
ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手保健福祉環境事務所）
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有限会社穂波製菓 飯塚市 阿恵91-5 条例 ボイラ 434

松岡ウレタン加工所 飯塚市 旭町 条例 ボイラ 389 350

松岡ウレタン加工所 飯塚市 旭町 条例 ボイラ 415

野見山本家酒造株式会社 飯塚市 伊岐須397 法 ボイラ 900 808

独立行政法人労働者健康安全機構
総合せき損センター

飯塚市 伊岐須道坂550-4 法 ガスタービン 16479 15881

独立行政法人労働者健康安全機構
総合せき損センター

飯塚市 伊岐須道坂550-4 法 ボイラ 841.9 589.3

独立行政法人労働者健康安全機構
総合せき損センター

飯塚市 伊岐須道坂550-4 法 ボイラ 841.9 589.3

独立行政法人労働者健康安全機構
総合せき損センター

飯塚市 伊岐須道坂550-4 法 ディーゼル機関 1238 1150

一番食品株式会社　本社総合工場 飯塚市 伊川1115 法 ボイラ 2062 1860

一番食品株式会社　本社総合工場 飯塚市 伊川1115 法 ボイラ 2475 2190

一番食品株式会社　本社総合工場 飯塚市 伊川1115 法 ボイラ 1315.4 1177.5

一番食品株式会社　本社総合工場 飯塚市 伊川1115 法 ボイラ 1301 1164.6

社会保険二瀬病院 飯塚市 伊川1243-1 条例 ボイラ 287 230

社会保険二瀬病院 飯塚市 伊川1243-1 条例 ボイラ 287 230

伊川温泉センター 飯塚市 伊川148-1 法 ボイラ 500

伊川温泉センター 飯塚市 伊川148-1 法 ボイラ 500

華三楽工場 飯塚市 伊川433-2 条例 ボイラ 462 420

有限会社明治屋 飯塚市 伊川543-1 条例 ボイラ 407

有限会社明治屋 飯塚市 伊川543-1 条例 ボイラ 407

一番食品株式会社　本社工場 飯塚市 伊川663番地1 法 ボイラ 1647 1498

一番食品株式会社　本社工場 飯塚市 伊川663番地1 法 ボイラ 1647 1498

一番食品株式会社　本社工場 飯塚市 伊川663番地1 法 ボイラ 1647 1498

一番食品株式会社　本社工場 飯塚市 伊川663番地1 法 ボイラ 1647 1498

株式会社南風堂 飯塚市 伊川664-3 法 ボイラ 1029

株式会社南風堂 飯塚市 伊川664-3 法 ボイラ 597 531

株式会社南風堂 飯塚市 伊川664-3 法 ボイラ 597 531

飯塚産業株式会社 飯塚市 伊川666 法 ディーゼル機関 3591 3424

一番食品株式会社　エーワン工場 飯塚市 伊川684-1 法 ボイラ 1645 1483

一番食品株式会社　エーワン工場 飯塚市 伊川684-1 法 ボイラ 1645 1483

一番食品株式会社　エーワン工場 飯塚市 伊川684-1 法 ボイラ 1645 1483

飯塚市福祉センター 飯塚市 伊川82-45 法 ボイラ 486 441

大日寺川排水ポンプ場 飯塚市 横田115-2 法 ディーゼル機関 1560 1469

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 ディーゼル機関 5000 4800

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 ディーゼル機関 5000 4800

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 金属溶解炉 1000 970

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 金属溶解炉 834

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 金属溶解炉 0 0

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 金属溶解炉 0 0

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 金属溶解炉 19400

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 反応炉・直火炉 1500 1350

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 反応炉・直火炉 0 0

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 反応炉・直火炉 1500 1350

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 反応炉・直火炉 1500 1350

九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 反応炉・直火炉 3450 3100

令和４年３月３１日現在
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九州白水株式会社 飯塚市 横田669 法 反応炉・直火炉 1050 950

飯塚市学校給食共同調理場 飯塚市 横田809 法 ボイラ 644 579

飯塚市学校給食共同調理場 飯塚市 横田809 法 ボイラ 859 773

飯塚市学校給食共同調理場 飯塚市 横田809 法 ボイラ 644 579

飯塚市学校給食共同調理場 飯塚市 横田809 法 ボイラ 859.1 772.9

学頭排水機場 飯塚市 下三緒1011 法 ガスタービン 1791 1708

学頭排水機場 飯塚市 下三緒1011 法 ディーゼル機関 1791 1708

学頭排水機場 飯塚市 下三緒1011 法 ディーゼル機関 1791 1708

株式会社薫仙 飯塚市 楽市417 条例 ボイラ 577

株式会社ひよ子穂波工場 飯塚市 楽市538-1 法 ボイラ 951 825

株式会社飯塚西鉄名店街 飯塚市 吉原町1-1 法 ボイラ 2950

サンメディラック飯塚 飯塚市 吉原町1番1号 法 ディーゼル機関 1032 966

飯塚東映劇場 飯塚市 吉原町8-43 条例 ボイラ 464

飯塚市クリーンセンター 飯塚市 吉北118-2 法 ディーゼル機関 2187 2079

飯塚市クリーンセンター 飯塚市 吉北118-2 法 ボイラ 1314 1200

飯塚市クリーンセンター 飯塚市 吉北118-2 法 廃棄物焼却炉 〇 35689 29429

飯塚市クリーンセンター 飯塚市 吉北118-2 法 廃棄物焼却炉 〇 35689 29429

日本電産テクノモータ株式会社 飯塚市 吉北31番地 法 ボイラ 581 508

藤井善合名会社 飯塚市 宮町2-76 法 ボイラ

スパ・リゾート飯塚健康ランド 飯塚市 菰田102 法 ボイラ 776

スパ・リゾート飯塚健康ランド 飯塚市 菰田102 法 ボイラ 1052 952

スパ・リゾート飯塚健康ランド 飯塚市 菰田102 法 ボイラ 1052 952

菰田排水機場 飯塚市 菰田西3-19-11 法 ディーゼル機関 1787 1690

菰田排水機場 飯塚市 菰田西3-19-11 法 ディーゼル機関 1787 1690

菰田排水機場 飯塚市 菰田西3-19-11 法 ディーゼル機関 1318 1211

菰田排水機場 飯塚市 菰田西3-19-11 法 ディーゼル機関 1318 1211

庄内町保健福祉総合センター 飯塚市 綱分 条例 ボイラ 519 470

東洋工業株式会社　福岡工場 飯塚市 綱分1471-2 法 ボイラ 939 839

東洋工業株式会社　福岡工場 飯塚市 綱分1471-2 法 ボイラ 664 597

東洋工業株式会社　福岡工場 飯塚市 綱分1471-2 法 ボイラ 842 754

フジクリーン工業株式会社　飯塚
工場

飯塚市 綱分1471-7 法 ボイラ 958 874

フジクリーン工業株式会社　飯塚
工場

飯塚市 綱分1471-7 法 ボイラ 922 832

フジクリーン工業株式会社　飯塚
工場

飯塚市 綱分1471-7 法 ボイラ 1707.5 1548.2

社会福祉法人庄内福祉会　特別養
護老人ホーム白龍園

飯塚市 綱分966-2 条例 ボイラ 538.7 430.9

山宝食品 飯塚市 枝国276 条例 ボイラ 353

穂波町総合福祉センター 飯塚市 枝国402-1-1 条例 ボイラ 424

穂波町総合福祉センター 飯塚市 枝国402-1-1 条例 ボイラ 424

株式会社三共ドライクリーニング 飯塚市 枝国417 法 ボイラ 622

株式会社三共ドライクリーニング 飯塚市 枝国417 法 ボイラ 657 592

明星寺川排水機場 飯塚市 枝国地先 法 ガスタービン 12281 11899

明星寺川排水機場 飯塚市 枝国地先 法 ガスタービン 14884 14326

イオン穂波ショッピングセンター 飯塚市 枝国長浦666-48 法 ディーゼル機関 2762 2625

イオン穂波ショッピングセンター 飯塚市 枝国長浦666-48 法 ディーゼル機関 1567 1489

北九州カントリー倶楽部 飯塚市 鹿毛馬412-6 条例 ボイラ 485
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北九州カントリー倶楽部 飯塚市 鹿毛馬412-6 条例 ボイラ 338

