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平成２７年度循環型社会形成推進交付金

（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 宮城県 仙台市 浄化槽市町村整備推進事業 65 基 20,674 △ 19,191 1,483
本土 宮城県 登米市 浄化槽市町村整備推進事業 125 基 34,508 7,221 41,729
本土 宮城県 大崎市 浄化槽市町村整備推進事業 270 基 58,192 12,223 70,415
本土 山形県 長井市 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 70 基 27,435 7,051 34,486
本土 福島県 本宮市 浄化槽設置整備事業 57 基 4,972 998 5,970
本土 福島県 石川町 浄化槽設置整備事業 78 基 5,040 2,073 7,113
本土 福島県 新地町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,431 690 2,121
本土 福島県 いわき市 浄化槽設置整備事業 286 基 32,898 7,512 40,410
本土 福島県 鏡石町 浄化槽設置整備事業 13 基 4,305 △ 2,565 1,740
本土 福島県 猪苗代町 浄化槽設置整備事業 25 基 4,595 1,180 5,775
本土 福島県 棚倉町 浄化槽設置整備事業 35 基 2,702 541 3,243
本土 福島県 飯舘村 浄化槽設置整備事業 6 基 873 828 1,701
本土 栃木県 真岡市 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 135 基 44,589 △ 17,204 27,385
本土 栃木県 矢板市 浄化槽設置整備事業 400 基 25,061 △ 16,253 8,808
本土 群馬県 富岡市 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 150 基 55,282 12,520 67,802
本土 群馬県 東吾妻町 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 70 基 30,098 6,047 36,145
本土 群馬県 藤岡市 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 230 基 28,490 △ 7,980 20,510
本土 千葉県 白子町 浄化槽設置整備事業 16 基 2,016 △ 568 1,448
本土 千葉県 木更津市 浄化槽設置整備事業 42 基 5,061 △ 1,213 3,848
本土 神奈川県 二宮町 マテリアルリサイクル推進施設 12 t/日 0 1,827 1,827
本土 神奈川県 高座清掃施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 14 t/日

本土 神奈川県 高座清掃施設組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 245 t/日

本土 神奈川県 高座清掃施設組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 245 t/日

本土 新潟県 新発田市 浄化槽設置整備事業 30 基 1,837 △ 661 1,176
本土 富山県 氷見市 浄化槽設置整備事業 110 基 9,826 △ 2,948 6,878
本土 富山県 朝日町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,615 △ 792 823
本土 石川県 小松市 浄化槽設置整備事業 30 基 3,430 △ 3,430 0
本土 石川県 加賀市 浄化槽設置整備事業 16 基 1,330 △ 1,330 0
本土 福井県 越前町 浄化槽設置整備事業 5 基 2,205 △ 1,470 735

336,866△ 1,827338,693

規模
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本土 山梨県 甲州市 浄化槽市町村整備推進事業 35 基 6,810 1,368 8,178
本土 山梨県 西桂町 浄化槽設置整備事業 12 基 4,692 △ 4,195 497
本土 山梨県 笛吹市 浄化槽設置整備事業 17 基 6,568 △ 4,379 2,189
本土 岐阜県 七宗町 浄化槽設置整備事業 12 基 2,024 △ 458 1,566
本土 岐阜県 白川町 浄化槽設置整備事業 30 基 4,087 △ 1,048 3,039
本土 岐阜県 土岐市 浄化槽設置整備事業 50 基 2,273 △ 1,156 1,117
本土 静岡県 掛川市 浄化槽設置整備事業 340 基

本土 静岡県 掛川市 浄化槽市町村整備推進事業 200 基

本土 愛知県 新城市 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 55 基 9,149 △ 3,159 5,990
本土 三重県 津市 浄化槽設置整備事業 197 基

本土 三重県 津市 浄化槽市町村整備推進事業 230 基

本土 三重県 津市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 89 t/日

本土 三重県 津市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 196 ㎡

本土 三重県 津市 最終処分場 18万 m
3

本土 三重県 津市 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 三重県 松阪市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード

本土 三重県 松阪市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 三重県 松阪市 浄化槽設置整備事業 130 基

本土 三重県 松阪市 浄化槽市町村整備推進事業 50 基

本土 三重県 鳥羽市 浄化槽設置整備事業 115 基 11,126 △ 1,001 10,125
本土 滋賀県 草津市 高効率ごみ発電施設（1/3） 127 t/日

本土 滋賀県 草津市 浄化槽設置整備事業 2 基

本土 京都府 京丹後市 浄化槽設置整備事業 10 基

本土 京都府 京丹後市 浄化槽市町村整備推進事業 95 基

本土 大阪府 茨木市 浄化槽市町村整備推進事業 24 基 7,660 1,750 9,410
本土 奈良県 下市町 浄化槽設置整備事業 7 基 911 △ 911 0
本土 島根県 雲南市 浄化槽市町村整備推進事業 70 基 19,143 7,287 26,430
本土 岡山県 和気町 浄化槽設置整備事業 2 基 249 △ 139 110
本土 岡山県 新見市 浄化槽市町村整備推進事業 30 基 9,643 6,517 16,160
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本土 徳島県 海陽町 浄化槽設置整備事業 20 基 2,325 △ 733 1,592
本土 愛媛県 八幡浜市 浄化槽市町村整備推進事業 30 基 7,073 1,817 8,890
本土 愛媛県 伊予市 浄化槽設置整備事業 50 基

本土 愛媛県 伊予市 浄化槽市町村整備推進事業 10 基

本土 高知県 津野町 浄化槽市町村整備推進事業 30 基 6,550 1,494 8,044
本土 福岡県 朝倉市 浄化槽市町村整備推進事業 57 基

本土 福岡県 朝倉市 浄化槽設置整備事業 30 基

本土 佐賀県 大町町 浄化槽設置整備事業 25 基 8,768 △ 5,592 3,176
本土 熊本県 八代市 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、容器包装リサイクル推進施設 18 ｔ/日

本土 熊本県 八代市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 134 ｔ/日

本土 熊本県 八代市 浄化槽設置整備事業 150 基

本土 熊本県 八代市 浄化槽市町村整備推進事業 10 基

本土 熊本県 高森町 浄化槽設置整備事業 31 基 3,048 △ 828 2,220
本土 熊本県 上天草市 浄化槽設置整備事業 85 基 9,120 △ 3,439 5,681
本土 熊本県 和水町 浄化槽市町村整備推進事業 20 基 8,052 3,829 11,881
本土 熊本県 南阿蘇村 浄化槽設置整備事業 50 基

本土 熊本県 南阿蘇村 浄化槽市町村整備推進事業 10 基

本土 熊本県 甲佐町 浄化槽設置整備事業 75 基 30,968 △ 19,238 11,730
本土 熊本県 荒尾市 浄化槽設置整備事業 66 基 3,991 △ 1,614 2,377
本土 熊本県 宇土市 浄化槽設置整備事業 65 基 7,350 △ 6,739 611
本土 大分県 佐伯市 浄化槽設置整備事業 200 基

本土 大分県 佐伯市 浄化槽市町村整備推進事業 15 基

本土 宮崎県 宮崎市 浄化槽設置整備事業 15 基

本土 宮崎県 宮崎市 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 150 基

本土 宮崎県 宮崎市 計画支援事業（1/3）  ＰＦＩ導入可能性調査事業ＰＦＩ事業者選定アドバイザリー事業
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