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平成２８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 横浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 1,662 △ 1,138 524

本土 青森県 青森市 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 3,472 △ 731 2,741

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 △ 117 1,029

本土 岩手県 北上市 浄化槽設置整備事業 通常事業 125 基 14,700 △ 1,873 12,827

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 3,655 △ 3,655 0

本土 岩手県 紫波町 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 44 kℓ/日

本土 岩手県 紫波町 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設

本土 岩手県 紫波町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 20 基

本土 岩手県 八幡平市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基

本土 岩手県 八幡平市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 27 基

本土 宮城県 大崎市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 270 基 69,991 △ 8,000 61,991

本土 宮城県 丸森町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 3,960 △ 2,071 1,889

本土 宮城県 大衡村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 5 基 1,780 609 2,389

本土 宮城県 松島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 2,070 △ 21 2,049

本土 宮城県 涌谷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,500 △ 125 2,375

本土 秋田県 秋田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基

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

本土 秋田県 五城目町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 2,500 △ 2,029 471

本土 山形県 尾花沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,050 △ 234 816

本土 山形県 山形市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 460 △ 460 0

本土 山形県 西川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,193 △ 1,586 607

本土 山形県 村山市 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 10 基 2,599 △ 221 2,378

本土 山形県 東根市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,500 △ 924 1,576

本土 山形県 山辺町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 352 △ 352 0

本土 山形県 舟形町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 264 △ 264 0

本土 山形県 高畠町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 30 基 9,655 △ 3,942 5,713

156,739

2,869

10,620

規模

159,436 △ 2,697

△ 1,814

△ 2,869

8,806

0
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本土 山形県 酒田市 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 20 基 10,040 △ 5,612 4,428

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

本土 山形県 長井市 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

本土 山形県 鶴岡市 計画支援事業 ごみ焼却施設

本土 山形県 鶴岡市 計画支援事業 最終処分場

本土 福島県 天栄村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 294 △ 117 177

本土 福島県 小野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基

本土 福島県 小野町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 50 基

本土 福島県 楢葉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 4,343 389 4,732

本土 福島県 新地町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,190 △ 18 3,172

本土 福島県 三春町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基

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

本土 福島県 三春町 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

本土 福島県 相馬市 浄化槽設置整備事業 通常事業 79 基 8,424 △ 2,097 6,327

本土 福島県 大玉村 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 2,710 △ 329 2,381

本土 福島県 鏡石町 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 1,422 △ 83 1,339

本土 茨城県 大子町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 250.0 ㎡

本土 茨城県 大子町 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 80 基

本土 茨城県 常総市 浄化槽設置整備事業 通常事業 185 基 19,644 △ 3,934 15,710

本土 茨城県 潮来市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,256 △ 2,000 1,256

本土 茨城県 常陸大宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業 100 基 8,508 △ 1,919 6,589

本土 茨城県 行方市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 60 基 23,301 △ 4,277 19,024

本土 栃木県 那須町 浄化槽設置整備事業 通常事業 100 基 10,888 △ 2,156 8,732

本土 栃木県 日光市 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 900 基 21,268 △ 3,542 17,726

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 125 基 20,252 △ 1,784 18,468

本土 栃木県 益子町 浄化槽設置整備事業 通常事業 410 基 8,250 △ 2,990 5,260

63,494

△ 2,450

△ 855

△ 4,344

△ 4,490

3,589 2,813

31,038

17,177

21,114

28,588

16,322

16,770

59,004

6,402
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本土 栃木県 市貝町 浄化槽設置整備事業 通常事業 26 基 2,688 560 3,248

本土 栃木県 芳賀町 浄化槽設置整備事業 通常事業 90 基 9,200 △ 1,971 7,229

本土 栃木県 矢板市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 5,988 △ 1,653 4,335

本土 栃木県 さくら市 浄化槽設置整備事業 通常事業 100 基 10,271 △ 2,811 7,460

本土 栃木県 塩谷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 4,802 △ 27 4,775

本土 栃木県 高根沢町 浄化槽設置整備事業 通常事業 462 基 4,842 △ 248 4,594

本土 栃木県 足利市 計画支援事業（1/3） ストックヤード、リサイクルセンター、ごみ焼却施設

本土 栃木県 足利市 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 165 基

本土 栃木県 那珂川町 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 50 基 8,384 △ 1,083 7,301

本土 栃木県 大田原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基

本土 栃木県 大田原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 70 基

本土 栃木県 上三川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 552 △ 370 182

本土 栃木県 壬生町 浄化槽設置整備事業 通常事業 34 基 3,476 △ 2,111 1,365

本土 栃木県 宇都宮市 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 250 基 39,516 △ 15,665 23,851

