
ばい煙発生施設一覧（筑紫保健福祉環境事務所）

工場・事業場の名称
工場事業場の

所在地（市町村）
工場・事業場の所在地

法・条例
区分

ばい煙発生施設の種類
水
銀

最大排出ガ
ス量（湿り）

最大排出ガ
ス量（乾き）

筑紫農協カントリーエレベーター 筑紫野市 永岡12-1 法 乾燥炉 90000 87930

筑紫農協カントリーエレベーター 筑紫野市 永岡12-1 法 乾燥炉 90000 87930

九州建設機械販売株式会社独身寮 筑紫野市 永岡245-1 条例 ボイラ 448

筑紫野市学校給食共同調理場 筑紫野市 永岡722-1 法 ボイラ 1640 1464

筑紫野市学校給食共同調理場 筑紫野市 永岡722-1 法 ボイラ 1640 1464

筑紫野市学校給食共同調理場 筑紫野市 永岡722-1 法 ボイラ 1717.1 1471.5

筑紫野市学校給食共同調理場 筑紫野市 永岡722-1 法 ボイラ 1717.1 1471.5

医療法人牧和会牧病院 筑紫野市 永岡976-1 条例 ボイラ 541.5

医療法人牧和会牧病院 筑紫野市 永岡976-1 条例 ボイラ 541.5

医療法人牧和会牧病院 筑紫野市 永岡976-1 法 ディーゼル機関 1652 1566

北部九州物流センター 筑紫野市 岡田3-10-1 法 ディーゼル機関 5679 5399

筑紫野市総合保健福祉センター 筑紫野市 岡田463 法 ボイラ 1178 1059

西日本鉄道株式会社鉄道事業本部
運転車両部車両整備課

筑紫野市 下見673-3 法 ボイラ 1595 1440

ＪＡ福岡中央会教育センター 筑紫野市 吉木914-2 条例 ボイラ 670.9

福岡県立福岡視覚特別支援学校 筑紫野市 牛島114 法 ボイラ 1276.8 1154.7

福岡県立福岡視覚特別支援学校 筑紫野市 牛島114 法 ボイラ 1276.8 1154.7

スポーツサウナみなみ 筑紫野市 原田2642 条例 ボイラ 377

スポーツサウナみなみ 筑紫野市 原田2642 条例 ボイラ 377

マルキョウ原田店 筑紫野市 原田4-13-14 法 ディーゼル機関

宗教法人善隣教 筑紫野市 原田427番地 条例 ボイラ 563.2 512

筑紫野温泉アマンディ 筑紫野市 原田832-1 法 ボイラ 1528.4 1306.2

筑紫野温泉アマンディ 筑紫野市 原田832-1 法 ボイラ 1528.4 1306.2

太宰府セントラルカントリークラ
ブ

筑紫野市 山家1-17 条例 ボイラ 550

太宰府セントラルカントリークラ
ブ

筑紫野市 山家1-17 条例 ボイラ 590

太宰府セントラルカントリークラ
ブ

筑紫野市 山家1-17 条例 ボイラ 590

西日本油脂工業株式会社福岡工場 筑紫野市 山家2832-1 法 ボイラ 2742 2465

西日本油脂工業株式会社福岡工場 筑紫野市 山家2832-1 法 ボイラ 2742 2465

筑慈苑 筑紫野市 山家3745-1 条例 ボイラ 327 261.6

筑慈苑 筑紫野市 山家3745-1 法 ディーゼル機関 1692 1579

株式会社内田商店山家飼料工場 筑紫野市 山家4969-2 条例 ボイラ 577

ＲＫＢ皐月ゴルフ倶楽部天拝コー
ス

筑紫野市 山口1300 条例 ボイラ 446

ＲＫＢ皐月ゴルフ倶楽部天拝コー
ス

筑紫野市 山口1300 条例 ボイラ 446

福岡県赤十字血液センター 筑紫野市 上古賀1-2-1 法 ディーゼル機関 1491 1417

福岡県共同公文書館（仮称） 筑紫野市 上古賀1-232-12 法 ディーゼル機関 1429 1358

福岡県工業技術センター 筑紫野市 上古賀332-1 条例 ボイラ 424

ゆめタウン筑紫野店 筑紫野市 針摺30-21 法 ディーゼル機関 5520 5200

ゆめタウン筑紫野店 筑紫野市 針摺30-21 法 ディーゼル機関 1080 999

株式会社筑紫野物産研究所 筑紫野市 針摺8-1 条例 ボイラ 430 392

筑紫野大宰府消防組合 筑紫野市 針摺西1-1-1 法 ディーゼル機関 1203 1126

日本オートオークション九州株式
会社

筑紫野市 西小田5 法 ディーゼル機関 1025 949

筑紫野市庁舎 筑紫野市 石崎1丁目211-6外 法 ディーゼル機関 2226 2076

小西第一病院 筑紫野市 石崎250 条例 ボイラ

小西第一病院 筑紫野市 石崎250 条例 ボイラ

福岡大学筑紫病院 筑紫野市 俗明院1-1-1 法 ディーゼル機関 7710 7260

令和４年３月３１日現在
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福岡大学筑紫病院 筑紫野市 俗明院1-1-1 法 ボイラ 1731 1482