北九州カントリー倶楽部 飯塚市 鹿毛馬412-6 条例 ボイラ 338

名糖乳業株式会社 飯塚市 若菜47-2 法 ボイラ 604 540

名糖乳業株式会社 飯塚市 若菜47-2 法 ボイラ 652 587

湯あそびひろば嘉穂の湯 飯塚市 秋松848-1 法 ボイラ 594 534

湯あそびひろば嘉穂の湯 飯塚市 秋松848-1 法 ボイラ 594 534

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ディーゼル機関 4816 4576

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ディーゼル機関 4816 4576

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ディーゼル機関 5300 5100

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ディーゼル機関 5300 5100

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ボイラ 1302.2 1118

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ボイラ 1302.2 1118

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ボイラ 1736.8 1491.1

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ボイラ 1736.8 1491.1

沢井製薬株式会社九州工場 飯塚市 潤野1238-1 法 ボイラ 1736.8 1491.1

株式会社ひよ子飯塚総合工場 飯塚市 潤野1284-23 法 ボイラ 951 825

株式会社ひよ子飯塚総合工場 飯塚市 潤野1284-23 法 ボイラ 951 825

株式会社ひよ子飯塚総合工場 飯塚市 潤野1284-23 法 ボイラ 1467 1275

麻生スーパー潤野店 飯塚市 潤野53-1 条例 ボイラ 400

草竹コンクリート工業株式会社九
州工場

飯塚市 庄内工業団地 法 ボイラ 925

中野医院 飯塚市 新飯塚5-7 条例 ボイラ 352

のがみプレジデントホテル 飯塚市 新立岩12番37号 法 ボイラ 854 772

飯塚市役所 飯塚市 新立岩5-5 法 ディーゼル機関 3030 2841

飯塚拘置支所 飯塚市 新立岩6-7 法 ディーゼル機関 1430 1360

福岡県飯塚総合庁舎 飯塚市 新立岩8-1 法 ボイラ 1291 1108

頴田排水ポンプ場 飯塚市 勢田 法 ディーゼル機関 2410 2260

頴田町高齢者センター 飯塚市 勢田1101 法 ボイラ 780 702

頴田町公民館 飯塚市 勢田1129-1 条例 ボイラ 325

老人保健施設　和泉の澤 飯塚市 勢田1806-1 法 ボイラ 690.6 627.3

明治記念病院 飯塚市 川津360-3 条例 ボイラ

グランドベルズ飯塚 飯塚市 川津608-1 法 ボイラ 708 634

福岡県飯塚研究開発センター 飯塚市 川津680-5 法 ディーゼル機関 1360 1290

殿浦排水機場 飯塚市 川島717 法 ディーゼル機関 1741 1635

殿浦排水機場 飯塚市 川島717 法 ディーゼル機関 1741 1635

天球食品株式会社飯塚工場 飯塚市 太郎丸 法 ボイラ 973 876

福岡県済生会飯塚嘉穂病院 飯塚市 太郎丸265 法 ディーゼル機関 1338 1303

福岡県済生会飯塚嘉穂病院 飯塚市 太郎丸265 法 ディーゼル機関 3395 3226

昭和の湯 飯塚市 太郎丸46番地 法 ボイラ 4210 4210

株式会社小郡カンツリー倶楽部茜
ゴルフクラブ

飯塚市 大分1934 条例 ボイラ 487

株式会社ドーケン飯塚工場 飯塚市 筑穂元吉686-1 法 ボイラ 1276 1162

株式会社ドーケン飯塚工場 飯塚市 筑穂元吉686-1 法 ボイラ 909.3 824.8

株式会社ドーケン飯塚工場 飯塚市 筑穂元吉686-1 法 ボイラ 909.3 824.8

株式会社ドーケン飯塚工場 飯塚市 筑穂元吉686-1 法 ボイラ 1347.9 1222.1

忠隈浴場 飯塚市 忠隈188-3 条例 ボイラ 463
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ミツヤマ食品合名会社 飯塚市 忠隈538 条例 ボイラ 577

筑穂町立老人福祉センター 飯塚市 長尾 条例 ボイラ 397

筑穂町公民館 飯塚市 長尾 法 ボイラ 664

株式会社スズキ納整センター九州
納整センター

飯塚市 津島281-41 法 ボイラ 812 609

陸上自衛隊飯塚駐屯地 飯塚市 津島282 条例 ボイラ 520.2 472.5

陸上自衛隊飯塚駐屯地 飯塚市 津島282 法 ボイラ 3711 3348

陸上自衛隊飯塚駐屯地 飯塚市 津島282 法 ボイラ 868 788

陸上自衛隊飯塚駐屯地 飯塚市 津島282 法 ボイラ 3711 3348

筑豊製菓株式会社 飯塚市 津島408番地の1 法 ボイラ 1654 1486

飯塚記念病院透析棟 飯塚市 鶴三緒字石切谷1450番2 法 ディーゼル機関 1864 1739

瑞穂菊酒造株式会社 飯塚市 天道375 法 ボイラ 688 624

チクホ・エッグ・ファーム 飯塚市 馬敷1321-2 法 乾燥炉

飯塚警察署 飯塚市 柏ﾉ森159-26 法 ボイラ 672

ベターライフノア２１ 飯塚市 柏の森大谷11-1 法 ボイラ 764 696

ベターライフノア２１ 飯塚市 柏の森大谷11-1 法 ボイラ 764 696

株式会社さかえ屋製菓 飯塚市 八木山259 条例 ボイラ 422

八木山物産 飯塚市 八木山421 法 ボイラ

飯塚コミュニティーセンター 飯塚市 飯塚14-67 法 ディーゼル機関 1144 1063

飯塚コミュニティーセンター 飯塚市 飯塚14-67 法 ディーゼル機関

飯塚コミュニティーセンター 飯塚市 飯塚14-67 法 ボイラ 823 736

飯塚コスモスコモン 飯塚市 飯塚14番66号 法 ガスタービン 15816 15508

飯塚コスモスコモン 飯塚市 飯塚14番66号 法 ボイラ 1178 1059

飯塚コスモスコモン 飯塚市 飯塚14番66号 法 ボイラ 1415 1266

飯塚市上下水道局東町雨水ポンプ
場

飯塚市 飯塚268-9 法 ディーゼル機関 1518 1440

ロケット石鹸株式会社 飯塚市 平恒1-12-1 法 ボイラ 1648 1497

ロケット石鹸株式会社 飯塚市 平恒1-12-1 法 ボイラ 1648 1497

ロケット石鹸株式会社 飯塚市 平恒1-12-1 法 ボイラ 1648 1497

ロケット石鹸株式会社 飯塚市 平恒1-12-1 法 ボイラ 1648 1497

サンダイナー食品株式会社 飯塚市 平恒1-14 条例 ボイラ 577

サンダイナー食品株式会社 飯塚市 平恒1-14 法 ボイラ 654 590

沢井製薬株式会社　第二九州工場 飯塚市 平恒1144-3 法 ボイラ 2072 1888

沢井製薬株式会社　第二九州工場 飯塚市 平恒1144-3 法 ボイラ 2072 1888

沢井製薬株式会社　第二九州工場 飯塚市 平恒1144-3 法 ボイラ 1597 1444

沢井製薬株式会社　第二九州工場 飯塚市 平恒1144-3 法 ボイラ 1597 1444

九州バルカー株式会社 飯塚市 平恒1-7 法 ボイラ 861 782

九州バルカー株式会社 飯塚市 平恒1-7 法 ボイラ 832.5 749

日本ソーイング株式会社 飯塚市 平恒261-2 条例 ボイラ 356

日本ソーイング株式会社 飯塚市 平恒261-2 法 ボイラ 1620 1418

大王パッケージ株式会社九州事業
部福岡工場

飯塚市 平恒261番地 法 ボイラ 4115 3698

株式会社福岡シービー 飯塚市 平恒263-129 法 ボイラ 800 713

マロニー株式会社福岡工場 飯塚市 平恒421-7 法 ボイラ 1936 1741

株式会社グレア 飯塚市 平恒432-6 条例 ボイラ 2557

株式会社丸本福岡工場 飯塚市 平恒477-21 法 ボイラ 525 461

株式会社丸本福岡工場 飯塚市 平恒477-21 法 ボイラ 525 461
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株式会社丸本福岡工場 飯塚市 平恒477-21 法 ボイラ 404 355

