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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）

医療法人清和会長田病院 柳川市 下宮永町523-1 条例 ボイラ 538.8 487.5

医療法人清和会長田病院 柳川市 下宮永町523-1 条例 ボイラ 538.8 487.5

医療法人清和会長田病院 柳川市 下宮永町523-1 法 ディーゼル機関 1648 1524

医療法人清和会長田病院 柳川市 下宮永町523-1 条例 ボイラ 535.7 428.6

医療法人清和会長田病院 柳川市 下宮永町523-1 条例 ボイラ 535.7 428.6

柳川市長栄排水機場 柳川市 吉富町942 法 ディーゼル機関 1244 1168

旧柳川市立中学校学校給食共同調
理場

柳川市 久々原232 法 ボイラ 1637 1493

旧柳川市立中学校学校給食共同調
理場

柳川市 久々原232 法 ボイラ 1637 1493

株式会社梅花堂越山 柳川市 京町1-12 条例 ボイラ 329

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 74174 72458

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 97306 95360

JA柳川　南部地区　ｶﾝﾄﾘｰｴﾚﾍﾞｰﾀｰ 柳川市 橋本町426 法 乾燥炉 97306 95360

柳川浄化センター 柳川市 橋本町630 法 ガスタービン 11900 11500

株式会社江口製餡 柳川市 隅町16 法 ボイラ 1054 970

株式会社江口製餡 柳川市 隅町16 法 ボイラ 1054 970

株式会社江口製餡 柳川市 隅町16 法 ボイラ 827 746

株式会社江口製餡 柳川市 隅町16 法 ボイラ 827 746

株式会社池田商店 柳川市 古賀315-2 法 ボイラ 894

株式会社池田商店 柳川市 古賀315-2 法 ボイラ 854

柳川郵便局 柳川市 坂本町28-10 条例 ボイラ 521

柳川市民会館 柳川市 坂本町29-2 法 ボイラ 708 641

柳川市民会館 柳川市 坂本町29-2 法 ボイラ 708 641

柳川グリーンホテル 柳川市 三橋町下百町小坪1-14 条例 ボイラ 361

柳川農業協同組合　東部地区ｶﾝﾄﾘｰ
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰ

柳川市 三橋町久末5597 法 乾燥炉 126422 123894

株式会社鶴味噌醸造 柳川市 三橋町江曲216 法 ボイラ 1087 966

大和屋クリーニング店 柳川市 三橋町高畑247-1 条例 ボイラ 493

荒木製蝋合資会社 柳川市 三橋町今古賀148 法 ボイラ

福岡県立柳河盲学校 柳川市 三橋町今古賀170 法 ボイラ 899

柳川市三橋学校給食共同調理場 柳川市 三橋町垂見62 法 ボイラ 803 731

柳川市三橋学校給食共同調理場 柳川市 三橋町垂見62 法 ボイラ 803 731

三橋総合保健福祉センター　サン
ブリッジ

柳川市 三橋町正行476 条例 ボイラ 513.2 464.6

三橋総合保健福祉センター　サン
ブリッジ

柳川市 三橋町正行476 条例 ボイラ 511.5 463

社会福祉法人高邦福祉会　柳川療
育センター

柳川市 三橋町棚町字千手分213-1外 法 ディーゼル機関 1884 1752

NTT西日本福岡支店柳川ビル 柳川市 三橋町藤吉495 法 ディーゼル機関

目野酒造株式会社 柳川市 三橋町百町766 法 ボイラ 804.7 719.3

株式会社東亜産業　柳川工場 柳川市 三橋町柳河７７８ 法 ボイラ 868.5 783.4

株式会社東亜産業　柳川工場 柳川市 三橋町柳河７７８ 法 ボイラ 868.5 783.4

株式会社深町泰三商店 柳川市 三橋町柳河840 法 ディーゼル機関 2377 2222

令和４年３月３１日現在
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有限会社輝泉荘 柳川市 三橋町柳河字蓮蒲池870 条例 ボイラ 451 410.1

