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平成３０年度循環型社会形成推進交付金
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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 通常事業 9 基 1,086 118 1,204

本土 岩手県 奥州市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 33,600 85 33,685

本土 岩手県 奥州市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 90 基

本土 岩手県 紫波町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 18 基 7,025 368 7,393

本土 宮城県 川崎町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 388 27 415

本土 宮城県 加美町 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 28 基 9,193 271 9,464

本土 山形県 置賜広域行政事務組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 632,821 506,499 1,139,320

本土 山形県 置賜広域行政事務組合 最終処分場 128,700 m3

本土 福島県 中島村 浄化槽設置整備事業 通常事業 9 基 940 138 1,078

本土 福島県 矢祭町 浄化槽設置整備事業 通常事業 17 基 2,268 34 2,302

本土 茨城県 神栖市 浄化槽設置整備事業 通常事業 232 基 29,367 5,066 34,433

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 480 基 10,013 2,335 12,348

本土 栃木県 那須塩原市 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 222 基 35,230 5,215 40,445

本土 栃木県 野木町 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 15 基 2,197 435 2,632

本土 群馬県 片品村 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 10 基 2,056 58 2,114

本土 千葉県 君津市 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 6,662 2,281 8,943

本土 千葉県 君津市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター

本土 神奈川県川崎市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設 4,242 469 4,711

本土 神奈川県川崎市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設

本土 神奈川県南足柄市 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 278 138 416

本土 新潟県 長岡市 高効率ごみ発電施設（1/3） 高効率ごみ発電施設 82 t/日 330,973 556,936 887,909

本土 新潟県 長岡市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 23 t/5H

本土 新潟県 長岡市 浄化槽設置整備事業 通常事業 379 基

本土 新潟県 長岡市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 19 基

本土 新潟県 長岡市 最終処分場 109,870 m3

本土 新潟県 糸魚川市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 一般廃棄物最終処分場 19,801 2,500 22,301

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 2 基

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 2 基

本土 新潟県 糸魚川市 浄化槽市町村整備推進事業 環境配慮・防災まちづくり浄槽整備推進事業 26 基

規模
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本土 新潟県 糸魚川市 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 2 基

本土 石川県 七尾市 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 76 基 32,900 2,000 34,900

本土 福井県 越前市 浄化槽設置整備事業 通常事業 187 基 16,123 3,166 19,289

本土 山梨県 市川三郷町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 110 83 193

本土 長野県 駒ヶ根市 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 580 111 691

本土 長野県 中川村 浄化槽設置整備事業 通常事業 7 基 790 121 911

本土 長野県 松川町 浄化槽設置整備事業 通常事業 10 基 2,041 48 2,089

本土 長野県 大鹿村 浄化槽設置整備事業 通常事業 4 基 524 28 552

本土 長野県 上松町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 662 166 828

本土 長野県 南木曽町 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 8,760 95 8,855

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 21 基

本土 長野県 大桑村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 497 109 606

本土 長野県 生坂村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3 基 221 138 359

本土 長野県 長野広域連合 高効率ごみ発電施設（1/2） 405 t/日 1,055,516 510,887 1,566,403

本土 長野県 長野広域連合 高効率ごみ発電施設（1/3） 405 t/日

本土 長野県 長野広域連合 最終処分場 最終処分場 8万5千 m3

本土 岐阜県 南濃衛生施設利用事務組合 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 5,486 79 5,565

本土 岐阜県 池田町 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 1 t/日 94,921 632 95,553

本土 岐阜県 池田町 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基

本土 岐阜県 高山市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設 21,492 75 21,567

本土 岐阜県 高山市 浄化槽設置整備事業 通常事業 22 基

本土 静岡県 富士宮市 浄化槽設置整備事業 通常事業 170 基 3,308 673 3,981

本土 静岡県 富士市 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 360 基 48,743 9,738 58,481

本土 静岡県 富士市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業

本土 静岡県 富士市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 約3 t/日

本土 静岡県 富士市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 約250 t/日

本土 静岡県 富士市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 約250 t/日

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 150 基 5,458 5,526 10,984

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 33 基
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本土 静岡県 御殿場市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業

