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平成３０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 八戸市 浄化槽設置整備事業 環境配慮・防災街づくり浄化槽整備推進事業 34 基 9,497 △ 3,459 6,038

本土 青森県 黒石市 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 1,410 1,090 2,500

本土 青森県 むつ市 浄化槽設置整備事業 通常事業 32 基 2,332 △ 1,636 696

本土 青森県 平川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 294 87 381

本土 青森県 今別町 浄化槽設置整備事業 通常事業 11 基 4,584 △ 3,056 1,528

本土 青森県 蓬田村 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,370 89 1,459

本土 青森県 板柳町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 992 △ 686 306

本土 青森県 六戸町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 4,619 △ 1,667 2,952

本土 青森県 東北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 4,848 △ 861 3,987

本土 青森県 田子町 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,988 △ 30 1,958

本土 青森県 新郷村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 440 △ 176 264

本土 岩手県 久慈市 浄化槽設置整備事業 通常事業 68 基 8,056 △ 697 7,359

本土 岩手県 二戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 12,340 △ 9,346 2,994

本土 岩手県 二戸市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 25 基 28,230 △ 21,581 6,649

本土 岩手県 普代村 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 1,146 △ 60 1,086

本土 岩手県 九戸村 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 8,847 △ 5,898 2,949

本土 岩手県 洋野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 4,410 △ 708 3,702

本土 岩手県 雫石町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,830 △ 351 2,479

本土 岩手県 北上市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 44,100 △ 35,280 8,820

本土 岩手県 岩手町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 1,323 △ 1,323 0

本土 岩手県 岩手町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 12 基 13,711 △ 9,141 4,570

本土 岩手県 岩泉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 41 基 30 5,414 5,444

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 128 基 43,669 △ 13,588 30,081

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 11,426 △ 7,847 3,579

本土 岩手県 釜石市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 22,050 △ 20,416 1,634

規模



平成３０年度循環型社会形成推進交付金

（単位：千円）
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本土 岩手県 大槌町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 2,830 △ 2,155 675

本土 岩手県 紫波町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 17 基 19,480 △ 12,455 7,025

本土 岩手県 八幡平市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 6,357 △ 4,238 2,119

本土 岩手県 八幡平市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 26 基 26,653 △ 17,769 8,884

本土 岩手県 滝沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 6,060 △ 1,253 4,807

本土 宮城県 白石市 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 2,351 △ 1,445 906

本土 宮城県 登米市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 100 基 34,455 △ 8,147 26,308

本土 宮城県 栗原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 100 基 28,615 5,046 33,661

本土 宮城県 富谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 276 414 690

本土 宮城県 蔵王町 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,264 332 2,596

本土 宮城県 川崎町 浄化槽設置整備事業 通常事業 11 基 1,132 △ 744 388

本土 宮城県 丸森町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 4,266 △ 2,398 1,868

本土 宮城県 南三陸町 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 7,228 842 8,070

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 3,187 △ 3,187 0

本土 秋田県 湯沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 4,604 △ 1,469 3,135

本土 秋田県 鹿角市 浄化槽設置整備事業 通常事業 41 基 5,640 △ 1,433 4,207

本土 秋田県 潟上市 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 942 △ 496 446

本土 秋田県 大仙市 浄化槽設置整備事業 通常事業 110 基 14,676 1,039 15,715

本土 秋田県 北秋田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 33 基 4,105 △ 2,433 1,672

本土 秋田県 仙北市 浄化槽設置整備事業 通常事業 46 基 6,036 △ 1,336 4,700

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 △ 1,028 382

本土 秋田県 三種町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 865 2,342 3,207

本土 秋田県 八峰町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 294 △ 90 204

本土 秋田県 美郷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 55 基 5,023 △ 1,730 3,293

本土 秋田県 鹿角広域行政組合 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 5,908 △ 1,043 4,865
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本土 秋田県 鹿角広域行政組合 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 1,184 △ 209 975

本土 山形県 山形広域環境事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 309 m2 84,166 △ 2,089 82,077

本土 山形県 鶴岡市 最終処分場 135,000 m3 136,500 38,400 174,900

本土 山形県 上山市 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 17 基 1,924 △ 1,408 516

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 16,424 △ 7,350 9,074

本土 山形県 天童市 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 381 196 577

本土 山形県 尾花沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 1,145 567 1,712

本土 山形県 河北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 0 基 370 △ 370 0

本土 山形県 西川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 1,664 △ 1,136 528

本土 山形県 大江町 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 25 基 2,847 323 3,170

