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 参考資料  

ＰＲＴＲ届出の下水道終末処理施設の名称について 

― 北海道 ― 

 

届出書別紙中「下水道終末処理施設の名称」については、以下を参考

に記入してください。表中に該当する下水道終末処理施設名がない場合

は、「その他」を記入してください。 

 

市町村等団体名 下水道終末処理施設 

 

市町村等団体名 下水道終末処理施設 

石狩川流域 奈井江浄化センター 北見市 北見市浄化センター 

十勝川流域 十勝川流域下水道浄化セン

ター 

留辺蘂町下水道管理センタ

ー 

函館湾流域 函館湾浄化センター 常呂終末処理場 

石狩湾新港特定

公共下水道 

石狩湾浄化センター 端野町下水道管理センター 

夕張市 夕張市平和浄化センター 

札幌市 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

創成川水再生プラザ 岩見沢市 南光園処理場 

伏古川水再生プラザ 栗沢下水道管理センター 

豊平川水再生プラザ 幌向終末処理場 

定山渓水再生プラザ 網走市 網走浄化センター 

新川水再生プラザ 留萌市 留萌浄化センター 

厚別水再生プラザ 苫小牧市 高砂下水処理センター 

茨戸水再生プラザ 西町下水処理センター 

手稲水再生プラザ 勇払下水処理センター 

拓北水再生プラザ 稚内市 稚内市終末処理場 

東部水再生プラザ 江別市 江別浄化センター 

函館市 南部下水終末処理場 紋別市 紋別アクアセンター 

小樽市 中央下水終末処理場 士別市 士別下水処理場 

銭函下水終末処理場 朝日浄化センター 

蘭島下水終末処理場 名寄市 名寄下水終末処理場 

旭川市 旭川市亀吉下水終末処理場 風連浄水管理センター 

旭川市下水処理センター 三笠市 三笠浄化センター 

室蘭市 蘭東下水処理場 根室市 根室下水終末処理場 

釧路市 

 

 

 

 

 

古川終末処理場 千歳市 千歳市浄化センター 

白樺終末処理場 支笏湖畔下水終末処理場 

大楽毛終末処理場 深川市 

 

深川浄化センター 

阿寒湖畔下水終末処理場 音江浄化センター 

阿寒下水終末処理場 富良野市 富良野水処理センター 

音別浄化センター 山部水処理センター 

帯広市 帯広川下水終末処理場 登別市 若山浄化センター 
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市町村等団体名 下水道終末処理施設 

 

市町村等団体名 下水道終末処理施設 

恵庭市 恵庭下水終末処理場 余市町 余市下水処理場 

伊達市 伊達終末処理場 赤井川村 

 

あかいがわアクアクリーンセ

ンター 有珠終末処理場 

大滝下水道管理センター 長沼町 長沼町浄化センター 

北広島市 北広島下水処理センター 栗山町 栗山下水道管理センター 

石狩市 

 

 

八幡処理場 沼田町 沼田浄化センター 

厚田浄化センター 愛別町 愛別下水道管理センター 

望来浄化センター 上川町 上川下水終末処理場 

当別町 当別下水終末処理場 層雲峡終末処理場 

知内町 知内町クリーンセンター 東川町 旭岳温泉ピュアセンター 

木古内町 きこないクリーンセンター 美瑛町 美瑛下水処理場 

七飯町 大沼下水浄化センター 上富良野町 上富良野浄化センター 

森町 森町森浄化センター 中富良野町 中富良野クリーンセンター 

八雲町 

 

八雲下水浄化センター 南富良野町 南富良野浄化センター 

熊石浄化センター 占冠村 中央浄化センター 

長万部町 長万部終末処理場 トマム浄化センター 

江差町 江差・上ノ国下水道管理セン

ター 

和寒町 和寒下水終末処理場 

剣淵町 剣淵浄化センター 

乙部町 乙部浄化センター 下川町 下川浄化センター 

奥尻町 奥尻クリーンセンター 美深町 美深町浄水管理センター 

今金町 今金浄化センター 増毛町 増毛町下水道管理センター 

せたな町 

 

