浄化槽設置整備事業 7,470 1,094 8,564

本土 京都府 亀岡市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 120t/日 221,349 △ 959 220,390

本土 兵庫県 朝来市 浄化槽設置整備事業 45 基 646 127 773

本土 奈良県 斑鳩町 浄化槽設置整備事業 140 基 2,126 195 2,321

本土 奈良県 平群町 浄化槽設置整備事業 80 基 1,768 199 1,967

本土 和歌山県 田辺市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 150 t/24h 124,968 △ 34,518 90,450

本土 岡山県 玉野市 浄化槽設置整備事業 150 基 1,121 518 1,639

本土 広島県 尾道市 長寿命化計画策定支援事業 こみ焼却施設 － 　

本土 広島県 東広島市 浄化槽設置整備事業 2,321 基 42,223 2,213 44,436

本土 徳島県 阿南市 浄化槽設置整備事業 780 基 28,277 795 29,072

本土 愛媛県 宇和島地区広域事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 20 t/日

本土 愛媛県 八幡浜市 浄化槽市町村整備推進事業 210 基

本土 高知県 高幡東部清掃組合 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 64  kl/日 33,614 94,256 127,870

本土 福岡県 田川市 エネルギー回収型廃棄物処理施設 70 ｔ/日

本土 佐賀県 唐津市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 150 t/日

本土 佐賀県 玄海町 浄化槽設置整備事業 16 基 90 147 237

本土 長崎県 西海市 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 雲仙市 浄化槽設置整備事業 375 基

本土 長崎県 大村市 最終処分場 47,500 m3

本土 熊本県 小国町 浄化槽設置整備事業 100 基 1,696 72 1,768

本土 熊本県 南阿蘇村 浄化槽設置整備事業 250 基

本土 熊本県 津奈木町 浄化槽設置整備事業 185 基 1,270 217 1,487

本土 熊本県 球磨村 浄化槽設置整備事業 79 基 1,437 249 1,686

10,8952

42,156

215,830

7,406

104,102

72,902

368,775

162,697

10,019

51,96950,897

14,812

367,020

170,570

71,339

104,219

202,414

6,049

41,218

10,893

1,072

△ 4,793

1,755

△ 7,873

1,563

△ 117

13,416

1,357

938



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）廃棄物処理施設整備費

（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額規模

本土 大分県 九重町 浄化槽設置整備事業 250 基 6,440 952 7,392

本土 宮崎県 都城市 高効率ごみ発電施設（1/2） 230 t/日

本土 宮崎県 日南市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 120 t/日

本土 宮崎県 都農町 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 55 基 8,056 1,590 9,646

本土 鹿児島県 日置市 浄化槽設置整備事業 1,100 基 24,152 1,106 25,258

本土 鹿児島県 曽於市 浄化槽設置整備事業 865 基

本土 鹿児島県 東串良町 浄化槽設置整備事業 320 基 6,082 954 7,036

本土 鹿児島県 長島町 浄化槽設置整備事業 401 基 11,865 2,887 14,752

27,695

491,494

954,997943,159

557,127

27,452

△ 65,633

243

11,838



平成２６年度循環型社会形成推進交付金

（項）離島振興事業費
（単位：千円）

地域
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細 既内示額 今回内示額 総内示額

奄美 鹿児島県奄美市 浄化槽設置整備事業 210 基 1,181 △ 418 763

奄美 鹿児島県瀬戸内町 浄化槽設置整備事業 135 基 3,818 341 4,159

奄美 鹿児島県喜界町 浄化槽設置整備事業 108 基 1,244 △ 166 1,078

奄美 鹿児島県徳之島町 浄化槽設置整備事業 275 基 746 895 1,641

奄美 鹿児島県天城町 浄化槽設置整備事業 185 基 10,236 116 10,352

奄美 鹿児島県伊仙町 浄化槽設置整備事業 185 基 8,186 △ 32 8,154

奄美 鹿児島県知名町 浄化槽市町村整備推進事業 100 基 5,304 △ 736 4,568

規模


