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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 既内示額 今回内示額 総内示額

本土 青森県 五所川原市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場
82,000 m3

21,245 283 21,528

本土 青森県 五所川原市 浄化槽設置整備事業 通常事業
24 基

本土 青森県 八戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

8,737 △ 1,520 7,217

本土 青森県 八戸市 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
34 基

本土 青森県 深浦町 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

3,781 △ 588 3,193

本土 青森県 板柳町 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

992 △ 738 254

本土 青森県 野辺地町 浄化槽設置整備事業 通常事業
18 基

2,349 2,349 4,698

本土 青森県 東北町 浄化槽設置整備事業 通常事業
22 基

2,792 △ 2,323 469

本土 青森県 田子町 浄化槽設置整備事業 通常事業
18 基

2,756 △ 1,794 962

本土 岩手県 洋野町 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

4,057 △ 307 3,750

本土 岩手県 一関市 浄化槽設置整備事業 通常事業
315 基

31,560 △ 2,256 29,304

本土 岩手県 奥州市 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

41,321 △ 8,495 32,826

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
181 基

本土 岩手県 西和賀町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

3,732 △ 19 3,713

本土 岩手県 遠野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
60 基

7,705 2 7,707

本土 岩手県 住田町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,773 735 2,508

本土 岩手県 大槌町 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

998 646 1,644

本土 岩手県 紫波町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
15 基

5,558 10,191 15,749

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

本土 岩手県 一戸町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 21 基 9,336 △ 329 9,007

本土 岩手県 大槌町 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 3.1 t/日 185,470 5,003 190,473

本土 岩手県 大槌町 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 宮城県 仙台市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 65 基 12,763 △ 9,936 2,827

本土 宮城県 角田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 5,597 619 6,216

本土 宮城県 栗原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 80 基 21,301 3,536 24,837

規模
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本土 宮城県 富谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 1,370 27 1,397

本土 宮城県 蔵王町 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,264 140 2,404

本土 宮城県 亘理町 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 3,556 772 4,328

本土 宮城県 美里町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,271 111 1,382

本土 宮城県 仙台市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 600 t/日 1,163,939 △ 19,207 1,144,732

本土 宮城県 仙台市 最終処分場 最終処分場 4,103,225 m3

本土 宮城県 登米市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 70 t/日 45,548 868 46,416

本土 秋田県 由利本荘市 マテリアルリサイクル推進施設 サテライトセンター
1.8 t/日

48,709 308 49,017

本土 秋田県 横手市 浄化槽設置整備事業 通常事業
230 基

28,956 △ 9,812 19,144

本土 秋田県 秋田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

3,421 △ 3,187 234

本土 秋田県 秋田市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

本土 秋田県 大仙市 浄化槽設置整備事業 通常事業
140 基

14,894 △ 6,548 8,346

本土 秋田県 三種町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

1,964 △ 439 1,525

本土 秋田県 美郷町 浄化槽設置整備事業 通常事業
70 基

8,510 △ 2,510 6,000

本土 秋田県 羽後町 浄化槽設置整備事業 通常事業
22 基

3,105 185 3,290

本土 秋田県 小坂町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,410 △ 824 586

本土 秋田県 上小阿仁村 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

147 △ 30 117

本土 山形県 長井市 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
70 基

31,590 △ 2,624 28,966

本土 山形県 尾花沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

1,409 △ 264 1,145

本土 山形県 西川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
16 基

2,193 △ 1,616 577

本土 山形県 大石田町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

381 △ 185 196

本土 山形県 金山町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,470 △ 305 1,165

本土 山形県 真室川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

4,392 △ 1,881 2,511

本土 山形県 白鷹町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
35 基

6,940 △ 5,041 1,899

本土 福島県 二本松市 浄化槽設置整備事業 通常事業
120 基

9,735 △ 1,500 8,235
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本土 福島県 石川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
61 基

