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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 既内示額 今回内示額 総内示額

本土 岩手県 普代村 浄化槽設置整備事業 9 基 1,381 441 1,822
本土 岩手県 奥州市 浄化槽設置整備事業 32 基

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 110 基

本土 岩手県 花巻市 浄化槽設置整備事業 10 基

本土 岩手県 花巻市 浄化槽市町村整備推進事業 78 基

本土 岩手県 住田町 浄化槽設置整備事業 17 基 395 147 542
本土 岩手県 八幡平市 浄化槽設置整備事業 12 基

本土 岩手県 八幡平市 浄化槽市町村整備推進事業 27 基

本土 宮城県 川崎町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,822 276 2,098
本土 宮城県 加美町 浄化槽市町村整備推進事業 30 基 9,013 563 9,576
本土 宮城県 大衡村 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,437 1,463 4,900
本土 秋田県 由利本荘市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、基幹的設備改良事業 4,499 △ 3,761 738
本土 福島県 古殿町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,879 123 2,002
本土 福島県 鮫川村 浄化槽設置整備事業 10 基 1,856 140 1,996
本土 福島県 三春町 浄化槽設置整備事業 17 基

本土 福島県 三春町 浄化槽市町村整備推進事業 46 基

本土 福島県 大玉村 浄化槽設置整備事業 30 基 2,680 334 3,014
本土 栃木県 市貝町 浄化槽設置整備事業 26 基 2,736 244 2,980
本土 栃木県 上三川町 浄化槽設置整備事業 4 基 110 249 359
本土 群馬県 前橋市 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 25 kℓ/日

本土 群馬県 前橋市 計画支援事業（1/3）

本土 群馬県 前橋市 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 279 基

本土 埼玉県 飯能市 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 80 基 12,836 891 13,727
本土 埼玉県 秩父市 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 138 基 58,975 9,910 68,885
本土 千葉県 栄町 浄化槽設置整備事業 6 基 783 63 846
本土 千葉県 成田市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 3,735 ㎡

本土 千葉県 成田市 浄化槽設置整備事業 125 基
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本土 千葉県 船橋市 高効率ごみ発電施設（1/2） 381 t/日

本土 千葉県 船橋市 高効率ごみ発電施設（1/3） 381 t/日

本土 千葉県 船橋市 計画支援事業（1/3） 熱回収施設

本土 千葉県 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 28 t/日

本土 千葉県 夷隅郡市広域市町村圏事務組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 73 t/日

本土 千葉県 野田市 浄化槽設置整備事業 15 基 1,361 66 1,427
本土 東京都 日野市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設 10,520 3,454 13,974
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 t/日

本土 東京都 西秋川衛生組合 計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター

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 0 479 479
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 90,276 4,877 95,153
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） 600 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） 600 t/日

本土 東京都 調布市 計画支援事業（1/3） リサイクルセンター、ストックヤード 29,628 △ 28,499 1,129
本土 神奈川県 藤沢市 計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設

本土 神奈川県 藤沢市 浄化槽設置整備事業 48 基

本土 神奈川県 大磯町 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 神奈川県 大磯町 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 神奈川県 大磯町 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 6 t/日

本土 神奈川県 大磯町 マテリアルリサイクル推進施設 サテライトセンター 32 t/日

本土 神奈川県 大磯町 浄化槽設置整備事業 2 基

本土 神奈川県 横須賀市 高効率ごみ発電施設（1/3） 360 t/日

本土 神奈川県 横須賀市 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 神奈川県 横須賀市 浄化槽設置整備事業 15 基

本土 新潟県 上越市 高効率ごみ発電施設（1/2） 170 t/日

本土 新潟県 上越市 浄化槽設置整備事業 118 基

本土 山梨県 富士川町 浄化槽設置整備事業 14 基 1,740 100 1,840
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本土 長野県 湖周行政事務組合 高効率ごみ発電施設（1/3） 110 t/日

本土 長野県 湖周行政事務組合 高効率ごみ発電施設（1/2） 110 t/日

本土 長野県 湖周行政事務組合 計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設、最終処分場

本土 長野県 湖周行政事務組合 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 長野県 上田市 浄化槽設置整備事業 18 基 3,832 172 4,004
本土 長野県 中野市 浄化槽設置整備事業 1 基 381 147 528
本土 長野県 南相木村 浄化槽設置整備事業 4 基 119 84 203
本土 長野県 中川村 浄化槽設置整備事業 3 基 386 138 524
本土 長野県 阿智村 浄化槽設置整備事業 8 基 691 194 885
本土 長野県 上松町 浄化槽設置整備事業 4 基 855 27 882
本土 長野県 木曽町 浄化槽設置整備事業 10 基 961 56 1,017
本土 長野県 白馬村 浄化槽設置整備事業 30 基 4,707 201 4,908
本土 長野県 栄村 浄化槽市町村整備推進事業 9 基 2,923 70 2,993
本土 岐阜県 高山市 計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設