本土 群馬県 前橋市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 405 t/日

本土 群馬県 前橋市 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 87 基

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 100 基 15,505 △ 6,900 8,605

本土 群馬県 桐生市 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 2,500 △ 1,838 662

本土 群馬県 館林市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 2,500 △ 1,160 1,340

本土 群馬県 板倉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 63 基 5,905 △ 1,724 4,181

本土 群馬県 明和町 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 5,333 △ 4,833 500

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 50 基 24,566 △ 9,640 14,926

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 15,660 △ 480 15,180

本土 群馬県 富岡市 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 250 基 80,492 △ 41,835 38,657

本土 群馬県 吉岡町 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 28 基 2,500 △ 1,330 1,170

本土 群馬県 嬬恋村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基 3,300 △ 3,300 0

31,809

23,833

21,654

△ 4,319

△ 1,971

△ 1,618

19,514

19,683

30,191
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本土 群馬県 高山村 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 984 △ 519 465

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 70 基 23,713 △ 2,822 20,891

本土 群馬県 藤岡市 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 218 基

本土 群馬県 藤岡市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基

本土 群馬県 草津町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 70 △ 70 0

本土 群馬県 昭和村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基 3,792 △ 1,332 2,460

本土 群馬県 みなかみ町 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 5,151 △ 1,971 3,180

本土 群馬県 川場村 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 279 △ 186 93

本土 群馬県 大泉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 130 基 5,793 △ 1,106 4,687

本土 群馬県 渋川市 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

本土 群馬県 渋川市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 12 基

本土 埼玉県 加須市 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 100 基 17,628 △ 9,972 7,656
本土 埼玉県 鴻巣市 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基

本土 埼玉県 鴻巣市 浄化槽設置整備事業 面的単独処理浄化槽集中転換事業 5 基

本土 埼玉県 蓮田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,240 △ 84 1,156
本土 埼玉県 熊谷市 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 74 基

本土 埼玉県 熊谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 26 基

本土 埼玉県 所沢市 計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業

本土 埼玉県 所沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基

本土 埼玉県 神川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 2,760 △ 175 2,585
本土 埼玉県 上里町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,512 △ 207 1,305
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 160 基 74,529 △ 2,088 72,441
本土 埼玉県 新座市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 431 △ 431 0
本土 埼玉県 羽生市 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 2,900 △ 277 2,623
本土 埼玉県 行田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基

本土 埼玉県 行田市 浄化槽設置整備事業 面的単独処理浄化槽集中転換事業 1 基

本土 埼玉県 深谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 2,836 △ 284 2,552
本土 埼玉県 上尾市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基

△ 842

1,933

△ 2,09813,936

3,678

26,628

8,376

2,558

6,403

△ 5,343

△ 5,621

△ 237

△ 111

△ 55

21,285

2,755
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2,836

6,292
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本土 埼玉県 上尾市 浄化槽設置整備事業 面的単独処理浄化槽集中転換事業 5 基

本土 埼玉県 鶴ヶ島市 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 △ 512 1,803

本土 埼玉県 伊奈町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,796 △ 138 1,658

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 50 基 23,139 △ 12,406 10,733

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 60 基 29,153 674 29,827

本土 埼玉県 川島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 3,903 △ 93 3,810

本土 埼玉県 吉見町 浄化槽設置整備事業 通常事業 28 基 2,283 △ 923 1,360

本土 埼玉県 鳩山町 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 25 基 11,600 △ 4,591 7,009

本土 埼玉県 ときがわ町 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 70 基 33,429 △ 15,473 17,956

本土 埼玉県 皆野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 276 △ 138 138

本土 埼玉県 小鹿野町 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 65 基 30,228 △ 5,276 24,952

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 7,131 △ 2,018 5,113

本土 埼玉県 小川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 31 基 2,500 △ 654 1,846

本土 埼玉県 皆野・長瀞上下水道組合 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 9,782 1,482 11,264

本土 埼玉県 久喜市 浄化槽設置整備事業 通常事業 80 基 9,142 △ 470 8,672

本土 埼玉県 宮代町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,356 △ 307 1,049
本土 千葉県 芝山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,136 △ 616 520
本土 千葉県 鴨川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 2,936 △ 2,566 370
本土 千葉県 館山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 926 △ 840 86
本土 千葉県 鋸南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 20 △ 20 0
本土 千葉県 市原市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設

