
＜福島県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

下水汚泥 県中浄化センター 郡山市 福島県土木部下水道課 024-521-7515 024-521-7718

県北浄化センター 国見町 福島県土木部下水道課 024-521-7515 024-521-7718

あだたら清流センター 二本松市 福島県土木部下水道課 024-521-7515 024-521-7718

大滝根水環境センター 田村市 福島県土木部下水道課 024-521-7515 024-521-7718

堀河町終末処理場 福島市 福島市下水道部　下水道管理センター 024-535-1807 024-535-5720

土湯温泉町浄化センター 福島市 福島市下水道部　下水道管理センター 024-535-1807 024-535-5720

会津若松市下水浄化工場 会津若松市 会津若松市下水道課　下水浄化工場 0242-24-7474 0242-24-7436

北会津北部浄化センター 会津若松市 会津若松市下水道課　下水浄化工場 0242-24-7474 0242-24-7436

白河都市環境センター 白河市 白河市建設部下水道課　白河都市環境センター 0248-24-6630 0248-24-6631

北作浄化センター 須賀川市 須賀川市建設部 下水道課施設管理係 0248-88-9159 0248-73-4205

羽山清流センター 須賀川市 須賀川市建設部 下水道課施設管理係 0248-88-9159 0248-73-4205

喜多方浄化センター 喜多方市 喜多方市建設部下水道課 0241 (24)5262 0241 (25)7073

塩川浄化センター 喜多方市 喜多方市建設部下水道課 0241 (24)5262 0241 (25)7073

熱塩浄化センター 喜多方市 喜多方市建設部下水道課 0241 (24)5262 0241 (25)7073

山都浄化センター 喜多方市 喜多方市建設部下水道課 0241 (24)5262 0241 (25)7073

岩代せせらぎセンター 二本松市 二本松市上下水道部下水道課下水道業務係 0243-55-5140 0243-62-1033

岳せせらぎセンター 二本松市 二本松市上下水道部下水道課下水道業務 0243-55-5140 0243-62-1033

裏磐梯浄化センター 北塩原村 北塩原村建設課上下水道班 0241-23-3261 0241-25-7358

磐梯環境浄化センター 磐梯町 磐梯町上下水道課 0242-74-1228 0242-73-2115

猪苗代浄化センター 猪苗代町 猪苗代町上下水道課 0242-62-5633 0242-62-5175

坂下西浄化センター 会津坂下町  会津坂下町建設部　上下水道班 0242-84-1531 0242-82-3510

坂下東浄化センター 会津坂下町  会津坂下町建設部　上下水道班 0242-84-1531 0242-82-3510

湯川浄化センター 湯川村 湯川村産業建設課建設係 0241‐27‐8850 0241‐27‐3761

上昭和浄化センター 昭和村 昭和村産業建設課 0241-57-2123 0241-57-3044

棚倉町浄化センター 棚倉町 棚倉町上下水道課 0247-33-2119 0247-33-3715

塙浄化センター 塙町 塙町水道課下水道係 0247-43-2148 0247-43-2424

浅川浄化センター 浅川町 浅川町建設水道課 0247-36-1184 0247-36-2895

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 滝沢浄水場 会津若松市 246.0 4,800 会津若松市水道事業 新藤達也 0242-22-0963

東山浄水場 会津若松市 28.0 5,900 会津若松市水道事業 新藤達也 0242-22-0963

馬越浄水場 会津美里町 138.0 6,140 会津若松地方広域市町村圏整備組合水道用水供給事業長郷潤一郎 0242-56-4192 aizu.mizuki@themis.ocn.ne.jp

熱塩浄水場 喜多方市 500.0 3,100 喜多方市水道事業 遠藤仁志 0241-36-2244

小島浄水場 西会津町 50.0 36 西会津町水道事業 五十嵐国幸 0241-45-4534

脱水汚泥 集計 962.0



＜栃木県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

下水汚泥 中央浄化センター 上三川町 栃木県栃木県下水道管理事務所維持管理課 0285-53-5694 0285-53-7161

下水道資源化工場 宇都宮市 栃木県栃木県下水道管理事務所維持管理課 0285-53-5694 0285-53-7161

北那須浄化センター 大田原市 栃木県栃木県下水道管理事務所維持管理課 0285-53-5694 0285-53-7161

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 今市浄水場 日光市 6.0 6,800 宇都宮市水道事業 上田勝美 0288-21-0158