有限会社輝泉荘 柳川市 三橋町柳河字蓮蒲池870 条例 ボイラ 451 410.1

昭代３号線排水機場 柳川市 七ﾂ家 法 ディーゼル機関 1611 1512

昭代３号線排水機場 柳川市 七ﾂ家 法 ディーゼル機関 1611 1512

柳川農業協同組合　蒲池・昭代カ
ントリーエレベーター

柳川市 七ﾂ家743 法 乾燥炉 113524 111254

柳川農業協同組合　蒲池・昭代カ
ントリーエレベーター

柳川市 七ﾂ家743 法 乾燥炉 113524 111254

アサヒ醸造株式会社 柳川市 出来町24 法 ボイラ 3271 2963

昭代４号線排水機場 柳川市 昭南 法 ディーゼル機関 806 756

昭代４号線排水機場 柳川市 昭南 法 ディーゼル機関 806 756

昭代５号線排水機場 柳川市 昭南町 法 ディーゼル機関 1972 1870

昭代５号線排水機場 柳川市 昭南町 法 ディーゼル機関 1972 1870

柳川市総合保健福祉センター 柳川市 上宮永6-3 法 ディーゼル機関 1570 1480

医療法人社団高邦会柳川リハビリ
テーション病院

柳川市 上宮永西本田119-9 法 ボイラ 1097 987

医療法人社団高邦会柳川リハビリ
テーション病院

柳川市 上宮永西本田119-9 法 ボイラ 519

医療法人社団高邦会柳川リハビリ
テーション病院

柳川市 上宮永西本田119-9 法 ボイラ 462 420

柳川市民温水プール 柳川市 上宮永町43番地1 法 ボイラ 660 596.5

柳川市民温水プール 柳川市 上宮永町43番地1 法 ボイラ 815.9 737.5

柳川市民文化会館 柳川市 上宮永町43番地1他 法 ディーゼル機関 1754 1652

ニュー白柳荘 柳川市 新町6 条例 ボイラ 319

ニュー白柳荘 柳川市 新町6 条例 ボイラ 319

株式会社イマヤマ 柳川市 西浜武25-1 法 金属溶解炉 420

有限会社高田製油所 柳川市 西浜武51 法 ボイラ

浦精麦株式会社 柳川市 大和町栄1344 法 ボイラ 1029

浦精麦株式会社 柳川市 大和町栄1344 法 ボイラ 1837 1664

浦精麦株式会社 柳川市 大和町栄1344 法 ボイラ 1730.3 1561.4

浦精麦株式会社 柳川市 大和町栄1344 法 ボイラ 1730.3 1561.4

大和総合保健福祉センター 柳川市 大和町栄234-2 条例 ボイラ 499.7

一般財団法人日本モーターボート
競走会　ボートレーサー養成所

柳川市 大和町大坪54-1 条例 ボイラ 556

一般財団法人日本モーターボート
競走会　ボートレーサー養成所

柳川市 大和町大坪54-1 条例 ボイラ 556

一般財団法人日本モーターボート
競走会　ボートレーサー養成所

柳川市 大和町大坪54-1 条例 ボイラ 603

一般財団法人日本モーターボート
競走会　ボートレーサー養成所

柳川市 大和町大坪54-1 法 ボイラ 1574.6 1430.6

一般財団法人日本モーターボート
競走会　ボートレーサー養成所

柳川市 大和町大坪54-1 法 ボイラ 1580.5 1435.7

一般財団法人日本モーターボート
競走会　ボートレーサー養成所

柳川市 大和町大坪54-1 条例 ボイラ 615.8

エルソルプロダクツ株式会社九州
工場

柳川市 大和町鷹ﾉ尾625 法 ボイラ 2944

柳川市大和学校給食共同調理場 柳川市 大和町鷹ﾉ尾645-3 法 ボイラ 1752 1596

柳川市大和学校給食共同調理場 柳川市 大和町鷹ﾉ尾645-3 法 ボイラ 1752 1596

柳川市大和学校給食共同調理場 柳川市 大和町鷹ﾉ尾645-3 法 ボイラ 424 386

柳川市大和学校給食共同調理場 柳川市 大和町鷹ﾉ尾645-3 法 ボイラ 424 386

谷垣排水機場 柳川市 大和町谷垣開 法 ディーゼル機関 1871 1774

谷垣排水機場 柳川市 大和町谷垣開 法 ディーゼル機関 1334 1265

谷垣排水機場 柳川市 大和町谷垣開 法 ディーゼル機関 1845 1748

谷垣排水機場 柳川市 大和町谷垣開 法 ディーゼル機関 1316 1247

北浦排水機場 柳川市 大和町中島4218 法 ディーゼル機関 996 925

介護老人保健施設シャンティ 柳川市 大和町豊原521-7 条例 ボイラ 533.1 482.5
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介護老人保健施設シャンティ 柳川市 大和町豊原521-7 条例 ボイラ 533.1 482.5

有限会社前田クリーニング 柳川市 大和町豊原531-1 条例 ボイラ 460

六合配水場 柳川市 大和町六合324 法 ディーゼル機関 1257 1180

一般財団法人医療・介護・教育研
究財団柳川病院

柳川市 筑紫町29 法 ディーゼル機関 2048 1898

関屋蒲鉾株式会社 柳川市 筑紫町334-15 法 ボイラ 900.1 809.8

関屋蒲鉾株式会社 柳川市 筑紫町334-15 法 ボイラ 900.1 809.8

柳川市クリーンセンター 柳川市 佃町1157-1 法 廃棄物焼却炉 〇 52500 42929

柳川市クリーンセンター 柳川市 佃町1157-1 法 廃棄物焼却炉 〇 52500 42929

養護老人ホーム柳光園 柳川市 佃町1170-1 条例 ボイラ 658.3 526.6

ジョイフーズ株式会社福岡第2工場 柳川市 佃町1295-3 法 ボイラ 883 797

（社福）学正会ケアハウスおやさ
と

柳川市 東蒲池225 法 ボイラ 647 587

特別養護老人ホーム第二おやさと 柳川市 東蒲池225 法 ボイラ 693 627

六双排水機場 柳川市 南浜武 法 ディーゼル機関 862 795

六双排水機場 柳川市 南浜武 法 ディーゼル機関 862 795

ジョイフーズ株式会社南浜武工場 柳川市 南浜武740 法 ボイラ 2299

ジョイフーズ株式会社南浜武工場 柳川市 南浜武740 法 ボイラ 1869 1674

ジョイフーズ株式会社南浜武工場 柳川市 南浜武740 法 ボイラ 1646.8 1485.3

福岡地方裁判所柳川支部 柳川市 本町4-4 条例 ボイラ 381 305

柳川市役所 柳川市 本町87-1 法 ボイラ 1156 977

かんぽの宿柳川 柳川市 弥四郎町10-1 法 ボイラ 1293

かんぽの宿柳川 柳川市 弥四郎町10-1 法 ボイラ 1293

かんぽの宿柳川 柳川市 弥四郎町10-1 法 ボイラ 781.2 708.3

柳川市矢加部配水場 柳川市 矢加部577-2 法 ガスタービン 10845 10480

有限会社高椋缶詰商会 柳川市 矢留本町11 条例 ボイラ 629

古賀儀八商店 柳川市 矢留本町210-1 法 ボイラ 803 718

有限会社丸多水産 柳川市 有明町362-2 法 ボイラ 2298

柳川市役所三橋庁舎 柳川市 三橋町正行431番地 法 ボイラ 710 640

有明生活環境施設組合　ごみ処理
施設

柳川市 橋本町字西区631-7外10筆 法 廃棄物焼却炉 〇 11510 9200

有明生活環境施設組合　ごみ処理
施設

柳川市 橋本町字西区631-7外10筆 法 廃棄物焼却炉 〇 11510 9200

有明生活環境施設組合　ごみ処理
施設

柳川市 橋本町字西区631-7外10筆 法 ディーゼル機関 3513 3277

北島セメント瓦工業所 八女市 井延45､46 条例 ボイラ 545

北島セメント瓦工業所 八女市 井延45､46 条例 ボイラ 545

株式会社明治九州工場 八女市 鵜池広川林557-5 法 ボイラ 2598 2217

株式会社明治九州工場 八女市 鵜池広川林557-5 法 ボイラ 2598 2217

株式会社明治九州工場 八女市 鵜池広川林557-5 法 ボイラ 2598 2217

株式会社明治九州工場 八女市 鵜池広川林557-5 法 ボイラ 2598 2217

株式会社明治九州工場 八女市 鵜池広川林557-5 法 ボイラ 2598 2217

八女製茶工場 八女市 下横山388-2 法 ボイラ 580

西研産業株式会社 八女市 蒲原207 条例 ボイラ

ゆめタウン八女 八女市 蒲原988-1 法 ディーゼル機関 3740 3560

ゆめタウン八女 八女市 蒲原988-1 法 ディーゼル機関 3740 3560

ゆめタウン八女 八女市 蒲原988-1 法 ディーゼル機関 3740 3560

西日本短期大学附属高校寄宿舎 八女市 亀甲231 法 ボイラ 1191 1078

西日本短期大学附属高等学校 八女市 亀甲61 条例 ボイラ 615
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医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 433