本土 千葉県 市原市 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設、マテリアルリサイクル推進施設

本土 千葉県 市原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 175 基

本土 千葉県 白子町 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,016 △ 1,432 584
本土 千葉県 佐倉市 浄化槽設置整備事業 通常事業 45 基 6,250 △ 4,222 2,028
本土 千葉県 大網白里市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,322 △ 276 2,046
本土 千葉県 我孫子市 浄化槽設置整備事業 通常事業 36 基 3,294 364 3,658
本土 千葉県 四街道市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,536 △ 620 916

15,485 8,083△ 7,402

1,933 △ 55 1,878



平成２８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 千葉県 銚子市 長寿命化総合計画策定支援事業 し尿処理施設

本土 千葉県 銚子市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基

本土 東京都 八王子市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 200 t/日

本土 東京都 八王子市 計画支援事業（1/3） ごみ焼却施設

本土 東京都 八王子市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 20 基

本土 東京都 青梅市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 94 基 30,197 △ 18,055 12,142

本土 神奈川県 秦野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 712 △ 113 599

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 通常事業 30 基

本土 神奈川県 平塚市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 278 △ 278 0

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 通常事業 2 基

本土 神奈川県 鎌倉市 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 鎌倉市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基

本土 神奈川県 愛川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 830 △ 194 636

本土 神奈川県 湯河原町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 168 △ 168 0

本土 神奈川県 南足柄市 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 2 基 373 △ 373 0

本土 神奈川県 松田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 449 △ 449 0

本土 神奈川県 開成町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 689 △ 579 110

本土 新潟県 新潟市 浄化槽設置整備事業 通常事業 144 基

本土 新潟県 新潟市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 35 基

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 9,000 △ 1,030 7,970

本土 新潟県 村上市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 117 △ 117 0

本土 新潟県 十日町市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 9 基 2,772 △ 1,292 1,480

本土 新潟県 小千谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 147 △ 147 0

274,657

332

24,178

14,742

4,733

101,951

△ 1,903

△ 3,438

△ 1,274

△ 140

△ 332

△ 213

2,830

98,513

13,468

274,517

0

23,965



平成２８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 新潟県 田上町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 666 △ 198 468

本土 新潟県 津南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 294 △ 147 147

本土 富山県 上市町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 294 △ 60 234

本土 富山県 富山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 563 △ 255 308
本土 富山県 氷見市 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 30 ｋｌ/日

本土 富山県 氷見市 浄化槽設置整備事業 通常事業 55 基

本土 富山県 砺波地方衛生施設組合 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設 3,002 0 3,002
本土 富山県 小矢部市 浄化槽設置整備事業 通常事業 34 基 3,982 △ 1,576 2,406

本土 富山県 射水市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 147 △ 147 0

本土 富山県 朝日町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,115 △ 910 205

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 15 基 2,500 △ 1,448 1,052

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 29 基 2,500 △ 1,293 1,207

本土 山梨県 山梨市 浄化槽設置整備事業 通常事業 18 基 1,974 △ 66 1,908

本土 山梨県 山梨市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 12 基 2,900 0 2,900

本土 山梨県 甲府市 浄化槽設置整備事業 通常事業 55 基 3,509 △ 3,509 0

本土 山梨県 富士川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,740 △ 1,377 363

本土 山梨県 西桂町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,564 △ 1,205 359

本土 山梨県 忍野村 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,437 △ 691 746

本土 長野県 富士見町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,500 △ 1,771 729

本土 長野県 原村 浄化槽設置整備事業 通常事業 32 基 4,260 △ 148 4,112

本土 長野県 大町市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 3,287 △ 1,915 1,372

本土 長野県 長野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基

本土 長野県 長野市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 30 基

本土 長野県 東御市 有機性廃棄物リサイクル推進施設 ごみたい肥化施設 4 t/日

本土 長野県 東御市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基

本土 長野県 上田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基 2,892 △ 30 2,862

本土 長野県 飯田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 8,486 △ 64 8,422

9,847

78,327 △ 3,211

△ 225 9,622

75,116

120,881121,019 △ 138



平成２８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 長野県 小諸市 浄化槽設置整備事業 通常事業 53 基 7,731 124 7,855

本土 長野県 佐久市 浄化槽設置整備事業 通常事業 83 基 8,021 △ 285 7,736

本土 長野県 安曇野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 31 基 3,351 △ 204 3,147

本土 長野県 小海町 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 1,595 △ 110 1,485

