第1章

福島県

全国ごみ処理施設整備計画

須賀川地方新ごみ処理施設建設運営事業

新設

【事業主体】須賀川地方保健環境組合 〒 962-0001 須賀川市森宿字ビワノ首 43-1 Tel.0248-73-4515
【敷地面積】
【建設地点】須賀川市森宿字ビワノ首地内
【処理能力】95t/d（47.5t/d 炉を 2 基）
【処理方式】ストーカ方式
【完成】2019 年 3 月末
【事業費】177 億 6900 万円
【着工】2016 年
【発注状況】川崎重工業グループ
DBO 方式を採用。工期は設計期間も含め 19 年 3 月末まで。稼働は 19 年 4 月 1 日の見込みで、運営・維持管理業務期
間の終了は 39 年 3 月 31 日までの 20 年間である。予定価格は設計・建設業務費として 90 億 6900 万円、運営・維持管理
業務費として 87 億円。建設対象施設は、工場棟（工場棟機能と管理棟機能を併せ持つ）、計量棟、駐車場、洗車設備、構
内道路、植栽、付属する施設（その他関連する施設や設備）である。

福島県

除染廃棄物処理用仮設焼却炉の設置計画

新設

【事業主体】安達地方広域行政組合・環境省 〒 964-0912 二本松市上竹 2-172 Tel.0243-22-1101
【敷地面積】約 2ha
【建設地点】二本松市東和町域夏無（なつなし）の市有地
【処理能力】総量約 10 万 8000t
【処理方式】
【完成】
【事業費】
【着工】
【発注状況】
安達地方広域行政組合の 2 市 1 村から発生する農林業系の廃棄物、住宅や雑草、枯葉など除染を施した放射性物質など、
可燃性廃棄物を減容化することになる。現在、安達地方で廃棄物処理を行っているが、既存施設では処理が追いつかない
ことから、今回の新仮設焼却炉の建設計画が浮上した。建設候補地の夏無沼近辺に焼却炉 1 基を設置する予定である。推
定される廃棄物処理の総量は約 10 万 8000t。焼却処理終了後は、施設の解体、撤去を行うことになる。

福島県

平成 27 年度開閉所農林業系廃棄物処理業務（減容化処理）

新設

【事業主体】環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 〒 960-8031 福島市栄町 11-25 Tel.024-573-7386
【敷地面積】約 6ha の一部運用
【建設地点】田村市・川内村にまたがる東京電力南いわき開閉所敷地内
【処理能力】
【処理方式】
【完成】2020 年 3 月末
【事業費】133 億 5000 万円
【着工】2016 年度
【発注状況】三菱重工環境化学エンジニアリング・大林組・亜建設工業 JV
放射性物質に汚染された農林業系廃棄物が大量に発生。これらを処理対象物とし、開閉所構内 6ha の一部に仮設処理施
設を整備し、処理を行う。受注者は一時保管場所から収集・運搬した処理対象物の処理を行うため、仮設処理施設を設計・
施工し、運営業務を行った後に解体業務を行う。設計・施工は 17 年 2 月末まで。運営期間は同年 3 月 1 日から 19 年 8 月
末までの 2 年 6 カ月間。翌日の 9 月 1 日から 20 年 3 月末までに解体・撤去を完了する。廃棄物の総量は約 4 万 9289t。

福島県

ごみ焼却施設基幹的設備改良工事

延命化

【事業主体】南相馬市・総務部財政課管財契約係 〒 975-8686 南相馬市原町区本町 2-27 Tel.0244-24-5225
【敷地面積】1 万 3537m2
【建設地点】南相馬市原町区上北高平字東高松地内
【処理能力】105t/d
【処理方式】全連続燃焼式ストーカ炉 2 基
【完成】2019 年 3 月 31 日
【事業費】27 億 655 万円（予定価格）
【着工】2015 年
【発注状況】パシフィックコンサルタンツ（長寿命化計画策定）
クリーン原町センターのごみ焼却施設延命化工事一式となる。施設は焼却棟と灰固形化棟で構成される。具体的には、
受入供給設備更新等工事、焼却設備更新等工事、燃焼ガス冷却設備更新等工事、排ガス処理設備更新等工事、余熱利用設
備更新等工事、通風設備更新等工事、灰出設備更新等工事、雑設備更新等工事、電気設備更新等工事、計装設備更新等工事、
建築設備更新等工事である。