本土 静岡県 牧之原市 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 0 基 16,917 11,974 28,891

本土 静岡県 牧之原市 浄化槽設置整備事業 通常事業 142 基

本土 愛知県 名古屋市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設 4,318,720 3,349,960 7,668,680

本土 愛知県 名古屋市 高効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 660 t/日

本土 愛知県 名古屋市 高効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設 660 t/日

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

本土 三重県 名張市 浄化槽設置整備事業 通常事業 21 基 850 110 960

本土 三重県 紀北町 浄化槽設置整備事業 通常事業 50 基 2,425 387 2,812

本土 三重県 南伊勢町 浄化槽設置整備事業 通常事業 5 基 5,052 69 5,121

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 15 基

本土 三重県 津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 137 基 34,637 488 35,125

本土 三重県 津市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 88 基

本土 三重県 伊賀市 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 170 kl/日 862,626 6,406 869,032

本土 京都府 京都市 浄化槽設置整備事業 通常事業 30 基 3,268,680 143,600 3,412,280

本土 京都府 京都市 高効率原燃料回収施設 ごみ焼却施設 60t,500 t/日

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 京丹後市 浄化槽設置整備事業 通常事業 13 基 15,885 2,000 17,885

本土 京都府 京丹後市 浄化槽市町村整備推進事業 通常事業 80 基

本土 京都府 宮津市 浄化槽設置整備事業 通常事業 23 基 2,750 275 3,025

本土 京都府 伊根町 浄化槽設置整備事業 通常事業 6 基 234 461 695

本土 大阪府 高槻市 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 10,823 4,172 14,995

本土 大阪府 和泉市 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 5 基 4,405 243 4,648

本土 大阪府 和泉市 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 8 基

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 0 基 36,490 27,286 63,776

本土 兵庫県 加古川市 浄化槽設置整備事業 通常事業 172 基

本土 広島県 広島市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 最終処分場 39,669 120,547 160,216

本土 広島県 広島市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 高効率ごみ発電施設
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本土 広島県 広島市 最終処分場 5,100,000 m3

本土 広島県 廿日市市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設 150 t/日 2,638,171 289,565 2,927,736

本土 広島県 廿日市市 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 広島県 廿日市市 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 広島県 三原広域市町村圏事務組合 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 20 t/日 313,262 51,740 365,002

本土 愛媛県 大洲・喜多衛生事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 100 kl/日 214,638 5,811 220,449

本土 愛媛県 松山衛生事務組合 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 373 kl/日 1,998 363 2,361

本土 福岡県 東峰村 浄化槽設置整備事業 通常事業 16 基 1,647 459 2,106

本土 福岡県 福智町 浄化槽設置整備事業 通常事業 360 基 3,072 1,472 4,544

本土 長崎県 東彼杵町 浄化槽設置整備事業 通常事業 79 基 10,260 2,240 12,500

本土 長崎県 波佐見町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 5,544 748 6,292

本土 宮崎県 西都市 浄化槽設置整備事業 通常事業 41 基 4,723 163 4,886

本土 宮崎県 新富町 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 271 基 14,328 160 14,488

本土 宮崎県 日之影町 浄化槽設置整備事業 通常事業 75 基 1,246 277 1,523

本土 宮崎県 五ヶ瀬町 浄化槽設置整備事業 通常事業 35 基 1,270 28 1,298
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北海道 北海道 苫小牧市 最終処分場 89,500 ㎥

北海道 北海道 苫小牧市 浄化槽設置整備事業 2 基

北海道 北海道 礼文町（離島） エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 6 t/日

北海道 北海道 礼文町（離島） 浄化槽設置整備事業 5 基

北海道 北海道 北見市 最終処分場 119,900 ㎥

北海道 北海道 北見市 浄化槽設置整備事業 27 基

北海道 北海道 新得町 計画支援事業（1/3） 熱回収施設

北海道 北海道 新得町 浄化槽設置整備事業 1 基

北海道 北海道 標茶町 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 標茶町 浄化槽設置整備事業 18 基

