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平成２３年度循環型社会形成推進交付金

（単位：千円）

北海道 北海道 中札内村 23-27 浄化槽設置整備事業 1,468 △ 29 1,439

北海道 北海道 豊頃町 23-26 浄化槽設置整備事業 528 △ 147 381

北海道 北海道 厚真町 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 20,488 △ 1,721 18,767

北海道 北海道 斜里町 17-23 エネルギー回収推進施設 ごみ燃料化施設 12 t/日

北海道 北海道 斜里町 17-23 最終処分場 17,000 m3/15年

北海道 北海道 斜里町 17-23 浄化槽設置整備事業

北海道 北海道 稚内市 19-23 高効率原燃料回収施設 31 t/日

北海道 北海道 稚内市 19-23 浄化槽設置整備事業

北海道 北海道 平取町 19-23 浄化槽設置整備事業 232 △ 232 0

北海道 北海道 むかわ町 19-23 浄化槽設置整備事業 1,577 △ 264 1,313

北海道 北海道 北広島市 20-24 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 183 t/日 28,708 △ 28,708 0

北海道 北海道 由仁町 20-24 浄化槽設置整備事業 1,321 △ 558 763

北海道 北海道 北斗市 21-25 マテリアルリサイクル推進施設 破砕処理施設 10.3 t/日

北海道 北海道 北斗市 21-25 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

北海道 北海道 北斗市 21-25 浄化槽市町村整備推進事業

北海道 北海道 紋別市 21-25 浄化槽設置整備事業 2,496 △ 61 2,435

北海道 北海道 根室市 22-28 最終処分場再生事業 3.27 t/日

北海道 北海道 根室市 22-28 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、最終処分場

北海道 北海道 松前町 22-26 浄化槽設置整備事業 1,008 △ 196 812

北海道 北海道 知内町 22-26 浄化槽設置整備事業 1,908 △ 1,145 763

北海道 北海道 せたな町 22-26 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 し尿処理施設 16 kℓ/日 21,201 5,300 26,501

北海道 北海道 江別市 22-26 浄化槽設置整備事業 1,185 △ 30 1,155

北海道 北海道 北見市 22-26 浄化槽設置整備事業 5,454 △ 264 5,190

北海道 北海道 函館市 22-26 浄化槽設置整備事業 4,384 △ 226 4,158

北海道 北海道 旭川市 23-27 浄化槽設置整備事業 4,560 30 4,590

北海道 北海道 岩見沢市 17-23 浄化槽設置整備事業 6,550 △ 1,262 5,288

北海道 北海道 長万部町 22-26 浄化槽設置整備事業 431 △ 118 313

北海道 北海道 当麻町 17-23 浄化槽設置整備事業 1,057 △ 294 763

北海道 北海道 比布町 22-26 浄化槽設置整備事業 351 △ 117 234

12,854 △ 267

11,258

12,587

134,383 55,480

198,152

189,863
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北海道 北海道 佐呂間町 22-26 浄化槽設置整備事業 313 △ 196 117

北海道 北海道 新冠町 17-23 浄化槽設置整備事業 1,997 499 2,496

北海道 北海道 様似町 22-26 浄化槽設置整備事業 147 △ 147 0

北海道 北海道 新ひだか町 22-26 浄化槽設置整備事業 184 △ 184 0

北海道 北海道 新得町 22-26 浄化槽設置整備事業 920 265 1,185

北海道 北海道 別海町 22-26 浄化槽設置整備事業 4,438 △ 276 4,162

北海道 北海道 羅臼町 22-27 浄化槽設置整備事業 2,934 △ 793 2,141

北海道 北海道 壮瞥町 17-23 浄化槽市町村整備推進事業 3,513 △ 756 2,757

北海道 北海道 上ノ国町 22-26 浄化槽市町村整備推進事業 3,042 △ 3,042 0

北海道 北海道 登別市 23-27 廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業 1,592 500 2,092