6,756 △ 742 6,014

本土 福島県 玉川村 浄化槽設置整備事業 通常事業
25 基

1,566 △ 438 1,128

本土 福島県 浅川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,798 △ 705 1,093

本土 福島県 三春町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

12,315 580 12,895

本土 福島県 西会津町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
15 基

5,713 △ 1,753 3,960

本土 福島県 金山町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
15 基

7,774 △ 417 7,357

本土 福島県 只見町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

637 △ 196 441

本土 福島県 広野町 浄化槽設置整備事業 通常事業
45 基

785 401 1,186

本土 福島県 楢葉町 浄化槽設置整備事業 通常事業
23 基

3,724 △ 269 3,455

本土 福島県 富岡町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

2,612 635 3,247

本土 福島県 郡山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 63 基 6,179 △ 107 6,072

本土 福島県 田村広域行政組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 90 t/日 0 1,800 1,800

本土 福島県 田村広域行政組合 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設 90 t/日

本土 茨城県 常総市 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
130 基

21,300 △ 2,245 19,055

本土 茨城県 神栖市 浄化槽設置整備事業 通常事業
210 基

27,018 1,427 28,445

本土 茨城県 河内町 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
20 基

4,830 363 5,193

本土 茨城県 常陸太田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

41,048 △ 4,412 36,636

本土 茨城県 常陸太田市 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
100 基

本土 茨城県 牛久市 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 60 基 14,520 123 14,643

本土 茨城県 城里町 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設, 24,077 8,604 32,681

本土 茨城県 城里町 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 4 t/日

本土 茨城県 城里町 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設

本土 栃木県 佐野市 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
135 基

23,367 △ 4,000 19,367

本土 栃木県 日光市 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
150 基

26,145 △ 2,584 23,561

本土 栃木県 真岡市 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
586 基

23,289 △ 2,796 20,493
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本土 栃木県 大田原市 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
75 基

32,584 △ 900 31,684

本土 栃木県 大田原市 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
350 基

本土 栃木県 さくら市 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

15,891 △ 8,983 6,908

本土 栃木県 市貝町 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
190 基

5,049 △ 2,161 2,888

本土 栃木県 芳賀町 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
80 基

12,696 △ 2,000 10,696

本土 栃木県 壬生町 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
30 基

5,322 1,183 6,505

本土 栃木県 野木町 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
17 基

2,884 △ 545 2,339

本土 栃木県 塩谷町 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
50 基

8,726 △ 994 7,732

本土 栃木県 高根沢町 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
47 基

8,084 △ 194 7,890

本土 栃木県 那珂川町 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 50 基 9,641 △ 2,552 7,089

本土 栃木県 真岡市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 ごみ堆肥化施設 5 t/日 107,053 2,932 109,985

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
150 基

32,448 5,867 38,315

本土 群馬県 邑楽町 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
80 基

8,376 1,152 9,528

本土 埼玉県 熊谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業
6 基

13,425 △ 3,977 9,448

本土 埼玉県 熊谷市 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
74 基

本土 埼玉県 秩父市 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
140 基

49,312 △ 20,000 29,312

本土 埼玉県 鴻巣市 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
75 基

5,992 1,201 7,193

本土 埼玉県 毛呂山町 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
15 基

3,082 △ 212 2,870

本土 埼玉県 滑川町 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
50 基

20,567 △ 7,742 12,825

本土 埼玉県 皆野・長瀞下水道組合 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
30 基

10,680 2,667 13,347

本土 千葉県 野田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
16 基

1,596 △ 17 1,579

本土 千葉県 成田市 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
126 基

19,146 △ 10,100 9,046

本土 千葉県 香取市 浄化槽設置整備事業 通常事業
59 基

4,985 △ 2,980 2,005

本土 千葉県 大網白里市 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

1,991 29 2,020

本土 千葉県 鋸南町 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

320 160 480
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本土 東京都 八王子市 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 10,246 2,331 12,577

本土 東京都 八王子市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
100 基

本土 東京都 青梅市 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
475 基

0 19,291 19,291

本土 神奈川県 川崎市 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 13,084 32,500 45,584

本土 神奈川県 川崎市 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

本土 神奈川県 川崎市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設

本土 神奈川県 川崎市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 600 t/日

本土 神奈川県 茅ヶ崎市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 2,298 △ 28 2,270