福岡大学筑紫病院 筑紫野市 俗明院1-1-1 法 ボイラ 1731 1482

福岡大学筑紫病院 筑紫野市 俗明院1-1-1 法 ボイラ 1786 1529

福岡大学筑紫病院 筑紫野市 俗明院1-1-1 法 ボイラ 1096.3 926.3

福岡大学筑紫病院 筑紫野市 俗明院1-1-1 法 ボイラ 1096.3 926.3

日本経済大学ケンブリッジハウス 筑紫野市 俗明院144-1 法 ボイラ 1397 1181

日本経済大学ケンブリッジハウス 筑紫野市 俗明院144-1 法 ボイラ 1397 1181

日本経済大学ケンブリッジハウス 筑紫野市 俗明院144-1 法 ボイラ 6961 6953

日本経済大学ケンブリッジハウス 筑紫野市 俗明院144-1 法 ボイラ 6961 5569

有限会社勘野食品 筑紫野市 俗明院3-1 条例 ボイラ 440 400

福岡県農林業総合試験場 筑紫野市 大字吉木587 条例 ボイラ 481

福岡県農林業総合試験場 筑紫野市 大字吉木587 条例 ボイラ 481

福岡県農林業総合試験場 筑紫野市 大字吉木587 条例 ボイラ 426

福岡県立福岡高等視覚特別支援学
校

筑紫野市 大字牛島151番地 法 ボイラ 669.5 608.4

福岡県醤油醸造協同組合 筑紫野市 大字牛島65 法 ボイラ 3656 3311

福岡県醤油醸造協同組合 筑紫野市 大字牛島65 法 ボイラ 1878 1677

クリーンヒル宝満 筑紫野市 原田1385番地1外29筆 法 廃棄物焼却炉
○

46000 34960

クリーンヒル宝満 筑紫野市 原田1385番地1外29筆 法 廃棄物焼却炉
○

46000 34960

福岡県道路公社冷水道路山家電気
室

筑紫野市 大字山家1123 法 ディーゼル機関 2006 1907

山神水道企業団浄水場 筑紫野市 大字山口2764番地4 法 ディーゼル機関 991 912

宝満川上流ポンプ場 筑紫野市 大字諸田9-1 法 ガスタービン 9230 8890

宝満川上流ポンプ場 筑紫野市 大字諸田9-1 法 ディーゼル機関 4580 4290

太陽家具福岡筑紫野店 筑紫野市 大字塔原東5-4-7 法 ディーゼル機関 956 888

ダイエー二日市店 筑紫野市 大字二日市字芦原630 法 ボイラ 680

ダイエー二日市店 筑紫野市 大字二日市字芦原630 法 ボイラ 680

トヨタモビリティパーツ株式会社
九州北部統括支社

筑紫野市 大字筑紫1032-1 法 ディーゼル機関 1207 1133

筑紫野スポーツクラブ 筑紫野市 筑紫野塔原東5-969-1 法 ボイラ 825 674

筑紫野スポーツクラブ 筑紫野市 筑紫野塔原東5-969-1 法 ボイラ 825 250

筑紫野病院 筑紫野市 天山37 条例 ボイラ 475

天神湯 筑紫野市 天神1077 条例 ボイラ

筑紫野　天拝の郷 筑紫野市 天拝坂2-4-3 法 ボイラ 965.4 825.1

筑紫野　天拝の郷 筑紫野市 天拝坂2-4-3 法 ボイラ 965.4 825.1

富工食品 筑紫野市 塔原526 条例 ボイラ 403

福岡県済生会二日市病院 筑紫野市 湯町3-13-1 条例 ボイラ 663

福岡県済生会二日市病院 筑紫野市 湯町3-13-1 法 ディーゼル機関 1950 1838

福岡県済生会二日市病院 筑紫野市 湯町3-13-1 法 ディーゼル機関 1950 1838

北山マーケット 筑紫野市 二日市 条例 ボイラ 447

北山マーケット 筑紫野市 二日市 条例 ボイラ 447

杉病院 筑紫野市 二日市1036 条例 ボイラ

杉病院 筑紫野市 二日市1036 条例 ボイラ

都築育英学園 筑紫野市 二日市179-7 条例 ボイラ

都築育英学園 筑紫野市 二日市179-7 条例 ボイラ 695

都築育英学園女子寮 筑紫野市 二日市179-7 条例 ボイラ 477

スコーレ西日本 筑紫野市 二日市568-1 条例 ボイラ 359
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スコーレ西日本 筑紫野市 二日市568-1 条例 ボイラ 437

スコーレ西日本 筑紫野市 二日市568-1 条例 ボイラ 359

トレビ観光有限会社 筑紫野市 二日市640-1 条例 ボイラ 439

くぬぎ湯 筑紫野市 二日市650 条例 ボイラ

ヤマキ醤油醸造有限会社 筑紫野市 二日市845 条例 ボイラ

えびす味噌醤油有限会社 筑紫野市 二日市918 条例 ボイラ 305

二日市ショッピングセンター 筑紫野市 二日市956 条例 ボイラ

二日市ショッピングセンター 筑紫野市 二日市956 条例 ボイラ

筑紫野アスレチッククラブウイン
ズ

筑紫野市 二日市西2-1-15 法 ボイラ 1033

大賀酒造株式会社 筑紫野市 二日市中央 法 ボイラ 706.8 643.5

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店二
日市ビル

筑紫野市 二日市中央1-11-16 法 ディーゼル機関 2552 2421

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店二
日市ビル

筑紫野市 二日市中央1-11-16 法 ディーゼル機関 3461 3288

新日本レイキ株式会社 筑紫野市 二日市南1-4-1 法 ボイラ 1210

新日本レイキ株式会社 筑紫野市 二日市南1-4-1 法 ボイラ 1413

新日本レイキ株式会社 筑紫野市 二日市南1-4-1 法 ボイラ 1413

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 904 764

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 904 764

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 1873 1583

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 1873 1583

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 958 810

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 1171 990

日本経済大学学生寮オックス
フォードハウス

筑紫野市 二日市北5-4-1 法 ボイラ 652 590

うめざき二日市店 筑紫野市 二日市本町中央通り 条例 ボイラ 528

筑紫野ベレッサ 筑紫野市 美しが丘南1-12-1 法 ディーゼル機関 2910 2773

○
筑紫野ベレッサ 筑紫野市 美しが丘南1-12-1 法 ディーゼル機関

二日市温泉事業協同組合 筑紫野市 武蔵473-1 法 ボイラ 815 738

山田商事株式会社椛屋旅館 筑紫野市 武蔵489 条例 ボイラ

三郡山ＡＲＳＲ局舎 筑紫野市 柚須原430 法 ディーゼル機関 1250 1173

イオンモール筑紫野 筑紫野市 立明寺434-1 法 ディーゼル機関 2541 2394

社会福祉法人天拝福祉会 筑紫野市 立明寺622-1 法 ボイラ 839 760
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九州カンツリー倶楽部春日原ゴル
フ場