本土 山形県 金山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 1,470 △ 882 588

本土 山形県 真室川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 5,227 △ 2,590 2,637

本土 山形県 川西町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,846 △ 1,351 2,495

本土 山形県 小国町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 763 △ 264 499

本土 山形県 白鷹町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 25 基 13,171 △ 8,259 4,912

本土 福島県 本宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業 59 基 4,459 △ 511 3,948

本土 福島県 石川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 53 基 5,622 △ 717 4,905

本土 福島県 平田村 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 817 24 841

本土 福島県 浅川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,100 41 2,141

本土 福島県 三春町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 40 基 7,486 △ 983 6,503

本土 福島県 中島村 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 719 221 940

本土 福島県 鮫川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 1,049 336 1,385

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 10 基 4,189 366 4,555

本土 福島県 猪苗代町 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 3,511 △ 893 2,618

本土 福島県 柳津町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 735 △ 294 441
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本土 福島県 金山町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 8 基 4,822 △ 1,755 3,067

本土 福島県 只見町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 441 △ 30 411

本土 福島県 飯舘村 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 4,140 △ 690 3,450

本土 福島県 いわき市 浄化槽設置整備事業 通常事業 492 基 32,217 13,258 45,475

本土 福島県 須賀川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 11,555 △ 3,961 7,594

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 12,506 △ 2,506 10,000

本土 茨城県 行方市 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 40 基 27,114 5,795 32,909

本土 茨城県 阿見町 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 79 基 20,166 △ 1,285 18,881

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 40 基 10,467 72 10,539

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 98 △ 98 0

本土 栃木県 芳賀地区広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） し尿処理施設 2,088 △ 1,167 921

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 95 基 21,960 △ 10,000 11,960

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 13,729 △ 3,716 10,013

本土 栃木県 上三川町 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 2 基 414 26 440

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 40 基 8,866 △ 6,285 2,581

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 5,785 △ 2,393 3,392

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 15 基 2,695 △ 498 2,197

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 56 基 11,040 △ 703 10,337

本土 群馬県 高崎市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 99 t/日 413 △ 104 309

本土 群馬県 高崎市 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 480 t/日 1,958 △ 495 1,463

本土 群馬県 高崎市 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 480 t/日 1,958 △ 495 1,463

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 49,610 △ 18,771 30,839

本土 群馬県 藤岡市 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 5 基 0 2,844 2,844

本土 群馬県 安中市 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 210 基 19,575 △ 1,890 17,685

本土 群馬県 上野村 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 8 基 2,220 2,599 4,819
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本土 群馬県 下仁田町 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 40 基 27,295 △ 14,123 13,172

本土 群馬県 中之条町 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 12 基 1,917 △ 1,554 363

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 40 基 10,000 △ 2,500 7,500

本土 群馬県 昭和村 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 5,300 △ 2,000 3,300

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 75 基 13,706 △ 3,640 10,066

本土 群馬県 神流町 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 5 基 0 3,082 3,082

本土 埼玉県 蕨戸田衛生ｾﾝﾀｰ組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業 40 kl/日 1,046 △ 542 504

本土 埼玉県 さいたま市 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、マテリアルリサイクル推進施設 5,437 139 5,576

本土 埼玉県 飯能市 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 55 基 13,030 △ 8,633 4,397

本土 埼玉県 越谷市 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 50 基 9,525 2,300 11,825

本土 埼玉県 松伏町 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 10,534 △ 923 9,611

本土 埼玉県 三郷市 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 18 基 5,094 △ 243 4,851

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 64,315 △ 16,173 48,142

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 37 基 7,788 △ 7,788 0

本土 埼玉県 上尾市 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 20 基 4,835 △ 265 4,570

本土 埼玉県 幸手市 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 2,315 2,315 4,630

本土 埼玉県 伊奈町 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 4,630 △ 299 4,331

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 30 基 15,657 △ 5,284 10,373

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 50 基 28,668 △ 10,502 18,166

本土 埼玉県 皆野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 276 △ 276 0

本土 埼玉県 東秩父村 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 15 基 7,803 353 8,156

本土 埼玉県 美里町 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 5,531 △ 1,611 3,920

本土 埼玉県 神川町 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 25 基 6,075 1,215 7,290

本土 千葉県 松戸市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 300 t/日 37,050 671 37,721

本土 千葉県 印西地区環境整備事業組合 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 14,907 △ 611 14,296
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本土 千葉県 館山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 1,200 △ 640 560

本土 千葉県 野田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 2,046 100 2,146

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 765 基 19,958 △ 10,518 9,440