福島県

平成 26 年度南相馬市災害廃棄物代行処理業務（減容化処理）

新設

【事業主体】環境省福島環境再生事務所・減容化施設整備課 〒 960-8031 福島市栄町 11-25 Tel.024-563-6954
【敷地面積】約 9 万 2500m2
【建設地点】南相馬市小高区蛯沢字笠谷 26 ほか
【処理能力】200t/d 程度（総量 8 万 3000t を処理）
【処理方式】
【完成】2018 年 3 月 31 日
【事業費】417 億 5280 万円
【着工】2016 年 5 月 1 日
【発注状況】JFE エンジニアリング・日本国土開発 JV
南相馬市の要請に基づき、同市に仮設焼却施設を建設。市内の対策地域外の災害廃棄物を焼却処理して減容化する。既
設工場の事前測量、解体撤去などを 2016 年 9 月 30 日までに完了。完了した郡区域から順次、測量業務を実施する。減容
化処理の業務運用期間は、同年 5 月 1 日から 17 年 4 月 30 日までに終了する。さらにその後、18 年 3 月 31 日までに更地
に戻さなければならない。また、周辺の井戸などのモニタリングを、15 年 4 月 1 日から業務終了 1 か月後まで実施する。
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射水市
射水郷清掃センター（休止）
〒 939-0292 射水市小島 703 　〒 939-0303 射水市小杉西高木 1135
Tel.0766-52-7967 　Tel.0766-55-2730

全国ごみ焼却場既存施設一覧
能力・処理方式
稼働開始
プラントメーカー
120t/d・准連
1984.10
タクマ

　　

クリーンピア射水
 　〒 939-0303 射水市小杉西高木 1150
 　Tel.0766-55-2730

138t/d・全連・流動
2002.12
神戸製鋼所

　　

富山地区広域圏事務組合
クリーンセンター
〒 930-0247 中新川郡立山町末三賀 103-3 　〒 930-0247 中新川郡立山町末三賀 103-3
Tel.076-462-8311 　Tel.076-462-8311

810t/d・全連・ストーカ
2002.10
タクマ

　　

■石 川 県

　　

金沢市
西部環境エネルギーセンター
〒 920-8577 金沢市広坂 1-1-1 　〒 921-8016 金沢市東力町地内
Tel.076-220-2111 　Tel.076-291-6641

350t/d・全連
1980.10
タクマ

　　

東部環境エネルギーセンター
 　〒 920-0804 金沢市鳴和台 357
 　Tel.076-252-6049

250t/d・全連
1991.4
三菱重工業

　　

七尾鹿島広域圏事務組合
第一衛生処理場（休止）
〒 926-0021 七尾市本府中町レ部 33-68 　〒 929-2116 七尾市吉田町 10 部 12-1
Tel.0767-52-6448 　Tel.0767-68-3200

80t/d・准連（流動床）
1982.4
三井造船

　　

ななかリサイクルセンター
 　〒 929-2116 七尾市吉田町 10 部 12-1
 　Tel.0767-68-3200

94t/d・RDF
2002.12
荏原製作所

富山県

　　

小松市
環境美化センター
〒 923-8650 小松市小馬出町 2 　〒 923-0156 小松市大野町信三郎谷 1
Tel.0761-22-4111 　Tel.0761-41-1600

150t/d・准連
1983.8
川崎重工業

　　

輪島市
輪島クリーンセンター
〒 928-8525 輪島市二ツ屋町 2 字 29 　〒 928-0066 輪島市美谷町 12 字 2 番甲地
Tel.0768-22-2211 　Tel.0768-22-9761

50t/d・機バ
1994.4
住友重機械工業

　　

加賀市
環境美化センター
〒 922-8622 加賀市大聖寺南町ニ 41 　〒 922-0842 加賀市熊坂町乙 7-1
Tel.0761-72-1111 　Tel.0761-73-5600

180t/d・全・流動床
1996.3
石川島播磨重工業

　　

山中美化センター
 　〒 922-0100 加賀市山中温泉管谷町ロ甲 4-6-2
 　Tel.0761-78-0550

25t/d・機バ
1996.3
日立造船

　　

羽咋郡市広域圏事務組合
環境センター（休止）
〒 925-0052 羽咋市中央町ア 185 　〒 929-1405 羽咋郡宝達志水町字針山寅 1-2
Tel.0767-22-6315 　Tel.0767-29-3810

60t/d・機バ
1975.3
環境装置工業

　　

羽咋広域リサイクルセンター
 　〒 925-0002 羽咋市滝谷町ヌ -30
 　Tel.0767-27-1153

64t/d・RDF
2002.12
川崎製鉄

　　

白山石川広域事務組合
白山石川環境クリーンセンター
〒 924-0804 白山市徳丸町 37 　〒 924-0066 白山市上小川町 795
Tel.076-274-9585 　Tel.076-274-0800

240t/d・全連
1998.2
タクマ

　　

