
○水質汚濁防止法第５条第１項届出施設（平成３０年１０月３１日現在）

廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 都城市 都城市安久町2281 17

都城市 キリシマドリームファーム株式会社安久農場 都城市安久町3512 1-2 406

都城市 中村養豚場 都城市安久町3572-1 1-2 0.3

都城市 有限会社永峰養豚場 都城市安久町3612 1-2 8

都城市 石原商店 都城市安久町3949-4 17 0.8

都城市 ﾎﾃﾙｳｨｽﾞ 都城市安久町4278-3 66-3 2

都城市 ホテル大統領 都城市安久町4279-11 66-3

都城市 ホテル　ぴゅあ 都城市安久町4279番地1 66-3

都城市 霧島食品工業株式会社 都城市安久町4742 4 100

都城市 有限会社石井石油店都城給油所 都城市安久町5947番地 71 1.02

都城市 安久地区農業集落排水処理施設 都城市安久町6273-1､6273-2､6274-1 72 954

都城市 ＪＡ都城八木農場 都城市安久町6670-1 1-2 1.5

都城市 安久温泉　養浩館 都城市安久町692-1 66-3 14

都城市 金御岳荘 都城市安久町703 66-3 12.2

都城市 有限会社光陽石油　一万城給油所 都城市一万城町29-31 71 2

都城市 有限会社中村ストアー一万城給油所 都城市一万城町30-4 71 1.8

廃止 都城市 都城市一万城町4721-2 54

都城市 都城市営一万城団地 都城市一万城町4988-1 72 120

都城市 日本国有鉄道九州地方自動車部都城自動車営業所 都城市栄町1-3 71 4.1

都城市 有限会社小野カメラ 都城市栄町17-2 68 4

都城市 株式会社ララ企画　サンホテル都城 都城市栄町18-5 66-3

都城市 都城プラザホテル 都城市栄町19-5 66-3

都城市 都城ステーションホテル 都城市栄町4566 66-3 6

都城市 株式会社ディー・エム・ガスステーション都城店 都城市栄町4672-20 71 0.95

廃止 都城市 都城市栄町6街区14 66-3

都城市 都城市学校給食センター 都城市横市町339-1 66-4 180

都城市 福留牧場 都城市横市町58 1-2

廃止 都城市 都城市横市町5803-1 67

廃止 都城市 都城市横市町5879~20 1-2

都城市 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構九州沖縄農業研 都城市横市町6651-2 71-2 10

都城市 株式会社津曲石油ガス母智丘給油所 都城市横市町87-1 71 2.1

都城市 有限会社栗山ノーサン　本社兼工場 都城市横市町9745、9761-1、9762 2 35

都城市 木田畜産 都城市乙房町1509-ﾛ 1-2 0

廃止 都城市 都城市乙房町2650-8 2

都城市 高橋豆腐製造所 都城市乙房町2708 17 5

都城市 株式会社都城酒造 都城市乙房町2887番地1 10 233

都城市 都城市平田地区農業集落排水処理施設 都城市乙房町3447-1　外 72 279

都城市 小山田石油店　乙房給油所 都城市乙房町386-4 71 1.85

都城市 ＪＡ都城花吉牧場 都城市乙房町4037-1 1-2 0.4

都城市 大浦酒造株式会社 都城市乙房町4113番1 10 43

都城市 浜川ストアー 都城市下水流町3051-3 17 3

廃止 都城市 都城市下水流町3076 17

都城市 有限会社コスギ農業法人 都城市下水流町4526-1、-2、4527 1-2 0

都城市 有限会社コスギ農業法人 都城市下水流町4529、4530,4531,4532-1、-2、-3 1-2 0

都城市 有限会社コスギ農業法人 都城市下水流町4564、4566、4501-1,4502-2、4565他 1-2 0

都城市 上水流地区農業集落排水処理場 都城市下水流町490-4 72

都城市 イシハラフーズ株式会社 都城市下川東2-1-1 4 36

廃止 都城市 都城市下川東2-3347-4 71-5

都城市 株式会社都城北諸地区清掃公社　アクア分析センター 都城市下川東2丁目13-12 71-2 1

都城市 株式会社ＥＦリテール九州　南九州支店　Dr.Driveセルフ都城店 都城市下川東3-19 71 1.85

廃止 都城市 都城市下川東3-19 71

廃止 都城市 都城市下川東3632 54

都城市 霧島酒造株式会社　本社工場 都城市下川東4-28-1 10 650

都城市 旅館トミヤ 都城市下川東4-31-13 66-3 4

廃止 都城市 都城市下川東4-5873-1 71

都城市 レストランマック 都城市下川東4-5876 66-6 105

都城市 霧島酒造株式会社　本社増設工場 都城市下川東4丁目5869番地1 10 310

都城市 東京舎ドライ 都城市下長飯町2061 67 0.4

都城市 ＳＯＮＯＤＡ　ＦＯＯＤＳ 都城市下長飯町947-4 2 1

廃止 都城市 都城市夏尾町 1-2

都城市 ジャパンミート株式会社　夏尾農場 都城市夏尾町5778 1-2 1

都城市 アベル黒豚牧場霧島農場 都城市夏尾町5793-6 1-2 0.5

都城市 株式会社はざま牧場　第２７農場 都城市夏尾町5793-6 1-2 0

都城市 ジャパンミート株式会社　御池農場 都城市夏尾町5988-137 1-2 0

都城市 株式会社河中飼料　夏尾農場 都城市夏尾町6594 1-2 39.98

廃止 都城市 都城市夏尾町6594 1-2

都城市 株式会社はざま牧場　グローバル牧場 都城市夏尾町6760-外 1-2 0

都城市 県南地区青少年教育施設 都城市夏尾町片添5988-30 66-3 40

廃止 都城市 都城市花繰町15-3-2 67

都城市 植松エネルギー式会社　ベアーズ花繰給油所 都城市花繰町15-4 71 1.62

廃止 都城市 都城市花繰町20-7 71

都城市 宮崎県木材利用技術センター 都城市花繰町21-2 71-2 5

廃止 都城市 都城市花繰町6-8 67

都城市 新井養豚場 都城市菓子野町10000 1-2 0.5

都城市 有限会社東洋カーランド　谷頭店 都城市菓子野町10299-1 71 2.8

廃止 都城市 都城市菓子野町10299-1-5 71

都城市 臼杵養豚 都城市菓子野町10767 1-2 0

都城市 稚児さくら茶屋 都城市菓子野町11745-1 66-3 1

廃止 都城市 都城市菓子野町1176-4 1-2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

都城市 堀之内産業（合）庄内工場 都城市菓子野町9347 1-2

廃止 都城市 都城市関之尾6664-147~151 66-3

都城市 佐土平牛舎 都城市関之尾町5221番地ロ 1-2 0

都城市 前畑和牛生産・肥育場 都城市関之尾町5288 1-2 0

廃止 都城市 都城市関之尾町6557-1 1-2

廃止 都城市 都城市関之尾町6606 66-3

都城市 関之尾緑の村 都城市関之尾町6618 66-3 9.8

都城市 都城農協関之尾センター 都城市関之尾町6635-14 1-2 0

廃止 都城市 都城市関之尾町6843-3 66-3

都城市 西部生コン株式会社 都城市関之尾町7221-264 55 8

廃止 都城市 都城市関之尾町地内 55

都城市 株式会社はざま牧場　第２５農場 都城市丸谷町1100-1 1-2 0

都城市 株式会社林牧場　宮崎丸谷農場 都城市丸谷町1145-2 1-2 115.6

都城市 経済連養豚実証　丸谷農場 都城市丸谷町1759-1 1-2 20

都城市 有限会社　石坂ファーム志和池農場 都城市丸谷町1905 1-2 34.3

廃止 都城市 都城市丸谷町2168-1 54

都城市 JA都城　第4農場 都城市丸谷町2717-1 1-2 0

都城市 株式会社コーソク 都城市丸谷町2725番1 55 0

廃止 都城市 都城市丸谷町2731 4

都城市 荒ケ田養豚場 都城市丸谷町2767 1-2

都城市 荒ケ田養豚 都城市丸谷町2768 1-2

都城市 荒ヶ田養豚場 都城市丸谷町2790 1-2 15

都城市 児玉養豚 都城市丸谷町3362-2 1-2 0

都城市 児玉酪農場 都城市丸谷町3816番地13 1-2 0

都城市 橋口養豚場 都城市丸谷町３９１３－１ 1-2 21.33

都城市 九州オスモザイ株式会社 都城市丸谷町458 22

廃止 都城市 都城市丸谷町458番地 21-2

都城市 吉村ファーム 都城市丸谷町4867 1-2 15

都城市 都城地区プレカット事業協同組合 都城市丸谷町5018-3 22 0

都城市 税所畜産 都城市丸谷町5510-1他 1-2 0

都城市 松下久夫（とうふ） 都城市丸谷町574-11 17 0.9

都城市 倉盛養豚 都城市丸谷町5751 1-2 0

都城市 清藤養豚 都城市丸谷町5757 1-2 0

都城市 中西養豚 都城市丸谷町647 1-2 0

廃止 都城市 都城市丸谷町647 67

都城市 株式会社都城くみあい食品 都城市丸谷町887 4 500

廃止 都城市 都城市丸谷町889-1 14

都城市 吹上牧場 都城市丸谷町下ノ原 1-2

都城市 内村肥育牛舎 都城市岩満町141-1 1-2

廃止 都城市 都城市岩満町267 17

都城市 株式会社はざま牧場　第５農場 都城市吉之元町4042-1 1-2

都城市 株式会社はざま牧場　第８農場 都城市吉之元町4043-5他 1-2 64

都城市 健幸牧場 都城市吉之元町4262-43 1-2 0

都城市 岩下農場 都城市吉之元町4509 1-2 31.9

廃止 都城市 都城市吉之元町5262-25 66-3

都城市 株式会社高千穂牧場 都城市吉之元町5265-103 2 120

廃止 都城市 都城市吉之元町5265-185 1-2

都城市 都城ワイナリー 都城市吉之元町5265-214 10 2.4

廃止 都城市 都城市吉之元町5265-59 2

廃止 都城市 都城市吉尾町1 55

都城市 株式会社スズキ自販宮崎　スズキアリーナ都城中央 都城市吉尾町175 71 2.7

都城市 高橋畜舎 都城市吉尾町1809-1,1810-1 1-2 0

廃止 都城市 都城市吉尾町1972 17

都城市 有限会社銀星タクシー　本社営業所 都城市吉尾町2144 71 1.85

廃止 都城市 都城市吉尾町2149-1 64

廃止 都城市 都城市吉尾町2159 71-2

都城市 クリーニングショップ富士工場 都城市吉尾町22,23 67 8.5

都城市 都城市衛生センター 都城市吉尾町2544-1 72 165

都城市 都城浄化センター 都城市吉尾町2560 73 9342

都城市 江夏石油株式会社吉尾給油所 都城市吉尾町２６０９ 71 2

廃止 都城市 都城市吉尾町3 54

廃止 都城市 都城市吉尾町35-1 67

都城市 都城工業高等専門学校 都城市吉尾町473-1 71-2 0

都城市 都城工業高等専門学校 都城市吉尾町473-1 71-2 5.8

都城市 宮崎日産自動車株式会社　都城営業所 都城市吉尾町57 71 2

都城市 宮崎日産自動車株式会社　都城営業所 都城市吉尾町57 71 1.85

廃止 都城市 都城市吉尾町60 71

都城市 宮崎トヨタ自動車株式会社都城店サービス工場 都城市吉尾町6135 71 5

都城市 株式会社ホンダ四輪販売南九州　HondaCars宮崎　都城吉尾店 都城市吉尾町6173 71 0.88

都城市 株式会社イムラ封筒都城工場 都城市吉尾町742 23-2 3.5

都城市 都城地区自動車整備事業協同組合 都城市吉尾町782 70-2 4

都城市 有限会社大薗漬物店 都城市吉尾町8~2 4 12

都城市 株式会社西日本宇佐美都城給油所 都城市吉尾町830-1 71 2.2

廃止 都城市 都城市久保原町17-17 67

廃止 都城市 都城市久保原町17-18 67

都城市 陸上自衛隊都城駐屯地 都城市久保原町1街区12 72 363

都城市 栄クリーニング 都城市久保原町21-5 67 1.5

都城市 有限会社下池石油商会 都城市久保原町3-26 71 1.83

廃止 都城市 都城市久保原町9-25 17

都城市 スタジオイケダフォート 都城市久保原町9-3-16 68 0.5



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

都城市 都城小川屋工場 都城市宮丸町2794,2798-2,3017-127 66-5 5

廃止 都城市 都城市宮丸町2985-1 66-3

都城市 都城農協宮丸給油所 都城市宮丸町5街区9 71 5

廃止 都城市 都城市宮丸町7-9 4

廃止 都城市 都城市金田町1950-1 71

都城市 ママドライクリーニング 都城市金田町1981-5 67 2

都城市 有限会社岩元石油金田給油所 都城市金田町2011 71 2.5

都城市 藤山養豚 都城市金田町2660-2 1-2 7

都城市 JA都城平川牧場 都城市金田町389-1、390 1-2 0.55

廃止 都城市 都城市郡元4577-3 2

廃止 都城市 都城市郡元町224 71-3

廃止 都城市 都城市郡元町3129-2 17

都城市 サニークリーニング店 都城市郡元町3205-27 67 2

廃止 都城市 都城市郡元町3243 71

廃止 都城市 都城市郡元町3245 67

都城市 福重豆腐製造所 都城市郡元町3245-100 17 2.7

都城市 さくらドライクリーニング 都城市郡元町4570-26 67

廃止 都城市 都城市郡元町4649 15

都城市 ハバラ食品有限会社 都城市郡元町4649-44 4 10

廃止 都城市 都城市郡元町4711 60

都城市 前畑とうふ店 都城市郡元町仮換地68-10-2外 17 9.9

都城市 ホテルパレット 都城市五十町1526 66-3 1.9

都城市 ニシムタ五十市店 都城市五十町2375-5,2349-1,2375-5,2305-1,2303-2 72 105

都城市 宮崎県立都城工業高等学校 都城市五十町2406 71-2 16

都城市 ツーインワン（２ｉｎ１） 都城市五十町4544~5 66-3 17

都城市 有限会社石原畜産 都城市五十町4942　外12筆 1-2 45.2

廃止 都城市 都城市五十町4942他15筆 1-2

都城市 医療法人恵心会永田病院 都城市五十町5173 68-2 120

都城市 霧島北部区域畜産基地建設事業間ケ原団地養豚肥育施設 都城市御池町 1-2

都城市 クリーンファーム株式会社 都城市御池町3408-37 1-2 0

都城市 農事組合法人ビュースカイ牧場 都城市御池町5348-104 1-2 1

都城市 ＪＡ都城東牧場 都城市御池町5348-206 1-2 2

都城市 南国興産株式会社都城ファーム 都城市御池町5392-5 1-2 20

都城市 有限会社前田畜産　第4農場 都城市御池町5392-8 1-2 0

廃止 都城市 都城市御池町5844 1-2

都城市 花岡養豚場 都城市御池町5844-7 1-2 0.8

都城市 経済連養豚実証　御池繁殖農場 都城市御池町5844番地279 1-2 61

都城市 中馬飼料有限会社　御池農場 都城市御池町6761-1 1-2 35

都城市 乙守肥育牛舎 都城市御池町6761-15 1-2 0

都城市 宮崎県畜産公社　乳牛肉用牛育成施設 都城市御池町6761-26 1-2 0

都城市 キリシマドリームファーム株式会社御池農場 都城市御池町6761-36 1-2 250

都城市 キリシマドリームファーム株式会社　　第２農場 都城市御池町札立原 1-2 0

都城市 御池牧場 都城市御池町無番地 1-2 0

廃止 都城市 都城市広原町 17

廃止 都城市 都城市広原町15-12 17

廃止 都城市 都城市広原町8-7 71-2

廃止 都城市 都城市甲斐元町1-23 17

廃止 都城市 都城市甲斐元町14街区1 67

都城市 早鈴ドライ 都城市甲斐元町22-11 67 0

廃止 都城市 都城市甲斐元町29-30 66-3

廃止 都城市 都城市甲斐元町3214 71
都城市（旧高城町） JA都城　第10農場 都城市高城町大井手1704-3 1-2 0
都城市（旧高城町） JA都城　第9農場 都城市高城町大井手2752,2753 1-2 0

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町大字有水2918-2 71

都城市 小杉牧場 都城市高木町4368 1-2

廃止 都城市 都城市高木町4409-2 17

都城市 外枦保とうふ店 都城市高木町4474-1 17 5

都城市 有限会社穴井豆腐製造所 都城市高木町4858-1､4858-2 17 41.2

都城市 有限会社みやざき炊飯すし商　都城工場 都城市高木町4864-15 66-5 19.2

都城市 田中種豚場 都城市高木町4916 1-2

都城市 野添団地 都城市高木町5075-3 1-2 0

都城市 南日本酪農協同株式会社都城工場 都城市高木町5282番地 2 2700

都城市 ＪＡ都城　朝霧の里 都城市高木町6200-2 72 150

都城市 マキタ農産物加工製造工場 都城市高木町6226-5 18-2 16

都城市 都城農業協同組合　ＪＡ都城インターセルフＳＳ朝霧 都城市高木町6333-1 71 1.85

廃止 都城市 都城市高木町7111-1 71-5

都城市 株式会社九州コガネイ 都城市高木町7111-4 65 3.09

都城市 株式会社都城化製 都城市高野町1237-89 11

都城市 福元畜産有限会社 都城市高野町1537 1-2 0

都城市 経済連養豚実証　渡司農場 都城市高野町2744-18 1-2

都城市 JA都城　第7農場 都城市高野町2866-3 1-2 0

都城市 前田牛舎 都城市高野町2867-1 1-2 0

都城市 都城農業協同組合　西岳給油所 都城市高野町3074-2 71 1.85

都城市 株式会社河中飼料　高野農場 都城市高野町3163-1 1-2 24

都城市 徳石石油店　西岳給油所 都城市高野町3774番地２ 71 0.5

都城市 南州食品株式会社都城養豚場 都城市今町7164 1-2 7.5

都城市 西郷養豚 都城市今町7768 1-2 0

都城市 篠原畜産有限会社 都城市今町7967-3 1-2 0

都城市 楠見養豚 都城市今町8373-2 1-2 2

都城市 楠見養鶏 都城市今町8410-3 2 1.5



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

都城市 JA都城　第１農場 都城市今町8520 1-2 0

廃止 都城市 都城市今町8921 17

廃止 都城市 都城市今町8984 3

都城市 株式会社ホンダ四輪販売南九州　都城妻ヶ丘店 都城市妻ケ丘町1-12 71 3

都城市 クレハドライ店 都城市妻ｹ丘町26-8 67 2

都城市 株式会社ＮＰＧ前野フーズ 都城市志比田町10843 16 70

都城市 江夏石油株式会社　セルフ平田橋 都城市志比田町3672-1 71 2

都城市 株式会社サニー・シーリング 都城市志比田町3744-1 23-2 0

都城市 坂田漬物店 都城市志比田町3781 4

都城市 医療法人一誠会都城新生病院 都城市志比田町3782 68-2 220

都城市 ホテルスペース24 都城市志比田町4496-9 66-3 48

都城市 パステルクリーニング 都城市志比田町4531-1 67 0.3

都城市 安藤畜産 都城市志比田町4599 1-2

都城市 都城農協志比田給油所 都城市志比田町4610-1 71 5

廃止 都城市 都城市志比田町4741-1 19

廃止 都城市 都城市志比田町4776-1 17

都城市 中央終末処理場 都城市志比田町5076番地 73 14085

廃止 都城市 都城市志比田町5091 72

都城市 徳石石油店志比田給油所 都城市志比田町5336-7 71 1

都城市 霧島酒造株式会社　志比田工場 都城市志比田町5480 10 500

都城市 霧島リサイクル協同組合 都城市志比田町5480 24 0

都城市 霧島酒造株式会社志比田第二増設工場 都城市志比田町5548番4 10 310

都城市 都城市公設地方卸売市場 都城市志比田町5571-1 69-3 150

廃止 都城市 都城市志比田町5576 30

廃止 都城市 都城市志比田町5613-1 71

廃止 都城市 都城市志比田町5613-1 71

都城市 又木水産食品株式会社 都城市志比田町5654 3 10

都城市 霧島酒造株式会社　志比田増設工場 都城市志比田町5657番地 10 523

都城市 有限会社都城生麺 都城市志比田町5669-5 16 10

廃止 都城市 都城市志比田町5752-3 16

都城市 有限会社山崎鉱油　志比田給油所 都城市志比田町5835-6 71 1.85

廃止 都城市 都城市志比田町5932 54

都城市 有限会社椎葉漬物店 都城市志比田町9571 4 7

都城市 高橋養豚 都城市志比田町9880 1-2 0

廃止 都城市 都城市若葉町14-3の2 67

都城市 宮崎県立都城農業高等学校 都城市祝吉町1丁目5-1 71-2 0

都城市 独立行政法人国立病院機構都城医療センター 都城市祝吉町5033-1 68-2

都城市 岩崎産業株式会社東都城給油所 都城市祝吉町5125 71 2.4

廃止 都城市 都城市小松原町1077 66-3

都城市 菊水旅館 都城市小松原町1144-23 66-3 0.2

都城市 有限会社東洋カーランド　カーランド中央店 都城市小松原町１号６番地 71 2.5

廃止 都城市 都城市庄内町 66-3

都城市 JA都城肉用牛生産団地 都城市庄内町11973 1-2 0

都城市 園田養豚場 都城市庄内町12015 1-2

都城市 園田養豚（第一農場） 都城市庄内町12015 1-2

廃止 都城市 都城市庄内町12051-3 17

都城市 園田養豚第二農場 都城市庄内町12210 1-2

廃止 都城市 都城市庄内町12337 67

都城市 荒武ドライセンター 都城市庄内町12475 67 3

都城市 がまこう庵 都城市庄内町12742 4 5

都城市 庄内荘 都城市庄内町12754 66-3 3.1

都城市 株式会社イケダデーリィファーム 都城市庄内町13245-33 1-2 0

都城市 株式会社　イーエスシー 都城市庄内町14307-12 11 0

都城市 日高石油店　都城庄内給油所 都城市庄内町7950-1 71 2.5

都城市 都城農業協同組合　庄内給油所 都城市庄内町8677-1 71 2.35

都城市 有限会社徳石石油　都城庄内給油所 都城市庄内町8678 71 3.5

廃止 都城市 都城市庄内町西区7965 54

廃止 都城市 都城市庄内町西区8027-19 17

都城市 有限会社ツチモチ西駅前給油所 都城市松元町3-1 71 1.5

都城市 旅館　中山荘 都城市松元町3-20 66-3 20

廃止 都城市 都城市松元町7-3 66-3

廃止 都城市 都城市松元町8-4 66-3

廃止 都城市 都城市松元町9-16 66-3

廃止 都城市 都城市松元町9-6 66-3

廃止 都城市 都城市松元町9-7 66-3

廃止 都城市 都城市松元町9街区4 66-3

廃止 都城市 都城市松元町西新町20-2 66-3

廃止 都城市 都城市菖蒲原32-8 67

都城市 あやめ屋ドライクリーニング店 都城市菖蒲原町24-1 67 1

廃止 都城市 都城市上水流町1167 17

都城市 村岡クリーニング店 都城市上水流町1174-4 67 0.5

都城市 花堂商店冷菓部 都城市上水流町1656 2

廃止 都城市 都城市上水流町1872 54

廃止 都城市 都城市上水流町2354-2 67

都城市 都城農業共同組合　志和池給油所 都城市上水流町2452-2 71 2.34

都城市 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社　南部工場 都城市上水流町2832 2 1400

廃止 都城市 都城市上水流町2880 54

都城市 志和池畜産センター 都城市上水流町2930-23 1-2 0

都城市 都城トラック団地協同組合 都城市上水流町818 71 8

都城市 ラビットドライクリーニング 都城市上川東1-19-1 67 0



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 都城市 都城市上川東1-27-3 67

廃止 都城市 都城市上川東1-3-13 17

廃止 都城市 都城市上川東1-4-3 67

都城市 株式会社エビス商事　ブロイラー加工部 都城市上川東2-1-12 2 6.3

都城市 都城農業改良普及所 都城市上川東2-5295-1 71-2

廃止 都城市 都城市上川東3-14-3 71-2

都城市 大草ドライ 都城市上川東3-1-6 67 8

都城市 都城農協川東第一給油所 都城市上川東4-2-14 71 6

都城市 都城サンプラザホテル 都城市上川東4丁目5975-1 66-3 48.5

廃止 都城市 都城市上町1-14 71

都城市 三愛クリーニング 都城市上町13-12 67

廃止 都城市 都城市上町1318 66-3

廃止 都城市 都城市上町17 66-3

廃止 都城市 都城市上町3街区10 66-3

廃止 都城市 都城市上町4-3 66-3

都城市 旅館乃むら 都城市上町4街区14 66-3 1

都城市 すぴーどぷりんと４５分　写真屋 都城市上長飯町38-3 68

廃止 都城市 都城市上長飯町44-20 71

都城市 都クリーニング 都城市上長飯町5379 67 2

都城市 大淀開発株式会社 都城市上長飯町5427番地1 55 4.4

都城市 大淀開発株式会社砕石工場 都城市上長飯町5433 59 0

廃止 都城市 都城市上長飯町57-11 17

都城市 江夏石油株式会社上長飯給油所 都城市上長飯町6-1 71 7

都城市 大丸ドライ 都城市上東町11-12 67 2

廃止 都城市 都城市上東町4街区3 19

廃止 都城市 都城市上東町6-1 71

都城市 都北産業株式会社砂利プラント 都城市神之山町1584番地１ 60 0

都城市 都北産業株式会社生コンクリートプラント 都城市神之山町1586 55 5

都城市 都城生コン株式会社 都城市神之山町1788 55 2

廃止 都城市 都城市神之山町1796-2 71

都城市 有限会社カードックサービス　都城店 都城市神之山町1796-6 71 3.2

都城市 南九州日野自動車株式会社都城支店 都城市神之山町1884-1 71 2

都城市 いすゞ自動車九州株式会社宮崎支社都城支店 都城市神之山町2225 70-2 11.27

都城市 西部生コン株式会社　神之山プラント 都城市神之山町4814番地 60 10

都城市 ヤマエ食品工業株式会社 都城市西町3646 5 876

廃止 都城市 都城市西町3684 17

都城市 早川しょうゆ・みそ株式会社 都城市西町3732 5 48

都城市 メガペトロ株式会社ぺトラス早水店 都城市千町4351-5 71 2.8

廃止 都城市 都城市千町4836-15 18-3

都城市 都城おしぼりセンター 都城市千町4895-10 67 10

廃止 都城市 都城市千町4993 66-3

廃止 都城市 都城市川東字平野下5896 71

廃止 都城市 都城市川東町3870（下川東3丁目9） 54

都城市 旅館たつみ 都城市川東町4571-1 66-3 35

廃止 都城市 都城市川東町4576-1 66-3

都城市 都城ビジネスホテル 都城市川東町9-1 66-3 30

都城市 江夏石油株式会社川東給油所 都城市川東町永増5843 71 0.1

都城市 江夏石油株式会社給油所 都城市川東町二本松6209 71 1.2

廃止 都城市 都城市前田町11-3 66-3

廃止 都城市 都城市前田町14街区18 5

廃止 都城市 都城市前田町16-8 66-3

廃止 都城市 都城市前田町17-22 8

廃止 都城市 都城市前田町18-2 66-3

都城市 江夏石油株式会社前田給油所 都城市前田町8-16 71 1.79

廃止 都城市 都城市早水町26-5-2 17

都城市 江夏石油株式会社　セルフ早水給油所 都城市早水町29-10 71 2.2

都城市 有限会社財部とうふ店 都城市早水町31-3,31-4 17 90

都城市 ＣＢＳリネンサービス 都城市早水町32-8 67 8.83

都城市 有限会社笠野石油店　都城給油所 都城市早水町37-3 71 4

廃止 都城市 都城市早水町3885 66-3

都城市 有限会社笠野石油店　早水中央給油所 都城市早水町4-10 71 1.28

都城市 株式会社トーア 都城市早水町4500 22 3

都城市 都城木材工業共同組合 都城市早水町4500 22

廃止 都城市 都城市早水町4503-10 66-3

都城市 都城農業協同組合　早鈴給油所 都城市早鈴町1397-2 71 1.85

廃止 都城市 都城市早鈴町1397-2 71

都城市 柳田酒造（合） 都城市早鈴町14街区4 10 8.2

都城市 ホープクリーニング第７工場 都城市早鈴町1508-7 67 19

都城市 藤元病院 都城市早鈴町17街区4 68-2 85

都城市 川口木材株式会社 都城市早鈴町1866-2 21-2 8

都城市 メガペトロ株式会社　ペトラス都城店 都城市早鈴町2081 71 1.85

都城市 株式会社日東フローリング工場 都城市早鈴町2146 21-3 2.8

廃止 都城市 都城市蔵原町1街区9 71

都城市 JA都城　第3農場 都城市太郎坊町1070,1071,1072 1-2 0

都城市 都城市郡医師会病院 都城市太郎坊町1364-1 72 259

都城市 中村ブロック工業所 都城市太郎坊町1658 54

都城市 都城農業協同組合　沖水給油所 都城市太郎坊町1928-3 71 1.85

廃止 都城市 都城市太郎坊町1928-3 71

都城市 ネッツトヨタヒムカ株式会社都城店 都城市太郎坊町6061 71 1.35

都城市 有限会社栗山ノーサン　本社工場 都城市大王町33-12 2 35



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

都城市 南九州パーフェクトセンター 都城市大王町394 71 2

都城市 ホテル　ファイン 都城市大王町40号6番地 66-3

都城市 宮崎ノーサンミート株式会社 都城市大王町546 2 12

廃止 都城市 都城市大王町6-9 66-3

都城市 江夏石油株式会社大王給油所 都城市大王町8街区13 71 10

廃止 都城市 都城市大岩田町5303-8 71

廃止 都城市 都城市大岩田町5381 71

廃止 都城市 都城市大岩田町5789-1 66-3

都城市 新屋養豚 都城市大岩田町8056 1-2

廃止 都城市 都城市鷹尾1-1街区12 4

廃止 都城市 都城市鷹尾1-27-9 66-4

廃止 都城市 都城市鷹尾1-3648 66-3

都城市 有限会社　東洋カーランド　セルフ鷹尾店 都城市鷹尾1-3892 71 0.97

都城市 丸栄ドライクリーニング 都城市鷹尾1丁目11-9 67 2.5

廃止 都城市 都城市鷹尾3-3-7 71

都城市 株式会社EFﾘﾃｰﾙ九州南九州支店　Dr.Driveセルフ鷹尾店 都城市鷹尾４丁目１街区５号 71 0.97

都城市 ながやま作業所 都城市鷹尾5丁目4342-7の一部、蓑原町3207-1の一部 66-5 12

都城市 ＪＡ都城　五十市給油所 都城市鷹尾町1916-1 71 0.4

廃止 都城市 都城市鷹尾町3-14-22 67

廃止 都城市 都城市鷹尾町3619-1 17

廃止 都城市 都城市鷹尾町5-1-42 67

廃止 都城市 都城市中原町263 66-3

都城市 キタムラ都城店 都城市中原町31-5 68 0

廃止 都城市 都城市中原町35-10 66-3

都城市 株式会社Misumi中原給油所 都城市中原町7-5 71 2.5

都城市 ビジネスホテル国民旅館よつもと 都城市中町9-1 66-3 5

都城市 横濱屋ドライ 都城市中町9-6 67 0.2

廃止 都城市 都城市天神町17 17

都城市 有限会社光陽石油　都原給油所 都城市都原町20-10 71 2

都城市 千日ドライ 都城市都原町25-2 67 0

廃止 都城市 都城市都原町7413 2

都城市 有限会社田之上石油店都原給油所 都城市都原町7415-1 71 1.85

都城市 株式会社コヅマ　ホンダカーズ都城西 都城市都原町7601 71 1

廃止 都城市 都城市都原町8105-5 66-3

都城市 日精印刷株式会社 都城市都島町126-3 23-2 1.5

廃止 都城市 都城市都島町210-54 67

廃止 都城市 都城市都島町503 66-3

廃止 都城市 都城市都島町533 10

都城市 株式会社ジャンボンフーズ 都城市都島町94-3 2 18

都城市 宮崎ダイハツ販売株式会社　都城営業所 都城市都北町 71 0.88

都城市 太陽石油販売株式会社　ｾﾙﾌ都城給油所 都城市都北町1104-1、1104-5、1105-1、1103-2 71 1.75

廃止 都城市 都城市都北町1104-5 55

廃止 都城市 都城市都北町1662-1 55

廃止 都城市 都城市都北町3628 71-5

都城市 ＣＢＳリネンサービス2号店都北 都城市都北町3628-1 67 0

都城市 住友ゴム工業株式会社　宮崎工場 都城市都北町3番 51-2 5270

廃止 都城市 都城市都北町4896 54

廃止 都城市 都城市都北町5019 54

都城市 株式会社イデックスリテール南九州　セルフ都北給油所 都城市都北町5721-2 71 2.48

都城市 都城農業業協同組合　中央農機自動車整備センター 都城市都北町5722 70-2 5

都城市 有限会社都城ホープクリーニング 都城市都北町5745 67 5

都城市 三菱ふそうトラック・バス株式会社　九州ふそう都城支店 都城市都北町5766 70-2 10.3

都城市 株式会社ホンダ四輪販売南九州　Honda Cars宮崎都城中央店 都城市都北町5770-1 71 1.17

都城市 おしぼり都城 都城市都北町5783-5 67 1.5

都城市 南九州スバル株式会社　都城店 都城市都北町5795 71 4

廃止 都城市 都城市都北町5795-1 71

都城市 ベッセルホテル都城 都城市都北町5819番3の一部 66-3 30.734

廃止 都城市 都城市都北町5928 71

都城市 はしぐち石油　都城都北給油所 都城市都北町6003 71 3.8

廃止 都城市 都城市都北町6012 21-2

都城市 トヨタカローラ宮崎株式会社　都城営業所 都城市都北町6013 71 1.85

都城市 宮崎トヨペット株式会社　都城営業所 都城市都北町6060 71 5

廃止 都城市 都城市都北町6252 71

都城市 株式会社日産サティオ宮崎　都城店 都城市都北町6253 71 0.88

都城市 ネッツトヨタ宮崎株式会社　都城店 都城市都北町6330 71 2.08

都城市 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ　都城北給油所 都城市都北町6358-2 71 1.5

都城市 ユースホステル民宿都城荘 都城市都北町6361-1 66-3 1.4

都城市 株式会社南九州マツダ都城店 都城市都北町6379 71 0.88

都城市 宮崎マツダ都城店 都城市都北町6379,6381,6382 71 3.2

都城市 宮崎三菱自動車販売株式会社　都城店・ｸﾘｰﾝｶｰ都城 都城市都北町6457 71 1.85

都城市 江夏石油株式会社　都北工業団地給油所 都城市都北町7036 71 1.79

都城市 株式会社清和金属製作所 都城市都北町7171 65 1

都城市 太豊自動車 都城市都北町7387 71 2.4

都城市 東洋技研工業株式会社 都城市都北町7447 65 16

都城市 株式会社トーアミ技研事業部宮崎工場 都城市都北町７４６４番地 65 5

都城市 江夏石油株式会社　都城インターチェンジ給油所 都城市都北町7682-2 71 1.96

都城市 有限会社上原精機 都城市都北町829 65 6

廃止 都城市 都城市都北町松ノ元宮交バス停前 66-3

廃止 都城市 都城市東町10-6 67

廃止 都城市 都城市東町11-23 67



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

都城市 株式会社サクラカラー宮崎都城現像所 都城市東町4381 68 4.1

都城市 株式会社児湯食鳥都城工場 都城市南横市町1280 2 856

都城市 みやさん食品株式会社都城事業所 都城市南横市町1280 18-2 35

廃止 都城市 都城市南横市町3819 66-3

廃止 都城市 都城市南横市町4473 1-2

都城市 上田養豚場 都城市南横市町4473-2 1-2 0.3

都城市 ホテルノア 都城市南横市町7049 66-3 11.2

廃止 都城市 都城市南横市町7869-2 1-2

都城市 JA都城　第２農場 都城市南横市町8499,8500 1-2 0

都城市 鎌田養豚 都城市南横市町8685 1-2 0

都城市 フュージョン株式会社 都城市南横市町9710番地 18-2 20

廃止 都城市 都城市南郡元町3-326-79 17

廃止 都城市 都城市南鷹尾町10街区38 66-3

廃止 都城市 都城市年見町11-11 10

都城市 有限会社大峯麺 都城市年見町12街区10-の1 16 30

都城市 トヨタオート宮崎株式会社都城年見営業所 都城市年見町四街区11 71 2.3

廃止 都城市 都城市梅北町 71

都城市 都城農協　中郷給油所 都城市梅北町12236 71 3.18

都城市 有限会社中馬飼料梅北農場 都城市梅北町13566 1-2 2.2

廃止 都城市 都城市梅北町2441 17

都城市 JA都城　第5農場 都城市梅北町3704-1 1-2 0

廃止 都城市 都城市梅北町4392 67

廃止 都城市 都城市梅北町5264 17

都城市 JA都城　第6農場 都城市梅北町6689-1 1-2 0

都城市 株式会社ふるかわフーズ 都城市梅北町6691-7 4 71

都城市 本田養豚場 都城市梅北町704 1-2

廃止 都城市 都城市梅北町7368-15 54

都城市 大塚畜産 都城市梅北町769 1-2 0

廃止 都城市 都城市梅北町7805-7 67

廃止 都城市 都城市梅北町8099-2 17

都城市 大塚畜産3号 都城市梅北町8955 1-2

都城市 鶴田豆腐店 都城市梅北町9778-6 17 20

廃止 都城市 都城市八幡町14-19 67

都城市 植松エネルギー株式会社　都城八幡給油所 都城市八幡町1街区19 71 2.75

廃止 都城市 都城市八幡町6-8 8

廃止 都城市 都城市八幡町8-18 17

廃止 都城市 都城市八幡町8-7 67

都城市 株式会社河中飼料　美川農場 都城市美川町2637-12 1-2 8

廃止 都城市 都城市美川町486-4 17

都城市 有限会社中村養鶏 都城市美川町818-2 2 0.2

都城市 西岳牧場 都城市美川町西岳 1-2

廃止 都城市 都城市美川町西岳4170 1-2

都城市 湯穴温泉 都城市美川町西岳4518-9 66-3

都城市 鎌田クリーニング店 都城市姫城町16-13 67 2

廃止 都城市 都城市姫城町19-5 67

廃止 都城市 都城市姫城町22-2 67

都城市 内田石油姫城ＳＳ 都城市姫城町22街区8 71 1

都城市 ドライクリーニング博多商会 都城市姫城町29-7 67 4

廃止 都城市 都城市姫城町5街区25 71

都城市 都城地区総合保健センター 都城市姫城町9街区22 71-2 12

都城市 ホテルミカゲ 都城市平江町 66-3 5

廃止 都城市 都城市平江町15-5 71

廃止 都城市 都城市平江町20 10

都城市 植松エネルギー株式会社　平江給油所 都城市平江町2-10 71 2.1

廃止 都城市 都城市平江町3-13 71

都城市 宮崎県都城食肉衛生検査所 都城市平江町38-1 71-2

都城市 鎌田石油西之前給油所 都城市平江町38-9 71 2.33

廃止 都城市 都城市平江町5-7 71

都城市 冨田養豚場 都城市平塚町2749-1 1-2

都城市 住宅型有料老人ホームハートハンズ 都城市平塚町3172-1 66-3 22

都城市 三州クリーニング店 都城市平塚町4111 67 3

廃止 都城市 都城市平塚町4211 17

都城市 中川農場 都城市平塚町4351-1外21筆 1-2 0

廃止 都城市 都城市平塚町4382 1-2

都城市 稲森酪農 都城市平塚町4865-1 1-2

都城市 石原政養豚場 都城市平塚町4952 1-2

都城市 大淀開発株式会社　砂利プラント工場 都城市豊満町1716番2 60 600

都城市 大淀開発株式会社　ブロック工場 都城市豊満町76 54 1.5

都城市 株式会社エビス商事ブロイラー処理場 都城市豊満町970 2

都城市 株式会社エビス商事 都城市豊満町980-1 11 550

廃止 都城市 都城市北原町 66-3

都城市 都城ニユーグランドホテル 都城市北原町1106 66-3 38

廃止 都城市 都城市北原町1136 66-3

都城市 鹿児島交通株式会社　都城営業所 都城市北原町1-22 71 5.4

廃止 都城市 都城市北原町1418-6 66-3

都城市 江夏石油株式会社　北原給油所 都城市北原町3街区16 71 1.5

都城市 中尾牛舎 都城市蓑原町1683-2 1-2 0

都城市 有限会社河中農園 都城市蓑原町1755番地 1-2 0.35

都城市 後田団地（牛舎） 都城市蓑原町2270-1 1-2 0

都城市 岩元豆腐店 都城市蓑原町2293-4 17 0.3



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 都城市 都城市蓑原町2370 71

廃止 都城市 都城市蓑原町2373-16 17

都城市 朝日クリーニング 都城市蓑原町3248-48 67 18

廃止 都城市 都城市蓑原町8655-4 2

都城市 有限会社玉屋 都城市牟田間27街区12 66-6 0

都城市 （資）熊本製餡所 都城市牟田町17-3 8 1

廃止 都城市 都城市牟田町19-9 66-3

廃止 都城市 都城市牟田町23-1 17

廃止 都城市 都城市牟田町24-17 2

廃止 都城市 都城市牟田町29-17 71

都城市 持永醸造株式会社 都城市牟田町3-9 10

廃止 都城市 都城市牟田町4-4 66-3

廃止 都城市 都城市牟田町7-5 66-3

都城市 福留牛舎 都城市野々谷町1426 1-2 0

都城市 霧島養鶏場 都城市野々美谷町 1-2

都城市 株式会社はざま牧場　新第３農場 都城市野々美谷町1905､外 1-2

廃止 都城市 都城市野々美谷町1909 1-2

都城市 株式会社はざま牧場　新第２農場、新第３農場 都城市野々美谷町1918外､1905外 1-2

都城市 株式会社はざま牧場　第２農場 都城市野々美谷町1927-1 1-2 44

廃止 都城市 都城市野々美谷町1933-17 1-2

都城市 株式会社はざま牧場　第１農場 都城市野々美谷町1934-1 1-2

都城市 有限会社都城地域環境保全センター 都城市野々美谷町１９４８番地１ 74 48

都城市 株式会社はざま牧場　第７農場-１ 都城市野々美谷町1999　外 1-2 0

都城市 株式会社はざま牧場　第７農場―２ 都城市野々美谷町2008-外 1-2 0

都城市 有限会社東食品 都城市野々美谷町2277-1 4 8

都城市 株式会社はざま牧場　第４農場 都城市野々美谷町2820-1 1-2 0

廃止 都城市 都城市野々美谷町3387-2 17

都城市 松原養豚場 都城市野々美谷町3434 1-2

廃止 都城市 都城市野々美谷町766 4

廃止 都城市 都城市野々美谷町766 66-5

廃止 都城市 都城市野々美谷町920-9 17

都城市 竹之下養豚場 都城市野々美谷町森田上西 1-2 2.9

都城市 メディカルシティ東部病院 都城市立野町3633-1 72 118

都城市 宮崎産業経営大学都城キャンパス 都城市立野町3764-1 72 135
都城市（旧山之口町） 江口畜産 都城市山之口町1079 1-2
都城市（旧山之口町） 都城市山之口学校給食センター 都城市山之口町花木1493-1外 66-4 20
都城市（旧山之口町） 諏訪畜産 都城市山之口町花木1682-1外 1-2 0
都城市（旧山之口町） 都城農業協同組合山之口給油所 都城市山之口町花木2003-1 71 1.85