松田新田浄水場 宇都宮市 1,103.0 7,900 宇都宮市水道事業 中神輝男 028-674-2259

千本松浄水場 那須塩原市 5.0 1,070 那須塩原市水道事業 髙根沢 0287-37-5217 t.takanezawa02@city.nasushiobara.lg.jp

鳥野目浄水場 那須塩原市 10.0 3,400 那須塩原市水道事業 髙根沢 0287-37-5217 t.takanezawa02@city.nasushiobara.lg.jp

脱水汚泥 集計 1,124.0

浄水汚泥（工水） 乾燥汚泥 鬼怒水道事務所 塩谷郡高根沢町 619.0 67 1,830 1,550 栃木県企業局水道課 斉藤 028-623-3820

乾燥汚泥 集計 619.0



＜宮城県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 玉崎浄水場 岩沼市 270.0 4,749 岩沼市水道事業所 長田 0223-22-3345

舘山浄水場 気仙沼市 152.8 2,497 気仙沼市水道事業 菅原利昭 0226-24-2111 toshiaki-s@city.kesennuma.lg.jp

新月浄水場 気仙沼市 129.7 ND 気仙沼市水道事業 菅原利昭 0226-24-2111 toshiaki-s@city.kesennuma.lg.jp

脱水汚泥 集計 552.5

浄水汚泥（工水） 乾燥汚泥 大梶浄水場 仙台市 60.0 410 848 563 宮城県企業局水道経営管理室 022-221-3431

乾燥汚泥 衡東浄水場 黒川郡大衡村 1,670.0 39 160 160 宮城県企業局水道経営管理室 022-211-3431

乾燥汚泥 集計

佐藤、大場、阿部、
松村、阿部



＜千葉県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 前新田浄水場 栄町 160.0 329 長門川水道事業 冨山直樹 0476-95-1111

奥谷浄水場 鴨川市 80.0 0 鴨川市水道事業 角田敬夫 04-7093-7841 suido@city.kamogawa.lg.jp

保台浄水場 鴨川市 10.0 10 鴨川市水道事業 角田敬夫 04-7093-7841 suido@city.kamogawa.lg.jp

第五水源地 柏市 2.0 972 柏市水道部

第三水源地 柏市 1.0 2,040 柏市水道部

第四水源地 柏市 1.0 3,150 柏市水道部

脱水汚泥 集計 254.0



＜茨城県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 開江浄水場 水戸市 1,480.0 16 水戸市水道事業 川原井正浩 029-229-7141

楮川浄水場 水戸市 1,600.0 14 水戸市水道事業 川原井正浩 029-229-7141

瓜連浄水場 那珂市 30.0 760 那珂市水道事業那珂市水道課 飯田健一 029-296-1941

後台浄水場 那珂市 20.0 510 那珂市水道事業那珂市水道課 飯田健一 029-296-1941

木崎浄水場 那珂市 200.0 920 那珂市水道事業那珂市水道課 飯田健一 029-296-1941

脱水汚泥 集計 3,330.0



＜群馬県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

下水汚泥 前橋水質浄化センター 前橋市 前橋市水道局上下水道部下水道施設課 027-221-7524 027-221-5012

境野水処理センター 桐生市 桐生市水道局境野水処理ｾﾝﾀｰ 0277-44-6184 0277-44-6186

嬬恋村水質浄化センター 嬬恋村 嬬恋村上下水道課 0279-96-1255 0279-96-0516

草津下水処理場 草津町 草津町上下水道課下水道係 0279-88-5041 0279-88-5046

北部浄化センター 片品村 片品村農林建設課 0278-58-2114 0278-58-2110

湯宿終末処理場 みなかみ町 みなかみ町上下水道課下水道G 0278-25-5014 0278-20-2003

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 塩原浄水場 みどり市 140.0 4,003 みどり市水道事業 湯澤靖宏 0277-72-3827 yasuhiro.y@city.midori.gunma.jp