 

北檜山下水処理場 小平町 

 

小平浄化センター 

せたなクリーンセンター 鬼鹿浄化センター 

大成浄化センター 苫前町 

 

苫前下水浄化センター 

寿都町 シークリーン寿都 古丹別第１下水浄化センタ

ー 黒松内町 黒松内町終末処理場 

ニセコ町 ニセコ町下水道管理センター 羽幌町 羽幌浄化センター 

真狩村 真狩村浄化センター 遠別町 遠別浄化センター 

留寿都村 留寿都浄化センター 天塩町 天塩クリーンセンター 

喜茂別町 きもべつ浄化センター 幌延町 幌延下水道管理センター 

京極町 京極町下水終末処理場 浜頓別町 浜頓別下水終末処理場 

倶知安町 倶知安町下水終末処理場 中頓別町 中頓別町下水道管理センタ

ー 岩内町 岩内・共和下水道管理センタ

ー 枝幸町 

 

枝幸下水終末処理場 

泊村 とまり浄化センター 歌登下水終末処理場 

堀株浄化センター 豊富町 豊富浄化センター 

古平町 古平町下水道管理センター 礼文町 香深アクアプラント 
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市町村等団体名 下水道終末処理施設 

 

市町村等団体名 下水道終末処理施設 

礼文町 船泊アクアプラント 新ひだか町 静内終末処理場 

利尻町 沓形浄化センター 三石浄化センター 

利尻富士町 

 

鴛泊下水浄化センター 音更町 十勝川温泉浄化センター 

鬼脇下水浄化センター 士幌町 士幌終末処理場 

美幌町 美幌下水終末処理場 上士幌町 上士幌下水道管理センター 

津別町 下水道管理センター(津別町) 鹿追町 然別湖畔浄化センター 

斜里町 

 

斜里終末処理場 新得町 新得終末処理場 

ウトロ下水処理場 屈足終末処理場 

置戸町 置戸浄化センター 清水町 清水下水終末処理場 

佐呂間町 

 

佐呂間町下水道管理センタ

ー 

中札内村 中札内浄化センター 

更別村 更別浄化センター 

遠軽町 

 

 

遠軽下水処理センター 大樹町 大樹下水終末処理場 

丸瀬布せせらぎセンター 広尾町 広尾下水終末処理場 

白滝浄化センター 幕別町 幕別町浄化センター 

湧別町 湧別町終末処理場 池田町 池田町下水道管理センター 

滝上町 滝上終末処理場 豊頃町 大津下水浄化センター 

興部町 

 

興部下水終末処理場 茂岩下水浄化センター 

沙留下水終末処理場 本別町 本別町下水道管理センター 

西興部村 西興部村下水道終末処理場 足寄町 足寄下水終末処理場 

雄武町 雄武浄化センター 陸別町 陸別浄化センター 

豊浦町 豊浦浄化センター 浦幌町 浦幌終末処理場 

白老町 白老下水終末処理場 厚岸町 厚岸終末処理場 

厚真町 厚真浄化センター 浜中町 霧多布クリーンセンター 

洞爺湖町 

 

虻田下水終末処理場 標茶町 

 

標茶終末処理場 

とうやクリーナップセンター 塘路終末処理場 

安平町 

 

早来浄化センター 弟子屈町 弟子屈浄化センター 

追分浄化センター 白糠町 白糠下水道管理センター 

むかわ町 むかわ下水処理場 別海町 

 

 

別海終末処理場 

日高町 

 

 

富川浄化センター 西春別終末処理場 

日高浄化センター 走古丹終末処理場 

門別浄化センター 中標津町 

 

中標津下水終末処理場 

浦河町 浦河浄化センター 養老牛温泉浄化センター 

様似町 様似下水終末処理場 標津町 下水道管理センター(標津町) 

えりも町 えりも町浄化センター 川北下水処理場 

※その他、御不明の点は、届出窓口に御相談ください。 

 