北海道 北海道 島牧村 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 11,049 △ 60 10,989

北海道 北海道 小樽市 23-32 浄化槽設置整備事業 234 △ 234 0

本土 青森県 三戸地区塵芥処理事務組合 20-24 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,000 ㎡ 8,729 △ 21 8,708

本土 青森県 青森市 23 浄化槽設置整備事業 4,232 △ 307 3,925

本土 岩手県 宮古地区広域行政組合 19-23 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 250 ㎡ 541 △ 192 349

本土 岩手県 普代村 22-26 浄化槽設置整備事業 972 △ 678 294

本土 岩手県 山田町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,486 △ 898 588

本土 岩手県 紫波町 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 38,127 △ 20,063 18,064

本土 宮城県 栗原市 21-25 浄化槽設置整備事業

本土 宮城県 栗原市 21-25 浄化槽市町村整備推進事業

本土 宮城県 栗原市 21-25 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 宮城県 東松島市 23-27 浄化槽設置整備事業 3,274 △ 202 3,072

本土 宮城県 柴田町 23-27 浄化槽設置整備事業 3,040 △ 472 2,568

本土 宮城県 女川町 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 12,620 △ 12,620 0

本土 山形県 飯豊町 22-26 浄化槽設置整備事業

本土 山形県 飯豊町 22-26 浄化槽市町村整備推進事業

本土 山形県 山形市 21-25 浄化槽設置整備事業 614 △ 497 117

本土 山形県 天童市 23-27 浄化槽設置整備事業 622 △ 475 147

本土 山形県 尾花沢市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,752 △ 331 1,421

825 △ 384 441

49,950 △ 5,876 44,074
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本土 山形県 山辺町 23-27 浄化槽設置整備事業 546 △ 283 263

本土 山形県 金山町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,869 △ 635 1,234

本土 山形県 鮭川村 23-27 浄化槽設置整備事業 1,204 △ 235 969

本土 福島県 いわき市 19-23 最終処分場 600,000 m3

本土 福島県 いわき市 19-23 浄化槽設置整備事業

本土 福島県 三春町 18-23 浄化槽設置整備事業

本土 福島県 三春町 18-23 浄化槽市町村整備推進事業

本土 福島県 相馬市 22-23 浄化槽設置整備事業 5,286 249 5,535

本土 福島県 伊達市 18-23 浄化槽設置整備事業 12,675 △ 2,154 10,521

本土 福島県 川内村 23-27 浄化槽設置整備事業 892 △ 892 0

本土 茨城県 龍ヶ崎市 22-26 浄化槽設置整備事業 6,067 △ 29 6,038

本土 茨城県 取手市 23-27 浄化槽設置整備事業 5,011 △ 32 4,979

本土 栃木県 那須町 23-27 浄化槽設置整備事業 20,759 △ 6,525 14,234

本土 栃木県 壬生町 19-23 浄化槽設置整備事業 2,784 △ 1,036 1,748

本土 栃木県 上三川町 19-23 浄化槽設置整備事業 585 △ 254 331

本土 栃木県 鹿沼市 19-23 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 1,260 ㎡ 2,956 △ 922 2,034

本土 栃木県 宇都宮市 19-23 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 103,750 △ 18,241 85,509

本土 群馬県 甘楽町 22-26 浄化槽設置整備事業 801 △ 522 279

本土 群馬県 高山村 22-26 浄化槽設置整備事業 639 △ 240 399

本土 群馬県 昭和村 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 7,855 △ 5,166 2,689

本土 埼玉県 さいたま市 18-24 高効率ごみ発電施設

本土 埼玉県 さいたま市 18-24 浄化槽設置整備事業

本土 埼玉県 川口市 22-26 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 焼却施設

本土 埼玉県 川口市 22-26 浄化槽設置整備事業

本土 埼玉県 鴻巣市 21-25 浄化槽設置整備事業 2,206 △ 1,598 608

本土 埼玉県 白岡町 23-27 浄化槽設置整備事業 3,288 △ 138 3,150

本土 埼玉県 熊谷市 21-23 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 埼玉県 熊谷市 21-23 浄化槽設置整備事業