日本ソーイング株式会社 飯塚市 平恒飯塚工業団地 条例 ボイラ 356

ジオスター株式会社福岡工場 飯塚市 平恒飯塚工業団地 法 ボイラ 1648 1497

ジオスター株式会社福岡工場 飯塚市 平恒飯塚工業団地 法 ボイラ 1648 1497

ジオスター株式会社福岡工場 飯塚市 平恒飯塚工業団地 法 ボイラ 1648 1497

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

太平食品工業株式会社九州工場 飯塚市 平恒本谷1-8 法 ボイラ 2604 2236

株式会社グローバルエンジニアリ
ング飯塚発電所

飯塚市 平塚388 法 ディーゼル機関 3900 3700

株式会社グローバルエンジニアリ
ング飯塚発電所

飯塚市 平塚388 法 ディーゼル機関 3900 3700

麻生商事株式会社第一工場 飯塚市 平塚470-1 法 ボイラ 1640 1489

麻生商事株式会社第一工場 飯塚市 平塚470-1 法 ボイラ 1791 1626

麻生商事株式会社第一工場 飯塚市 平塚470-1 法 ボイラ 1791 1626

麻生商事株式会社第一工場 飯塚市 平塚470-1 法 ボイラ 1323 1185

テラダ工業株式会社九州工場 飯塚市 平塚481-2 条例 ボイラ

テラダ工業株式会社九州工場 飯塚市 平塚481-2 条例 ボイラ 20

第一ボール 飯塚市 片島1-10-14 条例 ボイラ 325

第一ボール 飯塚市 片島1-10-14 条例 ボイラ 325

株式会社九州互助センター 飯塚市 片島1-6 法 ボイラ

株式会社九州互助センター 飯塚市 片島1-6 法 ボイラ

飯塚市上下水道局芦屋雨水ポンプ
場

飯塚市 片島3-308 法 ディーゼル機関 1719 1635

合名会社木村製菓 飯塚市 片島三丁目8-52 法 ボイラ 1814 1706

合名会社木村製菓 飯塚市 片島三丁目8-52 法 ボイラ 2125 1947

飯塚市上下水道局　片島ポンプ場 飯塚市 片島二丁目11番7号 法 ディーゼル機関 1631 1555

飯塚市上下水道局　片島ポンプ場 飯塚市 片島二丁目11番7号 法 ディーゼル機関 1631 1555

飯塚市上下水道局　片島ポンプ場 飯塚市 片島二丁目11番7号 法 ディーゼル機関 1631 1555

飯塚市上下水道局　片島ポンプ場 飯塚市 片島二丁目11番7号 法 ディーゼル機関 1631 1555

飯塚市上下水道局　片島ポンプ場 飯塚市 片島二丁目11番7号 法 ディーゼル機関 1428 1362

曽我部産業有限会社 飯塚市 弁分149 法 ボイラ 672 603

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ガスタービン

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ガスタービン

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ディーゼル機関 3223 2986

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 4917

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 1007 921

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 1533 1385

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 1533 1385

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 4917

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 1007 921

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 1533 1385
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飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 1533 1385

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 869 783

飯塚市立病院 飯塚市 弁分633-1 法 ボイラ 869 783

飯塚合同庁舎（飯塚税務署） 飯塚市 芳雄町13-6 法 ボイラ 513 440

飯塚合同庁舎（飯塚税務署） 飯塚市 芳雄町13-6 法 ボイラ 513 440

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 4976 4757

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 4976 4757

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 4976 4757

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 844 774

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 2940 2800

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 4760 4490

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 2410 2260

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ディーゼル機関 2261 2120

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ボイラ 4885

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ボイラ 7362 6587

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ボイラ 4601 4107

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ボイラ 1732 1486

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ボイラ 1732 1486

株式会社　麻生　飯塚病院 飯塚市 芳雄町3-83 法 ボイラ 1732 1486

東西縫製工業株式会社 飯塚市 堀池110 条例 ボイラ 330

東西繊維工業株式会社 飯塚市 堀池60 条例 ボイラ 89

飯塚信用金庫 飯塚市 本町11-42 条例 ボイラ 391

株式会社ダイマル商店飯塚店 飯塚市 本町14-6 法 ボイラ 1234

児島病院 飯塚市 本町19-32 条例 ボイラ 430

チロリアン飯塚支店 飯塚市 本町4-21 条例 ボイラ 395

福岡シテイ銀行飯塚支店 飯塚市 本町6-11 条例 ボイラ 343

西日本銀行飯塚支店 飯塚市 本町8-12 条例 ボイラ

西日本電信電話株式会社北九州支
店飯塚３ビル

飯塚市 本町8-6 法 ディーゼル機関 3666 3486

興和道路株式会社飯塚支店 飯塚市 目尾568-26 法 乾燥炉 31600 27800

興和道路株式会社飯塚支店 飯塚市 目尾568-26 法 乾燥炉 14900 13100

興和道路株式会社飯塚支店 飯塚市 目尾568-26 法 乾燥炉 35100 30900

飯塚市終末処理場 飯塚市 柳橋210 条例 ボイラ 391

飯塚市終末処理場 飯塚市 柳橋210 法 ディーゼル機関 3174 3017

ホテルベルサイユ 飯塚市 柳橋ﾋｽﾞｹ田106 条例 ボイラ 344

庄司川排水機場 飯塚市 柳橋地先遠賀川左岸29km275 法 ディーゼル機関 3790 3600

庄司川排水機場 飯塚市 柳橋地先遠賀川左岸29km275 法 ディーゼル機関 3790 3600

カメヤマ株式会社九州工場 飯塚市 有安958-20 法 ボイラ 1133 1028

株式会社あらた九州CLC 飯塚市 有安958番地 法 ディーゼル機関 6000 5625

株式会社日本産業九州工場 飯塚市 有安鳥羽958-34 法 ボイラ 1342 1077

株式会社ワイエスピー 飯塚市 有井320番地19 法 ボイラ 1745 1575

競争会選手宿舎 飯塚市 鯰田147 条例 ボイラ 534 485

飯塚オートレース場　場内 飯塚市 鯰田147 法 ディーゼル機関 1800 1680

飯塚地区養護老人ホーム愛生苑 飯塚市 鯰田2517-6 法 ボイラ 942

スポーティングコア 飯塚市 鯰田586-1 法 ボイラ 1153.7 1023.4
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鯰田排水機場 飯塚市 鯰田935-1 法 ガスタービン 7206 6938

鯰田排水機場 飯塚市 鯰田935-1 法 ディーゼル機関 2386 2237

鯰田排水機場 飯塚市 鯰田935-1 法 ディーゼル機関 2386 2237

ジャパンパイル株式会社　福岡工
場

飯塚市 鯰田字ﾀﾗ池149-14 法 ボイラ 1654 1493

ジャパンパイル株式会社　福岡工
場

飯塚市 鯰田字ﾀﾗ池149-14 法 ボイラ 1654 1493

ジャパンパイル株式会社　福岡工
場

飯塚市 鯰田字ﾀﾗ池149-14 法 ボイラ 1654 1493

株式会社めん食福岡工場 田川市 伊加利1808-11 法 ボイラ 1195

株式会社めん食福岡工場 田川市 伊加利1808-11 法 ボイラ 1195

株式会社めん食福岡工場 田川市 伊加利1808-11 法 ボイラ 1743 1587

株式会社めん食福岡工場 田川市 伊加利1808-11 法 ボイラ 1766 1592

旭工業株式会社 田川市 伊加利2187-6 法 乾燥炉 19300 17000

水谷建設工業株式会社 田川市
伊加利2193 法 ボイラ 791.1 709.4

水谷建設工業株式会社 田川市
伊加利2193 法 ボイラ 1535.2 1375.2

水谷建設工業株式会社 田川市
伊加利2193 法 ボイラ 1535.2 1375.2

三好食品工業株式会社第１、第５
工場

田川市 伊加利2199-1 法 ボイラ 2529 2023

三好食品工業株式会社第１、第５
工場

田川市 伊加利2199-1 法 ボイラ 2529 2023

有限会社井上薫商店 田川市 伊加利2204-1 条例 ボイラ 512

有限会社井上薫商店 田川市 伊加利2204-1 法 ボイラ 997 897

福岡県田川保健福祉事務所 田川市 伊田3294番地13 条例 ボイラ 504 456

公立大学法人福岡県立大学 田川市 伊田3426番地1 法 ディーゼル機関 973 907

公立大学法人福岡県立大学 田川市 伊田3426番地1 法 ボイラ 908 816

公立大学法人福岡県立大学 田川市 伊田3426番地1 法 ボイラ 908 816

公立大学法人福岡県立大学 田川市 伊田3426番地1 法 ボイラ 1648.8 1491.6

福岡県田川総合庁舎 田川市 伊田松原通3292-2 条例 ボイラ 250

福岡県田川総合庁舎 田川市 伊田松原通3292-2 条例 ボイラ 250

福岡県田川県土整備事務所 田川市 伊田4543-1 法 ボイラ 560.8 501.2

トリスミ集成材株式会社九州工場 田川市 位登1749 法 ボイラ 893

医療法人和光会一本松すずかけ病
院

田川市 夏吉142 法 ディーゼル機関 2218 2062

社会福祉法人相芳会田川新生病院 田川市 夏吉3638 法 ボイラ 693 630

社会福祉法人相芳会田川新生病院 田川市 夏吉3638 法 ボイラ 1285 1147

社会福祉法人相芳会田川新生病院 田川市 夏吉3638 法 ボイラ 1285 1147

田川産業株式会社 田川市 弓削田1924 法 焼成炉・ガラス溶融炉 560

田川産業株式会社 田川市 弓削田1924 法 焼成炉・ガラス溶融炉 560

麻生セメント株式会社田川工場 田川市 弓削田2877 法 焼成炉・ガラス溶融炉 〇 690000 609270

医療法人昌和会見立病院 田川市 弓削田3237 条例 ボイラ 428

医療法人昌和会見立病院 田川市 弓削田3237 法 ガス機関 632

医療法人昌和会見立病院 田川市 弓削田3237 法 ボイラ 1031 928

医療法人昌和会見立病院 田川市 弓削田3237 法 ボイラ 916 828

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 条例 ボイラ 470.3

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 条例 ボイラ 690

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ディーゼル機関 1726 1595

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ディーゼル機関 1726 1595

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ディーゼル機関

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ボイラ 875 786
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社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ボイラ 1657 1326