医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 433

医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 487

医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 565

医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 565

医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 268

医療法人社団　筑水会 八女市 吉田1165 条例 ボイラ 268

医療法人社団筑水会老人保健施設 八女市 吉田1540 条例 ボイラ 367

亀ノ屋食品有限会社 八女市 吉田17 法 ボイラ 2660 1780

亀ノ屋食品有限会社 八女市 吉田17 法 ボイラ 3992 3463

ブリヂストンスイミングスクール
八女校

八女市 吉田6 条例 ボイラ 583.5 466.8

ブリヂストンスイミングスクール
八女校

八女市 吉田6 条例 ボイラ 505.2 404.2

八女市健康増進施設 八女市 宮野100番地 法 ボイラ 2054 1738

八女市健康増進施設 八女市 宮野100番地 法 ボイラ 1088 985.2

八女市健康増進施設 八女市 宮野100番地 法 ボイラ 1088 985.2

山口和紙工房 八女市 宮野288-1 条例 ボイラ 292

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 条例 ボイラ 333

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 条例 ボイラ 412

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 条例 ボイラ 412

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ディーゼル機関 2627 2468

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ボイラ 1259 1129

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ボイラ 1259 1129

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ボイラ 1259 1129

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ボイラ 13 11

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ボイラ 13 11

公立八女総合病院企業団 八女市 高塚540-2 法 ボイラ 4600.7 4521.7

黒木町地域交流センター 八女市 黒木町桑原207 条例 ボイラ

黒木町地域交流センター 八女市 黒木町桑原207 条例 ボイラ

黒木町山村開発センタ－ 八女市 黒木町桑原244-2 法 ボイラ 966 856

黒木町農業協同組合 八女市 黒木町桑原853 条例 ボイラ

合資会社後藤酒造場 八女市 黒木町黒木26 法 ボイラ 1323 1211

合資会社後藤酒造場 八女市 黒木町黒木26 法 ボイラ 805.9 720.1

旭松酒造株式会社 八女市 黒木町黒木36 法 ボイラ 683.6 614.9

八女市黒木支所 八女市 黒木町今1314-1 法 ディーゼル機関 900 838

ホクト株式会社黒木きのこセン
ター

八女市 黒木町本分2577番地1 法 ボイラ 897.4 807.4

ホクト株式会社黒木きのこセン
ター

八女市 黒木町本分2577番地1 法 ボイラ 1645 1483

ホクト株式会社黒木きのこセン
ター

八女市 黒木町本分2577番地1 法 ボイラ 1645 1483

ホクト株式会社黒木きのこセン
ター

八女市 黒木町本分2577番地1 法 ボイラ 1645 1483

株式会社カトウ 八女市 黒木町本分4513-1 法 ボイラ 895 804

株式会社カトウ 八女市 黒木町本分4513-1 法 ボイラ 1269.5 1140.8

株式会社カトウ 八女市 黒木町本分4513-1 法 ボイラ 1269.5 1140.9

株式会社カトウ 八女市 黒木町本分4513-1 法 ボイラ 1369.1 1241.3

株式会社吉田園大野原事業所 八女市 黒木町本分878-1 法 ディーゼル機関 3380 3210

グリーンピア八女 八女市 黒木町木屋10905 法 ボイラ 842 832
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グリーンピア八女 八女市 黒木町木屋10905 法 ボイラ 841.7 836.1

グリーンピア八女 八女市 黒木町木屋10905 法 ボイラ 2152 1809

ホクト㈱福岡八女東キノコセン
ター

八女市 今福360-1 法 ボイラ 1619 1470

ホクト㈱福岡八女東キノコセン
ター

八女市 今福360-1 法 ボイラ 1619 1470

ホクト㈱福岡八女東キノコセン
ター

八女市 今福360-1 法 ボイラ 1619 1470

ホクト株式会社福岡八女第二きの
こセンター

八女市 今福360-1 法 ボイラ 1499.9 1342.7

ホクト株式会社福岡八女第二きの
こセンター

八女市 今福360-1 法 ボイラ 1499.9 1342.7

八女林産協同組合 八女市 今福502 法 ボイラ 860.2 768.3

八女林産協同組合 八女市 今福502 法 ボイラ 924 840

株式会社フェアロード八女合材工
場

八女市 今福620-1 法 乾燥炉 31680 25340

株式会社フェアロード八女合材工
場

八女市 今福620-1 法 乾燥炉 15700 10400

株式会社フェアロード八女合材工
場

八女市 今福620-1 法 ボイラ 868.5 783.4

有限会社ホテルイブ 八女市 今福寺の西1059-4他 条例 ボイラ 556

ホクト株式会社八女東きのこセン
ター

八女市 山内1384-1 法 ボイラ 1659 1498

ホクト株式会社八女東きのこセン
ター

八女市 山内1384-1 法 ボイラ 1659 1498

ホクト株式会社八女東きのこセン
ター

八女市 山内1384-1 法 ボイラ 829 748

ホクト株式会社八女東きのこセン
ター

八女市 山内1384-1 法 ボイラ 829 748

ホクト株式会社八女東きのこセン
ター

八女市 山内1384-1 法 ボイラ 687 620

ホクト株式会社八女東きのこセン
ター

八女市 山内1384-1 法 ボイラ 687 620

ふれあいの家南筑後 八女市 山内字北童男1268-2 条例 ボイラ 228

ふれあいの家南筑後 八女市 山内字北童男1268-2 条例 ボイラ 375

八女市地域福祉センター 八女市 上陽町北川内123番地1 条例 ボイラ 512.6 410.1

上陽町役場 八女市 上陽町北川内547-2 条例 ボイラ

上陽町筍缶詰加工施設 八女市 上陽町北川内547-2 法 ボイラ 2224 2008

原田繊維株式会社　九州工場 八女市 新庄275 法 ボイラ 731 675

原田繊維株式会社　九州工場 八女市 新庄275 法 ボイラ 604 538

特別養護老人ホーム星寿園 八女市 星野村10776 条例 ボイラ 363

池の山荘 八女市 星野村10780-46 条例 ボイラ

池の山荘 八女市 星野村10780-46 条例 ボイラ 493

池の山荘 八女市 星野村10780-46 条例 ボイラ 493

星野村役場 八女市 星野村13102-1 法 ボイラ 851 773

耳納高原病院 八女市 星野村7277-7 法 ボイラ 653

耳納高原病院 八女市 星野村7277-7 法 ボイラ 806

木下食品有限会社 八女市 忠見835 条例 ボイラ 706

ポピー製紙株式会社福陽工場 八女市 津江115 法 ボイラ 2852 2556

ポピー製紙株式会社福陽工場 八女市 津江115 法 ボイラ 6655 6070

ポピー製紙株式会社福陽工場 八女市 津江115 法 ボイラ 2925

ポピー製紙株式会社福陽工場 八女市 津江115 法 廃棄物焼却炉 〇 8344 6983

株式会社中村製紙所 八女市 津江1215 法 ボイラ 795 721

株式会社中村製紙所 八女市 津江1215 法 ボイラ 795 721

株式会社中村製紙所 八女市 津江1215 法 ボイラ 795 721

三光製紙株式会社 八女市 津江1225 法 ボイラ 924 840

老人保健施設ビハーラ光風 八女市 津江513-1 法 ボイラ 675.6 611.5

老人保健施設ビハーラ光風 八女市 津江513-1 法 ボイラ 675.6 611.5
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医療法人社団慶仁会川﨑病院 八女市 津江538 条例 ボイラ 657.1