北海道 北海道 西いぶり広域連合 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 34,886 △ 3,916 30,970

北海道 北海道 函館市 計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設

北海道 北海道 函館市 浄化槽設置整備事業 34 基

北海道 北海道 八雲町 計画支援事業（1/3） エネルギー回収型廃棄物処理施設

北海道 北海道 八雲町 浄化槽設置整備事業 8 基

北海道 北海道 森町 計画支援事業（1/3） 有機性廃棄物リサイクル推進施設 13,680 △ 3,708 9,972

北海道 北海道 旭川市 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 旭川市 浄化槽設置整備事業 19 基

北海道 北海道 清水町 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 6,012 △ 684 5,328

北海道 北海道 夕張市 浄化槽設置整備事業 3 基 1,161 △ 780 381

北海道 北海道 岩見沢市 浄化槽設置整備事業 15 基 5,228 △ 3,222 2,006

北海道 北海道 芦別市 浄化槽設置整備事業 1 基 1,173 △ 1,026 147

北海道 北海道 三笠市 浄化槽設置整備事業 0 基 871 △ 871 0

北海道 北海道 由仁町 浄化槽設置整備事業 12 基 1,850 △ 117 1,733

北海道 北海道 浦臼町 浄化槽設置整備事業 2 基 735 △ 735 0

北海道 北海道 新十津川町 浄化槽設置整備事業 3 基 897 △ 499 398

北海道 北海道 江別市 浄化槽設置整備事業 7 基 1,233 △ 471 762

北海道 北海道 北広島市 浄化槽設置整備事業 4 基 1,351 △ 852 499

北海道 北海道 当別町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,526 △ 674 852

北海道 北海道 小樽市 浄化槽設置整備事業 0 基 234 △ 234 0

北海道 北海道 蘭越町 浄化槽設置整備事業 15 基 609 264 873

北海道 北海道 ニセコ町 浄化槽設置整備事業 15 基 1,869 △ 206 1,663

北海道 北海道 京極町 浄化槽設置整備事業 1 基 234 △ 147 87

北海道 北海道 倶知安町 浄化槽設置整備事業 3 基 1,044 △ 829 215

北海道 北海道 余市町 浄化槽設置整備事業 9 基 703 531 1,234

北海道 北海道 仁木町 浄化槽設置整備事業 17 基 2,034 △ 1,020 1,014

北海道 北海道 室蘭市 浄化槽設置整備事業 0 基 528 △ 528 0

北海道 北海道 伊達市 浄化槽設置整備事業 11 基 2,771 △ 1,273 1,498

北海道 北海道 壮瞥町 浄化槽設置整備事業 0 基 531 △ 531 0

841

11,186

1,283 △ 442

11,303 △ 117

△ 60

2,470

220

1,626 △ 1,479

5,281 △ 2,811

149,288

△ 245

149,348

236,508

10,625

規模

236,728

10,380

147

47,065 △ 35,067 11,998



平成３０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 洞爺湖町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,170 △ 466 704

