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平成２７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 今回内示額

本土 青森県 弘前市 最終処分場 224,000 m3 220,394
本土 秋田県 横手市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 30 t/日

本土 秋田県 横手市 高効率ごみ発電施設（1/2） 95 t/日

本土 秋田県 横手市 高効率ごみ発電施設（1/3） 95 t/日

本土 栃木県 小山広域保健衛生組合 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 30.4 t/日

本土 栃木県 小山広域保健衛生組合 有機性廃棄物リサイクル推進施設 ごみ堆肥化施設 4.1 t/日

本土 栃木県 小山広域保健衛生組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 70 t/日

本土 栃木県 小山広域保健衛生組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 70 t/日

本土 東京都 西秋川衛生組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 11.2 t/日 166,872
本土 東京都 武蔵野市 高効率ごみ発電施設（1/2） 120 t/日

本土 東京都 武蔵野市 高効率ごみ発電施設（1/3） 120 t/日

本土 東京都 武蔵野市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 10 t/日

本土 東京都 東村山市 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 31 t/日 3,858
本土 東京都 町田市 マテリアルリサイクル推進施設 4.9 t/日 86,357
本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 500 t/日

本土 東京都 東京二十三区清掃一部事務組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 500 t/日

本土 東京都 多摩ニュータウン環境組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 400 t/日 25,606
本土 神奈川県 二宮町 マテリアルリサイクル推進施設 14 t/日 59,066
本土 神奈川県 横浜市 最終処分場 400万 ㎥

本土 神奈川県 横浜市 最終処分場再生事業 427万 ㎥

956,318

1,711,377

規模

503,902

652,251

1,429,960



平成２７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 今回内示額規模

本土 神奈川県 相模原市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,700 ㎡

本土 神奈川県 相模原市 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 89 kℓ/日

本土 神奈川県 湯河原町真鶴町衛生組合 最終処分場再生事業 70,000 m3 325,004
本土 新潟県 新潟市 マテリアルリサイクル推進施設 630 m3 69,229
本土 岐阜県 西濃環境整備組合 最終処分場 19,200 m3 43,489
本土 岐阜県 岐阜市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 450 t/日

本土 岐阜県 岐阜市 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 260 kℓ/日

本土 三重県 四日市市 マテリアルリサイクル推進施設 32 t/日 363,211
本土 和歌山県 和歌山市 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 500 kl/日 966,721
本土 和歌山県 串本町 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/日 157,436
本土 和歌山県 紀の海広域施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 17 t/日

本土 和歌山県 紀の海広域施設組合 エネルギー回収推進施設 熱回施設(焼却) 135 t/日

本土 島根県 大田市 最終処分場 50,000 m3 36,527
本土 島根県 松江市 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 51 ｋｌ/日 130,586
本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 38 ｔ/日

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 128 ｔ/日

本土 岡山県 津山圏域資源循環施設組合 最終処分場 最終処分場 30,000 m3

本土 岡山県 備前市 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 34 kℓ/日 177,959
本土 岡山県 倉敷市 基幹的設備改良事業（1/2） ごみ焼却施設 300 t/日 1,122,701
本土 岡山県 新見市 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 43 kℓ/日 216,052
本土 愛媛県 伊予市松前町共立衛生組合 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 68 kl/日 62,040

164,747

404,984

28,812

75,725
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本土 高知県 香南清掃組合 エネルギー回収推進施設 熱回収施設 120 t/日 262,463
本土 高知県 高幡東部清掃組合 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 64  kl/日 184,637
本土 福岡県 福岡市 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 65 kl/日 27,769
本土 福岡県 久留米市 マテリアルリサイクル推進施設 51 t/5h 575,442
本土 佐賀県 佐賀県西部広域環境組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 22 t/日 283,967
本土 長崎県 長崎市 高効率ごみ発電施設（1/2） 240 t/日 1,464,948
本土 大分県 豊後大野市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 50 t/日 235,757



平成２７年度循環型社会形成推進交付金
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北海道 北海道 札幌市 最終処分場 1,473,000 ㎥ 24,450
北海道 北海道 北見市 廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業（１／２） ごみ焼却施設 165 t/日 13,500
北海道 北海道 岩内地方衛生組合 最終処分場 23,500 ㎥ 28,818

規模



平成２７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 今回内示額

本土 栃木県 鹿沼市 基幹的設備改良事業（1/2） 177 t/日 1,487,711
本土 新潟県 新潟市 基幹的設備改良事業（1/2） 390 t/日 1,293,060
本土 三重県 四日市市 高効率ごみ発電施設（1/2） 336 t/日

本土 三重県 四日市市 高効率ごみ発電施設（1/3） 336 t/日

本土 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 高効率ごみ発電施設（1/2） 525 t/日

本土 大阪府 豊中市伊丹市クリーンランド 高効率ごみ発電施設（1/3） 525 t/日

本土 山口県 下関市 高効率ごみ発電施設（1/2） 170 t/日 1,476,128
本土 佐賀県 佐賀県西部広域環境組合 エネルギー回収推進施設 205 t/日 1,370,500

規模

4,155,419

1,923,059