医療法人社団慶仁会川﨑病院 八女市 津江538 条例 ボイラ 657.1

医療法人社団慶仁会川﨑病院 八女市 津江538 法 ディーゼル機関 2110 2006

株式会社はな花 八女市 馬場601-1 法 ボイラ 792 710

株式会社はな花 八女市 馬場601-1 法 ボイラ 792 710

株式会社ヤマショウフーズ 八女市 豊福241-2 条例 ボイラ 448

江崎食品有限会社 八女市 豊福792 条例 ボイラ 464 423

アビオン株式会社福岡工場 八女市 本 法 ボイラ 869.3 790.1

JAふくおか八女キク育苗センター
第２ほ場

八女市 本201 法 ボイラ 3228 2995

身体障害者療護施設陽だまりの里 八女市 本2575-1 法 ディーゼル機関 1796 1671

西日本シティ銀行八女支店 八女市 本村347-4 条例 ボイラ 222

八女郵便局 八女市 本村75 条例 ボイラ 525

福島酒造株式会社 八女市 本町204 条例 ボイラ 503 453

福島酒造株式会社 八女市 本町204 法 ボイラ 862.6 778.2

福島酒造株式会社 八女市 本町204 法 ボイラ 862.6 778.2

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 2100 1887

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 2100 1887

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 2100 1887

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 1654 1492

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 1654 1492

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 1654 1492

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 1654 1492

株式会社喜多屋 八女市 本町374 法 ボイラ 1785 1610

NTT西日本福岡支店八女ビル 八女市 本町531-1 法 ディーゼル機関 1458 1385

八女市役所 八女市 本町647 法 ボイラ 1557 1409

矢部村役場 八女市 矢部村北矢部宮野尾10528 条例 ボイラ 579

八女市矢部高齢者生活福祉セン
ター

八女市 矢部村矢部4058番地1 条例 ボイラ 472

松尾茂美製紙所 八女市 柳瀬681-2 条例 ボイラ 294

特別養護老人ホーム八女の里 八女市 柳島863 法 ボイラ 1208 1093

有限会社　秋山食品 八女市 柳島字北名269-1 法 ボイラ 603 538.9

株式会社岩本青果彩菜園 八女市 立花町下辺春1227 法 ボイラ 805 719

株式会社岩本青果彩菜園 八女市 立花町下辺春1227 法 ボイラ 805 719

今村筍罐詰工場 八女市 立花町下辺春1776 法 ボイラ 2347

今村筍罐詰工場 八女市 立花町下辺春1776 法 ボイラ 895 804

立花物産株式会社 八女市 立花町下辺春208-2 法 ボイラ 1416 1284

立花物産株式会社 八女市 立花町下辺春208-2 法 ボイラ 1369.1 1241.3

有限会社つつみ 八女市 立花町下辺春2103-1 法 ボイラ 703 645

中尾物産缶詰工場 八女市 立花町下辺春2313 法 ボイラ 1214 726

中尾物産缶詰工場 八女市 立花町下辺春2313 法 ボイラ 1354 1217

エヌケイフーズ 八女市 立花町下辺春3356-1 法 ボイラ 895 804

エヌケイフーズ 八女市 立花町下辺春3356-1 法 ボイラ 895 804

エヌケイフーズ 八女市 立花町下辺春3356-1 法 ボイラ 1269.5 1140.9

エヌケイフーズ株式会社(本社工
場)

八女市 立花町下辺春3810-1 法 ボイラ 895 804

株式会社マルミツサンヨー 八女市 立花町兼松1634 法 ボイラ 1727 1576
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株式会社マルミツサンヨー 八女市 立花町兼松1634 法 ボイラ 1727 1576

株式会社マルミツサンヨー 八女市 立花町兼松1634 法 ボイラ 1727 1576

株式会社主計物産 八女市 立花町山崎1885 法 ボイラ 1270 1141

株式会社主計物産 八女市 立花町山崎1885 法 ボイラ 1884.8 1723.6

株式会社主計物産 八女市 立花町山崎1885 法 ボイラ 1884.8 1723.6

ノナカ電子株式会社食品部ノナカ
フーズ

八女市 立花町上辺春3866 法 ボイラ 1261 1134

ノナカ電子株式会社食品部ノナカ
フーズ

八女市 立花町上辺春3866 法 ボイラ 1219.5 1098

有限会社　原青果 八女市 立花町上辺春7212 法 ボイラ 1403.8 1273.3

野中缶詰株式会社 八女市 立花町上辺春976-1 法 ボイラ 2896

立花町老人憩いの家とびたか 八女市 立花町谷川1156 条例 ボイラ 534 480

ダイヤ糊工業株式会社第二工場 八女市 立花町谷川1682 法 ボイラ 1507 1365

ダイヤ糊工業株式会社(新工場) 八女市 立花町谷川71-1 法 ボイラ 1765 1588

有限会社ふじき 八女市 立花町白木3097-1 法 ボイラ 3343 3055

マル果第一加工場株式会社 八女市 立花町白木5587-1 法 ボイラ 1734.7 1573.5

マル果第一加工場株式会社 八女市 立花町白木5587-1 法 ボイラ 1734.7 1573.5

福岡八女農協加工課白木工場 八女市 立花町白木597 法 ボイラ 2109

福岡八女農協加工課白木工場 八女市 立花町白木597 法 ボイラ 2109

甲木缶詰工場 八女市 立花町北山153 法 ボイラ 3960

甲木缶詰工場 八女市 立花町北山153 法 ボイラ 684

甲木缶詰工場 八女市 立花町北山153 法 ボイラ 850 774

甲木缶詰工場 八女市 立花町北山153 法 ボイラ 1341 1026

松崎食品株式会社 八女市 立花町北山5402 法 ボイラ 3400 3132

株式会社リソースガイア　八女工
場

八女市 鵜池510-1 法 ボイラ 808.7 721.5

ラサスティール株式会社 筑後市 羽犬塚324-1 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2529 2154

ラサスティール株式会社 筑後市 羽犬塚324-1 法 金属圧延加熱炉・熱処
理炉・鍛造炉

2529 2154

ラサスティール株式会社 筑後市 羽犬塚324-1 法 金属溶解炉 27000

ラサスティール株式会社 筑後市 羽犬塚324-1 法 金属溶解炉 1600

ラサスティール株式会社 筑後市 羽犬塚324-1 法 金属溶解炉 1000

末永製麺所 筑後市 羽犬塚344-1 条例 ボイラ 523

末永製麺所 筑後市 羽犬塚344-1 条例 ボイラ 457

筑後市農協カントリーエレベー
ター

筑後市 下北島660 法 乾燥炉 62346 60620

筑後市農協カントリーエレベー
ター

筑後市 下北島660 法 乾燥炉 62346 60620

筑後市農協カントリーエレベー
ター

筑後市 下北島660 法 乾燥炉 93532 90930

筑後市農協カントリーエレベー
ター

筑後市 下北島660 法 乾燥炉 93532 90930

株式会社福岡プレシア 筑後市 下北島730 法 ボイラ 1254

福岡県立筑後養護学校 筑後市 下北島833 条例 ボイラ 528

福岡県立筑後養護学校 筑後市 下北島833 法 ボイラ 878

筑後市久恵浄水場 筑後市 久恵964 法 ディーゼル機関

深町コンクリート工業 筑後市 久富1150-11 条例 ボイラ

有限会社スポーツクラブエスアン
ドエー

筑後市 久富1242 法 ボイラ 688 624

キョーリンフード工業株式会社九
州工場

筑後市 久富1343 法 ボイラ 1375.9 1244.1

キョーリンフード工業株式会社九
州工場

筑後市 久富1343 法 ボイラ 1375.9 1244.1

クロレラ工業株式会社九州筑後工
場

筑後市 久富１３４３ 法 乾燥炉 27453 25300

株式会社デリカフレンズ 筑後市 久富1343-5 法 ディーゼル機関 4700 4400
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筑後染織協同組合 筑後市 久富70 法 ボイラ 1568.1 1402.9

