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平成２９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 平内町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

440 240 680

本土 岩手県 普代村 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

1,146 196 1,342

本土 岩手県 奥州市 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

66,321 △ 25,000 41,321

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
181 基

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

3,808 △ 76 3,732

本土 岩手県 大槌町 浄化槽設置整備事業 通常事業
8 基

646 352 998

本土 岩手県 滝沢市 浄化槽設置整備事業 通常事業
65 基

7,676 △ 804 6,872

本土 宮城県 栗原市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 80 基 382 20,919 21,301

本土 宮城県 富谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 690 680 1,370

本土 宮城県 松島町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 1,380 580 1,960

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 1,780 711 2,491

本土 宮城県 涌谷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 20 基 2,539 1,251 3,790

本土 秋田県 男鹿市 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

1,651 △ 800 851

本土 秋田県 北秋田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
37 基

4,539 △ 585 3,954

本土 秋田県 三種町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

865 1,099 1,964

本土 秋田県 八峰町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

294 △ 30 264

本土 秋田県 五城目町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

2,313 △ 663 1,650

本土 秋田県 羽後町 浄化槽設置整備事業 通常事業
22 基

2,811 294 3,105

本土 秋田県 能代市 浄化槽設置整備事業 通常事業
60 基

29,032 △ 2,342 26,690

本土 秋田県 能代市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
71 基

本土 山形県 高畠町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
20 基

8,381 △ 1,581 6,800

本土 山形県 高畠町 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

規模
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本土 福島県 福島市 浄化槽設置整備事業 通常事業
300 基

24,391 △ 1,835 22,556

本土 福島県 伊達市 浄化槽設置整備事業 通常事業
124 基

9,142 621 9,763

本土 福島県 小野町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

18,435 △ 3,577 14,858

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 中島村 浄化槽設置整備事業 通常事業
26 基

718 221 939

本土 福島県 只見町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

490 147 637

本土 福島県 富岡町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

1,654 958 2,612

本土 福島県 川内村 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

1,052 387 1,439

本土 福島県 浪江町 浄化槽設置整備事業 通常事業
13 基

1,774 443 2,217

本土 福島県 葛尾村 浄化槽設置整備事業 通常事業
21 基

2,283 1,142 3,425

本土 茨城県 石岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業
150 基

21,675 2,700 24,375

本土 茨城県 北茨城市 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
125 基

18,937 1,125 20,062

本土 茨城県 桜川市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
30 基

14,112 △ 1,816 12,296

本土 茨城県 茨城町 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

4,725 411 5,136

本土 茨城県 河内町 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

4,443 387 4,830

本土 茨城県 東海村 浄化槽設置整備事業 通常事業
44 基

2,062 164 2,226

本土 茨城県 日立市 浄化槽設置整備事業 通常事業
14 基

1,747 △ 90 1,657

本土 茨城県 水戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業
300 基

40,762 3,057 43,819

本土 栃木県 大田原市 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
75 基

38,171 △ 5,587 32,584

本土 栃木県 大田原市 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
350 基

本土 栃木県 さくら市 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
500 基

17,716 △ 1,825 15,891

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
55 基

7,532 △ 3,128 4,404
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本土 栃木県 塩谷町 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

8,904 △ 178 8,726

本土 栃木県 那須町 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

18,781 △ 4,302 14,479

本土 群馬県 上野村 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
4 基

2,040 26,000 28,040

本土 群馬県 明和町 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

2,500 △ 1,000 1,500

本土 埼玉県 さいたま市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 10,027 329 10,356