春日市 下白水207-1 法 ボイラ 732

九州カンツリー倶楽部春日原ゴル
フ場

春日市 下白水207-1 法 ボイラ 613

ふくの湯春日店 春日市 下白水南1-147 法 ディーゼル機関

ふくの湯春日店 春日市 下白水南1-147 法 ディーゼル機関

ふくの湯春日店 春日市 下白水南1-147 法 ボイラ 1254.2 1076.5

ふくの湯春日店 春日市 下白水南1-147 法 ボイラ 1254.2 1076.5

株式会社きょくとう原町工場 春日市 原町1-88-1 条例 ボイラ 760

株式会社きょくとう原町工場 春日市 原町1-88-1 条例 ボイラ 449

春日那珂川水道企業団原町浄水場 春日市 原町2-38-2 法 ガスタービン 8549

航空自衛隊春日基地 春日市 原町3-1-1 法 ディーゼル機関 1310 1270

航空自衛隊春日基地 春日市 原町3-1-1 法 ボイラ 4242 3827

航空自衛隊春日基地 春日市 原町3-1-1 法 ボイラ 4242 3827

クローバープラザ 春日市 原町3-1-7 法 ディーゼル機関 3146 2974

クローバープラザ 春日市 原町3-1-7 法 ボイラ 1285 1086

クローバープラザ 春日市 原町3-1-7 法 ボイラ 1285 1086

クローバープラザ 春日市 原町3-1-7 法 ボイラ 1285 1086

春日市市庁舎 春日市 原町3丁目1番5号 法 ディーゼル機関 3090 2940

春日市市庁舎 春日市 原町3丁目1番5号 法 ボイラ 678.9 573.6

春日湯 春日市 光町2177 条例 ボイラ

オタライト株式会社 春日市 桜ｹ丘7-79 法 ディーゼル機関 5000 4800

オタライト株式会社 春日市 桜ｹ丘7-79 法 ディーゼル機関 5000 4800

オタライト株式会社 春日市 桜ｹ丘7-79 法 ディーゼル機関 5000 4800

オタライト株式会社 春日市 桜ｹ丘7-79 法 ボイラ 1309 1191

オタライト株式会社 春日市 桜ｹ丘7-79 法 ボイラ 1331 1220

オタライト株式会社 春日市 桜ｹ丘7-79 法 ボイラ 872 793

有限会社クイックのだや 春日市 桜ヶ丘8-74 条例 ボイラ 466

大丸スイミングスクール 春日市 春日1142 条例 ボイラ 394

大丸スイミングスクール 春日市 春日1142 条例 ボイラ 394

アクロスモール春日 春日市 春日5丁目17番地 法 ディーゼル機関 3400 3220

アクロスモール春日 春日市 春日5丁目17番地 法 ボイラ 1195.4 1006.2

アクロスモール春日 春日市 春日5丁目17番地 法 ボイラ 1195.4 1006.2

ルネサンス春日 春日市 春日7-60 法 ボイラ 1234 1110

ルネサンス春日 春日市 春日7-60 法 ボイラ 1234 1110

桜湯 春日市 春日原東町14-6 条例 ボイラ

春日市立春日野小学校 春日市 春日公園4-1 法 ボイラ 681 623

九州大学総合理工学研究棟 春日市 春日公園6-1 法 ディーゼル機関 1572 1480

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

春日基地ＳＯＣ／ＤＣ地区 春日市 春日公園6-2 法 ディーゼル機関 1044

自衛隊福岡病院 春日市 小倉東1丁目61番地 法 ディーゼル機関 1565
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ばい煙発生施設一覧（筑紫保健福祉環境事務所）