本土 岐阜県 高山市 浄化槽設置整備事業 25 基

本土 静岡県 吉田町 浄化槽設置整備事業 80 基 8,573 1,008 9,581
本土 三重県 津市 浄化槽設置整備事業 197 基

本土 三重県 津市 浄化槽市町村整備推進事業 230 基

本土 三重県 津市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 89 t/日

本土 三重県 津市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 196 ㎡

本土 三重県 津市 最終処分場 18万 m
3

本土 三重県 津市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、最終処分場

本土 三重県 桑名市 浄化槽設置整備事業 135 基 4,876 129 5,005
本土 三重県 桑名広域清掃事業組合 計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設 35,448 △ 23,554 11,894
本土 京都府 乙訓環境衛生組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 225 t/日 221,548 33,044 254,592
本土 兵庫県 多可町 浄化槽設置整備事業 4 基 542 404 946
本土 奈良県 高取町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,894 62 1,956
本土 奈良県 香芝・王寺環境施設組合 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 奈良県 香芝・王寺環境施設組合 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設
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本土 島根県 江津市 浄化槽設置整備事業 228 基

本土 島根県 江津市 計画支援事業（1/3）

本土 岡山県 赤磐市 最終処分場 22,000 m
3

本土 岡山県 赤磐市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収推進施設、最終処分場

本土 岡山県 赤磐市 浄化槽設置整備事業 35 基

本土 岡山県 総社市 最終処分場 114,000 m
3

本土 岡山県 総社市 浄化槽設置整備事業 105 基

本土 岡山県 岡山県西部衛生施設組合 計画支援事業（1/3） 最終処分場 36,005 △ 36,005 0
本土 徳島県 勝浦町 浄化槽設置整備事業 20 基 2,001 74 2,075
本土 徳島県 石井町 浄化槽設置整備事業 70 基

本土 徳島県 石井町 計画支援事業（1/3） 浄化槽市町村整備推進事業

本土 愛媛県 鬼北町 浄化槽設置整備事業 8 基

本土 愛媛県 鬼北町 浄化槽市町村整備推進事業 25 基

本土 福岡県 久留米市 マテリアルリサイクル推進施設 ﾘｻｲｸﾙｾﾝﾀｰ（破砕選別施設） 28 t/5h

本土 福岡県 久留米市 浄化槽設置整備事業 290 基

本土 福岡県 久留米市 浄化槽市町村整備推進事業 28 基

本土 福岡県 川崎町 マテリアルリサイクル推進施設 4 ｔ/日

本土 福岡県 川崎町 エネルギー回収推進施設 23 ｔ/日

本土 福岡県 川崎町 最終処分場 20,000 ㎥

本土 福岡県 川崎町 浄化槽設置整備事業 36 基

本土 福岡県 川崎町 計画支援事業（1/3）

本土 佐賀県 みやき町 浄化槽設置整備事業 25 基 6,300 940 7,240
本土 佐賀県 大町町 浄化槽設置整備事業 25 基 3,176 85 3,261
本土 長崎県 東彼杵町 浄化槽設置整備事業 70 基 6,874 740 7,614
本土 熊本県 芦北町 浄化槽設置整備事業 50 基 5,746 1,154 6,900
本土 熊本県 菊池市 浄化槽設置整備事業 6 基

本土 熊本県 菊池市 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 80 基

本土 熊本県 高森町 浄化槽設置整備事業 31 基 2,220 936 3,156
本土 熊本県 玉東町 浄化槽設置整備事業 23 基 6,166 782 6,948
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本土 熊本県 錦町 浄化槽設置整備事業 40 基 786 902 1,688
本土 熊本県 球磨村 浄化槽設置整備事業 12 基 1,631 27 1,658
本土 大分県 中津市 浄化槽設置整備事業 200 基 21,785 1,473 23,258
本土 宮崎県 日之影町 浄化槽設置整備事業 2 基 311 149 460
本土 宮崎県 三股町 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 52 基 10,487 377 10,864
本土 宮崎県 新富町 浄化槽設置整備事業 低炭素社会対応型浄化槽整備推進事業 85 基 14,900 2,129 17,029
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北海道 北海道 夕張市 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 25 kl/日

