
ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀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）

中間縫製株式会社 中間市 岩瀬212-1 法 ボイラ 1343 1207

株式会社安川電機　中間事業所 中間市 上底井野319-4 法 ボイラ 851 770

株式会社安川電機　中間事業所 中間市 上底井野319-4 法 金属溶解炉 1356

岩丸コンクリート株式会社 中間市 上底井野字五楽401 法 ボイラ 912 827

TOMATEC株式会社　九州工場 中間市 上底井野字五反田997 法 焼成炉・ガラス溶融炉 4500 3825

相互薬工株式会社　福岡事業所 中間市 上底井野字曽根ヶ崎408-1 法 ボイラ 885.5 814.9

相互薬工株式会社　福岡事業所 中間市 上底井野字曽根ヶ崎408-1 法 ボイラ 885.5 814.9

相互薬工株式会社　福岡事業所 中間市 上底井野字曽根ヶ崎408-1 法 ボイラ 1653 1503

相互薬工株式会社　福岡事業所 中間市 上底井野字曽根ヶ崎408-1 法 ボイラ 1653 1503

ショッパーズモールなかま西館 中間市 上蓮花寺2-1-1 法 ディーゼル機関 1991 1869

ショッパーズモールなかま西館 中間市 上蓮花寺2-1-1 法 ディーゼル機関

プラザモールなかま店 中間市 上蓮花寺3丁目1-1 法 ディーゼル機関 1948 1828

プラザモールなかま店 中間市 上蓮花寺3丁目1-1 法 ボイラ 634.2 541.8

プラザモールなかま店 中間市 上蓮花寺3丁目1-1 法 ボイラ 634.2 541.8

遠賀川下流浄化センター 中間市 大字中底井野字貴船1278-1 法 ガスタービン 11800 11400

中間勤労者総合福祉センター 中間市 中間11-1 条例 ボイラ 321

株式会社岡部マイカ工業所　中間
工場

中間市 中間1丁目8-7 法 ボイラ 1721.7 1546.9

株式会社岡部マイカ工業所　中間
工場

中間市 中間1丁目8-7 法 ボイラ 1721.7 1546.9

大発日本株式会社九州工場 中間市 中底井野1183番地 法 ボイラ 1820.4 1562.1

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 2604 2230

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 2604 2230

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 2604 2230

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 2604 2230

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 2604 2230

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 1773.8 1519

株式会社アルサ西日本ドライク
リーニング事業部中間工場

中間市 中底井野字砂堀1164-41 法 ボイラ 1773.8 1519

中間郵便局 中間市 仲原1 条例 ボイラ 534

株式会社きょくとう　中間工場 中間市 長津3丁目8-1 条例 ボイラ 486

医療法人秋桜会　新中間病院 中間市 通谷1丁目36番1号 条例 ボイラ 278

医療法人秋桜会　新中間病院 中間市 通谷1丁目36番1号 条例 ボイラ 278

医療法人秋桜会　新中間病院 中間市 通谷1丁目36番1号 法 ディーゼル機関 1460 1360

医療法人秋桜会　新中間病院 中間市 通谷1丁目36番1号 法 ボイラ 729.5 665.4

医療法人秋桜会　新中間病院 中間市 通谷1丁目36番1号 法 ボイラ 720.4 657.1

中間ウェルパークヒルズ 中間市 通谷1丁目36番2号 条例 ボイラ 552 441

中間ウェルパークヒルズ 中間市 通谷1丁目36番2号 条例 ボイラ 552 441

中間ウェルパークヒルズ 中間市 通谷1丁目36番2号 法 ボイラ 1244 1128

中間ウェルパークヒルズ 中間市 通谷1丁目36番2号 法 ボイラ 729.7 665.5

なかまの湯 中間市 通谷1丁目36番8号 法 ボイラ 630 571

なかまの湯 中間市 通谷1丁目36番8号 法 ボイラ 1309 1174

なかまの湯 中間市 通谷1丁目36番8号 法 ボイラ 1309 1174

中間体育文化センター 中間市 蓮花寺3-1-5 法 ボイラ 1314

中間市立病院 中間市 蓮花寺3-1-7 法 ボイラ 1439

中間市立病院 中間市 蓮花寺3-1-7 法 ボイラ 1439

中間市民会館 中間市 蓮花寺3-7-1 法 ディーゼル機関 1435 1342

令和４年３月３１日現在
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蓮花寺中継ポンプ場 中間市 蓮花寺3丁目7-2 法 ガスタービン 8871 8602

蓮花寺中継ポンプ場 中間市 蓮花寺3丁目7-2 法 ガスタービン 4511 4381

日本赤十字九州国際看護大学 宗像市 ｱｽﾃｨ1-1 法 ボイラ 555 469

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ディーゼル機関

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ディーゼル機関

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ディーゼル機関

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ディーゼル機関

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ディーゼル機関 3300 3120

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ボイラ 2392.7 2173.7

サンリブ宗像 宗像市 くりえいと1-5-1 法 ボイラ 2392.7 2173.7

宗像市学校給食共同調理場 宗像市 稲元646 法 ボイラ 1505

宗像市学校給食共同調理場 宗像市 稲元646 法 ボイラ 1125 1027

宗像市立老人福祉センター 宗像市 稲元654 条例 ボイラ 399

(株)キューレイ第1工場 宗像市 王丸415番地1 法 ボイラ 1736.8 1491.1

(株)キューレイ第1工場 宗像市 王丸415番地1 法 ボイラ 1736.8 1491.1

ホテルユーボックス 宗像市 王丸779 条例 ボイラ 430

ブリヂストンスイミングスクール 宗像市 王丸字梅ﾉ木谷505-14 法 ボイラ 1076 947

グローバルアリーナ 宗像市 吉留46-1 法 ボイラ 1423 1262

グローバルアリーナ 宗像市 吉留46-1 法 ボイラ 889 807

宗像市総合保健福祉センター（メ
イトム宗像

宗像市 久原180 法 ボイラ 589 531

宗像総合市民センター（宗像ユ
リックス）

宗像市 久原400 法 ディーゼル機関 34920 33352

宗像総合市民センター（宗像ユ
リックス）

宗像市 久原400 法 ディーゼル機関 2984 2836

宗像総合市民センター（宗像ユ
リックス）

宗像市 久原400 法 ボイラ 944

宗像総合市民センター（宗像ユ
リックス）

宗像市 久原400 法 ボイラ 944

宗像総合市民センター（宗像ユ
リックス）

宗像市 久原400 法 ボイラ 938 841

宗像総合市民センター（宗像ユ
リックス）

宗像市 久原400 法 ボイラ 938 841

宗像浄化センター 宗像市 曲1377 法 ディーゼル機関 1105 1045

株式会社ジェイコム九州　イン
フォプラザ宗像

宗像市 曲1640-2 法 ディーゼル機関 1790 1697

JAむなかた光岡カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡828 法 乾燥炉 81089 79468

JAむなかた光岡カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡828 法 乾燥炉 81089 79468

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

JAむなかた宗像カントリーエレ
ベーター

宗像市 光岡833 法 乾燥炉 26166 25561

宗像市役所玄海支所 宗像市 江口465 法 ボイラ 1240

玄海ゴルフ場ロッヂハウス 宗像市 江口578 法 ボイラ 7700

玄海ゴルフ場ロッヂハウス 宗像市 江口578 法 ボイラ 7700

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店宗
像ビル

宗像市 三郎丸1-1-7 法 ディーゼル機関 1903 1808

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店宗
像ビル

宗像市 三郎丸1-1-7 法 ディーゼル機関 3527 3350

株式会社岡部マイカ工業所宗像工
場

宗像市 三郎丸6丁目2番1号 法 ボイラ 812 726.5
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株式会社岡部マイカ工業所宗像工
場