本土 神奈川県 茅ヶ崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基

本土 神奈川県 中井町 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 1,569 △ 931 638

本土 新潟県 見附市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設
38 t/日

66,021 △ 146 65,875

本土 新潟県 見附市 浄化槽設置整備事業 通常事業
71 基

本土 新潟県 新潟市 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
390 基

43,090 △ 10,556 32,534

本土 新潟県 新潟市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
156 基

本土 新潟県 小千谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業
25 基

795 △ 531 264

本土 新潟県 村上市 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

441 △ 30 411

本土 新潟県 五泉市 浄化槽設置整備事業 通常事業
100 基

13,261 △ 1,744 11,517

本土 新潟県 南魚沼市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
20 基

10,000 △ 1,998 8,002

本土 新潟県 阿賀町 浄化槽設置整備事業 通常事業
28 基

294 △ 147 147

本土 新潟県 津南町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

294 △ 30 264

本土 富山県 氷見市 浄化槽設置整備事業 通常事業
300 基

4,968 51,083 56,051

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

本土 富山県 射水市 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

147 204 351

本土 富山県 入善町 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,205 △ 1,470 735

本土 石川県 金沢市 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
10 基

2,386 △ 1,266 1,120
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本土 石川県 珠洲市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 35,803 △ 14,387 21,416

本土 石川県 珠洲市 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
50 基

本土 石川県 羽咋市 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
16 基

7,917 2,083 10,000

本土 石川県 白山市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

147 △ 147 0

本土 石川県 津幡町 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
39 基

8,802 △ 5,409 3,393

本土 石川県 能登町 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
30 基

14,267 3,260 17,527

本土 福井県 福井市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 9,267 2,142 11,409

本土 福井県 福井市 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
40 基

本土 福井県 福井市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
1 基

本土 福井県 あわら市 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

430 157 587

本土 福井県 南越前町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

1,083 120 1,203

本土 山梨県 山梨市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード
1,000 m2

86,389 674 87,063

本土 山梨県 山梨市 浄化槽設置整備事業 通常事業
19 基

本土 山梨県 山梨市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
12 基

本土 山梨県 上野原市 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

4,883 244 5,127

本土 山梨県 南部町 浄化槽設置整備事業 通常事業
51 基

7,015 △ 240 6,775

本土 山梨県 富士川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

497 △ 253 244

本土 山梨県 西桂町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

1,564 △ 879 685

本土 山梨県 鳴沢村 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,129 △ 264 865

本土 長野県 上田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

1,769 1,226 2,995

本土 長野県 飯田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
60 基

7,838 △ 19 7,819

本土 長野県 中野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

588 △ 588 0

本土 長野県 茅野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
64 基

4,809 △ 129 4,680

本土 長野県 小海町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

1,132 △ 856 276

本土 長野県 佐久穂町 浄化槽設置整備事業 通常事業
7 基

580 △ 110 470
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本土 長野県 御代田町 浄化槽設置整備事業 通常事業
13 基

1,592 △ 736 856

本土 長野県 富士見町 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,539 △ 991 1,548

本土 長野県 箕輪町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

608 △ 249 359

本土 長野県 高森町 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 2,478 △ 995 1,483

本土 長野県 高森町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

本土 長野県 下條村 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

2,094 248 2,342

本土 長野県 豊丘村 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

707 △ 111 596

本土 長野県 大鹿村 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

552 △ 442 110

本土 長野県 上松町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

662 △ 524 138

本土 長野県 南木曽町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
15 基

5,516 890 6,406

本土 長野県 南木曽町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

本土 長野県 山ノ内町 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

146 146 292

本土 長野県 飯綱町 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

528 △ 117 411

本土 長野県 栄村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

3,889 △ 1,104 2,785

本土 岐阜県 関ケ原町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

481 △ 235 246

本土 岐阜県 可児市 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

1,314 △ 34 1,280

本土 岐阜県 瑞浪市 浄化槽設置整備事業 通常事業
100 基

14,885 △ 3,182 11,703

本土 岐阜県 飛騨市 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

754 △ 30 724

本土 岐阜県 下呂市 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

2,511 992 3,503

本土 岐阜県 下呂市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 静岡県 静岡市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 50,512 △ 5,491 45,021