本土 埼玉県 さいたま市 浄化槽設置整備事業 通常事業
940 基

本土 埼玉県 飯能市 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
500 基

17,532 1,525 19,057

本土 埼玉県 春日部市 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

1,988 360 2,348

本土 埼玉県 坂戸市 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
200 基

5,726 1,305 7,031

本土 埼玉県 本庄市 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

10,744 935 11,679

本土 埼玉県 鴻巣市 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
75 基

3,606 2,386 5,992

本土 埼玉県 上尾市 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
15 基

3,289 1,486 4,775

本土 埼玉県 入間市 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
32 基

7,830 651 8,481

本土 埼玉県 蓮田市 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
10 基

1,865 1,865 3,730

本土 埼玉県 幸手市 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,240 879 2,119

本土 埼玉県 伊奈町 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
10 基

2,315 1,555 3,870

本土 埼玉県 越生町 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

3,213 280 3,493

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
20 基

8,048 1,978 10,026

本土 埼玉県 神川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,539 911 3,450

本土 埼玉県 杉戸町 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

4,134 360 4,494

本土 埼玉県 吉川市 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
125 基

7,137 621 7,758

本土 千葉県 野田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
16 基

2,012 △ 416 1,596
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本土 千葉県 佐倉市 浄化槽設置整備事業 通常事業
18 基

2,500 △ 2,500 0

本土 千葉県 東金市 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,312 △ 672 1,640

本土 千葉県 旭市 浄化槽設置整備事業 通常事業
49 基

5,687 △ 5,358 329

本土 千葉県 流山市 浄化槽設置整備事業 通常事業
17 基

2,490 321 2,811

本土 千葉県 鎌ケ谷市 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,828 202 3,030

本土 千葉県 白井市 浄化槽設置整備事業 通常事業
26 基

3,630 △ 1,671 1,959

本土 千葉県 富里市 浄化槽設置整備事業 通常事業
45 基

5,876 △ 655 5,221

本土 千葉県 南房総市 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

3,680 320 4,000

本土 千葉県 香取市 浄化槽設置整備事業 通常事業
59 基

6,943 △ 1,958 4,985

本土 千葉県 山武市 浄化槽設置整備事業 通常事業
59 基

6,692 △ 1,579 5,113

本土 千葉県 いすみ市 浄化槽設置整備事業 通常事業
54 基

4,994 △ 6 4,988

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 △ 331 1,991

本土 千葉県 栄町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12

2,276 △ 725 1,551

本土 千葉県 多古町 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

3,104 270 3,374

本土 千葉県 東庄町 浄化槽設置整備事業 通常事業
42 基

4,760 △ 956 3,804

本土 千葉県 九十九里町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,134 △ 67 1,067

本土 千葉県 横芝光町 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

4,407 243 4,650

本土 千葉県 睦沢町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

6,500 240 6,740

本土 千葉県 白子町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

1,118 △ 513 605

本土 神奈川県 厚木市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 2,458 6,173 8,631



平成２９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 新潟市 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
390 基

41,018 2,072 43,090

本土 新潟県 新潟市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
156 基

本土 新潟県 柏崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

735 294 1,029

本土 新潟県 阿賀野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

441 441 882

本土 富山県 黒部市 浄化槽設置整備事業 通常事業
75 基

0 411 411

本土 福井県 南越前町 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

264 819 1,083

本土 山梨県 富士川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,243 △ 746 497

本土 長野県 飯田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
60 基

7,210 628 7,838

本土 長野県 小諸市 浄化槽設置整備事業 通常事業
51 基

6,272 2,896 9,168

本土 長野県 駒ヶ根市 浄化槽設置整備事業 通常事業
50 基

1,161 △ 1,051 110

本土 長野県 南相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

248 360 608

本土 長野県 北相木村 浄化槽設置整備事業 通常事業
3 基

386 △ 27 359

本土 長野県 佐久穂町 浄化槽設置整備事業 通常事業
7 基

829 △ 249 580

本土 長野県 原村 浄化槽設置整備事業 通常事業
35 基

4,934 430 5,364

本土 長野県 阿智村 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 6,501 276 6,777

本土 長野県 阿智村 浄化槽設置整備事業 通常事業
6 基

本土 長野県 大桑村 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

470 194 664

本土 長野県 白馬村 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

4,601 401 5,002

本土 長野県 高山村 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

234 30 264

本土 岐阜県 養老町 浄化槽設置整備事業 通常事業
150 基

12,027 △ 3,000 9,027

本土 岐阜県 関ケ原町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

325 156 481
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本土 岐阜県 揖斐川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