宗像市 三郎丸81 条例 ボイラ 292

ホテル男爵 宗像市 三郎丸畑田432-2 条例 ボイラ 367

ホテル男爵 宗像市 三郎丸畑田432-2 条例 ボイラ 367

日本郵政株式会社　宗像郵便局 宗像市 自由ｹ丘2丁目7-9 法 ボイラ 505.2 444.5

福岡県栽培漁業センター 宗像市 鐘崎219-18 法 ボイラ 634 575

国民宿舎「ひびき」 宗像市 鐘崎灘76-6 条例 ボイラ 337

国民宿舎「ひびき」 宗像市 鐘崎灘76-6 条例 ボイラ 462

国民宿舎「ひびき」 宗像市 鐘崎灘76-6 条例 ボイラ 462

マルヨシ醤油㈱ 宗像市 上八1540番地 法 ボイラ

マルヨシ醤油㈱ 宗像市 上八1540番地 法 ボイラ 532 483

ナカマル醤油醸造元 宗像市 神湊1118 条例 ボイラ 406

宗像市保健福祉会館 宗像市 神湊118-4 法 ボイラ 835 755

旅館泉館 宗像市 神湊1268-4 条例 ボイラ

サニックス玄海研修施設 宗像市 神湊1268-76 条例 ボイラ 547

福岡県立少年自然の家「玄海の
家」

宗像市 神湊1276 条例 ボイラ 272

福岡県立少年自然の家「玄海の
家」

宗像市 神湊1276 法 ボイラ 1007 911

ニュー千鳥荘 宗像市 神湊411-413 法 ボイラ 751

宗像リゾートホテル 宗像市 神湊651-2 条例 ボイラ 404

宗像リゾートホテル 宗像市 神湊651-2 法 ディーゼル機関 1403 1334

神湊ユー倶楽部 宗像市 神湊字井牟田600 条例 ボイラ 363

宗像中央公民館 宗像市 須恵348-2 法 ボイラ 1250

赤間病院 宗像市 石丸348 条例 ボイラ 1070

大栄興建株式会社宗像工場 宗像市 石丸4丁目17-1 法 ボイラ 1894

日本道路株式会社　福岡合材セン
ター

宗像市 石丸620-3 法 乾燥炉 28566 22850

日本道路株式会社　福岡合材セン
ター

宗像市 石丸620-3 法 乾燥炉 11910 9530

日本道路株式会社　福岡合材セン
ター

宗像市 石丸620-3 法 乾燥炉 11639 9310

日本道路株式会社　福岡合材セン
ター

宗像市 石丸620-3 法 乾燥炉 18820 15060

日本道路株式会社　福岡合材セン
ター

宗像市 石丸620-3 法 乾燥炉 30321 24260

日本道路株式会社　福岡合材セン
ター

宗像市 石丸620-3 法 乾燥炉 37502 30000

宗像地区事務組合　多礼浄水場 宗像市 多禮298番地 法 ディーゼル機関 6793 6460

浄楽苑宗像斎場 宗像市 大井1548 法 ディーゼル機関 1713 1602

玄界環境組合　宗像清掃工場 宗像市 池浦600-1 法 ディーゼル機関 2996 2842

玄界環境組合　宗像清掃工場 宗像市 池浦600-1 法 ボイラ 668.4 604.6

玄界環境組合　宗像清掃工場 宗像市 池浦600-1 法 廃棄物焼却炉 ○ 24780 19830

玄界環境組合　宗像清掃工場 宗像市 池浦600-1 法 廃棄物焼却炉 ○ 24780 19830

医療法人十全会回生病院 宗像市 朝町字椚原200-1 法 ボイラ 1373

東海大学第五高等学校 宗像市 田久1148 法 ボイラ 944 858

はるおかスイミングスクール赤間
校

宗像市 田久2丁目2-18 法 ボイラ 1057.8 959.1

はるおかスイミングスクール赤間
校

宗像市 田久634-1 法 ボイラ 893 893

㈱イズミ　ゆめタウン宗像 宗像市 田久642-1 法 ディーゼル機関

㈱イズミ　ゆめタウン宗像 宗像市 田久642-1 法 ディーゼル機関

㈱イズミ　ゆめタウン宗像 宗像市 田久642-1 法 ディーゼル機関

㈱イズミ　ゆめタウン宗像 宗像市 田久642-1 法 ディーゼル機関

西鉄ストア東郷店 宗像市 田熊1141-1 法 ディーゼル機関 1625 1527

3/18



ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀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

西鉄ストア東郷店 宗像市 田熊1141-1 法 ボイラ 883

宗像終末処理場 宗像市 田熊1373 条例 ボイラ 416

宗像終末処理場 宗像市 田熊1373 法 ディーゼル機関

宗像終末処理場 宗像市 田熊1373 法 ボイラ 1448 1304

宗像医師会病院 宗像市 田熊5-5-3 法 ディーゼル機関

宗像地区消防本部 宗像市 田熊5丁目1-3 条例 ボイラ 169.6 154.1

宗像大社斎館 宗像市 田島 条例 ボイラ 351

宗像大社斎館 宗像市 田島 条例 ボイラ 351

Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ宗像 宗像市 田野1303 法 ディーゼル機関 3308 3144

Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ宗像 宗像市 田野1303 法 ボイラ 981 883

Ｒｏｙａｌ　Ｈｏｔｅｌ宗像 宗像市 田野1303 法 ボイラ 981 883

ムナカタホテル 宗像市 土穴492-1 条例 ボイラ 551

湯十里宗像健康ランド 宗像市 東郷1093-3 法 ボイラ 745

湯十里宗像健康ランド 宗像市 東郷1093-3 法 ボイラ 745

宗像市役所 宗像市 東郷1-1-1 法 ディーゼル機関 977 912

宗像市役所 宗像市 東郷1-1-1 法 ボイラ 2157 1941

デリカフーズ九州ＦＳセンター 宗像市 東郷3-1094 法 ディーゼル機関 1213 1135

福岡県宗像総合庁舎 宗像市 東郷1-2-1 条例 ボイラ 414

フェイス宗像店 宗像市 徳重2丁目3番1号 法 ディーゼル機関

フェイス宗像店 宗像市 徳重2丁目3番1号 法 ディーゼル機関

フェイス宗像店 宗像市 徳重2丁目3番1号 法 ディーゼル機関 962 901

日本羽毛医療寝具株式会社福岡工
場

宗像市 徳重587-1 法 ボイラ 1343 1207

宗像水泳学校 宗像市 日の里4-10-9 条例 ボイラ 617

宗像水泳学校 宗像市 日の里4-10-9 条例 ボイラ 617

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店日
の里ビル

宗像市 日の里6-1-1-5 法 ガスタービン 2210 2131

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店日
の里ビル

宗像市 日の里6-1-1-5 法 ガスタービン 7946 7820

城山うどん 宗像市 武丸 条例 ボイラ 252

城山うどん 宗像市 武丸 条例 ボイラ 252

福岡教育大学男子寄宿舎 宗像市 武丸 条例 ボイラ 354

NEWユーアイゴルフクラブ 宗像市 牟田尻2020番地 法 ボイラ 667.5 605.2

宗像修道院 宗像市 名残1056-1 条例 ボイラ 423

労災リハビリテーション福岡作業
場

宗像市 用山250 条例 ボイラ 592

労災リハビリテーション福岡作業
場

宗像市 用山250 条例 ボイラ 592 473

株式会社サニックス　クラブハウス 宗像市 神湊1268-59 条例 ボイラー 425.4 386.5

社会医療法人北九州宗像中央病院 宗像市 稲元2丁目2-5 法 ディーゼル機関 2176 2037

古賀市第二庁舎 古賀市 駅東1-1-1 条例 ボイラ 335

古賀市役所 古賀市 駅東1-1-1 法 ボイラ 812.9 729.3

古賀市第二庁舎 古賀市 駅東1-1-1 法 ボイラ 335

ニビシ醤油株式会社 古賀市 駅東3-2-1 法 ボイラ 2627.3 2253.9

ニビシ醤油株式会社 古賀市 駅東3-2-1 法 ボイラ 2627.3 2253.9

ニビシ醤油株式会社 古賀市 駅東3-2-1 法 ボイラ 2627.3 2253.9

ニビシ醤油株式会社 古賀市 駅東3-2-1 法 ボイラ 2627.3 2253.9

西部電機株式会社 古賀市 駅東三丁目3番1号 法 ボイラ 248 212.8

西部電機株式会社 古賀市 駅東三丁目3番1号 法 ボイラ 248 212.8

4/18



ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
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株式会社ENEOSフロンティア九州カ
ンパニーDr.Driveセルフ古賀店