本土 静岡県 静岡市 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
360 基

本土 静岡県 磐田市 マテリアルリサイクル推進施設 マテリアルリサイクル推進施設
1.08 t/5h

52,352 △ 1,106 51,246

本土 静岡県 磐田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
125 基
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本土 静岡県 御殿場市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 9,948 △ 3,434 6,514

本土 静岡県 御殿場市 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
172 基

本土 静岡県 御殿場市 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
44 基

本土 静岡県 御前崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業
150 基

20,215 842 21,057

本土 静岡県 袋井市 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
10 基

0 3,000 3,000

本土 愛知県 名古屋市 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設
660 t/日

486,617 4,286,174 4,772,791

本土 愛知県 名古屋市 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設
660 t/日

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

本土 愛知県 名古屋市 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

本土 愛知県 名古屋市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 愛知県 岡崎市 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 60 基 15,720 948 16,668

本土 愛知県 一宮市 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
57 基

6,279 △ 3,154 3,125

本土 愛知県 大府市 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

300 △ 300 0

本土 愛知県 瀬戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業
18 基

2,156 △ 543 1,613

本土 愛知県 設楽町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

27 △ 27 0

本土 愛知県 飛島村 浄化槽設置整備事業 通常事業
7 基

1,240 △ 578 662

本土 愛知県 小牧市 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

2,386 △ 1,866 520

本土 愛知県 蒲郡市 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

3,882 △ 2,508 1,374

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
807 ㎡

0 5,816 5,816

本土 三重県 松阪市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 28,090 2,428 30,518

本土 三重県 松阪市 浄化槽設置整備事業 通常事業
260 基

本土 三重県 松阪市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
80 基

本土 三重県 名張市 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

400 30 430

本土 三重県 鳥羽市 浄化槽設置整備事業 通常事業
80 基

7,245 △ 1,067 6,178

本土 三重県 志摩市 浄化槽設置整備事業 通常事業
200 基

23,736 1,381 25,117
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本土 三重県 度会町 浄化槽設置整備事業 通常事業
175 基

1,438 784 2,222

本土 三重県 紀北町 浄化槽設置整備事業 通常事業
79 基

4,336 △ 182 4,154

本土 三重県 大台町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
31 基

8,260 5,245 13,505

本土 三重県 紀宝町 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
100 基

48,779 △ 4,505 44,274

本土 三重県 紀宝町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
20 基

本土 三重県 御浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業
35 基

2,642 152 2,794

本土 三重県 桑名市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 3,144 △ 1,184 1,960

本土 三重県 多気町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

3,800 378 4,178

本土 三重県 南伊勢町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

5,830 170 6,000

本土 三重県 南伊勢町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
105 基

本土 滋賀県 長浜市 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

832 73 905

本土 滋賀県 近江八幡市 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

5,110 1,106 6,216

本土 京都府 笠置町 浄化槽設置整備事業 通常事業
6 基

636 △ 414 222

本土 大阪府 大阪市・八尾市・松原市環境施設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 9,041 344 9,385

本土 大阪府 茨木市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
15 基

7,633 △ 1,407 6,226

本土 大阪府 和泉市 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

14,926 △ 7,741 7,185

本土 大阪府 和泉市 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
30 基

本土 大阪府 柏原市 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

4,045 △ 3,935 110

本土 大阪府 柏原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

本土 大阪府 阪南市 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
9 基

1,748 △ 1 1,747

本土 大阪府 熊取町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

967 △ 111 856

本土 大阪府 千早赤阪村 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

773 183 956

本土 兵庫県 新温泉町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

294 △ 30 264

本土 兵庫県 洲本市 浄化槽設置整備事業 通常事業
85 基

7,850 1,150 9,000

本土 兵庫県 小野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
11 基

1,326 △ 746 580
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本土 兵庫県 養父市 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

