
平成１３年度末高度処理供用箇所一覧

指定湖沼の水質保全（１９箇所）
霞ヶ浦湖北流域下水道 琵琶湖流域下水道 土山町特定環境保全公共下水道
★霞ヶ浦浄化センター　　　　（茨城） ★湖南中部浄化センター　　　（滋賀） ★オー・デュ・ブール　　　　（滋賀）
霞ヶ浦水郷流域下水道 琵琶湖流域下水道 朽木村特定環境保全公共下水道
潮来浄化センター　　　　　（茨城） ★湖西浄化センター　　　　　（滋賀） ★朽木村浄化センター        （滋賀）
霞ヶ浦町特定環境保全公共下水道 琵琶湖流域下水道 宍道湖流域下水道
★田伏浄化センター　　　　　（茨城） ★東北部浄化センター　　　　（滋賀） 宍道湖東部浄化センター　　（島根）
玉造町特定環境保全公共下水道 大津市公共下水道 児島湖流域下水道
★玉造浄化センター       （茨城） ★大津浄化センター　　　　　　（滋賀） 児島湖浄化センター　　　　（岡山）
東町特定環境保全公共下水道 志賀町特定環境保全公共下水道 岡山市公共下水道
★東浄化センター　　　　　　　（茨城） ★南小松浄化センター　　　　（滋賀） 芳賀狭山浄化センター　　　（岡山）
白樺湖特定環境保全公共下水道 沖島特定環境保全公共下水道
★白樺湖汚水処理場　　　　　（長野） ★沖島浄化センター　　　　　（滋賀）
諏訪湖流域下水道 琵琶湖流域下水道
★豊田終末処理場　　　　　　（長野） ★高島浄化センター　　　　　（滋賀）

（★印；　水道水源の水質保全関連　計　１５箇所）

水道水源の水質保全（４２箇所）
仙台市特定環境保全公共下水道 伊勢市特定環境保全公共下水道 播磨高原広域事務組合
定義浄化センター　　　　　　　　　　（宮城）五十鈴川中村浄化センター　　　　（三重）播磨高原浄化センター　　　（兵庫）
霞ヶ浦常南流域下水道 上野市公共下水道 大屋町特定環境保全公共下水道
利根浄化センター　　　　　　　　　　（茨城）上野新都市浄化センター　　　　　（三重） 大屋浄化センター　　　　　（兵庫）
日光市公共下水道 島ヶ原村特定環境保全公共下水道 和田山町特定環境保全公共下水道
湯元下水処理センター　　　　　　　（栃木）島ヶ原浄化センター　　　　　　　　（三重） 糸井浄化センター　　　　　（兵庫）
毛呂山・越生・鳩山公共下水道 桂川右岸流域下水道 氷上町公共下水道
毛呂山処理センター　　　　　　　　（埼玉）洛西浄化センター　　　　　　　　　（京都） 氷上東浄化センター　　　　（兵庫）
手賀沼流域下水道 木津川上流流域下水道 宇陀川流域下水道
手賀沼終末処理場　　　　　　　　　（千葉）木津川上流浄化センター　　　　　（京都） 宇陀川浄化センター　　　　（奈良）
奥多摩町特定環境保全公共下水道 桂川中流流域下水道 吉野川流域下水道
小河内浄化センター　　　　　　　　（東京）南丹浄化センター       　　　　　　  （京都）吉野川浄化センター　　　　（奈良）

丹波山村特定環境保全公共下水道 京都市公共下水道 貴志川町特定環境保全公共下水道
丹波山浄化センター　　　　　　　　（山梨）鳥羽処理場          　　　　　　　    （京都） 長山下水処理場　　　　　（和歌山）