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ボイラ 645.6 574.3

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ボイラ 645.6 574.3

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ボイラ 875 786

社会保険田川病院 田川市 上本町1424-2 法 ボイラ 1657 1326

ＮＴＴ西日本株式会社北九州支店
田川ビル

田川市 千代町6ｰ8 法 ディーゼル機関 1300 1198

松尾製菓株式会社 田川市 川宮1191-1 条例 ボイラ 625 562

松尾製菓株式会社 田川市 川宮1191-1 条例 ボイラ 625 562

松尾製菓株式会社 田川市 川宮1191-1 法 ディーゼル機関 4000 3800

松尾製菓株式会社 田川市 川宮1191-1 法 ディーゼル機関 4000 3800

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1641 1641

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1747 1575

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1747 1575

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1744 1586

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1744 1586

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1747 1575

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1747 1575

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 869 790

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1730 1559

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1730 1559

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1730 1559

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1730 1559

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1736 1565

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1736 1565

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1736 1565

太陽セランド株式会社 田川市 川宮1200 法 ボイラ 1736 1565

サンリブ田川店 田川市 川宮1674-7 法 ディーゼル機関 1380 1312

サンリブ田川店 田川市 川宮1674-7 法 ボイラ 944 858

サンリブ田川店 田川市 川宮1674-7 法 ボイラ 1102 1001

サンリブ田川店 田川市 川宮1674-7 法 ボイラ 925.8 841.1

サンリブ田川店 田川市 川宮1674-7 法 ボイラ 925.8 841.1

医療法人木村クリニック　川宮医
院

田川市 川宮535-1 法 ディーゼル機関 1294 1227

TTCフーズ株式会社　九州支店 田川市 大字伊加利1805-22 法 ボイラ 897.7 718.2

TTCフーズ株式会社　九州支店 田川市 大字伊加利1805-22 法 ボイラ 1653 1503

TTCフーズ株式会社　九州支店 田川市 大字伊加利1805-22 法 ボイラ 1646 1481

老人保健施設サンドリーム田川 田川市 大字伊加利2047-4 法 ボイラ 767 693

三好食品工業株式会社（第２、第
３工場）

田川市 大字伊加利2199-11 法 ボイラ 1686.4 1438.9

三好食品工業株式会社（第２、第
３工場）

田川市 大字伊加利2199-11 法 ボイラ 1686.4 1438.9

三好食品工業株式会社（第２、第
３工場）

田川市 大字伊加利2199-11 法 ボイラ 1686.4 1438.9

白鳥プロセスセンター 田川市 大字伊田2412-9､2418-4 法 ボイラ 1204.6 1076.3

白鳥プロセスセンター 田川市 大字伊田2412-9､2418-4 法 ボイラ 1204.6 1076.3

白鳥プロセスセンター 田川市 大字伊田2412-9､2418-4 法 ボイラ 1198 1069

白鳥プロセスセンター 田川市 大字伊田2412-9､2418-4 法 ボイラ 1198 1069

白鳥プロセスセンター 田川市 大字伊田2412-9､2418-4 法 ボイラ 1198 1069
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スマイルプラザ田川 田川市 大字伊田2735-13 法 ボイラ 1109.2 1007.7

松原温泉 田川市 大字伊田5030-1 条例 ボイラ 450

松原温泉 田川市 大字伊田5030-1 条例 ボイラ 450

位登産業株式会社 田川市 大字位登1956番地 法 ボイラ 1314 1183

位登産業株式会社 田川市 大字位登1956番地 法 ボイラ 1314 1183

位登産業株式会社 田川市 大字位登1956番地 法 焼成炉・ガラス溶融炉 19200 17300

位登産業株式会社 田川市 大字位登1956番地 法 焼成炉・ガラス溶融炉 19200 17300

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ディーゼル機関 1524 1445

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ディーゼル機関 2820 2630

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ディーゼル機関 2820 2630

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ディーゼル機関 2820 2630

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ディーゼル機関 2820 2630

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ディーゼル機関 3460 3280

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 ボイラ 923 845

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 乾燥炉 1260 1260

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 焼成炉・ガラス溶融炉 16000 15139

日本耐酸壜工業株式会社九州工場 田川市 大字川宮1440-1 法 焼成炉・ガラス溶融炉 7544 6801

ホテルアルフィ 田川市 大字奈良字土の上1539-3334 条例 ボイラ

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ディーゼル機関 1174 1085

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ディーゼル機関 1174 1085

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ディーゼル機関 1174 1085

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ボイラ 738.4 670.8

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ボイラ 738.4 670.8

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ボイラ 1636 1476

田川市立病院 田川市 大字糒1700番地2 法 ボイラ 1636 1476

望岳台育苗センター 田川市 大字糒2024 法 ディーゼル機関 973 907

望岳台育苗センター 田川市 大字糒2024 法 ディーゼル機関 973 907

太陽セランド株式会社　望岳台工
場

田川市 大字糒2053-9 法 ボイラ 2112.8 1809.3

太陽セランド株式会社　望岳台工
場

田川市 大字糒2053-9 法 ボイラ 2112.8 1809.3

太陽セランド株式会社　望岳台工
場

田川市 大字糒2053-9 法 ボイラ 2112.8 1809.3

太陽セランド株式会社　望岳台工
場

田川市 大字糒2053-9 法 ボイラ 2112.8 1809.3

太陽セランド株式会社　望岳台工
場

田川市 大字糒2053-9 法 ボイラ 2112.8 1809.3

太陽セランド株式会社　望岳台工
場

田川市 大字糒2053-9 法 ボイラ 2112.8 1809.3

田川市庁舎 田川市 中央町1-1 法 ボイラ 2050 1844

(株)マキテック 田川市 猪国499番地7 法 ボイラ 1586 1438

(株)マキテック 田川市 猪国499番地7 法 ボイラ 1374 1246

大法山病院 田川市 猪国690 法 ディーゼル機関

大法山病院 田川市 猪国690 法 ディーゼル機関 1575 1497

大法山病院 田川市 猪国690 法 ボイラ 2886 2595

藤下医院 田川市 奈良1587-92 条例 ボイラ 343

後藤寺さくらマンション 田川市 奈良1771 条例 ボイラ 291.6

後藤寺さくらマンション 田川市 奈良1771 条例 ボイラ 367.7

社会福祉法人　真養会 田川市 大字奈良1529-224 法 ディーゼル機関 2538 2357

たがわ情報センター 田川市 番田町2-1 法 ディーゼル機関 2070
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田川青少年文化ホール 田川市 平松町2060-25 法 ディーゼル機関

田川文化センター 田川市 平松町2060-25 法 ボイラ 1474 1335

三好食品工業株式会社第４工場 田川市 糒1958番地 法 ボイラ 2416.8 2058.1

三好食品工業株式会社第４工場 田川市 糒1958番地 法 ボイラ 2416.8 2058.1

立山化成株式会社　九州工場 田川市 糒西ヶ浦2082-3 法 ボイラ 1236 1115

立山化成株式会社　九州工場 田川市 糒西ヶ浦2082-3 法 ボイラ 1236 1115

呉共同機工株式会社 田川市 糒824番地 法 ボイラ 1533.5 1365.2

英彦山温泉しゃくなげ荘 添田町 英彦山1881-1 条例 ボイラ 458

英彦山温泉しゃくなげ荘 添田町 英彦山1881-1 条例 ボイラ 458

福太郎株式会社 添田町 英彦山1881-12 法 ボイラ 592 528

サングリーンそえだ 添田町 庄1132-2 法 ボイラ 751 683

添田町公民館働く婦人の会 添田町 庄952 条例 ボイラ 368

添田町公民館働く婦人の会 添田町 庄952 条例 ボイラ 327

福岡県立英彦山青年の家 添田町 大字英彦山字ﾀｶｽ原32-18 法 ボイラ 1135 795

田川郡東部じん芥処理センター 添田町 中元寺815-251 法 ボイラ 1610 1464

田川郡東部じん芥処理センター 添田町 中元寺815-251 法 廃棄物焼却炉 〇 52940 44888

田川郡東部じん芥処理センター 添田町 中元寺815-251 法 廃棄物焼却炉 〇 52940 44888

添田町大型共同作業場 添田町 中元寺884-18 法 ボイラ 653.2 588.6

田川味噌有限会社 添田町 添田1401 条例 ボイラ

添田町ふれあいの館 添田町 添田1573 法 ボイラ 668 607

添田町ふれあいの館 添田町 添田1573 法 ボイラ 668 607

添田町役場 添田町 添田2151 法 ボイラ 1796

添田町民会館 添田町 添田517-1 法 ボイラ 674 608

中小企業大学校直方校 直方市 永満寺1463-2 条例 ボイラ 405

中小企業大学校直方校 直方市 永満寺1463-2 条例 ボイラ 405

中小企業大学校直方校 直方市 永満寺1463-2 法 ボイラ 742 672

中小企業大学校直方校 直方市 永満寺1463-2 法 ボイラ 742 672

川端排水機場 直方市 下境 法 ディーゼル機関 1689 1610

川端排水機場 直方市 下境 法 ディーゼル機関 1689 1610

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 1395 1273

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 条例 ボイラ 925 607

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 2165 1853

株式会社森田あられ 直方市 下境2400 法 ボイラ 1392 1269

株式会社筑豊食品 直方市 下境3820 法 ボイラ 1511

福岡県立直方特別支援学校 直方市 下境410ｰ2 条例 ボイラ 486

福岡県立直方特別支援学校 直方市 下境410ｰ2 法 ボイラ 1263 1148

株式会社三井ハイテック　黍田事
業所

直方市 下境410番10 法 ディーゼル機関 7300 7000

株式会社三井ハイテック　黍田事
業所

直方市 下境410番10 法 ディーゼル機関 7300 7000
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株式会社三井ハイテック　黍田事
業所