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町花木2061-4 17

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町花木2263 66-3
都城市（旧山之口町） 河野石油　山之口給油所 都城市山之口町花木2279 71 1.85
都城市（旧山之口町） 安丸石油山之口給油所 都城市山之口町花木2306-6 71 1.5

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町花木字脇別府2333-7 71-5

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町三十山1880-24 1-2
都城市（旧山之口町） 総合交流活性化センター（青井岳荘） 都城市山之口町山之口2123 66-3 9115
都城市（旧山之口町） 西平豆腐店 都城市山之口町山之口2283-74 17 7
都城市（旧山之口町） 有限会社山下石油　山之口東給油所 都城市山之口町山之口3108 71 1.85
都城市（旧山之口町） 矢野産業 都城市山之口町山之口3556 4 12
都城市（旧山之口町） 有限会社南屋コンクリート工業 都城市山之口町山之口境木3561 54
都城市（旧山之口町） 九州自動車道山之口ＳＡ 都城市山之口町山之口字丸岡元 72 130

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町山之口字吉ﾉ元2299-2 66-3
都城市（旧山之口町） 麓地区農業集落排水施設 都城市山之口町山之口字小井手4866-6 72 230
都城市（旧山之口町） ホテルユーロ・ファンタジア 都城市山之口町山之口字上長野2283-13 66-3 20
都城市（旧山之口町） 上原ファーム麓農場 都城市山之口町山之口字新道1396 1-2 0

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町字丸岡3319 66-3
都城市（旧山之口町） 山之内養豚 都城市山之口町字富吉3763 1-2
都城市（旧山之口町） 亀沢牧場 都城市山之口町富吉1403-4 1-2 0

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町富吉2588 54
都城市（旧山之口町） 野上セメント瓦工業所 都城市山之口町富吉2810-1 54 15
都城市（旧山之口町） JUKI宮崎精密株式会社 都城市山之口町富吉２８９４番地 63 0.4
都城市（旧山之口町） サンテックス都北店 都城市山之口町富吉2912番地1 67 0.5
都城市（旧山之口町） 有限会社中村牧場 都城市山之口町富吉3000 1-2
都城市（旧山之口町） 株式会社　東洋 都城市山之口町富吉３０２７の１ 2 4.6

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町富吉3919 71
都城市（旧山之口町） 宮迫豆腐店 都城市山之口町富吉4585-6 17 0.5
都城市（旧山之口町） 中西牧場 都城市山之口町富吉4619 2 1.6
都城市（旧山之口町） 上原ファーム本社農場 都城市山之口町富吉6630 1-2 22.6
都城市（旧山之口町） 乗峯牛舎 都城市山之口町富吉7681 1-2 0
都城市（旧山之口町） にゃるる 都城市山之口町富吉7724 66-3 1.7
都城市（旧山之口町） 有限会社中村牧場 都城市山之口町富吉字京陣原2997-3 2 15
都城市（旧山之口町） サンテックス株式会社 都城市山之口町富吉字向原2912-1 67 9.6
都城市（旧山之口町） 都城市山之口浄化センタ－ 都城市山之口町富吉字笹原 73 390
都城市（旧山之口町） 乗峯牧場肥育牛舎 都城市山之口町富吉字持田7431-2,3 1-2
都城市（旧山之口町） 中原正近地区農業集落排水施設 都城市山之口町富吉字西畑2091-3 72 241
都城市（旧山之口町） 下富吉地区農業集落排水施設 都城市山之口町富吉字前田3467-1,3468,外 72 327
都城市（旧山之口町） 上原ファーム別府平農場 都城市山之口町富吉字別府平7129-1 1-2 35.5

廃止 都城市（旧山之口町） 都城市山之口町冨吉字別府平7129-1 1-2
都城市（旧高城町） 飯盛養豚場 都城市高城町桜木 1-2
都城市（旧高城町） 東農産 都城市高城町桜木1557 1-2 0
都城市（旧高城町） 園田畜産 都城市高城町桜木2052､2106､2111 1-2 0.1



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町桜木228-8 54
都城市（旧高城町） 高城町桜木宝光地区農業集落排水処理施設 都城市高城町桜木字下川原田1125-8,9 72 465
都城市（旧高城町） 高城町横手・原中地区農業集落排水処理施設 都城市高城町桜木字竹原田147-3 72 141
都城市（旧高城町） 楠生畜産 都城市高城町四家1145 1-2
都城市（旧高城町） 紅葉谷　正養豚場 都城市高城町四家1436-125 1-2 0

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町四家1585-1 60
都城市（旧高城町） 山あい珈琲園 都城市高城町四家1653-46 66-3
都城市（旧高城町） 有限会社ホテル山荘 都城市高城町四家1685 66-3 20
都城市（旧高城町） 井ノ上養豚 都城市高城町四家306-11 1-2 0
都城市（旧高城町） 関養豚 都城市高城町四家679-1 1-2 0
都城市（旧高城町） 上原ファーム川間農場 都城市高城町四家大開829-62 1-2 71
都城市（旧高城町） 飯盛畜産 都城市高城町四家蓑野 1-2 0.3
都城市（旧高城町） 関養豚 都城市高城町四家様ヶ野1076 1-2 0
都城市（旧高城町） 稲吉豆腐製造所 都城市高城町石山1108 17

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町石山1667 17

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町石山2851-4 2
都城市（旧高城町） 農事組合法人ユニオン，デーリィファーム 都城市高城町石山287-ｲ 1-2
都城市（旧高城町） インフラテック株式会社　高城工場 都城市高城町石山2980番地 54 0.8
都城市（旧高城町） 石山農場 都城市高城町石山3130-2 1-2 30
都城市（旧高城町） 農事組合法人石山肉牛組合 都城市高城町石山3316 1-2 0.4
都城市（旧高城町） アベル黒豚牧場石山農場　　　　　　　　　　　　　　　　・ 都城市高城町石山3551-27 1-2 12
都城市（旧高城町） JA都城　第８農場 都城市高城町石山4002-17,4002-18 1-2 0
都城市（旧高城町） 有限会社ユニオンミートファーム 都城市高城町石山4002-2 1-2
都城市（旧高城町） 高城町ふれあいセンター 都城市高城町石山4305-10 66-3 50
都城市（旧高城町） 飯田石油店 都城市高城町石山44-1 71 1.85
都城市（旧高城町） 清水畜産 都城市高城町石山字原村4088､4089 1-2 1

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町石山字高取原3130 1-2
都城市（旧高城町） 山下牧場 都城市高城町石山字高取原3143-7､3134-3､3131-2 1-2 0
都城市（旧高城町） 石山地区農業集落排水処理施設 都城市高城町石山字在久1631,1640,1641,1643-1 72 727
都城市（旧高城町） 都城農業協同組合　有水給油所 都城市高城町石山字川原田3029-1 71 1.85
都城市（旧高城町） 萩原養豚生産主団地 都城市高城町石山字柤合木1964-2 1-2 45.4
都城市（旧高城町） 有限会社三幸産業 都城市高城町石山瀬口3849 60
都城市（旧高城町） 春日荘 都城市高城町大井手106-3 66-3 5.4
都城市（旧高城町） 重信畜産 都城市高城町大井手1443-1 1-2
都城市（旧高城町） 重信畜産 都城市高城町大井手1444-1 1-2
都城市（旧高城町） 株式会社河中飼料　高城農場 都城市高城町大井手1724-2 1-2 12

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町大井手2626-9 17
都城市（旧高城町） 都城農業協同組合高城給油所 都城市高城町大井手2647-1 71 1.85
都城市（旧高城町） 有限会社ホテル春日 都城市高城町大井手3306番地 66-3 7.5
都城市（旧高城町） 中村牧場牛舎 都城市高城町大井手字十三塚1924-1 1-2 0
都城市（旧高城町） ＫＡファーム 都城市高城町大井手堂田1656 1-2 0
都城市（旧高城町） ＫＡファーム 都城市高城町大井手堂田1656 1-2 0
都城市（旧高城町） 有限会社ホテル観音 都城市高城町谷ﾉ口字3395-1,2,3 3593-1 66-3 10
都城市（旧高城町） 九州オーエム株式会社宮崎工場 都城市高城町穂満坊1370 65 35
都城市（旧高城町） Flower豆冨店 都城市高城町穂満坊2656-3 17 0

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊2676 2
都城市（旧高城町） 榎田ドライ 都城市高城町穂満坊2703-12 67 1.5

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊300-7 17

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊3043 66-3
都城市（旧高城町） 菊村養豚場 都城市高城町穂満坊3234 1-2
都城市（旧高城町） 小春荘 都城市高城町穂満坊324 66-6 5

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊327-4 17
都城市（旧高城町） 株式会社ジョイランド高城高城給油所 都城市高城町穂満坊635 71 1.77

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊636 71

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊747 66-3
都城市（旧高城町） 宮崎アポロ株式会社高城中央店 都城市高城町穂満坊810-1 71 2.3
都城市（旧高城町） 有明クリーニング店 都城市高城町穂満坊91-3 67 1.5
都城市（旧高城町） 永緑畜産 都城市高城町穂満坊字小丸1977､1973､1972 1-2 1
都城市（旧高城町） 高城浄化センタ－ 都城市高城町穂満坊字大丸 73 380
都城市（旧高城町） フュージョン株式会社 都城市高城町穂満坊字野中1001番1 2 286.9

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町穂満坊馬場 66-3
都城市（旧高城町） インターファーム株式会社　高城農場 都城市高城町有水1820 1-2 860
都城市（旧高城町） インターファーム株式会社 都城市高城町有水1843-26 1-2
都城市（旧高城町） 南国興産株式会社 都城市高城町有水1941 11 1981
都城市（旧高城町） 南国興産株式会社 都城市高城町有水1941 11 0
都城市（旧高城町） 死亡牛BSE検査施設 都城市高城町有水1941 71-2 0.5
都城市（旧高城町） 南国興産株式会社　ペット工場 都城市高城町有水1941-262 11 3
都城市（旧高城町） 経済連養豚実証　高城第二肥育農場 都城市高城町有水1952-19 1-2 0.7
都城市（旧高城町） 経済連養豚実証　高城第一肥育農場 都城市高城町有水1952番地2 1-2 0
都城市（旧高城町） 藤田とうふ店 都城市高城町有水2589-1 17 3
都城市（旧高城町） 南国興産株式会社 都城市高城町有水3168-70、3168-77、3214、3215-1 1-2 0

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町有水3367 17

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町有水4413 1-2

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町有水4443 1-2
都城市（旧高城町） ナンチクファーム高城農場 都城市高城町有水4443-18 1-2 0
都城市（旧高城町） 永順産業株式会社高城砕石工場 都城市高城町有水4491 59
都城市（旧高城町） 和田興業有限会社 都城市高城町有水4649-2 60
都城市（旧高城町） 株式会社河中飼料　有水農場 都城市高城町有水493 1-2 0

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町有水493 1-2

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町有水5423-1 67



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 都城市（旧高城町） 都城市高城町有水5455 17
都城市（旧高城町） 上西窪養豚 都城市高城町有水941 1-2
都城市（旧高城町） 株式会社はざま牧場　第２９農場 都城市高城町有水字オガラ木1695-10　他1筆 1-2
都城市（旧高城町） 株式会社はざま牧場　第１４農場 都城市高城町有水字田辺1950-80外 1-2 0
都城市（旧高城町） 株式会社はざま牧場　第１５農場 都城市高城町有水字田辺1979-7,1979-10 1-2 0
都城市（旧高城町） 田中養豚 都城市高城町有水字枦宇都2235-13 1-2 30
都城市（旧高城町） 新納豆腐工場 都城市高城町有水田辺1940-15 17 1.8
都城市（旧高城町） 株式会社はざま牧場　第１１農場 都城市高城町有水田辺１９５０－５２他２筆 1-2
都城市（旧高城町） 株式会社はざま牧場　第１０農場 都城市高城町有水田辺１９５０－７７他３筆 1-2
都城市（旧山田町） 牛谷養豚 都城市山田町山田10165-6 1-2 0
都城市（旧山田町） 石田養豚 都城市山田町山田10353 1-2 20
都城市（旧山田町） 東養豚 都城市山田町山田10377-1 1-2 0
都城市（旧山田町） 有限会社　床浪ファーム養豚場 都城市山田町山田104-73 1-2 35.42

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町山田10507-9 17
都城市（旧山田町） 経済連養豚実証　山田第ニ肥育農場 都城市山田町山田2475 1-2 0.5
都城市（旧山田町） 都城農協大古川給油所 都城市山田町山田2779-1 71 1.85
都城市（旧山田町） 竹森養豚 都城市山田町山田3005 1-2 0.5
都城市（旧山田町） 南国興産株式会社　山田肥育農場 都城市山田町山田3096-4 1-2 23.2
都城市（旧山田町） 今村養豚場 都城市山田町山田3235 1-2
都城市（旧山田町） 有限会社椎葉漬物店 都城市山田町山田3514-1 4 8
都城市（旧山田町） 株式会社亀元コンクリート 都城市山田町山田3990 54 1.1
都城市（旧山田町） 有限会社霧島豆腐工房 都城市山田町山田4014-5 17 30

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町山田4301-1 71
都城市（旧山田町） 経済連養豚実証　山田第一肥育農場 都城市山田町山田4353-12 1-2 45
都城市（旧山田町） 大牟田養豚場 都城市山田町山田4618 1-2
都城市（旧山田町） みやざき地鶏販売店「じどっ鶏」 都城市山田町山田4645-1 2 25
都城市（旧山田町） 内野養豚 都城市山田町山田4851-3 1-2 30
都城市（旧山田町） 活性化センター　かかし館 都城市山田町山田4986-2 66-3 13.2
都城市（旧山田町） 有限会社森のポーク 都城市山田町山田5459-1 1-2 10.5
都城市（旧山田町） 田舎とうふ 都城市山田町山田5869-1 17 5

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町山田588 17

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町山田6020 17
都城市（旧山田町） 都城市クリーンセンター 都城市山田町山田7599番地5 71-3 6
都城市（旧山田町） 戸越養豚場 都城市山田町山田8686-8 1-2
都城市（旧山田町） 竹下養豚 都城市山田町山田9063 1-2 0

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町山田955-3 17
都城市（旧山田町） 江夏商事株式会社山田農場 都城市山田町山田字坂ﾉ上723の4 1-2 0
都城市（旧山田町） 有限会社床浪ファーム 都城市山田町山田字祝谷199-95 1-2 0
都城市（旧山田町） 森養豚場 都城市山田町山田字中之迫5460 1-2 0
都城市（旧山田町） 山田町万ヶ塚地区　農業集落排水処理施設 都城市山田町山田字長谷9785-2,9785-9,9786,9787 72 200
都城市（旧山田町） 山田町竹脇地区農業集落排水処理施設 都城市山田町山田字樋ﾉ前2505外 72 400
都城市（旧山田町） 有限会社床浪ファーム 都城市山田町山田床浪124 1-2 33.5
都城市（旧山田町） 株式会社はざま牧場　第６農場 都城市山田町字中霧島字山ﾉ迫4088 1-2 40
都城市（旧山田町） 森茂養豚場 都城市山田町上是位川内 1-2

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町大字中霧島3149 67
都城市（旧山田町） 森重養豚 都城市山田町中霧島2137-4 1-2 0
都城市（旧山田町） 株式会社山田ファーム 都城市山田町中霧島2675-2 1-2 29.3
都城市（旧山田町） 西日本リースキン株式会社山田工場 都城市山田町中霧島2959-1 67 35
都城市（旧山田町） 畑中養豚場 都城市山田町中霧島2966 1-2
都城市（旧山田町） 松緑味噌本舗 都城市山田町中霧島3158 5 1
都城市（旧山田町） 白洋舎クリーニング店 都城市山田町中霧島3158-3 67 1.8

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町中霧島3158-5 17
都城市（旧山田町） 有限会社前野商店　山田給油所 都城市山田町中霧島3166番地1 71 1.85

廃止 都城市（旧山田町） 都城市山田町中霧島3169-3 66-3
都城市（旧山田町） 有限会社加覧石油谷頭給油所 都城市山田町中霧島3171-2 71 1.74
都城市（旧山田町） かかしの里ゆぽっぽ 都城市山田町中霧島3340-2 66-3 80
都城市（旧山田町） 株式会社都城くみあい食品 都城市山田町中霧島3500-7 2 40
都城市（旧山田町） 有限会社髙橋畜産 都城市山田町中霧島4184-1、-6 1-2 38.7
都城市（旧山田町） リージェント宮崎カントリークラブ 都城市山田町中霧島字五本松4422 66-6 70
都城市（旧山田町） 田中牧場 都城市山田町中霧島字焼牧4010-9、4010-10 1-2 2.4
都城市（旧山田町） 山田町浄化センター 都城市山田町中霧島字浜川 73 550
都城市（旧山田町） 原沢養豚 都城市山田町長谷4618 1-2 0

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町旭区 17
都城市（旧高崎町） 東商店 都城市高崎町江平1375 17 1.1
都城市（旧高崎町） 株式会社はざま牧場　第２４農場 都城市高崎町江平2664-1　他4筆 1-2
都城市（旧高崎町） インターファーム株式会社九州事業所　鵜戸農場 都城市高崎町江平2706-3 1-2

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町江平3234 17
都城市（旧高崎町） 山元畜産 都城市高崎町江平3478 1-2

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町江平712-5 71
都城市（旧高崎町） 都城農業協同組合　江平給油所 都城市高崎町江平724-3 71 4.9
都城市（旧高崎町） 中津幸蔵養豚 都城市高崎町江平963-10 1-2 27
都城市（旧高崎町） 温水養豚 都城市高崎町江平温水 1-2 0
都城市（旧高崎町） 加治野養豚 都城市高崎町江平三王面 1-2 0
都城市（旧高崎町） 上原ファーム高崎農場 都城市高崎町江平字普伝原2162-4 1-2 23
都城市（旧高崎町） 株式会社はざま牧場　第９農場 都城市高崎町江平字薬師田2029-3 1-2 0
都城市（旧高崎町） 川畑農場 都城市高崎町字越尾3789-200 1-2 18
都城市（旧高崎町） 宮崎自動車道日向高崎パーキングエリア 都城市高崎町字前田 72 52
都城市（旧高崎町） 小倉養豚 都城市高崎町前田2659 1-2
都城市（旧高崎町） 有限会社田口ファーム 都城市高崎町前田3043-17 1-2 0
都城市（旧高崎町） 麦生田養豚 都城市高崎町前田317 1-2 0



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町前田3552-2 17
都城市（旧高崎町） 有限会社前田畜産 都城市高崎町前田3675-2 1-2 35
都城市（旧高崎町） 川畑養豚 都城市高崎町前田3790-1 1-2
都城市（旧高崎町） 山下養豚 都城市高崎町前田3826 1-2
都城市（旧高崎町） 有限会社前田畜産第三農場 都城市高崎町前田3873 1-2 0
都城市（旧高崎町） 有限会社宮原畜産 都城市高崎町前田4284 1-2 0.5
都城市（旧高崎町） 甲斐畜産 都城市高崎町前田割付 1-2
都城市（旧高崎町） 貴嶋畜産 都城市高崎町前田山神原3097-4 1-2 0
都城市（旧高崎町） 有限会社前田畜産第二農場 都城市高崎町前田山仁田迫3654-15 1-2 0
都城市（旧高崎町） 高崎町町倉地区農業集落排水処理施設 都城市高崎町前田字川水流2314-5 72 324
都城市（旧高崎町） 山の谷 都城市高崎町前田字大平原1776-53 2 2

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町前田川水流2359-1 17
都城市（旧高崎町） 村雲養豚 都城市高崎町前田鼻ｸﾞﾘ3062-1 1-2 0
都城市（旧高崎町） 今村養豚場 都城市高崎町蔵元 1-2
都城市（旧高崎町） 蔵元養豚場 都城市高崎町蔵元 1-2

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町大牟田1161-3 17

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町大牟田1200 17
都城市（旧高崎町） 川崎製麺所 都城市高崎町大牟田1204 16 5

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町大牟田1244 67
都城市（旧高崎町） 脇元ドライ 都城市高崎町大牟田1247 67 2
都城市（旧高崎町） 写真のシラオ 都城市高崎町大牟田1247 68
都城市（旧高崎町） 都城農業協同組合　高崎給油所 都城市高崎町大牟田1308-2 71 1.2
都城市（旧高崎町） 高崎町総合公園合宿の里星降る街健康ランド 都城市高崎町大牟田1332-8~9 66-3 65
都城市（旧高崎町） 有限会社九州コープフーズ 都城市高崎町大牟田1645 11 0
都城市（旧高崎町） 高崎町立学校給食センター 都城市高崎町大牟田1902 66-4 29.5
都城市（旧高崎町） 温水石油店　高崎中央給油所 都城市高崎町大牟田1945-39 71 2.5
都城市（旧高崎町） 前口セメント瓦工場 都城市高崎町大牟田1949 54
都城市（旧高崎町） 株式会社Misumi　高崎給油所 都城市高崎町大牟田1952-1 71 0.5
都城市（旧高崎町） 段養豚 都城市高崎町大牟田2110-1 1-2 0
都城市（旧高崎町） 黒田養豚 都城市高崎町大牟田3332 1-2 0
都城市（旧高崎町） 都城家畜保健衛生所 都城市高崎町大牟田4213-1 71-2 10
都城市（旧高崎町） 株式会社ミヤチク　高崎工場 都城市高崎町大牟田4268-1 69 1800
都城市（旧高崎町） 宮崎県高崎食肉衛生検査所 都城市高崎町大牟田4268-1 71-2 0.5
都城市（旧高崎町） 経済連養豚実証　高崎肥育農場（第一農場） 都城市高崎町大牟田5260番地1 1-2 0
都城市（旧高崎町） 経済連養豚実証　高崎肥育農場（第ニ農場） 都城市高崎町大牟田5266-1 1-2 0
都城市（旧高崎町） 外勢養豚 都城市高崎町大牟田坂水流 1-2

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町大牟田字亀串2501-3 55
都城市（旧高崎町） 高崎浄化センター 都城市高崎町大牟田字城山3089 73 920
都城市（旧高崎町） 株式会社児湯食鳥高崎工場 都城市高崎町大牟田字八山4665-1 2 800

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町大牟田新田1191 17
都城市（旧高崎町） 柿木養豚場 都城市高崎町大牟田鍋前 1-2
都城市（旧高崎町） 南国興産株式会社高崎肥育農場 都城市高崎町大牟田鍋前1786-4 1-2
都城市（旧高崎町） 中津豚場 都城市高崎町大牟田鍋柏谷 1-2
都城市（旧高崎町） 庵ふえみず 都城市高崎町笛水1317-い 66-3

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町笛水132-9 66-3
都城市（旧高崎町） 笛水産業有限会社 都城市高崎町笛水159 60 960
都城市（旧高崎町） 竹山養豚場 都城市高崎町笛水下平 1-2

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町田中293 67
都城市（旧高崎町） 有機リサイクルセンター高崎 都城市高崎町東霧島2030-外 11 100
都城市（旧高崎町） 広瀬豆腐店 都城市高崎町東霧島296 17 4.5

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町東霧島296 17
都城市（旧高崎町） 高崎・山田清掃施設組合衛生センター 都城市高崎町東霧島892 72 400
都城市（旧高崎町） 鍋養豚場 都城市高崎町鍋 1-2
都城市（旧高崎町） 中俣養豚 都城市高崎町縄瀬 1-2 0
都城市（旧高崎町） JA都城　第11農場 都城市高崎町縄瀬1508-42 1-2 0
都城市（旧高崎町） 有限会社迫間石油店高崎給油所 都城市高崎町縄瀬1678 71 2.77
都城市（旧高崎町） 有村畜産 都城市高崎町縄瀬2519-17 1-2
都城市（旧高崎町） 志戸　春雄 都城市高崎町縄瀬2807 2 0.3
都城市（旧高崎町） 池脇養豚 都城市高崎町縄瀬2834 1-2 0
都城市（旧高崎町） 徳丸農場 都城市高崎町縄瀬3090-8、9 1-2
都城市（旧高崎町） かねまる地頭鶏農場 都城市高崎町縄瀬３２０３－２ 2 2.1
都城市（旧高崎町） 高崎産業有限会社 都城市高崎町縄瀬3347-41 22 1
都城市（旧高崎町） 椎原養鶏場 都城市高崎町縄瀬3500 2 1
都城市（旧高崎町） 下小牧養豚 都城市高崎町縄瀬4176-1 1-2
都城市（旧高崎町） 株式会社はざま牧場　第２２農場 都城市高崎町縄瀬4940-9　他3筆 1-2 0
都城市（旧高崎町） 田口牛舎 都城市高崎町縄瀬屋敷平5125-11 1-2
都城市（旧高崎町） 永友養豚 都城市高崎町縄瀬完ケ浜 1-2 1.5
都城市（旧高崎町） 黒木養豚 都城市高崎町縄瀬完ｹ浜4522-5 1-2
都城市（旧高崎町） 株式会社山下砂利 都城市高崎町縄瀬轟5678-5 60 1260
都城市（旧高崎町） 段節男養豚場 都城市高崎町縄瀬山尻3152-4 1-2 0
都城市（旧高崎町） 高崎砂利株式会社 都城市高崎町縄瀬字賦平5548-1 60 1260

廃止 都城市（旧高崎町） 都城市高崎町縄瀬字柳ｹ迫3428~19外7筆 60
都城市（旧高崎町） 株式会社ヤマウ高崎工場 都城市高崎町縄瀬松ケ迫3706-7 54 13
都城市（旧高崎町） 株式会社はざま牧場　第２６農場 都城市高崎町縄瀬菅谷4936番地1 1-2 0
都城市（旧高崎町） 志戸養鶏直販店 都城市高崎町縄瀬柳之上3920 2 10

延岡市 丸川旅館 延岡市愛宕町1-4-16 66-3 2.4

延岡市 旅館三寿 延岡市愛宕町1-4-3 66-3 0.1

延岡市 宮崎ツバメ株式会社　延岡営業所 延岡市愛宕町2-1 71 2

延岡市 東九州石油株式会社　延岡給油所 延岡市愛宕町２－１－１ 71 5

延岡市 ネッツトヨタヒムカ株式会社　延岡店サービス工場 延岡市愛宕町2-1-11 71 1.65



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

延岡市 エネルギア株式会社延岡給油所 延岡市愛宕町2丁目1 71 2.35

延岡市 株式会社東洋環境分析センター　延岡事業所 延岡市愛宕町2丁目2270番地１ 71-2 0

延岡市 延岡アポロ石油株式会社　愛宕町給油所 延岡市愛宕町3-4571 71 1.9

延岡市 旭おぐらレストラン 延岡市旭ｹ丘2-1､2 66-6 20

延岡市 日豊石油　旭ヶ丘給油所 延岡市旭ヶ丘2-5-7 71 1.6

延岡市 新光石油株式会社旭ケ丘給油所 延岡市旭ｹ丘2-6-1 71 1.6

延岡市 クリーニングショップくどう 延岡市旭ｹ丘5-5-7 67 0.1

延岡市 重黒木クリーニング店 延岡市旭ケ丘6-6-13 67

延岡市 ホテルニュー白馬 延岡市旭ｹ丘8935-86 66-3 20

延岡市 株式会社ドイ九州中央現像所延岡出張所 延岡市旭町2-1-3 68 0

廃止 延岡市 延岡市旭町3-1-1 71

廃止 延岡市 延岡市旭町4-3331~2 66-6

延岡市 恒富センター 延岡市旭町4-3331-2 66-5 25

廃止 延岡市 延岡市旭町4-3400-1 21

廃止 延岡市 延岡市旭町4-3400-1 21

延岡市 旭化成株式会社 ベンベルグ工場 延岡市旭町4丁目3400-1 19 228400

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　恒富工場 延岡市旭町4丁目3400-1 21 7680

廃止 延岡市 延岡市旭町4丁目3400-1

廃止 延岡市 延岡市旭町4丁目3400番地1 21

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　プラノバ工場 延岡市旭町4丁目3400番地の１ 21 361.6

廃止 延岡市 延岡市旭町6-2700 5

廃止 延岡市 延岡市旭町6-2700,4100-地 72

延岡市 旭化成ファインケム株式会社　延岡医薬工場 延岡市旭町6丁目2633-7 47 234000

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社プラノバ工場　紡糸Fab3 延岡市旭町6丁目2633番地 21 633

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　プラノバ工場　紡糸Ｆａｂ２ 延岡市旭町6丁目4158番地 21 561.6