筑後染織協同組合 筑後市 久富70 法 ボイラ 1568.1 1402.9

筑後染織協同組合 筑後市 久富70 法 ボイラ 1568.1 1402.9

ヤンマー建機株式会社 筑後市 熊野1717-1 条例 ボイラ

ヤンマー建機株式会社 筑後市 熊野1717-1 法 乾燥炉 2463 2296

ヤンマー建機株式会社 筑後市 熊野1717-1 法 乾燥炉 2463 2296

ヤンマー建機株式会社 筑後市 熊野1717-1 法 乾燥炉 2463 2296

ヤンマー建機株式会社 筑後市 熊野1717-1 法 乾燥炉 2463 2296

ヤンマー建機株式会社 筑後市 熊野1717-1 法 乾燥炉 1478 1378

大成薬品工業株式会社 筑後市 熊野998 法 ボイラ 1195 1062

日之出紙器工業株式会社アート
パッケージセンター

筑後市 溝口551-1 法 ボイラ 1038 934

筑後市衛生センター 筑後市 高江195-2 法 乾燥炉 5650

Ｊ’２ビル 筑後市 山ﾉ井 条例 ボイラ 322

Ｊ’２ビル 筑後市 山ﾉ井 条例 ボイラ 322

ＪＲ羽犬塚駅 筑後市 山ﾉ井0 条例 ボイラ 235

日清製粉株式会社筑後工場 筑後市 山ﾉ井117-1 法 ボイラ 1231 1117

石橋工業株式会社 筑後市 山ﾉ井141-1 法 ボイラ 826 745

江崎製麺有限会社 筑後市 山の井468ｰ1 条例 ボイラ 432

NTT西日本福岡支店筑後ビル 筑後市 山ﾉ井795 法 ディーゼル機関 1527 1434

筑後市役所 筑後市 山ﾉ井898 法 ボイラ 1200 1160

永尾物産株式会社 筑後市 若菜870 条例 ボイラ 394

永尾物産株式会社 筑後市 若菜870 条例 ボイラ 394

サザンクス筑後 筑後市 若菜字森坊1104 法 ディーゼル機関

サザンクス筑後 筑後市 若菜字森坊1104 法 ディーゼル機関 2354 2203

サザンクス筑後 筑後市 若菜字森坊1104 法 ボイラ 642 584

サザンクス筑後 筑後市 若菜字森坊1104 法 ボイラ 642 584

九州カネカロン株式会社 筑後市 上北島1055 条例 ボイラ 315

九州カネカロン株式会社 筑後市 上北島1055 法 ボイラ 693 630

九州カネライト株式会社 筑後市 上北島1055 法 ボイラ 1412 1276

福岡八女農業協同組合筑後地区セ
ンター

筑後市 上北島1217-1 法 ボイラ 910 824

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ディーゼル機関 3273 3062

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ボイラ 1716 1555

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ボイラ 1667 1500

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ボイラ 1587.5 1427.8

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ボイラ 1587.5 1427.8

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ディーゼル機関 3430 3204

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ディーゼル機関 981 916

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ボイラ 1698.7 1540.7

ローム・アポロ株式会社筑後工場 筑後市 上北島883 法 ボイラ 1698.7 1540.7

スーパーセンタートライアル筑後
店

筑後市 上北島字井原口1271他10筆 法 ディーゼル機関 2506

ベストアメニティ株式会社筑後工
場

筑後市 新溝91-1 法 ボイラ 1903.1 1702.7

株式会社こだわりもん工房筑後工
場

筑後市 新溝91-1 法 ボイラ 1348.3 1211.3

有限会社エビスクニーニングセン
ター

筑後市 水田1083-2 条例 ボイラ 353

西牟田織物工業協同組合 筑後市 西牟田3366-1 法 ボイラ 1710 1570
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西牟田織物工業協同組合 筑後市 西牟田3366-1 法 ボイラ 1376 1248

筑後市上下水道課西牟田水源地 筑後市 西牟田3600-1 法 ディーゼル機関 979.1 908.2

クリーンパルゆう 筑後市 西牟田6363-2 条例 ボイラ 361

特別養護老人ホーム桜の丘 筑後市 西牟田6365-8 法 ボイラ 1096 991

筑後市上下水道課北牟田配水場 筑後市 西牟田字谷川4271-1 法 ディーゼル機関 1246 1156

ちくごスイミング 筑後市 前津1467-1 条例 ボイラ 537

八女西部クリーンセンター 筑後市 前津2088-6 法 ディーゼル機関 5050 4790

八女西部クリーンセンター 筑後市 前津2088-6 法 廃棄物焼却炉 〇 31818 25535

八女西部クリーンセンター 筑後市 前津2088-6 法 廃棄物焼却炉 〇 31818 25535

コメリパワー筑後店 筑後市 前津484 法 ディーゼル機関 966 898

JSSスイミングスクールちくご 筑後市 前津字倉目1467-2 法 ボイラ 457.9 389.4

久留米絣筑後協同組合 筑後市 蔵数30-3 法 ボイラ 942 858

学校法人真宗大谷学園九州大谷短
期大学

筑後市 蔵数495-1 法 ボイラ 322 284

九州大谷短期大学女子寮 筑後市 蔵数496-22 条例 ボイラ 563

キッコーツル醤油 筑後市 蔵数655-1 法 ボイラ 445

川の駅船小屋恋ぼたる温泉館 筑後市 大字尾島２９８－２ 法 ボイラ 611.6 489.3

株式会社ホームドライ筑後支社 筑後市 大字野町字納楽661-1 条例 ボイラ 641.3

九州沖縄農業研究センター筑後・
久留米研究拠点

筑後市 大字和泉496 条例 ボイラ 382

九州沖縄農業研究センター筑後・
久留米研究拠点

筑後市 大字和泉496 条例 ボイラ 222.3

九州沖縄農業研究センター筑後・
久留米研究拠点

筑後市 大字和泉496 法 ディーゼル機関 1596 1518

栄養味噌 筑後市 長浜1405 法 ボイラ 879 795

栄養味噌 筑後市 長浜1405 法 ボイラ 873.7 789.3

株式会社ロッテ九州工場 筑後市 長浜1818 法 ボイラ

九州食品株式会社 筑後市 長浜1956-2 条例 ボイラ 418

九州食品株式会社 筑後市 長浜1956-2 法 ボイラ 805.4 719.9

九州ダンボール株式会社 筑後市 長浜1958 法 ボイラ 1913 1653

九州ダンボール株式会社 筑後市 長浜1958 法 ボイラ 1913 1653

株式会社ヒライ福岡工場 筑後市 長浜718 法 ボイラ 708 645

株式会社ヒライ福岡工場 筑後市 長浜718 法 ボイラ 708 645

株式会社どんどんライス 筑後市 長浜729-1 条例 ボイラ 574 500

筑後船小屋駅配電所 筑後市 津島1088-2 法 ガスタービン 11900 11500

筑後広域公園管理宿泊棟 筑後市 津島2108-1 法 ボイラ 1341.8 1219.1

江口製菓株式会社 筑後市 津島488 法 ボイラ 1285 1172

矢部川浄化センター 筑後市 島田754 法 ガスタービン 22400 21600

サンリブ筑後店 筑後市 徳久248-1 法 ディーゼル機関

サンリブ筑後店 筑後市 徳久248-1 法 ボイラ 800 707

サンリブ筑後店 筑後市 徳久248-1 法 ボイラ 800 707

株式会社DNPテクノパック筑後 筑後市 野町200 法 ボイラ 2067 1880

株式会社DNPテクノパック筑後 筑後市 野町200 法 ボイラ 2067 1880

株式会社DNPテクノパック筑後 筑後市 野町200 法 ボイラ 2067 1880

株式会社DNPテクノパック筑後 筑後市 野町200 法 ボイラ 2067 1880

株式会社DNPテクノパック筑後 筑後市 野町200 法 廃棄物焼却炉 〇 9768 9422

筑後市総合福祉センター 筑後市 野町680-1 法 ボイラ 701

九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 条例 ボイラ 457 411
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九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 法 ボイラ 951 867

