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処露のシステムは16
ン
ト

鹿島町に納入が内定した日蛋50

来の製品よりも2分の1から3
分の1の価格に抑えた。 茨城県

点では、同じ処理能力をもつ従

この3月中旬に東京のホテルで

完 成させた。 その汗 の結 晶が、
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焼却炉を姐み合わせることによ

茨城県牛久市に本社を置く日本

年度
施設肇備計酉 （第7次、95

指定されたこともあって大きな

まで）によって国庫浦助事業に
成長を遂げてきた。この大型炉

の三菱重工業、タクマ、NKK、

は、これまでいわゆる大手5社

日立造沿、川崎重工業がほぽ独

羹 から出る一般廃黍 鴨の緻

。これらは一部はリ
ン
は約4徳ト

へて最終処分場、つまり埋め立

を手がける荏 原磁作所、クポタ
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