本土 埼玉県 川越市 21-23 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 7,596 △ 909 6,687

906,749 1,819,840 2,726,589

17,285 166 17,451

7,068 △ 4,350 2,718

8,600 △ 401 8,199

25,294 △ 298 24,996
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本土 埼玉県 川島町 21-23 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 20,527 △ 409 20,118

本土 埼玉県 ときがわ町 21-23 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 37,666 △ 9,252 28,414

本土 埼玉県 東秩父村 21-23 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 8,633 △ 978 7,655

本土 埼玉県 鳩山町 22-23 浄化槽市町村整備推進事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 7,811 △ 1,624 6,187

本土 埼玉県 羽生市 23-26 浄化槽設置整備事業 3,072 △ 101 2,971

本土 埼玉県 行田市 23-27 浄化槽設置整備事業 4,977 △ 361 4,616

本土 埼玉県 春日部市 23-27 浄化槽設置整備事業 931 △ 221 710

本土 埼玉県 上尾市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,054 △ 87 967

本土 埼玉県 桶川市 23-27 浄化槽設置整備事業 440 △ 20 420

本土 埼玉県 坂戸市 23-27 浄化槽設置整備事業 4,230 △ 162 4,068

本土 埼玉県 日高市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,078 △ 222 856

本土 埼玉県 毛呂山町 23-28 浄化槽設置整備事業 1,493 △ 996 497

本土 埼玉県 皆野町 23-27 浄化槽設置整備事業 2,630 △ 1,056 1,574

本土 埼玉県 東秩父村 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 2,089 △ 123 1,966

本土 埼玉県 杉戸町 23-27 浄化槽設置整備事業 497 △ 387 110

本土 千葉県 印西地区環境整備事業組合 19-23 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、エネルギー回収推進施設 3,849 △ 3,849 0

本土 千葉県 白井市 22-23 浄化槽設置整備事業 1,527 △ 7 1,520

本土 千葉県 千葉市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,824 △ 168 1,656

本土 千葉県 我孫子市 23-27 浄化槽設置整備事業 3,315 △ 1 3,314

本土 千葉県 芝山町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,260 △ 152 1,108

本土 千葉県 長南町 23-27 浄化槽設置整備事業 2,921 △ 1,357 1,564

本土 千葉県 鋸南町 23-27 浄化槽設置整備事業 3,390 △ 1,070 2,320

本土 千葉県 銚子市 23-23 浄化槽設置整備事業 1,050 △ 110 940

本土 神奈川県 寒川町 19-23 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 56 t/日 411,034 △ 111 410,923

本土 神奈川県 茅ヶ崎市 19-23 浄化槽設置整備事業 2,281 △ 1,024 1,257

本土 神奈川県 大磯町 20-24 浄化槽設置整備事業 308 △ 308 0

本土 神奈川県 鎌倉市 20-26 浄化槽設置整備事業 469 △ 469 0
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本土 神奈川県 相模原市 23-27 浄化槽設置整備事業

本土 神奈川県 相模原市 23-27 浄化槽市町村整備推進事業

本土 神奈川県 相模原市 23-27 施設整備に関する計画支援事業 ストックヤード、汚泥再生処理センター

本土 神奈川県 相模原市 21-23 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 神奈川県 相模原市 21-23 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 神奈川県 葉山町 18-23 浄化槽設置整備事業 550 △ 550 0