九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 法 ボイラ 692.7 630.1

九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 法 ボイラ

九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 法 ボイラ 860.2 768.3

九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 法 ボイラ 924 840

九州木材工業株式会社 筑後市 和泉309-1 法 ボイラ 924 840

西吉田酒造株式会社 筑後市 和泉612 法 ボイラ 1354 1217

西吉田酒造株式会社 筑後市 和泉612 法 ボイラ 1352 1503

西吉田酒造株式会社 筑後市 和泉612 法 ボイラ 1652 1503

西吉田酒造株式会社 筑後市 和泉612 法 ボイラ 1611 1451

西吉田酒造株式会社 筑後市 和泉612 法 ボイラ 1611 1451

筑後市立病院 筑後市 和泉917-1 法 ガスタービン 13646 13221

筑後市立病院 筑後市 和泉917-1 法 ガスタービン

筑後市立病院 筑後市 和泉917-1 法 ボイラ 836 760

筑後市立病院 筑後市 和泉917-1 法 ボイラ 716 651

特別養護老人ホーム芳樹園 筑後市 大字鶴田555-1 条例 ボイラ 610.3 547.5

国際医療福祉大学　大川キャンパ
ス薬学部

大川市 榎津182-2 法 ディーゼル機関 1395 1322

日本医療サービス株式会社高木病
院

大川市 榎津199 条例 ボイラ 393

合名会社酢屋商店 大川市 榎津548 法 ボイラ 695 625

大川信用金庫本店 大川市 榎津町304-2 法 ディーゼル機関 1343 1275

緒方鋳造株式会社 大川市 下青木168 法 金属溶解炉 450

株式会社ウエキ産業 大川市 九網357-1 条例 ボイラ 461 416

末次木材工業株式会社 大川市 向島1805-1 条例 ボイラ 446 401

大川柳川衛生組合 大川市 紅粉屋1201-2 法 廃棄物焼却炉 〇 19660 15450

株式会社ファニテリア　マキ 大川市 三丸1558-1 条例 ボイラ

丸川木材株式会社 大川市 三丸443 法 ボイラ 1517

丸川木材株式会社 大川市 三丸443 法 ボイラ 584

丸川木材株式会社 大川市 三丸443 法 ボイラ 2090 1911

（協）大川家具工業会大川産業会
館

大川市 酒見221-3 法 ボイラ 1618

医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市 酒見浦田141-11他 条例 ボイラ 489

医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市 酒見浦田141-11他 条例 ボイラ 486.1

医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市 酒見浦田141-11他 法 ディーゼル機関 3153 2997

医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市 酒見浦田141-11他 法 ディーゼル機関 3075 2908

医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市 酒見浦田141-11他 法 ボイラ 568 516

医療法人社団　高邦会　高木病院 大川市 酒見浦田141-11他 法 ボイラ 568 516

花宗水門管理所 大川市 住吉地先 法 ガスタービン 17400 17000

大川市学校給食センター 大川市 小保470-15 法 ボイラ 1189 1070

大川市学校給食センター 大川市 小保470-15 法 ボイラ 1189 1070

今村本家合名会社 大川市 鐘ｹ江15 条例 ボイラ

今村本家合名会社 大川市 鐘ｹ江15 条例 ボイラ

若波酒造合名会社 大川市 鐘ヶ江752 条例 ボイラ

若波酒造合名会社 大川市 鐘ヶ江752 条例 ボイラ

清力酒造株式会社 大川市 鐘ｹ江9番1号 法 ボイラ 1173.1 1069

清力酒造株式会社 大川市 鐘ｹ江9番1号 法 ボイラ 588.7 529.7
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宝燃料工業株式会社大川工場 大川市 新田1223 法 ボイラ

宝燃料工業株式会社大川工場 大川市 新田1223 法 乾燥炉

宝燃料工業株式会社大川工場 大川市 新田1223 法 乾燥炉

大川市役所 大川市 大字酒見256-1 条例 ボイラ 379 341

大川市役所 大川市 大字酒見256-1 条例 ボイラ 379 341

大川市役所 大川市 大字酒見256-1 条例 ボイラ 390 351

大川市水処理センター 大川市 大字小保 他 法 ディーゼル機関 1775 1671

大川市龍代ポンプ場 大川市 大字小保1005番地33 法 ディーゼル機関 2318 2714

田川城島４号線排水機場 大川市 大字鐘ヶ江字新開地先 法 ディーゼル機関 1830 1738

ゆめタウン大川店 大川市 大字上巻字野口430-1 法 ディーゼル機関 3670 3500

ゆめタウン大川店 大川市 大字上巻字野口430-1 法 ディーゼル機関 3670 3500

ゆめタウン大川店 大川市 大字上巻字野口430-1 法 ディーゼル機関 3670 3500

大川市清掃センター 大川市 大字中古賀1110 法 廃棄物焼却炉 〇 25378 12961

大川市清掃センター 大川市 大字中古賀1110 法 廃棄物焼却炉 〇 25378 12961

大川醤油協業組合 大川市 大野島2402 条例 ボイラ

大川醤油協業組合 大川市 大野島2402 法 ボイラ 647

株式会社大新 大川市 中古賀1048-1 法 ボイラ 2124 2045

株式会社大新 大川市 中古賀1048-1 法 ボイラ 1339 1226

株式会社モーブル 大川市 中古賀956-1 法 ボイラ 2051 1916

株式会社モーブル 大川市 中古賀956-1 法 ボイラ 2847 2744

株式会社太平木材工業 大川市 中入院770 法 ボイラ 699

大川市幡保配水場 大川市 幡保256-1 法 ディーゼル機関 2430 2310

株式会社大川家具会館 大川市 幡保285 条例 ボイラ 607

高田中継ポンプ場 みやま市 高田町原1081-6 法 ガスタービン 11900 11600

高田中継ポンプ場 みやま市 高田町原1081-6 法 ディーゼル機関 2770 2570

高田中継ポンプ場 みやま市 高田町原1081-6 法 ガスタービン 11900 11500

マルヱ醤油株式会社江浦工場 みやま市 高田町江浦町189 法 ボイラ 1635 1488

マルヱ醤油株式会社江浦工場 みやま市 高田町江浦町189 法 ボイラ 1635 1488

マルヱ醤油株式会社江浦工場 みやま市 高田町江浦町189 法 ボイラ 1612.8 1454.6

荒木製蝋合資会社 みやま市 高田町江浦町455 法 ボイラ

有限会社小川クリーニング工場 みやま市 高田町今福1-1 法 ボイラ 1933 1760

有限会社小川クリーニング工場 みやま市 高田町今福1-1 法 ボイラ 1933 1760

有限会社小川クリーニング工場 みやま市 高田町今福1-1 法 ボイラ 1933 1760

有限会社小川クリーニング工場 みやま市 高田町今福1-1 法 ボイラ 1933 1760

有限会社小川クリーニング工場 みやま市 高田町今福1-1 法 ボイラ 1933 1760

みやま市高田総合保健福祉セン
ター「あたご苑」

みやま市 高田町今福314-1 条例 ボイラ 454.9 410.1

みやま市高田総合保健福祉セン
ター「あたご苑」

みやま市 高田町今福314-1 条例 ボイラ 454.9 410.1

高田排水機場 みやま市 高田町昭和開 法 ディーゼル機関 1063 994

高田排水機場 みやま市 高田町昭和開 法 ディーゼル機関 1063 994

福岡サンレイクゴルフ倶楽部 みやま市 高田町上楠田1497 法 ボイラ 794 710

福岡サンレイクゴルフ倶楽部 みやま市 高田町上楠田1497 法 ボイラ 794 710

まいピア高田 みやま市 高田町濃施14 法 ボイラ 424 386

まいピア高田 みやま市 高田町濃施14 法 ボイラ 339 309

医療法人弘恵会ヨコクラ病院 みやま市 高田町濃施391 法 ディーゼル機関 3763 3521
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医療法人弘恵会アルテンハイムヨ
コクラ