廃止 延岡市 延岡市旭町7-4130 33

延岡市 フジカラーパレットプラザ　コープ浜町店 延岡市旭町7-4319 68 0

廃止 延岡市 延岡市旭町7-4319 63

廃止 延岡市 延岡市旭町7-4319 66-6

延岡市 旭化成株式会社　延岡支社　愛宕事業場 延岡市旭町7丁目4319 27 286000

延岡市 旭化成株式会社　延岡支社　愛宕事業場 延岡市旭町7丁目4319番地 33

延岡市 株式会社東洋検査センター延岡事業所 延岡市旭町7丁目4319番地 71-2 3

廃止 延岡市 延岡市粟之名町5182-2 1-2

延岡市 延岡市農業協同組合東海給油所 延岡市粟野名町１５０６ 71 2.33

延岡市 ナショナルカラー延岡営業所 延岡市粟野名町1682 23-2

延岡市 新光石油株式会社安賀多給油所 延岡市安賀多4-1-1 71 2.4

延岡市 新光石油株式会社　安賀多給油所 延岡市安賀多町4-1-1 71 1.6

延岡市 ホテル一葉 延岡市安賀多町4-2-13 66-3 30

廃止 延岡市 延岡市安賀多町5-1-4 67

廃止 延岡市 延岡市伊形町5008ｲ 71

延岡市 有限会社　江藤石油店　一ヶ岡給油所 延岡市伊形町5008-ｲ 71 1.3

延岡市 株式会社イデックスリテール南九州　一ケ岡給油所 延岡市伊形町5178-14 71 2.18

延岡市 優花ランドリー 延岡市伊形町5325-12 67 1.4

延岡市 岩切種豚場 延岡市伊形町東中村5265-7 1-2 0

延岡市 株式会社フジカラー延岡センター 延岡市伊達町1-10-2 68 17

延岡市 クリーニングショップキムラ 延岡市伊達町1-10-4 67 1.1

延岡市 旅館天望荘 延岡市伊達町3-8 66-3 3.5

延岡市 旅館愛宕別館 延岡市伊達町3-9 66-3 10

延岡市 トヨタカローラ宮崎株式会社　延岡営業所 延岡市稲葉崎4丁目2050-1 71 1.85

延岡市 延岡市立東海小学校 延岡市稲葉崎町1-1703 72 30

延岡市 東海農業協同組合　醤油工場 延岡市稲葉崎町2624 5

延岡市 株式会社イデックスリテール宮崎　東海給油所 延岡市稲葉崎町3-2066 71 2.5

延岡市 HOTEL　AZ宮崎延岡店 延岡市稲葉崎町4丁目215-22、215-29、1072-4 66-3 30.4

廃止 延岡市 延岡市宇和田町 55

廃止 延岡市 延岡市宇和田町地内 55

延岡市 延岡ゴルフクラブ 延岡市浦城町1161 66-6 0

延岡市 島田養豚 延岡市浦城町1226 1-2 0.5

延岡市 民宿七島荘 延岡市浦城町5 66-3 0.3

延岡市 えびす旅館 延岡市栄町1-3-2 66-3 3.8

廃止 延岡市 延岡市栄町6-7 67

延岡市 旅館夕月荘 延岡市永池町2-3-5 66-3 1.4

延岡市 株式会社西日本宇佐美南延岡給油所 延岡市塩浜1丁目1536-5 71 2.225

延岡市 株式会社甲斐工務店 延岡市塩浜4-1717-5 54 0.1

延岡市 大山養豚 延岡市塩浜町 1-2 0

廃止 延岡市 延岡市塩浜町1 67

廃止 延岡市 延岡市塩浜町1-1532-1 70-2

延岡市 宮崎トヨタ自動車株式会社延岡店サービス工場 延岡市塩浜町1-5321-1 71 7

延岡市 宮崎三菱自動車販売株式会社　延岡営業所 延岡市塩浜町1丁目1536-7 71 1.85

延岡市 ファミリーロッジ旅籠屋　延岡店 延岡市塩浜町1丁目1540-9 66-3 4

延岡市 小池食品株式会社 延岡市塩浜町2-1932 17 25

廃止 延岡市 延岡市塩浜町2-1951-2 71-5

延岡市 宮崎ビーフセンター株式会社　延岡工場 延岡市塩浜町2-2049-7 69 0

延岡市 池田鳥肉卸業 延岡市塩浜町3-1770-1 2 5

延岡市 有限会社　小田商会　塩浜給油所 延岡市塩浜町4丁目1717 71 1.85

延岡市 岡元やな場 延岡市岡元町 66-6 14.8

延岡市 柴田養豚場 延岡市岡元町693 1-2

延岡市 国道２１８号曽木トンネル新設工事 延岡市岡元町789-9 55 49

延岡市 延岡農業協同組合第３畜産センター 延岡市岡元町字殿村393-3 1-2 2

延岡市 石川養豚場 延岡市下三輪町670 1-2

延岡市 株式会社　山崎産業　貝の畑給油所 延岡市貝の畑町 71 2.3



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

延岡市 延岡食鳥株式会社 延岡市貝の畑町２５６９番地３ 2 2

延岡市 有限会社小野商会　工場 延岡市樫山町１丁目12-3 10 0.5

廃止 延岡市 延岡市樫山町2-2969 67

延岡市 株式会社大久保商店 延岡市祇園町1-2-2 4

延岡市 延岡第一ホテル 延岡市祇園町2-2-7 66-3 9

延岡市 九州保健福祉大学 延岡市吉野町1714-1 71-2

廃止 延岡市 延岡市共栄町1-1 71

延岡市 みのる荘 延岡市共栄町1-11 66-3 1.3

延岡市 星川牛舎 延岡市熊の江1210 1-2 0

延岡市 熊野江地区農業集落排水処理施設 延岡市熊野江町 72 203

廃止 延岡市 延岡市熊野江町１３３１ 55

延岡市 富田水産 延岡市熊野江町2453-1 3 3.2

延岡市 阿部豆腐店 延岡市熊野江町2496 17

延岡市 堀田すり身製造所 延岡市熊野江町地先（栽培漁業センター前） 3 0.1

延岡市 熊野江第一トンネル作業所 延岡市熊野江町地内 55 100

廃止 延岡市 延岡市熊野江町地内 55

延岡市 東九州道(県境?北川)須美江トンネル新設工事 延岡市栗野名1682 55 360

延岡市 株式会社佐々木ファーム 延岡市栗野名町5180、5182-2 1-2 37.9

延岡市 ドライクリーニング花国屋 延岡市古城町1-17-1 67

延岡市 延岡市立西小学校 延岡市古城町2-9-9 72 18

延岡市 県立延岡高等学校 延岡市古城町3-233 72

延岡市 株式会社トミシゲ 延岡市古川町82-1 55 0.5

延岡市 明功堂印刷株式会社 延岡市古川町82-10 23-2 4.2

延岡市 松尾建設株式会社古川排水機場新設工事作業所 延岡市古川町地先 55 0

延岡市 いとう旅館 延岡市幸町1-14 66-3 6

延岡市 株式会社日米商会　延岡給油所 延岡市幸町3-101 71

延岡市 株式会社日米商会　延岡給油所 延岡市幸町3-101 71 2.1

延岡市 みのる旅館 延岡市幸町3-138 66-3 2.7

延岡市 株式会社高橋石油店　駅前給油所 延岡市幸町3-144 71 1.85

廃止 延岡市 延岡市幸町3-2 71

延岡市 ルートイン延岡駅前 延岡市幸町三丁目１４１外５筆 66-3 0

延岡市 有限会社愛宕旅館 延岡市構口町1-5432 66-3 12

延岡市 滝本養豚 延岡市行縢町1057 1-2 0.5

廃止 延岡市 延岡市行縢町222 1-2

延岡市 宮崎ひでじビール株式会社 延岡市行縢町747番58 10 24

延岡市 松田ファーム 延岡市行縢町755-9 1-2 10

延岡市 宮崎県むかばき少年自然の家 延岡市行縢町760-3 66-3 39

廃止 延岡市 延岡市高千穂通1-13 67

延岡市 株式会社江川石油店　延岡支店延岡給油所 延岡市高千穂通2-2 71

廃止 延岡市 延岡市高千穂通2-2 71

延岡市 富山石油店高千穂通給油所 延岡市高千穂通5-10 71 2

廃止 延岡市 延岡市高野町 67

廃止 延岡市 延岡市高野町223-1 67

廃止 延岡市 延岡市高野町351 67

延岡市 いづみ旅館 延岡市紺屋町1-1-6 66-3 0.4

延岡市 うしお旅館 延岡市紺屋町1-3-18 66-3

延岡市 ホテルプリンス 延岡市紺屋町1-4-1 66-3

延岡市 ビジネスホテル　フクハラ 延岡市紺屋町1-4-17 66-3

延岡市 ビジネスホテル松乃家 延岡市紺屋町1-4-2 66-3 0.4

延岡市 岸上蒲鉾株式会社北延岡工場 延岡市差木野町6105-2 3 74.5

廃止 延岡市 延岡市桜ヶ丘2-461-7 23-2

延岡市 横山豆腐店 延岡市桜ｹ丘3-7173 17 6.5

廃止 延岡市 延岡市桜ケ丘地内 55

延岡市 八巻製麺所 延岡市桜園町10 16 4

延岡市 株式会社日産サティオ宮崎　延岡北店 延岡市桜園町162 71 1.85

廃止 延岡市 延岡市三ツ瀬町1-2 71

延岡市 宮田牧場 延岡市三須町1021 1-2 0

延岡市 高橋養豚場 延岡市三須町1462 1-2

廃止 延岡市 延岡市三須町638-1 59

延岡市 山口養豚場 延岡市三須町790 1-2

延岡市 県営広域営農団農道整備事業沿海北部３期地区２工区小野トンネル 延岡市三輪町地内 55 35

延岡市 米屋旅館 延岡市山下町2-2-8 66-3 8

延岡市 萬屋旅館 延岡市山下町2-3-4 66-3 2.2

延岡市 甲斐クリーニング店 延岡市山下町3-3-2 67

延岡市 釘宮豆腐店 延岡市山下町3-6-18 17 5

延岡市 川井屋旅館 延岡市山下町3-6-7 66-3 2.7

延岡市 木村水産 延岡市鹿狩瀬町1221 3 2.5

延岡市 佐藤焼酎製造場 延岡市鹿狩瀬町1221-2 10 4.7

延岡市 林田養豚場 延岡市鹿狩瀬町1586 1-2

廃止 延岡市 延岡市鹿狩瀬町1586 1-2

延岡市 藤川トーフ店 延岡市若葉町1-2713-1 17 7

延岡市 延岡市祝子地区農業集落排水処理施設 延岡市祝子町107､108､109､110 72 297

延岡市 佐藤焼酎製造場株式会社 延岡市祝子町2388-1 10 13

延岡市 宮崎１０号線祝子トンネル新設工事 延岡市祝子町３０７８－３ 55 360

延岡市 株式会社ながと 延岡市出北4-2479 23-2 0

延岡市 延岡アポロ石油株式会社出北給油所 延岡市出北5-1-1 71 1.2

延岡市 アサヒフォト 延岡市出北5-11-21 68 0

延岡市 株式会社ワークステーションいろどり　ＣＡＭＰ 延岡市出北5丁目1番地13 67 0

延岡市 株式会社ホンダ四輪販売南九州　HondaCars宮崎　延岡出北店 延岡市出北6-3191 71 0.88

延岡市 大分製餡 延岡市出北町1-1018-2 8



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

延岡市 旅館白菊 延岡市春日町1-138 66-3

延岡市 つるとみ旅館 延岡市春日町1-7-6 66-3 2.9

延岡市 岩丸旅館 延岡市春日町1-8-1 66-3 0.6

延岡市 不知火旅館 延岡市春日町1-8-2 66-3 0.1

延岡市 有限会社戸高食品 延岡市春日町1-9-7 17

延岡市 小川２・３号トンネル 延岡市小川町3935番8 55 160

延岡市 甲斐敏行（牛舎） 延岡市小川町3957-1,2,4 1-2 0.5

延岡市 宮崎218号小川1号トンネル新設工事 延岡市小川町地先 55 440

延岡市 安藤石油サービスセンター新日本石油小峰 延岡市小峰町7479-1 71 1.85

延岡市 沖田治水ダム建設事業　沖田ダム本体工事 延岡市小野町 55 500

延岡市 牧野養豚 延岡市小野町 1-2

延岡市 株式会社南日本環境センター 延岡市小野町4138番地1 71-2 0

延岡市 宮崎県延岡家畜保健衛生所 延岡市小野町４２１５－１ 71-2 8

延岡市 延岡農協種豚供給センター 延岡市小野町4215-1 1-2 0.1

延岡市 宮田繁殖牛舎 延岡市小野町4480 1-2 0

延岡市 宮崎10号屋敷内第一・第二トンネル新設工事 延岡市小野町屋敷内地先 55 50

廃止 延岡市 延岡市小野町地先 55

延岡市 ビジネスホテル　ダイヤモンド 延岡市昭和町1-16 66-3 10.2

廃止 延岡市 延岡市昭和町1-3-1 67

延岡市 新光商事株式会社昭和町給油所 延岡市昭和町1-3161-2 71 6.1

延岡市 東満雄 延岡市昭和町1-4-13 17 2

廃止 延岡市 延岡市昭和町1-7-4 64

延岡市 株式会社イデックスリテール南九州　延岡昭和町給油所 延岡市昭和町１丁目１０番１号 71 1

延岡市 延岡アポロ石油株式会社日之出町給油所 延岡市昭和町2-53 71 3

延岡市 株式会社延岡魚市場 延岡市昭和町2丁目56番地 69-3 5

廃止 延岡市 延岡市松原町1-1-14 67

延岡市 クリーニング希望苑 延岡市松原町2-6-2 67 1.7

延岡市 延岡市立土々呂中学校 延岡市松原町3-8933-1 72

延岡市 まつだ屋ジビエ 延岡市松原町3丁目8929番地1 2 0

延岡市 医療法人悠生会　吉田病院 延岡市松原町4-8850 68-2 34

延岡市 延岡農業協同組合　松山給油所 延岡市松山町１２２１－１２２ 71 1.85

延岡市 太陽石油販売株式会社　セルフ松山給油所 延岡市松山町1221-165 71 1.75

延岡市 大津商店 延岡市松山町1221-74 5 0.4

延岡市 甲斐豆腐店 延岡市松山町394 17 5

延岡市 有限会社竹内青果 延岡市松山町773 3 30

延岡市 亀長養豚 延岡市上伊形町1305 1-2 2.5

廃止 延岡市 延岡市上伊形町445-2 55

延岡市 烏帽子牧場 延岡市上三輪町2769 1-2

延岡市 県立延岡病院 延岡市新小路2-1-10 68-2 226

延岡市 ゴールド　コースト 延岡市新浜町1-8935 66-3 14.8

延岡市 モーターインパレス 延岡市新浜町1-8935-39 66-3 13

延岡市 モーターインパルコ 延岡市新浜町1-8966 66-3 13.6

延岡市 ホテルはまゆう 延岡市新浜町１丁目8935-88 66-3 6.6

延岡市 ホテル渚 延岡市新浜町1丁目8935-89 66-3 10

延岡市 ホテルＮｅｗ渚 延岡市新浜町1丁目8935-91 66-3 5.8

延岡市 有限会社オイルリサイクル 延岡市新浜町2-8935-70 71-4 42

延岡市 アスナロ株式会社プリント工場 延岡市新浜町2-8935-71 19 6.8

延岡市 児玉養豚 延岡市須佐町5232 1-2 0

延岡市 宮崎10号　北川第三トンネル新設工事 延岡市須佐町地内 55 366

延岡市 宮崎１０号北川第二トンネル新設工事 延岡市須佐町地内 55 366

延岡市 民宿日豊 延岡市須美江町116 66-3 2.9

延岡市 レピュート大洋 延岡市須美江町1426-1-3 66-3 13

延岡市 大林・松本特定建設工事共同企業体新浦城トンネル工事事務所 延岡市須美江町1454-13 55 185

延岡市 民宿　須美江荘 延岡市須美江町277 66-3 18

延岡市 旭化成株式会社セオラス製造部 延岡市水尻町304 46 24550

廃止 延岡市 延岡市水尻町304 46

延岡市 カヤク・ジャパン株式会社　東海工場 延岡市水尻町304番地 27 24550

廃止 延岡市 延岡市瀬の口町1-5-1 71

延岡市 新光石油株式会社　瀬ノ口給油所 延岡市瀬之口町1-2の11 71

廃止 延岡市 延岡市瀬之口町1-3-9 71

廃止 延岡市 延岡市瀬之口町1-5-10 67

廃止 延岡市 延岡市西階1 71-2

延岡市 にししなカメラ 延岡市西階町1-2448-3 68 1.5

延岡市 有限会社吉田石油店古城給油所 延岡市西小路11番地10 71 2.45

廃止 延岡市 延岡市石田町4100-35 71-2

延岡市 高本養豚場 延岡市石田町4962 1-2

廃止 延岡市 延岡市石田町地内 55

延岡市 ガーデンベルズ延岡 延岡市川原崎330 72 30

延岡市 佐々木養豚場 延岡市川原崎町1433 1-2

延岡市 有限会社クリーニングの北林 延岡市川原崎町151 67 1.3

廃止 延岡市 延岡市川原崎町234,235 3

廃止 延岡市 延岡市川原崎町266-1 67

廃止 延岡市 延岡市川原崎町360-1 71

延岡市 株式会社イドムコ　延岡北給油所 延岡市川原崎町362-1 71 2

延岡市 吉田印刷株式会社 延岡市川原崎町441-1 23-2 3

延岡市 県北印刷協同組合 延岡市川原崎町454 23-2 6

延岡市 株式会社九州エナジー　東延岡給油所 延岡市川原崎町484-1 71 2.1

延岡市 日新石販株式会社　東延岡給油所 延岡市川原崎町485 71

延岡市 シーソウェルフフェア 延岡市川原崎町77 67 0.5

廃止 延岡市 延岡市川島町1640 71



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

延岡市 有限会社　堀田自動車整備工場 延岡市川島町1800 71 1.3

延岡市 松田クリーニング 延岡市川島町3059-1 67 1.2

延岡市 株式会社大藤産業 延岡市川島町903 59

廃止 延岡市 延岡市川島町903 1-2

延岡市 かきは荘 延岡市船倉町1-3-10 66-3

延岡市 延岡中央ホテル 延岡市船倉町1-3-7 66-3 15

延岡市 ホテル清風 延岡市船倉町2-1-2 66-3 12

延岡市 浜田クリーニング店 延岡市船倉町2-6-1 67 0

廃止 延岡市 延岡市惣領町11-15 71

延岡市 株式会社江川石油惣領給油所 延岡市惣領町555-2 71 3.9

延岡市 延岡運転免許センター 延岡市大貫町1-2834 68 10

廃止 延岡市 延岡市大貫町1-2840 71-2

延岡市 株式会社ＥＦリテール九州　南九州支店　Ｄｒ・Ｄｒｉｖｅセルフ大貫 延岡市大貫町1丁目2858番地 71 0.97

延岡市 株式会社イデックスリテール南九州　大貫給油所 延岡市大貫町2-1080-1 71 4

延岡市 有限会社茂石油店大貫給油所 延岡市大貫町2-1204-1 71 2.6

廃止 延岡市 延岡市大貫町2-3027 2

延岡市 食事処　とみたか 延岡市大貫町3-1103-2 66-3 3.5

延岡市 植松石油商事株式会社　ベアーズ大貫給油所 延岡市大貫町3-3043-1 71 1.8

延岡市 村岡食品株式会社 延岡市大貫町3-928 4 1.5

延岡市 延岡やな場 延岡市大貫町3-先 66-6 14.8

廃止 延岡市 延岡市大貫町4-2655-1 71-2

延岡市 中川とうふ商店 延岡市大貫町6-269-5 17 4

延岡市 大峡地区農業集落排水処理施設 延岡市大峡町7650-1 72 381

廃止 延岡市 延岡市大峡町７８９７ 55

廃止 延岡市 延岡市大峡町地内 55

延岡市 新光石油株式会社　大瀬町給油所 延岡市大瀬町1-7-3 71 1.83

延岡市 千徳酒造株式会社 延岡市大瀬町二丁目1-8 10 20

延岡市 株式会社有田生コンクリート 延岡市大武町1281 55

廃止 延岡市 延岡市大武町1323-80 55

廃止 延岡市 延岡市大武町1323-80 71-4

廃止 延岡市 延岡市大武町1386 59

延岡市 有限会社はたクリーニング 延岡市大武町193 67 5

延岡市 延岡農業協同組合　鉄工団地給油所 延岡市大武町382-2 71 1.85

廃止 延岡市 延岡市大武町39-1 74

廃止 延岡市 延岡市大武町39-2 5

延岡市 吉玉精鍍株式会社 延岡市大武町39-24 66 1800

延岡市 延岡小野田レミコン株式会社 延岡市大武町406-1 55 0.5

延岡市 岡富鐵工有限会社 延岡市大武町5317番地 65 0.04

延岡市 株式会社骨材興社　大武工場 延岡市大武町779-5 60 225

延岡市 株式会社高千穂生コン　延岡工場 延岡市大武町779-8 55 2

延岡市 佐藤製麺所 延岡市大門町194 16 0.2

延岡市 光クリーニング店 延岡市大門町305-3 67 1.6

廃止 延岡市 延岡市大門町3064 2

延岡市 とうふのまつ屋 延岡市大野町1222 17 12

延岡市 延岡地区(大野処理区)農業集落排水処理施設 延岡市大野町1502-1 72 189

延岡市 松田酪農場 延岡市大野町37､38 1-2 0

廃止 延岡市 延岡市中の瀬町2-5895 27

廃止 延岡市 延岡市中の瀬町2丁目5955番地 33

延岡市 植松エネルギー株式会社延岡岡富給油所 延岡市中川原町2丁目4920 71 1.85

廃止 延岡市 延岡市中川原町3-13 67

延岡市 医療法人同和会　共立病院 延岡市中川原町3-42 68

延岡市 旭化成株式会社　繊維事業本部　不織布工場 延岡市中川原町5-4960 23 152600

延岡市 旭化成エレクトロニクス株式会社　生産センター　第二製造部 延岡市中川原町5-4960 63 26968

廃止 延岡市 延岡市中川原町5-4960 33

廃止 延岡市 延岡市中川原町5-4960 37

廃止 延岡市 延岡市中川原町5-4960 46

廃止 延岡市 延岡市中川原町5-4960 66-6

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　岡富工場 延岡市中川原町5丁目4960 21 10801.6

延岡市 旭化成株式会社　延岡支社　延岡動力部 延岡市中川原町5丁目4960 64-2 41521

廃止 延岡市 延岡市中川原町５丁目4960 21

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社岡冨工場 延岡市中川原町5丁目4960番地 21 469

延岡市 旭化成株式会社　繊維事業本部　技術研究所 延岡市中川原町5丁目4960番地 23 2

廃止 延岡市 延岡市中町1-4-10 71

延岡市 旭化成電子株式会社延岡事業所 延岡市中島町1-15 66 6.3

延岡市 有限会社久松製麺所 延岡市中島町3-351 16

廃止 延岡市 延岡市長浜町2-2708 67

延岡市 旭化成株式会社  レオナ樹脂・原料工場 延岡市長浜町4-3624 21 25000

延岡市 旭化成株式会社  レオナ樹脂・原料工場 延岡市長浜町4-3624 33 25000

延岡市 カヤク・ジャパン株式会社　雷管工場 延岡市長浜町4-5003-1 48 25000

延岡市 カヤク・ジャパン株式会社雷管工場 延岡市長浜町4-5003-1 65 32440

延岡市 旭化成株式会社　レオナ樹脂・原料工場 延岡市長浜町4丁目3401 46 25000

延岡市 旭化成株式会社　延岡支社 延岡市長浜町4丁目3623 64-2 65

廃止 延岡市 延岡市長浜町4丁目5003番地の１

廃止 延岡市 延岡市長浜町5003~1 66-6

延岡市 高田橋トーフ店 延岡市長浜町三丁目1969-2 17

延岡市 甲斐ファーム 延岡市追内町684 1-2 0

延岡市 富士チタン工業株式会社　電子材料事業室　延岡工場 延岡市天下町1203番3 27 0

延岡市 甲斐酪農場 延岡市天下町1420-1,1423 1-2 0

延岡市 民宿のぶや 延岡市土々呂町1-296-1 66-3 1.3

廃止 延岡市 延岡市土々呂町1-509 67



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

延岡市 清風荘 延岡市土々呂町1-60-1 66-3 1.4

延岡市 株式会社スズキ自販宮崎　延岡営業所 延岡市土々呂町2851-1 71 3

延岡市 株式会社水永水産土々呂第２工場 延岡市土々呂町3丁目4013 3 2.7

延岡市 有限会社土々呂石油土々呂給油所 延岡市土々呂町3丁目649番地1 71 2.2

延岡市 斉藤水産 延岡市土々呂町4012 3

延岡市 高島秀代商店 延岡市土々呂町4013 3

延岡市 高島捺雄商店 延岡市土々呂町4014 3 0.1

延岡市 岩田商店 延岡市土々呂町4015 3

延岡市 高見商店 延岡市土々呂町4016 3

延岡市 長野商店 延岡市土々呂町4017 3

延岡市 黒木商店 延岡市土々呂町4019 3

延岡市 高橋水産 延岡市土々呂町4029 3

延岡市 金井商店 延岡市土々呂町4040 3

延岡市 福永商店 延岡市土々呂町4056 3

延岡市 平田製麺所 延岡市土々呂町4171 16

延岡市 戸田商店 延岡市土々呂町4-4184 17 9.3

延岡市 渡邊味噌醤油醸造元 延岡市土々呂町4-4206 5 1.6

廃止 延岡市 延岡市土々呂町4-4291 67

廃止 延岡市 延岡市土々呂町4-4345 67

延岡市 戸田文夫豆腐店 延岡市土々呂町4-4401 17 8.3

廃止 延岡市 延岡市土々呂町5-2823-65 55

延岡市 株式会社ＥＦリテール九州　南九州支店　セルフ土々呂SS 延岡市土々呂町6-1080-2 71 1.85

延岡市 宮崎センコー整備株式会社　延岡工場 延岡市土々呂町6-1711 70-2 12

延岡市 甲斐諭商店 延岡市土々呂町629-1 3

延岡市 ヒラヌマ工業株式会社 延岡市土々呂町6-2942 54

延岡市 延岡職業訓練開発センター 延岡市土々呂町6-3028 71-2 19

延岡市 有限会社尾崎商店 延岡市土々呂町649-1 71

延岡市 島浦町漁協水産廃棄物処理施設 延岡市島浦町388-14 11 25

延岡市 宇和田海産 延岡市島浦町632 3 27

延岡市 合資会社谷宗水産 延岡市島浦町宇治338-2地先 3 14

延岡市 島野浦地区漁業集落排水処理施設 延岡市島野浦町463-20 72 514.5

延岡市 有限会社菊原水産 延岡市東浜砂町1317-23 3 17.3

延岡市 延岡市下水道課処理場 延岡市東浜砂町1333-1 72 2900

延岡市 延岡市妙田下水処理場 延岡市東浜砂町1375 73 27675

延岡市 有限会社延岡観光ホテル 延岡市東本小路6-2 66-3 9

延岡市 吉野屋旅館 延岡市南町2-1-5 66-3 7

延岡市 Ｙ．Ｓ牧場 延岡市二ﾂ島町8153外 1-2 0

延岡市 株式会社ＥＦリテール九州　南九州支店　セルフ延岡SS 延岡市日の出町1-7-5 71 3.5

延岡市 日米商会株式会社　延岡営業所 延岡市日の出町28の1 71 0.1

延岡市 太陽工業株式会社　延岡給油所 延岡市萩町12 71 1.3

廃止 延岡市 延岡市萩町12 71

廃止 延岡市 延岡市萩町137 67

延岡市 千坂豆腐店 延岡市萩町69 17 1.5

延岡市 つるや旅館 延岡市博労町5-3 66-3 2.5

延岡市 太陽石油販売株式会社　セルフ延岡給油所 延岡市浜砂1丁目107-4 71 0.98

廃止 延岡市 延岡市浜砂１丁目107-4 71

廃止 延岡市 延岡市浜砂2-19-5 71

延岡市 株式会社エスアールエルラボラトリー 延岡市浜砂2丁目119-6 71-2 0

延岡市 延岡市清掃工場 延岡市浜砂三丁目１９５４－３他 71-3 0

廃止 延岡市 延岡市浜砂町693 71

延岡市 合名会社　神田自動車 延岡市浜砂二丁目19-5 71 2.35

延岡市 宮崎センコー運輸整備株式会社カーケアセンター 延岡市浜町327 71 1.85

延岡市 株式会社ＥＦリテール九州Dr.Driveセルフ延岡南店 延岡市浜町360-1　外3筆 71 4.6

延岡市 株式会社南九州マツダ延岡店 延岡市浜町411-1 71 3

延岡市 豆栄食品 延岡市浜町4794-1 17 20

延岡市 株式会社サクラカラー宮崎　延岡現像所 延岡市浜町4831 68 4.1

延岡市 株式会社ホンダ四輪販売南九州　Honda Cars宮崎　延岡浜店 延岡市浜町5074-1 71 5

延岡市 植松エネルギー株式会社　ベアーズ緑ヶ丘給油所 延岡市浜町5084-1 71 2.6

延岡市 株式会社日産サティオ宮崎　延岡南店 延岡市浜町5086-1 71 0.86

延岡市 ホワイト急便　延岡ハイクラス工場 延岡市浜町5140 67 0.2

延岡市 県営住宅浜団地 延岡市浜町554 72 143.5

延岡市 延岡市立旭中学校 延岡市富美山町238-1 72 15

延岡市 エース・ドライ 延岡市富美山町269-8 67 0.7

廃止 延岡市 延岡市舞野町1439 66-3

延岡市 松尾建設株式会社　宮崎218号高野トンネル新設工事 延岡市舞野町1443番地付近 55 21.9

延岡市 日米商会　南延岡営業所 延岡市平原町1-991 71

延岡市 内田石油　平原給油所 延岡市平原町2-1459 71 2.1

延岡市 山口豆腐店 延岡市平原町3-1293 17 4

廃止 延岡市 延岡市平原町4-1276 67

延岡市 大山養豚場 延岡市平原町5-1483 1-2

延岡市 株式会社日高石油平原給油所 延岡市平原町5-1489-1 71 5

延岡市 ネッツトヨタ宮崎株式会社 平原店 延岡市平原町5-1492-1 71 2.3

廃止 延岡市 延岡市平原町5-1492-32 71

廃止 延岡市 延岡市平原町5-1492-32 71

延岡市 太陽工業株式会社　延岡バイパス給油所 延岡市平原町5-1505-5 71 1.37

廃止 延岡市 延岡市平原町5-710-2 67

延岡市 宮崎日産自動車株式会社　延岡店 延岡市平原町5丁目1505-15 71 1.85

延岡市 トヨタカローラ宮崎株式会社平原店サービス工場 延岡市平原町5丁目1505-61 71 3

延岡市 三角石油ガス株式会社延岡給油所 延岡市平原二丁目1366 71 3.1

延岡市 旭化成ファインケム株式会社　延岡製造所 延岡市別府町2741-1 46 220044



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

延岡市 株式会社コクセイメディック 延岡市別府町3092 67 15

延岡市 マリエールオークパイン延岡 延岡市別府町3160-1 66-6 15

延岡市 新光石油株式会社　別府町給油所 延岡市別府町3166-1 71 2

延岡市 南九州スバル株式会社　延岡店 延岡市別府町3540-1 71 4.5

廃止 延岡市 延岡市別府町3540-1 71

延岡市 ネッツトヨタ宮崎株式会社延岡店 延岡市別府町3918-1 71 0.5

延岡市 宮崎トヨペット株式会社　延岡営業所 延岡市別府町4438 71 5

廃止 延岡市 延岡市方財町1015-9 60

延岡市 有限会社日高水産 延岡市方財町124 3 17.3

延岡市 有限会社大和水産 延岡市方財町291-3 3 7.7

延岡市 延岡市一ケ岡下水処理場 延岡市北一ｹ岡1-1-21 73 9081

延岡市 伊藤畜産 延岡市北浦町古江1143 1-2 0.5

延岡市 松下養豚 延岡市北浦町古江地下 1-2 0

延岡市 渋江製麺所 延岡市北小路3-2 16

廃止 延岡市 延岡市北小路3648 67

延岡市 まるよし旅館 延岡市北小路7-8 66-3 2.5

延岡市 一柳製菓 延岡市北新小路 9

延岡市 中田豆腐店 延岡市北新小路4-6 17 8

延岡市 煮豆製造富田食品 延岡市北新小路5-2 17

延岡市 渡部豆腐工場 延岡市北川町川内名440 17 2.3

延岡市 北川町猪生産グループ 延岡市北川町川内名字水無山6677-2 1-2

延岡市 北川製餡所 延岡市北町1-3-7 8 0

廃止 延岡市 延岡市北町二丁目1 71

延岡市 和田豆腐店 延岡市本小路35 17

延岡市 東京屋クリーニング店 延岡市本町1-4-12 67 1

延岡市 旅館三松閣 延岡市妙見町3925 66-3 4.7

延岡市 木村水産 延岡市妙見町3927 3 5

延岡市 宮崎県水産試験場　増殖部延岡分場 延岡市妙見町3927-8 71-2 22

延岡市 あさひ生コン有限会社 延岡市無鹿町1丁目2031番地 55 1

延岡市 ナニワクリーニング店 延岡市野地町1-3685-1 67 1.6

延岡市 昭和クリーニング店 延岡市野地町6-5412-2 67

延岡市 株式会社パソラボ　登録衛生検査所　パソラボ延岡ラボ 延岡市野田2丁目12番3 71-2 0

延岡市 森永養豚 延岡市野田町 1-2

延岡市 宮崎トーフクリビングリフレッシュサービス 延岡市野田町4821-22 67 5

延岡市 合資会社旅館満寿 延岡市柳沢町1-2-2 66-3 3

延岡市 さかえ旅館 延岡市柳沢町1-の2 66-3 5

延岡市 向山養豚 延岡市柚木町713 1-2 0.3

延岡市 吉玉畜産 延岡市柚木町738 1-2 0.6

延岡市 ホームランドリー向洋 延岡市緑ｹ丘1-12-8 67 0

廃止 延岡市 延岡市緑ｹ丘1-14-3 17

延岡市 宮崎県立延岡工業高等学校 延岡市緑ｹ丘1-8-1 71-2 1.2

延岡市 井之上クリーニング 延岡市緑ｹ丘5-1-12 67 1.4

延岡市 医療法人隆誠会　延岡保養園 延岡市緑ケ丘5-14-30 68-2 100

延岡市 緑ケ丘学園　延岡短期大学 延岡市緑ケ丘5-667-1 71-2 0.5
延岡市（旧北方町） 株式会社佐藤工業 延岡市北方町卯1479-2 54
延岡市（旧北方町） 民宿船小屋 延岡市北方町卯1809-1 66-3 1.9
延岡市（旧北方町） 北方町川水流地区農業集落排水処理施設 延岡市北方町卯738 72 346
延岡市（旧北方町） 角田石油店　角田給油所 延岡市北方町丑360-ｲ 71 2.2
延岡市（旧北方町） 前田豆腐店 延岡市北方町猿渡己1185-2 17 0.1
延岡市（旧北方町） 甲斐トーフ店 延岡市北方町下鹿川214-6 17 0.1
延岡市（旧北方町） 株式会社　美研　豊潤水製造工場 延岡市北方町下鹿川申223 10 1.5
延岡市（旧北方町） 中島豆腐製造所 延岡市北方町下美々地末978 17 0.2
延岡市（旧北方町） 北方インフラテック株式会社 延岡市北方町角田丑1042 54 0.1
延岡市（旧北方町） 延岡農協畜産センター 延岡市北方町字黒仁田2004 1-2 0.5
延岡市（旧北方町） 吉田石油川水流給油所 延岡市北方町上水流1802-乙 71 2.1
延岡市（旧北方町） 民宿立山 延岡市北方町申866 66-3 1.2
延岡市（旧北方町） いろり里鹿川山荘 延岡市北方町申951 66-3 2.8
延岡市（旧北方町） 川水流鮎やな 延岡市北方町川水流河原 66-6 11
延岡市（旧北方町） 大村養豚場 延岡市北方町前小谷末1-2 1-2 0
延岡市（旧北方町） 姥田豆腐店 延岡市北方町曽木2325 17 1

廃止 延岡市（旧北方町） 延岡市北方町曽木子地内 55

廃止 延岡市（旧北方町） 延岡市北方町蔵田地先 55

廃止 延岡市（旧北方町） 延岡市北方町南久保山地先 55
延岡市（旧北方町） 株式会社　菱金　槙峰事業所 延岡市北方町末497 4 5.5
延岡市（旧北方町） 北方町農林漁業体験実習館 延岡市北方町巳1183 66-3 37.4

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町家田地先 55
延岡市（旧北川町） 平野トーフ店 延岡市北川町熊田 17 0.5

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町深崎 67
延岡市（旧北川町） 民宿市棚 延岡市北川町川内名2645-1 66-3 1.9
延岡市（旧北川町） 有限会社茂石油店北川給油所 延岡市北川町川内名7014-1 71 2.5
延岡市（旧北川町） 旅館本田屋 延岡市北川町川内名7262 66-3 9.6
延岡市（旧北川町） 北川町交流ふれあい施設 延岡市北川町川内名7330 66-3 13
延岡市（旧北川町） 株式会社くらこん　九州工場 延岡市北川町川内名7700 3 0
延岡市（旧北川町） 井本コンクリート工業株式会社 延岡市北川町川内名葛葉 54 0
延岡市（旧北川町） 社団法人北川町畜産公社 延岡市北川町川内名字水無山6677 1-2
延岡市（旧北川町） 藤岡養鶏場 延岡市北川町川内名松瀬1604-3 2 0.1

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町竹瀬 55
延岡市（旧北川町） 日向かしわ 延岡市北川町長井 2
延岡市（旧北川町） 西郷茶屋 延岡市北川町長井6440 66-3 2.3
延岡市（旧北川町） ホテルカーブ 延岡市北川町長井6721 66-3 5.7



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
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延岡市（旧北川町） ホテル可愛 延岡市北川町長井7465-17 66-3 6

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井江鶴 60

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井坂口7540 66-3

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井坂口7593-1 66-3
延岡市（旧北川町） ホテルサン 延岡市北川町長井山下3773のｲ-6 66-3 9
延岡市（旧北川町） 北部建設事業協同組合北川ブロック工場 延岡市北川町長井字坂口7527 54
延岡市（旧北川町） ホテル錦城 延岡市北川町長井字坂口7561-1 66-3 18.8
延岡市（旧北川町） ホテルプラザハウス 延岡市北川町長井字坂口7580 66-3 22.2
延岡市（旧北川町） 伊福養豚・ 延岡市北川町長井字槍593 1-2 0

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井地先 55

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井地内 55

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井地内 55

廃止 延岡市（旧北川町） 延岡市北川町長井的野 60
延岡市（旧北浦町） 金好豆腐店 延岡市北浦町宮野浦 17
延岡市（旧北浦町） 宮野浦地区漁業集落排水処理施設 延岡市北浦町宮野浦 72 286.2
延岡市（旧北浦町） 佐藤商店 延岡市北浦町宮野浦（県有埋め立て地） 3
延岡市（旧北浦町） 民宿もり 延岡市北浦町宮野浦196 66-3 3.3
延岡市（旧北浦町） 民宿玉浦 延岡市北浦町宮野浦213のｲ 66-3 1.5
延岡市（旧北浦町） 中内一郎商店 延岡市北浦町宮野浦埋立地 3
延岡市（旧北浦町） JA延岡　北浦牛舎 延岡市北浦町古江１６１９ 1-2 0
延岡市（旧北浦町） 松下生コン有限会社 延岡市北浦町古江1725 55 15
延岡市（旧北浦町） 市振地区農業集落排水処理施設 延岡市北浦町古江1930 72 324.5
延岡市（旧北浦町） 北浦町農業集落排水処理場 延岡市北浦町古江2348 72 384
延岡市（旧北浦町） フォトショップヒロ 延岡市北浦町古江2362 68 0
延岡市（旧北浦町） なかや 延岡市北浦町古江2377 66-3 0
延岡市（旧北浦町） 高島荘別館 延岡市北浦町古江2433 66-3 2
延岡市（旧北浦町） 河野養豚 延岡市北浦町古江2448 1-2
延岡市（旧北浦町） 松島 延岡市北浦町古江2495 66-3 4
延岡市（旧北浦町） 阪本商店 延岡市北浦町古江2497 3 10

廃止 延岡市（旧北浦町） 延岡市北浦町古江2501-乙 67
延岡市（旧北浦町） 民宿こじま 延岡市北浦町古江2504 66-3 0.6
延岡市（旧北浦町） 民宿海玉 延岡市北浦町古江2513-21 66-3 0.4
延岡市（旧北浦町） 阿蘇処理場 延岡市北浦町古江2949-6 73 155

廃止 延岡市（旧北浦町） 延岡市北浦町古江字阿蘇西谷3234-1 55
延岡市（旧北浦町） 北浦町北浦中央地区農業集落排水処理施設 延岡市北浦町古江字岡崎1753-1 72 405

廃止 延岡市（旧北浦町） 延岡市北浦町古江地内 55
延岡市（旧北浦町） 民宿伊藤 延岡市北浦町三川内2745 66-3 1.9

廃止 延岡市（旧北浦町） 延岡市北浦町三川内4906 71-3
延岡市（旧北浦町） 北浦町自然休養村センター清流荘 延岡市北浦町三川内5181 66-3 3.6
延岡市（旧北浦町） 延岡農協肉豚共同肥育センター 延岡市北浦町三川内走水5667-11 1-2 4.5
延岡市（旧北浦町） 有限会社松比良商店 延岡市北浦町市振1130 11 6.7
延岡市（旧北浦町） 民宿　臨港 延岡市北浦町市振29-14 66-3 2
延岡市（旧北浦町） 北浦漁協廃魚処理場 延岡市北浦町市振541-4 11 0
延岡市（旧北浦町） 株式会社マルニチ 延岡市北浦町市振743 3 2.8
延岡市（旧北浦町） 北浦町直海処理場 延岡市北浦町市振字直海3790-28 73 92

廃止 延岡市（旧北浦町） 延岡市北浦町池内 55

日南市 民宿うず潮ドライブイン 日南市伊比井2090-1 66-3 4

廃止 日南市 日南市伊比井2193 66-3

日南市 伊比井旅館 日南市伊比井2699 66-3 1

廃止 日南市 日南市伊比井2902 66-3

日南市 東急建設株式会社　九州支店　日南伊比井作業所 日南市伊比井地内 55 120

日南市 つるや荘 日南市鵜戸宮浦3264 66-3 3

廃止 日南市 日南市益安1853-1 60

日南市 日南市衛生センター 日南市益安1870 72 185

廃止 日南市 日南市益安2870 66-3

廃止 日南市 日南市益安888 69

日南市 日高養豚 日南市益安字萩下 1-2

日南市 大阪屋ドライクリーニング 日南市園田10 67 0.7

廃止 日南市 日南市園田1-3-1 71

廃止 日南市 日南市園田町104 3

日南市 鹿児島クリーニング店 日南市園田町14 67 0.5

廃止 日南市 日南市下隈谷 1-2

廃止 日南市 日南市下方 1-2

日南市 有限会社アサヒクリーニング 日南市下方2100-15 67 3

日南市 ホテル白鳥 日南市下方2101 66-3 4

廃止 日南市 日南市下方2447 1-2

日南市 谷口養豚 日南市下方3036 1-2 4.2

廃止 日南市 日南市下方4505 17

日南市 谷口産業有限会社 日南市下方4554 5

日南市 丸三商店　竹井カマボコ製造工場 日南市下方4571 3

廃止 日南市 日南市下方4584-2 16

廃止 日南市 日南市下方4653 10

日南市 三嶋酒造合名会社 日南市下方4661 10 10

日南市 マルアンみそしょうゆ醸造工場 日南市下方4690 5

日南市 竹井醸造合名会社 日南市下方4718 5 5

日南市 湯浅商店 日南市下方4846-1 17 1

日南市 有限会社安藤水産 日南市下方4849 3 1

廃止 日南市 日南市下方4850-140 1-2

廃止 日南市 日南市下方4891 66-3

廃止 日南市 日南市下方4891の丁 66-3
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日南市 はまゆう荘 日南市下方4897-3 66-3 0.4

廃止 日南市 日南市下方4898-1 3

日南市 日南市漁協大堂津水産加工センター 日南市下方4908-3 3 30

廃止 日南市 日南市下方大堂津 1-2

廃止 日南市 日南市下方大堂津 1-2

廃止 日南市 日南市岩崎2-2-18 71

廃止 日南市 日南市岩崎2-23 71

日南市 株式会社イドムコ　日南給油所 日南市岩崎3-1-16 71 1.6

廃止 日南市 日南市岩崎3-7-6 17

廃止 日南市 日南市吉野方8692-1 1-2

日南市 徳地養豚 日南市吉野方8695 1-2

廃止 日南市 日南市吉野方西ノ村崎 60

廃止 日南市 日南市吉野方辰喰2988 1-2

日南市 有限会社南郷ファーム　第２農場 日南市吉野方辰喰2988-ｲ 1-2 32

廃止 日南市 日南市宮ﾉ浦5786 66-3

日南市 株式会社サンメッセ日南 日南市宮浦2627 66-6 70

日南市 三ツ和荘 日南市宮浦3240 66-6 10

日南市 民宿南光 日南市宮浦3317 66-3 2.6

廃止 日南市 日南市宮浦3336 66-3

日南市 鵜戸観光ホテル 日南市宮浦4759 66-3 5

日南市 鵜戸民宿ドライブイン 日南市宮浦4912-乙 66-3 2

日南市 ホテルドライブイン大海 日南市宮浦568-1 66-3 4

廃止 日南市 日南市宮浦608 1-2

廃止 日南市 日南市隈谷2348 66-3

廃止 日南市 日南市隈谷遠目ヶ穴甲2163-3 3

日南市 日南市クリーンセンター 日南市隈谷乙1671 71-3 0

日南市 日南地頭鶏センター 日南市隈谷乙1798-1 2 0.3

廃止 日南市 日南市隈谷乙891 71-4

廃止 日南市 日南市隈谷甲1154 1-2

日南市 櫻乃峰酒造有限会社 日南市隈谷甲1192 10 12

廃止 日南市 日南市隈谷川北 66-3

廃止 日南市 日南市戸高1040 66-3

廃止 日南市 日南市戸高1051 67

日南市 山ノ上クラブ 日南市戸高1089 66-3 10

廃止 日南市 日南市戸高111 66-3

日南市 王子製紙株式会社　日南工場 日南市戸高1850 23 130000

廃止 日南市 日南市戸高1850 71-2

廃止 日南市 日南市戸高1957 2

日南市 東九州石油株式会社　日南市役所前給油所 日南市戸高1丁目2-5 71 2.7

廃止 日南市 日南市戸高386 71-2

廃止 日南市 日南市戸高392 71-2

日南市 岩津ドライ 日南市戸高874-5 67 8

日南市 宮崎トヨタ自動車株式会社  日南営業所 日南市戸高字葛廻674-1 71 2.1

廃止 日南市 日南市戸高字宮前西63-1 71

日南市 長友クリーニング 日南市戸高字中原1490-4 67 2

廃止 日南市 日南市戸高字田口1598 10

廃止 日南市 日南市吾田西1丁目6-31 71

日南市 トヨタカローラ宮崎株式会社日南店 日南市吾田西1丁目6番35号 71 1.37

日南市 ネッツトヨタ宮崎株式会社　日南店 日南市吾田西1丁目6番42号 71 0

日南市 東九州石油株式会社　ハートイン星倉給油所 日南市吾田東10丁目8-6 71 2

日南市 はまゆう農業協同組合　本所給油所 日南市吾田東2丁目5番20号 71 2

日南市 宮崎ダイハツ販売株式会社　日南店 日南市吾田東4-2-7 71 0

日南市 有限会社平成商事　セイザン石油星倉給油所 日南市吾田東4丁目3-1 71 1.85

日南市 株式会社ヤマトホンダ 日南市吾田東9丁目8番20号 71 1

日南市 栄進商会 日南市吾田東四丁目2-9 71 5.4

廃止 日南市 日南市今町8335 66-3

日南市 松の露酒造株式会社 日南市今町二丁目1-16 10 80

日南市 川添養豚 日南市細田上塚田 1-2

日南市 日南市漁業協同組合　水産物荷捌施設 日南市字石河588-128 69-3 85

廃止 日南市 日南市酒谷（赤根） 1-2

日南市 下田豆腐店 日南市酒谷26475 17 0.2

廃止 日南市 日南市酒谷3区(赤根) 1-2

日南市 谷口養豚 日南市酒谷乙10367 1-2

日南市 日南市特産品センター 日南市酒谷乙4557 4 1.5

廃止 日南市 日南市酒谷乙460 1-2

廃止 日南市 日南市酒谷乙5196 1-2

廃止 日南市 日南市酒谷乙6300 1-2

廃止 日南市 日南市酒谷乙6313-2 1-2

日南市 中村養豚（向田） 日南市酒谷向田 1-2

日南市 日南市立酒谷コミュニティーセンター 日南市酒谷甲3360-1 66-3 0.3

日南市 ホテル晴宝 日南市酒谷字笹ｹ谷2245 66-3 2.4

日南市 ホテル野菊 日南市酒谷字笹ｹ谷乙2457 66-3 7.3

廃止 日南市 日南市酒谷種子田 1-2

廃止 日南市 日南市酒谷赤根 1-2

日南市 中村養豚（鷹取） 日南市酒谷鷹取 1-2

廃止 日南市 日南市酒谷蜂久保乙9280-7 1-2

日南市 日南石油販売株式会社　油津給油所 日南市春日町13-18 71 1.83

日南市 城戸荘 日南市春日町15-24 66-3 4

日南市 日南船員保険寮 日南市春日町24-1 66-3 6.3

日南市 クリーンライナー 日南市松永631-1 67 6



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 日南市 日南市上町292 66-3

廃止 日南市 日南市上町408 66-3

廃止 日南市 日南市上塚田 1-2

日南市 日南第一ホテル 日南市上平野1-3-5 66-3 20

日南市 宮崎日産自動車株式会社　日南店 日南市上平野1-3-8 71 1.85

日南市 宮崎カメラ日南店 日南市上平野町1-4-6 68

日南市 植松エネルギー株式会社　日南給油所 日南市上平野町1-6-7 71 1.2

日南市 宮崎トヨペット株式会社　日南店 日南市上平野町1丁目6-10 71 3

廃止 日南市 日南市上平野町2-3-2 71

廃止 日南市 日南市上平野町287 54

日南市 日南石油販売株式会社　吾田給油所 日南市上平野町2丁目4番地13 71 1.85

日南市 株式会社アラジン　日南店 日南市上平野町二丁目１４－１ 71 0

廃止 日南市 日南市上方 1-2

廃止 日南市 日南市上方1048 1-2

日南市 井脇養豚 日南市上方1407-1 1-2 1

廃止 日南市 日南市上方2057 1-2

日南市 橋口養豚 日南市上方牛ケ谷 1-2

廃止 日南市 日南市上方牛ケ谷 1-2

廃止 日南市 日南市上方牛ｹ谷140-1 1-2

廃止 日南市 日南市上方字大内田1765 63

廃止 日南市 日南市瀬西155 66-3

廃止 日南市 日南市星倉 1-2

廃止 日南市 日南市星倉 1-2

廃止 日南市 日南市星倉 1-2

廃止 日南市 日南市星倉（仮屋講） 1-2

日南市 林石油店　飫肥給油所 日南市星倉1-6-4 71 2.2

日南市 合名会社斎藤石油店 日南市星倉1-7-4 71 1.7

廃止 日南市 日南市星倉1876 1-2

日南市 企業組合福祉事業　はれやか洗濯作業所 日南市星倉１丁目4-9 67 2.7

日南市 ホテル霧島 日南市星倉2351-1 66-3 1.5

日南市 有限会社斉藤自動車整備工場 日南市星倉2-5-3 71 2.7

廃止 日南市 日南市星倉3-2-2 67

日南市 古沢クリーニング店 日南市星倉3554-3 67 2

廃止 日南市 日南市星倉3848-2 67

廃止 日南市 日南市星倉3888 1-2

廃止 日南市 日南市星倉3950-2 71-2

日南市 日南市中央共同調理場 日南市星倉622-3 66-4 71.5

日南市 有限会社三嘉食品 日南市星倉6642 17

日南市 第一通商株式会社星倉団地 日南市星倉字黒坊穴 72 110

廃止 日南市 日南市西町2-6-3 66-3

日南市 宮崎県立高等水産研修所 日南市西町２丁目１１番６号 66-3 0

廃止 日南市 日南市西町502-18 66-3

廃止 日南市 日南市西町588-6 71-2

廃止 日南市 日南市西町938-1 66-3

廃止 日南市 日南市西弁分（後河内） 1-2

廃止 日南市 日南市西弁分（日後谷） 1-2

廃止 日南市 日南市西弁分（日後谷） 1-2

廃止 日南市 日南市西弁分1-2 17

日南市 第一コンクリート工業株式会社 日南市西弁分3丁目4番地2 55 5

日南市 河野裕水養豚 日南市西弁分5422 1-2 0.1

廃止 日南市 日南市西弁分5422 1-2

廃止 日南市 日南市西弁分5768 1-2

廃止 日南市 日南市西弁分内5842 1-2

日南市 吉田養豚 日南市西弁分内後河内 1-2

日南市 川畑商店 日南市大窪2762-2 17 0.1

廃止 日南市 日南市大窪4046 1-2

廃止 日南市 日南市大窪4592-2 1-2

廃止 日南市 日南市大窪4677-1 1-2

廃止 日南市 日南市大窪4707 1-2

廃止 日南市 日南市大窪4722 1-2

日南市 農事組合法人外山総合畜産組合 日南市大窪下り山1073-2 1-2 0

日南市 藤元畜産 日南市大窪字上ｹ場3957 1-2

日南市 農事組合法人外山総合畜産組合　大窪分場 日南市大窪字馬ヶ瀬戸165-2 1-2 190

日南市 野田養豚 日南市大窪通水焼山 1-2

日南市 京屋東郷蔵置場 日南市大字益安783 10 5.5

廃止 日南市 日南市大字下方674-1 71

廃止 日南市 日南市大字戸高字葛廻676-1 71

日南市 有限会社ホクサツえびのファーム　日南農場 日南市大字酒谷乙9625-1 1-2 202.3

日南市 日本郵政株式会社　かんぽの宿日南 日南市大字星倉2228番1 66-3 0

日南市 サファリウッド協同組合 日南市大字殿所1787-2 22 0.2

廃止 日南市 日南市大字殿所字日高嶋 1-2

日南市 宮崎県立日南振徳高等学校 日南市大字板敷410番地 71-2 0.9

日南市 株式会社黒潮ポーク　板敷農場 日南市大字板敷4938 1-2 0

日南市 富土地区漁業集落排水処理施設 日南市大字富土2033-1 72 55

日南市 イージー・ドライブ 日南市大字平山2318-2 66-3 2.3

廃止 日南市 日南市大節26-2の5 66-3

日南市 有限会社山野水産 日南市大堂津２丁目16-5 3 0

廃止 日南市 日南市大堂津3-2-1 10

日南市 古澤醸造合名会社 日南市大堂津4-10-1 10 2.6

日南市 株式会社宮田本店 日南市大堂津4-1-8 10 7.9



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日南市 株式会社小野石油店　日南給油所 日南市中平野1丁目3番地2 71 2.1

日南市 タミ旅館 日南市中平野4-13 66-3 6

廃止 日南市 日南市中平野宮ﾉ前2615-1 1-2

日南市 有限会社東京ドライセンター 日南市中平野町13-4 67 3

日南市 中川クリーニング店 日南市中平野町14-7 67 0.3

日南市 有限会社日南カメラ 日南市中平野町15-8 68 1.8

日南市 田中養豚 日南市塚田乙1876 1-2 29.5

日南市 株式会社地頭鶏恵処理施設 日南市塚田乙1922-1 2 2.8

廃止 日南市 日南市塚田乙2925-2 1-2

廃止 日南市 日南市塚田乙723 1-2

廃止 日南市 日南市塚田下瀬戸532 1-2

廃止 日南市 日南市塚田甲2638-3 1-2

廃止 日南市 日南市塚田甲457-1 1-2

日南市 ハイランド農場 日南市塚田甲61-1 1-2 0

日南市 黒木養豚 日南市塚田甲立山21111 1-2 0.2

廃止 日南市 日南市塚田字下瀬戸 1-2

廃止 日南市 日南市殿所 1-2

廃止 日南市 日南市殿所1058 10

廃止 日南市 日南市殿所1059 1-2

廃止 日南市 日南市殿所1080-1 4

廃止 日南市 日南市殿所鼻繰 1-2

日南市 緒方義範養豚 日南市殿所鼻操 1-2

廃止 日南市 日南市東弁分乙1011 65

廃止 日南市 日南市東弁分甲2471 67

廃止 日南市 日南市東弁分甲266-1 71-5

廃止 日南市 日南市楠原2169 1-2

廃止 日南市 日南市楠原38 71-2

日南市 岩満クリーニング店 日南市楠原4121-1 67 0.5

日南市 ホテル杉 日南市楠原529 66-3 6.5

日南市 ホテルリッチ 日南市楠原96-1 66-3 6.9

日南市 元祖おび天本舗工場 日南市楠原字下耕整143-1 3 9

日南市 ホテル殿 日南市楠原字上耕整966-1 66-3 10

廃止 日南市 日南市萩之嶺 10

廃止 日南市 日南市萩之嶺1203 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺1866 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2047 1-2

日南市 元山崇 日南市萩之嶺2781 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2791 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2820 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2834 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2861-1 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2871 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2881 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺2907-2 1-2

日南市 上の丘クリーン農産加工房　すいかずら 日南市萩之嶺3136 5 0.5

廃止 日南市 日南市萩之嶺3149 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺3173 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺3181-1 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺3181-1 1-2

日南市 前田養豚 日南市萩之嶺3899-1 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺3899-1 1-2

日南市 杉本養豚 日南市萩之嶺3917 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺3932-2 1-2

日南市 酒井養豚 日南市萩之嶺5012 1-2 0.5

日南市 株式会社黒潮ポーク　日南農場 日南市萩之嶺6197番地1 1-2 43

日南市 海老原伴範（養豚） 日南市萩之嶺6281-ｲ 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺6395-3 1-2

日南市 熊本養豚 日南市萩之嶺6830 1-2 31.9

日南市 熊本養豚 日南市萩之嶺6860 1-2 2

日南市 時任養豚 日南市萩之嶺813 1-2 0.5

廃止 日南市 日南市萩之嶺980 1-2

日南市 秋野養豚 日南市萩之嶺988-1 1-2 0.2

廃止 日南市 日南市萩之嶺字椿ｹ原6174 1-2

日南市 株式会社ナンチクファーム　守山細田農場 日南市萩之嶺城ヶ尾6248 1-2 312

廃止 日南市 日南市萩之嶺椿木原6208 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺東下中 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺東下中 1-2