古賀市 久保1269-11 法 ガス発生炉・加熱炉 1498 1273

フィットネスクラブレックス古賀 古賀市 新久保1-2-10 法 ボイラ 774.3 680.3

西部電機工業株式会社 古賀市 久保868-1 条例 ボイラ 450

古賀水再生センター 古賀市 古賀1338 法 ディーゼル機関 6610 6310

古賀水再生センター 古賀市 古賀1338 法 ディーゼル機関 7326 6965

古賀水再生センター 古賀市 古賀1338 法 ボイラ 1054.6 891.1

古賀水再生センター 古賀市 古賀1338 法 ボイラ 1054.6 891.1

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1641 1397

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1641 1397

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1394 1198

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1394 1198

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1739 1493

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1739 1493

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1739 1493

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1739 1493

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1739 1493

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ボイラ 1739 1493

ハウス食品株式会社福岡工場 古賀市 古賀1番地 法 ガス機関 1823 1637

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 ボイラ 2669 2419

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 ボイラ 2669 2419

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 ボイラ 2179 1975

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 ボイラ 2179 1975

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 ボイラ 2179 1975

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 ボイラ 2179 1975

山崎製パン株式会社　福岡工場 古賀市 古賀69 法 反応炉・直火炉 3100 3000

三洋工業株式会社　福岡工場 古賀市 古賀五反田61-1 条例 ボイラ 460

凸版印刷株式会社　西日本事業本
部　九州事業部　福岡工場第一

古賀市 古賀市青柳3234-1 法 ガスタービン

富士厨房設備株式会社福岡工場 古賀市 今在家 条例 ボイラ 440

富士厨房設備株式会社福岡工場 古賀市 今在家 法 ボイラ 2390

富士厨房設備株式会社福岡工場 古賀市 今在家 法 ボイラ 1843 1676

小寺油脂株式会社 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 1234 1122

小寺油脂株式会社 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 1044 938

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 2906 2634

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 2905.9 2633.8

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 2906 2634

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 1736.8 1491.1

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 1736.8 1491.1

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 1736.8 1491.1

ローズサービス株式会社古賀工場 古賀市 糸ｹ浦82 法 ボイラ 1736.8 1491.1

株式会社五十二万石本舗　古賀工
房

古賀市 鹿部 法 ボイラ 836 751

株式会社五十二万石本舗　古賀工
房

古賀市 鹿部 法 ボイラ 834 749

古賀ゴルフクラブ 古賀市 鹿部1310-1 条例 ボイラ 419

古賀ゴルフクラブ 古賀市 鹿部1310-1 条例 ボイラ 419

三井食品株式会社九州支社　新物
流センター

古賀市 鹿部276番9 法 ディーゼル機関 977 912
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株式会社アクタ古賀工場 古賀市 鹿部335-1 法 ディーゼル機関 4372 4179

株式会社アクタ古賀工場 古賀市 鹿部335-1 法 ディーゼル機関 4372 4179

株式会社アクタ古賀工場 古賀市 鹿部335-1 法 ディーゼル機関 4372 4179

合同会社西友福岡Ｐ・Ｓセンター 古賀市 鹿部335-35 法 ディーゼル機関 4174 3945

合同会社西友福岡Ｐ・Ｓセンター 古賀市 鹿部335-35 法 ボイラ 890 807

合同会社西友福岡Ｐ・Ｓセンター 古賀市 鹿部335-53 法 ボイラ 878.4 794

株式会社ピエトロ　第二工場 古賀市 鹿部335-40 法 ボイラ 1368.5 1240.8

株式会社ピエトロ 古賀市 鹿部335-43 法 ボイラ 650 585

株式会社ピエトロ 古賀市 鹿部335-43 法 ボイラ 831 746

株式会社ピエトロ 古賀市 鹿部335-43 法 ボイラ 1302.9 1114.5

医療法人聖恵会福岡聖恵病院 古賀市 鹿部482 条例 ボイラ 412 369

医療法人聖恵会福岡聖恵病院 古賀市 鹿部482 条例 ボイラ 412 369

医療法人聖恵会福岡聖恵病院 古賀市 鹿部482 条例 ボイラ 437 395

株式会社カナリーシーフーズ 古賀市 鹿部490-7 条例 ボイラ 473

株式会社カナリーシーフーズ 古賀市 鹿部490-7 条例 ボイラ 473

株式会社カナリーシーフーズ 古賀市 鹿部490-7 条例 ボイラ 473

株式会社カナリーシーフーズ 古賀市 鹿部490-7 条例 ボイラ 458

公益財団法人福岡県動物愛護セン
ター

古賀市 小竹131-2 法 廃棄物焼却炉 〇 1887 1589

古賀市保健福祉総合センター 古賀市 庄210 条例 ボイラ 636

古賀市保健福祉総合センター 古賀市 庄210 条例 ボイラ 636

天野屋クリーニング店志原工場 古賀市 新原538 条例 ボイラ 447

株式会社ジェーシーフーズ九州工
場

古賀市 新原800 条例 ボイラ 292

株式会社坂本工業古賀処理セン
ター

古賀市 青柳234-1 法 廃棄物焼却炉 〇 35439 28674

昭和鉄工株式会社古賀工場 古賀市 青柳3098 法 ディーゼル機関 6064

昭和鉄工株式会社古賀工場 古賀市 青柳3098 法 ディーゼル機関 6064

昭和鉄工株式会社古賀工場 古賀市 青柳3098 法 ボイラ 5046 5045

昭和鉄工株式会社古賀工場 古賀市 青柳3098 法 金属溶解炉 5650

昭和鉄工株式会社古賀工場 古賀市 青柳3098 法 金属溶解炉 5650

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ガスタービン 17800 15900

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ディーゼル機関 1115 1033

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1783 1507

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 479 410

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 479 410

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1507.1 1273.4

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1737 1491

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1737 1491

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1737 1491

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1737 1491

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1737 1491

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1507.1 1205.7

株式会社トッパンパッケージプロ
ダクツ福岡工場

古賀市 青柳3234-1 法 ボイラ 1737 1491

株式会社トッパンコミュニケー
ションプロダクツ

古賀市 青柳3272 法 ボイラ 727 614

日本食品株式会社古賀工場 古賀市 青柳3272-6 法 ディーゼル機関 1471

日本食品株式会社古賀工場 古賀市 青柳3272-6 法 ディーゼル機関 1471
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コスモ石油株式会社 古賀市 青柳3272-6 法 ディーゼル機関

日本食品株式会社古賀工場 古賀市 青柳3272-6 法 ボイラ 2085 1839

日本食品株式会社古賀工場 古賀市 青柳3272-6 法 ボイラ 2085 1839

日本食品株式会社古賀工場 古賀市 青柳3272-6 法 ボイラ 2085 1839

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ガスタービン 7872 7584

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ガスタービン 27024 26548

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ボイラ 5490 4907

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ボイラ 855 774

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ボイラ 1733 1487

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ボイラ 1733 1487

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ボイラ 1557 1310

（独）行政法人　国立病院機構福
岡東医療センター

古賀市 千鳥1-1-1 法 ボイラ 1557 1310

社会医療法人北九州病院北九州古
賀病院

古賀市 千鳥2-12-1 法 ディーゼル機関 2672 2540

福岡県身体障害者リハビリテー
ションセンタ

古賀市 千鳥3-1-1 条例 ボイラ 501

福岡県身体障害者リハビリテー
ションセンタ

古賀市 千鳥3-1-1 法 ボイラ 1514

福岡県立古賀養護学校 古賀市 千鳥3-4-1 法 ボイラ 788 725

北筑前養護学校 古賀市 千鳥4-3-1 法 ボイラ 849 774

古賀市複合文化施設 古賀市 中央2-13 条例 ボイラ 445

株式会社池田スイミングクラブ古
賀

古賀市 天神2-3-26 法 ボイラ 545 489

サンリブ古賀 古賀市 天神2-5-1 法 ディーゼル機関 2799 2668

サンリブ古賀 古賀市 天神2-5-1 法 ディーゼル機関 2150

サンリブ古賀 古賀市 天神2-5-1 法 ディーゼル機関 2150

サンリブ古賀 古賀市 天神2-5-1 法 ボイラ 1924.1 1748

サンリブ古賀 古賀市 天神2-5-1 法 ボイラ 1644.4 1493.8

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店古
賀ビル

古賀市 天神4-1-1 法 ディーゼル機関

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店古
賀ビル

古賀市 天神4-1-1 法 ディーゼル機関 2645 2481

児島段ボール株式会社福岡工場 古賀市 日吉3-20-1 法 ボイラ 5500 4942

児島段ボール株式会社福岡工場 古賀市 日吉3-20-1 法 ボイラ 6189 5658

ブリヂストンスイミングスクール
古賀校

古賀市 舞の里3-16-1 法 ボイラ 1322.6 1186.5

イオンスーパーセンター古賀店 古賀市 舞の里3丁目14-1他 法 ディーゼル機関

株式会社ケミサプライ・アマック
ス

古賀市 薬王寺1750-1 法 ボイラ 1914 1741

株式会社ケミサプライ・アマック
ス

古賀市 薬王寺1750-1 法 ボイラ 1925 1752

有限会社矢野コンクリート工業 古賀市 薬王寺1758 法 ボイラ 933 848

古賀サービスエリア受電所 古賀市 筵内 法 ディーゼル機関 1562 1460

玄海環境組合古賀清掃工場ごみ焼
却施設

古賀市 筵内1970-1 法 ディーゼル機関 4823

玄海環境組合古賀清掃工場ごみ焼
却施設

古賀市 筵内1970-1 法 廃棄物焼却炉 〇 45236 37067

玄海環境組合古賀清掃工場ごみ焼
却施設

古賀市 筵内1970-1 法 廃棄物焼却炉 〇 45236 37067

九州パッケージ株式会社　古賀工
場

古賀市 筵内642番地2 条例 ボイラ 436 397

株式会社アルサ　古賀工場 古賀市 薬王寺1750-1 法 ボイラ 1914 1741

株式会社アルサ　古賀工場 古賀市 薬王寺1750-1 法 ボイラ 1925 1752

株式会社アルサ　古賀工場 古賀市 薬王寺1750-1 法 ボイラ 1696 1530

大和湯 福津市 2734 条例 ボイラ

福間病院 福津市 花見が浜1-5-1 条例 ボイラ 594 532

株式会社キューヘン　本社工場 福津市 花見が浜2丁目1番1号 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