本土 神奈川県 山北町 18-23 浄化槽設置整備事業

本土 神奈川県 山北町 18-23 浄化槽市町村整備推進事業

本土 神奈川県 真鶴町 18-23 浄化槽設置整備事業 306 △ 306 0

本土 神奈川県 開成町 23-27 浄化槽設置整備事業 584 △ 584 0

本土 神奈川県 湯河原町 23-27 浄化槽設置整備事業 168 △ 168 0

本土 新潟県 三条市 18-24 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 11 t/日

本土 新潟県 三条市 18-24 高効率ごみ発電施設 160 t/日

本土 新潟県 三条市 18-24 最終処分場 50,700 m3

本土 新潟県 三条市 18-24 施設整備に関する計画支援事業 リサイクルセンター、ストックヤード、熱回収施設、汚泥再生処理センター、最終処分場、廃棄物処理施設耐震化事業

本土 新潟県 新潟市 19-23 高効率ごみ発電施設 330 t/日

本土 新潟県 新潟市 19-23 最終処分場 最終処分場 500,000 m3

本土 新潟県 新潟市 19-23 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 71 kℓ/日

本土 新潟県 新潟市 19-23 浄化槽設置整備事業

本土 新潟県 新潟市 19-23 浄化槽市町村整備推進事業

本土 新潟県 胎内市 21-25 浄化槽設置整備事業 294 △ 294 0

本土 新潟県 五泉市 22-26 浄化槽設置整備事業 7,947 △ 365 7,582

本土 新潟県 上越市 22-26 浄化槽市町村整備推進事業 3,514 △ 102 3,412

本土 新潟県 阿賀町 23-27 浄化槽設置整備事業 588 △ 324 264

本土 新潟県 津南町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,557 △ 441 1,116

本土 富山県 小矢部市 17-23 浄化槽設置整備事業 3,329 △ 969 2,360

本土 富山県 射水市 19-23 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 500.0 ㎡

本土 富山県 射水市 19-23 浄化槽設置整備事業

2,905,779 58,922 2,964,701

27,329 △ 30 27,299

11,664 △ 11,440 224

2,141,698 △ 10,787 2,130,911

106,061 △ 35,441 70,620
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本土 富山県 氷見市 18-23 浄化槽設置整備事業

本土 富山県 氷見市 18-23 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 石川県 七尾市 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 15,000 △ 8,000 7,000

本土 福井県 あわら市 23-27 浄化槽設置整備事業 264 △ 264 0

本土 福井県 高浜町 23-27 浄化槽設置整備事業 117 △ 117 0

本土 山梨県 山梨市 19-23 廃棄物処理施設における長寿命化計画策定支援事業

本土 山梨県 山梨市 19-23 浄化槽設置整備事業

本土 山梨県 甲府市 19-23 浄化槽設置整備事業

本土 山梨県 甲府市 19-23 浄化槽市町村整備推進事業

本土 山梨県 市川三郷町 23-27 浄化槽設置整備事業 248 △ 248 0

本土 山梨県 早川町 23-27 浄化槽設置整備事業 528 △ 264 264

本土 山梨県 南部町 23-27 浄化槽設置整備事業 9,257 △ 1,353 7,904

本土 長野県 富士見町 17-23 浄化槽設置整備事業 2,070 △ 54 2,016

本土 長野県 大町市 18-23 浄化槽設置整備事業 7,264 △ 417 6,847

本土 岐阜県 安八町 22-26 浄化槽設置整備事業 352 △ 352 0

本土 岐阜県 各務原市 19-23 浄化槽設置整備事業 3,815 △ 3,815 0

本土 岐阜県 富加町 23-27 浄化槽設置整備事業 576 △ 576 0

本土 岐阜県 川辺町 23-27 浄化槽設置整備事業 607 △ 607 0

本土 岐阜県 関ヶ原町 22-26 浄化槽設置整備事業 294 △ 294 0

本土 静岡県 磐田市 19-23 浄化槽設置整備事業 17,706 △ 1,438 16,268

本土 静岡県 静岡市 23-29 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード（西ヶ谷） 1,600 ㎡