日南市 酒井養豚 日南市萩之嶺仏坂 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺仏坂 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺仏坂城ケ尾 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺別府ｹ原2813 1-2

廃止 日南市 日南市萩之嶺佛坂 1-2

日南市 荒山製餡所 日南市板敷155 8

日南市 安野邦義養豚 日南市板敷字一本松7390 1-2 0.5

日南市 谷山養豚 日南市板敷寺ﾉ尾5034 1-2 2

日南市 有限会社ホテルドライブイン弥太郎 日南市富土1694-1 66-3 5

日南市 富土民宿ドライブイン 日南市富土1726 66-3 4

日南市 民宿みちしおドライブイン 日南市富土1726 66-3 2.5

廃止 日南市 日南市富土1732 66-3

廃止 日南市 日南市富土2864-11 1-2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 日南市 日南市富土2864-11他 1-2

日南市 宮崎交通株式会社　サボテン園 日南市富土字空浦1136-1 4 350

廃止 日南市 日南市富土字小目井地先 55

廃止 日南市 日南市富土字太田2033-3､4 55

日南市 有限会社日南セメント瓦工業所 日南市風田1458 54 0

廃止 日南市 日南市風田3610 1-2

日南市 愛泉会日南病院 日南市風田3649-2 72 90

廃止 日南市 日南市風田3679-3 17

廃止 日南市 日南市風田3691 1-2

日南市 徳田石油有限会社　風田給油所 日南市風田3825-1 71 1.44

日南市 医療法人同仁会谷口病院 日南市風田3861 72 160

廃止 日南市 日南市風田3861 68-2

廃止 日南市 日南市風田字柿内3224 66-3

日南市 白清舎クリーニング 日南市風田字元弓場3613-1 67 1.5

日南市 株式会社小野石油店　風田給油所 日南市風田字浜山下切3568-1 71 2

廃止 日南市 日南市伏木2113 1-2

日南市 旅館藤の井 日南市平岩4749 66-3 2

日南市 有限会社南海石油　平山給油所 日南市平山 71 3

廃止 日南市 日南市平山2153 1-2

廃止 日南市 日南市平山2207 1-2

廃止 日南市 日南市平山2222 1-2

日南市 青山養豚 日南市平山2228 1-2

廃止 日南市 日南市平山234 72

廃止 日南市 日南市平山234 66-3

日南市 インフラテック株式会社　日南工場 日南市平山390 54 0.7

廃止 日南市 日南市平山535-1 55

日南市 モーテルヒロト 日南市平山足洗田707 66-3 11

日南市 ホテル松原 日南市平山浜田上2313-1 66-3 9

日南市 加藤養豚 日南市平田 1-2

廃止 日南市 日南市平野（上平野） 1-2

日南市 朝日化学工業株式会社　日南工場 日南市平野1087-1 27 250

廃止 日南市 日南市平野110 66-3

廃止 日南市 日南市平野116-1 66-3

廃止 日南市 日南市平野1478-1 68

廃止 日南市 日南市平野1513-13 71-2

廃止 日南市 日南市平野397-6 66-3

廃止 日南市 日南市平野4084 66-3

廃止 日南市 日南市平野4092 66-3

日南市 ホテルいろは 日南市平野4147 66-3 38

廃止 日南市 日南市平野4218 67

日南市 京屋酒造有限会社 日南市平野4299 10 5

日南市 旅館あづま 日南市平野444ｰ5 66-3 4.1

日南市 岩崎荘 日南市平野4755 66-3 2

日南市 旅館日南子 日南市平野4915 66-3 3

廃止 日南市 日南市平野5041-ﾛ 66-3

日南市 ホテルシーズン 日南市平野5715 66-3 151

日南市 民宿大仙 日南市平野6105-3 66-3 1.5

日南市 旅館ふじやす 日南市平野78 66-3 3

廃止 日南市 日南市平野字影平 1-2

日南市 日南市下水処理場 日南市平野字勘助島2820 73 51

日南市 北川製餡所 日南市平野字五反田4287 8

廃止 日南市 日南市平野地区内 55

廃止 日南市 日南市平野中津留552 71

廃止 日南市 日南市本町3868 10

廃止 日南市 日南市本町3935 66-3

日南市 旅館若杉荘 日南市本町3986 66-3 8

日南市 丸万製麺 日南市本町4019-3 16

日南市 旅館男鈴 日南市本町4032-1 66-3 13

日南市 広島豆腐店 日南市本町4060 17 18.8

日南市 フードショップ戸村　食品加工場 日南市本町字前鶴下3870-1 17 5

日南市 谷口定養豚場 日南市毛吉田 1-2

廃止 日南市 日南市毛吉田1252 1-2

日南市 有限会社地頭鶏ランド日南 日南市毛吉田2733番地1 2 12.8

廃止 日南市 日南市毛吉田782 1-2

日南市 宮崎県立日南病院 日南市木山1-9-5 68-2 0

廃止 日南市 日南市木山27-1 68-2

日南市 屋島旅館 日南市木山町17-3 66-3 4

廃止 日南市 日南市木山町21-4 67

廃止 日南市 日南市木山町34-1 67

日南市 セントラルホテル 日南市油津1-16 66-3 5

日南市 民宿ふなやど 日南市油津3-5-15 66-3 1.1

廃止 日南市 日南市油津356 66-3

日南市 松田ドライ 日南市油津3-5-8 67 2

廃止 日南市 日南市油津3-9-7 67

日南市 みどりや旅館 日南市油津423 66-3 1.6

廃止 日南市 日南市油津材木町416 66-3

日南市 日南カラー現像所 日南市油津字岩崎64 68 1.2

廃止 日南市 日南市油津春日町10-11 17

日南市 民宿松乃荘 日南市油津町木山24-15 66-3 0.9

日南市 日南石油販売株式会社　飫肥給油所 日南市飫肥1丁目1-1 71 1.74



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日南市 医療法人慶明会　おび中央病院 日南市飫肥6-2-28 72 50.4

日南市 宮崎交通株式会社　日南営業所 日南市飫肥7丁目5-1 71

日南市 小玉醸造合名会社 日南市飫肥8丁目1-8 10 2

廃止 日南市 日南市飫肥前鶴3928-3 66-3

日南市 旅館百合 日南市飫肥本町3953-7 66-3 3

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷ﾉ原字中鶴892 55
日南市（旧北郷町） 日南市蜂之巣公園コテージ 日南市北郷町郷の原字牧谷甲2850-1 66-3 1

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原 55

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原 55
日南市（旧北郷町） 南信漬物株式会社宮崎工場 日南市北郷町郷之原2598 4 150

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原4852 67

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原乙1362-2 1-2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原乙1367 66-3
日南市（旧北郷町） 株式会社アラジン郷之原給油所 日南市北郷町郷之原乙1458-1 71 1.5
日南市（旧北郷町） 有限会社アラタケ　北郷給油所 日南市北郷町郷之原乙2155 71 1.85
日南市（旧北郷町） 日南市北郷下水終末処理場 日南市北郷町郷之原乙2481-2 73 1000
日南市（旧北郷町） 有限会社テクノ 日南市北郷町郷之原乙2563-11 65 115

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原乙3320 1-2
日南市（旧北郷町） 日南ＮＯＫ株式会社 日南市北郷町郷之原乙3671-1 51-2 67
日南市（旧北郷町） 日南製材事業協同組合 日南市北郷町郷之原乙72-1 22 0
日南市（旧北郷町） 有限会社徳村石油店郷之原給油所 日南市北郷町郷之原甲153-1 71 0.6

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原甲2597 1-2
日南市（旧北郷町） 北郷　音色香の季　合歓のはな 日南市北郷町郷之原甲2711 66-3 72.5

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原甲3598 1-2
日南市（旧北郷町） 日南市北郷学校給食センター 日南市北郷町郷之原甲6-1 66-4 15.8
日南市（旧北郷町） 櫻の郷酒造株式会社 日南市北郷町郷之原甲888番地 10 315

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原甲地内 55
日南市（旧北郷町） ホテルジェイズ日南リゾート 日南市北郷町郷之原字笹之久保2821-1 66-3 2
日南市（旧北郷町） 江川ブロック工業株式会社 日南市北郷町郷之原字大谷乙3056-1 55 0

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原字中鶴甲935外２筆 74

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原字蜂の巣 66-3

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原新町 66-3
日南市（旧北郷町） 有限会社荒木石油店　北郷役場前給油所 日南市北郷町郷之原折田2071 71 2.4
日南市（旧北郷町） 梅林建設株式会社　年見トンネル作業所 日南市北郷町郷之原地内 55 125
日南市（旧北郷町） 東九州道年見第二トンネル新設工事年見トンネル作業所 日南市北郷町郷之原地内 55 25

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原地内 55

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原地内 55

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原猪八重 1-2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町郷之原立野 1-2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大字北河内地内 55

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤乙256-1 17

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤乙262 66-3
日南市（旧北郷町） 旅館サンチェリー北郷 日南市北郷町大藤甲1519-3 66-3 185

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤甲1868 1-2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤甲1926 67
日南市（旧北郷町） 北郷温泉旅館　丸新荘 日南市北郷町大藤甲3169 66-3 18.5
日南市（旧北郷町） 特別養護老人ホーム　河鹿の里 日南市北郷町大藤甲3186 72 48

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤甲3629 66-3

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤甲777 1-2
日南市（旧北郷町） 王手門酒造 日南市北郷町大藤甲８９８ 10 12
日南市（旧北郷町） 老人保健施設　しあわせの里 日南市北郷町大藤字五反田影甲3589-1 72 40
日南市（旧北郷町） 厚生年金日南杉の湯荘 日南市北郷町大藤字折生田甲2761-1 66-3 142

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町大藤内之田 1-2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内 55
日南市（旧北郷町） 株式会社宮崎谷藤ファーム 日南市北郷町北河内1664-1 1-2
日南市（旧北郷町） 北郷町農産物加工場 日南市北郷町北河内196-1 4 4

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内2686 1-2
日南市（旧北郷町） 北郷町農産物加工場 日南市北郷町北河内382-4 5 0.6
日南市（旧北郷町） 株式会社宮崎谷藤ファーム(神谷) 日南市北郷町北河内4647-25 1-2 0
日南市（旧北郷町） 株式会社ナンチクファーム　守山北郷農場 日南市北郷町北河内4824-8 1-2 120
日南市（旧北郷町） 稲山養豚 日南市北郷町北河内5065-27 1-2
日南市（旧北郷町） 株式会社宮崎谷藤ファーム（本場） 日南市北郷町北河内5091-35 1-2 0
日南市（旧北郷町） ろくしん 日南市北郷町北河内5218番2 17 1.2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内5225-1 1-2

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内5330 1-2
日南市（旧北郷町） 戸村牧場 日南市北郷町北河内6997-1 1-2 0

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内7216 1-2
日南市（旧北郷町） 池田養豚 日南市北郷町北河内7415 1-2
日南市（旧北郷町） 有限会社三浦畜産 日南市北郷町北河内7796-7 1-2 30
日南市（旧北郷町） 日新木材工業有限会社北郷工場 日南市北郷町北河内7972 21-3 6
日南市（旧北郷町） 株式会社宮崎谷藤ファーム（美喜） 日南市北郷町北河内8690 1-2 0

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内海一郷国有林1043林班は小班内 55

廃止 日南市（旧北郷町） 日南市北郷町北河内字次郎畑7524-83 1-2
日南市（旧北郷町） 徳井畜産　第１農場 日南市北郷町北河内字瀬戸5065-118 1-2 18.4
日南市（旧北郷町） 徳井畜産　第２農場 日南市北郷町北河内字鎮瀬戸5091-6 1-2 0
日南市（旧南郷町） 堀口養豚 日南市南郷町 上5231 1-2 0

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町栄松3941-1 66-3

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町栄松4029 66-3

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町栄松4129 66-3
日南市（旧南郷町） 有限会社高橋石油店　榎原給油所 日南市南郷町榎原139-3 71 2.12



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日南市（旧南郷町） 長本養豚 日南市南郷町榎原21191 1-2 0.2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町榎原671 1-2
日南市（旧南郷町） 宮崎南郷農業協同組合食品加工場 日南市南郷町榎原甲123 4 3.7
日南市（旧南郷町） 井上酒造株式会社 日南市南郷町榎原甲1326 10 1482

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町榎原市の原 1-2
日南市（旧南郷町） 蛯原畜産 日南市南郷町榎原丙1451 1-2 0.1
日南市（旧南郷町） 河野畜産 日南市南郷町榎原丙2288-2 1-2 0.1

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町榎原牧野 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町榎原牧野 1-2
日南市（旧南郷町） 民宿ふじ 日南市南郷町外浦29-11 66-3 2
日南市（旧南郷町） 橋本弥作（養豚） 日南市南郷町潟上 1-2 1.5

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上111 17
日南市（旧南郷町） 民宿まるやす 日南市南郷町潟上112 66-3 1.6

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上254-1 17

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上2873 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上4139 1-2
日南市（旧南郷町） 民宿黒島荘 日南市南郷町潟上66 66-3 2
日南市（旧南郷町） 安藤畜産 日南市南郷町潟上833-1 1-2 1.5

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上8331-1 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上9776 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上9789 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町潟上栗之原5507 1-2
日南市（旧南郷町） 宿　なんごう 日南市南郷町潟上地浦134-97 66-3 3.5
日南市（旧南郷町） 有限会社南郷ファーム 日南市南郷町大字榎原字市之原1164-27 1-2 63
日南市（旧南郷町） 日南市南郷清掃センター 日南市南郷町大字甲4389-1 71-3 4.5

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町谷之口730 17
日南市（旧南郷町） ホテルえにし 日南市南郷町谷之口字中河原 66-3 3
日南市（旧南郷町） 高千穂ドライクリーニング店 日南市南郷町中村1929 67

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村4828 10
日南市（旧南郷町） 医療法人文誠会　百瀬病院 日南市南郷町中村乙2101 72 71.6

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙2403 71

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙2559 17

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙3863 66-3

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙3949-43 66-3
日南市（旧南郷町） 浜田商店 日南市南郷町中村乙4614 3
日南市（旧南郷町） 平成19年度種子島周辺漁業水揚荷捌施設・漁船員休養施設 日南市南郷町中村乙4614-３の一部、4614-19の一部 69-3 4.7
日南市（旧南郷町） 南郷漁協加工協議会 日南市南郷町中村乙4614-9 3 0.1

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙4694 17
日南市（旧南郷町） 阪元醸造合名会社 日南市南郷町中村乙4766 5
日南市（旧南郷町） ホテル丸万 日南市南郷町中村乙4893 66-3 28.2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙5126 66-3
日南市（旧南郷町） 株式会社ごこく山元石油南郷給油所 日南市南郷町中村乙584 71 1.1
日南市（旧南郷町） はまゆう農業協同組合　南郷給油所 日南市南郷町中村乙65-1 71 1.9

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙7051 66-3
日南市（旧南郷町） 西浦豆腐店 日南市南郷町中村乙7101-349 17 5
日南市（旧南郷町） 武田ドライクリーニング 日南市南郷町中村乙8138-1 67 1.5
日南市（旧南郷町） 日南海岸南郷プリンスホテル 日南市南郷町中村乙葛葉平4408 66-3 180
日南市（旧南郷町） 南部建設業事業協同組合 日南市南郷町中村甲1242-1 55 0

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村甲3543番地 71-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村甲5397 66-3
日南市（旧南郷町） ビジネスホテルサーフィン 日南市南郷町中村字関戸口乙57-1 66-3 17
日南市（旧南郷町） 宮崎県南那珂農業改良普及センター 日南市南郷町中村字宮田1232番地1 71-2 18
日南市（旧南郷町） 南郷ハートフルセンター 日南市南郷町中村字尾崎乙7051-25 72 92

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村字尾崎乙7051-641 71

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町津屋野1216 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町津屋野678 1-2
日南市（旧南郷町） 谷口養豚場 日南市南郷町津屋野別府崎107 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町東町12-3 66-3

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町南町1-3 71
日南市（旧南郷町） 荒武養豚 日南市南郷町脇本1452-ﾛ 1-2 1.5
日南市（旧南郷町） 河野養豚 日南市南郷町脇本3344 1-2 0.4

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町脇本3344 1-2
日南市（旧南郷町） 加藤畜産 日南市南郷町脇本3676 1-2 0.1
日南市（旧南郷町） 宮崎県総合農業試験場亜熱帯作物支場 日南市南郷町贄波3236-3 71-2 20

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町贄波山之神谷 1-2

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町贄波字小倉畑443-1 55

廃止 日南市（旧南郷町） 日南市南郷町中村乙3951 66-3
日南市（旧南郷町） 鈴之家 日南市南郷町中村乙4898 66-3 1.2

小林市 成見ドライ 小林市永田町3 67 4

小林市 椎屋クリーニング店 小林市下西町3 67 1

小林市 中村豆腐店 小林市細野103 17 1.6

小林市 有限会社大浦ドライ 小林市細野103 67 10

小林市 こばやし農業協同組合　中央給油所 小林市細野1321 71 1.85

小林市 児玉商事株式会社　島田給油所 小林市細野1342-1 71 1

小林市 図師田製麺所 小林市細野139 16 0.4

小林市 民宿和楽屋 小林市細野146番地9 66-3

小林市 えみちゃん家 小林市細野1482 66-3 0.8

小林市 有限会社坂下商会　小林給油所 小林市細野1581 71 1.1

小林市 有限会社四元製あん所 小林市細野1617 8 4

小林市 大阪屋ドライクリーニング店 小林市細野1638 67 0.6



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

小林市 本村洗白堂 小林市細野1646 67 0.5

小林市 吉田荘 小林市細野1654 66-3 10

小林市 医療法人相愛会　桑原記念病院 小林市細野167 72 100

小林市 株式会社クリーンアクアビバレッジ 小林市細野1750 10 1911

廃止 小林市 小林市細野1750 10

小林市 医療法人養気会池井病院 小林市細野177 72 100

小林市 今村旅館 小林市細野1831-1 66-3 30

小林市 岡豆腐店 小林市細野1899 17 0

小林市 児玉商事株式会社 小林市細野1901-1 71 0

小林市 やまと屋旅館 小林市細野1923-7 66-3 4.2

小林市 プラッセだいわ小林店 小林市細野1976番地1 72 60

小林市 医療法人東陽会整形外科前原病院 小林市細野2033 72 121

小林市 宮崎交通株式会社小林営業所 小林市細野2152 71 19

小林市 和光カメラ 小林市細野2156 68 1

小林市 宮崎県小林食肉衛生検査所 小林市細野2472-1 71-2 1

小林市 サンキョーミート株式会社　霧島ミートプラント 小林市細野2516 2 46

小林市 サンキョーミート株式会社　霧島ミートプラント 小林市細野2523番地 69 931

小林市 吉薗勝夫豆腐店 小林市細野2876-10 17 0.6

小林市 株式会社宮崎ノックス 小林市細野3068 4 1

小林市 コッコの宿 小林市細野3152 66-3 0.5

小林市 小林食鳥 小林市細野335-3 2 18

小林市 平成小林ダッシュ村 小林市細野3477 66-3 0.5

小林市 独立行政法人家畜改良センター　宮崎牧場乳用牛基地 小林市細野3684-1 1-2 1.8

小林市 マンゴーファーム＆ワンニャンハウス 小林市細野4129番地3 66-3 0.5

廃止 小林市 小林市細野423-20 71-5

小林市 有限会社松下石油　西小林給油所 小林市細野439-7 71 1.37

小林市 山田秀次牛舎 小林市細野4644-1 1-2 0

小林市 ランドリーハウス西町 小林市細野475-3 67 9

小林市 独立行政法人家畜改良センター　宮崎牧場（ＥＴ衛生室） 小林市細野5157-2 71-2 1

小林市 家畜改良センター宮崎牧場隔離検疫舎 小林市細野5157-28 1-2 0

小林市 家畜改良センター宮崎牧場導入牛舎 小林市細野5157-28 1-2 1

小林市 霧島シリカ水源株式会社 小林市細野5272 10 8.6

小林市 紀乃島温泉 小林市細野5273-19 66-3 439.4

小林市 独立行政法人家畜改良センター　宮崎牧場ＳＰＦ基地 小林市細野5739-38 1-2 49.5

小林市 独立行政法人家畜改良センター　宮崎牧場待機基地 小林市細野5739-43 1-2 20

小林市 家畜改良センター宮崎牧場肉牛基地 小林市細野5739-43 1-2 1

小林市 旭台種豚牧場 小林市細野5740 1-2 0.1

小林市 温水牧場 小林市細野5740 1-2 0

小林市 株式会社ヴィタック 小林市細野5740-120 10 0

小林市 農事組合法人　有限会社　安愚楽共済牧場 小林市細野5740外 1-2 0

小林市 白石石油株式会社　ハートフルこばやしＳＳ 小林市細野71 71 2.6

小林市 大平セメント 小林市細野787 54 0

廃止 小林市 小林市細野一本杉2344-2 71-2

廃止 小林市 小林市細野字榎原1603-10 68

廃止 小林市 小林市細野字岡原465-1 71

廃止 小林市 小林市細野字岡原4723 71-2

小林市 小林市小林浄化センター 小林市細野字沖 73 3829

小林市 倉石謙（宿） 小林市細野字杉ノ湯128-3 66-3 5.3

小林市 有限会社朝日石油　小林上町給油所 小林市細野字赤坂11-2 71 1.5

小林市 株式会社　前畠商店（松栄ストアー西町店） 小林市細野字中ﾉ原1216 17 22

小林市 植松エネルギー株式会社　小林西給油所 小林市細野字中ﾉ原1236-1 71 0.5

小林市 増田石油株式会社小林営業所 小林市細野字町後 71 3.5

小林市 本坊酒造小林工場 小林市細野新竹前１７４８－２ 10 4

小林市 森田牛舎４棟 小林市細野真方6552番2 1-2 0

小林市 岩崎産業株式会社小林給油所 小林市細野杉之場86-1 71 0

小林市 宮崎自動車道霧島サービスエリア 小林市細野東宮の原4263の231,4263の121 72 240

小林市 児玉商事株式会社　ステラガスステーション 小林市細野売子木584-1 71 1

小林市 宮崎種畜牧場 小林市細野無 1-2 7

小林市 大和屋クリーニング 小林市上町2-3 67 2

小林市 富士ドライ 小林市上町一丁目 67 2

廃止 小林市 小林市真方1070-2 2

小林市 株式会社鹿児島丸善商事　大豊サービスステーション 小林市真方1765-8 71 2.1

小林市 永野牛舎２棟 小林市真方2139、2140-1、2142、2138番乙 1-2 0

廃止 小林市 小林市真方251-10 71-2

小林市 吉川養豚 小林市真方3128 1-2 0

小林市 柚木山商店 小林市真方387-3 17 1.5

小林市 殿所養豚 小林市真方4437 1-2 1.9

小林市 濱田燃料株式会社上町給油所 小林市真方445-1 71 1.57

小林市 いちごの丘 小林市真方5624番地4 66-3 0.5

小林市 松ケ迫養豚 小林市真方6167-1 1-2 1

小林市 東窪酪農業 小林市真方6393-1 1-2 1.5

廃止 小林市 小林市真方6665 17

小林市 むっちゃんの宿 小林市真方6746番地 66-3 0.5

小林市 きんかんや 小林市真方6780番地3 66-3 0.5

小林市 永野トーフ店 小林市真方737-7 17 7

小林市 生形コンクリート店 小林市真方797-4 54 0

小林市 佐藤製麺所 小林市真方803-1 16 0

小林市 八重尾養豚場 小林市真方839-1 1-2 29.4

小林市 有限会社三島商店 小林市真方愛宕町239 1-2 0

小林市 水間養豚 小林市真方山田ケ原 1-2 0.5



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

小林市 肉用牛生産牛舎 小林市真方山田ヶ原2351番地 1-2 0

小林市 株式会社フジカラー小林センター 小林市真方字因幡塚135柊山秀幸方 68 25

小林市 中嶋　康美養豚場 小林市真方大字入道5112 1-2 0

廃止 小林市 小林市真方二区下村1885-1 17

小林市 河野牛舎1棟 小林市須木奈佐木字横谷4679番 1-2 0

小林市 株式会社Ｍｉｓｕｍｉ小林給油所 小林市水流追字松原239-3 71 3

小林市 有限会社上原自販 小林市水流迫237番地 71 1.86

小林市 大丸牛舎 小林市水流迫423-1 1-2 0

小林市 大丸牛舎 小林市水流迫537-1 1-2 0

小林市 株式会社三共　小林工場 小林市水流迫655-1 54 0

小林市 宮崎県立小林工業高等学校 小林市水流迫664-2 71-2 20

小林市 水流養豚 小林市水流迫字621-3 1-2 1.2

小林市 中堂園豆腐店 小林市水流迫字小林原1059-21 17 4.5

小林市 有限会社協和食品 小林市水流迫字松原217-4 17 100

小林市 清風堂クリーニング店 小林市水流迫字松原249-12 67 1.5

小林市 有限会社丸岩畜産工業 小林市水流迫松原314 1-2 100

廃止 小林市 小林市西町1239-9 68

小林市 ひなもりオートキャンプ場 小林市大字細野山中之前5739番14 66-3 100.7

小林市 南国興産株式会社　小林繁殖農場 小林市大字細野字山中前5740－88,97,98,99,100,87 1-2 16

小林市 九州グンゼ株式会社宮崎工場 小林市大字細野字鳥居東2738番地 19 2090

小林市 宮崎トヨペット株式会社　小林店 小林市大字堤字金鳥居3019-12 71 2.6

廃止 小林市 小林市大字北西方字石岡3504-103 4

小林市 かずちゃんの家 小林市堤1937番地4 66-3 0.5

小林市 けやき 小林市堤2080番地 66-3 0.5

廃止 小林市 小林市堤2273 17

小林市 児玉商事株式会社　三本松給油所 小林市堤2288-3 71 3

小林市 杉の子 小林市堤2314番地 66-3 0.8

小林市 株式会社クラゾノ 小林市堤2338-12 71 2.3

小林市 窪薗　辰也 小林市堤2510番地1 66-3 0.5

小林市 トヨタカローラ宮崎株式会社　小林営業所 小林市堤2787-1 71 2.3

小林市 有限会社エンジェル 小林市堤2923-1 17 16

小林市 株式会社キタムラ小林店 小林市堤2969 68 0.08

小林市 古賀石油株式会社小林給油所 小林市堤2997-3 71 1.8

小林市 植松エネルギー株式会社　小林給油所 小林市堤2997番地3 71 1.85

廃止 小林市 小林市堤3020-13 71-2

小林市 株式会社日産サティオ宮崎小林店 小林市堤3050-2 71 2.35

小林市 飯田豆腐店 小林市堤3520-20 17 4

廃止 小林市 小林市堤3565番地4 66-3

小林市 新田武信 小林市堤4722-1 17 1.3

廃止 小林市 小林市堤4744-4 71

小林市 株式会社親和コンクリート工業所 小林市堤金鳥居3045番地 55 0

小林市 宮崎日産自動車株式会社　小林店 小林市堤字丸岡2768-14 71 1.4

小林市 肉だわら　小林工場 小林市堤字丸岡2768-2 18-2 1.8

廃止 小林市 小林市堤字金鳥居3003-1 71

小林市 宮崎トヨタ自動車株式会社　小林店 小林市堤字金鳥居３０４４ 71 1.85

小林市 こばやし農業共同組合　堤給油所 小林市堤字金鳥居3045-1 71 2.25

小林市 ネッツトヨタ宮崎株式会社小林店 小林市堤字西ノ原2907-3 71 1.86

小林市 小林市十日町新田地区農業集落排水処理施設 小林市堤字帯刀川原322-1,323-1,323-2 72 1529

小林市 山田牛舎 小林市堤字中棚178 1-2 0

小林市 株式会社丸岩産業 小林市堤字平ﾉ上2158-1 11 0

小林市 宮崎ダイハツ販売株式会社　小林店 小林市堤字並松添2977-25 71 0.88

廃止 小林市 小林市東方1046-48 72

小林市 KNTクリーンセンター 小林市東方1066番地2 72 112.4

小林市 小林市新学校給食センター(仮称) 小林市東方134-3 66-4 73.5

小林市 篠原畜産山之口農場 小林市東方1669-2 1-2 0

小林市 南日食品トーフ工場 小林市東方1770-156 17 3

小林市 谷之木保幸牛舎 小林市東方２０５０－２ 1-2 0

小林市 高津佐養豚 小林市東方2330 1-2 0

小林市 木場農場 小林市東方2401-1 1-2 0

小林市 時任養豚場 小林市東方3145 1-2 0

小林市 谷口豆腐店 小林市東方3217 17 10

小林市 下り藤養豚 小林市東方3554-ｲ 1-2 0

小林市 西日本環境技研株式会社 小林市東方3771-3 71-2 1.9

小林市 桑水流養豚 小林市東方3892 1-2 0

小林市 桑水流養豚 小林市東方3912 1-2 0

小林市 有限会社桑水流畜産 小林市東方3919 2 3

小林市 小林生駒高原葡萄酒工房 小林市東方4055-17 10 1

小林市 武田養豚 小林市東方4184 1-2 0

小林市 冨満養豚 小林市東方4433-3 1-2 0

小林市 橋満牛舎2棟 小林市東方4488番1 1-2 0

小林市 下り藤養豚 小林市東方455 1-2 0

小林市 橋満養豚場 小林市東方４５５７番地5 1-2 19.5

小林市 有限会社橋満ファーム 小林市東方4672-2 1-2 0

小林市 迫田養豚 小林市東方4914-15 1-2 0

小林市 上野養豚 小林市東方5025 1-2 0.4

小林市 ひばり野養豚 小林市東方5586 1-2 0

小林市 葡萄の樹 小林市東方6102番地20 66-3 0.5

小林市 蒲地養豚 小林市東方6125 1-2 0.5

小林市 小倉養豚 小林市東方6125-30 1-2 0

小林市 農事組合法人　日高養豚場(2) 小林市東方字坂の下6025-42 1-2 0



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

小林市 日高養豚場 小林市東方字坂ﾉ下6087-12 1-2 20

小林市 小林市ごみ焼却施設 小林市東方字城ケ迫 71-3 0

小林市 西諸地区建設事業協同組合 小林市東方字城ｹ迫1046-17 55 2

小林市 南国興産株式会社　小林仔豚育成農場 小林市東方字大久津1430-1 1-2 0

小林市 有限会社大丸 小林市東方字梅木原1509-1、2、3 1-2 0

小林市 江夏商事株式会社小林農場 小林市東方字野中田4619-26 1-2 18

小林市 池上養豚場 小林市東方大丸-1346 1-2 0

小林市 下津佐養豚 小林市東方大久津1421 1-2 0

廃止 小林市 小林市東方地内 55

小林市 桑水流養豚 小林市東方池元原 1-2 0

小林市 大丸牛舎 小林市東方崩渕719-1,720-1,721-1,721-4,721-5 1-2 0

小林市 大脇養豚 小林市東方本田 1-2 0

小林市 宮崎県水産試験場増殖部小林分場 小林市南西方1091 71-2 0.1

小林市 生駒高原宮崎小林ゴルフコース 小林市南西方1131 66-6 100

小林市 黒木養豚 小林市南西方1131-800 1-2 0

小林市 原口養豚 小林市南西方1901 1-2 0

小林市 小林市学校給食センター 小林市南西方2011-1 66-4 47

小林市 佐藤漬物工業株式会社 小林市南西方308 4 405

廃止 小林市 小林市南西方3546-2 14

小林市 ファッションクリーニングエース 小林市南西方3754 67 0.8

小林市 有限会社押川商店　孝ノ子給油所 小林市南西方３－８ 71 1.5

廃止 小林市 小林市南西方3－8 71

小林市 江夏商事株式会社　西小林農場 小林市南西方3850 1-2 0

小林市 里山花音 小林市南西方4370-10 66-3 0.8

小林市 冨満　哲夫 小林市南西方4476 66-3 0.1

小林市 松ちゃん家 小林市南西方4604-37 66-3 0.8

小林市 伊藤商店豆腐加工場 小林市南西方5234-6 17 0.1

廃止 小林市 小林市南西方53 4

小林市 クリーンリースタオル 小林市南西方5803 67 5

小林市 藤崎養豚 小林市南西方5824 1-2 0

小林市 山口商店直営農場 小林市南西方612-2 1-2 0

小林市 虹の杜 小林市南西方8096 66-3 1.2

小林市 淡水ロッヂ 小林市南西方848 66-3 3

小林市 小山畜産 小林市南西方字鬼目6660-4 1-2 0

小林市 小山畜産 小林市南西方字鬼目6660-4外 1-2 0

小林市 キレイビレッジ 小林市南西方字出ノ山1112番141 66-3 2.4

小林市 佐藤漬物工業株式会社南ケ丘工場 小林市南西方字出ﾉ山1137-97 4 0

小林市 ホテル　小林 小林市南西方字平川1139 66-3 5

小林市 飛来幸どり処理場 小林市南西方平川1138－76 2 0.7

小林市 桑水流養豚場 小林市方4015-1 1-2 41.3

廃止 小林市 小林市北西方102番1 71

小林市 こばやし農業協同組合西小林給油所 小林市北西方1272-1 71 1.83

小林市 下薗養豚 小林市北西方1612 1-2 0.5

小林市 有限会社焼肉アンドステーキなかにし 小林市北西方1800 2 2.5

小林市 中西牧場 小林市北西方1800 1-2 0

小林市 やまちゃんの家 小林市北西方3145番地2 66-3 0.8

小林市 野田養豚 小林市北西方3374-2 1-2 31

小林市 ＪＡ小林　加藤ファーム 小林市北西方3504-6　外 1-2 1

小林市 岡原養豚 小林市北西方3642 1-2 1

小林市 べぶん子の宿 小林市北西方4610 66-3 0.8

小林市 農家の宿くらら 小林市北西方5053番地3 66-3 2.1

小林市 株式会社霧島農産 小林市北西方734-120 4 200

小林市 JAこばやし肉用牛生産団地 小林市北西方7703-１番地 1-2 0

小林市 ＪＡ第２繁殖センター 小林市北西方７７０３－２他 1-2 0

小林市 小林市営牧場 小林市北西方7703番地２外36筆 1-2 3

廃止 小林市 小林市北西方927-1 55

小林市 遠目塚種豚場 小林市北西方横峰迫2715-113 1-2 0.5

小林市 Ｓ・Ｋ夢株式会社 小林市北西方狐ヶ迫4965-5 1-2 10

小林市 三島養豚 小林市北西方今村3739 1-2 0

小林市 益田養豚 小林市北西方字勧請岡7019-23 1-2 0

小林市 益田養豚 小林市北西方字勧請岡7079-23外 1-2 0

小林市 有限会社川上商会　ヘッドライン小林給油所 小林市北西方字橋谷2942-2 71 3

小林市 有限会社永山畜産 小林市北西方字古宮床 1-2 0

小林市 有限会社永山畜産 小林市北西方字古宮床 1-2 0

小林市 西田養豚場 小林市北西方字今村３７３８－１ 1-2 3.5

小林市 谷川産業株式会社 小林市北西方石永928-6 55 51

小林市 ＪＡこばやし畜産牛舎(忠臣田地区) 小林市北西方鷹塚1929-3,4の一部 1-2 0

小林市 経済連養豚実証　小林肥育農場 小林市北西方八久保7703-3-1 1-2 5

小林市 ビジネスホテル扇屋（レストラン扇子） 小林市本町駅通り 66-3 10

小林市 JAこばやし肉用牛生産団地(野尻町） 小林市野尻町東麓4147-1･4148番地 1-2 0

小林市 ビジネスホテル鶴 小林市緑町1-1 66-3 2
小林市（旧野尻町） きりしまドライ 小林市野尻町栗須4070 67 3
小林市（旧野尻町） 合原石油店 小林市野尻町三ケ野山1372-1 71 1.65

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町三ヶ野山1372-11-1 71
小林市（旧野尻町） 重松養豚 小林市野尻町三ｹ野山1469-2 1-2 1
小林市（旧野尻町） まりチャン家 小林市野尻町三ケ野山1708の4 66-3 1
小林市（旧野尻町） 小林地区農業協同組合  三ヶ野山給油所 小林市野尻町三ヶ野山1724-1 71 2.3
小林市（旧野尻町） JAこばやし三ヶ野山給油所 小林市野尻町三ケ野山1727-1 71 1
小林市（旧野尻町） おがたまの宿 小林市野尻町三ケ野山2003 66-3 0.5
小林市（旧野尻町） 農家民宿　やま学校 小林市野尻町三ケ野山21-3 66-3 0.1



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

小林市（旧野尻町） さつき旅館 小林市野尻町三ｹ野山2292-5 66-3 2.3

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町三ケ野山2421 1-2
小林市（旧野尻町） みかんやま荘 小林市野尻町三ケ野山2520-9 66-3 0.6
小林市（旧野尻町） 和熟荘 小林市野尻町三ケ野山2521番地 66-3 0.5
小林市（旧野尻町） しいちゃんの家 小林市野尻町三ケ野山2697-1 66-3 1
小林市（旧野尻町） ふみくんの家 小林市野尻町三ケ野山2718-1 66-3 1
小林市（旧野尻町） 有限会社四位農園農産加工場 小林市野尻町三ケ野山2983-1 4 232
小林市（旧野尻町） 古田養豚場 小林市野尻町三ｹ野山3109-10 1-2 0.5
小林市（旧野尻町） ホテル青い城 小林市野尻町三ｹ野山3211-6 66-3 5
小林市（旧野尻町） ビジネスホテルパーフェクト 小林市野尻町三ｹ野山3213-115 66-3 3.5
小林市（旧野尻町） 株式会社三共　(野尻工場) 小林市野尻町三ケ野山3222-1 55 0.1
小林市（旧野尻町） くまのかくれ家 小林市野尻町三ヶ野山3337-3 66-3 0.5
小林市（旧野尻町） 竹山養豚場 小林市野尻町三ｹ野山3386 1-2 0
小林市（旧野尻町） 塚尾養豚場 小林市野尻町三ケ野山399-12 1-2 4
小林市（旧野尻町） 有限会社野尻コンクリート工業 小林市野尻町三ｹ野山4103-54 54 6.5
小林市（旧野尻町） とみちゃんの家 小林市野尻町三ケ野山4122-7 66-3 0.3
小林市（旧野尻町） 大畑農場 小林市野尻町三ケ野山43-1、43-3、43-4 1-2 10
小林市（旧野尻町） 佐藤養豚 小林市野尻町三ｹ野山4336 1-2 0
小林市（旧野尻町） 有限会社吉行産業（三ヶ野山事業場） 小林市野尻町三ケ野山4336-29　外7筆 60 30
小林市（旧野尻町） ゆーぱるのじり 小林市野尻町三ケ野山4347-1 66-3 35
小林市（旧野尻町） 株式会社河中飼料　野尻農場 小林市野尻町三ケ野山461-1 1-2 47
小林市（旧野尻町） 畑の宿　づのかんぽ 小林市野尻町三ケ野山983 66-3 0.4
小林市（旧野尻町） 東原養豚 小林市野尻町三ケ野山園牟田 1-2 0
小林市（旧野尻町） 湯之前牛舎(1) 小林市野尻町三ケ野山岩瀬口3180-8 1-2 0
小林市（旧野尻町） 湯之前牛舎(2) 小林市野尻町三ケ野山岩瀬口3195-6 1-2 0
小林市（旧野尻町） 株式会社ジャパンファーム養豚事業本部小林農場 小林市野尻町三ケ野山字柿川内3375-15 1-2
小林市（旧野尻町） 株式会社ジャパンファーム養豚事業本部小林第一農場 小林市野尻町三ケ野山字柿川内3393-5 1-2
小林市（旧野尻町） 株式会社黒潮ポーク　野尻肥育農場 小林市野尻町三ケ野山字上園2421番１ 1-2 0

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町三ｹ野山切畑43-4 1-2
小林市（旧野尻町） 永田豆腐店 小林市野尻町紙屋1946-9 17 0.5
小林市（旧野尻町） のんびり庵 小林市野尻町紙屋2199-2 66-3 1.8
小林市（旧野尻町） エビスブロイラーセンター株式会社 小林市野尻町紙屋3098-1 2 653
小林市（旧野尻町） 市原養豚 小林市野尻町紙屋550-1､549-7､556-3 1-2

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町紙屋843-1 1-2
小林市（旧野尻町） 徳永養豚 小林市野尻町紙屋853-3 1-2
小林市（旧野尻町） 漆野原地区農業集落排水処理施設 小林市野尻町紙屋893-1 72 138
小林市（旧野尻町） 小林市野尻町紙屋925番地2・925番地3・929番地1 1-2
小林市（旧野尻町） ニシモロ開発株式会社 小林市野尻町紙屋字長瀬1884-4,23 71-4 140

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町紙屋漆野原 1-2
小林市（旧野尻町） こばやし農業協同組合野尻給油所 小林市野尻町東麓1063-1 71 1.83

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町東麓1170 72
小林市（旧野尻町） おひさま 小林市野尻町東麓2211番地1 66-3 0.5

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町東麓2326 17
小林市（旧野尻町） スキカメラ 小林市野尻町東麓2350-2 68 0.3
小林市（旧野尻町） 窪薗養豚 小林市野尻町東麓2459-1~3 1-2 0
小林市（旧野尻町） 原田養豚 小林市野尻町東麓2474-3 1-2 0.5
小林市（旧野尻町） 行徳養豚 小林市野尻町東麓2529-6 1-2 0.5
小林市（旧野尻町） 行徳養豚場 小林市野尻町東麓2529-7 1-2 0.5

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町東麓2547-2 1-2
小林市（旧野尻町） 徳丸農場 小林市野尻町東麓2596-1 1-2 0.1
小林市（旧野尻町） 有限会社　吉行産業　五色生コン工場 小林市野尻町東麓2658-37 55 2
小林市（旧野尻町） 五色旅館 小林市野尻町東麓2699-28 66-3 1.5
小林市（旧野尻町） のじり渓谷荘 小林市野尻町東麓274-3 66-3 23
小林市（旧野尻町） 前田養豚 小林市野尻町東麓2758-1 1-2 0
小林市（旧野尻町） 宮崎県経済連養豚第３繁殖農場 小林市野尻町東麓2759-2 1-2 44
小林市（旧野尻町） 西村養豚 小林市野尻町東麓3244 1-2 1
小林市（旧野尻町） 河中飼料　東麓農場 小林市野尻町東麓3304-89 1-2 41.4
小林市（旧野尻町） 池上養豚 小林市野尻町東麓3358-2 1-2 0.5
小林市（旧野尻町） おしげさんの宿 小林市野尻町東麓3648-11 66-3 0.4
小林市（旧野尻町） 農業生産法人　株式会社トモエ 小林市野尻町東麓３８２３－１,３８２３－３ 1-2 0
小林市（旧野尻町） 坂尾養豚 小林市野尻町東麓5039 1-2 0.5
小林市（旧野尻町） 野尻湖キャンプ村 小林市野尻町東麓5135-7 66-3 3.5
小林市（旧野尻町） 野尻浄化センター 小林市野尻町東麓57-1 73 690
小林市（旧野尻町） 吉村養豚 小林市野尻町東麓805~8 1-2 0.5

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町東麓813 1-2
小林市（旧野尻町） 株式会社ピッグファーム嶺石 小林市野尻町東麓813-3　外 1-2 41.1
小林市（旧野尻町） 大畑養豚 小林市野尻町東麓822-21 1-2 0
小林市（旧野尻町） 大畑養豚場 小林市野尻町東麓838-14 1-2 0.5

