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平成２８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 今回内示額

本土 青森県 弘前市 最終処分場 224,000 m
3 80,469

本土 青森県 大間町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 108 ㎡ 6,609
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 836,216
本土 秋田県 北秋田市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 50 t/日 809,599
本土 秋田県 にかほ市 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 29 t/日 168,105
本土 栃木県 小山広域保健衛生組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 70 t/日 33,828
本土 群馬県 前橋市 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 25 kℓ/日 122,338
本土 群馬県 太田市 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 164 kℓ/日 62,433
本土 群馬県 館林衛生施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 7 t/日

本土 群馬県 館林衛生施設組合 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 105 t/日

本土 埼玉県 春日部市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 69 304
本土 千葉県 成田市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 3,735 ㎡ 39,952
本土 千葉県 鴨川市 基幹的設備改良事業（1/2） し尿処理施設 66 kℓ/日 130,557
本土 千葉県 八千代市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 120,100 t/日 760,398
本土 東京都 武蔵野市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 120 t/日

本土 東京都 武蔵野市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 120 t/日

本土 東京都 武蔵野市 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 東京二十三区清掃一部事務組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 600 t/日

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

本土 東京都 多摩ニュータウン環境組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 400 t/日 8,547

1,337,293

規模

1,659,989

4,916,202



平成２８年度循環型社会形成推進交付金
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本土 神奈川県 横浜市 最終処分場 400万 ㎥

本土 神奈川県 横浜市 最終処分場再生事業 427万 ㎥

本土 富山県 小矢部市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 120 ㎡ 7,285
本土 石川県 羽咋郡市広域圏事務組合 最終処分場 最終処分場 60,250 m3 403,582
本土 石川県 白山野々市広域事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 240 t/日 204,380
本土 福井県 美浜・三方環境衛生組合 有機性廃棄物リサイクル推進施設 有機性廃棄物リサイクル推進施設 21 ｋｌ/日 127,895
本土 福井県 福井坂井地区広域市町村圏事務組合 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 222 t/日 723,673
本土 福井県 小浜市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 56 t/日 253,606
本土 山梨県 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 67 t/日

本土 山梨県 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 高効率ごみ発電施設（1/2）

本土 山梨県 甲府・峡東地域ごみ処理施設事務組合 高効率ごみ発電施設（1/3）

本土 長野県 北信保健衛生施設組合 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 130 t/日 703,672
本土 長野県 松塩地区広域施設組合 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 36 KL/日 88,713
本土 岐阜県 可茂衛生施設利用組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 104,020
本土 静岡県 吉田町牧之原市広域施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 15 t/日 121,179
本土 愛知県 春日井市 最終処分場 159,000 m

3 520,647
本土 愛知県 豊川市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 29 ｔ／日 346,979
本土 愛知県 安城市 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 102 kl/日 340,399
本土 滋賀県 近江八幡市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 16 t/日

本土 滋賀県 近江八幡市 高効率ごみ発電施設（1/2） 90 t/日

本土 滋賀県 近江八幡市 高効率ごみ発電施設（1/3） 90 t/日

369 t/日

332,009

1,429,181

516,726
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本土 滋賀県 野洲市 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 滋賀県 野洲市 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 43 t/日

本土 京都府 城南衛生管理組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 115 t/日

本土 京都府 城南衛生管理組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 115 t/日

本土 京都府 京都市 高効率原燃料回収施設 2,088,907
本土 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 400 t/日

本土 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 400 t/日

本土 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 50 t/5h

本土 大阪府 四條畷市交野市清掃施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 23 t/5h

本土 大阪府 四條畷市交野市清掃施設組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 125 t/日

本土 大阪府 四條畷市交野市清掃施設組合 高効率ごみ発電施設（1/3）

本土 兵庫県 神戸市 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 高効率ごみ発電施設（1/2） 600 t/日

本土 奈良県 奈良市 最終処分場 31,500 m
3 335,568

本土 奈良県 大和郡山市 基幹的設備改良事業（1/3） 66 ｋℓ/日 25,650
本土 奈良県 やまと広域環境衛生事務組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設

本土 奈良県 やまと広域環境衛生事務組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設

本土 奈良県 やまと広域環境衛生事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 破砕処理施設 11 t/日

本土 和歌山県 紀南環境衛生施設事務組合 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 98 kℓ/日 270,195
本土 鳥取県 岩美町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 400 ㎡ 33,523
本土 島根県 浜田市 基幹的設備改良事業（1/3） 125 ｋｌ/日 137,438
本土 岡山県 倉敷市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 300 t/日 568,758

60t/日、500t/日

2,822,233

1,646,939

82,370

203,836

2,651,533

120 t/日

1,051,597



平成２８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 今回内示額規模

本土 山口県 周南地区衛生施設組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 330 t/日 108,049
本土 山口県 山口市 最終処分場 28,000 m3 3,775
本土 山口県 長門市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 3 t/日 19,011
本土 愛媛県 西予市 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 45 kℓ/日 405,331
本土 高知県 香南清掃組合 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 120 t/日 1,043,304
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 217,268
本土 福岡県 北九州市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 810 ｔ／日 435,507
本土 長崎県 長崎市 高効率ごみ発電施設（1/2） 240 t/日

本土 長崎県 長崎市 高効率ごみ発電施設（1/3） 240 t/日

本土 長崎県 島原市 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 144 kℓ/日 175,760
本土 長崎県 大村市 最終処分場 47,500 m3 131,826
本土 熊本県 有明広域行政事務組合 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 98 ｔ/日 477,935
本土 熊本県 津奈木町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 125 ㎡ 15,382
本土 熊本県 天草市 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 92 kl/日 38,645
本土 宮崎県 日南市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,020 ㎡ 67,748

546,786
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北海道 北海道 士別市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクル施設 30 t/日 180,000
北海道 北海道 遠軽地区広域組合 エネルギー回収推進施設 焼却施設 32 t/日 180,000
北海道 北海道 苫小牧市 基幹的設備改良事業（1/3） 焼却施設 210 t/日 397,119

規模



平成２８年度廃棄物処理施設整備交付金

（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 今回内示額

本土 千葉県 船橋市 高効率ごみ発電施設（1/2） 381 t/日

本土 千葉県 船橋市 高効率ごみ発電施設（1/3） 381 t/日

本土 新潟県 上越市 高効率ごみ発電施設（1/2） 170 t/日

本土 新潟県 上越市 高効率ごみ発電施設（1/3） 170 t/日

1,619,557

3,354,710

規模