工場・事業場の名称
工場事業場の

所在地（市町村）
工場・事業場の所在地

法・条例
区分

ばい煙発生施設の種類
水
銀

最大排出ガ
ス量（湿り）

最大排出ガ
ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

自衛隊福岡病院 春日市 小倉東1丁目61番地 法 ボイラ 3056 2750

自衛隊福岡病院 春日市 小倉東1丁目61番地 法 ボイラ 3056 2750

ＮＨＫ春日ラジオ放送所 春日市 昇町2-3 法 ガスタービン 19843 19380

ＮＨＫ春日ラジオ放送所 春日市 昇町2-3 法 ガスタービン 23700 23100

ＮＨＫ春日ラジオ放送所 春日市 昇町2-3 法 ディーゼル機関 23700 23100

西日本旅客鉄道株式会社博多総合
車両所配電所

春日市 上白水9丁目144 法 ディーゼル機関 7524 7200

西日本旅客鉄道株式会社博多総合
車両所配電所

春日市 上白水9丁目144 法 ガスタービン 21900 20900

だるま湯 春日市 須玖1075-4 条例 ボイラ

コジマＮＥＷ福岡春日店 春日市 須玖北1-1-1 法 ディーゼル機関

医療法人徳洲会福岡徳洲会病院 春日市 須玖北3丁目3番1､須玖北4丁目
1番他48筆

法 ディーゼル機関 1872 1748

千水湯 春日市 千蔵町1-26-4 条例 ボイラ

福岡都市圏南部工場 春日市 大字下白水104-5 法 ディーゼル機関 9690 9140

福岡都市圏南部工場 春日市 大字下白水104-5 法 廃棄物焼却炉
○

38740 32970

福岡都市圏南部工場 春日市 大字下白水104-5 法 廃棄物焼却炉
○

38740 32970

福岡都市圏南部工場 春日市 大字下白水104-5 法 廃棄物焼却炉
○

38740 32970

春日市ふれあい文化センター 春日市 大谷6-24 法 ガスタービン 8610 8330

総合スポーツセンター施設 春日市 大谷6-28他 法 ディーゼル機関 2426 2277

総合スポーツセンター施設 春日市 大谷6-28他 法 ボイラ 779.8 656.4

総合スポーツセンター施設 春日市 大谷6-28他 法 ボイラ 779.8 656.4

陸上自衛隊福岡駐屯地 春日市 大和町5丁目12 条例 ボイラ 426

陸上自衛隊福岡駐屯地 春日市 大和町5丁目12 法 ディーゼル機関

陸上自衛隊福岡駐屯地 春日市 大和町5丁目12 法 ディーゼル機関 1079 1010

陸上自衛隊福岡駐屯地 春日市 大和町5丁目12 法 ディーゼル機関 2560 2400

陸上自衛隊福岡駐屯地 春日市 大和町5丁目12 法 ボイラ 6379 5754

陸上自衛隊福岡駐屯地 春日市 大和町5丁目12 法 ボイラ 6379 5754

西日本鉄道株式会社春日寮 春日市 南町4-43 条例 ボイラ 425

タカヤマクリーニング 春日市 日の出町5-4 条例 ボイラ 459

パナソニックコミュニケーション
ズ株式会社春日療

春日市 平田台1-138 条例 ボイラ

グッドタイムホーム２・春日 春日市 平田台1-138-2 条例 ボイラ 417.9

グッドタイムホーム２・春日 春日市 平田台1-138-2 条例 ボイラ 417.9
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ばい煙発生施設一覧（筑紫保健福祉環境事務所）

工場・事業場の名称
工場事業場の

所在地（市町村）
工場・事業場の所在地

法・条例
区分

ばい煙発生施設の種類
水
銀

最大排出ガ
ス量（湿り）

最大排出ガ
ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

ホリデイスポーツクラブ福岡大野
城

大野城市 つつじｹ丘1-6-1外10筆 法 ボイラ

株式会社リョーユーパン福岡工場 大野城市 旭ヶ丘1ｰ7ｰ1 法 ボイラ 1753 1482

株式会社リョーユーパン福岡工場 大野城市 旭ヶ丘1ｰ7ｰ1 法 ボイラ 1753 1482

ビートスイミングクラブ大野城
プール

大野城市 乙金3丁目13-80 法 ボイラ 782.1 687.3

つくし岡本病院 大野城市 乙金553-11 条例 ボイラ 452

つくし岡本病院 大野城市 乙金553-11 条例 ボイラ 452

大野城市立大野東中学校 大野城市 乙金台2-5-1 法 ボイラ 622 526

イオン九州(株)イオン大野城乙金
ショッピングセンターテナント棟

大野城市 乙金3丁目23-1 法 ディーゼル機関 1032 966

イオン九州(株)イオン大野城乙金
ショッピングセンター直営棟

大野城市 乙金3丁目24-1 法 ディーゼル機関 1032 966

株式会社ダイエー　ダイエー下大
利店

大野城市 下大利1-21-1 法 ディーゼル機関

有限会社広島栄養食品福岡工場 大野城市 下大利180-2 条例 ボイラ

有限会社広島栄養食品福岡工場 大野城市 下大利180-2 条例 ボイラ 329

つくし野スイミングクラブ 大野城市 下大利2-20-16 法 ボイラ 1003 900

十全病院 大野城市 下大利449 条例 ボイラ

十全病院 大野城市 下大利449 条例 ボイラ

十全病院 大野城市 下大利449 条例 ボイラ

十全病院 大野城市 下大利449 条例 ボイラ 366

特別養護老人ホーム悠生園 大野城市 瓦田125 条例 ボイラ 395

特別養護老人ホーム悠生園 大野城市 瓦田125 条例 ボイラ 395

西日本クロレラ食品株式会社 大野城市 瓦田593 条例 ボイラ 841

多目的保健福祉交流プラザ 大野城市 瓦田669 条例 ボイラ 329

多目的保健福祉交流プラザ 大野城市 瓦田669 条例 ボイラ 329

陸上自衛隊福岡駐とん地福岡自動
車訓練場

大野城市 牛頚1034-17 条例 ボイラ 474

筑紫南ケ丘病院 大野城市 牛頚1034-5 法 ボイラ 1197

筑紫南ケ丘病院 大野城市 牛頚1034-5 法 ボイラ 1002.2 899.1

福岡地区水道企業団牛頸浄水場 大野城市 牛頚1-1-1 条例 ボイラ 583

福岡地区水道企業団牛頸浄水場 大野城市 牛頚1-1-1 法 ガスタービン 22400

福岡地区水道企業団牛頸浄水場 大野城市 牛頚1-1-1 法 ディーゼル機関 4394 4190

福岡地区水道企業団牛頸浄水場 大野城市 牛頚1-1-1 法 ディーゼル機関 2770 2570

福岡地区水道企業団牛頸浄水場 大野城市 牛頚1-1-1 法 ディーゼル機関 2770 2570

福岡地区水道企業団牛頸浄水場 大野城市 牛頚1-1-1 法 ガスタービン 22400 21600

中西博多織株式会社 大野城市 錦町4-1 条例 ボイラ 403

イオン大野城ＳＣ 大野城市 錦町4-1-1 法 ガス機関 3120

イオン大野城ＳＣ 大野城市 錦町4-1-1 法 ガス機関 3120

イオン大野城ＳＣ 大野城市 錦町4-1-1 法 ガス機関 3120

イオン大野城ＳＣ 大野城市 錦町4-1-1 法 ガス機関 3120

イオン大野城ＳＣ 大野城市 錦町4-1-1 法 ボイラ 2292 1879

イオン大野城ＳＣ 大野城市 錦町4-1-1 法 ボイラ 2292 1879

コナミスポーツクラブ大野城 大野城市 錦町4-1-2 法 ボイラ 1422 1421

コナミスポーツクラブ大野城 大野城市 錦町4-1-2 法 ボイラ 668 604

御笠の森小学校 大野城市 御笠川1-7-1 条例 ボイラ 530 424

前田道路株式会社福岡合材工場 大野城市 御笠川2-14-1 法 乾燥炉 20201 17777

前田道路株式会社福岡合材工場 大野城市 御笠川2-14-1 法 乾燥炉 18000 16958

有限会社パンジークリーニング大
野城工場

大野城市 御笠川3-14-11 法 ボイラ 1041 958
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ばい煙発生施設一覧（筑紫保健福祉環境事務所）