3.5 3.5
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株式会社キューヘン　本社工場 福津市 花見が浜2丁目1番1号 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

3.5 3.5

名糖産業株式会社福岡工場 福津市 花見の里2丁目11番1号 法 ディーゼル機関 2197 2086

名糖産業株式会社福岡工場 福津市 花見の里2丁目11番1号 法 ボイラ 1153.9 1032.3

名糖産業株式会社福岡工場 福津市 花見の里2丁目11番1号 法 ボイラ 1154 1032.1

名糖産業株式会社福岡工場 福津市 花見の里2丁目11番1号 法 ボイラ 1210 1091

ＫＤＤＩ株式会社　福岡海底線中
継所

福津市 宮司浜1丁目14-18 法 ガスタービン 4610 4410

福津市中央公民館 福津市 手光2222番地 条例 ボイラ 344 311

福津市中央公民館 福津市 手光2222番地 条例 ボイラ 344 311

福津市中央公民館 福津市 手光2222番地 条例 ボイラ 344 311

JAむなかた津屋崎カントリーエレ
ベーター

福津市 勝浦3834 法 乾燥炉 124336 121850

華杏弥太楼 福津市 勝浦530-2 条例 ボイラ 525.6 475.7

都ユニリース㈱福岡支店 福津市 小竹1丁目1-18 法 ボイラ 1239 1118

福間浄化センター 福津市 上西郷1221番地 法 ガスタービン 12400 12010

医療法人社団水光会　宗像水光会
総合病院

福津市 上西郷341-1 法 ディーゼル機関

医療法人社団水光会　宗像水光会
総合病院

福津市 上西郷341-1 法 ディーゼル機関

介護老人保健施設　ナーシング・
ケア宗像

福津市 上西郷734-3 法 ボイラ 842.9 765.5

福間スイミングスクール 福津市 西福間4-10-1 法 ボイラ 1019.6 914.6

福津市福間庁舎 福津市 中央1-1-1 法 ボイラ 1438.5 1294.7

津屋崎浄化センター 福津市 津屋崎2477-3 法 ディーゼル機関 967 894

津屋崎町福祉会館 福津市 津屋崎2497-55 法 ボイラ 686 624

津屋崎町福祉会館 福津市 津屋崎2497-55 法 ボイラ 686 624

有限会社サンロイ津屋崎 福津市 津屋崎3丁目18番11号 法 ボイラ 672 604

有限会社サンロイ津屋崎第二工場 福津市 津屋崎3丁目18-9 法 ボイラ 823.3 742.3

有限会社サンロイ津屋崎第二工場 福津市 津屋崎3丁目18-9 法 ボイラ 823.3 742.3

豊村酒造有限会社 福津市 津屋崎4丁目14-18 法 ボイラ 1169

旅館正直亭 福津市 津屋崎4丁目2-16 条例 ボイラ 444

水産高校寄宿舎 福津市 津屋崎二丁目5-1 法 ボイラ 944 851

東福間病院 福津市 津丸1164-3 法 ボイラ 620.4 552.9

津屋崎ホーム病院 福津市 渡 条例 ボイラ

イオンモール福津 福津市 日蒔野6丁目16番地の1 法 ディーゼル機関 3080 2927

国民宿舎つやざき 福津市 浜山新浜 条例 ボイラ 371

有料老人ホーム　水光松風 福津市 福間4-1-1 法 ボイラ 664 601

有料老人ホーム　水光松風 福津市 福間4-1-1 法 ボイラ 664 601

博多アルミニウム工業株式会社 宇美町 ゆりが丘3丁目1番1号 法 金属溶解炉 62520

博多アルミニウム工業株式会社 宇美町 ゆりが丘3丁目1番1号 法 金属溶解炉 62520

博多アルミニウム工業株式会社 宇美町 ゆりが丘3丁目1番1号 法 金属溶解炉 62520

博多アルミニウム工業株式会社 宇美町 ゆりが丘3丁目1番1号 法 金属溶解炉 85500

博多アルミニウム工業株式会社 宇美町 ゆりが丘3丁目1番1号 法 金属溶解炉 85500

株式会社第一ベンディング第２工
場

宇美町 井野 条例 ボイラ 404 364

世紀東急工業株式会社福岡混合所 宇美町 井野710-5 法 乾燥炉 27200 23900

世紀東急工業株式会社福岡混合所 宇美町 井野710-5 法 乾燥炉 12700 11200

有限会社マルト醤油 宇美町 宇美 条例 ボイラ 252

有限会社マルト醤油 宇美町 宇美 条例 ボイラ 577

社団法人特別養護老人ホーム同行
園

宇美町 宇美1943-6 条例 ボイラ 344
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ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀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

株式会社小林酒造本店 宇美町 宇美2-11-1 法 ボイラ 1239 1127

株式会社小林酒造本店 宇美町 宇美2-11-1 法 ボイラ 1239 1118

昭和鉄工株式会社宇美工場 宇美町 宇美3351-8 法 ボイラ 1072.4 970.8

医療法人社団廣徳会岡部病院 宇美町 宇美4688-1 条例 ボイラ 508.2 459.4

医療法人社団廣徳会岡部病院 宇美町 宇美4688-1 条例 ボイラ 508.2 459.4

株式会社ユービオス 宇美町 宇美4丁目8番1号 条例 ボイラ 571

宇美町役場 宇美町 宇美5-1-1 条例 ボイラ

パンジー宇美工場 宇美町 宇美桜原1-9-8 条例 ボイラ 631

株式会社きょくとう宇美工場・粕
屋工場

宇美町 宇美平島1800-1 条例 ボイラ 416

株式会社きょくとう宇美工場・粕
屋工場

宇美町 宇美平島1800-1 法 ボイラ 650 455

株式会社きょくとう宇美工場・粕
屋工場

宇美町 宇美平島1800-1 法 ボイラ 867 780

宇美町老人福祉センター 宇美町 宇美本町3990-1 条例 ボイラ 323

株式会社九州ダイキアルミ 宇美町 貴船3丁目8番1号 法 金属溶解炉 29090

株式会社九州ダイキアルミ 宇美町 貴船3丁目8番1号 法 金属溶解炉 29090

株式会社九州ダイキアルミ 宇美町 貴船3丁目8番1号 法 溶鉱炉・転炉・平炉 1751 1740

Dプロジェクト福岡宇美 宇美町 若草3丁目4 法 ディーゼル機関

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ガスタービン

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ガスタービン 22400 21600

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ディーゼル機関 1107 1035

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ボイラ 1495 1335

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ボイラ 3055 2743

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ボイラ 1488.6 1330.9

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ボイラ 1180 1069.9

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ボイラ 1180 1069

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ボイラ 5892.2 5215.4

福岡刑務所 宇美町 障子岳南６丁目１－１ 法 ボイラ 5887.1 5273.5

福岡刑務所 宇美町 障子岳南6丁目1-1 法 ディーゼル機関 2192 2043

粕屋南病院 宇美町 大字宇美10-87 条例 ボイラ 628.5 502.8

株式会社宇美フーズ 宇美町 大字宇美2453番7 法 ボイラ 1612.8 1456.6

株式会社宇美フーズ 宇美町 大字宇美2453番7 法 ボイラ 1612.8 1456.6

株式会社宇美フーズ 宇美町 大字宇美2453番7 法 ボイラ 1612.8 1456.6

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店宇
美ビル

宇美町 宇美5-3-1 法 ディーゼル機関 1527 1434

三菱マテリアル建材株式会社管渠
事業部九州事業部

宇美町 野口384-10 法 ボイラ 1688 1538

有限会社佐藤コンクリート工場 篠栗町 乙犬 法 ボイラ 1227 1096

有限会社佐藤コンクリート工場 篠栗町 乙犬 法 ボイラ 1227 1096

株式会社白菱リネンサービス 篠栗町 乙犬53 法 ボイラ 737 674

株式会社白菱リネンサービス 篠栗町 乙犬53 法 ボイラ 1744 1586

株式会社白菱リネンサービス 篠栗町 乙犬53 法 ボイラ 1653 1492

福岡県立社会教育総合センター 篠栗町 金出3350-2 法 ボイラ 1335

福岡県立社会教育総合センター 篠栗町 金出3350-2 法 ボイラ 1335

福岡県立社会教育総合センター 篠栗町 金出3350-2 法 ボイラ 881 868

福岡県立社会教育総合センター 篠栗町 金出3350-2 法 ボイラ 1322.4 1196.4

福岡県立社会教育総合センター 篠栗町 金出3350-2 法 ボイラ 1322.4 1196.4

福岡県教育センタ－ 篠栗町 高田268 条例 ボイラ 404
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ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀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
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ス量（湿り）