本土 静岡県 静岡市 23-29 浄化槽設置整備事業

本土 静岡県 熱海市 23-27 浄化槽設置整備事業 364 △ 76 288

本土 静岡県 函南町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,510 △ 449 1,061

本土 愛知県 豊川市 22-26 浄化槽設置整備事業 727 △ 727 0

本土 愛知県 大口町 23-27 浄化槽設置整備事業 137 △ 137 0

本土 愛知県 東栄町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,123 △ 295 828

本土 三重県 熊野市 17-23 施設整備に関する計画支援事業 汚泥再生処理センター

本土 三重県 熊野市 17-23 浄化槽設置整備事業

32,391 △ 11,245 21,146

6,277 △ 2,814 3,463

1,656 △ 64 1,592

16,010 △ 2,691 13,319

6,529 △ 30 6,499



平成２３年度循環型社会形成推進交付金

（単位：千円）

施設区分 施設区分詳細 規模 既内示額 第７回内示額地域 都道府県名 事業主体名
地域
計画
期間

総内示額

本土 三重県 鳥羽志勢広域連合 20-26 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 47 t/日

本土 三重県 鳥羽志勢広域連合 20-26 高効率ごみ発電施設 95 t/日

本土 三重県 多気町 21-23 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 19,000 △ 1,813 17,187

本土 滋賀県 米原市 21-26 浄化槽設置整備事業 147 △ 147 0

本土 滋賀県 彦根市 23-30 浄化槽設置整備事業 5,503 △ 771 4,732

本土 滋賀県 多賀町 23-30 浄化槽設置整備事業 2,261 △ 532 1,729

本土 滋賀県 日野町 23-32 浄化槽設置整備事業 497 △ 359 138

本土 滋賀県 竜王町 23-32 浄化槽設置整備事業 726 △ 621 105

本土 京都府 与謝野町 19-23 浄化槽設置整備事業 294 △ 207 87

本土 京都府 井手町 21-25 浄化槽設置整備事業 138 △ 138 0

本土 京都府 舞鶴市 21-23 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業 19,689 △ 3,245 16,444

本土 京都府 京都市 23-27 施設整備に関する計画支援事業 高効率原燃料回収施設

本土 京都府 京都市 23-27 浄化槽設置整備事業

本土 京都府 福知山市 23-27 浄化槽設置整備事業 2,306 △ 654 1,652

本土 京都府 笠置町 23-27 浄化槽設置整備事業 633 △ 357 276

本土 大阪府 東大阪都市清掃施設組合 19-23 施設整備に関する計画支援事業 エネルギー回収推進施設・マテリアルリサイクル推進施設 2,748 △ 115 2,633

本土 大阪府 貝塚市 21-23 浄化槽設置整備事業 3,265 △ 690 2,575

本土 大阪府 河内長野市 21-23 浄化槽市町村整備推進事業

本土 大阪府 河内長野市 21-23 浄化槽設置整備事業

本土 大阪府 阪南市 21-23 浄化槽設置整備事業 960 △ 64 896

本土 大阪府 島本町 21-23 浄化槽設置整備事業 951 △ 841 110

本土 大阪府 大阪市 22-27 施設整備に関する計画支援事業 エネルギー回収推進施設 10,433 △ 10,433 0

本土 兵庫県 篠山市 17-23 浄化槽設置整備事業 801 △ 486 315

本土 兵庫県 洲本市 18-24 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,200 ㎡ 40,197 △ 2,218 37,979

本土 兵庫県 加古川市 18-24 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 650 ㎡

本土 兵庫県 加古川市 18-24 浄化槽設置整備事業

本土 兵庫県 市川町 22-26 浄化槽設置整備事業 628 △ 466 162

本土 兵庫県 姫路市 22-26 浄化槽設置整備事業 2,719 △ 839 1,880

本土 兵庫県 豊岡市 23-27 浄化槽設置整備事業 672 △ 555 117

4,940 △ 558 4,382

10,602 △ 220 10,382

112,799 59,135 171,934

4,393 △ 1,733 2,660



平成２３年度循環型社会形成推進交付金

（単位：千円）
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本土 兵庫県 赤穂市 23-27 浄化槽設置整備事業 138 △ 28 110