工場・事業場の名称
工場事業場の

所在地（市町村）
工場・事業場の所在地

法・条例
区分

ばい煙発生施設の種類
水
銀

最大排出ガ
ス量（湿り）

最大排出ガ
ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

株式会社ENEOSフロンティア九州カンパニー Dr.Driveセル
フ太宰府インター店

大野城市 御笠川5丁目12-20 法 ガス発生炉・加熱炉 1498 1273

大野城市立大野北小学校 大野城市 山田4-17-1 法 ボイラ 615 537

株式会社スポーツクラブフェニッ
クス

大野城市 紫台2-8 法 ボイラ 2021

株式会社スポーツクラブフェニッ
クス

大野城市 紫台2-8 法 ボイラ 1073 971.2

株式会社スポーツクラブフェニッ
クス

大野城市 紫台2-8 法 ボイラ 1073 971.2

大野城まどかぴあ 大野城市 曙町2丁目3-1 法 ディーゼル機関 2893 2732

大野城まどかぴあ 大野城市 曙町2丁目3-1 法 ボイラ 742.9 445.8

大野城まどかぴあ 大野城市 曙町2丁目3-1 法 ボイラ 847.1 508.3

大野城市庁舎本館 大野城市 曙町二丁目2-1 法 ボイラ 775 662

大野城市庁舎本館 大野城市 曙町二丁目2-1 法 ボイラ 775 662

全農福岡講習所 大野城市 上大利220 条例 ボイラ 280

竹中工務店新福岡竹友寮 大野城市 上大利334-6 条例 ボイラ

株式会社アシュラン　アシュラン
新本社ビル

大野城市 上大利5-21-1 法 ディーゼル機関 2760 2624

アシュラン　スパハウス棟 大野城市 上大利5丁目21-1 法 ボイラ 1387 1190

アシュラン　スパハウス棟 大野城市 上大利5丁目21-1 法 ボイラ 1387 1190

ＤＩＹホームセンターハンズマン
大野城店

大野城市 上大利612-2外16筆 法 ディーゼル機関 1957 1860

ＮＴＴ西日本福岡支店乙金ビル 大野城市 川久保1-20-1 法 ディーゼル機関 1730 1607

福岡県職員研修所 大野城市 大字乙金8番1 法 ボイラ 717

福岡県職員研修所 大野城市 大字乙金8番1 法 ボイラ 656.8 595.5

福岡県職員研修所 大野城市 大字乙金8番1 法 ボイラ 645.3 573.1

福岡市水道局乙金浄水場 大野城市 大字乙金台3-12-1 法 ガスタービン

悠生園デイ．サービス及び在宅介
護支援セン

大野城市 大城5-125-3 条例 ボイラ 309

株式会社エスアールエル福岡ラボ
ラトリー

大野城市 中2-1-8 法 ディーゼル機関 1798 1715

三和シャッター工業株式会社 大野城市 中373 条例 ボイラ 279

板付新軽金属株式会社 大野城市 仲畑1-10-20 法 ボイラ 619.7 553.3

株式会社ニューワシントンリネン 大野城市 仲畑1-21-19 法 ボイラ 1736.8 1491.1

株式会社ニューワシントンリネン 大野城市 仲畑1-21-19 法 ボイラ 1302.2 1118

有限会社染原化工 大野城市 仲畑1-24-25 法 ボイラ 615 551

有限会社染原化工 大野城市 仲畑1-24-25 法 ボイラ 615 51

ホテルアルフィー 大野城市 仲畑1-275 条例 ボイラ 447

ホテルアルフィー 大野城市 仲畑1-275 条例 ボイラ 447

高田製麺 大野城市 仲畑一丁目253 条例 ボイラ 442

株式会社ヤマキフーズ福岡工場 大野城市 東大利4-1-1 法 ボイラ 1803

株式会社エイショク福岡工場 大野城市 東大利4-3-17 法 ボイラ 672 603

秦病院 大野城市 筒井739 条例 ボイラ

南大利ホテル 大野城市 南大利2丁目1-2 法 ディーゼル機関 1884 1752

南大利ホテル 大野城市 南大利2丁目1-2 法 ボイラ 1865.9 1616.2

南大利ホテル 大野城市 南大利2丁目1-2 法 ボイラ 1865.9 1616.2

南大利ホテル 大野城市 南大利2丁目1-2 法 ボイラ 1865.9 1616.2

特定医療法人社団三光会　誠愛リ
ハビリテーション病院

大野城市 南大利二丁目7番2号 条例 ボイラ 425.4 340.3

特定医療法人社団三光会　誠愛リ
ハビリテーション病院

大野城市 南大利二丁目7番2号 条例 ボイラ 425.4 340.3

サンリヤン大野城駅前ＶＶＩ番館 大野城市 白木原1-16-16 法 ディーゼル機関 977

一般財団法人日本環境衛生セン
ター西日本支局

大野城市 白木原3-5-11 条例 ボイラ 756

原病院 大野城市 白木原53 条例 ボイラ
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ばい煙発生施設一覧（筑紫保健福祉環境事務所）

工場・事業場の名称
工場事業場の

所在地（市町村）
工場・事業場の所在地
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銀
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ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

原病院 大野城市 白木原53 条例 ボイラ 327

原病院 大野城市 白木原53 条例 ボイラ 327

株式会社エルゼ福岡本社工場 大野城市 白木原5-4-33 法 ボイラ 1135 1033.6

千蔵湯 大野城市 白木町250-1 条例 ボイラ
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ばい煙発生施設一覧（筑紫保健福祉環境事務所）

工場・事業場の名称
工場事業場の

所在地（市町村）
工場・事業場の所在地

法・条例
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水
銀
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ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