本土 千葉県 佐倉市 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 18 基 3,616 △ 162 3,454

本土 千葉県 流山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,707 105 2,812

本土 千葉県 富津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 900 △ 500 400

本土 千葉県 白井市 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 585 180 765

本土 千葉県 富里市 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 6,387 △ 800 5,587

本土 千葉県 香取市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 6,150 △ 1,301 4,849

本土 千葉県 大網白里市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 2,876 △ 1 2,875

本土 千葉県 東庄町 浄化槽設置整備事業 通常事業 42 基 5,174 △ 1,010 4,164

本土 千葉県 睦沢町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 20 基 6,100 △ 2,404 3,696

本土 千葉県 白子町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 634 220 854

本土 千葉県 長南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 110 △ 110 0

本土 千葉県 安房郡　鋸南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 160 560 720

本土 東京都 小金井市 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 9,603 △ 917 8,686

本土 東京都 日野市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 28 t/日 284,231 7,286 291,517

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 47 基 25,011 △ 7,011 18,000

本土 神奈川県 相模原市 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 124 基 0 34,165 34,165

本土 神奈川県 相模原市 浄化槽市町村整備推進事業 公的施設単独処理浄化槽集中転換事業 1 基 2,143 △ 1,006 1,137

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 8 基 2,723 △ 1,491 1,232

本土 神奈川県 鎌倉市 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 21,642 △ 21,642 0

本土 神奈川県 茅ヶ崎市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 27 t/日 1,950 △ 1,950 0

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 2,633 1,950 4,583

本土 神奈川県 大和市 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 5 t/5h 38,856 △ 4,318 34,538
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本土 神奈川県 海老名市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 331 △ 72 259

本土 神奈川県 葉山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 52 基 11,777 △ 4,812 6,965

本土 神奈川県 中井町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 1,290 △ 661 629

本土 神奈川県 山北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 758 △ 282 476

本土 神奈川県 山北町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 0 基 9,042 △ 9,042 0

本土 神奈川県 山北町 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 3 基 0 2,146 2,146

本土 神奈川県 真鶴町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 694 503 1,197

本土 新潟県 新潟市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 52 基 13,485 △ 6,128 7,357

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 △ 501 294

本土 新潟県 加茂市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 279 617 896

本土 新潟県 見附市 浄化槽設置整備事業 通常事業 44 基 1,470 △ 1,470 0

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 147 117 264

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・防災まちづくり浄槽整備推進事業 24 基 9,200 1,958 11,158

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽市町村整備推進事業 公的施設単独処理浄化槽集中転換事業 2 基 1,700 143 1,843

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 △ 2,372 7,628

本土 新潟県 五泉地域衛生施設組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 13,460 △ 9,650 3,810

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 0 基 1,018 △ 1,018 0

本土 石川県 小松市 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 5 基 1,441 △ 635 806

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 11 基 5,006 △ 2,956 2,050

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 5 基 2,403 △ 1,202 1,201

本土 石川県 穴水町 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 10 基 3,609 △ 1,805 1,804

本土 石川県 小松加賀環境衛生事務組合 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 1,215 252 1,467

本土 福井県 敦賀市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 50,000 m3 28,500 △ 24,569 3,931

本土 福井県 小浜市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 616 616 1,232

本土 福井県 越前市 浄化槽設置整備事業 通常事業 165 基 14,000 2,123 16,123

本土 山梨県 甲府市 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 4,328 △ 1,050 3,278
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本土 山梨県 都留市 浄化槽設置整備事業 通常事業 72 基 9,778 △ 2,134 7,644

本土 山梨県 笛吹市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,289 △ 989 300

本土 山梨県 早川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 469 242 711

本土 山梨県 富士川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,243 △ 746 497

本土 山梨県 忍野村 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 718 △ 718 0

本土 長野県 上伊那広域連合 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　 1,086 28 1,114

本土 長野県 穂高広域施設組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 120 t/日 5,300 136 5,436

本土 長野県 駒ヶ根市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 1,050 △ 470 580

本土 長野県 小海町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 1,132 △ 386 746

本土 長野県 南牧村 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 865 289 1,154

本土 長野県 北相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 359 183 542

本土 長野県 南相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 248 △ 111 137

本土 長野県 松川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 1,270 771 2,041

本土 長野県 高森町 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,492 495 1,987

本土 長野県 阿智村 浄化槽設置整備事業 通常事業 11 基 967 414 1,381

本土 長野県 豊丘村 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 414 431 845

本土 長野県 大鹿村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 552 △ 28 524

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 21 基 6,128 2,201 8,329

本土 長野県 木曽町 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,499 829 2,328

本土 長野県 筑北村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 8 基 1,811 488 2,299