本土 兵庫県 三田市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,054 △ 668 386

本土 兵庫県 宍粟市 23-27 浄化槽設置整備事業 938 △ 439 499

本土 兵庫県 加東市 23-27 浄化槽設置整備事業 1,171 △ 950 221

本土 兵庫県 猪名川町 23-27 浄化槽設置整備事業 138 △ 138 0

本土 兵庫県 多可町 23-27 浄化槽設置整備事業 738 △ 110 628

本土 兵庫県 稲美町 23-27 浄化槽設置整備事業 680 △ 498 182

本土 兵庫県 神河町 23-27 浄化槽設置整備事業 592 △ 282 310

本土 兵庫県 上郡町 23-27 浄化槽設置整備事業 359 △ 27 332

本土 兵庫県 香美町 23-27 浄化槽設置整備事業 147 △ 30 117

本土 兵庫県 新温泉町 23-27 浄化槽設置整備事業 147 △ 30 117

本土 奈良県 奈良市 20-25 浄化槽設置整備事業 3,847 △ 581 3,266

本土 奈良県 十津川村 19-23 浄化槽設置整備事業 6,135 △ 2,000 4,135

本土 奈良県 葛城市 19-25 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 50 t/日

本土 奈良県 葛城市 19-25 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、エネルギー回収推進施設

本土 和歌山県 岩出市 17-23 ストックヤード 795 ㎡

本土 和歌山県 岩出市 17-23 施設整備に関する計画支援事業 熱回収施設、ストックヤード

本土 和歌山県 岩出市 17-23 浄化槽設置整備事業

本土 和歌山県 みなべ町 18-23 浄化槽設置整備事業 645 △ 139 506

本土 和歌山県 紀南環境衛生施設事務組合 22-26 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 716 △ 716 0

本土 鳥取県 倉吉市 21-26 浄化槽設置整備事業 2,967 △ 940 2,027

本土 鳥取県 三朝町 21-26 浄化槽設置整備事業 351 △ 144 207

本土 鳥取県 智頭町 20-26 浄化槽設置整備事業 588 △ 90 498

本土 鳥取県 日野町 23-27 浄化槽設置整備事業 623 △ 271 352

本土 広島県 坂町 23-27 浄化槽設置整備事業 182 △ 182 0

本土 山口県 萩市 17-23 浄化槽設置整備事業

本土 山口県 萩市 17-23 浄化槽市町村整備推進事業

本土 山口県 下松市 18-23 浄化槽設置整備事業 1,615 △ 903 712

本土 山口県 光市 18-23 浄化槽設置整備事業 4,849 △ 42 4,807

7,514 △ 304 7,210

98,356 149,900 248,256

17,537 △ 10,081 7,456



平成２３年度循環型社会形成推進交付金
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本土 徳島県 阿南市 19-25 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 24 t/日

本土 徳島県 阿南市 19-25 高効率ごみ発電施設 96 t/日

本土 徳島県 阿南市 19-25 浄化槽設置整備事業

本土 徳島県 佐那河内村 18-23 浄化槽設置整備事業 26 △ 26 0

本土 徳島県 松茂町 21-23 浄化槽設置整備事業 855 △ 55 800

本土 徳島県 石井町 23-25 浄化槽設置整備事業 5,572 △ 1,136 4,436

本土 愛媛県 松山市 22-26 高効率ごみ発電施設 １／２事業分 420 t/日

本土 愛媛県 松山市 22-26 高効率ごみ発電施設 １／３事業分 420 t/日

本土 愛媛県 松山市 22-26 浄化槽設置整備事業

本土 愛媛県 松山市 22-26 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

離島 愛媛県 松山市 22-26 浄化槽設置整備事業 8,191 823 9,014

本土 愛媛県 愛南町 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 83,000 △ 5,601 77,399