本土 長野県 南相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 248 △ 138 110

本土 長野県 北相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 470 △ 111 359

本土 長野県 立科町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 221 △ 221 0

本土 長野県 飯島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,500 △ 1,286 1,214

本土 長野県 南箕輪村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 332 54 386

本土 長野県 高森町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,492 △ 28 1,464

本土 長野県 阿南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 1,049 △ 635 414

本土 長野県 阿智村 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 1,105 △ 359 746

本土 長野県 売木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 138 221 359

本土 長野県 天龍村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 276 △ 276 0

本土 長野県 大鹿村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 320 △ 27 293

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 15 基

本土 長野県 大桑村 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 690 △ 28 662

本土 長野県 木曽町 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 2,733 1 2,734

本土 長野県 信濃町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 2,125 △ 569 1,556

本土 岐阜県 大垣市 浄化槽設置整備事業 通常事業 78 基 2,880 △ 2,880 0

本土 岐阜県 関市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 2,241 △ 915 1,326

本土 岐阜県 美濃市 浄化槽設置整備事業 通常事業 11 基 386 △ 386 0

本土 岐阜県 各務原市 計画支援事業（1/3） し尿処理施設

本土 岐阜県 各務原市 長寿命化総合計画策定支援事業 し尿処理施設

本土 岐阜県 各務原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 139 基

本土 岐阜県 羽島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 128 基 12,990 △ 5,000 7,990

5,227

11,472

△ 1,134

△ 3,000

4,093

8,472



平成２８年度循環型社会形成推進交付金

（単位：千円）
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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 岐阜県 美濃加茂市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,039 △ 505 2,534

本土 岐阜県 可児市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 731 296 1,027

本土 岐阜県 坂祝町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 658 △ 148 510

本土 岐阜県 富加町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 192 △ 192 0

本土 岐阜県 七宗町 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,522 △ 532 990

本土 岐阜県 白川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 2,500 △ 1,064 1,436

本土 岐阜県 御嵩町 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,828 △ 736 1,092

本土 岐阜県 郡上市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 20 基 18,648 △ 13,448 5,200

本土 岐阜県 輪之内町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 192 △ 192 0

本土 岐阜県 安八町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 176 △ 176 0

本土 岐阜県 北方町 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 岐阜県 北方町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基

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 通常事業 25 基

本土 岐阜県 恵那市 浄化槽設置整備事業 通常事業 110 基 42,826 △ 28,550 14,276

本土 岐阜県 関ヶ原町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 905 △ 553 352

本土 岐阜県 土岐市 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,244 △ 116 2,128

本土 岐阜県 瑞浪市 浄化槽設置整備事業 通常事業 97 基 12,556 △ 2,600 9,956

本土 静岡県 御殿場市 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 172 基

本土 静岡県 御殿場市 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 50 基

本土 静岡県 裾野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 76 基 4,142 △ 1,869 2,273

本土 静岡県 三島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 3,173 △ 332 2,841

本土 静岡県 西伊豆町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,468 △ 1,064 1,404

本土 静岡県 函南町 浄化槽設置整備事業 通常事業 18 基 1,188 △ 576 612

本土 静岡県 川根本町 浄化槽設置整備事業 通常事業 24 基 2,500 4 2,504

本土 静岡県 長泉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 552 △ 222 330
本土 愛知県 名古屋市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 450 t/日 609,186 0 609,186

16,977

844

21,289

△ 182

△ 177

△ 3,033

662

21,112

13,944



平成２８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 愛知県 岡崎市 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 30 基 5,854 △ 2,758 3,096

本土 愛知県 豊明市 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 2,600 83 2,683

本土 愛知県 碧南市 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 814 △ 814 0

本土 愛知県 扶桑町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 698 △ 349 349

本土 愛知県 東栄町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 911 △ 497 414

本土 愛知県 飛島村 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 2,497 △ 1,697 800

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 252 ㎡

本土 三重県 津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 211 基

本土 三重県 津市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 315 基

本土 三重県 熊野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 100  基 6,970 △ 1,512 5,458

本土 三重県 鳥羽市 浄化槽設置整備事業 通常事業 88 基 9,327 △ 1,542 7,785

本土 三重県 志摩市 浄化槽設置整備事業 通常事業 235  基 22,506 △ 2,689 19,817

本土 三重県 亀山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 47 基 2,500 △ 1,680 820

本土 三重県 鈴鹿市 浄化槽設置整備事業 通常事業 300 基 14,311 △ 506 13,805

本土 三重県 尾鷲市 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 6,970 △ 3,033 3,937