太宰府市役所 太宰府市 観世音寺1-1-1 法 ディーゼル機関 2123 2016

花関酒造株式会社太宰府工場 太宰府市 観世音寺870 条例 ボイラ 252

第一福祉大学 太宰府市 五条3-10-10 法 ボイラ 1018 861

第一福祉大学 太宰府市 五条3-10-10 法 ボイラ 1018 861

第一保育短期大学紅梅寮 太宰府市 五条3-11-25 条例 ボイラ 549

第一保育短期大学紅梅寮 太宰府市 五条3-11-25 条例 ボイラ 549

福岡県立精神医療センター　太宰
府病院

太宰府市 五条3-8-1 法 ディーゼル機関 3260 3110

福岡県立精神医療センター　太宰
府病院

太宰府市 五条3-8-1 法 ボイラ 1258 163

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 条例 ボイラ 14

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 条例 ボイラ 557

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 条例 ボイラ 859

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 法 ボイラ 1220

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 法 ボイラ 1623 1477

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 法 ボイラ 858

（学）九州学園福岡女子短期大学 太宰府市 五条4-16-1 法 ボイラ 699

宰都ビル 太宰府市 御笠1丁目5番15号 条例 ボイラ 358

宰都ビル 太宰府市 御笠1丁目5番15号 条例 ボイラ 358

太宰府市松川浄水場 太宰府市 御笠5-2-1 法 ディーゼル機関 1230 1155

（学）国士館大学福祉専門学校 太宰府市 御笠5-3-1 条例 ボイラ 341

福岡県保健環境研究所 太宰府市 向佐野迎田39 条例 ボイラ 359

福岡県保健環境研究所 太宰府市 向佐野迎田39 法 ディーゼル機関 1483 1409

福岡県保健環境研究所 太宰府市 向佐野迎田39 法 ボイラ 3400

有限会社太宰府スイミングクラブ 太宰府市 高雄1丁目3679の2 法 ボイラ 819.5 735.2

松島クリーニング 太宰府市 国分208 条例 ボイラ

松島クリーニング 太宰府市 国分208 条例 ボイラ

ケアハウス同朋・デイサービスセ
ンター同朋

太宰府市 国分271-1 条例 ボイラ 481

筑紫女学園学生会館 太宰府市 宰府2-15-1 条例 ボイラ 263 233

筑紫女学園学生会館 太宰府市 宰府2-15-1 条例 ボイラ 263 233

筑紫女学園学生会館 太宰府市 宰府2-15-1 条例 ボイラ 263 233

筑紫女学園学生会館 太宰府市 宰府2-15-1 条例 ボイラ 263 233

筑紫女学園学生会館 太宰府市 宰府2-15-1 法 ボイラ 660 596.5

社会福祉法人恵徳会双葉老人ホー
ム

太宰府市 三条1-4-1 法 ボイラ 950 864

社会福祉法人恵徳会双葉老人ホー
ム

太宰府市 三条1-4-1 法 ボイラ 950 864

太宰府インターチェンジ 太宰府市 水城2-25-1 法 ディーゼル機関 1690 1610

太宰府インターチェンジ 太宰府市 水城2-25-1 法 ディーゼル機関 1850 1745

株式会社朝日プリンテック（九州
支社）福岡工場

太宰府市 水城2丁目17の1 法 ガスタービン 26779 26076

株式会社クリーン 太宰府市 水城3-5-15 法 乾燥炉 7070 6880

太宰府ゴルフクラブ 太宰府市 石穴3467ｰ39 条例 ボイラ 422.6 382.1

筑紫女学園大学 太宰府市 石坂2-12-1 条例 ボイラ 489 416

筑紫女学園大学 太宰府市 石坂2-12-1 法 ボイラ 816 693

筑紫女学園短期大学 太宰府市 石坂2-12-1 法 ボイラ 1474 1333

九州国立博物館 太宰府市 石坂4-7-2 法 ディーゼル機関 7420 7090

三角商事株式会社　ルミエール太
宰府店

太宰府市 大佐野1丁目10-1 法 ボイラ 1495 1228

三角商事株式会社　ルミエール太
宰府店

太宰府市 大佐野1丁目10-1 法 ボイラ 1680 1380
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光妙教会 太宰府市 大佐野726 条例 ボイラ

太宰府市大佐野浄水場 太宰府市 大佐野754 法 ディーゼル機関 1267 1190

太宰府史跡水辺公園 太宰府市 大字向佐野10-3 法 ボイラ 841 705

太宰府史跡水辺公園 太宰府市 大字向佐野10-3 法 ボイラ 841 705

太宰府市体育総合施設 太宰府市 大字向佐野21番2号 法 ディーゼル機関 1032 966

株式会社　真人　太宰府リサイク
ルセンター

太宰府市 大字北谷字山の下1074 法 ボイラ 3954 2809

ブリヂストンスイミングスクール
太宰府

太宰府市 通古賀3-6-1 法 ボイラ 854 772

ブリヂﾞストンスイミングスクール
太宰府

太宰府市 通古賀3-6-1 法 ボイラ 1002.2 899.1

有限会社筑紫野化学第２ 太宰府市 通古賀971-2 条例 ボイラ 424

九州協同食肉株式会社 太宰府市 都府楼南5-15-1 法 ボイラ 1304 1186

九州協同食肉株式会社 太宰府市 都府楼南5-15-1 法 ボイラ 1612.8 1454.6

全農九州畜産センター 太宰府市 都府楼南5-15-2 法 ボイラ 827 743

永利牛乳株式会社 太宰府市 都府楼南5-5-1 法 ボイラ 2417 2041

永利牛乳株式会社 太宰府市 都府楼南5-5-1 法 ボイラ 2417 2041

都久志の湯 太宰府市 内山1128 条例 ボイラ 482.5 436.8

都久志の湯 太宰府市 内山1128 条例 ボイラ 482.5 436.8

株式会社石村萬盛堂太宰府工場 太宰府市 大字内山456-1 法 ボイラ 911 818

日本交通公社太宰府独身寮 太宰府市 南盤若寺1-1 条例 ボイラ 274

株式会社中村家具太宰府店 太宰府市 梅香苑1-3659-1 法 ディーゼル機関 1575 1493

太宰府市老人福祉センター 太宰府市 白川2-3 法 ボイラ 542 445
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前原パークレーン 糸島市 浦志150 条例 ボイラ 459