最大排出ガ
ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

福岡県教育センタ－ 篠栗町 高田268 法 ボイラ 768

福岡県教育センタ－ 篠栗町 高田268 法 ボイラ 826

福岡県教育センタ－ 篠栗町 高田268 法 ボイラ 1084 979

亀の屋旅館 篠栗町 篠栗3053-1 条例 ボイラ 369

株式会社エフコープ・ライスセン
ター

篠栗町 篠栗4826-1 法 ボイラ 1375.9 1244.1

ホテルベイザン 篠栗町 篠栗字平原2963-38他 法 ボイラ 721 649

株式会社ＮＴＴドコモ九州米ノ山
中継所

篠栗町 若杉209-1 法 ガスタービン 2270 2190

ごみ燃料化（ＲＤＦ）施設 篠栗町 若杉779-18 法 ディーゼル機関 1265 1177

ごみ燃料化（ＲＤＦ）施設 篠栗町 若杉779-18 法 乾燥炉 10441 6144

ごみ燃料化（ＲＤＦ）施設 篠栗町 若杉779-18 法 乾燥炉 10441 6144

ごみ燃料化（ＲＤＦ）施設 篠栗町 若杉779-18 法 乾燥炉 10441 6144

株式会社　やきやま 篠栗町 大字篠栗字廣田1665 法 ボイラ 2094.4 1893.5

株式会社　やきやま 篠栗町 大字篠栗字廣田1665 法 ボイラ 2047.9 1851.4

株式会社　やきやま 篠栗町 大字篠栗字廣田1665 法 ボイラ 2047.9 1851.4

オアシス篠栗 篠栗町 大字田中1番地1 法 ボイラ 2306 2094

鹿島道路株式会社　篠栗リサイク
ルセンター

篠栗町 大字内住字尾花4156 法 乾燥炉 20200 17800

鹿島道路株式会社　篠栗リサイク
ルセンター

篠栗町 大字内住字尾花4156 法 乾燥炉 13500 11900

鹿島道路株式会社　篠栗リサイク
ルセンター

篠栗町 大字内住字尾花4156 法 乾燥炉 42500 37400

北九州若杉病院 篠栗町 田中275 条例 ボイラ

北九州若杉病院 篠栗町 田中275 条例 ボイラ

北九州若杉病院 篠栗町 田中275 法 ガスタービン 4550

日本道路公団筑穂トンネル 篠栗町 内住 法 ディーゼル機関 1810 1720

今長谷食品有限会社 篠栗町 尾仲408 条例 ボイラ 297

篠栗町総合センター　クリエイト
篠栗

篠栗町 中央1-1-1 条例 ボイラ 327 271

篠栗町総合センター　クリエイト
篠栗

篠栗町 中央1-1-1 条例 ボイラ 327 271

中村工業株式会社 篠栗町 尾仲578-1 法 ボイラ 799.1 715

株式会社きょくとう　篠栗店 篠栗町 尾仲587-1 条例 ボイラ 416

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店篠
栗ビル

篠栗町 尾仲71-6 法 ガスタービン 2233 2153

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店篠
栗ビル

篠栗町 尾仲71-6 法 ディーゼル機関 2387 2234

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 条例 ボイラ 613

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 条例 ボイラ 613

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 条例 ボイラ 480

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 条例 ボイラ 480

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 法 ディーゼル機関 1874 1749

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 法 ボイラ 1234 1121

篠栗病院 篠栗町 尾仲94 法 ボイラ 1234 1121

第２浄水場 篠栗町 和田129 法 ディーゼル機関 1960 1833

株式会社フクネツ 篠栗町 和田1034-8 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

3

西都興産株式会社 志免町 御手洗100 条例 ボイラ 399

株式会社西友　志免店 志免町 志免1161 法 ディーゼル機関 842 771

医療法人上野外科胃腸科病院 志免町 志免2-10-20 法 ディーゼル機関 1009 935

志免町老人福祉センター望山荘 志免町 志免2128-1 法 ボイラ 682 613

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店志
免ビル

志免町 志免3-2-1 法 ディーゼル機関 1527 1434

志免町総合福祉施設 志免町 志免451-1 法 ボイラ 1356 1232
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志免町総合福祉施設 志免町 志免451-1 法 ボイラ 1356 1232

株式会社ＳＮＣ 志免町 志免90 法 ボイラ 865 786

志免町立町民センター 志免町 志免沖956-1 法 ボイラ 652 587

うえの腎透析クリニック 志免町 志免東1丁目9番2号 法 ディーゼル機関 1663 1579

やすらぎの郷 志免町 大字吉原600番地 条例 ボイラ 426

やすらぎの郷 志免町 大字吉原600番地 条例 ボイラ 426

やすらぎの郷 志免町 大字吉原600番地 条例 ボイラ 313.1

やすらぎの郷 志免町 大字吉原600番地 条例 ボイラ 313.1

やすらぎの郷 志免町 大字吉原600番地 条例 ボイラ 424.2 385.3

やすらぎの郷 志免町 大字吉原600番地 条例 ボイラ 424.2 385.3

土生山浄水場 志免町 田富2-9-1 法 ディーゼル機関 1040 976

雫の湯 志免町 田富3丁目5-1 法 ボイラ 663.3 601.8

雫の湯 志免町 田富3丁目5-1 法 ボイラ 663.3 601.8

国際航業株式会社福岡支店 志免町 別府 条例 ボイラ 357

フジマサ醤油有限会社 志免町 別府120-13 条例 ボイラ 315

社会保険　仲原病院 志免町 別府457-4 法 ディーゼル機関 1032 966

社会医療法人栄光会　栄光病院 志免町 別府西三丁目8番15号 条例 ボイラ 445

社会医療法人栄光会　栄光病院 志免町 別府西三丁目8番15号 条例 ボイラ 445

社会医療法人栄光会　栄光病院 志免町 別府西三丁目8番15号 法 ディーゼル機関 1246 1156

社会医療法人栄光会 志免町 別府二丁目2番1号 法 ボイラ 988 894

QTNet サービスオペレーションセ
ンタービル

志免町 別府北2丁目7-25 法 ガスタービン 23000 22100

QTNet サービスオペレーションセ
ンタービル

志免町 別府北2丁目7-25 法 ガスタービン 23000 22100

QTNet サービスオペレーションセ
ンタービル

志免町 別府北2丁目7-25 法 ガスタービン 23000 22100

イオン福岡東店 志免町 別府北二丁目14番1号 法 ディーゼル機関 2100 2000

イオン福岡東店 志免町 別府北二丁目14番1号 法 ボイラ 1955 1642

イオン福岡東店 志免町 別府北二丁目14番1号 法 ボイラ 1955 1642

ブリヂストンスイミングスクール
志免

志免町 片峰1丁目5-1 条例 ボイラ 530.5

ブリヂストンスイミングスクール
志免

志免町 片峰1丁目5-1 条例 ボイラ 530.5

須恵町文化会館 須恵町 上須恵1180-1 条例 ボイラ 281

須恵町文化会館 須恵町 上須恵1180-1 条例 ボイラ 281

須恵町文化会館 須恵町 上須恵1180-1 法 ディーゼル機関 1308 1243

株式会社ダイエーロイヤルクック
九州事業所

須恵町 上須恵286-1 法 ボイラ 1628 1478

株式会社ダイエーロイヤルクック
九州事業所

須恵町 上須恵286-1 法 ボイラ 872 793

川鉄機材工業株式会社福岡工場 須恵町 上須恵新原工業団地 条例 ボイラ 487

株式会社デザートランド 須恵町 植木 法 ディーゼル機関 1660 1560

リックス株式会社 須恵町 植木1321番地7号 法 ボイラ 1059.4 951.2

リックス株式会社 須恵町 植木1321番地7号 条例 ボイラ 457 413.1

株式会社ヴァン・ヴェール九州工
場

須恵町 植木1707 条例 ボイラ 430

株式会社ヴァン・ヴェール九州工
場

須恵町 植木1707 条例 ボイラ 620

泰平病院併設老健施設 須恵町 新原14-1 条例 ボイラ 503

泰平病院併設老健施設 須恵町 新原14-1 条例 ボイラ 432

（仮称）ダイエー須恵　ショッピ
ングモール

須恵町 須恵字ｻﾙ田1068-1 法 ボイラ 1208 1083

（仮称）ダイエー須恵　ショッピ
ングモール

須恵町 須恵字ｻﾙ田1068-1 法 ボイラ 1208 1083

九州パッケージ株式会社福岡工場 須恵町 大字上須恵字桜原1367-1 法 ボイラ 1598.4 1440.7
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ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
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工場・事業場の所在地
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銀
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ス量（乾き）
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ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1642 1491

ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1642 1490

ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1934 1730

ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1934 1730

ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1934 1730

ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1731 1555

ＪＲ九州リネン株式会社福岡工場 須恵町 大字旅石150 法 ボイラ 1731 1555

介護老人保健施設　ニューライフ
須恵

須恵町 旅石115番地の483 条例 ボイラ 435 395

博多商産株式会社 新宮町 下府497 条例 ボイラ 478

前田証券株式会社研修所及び寄宿
舎

新宮町 下府903-1 条例 ボイラ 449

ふくの湯新宮店 新宮町 原上 法 ボイラ 1296 1112

ふくの湯新宮店 新宮町 原上 法 ボイラ 1296 1112

株式会社スーパーセンタートライ
アル新宮店

新宮町 原上1579-9 法 ディーゼル機関 1892 1793

株式会社スーパーセンタートライ
アル新宮店

新宮町 原上1579-9 法 ボイラ 1272 1075

株式会社スーパーセンタートライ
アル新宮店

新宮町 原上1579-9 法 ボイラ 1272 1075

株式会社　ナフコ福岡東店 新宮町 原上1591-1 法 ボイラ 1240 1048

株式会社　ナフコ福岡東店 新宮町 原上1591-1 法 ボイラ 1240 1048

スーパー銭湯極楽湯新宮店（新宮
温泉）

新宮町 原上1785 法 ボイラ 982 884

スーパー銭湯極楽湯新宮店（新宮
温泉）

新宮町 原上1785 法 ボイラ 982 884

ホテル３１ 新宮町 三代896 条例 ボイラ 316 285

ホテル３１ 新宮町 三代896 条例 ボイラ 316 285

新宮町中央浄化センター 新宮町 上府 法 ガスタービン 14700 14300

松本工業株式会社 新宮町 上府1403 条例 ボイラ 546

新宮偕同園 新宮町 上府545 法 ボイラ 650 588

新宮偕同園 新宮町 上府545 法 ボイラ 650 588

株式会社中村家具新宮店 新宮町 上府672-2 法 ディーゼル機関 1308 1243

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 684 615

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 684 615

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 775 688

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 794 707

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 794 707

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 1294 1068

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 2597 2223

八洋食品株式会社 新宮町 上府字北尾1561 法 ボイラ 2597 2223

株式会社矢野特殊自動車 新宮町 上府北4丁目2番1号 条例 ボイラ 653.5 591.4

大成ロテック株式会社・三井住建道路株式会
社共同企業体玄海アスコン

新宮町 上府北4丁目4-1 法 乾燥炉 39600 31680

大成ロテック株式会社・三井住建道路株式会
社共同企業体玄海アスコン

新宮町 上府北4丁目4-1 法 乾燥炉 21350 17080

ビジネスホテル新宮駅前 新宮町 大字下の府字古川1623-2外6筆 法 ボイラ 471

ビジネスホテル新宮駅前 新宮町 大字下の府字古川1623-2外6筆 法 ボイラ 471

株式会社石村萬盛堂　新宮工場 新宮町 大字下の府字長津町514-1 法 ボイラ 948 852

株式会社石村萬盛堂　新宮工場 新宮町 大字下の府字長津町514-1 法 ボイラ 1323 1190

はぴねすくらぶ総合物流センター 新宮町 大字的野字吉原610-1 法 ディーゼル機関 1612 1518

加野病院・ハイマート橘 新宮町 中央駅前1-2 法 ディーゼル機関

ＩＫＥＡ福岡新宮 新宮町 中央駅前2-9-1 法 ディーゼル機関 4606 4254
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ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀保健福祉環境事務所）
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工場事業場の

所在地（市町村）
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水
銀
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ス量（乾き）

令和４年３月３１日現在

多田コンクリート工業株式会社新
宮工場

新宮町 立花口 条例 ボイラ 550

イナオフーズ 新宮町 立花口392-1 条例 ボイラ 403 363

ニチレキ株式会社福岡工場 新宮町 緑ｹ浜1-3-1 法 ボイラ 856 767

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ディーゼル機関 5000 4800

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ディーゼル機関 5000 4800

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ディーゼル機関 5000 4800

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ディーゼル機関 5300 5100

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ディーゼル機関 5300 5100

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1875 1723

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1875 1723

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1875 1723

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1635 1484

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1635 1484

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1731 1482

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1731 1482

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1731 1482

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 1647.8 1485.7

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 179.4 1568.3

株式会社ニューイングベーカリー
福岡工場

新宮町 緑ヶ浜3丁目1番1号 法 ボイラ 179.4 1568.3

福岡県立福岡特別支援学校 新宮町 緑ｹ浜4-1-1 法 ボイラ 1640 1484

福岡県立福岡特別支援学校 新宮町 緑ｹ浜4-1-1 法 ボイラ 819 742

福岡養護学校新光園分校 新宮町 緑ｹ浜4-1-2 条例 ボイラ 484

日本トーカンパッケージ株式会社
福岡工場

新宮町 緑ｹ浜4-13-1 法 ボイラ 4637 3915

株式会社ＴＫＰＳＰＶ‐７号　レ
クトーレ博多久山温泉ホテル夢家

久山町 久原1822 法 ボイラ 898 812

株式会社ＴＫＰＳＰＶ‐７号　レ
クトーレ博多久山温泉ホテル夢家

久山町 久原1822 法 ボイラ 898 812

株式会社ＴＫＰＳＰＶ‐７号　レ
クトーレ博多久山温泉ホテル夢家

久山町 久原1822 法 ボイラ 872 789

重症心身障害児施設久山療育園 久山町 久原1869 条例 ボイラ 566

重症心身障害児施設久山療育園 久山町 久原1869 条例 ボイラ 656 594

株式会社アルサ 久山町 久原2273-15 法 ボイラ 1744 1586

株式会社アルサ 久山町 久原2273-15 法 ボイラ 1744 1586

株式会社アルサ 久山町 久原2273-15 法 ボイラ 1744 1586

株式会社アルサ 久山町 久原2273-15 法 ボイラ 1744 1586

株式会社くばらコーポレーション 久山町 久原2527 法 ボイラ 1362 1224

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 ディーゼル機関 2835 2691

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 金属溶解炉 13500 12778

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 金属溶解炉 3228 2872

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 金属溶解炉 89160 7445

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 金属溶解炉 1420 1244

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 金属溶解炉 5253

福岡アルミ工業株式会社 久山町 久原2800 法 金属溶解炉 5253

九州ブラザー木工株式会社 久山町 久原2859 条例 ボイラ 215

九州ブラザー木工株式会社 久山町 久原2859 条例 ボイラ 215

久山カントリー倶楽部 久山町 久原3549-42 法 ディーゼル機関 1331 1265

久山カントリー倶楽部 久山町 久原3549-42 法 ボイラ 695.9 631

13/18



ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀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

久山ロイヤルテニスクラブ 久山町 久原3559-2 法 ボイラ 570

一品香食品株式会社 久山町 久原3776-14 法 ボイラ 1745 1587

一品香食品株式会社 久山町 久原3776-14 法 ボイラ 826 751

一品香食品株式会社 久山町 久原3776-14 法 ボイラ 1732 1486

一品香食品株式会社 久山町 久原3776-14 法 ボイラ 1732 1486

一品香食品株式会社 久山町 久原3776-14 法 ボイラ 1378 1183

一品香食品株式会社 久山町 久原３７７６－１４ 法 ボイラ 1420 1216

一品香食品株式会社 久山町 久原３７７６－１４ 法 ボイラ 1732.5 1482.8

一品香食品株式会社 久山町 久原３７７６－１４ 法 ボイラ 1732.5 1482.8

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ディーゼル機関 1127 1045

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ディーゼル機関 1350 1246

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ディーゼル機関 1008 941

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ディーゼル機関 2512 2394

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ディーゼル機関

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ディーゼル機関

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ボイラ 689 626

トリアス久山 久山町 山田1004-1 法 ボイラ 689 626

ベスト電器トリアス久山店 久山町 大字山田1196-1 法 ディーゼル機関

西日本鍛工株式会社 久山町 山田2396-151 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

879 802

西日本鍛工株式会社 久山町 山田2396-151 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

879 802

西日本鍛工株式会社 久山町 山田2396-151 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

879 802

西日本鍛工株式会社 久山町 山田2396-151 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2400 2300

西日本鍛工株式会社 久山町 山田2396-151 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1624 1482

