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令和元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・防災まちづくり浄化槽整備推進事業 31 基 3,054 1,147 4,201

本土 青森県 深浦町 浄化槽設置整備事業 通常事業 23 基 2,292 940 3,232

本土 青森県 板柳町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 490 254 744

本土 青森県 階上町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 14 118 132

本土 岩手県 二戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 15,000 2,876 17,876

本土 岩手県 二戸市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 49 基

本土 岩手県 普代村 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 1,146 381 1,527

本土 岩手県 九戸村 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,068 548 1,616

本土 岩手県 雫石町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,586 411 1,997

本土 岩手県 一関市 浄化槽設置整備事業 通常事業 285 基 24,388 1,842 26,230

本土 岩手県 奥州市 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 27,867 4,674 32,541

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 86 基

本土 岩手県 紫波町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 16 基 5,778 1,030 6,808

本土 岩手県 宮古市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 50 基 9,735 1,840 11,575

本土 岩手県 陸前高田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 8,424 735 9,159

本土 岩手県 一戸町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 11 基 4,211 1,050 5,261

本土 宮城県 名取市 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,676 552 2,228

本土 宮城県 岩沼市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,243 276 1,519

本土 宮城県 大河原町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 524 85 609

本土 宮城県 美里町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 305 524 829

本土 秋田県 能代市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 10,098 479 10,577

本土 秋田県 能代市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 58 基

本土 山形県 鶴岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 949 227 1,176

本土 山形県 鶴岡市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基

本土 福島県 浅川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 486 183 669

本土 福島県 三春町 浄化槽設置整備事業 通常事業 11 基 8,222 779 9,001

本土 福島県 三春町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 45 基

規模
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本土 福島県 矢祭町 浄化槽設置整備事業 通常事業 21 基 608 1,326 1,934

本土 福島県 塙町 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 690 524 1,214

本土 茨城県 石岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 112 基 17,239 2,663 19,902

本土 茨城県 筑西市 浄化槽設置整備事業 通常事業 170 基 9,525 3,834 13,359

本土 茨城県 那珂市 浄化槽設置整備事業 通常事業 73 基 5,946 3,512 9,458

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 70 基 33,499 98 33,597

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

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 52 基 5,595 3,412 9,007

本土 群馬県 館林市 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 30 基 1,505 102 1,607

本土 群馬県 館林市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 222 ㎡

本土 群馬県 みどり市 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 109 基 11,705 3,357 15,062

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 16 基 3,829 3,746 7,575

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 41 基 11,331 2,769 14,100

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 30 基 1,215 310 1,525

本土 千葉県 船橋市 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 590 247 837

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 350 基 795 462 1,257

本土 千葉県 八千代市 浄化槽設置整備事業 通常事業 75 基 1,154 666 1,820

本土 千葉県 山武市 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 295 基 5,478 2,276 7,754

本土 東京都 町田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 120 基 3,626 1,000 4,626

本土 東京都 町田市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設（258ｔ/日）、メタンガス化施設（50ｔ/日） 308 ｔ/日

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 20 基 10,200 493 10,693

本土 東京都 青梅市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 45 5ｈ

本土 神奈川県 伊勢原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 0 110 110

本土 神奈川県 松田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 0 308 308

本土 新潟県 妙高市 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 499 381 880

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 150,000 △ 27,803 122,197

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 352 800 1,152



令和元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

本土 福井県 越前市 浄化槽設置整備事業 通常事業 75 基 9,100 117 9,217

本土 山梨県 山梨市 浄化槽設置整備事業 通常事業 19 基 2,197 534 2,731

本土 山梨県 山梨市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 4 基

本土 山梨県 笛吹市 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,426 332 1,758

本土 長野県 佐久市 浄化槽設置整備事業 通常事業 46 基 4,202 1,238 5,440

本土 長野県 小海町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 386 248 634

本土 長野県 佐久穂町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 193 166 359

本土 長野県 富士見町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,238 82 1,320

本土 長野県 飯島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 791 38 829

本土 長野県 松川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 1,029 398 1,427

本土 長野県 下條村 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 183 60 243

本土 長野県 上松町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 497 138 635

本土 長野県 南木曽町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 7,136 1,095 8,231

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 18 基

本土 長野県 生坂村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 221 27 248

本土 長野県 小川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 294 294 588

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 3,431 232 3,663

本土 長野県 穂高広域施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 破砕・選別施設、ストックヤード 3 t/日 0 1,489,087 1,489,087