ビードロップ 糸島市 浦志1丁目8-3 法 ボイラ 1338.7 1211.8

糸島医師会病院 糸島市 浦志532-1 法 ディーゼル機関 1700 1610

糸島医師会病院 糸島市 浦志532-1 法 ボイラ 729.5 665.4

伊都カントリー倶楽部 糸島市 香力長浦 条例 ボイラ 308

伊都カントリー倶楽部 糸島市 香力長浦 条例 ボイラ 308

まえばる老健センタ－ 糸島市 志登564-567 条例 ボイラ 319 288

まえばる老健センタ－ 糸島市 志登564-567 条例 ボイラ 319 288

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 条例 ボイラ 490

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 条例 ボイラ 490

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 条例 ボイラ 496

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 条例 ボイラ 496

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 法 ボイラ 666 602

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 法 ボイラ 666 602

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 法 ボイラ 676.3 612.2

芥屋ゴルフ倶楽部 糸島市 志摩芥屋1-1 法 ボイラ 676.3 612.2

山口食品工業株式会社 糸島市 志摩吉田1084-2 法 ボイラ 882 803

十全志摩研修所 糸島市 志摩久家2008-9 条例 ボイラ 333

十全志摩研修所 糸島市 志摩久家2008-9 条例 ボイラ 333

日立クレジット株式会社糸島研修
所

糸島市 志摩久家2146-9 条例 ボイラ 475

特別養護老人ホーム志摩園 糸島市 志摩久家2527-2 条例 ボイラ 531

特別養護老人ホーム志摩園 糸島市 志摩久家2527-2 条例 ボイラ 517

特別養護老人ホーム志摩園 糸島市 志摩久家2527-2 条例 ボイラ

多田コンクリート工業株式会社 糸島市 志摩桜井 条例 ボイラ 338

高取食品株式会社 糸島市 志摩桜井5583-1 法 ボイラ 675 606

高取食品株式会社 糸島市 志摩桜井5583-1 法 ボイラ 714 629

高取食品株式会社 糸島市 志摩桜井5583-1 法 ボイラ 714 629

医療法人社団桜珠会可也病院 糸島市 志摩師吉1200番地 条例 ボイラ 452

医療法人社団桜珠会可也病院 糸島市 志摩師吉1200番地 条例 ボイラ 359

創価学会福岡研修道場 糸島市 志摩師吉1423-1 条例 ボイラ 375

糸島市クリーンセンター 糸島市 志摩西貝塚122 法 ディーゼル機関 2187 2079

糸島市クリーンセンター 糸島市 志摩西貝塚122 法 ボイラ 851 773

糸島市クリーンセンター 糸島市 志摩西貝塚122 法 廃棄物焼却炉
○

36377 29960

糸島市クリーンセンター 糸島市 志摩西貝塚122 法 廃棄物焼却炉
○

36377 29960

有限会社北伊醤油 糸島市 志摩船越84 法 ボイラ 675 607

イオン志摩湯処まねきの湯 糸島市 志摩津和崎29番地1 法 ボイラ 800 709

イオン志摩湯処まねきの湯 糸島市 志摩津和崎29番地1 法 ボイラ 800 709

志摩シーサイドカントリーゴルフ
場

糸島市 志摩野北 条例 ボイラ 331 217

志摩シーサイドカントリーゴルフ
場

糸島市 志摩野北 条例 ボイラ 331 217

ウエストコースト志摩 糸島市 志摩野北字犬鳴山2753他 条例 ボイラ 368

ウエストコースト志摩 糸島市 志摩野北字犬鳴山2753他 条例 ボイラ 368

糸島みるくぷらんと 糸島市 篠原283-1 条例 ボイラ 604.6 201.6

昭和コンクリート株式会社 糸島市 神在460 条例 ボイラ

有限会社極東化学ドライ糸島 糸島市 前原151-1 条例 ボイラ 449
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糸島市し尿処理センター 糸島市 前原1828-1 法 廃棄物焼却炉
○

30365 26188

糸島市役所 糸島市 前原西1-1-1 法 ボイラ 1083 979

福岡県立糸島農業高校 糸島市 前原西3-2-1 条例 ボイラ 522

福岡県立糸島農業高校 糸島市 前原西3-2-1 条例 ボイラ 374

福岡県立糸島農業高校 糸島市 前原西3-2-1 条例 ボイラ 326

日本郵便株式会社　前原郵便局 糸島市 前原中央2-11-20 法 ボイラ 484 435

NTT西日本福岡支店前原営業所 糸島市 前原中央3丁目4-3 法 ディーゼル機関

ブックオフプラス福岡前原 糸島市 前原東2-1-1 法 ディーゼル機関

伊都文化会館 糸島市 前原東2-2-7 条例 ボイラ 234

伊都文化会館 糸島市 前原東2-2-7 法 ボイラ 740 666

株式会社キョーワ 糸島市 大門112 法 ボイラ 784 698

株式会社キョーワ 糸島市 大門112 法 ボイラ 785 699

株式会社キョーワ 糸島市 大門112 法 ボイラ 690 615

株式会社キョーワ 糸島市 大門112 法 ボイラ 810 724

株式会社キョーワ 糸島市 大門112 法 ボイラ 815 728

特別養護老人ホーム　富の里 糸島市 長浦508-4 条例 ボイラ 370

特別養護老人ホーム　富の里 糸島市 長浦508-4 条例 ボイラ 370

福岡中央アスコン(株)　前原合材
工場

糸島市 東1792 法 乾燥炉 31600 27800

福岡中央アスコン(株)　前原合材
工場

糸島市 東1792 法 乾燥炉 16700 14700

ダイレイ食品株式会社 糸島市 東428-1 法 ボイラ 1367 1237

公衆浴場　共栄湯 糸島市 東町283 条例 ボイラ

まむし湯 糸島市 二丈吉井2379-1 条例 ボイラ 536

まむし湯 糸島市 二丈吉井2379-1 条例 ボイラ 536

二丈カントリークラブ 糸島市 二丈吉井3362 法 ボイラ 656

二丈カントリークラブ 糸島市 二丈吉井3362 法 ボイラ 656

二丈カントリークラブ 糸島市 二丈吉井3362 法 ボイラ 632

二丈カントリークラブ 糸島市 二丈吉井3362 法 ボイラ 632

日本鮮食株式会社 糸島市 二丈深江2142-3 条例 ボイラ 391

二丈温泉きららの湯 糸島市 二丈深江598番地1 法 ボイラ 848 767

二丈温泉きららの湯 糸島市 二丈深江598番地1 法 ボイラ 876 791.6

株式会社ベビーフレンド福岡工場 糸島市 二丈武175-3 法 ボイラ 1626 1385

株式会社ベビーフレンド福岡工場 糸島市 二丈武175-3 法 ボイラ 1626 1385

株式会社ベビーフレンド福岡工場 糸島市 二丈武175-3 法 ボイラ 1626 1385

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2470.1 2458.1

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2470.1 2458.1

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2470.1 2458.1

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2470.1 2458.1

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2465.3 2456.9

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2465.3 2456.9

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2465.3 2456.9

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2465.3 2456.9

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2462.1 2456.4

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2462.1 2456.4

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2462.1 2456.4
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九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2462.1 2456.4