北海道 北海道 むかわ町 浄化槽設置整備事業 13 基 1,801 108 1,909

北海道 北海道 日高町 浄化槽設置整備事業 13 基 2,032 265 2,297

北海道 北海道 新冠町 浄化槽設置整備事業 6 基 969 △ 117 852

北海道 北海道 新ひだか町 浄化槽設置整備事業 11 基 1,174 △ 461 713

北海道 北海道 松前町 浄化槽設置整備事業 3 基 1,108 △ 569 539

北海道 北海道 七飯町 浄化槽設置整備事業 9 基 4,061 △ 3,416 645

北海道 北海道 厚沢部町 浄化槽設置整備事業 6 基 1,400 △ 578 822

北海道 北海道 今金町 浄化槽設置整備事業 7 基 1,029 △ 382 647

北海道 北海道 東神楽町 浄化槽設置整備事業 3 基 234 126 360

北海道 北海道 当麻町 浄化槽設置整備事業 5 基 938 △ 46 892

北海道 北海道 愛別町 浄化槽設置整備事業 3 基 351 △ 147 204

北海道 北海道 東川町 浄化槽設置整備事業 15 基 1,987 49 2,036

北海道 北海道 美瑛町 浄化槽設置整備事業 4 基 1,125 △ 1,125 0

北海道 北海道 上富良野町 浄化槽設置整備事業 13 基 1,843 △ 316 1,527

北海道 北海道 南富良野町 浄化槽設置整備事業 3 基 98 △ 98 0

北海道 北海道 剣淵町 浄化槽設置整備事業 5 基 743 △ 116 627

北海道 北海道 下川町 浄化槽設置整備事業 0 基 147 △ 147 0

北海道 北海道 小平町 浄化槽設置整備事業 0 基 441 △ 441 0

北海道 北海道 羽幌町（離島含む） 浄化槽設置整備事業 1 基 102 △ 64 38

北海道 北海道 稚内市 計画支援事業（1/3） マテリアルリサイクル推進施設 4.6 t/日 4,739 △ 2,297 2,442

北海道 北海道 紋別市 浄化槽設置整備事業 3 基 1,910 △ 1,529 381

北海道 北海道 斜里町 浄化槽設置整備事業 4 基 882 △ 383 499

北海道 北海道 置戸町 浄化槽設置整備事業 1 基 577 △ 460 117

北海道 北海道 滝上町 浄化槽設置整備事業 4 基 754 △ 354 400

北海道 北海道 雄武町 浄化槽設置整備事業 9 基 1,410 △ 147 1,263

北海道 北海道 大空町 浄化槽設置整備事業 9 基 1,351 △ 79 1,272

北海道 北海道 中札内村 浄化槽設置整備事業 3 基 441 △ 177 264

北海道 北海道 池田町 浄化槽設置整備事業 3 基 1,106 △ 597 509

北海道 北海道 豊頃町 浄化槽設置整備事業 4 基 1,165 △ 420 745

北海道 北海道 釧路市 浄化槽設置整備事業 1 基 414 △ 354 60

北海道 北海道 厚岸町 浄化槽設置整備事業 10 基 1,468 49 1,517

北海道 北海道 浜中町 浄化槽設置整備事業 6 基 920 △ 98 822

北海道 北海道 鶴居村 浄化槽設置整備事業 2 基 234 30 264

北海道 北海道 白糠町 浄化槽設置整備事業 1 基 1,057 △ 1,057 0

北海道 北海道 別海町 浄化槽設置整備事業 32 基 4,187 △ 402 3,785

北海道 北海道 島牧村 浄化槽市町村整備推進事業 27 基 12,332 △ 1,099 11,233

北海道 北海道 北斗市 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 4,164 △ 304 3,860

北海道 北海道 福島町 浄化槽市町村整備推進事業 10 基 3,030 △ 16 3,014



平成３０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 釧路町 浄化槽市町村整備推進事業 11 基 6,085 △ 2,678 3,407