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町東麓863 1-2
小林市（旧野尻町） 大畑養豚 小林市野尻町東麓863-5 1-2 0.5
小林市（旧野尻町） 株式会社ジャパンファーム養豚事業本部小林第二農場 小林市野尻町東麓永山806-1 1-2
小林市（旧野尻町） 大畑養豚場 小林市野尻町東麓永山822-128 1-2 0
小林市（旧野尻町） 瀬崎牛舎 小林市野尻町東麓字跡瀬原4319番3・4318番120 1-2 0
小林市（旧野尻町） 村橋　弘　牛舎 小林市野尻町東麓字中須3822-1 1-2 0
小林市（旧野尻町） 福留養豚 小林市野尻町東麓字夜川松 1-2 0

廃止 小林市（旧野尻町） 小林市野尻町東麓西本町 1-2
小林市（旧野尻町） 経済連養豚実証　野尻肥育農場 小林市野尻町東麓梯440-1 1-2 1
小林市（旧須木村） すき酒造株式会社 小林市須木393番地3 10 8.7

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木下田1245 55
小林市（旧須木村） 農家民宿すきぐり 小林市須木下田1394-1 66-3 0.4



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
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廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木下田934-1 55
小林市（旧須木村） 世界の山小屋 小林市須木下田976-2 66-3 15
小林市（旧須木村） 栗の山里　かるかや 小林市須木下田字中野 66-3 17

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木下田字中野278-20 72

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木下田字鶴園 4
小林市（旧須木村） 簡易宿泊施設 小林市須木下田字鶴園974-2外 66-3 0
小林市（旧須木村） 須木村・中央地区農業集落排水処理施設 小林市須木下田字片地1042,1043-1 72 459

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木下田唐池393-3 10
小林市（旧須木村） 観光旅館勝美館 小林市須木継子滝 66-3 5
小林市（旧須木村） 須木湖畔荘 小林市須木字下田112-215 66-3 1.7
小林市（旧須木村） 内山製品事業所 小林市須木字内山4940-18 66-3 1.5

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木上小野 55
小林市（旧須木村） 須木農産物加工場 小林市須木大字下田985番地 4 16.8
小林市（旧須木村） ほたるの宿 小林市須木大字中原1879 66-3 0.5

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木大字鳥田町地内及び東方地内 55

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木中原1710-1 68

廃止 小林市（旧須木村） 小林市須木中原1757 17
小林市（旧須木村） 夢追人のくらやみ道場 小林市須木鳥田町2979番地 66-3 0.5
小林市（旧須木村） こうやまきの里 小林市須木鳥田町3133 66-3 0.8
小林市（旧須木村） みっちゃんの宿 小林市須木島田町2954-1 66-3 0.4
小林市（旧須木村） のみちの宿 小林市須木島田町2957-1 66-3 0.4
小林市（旧須木村） 奈佐木地区農産物加工施設 小林市須木奈佐木4095-24 4 0.9
小林市（旧須木村） 黒木　領一 小林市須木内山5190番地 66-3 0.5
小林市（旧須木村） おきな草の家 小林市須木内山5281-2 66-3 0.8

日向市 割烹旅館八潮 日向市伊勢ｹ浜186 66-3 15

日向市 株式会社村山石油　伊勢が浜給油所 日向市伊勢ｹ浜町125 71 2.6

日向市 宮崎コインランドリー日知屋店 日向市永江町1-49 67 1

廃止 日向市 日向市永江町3-100 17

日向市 有限会社大隣食品 日向市永江町3-107 17 9

廃止 日向市 日向市永江町3-122 67

日向市 東九州自動車道日向インターチェンジ工事 日向市塩見 55 40

廃止 日向市 日向市塩見 1-2

廃止 日向市 日向市塩見10275 1-2

廃止 日向市 日向市塩見10624 4

日向市 新財市住宅 日向市塩見1253 72 137.8

日向市 奈須富男養豚 日向市塩見5819 1-2 0

廃止 日向市 日向市塩見7514 1-2

廃止 日向市 日向市塩見9351 1-2

廃止 日向市 日向市塩見9433 1-2

廃止 日向市 日向市塩見一ケ瀬 1-2

日向市 佐藤養豚場 日向市塩見永田12235 1-2 0

日向市 高橋勝養豚 日向市塩見永田13486-1,2 1-2 0

廃止 日向市 日向市塩見永田字泉12481 1-2

廃止 日向市 日向市塩見奥野 1-2

日向市 黒木　養豚 日向市塩見奥野6461 1-2 0

廃止 日向市 日向市塩見奥野内平 1-2

日向市 諸塚石油商事株式会社塩見給油所 日向市塩見坂の下1194番地2 71 3.5

廃止 日向市 日向市塩見字一ケ瀬 1-2

廃止 日向市 日向市塩見字黒岩 1-2

日向市 リゾートインサンルイ 日向市塩見字大財14013-6 66-3 0

廃止 日向市 日向市塩見小原 1-2

廃止 日向市 日向市塩見上方71 1-2

日向市 日向市学校給食センター 日向市塩見蔵ノ後3016-3 66-4 65

日向市 黒木章夫養豚場 日向市塩見大字奥野9117-17 1-2 11

日向市 佐藤養豚 日向市塩見不動ｹ田13048 1-2 0

廃止 日向市 日向市亀崎1-21 71

日向市 株式会社村山石油日向中央給油所 日向市亀崎西1-66 71 2.2

日向市 トヨタカローラ宮崎株式会社　日向店 日向市亀崎西1丁目73番地1 71 1.85

日向市 有限会社大浜石油　新開橋給油所 日向市亀崎東4-21 71 2

廃止 日向市 日向市亀崎東区11999 66-3

廃止 日向市 日向市亀崎北区の2花ｹ丘入口 66-3

廃止 日向市 日向市見黒岩3945-6 1-2

日向市 イナダカメラ 日向市原町1-4-7 68 2.4

日向市 民宿　山の茶屋 日向市原町2-59-1 66-3 3.7

日向市 株式会社大洋石油原町給油所 日向市原町3-10-1 71 2.2

廃止 日向市 日向市原町3-11-19 71

廃止 日向市 日向市原町3-2-19 67

日向市 つる屋旅館 日向市原町4-4-11 66-3 0.9

廃止 日向市 日向市幸脇141 66-3

日向市 民宿磯 日向市幸脇234 66-3 2.5

日向市 民宿　美々津 日向市幸脇288 66-3 5

廃止 日向市 日向市幸脇288-4 66-3

日向市 ホテルやまゆり（ホテルガーデンヒル） 日向市幸脇486-1 66-3 4

日向市 民宿久恵 日向市幸脇551-1 66-3 0.8

日向市 fuego 日向市幸脇561番地2 66-3 0.9

日向市 農事組合法人幸脇養豚組合 日向市幸脇760 1-2 0

日向市 民宿船侍 日向市幸脇遠見181 66-3 2

廃止 日向市 日向市幸脇江良津 1-2

日向市 ホテル城 日向市幸脇字西越918-5 66-3 9

日向市 旅館船待 日向市幸脇字千鳥25 66-3 12



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日向市 ホテル源氏（ホテルムーン） 日向市幸脇字木鹿峠谷482-3 66-3 20

廃止 日向市 日向市幸脇土手ﾉ内288 66-3

日向市 ホテルやまなみ（かぼちゃWINE） 日向市幸脇木鹿峠谷476-3 66-3 3

日向市 ハーミットクラブ 日向市幸脇木鹿峠谷487 66-3 12

廃止 日向市 日向市江良4-26 71

日向市 ウタツカメラ 日向市江良4-63 68 0.1

廃止 日向市 日向市江良町3-123 71

日向市 株式会社協同サービス　日知屋ＳＳ 日向市江良町4-43 71 1.85

廃止 日向市 日向市細島 66-3

廃止 日向市 日向市細島667 17

廃止 日向市 日向市細島667-66 66-3

廃止 日向市 日向市細島710 66-3

廃止 日向市 日向市細島728 17

日向市 民宿高砂 日向市細島783-1 66-3 4.3

日向市 旅館ぎおん 日向市細島798 66-3 4

廃止 日向市 日向市細島吉野川区597 17

廃止 日向市 日向市細島町764 66-3

廃止 日向市 日向市細島町764 66-3

廃止 日向市 日向市細島町803-1 66-3

廃止 日向市 日向市細島町宮上108-10 66-3

廃止 日向市 日向市細島八幡区 16

廃止 日向市 日向市財光寺1016 1-2

日向市 日向クリーニングセンター 日向市財光寺1114 67 1

日向市 主婦の店クリーニング 日向市財光寺113 67 2

日向市 日向市財光寺汚泥処理場 日向市財光寺1131-8 72 180

日向市 宮崎トヨペット株式会社　日向店 日向市財光寺1133-1 71 2.1

日向市 南日本ハム株式会社 日向市財光寺1193 2 2000

日向市 日向農産加工株式会社 日向市財光寺1193 11 0

日向市 宮崎県日向食肉衛生検査所 日向市財光寺1193 71-2 0.5

日向市 医療法人向洋会協和病院 日向市財光寺1194-3 68-2 60

廃止 日向市 日向市財光寺1231 72

日向市 宮崎生コン株式会社　日向工場 日向市財光寺1401番地 55

日向市 株式会社日産サティオ宮崎日向店 日向市財光寺183 71 0.88

日向市 クリーニングの一政 日向市財光寺3440-11 67 0.19

廃止 日向市 日向市財光寺365-1 17

日向市 横川製麺有限会社 日向市財光寺408-2 16

日向市 トヨタオート宮崎株式会社日向営業所 日向市財光寺518-1 71 2.3

日向市 東ドライクリーニング 日向市財光寺521-1 67 1

日向市 南九州日野自動車株式会社日向支店 日向市財光寺532番地 71 3.6

廃止 日向市 日向市財光寺935 66-3

日向市 旭ホテル 日向市財光寺950 66-3

日向市 キタムラ日向・財光寺 日向市財光寺953-1 68 0

日向市 松葉屋クリーニング 日向市財光寺978-4 67 1

日向市 （合）小田製麺所 日向市財光寺往還69 16

日向市 川崎豆腐店 日向市財光寺往還708-3 17 4

廃止 日向市 日向市財光寺沖町51 71

廃止 日向市 日向市財光寺沖之原958-2 71

日向市 株式会社協同サービス　財光寺ＳＳ 日向市財光寺字沖ﾉ下3149-1 71 2.65

日向市 日向市浄化センター 日向市財光寺字下ｹ浜1131-1 73 51

日向市 株式会社宮崎フジカラー日向現像所 日向市財光寺字菜切1239 68 30

廃止 日向市 日向市財光寺字菜切1271-1 66-3

日向市 株式会社西日本宇佐美　10号日向給油所 日向市財光寺字池1729-1 71 5.5

廃止 日向市 日向市財光寺字中の原1111-3 71

日向市 宮崎三菱自動車販売株式会社　日向店 日向市財光寺字桃ノ木501番地 71 2.35

日向市 有限会社マルミヤ本店 日向市財光寺松立1473 5 5

廃止 日向市 日向市財光寺池1729-1 71

廃止 日向市 日向市財光寺長江236-2 71

日向市 フォトスタジオモリカワ 日向市財光寺徃還30 68 0.1

廃止 日向市 日向市春原町一丁目47 71-2

日向市 ホテルメリッサ日向 日向市上町10739-2、7,12,17　日知屋字中原10727-12 66-3 0

廃止 日向市 日向市上町10740-13 66-3

日向市 アサヒカメラ店 日向市上町15-4 68

日向市 株式会社宮崎カメラ日向店 日向市上町16-3 68 5.9

廃止 日向市 日向市上町17-13 66-3

日向市 ホテル源屋 日向市上町17-3 66-3 13.7

日向市 富乃井旅館 日向市上町18-7 66-3 1

廃止 日向市 日向市上町2-12-1 71

日向市 日向第一ホテル 日向市上町5-15 66-3 29

廃止 日向市 日向市上町8-4 66-3

廃止 日向市 日向市新生町1-113 71

日向市 ホテルはやた 日向市新生町1-99 66-3 19

廃止 日向市 日向市泉12462 1-2

日向市 東ソー日向株式会社 日向市船場町1 62 8690

廃止 日向市 日向市船場町1-1 67

日向市 株式会社ラーケコス環境技術センター日向事務所 日向市船場町1鉄興社日向工場内 71-2 10

準廃止 日向市 日向市船場町5番地 62

廃止 日向市 日向市草場6731 71-2

廃止 日向市 日向市大王町1-40 71

日向市 ホワイト急便日向 日向市大王町1-83 67 6

日向市 ネッツトヨタヒムカ株式会社　日向店 日向市大王町１丁目98-1 71 2.1



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日向市 宮崎サン・ソルト株式会社 日向市大王町2-23-2 27 0

日向市 高橋ファーム 日向市大字塩見12792 1-2 19.4

日向市 カンショク株式会社 日向市大字塩見13663 4 27.5

日向市 権現原浄水場 日向市大字塩見1424番地 64-2 934

日向市 有限会社　日向ひまわりファーム 日向市大字幸脇1202 1-2 0

日向市 民宿みやこ家 日向市大字幸脇367-1 66-3 7

日向市 飯谷トンネル工事所 日向市大字幸脇字西境川1463 55 480

日向市 有限会社サンクリーニング 日向市大字細島724 67 5

日向市 富島漁業協同組合 日向市大字細島964-2 69-3 20

日向市 南日本フレッシュフード株式会社 日向市大字財光寺1240 2 2

日向市 株式会社イデックスリテール南九州　財光寺給油所 日向市大字財光寺沖の原1043 71 1.6

日向市 株式会社日向衛生公社　松立生ゴミ処理工場 日向市大字財光寺字松立1394 11 0.18

廃止 日向市 日向市大字財光寺字長江420-1 67

日向市 株式会社トミシマ 日向市大字日知屋12002-157 71 1.75

日向市 株式会社コーソク　日向木脇給油所 日向市大字日知屋16464-8 71 2.2

廃止 日向市 日向市大字日知屋16680 55

日向市 日玉中華食品株式会社　日向工場 日向市大字日知屋17148番地27 18-2 31

日向市 株式会社コガコーポレーション 日向市大字日知屋3380-13 67 30.2

日向市 植松エネルギー株式会社 日向市大字日知屋字古田町６１－１ 71 3.5

日向市 株式会社大洋石油　中央通給油所 日向市大字日知屋字汐田16587-12 71 1.37

日向市 株式会社科学飼料研究所　日向工場 日向市大字日知屋字新開17371－17 71 3.1

日向市 ホテルジェイズ日向ブルーパーク 日向市大字日知屋字米の山682番地254 66-3 90

日向市 松下生コン有限会社 日向市大字日知屋字堀川16847-13 55 0

日向市 ハラダクリーニング 日向市大字富高340-1 67 1

日向市 日向の宿　おつかれさん 日向市大字平岩64-1 66-3 10

日向市 秋留地区　農業集落排水処理施設 日向市大字平岩字下ノ堀6332-1,6332-2,6333-1?8 72 322

廃止 日向市 日向市竹島町1 19

廃止 日向市 日向市竹島町1 46

廃止 日向市 日向市竹島町1-1 71-2

廃止 日向市 日向市竹島町1-38 67

日向市 株式会社黒田工業　ひゅうがリサイクルセンター 日向市竹島町1-86 11 210

日向市 清本鉄工株式会社白浜作業所 日向市竹島町３番地八興運輸㈱白浜上屋内 11 0

日向市 清本鉄工株式会社　白浜試験施設 日向市竹島町３番地八興運輸㈱白浜上屋内の一部 11 0

日向市 サカモトクリーニング店 日向市中町3-45 67 5

廃止 日向市 日向市中町4-15 17

日向市 北川製餡所 日向市中町4-22 8

日向市 日向市東臼杵郡医師会臨床検査センター 日向市鶴町1-6 71-2 8

廃止 日向市 日向市鶴町1-7 71

廃止 日向市 日向市鶴町2-10-14 68

廃止 日向市 日向市鶴町2-10-23 71

廃止 日向市 日向市鶴町2-10-9 17

日向市 株式会社大洋石油日向給油所 日向市鶴町2-11-6 71 1.85

廃止 日向市 日向市鶴町2-139 67

廃止 日向市 日向市鶴町2-2-14 66-3

日向市 有限会社河野石油店日向給油所 日向市鶴町2-3-1 71 2.3

廃止 日向市 日向市鶴町2-4-21 71

廃止 日向市 日向市鶴町2-9-16 66-3

廃止 日向市 日向市鶴町2-9-17 66-3

日向市 株式会社ＥＦリテール九州　南九州支店　Dr.Driveセルフ鶴町店 日向市鶴町2丁目4-21 71 3.2

日向市 石崎豆腐店 日向市鶴町3-110 17 13

廃止 日向市 日向市都町1-13 66-3

日向市 富士屋カメラ店 日向市都町1-19 68 1.5

廃止 日向市 日向市都町1-20 66-3

日向市 都屋旅館 日向市都町12-9 66-3 1

廃止 日向市 日向市都町134 72

廃止 日向市 日向市都町13-9 66-3

廃止 日向市 日向市都町2-5 66-3

廃止 日向市 日向市都町4-5 66-3

廃止 日向市 日向市南町5-10 66-3

廃止 日向市 日向市南町5-16 66-3

廃止 日向市 日向市日知屋（庄手区） 1-2

廃止 日向市 日向市日知屋1 66-3

廃止 日向市 日向市日知屋11065 66-3

日向市 株式会社ワコオ石油　亀崎給油所 日向市日知屋11214-1 71 2.1

廃止 日向市 日向市日知屋1400-17 72

廃止 日向市 日向市日知屋14140 1-2

廃止 日向市 日向市日知屋14457 1-2

日向市 HOTEL AZ宮崎北日向店 日向市日知屋14819-16、14819-20 66-3 60.9

日向市 あさひ生コン株式会社 日向市日知屋15837-2 55 0

日向市 旅館幸丸 日向市日知屋15895 66-3 0.4

廃止 日向市 日向市日知屋16317 71

日向市 落合セメント工業株式会社 日向市日知屋16430 54 0

日向市 八興自動車整備株式会社 日向市日知屋16475 71 1.77

廃止 日向市 日向市日知屋16750-1 66-3

日向市 細島港湾福祉センター 日向市日知屋16847-1 66-3 6

日向市 旭化成株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場 日向市日知屋16863番地1 71-5 9300

日向市 富士チタン株式会社日向工場 日向市日知屋17062-1 27 859

日向市 有限会社宮崎エース食品 日向市日知屋17148-17 18-2 2.9

日向市 旅館さざえ荘 日向市日知屋186 66-3 0.9

廃止 日向市 日向市日知屋186 66-3



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日向市 民宿伊勢 日向市日知屋189-13 66-3 5.1

日向市 宮崎木材保存工業協同組合 日向市日知屋3389 22 0.3

日向市 民宿はたうら 日向市日知屋5331-2 66-3 2

廃止 日向市 日向市日知屋5552-507 66-3

廃止 日向市 日向市日知屋ｴｿﾊﾞﾆ11089-5 66-3

日向市 割烹旅館はまぐり荘 日向市日知屋伊勢ｹ浜194 66-3 33

廃止 日向市 日向市日知屋亀11214-1 71

廃止 日向市 日向市日知屋古田町60 71

廃止 日向市 日向市日知屋字永江7896 66-3

廃止 日向市 日向市日知屋字塩屋16863-1 47

廃止 日向市 日向市日知屋字塩田3379 71

日向市 宮崎交通株式会社日向営業所車庫施設 日向市日知屋字塩田3380-110 71 28.7

日向市 旭化成エレクトロニクス株式会社生産センターFP製造部 日向市日知屋字塩矢16863-5 66 900

廃止 日向市 日向市日知屋字亀川17148-12 54

廃止 日向市 日向市日知屋字櫛ノ山1382-20 66-3

日向市 有限会社原田石油店細島給油所 日向市日知屋字古田町60-1 71 5

日向市 オートバックス日向店 日向市日知屋字後陣12,548-5 71 3

日向市 岡田ドライクリーニング店 日向市日知屋字後幡浦5812 67 0.8

日向市 株式会社大三商行　サンテック事業部 日向市日知屋字耳川17062-2 21-3 9.9

日向市 株式会社　マルイチ　ＣＫ工場 日向市日知屋字耳川17062番46、字亀川17148番28 66-5 71.8

日向市 第一糖業株式会社 日向市日知屋字新開17371 7 21300

廃止 日向市 日向市日知屋字新開17371-17 71-2

廃止 日向市 日向市日知屋字大王谷地内 72

日向市 仲摩商事株式会社日向生コン工場 日向市日知屋字中屋敷15628-1 55 0

日向市 株式会社コーソク　Express仙ヶ崎 日向市日知屋字椎木ヶ花14822-4 71 0.89

日向市 鹿児島検疫所細島出張所 日向市日知屋字堀川16847-5 71-2 0.7

日向市 富士シリシア化学株式会社　日向工場 日向市日知屋字木原16303-3 27 2400

日向市 富士化学株式会社日向工場 日向市日知屋字木原16303-3 27 0

日向市 宮崎トヨタ株式会社　日向店 日向市日知屋字木原16317 71 1.85

日向市 株式会社大洋石油中央通給油所 日向市日知屋汐田16587-2 71 1.85

日向市 ふじ旅館 日向市日知屋庄手11525-23 66-3 1

廃止 日向市 日向市日知屋庄手14142 1-2

廃止 日向市 日向市日知屋大字大浜11987-1 66-3

廃止 日向市 日向市日知屋大浜12002-82 71

日向市 太陽工業コンクリート株式会社日向工場 日向市日知屋大浜12002-95 55

日向市 横萬コンクリート工業株式会社 日向市日知屋大浜12006 54 30

日向市 東九州自動車道日向第一トンネル工事 日向市日知屋地内 55 300

日向市 岩崎産業株式会社細島工場 日向市日知屋畑浦3386 22 0

廃止 日向市 日向市日知屋堀一坊 66-3

廃止 日向市 日向市日知屋霧島の前1580 3

廃止 日向市 日向市日知屋野首47-6 66-3

廃止 日向市 日向市畑浦5552-221 66-3

日向市 日本ピュアフード株式会社　宮崎工場 日向市美々津1624-7 2 200

日向市 美々津第三漁業生産組合 日向市美々津3229-1 3

廃止 日向市 日向市美々津3678 1-2

日向市 美々津第二漁業生産組合 日向市美々津下町 3

日向市 ニューオアシス（ホテルアン） 日向市美々津字腰越4436-3 66-3 0.8

廃止 日向市 日向市美々津町1037-1 1-2

日向市 エネルギア株式会社　美々津給油所 日向市美々津町1281-1 71 2.35

廃止 日向市 日向市美々津町1281-1 71

日向市 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社　北部工場 日向市美々津町147-5 2 850

日向市 ホテルクイーン 日向市美々津町2227 66-3 3

日向市 美々津ドライブイン 日向市美々津町2235 66-6 5

廃止 日向市 日向市美々津町2245 66-3

日向市 いけすrestaurant大漁丸 日向市美々津町2255-1 66-6 20

日向市 日本ハム惣菜株式会社　宮崎工場 日向市美々津町2277 2 524

日向市 日本ホワイトファーム株式会社　宮崎食品工場 日向市美々津町2277番地 2 1600

日向市 明星クリーニング店 日向市美々津町２９４８ 67 4

日向市 クリーニングヒガシ 日向市美々津町3074 67 1.5

日向市 医療法人　杏林会　三股病院 日向市美々津町3870 72 55

廃止 日向市 日向市美々津町3916-4 66-3

廃止 日向市 日向市美々津町4419 11

廃止 日向市 日向市美々津町5671 1-2

廃止 日向市 日向市美々津町5675 1-2

廃止 日向市 日向市美々津町5899-4 1-2

廃止 日向市 日向市美々津町高松松の元1350 66-3

廃止 日向市 日向市美々津町字井出口 55

日向市 美々津地区　農業集落排水処理施設 日向市美々津町字宮ノ下1021番 72 225

廃止 日向市 日向市美々津町字新川115-2 72

廃止 日向市 日向市美々津町字麻附4857-1 55

日向市 株式会社協同サービス　美々津ＳＳ 日向市美々津町清水ヶ谷2250-2 71 1.85

日向市 宮内豆腐店 日向市美々津町石並2824 17 1

廃止 日向市 日向市美々津町田ノ原字石神 1-2

廃止 日向市 日向市美々津町別府3843 16

日向市 クリーニング美洗興 日向市浜町3-118 67 1.5

廃止 日向市 日向市浜町3-33 17

廃止 日向市 日向市富高1002 1-2

日向市 有限会社河宗石油日向給油所 日向市富高36-1 71 3.9

廃止 日向市 日向市富高6918 66-3

日向市 株式会社協同サービス　中原ＳＳ 日向市富高996-3 71 1.85



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日向市 東九州自動車道日向第二トンネル工事特定建設共同企業体 日向市富高字山田3913 55 2

廃止 日向市 日向市富高字程ケ迫 1-2

日向市 萬マルマン養豚 日向市平岩 1-2 0

廃止 日向市 日向市平岩10185 1-2

廃止 日向市 日向市平岩10835 71

日向市 Guesthouse pumping Surf 日向市平岩10876- 66-3 2

日向市 浜御殿 日向市平岩1302-2 66-3 15

日向市 旅館望洋館 日向市平岩191-2 66-3 10

廃止 日向市 日向市平岩2170 71

日向市 川野養豚 日向市平岩2646 1-2 0

廃止 日向市 日向市平岩2805 1-2

廃止 日向市 日向市平岩3287 1-2

廃止 日向市 日向市平岩3291 1-2

廃止 日向市 日向市平岩470-2 17

廃止 日向市 日向市平岩4871-1 1-2

日向市 日向フィードロット 日向市平岩4915-1 1-2 0

日向市 オーシャンクリーン株式会社 日向市平岩4978-27 71-4 0

廃止 日向市 日向市平岩517 66-3

廃止 日向市 日向市平岩64-1 66-3

日向市 日向市学校給食共同調理場 日向市平岩8454-1 66-4 80

日向市 はまぐり碁石の里 日向市平岩8491 66-6 23

日向市 宮崎県立日向工業高等学校 日向市平岩8750 71-2 2

廃止 日向市 日向市平岩桐ノ木字 1-2

日向市 株式会社協同サービス　南日向ＳＳ 日向市平岩字元市425 71 1.7

廃止 日向市 日向市平岩字獅子場5113-1,5113-65 71-4

日向市 HOTEL AZ 宮崎南日向店 日向市平岩字赤岩8528 66-3 30.4

日向市 宮崎日産自動車株式会社　日向営業所 日向市平岩字赤岩8529-1 71 2.5

日向市 向洋台ニュータウン汚水処理施設 日向市平岩字中野6449-2 72 400

日向市 株式会社大洋石油平岩給油所 日向市平岩字内見鳥8667-1 71 1.37

廃止 日向市 日向市平岩上舟入64-の1 66-3

廃止 日向市 日向市平岩赤岩85247 66-3

日向市 桐ノ木養豚 日向市平岩村木字桐ノ木 1-2 0

廃止 日向市 日向市平岩中の殿 1-2

廃止 日向市 日向市平岩湯田 1-2

日向市 株式会社太洋石油　平岩給油所 日向市平岩内見鳥8667-1 71 1.74

日向市 奥村組土木興業株式会社　東九州自動車道　本村トンネル工事作業所 日向市平岩本村10114 55 176

廃止 日向市 日向市平岩籾木西谷 1-2

廃止 日向市 日向市平岩籾木南谷 1-2

日向市 株式会社イデックスリテール南九州　花ケ丘給油所 日向市北町2-1 71 3.34

廃止 日向市 日向市北町2-16 71-2

廃止 日向市 日向市本町10-5 71-2

日向市 宮崎ツバメ石油株式会社日向営業所 日向市本町11 71 3.8

日向市 株式会社村山石油　本町給油所 日向市本町15 71 2.6

日向市 藤屋写真印刷株式会社 日向市本町7-15 23-2 17

日向市 西田石油瓦斯株式会社日向本町給油所 日向市本町7992 71 2
日向市（旧東郷町） 桑田石油店 日向市東郷町山蔭1490 71 2
日向市（旧東郷町） 東郷生コン有限会社 日向市東郷町山蔭字桂原乙34-6 55 0
日向市（旧東郷町） 高尾養豚場 日向市東郷町山陰3318 1-2 0

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰乙2386 10

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰乙3309-1 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰甲12-1 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰甲700-18 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰字柿木田丙490 71
日向市（旧東郷町） 岩切養豚場 日向市東郷町山陰字山ﾉ口甲238-7 1-2 0
日向市（旧東郷町） 有限会社太陽興産 日向市東郷町山陰字切瀬丙605 59
日向市（旧東郷町） 株式会社協同サービス　東郷ＳＳ 日向市東郷町山陰字年の神辛394-1 71 2.98
日向市（旧東郷町） 高木養豚場 日向市東郷町山陰出口 1-2 0

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰出口 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰出口 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰辛 55
日向市（旧東郷町） 株式会社あくがれ蒸留所 日向市東郷町山陰辛212-1 10 0
日向市（旧東郷町） つるの内トーフ店 日向市東郷町山陰辛338-11 17 16
日向市（旧東郷町） 中野石油店 日向市東郷町山陰辛479 71 5
日向市（旧東郷町） 伊東健児牛舎 日向市東郷町山陰辛689-19 1-2 0

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰仲深轟 1-2
日向市（旧東郷町） 東郷メディキット株式会社東郷工場 日向市東郷町山陰丁1117 65 15

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰内の口辛1135-6 1-2
日向市（旧東郷町） 日向市山陰地区農業集落排水処理施設 日向市東郷町山陰丙1240 72 859
日向市（旧東郷町） 直野石油 日向市東郷町山陰丙１４９０ 71 2.2
日向市（旧東郷町） やまげ旅館 日向市東郷町山陰丙1494-6 66-3 1.5
日向市（旧東郷町） 和光コンクリート工業株式会社東郷工場 日向市東郷町山陰丙1537-1 54 0

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰丙1639-7 71

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町山陰丙1639-7 71

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町児洗　東郷西都線 55

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町坪谷 1-2
日向市（旧東郷町） 牧水庵 日向市東郷町坪谷1255-ｲ 16 2.5
日向市（旧東郷町） 東郷町ふるさとの家 日向市東郷町坪谷1267 66-3 15

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町坪谷429-2 17

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町坪谷965 1-2
日向市（旧東郷町） 牧水公園コテージ 日向市東郷町坪谷字田野原1311-9 66-3 7



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町鶴野内白浜 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町八重原771 1-2