広島共和物産株式会社　九州物流
センター

久山町 大字久原3771番 法 ディーゼル機関 1984 1862

ロジクロス福岡久山 久山町 大字久原字原2781 法 ディーゼル機関 1519 1430

九州製鋼株式会社福岡工場 久山町 大字久原字原2920 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

25523 21561

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1652 1503

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1652 1503

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1652 1503

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1648 1497

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1648 1497

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1719.5 1473.8

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1719.5 1473.8

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1719.5 1473.8

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1719.5 1473.8

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1719.5 1473.8

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1576.5 1334.6

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1576.5 1334.6

福岡医療関連協業組合 久山町 大字山田1217-17 法 ボイラ 1576.5 1334.6

株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691

株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691

株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691

株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691

株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691
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株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691

株式会社ダイショー 久山町 大字山田字前城谷3034番地 法 ボイラ 1859 1691

株式会社久原本家 久山町 猪野1442 法 ボイラ 2560.5 2186.1

株式会社久原本家 久山町 猪野1442 法 ボイラ 2560.5 2186.1

株式会社久原本家 久山町 猪野1442 法 ボイラ 2560.5 2186.1

粕屋農業協同組合　粕屋カント
リーエレベーター

久山町 大字久原２２３１－１ 法 乾燥炉 39924 39001

粕屋農業協同組合　粕屋カント
リーエレベーター

久山町 大字久原２２３１－１ 法 乾燥炉 39924 39001

粕屋農業協同組合　粕屋カント
リーエレベーター

久山町 大字久原２２３１－１ 法 乾燥炉 39924 39001

粕屋農業協同組合　粕屋カント
リーエレベーター

久山町 大字久原２２３１－１ 法 乾燥炉 39924 39001

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店長
者原局送受

粕屋町 原町366-1 法 ガスタービン 3358 3252

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店長
者原局送受

粕屋町 原町366-1 法 ガスタービン 7374 7229

イフジ産業株式会社 粕屋町 戸原200-1 法 ボイラ 1270 1141

イフジ産業株式会社 粕屋町 戸原200-1 法 ボイラ 1270 1141

イフジ産業株式会社 粕屋町 戸原200-1 法 ボイラ 1313 1184

エフコープＰＣセンター 粕屋町 戸原827 法 ボイラ 1210 1082

ビーオーケミカル株式会社 粕屋町 戸原字ﾊﾙ142 法 ボイラ 722.3 657.2

酒水園 粕屋町 酒殿1-1 法 ガスタービン

酒水園 粕屋町 酒殿1-1 法 乾燥炉 4880

安武ブロック工業株式会社 粕屋町 上大隈710 法 ボイラ 804 716

安武ブロック工業株式会社 粕屋町 上大隈710 法 ボイラ 820.5 732.9

（宗）東方之光　九州地区本部 粕屋町 大隈162-1 条例 ボイラ 222

トヨタ自動車株式会社福岡分室 粕屋町 大隈185-3 条例 ボイラ 144

粕屋町営浄水場 粕屋町 大隈294-1 法 ボイラ 2000 1900

株式会社柳川屋ＦＣ事業部 粕屋町 大隈38-4 条例 ボイラ 558

福岡市水道局　多々良浄水場 粕屋町 大字戸原679-1 法 ガスタービン 19200 18600

福岡市水道局　多々良浄水場 粕屋町 大字戸原679-1 法 ガスタービン 23000 22100

福岡地区水道企業団施設部多々良
混合施設

粕屋町 大字戸原地内 法 ガスタービン 22100 21400

粕屋町学校給食センター 粕屋町 大字江辻1070-1 条例 ボイラ 1610

多々良川浄化センター 粕屋町 大字江辻705 法 ガスタービン 14820 14820

多々良川浄化センター 粕屋町 大字江辻705 法 ディーゼル機関 5869 5611

多々良川浄化センター 粕屋町 大字江辻705 法 ディーゼル機関 5869 5611

スポーツクラブルネサンスダイヤ
モンドシティ　ルクル

粕屋町 大字酒殿字老の木192-1 法 ボイラ 731 618

イオンモール福岡 粕屋町 大字酒殿老の木192-1他 法 ディーゼル機関 3770 3590

イオンモール福岡 粕屋町 大字酒殿老の木192-1他 法 ディーゼル機関 1780 1700

岩田屋産業株式会社 粕屋町 仲原 条例 ボイラ 400

岩田屋産業株式会社 粕屋町 仲原 条例 ボイラ 400

医療法人箱田病院 粕屋町 仲原1451 条例 ボイラ 443

高杉製薬株式会社 粕屋町 仲原2617 法 ボイラ 8875 8329

高杉製薬株式会社 粕屋町 仲原2617 法 ボイラ 2470.1 2458.1

ホテルロイヤル 粕屋町 仲原2630 条例 ボイラ 462

岩田屋ホームサービス株式会社 粕屋町 仲原489-8 法 ボイラ 944 915

ケアユー株式会社仲原工場 粕屋町 仲原2727-1 法 ボイラ 1671 1425.1

ケアユー株式会社仲原工場 粕屋町 仲原2727-1 法 ボイラ 1671 1425.1

大久醤油株式会社 粕屋町 長者原231 法 ボイラ 430

15/18



ばい煙発生施設一覧（宗像・遠賀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

医療法人青洲会福岡青洲会病院 粕屋町 長者原800-1 条例 ボイラ 539

医療法人青洲会福岡青洲会病院 粕屋町 長者原800-1 条例 ボイラ

医療法人青洲会福岡青洲会病院 粕屋町 長者原800-1 条例 ボイラ 510.1 461.1

医療法人青洲会福岡青洲会病院 粕屋町 長者原800-1 法 ディーゼル機関 1280 1213

医療法人青洲会福岡青洲会病院 粕屋町 長者原800-1 法 ディーゼル機関 4050 3848

光酒造株式会社 粕屋町 長者原95-3 条例 ボイラ 485

光酒造株式会社 粕屋町 長者原95-3 法 ボイラ 965

ＤＰＬ福岡糟屋 粕屋町 内橋 法 ディーゼル機関

有限会社エース食品製造 粕屋町 内橋785 条例 ボイラ 401

九州通信ネットワーク株式会社粕
屋伝送端局

粕屋町 内橋802-10 法 ディーゼル機関 1627 1507

株式会社ゼネラルアサヒ 粕屋町 柚須94 条例 ボイラ 462

エフティ・ライフサービス株式会
社

粕屋町 花ヶ浦1丁目1-1 法 ボイラ 823.3 742.3

航空自衛隊芦屋基地 芦屋町 芦屋1455 法 ガスタービン 5920 5800

航空自衛隊芦屋基地 芦屋町 芦屋1455 法 ディーゼル機関 3182 2998

航空自衛隊芦屋基地 芦屋町 芦屋1455 法 ボイラ 6375 5750

航空自衛隊芦屋基地 芦屋町 芦屋1455 法 ボイラ 6375 5750

航空自衛隊芦屋基地 芦屋町 芦屋1455 法 ボイラ 879 794.5

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ガスタービン

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 1035 869

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 1035 869

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 2126 1798

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 2126 1798

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 2126 1798

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 817 690

芦屋競艇場 芦屋町 芦屋3540 法 ボイラ 817 690

芦屋町浄化センター 芦屋町 芦屋芦屋浜1455 法 ディーゼル機関

町立芦屋中央病院 芦屋町 幸町8-30 法 ディーゼル機関 1760 1660

町立芦屋中央病院 芦屋町 幸町8-30 法 ボイラ 2938

町立芦屋中央病院 芦屋町 幸町8-30 法 ボイラ 2878 2554

国民宿舎マリンテラスあしや 芦屋町 山鹿1588 条例 ボイラ 521 468.9

国民宿舎マリンテラスあしや 芦屋町 山鹿1588 条例 ボイラ 521 468.9

有限会社ゴールデンゲイト商会 芦屋町 正門町5-16 条例 ボイラ 465 422

芦屋中央公民館 芦屋町 中ﾉ浜11-6 法 ボイラ

はるおかスイミングスクール水巻
校

水巻町 下二東2丁目14-26 法 ボイラ 1057.8 959.1

ホテル　シャルマン 水巻町 吉田字紙袋180-4 条例 ボイラ 595 541

ホテル　シャルマン 水巻町 吉田字紙袋180-4 条例 ボイラ 595 541

株式会社和洋食品 水巻町 吉田南3丁目3番18号 法 ボイラ 1576 1414

株式会社和洋食品 水巻町 吉田南3丁目3番18号 法 ボイラ 1576 1414

日本炭砿株式会社古賀区田浴場 水巻町 古賀 条例 ボイラ

日本炭砿株式会社高松区浴場 水巻町 古賀160-2 条例 ボイラ

日本炭砿株式会社鯉口区浴場 水巻町 鯉田 条例 ボイラ

オリエンタル製造株式会社九州支
店

水巻町 頃末 条例 ボイラ

高松ドライ 水巻町 頃末 条例 ボイラ

ＧＲＡＮＤ　ＭＡＬＬ 水巻町 頃末南2丁目13番1号 法 ディーゼル機関 1540 1443
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ＧＲＡＮＤ　ＭＡＬＬ 水巻町 頃末南2丁目13番1号 法 ディーゼル機関 3017 2829