528 △ 360 168

本土 兵庫県 佐用町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

664 138 802

本土 奈良県 曽爾村 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

972 140 1,112

本土 奈良県 東吉野村 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

1,079 △ 251 828

本土 和歌山県 海南市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 28,479 393 28,872

本土 和歌山県 海南市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1,125 基

本土 和歌山県 紀の川市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1,150 基

25,737 △ 3,600 22,137

本土 和歌山県 北山村 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

330 112 442

本土 和歌山県 串本町 浄化槽設置整備事業 通常事業
78 基

6,592 △ 1,106 5,486

本土 和歌山県 有田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
115 基

11,022 △ 5,758 5,264

本土 和歌山県 美浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

580 △ 111 469

本土 和歌山県 日高町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,803 105 1,908

本土 鳥取県 伯耆町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

736 △ 103 633

本土 鳥取県 日南町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
32 基

2,944 △ 1,840 1,104

本土 島根県 江津市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 5,661 285 5,946

本土 島根県 江津市 浄化槽設置整備事業 通常事業
228 基

本土 島根県 津和野町 浄化槽設置整備事業 通常事業
111 基

1,119 △ 263 856

本土 島根県 益田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
132 基

14,083 1,712 15,795

本土 島根県 大田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

29,864 △ 6,000 23,864

本土 島根県 大田市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
80 基

本土 島根県 安来市 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

17,958 △ 2,847 15,111

本土 島根県 安来市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
50 基

本土 島根県 雲南市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
60 基

17,280 6,720 24,000

本土 岡山県 玉野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,413 △ 795 1,618

本土 岡山県 備前市 浄化槽設置整備事業 通常事業
55 基

6,602 △ 1,006 5,596
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本土 岡山県 吉備中央町 浄化槽設置整備事業 通常事業
42 基

5,198 △ 1,815 3,383

本土 岡山県 高梁市 浄化槽設置整備事業 通常事業
80 基

9,861 △ 1,692 8,169

本土 岡山県 浅口市 浄化槽設置整備事業 通常事業
55 基

6,982 △ 3,394 3,588

本土 岡山県 真庭市 浄化槽設置整備事業 通常事業
100 基

13,800 △ 3,308 10,492

本土 広島県 広島市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 9,452 2,279 11,731

本土 広島県 広島市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設
600 t/日

本土 広島県 世羅町 浄化槽設置整備事業 通常事業
70 基

7,788 722 8,510

本土 広島県 広島中央環境衛生組合 長寿命化総合計画策定支援事業 高効率ごみ発電施設 49,831 13,778 63,609

本土 広島県 広島中央環境衛生組合 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設
300 t/日

本土 広島県 広島中央環境衛生組合 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設
300 t/日

本土 広島県 広島中央環境衛生組合 有機性廃棄物リサイクル推進施設 し尿処理施設
300 kl/日

本土 広島県 北広島町 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

0 117 117

本土 山口県 田布施町 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,487 1,243 3,730

本土 山口県 山口市 浄化槽設置整備事業 通常事業
188 基

18,012 2,062 20,074

本土 徳島県 吉野川市 浄化槽設置整備事業 通常事業
57 基

245 △ 245 0

本土 徳島県 勝浦町 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,319 △ 1,147 1,172

本土 徳島県 東みよし町 浄化槽設置整備事業 通常事業
19 基

2,368 2,970 5,338

本土 徳島県 東みよし町 施設整備に関する計画支援事業 浄化槽市町村整備推進事業

本土 香川県 多度津町 浄化槽設置整備事業 通常事業
45 基

5,553 359 5,912

本土 愛媛県 西条市 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
72 kl/日

38,341 △ 5,000 33,341

本土 愛媛県 西条市 浄化槽設置整備事業 通常事業
220 基

本土 愛媛県 伊予市 浄化槽設置整備事業 通常事業
65 基

6,262 △ 1,577 4,685

本土 愛媛県 西予市 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

4,017 △ 2,563 1,454

本土 愛媛県 東温市 浄化槽設置整備事業 通常事業
50 基

5,216 △ 2,268 2,948

本土 愛媛県 松前町 浄化槽設置整備事業 通常事業
112 基

10,403 905 11,308
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本土 愛媛県 伊方町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード
260 m2

