
都道府
県名

事業主体名 施設区分 施設区分詳細
平成31年度
復興関係国費

（千円）

岩⼿県 奥州⾦ケ崎⾏政事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 1,886,382

岩⼿県 久慈広域連合 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 890,167

岩⼿県 久慈広域連合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却場

岩⼿県 ⼤槌町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 135,968

宮城県 仙台市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 572,908

宮城県 仙台市 ⻑寿命化総合計画策定⽀援事業 ごみ焼却施設

宮城県 仙台市 基幹的設備改良事業（1/3） リサイクルセンター

宮城県 ⽯巻市 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） 最終処分場 21,893

宮城県 気仙沼市 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） 最終処分場 14,652

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 768,533

宮城県 登⽶市 エネルギー回収推進施設 ごみ処理施設

宮城県 ⿊川地域⾏政事務組合 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 97,812

宮城県 ⿊川地域⾏政事務組合 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・ストックヤード

宮城県 宮城東部衛⽣処理組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 490,308

福島県 福島市 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 241,847

福島県 福島市 最終処分場

福島県 郡⼭市 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） 最終処分場 10,947

福島県 郡⼭市 ⻑寿命化総合計画策定⽀援事業 基幹的設備改良事業

福島県 郡⼭市 ⻑寿命化総合計画策定⽀援事業 基幹的設備改良事業

福島県 郡⼭市 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

福島県 郡⼭市 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

福島県 須賀川地⽅保健環境組合 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） ストックヤード 168,937

福島県 須賀川地⽅保健環境組合 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード

福島県 須賀川地⽅保健環境組合 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） 最終処分場

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 38,498

福島県 ⽥村市 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

福島県 ⽥村市 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） ストックヤード整備（⽥村市船引清掃センター解体）

福島県 ⽥村市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード整備（⽥村市船引清掃センター解体）

福島県 ⽯川地⽅⽣活環境施設組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 206,781

福島県 ⽯川地⽅⽣活環境施設組合 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設

福島県 東⽩衛⽣組合 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 361,781

福島県 ⽩河地⽅広域市町村圏整備組基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 118,337

福島県 南相⾺市 最終処分場 18,400

【循環型社会形成推進交付金事業】

特定被災地方公共団体に指定されている市町村等が整備する一般廃棄物処理施設への財政支援を実施。
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福島県 双葉地⽅広域市町村圏組合 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 13,262

福島県 いわき市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 136,518

福島県 いわき市 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

茨城県 ⽔⼾市 最終処分場 3,178,568

茨城県 ⽔⼾市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター

茨城県 ⽔⼾市 ⾼効率ごみ発電施設（1/3）

茨城県 ⽔⼾市 ⾼効率ごみ発電施設（1/2）

茨城県 ⽇⽴市 施設整備に関する計画⽀援事業（1/2） ごみ焼却施設 1,800

茨城県 ⼟浦市 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 130,165

茨城県 常陸太⽥市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 318,515

茨城県 ⾼萩市・北茨城市 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 1,387,223

茨城県 ⾼萩市・北茨城市 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設

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

茨城県 つくば市 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 1,022,842

茨城県 つくば市 エネルギー回収推進施設 ごみ燃料化施設

茨城県 つくば市 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

茨城県 城⾥町 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 329,937

茨城県 城⾥町 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設

茨城県 城⾥町 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

茨城県 ⿓ケ崎地⽅塵芥処理組合 基幹的設備改良事業（1/3） リサイクルセンター 17,260

茨城県 ⿓ケ崎地⽅衛⽣組合 基幹的設備改良事業（1/2） し尿処理施設

茨城県 江⼾崎地⽅衛⽣⼟⽊組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 198,333

茨城県 笠間・⽔⼾環境組合 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） 最終処分場 15,260

茨城県 筑⻄広域市町村圏事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） し尿処理施設 6,773

茨城県 筑⻄広域市町村圏事務組合 ⻑寿命化総合計画策定⽀援事業 リサイクルセンター

茨城県 筑⻄広域市町村圏事務組合 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） リサイクルセンター

茨城県 霞台厚⽣施設組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設 2,257,587

茨城県 霞台厚⽣施設組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設

茨城県 霞台厚⽣施設組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター

茨城県 ⿅島地⽅事務組合 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） ごみ焼却施設 22,000

茨城県 下妻地⽅広域事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設 397,090

栃⽊県 宇都宮市 ⾼効率ごみ発電施設（1/2） ごみ焼却施設 3,040,919

栃⽊県 宇都宮市 ⾼効率ごみ発電施設（1/3） ごみ焼却施設

栃⽊県 宇都宮市 最終処分場 最終処分場

栃⽊県 那須塩原市 最終処分場 186,265

栃⽊県 那須町 マテリアルリサイクル推進施設 ストックヤード 113,343
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栃⽊県 那須地区広域⾏政事務組合 最終処分場 139,195

栃⽊県 那須地区広域⾏政事務組合 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） ごみ焼却施設

栃⽊県 那須地区広域⾏政事務組合 基幹的設備改良事業（1/3） ごみ焼却施設

栃⽊県 塩⾕広域⾏政組合 マテリアルリサイクル推進施設 リサイクルセンター 1,159,239

栃⽊県 塩⾕広域⾏政組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/2） ごみ焼却施設
栃⽊県 塩⾕広域⾏政組合 エネルギー回収型廃棄物処理施設（1/3） ごみ焼却施設
栃⽊県 塩⾕広域⾏政組合 基幹的設備改良事業（1/2） し尿処理施設
千葉県 我孫⼦市 施設整備に関する計画⽀援事業（1/3） ごみ焼却施設 3,341

千葉県 東総地区広域市町村圏事務組合 ⾼効率ごみ発電施設（1/2） 2,225,899

千葉県 東総地区広域市町村圏事務組合 ⾼効率ごみ発電施設（1/3）
千葉県 東総地区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
千葉県 東総地区広域市町村圏事務組合 最終処分場
千葉県 東総地区広域市町村圏事務組合 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、マテリアルリサイクル推進施設、最終処分場
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【三陸復興国立公園等復興事業】

三陸復興国立公園の集団施設地区、歩道等及び東北太平洋岸自然歩道の利用拠点施設等の整備を実施。

地区名 都道府県名 平成31年度復興関係事業費（千円） 平成31年度復興関係国費（千円）

三陸復興国立公園等 岩手県、宮城県 810,543 810,543
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