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平成２９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 m3 16,136

本土 岩手県 紫波町 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 292,806

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 612,130

本土 群馬県 伊勢崎市 最終処分場 159,100 m3

本土 群馬県 伊勢崎市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 497 基

本土 群馬県 高崎市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 420 基 10,000

本土 群馬県 館林衛生施設組合 最終処分場 19,000 m3 355,122

本土 群馬県 富岡市 浄化槽市町村整備推進事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 250 基 31,343

本土 群馬県 東吾妻町 浄化槽市町村整備推進事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 70 基 12,822

本土 群馬県 藤岡市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 218 基 6,152

本土 埼玉県 飯能市 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 1,535,703

本土 埼玉県 飯能市 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 80 t/日

本土 埼玉県 飯能市 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 80 t/日

本土 埼玉県 東埼玉資源環境組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 800 t/日 437,737

本土 埼玉県 東埼玉資源環境組合 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 235 kl/日

本土 埼玉県 狭山市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 165 t/日 143,997

本土 埼玉県 嵐山町 浄化槽市町村整備推進事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 60 基 30,476

本土 千葉県 香取広域市町村圏事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 550 m2 69,155

本土 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 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 97 kl/日 605,166

本土 千葉県 佐倉市、酒々井町清掃組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 260 t/日 657,744

本土 千葉県 船橋市 高効率ごみ発電施設（1/3） 339 t/日 410,313

規模

355,636
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（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 東京都 八王子市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 約200 t/日 73,441

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） ごみ焼却施設 600 t/日 1,753,312

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） ごみ焼却施設 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） ごみ焼却施設 300 t/日

本土 東京都 小平・村山・大和衛生組合 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 23 t/日 353,272

本土 東京都 西秋川衛生組合 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 24 kl/日 261,793

本土 東京都 青梅市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 94 基 51,607

本土 神奈川県 横浜市 最終処分場再生事業 427万 m3 386,842

本土 神奈川県 横浜市 最終処分場 400万 m3

本土 神奈川県 横須賀市 高効率ごみ発電施設（1/2） 360 t/日 510,224

本土 神奈川県 横須賀市 高効率ごみ発電施設（1/3） 360 t/日

本土 神奈川県 横須賀市 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

本土 神奈川県 三浦市 最終処分場 48,900 m3 180,352

本土 神奈川県 海老名市 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 58,101

本土 神奈川県 大磯町 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 6 t/日 273,743

本土 神奈川県 大磯町 マテリアルリサイクル推進施設 サテライトセンター 32 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 826,435

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 神奈川県 湯河原町真鶴町衛生組合 最終処分場再生事業 77,350 m3 448,067

本土 新潟県 長岡市 浄化槽設置整備事業 防災拠点等浄化槽整備事業 2 基 294

本土 富山県 氷見市 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 30 kl/日 5,600
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本土 石川県 金沢市 併せ産廃モデル施設 1,100,000 m3 559,411

本土 石川県 小松市 高効率ごみ発電施設（1/2） 110 t/日 2,410,003

本土 石川県 小松市 高効率ごみ発電施設（1/3） 110 t/日

本土 石川県 白山野々市広域事務組合 最終処分場 28,000 m3 403,270

本土 山梨県 山梨県市町村総合事務組合 最終処分場 30万 m3 501,571

本土 長野県 佐久市・北佐久郡環境施設組合 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 110 t/日 73,410

本土 長野県 東御市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 ごみたい肥化施設 4.1 t/日 10,080

本土 長野県 下諏訪町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 140 m2 9,203

本土 長野県 上伊那広域連合 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 118 t/日 921,447

本土 長野県 上伊那広域連合 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 118 t/日

本土 長野県 木曽広域連合 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 24 t/8h 492,657

本土 長野県 松塩地区広域施設組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 450 t/日 345,960

本土 長野県 松塩地区広域施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 サテライトセンター 1,400 m2

本土 長野県 北アルプス広域連合 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 40 t/日 546,069

本土 長野県 北アルプス広域連合 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 650 m2

本土 岐阜県 下呂市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 60 t/日 480,729

本土 静岡県 御殿場市・小山町広域行政組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 21 t/日 468,198

本土 静岡県 浜松市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 970 基 148,206

本土 静岡県 焼津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 480 基 49,703

本土 静岡県 藤枝市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 500 基 42,020

本土 静岡県 掛川市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 420 基 81,960
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本土 静岡県 袋井市 浄化槽設置整備事業 通常事業 300 基 36,000

本土 愛知県 名古屋市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 450 t/日 683,218

本土 愛知県 春日井市 基幹的設備改良事業（1/2） し尿処理施設 190 kl/日 86,243

本土 愛知県 豊川市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 264 t/日 165,351

本土 愛知県 小牧岩倉衛生組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 800 m2 174,424

本土 愛知県 尾張北部環境組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設、マテリアルリサイクル推進施設 5,819

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 192 m2

本土 三重県 津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 211 基

本土 三重県 津市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 315 基

本土 滋賀県 草津市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 13.8 t/日 2,581,957