直方市 下境410番10 法 ディーゼル機関 7300 7000

株式会社旭日プレイティング 直方市 下境427-15 条例 ボイラ 657

直方市赤地排水機場 直方市 下境4508-1 法 ディーゼル機関 1568 1477

ホームプラザナフコ直方店 直方市 下境876-1 条例 ボイラ 581

天徳治療センター 直方市 下新入1848 条例 ボイラ

大石産業株式会社段ボール事業部 直方市 感田1446 法 ボイラ 1829 1570

大石産業株式会社段ボール事業部 直方市 感田1446 法 ボイラ 1829 1570

大石産業株式会社段ボール事業部 直方市 感田1446 法 ボイラ 1829 1570

岸田工業有限会社 直方市 感田1498-1 条例 ボイラ 523

イオンモール直方 直方市 感田1718-1(湯野原2丁目1-1) 法 ディーゼル機関 3996 3754

イオンモール直方 直方市 感田1718-1(湯野原2丁目1-1) 法 ボイラ 2343 1980

イオンモール直方 直方市 感田1718-1(湯野原2丁目1-1) 法 ボイラ 2343 1980

イオンモール直方 直方市 感田1718-1(湯野原2丁目1-1) 法 ボイラ 1562 1320

イオンモール直方 直方市 感田1718-1(湯野原2丁目1-1) 法 ボイラ 1562 1320

直方市感田雨水ポンプ場 直方市 感田2587-1 法 ディーゼル機関

独立行政法人地域医療機能推進機
構　福岡ゆたか中央病院

直方市 感田523番地5 法 ガス機関 675 552

独立行政法人地域医療機能推進機
構　福岡ゆたか中央病院

直方市 感田523番地5 法 ボイラ 734 620

独立行政法人地域医療機能推進機
構　福岡ゆたか中央病院

直方市 感田523番地5 法 ボイラ 734 620

もち吉直方ビル 直方市 古町5-32 法 ボイラ 774

株式会社ハウザー 直方市 溝堀2丁目6番50号 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

510 450

株式会社ハウザー 直方市 溝堀2丁目6番50号 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

510 450

株式会社ハウザー 直方市 溝堀2丁目6番50号 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

直方勤労者総合福祉センターＡ型 直方市 山部364-4 法 ディーゼル機関

社会保険筑豊病院 直方市 山部675 法 ボイラ 1082

社会保険筑豊病院 直方市 山部675 法 ボイラ 1082

オムロン直方株式会社 直方市 上境2770 条例 ボイラ 624

オムロン直方株式会社 直方市 上境2770 条例 ボイラ 720

オムロン直方株式会社 直方市 上境2770 法 ボイラ

九州鋳鉄管株式会社 直方市 上新入1660-9 条例 ボイラ

九州鋳鉄管株式会社 直方市 上新入1660-9 法 金属溶解炉

九州鋳鉄管株式会社 直方市 上新入1660-9 法 金属溶解炉

九州鉄線工業株式会社 直方市 上新入1766 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1250

大一化工 直方市 上新入1776-15 条例 ボイラ 433

大一化工 直方市 上新入1776-15 条例 ボイラ 433

遠賀川河川事務所　上新入第２排
水樋管

直方市 上新入地先 法 ディーゼル機関 1264 1187

株式会社パロマ　直方工場 直方市 上新入明神池団地 条例 ボイラ

株式会社パロマ　直方工場 直方市 上新入明神池団地 条例 ボイラ 490

株式会社パロマ　直方工場 直方市 上新入明神池団地 条例 ボイラ 634

ＫＤＤＩ株式会社霧ノ峰リレース
テーション

直方市 上頓野 法 ディーゼル機関 1346 1249

林鍛造工場 直方市 上頓野4611-10 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

800

林鍛造工場 直方市 上頓野4611-10 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

700 618

高野浦鉄工所 直方市 上頓野4611-9 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

800

高野浦鉄工所 直方市 上頓野4611-9 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

400

高野浦鉄工所 直方市 上頓野4611-9 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

400
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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

高野浦鉄工所 直方市 上頓野4611-9 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

685 607

株式会社田中信鉄工所 直方市 上頓野4631-7 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1150

株式会社田中信鉄工所 直方市 上頓野4631-7 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

640

株式会社田中信鉄工所 直方市 上頓野4631-7 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

640

株式会社スティル 直方市 上頓野4636-10 法 金属溶解炉

株式会社苅野 直方市 上頓野大字蕪良谷4636番地10 法 金属溶解炉

福岡トスカ工業株式会社 直方市 植木1082-7 条例 ボイラ 379

福岡トスカ工業株式会社 直方市 植木1082-7 条例 ボイラ 398

新町ポンプ場 直方市 新町3丁目3-65 法 ディーゼル機関 1239 1161

新町ポンプ場 直方市 新町3丁目3-65 法 ディーゼル機関 1239 1161

株式会社直方東洋ドライ 直方市 神正町2番30号 条例 ボイラ 566

福岡銀行直方支店 直方市 須崎町17-12 条例 ボイラ 438

社会保険直方病院 直方市 須崎町1街区-1,-5～13,-15～22 法 ディーゼル機関 3317 3110

（株）小野原鉄工所 直方市 赤地155番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1318 1188

（株）小野原鉄工所 直方市 赤地155番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

659 594

（株）小野原鉄工所 直方市 赤地155番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

412 346

（株）小野原鉄工所 直方市 赤地155番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1375 1154

（株）小野原鉄工所 直方市 赤地155番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

4608 3830

（株）小野原鉄工所 直方市 赤地155番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2304 1915

居立川排水機場 直方市 大字下新入936番地1 法 ディーゼル機関 6460 6086

独立行政法人地域医療機能推進機
構福岡ゆたか中央病院

直方市 大字感田523番地5 法 ディーゼル機関 1742 1650

九州住友ベークライト株式会社 直方市 大字上境40の1 法 ボイラ 1239 1127

九州住友ベークライト株式会社 直方市 大字上境40の1 法 ボイラ 1198.3 1079.6

第一高周波工業株式会社 直方市 大字上頓野4711-49 法 ボイラ 667.9 602

遠賀川中流浄化センター 直方市 大字植木4054-2 法 ガスタービン 9230 8890

直方市植木楊水機場 直方市 大字植木43番4 法 ディーゼル機関 3127 2957

株式会社三井ハイテック直方事業
所

直方市 大字中泉965-1 法 ディーゼル機関 8217 7884

株式会社三井ハイテック直方事業
所

直方市 大字中泉965-1 法 ディーゼル機関 8217 7884

株式会社三井ハイテック直方事業
所

直方市 大字中泉965-1 法 ボイラ 1663 1500

株式会社三井ハイテック直方事業
所

直方市 大字中泉965-1 法 ボイラ 805 724

頓野住宅団地汚水処理場 直方市 大字頓野2535-9 法 ディーゼル機関

頓野住宅団地汚水処理場 直方市 大字頓野2535-9 法 乾燥炉 3308 2793

直方市芝原ポンプ場 直方市 知古 法 ディーゼル機関

九州総局直方鉄道寮 直方市 知古3 条例 ボイラ 462

九州総局直方鉄道寮 直方市 知古3 条例 ボイラ 462

サンリブのおがた 直方市 知古756 法 ディーゼル機関 1032 966

タニミズ企画株式会社西日本カン
トリークラブ

直方市 中泉1356-2 法 ボイラ 756 687

タニミズ企画株式会社西日本カン
トリークラブ

直方市 中泉1356-2 法 ボイラ 756 687

株式会社長谷川仏壇製作所 直方市 中泉885-17 条例 ボイラ 548

ＮＴＴ西日本株式会社北九州支店
直方２ビル

直方市 殿町6-14 法 ディーゼル機関 2757 2616

直方市役所 直方市 殿町7-1 法 ガスタービン 4630 4470

直方市役所 直方市 殿町7-1 法 ボイラ 765 656

直方市役所 直方市 殿町7-1 法 ボイラ 765 656

藤野川排水機場 直方市 頓野 法 ガスタービン 11970 11620
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ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手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