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（1/2） ごみ焼却施設 120 t/日

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

本土 岐阜県 本巣市 浄化槽設置整備事業 通常事業 90 基 11,864 6,154 18,018

本土 岐阜県 郡上市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 18 基 3,639 3,355 6,994

本土 静岡県 富士市 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 110 基 21,122 89,879 111,001

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 250 ｔ/年

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/年

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 260 基 32,200 3,100 35,300

本土 静岡県 袋井市 浄化槽設置整備事業 通常事業 260 基
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本土 静岡県 牧之原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 111 基 1,012 730 1,742

本土 静岡県 小山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 2,300 1,360 3,660

本土 静岡県 志太広域事務組合 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 0 16,295 △ 6,585 9,710

本土 愛知県 常滑市 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基 1,796 1,120 2,916

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 19 基 3,044 769 3,813

本土 愛知県 東海市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 993 277 1,270

本土 愛知県 田原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 11 基 1,005 250 1,255

本土 愛知県 安城市 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 808 860 1,668

本土 愛知県 安城市 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 17 基

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 0 953,315 953,315

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 豊根村 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 0 689 689

本土 三重県 度会町 浄化槽設置整備事業 通常事業 27 基 2,552 1,770 4,322

本土 三重県 大台町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 32 基 10,060 775 10,835

本土 三重県 明和町 浄化槽設置整備事業 通常事業 65 基 2,167 1,661 3,828

本土 三重県 南伊勢町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 5,170 55 5,225

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 15 基

本土 滋賀県 彦根市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 640 2,059 2,699

本土 滋賀県 長浜市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 138 138 276

本土 京都府 南丹市 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 676 148 824

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 12,710 5,420 18,130

本土 26京都 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/5h

本土 26京都 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 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 3 基 855 1,311 2,166

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 5 基

本土 大阪府 柏原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 841 378 1,219

本土 大阪府 柏原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 3 基
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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 1,134 1,341 2,475

本土 奈良県 黒滝村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 2 基 576 117 693

本土 和歌山県 有田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 95 基 10,800 400 11,200

本土 和歌山県 日高町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 2,938 287 3,225

本土 鳥取県 湯梨浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 196 196 392

本土 島根県 吉賀町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 996 276 1,272

本土 岡山県 吉備中央町 浄化槽設置整備事業 通常事業 21 基 1,997 417 2,414

本土 岡山県 新見市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 25 基 4,773 598 5,371

本土 広島県 府中市 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 3,410 690 4,100

本土 広島県 広島市 最終処分場 恵下埋立地（仮称） 160万 ㎥ 204,968 2,566 207,534

本土 広島県 広島市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 350万 ㎥

本土 広島県 江田島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 41 基 3,863 884 4,747

本土 山口県 岩国市　 浄化槽設置整備事業 通常事業 230 基 7,193 7,180 14,373

本土 山口県 岩国市　 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基

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 1,856 1,189 3,045

本土 徳島県 吉野川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 21 基 1,180 986 2,166

本土 徳島県 神山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 360 589 949

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 2,699 949 3,648

本土 高知県 安芸市 浄化槽設置整備事業 通常事業 41 基 3,715 1,485 5,200

本土 高知県 東洋町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 248 138 386

本土 高知県 佐川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 3,640 1,000 4,640

本土 福岡県 小郡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 0 267 267

本土 長崎県 平戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業 120 基 13,130 400 13,530

本土 長崎県 川棚町 浄化槽設置整備事業 通常事業 19 基 2,754 46 2,800

本土 熊本県 産山村 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 1,185 221 1,406

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） 3 基

本土 熊本県 甲佐町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 5,279 1,249 6,528
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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 37 基 4,696 953 5,649

本土 大分県 竹田市 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 58 基 11,000 7,300 18,300

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 80 基 4,661 6,401 11,062

本土 宮崎県 日向市 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 70 基 1,400 400 1,800

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 45 基 8,568 7,527 16,095

本土 宮崎県 都農町 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 2,821 1,722 4,543

本土 宮崎県 高千穂町 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 138 402 540

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 164 基 70,450 8,215 78,665

本土 宮崎県 宮崎市 浄化槽市町村整備推進事業 公的施設・防災拠点単独処理浄化槽集中転換事業 1 基

本土 宮崎県 宮崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基

本土 鹿児島県 枕崎市 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 50 基 11,698 1,415 13,113