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 高効率ごみ発電施設（1/2） 127 t/日

本土 京都府 京都市 高効率原燃料回収施設 ごみ焼却施設 60t,500 t/日 1,146,766

本土 京都府 京都市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 180 t/日 254,019

本土 京都府 城南衛生管理組合 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 115 t/日 978,237

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

本土 京都府 宮津与謝環境組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 14.9 t/日 367,384

本土 京都府 宮津与謝環境組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2）ごみ焼却施設 30 t/日

本土 京都府 宮津与謝環境組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） メタンガス化施設 20.6 t/日

本土 大阪府 高槻市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 150 t/日 732,740

本土 大阪府 高槻市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 150 t/日

155,200
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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 1,317,557

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） 125 t/日

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/日

本土 大阪府 寝屋川市 高効率ごみ発電施設（1/2） 200 t/日 1,850,989

本土 大阪府 寝屋川市 高効率ごみ発電施設（1/3） 200 t/日

本土 兵庫県 高砂市 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 429 t/日 269,511

本土 兵庫県 高砂市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 40 t/日

本土 兵庫県 香美町 漂流・漂着ごみ処理施設 322 m2 74,265

本土 兵庫県 加古川市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 300 基 73,994

本土 奈良県 葛城市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 ごみたい肥化施設 3 t/日 171,683

本土 和歌山県 海南市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 380+600 m2 29,950

本土 鳥取県 鳥取県西部広域行政管理組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 8 t/日 131,362

本土 鳥取県 日野町江府町日南町衛生施設組合 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 15 kl/日 9,254

本土 鳥取県 米子市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 270 t/日 495,156

本土 岡山県 岡山市 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 300 kl/日 241,952

本土 岡山県 津山圏域衛生処理組合 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 170 kl/日 277,463

本土 広島県 広島市 最終処分場 5,100,000 m3 373,749

本土 広島県 安芸地区衛生施設管理組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 130 t/日 1,019

本土 山口県 下関市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 403 m2 279,667
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本土 愛媛県 今治市 高効率ごみ発電施設（1/2） 174 t/日 2,216,365

本土 愛媛県 今治市 高効率ごみ発電施設（1/3） 174 t/日

本土 愛媛県 今治市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 41 t/日

本土 愛媛県 大洲市 浄化槽設置整備事業 通常事業 138 基 40,481

本土 愛媛県 伊予市 浄化槽設置整備事業 防災拠点等浄化槽整備事業 1 基 364

本土 愛媛県 西予市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 160 m3 13,807

本土 愛媛県 松山衛生事務組合 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 373 kl/日 715,865

本土 福岡県 福岡市 最終処分場 3,400千 m3 78,037

本土 福岡県 みやま市 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 130 t/日 350,089

本土 福岡県 大任町 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 390 kl/日 236,600

本土 長崎県 佐世保市 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 31 t/日 202,109

本土 長崎県 佐世保市 高効率ごみ発電施設（1/3） 110 t/日

本土 長崎県 佐世保市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 200 t/日

本土 熊本県 有明広域行政事務組合 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 90 kl/日 338,170

本土 熊本県 熊本市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 34 基 158,776

本土 熊本県 山都町 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 4 基 4,873

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、ｽﾄｯｸﾔｰﾄﾞ、容器包装ﾘｻｲｸﾙ推進施設 18 t/5h 2,456,398

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 産山村 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 5 基 962

本土 熊本県 西原村 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 45 基 21,054

本土 熊本県 山鹿市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 46 t/16h 294,720
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事業主体名 施設区分 施設区分詳細 今回内示額規模

本土 熊本県 宇城市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 12 基 89,060

本土 熊本県 甲佐町 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 33 基 102,830

本土 熊本県 宇土市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 10 基 17,182

本土 熊本県 玉東町 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 10 基 7,597

本土 熊本県 大津町 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 20 基 20,657

本土 熊本県 御船町 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 50 基 69,893

本土 熊本県 嘉島町 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業（復旧） 55 基 12,008

本土 大分県 別府市 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 75 kl/日 475,144

本土 大分県 臼杵市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 4 t/日 36,309

本土 鹿児島県 薩摩川内市 浄化槽設置整備事業 通常事業 427 基 19,680

本土 鹿児島県 霧島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 680 基 27,128

本土 鹿児島県 いちき串木野市 最終処分場 30,000 m3 379,377

本土 鹿児島県 伊佐市 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 78 kl/日 428,056

本土 鹿児島県 指宿広域市町村圏組合 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 54 t/日 186,175

本土 鹿児島県 北薩広域行政事務組合 最終処分場 42,000 m3 145,188



平成２９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

北海道 北海道 岩内地方衛生組合 エネルギー回収推進施設 焼却施設 30 t/日 100,000

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 220,000

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 217,986

北海道 北海道 標茶町 エネルギー回収推進施設 焼却施設 8 t/日 110,000

規模



平成２９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

離島 東京都 新島村 焼却施設 6 ｔ/日 221,415

規模



平成２９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 広島県 廿日市市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 150 t/日 758,292

本土 広島県 廿日市市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 150 t/日

本土 広島県 廿日市市 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

規模