能美広域事務組合
美化センター
〒 923-1121 能美市寺井町た 35 　〒 923-1213 能美市坪野町リ 1-1
Tel.0761-58-6320 　Tel.0761-51-2471

50t/d・准連
1992.4
東レエンジニアリング

　　

河北郡環境衛生事業組合
クリーンセンター（休止）
〒 929-0300 河北郡津幡町能勢ナ -73 　〒 929-0318 河北郡津幡町領家ル -10
Tel.076-288-4545 　Tel.076-289-3200

100t/d・准連
1987.10
タクマ

　　

第 2 クリーンセンター（休止）
 　〒 929-0318 河北郡津幡町領家ル -10
 　Tel.076-289-3200

10t/d・准連・流動床
1990.11
NKK
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矢部川浄化センター
 　〒 833-0037 筑後市大字島田
 　Tel.0942-54-2701

全国下水終末処理場既存施設一覧
能力・処理方式
稼働開始

9600m3/d・A2O
2006.10

　　

北九州市
皇后崎浄化センター
〒 803-8501 北九州市小倉北区城内 1-1 　〒 807-0813 北九州市八幡西区夕原町 1-1
Tel.093-582-2236 　Tel.093-631-4635

17.7 万 m3/d・標準活性汚泥
1963.7

　　

日明浄化センター
 　〒 803-0801 北九州市小倉北区西港町 96-3
 　Tel.093-581-5661

26.3 万 m3/d・標準活性汚泥
1970.4

　　

北湊浄化センター
 　〒 808-0022 北九州市若松区大字安瀬 64-15
 　Tel.093-751-1003

4.4 万 m3/d・標準活性汚泥
1972.4

　　

新町浄化センター
 　〒 800-0064 北九州市門司区松原 3-6-1
 　Tel.093-381-8502

6.4 万 m3/d・標準活性汚泥
1972.4

　　

曽根浄化センター
 　〒 800-0204 北九州市小倉南区中吉田 2-10-1
 　Tel.093-473-5822

7.3 万 m3/d・標準活性汚泥
1979.10

　　

福岡市
中部水処理センター
〒 810-8620 福岡市中央区天神 1-8-1 　〒 810-0076 福岡市中央区荒津 2-2-1
Tel.092-711-4111 　Tel.092-721-4991

30 万 m3/d・嫌気好気活性
1966.7

　　

和白水処理センター
 　〒 811-0203 福岡市東区塩浜 3-2500
 　Tel.092-607-7001

5.2 万 m3/d・嫌気好気活性
1975.1

　　

東部水処理センター
 　〒 813-0062 福岡市東区松島 6-16-1
 　Tel.092-621-3371

14.5 万 m3/d・嫌気好気活性
1975.4

　　

西部水処理センター
 　〒 819-0001 福岡市西区小戸 2-5-1
 　Tel.092-882-1161

18.4 万 m3/d・A2O
1980.12

　　

西戸崎水処理センター
 　〒 811-0321 福岡市東区大字西戸崎 243-1
 　Tel.092-603-2244

6500m3/d・凝集剤活性
1981.7

　　

大牟田市
北部浄化センター
〒 836-8666 大牟田市有明町 2-3 　〒 836-0004 大牟田市大字手鎌 1856
Tel.0944-41-2222 　Tel.0944-52-7014

1.7 万 m3/d・標準活性汚泥
1975.7

　　

南部浄化センター
 　〒 836-0037 大牟田市岬町 1-14
 　Tel.0944-54-1433

1.4 万 m3/d・標準活性汚泥
2000.11

　　

久留米市
中央浄化センター
〒 830-8520 久留米市城南町 15-3 　〒 830-0047 久留米市津福本町 2241
Tel.0942-30-9000 　Tel.0942-39-1155

6.1 万 m3/d・標準活性汚泥
1972.5

　　

南部浄化センター
 　〒 830-0078 久留米市安武町住吉 1900
 　Tel.0942-26-2111

4.1 万 m3/d・標準活性汚泥
1994.4

　　

飯塚市
飯塚終末処理場
〒 820-8501 飯塚市新立岩 5-5 　〒 820-0063 飯塚市柳橋 210
Tel.0948-22-5500 　Tel.0948-23-6029

3 万 m3/d・標準活性汚泥

　　

行橋市
行橋浄化センター
〒 824-8601 行橋市中央 1-1-1 　〒 824-0002 行橋市東大橋 6-25-1
Tel.0930-25-1111 　 

1 万 m3/d・標準活性汚泥

　　

宗像市
宗像終末処理場
〒 811-3492 宗像市東郷 1-1-1 　〒 811-3431 宗像市田熊 1373
Tel.0940-36-1121 　Tel.0940-36-4136

4.2 万 m3/d・循環式硝化
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