本土 長野県 白馬村 浄化槽設置整備事業 通常事業 31 基 4,765 △ 85 4,680

本土 長野県 小谷村 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 1,146 △ 353 793

本土 長野県 飯綱町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 607 176 783

本土 長野県 小川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 441 147 588

本土 長野県 栄村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 6 基 5,103 △ 1,800 3,303
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本土 岐阜県 もとす広域連合衛生施設 長寿命化総合計画策定支援事業 し尿処理施設 140 kl/日 1,260 △ 198 1,062

本土 岐阜県 もとす広域連合衛生施設 施設整備に関する計画支援事業（1/3） し尿処理施設 140 kl/日 2,700 △ 558 2,142

本土 岐阜県 養老町 浄化槽設置整備事業 通常事業 150 基 21,680 △ 2,984 18,696

本土 岐阜県 揖斐川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 294 528 822

本土 岐阜県 東白川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 1,330 △ 828 502

本土 岐阜県 御嵩町 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 1,152 △ 1,152 0

本土 岐阜県 多治見市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 110 △ 110 0

本土 岐阜県 土岐市 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,592 △ 1,241 1,351

本土 岐阜県 瑞浪市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 7,286 △ 310 6,976

本土 岐阜県 恵那市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 3,422 △ 3,422 0

本土 岐阜県 下呂市 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,626 △ 1,061 1,565

本土 静岡県 浜松市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 399 t/日 105,023 8,293 113,316

本土 静岡県 浜松市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 399 t/日 21,379 21,821 43,200

本土 静岡県 沼津市 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 18 基 8,270 △ 5,233 3,037

本土 静岡県 富士宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業 160 基 6,771 △ 3,463 3,308

本土 静岡県 磐田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 75 基 12,173 △ 3,873 8,300

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 1,069 △ 1,069 0

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 250 基 59,200 △ 9,200 50,000

本土 静岡県 伊豆市 浄化槽設置整備事業 通常事業 19 基 2,039 552 2,591

本土 静岡県 長泉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 111 △ 27 84

本土 静岡県 吉田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 10,393 △ 2,847 7,546

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 28 基 8,627 △ 5,243 3,384

本土 愛知県 刈谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 2,764 △ 29 2,735

本土 愛知県 小牧市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 2,412 △ 2,294 118

本土 愛知県 新城市 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 16 基 2,753 △ 2,073 680
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本土 愛知県 東海市 浄化槽設置整備事業 通常事業 27 基 1,310 428 1,738

本土 愛知県 大府市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 360 △ 360 0

本土 愛知県 豊山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 300 △ 231 69

本土 愛知県 扶桑町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 265 △ 265 0

本土 愛知県 蟹江町 浄化槽設置整備事業 通常事業 38 基 2,984 △ 119 2,865

本土 愛知県 飛島村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 1,351 △ 1,130 221

本土 愛知県 南知多町 浄化槽設置整備事業 通常事業 24 基 3,700 △ 3,431 269

本土 愛知県 設楽町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 165 690 855

本土 三重県 四日市市 浄化槽設置整備事業 通常事業 266 基 22,300 230 22,530

本土 三重県 名張市 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 750 100 850

本土 三重県 志摩市 マテリアルリサイクル推進施設 サテライトセンター 500 m2 81,980 △ 81,980 0

本土 三重県 志摩市 浄化槽設置整備事業 通常事業 200 基 26,163 △ 3,020 23,143

本土 三重県 紀北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 64 基 4,905 △ 2,480 2,425

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 11,493 1,196 12,689

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 44,712 △ 3,818 40,894

本土 三重県 桑名市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 3,418 △ 1,554 1,864

本土 三重県 菰野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 2,243 △ 721 1,522

本土 三重県 南伊勢町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 248 85 333

本土 三重県 亀山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 29 基 0 260 260

本土 滋賀県 栗東市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設 1,566 △ 162 1,404

本土 滋賀県 竜王町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 470 138 608

本土 滋賀県 湖北広域行政事務センター 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 1,122 29 1,151

本土 滋賀県 湖北広域行政事務センター 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 3,381 87 3,468

本土 滋賀県 湖北広域行政事務センター 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 3,195 82 3,277

本土 滋賀県 甲賀広域行政組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業 617 △ 254 363
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本土 滋賀県 彦根愛知犬上広域行政組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） リサイクルセンター、ごみ焼却施設 20,305 △ 19,764 541