本土 鹿児島県 阿久根市 浄化槽設置整備事業 通常事業 73 基 3,946 3,142 7,088

本土 鹿児島県 出水市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 6,241 600 6,841
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本土 岩手県 一関市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1,515 基 38,658 △ 38,658 0

本土 秋田県 横手市 浄化槽設置整備事業 通常事業 200 基 20,001 △ 20,001 0

本土 福島県 平田村 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 504 △ 168 336

本土 福島県 矢祭町 浄化槽設置整備事業 通常事業 21 基 998 △ 186 812

本土 福島県 塙町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 90 △ 50 40

本土 福島県 会津坂下町 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 441 △ 245 196

本土 福島県 川内村 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 140 △ 2 138

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 34 基 12,513 △ 3,306 9,207

本土 栃木県 栃木市 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 784 基 21,208 △ 21,208 0

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 20 基 414 △ 414 0

本土 栃木県 益子町 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 250 基 4,020 △ 4,020 0

本土 栃木県 茂木町 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 40 基 6,564 △ 6,564 0

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 320 基 3,902 △ 3,902 0

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 60 基 1,500 △ 1,500 0

本土 群馬県 館林市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 222 ㎡ 0 3,821 3,821

本土 千葉県 船橋市 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 916 △ 554 362

本土 千葉県 白井市 浄化槽設置整備事業 通常事業 65 基 1,448 △ 604 844

本土 千葉県 長南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 842 238 1,080

本土 神奈川県 海老名市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 359 △ 221 138

本土 神奈川県 松田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,488 △ 308 1,180

本土 新潟県 糸魚川市 最終処分場 一般廃棄物最終処分場 6,000 ㎥ 0 14,592 14,592

本土 福井県 越前市 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 25,739 △ 22,190 3,549

本土 岐阜県 瑞穂市 浄化槽設置整備事業 通常事業 256 基 31,359 △ 31,359 0

本土 愛知県 春日井市 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 1,190 基 36,722 △ 36,722 0

本土 愛知県 豊田市 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 1,080 基 21,390 △ 21,390 0

本土 愛知県 西尾市 浄化槽設置整備事業 通常事業 450 基 17,280 △ 17,280 0

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 735,090 554 735,644

規模
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本土 京都府 枚方京田辺環境施設組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 15,453 △ 15,453 0

本土 奈良県 奈良市 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 746 △ 608 138

本土 奈良県 桜井市 浄化槽設置整備事業 通常事業 24 基 1,051 △ 913 138

本土 奈良県 平群町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 1,112 △ 1,112 0

本土 広島県 安芸高田市 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 83 基 39,400 △ 39,400 0

本土 山口県 美祢市 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 497 △ 69 428

本土 香川県 丸亀市 浄化槽設置整備事業 通常事業 343 基 57,498 △ 37,395 20,103

本土 香川県 丸亀市 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 48 基

本土 愛媛県 愛南町 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 620 基 47,059 △ 47,059 0

本土 福岡県 久留米市 浄化槽設置整備事業 通常事業 142 基 76 △ 76 0

本土 福岡県 宮若市 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 150 △ 150 0

本土 佐賀県 武雄市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 250 基 100,508 △ 100,508 0

本土 熊本県 球磨村 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 248 △ 248 0

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 148 基 68,933 △ 68,933 0

本土 鹿児島県 鹿屋市 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 30 基 53,807 △ 47,477 6,330
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北海道 北海道 苫小牧市 浄化槽設置整備事業 0 基 130 △ 130 0
北海道 北海道 西いぶり広域連合 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 182 t/日 13,620 △ 4,453 9,167
北海道 北海道 浦河町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,245 △ 412 833
北海道 北海道 函館市 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 300 t/日

北海道 北海道 函館市 浄化槽設置整備事業 33 基

北海道 北海道 森町 計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 52 ｋｌ/日 3,416 △ 2,359 1,057
北海道 北海道 森町 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 52 ｋｌ/日 110,700 △ 21,318 89,382
北海道 北海道 旭川市 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター 20 t/日

北海道 北海道 旭川市 浄化槽設置整備事業 16 基

北海道 北海道 幌加内町 計画支援事業（1/3） 最終処分場 2,530 ㎥ 9,786 △ 564 9,222
北海道 北海道 幌加内町 最終処分場 最終処分場 2,530 ㎥ 5,353 1,298 6,651
北海道 北海道 稚内市 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター 4.6 t/日 4,025 △ 542 3,483
北海道 北海道 稚内市 浄化槽設置整備事業 4 基 1,850 △ 1,292 558
北海道 北海道 西天北五町衛生施設組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設(1/3) ごみ燃料化施設 0.4 t/日 126,990 14,153 141,143
北海道 北海道 釧路市 浄化槽設置整備事業 2 基 471 △ 147 324
北海道 北海道 標茶町 計画支援事業（1/3） ストックヤード 300 ㎥