本土 三重県 紀北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 3,330 △ 1,758 1,572

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 11,684 △ 3,562 8,122

本土 三重県 紀宝町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 20 基

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 80 基

本土 三重県 御浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 1,921 △ 320 1,601

本土 三重県 桑名市 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基 2,754 △ 110 2,644

本土 三重県 多気町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 15 基 4,500 △ 274 4,226

本土 三重県 明和町 浄化槽設置整備事業 通常事業 90 基 7,500 △ 224 7,276

本土 滋賀県 高島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基 2,500 △ 819 1,681

本土 滋賀県 長浜市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 586 △ 124 462

本土 滋賀県 米原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 147 △ 147 0

144,755

23,040

△ 75,644

△ 3,353

69,111

19,687



平成２８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 滋賀県 大津市 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 滋賀県 大津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 18 基

本土 滋賀県 草津市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 13.8 t/日

本土 滋賀県 草津市 高効率ごみ発電施設（1/2） 127 t/日

本土 滋賀県 草津市 高効率ごみ発電施設（1/3） 127 t/日

本土 滋賀県 草津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基

本土 滋賀県 野洲市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 138 △ 138 0

本土 滋賀県 彦根市 浄化槽設置整備事業 通常事業 47 基 4,266 △ 1,769 2,497

本土 滋賀県 甲賀市 浄化槽設置整備事業 通常事業 82 基 9,824 △ 2,288 7,536

本土 滋賀県 東近江市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 690 △ 414 276

本土 滋賀県 日野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 497 △ 276 221

本土 滋賀県 竜王町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 470 △ 332 138

本土 京都府 木津川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 37 基 3,908 △ 3,533 375

本土 京都府 京丹波町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,714 △ 27 1,687

本土 京都府 亀岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,295 △ 1,493 802

本土 京都府 京都市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 180 t/日

本土 京都府 京都市 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基

本土 京都府 福知山市 計画支援事業（1/3） 最終処分場 76,300 ㎡

本土 京都府 福知山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基

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 690 △ 414 276

本土 京都府 伊根町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 588 △ 471 117

本土 大阪府 高槻市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 150 t/日

本土 大阪府 高槻市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 30 基

本土 大阪府 柏原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基

本土 大阪府 柏原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基

本土 大阪府 阪南市 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,129 △ 1,353 776

本土 大阪府 島本町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 542 △ 404 138

486,949

4,104

1,263,123

504,853

6,909

16,374 △ 32

△ 138

△ 593

△ 454

△ 1,718

△ 359

16,342

1,262,985

504,260

6,455

485,231

3,745



平成２８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 大阪府 岬町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 414 △ 414 0

本土 大阪府 泉南市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,536 △ 292 1,244

本土 大阪府 茨木市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 12 基 6,746 △ 1,937 4,809

本土 兵庫県 豊岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 381 △ 264 117

本土 兵庫県 香美町 漂流・漂着ごみ処理施設 302 ㎡

本土 兵庫県 香美町 計画支援事業（1/3） 漂流・漂着ごみ処理施設

本土 兵庫県 香美町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基

本土 兵庫県 新温泉町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 147 △ 30 117

本土 兵庫県 加古川市 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 300 基 72,514 △ 14,968 57,546

本土 兵庫県 稲美町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 802 △ 581 221

本土 兵庫県 姫路市 長寿命化総合計画策定支援事業 ごみ焼却施設

本土 兵庫県 姫路市 浄化槽設置整備事業 通常事業 21 基

本土 兵庫県 神戸市 計画支援事業（1/2） 高効率ごみ発電施設

本土 兵庫県 神戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基

本土 兵庫県 丹波市 浄化槽設置整備事業 通常事業 34 基 5,848 △ 1,559 4,289

本土 兵庫県 朝来市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 733 △ 234 499

本土 兵庫県 洲本市 浄化槽設置整備事業 通常事業 150 基 14,901 △ 4,901 10,000

本土 兵庫県 小野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 802 △ 249 553

本土 兵庫県 赤穂市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 248 △ 138 110

本土 兵庫県 三田市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,243 △ 690 553

本土 兵庫県 加西市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 414 △ 304 110

本土 兵庫県 宍粟市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 781 △ 332 449

本土 兵庫県 加東市 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 1,050 △ 691 359

本土 兵庫県 上郡町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 359 △ 249 110

本土 兵庫県 篠山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,287 △ 221 1,066

本土 兵庫県 南あわじ市 浄化槽設置整備事業 通常事業 52 基 4,932 △ 1,176 3,756

7,024

5,767

30,529 △ 147

△ 887

△ 1,758

30,382

6,137

4,009



平成２８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 兵庫県 淡路市 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 6,464 11 6,475