小菅村特定環境保全公共下水道 京都市公共下水道 吉備高原都市公共下水道
多摩清流苑　　　　　　　　　　　　　（山梨） 吉祥院処理場           　　　　　   （京都） 吉備高原浄化センター　　　（岡山）
木曽川右岸流域下水道 京都市公共下水道 高梁市公共下水道
岐阜県各務原浄化センター　　　（岐阜） 伏見処理場　　　　　　　　　　　　　（京都） 高梁浄化センター　　　　　　（岡山）
関市特定環境保全公共下水道 木津川流域下水道 向原町特定環境保全公共下水道
白金下水処理場　　　　　　　　　　（岐阜） 洛南浄化センター　　　　　　　　　（京都） 向原中央浄化センター　　　（広島）
岩村町特定環境保全公共下水道 四条畷市公共下水道 鹿野町特定環境保全公共下水道
岩村浄化センター　　　　　　　　　（岐阜） 田原処理場　　　　　　　　　　　　　（大阪） 鹿野浄化センター　　　　　（山口）
三好町公共下水道 能勢町公共下水道 大川町特定環境保全公共下水道
黒笹浄化センター　　　　　　　　　（愛知） 能勢浄化センター　　　　　　　　　（大阪） 東部浄化センター　　　　　（香川）
三好町公共下水道 武庫川流域下水道 大川町特定環境保全公共下水道
三好ヶ丘浄化センター　　　　　　（愛知） 武庫川上流浄化センター　　（兵庫） 西部浄化センター　　　　　（香川）
豊田市特定環境保全公共下水道 加古川流域下水道 宗像市公共下水道
鞍ヶ池浄化センター　　　　　　　（愛知） 加古川上流浄化センター　　（兵庫） 宗像終末処理場　　　　　　（福岡）

（水道水源の水質保全に係る箇所は指定湖沼分と併せて５７箇所）

資料－４



三大湾等の水質保全（７６箇所）
印旛沼流域下水道 豊川流域下水道 大阪市公共下水道
花見川第二終末処理場　　　　（千葉） 豊川浄化センター　　　　　　　（愛知） 津守下水処理場　　　　　　（大阪）
船橋市公共下水道 日光川上流流域下水道 大阪市公共下水道
西浦下水処理場　　　　　　　　（千葉） 日光川上流浄化センター　　（愛知） 大野下水処理場　　　　　　（大阪）
船橋市公共下水道 常滑市公共下水道 猪名川右岸流域下水道
高瀬下水処理場　　　　　　　　　（千葉） 常滑浄化センター　　　　　　（愛知） 原田処理場　　　　　（大阪・兵庫）
市原市公共下水道 名古屋市公共下水道 芦屋市公共下水道
松ヶ島終末処理場　　　　　　　（千葉） 熱田処理場　　　　　　　　　　　（愛知） 南芦屋浜浄化センター　　　（兵庫）
千葉市公共下水道 北勢沿岸流域下水道 明石市公共下水道
南部浄化センター　　　　　　　（千葉） 北部浄化センター　　　　　（三重） 大久保浄化センター　　　　（兵庫）
多摩川流域下水道 北勢沿岸流域下水道 淡路東浦広域下水道組合
南多摩処理場　　　　　　　（東京） 南部浄化センター　　　　　（三重） 淡路東浦浄化センター　　　（兵庫）
多摩川流域下水道 北勢沿岸流域下水道 神戸市公共下水道
北多摩二号処理場　　　　　（東京） 松阪浄化センター　　　　　（三重） ポートアイランド処理場   （兵庫）
多摩川流域下水道 鳥羽市特定環境保全公共下水道 神戸市公共下水道
浅川処理場　　　　　　　　　（東京） 相差浄化センター　　　　　（三重） 玉津処理場　　　　　　　　（兵庫）
多摩川流域下水道 磯部町特定環境保全公共下水道 神戸市公共下水道
八王子処理場　　　　　　　　　（東京） 坂崎浄化センター　　　　　（三重） 鈴蘭台処理場　　　　　　　（兵庫）
荒川右岸東京流域下水道 磯部町特定環境保全公共下水道 大和川上流流域下水道
清瀬処理場　　　　　　　　　　（東京） 的矢浄化センター　　　　　（三重） 第一浄化センター         （奈良）
三鷹市公共下水道 寝屋川流域下水道 大和川上流流域下水道
東部下水処理場　　　　　　（東京） 鴻池処理場              （大阪） 第二浄化センター　　　　　（奈良）
東京都区部公共下水道 安威川流域下水道 奈良市公共下水道
落合処理場　　　　　　　　（東京） 中央処理場　　　　　　　　（大阪） 佐保台浄化センター　　　　（奈良）
東京都区部公共下水道 淀川左岸流域下水道 奈良市公共下水道
有明処理場　　　　　　　　（東京） 渚処理場　　　　　　　　　（大阪） 平城浄化センター　　　　　（奈良）
東京都区部公共下水道 南大阪湾岸流域下水道 奈良市公共下水道
東尾久処理場　　　　　　　　（東京） 北部処理場　　　　　　　　（大阪） 青山清水園　　　　　　　　（奈良）
東京都区部公共下水道 南大阪湾岸流域下水道 生駒市公共下水道
新河岸東処理場　　　　　　　（東京） 中部処理場　　　　　　　　（大阪） 山田川浄化センター　　　　（奈良）
川崎市公共下水道 南大阪湾岸流域下水道 和歌山市公共下水道
入江崎水処理センター　　　　　（神奈川）南部処理場　　　　　　　　（大阪） 和歌川終末処理場　　　　（和歌山）
川崎市公共下水道 大和川下流流域下水道 岡山市公共下水道
麻生水処理センター　　　（神奈川） 大井処理場　　　　　　　　（大阪） 岡東浄化センター　　　　　（岡山）
横浜市公共下水道 守口市公共下水道 倉敷市公共下水道
都筑下水処理場　　　　　（神奈川） 守口下水処理場         （大阪） 玉島下水処理場　　　　　　（岡山）
横浜市公共下水道 岸和田市特定環境保全公共下水道 鴨方町公共下水道
港北下水処理場         （神奈川） 牛滝浄化センター         （大阪） 鴨方浄化センター　　　　　（岡山）
横浜市公共下水道 堺市公共下水道 太田川流域下水道
北部第一下水処理場         （神奈川） 泉北下水処理場　　　　　　（大阪） 東部浄化センター　　　　　（広島）
岐阜市公共下水道 大阪市公共下水道 能美町特定環境保全公共下水道
北部プラント  　　　　           （岐阜） 十八条下水処理場　　　　　（大阪） 能美町中田環境センター　　（広島）
岐阜市公共下水道 大阪市公共下水道 河内町公共下水道
中部プラント  　　　　　           （岐阜） 中浜下水処理場　　　　　　（大阪） グリューネン浄化センター　（広島）
岐阜市公共下水道 大阪市公共下水道 下関市公共下水道
南部プラント         　　　　　    （岐阜） 放出下水処理場　　　　　　（大阪） 山陽終末処理場　　　　　　　（山口）
矢作川・境川流域下水道 大阪市公共下水道 楠町公共下水道
矢作川浄化センター　　　　（愛知） 平野下水処理場　　　　　　（大阪） 楠町浄化センター　　　　（山口）
矢作川・境川流域下水道 大阪市公共下水道
衣浦西部浄化センター     （愛知） 住之江下水処理場　　　　　（大阪）
五条川左岸流域下水道 大阪市公共下水道
五条川左岸浄化センター　　（愛知） 海老江下水処理場　　　　　（大阪）



