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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 今別町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

1,263 39 1,302

本土 青森県 蓬田村 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,381 272 1,653

本土 青森県 新郷村 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

264 294 558

本土 岩手県 一関市 浄化槽設置整備事業 通常事業
315 基

29,304 3,635 32,939

本土 宮城県 気仙沼市 浄化槽設置整備事業 通常事業 130 基 4,314 376 4,690

本土 宮城県 角田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 6,216 608 6,824

本土 宮城県 岩沼市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,343 66 1,409

本土 宮城県 富谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 1,397 183 1,580

本土 宮城県 亘理町 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 4,328 542 4,870

本土 宮城県 大衡村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 5 基 2,491 493 2,984

本土 宮城県 加美町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 25 基 9,200 2,659 11,859

本土 宮城県 美里町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,382 359 1,741

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 1,144,732 △ 59,915 1,084,817

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 46,416 59,915 106,331

本土 山形県 山形広域環境事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 3,000 790,425 793,425

本土 山形県 山形広域環境事務組合 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設
150×2 t/日

本土 山形県 山形広域環境事務組合 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設
150×2 t/日

本土 山形県 置賜広域行政事務組合 最終処分場
142,300 m3

84,645 625,801 710,446

本土 山形県 置賜広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 山形県 西川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
16 基

577 1 578

本土 福島県 二本松市 浄化槽設置整備事業 通常事業
120 基

8,235 500 8,735

本土 福島県 古殿町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

2,017 394 2,411

本土 茨城県 神栖市 浄化槽設置整備事業 通常事業
210 基

28,445 2,074 30,519

本土 茨城県 美浦村 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
6 基

1,226 16 1,242

規模
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本土 栃木県 那須塩原市 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
1,365 基

21,965 8,101 30,066

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

6,908 1,990 8,898

本土 群馬県 嬬恋村 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
10 基

4,725 900 5,625

本土 埼玉県 三郷市 浄化槽設置整備事業 通常事業
90 基

2,697 95 2,792

本土 神奈川県 横須賀市 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 15 基 2,851 198,678 201,529

本土 神奈川県 横須賀市 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 360 t/日

本土 神奈川県 横須賀市 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 360 t/日

本土 神奈川県 葉山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 32 基 4,160 179 4,339

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

65,875 108,000 173,875

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 糸魚川市 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 67,581 3,880 71,461

本土 新潟県 糸魚川市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設
48 t/日

本土 新潟県 糸魚川市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
2 基

本土 新潟県 糸魚川市 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
25 基

本土 新潟県 糸魚川市 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
3 基

本土 新潟県 田上町 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

677 176 853

本土 山梨県 都留市 浄化槽設置整備事業 通常事業
72 基

8,995 317 9,312

本土 山梨県 南部町 浄化槽設置整備事業 通常事業
51 基

6,775 83 6,858

本土 山梨県 富士川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

244 183 427

本土 長野県 上伊那広域連合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 108 m2 9,750 703,113 712,863

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

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 駒ヶ根市 浄化槽設置整備事業 通常事業
50 基

110 194 304
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本土 長野県 茅野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
64 基

4,680 74 4,754

本土 長野県 佐久市 浄化槽設置整備事業 通常事業
70 基

7,599 153 7,752

本土 長野県 小海町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

276 110 386

本土 長野県 南相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

608 359 967

本土 長野県 阿智村 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 6,777 17 6,794

本土 長野県 阿智村 浄化槽設置整備事業 通常事業
6 基

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

6,406 262 6,668

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 大桑村 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

664 165 829

本土 長野県 筑北村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
6 基

1,811 138 1,949

本土 長野県 長野広域連合 最終処分場
16万 m3

37,083 1,614,853 1,651,936

本土 長野県 長野広域連合 施設整備に関する計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設

本土 長野県 長野広域連合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設、最終処分場

本土 長野県 長野広域連合 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設
405 t/日

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

本土 岐阜県 神戸町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

631 280 911

本土 岐阜県 大野町 浄化槽設置整備事業 通常事業
350 基

38,143 5,184 43,327

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

51,246 648 51,894

本土 静岡県 磐田市 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

本土 静岡県 磐田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
125 基

本土 静岡県 伊豆市伊豆の国市廃棄物処理施設組合 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 7,409 934 8,343