北海道 北海道 標茶町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 300 ㎥

北海道 北海道 標茶町 浄化槽設置整備事業 19 基

北海道 北海道 釧路広域連合 長寿命化総合計画策定支援事業(1/3) ごみ焼却施設 240.0 t/日 3,000 △ 467 2,533
北海道 北海道 釧路広域連合 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設 240.0 t/日 3,000 △ 1,647 1,353
北海道 北海道 岩見沢市 浄化槽設置整備事業 18 基 5,387 △ 3,046 2,341
北海道 北海道 芦別市 浄化槽設置整備事業 6 基 1,173 △ 440 733
北海道 北海道 三笠市 浄化槽設置整備事業 2 基 871 △ 577 294
北海道 北海道 由仁町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,321 △ 224 1,097
北海道 北海道 長沼町 浄化槽設置整備事業 16 基 1,448 58 1,506
北海道 北海道 新十津川町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,097 △ 200 897
北海道 北海道 小樽市 浄化槽設置整備事業 1 基 234 △ 117 117
北海道 北海道 ニセコ町 浄化槽設置整備事業 17 基 2,259 △ 235 2,024
北海道 北海道 倶知安町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,060 △ 178 882
北海道 北海道 室蘭市 浄化槽設置整備事業 2 基 528 △ 294 234
北海道 北海道 伊達市 浄化槽設置整備事業 11 基 2,873 △ 1,523 1,350
北海道 北海道 壮瞥町 浄化槽設置整備事業 3 基 531 △ 60 471
北海道 北海道 洞爺湖町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,232 △ 381 851
北海道 北海道 むかわ町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,801 △ 215 1,586
北海道 北海道 日高町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,281 118 1,399
北海道 北海道 新冠町 浄化槽設置整備事業 9 基 1,287 16 1,303
北海道 北海道 新ひだか町 浄化槽設置整備事業 17 基 1,488 773 2,261
北海道 北海道 木古内町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,957 △ 1,224 733
北海道 北海道 七飯町 浄化槽設置整備事業 9 基 4,913 △ 3,798 1,115
北海道 北海道 八雲町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,635 △ 813 822
北海道 北海道 乙部町 浄化槽設置整備事業 1 基 784 △ 784 0
北海道 北海道 今金町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,087 △ 196 891
北海道 北海道 東川町 浄化槽設置整備事業 18 基 1,987 243 2,230
北海道 北海道 美瑛町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,818 △ 411 1,407
北海道 北海道 上富良野町 浄化槽設置整備事業 14 基 1,843 △ 92 1,751
北海道 北海道 南富良野町 浄化槽設置整備事業 2 基 244 △ 235 9
北海道 北海道 剣淵町 浄化槽設置整備事業 6 基 665 98 763
北海道 北海道 増毛町 浄化槽設置整備事業 2 基 247 △ 247 0
北海道 北海道 浜頓別町 浄化槽設置整備事業 2 基 352 △ 118 234
北海道 北海道 斜里町 浄化槽設置整備事業 4 基 1,470 △ 833 637
北海道 北海道 小清水町 浄化槽設置整備事業 8 基 1,562 △ 827 735
北海道 北海道 佐呂間町 浄化槽設置整備事業 2 基 665 △ 461 204
北海道 北海道 雄武町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,773 △ 147 1,626
北海道 北海道 新得町 浄化槽設置整備事業 3 基 626 △ 245 381
北海道 北海道 中札内村 浄化槽設置整備事業 5 基 558 117 675
北海道 北海道 豊頃町 浄化槽設置整備事業 6 基 871 △ 29 842
北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 4 基 1,173 △ 645 528
北海道 北海道 弟子屈町 浄化槽設置整備事業 6 基 2,633 △ 1,870 763
北海道 北海道 鶴居村 浄化槽設置整備事業 0 基 352 △ 352 0
北海道 北海道 別海町 浄化槽設置整備事業 26 基 4,083 △ 519 3,564