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2462.1 2456.4

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2462.1 2456.4

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2466.9 2462

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2466.9 2462

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2466.9 2462

九星飲料工業株式会社 糸島市 波多江字中川原100 法 ボイラ 2466.9 2462

前原下水管理センター 糸島市 荻浦692 法 ディーゼル機関 1925 1806

株式会社ピュール 糸島市 泊723-1 条例 ボイラ 462.2 417.9

株式会社ピュール 糸島市 泊723-1 法 ボイラ 1209 1084

元気くらぶ伊都 糸島市 泊かつらぎ765 法 ボイラ 490 418

元気くらぶ伊都 糸島市 泊かつらぎ765 法 ボイラ 490 418

元気くらぶ伊都 糸島市 泊かつらぎ765 法 ボイラ 400 336

はがね山標準電波送信所 糸島市 白糸字蔵山1の内 法 ディーゼル機関 1555 1482

ザ・クィーンズヒルゴルフ場 糸島市 富838 法 ボイラ 1207 1362

ザ・クィーンズヒルゴルフ場 糸島市 富838 法 ボイラ 1207 1362

株式会社高木プラスメタル 糸島市 本1412-1 法 金属溶解炉 848 760

株式会社ジョーキュウ 糸島市 本1838-8 法 ボイラ 838 765

株式会社ジョーキュウ 糸島市 本1838-8 法 ボイラ 838 765

株式会社ジョーキュウ 糸島市 本1838-8 法 ボイラ 1383 1256

株式会社ジョーキュウ 糸島市 本1838-8 法 ボイラ 1612.8 1454.6

ホテル横浜デイトス 糸島市 本字川原1654-3 条例 ボイラ 480

千代福ファニチャー 糸島市 老松町 条例 ボイラ 672

有限会社浦ファームバイオマスプ
ラント

糸島市 板持305-3 法 ガス機関 1568.8 1368.4
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那珂川市中央公民館 那珂川市 後野120 条例 ボイラ 617.4 555.7

筑紫ケ丘ゴルフクラブ 那珂川市 後野字早口920-3他 条例 ボイラ 487

筑紫ケ丘ゴルフクラブ 那珂川市 後野字早口920-3他 条例 ボイラ 487

ホテルパリエ 那珂川市 今光13-8 条例 ボイラ 517

ホテルパリエ 那珂川市 今光13-8 条例 ボイラ 517

クリーニングのかりん那珂川工場 那珂川市 今光6-78-1 法 ボイラ 919 834

株式会社H・I 那珂川市 上梶原876番地6 条例 ボイラ 416

那珂川市庁舎 那珂川市 西隈1-1-1 法 ディーゼル機関 1280 1195

那珂川市庁舎 那珂川市 西隈1-1-1 法 ボイラ 672.5 538

在宅福祉施設 那珂川市 西隈66-3 条例 ボイラ 471

五ケ山ダム管理所 那珂川市 大字五ケ山字原ノ山1336-1 法 ディーゼル機関 1030 964

大博多カントリー倶楽部 那珂川市 大字埋金字四郎五郎 条例 ボイラ 485

大博多カントリー倶楽部 那珂川市 大字埋金字四郎五郎 条例 ボイラ 568.6

博多新幹線保線区 那珂川市 中原3-1 条例 ボイラ 434

西日本旅客鉄道株式会社新幹線管
理本部博多総合車両所

那珂川市 中原東2丁目1番1号 法 ボイラ 10800

西日本旅客鉄道株式会社新幹線管
理本部博多総合車両所

那珂川市 中原東2丁目1番1号 法 ボイラ 10800

西日本旅客鉄道株式会社新幹線管
理本部博多総合車両所

那珂川市 中原東2丁目1番1号 法 ボイラ 2692 2427

ミリカローデン那珂川 那珂川市 仲2-5-1 法 ディーゼル機関 2788 2642

ミリカローデン那珂川 那珂川市 仲2-5-1 法 ボイラ 587 501.8

ミリカローデン那珂川 那珂川市 仲2-5-1 法 ボイラ 587 501.8

社会医療法人喜悦会ちくし那珂川
病院

那珂川市 仲2丁目8-1 法 ディーゼル機関 1822 1704

春日那珂川水道企業団東隈浄水場 那珂川市 東隈1丁目10-1 法 ガスタービン 15465 14875

春日那珂川水道企業団東隈浄水場 那珂川市 東隈1丁目10-1 法 ディーゼル機関 1472 1376

源泉野天風呂　那珂川清滝の湯 那珂川市 南面里304 法 ボイラ 1268 1150

源泉野天風呂　那珂川清滝の湯 那珂川市 南面里304 法 ボイラ 1268 1150

源泉野天風呂　那珂川清滝の湯 那珂川市 南面里304 法 ボイラ 1268 1150

源泉野天風呂　那珂川清滝の湯 那珂川市 南面里304 法 ボイラ 1346

株式会社マルサン商店 那珂川市 別所1098-1 条例 ボイラ 577

株式会社マルサン商店 那珂川市 別所1098-1 条例 ボイラ 532

トヨタオート福岡株式会社独身寮 那珂川市 片縄878-1 条例 ボイラ 481

春日那珂川水道企業団埋金浄水場 那珂川市 埋金815-1 法 ディーゼル機関 2915 2770

那珂川市市民体育館 那珂川市 恵子4丁目1番1号 法 ディーゼル機関 1354 1262
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