本土 奈良県 奈良市 計画支援事業（1/3） エネルギー回収推進施設

本土 奈良県 奈良市 浄化槽設置整備事業 通常事業 27 基

本土 奈良県 十津川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 26 基 1,787 △ 1,681 106

本土 奈良県 下市町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,324 △ 828 496
本土 奈良県 五條市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 800 ㎡

本土 奈良県 五條市 計画支援事業（1/3） ストックヤード

本土 奈良県 五條市 浄化槽設置整備事業 通常事業 47 基 6,244 △ 3,022 3,222

本土 奈良県 黒滝村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 6 基 698 △ 698 0

本土 奈良県 東吉野村 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 1,079 △ 223 856

本土 奈良県 曽爾村 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 648 162 810

本土 奈良県 天川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 444 △ 296 148

本土 奈良県 平群町 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,500 △ 802 1,698

本土 奈良県 高取町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,933 △ 270 1,663

本土 和歌山県 岩出市 浄化槽設置整備事業 通常事業 160 基 9,639 △ 2,365 7,274

本土 和歌山県 橋本市 浄化槽設置整備事業 通常事業 72 基 7,400 △ 162 7,238

本土 和歌山県 九度山町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 1,094 △ 652 442

本土 和歌山県 和歌山市 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設、廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業、ストックヤード

本土 和歌山県 和歌山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 1,320 基

本土 和歌山県 新宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業 125 基 6,394 △ 2,388 4,006

本土 和歌山県 田辺市 浄化槽設置整備事業 通常事業 280 基 31,730 △ 6,713 25,017

本土 和歌山県 御坊市 浄化槽設置整備事業 通常事業 95 基 8,204 △ 3,928 4,276

本土 和歌山県 湯浅町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 5,503 △ 221 5,282

本土 和歌山県 広川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 29 基 2,005 △ 530 1,475

本土 和歌山県 美浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 580 △ 27 553

本土 和歌山県 由良町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 470 △ 249 221

5,828

59,916

2,500 △ 1,119

0

△ 3,162

1,381

5,828

56,754



平成２８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 鳥取県 米子市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） 基幹的設備改良事業 270 t/日 8,900 0 8,900

本土 鳥取県 米子市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 3,571 △ 2,907 664

本土 島根県 安来市 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基

本土 島根県 安来市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 50 基

本土 島根県 雲南市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 70 基 17,451 △ 7,831 9,620

本土 岡山県 赤磐市 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 3,864 △ 1,212 2,652

本土 岡山県 和気町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 248 △ 138 110

本土 岡山県 総社市 浄化槽設置整備事業 通常事業 110 基 8,197 49 8,246

本土 岡山県 倉敷市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設

本土 岡山県 倉敷市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設

本土 岡山県 倉敷市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設

本土 岡山県 倉敷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 500 基

本土 岡山県 新見市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 40 基 15,540 △ 3,084 12,456

本土 岡山県 玉野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 1,243 △ 1,243 0

本土 岡山県 吉備中央町 浄化槽設置整備事業 通常事業 42 基 4,620 △ 21 4,599

本土 岡山県 浅口市 浄化槽設置整備事業 通常事業 55 基 6,072 △ 818 5,254

本土 広島県 府中市 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設

本土 広島県 府中市 浄化槽設置整備事業 通常事業 90 基

本土 広島県 府中町 浄化槽設置整備事業 通常事業 1 基 110 △ 110 0

本土 広島県 廿日市市 浄化槽設置整備事業 通常事業 51 基 2,500 △ 2,400 100

本土 山口県 光市 浄化槽設置整備事業 通常事業 34 基 2,685 △ 939 1,746

本土 山口県 山口市 浄化槽設置整備事業 通常事業 285 基

本土 山口県 山口市 最終処分場 28,000 ㎥

本土 山口県 上関町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 443 △ 305 138

本土 山口県 周防大島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 2,488 △ 2,488 0

本土 徳島県 阿南市 浄化槽設置整備事業 通常事業 260 基 22,951 1,714 24,665

17,125

74,703

10,145

△ 9,483

△ 2,167

△ 110

7,642

72,536

10,035

35,669 △ 5,229 30,440



平成２８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 徳島県 つるぎ町 浄化槽設置整備事業 通常事業 23 基 1,546 △ 345 1,201