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町八重原迫野内881-1 60

廃止 日向市（旧東郷町） 日向市東郷町八重原迫野内谷内原 1-2

串間市 南那珂地域現場検定改良センター 串間市一氏2576-1 1-2 0.2

串間市 株式会社谷藤ファーム　宮崎牧場 串間市一氏字大塚原2668番地2　外18筆 1-2

串間市 津曲石油店　北方給油所 串間市串間1123-1 71 1

廃止 串間市 串間市串間1292 1-2

串間市 宮崎県酒造株式会社 串間市串間1393-1@ 10 19

串間市 井手産商株式会社砂利部 串間市串間1475 60 192

串間市 井手産商株式会社串間中央給油所 串間市串間1491 71 2.2

串間市 山崎養豚 串間市串間610 1-2 11

廃止 串間市 串間市串間610 1-2

廃止 串間市 串間市串間西上池 1-2

廃止 串間市 串間市串間東上池 1-2

廃止 串間市 串間市串間徳間 1-2

串間市 黒木荘 串間市高松1010-10 66-3 2

串間市 よしの屋 串間市高松1091 66-3 1.2

串間市 えびす屋 串間市高松1101-7 66-3 2.5

廃止 串間市 串間市高松1476 66-3

串間市 高松荘 串間市高松864 66-3 2

串間市 野川牛舎 串間市高松字山田411-1　外 1-2 0

串間市 古屋養豚 串間市崎田3207-3 1-2

串間市 河野養豚 串間市崎田3207-5 1-2

廃止 串間市 串間市崎田3283 1-2

串間市 寺田豆腐店 串間市市木1171-2 17 2

串間市 TAGIRI HOTEL 串間市市木152 66-3 0.8

串間市 有限会社大潮水産 串間市市木570-4 3 3.5

串間市 森と海のあいだのトージバ 串間市市木726 66-3 0.72

串間市 玉の屋 串間市市木7363-2 66-3 2.7

串間市 築島荘 串間市市木9017 66-3 0.8

串間市 民宿はまゆう荘 串間市市木9017-79 66-3 1

串間市 南土居荘 串間市市木9051-2 66-3 2

廃止 串間市 串間市市木子持田 1-2

廃止 串間市 串間市市木子持田 1-2

廃止 串間市 串間市市木字新別府6815-15 1-2

串間市 旧家村 串間市市木字浜田8252 66-3 5

廃止 串間市 串間市市木上海北 1-2

串間市 幸島民宿 串間市市木石波6671 66-3 2

串間市 民宿洋光 串間市市来9017-76 66-3 12.5

串間市 トヨタカローラ宮崎株式会社串間店サービス工場 串間市寺里2丁目7-2 71 3

廃止 串間市 串間市秋山1822 1-2

廃止 串間市 串間市秋山2434 1-2

廃止 串間市 串間市秋山正林元 1-2

廃止 串間市 串間市秋山清水元 1-2

廃止 串間市 串間市秋山鯛取 1-2

廃止 串間市 串間市城ノ脇 1-2

串間市 田中養豚 串間市真萱 1-2

串間市 黒瀬水産株式会社 串間市西浜2-15-4 3 130

廃止 串間市 串間市西浜2-7247-51 11

串間市 有限会社大栄住宅保存センター 串間市西浜2-7247-70 22 0

串間市 花おか 串間市西浜2-8-4 66-3 1.06

串間市 有限会社丸栄水産 串間市西浜２丁目7247-54 3 0.8

串間市 武田養豚 串間市西方10193 1-2

串間市 財津養豚 串間市西方13898 1-2

廃止 串間市 串間市西方14612 1-2

廃止 串間市 串間市西方14783-7 16

廃止 串間市 串間市西方14801 3

串間市 川畑誠次蒲鉾店 串間市西方14968 3

廃止 串間市 串間市西方15001 67

廃止 串間市 串間市西方15012 17

廃止 串間市 串間市西方15022 16

串間市 良屋旅館 串間市西方15031 66-3 1.5

串間市 みなと旅館 串間市西方15032 66-3 1.6

串間市 内野水産加工場 串間市西方15055 3 1

串間市 日向屋旅館 串間市西方15062 66-3 1.5

串間市 森本水産 串間市西方15066 3 3

串間市 井手水産 串間市西方15071 3 4

串間市 串間市漁業協同組合　荷捌場 串間市西方15071-127 69-3 26.5

廃止 串間市 串間市西方15283 1-2

廃止 串間市 串間市西方3115 10

串間市 白洗舎 串間市西方4191-1 67 0.5

廃止 串間市 串間市西方4351 68

廃止 串間市 串間市西方5346-4 67

廃止 串間市 串間市西方5492 16

串間市 （名）新富旅館 串間市西方5499 66-3 2

串間市 眞砂旅館 串間市西方5513 66-3 2

串間市 有限会社井上石油店　西方給油所 串間市西方5733-4 71 2

廃止 串間市 串間市西方5734-5 71

廃止 串間市 串間市西方5735 54



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

串間市 原写真館 串間市西方6556-6 68 3.7

串間市 谷口石油店 串間市西方6716-1 71 1.7

串間市 湯治宿やすらぎ館 串間市西方6779-1 66-3 12

串間市 松露酒造株式会社 串間市西方7034 10 68

廃止 串間市 串間市西方7247-53 3

廃止 串間市 串間市西方7247-53 4

串間市 有限会社片平石油　串間給油所 串間市西方7309-9 71 1.85

串間市 あかつき荘 串間市西方7312 66-3 1.1

廃止 串間市 串間市西方9019 71-2

廃止 串間市 串間市西方カジヤマ 1-2

串間市 くしまサティ 串間市西方仮屋下5590 72 120

廃止 串間市 串間市西方桂原 1-2

廃止 串間市 串間市西方字大池 1-2

串間市 山下畜産 串間市西方字大池13445-2 1-2 0

廃止 串間市 串間市西方字天神5268-1 16

串間市 川北製麺所 串間市西方字脇の田4655-2 16 1.4

廃止 串間市 串間市西方鹿谷 1-2

廃止 串間市 串間市西方銭亀8971-4 71-2

廃止 串間市 串間市西方土手内6817 71

串間市 医療法人　十善会　県南病院 串間市西方東原3764-1 68-2 200

廃止 串間市 串間市西方本町一 1-2

串間市 有限会社酒井石油店　串間給油所 串間市西方立山7295-3 71 1.93

串間市 谷口養豚 串間市西方糀ケ宇戸 1-2

串間市 丸目養豚 串間市西方糀ケ宇戸 1-2

廃止 串間市 串間市西林院 1-2

串間市 井手生コン株式会社 串間市大字串間1810 55 68

串間市 宮崎ダイハツ販売株式会社　串間店 串間市大字串間字南方堀969－1 71 0.8

串間市 ホテルフラッシュ 串間市大字高松1469 66-3 2.8

串間市 有限会社宮松クリーン 串間市大字西方1571 11 30.6

串間市 竹下牛舎 串間市大字西方2912-5 1-2 0

串間市 串間中央浄化センター 串間市大字西方5550 73 1234

串間市 ホテル中村荘 串間市大字西方6714 66-3 12

串間市 坂元石油　串間給油所 串間市大字西方7262-1 71 1.5

串間市 串間市大束農業協同組合榎原給油所 串間市大字奈留5237番地１ 71 2.33

串間市 宮崎味岡生コンクリート株式会社第四工場串間 串間市大字南方1027-43 55 0

串間市 串間市汚泥再生処理センター 串間市大字南方1118 72 70

串間市 株式会社ワールド・ワン 串間市大字南方2680-1 10 19

串間市 福田畜産 串間市大字本城6870番地 1-2 0

串間市 串間温泉いこいの里 串間市大字本城987 66-3 153.5

串間市 野見山養豚 串間市大束市之瀬二区 1-2

廃止 串間市 串間市大束真萱 1-2

廃止 串間市 串間市大束奈留 1-2

廃止 串間市 串間市大納2711-1 55

串間市 黄金荘 串間市大納39 66-3 5

廃止 串間市 串間市大納39 66-3

串間市 民宿　珊瑚荘 串間市大納42-6 66-3 2

串間市 都井岬　国民宿舎 串間市大納42-ﾛ 66-3 8

串間市 有限会社都井岬磯観光ホテル 串間市大納45 66-3 7

串間市 橘荘 串間市大納45 66-3 2

廃止 串間市 串間市大納御岬42-7 66-3

串間市 ケープ荘 串間市大納字御崎34-3 66-3 4

廃止 串間市 串間市大納字御崎42-3 66-3

串間市 株式会社都井岬シーサイドホテル 串間市大納字御崎43 66-3 22

串間市 清水旅館本館 串間市大納岬42-ﾛ 66-3 7

串間市 津曲養豚 串間市大平 1-2

串間市 黒原豆腐店 串間市大平1800 17 21

串間市 南那珂低コストモデル牛舎 串間市大平5677 1-2

廃止 串間市 串間市大平7324 1-2

串間市 株式会社谷口組 串間市大平字村下河原6841 55 0

串間市 みやもと写真 串間市仲町旭通り 68 1.2

串間市 釣りと憩の宿　漁友 串間市都井1480-1 66-3 4

串間市 海心の宿「A.SOBE」 串間市都井2101-2 66-3 1.6

串間市 都井岬観光写真社 串間市都井2108 68 2.1

串間市 川崎水産有限会社 串間市都井3048 3 5

串間市 鳥楽 串間市都井４５２１ 2 0.3

廃止 串間市 串間市都井字宇戸 55

串間市 村上旅館 串間市都井迫2110 66-3 1.5

串間市 民宿　川崎 串間市都井岬 66-3 2

廃止 串間市 串間市都井岬 1-2

串間市 有限会社都井岬荘 串間市都井岬39 66-3 5

廃止 串間市 串間市東塩町 1-2

廃止 串間市 串間市奈留2082-2 1-2

串間市 有限会社井上石油店　大束給油所 串間市奈留字園田5282 71 1.83

串間市 (医)秀英会医院　英老人保健施設長寿の里 串間市奈留字園田5298-3 72 72

廃止 串間市 串間市奈留字鍛冶屋堀5884 4

廃止 串間市 串間市奈留字崩谷 1-2

廃止 串間市 串間市奈留字北之股228 66-3

串間市 株式会社竹本建設ブロック串間工場 串間市南方1075-1 54 0.1

廃止 串間市 串間市南方1085 71-3

串間市 スタードライ 串間市南方131-3 67 2.4



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

串間市 玉味食品 串間市南方1901 5 1

串間市 田舎豆腐 串間市南方2008 17 12.5

串間市 串間市漁業協同組合　水産廃棄物等加工施設 串間市南方2538-26 11 216

串間市 民宿　浜田池荘 串間市南方2880 66-3 2

廃止 串間市 串間市南方河内山 72

串間市 川十水産 串間市福島今町 3

串間市 串間市学校給食共同調理場 串間市北方3710-1 66-4 60

串間市 串間農場 串間市北方3882-1 1-2 15

串間市 チェアフル・カウズ 串間市北方4107-149 1-2 0

串間市 斉藤養豚 串間市北方5908 1-2 24.8

串間市 ＪＡ串間市牛舎 串間市北方6263-2、6263-3 1-2 0

串間市 はまゆう農業協同組合蔵元給油所 串間市北方7253-1 71 1.85

廃止 串間市 串間市北方羽ケ瀬 1-2

廃止 串間市 串間市北方字床稲 1-2

串間市 寿海酒造株式会社 串間市北方字池田1295 10 357.3

廃止 串間市 串間市北方東原 1-2

廃止 串間市 串間市北方徳間 1-2

串間市 ホテル一里崎 串間市本城11023 66-3 6

串間市 一里崎旅館 串間市本城11062-4 66-3 3.3

廃止 串間市 串間市本城11188-28 1-2

廃止 串間市 串間市本城11404 1-2

串間市 農家民宿camp権代 串間市本城2792-2 66-3 0.8

串間市 吉田養豚 串間市本城5620 1-2

廃止 串間市 串間市本城6044 10

廃止 串間市 串間市本城6146-2 1-2

廃止 串間市 串間市本城6870 1-2

廃止 串間市 串間市本城下代田 1-2

串間市 食の健康拠点施設 串間市本城字岩ノ下987番地 4 1.5

廃止 串間市 串間市本城字山田 1-2

串間市 平地区農業集落排水処理施設 串間市本城字城泉坊7628-1,2,3 72 335

廃止 串間市 串間市本城谷一川内 1-2

廃止 串間市 串間市本城通保町字大迫 1-2

串間市 迫口養豚 串間市本城道場 1-2

串間市 スタジオ・シマダ 串間市本町1 68 7

串間市 立本クリーニング 串間市本町１丁目 67 0

廃止 串間市 串間市留6546 10

西都市 西都農業改良普及所 西都市右松2056-1 71-2 5

廃止 西都市 西都市右松2802 66-3

西都市 神戸畜産株式会社　西都牧場 西都市右松3087 1-2 17

西都市 有限会社ミッキークリーニング 西都市右松3-10 67 2

西都市 有限会社敷島 西都市右松3116番地２ 72 105

西都市 西都市衛生センター 西都市右松3166 72 73.9

西都市 三笠産業株式会社　宮崎工場 西都市右松3377番地 4 58.5

廃止 西都市 西都市右松三反田1075-2 66-3

西都市 カメラのすぎた 西都市右松字下鶴1778 68 0

西都市 太陽石油販売株式会社セルフ西都給油所 西都市右松字三反田2191-1 71 5

西都市 （資）山田商事 西都市右松字三反田970-32 60 0

西都市 株式会社九州エナジー　西都薗元セルフ給油所 西都市右松字北鶴692-1 71 2.35

西都市 都栄工業株式会社 西都市岡富1259番地36 55 0

廃止 西都市 西都市岡富1474-12 59

西都市 宮本商事石油株式会社瀬口給油所 西都市岡富867 71 1.85

西都市 有限会社西都セメント工業 西都市岡富870 54 3

西都市 株式会社瓦の上田岡富工場 西都市岡富字尾崎1344-11 54

西都市 金丸畜産 西都市下三財2354 1-2 0

西都市 大久保石油商事有限会社　三財給油所 西都市下三財3376-1 71 2.35

廃止 西都市 西都市下三財3531 67

西都市 古市食品 西都市下三財7711-3 17 5.6

西都市 久保田　畜産 西都市下三財7925-1他 1-2 0

西都市 株式会社　岩倉酒造 西都市下三財7992 10 15

廃止 西都市 西都市下三財岩崎3409 66-3

西都市 西都市三財川南地区農業集落排水処理施設 西都市下三財字小丸6168-2 72 144

西都市 西都農業協同組合　楠瀬牛舎 西都市下三財字霧島原8148 1-2 0

西都市 ＪＡ西都畜産団地 西都市下三財大原7179-1他 1-2 0

廃止 西都市 西都市加勢2174 17

西都市 甲斐養鶏加工場 西都市加勢字松原361 2 0.4

廃止 西都市 西都市銀鏡672 17

西都市 民宿しろみ 西都市銀鏡687-3 66-3 2.5

西都市 九州商事株式会社西都営業所 西都市御舟通 71

西都市 （名）根井商店 西都市御舟通り 71

廃止 西都市 西都市御船町1-99 71

西都市 株式会社宮本商事　西都サービス 西都市御船町1丁目105 71 1.85

西都市 有限会社旭誠　西都中央給油所 西都市御船町2-71 71 2.2

廃止 西都市 西都市御船町2-71 71

西都市 有限会社国富運送 西都市荒武３９５１－１ 71 1.4

西都市 ホテルセラ 西都市荒武字堀下3935-1 66-3 12.5

西都市 ホテル　ふたり静 西都市荒武堀下3935番地 66-3 5

西都市 ホテルにしの都 西都市荒武堀下3940-1 66-3 10

西都市 ホテルイレブン 西都市荒武堀下3940-2 66-3 10

西都市 ホテル西都 西都市荒武堀下3945 66-3 7

廃止 西都市 西都市黒生野1842 17



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

西都市 西都市黒生野地区農業集落排水処理施設 西都市黒生野字伏野1248-5 72 238

西都市 鹿児島屋クリーニング店 西都市妻1092-1 67 0.3

廃止 西都市 西都市妻218 66-3

廃止 西都市 西都市妻230 66-3

廃止 西都市 西都市妻276-4 8

廃止 西都市 西都市妻401 17

廃止 西都市 西都市妻407-1 10

廃止 西都市 西都市妻549 67

廃止 西都市 西都市妻593-1 66-3

西都市 北波セメント瓦 西都市妻709 54

西都市 永田製麺所 西都市妻709-4 16 4

西都市 ハラダカメラ 西都市妻743-1 68 3.9

西都市 沼口旅館 西都市妻789-1 66-3 3.7

西都市 日本国有鉄道妻自動車営業所 西都市妻799-2 71 9

廃止 西都市 西都市妻843-5 17

廃止 西都市 西都市妻843-5 72

西都市 ミフネ写真スタジオ 西都市妻856-1 68 0.3

西都市 宮崎交通株式会社西都営業所 西都市妻字小野崎747 71 18.5

西都市 長野石油西都中央給油所 西都市妻字水流崎249-1 71 3.5

廃止 西都市 西都市妻字平田1658 68

西都市 ホテルプリムローズ西都 西都市妻町三丁目13番地 66-3 0

西都市 中尾石油商会三宅給油所 西都市三宅2482-4 71 2.1

廃止 西都市 西都市三宅2493 17

廃止 西都市 西都市三宅2998-1 10

廃止 西都市 西都市三宅3304-1 66-3

廃止 西都市 西都市三宅4216-1 72

廃止 西都市 西都市三宅4368 17

西都市 JA宮崎経済連　ジェイエイエネサプライ西都SS 西都市三宅9400-1、9401-1、9402-1、9402-2 71 1.85

西都市 毎日屋クリーニング店 西都市三宅978 67 0.9

西都市 はにわクリーニング 西都市三宅字市口134-5 67 0.9

廃止 西都市 西都市三宅字田中2950-1 71

西都市 株式会社正春酒造 西都市三納10029 10 83

西都市 藤崎美代子 西都市三納10497 4

廃止 西都市 西都市三納3229-7 67

西都市 蛯原商店西都工場 西都市字八双田 4 1

西都市 有限会社  高屋温泉 西都市鹿野田10726 66-3 4

西都市 神楽酒造株式会社　西都工場 西都市鹿野田11365番地１ 10 280

西都市 エネルギア株式会社妻給油所 西都市小野崎1丁目30 71 1.85

廃止 西都市 西都市小野崎2-1 71

西都市 篠原養豚 西都市上三財2942-3 1-2

西都市 篠原養豚 西都市上三財2992 1-2 1

廃止 西都市 西都市上三財3927 66-3

西都市 ＪＡ西都中武牛舎 西都市上三財字一堂前8098-3 1-2

廃止 西都市 西都市上揚2512 17

西都市 おたどこ 西都市上揚323-1 66-3 0.5

西都市 西都生コン株式会社 西都市新町2丁目8番地 55 40

廃止 西都市 西都市杉安297-2 66-3

西都市 西都市学校給食センター 西都市清水752-1 66-4 60

西都市 西都市浄化センター 西都市清水及三宅 73 9190

廃止 西都市 西都市清水字溝下1607,1608 71

西都市 宮崎ダイハツ販売株式会社　西都店 西都市聖陵町1-60 71 2.4

廃止 西都市 西都市聖陵町2-27 71-2

西都市 株式会社RABBIT西都 西都市聖陵町2-28 67 4

廃止 西都市 西都市聖陵町2-28 67

廃止 西都市 西都市大字右松2071 71

西都市 西都砂利（資） 西都市大字右松3171-1 60

西都市 西都牧場 西都市大字加勢588-7他 1-2 0

西都市 農産廃棄物処理施設 西都市大字眼鏡525-ｲ 11 0

西都市 都ノ関 西都市大字荒武４２５－１ 66-3 2.2

西都市 宮崎カメラ　西都店 西都市大字妻平田1657-1 68 0

西都市 有限会社ふくしげ印刷 西都市大字三宅2445-7 23-2 0

西都市 ももくり百年 西都市大字三宅３２０６番地 66-3

西都市 くりくり亭 西都市大字三宅５１９８番地 66-3 1.3

西都市 しんかわ 西都市大字三宅５３２５番地２ 66-3 1.2

西都市 やすべえ 西都市大字三宅７０４３番地 66-3 2

西都市 みのりの里 西都市大字三宅７０６１番地 66-3 0.84

西都市 あいにいこや（I２１５家） 西都市大字三宅７０８３番地 66-3 1.3

西都市 へそめしの里 西都市大字上揚278 66-3 0

西都市 図師圭吾畜産団地 西都市大字杉安字宝財原1234-1他 1-2 0

西都市 ＪＡ西都斉藤牧場 西都市大字茶臼原1233番地2 1-2 0

西都市 有田牧畜第３牧場 西都市大字茶臼原730-1 1-2 0

廃止 西都市 西都市大字中尾地内 55

西都市 籾木ドライ 西都市大字都於郡町5699 67 1.5

西都市 西都農業協同組合三財給油所 西都市大字藤田井添1083 71 1.85

廃止 西都市 西都市大字尾ハ重 55

廃止 西都市 西都市大字尾八重525-1 55

西都市 経済連養豚実証　西都繁殖農場 西都市大字平郡通山4015-1 1-2 62.6

西都市 かたすみ 西都市大字片内11828 66-3 2

西都市 有田牧畜第１牧場 西都市茶臼原1003 1-2 0

西都市 有田牧畜第２牧場 西都市茶臼原1353-1,2 1-2 0



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 西都市 西都市茶臼原1690 1-2

西都市 三輪豆腐店 西都市茶臼原414 17 0.3

西都市 浜砂　忠則 西都市茶臼原631-1 1-2 0

西都市 株式会社立生園 西都市茶臼原吉原718-1、718-2、718-5 1-2 0

西都市 大羽田養豚場 西都市茶臼原字春田1100-1 1-2 21.5

西都市 有限会社第一飼料西都農場 西都市茶臼原字春日1125 1-2 0

西都市 有限会社第一飼料　西都農場 西都市茶臼原字春日1125,1128,1132-3,1138-1,1140?1142 1-2 77

西都市 藪押食品 西都市中妻1-92 17 11

廃止 西都市 西都市中尾151-18 66-3

廃止 西都市 西都市中尾字的場 55

西都市 一ツ葉リネンサプライ株式会社(西都第2工場) 西都市調殿815-1 67 15

西都市 西都温泉 西都市調殿字山隅1287-1 66-3 4

廃止 西都市 西都市調殿字寝頃687-1 19

西都市 一ツ葉リネンサプライ株式会社 西都市調殿字馬場崎776-1 67 104.5

西都市 （資）中武商店　西都給油所 西都市調殿字堀内1055-2 71 2.05

廃止 西都市 西都市調殿千田前1287-15 71-5

廃止 西都市 西都市調殿馬場崎815-1 67

廃止 西都市 西都市都於郡町5640 10

西都市 西都市岩崎地区農業集落排水処理施設 西都市藤田字巨田江447 72 519

西都市 株式会社　宮崎農産 西都市藤田字上鶴129-1 4 35

廃止 西都市 西都市童子丸211-3 71

廃止 西都市 西都市南町236 66-3

西都市 旅館　山茶屋 西都市南方108 66-3 6.5

廃止 西都市 西都市南方1440 23

西都市 民宿　若あゆ 西都市南方2173 66-3 2

廃止 西都市 西都市南方264-3 66-3

廃止 西都市 西都市南方274-3 17

廃止 西都市 西都市南方3227 10

西都市 株式会社ジェイエイフーズみやざき 西都市南方３３９８－２　外１９筆 4 900

西都市 河野建材店 西都市南方字下水流 59

廃止 西都市 西都市南方土木平3374-1 71

廃止 西都市 西都市尾八重1229 17

廃止 西都市 西都市尾八重528-1 66-3

廃止 西都市 西都市尾八重地内 55

西都市 西都農業協同組合　農産物等加工施設 西都市平郡540 4 6.5

廃止 西都市 西都市平郡550-3 10

西都市 有限会社　ナガトモ石油 西都市平郡565-1 71 1.85

西都市 黒木豆腐店 西都市穂北136-1 17 3

西都市 西日本油脂工業株式会社 西都市穂北3556-6 11 0

西都市 柳井畜産 西都市穂北3876-1 1-2 0.5

西都市 仲武農場牛舎 西都市穂北4328-1,4328-3 1-2 0

廃止 西都市 西都市穂北5900-7 67

西都市 老人保健施設菜花園 西都市穂北字東原5253-4 72 50

廃止 西都市 西都市本町263 66-3

えびの市 株式会社ピエトログルト えびの市浦４７２ 2 2

えびの市 共和石油株式会社えびのＩＣ入口ＳＳ えびの市永山1020-1 71 4.4

えびの市 宮崎県えびの青年技術館地力診断室 えびの市永山1174 71-2 2

えびの市 有限会社　迫田石油　えびのIC給油所 えびの市永山954-1 71 1.79

えびの市 えびの市環境センター えびの市永山字横頭773 72 352

えびの市 株式会社コロナ・エネルギーえびのインター給油所 えびの市永山字中棚1020-3 71 1.2

えびの市 有限会社千石畜産榎田本農場 えびの市榎田506 1-2 0

えびの市 ホテルループ えびの市榎田583-22 66-3 14

えびの市 特別養護老人ホームえびの涼風園 えびの市岡松143 72 105

えびの市 さと子のおうち えびの市岡松1432-2 66-3 0.8

えびの市 川越石油　京町給油所 えびの市亀沢93 71 1.75

えびの市 えびの市農業協同組合　加久藤給油所 えびの市栗下1308 71 1.975

えびの市 明石酒造 えびの市栗下61-1 10 27

廃止 えびの市 えびの市栗下62-3 67

えびの市 えびの市学校給食センター えびの市原田110 66-4 80

えびの市 伊福養豚 えびの市原田1197 1-2 0

えびの市 遠目塚種豚場 えびの市原田1337 1-2 0.5

えびの市 立石林業合資会社飯野畜産場 えびの市原田1403 1-2 0

えびの市 とうやまファーム えびの市原田1993-1 66-3 0.6

廃止 えびの市 えびの市原田2043 17

えびの市 日向屋旅館 えびの市原田2219 66-3 3.5

えびの市 寶屋ドライクリーニング店 えびの市原田2229-9 67 2

えびの市 尾崎クリーニング店 えびの市原田2243-34 67 3

廃止 えびの市 えびの市原田2248-25 71

えびの市 尾崎クリーニング店 えびの市原田2252 67 4.5

えびの市 内立トーフ店 えびの市原田2253 17 3

えびの市 大阪屋ドライ えびの市原田2294 67 1

廃止 えびの市 えびの市原田2315-6 5

えびの市 有限会社畠田石油店えびの中央給油所 えびの市原田2734-88 71 1.37

えびの市 東クリーニング店 えびの市原田326 67 6

廃止 えびの市 えびの市原田3302 17

えびの市 飯島石油店飯野給油所 えびの市原田3372-3 71 1

えびの市 ＧＯＡＮ えびの市原田4210-14 66-3 0.8

えびの市 古川旅館 えびの市原田82 66-3 20

えびの市 丸金旅館 えびの市原田85 66-3 6

えびの市 ＪＡえびの市  飯野給油所 えびの市原田93-25 71 2.2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

えびの市 陸上自衛隊えびの公務員宿舎 えびの市原田字片馬場3326 72 132

えびの市 有限会社ホクサツえびのファーム えびの市原田字木場添1678-2 1-2 0

えびの市 松下カラー現像所 えびの市原田入船3316 68 8

えびの市 ヘルスピア えびの市向江224の1 66-3 18

えびの市 有限会社原口石油向江店 えびの市向江268 71 4

廃止 えびの市 えびの市向江487 66-3

えびの市 医療法人芳徳会　京町共立病院 えびの市向江508 72 85

えびの市 児玉商事株式会社　京町給油所 えびの市向江570 71 2.9

えびの市 えびの荘 えびの市向江590-11 66-3 45

えびの市 真砂旅館 えびの市向江605 66-3 43

えびの市 有限会社崎元石油店 えびの市向江633 71 1.2

えびの市 玉泉館 えびの市向江647の1 66-3 13

えびの市 京町観光ホテル えびの市向江669 66-3

えびの市 有限会社末継飲料工業所 えびの市向江678 10 0

廃止 えびの市 えびの市向江736 66-3

廃止 えびの市 えびの市向江743 66-3

えびの市 京町ドライ店 えびの市向江7463 67 2

えびの市 あけぼの荘 えびの市向江825 66-3 2.5

えびの市 大保商事有限会社 えびの市向江859-ｲ 5 2

えびの市 東洋舎クリーニング店 えびの市向江917の2 67 2.5

えびの市 栗巣野豆腐工場 えびの市向江947 17 7

えびの市 岡留製麺所 えびの市向江953 16 0

廃止 えびの市 えびの市向江962 17

えびの市 いこい旅館 えびの市向江980 66-3 2

えびの市 旅館十兵衛（十兵衛うどん） えびの市向江字岩次211-1,211-2,211-3 66-3 155

えびの市 十兵衛うどん　麺工場 えびの市向江字岩次287-5 16 8.4

えびの市 えびの市農業協同組合真幸給油所 えびの市向江字古川144 71 1.74

えびの市 プラッセだいわえびの店 えびの市向江字竜田554-1 72 85

えびの市 畜産基地高野団地（第４工区） えびの市高野団地 1-2 0

えびの市 畜産基地高野団地（第１７工区） えびの市高野団地 1-2 0

えびの市 畜産基地高野団地（第１６工区） えびの市高野団地 1-2 0

えびの市 株式会社キュウレイフーズ えびの市今西660-1 4 80

えびの市 宮崎生コン株式会社 えびの市今西682-5 60 0

えびの市 ビーンの家 えびの市坂元108番地3 66-3 0.4

えびの市 有限会社東康夫養鶏場 えびの市坂元1640 2 0.4

えびの市 有限会社レクスト えびの市坂元1666-125 1-2 151

えびの市 株式会社ナニワランチ えびの市坂元1666-210 1-2 30

えびの市 農事組合法人えびの養豚生産組合 えびの市坂元1666の4 1-2 2

えびの市 農業組合法人小屋志畜産生産組合 えびの市坂元1666の457 1-2 2

えびの市 メテック株式会社　九州事業所宮崎工場 えびの市小田1440 66 186

えびの市 カルデラの園 えびの市小田439番地1 66-3 1.2

えびの市 株式会社三共　加久藤工場 えびの市小田595 55 10

えびの市 クリーニングショップかしわぎ えびの市小田624-17 67 2.5

廃止 えびの市 えびの市小田669 17

えびの市 有限会社入佐砂利 えびの市小田859 59 0

えびの市 白石石油株式会社えびのインター給油所 えびの市小田919-6 71 2.6

えびの市 えびのシティホテル えびの市小田中島545-3 66-3 30

えびの市 坂下豆腐工場 えびの市上江1002の3 17 3

えびの市 有限会社ヤマチュウ青果 えびの市上江588 4 31

えびの市 吉留クリーニング えびの市上江664-8 67 1

えびの市 えびの電子工業株式会社本社工場 えびの市上江670番地 65 11

えびの市 中利缶詰株式会社霧島工場 えびの市上江769-3 4 120

廃止 えびの市 えびの市杉水流1532-3 17

えびの市 有限会社原口石油　飯野給油所 えびの市杉水流525 71 1.34

えびの市 有限会社  ヤマチュウフーズ えびの市杉水流608 4 28

えびの市 HOTEL AZ 宮崎えびの店 えびの市杉水流91番17外 66-3 30.4

えびの市 民宿八幡 えびの市杉水流92 66-3 5

えびの市 株式会社ファームテック　えびの種豚場 えびの市西川北952-9 1-2 40

えびの市 加久藤温泉 えびの市西長江浦152番地 66-3 0.7

えびの市 農事生産法人有限会社井園ファーム えびの市西長江浦549-2 1-2 24

えびの市 稲泉養豚 えびの市西長江浦554-354 1-2 1

えびの市 Boots えびの市大河平2317 66-3 1

えびの市 インターファーム株式会社九州事業所溝口農場 えびの市大河平2432 1-2 1.1

えびの市 田舎屋　風流里 えびの市大河平2573 66-3 0.5

えびの市 ライフサポート　壱号館 えびの市大河平4327-27 66-3 3.6

えびの市 陸上自衛隊えびの駐とん地 えびの市大河平4455-1 72 429

えびの市 サンライズ株式会社 えびの市大河平4470-39 4 30

えびの市 株式会社丸正フーズ えびの市大河平字前門塚4633 69 570

えびの市 インターファーム株式会社九州事業所春口農場 えびの市大河平字柊野819-96 1-2 1.1

えびの市 栫井青果 えびの市大河平藤坂4601-6 4 51

えびの市 宮崎県経済連えびの第二肥育農場 えびの市大河平柊野810-44 1-2 0.5

えびの市 山口商店堀浦養豚場 えびの市大河平堀浦 1-2 1

えびの市 経済連養豚実証えびの第一肥育農場 えびの市大河平木屋ヶ野897 1-2 0

えびの市 東の里山 えびの市大字原田1315-3 66-3 0.5

えびの市 白石石油株式会社　えびの中央給油所 えびの市大字原田3203-1 71 0.5

えびの市 笑美農市場 えびの市大字原田956番地 66-3 0.4

えびの市 まつくぼ工房 えびの市大字今西413 66-3 1.2

えびの市 米ちゃんハウス えびの市大字坂元1639番地183 66-3 0.5

えびの市 有限会社ピッグセンター宝尺　第２農場 えびの市大字坂元字広畑1271番１他 1-2 44

えびの市 里山・北樹園 えびの市大字上江1459番地ｲ 66-3 1



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 えびの市 えびの市大字杉水流砂吐８１－３ 71

えびの市 くにちゃんち えびの市大字大河平2583番地 66-3 0.5

えびの市 さと山　秋路 えびの市大字大河平3950番地 66-3 0.5

えびの市 インターファーム株式会社九州事業所斉藤農場 えびの市大字大河平屋園2728-1 1-2 90

えびの市 えびの興業有限会社砂利洗浄プラント えびの市大字大河平字求青水流７８番地４筆 60 0

えびの市 有限会社千石畜産（大河平） えびの市大字大河平柊野819番109 1-2 6

えびの市 山風農園 えびの市大字大明司1798 66-3 0.4

えびの市 宮崎味岡生コンクリート株式会社 えびの市大字大明司881番3 55 0

えびの市 虹いろ農園 えびの市大字末永2740番地4 66-3 0.5

えびの市 JAえびの市和牛繁殖センター えびの市大字末永3850番地 1-2 1.7

えびの市 ほたるの郷 えびの市大字末永411 66-3 0.4

えびの市 えびの市農業協同組合　修理整備センター えびの市大明司1069 71 1.85

えびの市 ホンダオートえびの販売有限会社 えびの市大明司107-1 71 4

えびの市 有限会社ピッグセンター宝尺第１農場 えびの市大明司1219-1 1-2 42.5

えびの市 有限会社豊商　飯野給油所 えびの市大明司124 71 1.74

えびの市 森留養豚 えびの市大明司1276-1 1-2 15.1

えびの市 恵比須 えびの市大明司16-9 66-3 2.2

えびの市 山の上星空ハウス☆ えびの市大明司1796-165 66-3 0.8

えびの市 えびの第一工場 えびの市大明司1893の1 59 0

えびの市 春ちゃんの菜園畑 えびの市大明司365番地149 66-3 1

廃止 えびの市 えびの市大明司833の1 54

えびの市 有限会社千石畜産後川内分場 えびの市大明司後川内 1-2 37

えびの市 百姓の宿　鬼が島 えびの市池島493 66-3 0.5

えびの市 宮崎薬品株式会社飲料部 えびの市島内177 10 0

えびの市 農事組合法人霧島牧場 えびの市島内2037 1-2 0

えびの市 吉元石油店 えびの市島内706-2 71 2

えびの市 吉元食品 えびの市島内817 17 2.5

廃止 えびの市 えびの市東川北122-38 55

えびの市 ｺｶ・ｺｰﾗﾎﾞﾄﾗｰｽﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ株式会社　SCM本部製造統括部　えびの工場 えびの市東川北１３２１－１ 10 1610

廃止 えびの市 えびの市東川北字寺園128-26 55

えびの市 えびのパーキングエリア えびの市東川北字妙見760-1 72 91

えびの市 昭南ハイテックス株式会社加久藤工場 えびの市東川北有ヶ迫1098-2 65 217.002

えびの市 えびのミネラルウォーター えびの市東長江浦1244 10 3

えびの市 友ちゃんの宿 えびの市東長江浦1783-ロ 66-3 1.2

えびの市 有限会社境田ファーム えびの市内竪2523 1-2 25

えびの市 写真のおぐら えびの市飯野町区中央通り 68 1.1

廃止 えびの市 えびの市末永1470 66-3

えびの市 国民宿舎えびの高原荘 えびの市末永1489 66-3 120

廃止 えびの市 えびの市末永1489 66-3

えびの市 足湯の駅えびの高原　 えびの市末永1495 66-6 120

廃止 えびの市 えびの市末永1495 66-3

廃止 えびの市 えびの市末永1495 66-3

廃止 えびの市 えびの市末永1495 66-3

廃止 えびの市 えびの市末永1495 66-3

えびの市 花重の里 えびの市末永1954番地2 66-3 0.474

えびの市 柿の家 えびの市末永2438番地21 66-3 0.6

えびの市 ながちゃんの家 えびの市末永284-1 66-3 0.5

えびの市 源嶋養豚場 えびの市末永3651 1-2 0.01

えびの市 ひなたぼっこ えびの市末永3703-2 66-3 0.8

えびの市 宮崎県経済連養豚第２繁殖農場 えびの市末永3873-4 1-2 79.21

えびの市 柚木養豚場 えびの市末永馬渡3336-1 1-2 1

廃止 三股町 北諸県郡三股町たで池中原4693 18-2

廃止 三股町 北諸県郡三股町たで池南原3668-7 67

三股町 有限会社早鈴クリーニング工場 北諸県郡三股町樺山1035-9 67 2.25

三股町 株式会社イトウソーイング 北諸県郡三股町樺山1774 71 5.3

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山1774 71

三股町 三股町立学校給食センター 北諸県郡三股町樺山2046番地１ 66-4 0

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山2759 17

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山3254-3 17

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山4021 10

三股町 吉豆腐製造所 北諸県郡三股町樺山4036-4 17 1

三股町 都城農業協同組合　三股給油所 北諸県郡三股町樺山4457-2 71 1.85

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山4457-2 71

三股町 有限会社山元石油店 北諸県郡三股町樺山4514 71 1

三股町 株式会社渕脇組都三給油所 北諸県郡三股町樺山4717-3 71 2.5

三股町 株式会社渕脇組 北諸県郡三股町樺山4718-2 54

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山4724-1 19

三股町 株式会社ミック 北諸県郡三股町樺山4834 65 5.4

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山5102-1 17

三股町 大盛牛舎 北諸県郡三股町樺山向原1750 1-2 0

三股町 蔵元牧場 北諸県郡三股町樺山字向原1698~1 1-2 0.1

三股町 大盛畜産 北諸県郡三股町樺山字向原1749-1 1-2 0

廃止 三股町 北諸県郡三股町樺山字中原5035 67

廃止 三股町 北諸県郡三股町宮村12283-3 17

三股町 瀬尾畜産 北諸県郡三股町宮村1338 1-2 0

三股町 帖佐産業 北諸県郡三股町宮村2746 67 8

三股町 株式会社ＥＦリテール九州　南九州支店　Dr.Drive　セルフ三股店 北諸県郡三股町宮村2972 71 2.5

三股町 藤木商事砂利プラント 北諸県郡三股町宮村子鷹原2056 60

三股町 松山肥育牛舎 北諸県郡三股町宮村字小鷹原2065 1-2 0

三股町 大窪畜産 北諸県郡三股町宮村字小鷹原2075-2 1-2 0



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

三股町 都城運転免許センター 北諸県郡三股町宮村字植木2944-3 68 12

三股町 馬渡牛舎 北諸県郡三股町宮村字前畑1237-2､1251-2 1-2 0

三股町 馬渡牛舎 北諸県郡三股町宮村字前畑1251-3外 1-2 0

三股町 三股町宮村南部地区農業集落排水処理施設 北諸県郡三股町宮村字鶴下505-1,505-2 72 292

三股町 有限会社　中村畜産センター 北諸県郡三股町字宮村小鷹原2026 1-2 0.5

三股町 三股合宿所（仮） 北諸県郡三股町大字樺山４４５５－６ 66-3 0

三股町 西村商店 北諸県郡三股町大字樺山641-2 17 0.8

三股町 株式会社イドムコ　三股給油所 北諸県郡三股町大字宮村2972 71 1.6

三股町 有限会社リース・マット都城 北諸県郡三股町大字長田3536-2 67 2.5

廃止 三股町 北諸県郡三股町大八重 55

三股町 大悟病院 北諸県郡三股町長田1270 68-2 125

廃止 三股町 北諸県郡三股町長田5439 17

三股町 木場肉牛組合 北諸県郡三股町長田仮屋木場 1-2

三股町 大村牧場 北諸県郡三股町長田轟木 1-2

三股町 花谷養豚場 北諸県郡三股町長田字花谷3818 1-2

三股町 三股町梶山地区農業集落排水処理施設 北諸県郡三股町長田字稗宮1209-3外 72 257

三股町 別納畜産 北諸県郡三股町長田字餅原2249-6､7 1-2

三股町 有限会社石坂ファーム三股農場 北諸県郡三股町長田大八重5278-76 1-2 0.5

廃止 三股町 北諸県郡三股町長田大野5572 17

三股町 長谷川牧場 北諸県郡三股町長田福留3699-1 1-2 0

三股町 木場肉牛組合 北諸県郡三股町長田木場 1-2

廃止 三股町 北諸県郡三股町餅原1035 66-3

廃止 三股町 北諸県郡三股町餅原146-2 17

廃止 三股町 北諸県郡三股町蓼池2470-7 4

三股町 株式会社渕脇組 北諸県郡三股町蓼池308 55 0.2

三股町 野口石油店 北諸県郡三股町蓼池3581 71 2.74

廃止 三股町 北諸県郡三股町蓼池3697 19

三股町 有限会社育みの里しろはと　宮崎工場 北諸県郡三股町蓼池3697-1 18-2 357.5

三股町 有限会社　木上種豚場 北諸県郡三股町蓼池山野牟田2473-1 1-2 42.5

三股町 三股中央浄化センター 北諸県郡三股町蓼池字今市 73 9522

三股町 ワタキューセイモア株式会社九州支店　南九州営業所 北諸県郡三股町蓼池字中原3734-1 67 600

廃止 三股町 北諸県郡三股町蓼池字中原3734-1 67

三股町 有限会社上沖産業 北諸県郡三股町蓼池字中原4688 4 310.06

廃止 三股町 北諸県郡三股町蓼池字南原3634-2 71

廃止 三股町 北諸県郡三股町蓼池出水5617-1 71

廃止 三股町 北諸県郡三股町蓼池中原3731 2

三股町 有限会社天水不動産コイン洗車場 北諸県郡三股町蓼池南原3607-13 71 1.5

三股町 三股町衛生センター 北諸県郡三股町蓼池綿丸741 72 1200

高原町 つばきの里 西諸県郡高原町大字広原1282番地21 66-3 0.13

廃止 高原町 西諸県郡高原町蒲牟田1069-5 17

廃止 高原町 西諸県郡高原町蒲牟田1097-1 71-5

高原町 池田豆腐店 西諸県郡高原町蒲牟田187 17 0.6

高原町 Small-field 西諸県郡高原町蒲牟田209番地2 66-3 0.6

高原町 むらうちさん家 西諸県郡高原町蒲牟田3511-7 66-3 0.5

高原町 ゆめや 西諸県郡高原町蒲牟田3634 66-3 1

廃止 高原町 西諸県郡高原町蒲牟田3703 17

高原町 皇子の里 西諸県郡高原町蒲牟田3919 66-3 0.13

廃止 高原町 西諸県郡高原町蒲牟田4523 14

高原町 皇子原温泉 西諸県郡高原町蒲牟田5631-14他8筆 66-6 6294

高原町 野添孝一牛舎 西諸県郡高原町蒲牟田５７１２－６０ 1-2 0

廃止 高原町 西諸県郡高原町蒲牟田7241 17

高原町 極楽温泉 西諸県郡高原町蒲牟田7454-1 66-3 20.8

高原町 湯之元の隠れ家 西諸県郡高原町蒲牟田7526番地 66-3 1

高原町 有限会社岩本商店 西諸県郡高原町蒲牟田字岡下3958-4 71 1.57

高原町 株式会社霧島 西諸県郡高原町蒲牟田字下ﾉ平7412-2 66-3 112.7

高原町 こばやし農業協同組合新規就農円滑化モデル事業（寺前牧場） 西諸県郡高原町蒲牟田祓川6501 1-2 0

高原町 大山豆腐店 西諸県郡高原町後川内5037 17

高原町 ポニーの宿 西諸県郡高原町後川内5046番地1 66-3 1.2

高原町 片野坂養豚 西諸県郡高原町後川内5550 1-2 0

高原町 経済連養豚実証高原肥育農場 西諸県郡高原町後川内吉谷2429-2 1-2 0

高原町 小久保牛舎 西諸県郡高原町後川内字小久保5523-1、5524-1 1-2 0

高原町 ねむの花咲く宿 西諸県郡高原町広原1245番地5 66-3 0.8

高原町 有限会社淀水燃料　広原給油所 西諸県郡高原町広原1467-4 71 2.2

高原町 霧島展望の宿 西諸県郡高原町広原2022番地 66-3 0.6

高原町 豆腐村 西諸県郡高原町広原2569 17 1

高原町 宮崎県経済連養豚実証高原農場 西諸県郡高原町広原3784-1 1-2 41

高原町 かもちゃんハウス 西諸県郡高原町広原4200番地 66-3 0.8

高原町 太陽舎ドライ 西諸県郡高原町広原4378 67 1.5

高原町 株式会社芝田スプリング製作所 西諸県郡高原町広原4888-35 66 32

高原町 原田養豚所 西諸県郡高原町広原4952~189 1-2 0

高原町 宮崎県立高原高等学校 西諸県郡高原町広原4981-2 71-2 0

高原町 宮崎県畜産試験場 西諸県郡高原町広原5066 1-2 4

高原町 谷山養豚 西諸県郡高原町広原5993-139 1-2 0

高原町 インターファーム株式会社九州事業所柳田農場 西諸県郡高原町広原5998 1-2 1

高原町 Stone Hill Farm 西諸県郡高原町広原5998番地32 66-3 1

高原町 JAこばやし肉用牛生産団地(高原町） 西諸県郡高原町広原6063・6063-1・6064-1番地 1-2 0

高原町 株式会社ミートインフォメーションネットワーク宮崎工場 西諸県郡高原町広原荒迫4888-29 2 28

高原町 ホテルムーンライト 西諸県郡高原町広原字荒4886-3 66-3 0

高原町 高原町　広原北部地区農業集落排水処理施設 西諸県郡高原町広原字前田966,970 72 206

高原町 高千穂養豚 西諸県郡高原町西麗3565-24 1-2 2.1



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

高原町 有限会社上野商会 西諸県郡高原町西麓1307 71 2.5

高原町 有限会社豊商高原給油所 西諸県郡高原町西麓1307 71 2.1

高原町 中嶋畜産 西諸県郡高原町西麓2854 1-2

廃止 高原町 西諸県郡高原町西麓3260 2

廃止 高原町 西諸県郡高原町西麓3471-51 71-3

高原町 株式会社黒潮ポーク　高原第一農場 西諸県郡高原町西麓3565-24 1-2 20

高原町 株式会社Misumi　高原給油所 西諸県郡高原町西麓427 71 3.5

高原町 中山商店 西諸県郡高原町西麓4656-2 17 0.7

高原町 石田ドライ 西諸県郡高原町西麓541 67 2

高原町 こばやし農業協同組合　高原給油所 西諸県郡高原町西麓555-1 71 1.85

高原町 高原酒造合資会社 西諸県郡高原町西麓953 10

高原町 豊富製麺 西諸県郡高原町西麓956 16

廃止 高原町 西諸県郡高原町西麓963 68

高原町 株式会社黒潮ポーク　高原第ニ農場 西諸県郡高原町西麓字坂之上3800-6 1-2 32

高原町 株式会社　吉行産業高原営業所　川砂採取プラント工場 西諸県郡高原町西麓田之尻4088-1 60 480

高原町 高原町皇子原公園し尿処理施設 西諸県郡高原町大字蒲牟田3-251 72 97.2

高原町 岩崎広樹牛舎 西諸県郡高原町大字蒲牟田4877番地 1-2 0

高原町 皇子原肥育農場 西諸県郡高原町大字蒲牟田5604-3 1-2 0.5

高原町 曽山養豚場 西諸県郡高原町大字蒲牟田７３１６ 1-2 0

高原町 曽山養豚場 西諸県郡高原町大字蒲牟田長迫７６０７－１ 1-2 0

高原町 宮崎県系統原種豚センター 西諸県郡高原町大字広原3786-2 1-2 41

高原町 有限会社四位農園　四位農園新農産加工場 西諸県郡高原町大字広原4881番地17 4 278

高原町 有限会社旭ミールサービス 西諸県郡高原町大字広原字藤丸4790-82 66-5 70

高原町 荒殿和宏牛舎 西諸県郡高原町大字広原字鳩取山３０３２番地１の１部 1-2 0

高原町 ランドリーハウス　クローバー 西諸県郡高原町大字西麓1303-1 67 1

高原町 観光食品センター 西諸県郡高原町大字西麓1764 17 0.035

廃止 高原町 西諸県郡高原町大字西麓１７６番地4 67

高原町 JAこばやし出口給油所 西諸県郡高原町大字西麓字城ヶ向3235 71 1

国富町 川野クリーニング店 東諸県郡国富町4046 67 0.3

国富町 宮信ジュータン 東諸県郡国富町王丸599-2 67 5.3

国富町 慶明会サンクリニック 東諸県郡国富町岩知野六江822-2　外 72 78.4

国富町 郡豆腐店 東諸県郡国富町宮王丸297 17

国富町 有限会社サンランドリー太陽舎 東諸県郡国富町宮王丸字袴田662 67 2

国富町 国富町ごみ焼却場 東諸県郡国富町三名字粕塚2232 71-3

国富町 ともクリーニング店 東諸県郡国富町十日町6913 67 0.5

国富町 川越酒造合名会社 東諸県郡国富町森永1707 10 38

国富町 森永種豚場 東諸県郡国富町森永2236 1-2 3

国富町 倉田養豚 東諸県郡国富町森永2264 1-2 0

廃止 国富町 東諸県郡国富町森永字池向20 60

廃止 国富町 東諸県郡国富町森永字二百田3553-1 1-2

国富町 森養豚 東諸県郡国富町深年2703 1-2 0

国富町 株式会社雲仙有明ファーム　宮崎農場第２ 東諸県郡国富町深年3807-23 1-2

国富町 小森養豚 東諸県郡国富町深年3819 1-2 0

国富町 ふるさとの家 東諸県郡国富町深年4106-15 66-3 16.5

国富町 吉井養豚 東諸県郡国富町深年4431-68 1-2

廃止 国富町 東諸県郡国富町深年4668-4 1-2

廃止 国富町 東諸県郡国富町深年6702-21 1-2

国富町 緒方養豚場 東諸県郡国富町深年6873 1-2 0

国富町 今村養豚 東諸県郡国富町深年字中山3886-35 1-2 0

国富町 株式会社たすけあいの郷つれづれ庵新 東諸県郡国富町大字三名3091-31 66-3 2.9

国富町 中央インフラテック株式会社 東諸県郡国富町大字木脇3750番地 54 0.3

国富町 岩切豆腐店 東諸県郡国富町竹田221 17

国富町 有限会社第一砂利建設 東諸県郡国富町田尻161 60

国富町 ソーラーフロンティア株式会社　国富工場 東諸県郡国富町田尻1815番地 63 5634

国富町 株式会社太陽興産 東諸県郡国富町田尻2120-1 60

国富町 九州農産株式会社 東諸県郡国富町田尻字明久2067-2 4 430

国富町 有限会社工藤砂利工業所 東諸県郡国富町田尻字明久2099-5 60 100

国富町 桜井養豚場 東諸県郡国富町八代南俣4713 1-2

国富町 株式会社雲仙有明ファーム　宮崎農場第一 東諸県郡国富町八代南俣字廻尾3149-21 1-2 0

国富町 篠原養豚 東諸県郡国富町八代南俣字上ﾉ原3616-1外 1-2 0

廃止 国富町 東諸県郡国富町八代北俣籾木 1-2

国富町 宮崎中央農業協同組合国富入植団地 東諸県郡国富町北俣串木野2695 1-2 0

国富町 向陽団地汚水処理施設 東諸県郡国富町本庄 72 230

国富町 有限会社　日髙石油店 東諸県郡国富町本庄2055-16 71 2.35

国富町 黒木豆腐店 東諸県郡国富町本庄4407 17

国富町 川越善博酒造場 東諸県郡国富町本庄4415 10 15

国富町 宮崎中央農業協同組合　本庄給油所 東諸県郡国富町本庄4469-1 71 0.5

国富町 旅館冨士屋 東諸県郡国富町本庄4835 66-3 1

国富町 旅館愛荘 東諸県郡国富町本庄4837 66-3 0.3

国富町 田中製麺所 東諸県郡国富町本庄4997 16

国富町 東諸建設事業協同組合 東諸県郡国富町本庄550 55 20

国富町 清水豆腐店 東諸県郡国富町本庄6726 17

国富町 ともクリーニング店 東諸県郡国富町本庄6913 67

国富町 国富町立学校給食共同調理場 東諸県郡国富町本庄9135-2 66-4 70

国富町 有限会社荒川商店　太田原給油所 東諸県郡国富町本庄968-ｲ 71 2.2

国富町 谷山豆腐事業場 東諸県郡国富町本庄990のｲ 17 2

国富町 三井・志多建設共同企業体本庄トンネル作業所 東諸県郡国富町本庄字弐石田3303 55 150

国富町 宮崎県社会福祉事業団　向陽の里 東諸県郡国富町本庄竹原1407 72 260

国富町 中村石油店 東諸県郡国富町木脇1218 71 1.6

国富町 中央地区土木コンクリートブロック協業組合 東諸県郡国富町木脇3750-2 54 1.5



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 国富町 東諸県郡国富町木脇字丹波田4188 65

国富町 国富浄化センター 東諸県郡国富町木脇大字木脇457番地8 73 2325.5

綾  町 有限会社日武畜産 東諸県郡綾町大字南俣5353番地37 1-2 40.5

綾  町 お宿もとまち 東諸県郡綾町大字南俣65 66-3 0.6

綾  町 ふるさと豆腐綾たばた 東諸県郡綾町大字南俣字中須595-29 17 3

綾  町 香月ワインズ 東諸県郡綾町大字北俣窪上2381番 10 0.3

綾  町 ＪＡ綾町農産物処理加工施設 東諸県郡綾町南俣 4 20

綾  町 株式会社綾・野菜加工館 東諸県郡綾町南俣1123 4 696.6

綾  町 株式会社グラスアート黒木 東諸県郡綾町南俣1800-19 53 2.28

廃止 綾  町 東諸県郡綾町南俣1800-26,27 10

綾  町 淵上商店 東諸県郡綾町南俣2105 17 0.2

綾  町 有限会社坂田石油　綾東給油所 東諸県郡綾町南俣319-1 71 2.25

綾  町 黎明牧場 東諸県郡綾町南俣5165-23 1-2 0

綾  町 綾町肉用牛総合支援センター 東諸県郡綾町南俣5353-18外 1-2 0.7

綾  町 有限会社宮崎繁殖豚センター 東諸県郡綾町南俣5511 1-2 15.1

綾  町 田所養豚場 東諸県郡綾町南俣5511-101 1-2

廃止 綾  町 東諸県郡綾町南俣5511-9 1-2

綾  町 日高養豚 東諸県郡綾町南俣5654 1-2 1

綾  町 日高養豚 東諸県郡綾町南俣5654 1-2 0

綾  町 有限会社長友コンクリート工業所 東諸県郡綾町南俣645-1 54 5.4

綾  町 株式会社長友組　綾給油所 東諸県郡綾町南俣645-1 71 2.5

綾  町 日野浦トーフ店 東諸県郡綾町南俣764 17

綾  町 雲海酒造株式会社綾蔵 東諸県郡綾町南俣字豆新開1800-5 10 2706

廃止 綾  町 東諸県郡綾町南俣字二反野5176 1-2

綾  町 宮崎県乳肥農協肉用牛肥育研修センター 東諸県郡綾町南俣二反野5176 1-2 0

綾  町 妊娠牛供給センター　綾農場 東諸県郡綾町南俣梅ヶ野5324-19,5324-20 1-2 0

綾  町 株式会社三洋コンクリート工業 東諸県郡綾町入野3571 54 0

綾  町 綾町ごみ焼却施設 東諸県郡綾町入野5482-32 71-3

綾  町 綾町綾浄化センター 東諸県郡綾町入野字水洗2920 73 840

綾  町 綾コンクリート工業所 東諸県郡綾町入野字飯地山 55 2

綾  町 綾営林署林友寮 東諸県郡綾町北俣 66-3 2

綾  町 雲海物産株式会社 東諸県郡綾町北俣1252-2 2 1.4

綾  町 河童家ラドン綾温泉センター 東諸県郡綾町北俣1252-2 66-3 30

綾  町 綾町小田爪地区農業集落排水処理施設 東諸県郡綾町北俣3723 72 357

綾  町 綾町サイクリングターミナル 東諸県郡綾町北俣3765 66-3 21

綾  町 大山食品株式会社　綾工場 東諸県郡綾町北俣4538 5 18.7

綾  町 押田養豚 東諸県郡綾町北俣5045 1-2 1.5

廃止 綾  町 東諸県郡綾町北俣518 1-2

綾  町 吉田養豚 東諸県郡綾町北俣5283-3 1-2 2.5

綾  町 綾町国民保養センター　綾川荘 東諸県郡綾町北俣5539 66-3 4.9

廃止 綾  町 東諸県郡綾町北俣字川窪675-1 71-2

綾  町 有限会社ひむか食品 東諸県郡綾町北俣字前平4031-2 18-2 20

綾  町 綾町農協肉豚共同飼育場 東諸県郡綾町北俣字中迫4866 1-2 1

綾  町 株式会社あきやま 東諸県郡綾町北俣梅ｹ谷4186-1 19 9

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町旭通り 66-3

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町下畑田204 71-2

高鍋町 岩切食品 児湯郡高鍋町蚊口浦11-5 17 5

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町蚊口浦16-4 66-3

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町蚊口浦26-1 66-3

高鍋町 南九州化学工業株式会社 児湯郡高鍋町蚊口浦5029 24 4690

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町蚊口浦5120-1 71-2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町蚊口浦5129-1 71