藤野川排水機場 直方市 頓野 法 ディーゼル機関 2386 2237

藤野川排水機場 直方市 頓野 法 ディーゼル機関 2386 2237

株式会社丸和直方店 直方市 頓野1830-1 法 ディーゼル機関

株式会社丸和直方店 直方市 頓野1830-1 法 ディーゼル機関

株式会社佐藤製作所 直方市 頓野2253 法 金属溶解炉

株式会社佐藤製作所 直方市 頓野2253 法 金属溶解炉

特別養護老人ホーム　長光園 直方市 頓野259-53 条例 ボイラ 553

天理教筑紫大協会信者会館 直方市 頓野3082-1 条例 ボイラ 318

天理教筑紫大協会信者会館 直方市 頓野3082-1 条例 ボイラ 318

アクアメッツスポーツクラブ 直方市 頓野3868 法 ボイラ 675 609

アクアメッツスポーツクラブ 直方市 頓野3868 法 ボイラ 675 609

知古排水機場 直方市 日吉町 法 ディーゼル機関 772 702

知古排水機場 直方市 日吉町 法 ディーゼル機関 772 702

直方いこいの村 直方市 畑686 法 ボイラ 468

直方いこいの村 直方市 畑686 法 ボイラ 922 835

直方いこいの村 直方市 畑686 法 ボイラ 922 835

直方いこいの村 直方市 畑686 法 ボイラ 1051 945

直方いこいの村 直方市 畑686 法 ボイラ 1051 945

福岡レンダリング協同組合 大任町 今任原字今入1068-3 法 ボイラ 9291 8499

福岡レンダリング協同組合 大任町 今任原字今入1068-3 法 ボイラ 8663 7916

道の駅おおとう桜街道 大任町 今任原天ヶ靏1339番地他 条例 ボイラ 508 406.4

道の駅おおとう桜街道 大任町 今任原天ヶ靏1339番地他 条例 ボイラ 508 406.4

(仮称)大任町ごみ処理施設 大任町 大字今任原字小柳3888番１外
14筆

法 廃棄物焼却炉 〇 23780 18240

(仮称)大任町ごみ処理施設 大任町 大字今任原字小柳3888番１外
14筆

法 廃棄物焼却炉 〇 23780 18240

田川郡東部衛生センター 大任町 大行事2194 法 乾燥炉 1594 1143

田川郡東部衛生センター 大任町 大行事2194 法 廃棄物焼却炉 5650 4052

田川地区クリーンセンター 大任町 大行事2259 法 ディーゼル機関 1525 1436

鷹羽ロイヤルカントリークラブ 大任町 大行事4320 条例 ボイラ 543

鷹羽ロイヤルカントリークラブ 大任町 大行事4320 条例 ボイラ 543

東田原スッポン養殖組合 川崎町 安真木3543 条例 ボイラ 281

株式会社寿屋川崎店 川崎町 川崎 条例 ボイラ 361

川崎すっぽん養殖組合 川崎町 川崎1739-6 条例 ボイラ 537

田川市川崎町清掃センター 川崎町 川崎3419-3 法 廃棄物焼却炉 〇 40879 24527

田川市川崎町清掃センター 川崎町 川崎3419-3 法 廃棄物焼却炉 〇 40879 24527

九州ハネー株式会社 川崎町 川崎404 条例 ボイラ 328

九州ハネー株式会社 川崎町 川崎404 条例 ボイラ 1000

川崎町老人福祉センター 川崎町 川崎町大字田原804 法 ボイラ 669.4 606.9

福岡県立川崎特別支援学校 川崎町 大字川崎2343 条例 ボイラ 539.6 431.7

川崎町庁舎 川崎町 大字田原789-2 法 ボイラ 688.4 625.3

川崎町庁舎 川崎町 大字田原789-2 法 ボイラ 688.4 625.3

パワーフィットネス・イーズ 川崎町 池尻329-1 条例 ボイラ 511.2 409

安藤商店 川崎町 池尻905-5 条例 ボイラ 359 325

三ッ葉クリーニング 川崎町 田原 条例 ボイラ 195

マルボシ酢株式会社 川崎町 田原2425 法 ボイラ 865 778.7
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ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手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

マルボシ酢株式会社 川崎町 田原2425 法 ボイラ 865 778.7

川崎町老人福祉センター・保健セ
ンター

川崎町 田原804 法 ボイラ 747.8 673.4

株式会社　アスキー　本社工場 川崎町 田川郡川崎町田原2349 法 ボイラ 859 773

株式会社　アスキー　本社工場 川崎町 田川郡川崎町田原2349 法 ボイラ 859 773

赤村ふるさとセンター 赤村 赤5251-3 条例 ボイラ 460.2 368.1

赤村ふるさとセンター 赤村 赤5251-3 法 ボイラ 984 882

田川地区水道企業団大内田浄水場 赤村 内田3723 法 ガスタービン 19200

第二みろく園 福智町 伊方617-3 条例 ボイラ 412.1 329.7

福智町金田社会福祉センタ－ 福智町 金田1154-2 法 ボイラ 598 534

第二長寿園 福智町 金田1257-2-1 条例 ボイラ 656

白糸旅館（上野温泉　白糸の湯） 福智町 上野1698 法 ボイラ 858.9 776.5

医療法人　上野病院 福智町 上野3420番地 条例 ボイラ

ふるさと交流館日王の湯 福智町 神崎1056-30 法 ボイラ 972 880

ふるさと交流館日王の湯 福智町 神崎1056-30 法 ボイラ 972 880

株式会社藤食糧 福智町 神崎1098-132 法 ボイラ 1737 1579

福智町Ｂ＆Ｇ海洋センター 福智町 神崎1098-80 法 ボイラ 1354.9 1231

下田川塵芥清掃センター 福智町 赤池474-5 法 廃棄物焼却炉 〇 26161 15390

下田川塵芥清掃センター 福智町 赤池474-5 法 廃棄物焼却炉 〇 26161 15390

株式会社タナックス九州工場 福智町 赤池474-94 法 ボイラ 872 793

田川慈恵病院 福智町 大字弁城3552番地 条例 ボイラ 374

田川慈恵病院 福智町 大字弁城3552番地 条例 ボイラ 374

田川慈恵病院 福智町 大字弁城3552番地 条例 ボイラ 374

田川慈恵病院 福智町 大字弁城3552番地 法 ボイラ 689.8 626.5

特別養護老人ホーム　方信園 福智町 田川郡福智町伊方2611-1 条例 ボイラ 521.4 462.9

ほうじょう温泉ふじ湯の里 福智町 弁城1300-1 法 ボイラ 1272 1136

ほうじょう温泉ふじ湯の里 福智町 弁城1300-1 法 ボイラ 1272 1136

有限会社山本工業 福智町 弁城4187の3 法 ボイラ 672 604

有限会社山本工業 福智町 弁城4187の3 法 ボイラ 726.8 661.6

有限会社山本工業 福智町 弁城4187の3 法 ボイラ 725 659

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 447

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 447

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 657

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 536

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 537 486

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 537 486

マクセル株式会社　九州事業所 福智町 伊方4680 条例 ボイラ 584 467

直方コンクリート工業有限会社 小竹町 御徳 条例 ボイラ

富士開発株式会社 小竹町 御徳135-75 法 ガス機関 6300 5700

富士開発株式会社 小竹町 御徳135-75 法 金属溶解炉 900 630

富士開発株式会社 小竹町 御徳135-75 法 廃棄物焼却炉 ○ 2100 1600

富士開発株式会社 小竹町 御徳135-75 法 廃棄物焼却炉 ○ 3800 3200

富士開発株式会社 小竹町 御徳135-75 法 廃棄物焼却炉 ○ 28775 25688

株式会社富士ピー・エス九州小竹
工場

小竹町 御徳1673 法 ボイラ 851 763

株式会社富士ピー・エス九州小竹
工場

小竹町 御徳1673 法 ボイラ 1219.8 1091.5
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ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手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）九コン　福岡工場 小竹町 御徳1673-8 条例 ボイラ 640 581

（株）九コン　福岡工場 小竹町 御徳1673-8 条例 ボイラ 640 581

（株）九コン　福岡工場 小竹町 御徳1673-8 条例 ボイラ 640 581

株式会社ヤマウ北九州工場 小竹町 御徳1673-8 法 ボイラ 1766 1593

株式会社ヤマウ北九州工場 小竹町 御徳1673-8 法 ボイラ 1766 1593

筑豊舗道株式会社 小竹町 御徳1702-19 法 乾燥炉 27670 22140

筑豊舗道株式会社 小竹町 御徳1702-19 法 乾燥炉 27670 22140

ミッションバレーゴルフクラブ 小竹町 勝野1870-1 法 ボイラ 1224 1064

ミッションバレーゴルフクラブ 小竹町 勝野1870-1 法 ボイラ 1224 1064

福岡ＩＬＢ株式会社 小竹町 勝野3132番地 法 ボイラ 1519 1358

福岡ＩＬＢ株式会社 小竹町 勝野3132番地 法 ボイラ 846.3 760.1

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1510

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1302 1101

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1731.5 1464.4

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

1512 1297

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2648

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2072 1852

株式会社内藤鍛造所 小竹町 赤地268番地 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2663.4 2216.1