本土 徳島県 東みよし町 浄化槽設置整備事業 通常事業 51 基 3,639 △ 324 3,315

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 308 基

本土 香川県 丸亀市 浄化槽設置整備事業 通常事業 118 基

本土 香川県 善通寺市 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 76 基 △ 1,776

本土 香川県 善通寺市 浄化槽設置整備事業 通常事業 14 基 1,776

本土 香川県 高松市 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基

本土 香川県 高松市 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 1,100 基

本土 愛媛県 東温市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 1,869 △ 155 1,714

本土 愛媛県 西予市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 290 ㎡

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

本土 愛媛県 伊方町 計画支援事業（1/3） リサイクルセンターストックヤード

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

本土 愛媛県 宇和島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 182 基 12,589 △ 1,169 11,420

本土 愛媛県 鬼北町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 33 基 6,566 △ 400 6,166

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 40,809 △ 3,807 37,002

本土 愛媛県 八幡浜市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 25 基 6,800 △ 1,725 5,075

本土 愛媛県 新居浜市 浄化槽設置整備事業 通常事業 58 基 4,644 △ 78 4,566

本土 愛媛県 大洲市 浄化槽設置整備事業 通常事業 138 基 29,280 △ 21,423 7,857

本土 愛媛県 松前町 浄化槽設置整備事業 通常事業 112 基 11,308 △ 1,871 9,437

本土 愛媛県 砥部町 浄化槽設置整備事業 通常事業 40 基 3,210 95 3,305

本土 愛媛県 内子町 浄化槽設置整備事業 通常事業 37 基 5,733 △ 235 5,498

本土 愛媛県 伊予市 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基

本土 愛媛県 伊予市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 10 基

本土 高知県 高知市 浄化槽設置整備事業 通常事業 120 基 10,977 △ 1,967 9,010

本土 高知県 馬路村 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 276 △ 166 110

17,680 75,026

13,652 13,652

3,684 121,374

55,410

5,372

7,200

57,346

117,690

△ 1,596

△ 896

△ 388

53,814

4,476

6,812



平成２８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 高知県 越知町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,260 △ 320 940

本土 高知県 津野町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 30 基 9,547 △ 1,780 7,767

本土 高知県 三原村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 221 △ 110 111

本土 高知県 東洋町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 26 △ 26 0

本土 高知県 北川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 207 △ 84 123

本土 高知県 大川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 221 △ 221 0

本土 高知県 香美市 浄化槽設置整備事業 通常事業 34 基 3,383 △ 42 3,341

本土 高知県 奈半利町 浄化槽設置整備事業 通常事業 8 基 994 △ 27 967

本土 高知県 田野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 1,665 △ 111 1,554

本土 福岡県 福岡市 最終処分場 3,400,000 m
3

本土 福岡県 福岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基

本土 福岡県 篠栗町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,298 △ 774 524

本土 福岡県 八女市 浄化槽設置整備事業 通常事業 220 基 19,652 2,968 22,620

本土 福岡県 中間市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 320 △ 320 0

本土 福岡県 筑紫野市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 249 △ 111 138

本土 福岡県 上毛町 浄化槽設置整備事業 通常事業 60 基 4,976 △ 1,413 3,563

本土 福岡県 香春町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 40 基 14,298 △ 6,259 8,039

本土 福岡県 筑前町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 248 △ 110 138

本土 福岡県 新宮町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 470 △ 138 332

本土 佐賀県 佐賀市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 220 基 82,494 △ 6,984 75,510

本土 佐賀県 みやき町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基

本土 佐賀県 みやき町 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 230 基

本土 佐賀県 有田町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 60 基 27,117 △ 12,931 14,186

本土 長崎県 長崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業 42 基 4,595 320 4,915

本土 長崎県 長与町 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 273 △ 273 0

107,245

56,105 △ 194

△ 27,961

55,911

79,284



平成２８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 長崎県 時津町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 5 基 1,300 △ 997 303

本土 長崎県 佐々町 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 497 104 601

本土 長崎県 東彼杵町 浄化槽設置整備事業 通常事業 70 基 11,280 248 11,528

本土 長崎県 川棚町 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,500 128 2,628

本土 長崎県 波佐見町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 4,488 414 4,902

本土 熊本県 熊本市 浄化槽設置整備事業 通常事業 300 基

本土 熊本県 熊本市 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（復旧） 34 基

本土 熊本県 芦北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 55 基 6,568 △ 939 5,629