みやま市 高田町濃施409 条例 ボイラ 335

医療法人弘恵会アルテンハイムヨ
コクラ

みやま市 高田町濃施409 条例 ボイラ 457

医療法人弘恵会アルテンハイムヨ
コクラ

みやま市 高田町濃施409 法 ボイラ 372 338

玉水酒造合資会社 みやま市 高田町舞鶴214-1 法 ボイラ 683 614

玉水酒造合資会社 みやま市 高田町舞鶴214-1 法 ボイラ 678.5 609.1

（社福）竹里会特別養護老人ホー
ム

みやま市 山川町原町83-1 条例 ボイラ 405

（社福）竹里会特別養護老人ホー
ム

みやま市 山川町原町83-1 条例 ボイラ 404

みやま市山川学校給食共同調理場 みやま市 山川町清水1525-1 法 ボイラ 802 720

瀬口舗道株式会社山川プラント工
場

みやま市 山川町清水810-2 法 乾燥炉 13500 11900

瀬口舗道株式会社山川プラント工
場

みやま市 山川町清水810-2 法 乾燥炉 31600 27800

瀬口舗道株式会社山川プラント工
場

みやま市 山川町清水810-2 法 乾燥炉 29423 25892

瀬口舗道株式会社山川プラント工
場

みやま市 山川町清水810-2 法 乾燥炉 11105 9772

平食品株式会社 みやま市 山川町北関550-1 法 ボイラ 993 892

平食品株式会社 みやま市 山川町北関550-1 法 ボイラ 895 804

平食品株式会社 みやま市 山川町北関550-1 法 ボイラ 895 804

NTT西日本福岡支店瀬高ビル みやま市 瀬高町下庄1856-2 法 ディーゼル機関 1730 1607

熊川食料工業株式会社本社工場 みやま市 瀬高町下庄2104-2 法 ボイラ 616.7 550.8

下庄雨水ポンプ場 みやま市 瀬高町下庄286-3 法 ディーゼル機関

下庄雨水ポンプ場 みやま市 瀬高町下庄286-3 法 ディーゼル機関

みやま市瀬高老人福祉センター みやま市 瀬高町下庄810-1 条例 ボイラ 457

有峰苑みやま柳川 みやま市 瀬高町下庄565-1 法 ディーゼル機関 1897 1786

サンリブ瀬高店 みやま市 瀬高町下庄字垣添2190 法 ディーゼル機関

株式会社江崎千秋商店 みやま市 瀬高町河内字久々原1938-1 法 ボイラ 850 762

株式会社江崎千秋商店 みやま市 瀬高町河内字久々原1938-1 法 ボイラ 693 630

国土交通省九州地方整備局筑後川河川
事務所（矢部川）川内排水機場

みやま市 瀬高町河内地先 法 ディーゼル機関 3373 3203

国土交通省九州地方整備局筑後川河川
事務所（矢部川）川内排水機場

みやま市 瀬高町河内地先 法 ディーゼル機関 3549 3372

株式会社ヤスカネ・ジャパン みやま市 瀬高町河内2641-1 法 ボイラ 868.5 783.4

コヨウ株式会社 みやま市 瀬高町坂田169 法 ボイラ 923 839

有限会社宝食品 みやま市 瀬高町坂田909-1 法 ボイラ 697 636

タカ食品工業株式会社 みやま市 瀬高町小川1189-1 法 ボイラ 1554 1429

タカ食品工業株式会社 みやま市 瀬高町小川1189-1 法 ボイラ 1736 1576

タカ食品工業株式会社 みやま市 瀬高町小川1189-1 法 ボイラ 1653 1503

タカ食品工業株式会社 みやま市 瀬高町小川1189-1 法 ボイラ 1653 1503

みやま市役所 みやま市 瀬高町小川5 法 ボイラ 730 664

音伍繊維工業株式会社 みやま市 瀬高町松田146 法 ボイラ 786 700

株式会社武蔵野フーズ瀬高冷凍麺
工場

みやま市 瀬高町上庄字泉1788 法 ボイラ 1652 1502

株式会社武蔵野フーズ瀬高冷凍麺
工場

みやま市 瀬高町上庄字泉1788 法 ボイラ 1652 1502

菊美人酒造株式会社 みやま市 瀬高町上庄上庄183 法 ボイラ 795.4 711.9

筑後川河川事務所瀬高堰管理所 みやま市 瀬高町上庄地先 法 ガスタービン 8480 8360

堀永殖産株式会社瀬高工場 みやま市 瀬高町大江1818 法 ボイラ 1322

堀永殖産株式会社瀬高工場 みやま市 瀬高町大江1818 法 ボイラ 1643.5 1468.2

堀永殖産株式会社瀬高工場 みやま市 瀬高町大江1818 法 ボイラ 1603.9 1432.2

医療法人幸明会新船小屋病院 みやま市 瀬高町長田1604 条例 ボイラ 557

医療法人幸明会新船小屋病院 みやま市 瀬高町長田1604 条例 ボイラ 557
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ばい煙発生施設一覧（南筑後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
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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