本土 愛媛県 大洲市 23-27 浄化槽設置整備事業 10,179 △ 837 9,342

本土 高知県 大川村 23-27 浄化槽設置整備事業 359 △ 138 221

本土 福岡県 飯塚市 17-23 浄化槽設置整備事業

本土 福岡県 飯塚市 17-23 浄化槽設置整備事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 福岡県 宗像市 22-26 浄化槽設置整備事業 1,161 △ 885 276

本土 福岡県 広川町 23 浄化槽設置整備事業 9,576 △ 26 9,550

本土 長崎県 西海市 20-24 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 74 k/日

本土 長崎県 西海市 20-24 浄化槽設置整備事業

本土 長崎県 西海市 20-24 浄化槽市町村整備推進事業

本土 長崎県 西海市 20-24 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、エネルギー回収推進施設、有機性廃棄物リサイクル推進施設

離島 長崎県 新上五島町 20-24 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 500 ㎡

離島 長崎県 新上五島町 20-24 浄化槽設置整備事業 浄化槽設置整備事業

本土 長崎県 島原市 19-23 施設整備に関する計画支援事業 ストックヤード、汚泥再生処理センター

本土 長崎県 島原市 19-23 浄化槽設置整備事業

本土 熊本県 熊本市 20-26 浄化槽設置整備事業 30,375 △ 83 30,292

本土 熊本県 菊池市 23-27 浄化槽設置整備事業

本土 熊本県 菊池市 23-27 浄化槽市町村整備推進事業
34,114 △ 3,159 30,955

245,409 △ 42,252 203,157

15,926 △ 331 15,595

77,825 △ 823 77,002

1,797,899 1,216,762 3,014,661

29,106 △ 7,859 21,247

94,648 11,974 106,622
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本土 熊本県 小国町 19-23 浄化槽設置整備事業 1,171 △ 479 692

本土 熊本県 産山村 19-23 浄化槽設置整備事業 833 △ 255 578

本土 熊本県 高森町 19-23 浄化槽設置整備事業 4,756 △ 882 3,874

本土 熊本県 南阿蘇村 22-26 浄化槽設置整備事業 8,652 △ 28 8,624

本土 熊本県 南小国町 23-27 浄化槽市町村整備推進事業 5,042 △ 5,042 0

本土 熊本県 氷川町 23-27 浄化槽設置整備事業 1,240 △ 1,240 0

本土 熊本県 水上村 23-27 浄化槽設置整備事業 680 △ 350 330

本土 熊本県 相良村 23-27 浄化槽設置整備事業 444 △ 444 0

本土 熊本県 五木村 23-27 浄化槽設置整備事業 470 △ 470 0

本土 熊本県 山江村 23-27 浄化槽設置整備事業 524 △ 110 414

本土 熊本県 球磨村 23-27 浄化槽設置整備事業 1,522 △ 196 1,326

本土 大分県 竹田市 21-25 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 6.7 t/日

本土 大分県 竹田市 21-25 浄化槽市町村整備推進事業

本土 大分県 竹田市 21-25 浄化槽市町村整備推進事業 浄化槽整備区域促進特別モデル事業

本土 宮崎県 三股町 17-23 浄化槽設置整備事業 10,286 △ 268 10,018

奄美 鹿児島県 奄美市 22-28 浄化槽設置整備事業 6,943 △ 592 6,351

奄美 鹿児島県 喜界町 22-23 浄化槽設置整備事業 3,691 △ 1,500 2,191

奄美 鹿児島県 徳之島町 22-25 浄化槽設置整備事業 10,790 △ 1,000 9,790

奄美 鹿児島県 和泊町 22-26 浄化槽設置整備事業 1,037 △ 871 166

奄美 鹿児島県 知名町 22-23 浄化槽設置整備事業 6,710 △ 3,527 3,183

奄美 鹿児島県 龍郷町 22-24 浄化槽市町村整備推進事業 25,445 7,490 32,935

214,384 △ 2,110 212,274