蛇牟田川排水機場 小竹町 大字勝野 法 ガスタービン 10825 10493

蛇牟田川排水機場 小竹町 大字勝野 法 ガスタービン 10825 10493

小竹町南良津排水機場 小竹町 南良津 法 ディーゼル機関 1838 1747

糸田町社会福祉センター 糸田町 1971-1 条例 ボイラ 469

糸田町社会福祉センター 糸田町 1971-1 条例 ボイラ 469

糸田町文化会館 糸田町 3765-1 条例 ボイラ 426 390

辻村養殖場 糸田町 出ｹ浦574 条例 ボイラ 236

老人保健施設　レイクヴィラ　た
ぎり

糸田町 木実浦870-3 法 ボイラ 461

特別養護老人ホーム長寿園 糸田町 大熊4154-2 条例 ボイラ 426

スエミツスイミングスクール 糸田町 宮床２１０７番地 法 ボイラ 987 894

有限会社東和産業　柿下温泉 香春町 柿下1290番地 法 ボイラ 2108 2108

香春鉱業株式会社 香春町 香春812 法 ディーゼル機関 1850

香春鉱業株式会社 香春町 香春812 法 ディーゼル機関 1850

ジャパンキャステリング株式会社 香春町 香春812 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

3510 3300

ジャパンキャステリング株式会社 香春町 香春812 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

3850 3600

ジャパンキャステリング株式会社 香春町 香春812 法 金属溶解炉 0

ジャパンキャステリング株式会社 香春町 香春812 法 金属溶解炉 0

香春町学校給食センター 香春町 高野1443-1 法 ボイラ 1278 1141

香春町地域福祉センター香泉荘 香春町 高野727 条例 ボイラ 336

香春町地域福祉センター香泉荘 香春町 高野727 法 ボイラ 1099 995

池本香春石灰石 香春町 採銅所1524 法 乾燥炉 5742.5 5672.9

堀永殖産株式会社香春工場 香春町 採銅所2595番地 法 ボイラ 1660 1483

堀永殖産株式会社香春工場 香春町 採銅所2595番地 法 ボイラ 1702 1530

古本建設株式会社 香春町 中津原1822-2 法 ボイラ 864 777

中里産業株式会社 香春町 中津原2787 法 ボイラ 846 760

中里産業株式会社 香春町 中津原2787 法 ボイラ 827 743
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ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手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

養護（盲人）老人ホーム・白藤の
苑

桂川町 吉隈13-96 条例 ボイラ 420

桂川町総合体育館 桂川町 吉隈429-26 条例 ボイラ 460

エネサーブ株式会社天道エネルギ
イーセンター

桂川町 吉隈429-40 法 ディーゼル機関 2470 2320

サンルート健康ランド 桂川町 寿命 条例 ボイラ 500

サンルート健康ランド 桂川町 寿命 条例 ボイラ 500

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 ボイラ 1647 1471

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 ボイラ 1553 1390

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 ボイラ 1619 1456

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 塩素・塩化水素反応施
設・吸収施設

157.8 153.7

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 塩素・塩化水素反応施
設・吸収施設

157.8 153.7

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 溶解槽（塩化第二鉄製
造用）

6750

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 溶解槽（塩化第二鉄製
造用）

1500

タイキ薬品工業株式会社天道工場 桂川町 大字吉隈429番42 法 溶解槽（塩化第二鉄製
造用）

6750

麻生商事株式会社第二工場 桂川町 大字吉隈430-27天道工業団地 法 ボイラ 1904 1701

麻生商事株式会社第二工場 桂川町 大字吉隈430-27天道工業団地 法 ボイラ 1651 1498

麻生商事株式会社第二工場 桂川町 大字吉隈430-27天道工業団地 法 ボイラ 841.1 754.9

桂苑 桂川町 大字九郎丸275-21 法 廃棄物焼却炉 〇 43308 35829

桂苑 桂川町 大字九郎丸275-21 法 廃棄物焼却炉 〇 43308 35829

桂川町総合福祉センター 桂川町 土居361 法 ボイラ 1104 1002

樋口花園 桂川町 土師2527 法 ボイラ 1458 1330

樋口花園 桂川町 土師2527 法 ボイラ 859 781

麻生建設株式会社飯塚工場 桂川町 豆田 条例 ボイラ 555

特別養護老人ホーム照陽園 宮若市 磯光2159-1 法 ボイラ 399

林テレンプ株式会社　福岡工場 宮若市 磯光字迎原900番5 法 ボイラ 437.9 397.7

林テレンプ株式会社　福岡工場 宮若市 磯光字迎原900番5 法 ボイラ 437.9 397.7

林テレンプ株式会社　福岡工場 宮若市 磯光字迎原900番5 法 ボイラ 437.9 397.7

林テレンプ株式会社　福岡工場 宮若市 磯光字迎原900番5 法 ボイラ 437.9 397.7

林テレンプ株式会社　福岡工場 宮若市 磯光字迎原900番5 法 ボイラ 437.9 397.7

林テレンプ株式会社　福岡工場 宮若市 磯光字迎原900番6 法 ボイラ 437.9 397.7

東鋼管工業 宮若市 稲光850 条例 ボイラ 512

スコーレ若宮 宮若市 乙野644-2 条例 ボイラ 429

トヨタ紡織九州株式会社　宮田工
場

宮若市 下有木杢元620-4 法 ディーゼル機関 1505 1412

トヨタ紡織九州株式会社　宮田工
場

宮若市 下有木杢元620-4 法 ボイラ 633 550

トヨタ紡織九州株式会社　宮田工
場

宮若市 下有木杢元620-4 法 ボイラ 633 550

宮若市新庁舎 宮若市 宮田29番地1 法 ディーゼル機関 1560 1469

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 856

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 740 690

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 1602 1440

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 1602 1440

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 1602 1440

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 2084 1789

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 2084 1789

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ボイラ 2084 1789

株式会社岡部マイカ工業所 宮若市 宮田3231-1 法 ディーゼル機関 1384 1312
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ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手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

宮若市社会福祉センター 宮若市 宮田4406-1 法 ボイラ 1075 974

宮若市し尿処理施設 宮若市 芹田335-1 法 廃棄物焼却炉
○

15541 12694

空研工業株式会社福岡工場 宮若市 芹田586番地 法 ボイラ 790.7 714.7

空研工業株式会社福岡工場 宮若市 芹田586番地 法 ボイラ 790.7 714.7

空研工業株式会社福岡工場 宮若市 芹田586番地 法 ボイラ 1251.5 1119.4

空研工業株式会社福岡工場 宮若市 芹田586番地 条例 ボイラ 667.6 534.1

宮若市火葬場 宮若市 原田331 法 ディーゼル機関 977 912

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ディーゼル機関 2970 2810

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ディーゼル機関 2970 2810

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ディーゼル機関 2970 2810

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ディーゼル機関 2970 2810

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2165 1853

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2165 1853

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2165 1853

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2165 1853

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2570 2195

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2570 2195

株式会社ふくれん宮田工場 宮若市 四郎丸240番31 法 ボイラ 2570 2195

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ディーゼル機関

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

東洋コルク株式会社 宮若市 四郎丸494-1 法 ボイラ 1495 1338

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 841 768

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 1652 1502

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 1694.1 1534.1

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 1694.1 1534.1

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 1636 1476

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 1636 1476

大西化成株式会社宮田工場 宮若市 四郎丸533-25 法 ボイラ 1636 1476

株式会社シンセイ福岡 宮若市 小伏1841-1 法 ボイラ 1731 1555

株式会社アムコー・テクノロ
ジー・ジャパン福岡事業所

宮若市 上大隈476番地の1 法 ディーゼル機関 2810 2650

株式会社アムコー・テクノロ
ジー・ジャパン福岡事業所

宮若市 上大隈476番地の1 法 ディーゼル機関 2810 2650

株式会社アムコー・テクノロ
ジー・ジャパン福岡事業所

宮若市 上大隈476番地の1 法 ボイラ 1648 1497

株式会社アムコー・テクノロ
ジー・ジャパン福岡事業所

宮若市 上大隈476番地の1 法 ボイラ 1648 1497

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ガス機関 30700 28500

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ガス機関 30700 28500

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ガス機関 30700 28500

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ガス機関 30700 28500

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ガス機関 30700 28500

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480
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ばい煙発生施設一覧（嘉穂・鞍手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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トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1763 1515

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4005 3100

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1724 1480

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4733.5 4054.7

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 3862.5 3308.6

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4733.5 4054.7

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4733.5 4054.7

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4733.5 4054.7

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4733.5 4054.7

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 4733.5 4054.7

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1302.2 1118
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トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1302.9 1114.5