医療法人幸明会新船小屋病院 みやま市 瀬高町長田1604 条例 ボイラ 363

医療法人幸明会新船小屋病院 みやま市 瀬高町長田1604 法 ディーゼル機関 1032 966

九州ポラコン株式会社福岡工場 みやま市 瀬高町長田3570 条例 ボイラ 523

九州ポラコン株式会社福岡工場 みやま市 瀬高町長田3570 法 ボイラ 856 766

九州ポラコン株式会社福岡工場 みやま市 瀬高町長田3570 法 ボイラ 879 794.5

文広排水機場 みやま市 瀬高町文廣 法 ガスタービン 5214 5050

文広排水機場 みやま市 瀬高町文廣 法 ガスタービン 5214 5050

瀬高第一選果場 みやま市 瀬高町文廣13-5 法 ディーゼル機関 2593 2479

株式会社オニマル瀬高工場 みやま市 瀬高町文廣1613-1 法 ボイラ 1506

セタカイン みやま市 瀬高町文廣1977-11 条例 ボイラ 357

セタカイン みやま市 瀬高町文廣1977-11 条例 ボイラ 357

瀬口開発株式会社合材工場 みやま市 瀬高町本郷字下川原329-34 法 乾燥炉 9683

瀬口開発株式会社合材工場 みやま市 瀬高町本郷字下川原329-34 法 乾燥炉 5674 5107

インフラテック株式会社　瀬高工
場

みやま市 瀬高町廣瀬705 法 ボイラ 1420 1280

インフラテック株式会社　瀬高工
場

みやま市 瀬高町廣瀬705 法 ボイラ 833 833

インフラテック株式会社　瀬高工
場

みやま市 瀬高町廣瀬705 法 ボイラ 1274 1160

株式会社ヤマックス瀬高工場 みやま市 瀬高町濱田338-1 法 ボイラ 1766 1593

株式会社ヤマックス瀬高工場 みやま市 瀬高町濱田338-1 法 ボイラ 1766 1593

九州塗料工業株式会社大木工場 大木町 横溝124 条例 ボイラ 1020

九州塗料工業株式会社大木工場 大木町 横溝124 法 ボイラ 1000

モリタインテリア工業株式会社 大木町 三潴郡横溝474-1 法 ボイラ 2051 1916

モリタインテリア工業株式会社 大木町 三潴郡横溝474-1 法 ボイラ 3007 2804

株式会社イケヒコ・コーポレー
ション

大木町 三潴郡三八松1052 法 ボイラ 895 804

白茸館 大木町 三潴郡大角1710-1 条例 ボイラ 458

白茸館 大木町 三潴郡大角1710-1 条例 ボイラ 458

白茸館 大木町 三潴郡大角1710-1 条例 ボイラ 458

大木町健康センター 大木町 三潴郡八町牟田539 条例 ボイラ 511

大木町健康センター 大木町 三潴郡八町牟田539 法 ボイラ 658 595

有限会社マツナガ 大木町 三潴郡八町牟田721-1 条例 ボイラ 448

大木町学校給食センター 大木町 上木佐木159 法 ボイラ 651.9 588.2

大木町学校給食センター 大木町 上木佐木159 法 ボイラ 651.9 588.2

農事組合法人秋香園 大木町 大字井田943-1 条例 ボイラ 722

農事組合法人秋香園 大木町 大字井田943-1 条例 ボイラ 722

農事組合法人秋香園 大木町 大字井田943-1 条例 ボイラ 499

大木町きのこ種菌センター利用組
合

大木町 大字上八院1637 法 ボイラ 544.8 487

農事組合法人きのこの里 大木町 大字大角808 法 ボイラ 1176

農事組合法人きのこの里 大木町 大字大角808 法 ボイラ 927 839

農事組合法人きのこの里 大木町 大字大角808 法 ボイラ 1392 1259

農事組合法人きのこの里 大木町 大字大角808 法 ボイラ 1155.4 1036.2

みずま高邦会病院 大木町 八町牟田1621-1 法 ディーゼル機関

みずま高邦会病院 大木町 八町牟田1621-1 法 ボイラ 681 617

みずま高邦会病院 大木町 八町牟田1621-1 法 ボイラ 681 617

（社福）筑陽会赤坂園 広川町 一条1357 条例 ボイラ 523

（社福）筑陽会赤坂園 広川町 一条1357 条例 ボイラ 505
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（社福）筑陽会第２赤坂園 広川町 一条1361-4 条例 ボイラ 523

（社福）筑陽会第２赤坂園 広川町 一条1361-4 条例 ボイラ 505

大鵬繊維工業株式会社 広川町 一條772-3 法 ボイラ 1481 1326

麻生商事株式会社八女工場 広川町 久泉735-1 条例 ボイラ 577

麻生商事株式会社八女工場 広川町 久泉735-1 法 ボイラ 654 599

麻生商事株式会社八女工場 広川町 久泉735-1 法 ボイラ 641 576

麻生商事株式会社八女工場 広川町 久泉735-1 法 ボイラ 703 639

麻生商事株式会社八女工場 広川町 久泉735-1 法 ボイラ 691 627

日之出紙器工業株式会社福岡工場 広川町 新代1332-15 法 ボイラ 3956 3586

弥栄苑 広川町 新代1432-1 条例 ボイラ 409

株式会社エルス広川工場 広川町 新代1438-6 法 ボイラ 1195 1073

広川中央集荷場 広川町 新代1787-5 条例 ボイラ

広川町役場 広川町 新代1804-1 条例 ボイラ

広川町役場 広川町 新代1804-1 法 ディーゼル機関 1116 1044

広川病院 広川町 新代930 条例 ボイラ 417 374

広川病院 広川町 新代930 条例 ボイラ 415.2

広川病院 広川町 新代930 条例 ボイラ 415.2

医療法人八女発心会　介護老人保
健施設　舞風台

広川町 水原1498 法 ディーゼル機関 2300 2157

医療法人八女発心会　姫野病院 広川町 大字新代2316番地 法 ディーゼル機関 3030 2841

医療法人八女発心会　姫野病院 広川町 大字新代2316番地 法 ディーゼル機関 4541 4278

株式会社　翔薬 広川町 大字藤田737-4 法 ディーゼル機関 1483 1409

株式会社　翔薬 広川町 大字藤田737-4 法 ディーゼル機関 1435 1363

ローム・アポロ株式会社　広川本
社工場

広川町 大字日吉1164-2 法 ボイラ 1305 1184

ローム・アポロ株式会社　広川本
社工場

広川町 大字日吉1164-2 法 ボイラ 1305 1184

ニシヨリ株式会社　広川工場 広川町 大字日吉1164-3 法 ボイラ 1320 1155

株式会社九州エヌエフフーズ 広川町 大字日吉548-18 法 ボイラ 1667.9 1432

株式会社九州エヌエフフーズ 広川町 大字日吉548-18 法 ボイラ 1667.9 1432

株式会社九州エヌエフフーズ 広川町 大字日吉548-18 法 ボイラ 1667.9 1432

九州ベストフーズ株式会社 広川町 大字日吉523-24 法 ボイラ 1239 1118

九州ベストフーズ株式会社 広川町 大字日吉523-24 法 ボイラ 1636 1475

久留米カントリークラブ 広川町 長延1243-1 条例 ボイラ 519

久留米カントリークラブ 広川町 長延1243-1 条例 ボイラ 519

前田道路株式会社八女合材工場 広川町 藤田1428 法 乾燥炉 24926 21935

前田道路株式会社八女合材工場 広川町 藤田1428 法 乾燥炉 14278 12565

前田道路株式会社八女合材工場 広川町 藤田1429 法 ディーゼル機関 1350 1250

株式会社中島田鉄工所 広川町 日吉1164-4 法 ボイラ 694

株式会社中島田鉄工所 広川町 日吉1164-4 法 ボイラ 694

ホクト株式会社広川きのこセン
ター

広川町 日吉523-4 法 ボイラ 1580 1455

ホクト株式会社広川きのこセン
ター

広川町 日吉523-4 法 ボイラ 1580 1455

ホクト株式会社広川きのこセン
ター

広川町 日吉523-4 法 ボイラ 687 620

ホクト株式会社広川きのこセン
ター

広川町 日吉523-4 法 ボイラ 687 620

ホクト株式会社広川きのこセン
ター

広川町 日吉523-4 法 ボイラ 829 748

ホクト株式会社広川きのこセン
ター

広川町 日吉523-4 法 ボイラ 829 748

株式会社　オーレック 広川町 日吉548-22 条例 ボイラ 441.8
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株式会社　オーレック 広川町 日吉548-22 法 乾燥炉 1151 1005

株式会社　オーレック 広川町 日吉548-22 法 乾燥炉 1151 1005
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