本土 京都府 福知山市 最終処分場 最終処分場 190,000 m3 35,107 7,094 42,201

本土 京都府 相楽郡広域事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業 4,291 △ 2,419 1,872

本土 京都府 宇治田原町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 414 222 636

本土 大阪府 寝屋川市 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 3,705 △ 666 3,039

本土 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 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 3,640 △ 642 2,998

本土 大阪府 岸和田市貝塚市清掃施設組合 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 4,033 △ 429 3,604

本土 大阪府 河内長野市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 8 基 3,912 △ 1,076 2,836

本土 大阪府 和泉市 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 4 基 2,081 △ 1,440 641

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 8 基 17,478 △ 13,714 3,764

本土 大阪府 柏原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 359 △ 176 183

本土 大阪府 柏原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 5 基 3,687 △ 1,972 1,715

本土 大阪府 熊取町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 581 △ 581 0

本土 大阪府 河南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 249 △ 28 221

本土 大阪府 茨木市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 4 基 0 1,593 1,593

本土 兵庫県 篠山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 1,287 △ 276 1,011

本土 兵庫県 加東市 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 774 110 884

本土 兵庫県 神河町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,614 930 2,544

本土 兵庫県 佐用町 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 664 359 1,023

本土 奈良県 奈良市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,791 △ 1,253 538

本土 奈良県 五條市 浄化槽設置整備事業 通常事業 19 基 4,700 △ 2,075 2,625

本土 奈良県 さくら広域環境衛生組合 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/5h 4,804 △ 4,804 0

本土 奈良県 さくら広域環境衛生組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 500 m3 732 △ 732 0

本土 奈良県 さくら広域環境衛生組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 30 t/日 16,120 △ 16,120 0

本土 奈良県 天理市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 0 基 276 △ 276 0
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本土 奈良県 天理市 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 0 276 276

本土 奈良県 橿原市 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 20 基 9,747 △ 7,591 2,156

本土 奈良県 桜井市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,624 △ 1,305 2,319

本土 奈良県 斑鳩町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,866 △ 1,998 1,868

本土 奈良県 曽爾村 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 806 △ 146 660

本土 奈良県 吉野町 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 13 基 5,073 △ 1,905 3,168

本土 奈良県 下市町 浄化槽設置整備事業 通常事業 0 基 691 △ 553 138

本土 奈良県 天川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 0 基 444 △ 444 0

本土 奈良県 東吉野村 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 278 △ 168 110

本土 和歌山県 海南市 浄化槽設置整備事業 通常事業 225 基 26,043 △ 3,203 22,840

本土 和歌山県 有田周辺広域圏事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 19,814 △ 9,167 10,647

本土 和歌山県 御坊広域行政事務組合 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設 2,916 △ 360 2,556

本土 和歌山県 御坊広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業 1,053 △ 9 1,044

本土 和歌山県 御坊広域行政事務組合 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 3,672 △ 296 3,376

本土 和歌山県 御坊広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 2,633 △ 113 2,520

本土 和歌山県 湯浅町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 4,236 △ 1,423 2,813

本土 和歌山県 広川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 29 基 3,640 △ 585 3,055

本土 和歌山県 日高町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,804 298 2,102

本土 和歌山県 日高川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 5,986 △ 2,214 3,772

本土 鳥取県 米子市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 3,889 △ 1,144 2,745

本土 鳥取県 北栄町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 616 11 627

本土 島根県 出雲市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ｴﾈﾙｷﾞｰ回収型廃棄物処理施設 5,829 △ 916 4,913

本土 島根県 大田市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 400 基 33,000 △ 12,200 20,800

本土 岡山県 玉野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 1,342 △ 635 707

本土 岡山県 吉備中央町 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 5,685 △ 2,185 3,500
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本土 岡山県 倉敷市 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・エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） 30,677 639 31,316

本土 岡山県 新見市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 12 基 10,684 △ 5,836 4,848

本土 岡山県 高梁市 浄化槽設置整備事業 通常事業 55 基 8,649 △ 1,353 7,296

本土 岡山県 浅口市 浄化槽設置整備事業 通常事業 24 基 7,590 △ 4,278 3,312

本土 岡山県 真庭市 浄化槽設置整備事業 通常事業 65 基 15,000 △ 5,053 9,947

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 2,700 △ 1,790 910

本土 広島県 広島市 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 5,306 △ 640 4,666

本土 広島県 呉市 浄化槽設置整備事業 通常事業 42 基 4,297 △ 1,903 2,394

本土 山口県 萩市 浄化槽設置整備事業 通常事業 51 基 3,649 △ 823 2,826

本土 山口県 岩国市　 浄化槽設置整備事業 通常事業 230 基 26,672 △ 3,830 22,842

本土 山口県 周防大島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 5,018 △ 2,509 2,509