平成３０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

離島 香川県 土庄町 施設整備に関する計画支援事業 最終処分場 84,000 ㎥

離島 香川県 土庄町 施設整備に関する計画支援事業 汚泥再生処理センター 31 ｋｌ/日

離島 香川県 土庄町 浄化槽設置整備事業 300 基

離島 香川県 小豆島町 施設整備に関する計画支援事業 最終処分場 81,500 ㎥

離島 香川県 小豆島町 浄化槽設置整備事業 315 基

離島 香川県 直島町 浄化槽設置整備事業 24 基 584 △ 584 0

離島 高知県 宿毛市 浄化槽設置整備事業 1 基 150 △ 150 0

離島 長崎県 佐世保市 施設整備に関する計画支援事業 ストックヤード 272 ㎡

離島 長崎県 佐世保市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 272 ㎡

離島 長崎県 五島市 焼却施設
・旧焼却施設解体撤去工事 ・焼却
施設整備 41 ｔ/日

離島 長崎県 五島市 浄化槽設置整備事業 490 基

離島 長崎県 平戸市 浄化槽設置整備事業 6 基 510 676 1,186

離島 長崎県 松浦市 浄化槽設置整備事業 0 基 207 △ 207 0

離島 長崎県 壱岐市 浄化槽設置整備事業 86 基 12,166 △ 2,638 9,528

離島 長崎県 西海市 浄化槽設置整備事業 4 基 787 △ 41 746

離島 熊本県 天草市 浄化槽設置整備事業 8 基 1,451 △ 1,285 166

奄美 鹿児島県 徳之島町 浄化槽設置整備事業 59 基 6,359 △ 180 6,179

奄美 鹿児島県 与論町 浄化槽設置整備事業 60 基 2,158 180 2,338

319,101

11,906

7,487

1,065

297,722

22,169

14,036

1,403

21,379

規模

△ 10,263

△ 6,549

△ 338



平成３０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 座間味村 施設整備に関する計画支援事業 リサイクルセンター 8,500 1,748 10,248
沖縄 沖縄県 大宜味村 浄化槽設置整備事業 通常事業 3,121 △ 1,748 1,373
沖縄 沖縄県 那覇市・南風原町環境施設組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 450 t/日 171,996 168,000 339,996
沖縄 沖縄県 比謝川行政事務組合 廃棄物処理施設基幹的設備改造 焼却施設 70 t/日 121,741 478,000 599,741

規模



平成３０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 宮城県 登米市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 16 t/日 2,068,283 98,788 2,167,071

本土 宮城県 登米市 エネルギー回収推進施設 ごみ焼却施設 70 t/日

本土 福島県 石川地方生活環境施設組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業（焼却施設） 4,752 △ 360 4,392

本土 福島県 石川地方生活環境施設組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 基幹的設備改良事業（し尿処理施設）

本土 福島県 田村市 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 汚泥再生処理センター 11,666 △ 7,022 4,644

本土 茨城県 高萩市、北茨城市 施設整備に関する計画支援事業（1/3）
エネルギー回収型廃棄物処理施
設、マテリアルリサイクル推進施設

0 19,731 19,731

本土 栃木県 那須町 施設整備に関する計画支援事業（1/3） ストックヤード 6,333 △ 3,561 2,772

規模



平成３０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 埼玉県 嵐山町 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,666 △ 741 925

本土 埼玉県 東秩父村 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,333 △ 693 640

本土 埼玉県 北本市 災害廃棄物処理計画策定支援事業 エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,830 △ 786 1,044

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設 11,666 △ 8,254 3,412

本土 兵庫県 明石市 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、エネルギー回収型廃棄物処理施設 8,333 △ 8,333 0

本土 兵庫県 明石市 災害廃棄物処理計画策定支援事業 マテリアルリサイクル推進施設、エネルギー回収型廃棄物処理施設 1,666 △ 707 959

規模



平成３０年度二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金

(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 八幡平市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 50 t/日 467,022 △ 29,337 437,685

本土 千葉県 四街道市 エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（1/3） ごみ焼却施設 80 t/日 3,459 △ 3,459 0

本土 千葉県 長生郡市広域市町村圏組合 施設整備に関する計画支援事業（1/3） 先進的設備導入事業 6,139 △ 34 6,105

本土 長野県 長野広域連合 エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（1/2） ごみ焼却施設 100 t/日 94,994 89,127 184,121

本土 岐阜県 下呂市 エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（1/3） ごみ焼却施設 60 t/日 345,595 △ 45 345,550

本土 兵庫県 神戸市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 600 t/日 38,880 △ 2,459 36,421

本土 奈良県 香芝・王寺環境施設組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設整備事業（1/3） ごみ焼却施設 120 t/日 1,656 △ 531 1,125

本土 福岡県 福岡市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 900 t/日 856,029 △ 1,803 854,226

本土 佐賀県 唐津市 先進的設備導入事業 ごみ焼却施設 150 t/日 97,427 △ 8,885 88,542

規模