北海道 北海道 夕張市 浄化槽設置整備事業 6 基

北海道 北海道 網走市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクル施設 20.1 t/日

北海道 北海道 網走市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 生ごみ堆肥化施設 13 ｔ/日

北海道 北海道 網走市 最終処分場 134,000 ㎥

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 浄化槽設置整備事業 35 基

北海道 北海道 恵庭市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 200 ㎡

北海道 北海道 恵庭市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

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 浄化槽設置整備事業 14 基

北海道 北海道 浦河町 長寿命化計画策定支援事業 焼却施設

北海道 北海道 浦河町 浄化槽設置整備事業 11 基

北海道 北海道 新得町 長寿命化計画策定支援事業 焼却施設

北海道 北海道 新得町 計画支援事業（1/3） 焼却施設

北海道 北海道 新得町 浄化槽設置整備事業 4 基

北海道 北海道 由仁町 浄化槽設置整備事業 10 基 763 △ 304 459
北海道 北海道 浦臼町 浄化槽設置整備事業 3 基 441 △ 441 0
北海道 北海道 雨竜町 浄化槽設置整備事業 3 基 411 49 460
北海道 北海道 江別市 浄化槽設置整備事業 10 基 1,419 △ 392 1,027
北海道 北海道 小樽市 浄化槽設置整備事業 5 基 117 117 234
北海道 北海道 京極町 浄化槽設置整備事業 2 基 294 △ 147 147
北海道 北海道 共和町 浄化槽設置整備事業 15 基 2,076 △ 1,077 999
北海道 北海道 仁木町 浄化槽設置整備事業 20 基 3,010 △ 744 2,266
北海道 北海道 室蘭市 浄化槽設置整備事業 2 基 528 △ 264 264
北海道 北海道 壮瞥町 浄化槽設置整備事業 3 基 471 △ 354 117
北海道 北海道 洞爺湖町 浄化槽設置整備事業 3 基 195 △ 195 0
北海道 北海道 むかわ町 浄化槽設置整備事業 10 基 900 △ 900 0

166,478 △ 1,801 164,677
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321,449

13,443 △ 343 13,100

3,161 △ 422 2,739

29,721 0 29,721



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 既内示額 今回内示額 総内示額規模

北海道 北海道 新冠町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,731 △ 382 1,349
北海道 北海道 函館市 浄化槽設置整備事業 40 基 5,266 △ 1,068 4,198
北海道 北海道 松前町 浄化槽設置整備事業 5 基 646 323 969
北海道 北海道 七飯町 浄化槽設置整備事業 20 基 2,879 △ 1,362 1,517
北海道 北海道 長万部町 浄化槽設置整備事業 3 基 411 △ 147 264
北海道 北海道 厚沢部町 浄化槽設置整備事業 40 基 4,241 △ 903 3,338
北海道 北海道 富良野市 浄化槽設置整備事業 22 基 2,906 △ 185 2,721
北海道 北海道 比布町 浄化槽設置整備事業 3 基 665 30 695
北海道 北海道 美瑛町 浄化槽設置整備事業 14 基 108 118 226
北海道 北海道 上富良野町 浄化槽設置整備事業 15 基 1,843 △ 916 927
北海道 北海道 苫前町 浄化槽設置整備事業 1 基 249 △ 2 247
北海道 北海道 天塩町 浄化槽設置整備事業 1 基 147 147 294
北海道 北海道 礼文町 浄化槽設置整備事業 10 基 704 △ 308 396
北海道 北海道 紋別市 浄化槽設置整備事業 15 基 1,086 △ 184 902
北海道 北海道 小清水町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,429 △ 1,039 390
北海道 北海道 置戸町 浄化槽設置整備事業 4 基 147 △ 147 0
北海道 北海道 佐呂間町 浄化槽設置整備事業 5 基 9 117 126
北海道 北海道 大空町 浄化槽設置整備事業 10 基 116 △ 116 0
北海道 北海道 中札内村 浄化槽設置整備事業 5 基 694 △ 362 332
北海道 北海道 池田町 浄化槽設置整備事業 8 基 1,106 △ 842 264
北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,224 △ 30 1,194
北海道 北海道 白糠町 浄化槽設置整備事業 25 基 3,081 △ 2,553 528
北海道 北海道 羅臼町 浄化槽設置整備事業 20 基 394 △ 273 121
北海道 北海道 北斗市 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,971 △ 869 3,102
北海道 北海道 福島町 浄化槽市町村整備推進事業 18 基 5,530 △ 298 5,232
北海道 北海道 釧路町 浄化槽市町村整備推進事業 20 基 7,526 △ 518 7,008



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 既内示額 今回内示額 総内示額

沖縄 沖縄県 石垣市 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 80 t/日 111,310 △ 3,790 107,520
沖縄 沖縄県 宮古島市 マテリアルリサイクル推進施設 11 t/日

沖縄 沖縄県 宮古島市 施設整備に関する計画支援事業

沖縄 沖縄県 国頭村 浄化槽設置整備事業 7 1,244 △ 664 580
沖縄 沖縄県 伊江村 浄化槽設置整備事業 5 1,162 △ 498 664
沖縄 沖縄県 中城村 浄化槽設置整備事業 11 基 2,139 △ 388 1,751
沖縄 沖縄県 浦添市 浄化槽設置整備事業 3 基 577 △ 371 206
沖縄 沖縄県 西原町 浄化槽設置整備事業 8 基 1,518 △ 871 647
沖縄 沖縄県 南風原町 浄化槽設置整備事業 3 647 △ 647 0
沖縄 沖縄県 豊見城市 浄化槽設置整備事業 5 994 △ 994 0
沖縄 沖縄県 宮古島市 浄化槽設置整備事業 5 基 1,006 △ 1,006 0

124,881

規模

115,652 9,229



平成２７年度

廃棄物処理施設整備交付金内示（第２回）

平成２８年２月２６日

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部



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 既内示額 今回内示額 総内示額

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

規模

0 67,899 67,899