19,807 749 20,556

本土 愛媛県 伊方町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
60 基

本土 愛媛県 鬼北町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
33 基

8,164 △ 1,397 6,767

本土 愛媛県 愛南町 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
100 基

45,343 △ 1,627 43,716

本土 愛媛県 大洲・喜多衛生事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設
100 kl/日

73,523 16,834 90,357

本土 高知県 高知市 浄化槽設置整備事業 通常事業
125 基

14,182 △ 3,386 10,796

本土 高知県 宿毛市 浄化槽設置整備事業 通常事業
44 基

4,048 △ 148 3,900

本土 高知県 土佐清水市 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

3,680 20 3,700

本土 高知県 四万十市 浄化槽設置整備事業 通常事業
100 基

9,200 600 9,800

本土 高知県 馬路村 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

497 △ 138 359

本土 高知県 黒潮町 浄化槽設置整備事業 通常事業
48 基

5,556 △ 760 4,796

本土 福岡県 福岡市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設
m3

3,569 △ 442 3,127

本土 福岡県 福岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

本土 福岡県 行橋市 浄化槽設置整備事業 通常事業
205 基

20,700 △ 1,515 19,185

本土 福岡県 宇美町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

649 15 664

本土 福岡県 篠栗町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,298 △ 649 649

本土 福岡県 新宮町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,714 △ 194 1,520

本土 福岡県 水巻町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

365 △ 365 0

本土 福岡県 筑前町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

248 138 386

本土 福岡県 香春町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
40 基

12,558 4,680 17,238

本土 福岡県 赤村 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

1,824 △ 1,492 332

本土 福岡県 吉富町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,668 △ 1,270 398

本土 長崎県 長崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 6,651 △ 322 6,329

本土 長崎県 長崎市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設
240 ｍ2

本土 長崎県 西海市 浄化槽設置整備事業 通常事業
78 基

10,793 △ 1,907 8,886
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本土 長崎県 川棚町 浄化槽設置整備事業 通常事業
17 基