本土 熊本県 阿蘇市 浄化槽設置整備事業 通常事業 125 基

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（復旧） 37 基

本土 熊本県 小国町 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 2,049 △ 727 1,322
本土 熊本県 産山村 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基

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） 5 基

本土 熊本県 高森町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 3,452 △ 1,524 1,928
本土 熊本県 西原村 浄化槽設置整備事業 通常事業 25 基

本土 熊本県 西原村 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） 45 基

本土 熊本県 宇城市 浄化槽設置整備事業 通常事業 115 基

本土 熊本県 宇城市 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（復旧） 12 基

本土 熊本県 美里町 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 17,995 204 18,199
本土 熊本県 南関町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 40 基 13,608 0 13,608
本土 熊本県 和水町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 25 基 7,915 △ 3,134 4,781
本土 熊本県 甲佐町 浄化槽設置整備事業 通常事業 75 基

本土 熊本県 甲佐町 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） 33 基

本土 熊本県 玉名市 浄化槽設置整備事業 通常事業 180 基

本土 熊本県 玉名市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 15 基

本土 熊本県 玉東町 浄化槽設置整備事業 通常事業 42 基

本土 熊本県 玉東町 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） 10 基

3,327 1,796

47517,911

9,130

11,191△ 1,19412,385

18,386

16,576

39,022

23,828

△ 10,554

21,406

△ 141

△ 1,531

△ 7,252

△ 7,638

8,989

28,468

8,322 902 9,224

13,768



平成２８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 熊本県 氷川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,315 △ 956 359
本土 熊本県 湯前町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 608 △ 608 0

本土 熊本県 相良村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 296 △ 296 0

本土 熊本県 五木村 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基 221 △ 111 110

本土 熊本県 球磨村 浄化槽設置整備事業 通常事業 12 基 1,050 △ 138 912

本土 宮崎県 日之影町 浄化槽設置整備事業 通常事業 15 基 1,856 28 1,884

本土 宮崎県 五ヶ瀬町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基

本土 宮崎県 五ヶ瀬町 浄化槽設置整備事業 面的単独処理浄化槽集中転換事業 1 基

本土 宮崎県 三股町 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 12,459 △ 8,638 3,821

本土 宮崎県 小林市 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 150 基 20,520 △ 3,307 17,213

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 8,773 443 9,216

本土 宮崎県 都農町 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 55 基 8,762 △ 1,229 7,533

本土 宮崎県 椎葉村 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 332 △ 222 110

本土 宮崎県 美郷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 832 △ 28 804

本土 鹿児島県 薩摩川内市 浄化槽設置整備事業 通常事業 427 基 42,216 △ 9,840 32,376

本土 鹿児島県 霧島市 浄化槽設置整備事業 通常事業 680 基 48,262 △ 13,564 34,698

本土 鹿児島県 錦江町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 5,202 138 5,340

本土 鹿児島県 指宿市 浄化槽設置整備事業 通常事業 80 基 7,762 △ 3,388 4,374

1,434 △ 336 1,098



平成２８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

北海道 北海道 浦河町 計画支援事業（1/3） 焼却施設

北海道 北海道 浦河町 浄化槽設置整備事業 12 基

北海道 北海道 三笠市 浄化槽設置整備事業 3 基 294 147 441

北海道 北海道 新十津川町 浄化槽設置整備事業 2 基 756 △ 649 107

北海道 北海道 羽幌町（離島含む） 浄化槽設置整備事業 1 基 420 △ 420 0

北海道 北海道 鶴居村 浄化槽設置整備事業 5 基 419 60 479

北海道 北海道 島牧村 浄化槽市町村整備推進事業 31 基 13,993 934 14,927

2,622 △ 72

規模

2,550



平成２８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

離島 長崎県 対馬市 施設整備に関する計画支援事業 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 300 基

離島 長崎県 壱岐市 浄化槽設置整備事業 700 基 31,202 △ 959 30,243
奄美 鹿児島県 奄美市 浄化槽設置整備事業 150 基 4,661 △ 1,550 3,111

奄美 鹿児島県 瀬戸内町 浄化槽設置整備事業 125 基 4,475 1,550 6,025

奄美 鹿児島県 喜界町 浄化槽設置整備事業 84 基 2,336 373 2,709

奄美 鹿児島県 和泊町 浄化槽設置整備事業 10 基 373 △ 373 0

規模

17,916 959 18,875



平成２８年度廃棄物処理施設整備交付金

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 愛知県 東部知多衛生組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 200 t/日

本土 愛知県 東部知多衛生組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 200 t/日

規模

251,787 102,065△ 149,722