本土 山口県 山陽小野田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 85 基 5,135 △ 635 4,500

本土 徳島県 吉野川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 2,270 △ 1,770 500

本土 徳島県 石井町 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 3,047 △ 2,218 829

本土 愛媛県 松山市 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 180 基 24,232 △ 20,000 4,232

本土 愛媛県 大洲市 浄化槽設置整備事業 通常事業 120 基 19,058 △ 7,886 11,172

本土 愛媛県 伊予市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 7,182 △ 1,036 6,146

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 60 基 20,375 △ 10,188 10,187

本土 愛媛県 東温市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 5,089 △ 2,998 2,091

本土 愛媛県 伊方町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基 4,721 △ 1,444 3,277

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 △ 6,937 38,406

本土 高知県 高知市 浄化槽設置整備事業 通常事業 105 基 9,054 △ 4,439 4,615

本土 高知県 南国市 浄化槽設置整備事業 通常事業 100 基 10,357 △ 2,393 7,964

本土 高知県 宿毛市 浄化槽設置整備事業 通常事業 53 基 5,500 △ 200 5,300

本土 高知県 安田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 42 260 302
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本土 高知県 北川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 470 27 497

本土 高知県 大川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 221 138 359

本土 高知県 日高村 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,482 182 2,664

本土 福岡県 福岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 80 基 691 △ 305 386

本土 福岡県 直方市 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 113 kl/日 9,750 13,650 23,400

本土 福岡県 田川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 120 基 16,490 △ 5,478 11,012

本土 福岡県 八女市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1,320 基 28,260 △ 7,060 21,200

本土 福岡県 水巻町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 365 △ 72 293

本土 福岡県 東峰村 浄化槽設置整備事業 通常事業 93 基 1,193 454 1,647

本土 福岡県 広川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 628 基 7,516 553 8,069

本土 福岡県 糸田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 180 基 3,119 △ 414 2,705

本土 福岡県 吉富町 浄化槽設置整備事業 通常事業 75 基 1,878 △ 1,354 524

本土 長崎県 雲仙市 浄化槽設置整備事業 通常事業 124 基 15,639 8,905 24,544

本土 長崎県 南島原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 159 基 25,325 △ 1,812 23,513

本土 長崎県 南島原市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 130 kl/日 892 △ 8 884

本土 長崎県 時津町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 4 基 976 57 1,033

本土 長崎県 佐々町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 564 291 855

本土 長崎県 佐世保市 長寿命化総合計画策定支援事業 し尿処理施設 2,592 △ 1,926 666

本土 熊本県 阿蘇市 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 120 基 8,384 △ 8,384 0

本土 熊本県 高森町 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基 1,498 732 2,230

本土 熊本県 西原村 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,501 1,504 4,005

本土 熊本県 南阿蘇村 浄化槽設置整備事業 通常事業 43 基 6,680 3,784 10,464

本土 熊本県 南阿蘇村 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） 55 基 0 12,750 12,750

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） 140 基 8,226 △ 4,113 4,113

本土 熊本県 嘉島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 1,104 1,328 2,432
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本土 熊本県 津奈木町 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 2,475 △ 516 1,959

本土 熊本県 湯前町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 194 248 442

本土 熊本県 五木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 110 110 220

本土 大分県 豊後高田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 4,711 △ 2,720 1,991

本土 大分県 杵築市 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 35 基 806 △ 806 0

本土 大分県 豊後大野市 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 150 基 27,486 △ 18,236 9,250

本土 大分県 玖珠町 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 105 基 15,905 △ 12,098 3,807

本土 宮崎県 延岡市 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 250 基 2,873 △ 2,592 281

本土 宮崎県 えびの市 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 720 基 22,468 △ 2,770 19,698

本土 宮崎県 高鍋町 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 60 基 2,173 △ 2,073 100

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 267 基 14,058 270 14,328

本土 宮崎県 椎葉村 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 553 △ 221 332

本土 宮崎県 美郷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 72 386 458

本土 宮崎県 高千穂町 浄化槽設置整備事業 通常事業 150 基 3,492 △ 1,138 2,354

本土 宮崎県 五ヶ瀬町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 914 356 1,270

本土 宮崎県 都城市 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 369 基 63,523 △ 9,924 53,599

本土 宮崎県 宮崎市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設 579 t/日 2,333 △ 694 1,639

本土 宮崎県 宮崎市 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 169 基 70,243 9,113 79,356