2,536 253 2,789

本土 長崎県 佐々町 浄化槽設置整備事業 通常事業
6 基

746 104 850

本土 熊本県 大津町 浄化槽設置整備事業 通常事業
45 基

1,482 221 1,703

本土 熊本県 南阿蘇村 浄化槽設置整備事業 通常事業
50 基

11,550 307 11,857

本土 熊本県 南阿蘇村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
10 基

本土 熊本県 嘉島町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

1,204 332 1,536

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
47 基

11,241 90 11,331

本土 大分県 宇佐市 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
188 基

30,230 △ 2,727 27,503

本土 宮崎県 新富町 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
89 基

12,891 90 12,981

本土 宮崎県 木城町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

802 83 885

本土 宮崎県 川南町 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
15 基

2,403 859 3,262

本土 宮崎県 美郷町 浄化槽設置整備事業 通常事業
14 基

1,730 177 1,907

本土 宮崎県 五ヶ瀬町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

608 306 914

本土 鹿児島県 出水市 浄化槽設置整備事業 通常事業
157 基

17,202 3,393 20,595

本土 鹿児島県 いちき串木野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
200 基

2,204 △ 2,204 0

本土 鹿児島県 伊佐市 浄化槽設置整備事業 通常事業
125 基

6,568 △ 1,850 4,718

本土 鹿児島県 肝付町 浄化槽設置整備事業 通常事業
118 基

13,163 △ 1,298 11,865



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 既内示額 今回内示額 総内示額

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

北海道 北海道 岩内地方衛生組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクル施設 7 t/日

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

北海道 北海道 苫小牧市 計画支援事業（1/3） 最終処分場

北海道 北海道 苫小牧市 浄化槽設置整備事業 2 基

北海道 北海道 北見市 基幹的設備改良事業（1/2） 焼却施設 165 t/日

北海道 北海道 北見市 計画支援事業（1/3） 最終処分場

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 新得町 計画支援事業（1/3） 焼却施設

北海道 北海道 新得町 浄化槽設置整備事業 4 基

北海道 北海道 標茶町 最終処分場 17,000 ㎥

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

北海道 北海道 標茶町 浄化槽設置整備事業 22 基

北海道 北海道 夕張市 浄化槽設置整備事業 5 基 1,161 75 1,236

北海道 北海道 岩見沢市 浄化槽設置整備事業 27 基 5,542 △ 1,448 4,094

北海道 北海道 芦別市 浄化槽設置整備事業 1 基 1,173 △ 1,056 117

北海道 北海道 三笠市 浄化槽設置整備事業 2 基 871 △ 724 147

北海道 北海道 南幌町 浄化槽設置整備事業 5 基 1,018 △ 294 724

北海道 北海道 由仁町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,321 △ 441 880

北海道 北海道 長沼町 浄化槽設置整備事業 16 基 1,478 △ 158 1,320

北海道 北海道 浦臼町 浄化槽設置整備事業 0 基 265 △ 265 0

北海道 北海道 江別市 浄化槽設置整備事業 10 基 1,449 △ 108 1,341

北海道 北海道 北広島市 浄化槽設置整備事業 0 基 441 △ 441 0

北海道 北海道 小樽市 浄化槽設置整備事業 3 基 586 △ 234 352

北海道 北海道 蘭越町 浄化槽設置整備事業 8 基 724 244 968

261,923

230,742

210,162

63,028

1,506

規模

5,020 235,762

3,728 213,890

△ 338 62,690

△ 880 626

7,050 268,973
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北海道 北海道 ニセコ町 浄化槽設置整備事業 16 基 1,987 △ 80 1,907

北海道 北海道 倶知安町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,044 △ 64 980

北海道 北海道 共和町 浄化槽設置整備事業 7 基 2,076 △ 1,028 1,048

北海道 北海道 仁木町 浄化槽設置整備事業 14 基 2,137 △ 248 1,889

北海道 北海道 伊達市 浄化槽設置整備事業 9 基 2,575 △ 1,252 1,323

北海道 北海道 洞爺湖町 浄化槽設置整備事業 6 基 146 441 587

北海道 北海道 日高町 浄化槽設置整備事業 8 基 959 1,058 2,017

北海道 北海道 平取町 浄化槽設置整備事業 5 基 968 △ 352 616

北海道 北海道 浦河町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,556 △ 803 753

北海道 北海道 新ひだか町 浄化槽設置整備事業 9 基 1,204 △ 10 1,194

北海道 北海道 松前町 浄化槽設置整備事業 5 基 793 69 862

北海道 北海道 七飯町 浄化槽設置整備事業 15 基 2,310 △ 402 1,908

北海道 北海道 今金町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,381 59 1,440

北海道 北海道 旭川市 浄化槽設置整備事業 22 基 3,160 △ 411 2,749

北海道 北海道 鷹栖町 浄化槽設置整備事業 7 基 381 657 1,038

北海道 北海道 当麻町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,176 △ 413 763

北海道 北海道 愛別町 浄化槽設置整備事業 2 基 294 △ 294 0

北海道 北海道 東川町 浄化槽設置整備事業 20 基 1,987 635 2,622

北海道 北海道 上富良野町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,843 △ 339 1,504

北海道 北海道 南富良野町 浄化槽設置整備事業 4 基 705 △ 98 607

北海道 北海道 剣淵町 浄化槽設置整備事業 5 基 929 △ 343 586

北海道 北海道 和寒町 浄化槽設置整備事業 3 基 617 △ 294 323

北海道 北海道 下川町 浄化槽設置整備事業 5 基 734 △ 118 616

北海道 北海道 留萌市 浄化槽設置整備事業 3 基 588 △ 207 381

北海道 北海道 増毛町 浄化槽設置整備事業 1 基 411 △ 264 147
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北海道 北海道 小平町 浄化槽設置整備事業 0 基 206 △ 206 0