ＧＲＡＮＤ　ＭＡＬＬ 水巻町 頃末南2丁目13番1号 法 ボイラ 2451 2072

ＧＲＡＮＤ　ＭＡＬＬ 水巻町 頃末南2丁目13番1号 法 ボイラ 2451 2072

ＧＲＡＮＤ　ＭＡＬＬ 水巻町 頃末南2丁目13番1号 法 ボイラ 2451 2072

ＮＴＴ西日本株式会社福岡支店折
尾水巻ビル

水巻町 頃末北1-11 法 ディーゼル機関 981 911

日本炭砿株式会社中央区浴場 水巻町 中牟田628 条例 ボイラ

九州三愛化工株式会社 水巻町 猪熊 条例 ボイラ 252

九州三愛化工株式会社 水巻町 猪熊 条例 ボイラ 403

九州三愛化工株式会社 水巻町 猪熊 条例 ボイラ 400

遠賀・中間地域広域行政事務組合
し尿処理施設

水巻町 猪熊10-1-32 法 廃棄物焼却炉 ○ 18529 13773

株式会社フェアロード遠賀合材工
場

水巻町 猪熊10丁目4-17 法 乾燥炉 40150 32120

株式会社フェアロード遠賀合材工
場

水巻町 猪熊10丁目4-17 法 乾燥炉 16000 12800

日本パーカライジング株式会社 熱
処理加工事業部九州第二工場

水巻町 猪熊10丁目5番1号 法 ボイラ 1519 1362

日本パーカライジング株式会社 熱
処理加工事業部九州第二工場

水巻町 猪熊10丁目5番1号 法 ボイラ 1619 1463

日本パーカライジング株式会社防
錆熱処理加工事業部九州第二工場

水巻町 猪熊10丁目5番1号 法 ボイラ 1738 1488

日本パーカライジング株式会社防
錆熱処理加工事業部九州第二工場

水巻町 猪熊10丁目5番1号 法 ボイラ 1738 1488

遠賀川河川事務所河口堰管理支所 水巻町 猪熊10丁目7番1号 法 ディーゼル機関 2414 2301

遠賀川河川事務所河口堰管理支所 水巻町 猪熊10丁目7番1号 法 ディーゼル機関 2414 2301

遠賀川河川事務所河口堰管理支所 水巻町 猪熊10丁目7番1号 法 ディーゼル機関

遠賀川河川事務所河口堰管理支所 水巻町 猪熊10丁目7番1号 法 ディーゼル機関

曲川排水機場 水巻町 二西3-10-1 法 ガスタービン 12120 11760

曲川排水機場 水巻町 二西3-10-1 法 ディーゼル機関 1583 1496

曲川排水機場 水巻町 二西3-10-1 法 ディーゼル機関 4409 4205

曲川排水機場 水巻町 二西3-10-1 法 ディーゼル機関 4409 4190

日本炭砿株式会社梅の木区浴場 水巻町 梅木 条例 ボイラ

有限会社オービィー水巻工場 水巻町 立屋敷1丁目13-12 法 ボイラ 1230 1107

福岡新水巻病院 水巻町 立屋敷1丁目2-1 法 ディーゼル機関 1800 1680

福岡新水巻病院 水巻町 立屋敷1丁目2-1 法 ディーゼル機関 1800 1680

福岡新水巻病院 水巻町 立屋敷1丁目2-1 法 ボイラ 856 775

福岡新水巻病院 水巻町 立屋敷1丁目2-1 法 ボイラ 856 775

福岡新水巻病院 水巻町 立屋敷1丁目2-1 法 ボイラ 634 575

福岡新水巻病院 水巻町 立屋敷1丁目2-1 法 ボイラ 634 575

岡垣町吉木汚水中継ポンプ場 岡垣町 吉木 法 ディーゼル機関 1055 990

福岡槌屋デカル株式会社 岡垣町 糠塚63-1 条例 ボイラ 517.5 465.8

福岡槌屋デカル株式会社 岡垣町 糠塚63-1 条例 ボイラ 517.5 465.8

後藤食品株式会社 岡垣町 糠塚448 条例 ボイラ 577

特別養護老人ホーム恵の家 岡垣町 高倉578-1 条例 ボイラ

おかがき福祉の里地域福祉セン
ターふえあい

岡垣町 高倉598-1 条例 ボイラ 385

おかがき福祉の里地域福祉セン
ターふえあい

岡垣町 高倉598-1 条例 ボイラ 385

おかがき福祉の里地域福祉セン
ターふえあい

岡垣町 高倉598-1 条例 ボイラ 246

おかがき福祉の里地域福祉セン
ターふえあい

岡垣町 高倉598-1 条例 ボイラ 304

おかがき福祉の里地域福祉セン
ターふえあい

岡垣町 高倉598-1 条例 ボイラ 304

おかがき総合福祉保健センター
いこいの里

岡垣町 高倉598-1 法 ボイラ 1843.4 1765.6

岡垣浄化センター 岡垣町 大字手野133 法 ディーゼル機関 1055 990
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株式会社永和リサイクルセンター 岡垣町 大字野間15番地1 法 焼成炉・ガラス溶融炉 5000 4750

遠賀信用金庫 岡垣町 東山田2-3-3 法 ディーゼル機関 1435 1342

医療法人　成晴会　堤病院 岡垣町 鍋田2丁目1番1号 条例 ボイラ 271.8 246.9

岡垣町立老人福祉施設 岡垣町 野間 条例 ボイラ 419

岡垣サンリーアイ 岡垣町 野間1丁目2番1号 条例 ボイラ

岡垣サンリーアイ 岡垣町 野間1丁目2番1号 条例 ボイラ

岡垣サンリーアイ 岡垣町 野間1丁目2番1号 法 ディーゼル機関 1892 1793

広渡排水機場 遠賀町 広渡146番地 法 ディーゼル機関 2140 1987

広渡排水機場 遠賀町 広渡146番地 法 ディーゼル機関 2104 1987

広渡排水機場 遠賀町 広渡146番地 法 ディーゼル機関 1541 1455

株式会社エルゼクリーンマジック
遠賀店

遠賀町 今古賀48-2他 法 ボイラ 886

ゆめタウン遠賀 遠賀町 今古賀58街区1他 法 ディーゼル機関 1787 1678

ゆめタウン遠賀 遠賀町 今古賀58街区1他 法 ボイラ 2651 1988

ゆめタウン遠賀 遠賀町 今古賀58街区1他 法 ボイラ 2651 1988

火葬施設天生園 遠賀町 上別府1996-1 法 ディーゼル機関 1525 1436

福岡県立遠賀高等学校 遠賀町 上別府2110 条例 ボイラ 477

遠賀町ふれあいの里 遠賀町 浅木2-31-1 条例 ボイラ 545

遠賀町ふれあいの里 遠賀町 浅木2-31-1 条例 ボイラ 545

社会福祉法人筑前会特別養護老人
ホーム遠賀園

遠賀町 浅木3丁目18-1 条例 ボイラ 267.9 242.7

社会福祉法人筑前会特別養護老人
ホーム遠賀園

遠賀町 浅木3丁目18-1 条例 ボイラ 417.1 377.9

遠賀中間医師会おんが病院 遠賀町 大字尾崎字友田1725-2外 法 ディーゼル機関 3279 3116

有限会社新和油化工業所 遠賀町 虫生津 条例 ボイラ 403

株式会社地産チサンカントリーク
ラブ遠賀

遠賀町 虫生津 条例 ボイラ 597

株式会社地産チサンカントリーク
ラブ遠賀

遠賀町 虫生津 条例 ボイラ 597

ホテルリバビュー 遠賀町 島津東3150 条例 ボイラ 430 389

ホテルリバビュー 遠賀町 島津東3150 条例 ボイラ 430 389

ロングソルトインターナショナル
九州工場

遠賀町 尾崎419-1 法 ディーゼル機関 1975 1878

下村コンクリート株式会社 遠賀町 木守959 法 ボイラ 948 853

下村コンクリート株式会社 遠賀町 木守959 法 ボイラ 605.7 541.2

下村コンクリート株式会社 遠賀町 木守959 法 ボイラ 897.1 805.9

曲手排水機場 遠賀町 老良523 法 ディーゼル機関 1964 1844

曲手排水機場 遠賀町 老良523 法 ディーゼル機関 1964 1844
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