本土 鹿児島県 鹿児島市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設 2,922 △ 629 2,293

本土 鹿児島県 枕崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 4,453 △ 1,821 2,632

本土 鹿児島県 出水市 浄化槽設置整備事業 通常事業 85 基 11,950 △ 3,900 8,050

本土 鹿児島県 曽於市 浄化槽設置整備事業 通常事業 112 基 13,361 △ 6,000 7,361

本土 鹿児島県 曽於市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 50 基 9,640 △ 5,640 4,000

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 80 基 10,929 △ 5,176 5,753

本土 鹿児島県 大崎町 浄化槽設置整備事業 通常事業 85 基 10,868 △ 3,513 7,355



平成３０年度循環型社会形成推進交付金

（単位：千円）

地域
都道府
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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

本土 鹿児島県 錦江町 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 6,326 △ 2,816 3,510

本土 鹿児島県 南大隅町 浄化槽設置整備事業 通常事業 51 基 4,481 △ 2,823 1,658

本土 鹿児島県 肝付町 浄化槽設置整備事業 通常事業 85 基 9,902 △ 1,211 8,691

本土 群馬県 太田市外三町広域清掃組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 330 t/日 0 174,240 174,240
本土 千葉県 松戸市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 39 t/日 0 676 676
本土 東京都 西多摩衛生組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 480 t/日 0 261 261
本土 石川県 金沢市 併せ産廃モデル施設 最終処分場 1,100,000 m3 0 96,956 96,956
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 0 19,336 19,336
本土 静岡県 富士市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 約3 t/日 0 114 114
本土 静岡県 富士市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 約250 t/日 0 4,976 4,976
本土 静岡県 富士市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 約250 t/日 0 2,468 2,468
本土 静岡県 磐田市 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 0 1,357 1,357
本土 三重県 鈴鹿市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 270 t/日 0 13,544 13,544
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 0 775 775
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 15 t/日 0 396 396
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 0 1,612 1,612
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 21 t/日 0 1,074 1,074
本土 兵庫県 高砂市 高効率ごみ発電施設（1/3） 429 t/日 0 1,778 1,778
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 34 t/日 0 748 748
本土 兵庫県 香美町 漂流・漂着ごみ処理施設 漂流・漂着ごみ処理施設 322 m2 0 229 229
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 0 3,757 3,757
本土 岡山県 美作市 最終処分場 3,400 m3 0 1,526 1,526
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 0 1,998 1,998
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 0 1,846 1,846
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 0 2,026 2,026
本土 東京都 立川市 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 0 1,956 1,956
本土 三重県 志摩市 施設整備に関する計画支援事業(1/3) サテライトセンター 500 m2 0 2,433 2,433
本土 鳥取県 鳥取県西部広域行政管理組合 施設整備に関する計画支援事業(1/3) 集約化 0 2,721 2,721
本土 福岡県 北九州市 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 0 2,629 2,629
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北海道 北海道 苫小牧市 浄化槽設置整備事業 3 基 117 147 264
北海道 北海道 礼文町（離島） エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 6 t/日 179,898 56,082 235,980
北海道 北海道 北見市 最終処分場 119,900 ㎥ 192,653 △ 150,701 41,952
北海道 北海道 八雲町 計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設 2,933 △ 2,933 0
北海道 北海道 旭川市 浄化槽設置整備事業 20 基 1,966 △ 235 1,731
北海道 北海道 由仁町 浄化槽設置整備事業 13 基 1,321 529 1,850
北海道 北海道 長沼町 浄化槽設置整備事業 18 基 2,154 185 2,339
北海道 北海道 雨竜町 浄化槽設置整備事業 3 基 294 196 490
北海道 北海道 小樽市 浄化槽設置整備事業 2 基 586 △ 352 234
北海道 北海道 蘭越町 浄化槽設置整備事業 13 基 412 197 609
北海道 北海道 余市町 浄化槽設置整備事業 6 基 586 117 703
北海道 北海道 仁木町 浄化槽設置整備事業 21 基 1,448 586 2,034
北海道 北海道 洞爺湖町 浄化槽設置整備事業 10 基 469 701 1,170
北海道 北海道 日高町 浄化槽設置整備事業 11 基 959 1,073 2,032
北海道 北海道 浦河町 計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業 0 1,451 1,451
北海道 北海道 様似町 浄化槽設置整備事業 5 基 381 147 528
北海道 北海道 松前町 浄化槽設置整備事業 6 基 734 374 1,108
北海道 北海道 奥尻町（離島） 浄化槽設置整備事業 1 基 0 220 220
北海道 北海道 比布町 浄化槽設置整備事業 5 基 264 294 558
北海道 北海道 愛別町 浄化槽設置整備事業 3 基 441 △ 90 351
北海道 北海道 剣淵町 浄化槽設置整備事業 5 基 930 △ 187 743
北海道 北海道 稚内市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 4.6 t/日 0 4,739 4,739
北海道 北海道 稚内市 浄化槽設置整備事業 10 基 1,556 △ 361 1,195
北海道 北海道 浜頓別町 浄化槽設置整備事業 3 基 499 △ 88 411
北海道 北海道 斜里町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,470 △ 588 882
北海道 北海道 小清水町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,557 352 1,909
北海道 北海道 滝上町 浄化槽設置整備事業 7 基 381 373 754
北海道 北海道 雄武町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,408 2 1,410
北海道 北海道 大空町 浄化槽設置整備事業 9 基 1,557 △ 206 1,351
北海道 北海道 豊頃町 浄化槽設置整備事業 4 基 528 637 1,165
北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,173 295 1,468
北海道 北海道 鶴居村 浄化槽設置整備事業 2 基 586 △ 352 234
北海道 北海道 根室市 浄化槽設置整備事業 20 基 2,235 743 2,978
北海道 北海道 別海町 浄化槽設置整備事業 34 基 4,013 174 4,187
北海道 北海道 厚真町 浄化槽市町村整備推進事業 25 基 3,072 1,986 5,058
北海道 北海道 島牧村 浄化槽市町村整備推進事業 24 基 13,426 △ 1,094 12,332
北海道 北海道 福島町 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,425 △ 395 3,030