新田山田水道浄水場 みどり市 311.0 5,400 水道用水供給事業 若林正朗 027-226-4014 waka-m@pref.gunma.jp

久保井戸浄水場 安中市 118.0 3,387 安中市水道事業 木村拓司 027-385-4861 t-kimura@city.annaka.gunma.jp

坂本浄水場 安中市 179.0 2,058 安中市水道事業 木村拓司 027-385-4861 t-kimura@city.annaka.gunma.jp

白川浄水場 高崎市 28.5 6,730 高崎市水道事業 清水雅仁 027-321-1286

矢原浄水場 高崎市 5.0 1,288 高崎市水道事業 清水雅仁 027-321-1286

八束浄水場 高崎市 67.0 4,550 高崎市水道事業 清水雅仁 027-321-1286

県央第二水道浄水場 渋川市 387.0 7,900 水道用水供給事業 若林正朗 027-226-4014 waka-m@pref.gunma.jp

長峰浄水場 渋川市 6.0 1,620 渋川市水道事業 木暮隆 0279-22-1294 water-s@city.shibukawa.gunma.jp

沼田市浄水場 沼田市 20.0 4,350 沼田市水道事業 宇敷幸夫 0278-24-8811 kaneko-h@city.numata.gunma.jp

県央第一水道浄水場 榛東村 1,155.0 6,600 水道用水供給事業 若林正朗 027-226-4014 waka-m@pref.gunma.jp

東部地域水道浄水場 千代田町 602.0 2,400 水道用水供給事業 若林正朗 027-226-4014 waka-m@pref.gunma.jp

第二浄配水場 大泉町 22.0 大泉町水道事業 毒嶋 一夫 0276-62-3189 suido@town.oizumi.gunma.jp

脱水汚泥 集計 3,040.5

浄水汚泥（工水） 乾燥汚泥 渋川工業用水道浄水場 渋川市 264.0 2,190 2,190 2,190 群馬県企業局水道課工業用水道係

乾燥汚泥 東毛工業用水道浄水場 太田市 1,061.0 1,010 3,900 1,010 群馬県企業局水道課工業用水道係

乾燥汚泥 集計 1,325.0

角田 027-226-4012



＜新潟県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 大室浄水場 阿賀野市 260.0 460 阿賀野市水道事業 渡辺 0250-62-6382 oomurojo@alpha.ocn.ne.jp

吉田浄水場 燕市 31.0 燕市（吉田）水道事業浄水場係 外山 0256-92-2191（内522） suido_jigyo@city.tsubame.niigata.jp

道金浄水場 燕市 915.0 1,030 燕市水道事業浄水場係 外山 0256-92-2191（内522） suido_jigyo@city.tsubame.niigata.jp