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 0 132,757 132,757

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

44,274 2,520 46,794

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 桑名広域清掃事業組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設
174 t/日

0 6,607 6,607
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本土 京都府 京都市 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

2,380 1,000,000 1,002,380

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

本土 京都府 木津川市 浄化槽設置整備事業 通常事業
37 基

3,499 3,499 6,998

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

0 1,753,717 1,753,717

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

本土 奈良県 御所市 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,428 57 2,485

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

3,383 68 3,451

本土 福岡県 朝倉市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
57 基

17,638 289 17,927

本土 長崎県 雲仙市 浄化槽設置整備事業 通常事業
87 基

17,372 6 17,378

本土 長崎県 長与町 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

310 14 324

本土 長崎県 波佐見町 浄化槽設置整備事業 通常事業
35 基

5,041 305 5,346

本土 長崎県 佐々町 浄化槽設置整備事業 通常事業
6 基

850 404 1,254

本土 長崎県 佐世保市 マテリアルリサイクル推進施設
31 t/日

0 117,119 117,119

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 高効率ごみ発電施設（1/2）
110 t/日

本土 熊本県 和水町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
25 基

6,652 2,531 9,183

本土 大分県 佐伯市 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
185 基

30,935 2,086 33,021

本土 大分県 佐伯市 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
15 基

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

12,981 810 13,791

本土 宮崎県 都農町 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
55 基

9,730 209 9,939

本土 鹿児島県 さつま町 浄化槽設置整備事業 通常事業
100 基

8,363 348 8,711
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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 渡島廃棄物処理広域連合 長寿命化総合計画策定支援事業 焼却施設

北海道 北海道 渡島廃棄物処理広域連合 計画支援事業（1/3） 焼却施設

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 32 t/日 17,664 14,628 32,292

北海道 北海道 網走市 最終処分場 134,000 ㎥ 200,482 25,492 225,974

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 19 基

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 253,434 67,482 320,916

北海道 北海道 津別町 計画支援事業（1/3） 最終処分場 6,720 5,520 12,240

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 21 基

北海道 北海道 礼文町（離島） 計画支援事業（1/3） 焼却施設

北海道 北海道 礼文町（離島） 浄化槽設置整備事業 6 基

北海道 北海道 西天北五町衛生施設組合 最終処分場 23,700 ㎥ 51,607 6,963 58,570

北海道 北海道 南幌町 浄化槽設置整備事業 4 基 724 △ 196 528

北海道 北海道 由仁町 浄化槽設置整備事業 6 基 880 △ 117 763

北海道 北海道 長沼町 浄化槽設置整備事業 15 基 1,320 △ 118 1,202

北海道 北海道 新十津川町 浄化槽設置整備事業 1 基 897 △ 783 114

北海道 北海道 雨竜町 浄化槽設置整備事業 1 基 294 △ 147 147

145 4,016

30,001 92,691

64,595 333,568

規模

39,987 275,749

53,767 267,657

133 2,503

268,973

3,871

235,762

213,890

2,370

62,690
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北海道 北海道 小樽市 浄化槽設置整備事業 2 基 352 △ 118 234