6,121 △ 1,891 4,230

本土 岐阜県 揖斐川町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
20 基

本土 岐阜県 白川町 浄化槽設置整備事業 通常事業
27 基

5,265 1,550 6,815

本土 岐阜県 飛騨市 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

588 166 754

本土 静岡県 三島市 浄化槽設置整備事業 通常事業
80 基

9,013 2,038 11,051

本土 静岡県 富士宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業
240 基

13,060 1,117 14,177

本土 静岡県 磐田市 マテリアルリサイクル推進施設 マテリアルリサイクル推進施設
1.08 t/5h

54,353 △ 2,001 52,352

本土 静岡県 磐田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
125 基

本土 静岡県 御前崎市 浄化槽設置整備事業 通常事業
150 基

18,421 1,794 20,215

本土 静岡県 藤枝市 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
90 基

0 27,870 27,870

本土 愛知県 愛西市 浄化槽設置整備事業 通常事業
45 基

3,618 315 3,933

本土 三重県 四日市市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1,223 基

15,400 1,380 16,780

本土 三重県 鈴鹿市 浄化槽設置整備事業 通常事業
1,500 基

652,942 △ 18,337 634,605

本土 三重県 鈴鹿市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設
270 t/日

本土 三重県 松阪市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 31,850 △ 3,760 28,090

本土 三重県 松阪市 浄化槽設置整備事業 通常事業
260 基

本土 三重県 松阪市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
80 基

本土 三重県 度会町 浄化槽設置整備事業 通常事業
175 基

2,940 △ 1,502 1,438

本土 三重県 尾鷲市 浄化槽設置整備事業 通常事業
60 基

4,703 1,621 6,324

本土 三重県 紀北町 浄化槽設置整備事業 通常事業
79 基

6,168 △ 1,832 4,336

本土 三重県 御浜町 浄化槽設置整備事業 通常事業
35 基

2,463 179 2,642

本土 三重県 菰野町 浄化槽設置整備事業 通常事業 33
基

1,908 △ 245 1,663
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本土 三重県 明和町 浄化槽設置整備事業 通常事業
91 基

8,096 1,229 9,325

本土 三重県 南伊勢町 浄化槽設置整備事業 通常事業
12 基

5,481 349 5,830

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
105 基

本土 三重県 亀山市 浄化槽設置整備事業 通常事業
19 基

2,311 202 2,513

本土 滋賀県 長浜市 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

586 246 832

本土 滋賀県 近江八幡市 浄化槽設置整備事業 通常事業
40 基

4,701 409 5,110

本土 京都府 与謝野町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

735 147 882

本土 大阪府 能勢町 浄化槽設置整備事業 通常事業
16 基

2,322 983 3,305

本土 大阪府 千早赤阪村 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

690 83 773

本土 兵庫県 丹波市 浄化槽設置整備事業 通常事業
30 基

5,283 460 5,743

本土 兵庫県 多可町 浄化槽設置整備事業 通常事業
9 基

1,187 139 1,326

本土 兵庫県 佐用町 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

581 83 664

本土 奈良県 曽爾村 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

648 324 972

本土 奈良県 黒滝村 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
19 基

1,223 288 1,511

本土 和歌山県 田辺市 浄化槽設置整備事業 通常事業
300 基

30,956 2,967 33,923

本土 和歌山県 新宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業
135 基

12,364 △ 268 12,096

本土 和歌山県 北山村 浄化槽設置整備事業 通常事業
1 基

110 220 330

本土 和歌山県 有田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
115 基

13,333 △ 2,311 11,022

本土 島根県 江津市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 5,400 261 5,661

本土 島根県 江津市 浄化槽設置整備事業 通常事業
228 基

本土 山口県 下関市 浄化槽設置整備事業 通常事業
80 基

4,820 420 5,240

本土 徳島県 上勝町 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

386 201 587
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本土 徳島県 牟岐町 浄化槽設置整備事業 通常事業
15 基