その他の水域の水質保全（２５箇所）
札幌市公共下水道 湖西市公共下水道 柳川三橋組合
創成川処理場　　　　　　（北海道） 湖西浄化センター　　　　（静岡） 柳川浄化センター　　　　　　（福岡）
洞爺村特定環境保全公共下水道 新居市公共下水道 福岡市公共下水道
とうやｸﾘｰﾝｱｯﾌﾟｾﾝﾀｰ　　　（北海道） 新居浄化センター　　　　（静岡） 西部水処理センター　　　　（福岡）
陸前高田市公共下水道 阿児町特定環境保全公共下水道 福岡市公共下水道
陸前高田浄化センター　　　（岩手） 神明浄化センター　　（三重） 中部水処理センター　　　　（福岡）
仙台市公共下水道 高浜町公共下水道 福岡市公共下水道
広瀬川浄化センター　　　　（宮城） 高浜町浄化センター       （福井） 東部水処理センター　　　　（福岡）
秋田市特定環境保全公共下水道 三方町公共下水道 福岡市公共下水道
仁別浄化センター　　　　　（秋田） 三方東部浄化センター　　　（福井） 和白水処理センター　　　　（福岡）
黒部市公共下水道 福井臨海特定公共下水道 福岡市公共下水道
黒部浄化センター　　　　　（富山） ﾃｸﾉﾎﾟｰﾄ福井浄化センター 　（福井） 西戸崎水処理センター　　　（福岡）
浜松市公共下水道 久万町公共下水道 諫早市公共下水道
瞳ヶ丘浄化センター　　　　（静岡） 久万浄化センター　　　　　（愛媛） 諫早中央浄化センター　　　（長崎）

浜松市公共下水道 御笠川那珂川流域下水道
湖東浄化センター　　　　　（静岡） 御笠川浄化センター　　　（福岡）
浜松市公共下水道 多々良川流域下水道
舘山寺浄化センター　　　　（静岡） 多々良川浄化センター　　　（福岡）

処理水の場外再利用（３８箇所）

合計　２００箇所

※一覧には、高度処理を部分的に供用している処理場を含む