北海道 北海道 蘭越町 浄化槽設置整備事業 17 基 968 879 1,847

北海道 北海道 共和町 浄化槽設置整備事業 9 基 1,048 264 1,312

北海道 北海道 仁木町 浄化槽設置整備事業 14 基 1,889 724 2,613

北海道 北海道 室蘭市 浄化槽設置整備事業 0 基 528 △ 528 0

北海道 北海道 伊達市 浄化槽設置整備事業 6 基 1,323 △ 588 735

北海道 北海道 壮瞥町 浄化槽設置整備事業 0 基 531 △ 531 0

北海道 北海道 白老町 浄化槽設置整備事業 10 基 586 586 1,172

北海道 北海道 日高町 浄化槽設置整備事業 9 基 2,017 147 2,164

北海道 北海道 奥尻町（離島） 浄化槽設置整備事業 2 基 220 220 440

北海道 北海道 今金町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,440 352 1,792

北海道 北海道 当麻町 浄化槽設置整備事業 4 基 763 △ 264 499

北海道 北海道 東川町 浄化槽設置整備事業 25 基 2,622 695 3,317

北海道 北海道 南富良野町 浄化槽設置整備事業 8 基 607 607 1,214

北海道 北海道 和寒町 浄化槽設置整備事業 2 基 323 △ 147 176

北海道 北海道 増毛町 浄化槽設置整備事業 2 基 147 147 294

北海道 北海道 羽幌町（離島含む） 浄化槽設置整備事業 8 基 581 581 1,162

北海道 北海道 浜頓別町 浄化槽設置整備事業 2 基 117 117 234

北海道 北海道 紋別市 浄化槽設置整備事業 7 基 704 196 900

北海道 北海道 小清水町 浄化槽設置整備事業 4 基 910 △ 411 499

北海道 北海道 置戸町 浄化槽設置整備事業 2 基 352 △ 314 38

北海道 北海道 雄武町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,440 △ 588 852

北海道 北海道 大空町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,038 △ 30 1,008

北海道 北海道 池田町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,106 △ 294 812

北海道 北海道 釧路市 浄化槽設置整備事業 3 基 57 57 114



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 総内示額規模

北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 4 基 558 △ 30 528

北海道 北海道 浜中町 浄化槽設置整備事業 4 基 646 △ 118 528

北海道 北海道 白糠町 浄化槽設置整備事業 0 基 1,147 △ 1,147 0

北海道 北海道 厚真町 浄化槽市町村整備推進事業 35 基 6,616 4,311 10,927

北海道 北海道 釧路町 浄化槽市町村整備推進事業 11 基 7,526 △ 3,009 4,517



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 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 218,023 384,750 602,773

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 新潟県 佐渡市 浄化槽設置整備事業 312 基 9,023 △ 2023 7,000

離島 兵庫県 姫路市 浄化槽設置整備事業 5 基 166 △ 166 0

離島 愛媛県 松山市 浄化槽設置整備事業 50 基 11,808 △ 5818 5,990

離島 高知県 宿毛市 浄化槽設置整備事業 1 基 150 △ 150 0

離島 長崎県 松浦市 浄化槽設置整備事業 10 基 207 △ 207 0

離島 長崎県 新上五島町 浄化槽設置整備事業 280 基 5,491 △ 1339 4,152

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

奄美 鹿児島県 奄美市 浄化槽設置整備事業 150 基 4,661 △ 3831 830

奄美 鹿児島県 龍郷町 浄化槽市町村整備推進事業 300 基 23,823 373 24,196

奄美 鹿児島県 喜界町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 425 ㎥

奄美 鹿児島県 喜界町 施設整備に関する計画支援事業 マテリアルリサイクル推進施設 ―

奄美 鹿児島県 喜界町 焼却施設 8 ｔ／日

奄美 鹿児島県 喜界町 施設整備に関する計画支援事業 焼却施設 ―

奄美 鹿児島県 喜界町 浄化槽設置整備事業 84 基

奄美 鹿児島県 和泊町 浄化槽設置整備事業 10 基 373 △ 373 0

80,532

規模

0△ 80532

141,219 3831 145,050



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 既内示額 今回内示額 総内示額

本土 千葉県 船橋市 高効率ごみ発電施設（1/3） 381 t/日 27,683 △ 17,859 9,824

規模



平成２９年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金

（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 大阪府 箕面市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 270 t/日 25,380 △ 8,024 17,356

本土 山口県 山口市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 220 t/日 292,163 8,024 300,187

規模