6,288 △ 30 6,258

71,762 135 71,897

規模

21,404 △ 217 21,187
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北海道 北海道 厚真町 浄化槽市町村整備推進事業 48 基 15,556 △ 1,116 14,440
北海道 北海道 島牧村 浄化槽市町村整備推進事業 18 基 6,675 △ 494 6,181
北海道 北海道 標津町 浄化槽市町村整備推進事業 9 基 4,255 △ 294 3,961
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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 ㎡

離島 長崎県 佐世保市 長寿命化総合計画策定事業 し尿処理施設 8 kl/日

離島 長崎県 対馬市 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 60 t/日

離島 長崎県 対馬市 浄化槽設置整備事業 304 基

離島 長崎県 五島市 エネルギー回収型廃棄物処理施設
・旧焼却施設解体撤去工事
・焼却施設整備

41 t/日

離島 長崎県 五島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 245 基

離島 長崎県 平戸市 施設整備に関する計画支援事業
・焼却施設解体撤去工事
・ストックヤード建設工事

494 ㎡

離島 長崎県 平戸市 浄化槽設置整備事業 21 基

離島 長崎県 壱岐市 浄化槽設置整備事業 100 基 21,389 △ 2,451 18,938

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

奄美 鹿児島県 喜界町 焼却施設 焼却施設 8 t/日

奄美 鹿児島県 喜界町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基

147,684 △ 33,092 114,592

171,468 3,506 174,974

53,789 △ 24,455 29,334

2,183 △ 56 2,127

25,407 △ 4,152 21,255

17,769 △ 4,081 13,688

規模



令和元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 基幹的設備改造 焼却施設 450 t/日 617,715 29,064 646,779

規模



令和元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 合計額

沖縄 沖縄県 那覇市南風原町環境施設組合 基幹的設備改造 焼却施設 450 t/日 100,000 1,106 101,106

規模



令和元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 大阪府 泉佐野市田尻町清掃施設組合、熊取町 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 5,323 △ 43 5,323

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設（生活環境影響調査） 28,803 △ 8,318 20,485

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設（地質調査）

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設（土壌調査）

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設（基本計画策定）

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設（基本設計・事業者選定支援）

規模



令和元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 埼玉県 久喜市 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 4,333 △ 4,333 0

本土 千葉県 南房総市 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 1,404 △ 1,404 0

本土 千葉県 鋸南町 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 1,439 △ 1,439 0

規模



令和元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 秋田県 大館市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 90 t/日 0 28,297 28,297

本土 埼玉県 蕨戸田衛生センター組合 先進的設備導入事業 粗大ごみ処理施設 30 t/8h 96,250 △ 5,390 90,860

本土 千葉県 松戸市 先進的設備導入事業 リサイクルセンター 80 t/日 140,277 1,212 141,489

本土 千葉県 東金市外三市町清掃組合 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 9,730 △ 2,379 7,351

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合（有明清掃工場） 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 400 t/日 347,331 15,608 362,939

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合（大田清掃工場第一工場） 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 600 t/日 30,628 16,955 47,583

本土 新潟県 小千谷市 施設整備に関する計画支援事業 先進的設備導入事業 3,005 △ 1,406 1,599

本土 新潟県 小千谷市 施設整備に関する計画支援事業 先進的設備導入事業

本土 新潟県 小千谷市 長寿命化総合計画策定支援事業 先進的設備導入事業

本土 新潟県 小千谷市 長寿命化総合計画策定支援事業 先進的設備導入事業

本土 新潟県 妙高市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設 2,750 △ 1,837 913

本土 富山県 砺波広域圏事務組合 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 90 t/日 16,823 △ 467 16,356

本土 大阪府 茨木市 長寿命化総合計画策定支援事業 先進的設備導入事業 24,284 △ 1,033 23,251

本土 大阪府 茨木市 施設整備に関する計画支援事業 先進的設備導入事業

本土 奈良県 香芝・王寺環境施設組合施設 エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（1/2） ごみ焼却施設 120 t/日 130,636 △ 128,626 2,010

本土 奈良県 香芝・王寺環境施設組合施設 エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（1/3） ごみ焼却施設 120 t/日

本土 香川県 坂出、宇多津広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業 先進的設備導入事業 0 6,050 6,050

本土 香川県 坂出、宇多津広域行政事務組合 長寿命化総合計画策定支援事業 先進的設備導入事業

本土 高知県 安芸広域市町村圏事務組合 長寿命化総合計画策定支援事業 先進的設備導入事業 666 12 678

本土 鹿児島県 曽於市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 24 t/8h 268,460 △ 30,452 238,008

規模