三条地域水道用水供給企業団浄水場三条市 630.0 550 三条地域水道用水供給事業管理係 斉藤 0256-47-2201

十日町浄配水場 十日町市 8.0 180 十日町市上水道事業 鈴木孝幸 025-757-3138 t-suido@city.tokamachi.lg.jp

小千谷浄水場 小千谷市 339.0 300 小千谷市上水道事業 丸山雅明 0258-82-4116 gasu@city.ojiya.lg.jp

阿賀野川浄水場 新潟市 437.0 6,990 新潟市水道局浄水課整備室 高野雅彰 025－232-7391

巻浄水場 新潟市 400.0 1,372 新潟市水道局浄水課整備室 高野雅彰 025－232-7391

戸頭浄水場 新潟市 794.0 2,284 新潟市水道局浄水課整備室 高野雅彰 025－232-7391

信濃川浄水場 新潟市 484.0 3,870 新潟市水道局浄水課整備室 高野雅彰 025－232-7391

青山浄水場 新潟市 1,490.0 3,680 新潟市水道局浄水課整備室 高野雅彰 025－232-7391

満願寺浄水場 新潟市 575.7 5,903 新潟市水道局浄水課整備室 高野雅彰 025－232-7391

寺泊浄水場 長岡市 73.0 280 長岡市水道局 山澤重雄 0258-38-8544

大貝浄水場 長岡市 48.0 207 長岡市水道局 山澤重雄 0258-38-8544

栃尾浄水場 長岡市 130.0 194 長岡市水道局 山澤重雄 0258-38-8544

妙見浄水場 長岡市 3,504.0 2,500 長岡市水道局 山澤重雄 0258-38-8544

与板浄水場 長岡市 145.0 109 長岡市水道局 山澤重雄 0258-38-8544

管理センター 妙高市 24.0 妙高市ガス上下水道局 後藤雅右 0255-72-3241 gassuido@city.myoko.niigata.jp

脱水汚泥 集計 10,287.7

浄水汚泥（工水） 乾燥汚泥 表流水浄水場 小千谷市 610.0 110 6,800 228 小千谷市ガス水道局施設課　供給係 丸山 0258-82-4116

乾燥汚泥 集計 610.0



＜埼玉県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

下水汚泥 荒川終末処理場（戸田） 戸田市 埼玉県下水道局下水道管理課　管理担当 048-830-5453 048-830-4884

元荒川水循環センター 桶川市 埼玉県下水道局下水道管理課　管理担当 048-830-5453 048-830-4884

新河岸川水循環センター 和光市 埼玉県下水道局下水道管理課　管理担当 048-830-5453 048-830-4884

中川水循環センター 三郷市 埼玉県下水道局下水道管理課　管理担当 048-830-5453 048-830-4884

古利根川水循環センター 久喜市 埼玉県下水道局下水道管理課　管理担当 048-830-5453 048-830-4884

秩父市下水道センター 秩父市 秩父市環境部 0494-22-1451 0494-22-6795

石井水処理センター 坂戸市 坂戸、鶴ヶ島下水道組合維持管理課 049-283-1101 049-283-5588

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 西堀浄水場 新座市 0.025 79 新座市水道事業水道施設課 須永・柴田 048-477-152

箕田浄水場 鴻巣市 3.0 670 鴻巣市水道事業 伊藤 048-548-1763

小岩井浄水場 飯能市 150.0 420 飯能市水道事業水道工務課浄水場担当 橋本義太郎 042-973-8368

脱水汚泥 集計 153.0



＜神奈川県＞産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

下水汚泥 相模川流域下水道右岸処理場 平塚市 神奈川県流域下水道事務所維持計画課 0467-87-9119 0467-87-9131

相模川流域下水道左岸処理場 茅ヶ崎市 神奈川県流域下水道事務所維持計画課 0467-87-9119 0467-87-9131

酒匂川流域下水道左岸処理場 小田原市 神奈川県流域下水道事務所維持計画課 0467-87-9119 0467-87-9131

酒匂川流域下水道右岸処理場 小田原市 神奈川県流域下水道事務所維持計画課 0467-87-9119 0467-87-9131

入江崎総合スラッジセンター 川崎市川崎区塩浜３丁目 川崎市上下水道局下水道部保全担当 044-200-2822 044-200-3980

下町浄化センター 横須賀市 横須賀市上下水道局技術部水再生課 046-823-6414 046-820-3197

山崎浄化センター 鎌倉市 鎌倉市都市整備部浄化センター
0467-46－
8001

0467-46-8003

辻堂浄化センター 藤沢市 藤沢市土木部下水道施設課 0466-34-3330 0466-35-7363

北部浄化センター 大和市 大和市水質管理センター 046-260-5791 046-260-5794

仙石原終末処理場 箱根町 箱根町上下水道温泉課浄水センター 0460-84-6912 0460-84-6965



＜山形県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 朝日浄水場 鶴岡市 171.0 8 山形県公営事業課 渡邊智子 023-630-2387 watanabetomok@pref.yamagata.jp

脱水汚泥 集計 171.0



＜長野県＞ 産業廃棄物（下水、工業用水、浄水）の8,000Bq/kg以下の保管施設と数量

廃棄物種類 廃棄物性状 保管施設 所在市町村
保管数量

(t)
最小濃度
(Bq/kg）

最大濃度
(Bq/kg）

直近濃度
(Bq/kg）

担当者　所属
氏名

（任意記載）
電話

FAX
（任意記載）

Eメール（任意記載）

浄水汚泥（上水） 脱水汚泥 御牧ヶ原浄水場 小諸市 88.0 小諸市外二市御牧ヶ原水道組合工務係 大井 0267-22-1700 mimaki@city.komoro.nagano.jp

犀川浄水場 長野市 750.0 2,025 長野市上下水道局 小野篤男 026-227-0669 josui@city.nagano.lg.jp

諏訪形浄水場 上田市 2,458.0 93  長野県企業局（末端給水） 高野繁樹 026-235-7381

清野浄水場 長野市 160.0 494 長野市上下水道局 小野篤男 026-227-0669 josui@city.nagano.lg.jp

染屋浄水場 上田市 372.5 43 上田市上下水道局 成澤英之 0268-22-0658

本山浄水場 塩尻市 2,877.0  長野県企業局（用水供給） 高野繁樹 026-235-7381

脱水汚泥 集計 6,705.5