1,556 △ 367 1,189

本土 香川県 坂出市 浄化槽設置整備事業 通常事業
150 基

15,852 1,349 17,201

本土 愛媛県 伊方町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード
260 m2

18,631 1,176 19,807

本土 愛媛県 伊方町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
60 基

本土 高知県 東洋町 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

164 111 275

本土 高知県 大月町 浄化槽設置整備事業 通常事業
22 基

1,934 △ 950 984

本土 福岡県 大牟田市 浄化槽設置整備事業 通常事業
130 基

16,312 1,419 17,731

本土 福岡県 飯塚市 浄化槽設置整備事業 通常事業
220 基

23,977 2,086 26,063

本土 福岡県 田川市 浄化槽設置整備事業 通常事業
120 基

14,342 △ 8,724 5,618

本土 福岡県 筑後市 浄化槽設置整備事業 通常事業
135 基

15,634 1,360 16,994

本土 福岡県 うきは市 浄化槽設置整備事業 通常事業
5 基

2,005 2,326 4,331

本土 福岡県 うきは市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業
50 基

本土 福岡県 嘉麻市 浄化槽設置整備事業 通常事業
110 基

11,945 2,947 14,892

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

9,292 3,266 12,558

本土 福岡県 上毛町 浄化槽設置整備事業 通常事業
50 基

5,634 490 6,124

本土 長崎県 諫早市 浄化槽設置整備事業 通常事業
230 基

33,552 △ 10,750 22,802

本土 長崎県 平戸市 浄化槽設置整備事業 通常事業
120 基

12,202 1,062 13,264

本土 長崎県 松浦市 浄化槽設置整備事業 通常事業
55 基

2,619 3,390 6,009

本土 長崎県 西海市 浄化槽設置整備事業 通常事業
78 基

9,929 864 10,793

本土 長崎県 雲仙市 浄化槽設置整備事業 通常事業
87 基

14,873 2,499 17,372
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本土 長崎県 南島原市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設 130 kl/日 28,562 △ 1,787 26,775

本土 長崎県 南島原市 浄化槽設置整備事業 通常事業
173 基

本土 長崎県 長与町 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

636 △ 326 310

本土 長崎県 東彼杵町 浄化槽設置整備事業 通常事業
70 基

10,377 903 11,280

本土 長崎県 川棚町 浄化槽設置整備事業 通常事業
17 基

2,533 3 2,536

本土 熊本県 大津町 浄化槽設置整備事業 通常事業
45 基

1,150 332 1,482

本土 熊本県 産山村 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,286 970 2,256

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 球磨村 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,188 332 1,520

本土 熊本県 西原村 浄化槽設置整備事業 通常事業
20 基

2,576 1,206 3,782

本土 熊本県 益城町 浄化槽設置整備事業 通常事業
4 基

497 746 1,243

本土 熊本県 益城町 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）
4 基

本土 宮崎県 西米良村 浄化槽設置整備事業 通常事業
2 基

221 △ 1 220

本土 宮崎県 木城町 浄化槽設置整備事業 通常事業
10 基

1,134 △ 332 802

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

8,951 779 9,730

本土 宮崎県 高千穂町 浄化槽設置整備事業 通常事業
28 基

3,365 293 3,658

本土 鹿児島県 いちき串木野市 浄化槽設置整備事業 通常事業
200 基

15,365 △ 13,161 2,204

本土 鹿児島県 大崎町 浄化槽設置整備事業 通常事業
110 基

13,034 1,134 14,168
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奄美 鹿児島県 喜界町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 425 ㎥

奄美 鹿児島県 喜界町 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 ―

奄美 鹿児島県 喜界町 焼却施設 8 ｔ／日

奄美 鹿児島県 喜界町 施設整備に関する計画支援事業 焼却施設 ―

奄美 鹿児島県 喜界町 浄化槽設置整備事業 84 基

39,909

規模

101,310 141,219