規模
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離島 宮城県 気仙沼市 浄化槽設置整備事業 75 基 306 △ 55 251

離島 東京都 新島村 焼却施設 6 t/日 148,493 △ 54,173 94,320

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 29,780 10,647 40,427

離島 愛媛県 松山市 浄化槽設置整備事業 185 基 2,240 △ 2,000 240

離島 長崎県 佐世保市 施設整備に関する計画支援事業 ストックヤード 272 ㎡ 2,593 △ 1,190 1,403

離島 長崎県 佐世保市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 272 ㎡ 8,845 △ 8,845 0

離島 長崎県 松浦市 浄化槽設置整備事業 2 基 414 △ 207 207

離島 長崎県 壱岐市 浄化槽設置整備事業 105 基 14,736 △ 2,570 12,166

離島 長崎県 西海市 浄化槽設置整備事業 2 基 373 414 787

離島 長崎県 新上五島町 浄化槽設置整備事業 25 基 5,491 1,941 7,432

離島 鹿児島県 十島村 浄化槽設置整備事業 10 基 606 440 1,046

離島 鹿児島県 南種子町 浄化槽設置整備事業 108 基 2,715 △ 440 2,275

規模
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沖縄 沖縄県 浦添市 施設整備に関する計画支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 16,546 △ 600 15,946

沖縄 沖縄県 宮古島市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルプラザ 12 t/日 511,871 10,000 521,871

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 120,000 51,996 171,996

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 80,669 41,072 121,741

沖縄 沖縄県 渡名喜村 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 304,500 △ 103,793 200,707

沖縄 沖縄県 渡名喜村 施設整備に関する計画支援事業 リサイクルセンター 4,250 △ 200 4,050

沖縄 沖縄県 倉浜衛生施設組合 施設整備に関する計画支援事業 有機性廃棄物リサイクル推進施設 15,868 △ 2,393 13,475

沖縄 沖縄県 石垣市 長寿命化総合計画策定支援事業 0 4,250 4,250

沖縄 沖縄県 東村 浄化槽設置整備事業 通常事業 498 41 539

沖縄 沖縄県 恩納村 浄化槽設置整備事業 通常事業 539 △ 166 373

沖縄 沖縄県 糸満市 浄化槽設置整備事業 通常事業 207 △ 41 166

沖縄 沖縄県 南大東村 浄化槽設置整備事業 通常事業 166 △ 166 0

規模
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本土 埼玉県 東松山市 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 2,000 △ 1,154 846

本土 埼玉県 桶川市 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 2,333 △ 1,171 1,162

本土 埼玉県 小川町 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 2,000 △ 1,118 882

本土 埼玉県 川島町 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,666 △ 1,328 338

本土 埼玉県 ときがわ町 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,433 △ 1,100 333

本土 埼玉県 久喜市 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 2,754 △ 2,052 702

本土 千葉県 市原市 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,519 △ 594 925

規模