高鍋町 株式会社宝デベロップ宮崎工場 児湯郡高鍋町蚊口浦5323 3 30

高鍋町 宝酒造株式会社黒壁蔵 児湯郡高鍋町蚊口浦5323 10 9069

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町蚊口浦6008 8

高鍋町 植松石油商事株式会社ベアーズ高鍋給油所 児湯郡高鍋町蚊口浦字茱萸原5507-1 71 1.8

高鍋町 トヨタカローラ宮崎株式会社高鍋店サービス工場 児湯郡高鍋町蚊口浦茱莫原5552 71 0.88

高鍋町 斉藤うどん製造所 児湯郡高鍋町高鍋492 16

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町高鍋531 17

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町高鍋609 66-3

高鍋町 杉田クリーニング店 児湯郡高鍋町高鍋635 67 1.3

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町高鍋725 54

高鍋町 （資）江川カメラ店 児湯郡高鍋町高鍋734 68 0.3

高鍋町 矢野糀みそ加工所 児湯郡高鍋町高鍋803 5 1.4

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町高鍋町571-1 17

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町高鍋町604 66-3

高鍋町 泉屋旅館 児湯郡高鍋町高鍋町683-1 66-3

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田 1-2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田1334-65 72

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田1404 60

高鍋町 高橋クリーニング 児湯郡高鍋町持田1695 67 1.5

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田1702-12 71

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田1835-6 14

高鍋町 ホテルニュー恵山 児湯郡高鍋町持田2513 66-3 1

高鍋町 宮崎トヨタ自動車株式会社　高鍋店 児湯郡高鍋町持田2756 71 1.85

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田3389 71

高鍋町 岐本養豚場 児湯郡高鍋町持田4348-3 1-2 8.5

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田4348-6 1-2

高鍋町 有限会社野津手畜産 児湯郡高鍋町持田4366 1-2 33.8

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田4366-14 1-2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

高鍋町 民宿　黒木 児湯郡高鍋町持田5656-13-2 66-3 20

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田5656-18 66-3

高鍋町 宮崎県農業科学公園 児湯郡高鍋町持田5732 72 200

高鍋町 宮崎県立農業大学校 児湯郡高鍋町持田5733 71-2 130

高鍋町 宮崎県家畜改良事業団種雄牛センター 児湯郡高鍋町持田5734 1-2 3

高鍋町 ホテルパイン 児湯郡高鍋町持田5767-12 66-3 14.3

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田6292-1 55

高鍋町 HOTEL　AZ　宮崎高鍋店 児湯郡高鍋町持田字下河原3373 72 160

高鍋町 県営持田団地 児湯郡高鍋町持田字高河原3232 72 108.6

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町持田字新開込4848 1-2

高鍋町 南薩食鳥株式会社　宮崎工場 児湯郡高鍋町持田字中尾1991-1 2 37

高鍋町 高鍋・木城衛生組合 児湯郡高鍋町持田字堀川下ﾉ1334番地65 72 400

高鍋町 有限会社向洋ファーム 児湯郡高鍋町持田新開込 1-2 30

高鍋町 有限会社アンビシャス　食品工場 児湯郡高鍋町持田堂藪6304-3 4 40

高鍋町 宮崎交通株式会社高鍋営業所 児湯郡高鍋町小丸788 71 23.5

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町小丸下770ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞｾﾝﾀｰまるき屋店 68

高鍋町 高鍋町中央公民館及び老人福祉センター 児湯郡高鍋町上江1138 72 40

高鍋町 宮崎県立高鍋農業高等学校 児湯郡高鍋町上江1339-2 2 20

高鍋町 宮崎県立高鍋農業高等学校明倫寮 児湯郡高鍋町上江1339-2 72 80

高鍋町 ハトヤクリーニング 児湯郡高鍋町上江2033 67 0.2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江3064 60

高鍋町 小並養豚振興会第一農場 児湯郡高鍋町上江6330-47 1-2 0

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江6330-50 1-2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江6350-11 1-2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江6350-88 1-2

高鍋町 ビッグウッド株式会社宮崎工場 児湯郡高鍋町上江6651-92 11 9

高鍋町 有限会社第一飼料松丸農場 児湯郡高鍋町上江6655-7 1-2 19.71

高鍋町 有限会社はら・リッチ・ファーム 児湯郡高鍋町上江堺谷6557-8 1-2 0

高鍋町 児湯農業協同組合高鍋舞鶴給油所 児湯郡高鍋町上江字高月1265-3-4 71 1.77

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江字中尾 1-2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江字東小並6196-1 1-2

高鍋町 株式会社黒木本店有機肥料製造工場 児湯郡高鍋町上江字老瀬坂上6020-1.3 6022.5973 11 0

高鍋町 高鍋第２農場 児湯郡高鍋町上江東小並6196-13 1-2 0

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町上江堂ｹ瀬246 67

高鍋町 安松酒造場 児湯郡高鍋町大字高鍋町647 10 15

高鍋町 宮崎くみあいチキンフーズ株式会社 中部工場 児湯郡高鍋町大字持田1835 2 630

高鍋町 髙鍋生コン株式会社 児湯郡高鍋町大字持田6291-1 55 20

高鍋町 宮崎トヨペット株式会社　高鍋店 児湯郡高鍋町大字持田字河原3422－17 71 1.86

高鍋町 有限会社黒岩畜産 児湯郡高鍋町大字持田字新聞込4348 1-2 0

高鍋町 青木食品 児湯郡高鍋町大字上江2136-１ 17 1.05

高鍋町 高鍋第１農場 児湯郡高鍋町大字上江6252-4 1-2 0

高鍋町 加藤牧場 児湯郡高鍋町大字上江6300-21 1-2 0

高鍋町 株式会社森ファーム宮崎 児湯郡高鍋町大字上江6573-2 1-2 4

高鍋町 高鍋第３農場 児湯郡高鍋町大字上江江平7036-36 1-2 0.1

高鍋町 有限会社村山石油セルフランド高鍋給油所 児湯郡高鍋町大字上江字西畑田8175 71 2.575

高鍋町 (医)宏仁会　海老原総合病院 児湯郡高鍋町大字上江字堂ヶ瀬207 72 200

高鍋町 有限会社佐藤ファーム肥育農場 児湯郡高鍋町大字南高鍋字内野々面上8459 1-2 0

高鍋町 有限会社佐藤ファーム第３農場 児湯郡高鍋町大字南高鍋字野々面上８２９３番地１９３ 1-2 42

高鍋町 宮崎カメラ　高鍋店 児湯郡高鍋町大字北高鍋1395-1 68 0

高鍋町 杉屋クリーニング店 児湯郡高鍋町大字北高鍋2703 67 1.1

準廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町大字北高鍋2835-1 71

高鍋町 野間口クリーニング 児湯郡高鍋町大字北高鍋777-2 67 0.2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町大字北高鍋785-2 66-3

高鍋町 株式会社トヨタレンタリース宮崎　高鍋営業所 児湯郡高鍋町大字北高鍋字菖蒲池東往還北4659-1 71 1.85

高鍋町 児湯農業協同組合　高鍋給油所 児湯郡高鍋町大字北高鍋畑田86-1 71 2.2

高鍋町 宮崎ダイハツ販売株式会社　高鍋店 児湯郡高鍋町大字北高鍋茂広毛2489-2 71 3

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町大池久保4422 17

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町東本町841 68

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町南高鍋1025 23-2

高鍋町 有限会社高鍋ハウスレジャー産業 児湯郡高鍋町南高鍋12031-8 66-3 1.5

高鍋町 高鍋町公営住宅 児湯郡高鍋町南高鍋7016 72 152

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町南高鍋838 66-3

高鍋町 プロムナード 児湯郡高鍋町南高鍋9925-1 66-3 3.2

高鍋町 高鍋浄化センター 児湯郡高鍋町南高鍋字1731-1 73 1587

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町南高鍋字内野々面上8459 1-2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町南高鍋字内野々面上8464,8465 1-2

高鍋町 寿石油有限会社　セルフ南高鍋給油所 児湯郡高鍋町南高鍋字蓑江1101 71 1.85

高鍋町 ホテルノアー 児湯郡高鍋町南高鍋小落水12383 66-3 11

高鍋町 民宿黒木 児湯郡高鍋町俵橋 66-3 1.1

高鍋町 亀山カメラ店 児湯郡高鍋町北高鍋1190 68 1.5

高鍋町 寿石油有限会社　Dr.Drive高鍋給油所 児湯郡高鍋町北高鍋1258-7 71 1.85

高鍋町 永友冷菓 児湯郡高鍋町北高鍋1349-7 2

高鍋町 高鍋第一ホテル 児湯郡高鍋町北高鍋1376-1 66-3 5.8

高鍋町 長友クリーニング店 児湯郡高鍋町北高鍋156-3 67 3

高鍋町 ネッツトヨタ宮崎株式会社　高鍋営業所 児湯郡高鍋町北高鍋2595 71 1.5

高鍋町 宮崎日産自動車株式会社　高鍋店 児湯郡高鍋町北高鍋2836 71 1.75

高鍋町 高鍋農業改良普及所 児湯郡高鍋町北高鍋300 71-2 5

高鍋町 有限会社高鍋石油　高鍋給油所 児湯郡高鍋町北高鍋3220-1 71 2.2

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町北高鍋331416 17

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町北高鍋3321 72



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

高鍋町 石川旅館 児湯郡高鍋町北高鍋355 66-3 11

高鍋町 林田商事株式会社　高鍋北給油所 児湯郡高鍋町北高鍋4254-1 71 2.5

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町北高鍋4576-1 67

高鍋町 株式会社アペックス山口高鍋店 児湯郡高鍋町北高鍋4633-2 71 2.4

高鍋町 株式会社高鍋石油高鍋東給油所 児湯郡高鍋町北高鍋4733 71 2.2

高鍋町 正木屋クリーニング店 児湯郡高鍋町北高鍋4788-1 67 1.3

高鍋町 株式会社黒木本店 児湯郡高鍋町北高鍋776 10 15

高鍋町 寿石油有限会社　西高鍋給油所 児湯郡高鍋町北高鍋字上畑田117-1 71 2.35

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町北高鍋字上畑田94 67

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町北高鍋字大池久保4480 71

廃止 高鍋町 児湯郡高鍋町六日町621 66-3

新富町 HOTEL　AZ　宮崎新富店 児湯郡新富町２－３－３ 66-3 36.4

廃止 新富町 児湯郡新富町下新田柳瀬 60

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代1451 2

新富町 井手口産業 児湯郡新富町三納代1661 71

新富町 九州鰻販売株式会社加工場 児湯郡新富町三納代1748-1 3 21.1

新富町 有限会社石崎自動車工業所R10新富店 児湯郡新富町三納代1863-1 71 1.6

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代1874 10

新富町 有限会社石崎石油商会　新富給油所 児湯郡新富町三納代1923 71 2.2

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代2190 66-3

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代2194 10

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代2197-8 67

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代2226-2 68-2

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代2344 17

新富町 キューピータマゴ株式会社宮崎割卵場 児湯郡新富町三納代御祓田1451 2 0.2

廃止 新富町 児湯郡新富町三納代字宮田2033-1 71-5

新富町 うめこうじ配送センター 児湯郡新富町三納代字石川1946-1 66-5 15

新富町 南国殖産株式会社新富給油所 児湯郡新富町上富田3275-2 71 2.7

廃止 新富町 児湯郡新富町上富田3838-3 17

新富町 宮崎味岡生コンクリート株式会社　第三工場新富 児湯郡新富町上富田434 55

新富町 高木豆腐店 児湯郡新富町上富田74861 17

新富町 児湯農業協同組合新富給油所 児湯郡新富町上富田7526 71 1.77

廃止 新富町 児湯郡新富町上富田7688-5 68

新富町 新富ドライ 児湯郡新富町上富田7840-1 67 0.8

新富町 株式会社イデックスリテール南九州　セルフ新富給油所 児湯郡新富町上富田字関木元2915-1 71 1.6

新富町 キムラ漬物宮崎工業株式会社 児湯郡新富町上富田字洗の元8935 4 33

廃止 新富町 児湯郡新富町上富田字前田3276-1 71

廃止 新富町 児湯郡新富町上富田字鉾田4637 65

新富町 久保畜産 児湯郡新富町上富田東中須1682 1-2

廃止 新富町 児湯郡新富町新田1058-3 1-2

廃止 新富町 児湯郡新富町新田12721 17

新富町 株式会社中下工業所 児湯郡新富町新田13443-3 4 7

新富町 みやさん食品株式会社 児湯郡新富町新田15398 2 18

新富町 児湯農業協同組合　上新田給油所 児湯郡新富町新田16395 71 1.77

新富町 森山修 児湯郡新富町新田19062 1-2 0

廃止 新富町 児湯郡新富町新田19234 1-2

新富町 松本　愿 児湯郡新富町新田19500-1 1-2 0

新富町 山本牧場 児湯郡新富町新田19503 1-2 0

新富町 航空自衛隊新田原基地 児湯郡新富町新田19581 72 660

廃止 新富町 児湯郡新富町新田19964 66-3

廃止 新富町 児湯郡新富町新田21648 1-2

新富町 伊藤養豚 児湯郡新富町新田21690 1-2 1.3

新富町 宮崎サンフーズ株式会社 児湯郡新富町新田4180 2 1200

新富町 丸尾石油店　新田原給油所 児湯郡新富町新田4798 71 1.75

廃止 新富町 児湯郡新富町新田5523 17

新富町 ホテルセリーヌⅡ 児湯郡新富町新田字向田13394 66-3 10

新富町 ホテルリバーコースト 児湯郡新富町新田字向田13396-1 66-3 14.7

新富町 南州建設株式会社 児湯郡新富町大字伊倉字中須 60 0

新富町 ココガーデンリゾート 児湯郡新富町大字新田１３３９４番地３８ 66-3 10.518

新富町 林豆腐店 児湯郡新富町大字新田18640 17 3

新富町 有限会社佐藤ファーム第１農場 児湯郡新富町大字新田１９１５４番地６ 1-2 0

新富町 有限会社佐藤ファーム第２農場 児湯郡新富町大字新田１９１６５ 1-2 0

新富町 岩切商店 児湯郡新富町大字新田19372-1 17

新富町 医療法人育心会　シルバーケア新富 児湯郡新富町大字新田481-1 72 63

新富町 児湯農業協同組合堆肥舎 児湯郡新富町大字日置1552-4 11 0

新富町 株式会社ＥＦリテール九州　Dr.driveセルフ新富中央店 児湯郡新富町大字日置1610-2 71 3.2

新富町 株式会社サイトーファーム　新富第３農場牛舎 児湯郡新富町大字日置4301番地他 1-2 0

新富町 有限会社アグテック 児湯郡新富町大字日置5258-2 1-2 0

新富町 Okazaki Food　直営第1牧場 児湯郡新富町大字日置字上薗4544-1外 1-2 0

廃止 新富町 児湯郡新富町天井丸3579-2 71

新富町 有限会社新富エナジー　日置給油所 児湯郡新富町日置1595-2 71 2.2

廃止 新富町 児湯郡新富町日置1664 10

新富町 有限会社アグテック 児湯郡新富町日置3693-6 1-2 0

新富町 やまに味噌醤油醸造元 児湯郡新富町日置589 5

廃止 新富町 児湯郡新富町日置636-2 10

新富町 梶原とうふ 児湯郡新富町日置963-25 17 1

新富町 児湯養鶏農業協同組合　肥料工場 児湯郡新富町日置964-18 11 0

新富町 民宿初音 児湯郡新富町日置964-20 66-3 0.9

新富町 新富し尿処理施設 児湯郡新富町日置９６５番地１２ 72 86.4

新富町 有限会社新富FORM 児湯郡新富町日置字鯨ヶ尾3669番地9 11 0.6



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

廃止 新富町 児湯郡新富町日置字太郎兵衛迫2032-15 66

新富町 新富町浄化センター　潮香苑 児湯郡新富町日置字池田965-2 72 600

新富町 ホテルピュア 児湯郡新富町日置字中伏781-5 66-3 8

廃止 西米良村 児湯郡西米良村越野尾 66-3

廃止 西米良村 児湯郡西米良村越野尾 66-3

西米良村 児原稲荷神社参宿所 児湯郡西米良村越野尾134-1 66-3 7.8

廃止 西米良村 児湯郡西米良村横野 55

廃止 西米良村 児湯郡西米良村横野 55

西米良村 国道219号小春工区（仮称）小春2号トンネル工事 児湯郡西米良村横野11番地 55 480

廃止 西米良村 児湯郡西米良村小川268 17

西米良村 種雄牛第2センター（西米良村小川農場） 児湯郡西米良村小川310番地8 1-2 1.5

西米良村 桃源郷の宿 児湯郡西米良村小川828、836 66-3 9

廃止 西米良村 児湯郡西米良村上米良441 17

廃止 西米良村 児湯郡西米良村上米良字植田150 66-3

廃止 西米良村 児湯郡西米良村上米良字猪ノ津久呂399-39 66-3

西米良村 佐伯旅館 児湯郡西米良村村所281 66-3 3

廃止 西米良村 児湯郡西米良村村所281-6 66-3

廃止 西米良村 児湯郡西米良村村所2-91 59

西米良村 森山旅館 児湯郡西米良村村所341-1 66-3 2

西米良村 民宿いっせい 児湯郡西米良村村所41-1 66-3 0

廃止 西米良村 児湯郡西米良村村所73-3 66-3

西米良村 西米良繁殖団地 児湯郡西米良村村所字古川242-26 1-2 0

西米良村 西米良浄化センター 児湯郡西米良村村所字田無瀬194-1 73 220

廃止 西米良村 児湯郡西米良村大字小川 55

西米良村 小川作小屋と城址公園 児湯郡西米良村大字小川254 17 13

西米良村 民宿ひろすえ 児湯郡西米良村大字村所55-1 66-3 0

西米良村 村所生コン工場 児湯郡西米良村大字村所三久保126-8 55 8

廃止 西米良村 児湯郡西米良村大字竹原字井戸内83 55

西米良村 味岡建設株式会社村所工場 児湯郡西米良村竹原字椎葉404 55 20

西米良村 有限会社米良食品  ゆず加工場 児湯郡西米良村板谷395-1 4 5

西米良村 有限会社米良食品ゆず加工場 児湯郡西米良村板谷413 10 3

廃止 西米良村 児湯郡西米良村板谷字木之口 55

廃止 木城町 児湯郡木城町永山246 1-2

廃止 木城町 児湯郡木城町高城2073 1-2

廃止 木城町 児湯郡木城町高城2073 1-2

木城町 第一飼料木城第Ⅱ農場 児湯郡木城町高城3600-1 1-2 0

木城町 第一飼料木城第Ⅰ農場 児湯郡木城町高城3618-5 1-2 0

廃止 木城町 児湯郡木城町高城3894 17

木城町 河埜豆腐店 児湯郡木城町高城3894-1 17 1.3

木城町 児湯農業協同組合木城給油所 児湯郡木城町高城4126-1 71 1.77

木城町 小野株式会社　木城農場 児湯郡木城町高城堀之内3054 1-2 0

廃止 木城町 児湯郡木城町高城藪村下375-16 1-2

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内385 17

木城町 石河内活性化センター 児湯郡木城町石河内533-2 66-3 6.3

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内字鵜懐966-1 55

木城町 株式会社尾鈴山蒸留所 児湯郡木城町石河内字倉谷656-17 10 7

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内字惣田 55

木城町 木城えほんの郷 児湯郡木城町石河内字地蔵ﾉ上475 66-3 10

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内字長越 71-4

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内字鶴田 55

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内字鶴田 55

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内字尾鈴国有林 55

廃止 木城町 児湯郡木城町石河内枦ヶ八重 55

木城町 wanvino 児湯郡木城町川原字上野田860-1 66-3 3

木城町 木城町農林水産物処理加工施設 児湯郡木城町大字高城4019-2 5 4

廃止 木城町 児湯郡木城町大字高城4308-1 72

木城町 コテージ朝日の家 児湯郡木城町大字高城4744-11 66-3 1

廃止 木城町 児湯郡木城町大字高城西ヶ原2866 1-2

廃止 木城町 児湯郡木城町大字高城西ヶ原2894-1 1-2

廃止 木城町 児湯郡木城町大字石河内1092-1 71-4

廃止 木城町 児湯郡木城町大字石河内字鹿遊国有林内 55

木城町 (資)中武商事石河内給油所 児湯郡木城町大字石河内字神前434-2 71 3

廃止 木城町 児湯郡木城町大字石河内字惣田 55

廃止 木城町 児湯郡木城町大字石河内鹿遊国有林内 55

木城町 木城浄化センター 児湯郡木城町大字椎木字立山 73 1390

木城町 有田牧畜第４牧場 児湯郡木城町大字椎木赤坂913-1,915-1 1-2 0

廃止 木城町 児湯郡木城町椎の木228-2 4

廃止 木城町 児湯郡木城町椎ﾉ木4159 17

木城町 有限会社ナガトモ　養豚場 児湯郡木城町椎木1158-1 1-2 0

木城町 Okazaki Food　直営第2牧場 児湯郡木城町椎木1164-2 1-2 0

廃止 木城町 児湯郡木城町椎木1896 66-3

廃止 木城町 児湯郡木城町椎木207 71-3

木城町 林田商事株式会社木城給油所 児湯郡木城町椎木4664-3 71 1.2

木城町 有限会社カツモト養豚農場 児湯郡木城町椎木5812番地 1-2 36

木城町 株式会社宮崎農産 児湯郡木城町椎木801-1 4 220.6

木城町 中林牛舎　宮崎牛舎 児湯郡木城町椎木字下中原438.477-1 1-2 0

木城町 肉用牛生産実証農場 児湯郡木城町椎木字大戸亀1172 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町西平原 1-2

川南町 河野良一 児湯郡川南町川南10400 1-2 36.06

廃止 川南町 児湯郡川南町川南10912 1-2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

川南町 有限会社グリーンタカノブファーム 児湯郡川南町川南1170-363 1-2 4

廃止 川南町 児湯郡川南町川南1170-75 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南1170-79 1-2

川南町 河野種豚場 児湯郡川南町川南11803-2 1-2 10

川南町 長友養豚 児湯郡川南町川南11850-7 1-2 1.6

川南町 川南・都農衛生組合し尿処理施設 児湯郡川南町川南11946-3 72 405

廃止 川南町 児湯郡川南町川南11965 1-2

川南町 有限会社ハマユウ尾鈴ポーク（第一農場） 児湯郡川南町川南11970-27 1-2 80

川南町 有限会社ハマユウ尾鈴ポーク（第二農場） 児湯郡川南町川南11970-27 1-2 10.5

川南町 杉尾豆腐 児湯郡川南町川南1220-4 17 2

川南町 林田商事株式会社　川南給油所 児湯郡川南町川南12751 71 2.25

川南町 永田種豚場株式会社 児湯郡川南町川南13054-15 1-2 35.43

廃止 川南町 児湯郡川南町川南13394 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南13496-19 17

川南町 守田食品 児湯郡川南町川南13575 17 0.6

川南町 ＪＡ尾鈴　川南給油所 児湯郡川南町川南13583-3 71 1.85

廃止 川南町 児湯郡川南町川南13675 66-3

川南町 河野写真館 児湯郡川南町川南13675-19 68 0.3

廃止 川南町 児湯郡川南町川南13865 17

廃止 川南町 児湯郡川南町川南14406-14 1-2

川南町 金子養豚 児湯郡川南町川南14448 1-2 1.5

川南町 間野　雄一 児湯郡川南町川南14460-3 1-2 0

川南町 永友定光 児湯郡川南町川南14567-1、-2、14581 1-2 0

川南町 ＪＡ宮崎経済連　長野農場 児湯郡川南町川南14851番地２ 1-2 0

川南町 神戸畜産株式会社　川南第一牧場 児湯郡川南町川南14991-10、-11、-12 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町川南14993 1-2

川南町 高尾産業株式会社 児湯郡川南町川南16131のｲ 12

廃止 川南町 児湯郡川南町川南16137-12 2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南17699-5 71

川南町 河野石油店 児湯郡川南町川南17702-27 71 1.65

廃止 川南町 児湯郡川南町川南17702-27 71

川南町 河野養豚 児湯郡川南町川南1771 1-2 8

川南町 武本養豚 児湯郡川南町川南17726-48 1-2 2.8

廃止 川南町 児湯郡川南町川南17932-3､17932-6 1-2

川南町 石川養豚 児湯郡川南町川南17959 1-2 1

川南町 鴨田農場 児湯郡川南町川南17979-104、-231、-239、-256、-257 1-2 0

川南町 経済連養豚実証大久保農場繁殖農場 児湯郡川南町川南18063-1 1-2 304.3

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18101-2 1-2

川南町 川南病院 児湯郡川南町川南18150-47他 72 152

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18232-1 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18232-1 1-2

川南町 安次富養豚場 児湯郡川南町川南18317 1-2 4

川南町 株式会社しんがき 児湯郡川南町川南18320番地3 1-2 4

川南町 有限会社　光洋ファーム 児湯郡川南町川南18337 1-2 24

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18340 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18357 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18656 1-2

川南町 西森牧場 児湯郡川南町川南18666 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18666 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南18798-2 1-2

川南町 中島養豚 児湯郡川南町川南19055 1-2

川南町 徳光畜産 児湯郡川南町川南19092-4 1-2 7

廃止 川南町 児湯郡川南町川南19125-71 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南19130 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南19196 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南19196 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南19726-2 1-2

川南町 有限会社安藤自動車整備工場 児湯郡川南町川南19755番地2 71 3.6

川南町 丸一養豚 児湯郡川南町川南19811 1-2 1

川南町 株式会社ヤマウ川南工場 児湯郡川南町川南20,555 54 5

川南町 宮崎県農協果汁株式会社 児湯郡川南町川南20016-3 10 3620

川南町 宮崎ダイハツ販売株式会社　川南店 児湯郡川南町川南20182 71 1.7

廃止 川南町 児湯郡川南町川南20301-8 3

廃止 川南町 児湯郡川南町川南20452-2 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南20558-1 66-3

川南町 有限会社ミヤザキインダストリー 児湯郡川南町川南20892-1 1-2 10

川南町 黒木牧場 児湯郡川南町川南20936 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南21223 1-2

川南町 長原和利養豚場 児湯郡川南町川南2151-11 1-2 0

川南町 株式会社児湯食鳥　本社工場 児湯郡川南町川南21623-1 2 1500

廃止 川南町 児湯郡川南町川南2168 1-2

川南町 林田商事株式会社　畜産廃水処理施設 児湯郡川南町川南21733 74 30.5

川南町 宮崎県畜産試験場　川南支場 児湯郡川南町川南21986 69 12

廃止 川南町 児湯郡川南町川南21986 1-2

川南町 佐光養豚 児湯郡川南町川南22577-2 1-2 0

川南町 有限会社　永友食品 児湯郡川南町川南22676-1 66-5 40

川南町 ゲシュマック加工作業棟 児湯郡川南町川南23026-1 2 21

川南町 湯牟田肉用牛生産組合(牛舎) 児湯郡川南町川南2438-1 1-2 0

川南町 有限会社宮崎第一ファーム 児湯郡川南町川南25069番地1 1-2 10

川南町 九州食鳥 児湯郡川南町川南25124-5 2 17



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

川南町 第一飼料十文字農場 児湯郡川南町川南25509-3 1-2 0

川南町 里ぐらし 児湯郡川南町川南25572番地2、25573番地 66-3 3.8

廃止 川南町 児湯郡川南町川南2559 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南25625?25628 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南26122 1-2

川南町 北山将稔 児湯郡川南町川南2691-1 1-2 0

川南町 内野宮養豚 児湯郡川南町川南3618 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町川南4055-4 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南4133-8 1-2

川南町 小野養豚場 児湯郡川南町川南4142 1-2 31.9

廃止 川南町 児湯郡川南町川南4142 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南4521 1-2

川南町 有限会社山下商事 児湯郡川南町川南4592-1 69 0

川南町 金丸牧場 児湯郡川南町川南5350 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町川南5539 66-3

川南町 有限会社宮崎ハマユウファーム 児湯郡川南町川南7600-3 1-2 16.4

廃止 川南町 児湯郡川南町川南8673-1 71

川南町 経済連養豚実証大久保第2肥育農場 児湯郡川南町川南9520-8 1-2

川南町 梶原養豚 児湯郡川南町川南字岩下8931 1-2 16.5

廃止 川南町 児湯郡川南町川南字古坂11946-1外 11

廃止 川南町 児湯郡川南町川南字香田原18150-47 72

川南町 橋口牧場 児湯郡川南町川南字山道14205-2 1-2

川南町 株式会社九州大真空 児湯郡川南町川南字昭和20013-2 65 10

廃止 川南町 児湯郡川南町川南字新橋19403-4 72

川南町 寿石油有限会社　川南給油所 児湯郡川南町川南字西原17699-5 71 3.4

廃止 川南町 児湯郡川南町川南字前原1423 1-2

川南町 経済連養豚実証川南農場 児湯郡川南町川南字豊原21632 1-2 25

川南町 株式会社高鍋石油　名貫給油所 児湯郡川南町川南字名貫20248-4 71 2.2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南持ﾉ木1487 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南十文字1170-17-10 1-2

廃止 川南町 児湯郡川南町川南地内 55

川南町 斉藤養豚 児湯郡川南町川南湯迫 1-2

川南町 あさひ生コン株式会社　川南工場 児湯郡川南町大字川原12751-51,12753-2 55 0

川南町 ホテル竹乃屋 児湯郡川南町大字川南13675番地 66-3 10

川南町 発酵床養豚農場 児湯郡川南町大字川南14905-1 1-2 0

川南町 桐谷物産株式会社 児湯郡川南町大字川南15266 11 140

廃止 川南町 児湯郡川南町大字川南15266 11

廃止 川南町 児湯郡川南町大字川南17979-127 1-2

川南町 有限会社　勇美苑 児湯郡川南町大字川南18260 1-2 30

川南町 神戸畜産株式会社　川南第三牧場 児湯郡川南町大字川南18610、18611-2、-3 1-2 0

川南町 有限会社ヌマタ 児湯郡川南町大字川南19199 1-2 35

川南町 尾鈴農業協同組合 川南中央給油所 児湯郡川南町大字川南20016-2 71 6

川南町 有限会社第一自動車整備工業 児湯郡川南町大字川南20239番地 71 1.37

廃止 川南町 児湯郡川南町大字川南23028 2

川南町 伊福ファーム 児湯郡川南町大字川南24951番 1-2 0

川南町 有限会社　マヌタ 児湯郡川南町大字川南25625?25628 1-2 0

川南町 神戸畜産株式会社　川南第二農場 児湯郡川南町大字川南6781-1、-2、6782-1、6785、6787、6788 1-2 0

川南町 ＪＡ宮崎経済連　川南肉用牛農場 児湯郡川南町大字川南7397､7399-1､7399-2 1-2 0

川南町 有限会社尾鈴ミート 児湯郡川南町大字川南850-13 1-2 23

廃止 川南町 児湯郡川南町大字川南8632 10

川南町 川南町宿泊研修施設 児湯郡川南町大字川南9361番地1 66-3 5

廃止 川南町 児湯郡川南町大字川南9381番地 2

川南町 ジャパンミート株式会社　川南農場 児湯郡川南町大字川南字市納26323-6 1-2 0

川南町 株式会社村田製菓 児湯郡川南町大字川南字豊原21731-23 4 43

川南町 エネルギア株式会社川南西給油所 児湯郡川南町大字川南出水原南13657-1 71 1.9

廃止 川南町 児湯郡川南町大字川南出水原南13657-1 71

川南町 有限会社香川畜産（繁殖農場） 児湯郡川南町大字平田3141 1-2 29.9

廃止 川南町 児湯郡川南町大字平田3141 1-2

川南町 有限会社協同ファーム 児湯郡川南町大字平田3403 1-2 190.5

廃止 川南町 児湯郡川南町大字平田4918番地7 2

川南町 川南町浄化センター 児湯郡川南町大字平田字隠山 73 2400

廃止 川南町 児湯郡川南町平田1343-3 71

川南町 福島食品 児湯郡川南町平田1402-16 5 1.7

廃止 川南町 児湯郡川南町平田2386-3 72

川南町 有限会社　協同ファーム 児湯郡川南町平田2870番1 1-2 35.4

川南町 農事組合法人香川ランチ 児湯郡川南町平田3087-1 74 16

川南町 有限会社香川畜産 児湯郡川南町平田3127 1-2 43.2

廃止 川南町 児湯郡川南町平田3405 1-2

川南町 香川畜産　坂上肥育農場 児湯郡川南町平田3405、3406、3407 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町平田40722-1 59

川南町 尾鈴コンクリート工業株式会社 児湯郡川南町平田4083 54 0.2

廃止 川南町 児湯郡川南町平田5297-14 1-2

川南町 今村牧場 児湯郡川南町平田57 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町平田5877-1 1-2

川南町 経済連養豚実証大久保農場第1肥育農場 児湯郡川南町平田5898 1-2 0

廃止 川南町 児湯郡川南町平田6350-2 1-2

川南町 おかざきファーム 児湯郡川南町平田6359-2、6358-1 1-2 0

川南町 株式会社児湯食鳥通り山加工場 児湯郡川南町平田6413-1 2 1

川南町 鍋倉養豚 児湯郡川南町平田井手ﾉ上2708 1-2 5

川南町 川南地区漁業集落排水処理施設 児湯郡川南町平田持場5108-1 72 513



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

都農町 河野貞行（藤見肉用牛生産集団） 児湯郡都農町川北 1-2 0

廃止 都農町 児湯郡都農町川北 1-2

都農町 合資会社小川忠良商店バイパス給油所 児湯郡都農町川北1061-7 71 1.85

都農町 有限会社河野産業 児湯郡都農町川北13801 59 10

廃止 都農町 児湯郡都農町川北13884-3 1-2

都農町 齋藤養豚場 児湯郡都農町川北13884-9 1-2 0

都農町 環境保全型農業推進事業 児湯郡都農町川北14609-17 11 0

都農町 有限会社都農ワイン醸造所 児湯郡都農町川北14609-19 10 1.2

都農町 河野重弘 児湯郡都農町川北14658-2、-3、-8?11 1-2

都農町 民宿かわの 児湯郡都農町川北14792 66-3

都農町 エネクスフリート株式会社　都農給油所 児湯郡都農町川北14792-3 71 3.22

都農町 入江味噌製造工場 児湯郡都農町川北14905-1 5 10

都農町 河野養豚 児湯郡都農町川北15007-5 1-2 0

都農町 株式会社ミヤチク　都農工場 児湯郡都農町川北15530 69 1100

都農町 都農食肉衛生検査所 児湯郡都農町川北15530 71-2 0.65

都農町 有限会社誠交食品都野工場 児湯郡都農町川北15761 2 2

都農町 民宿ほりうち 児湯郡都農町川北16995-4 66-3

都農町 有限会社黒木石油　東都農給油所 児湯郡都農町川北16996 71 2.2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北17258 1-2

都農町 合資会社小川忠良商店美々津給油所 児湯郡都農町川北18110-4 71 2.4

廃止 都農町 児湯郡都農町川北18695 2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北18695 11

都農町 岡崎養豚 児湯郡都農町川北20220-1 1-2 0

廃止 都農町 児湯郡都農町川北24116 1-2

都農町 金丸房夫（牛舎） 児湯郡都農町川北24187 1-2 0

廃止 都農町 児湯郡都農町川北24256 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北24256 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北24659-2 1-2

都農町 北野うに製造所 児湯郡都農町川北3601 3

都農町 亀屋旅館 児湯郡都農町川北3638-5 66-3 2.52

廃止 都農町 児湯郡都農町川北3638-5 66-3

廃止 都農町 児湯郡都農町川北3804-2 60

廃止 都農町 児湯郡都農町川北3904-8 67

廃止 都農町 児湯郡都農町川北4566-7 67

都農町 有限会社　寺原石油店 児湯郡都農町川北4602 71 1.7

廃止 都農町 児湯郡都農町川北4602 67

廃止 都農町 児湯郡都農町川北4775 17

都農町 岡田豆腐店 児湯郡都農町川北4775-1 17 3.5

都農町 合資会社小川忠良商店 児湯郡都農町川北4802 71 2.4

廃止 都農町 児湯郡都農町川北4813 66-3

廃止 都農町 児湯郡都農町川北4814 66-3

都農町 株式会社河北工業 児湯郡都農町川北4843-5 54 0

都農町 大黒屋旅館 児湯郡都農町川北4870-4 66-3

都農町 たけしクリーニング 児湯郡都農町川北4872 67 3

都農町 吉川秀人　繁殖牛舎 児湯郡都農町川北6236 1-2 0

都農町 黒木利通（養牛）・ 児湯郡都農町川北6271 1-2 0

都農町 黒木　重行 児湯郡都農町川北6644,6645,6643-8 1-2 0

都農町 河野行恵牛舎 児湯郡都農町川北7257-1 1-2 0

都農町 ＪＡ宮崎経済連　河野農場 児湯郡都農町川北7342番地 1-2 0

都農町 九畜産 児湯郡都農町川北7373 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北7616 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北981-ﾛ 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北字旧牧跡18800 54

廃止 都農町 児湯郡都農町川北字黒石11829-10 71-2

都農町 HOTEL　AZ　宮崎都農店 児湯郡都農町川北字助代5518-1,5521-1,5494、5494-1,5494-2 66-3 19.3

都農町 有限会社つの農産 児湯郡都農町川北字新別府1444-ﾛ 4 31

都農町 河野養豚 児湯郡都農町川北字朝草原5997-7、5997-47 1-2 0

廃止 都農町 児湯郡都農町川北字長野 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北字尾鼻下13884 1-2