北海道 北海道 羽幌町（離島含む） 浄化槽設置整備事業 4 基 537 44 581

北海道 北海道 天塩町 浄化槽設置整備事業 4 基 147 352 499

北海道 北海道 稚内市 浄化槽設置整備事業 7 基 1,850 △ 772 1,078

北海道 北海道 紋別市 浄化槽設置整備事業 6 基 1,910 △ 1,206 704

北海道 北海道 斜里町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,430 △ 590 840

北海道 北海道 小清水町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,655 △ 745 910

北海道 北海道 置戸町 浄化槽設置整備事業 4 基 381 △ 29 352

北海道 北海道 佐呂間町 浄化槽設置整備事業 5 基 929 △ 234 695

北海道 北海道 滝上町 浄化槽設置整備事業 4 基 147 452 599

北海道 北海道 雄武町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,116 324 1,440

北海道 北海道 大空町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,557 △ 519 1,038

北海道 北海道 中札内村 浄化槽設置整備事業 4 基 117 19 136

北海道 北海道 豊頃町 浄化槽設置整備事業 6 基 528 343 871

北海道 北海道 釧路市 浄化槽設置整備事業 3 基 411 △ 354 57

北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 4 基 1,173 △ 615 558

北海道 北海道 浜中町 浄化槽設置整備事業 5 基 528 118 646

北海道 北海道 鶴居村 浄化槽設置整備事業 3 基 586 △ 234 352

北海道 北海道 羅臼町 浄化槽設置整備事業 11 基 3,228 △ 1,760 1,468

北海道 北海道 島牧村 浄化槽市町村整備推進事業 21 基 10,063 131 10,194

北海道 北海道 福島町 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,326 △ 148 3,178



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 既内示額 今回内示額 総内示額

沖縄 沖縄県 糸満市・豊見城市清掃施設組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 200 t/日 286,200 △ 16,200 270,000

沖縄 沖縄県 中部北環境施設組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 166 t/日 169,510 △ 2,229 167,281

沖縄 沖縄県 那覇市・南風原町環境施設組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 450 t/日 218,023 23,723 241,746

沖縄 沖縄県 比謝川行政事務組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 70 t/日 63,902 △ 407 63,495

沖縄 沖縄県 渡名喜村 施設整備に関する計画支援事業 4,671 △ 837 3,834

沖縄 沖縄県 東部清掃施設組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 98 t/日 50,382 △ 4,050 46,332

沖縄 沖縄県 東村 浄化槽設置整備事業 498 △ 166 332

沖縄 沖縄県 伊江村 浄化槽設置整備事業 830 166 996

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 既内示額 今回内示額 総内示額

離島 東京都 利島村 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 2.4 KL/日 58316 44996 103312

離島 東京都 神津島村 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード

離島 東京都 神津島村 焼却施設

離島 東京都 神津島村 施設整備に関する計画支援事業 焼却施設/ストックヤード

離島 東京都 御蔵島村 浄化槽設置整備事業  3 基 0 600 600

離島 新潟県 佐渡市 浄化槽設置整備事業 312 基 15112 △ 6089 9023

離島 香川県 直島町 浄化槽設置整備事業 5 基 584 166 750

離島 愛媛県 上島町 施設整備に関する計画支援事業 最終処分場

離島 愛媛県 上島町 施設整備に関する計画支援事業 コミュニティプラント

離島 長崎県 五島市 焼却施設（熱回収を行わない施設に限る。沖縄県、離島地域、奄美群島のみ交付対象） 焼却施設 41 ｔ/日

離島 長崎県 五島市 浄化槽設置整備事業 1,800 基

離島 長崎県 松浦市 浄化槽設置整備事業 10 基 414 △ 207 207

離島 長崎県 西海市 浄化槽設置整備事業 10 基 414 △ 41 373

離島 大分県 姫島村 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 1 t/日

離島 大分県 姫島村 焼却施設 ごみ焼却施設 3 t/日

離島 大分県 姫島村 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、ごみ焼却施設

離島 鹿児島県 長島町 浄化槽設置整備事業 15 基 629 1045 1674

離島 鹿児島県 屋久島町 浄化槽設置整備事業 430 基 14444 △ 9687 4757

13060

233894

△ 4559697799

80532△ 27

52203

規模

80559

△ 640

15480

13700

218414