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ボイラ 1302.9 1114.5

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 3870 3690

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 5160 4920

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 17200 16400

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 4670 3946

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 3114 2633

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 3114 2633

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 3114 2633

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 3306 2796

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 4667 3947

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 10105 9618

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 11825 11255

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 11825 11255

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 856 724

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 乾燥炉 6120 6120

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ディーゼル機関 4714 4440

トヨタ自動車九州株式会社 宮若市 上有木1番地 法 ディーゼル機関 6120 6120

ザ・クラシックゴルフ倶楽部 宮若市 倉久1-3 法 ボイラ 592

ザ・クラシックゴルフ倶楽部 宮若市 倉久1-3 法 ボイラ 592

豊田合成九州株式会社 宮若市 倉久2223-1 法 ボイラ 2169.8 1862.8

豊田合成九州株式会社 宮若市 倉久2223-1 法 ボイラ 2169.8 1862.8

株式会社亜興宮田工場 宮若市 鶴田2332-3 法 ボイラ 1036 954

株式会社スラクトリー 宮若市 鶴田270-1 法 ボイラ 1373.8 1246.1

旅館　喜楽荘 宮若市 湯原1398 条例 ボイラ 1500

旅館　喜楽荘 宮若市 湯原1398 条例 ボイラ 563

ビジネスホテル脇田 宮若市 湯原1399番1 条例 ボイラ 435

くらじクリーンセンター 宮若市 本城1593番地38 法 乾燥炉 68933 62406

医療法人相生会宮田病院 宮若市 本城1636 条例 ボイラ 519.9 415.9

医療法人相生会宮田病院 宮若市 本城1636 条例 ボイラ 519.9 415.9

立正校成会宮田教会 宮若市 竜徳1114-3 条例 ボイラ 344

医療法人鞍手共立病院 宮若市 龍徳554 条例 ボイラ 327

医療法人鞍手共立病院 宮若市 龍徳554 法 ボイラ 1286 1159

ひだまり 宮若市 脇田 法 ボイラ 696 630

旅館楠水閣 宮若市 脇田507 条例 ボイラ 570

旅館楠水閣 宮若市 脇田507 条例 ボイラ 570

旅館楠水閣 宮若市 脇田507 法 ボイラ 585

旅館楠水閣 宮若市 脇田507 法 ボイラ 815 732

ルートイングランティア若宮 宮若市 脇田778-1 条例 ボイラ 533

湯の禅 宮若市 脇田965 条例 ボイラ 396

湯の禅 宮若市 脇田965 法 ボイラ 752 697

有限会社大山産業 嘉麻市 稲築才田東ﾉｿヱ64-1 法 廃棄物焼却炉 〇 7139 6357

丸王印刷株式会社 嘉麻市 下山田539-2 条例 ボイラ 550

原田食品株式会社 嘉麻市 嘉穂才田878 条例 ボイラ 220
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稲築町ふるさと交流館なつきの湯 嘉麻市 鴨生24-10 法 ボイラ 1281 1149

稲築温水プール 嘉麻市 鴨生29-69 法 ボイラ 829 740

稲築温水プール 嘉麻市 鴨生29-69 法 ボイラ 829 740

株式会社ＭＫＧ嘉麻工場 嘉麻市 鴨生29番地8の2 法 ボイラ 869.3 790.4

有松病院 嘉麻市 鴨生824 条例 ボイラ 624

福岡県立嘉穂養護学校 嘉麻市 鴨生828-1 法 ボイラ 838 757

嘉麻市嘉麻斎場 嘉麻市 牛隈1702番地2他 法 ディーゼル機関 1585 1488

有限会社福岡ファーム 嘉麻市 牛隈990-1 法 ディーゼル機関 1614 1520

稲築町学校給食センター 嘉麻市 口春634-3 法 ボイラ 1225

社会保険　稲築病院 嘉麻市 口春字伏ヶ浦744の1ほか3筆 条例 ボイラ

社会保険　稲築病院 嘉麻市 口春字伏ヶ浦744の1ほか3筆 法 ボイラ 849 372

社会保険　稲築病院 嘉麻市 口春字伏ヶ浦744の1ほか3筆 法 ボイラ 849 772

山田三愛ボール 嘉麻市 山田市枦木 条例 ボイラ 460

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2270 2100

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2270 2100

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2270 2100

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2270 2100

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2780 2620

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2780 2620

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2780 2620

九州指月株式会社 嘉麻市 山野1915番地 法 ディーゼル機関 2780 2620

九州甲陵樹脂工業株式会社 嘉麻市 山野1920 条例 ボイラ 485

社団法人稲穂会稲穂園 嘉麻市 山野2373-116 条例 ボイラ 544

嘉穂特別養護老人ホーム 嘉麻市 漆生 条例 ボイラ 316

嘉麻市嘉麻クリーンセンター 嘉麻市 上815 法 廃棄物焼却炉 〇 25586 21917

嘉麻市嘉麻クリーンセンター 嘉麻市 上815 法 廃棄物焼却炉 〇 25586 21917

嘉麻市嘉麻クリーンセンター 嘉麻市 上815 法 廃棄物焼却炉 〇 1800 1793.5

嘉麻市嘉麻クリーンセンター 嘉麻市 上815 法 廃棄物焼却炉 〇 1800 1793.5

嘉麻赤十字病院 嘉麻市 上山田1237 法 ディーゼル機関 1100 1030

山田市民センター 嘉麻市 上山田451-3 条例 ボイラ 516

有限会社大紋 嘉麻市 上山田尾浦86-121 法 廃棄物焼却炉 〇 2960 2756

嘉穂町総合体育館 嘉麻市 上西郷1498 法 ボイラ 581 508

嘉麻市嘉麻浄化センター 嘉麻市 西郷1101外 法 廃棄物焼却炉 〇 11183 8286

株式会社　岡崎製作所九州工場 嘉麻市 西郷1140 法 ディーゼル機関 2230 2090

嘉穂町老人福祉センター 嘉麻市 大隈1184-1 条例 ボイラ 408

大里酒造株式会社 嘉麻市 大隈551 条例 ボイラ 545

寒北斗酒造株式会社 嘉麻市 大隈町1036-1 条例 ボイラ 638 576

寒北斗酒造株式会社 嘉麻市 大隈町1036-1 条例 ボイラ 638 576

ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420

ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420

ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420

ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420

ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420

ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420
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ＪＡふくおか嘉穂　嘉穂カント
リーエレベータ

嘉麻市 大隈町１２４６ 法 乾燥炉 50591 49420

九州ふじや食品株式会社 嘉麻市 中益 字水河原 456番地 法 ボイラ 1635 1488

九州ふじや食品株式会社 嘉麻市 中益　字水河原　４５６番地 法 ボイラ 1215 1094

クロダルマクロージング株式会社 嘉麻市 平951 法 ボイラ 672

クロダルマクロージング株式会社 嘉麻市 平951 法 ボイラ 672

クロダルマクロージング株式会社 嘉麻市 平951 法 ボイラ 672

クロダルマクロージング株式会社 嘉麻市 平951 法 ボイラ 922 839

クロダルマクロージング株式会社 嘉麻市 平951 法 ボイラ 922 839

クロダルマクロージング株式会社 嘉麻市 平951 法 ボイラ 1384 1259

清新産業株式会社鞍手工場 鞍手町 古門159-4 法 乾燥炉 15300

清新産業株式会社鞍手工場 鞍手町 古門159-4 法 乾燥炉 6910

大石産業株式会社鞍手樹脂工場 鞍手町 古門4032-1 法 ディーゼル機関 1275 1193

大石産業株式会社鞍手樹脂工場 鞍手町 古門4032-1 法 ボイラ 616

大石産業株式会社鞍手工場パルプ
モウルド製造課第二

鞍手町 古門4032番地の1 法 乾燥炉 10200 15900

株式会社ディーシー 鞍手町 小牧2371 条例 ボイラ

大石産業株式会社鞍手工場パルプ
モウルド製造課第一

鞍手町 大字古門600番地 法 乾燥炉 7594

大石産業株式会社鞍手工場パルプ
モウルド製造課第一

鞍手町 大字古門600番地 法 乾燥炉 6460

大石産業株式会社鞍手工場パルプ
モウルド製造課第一

鞍手町 大字古門600番地 法 乾燥炉 2870

テクノエフアンドシー株式会社福
岡工場（旧：ミサワテクノ福岡工

鞍手町 中山1番地62 法 ボイラ 8317 7807

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 条例 ボイラ 549 500

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 条例 ボイラ 549 500

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 条例 ボイラ 462 421

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 法 ディーゼル機関 977 912

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 法 ボイラ 1149 1047

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 法 ボイラ 1149 1047

地方独立行政法人くらて病院 鞍手町 中山2425-9 法 ディーゼル機関 5662 5302

鞍手町衛生センター 鞍手町 中山3395 法 廃棄物焼却炉 ○ 24589

大栄コンクリート株式会社 鞍手町 中山837-9 条例 ボイラ 447 402

ムーンレイクゴルフクラブ鞍手
コース

鞍手町 八尋字百立1331 法 ボイラ 751 683

ムーンレイクゴルフクラブ鞍手
コース

鞍手町 八尋字百立1331 法 ボイラ 751 683

タカラスタンダード株式会社福岡
工場

鞍手町 木月2037-3 法 焼成炉・ガラス溶融炉 2314 1939

タカラスタンダード株式会社福岡
工場

鞍手町 木月2037-3 法 焼成炉・ガラス溶融炉 2314 1939

タカラスタンダード株式会社福岡
工場

鞍手町 木月2037-3 法 焼成炉・ガラス溶融炉 1470 1232

タカラスタンダード株式会社福岡
工場

鞍手町 木月2037-3 法 焼成炉・ガラス溶融炉 2870 2405

株式会社ダイクレ九州金属 鞍手町 木月2051鞍手工業団地内 法 金属溶解炉 6273 5448
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