廃止 都農町 児湯郡都農町川北上黒萩 66-3

都農町 都農町国民健康保険病院 児湯郡都農町川北道籠5202番3 72 50

都農町 河野　修 児湯郡都農町川北馬場口７３９４番１ 1-2 0

都農町 サンアグリフーズ食品加工施設 児湯郡都農町大字川北1432-7 4 15.05

都農町 株式会社ミヤチク　都農工場 児湯郡都農町大字川北15530番地 69 1300

都農町 岡﨑養豚場 山末農場 児湯郡都農町大字川北17220-1 1-2 0.1

都農町 有限会社信商　食品加工工場 児湯郡都農町大字川北18866-5 66-5 16.4

都農町 有限会社服部 児湯郡都農町大字川北24117　他4筆 1-2 2

都農町 ＪＡ尾鈴　都農給油所 児湯郡都農町大字川北5434-4 71 1.85

都農町 尾鈴農業協同組合(牛舎) 児湯郡都農町大字川北7437-2 1-2 0

都農町 ますみクリーニングセンター 児湯郡都農町中町 67 4

廃止 都農町 児湯郡都農町朝草 1-2

都農町 カメラのイワモト 児湯郡都農町南新町4787 68 0.1

都農町 高山豆腐店 児湯郡都農町北新町4761-2 17 2.5

都農町 畑尾石油店都農給油所 児湯郡都農町北新町4819 71 2.2

廃止 都農町 児湯郡都農町北町 17

門川町 和田鶏肉処理場 東臼杵郡門川町庵川1348-1 2 0.2

門川町 民宿牧山 東臼杵郡門川町庵川2703-3 66-3 1.5

門川町 民宿母子里 東臼杵郡門川町庵川4726-3 66-3 4

廃止 門川町 東臼杵郡門川町庵川5392 1-2

門川町 庵川水産 東臼杵郡門川町庵川5575 3 2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

門川町 宮崎日向ゴルフコース 東臼杵郡門川町庵川６６４番地 66-6 0

廃止 門川町 東臼杵郡門川町庵川角石587 1-2

廃止 門川町 東臼杵郡門川町加草 66-3

廃止 門川町 東臼杵郡門川町加草1204 66-3

門川町 永井石油店加草給油所 東臼杵郡門川町加草1433 71 3

門川町 宮崎忠燃株式会社加草給油所 東臼杵郡門川町加草2328-9 71 2

廃止 門川町 東臼杵郡門川町加草3421 55

門川町 三菱ふそうトラック・バス株式会社　九州ふそう日向延岡支店 東臼杵郡門川町加草3丁目40番地 70-2 7.3

門川町 ホテル白鷺 東臼杵郡門川町加草501 66-3 4.1

門川町 ホテル京 東臼杵郡門川町加草530-1 66-3 8.7

門川町 ホテル華 東臼杵郡門川町加草530-9 66-3 3.4

廃止 門川町 東臼杵郡門川町加草86-1 66-3

廃止 門川町 東臼杵郡門川町加草下追尻531 66-3

門川町 木村産業株式会社　門川生コンクリート工場 東臼杵郡門川町加草字岡花134-1 55 0

門川町 門川建設業事業協同組合生コン工場 東臼杵郡門川町加草字岡花地内 55 0

廃止 門川町 東臼杵郡門川町加草字丸山2257-1 66-3

門川町 バステル嵐山（ホテルセラ） 東臼杵郡門川町加草字細狩1518 66-3 4

門川町 ホテル千一夜 東臼杵郡門川町加草字深迫601 66-3 10

門川町 日豊石油門川北給油所 東臼杵郡門川町加草字大迫尻530-8 71 3.9

廃止 門川町 東臼杵郡門川町宮ｹ原1-52 67

門川町 コインランドリーホリデー 東臼杵郡門川町宮ケ原1-57 67 8.73

門川町 医療法人浩洋会　田中病院 東臼杵郡門川町宮ヶ原4丁目80番地 72 146

門川町 長田養豚 東臼杵郡門川町熊ケ田 1-2 0

準廃止 門川町 東臼杵郡門川町上町2-9 10

門川町 株式会社協同サービス　草川ＳＳ 東臼杵郡門川町須賀崎1丁目46 71 1.85

門川町 株式会社村山石油門川給油所 東臼杵郡門川町西栄4-48 71 1.85

廃止 門川町 東臼杵郡門川町西栄町1-5-36 17

門川町 麻生高圧コンクリート株式会社日向工場 東臼杵郡門川町川内3890-1 54 0

門川町 株式会社日高石油門川給油所 東臼杵郡門川町草川30街区16 71 1.85

門川町 門川町福祉健康交流研修センター（心の杜） 東臼杵郡門川町大字庵川1942番地 72 150

門川町 山間システム牛舎（門川） 東臼杵郡門川町大字加草1900-2 1-2 0

門川町 有限会社みくつ石油　加草給油所 東臼杵郡門川町大字加草2328-9 71 1.85

門川町 安井株式会社 東臼杵郡門川町大字加草2725 23-2 22

廃止 門川町 東臼杵郡門川町大字門川尾末9268-1 68

門川町 株式会社メタルフォージ 東臼杵郡門川町大字門川尾末字淀原10787番地2 61 20

門川町 ホテルいおり 東臼杵郡門川町大迫尻560-4 66-3 4

廃止 門川町 東臼杵郡門川町竹名由良ノ口 1-2

門川町 甲斐養豚 東臼杵郡門川町中山 1-2 0

廃止 門川町 東臼杵郡門川町中山 1-2

門川町 新水産物加工協議会　発酵食品工場 東臼杵郡門川町中須1丁目6番地 3 3

門川町 株式会社シンコー食品 東臼杵郡門川町中須2-5-9 3 0

門川町 カラーラボサンダース 東臼杵郡門川町中須27-3 68 8

門川町 有限会社KUROKIYA 東臼杵郡門川町中須２丁目５－８ 71 4.5

門川町 門川興産株式会社門川給油所 東臼杵郡門川町中須4-6 71 1.8

廃止 門川町 東臼杵郡門川町中村2693-2 1-2

門川町 伊藤養豚場 東臼杵郡門川町中村3932 1-2 0

門川町 （合）大福クリーニングセンター 東臼杵郡門川町東栄2-3-5 67 1

廃止 門川町 東臼杵郡門川町東栄町1-37 66-3

門川町 株式会社協同サービス　門川ＳＳ 東臼杵郡門川町東栄町2-5-9 71 2.35

門川町 スーパーサンシールさの 東臼杵郡門川町東栄町4-1-18 72 100

廃止 門川町 東臼杵郡門川町東栄町4-1-18 71-5

廃止 門川町 東臼杵郡門川町東栄町4-4-1 10

門川町 南ヶ丘浄化施設 東臼杵郡門川町南ヶ丘1-131 72 200

廃止 門川町 東臼杵郡門川町南町1区 17

廃止 門川町 東臼杵郡門川町南町1区1150 2

門川町 株式会社Jrows 東臼杵郡門川町南町４丁目１６番地 17 0

廃止 門川町 東臼杵郡門川町南町793 17

門川町 松野工業株式会社　門川工場 東臼杵郡門川町南町字北原山1150-3 65 45

門川町 門川漁業協同組合共同加工場 東臼杵郡門川町尾末 3 0

門川町 宮崎ツバメ石油株式会社門川ＳＳ 東臼杵郡門川町尾末 71 3.5

廃止 門川町 東臼杵郡門川町尾末1140-3 66-3

廃止 門川町 東臼杵郡門川町尾末7150 11

廃止 門川町 東臼杵郡門川町尾末9098 3

廃止 門川町 東臼杵郡門川町尾末字上納屋9182-1 71

門川町 門川町清掃工場 東臼杵郡門川町尾末字梅木 71-3 0

廃止 門川町 東臼杵郡門川町尾末南原山834-1 71

門川町 味鶏フーズ株式会社 東臼杵郡門川町平城3-1 2 28

廃止 門川町 東臼杵郡門川町平城西104 67

廃止 門川町 東臼杵郡門川町平城西4-1 71-5

廃止 門川町 東臼杵郡門川町平城西9-4 5

門川町 日高養豚 東臼杵郡門川町牧山 1-2 9

門川町 草野クリーニング店 東臼杵郡門川町本町1-38 67 6

廃止 門川町 東臼杵郡門川町本町8314-2 17

門川町 水永水産加工場 東臼杵郡門川町門川尾末1150-46 3 10

門川町 漁業集落環境整備事業生活排水処理施設（尾末地区） 東臼杵郡門川町門川尾末1411-1 72 260

門川町 宮崎県立門川農業高等学校 東臼杵郡門川町門川尾末2680 71-2 5

廃止 門川町 東臼杵郡門川町門川尾末2998-1 11

門川町 五十鈴農産加工センター 東臼杵郡門川町門川尾末6127-2 4 1

廃止 門川町 東臼杵郡門川町門川尾末8465 67

門川町 清本鉄工株式会社門川バイオマス利活用実証施設 東臼杵郡門川町門川尾末9098-22 11 0



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

門川町 水永水産工場 東臼杵郡門川町門川尾末9098-28，29，41 3 3

門川町 漁業集落環境整備事業生活排水処理施設（上納屋地区） 東臼杵郡門川町門川尾末9230-5 72 600

門川町 有限会社　山下水産 東臼杵郡門川町門川尾末9296-3 3 30

門川町 ウォーターネット宮崎 東臼杵郡門川町門川尾末源原10836-1 10 6

廃止 門川町 東臼杵郡門川町門川尾末字中原1100-4 71

廃止 門川町 東臼杵郡門川町門川尾末字中須 66-3

廃止 門川町 東臼杵郡門川町門川尾末字椿畑8550-3 71

廃止 門川町 東臼杵郡門川町門川尾末字尾ノ宮7006-1 55

門川町 株式会社イチマル水産 東臼杵郡門川町門川尾末深坪7150-7 3 96

門川町 門川衛生センター 東臼杵郡門川町門川尾末大将軍 72 400

門川町 宮崎県済生会日向病院 東臼杵郡門川町門川尾未880 72 171

諸塚村 旅館美々川 東臼杵郡諸塚村家代2470-5 66-3 5.5

諸塚村 早川旅館（山峡荘） 東臼杵郡諸塚村家代2640-1 66-3 7

諸塚村 新名旅館 東臼杵郡諸塚村家代2645 66-3 7

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村家代2679 66-3

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村家代2931 17

諸塚村 森の民宿　樹の里 東臼杵郡諸塚村家代3296 66-3 1.1

諸塚村 池の窪グリーンパーク 東臼杵郡諸塚村家代3575-1,3574-1,3574-2 66-3 15

諸塚村 川崎醸造場 東臼杵郡諸塚村家代4006 10 1.5

諸塚村 有限会社諸塚コンクリート工業 東臼杵郡諸塚村家代4494 55

諸塚村 松村豆腐店 東臼杵郡諸塚村家代5753-11 17 1

諸塚村 茸の蔵 東臼杵郡諸塚村家代693 66-3 1

諸塚村 諸塚村簡易宿泊所（六峰館） 東臼杵郡諸塚村家代字原内3087外 66-3 20.1

諸塚村 株式会社協同サービス　諸塚ＳＳ 東臼杵郡諸塚村家代字古川4570-15 71 2.75

諸塚村 金丸猪場 東臼杵郡諸塚村家代平田組 1-2 0.1

諸塚村 諸塚石油商事株式会社諸塚給油所 東臼杵郡諸塚村郡諸塚村大字家代4337-5 71 2.2

諸塚村 国道327号佐土の谷工区（仮称）佐土の谷1号ﾄﾝﾈﾙ工事 東臼杵郡諸塚村七ツ山 55 480

諸塚村 仲水流猪豚放牧場 東臼杵郡諸塚村七ツ山 1-2 0.1

諸塚村 桂イノブタ 東臼杵郡諸塚村七ツ山 1-2 0.1

諸塚村 下ノ八重イノブタ 東臼杵郡諸塚村七ツ山 1-2 0.1

諸塚村 家ノ下イノブタ 東臼杵郡諸塚村七ツ山 1-2 0.1

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村七ツ山 55

諸塚村 民宿ナカダ 東臼杵郡諸塚村七ﾂ山18 66-3 3.7

諸塚村 おがわ 東臼杵郡諸塚村七ツ山2013 66-3 1

諸塚村 水車 東臼杵郡諸塚村七ツ山2016 66-3 1

諸塚村 小路 東臼杵郡諸塚村七ツ山2082-2 66-3 1

諸塚村 古園 東臼杵郡諸塚村七ツ山2125 66-3 1

諸塚村 今村 東臼杵郡諸塚村七ツ山2251 66-3 1

諸塚村 諸塚ジビエ開発推進部会七ツ山解体施設 東臼杵郡諸塚村七ツ山２４０７番地８ 2 0.1

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村七ﾂ山2547-12 17

諸塚村 もうが春 東臼杵郡諸塚村七ツ山3641 66-3 1

諸塚村 向ノ原 東臼杵郡諸塚村七ツ山3776 66-3 0.9

諸塚村 新家 東臼杵郡諸塚村七ツ山4014 66-3 1

諸塚村 牛の仔 東臼杵郡諸塚村七ツ山4181 66-3 1

諸塚村 山の川内 東臼杵郡諸塚村七ツ山4272 66-3 1

諸塚村 株式会社藤本本店 東臼杵郡諸塚村七ﾂ山4458-3 10 1

諸塚村 民宿甲斐 東臼杵郡諸塚村七ﾂ山55-2 66-3 6.7

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村七ﾂ山6977 17

諸塚村 諸塚村ジビエ開発推進部飯干か解体施設 東臼杵郡諸塚村七ツ山８５５１番地 2 0.1

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村七ﾂ山松ﾉ平283 17

廃止 諸塚村 東臼杵郡諸塚村大字家代字樋の口1056-1 66-3

諸塚村 株式会社松本組恵後の崎トンネル工事事務所 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字恵後の崎 55 148

諸塚村 諸塚山渓流の里 東臼杵郡諸塚村大字七ツ山字梅の木谷8650-2 66-3 15

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村1785 66-3

椎葉村 飯田豆腐店 東臼杵郡椎葉村下福良1154 17 0

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1647 54

椎葉村 株式会社協同サービス　椎葉ＳＳ 東臼杵郡椎葉村下福良1736-19 71 1.5

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1736-6 55

椎葉村 民宿ひえつき荘 東臼杵郡椎葉村下福良1738-5 66-3 10

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1738-5 1-2

椎葉村 日隈旅館 東臼杵郡椎葉村下福良1747 66-3 1.6

椎葉村 森の宿三越 東臼杵郡椎葉村下福良1747-24 66-3 7.5

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1747-6 66-3

椎葉村 旅館二鶴 東臼杵郡椎葉村下福良1781 66-3 1.5

椎葉村 陣屋の里 東臼杵郡椎葉村下福良1788-1 66-3 12

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1803 66-3

椎葉村 大八旅館 東臼杵郡椎葉村下福良1813 66-3 0.7

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1816 66-3

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1818 66-3

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良1820-9 66-3

椎葉村 ﾌｫﾚｽﾄﾋﾟｱ森の民宿龍神館 東臼杵郡椎葉村下福良2090 66-3 3.1

椎葉村 椎葉採石 東臼杵郡椎葉村下福良225 59 0

椎葉村 那須重美豆腐工場 東臼杵郡椎葉村下福良４３１－１ 17 0.26

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良476-26 72

椎葉村 国見興業株式会社椎葉採石場 東臼杵郡椎葉村下福良509 60 0

椎葉村 尾川豆腐店 東臼杵郡椎葉村下福良509-70 17 6

椎葉村 泉屋旅館 東臼杵郡椎葉村下福良583 66-3 12

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良711 55

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良946-1 66-3

椎葉村 一心工業株式会社　下椎葉トンネル作業所 東臼杵郡椎葉村下福良字鹿野遊1647 55 121



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

椎葉村 中原コンクリート工業十根川工場 東臼杵郡椎葉村下福良字十根川 54 0.8

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村下福良字針金橋 55

椎葉村 中原コンクリート工業那須橋工場 東臼杵郡椎葉村下福良民平 54 0

椎葉村 民宿又一 東臼杵郡椎葉村字宅前 66-3 1

椎葉村 尾平ﾄﾝﾈﾙ作業所　平成29年度交建防安第26-1-1号 東臼杵郡椎葉村松尾 55 9.87

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村松尾1234 66-3

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村松尾1234-9 66-3

椎葉村 有限会社　甲斐建設 東臼杵郡椎葉村松尾1399 55 0

椎葉村 民宿山幸 東臼杵郡椎葉村松尾1430-14 66-3 2.5

椎葉村 下田旅館 東臼杵郡椎葉村松尾1432 66-3 3.5

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村松尾968-3 55

椎葉村 民宿黒木 東臼杵郡椎葉村松尾979 66-3 7

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村大河内1245 66-3

椎葉村 民宿川の口 東臼杵郡椎葉村大河内1458 66-3 1.5

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村大河内1624 17

椎葉村 神楽屋（盛田屋） 東臼杵郡椎葉村大河内459 17 2

椎葉村 橋本豆腐店 東臼杵郡椎葉村大河内795 17 2

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村大字下椎葉 55

椎葉村 椎葉生コンクリート株式会社 東臼杵郡椎葉村大字下福良106 55 0

椎葉村 飛島・志多特定建設工事共同企業体 東臼杵郡椎葉村大字下福良４０３－４８ 55 720

椎葉村 椎葉村十根川保存地区民家公開施設 東臼杵郡椎葉村大字下福良990-3 66-3 0

椎葉村 みやこ旅館 東臼杵郡椎葉村大字下福良上椎葉 66-3 17

椎葉村 旅館山椒 東臼杵郡椎葉村大字下福良上椎葉 66-3 3

椎葉村 旅館鶴富屋敷 東臼杵郡椎葉村大字下福良上椎葉1818 66-3 5.2

椎葉村 JA日向　椎葉　尾前牧場牛舎 東臼杵郡椎葉村大字河内704-2 1-2 0

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村大字松尾 55

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村大字松尾字下屋敷409 55

椎葉村 山柿の瀬 東臼杵郡椎葉村大字大河内1412番地 66-3 1

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村尾平506-1 17

椎葉村 尾向産業有限会社 東臼杵郡椎葉村不土野121 59 0

椎葉村 株式会社豆腐の盛田屋 東臼杵郡椎葉村不土野1503 17 7.5

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村不土野178 17

椎葉村 民宿　清流 東臼杵郡椎葉村不土野196番地 66-3

椎葉村 尾前トーフ店 東臼杵郡椎葉村不土野235 17 3

椎葉村 しんすい椎葉本店 東臼杵郡椎葉村不土野245番地 10 0.968

椎葉村 民宿　今村 東臼杵郡椎葉村不土野278 66-3 1.6

椎葉村 椎葉商事 東臼杵郡椎葉村不土野320-2 16 2

椎葉村 民宿魁 東臼杵郡椎葉村不土野340-2 66-3 4

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村不土野513 17

椎葉村 民宿焼畑 東臼杵郡椎葉村不土野843 66-3 6

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村不土野字尾前 66-3

椎葉村 旅館岩富 東臼杵郡椎葉村不土野字尾前285 66-3 1

廃止 椎葉村 東臼杵郡椎葉村不土野字尾前340-2 66-3

椎葉村 久間組生コンプラント 東臼杵郡椎葉村不土野字狼谷1345 55
美郷町（旧南郷村） 民宿美石 東臼杵郡美郷町南郷区鬼神野1540 66-3 4
美郷町（旧南郷村） 中田豆腐店 東臼杵郡美郷町南郷区鬼神野2382-1 17 0.3
美郷町（旧南郷村） 平成29年度交建第16-1-1号国道388号牛山2工区道路改良工事 東臼杵郡美郷町南郷区鬼神野仁田ノ越1823 55 0.5

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区鬼神野仁田ノ越1823 55

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区山三ヶ3821 2
美郷町（旧南郷村） 小原養豚生産組合 東臼杵郡美郷町南郷区小原 1-2 0
美郷町（旧南郷村） 第一生コンクリートプラント 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川 55 0
美郷町（旧南郷村） 黒木養豚 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川2617 1-2 0
美郷町（旧南郷村） 神門農場　食鳥処理工場 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川410 2 5

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川411 2

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川415 66-3
美郷町（旧南郷村） 黒木養豚 東臼杵郡美郷町南郷区上渡川門田 1-2 0

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区神門 17
美郷町（旧南郷村） 株式会社協同サービス　南郷ＳＳ 東臼杵郡美郷町南郷区神門1000-3 71 2.2
美郷町（旧南郷村） 南郷旅館 東臼杵郡美郷町南郷区神門1014-2 66-3 7

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区神門1021-3 66-3
美郷町（旧南郷村） 高田豆腐製造業 東臼杵郡美郷町南郷区神門1039-2 17 0
美郷町（旧南郷村） 旅荘いちもり 東臼杵郡美郷町南郷区神門1050-3 66-3 7.5
美郷町（旧南郷村） コテージ山霧 東臼杵郡美郷町南郷区神門2679-1 66-3 12.8
美郷町（旧南郷村） 美郷町温泉水加工処理施設 東臼杵郡美郷町南郷区神門36-1 10 0
美郷町（旧南郷村） 美郷町神門地区農業集落排水処理施設 東臼杵郡美郷町南郷区神門845 72 264.6
美郷町（旧南郷村） 株式会社南郷生コンクリート工業 東臼杵郡美郷町南郷区神門渡場瀬4096 55 0

廃止 美郷町（旧南郷村） 東臼杵郡美郷町南郷区水清谷2011-2 55
美郷町（旧南郷村） 那須石油商事株式会社　神門給油所 東臼杵郡美郷町南郷神門字黒草1161-2 71 1.5
美郷町（旧西郷村） マミ猪場 東臼杵郡美郷町西郷区三ｹ山瀬4171 1-2 0
美郷町（旧西郷村） 山の茶屋民宿 東臼杵郡美郷町西郷区山三ｹ1001 66-3 12

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区山三ｹ566 17
美郷町（旧西郷村） 有限会社　諸塚共同ナマコン 東臼杵郡美郷町西郷区山三ケ字椎原2175-11 55 0
美郷町（旧西郷村） 諸塚村諸塚浄化センター 東臼杵郡美郷町西郷区山三ヶ字椎原2175-2 73 120
美郷町（旧西郷村） 有限会社諸塚コンクリート工業小布所工場 東臼杵郡美郷町西郷区小原815 55
美郷町（旧西郷村） ささ原産業有限会社 東臼杵郡美郷町西郷区小原字坪谷ﾉ吐1084-外5筆 59 0
美郷町（旧西郷村） 民宿おせりの滝 東臼杵郡美郷町西郷区小原字萩の越1034-1 66-3 3.5

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区村田代32 17
美郷町（旧西郷村） 民宿おせりの滝 東臼杵郡美郷町西郷区大字小原字萩の越１０３３番地１ 66-3 2.8
美郷町（旧西郷村） JA日向　みやざき地頭鶏処理場 東臼杵郡美郷町西郷区大字田代9549-1番地 2 0
美郷町（旧西郷村） 美郷町西郷栗加工場 東臼杵郡美郷町西郷区田代1010番地 4 2



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

美郷町（旧西郷村） 入郷ユニコン有限会社 東臼杵郡美郷町西郷区田代1203 55 1
美郷町（旧西郷村） 入郷ユニコン有限会社 東臼杵郡美郷町西郷区田代1306 54 0.5
美郷町（旧西郷村） 峰地区農業集落排水処理施設 東臼杵郡美郷町西郷区田代1719-2 72 315.6

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区田代18-2 66-3

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区田代2515番地1 55
美郷町（旧西郷村） 御大師豆腐工場 東臼杵郡美郷町西郷区田代315 17 4
美郷町（旧西郷村） 福村牧場 東臼杵郡美郷町西郷区田代3486-2,3490-1,3490-2,3491-1 1-2 0
美郷町（旧西郷村） 児玉旅館 東臼杵郡美郷町西郷区田代356 66-3 2
美郷町（旧西郷村） 旅館まつい 東臼杵郡美郷町西郷区田代495-2 66-3 0.8

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区田代496 66-3
美郷町（旧西郷村） 株式会社協同サービス　西郷ＳＳ 東臼杵郡美郷町西郷区田代502-1 71 2.2
美郷町（旧西郷村） 株式会社日新商会 東臼杵郡美郷町西郷区田代5578 59
美郷町（旧西郷村） 美郷町石峠レイクランド 東臼杵郡美郷町西郷区田代5812-1 66-3 80
美郷町（旧西郷村） 石峠滞在宿泊施設 東臼杵郡美郷町西郷区田代5813番地2 66-3 2
美郷町（旧西郷村） 宮崎味岡石油株式会社西郷給油所 東臼杵郡美郷町西郷区田代6081-1 71 2.45
美郷町（旧西郷村） 入郷地区汚泥再生処理センター 東臼杵郡美郷町西郷区田代770-4外 72 56
美郷町（旧西郷村） 有限会社西田石油 東臼杵郡美郷町西郷区田代8275 71 3.5
美郷町（旧西郷村） 和田若宮地区農業集落排水処理施設 東臼杵郡美郷町西郷区田代8358-1 72 184
美郷町（旧西郷村） 富井豆腐 東臼杵郡美郷町西郷区田代8851-1 17 3
美郷町（旧西郷村） 宮崎県入郷地区衛生組合 東臼杵郡美郷町西郷区田代字落水770 72 400

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区田代字和田 55

廃止 美郷町（旧西郷村） 東臼杵郡美郷町西郷区田代峰323-3 71-2
美郷町（旧北郷村） 日高旅館 東臼杵郡美郷町北郷区35-1 66-3 0.7
美郷町（旧北郷村） 早瀬牛舎 東臼杵郡美郷町北郷区434-4 1-2 0

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇生納間地内 55

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間1631 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間1678 1-2
美郷町（旧北郷村） 株式会社協同サービス　北郷ＳＳ 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間215-3 71 2.02

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間241-1 17

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間2919 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間2938 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間2952 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間3018 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間4050 1-2
美郷町（旧北郷村） 真田養豚 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間4752-1 1-2 24.5
美郷町（旧北郷村） 西田石油 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間58 71 0.9
美郷町（旧北郷村） 地蔵の里一軒家 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間6164 2 1.5

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間6340 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間6453-乙 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間7250 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間7266 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間字高鼻4752-1 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間字長野3168-1地先 55
美郷町（旧北郷村） 辰之元地区農業集落排水処理施設 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間字琵琶の原4501 72 265

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間小八重 1-2
美郷町（旧北郷村） 美郷町北郷農林物産処理加工施設「北の郷」 東臼杵郡美郷町北郷区宇納間辰の元 5 1.8

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区黒木 1-2
美郷町（旧北郷村） 阿部建設株式会社 東臼杵郡美郷町北郷区黒木444-2 55 0

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区黒木字所野 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区字納間68 17

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区入下黒原 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区入下椿原 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区米花 1-2

廃止 美郷町（旧北郷村） 東臼杵郡美郷町北郷区櫻森 1-2
美郷町（旧北郷村） 美郷町・定住促進施設 東臼杵郡美郷町北郷黒木537番地 66-3 2

高千穂町 ペンションぶどうの樹 西臼杵郡高千穂町押方 66-3 6

高千穂町 有限会社あららぎの茶屋 西臼杵郡高千穂町押方1245-1 66-6 5

高千穂町 別荘はなまる2号館 西臼杵郡高千穂町押方1248-2 66-3 0.5

高千穂町 高千穂酒造株式会社 西臼杵郡高千穂町押方925 10 100

高千穂町 民宿　国見ケ丘 西臼杵郡高千穂町押方946-2 66-3 3

高千穂町 いなり旅館 西臼杵郡高千穂町押方954-9 66-3 1.5

高千穂町 ふたがみ 西臼杵郡高千穂町押方977-3 66-3 0.7

高千穂町 ホテル高千穂峡 西臼杵郡高千穂町押方南平1248-13 66-3

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町下野 55

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町下野1842 10

高千穂町 民宿満月 西臼杵郡高千穂町下野2334 66-3 0.6

高千穂町 佐藤豆腐店 西臼杵郡高千穂町河内 17

高千穂町 一水屋敷ユースホステル 西臼杵郡高千穂町河内108 66-3 3

高千穂町 アカツキ酒造株式会社 西臼杵郡高千穂町河内1834-5 10 3.5

高千穂町 田上豆腐店 西臼杵郡高千穂町河内1840-5 17

高千穂町 大黒屋旅館 西臼杵郡高千穂町河内46-ｲ 66-3 3

高千穂町 三秀 西臼杵郡高千穂町河内47-17 66-3 3

高千穂町 永岡豆腐店 西臼杵郡高千穂町河内48 17

高千穂町 成喜屋 西臼杵郡高千穂町河内99 66-3 4

高千穂町 内倉豆腐店 西臼杵郡高千穂町河内夕塩 17 0.4



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

高千穂町 有限会社竹尾石油店　岩戸給油所 西臼杵郡高千穂町岩戸136-5 71 2.4

高千穂町 神楽酒造株式会社 西臼杵郡高千穂町岩戸144-1 10 160

高千穂町 ホテル岩戸屋 西臼杵郡高千穂町岩戸6332-1 66-3

高千穂町 ふるさと旅館 西臼杵郡高千穂町岩戸6333 66-3 3

高千穂町 田の中 西臼杵郡高千穂町岩戸7675-2 66-3 2.7

高千穂町 稲葉豆腐店 西臼杵郡高千穂町岩戸802 17

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町岩戸8047 55

高千穂町 五ヶ村特産品加工組合 西臼杵郡高千穂町岩戸方原58 16 0.1

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町五ヶ所 55

高千穂町 田上豆腐店 西臼杵郡高千穂町五ｹ所1661 17 0

高千穂町 JA高千穂地区五ヶ所肥育センター 西臼杵郡高千穂町五ケ所1683 1-2

高千穂町 西臼杵宮農団地 西臼杵郡高千穂町五ｹ所1732-1 1-2 1.9

高千穂町 民宿祖母高原 西臼杵郡高千穂町五ｹ所神原831 66-3 3

高千穂町 千穂の家 西臼杵郡高千穂町向山62-2-1 66-3 5.1

高千穂町 民宿まろうど 西臼杵郡高千穂町向山6604 66-3 0.3

高千穂町 農家民宿蔵森 西臼杵郡高千穂町向山7525 66-3 0.78

高千穂町 白屋クリーニング 西臼杵郡高千穂町三田井1021-4 67

高千穂町 平田石油店 西臼杵郡高千穂町三田井1035-13 71 2.2

高千穂町 県営国民宿舎高千穂荘 西臼杵郡高千穂町三田井1037-4 66-3 100

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町三田井1037-4 66-3

高千穂町 和田旅館 西臼杵郡高千穂町三田井106-1 66-3

高千穂町 株式会社日栄工業 西臼杵郡高千穂町三田井107 54

高千穂町 民宿かりぼし 西臼杵郡高千穂町三田井1073-3 66-3 18.8

高千穂町 甲斐ドライクリーニング店 西臼杵郡高千穂町三田井1074-11 67 0.8

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町三田井1086-1 71-2

高千穂町 高千穂離れの宿神隠れ 西臼杵郡高千穂町三田井1120-5 66-3

高千穂町 山路民宿 西臼杵郡高千穂町三田井1123ﾛのﾆ 66-3

高千穂町 旅館　神仙 西臼杵郡高千穂町三田井1127-5 66-3 6

高千穂町 工藤豆腐店 西臼杵郡高千穂町三田井1138-10 17 3

高千穂町 つたやクリーニング店 西臼杵郡高千穂町三田井1145 67 1

高千穂町 大和屋 西臼杵郡高千穂町三田井1148 66-3

高千穂町 町川ドライクリーニング 西臼杵郡高千穂町三田井1170 67 8

高千穂町 田崎写真館 西臼杵郡高千穂町三田井1171-12 68

高千穂町 神州 西臼杵郡高千穂町三田井1227 66-3 49

高千穂町 民宿おがたま 西臼杵郡高千穂町三田井1270-1 66-3 1.9

高千穂町 ハイランドホテル高千穂 西臼杵郡高千穂町三田井1352-1 66-3 11.2

高千穂町 千穂 西臼杵郡高千穂町三田井139 66-3

高千穂町 民宿神ノ里 西臼杵郡高千穂町三田井1456 66-3 3

高千穂町 ホテル高田屋 西臼杵郡高千穂町三田井15 66-3 5

高千穂町 高千穂地区農業協同組合たかちほ給油所 西臼杵郡高千穂町三田井158-6 71 1.85

高千穂町 山本豆腐店 西臼杵郡高千穂町三田井1859 17

高千穂町 興梠豆腐有限会社 西臼杵郡高千穂町三田井1920-3 17 85.4

高千穂町 民宿横町 西臼杵郡高千穂町三田井19-4 66-3 2

高千穂町 陣内豆腐店 西臼杵郡高千穂町三田井248 17

高千穂町 民宿春芽 西臼杵郡高千穂町三田井328-1 66-3 2

高千穂町 民宿暖心 西臼杵郡高千穂町三田井3776 66-3 3.5

高千穂町 宮崎カメラＦＣ高千穂店 西臼杵郡高千穂町三田井4 68

高千穂町 高千穂国民健康保険病院 西臼杵郡高千穂町三田井435-1 72 131

高千穂町 大川肥育組合 西臼杵郡高千穂町三田井4789 1-2 0

高千穂町 旅館さぎり 西臼杵郡高千穂町三田井5596-3 66-3

高千穂町 宮崎県立高千穂高等学校農場 西臼杵郡高千穂町三田井561 71-2 1

高千穂町 坂本豆腐工場 西臼杵郡高千穂町三田井5628-3 17 6

高千穂町 だごみや工房 西臼杵郡高千穂町三田井5648 5

高千穂町 Ｔｏｔｏｒｏ 西臼杵郡高千穂町三田井5648 66-3 2.7

高千穂町 もみじ堂本舗 西臼杵郡高千穂町三田井5767 5 0.3

高千穂町 高千穂ユースホステル 西臼杵郡高千穂町三田井5899-2 66-3 8

高千穂町 旅荘岩戸川 西臼杵郡高千穂町三田井6186-1 66-3 4

高千穂町 高千穂ドライブイン観光宿舎 西臼杵郡高千穂町三田井6186-21 66-3

高千穂町 民宿大観 西臼杵郡高千穂町三田井6199-5 66-3 3

高千穂町 株式会社高千穂生コン 西臼杵郡高千穂町三田井6204-1 55

高千穂町 別荘はなまる 西臼杵郡高千穂町三田井6237 66-3 0.87

高千穂町 チャコの山村物語 西臼杵郡高千穂町三田井6258 66-3 0

高千穂町 パークホテル岩戸 西臼杵郡高千穂町三田井6285 66-3 14

高千穂町 タカチホ鉱油株式会社雲海橋給油所 西臼杵郡高千穂町三田井6332-5 71 2.77

高千穂町 民宿四皇子 西臼杵郡高千穂町三田井6378 66-3 3

高千穂町 けやきの里 西臼杵郡高千穂町三田井6398 66-3 0

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町三田井6452番地1 71

高千穂町 藤原順子肥育牛施設 西臼杵郡高千穂町三田井6553 1-2 0.4

高千穂町 民宿うえばる 西臼杵郡高千穂町三田井6603 66-3 3

高千穂町 民宿やまざと 西臼杵郡高千穂町三田井729-44 66-3 3

高千穂町 白陽舎クリーニング 西臼杵郡高千穂町三田井735 67 1.5

高千穂町 太洋堂 西臼杵郡高千穂町三田井789-3 4 0.2

高千穂町 コインランドリー青空 西臼杵郡高千穂町三田井796 71-5 6.6

高千穂町 有限会社タカチホカメラ 西臼杵郡高千穂町三田井796-4 68 20

高千穂町 神影流の里むらかみ宿 西臼杵郡高千穂町三田井802-4 66-3 0

高千穂町 幸楽食堂 西臼杵郡高千穂町三田井803 66-3

高千穂町 今国旅館 西臼杵郡高千穂町三田井803-4 66-3 25

高千穂町 宮崎交通株式会社　高千穂営業所 西臼杵郡高千穂町三田井804 71

高千穂町 神楽旅館 西臼杵郡高千穂町三田井804 66-3 4

高千穂町 かみの屋 西臼杵郡高千穂町三田井806 66-3 3



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

高千穂町 旅荘弥生 西臼杵郡高千穂町三田井813-1 66-3 5

高千穂町 高千穂新光石油 西臼杵郡高千穂町三田井814 71 2.2

高千穂町 静穂 西臼杵郡高千穂町三田井814-6 66-3

高千穂町 ゲストハウス静穂 西臼杵郡高千穂町三田井814-6 66-3

高千穂町 民宿あきこ 西臼杵郡高千穂町三田井818-4 66-3 3

高千穂町 民宿祖母 西臼杵郡高千穂町三田井92-5 66-3 3

高千穂町 浮き雲 西臼杵郡高千穂町三田井983-7 66-3 3

高千穂町 三国屋クリーニング店 西臼杵郡高千穂町三田井984-2 67 1

高千穂町 ビジネスホテルかなや 西臼杵郡高千穂町三田井ハ－ロ 66-3 28

高千穂町 あいそめ堂 西臼杵郡高千穂町三田井下川6341 4 1.8

高千穂町 高千穂浄化センター 西臼杵郡高千穂町三田井字上原6496 73 2000

高千穂町 ソレスト高千穂千穂ホテル 西臼杵郡高千穂町三田井字神殿1226-3,1260-1?21261-1,4 66-3 0

高千穂町 民宿たかちほ 西臼杵郡高千穂町三田井田口野868-3 66-3 5.5

高千穂町 風の道 西臼杵郡高千穂町上岩戸573-2 66-3 2.7

高千穂町 佐藤智光牛舎 西臼杵郡高千穂町上野2329 1-2 0

高千穂町 河野豆腐店 西臼杵郡高千穂町上野245-3 17 1.5

高千穂町 旅館川端 西臼杵郡高千穂町上野258のｲ 66-3 3

高千穂町 株式会社藤木石油店  上野給油所 西臼杵郡高千穂町上野268 71 2.3

高千穂町 正念寺　ロッジ 西臼杵郡高千穂町上野2770-3 66-3 1.87

高千穂町 田邊博文牛舎 西臼杵郡高千穂町上野4055 1-2 0

高千穂町 佐藤定規牛舎 西臼杵郡高千穂町上野戸之口平2398 1-2 0

高千穂町 工藤豆腐店 西臼杵郡高千穂町上野菅木 17

高千穂町 雲海の宿　千木 西臼杵郡高千穂町大字押方404-6 66-3 5.3

高千穂町 ＪＡ高千穂地区簡易牛舎施設 西臼杵郡高千穂町大字河内1476 1-2 0

高千穂町 ゲストハウス岩戸③ 西臼杵郡高千穂町大字岩戸692番地 66-3 0.62

高千穂町 ゲストハウス岩戸① 西臼杵郡高千穂町大字岩戸692番地のｲ 66-3 0.44

高千穂町 民宿天和 西臼杵郡高千穂町大字岩戸83-6 66-3 0.9

高千穂町 旅館千寿 西臼杵郡高千穂町大字三田井1148-24 66-3

高千穂町 西臼杵広域行政事務組合　西臼杵衛生センター 西臼杵郡高千穂町大字三田井1346番地1 72 316

高千穂町 有限会社高千穂新光石油高千穂 西臼杵郡高千穂町大字三田井1732番地60 71 1.63

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町大字三田井1732番地60 71

廃止 高千穂町 西臼杵郡高千穂町大字三田井6467-6 71

高千穂町 JA高千穂地区簡易牛舎施設 西臼杵郡高千穂町大字上野498-1 1-2 0

高千穂町 高千穂移住体験住宅 西臼杵郡高千穂町大字上野847番地2 66-3 0.6

高千穂町 高千穂町農協肥育センター 西臼杵郡高千穂町中川尾久保5504-1 1-2 4.7

高千穂町 田崎豆腐店 西臼杵郡高千穂町田原1055 17 0.8

高千穂町 高千穂地区農業協同組合　低コスト肉用牛施設 西臼杵郡高千穂町田原2418-4 1-2 0

高千穂町 民宿もみじ 西臼杵郡高千穂町田原288 66-3

高千穂町 手造り田舎味噌 西臼杵郡高千穂町田原607 5 0.1

高千穂町 特用林産加工施設 西臼杵郡高千穂町田原字今狩平1104 4 1.5

高千穂町 西臼杵郡畜産農業協同組合連合会肥育センター 西臼杵郡高千穂町田原薄糸平 1-2 0

高千穂町 立脇ブロック高千穂工場 西臼杵郡高千穂町栃股5925 54

日之影町 あさだや旅館 西臼杵郡日之影町岩井川 66-3

日之影町 姫泉酒造合資会社 西臼杵郡日之影町岩井川13380-1 10 5.6

日之影町 かこい 西臼杵郡日之影町岩井川2079 66-3 3

日之影町 浜之元民宿 西臼杵郡日之影町岩井川2211 66-3 3

日之影町 吉田豆腐店 西臼杵郡日之影町岩井川3432 17 1

日之影町 岩本トーフ店 西臼杵郡日之影町岩井川3680-17 17 1

日之影町 松本豆腐店 西臼杵郡日之影町岩井川797-7 17 3

日之影町 菊池トーフ店 西臼杵郡日之影町見立 17

日之影町 もみじ会 西臼杵郡日之影町見立2052 4 7

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町見立2130-ｲ 66-3

日之影町 民宿　ますたろう荘 西臼杵郡日之影町見立2678-2 66-3 3.5

日之影町 民宿白滝温泉 西臼杵郡日之影町見立2792-4 66-3

日之影町 見立多目的研修集会施設　　　　　　　　　　　　　　　・ 西臼杵郡日之影町見立夕ケ鶴 66-3 8

日之影町 見立休養宿泊施設 西臼杵郡日之影町見立夕ケ鶴 66-3 4

日之影町 馬崎豆腐店 西臼杵郡日之影町御影3684 17 1.5

日之影町 桐木豆腐屋 西臼杵郡日之影町高巣野 17

日之影町 株式会社佐藤工業 西臼杵郡日之影町七折 60 0

日之影町 高砂屋 西臼杵郡日之影町七折 66-3

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折 55

日之影町 佐藤工業生コン 西臼杵郡日之影町七折12115-6 55

日之影町 木田組生コン有限会社 西臼杵郡日之影町七折12304-5 55

日之影町 菅原豆腐店 西臼杵郡日之影町七折2026-3 17 1

日之影町 田口旅館 西臼杵郡日之影町七折2027 66-3 3

日之影町 農畜産物処理加工施設 西臼杵郡日之影町七折2628 4 25.3

日之影町 旅館冨士屋 西臼杵郡日之影町七折3207 66-3 3

日之影町 カメラのピープル 西臼杵郡日之影町七折3453-13 68 2.8

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折3454 66-3

日之影町 有限会社　福田酒造場 西臼杵郡日之影町七折3458-1 10 2

日之影町 藤田トーフ店 西臼杵郡日之影町七折3463 17 1.2

日之影町 山信 西臼杵郡日之影町七折3718 66-3

日之影町 鹿川地区交流センター　つりがね 西臼杵郡日之影町七折4892 66-3 3

日之影町 JA高千穂地区簡易牛舎施設 西臼杵郡日之影町七折4892-1 1-2 0

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折6981 17

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折6981 17

日之影町 石垣茶屋 西臼杵郡日之影町七折7282-1 66-3 2

日之影町 高千穂地区農業協同組合　青雲橋給油所 西臼杵郡日之影町七折9020-4 71 1.86

日之影町 西臼杵森林組合日之影小径木加工工場 西臼杵郡日之影町七折字松株8544-7及び字椎屋谷8615-4 22 0

日之影町 有限会社工藤豆腐 西臼杵郡日之影町七折字松崎2738-3 17 35



廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類(主なもの) 通常排出量(m
3
/日)

日之影町 日之影町民センター 西臼杵郡日之影町七折字仲畑9079 66-3

日之影町 平底トンネル作業所 西臼杵郡日之影町七折字平底 55 144

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折字平底12230-1 71

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折地先 55

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折地先 55

日之影町 西畑ダム出張所 西臼杵郡日之影町七折中川4710 55 5

廃止 日之影町 西臼杵郡日之影町七折平底 54

日之影町 株式会社日本ブルックス　こんにゃく村 西臼杵郡日之影町大字七折1734 17 1

日之影町 有限会社工藤豆腐 西臼杵郡日之影町大字七折2737-9 17 40.5

日之影町 若松屋 西臼杵郡日之影町大字七折3454-1,3454-4,3454-5,3454-12 66-3 1.1

日之影町 ゲストハウス　ひろせや 西臼杵郡日之影町大字七折3454番地2 66-3 3.2

日之影町 株式会社佐藤工業 西臼杵郡日之影町大字七折9774番地5 59 0.5

日之影町 吉田豆腐店 西臼杵郡日之影町谷下4204 17 0.5

日之影町 立脇ブロック八戸工場 西臼杵郡日之影町八戸2072 54

五ヶ瀬町 三栄開発株式会社宮崎工場 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 54

五ヶ瀬町 三栄商事株式会社鞍岡給油所 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡 71 4.5

五ヶ瀬町 梅田豆腐店 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡2844 17 3

廃止 五ヶ瀬町 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡2847-1 71

五ヶ瀬町 corasita 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡2847番地1 66-3 2.6

五ヶ瀬町 祇園旅館 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡2861-2 66-3 4

五ヶ瀬町 旅館　高千穂屋 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡2862 66-3 6

五ヶ瀬町 興梠商店 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡3983 17 4

五ヶ瀬町 民宿もくもく 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4388 66-3 2.5

五ヶ瀬町 民宿美山 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4403 66-3 4

五ヶ瀬町 民宿ふぁみりえ 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4430 66-3 1.5

五ヶ瀬町 民宿岡田 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4487 66-3 3

五ヶ瀬町 ホテルフォレストピア 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4613 66-3 50

五ヶ瀬町 やまめの里 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4615 66-3 20

五ヶ瀬町 もりの民宿白岩 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4763 66-3 6

五ヶ瀬町 尾前豆腐店 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡4766 17 0.8

五ヶ瀬町 しゃくなげ 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡字波帰4465 66-3

五ヶ瀬町 五ヶ瀬ハイランドスキー場 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡字波帰国有林内 66-6 0

五ヶ瀬町 レストハウス＆民宿しま 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡水流4871-3 66-3 1.3

五ヶ瀬町 民宿松乃屋 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡波帰4466 66-3 3

五ヶ瀬町 民宿花見屋 西臼杵郡五ヶ瀬町鞍岡波帰4487 66-3 3

廃止 五ヶ瀬町 西臼杵郡五ヶ瀬町桑之内字猿渡5063 1-2

五ヶ瀬町 輪花 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内 66-3 0.096

五ヶ瀬町 庄屋の館 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内１５３７番地３ 66-3 1.2

五ヶ瀬町 東屋 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内1562 66-3 1.2

五ヶ瀬町 ますがた 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内3155 66-3 0.1

五ヶ瀬町 寺小屋 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内3722番地ロ 66-3 0.2

五ヶ瀬町 黒板村楽がき庄 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内3968番地3 66-3 1

五ヶ瀬町 古戸野 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内4695 66-3 0.8

五ヶ瀬町 引地 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内4695 66-3 0.1

五ヶ瀬町 五ヶ瀬ワイナリー株式会社（事業場） 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内4847-1他 10 0

五ヶ瀬町 新地 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内51-3 66-3 0.86

五ヶ瀬町 やおやファミリー 西臼杵郡五ケ瀬町桑野内5319番地1 66-3 0.18

廃止 五ヶ瀬町 西臼杵郡五ヶ瀬町桑野内5433-2 1-2

五ヶ瀬町 興梠トーフ店 西臼杵郡五ヶ瀬町桑野内6141 17

五ヶ瀬町 風車 西臼杵郡五ヶ瀬町桑野内6169 66-3 0.7

五ヶ瀬町 菊池トーフ店 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所10685-2 17

五ヶ瀬町 菊池旅館 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所10686 66-3 6

五ヶ瀬町 和田旅館 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所10721-2 66-3

廃止 五ヶ瀬町 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所1275 10

五ヶ瀬町 雲海酒造株式会社　五ケ瀬蔵第二工場 西臼杵郡五ケ瀬町三ケ所1275 10 10

五ヶ瀬町 有限会社五ケ瀬石油 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所2152-2 71 4

五ヶ瀬町 雲海酒造株式会社　五ヶ瀬蔵第一工場 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所2164 10 1012

五ヶ瀬町 戸高トーフ店 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所3326 17 2

五ヶ瀬町 五ヶ瀬ふれあいの里 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所8663 66-3 3.5

五ヶ瀬町 宮本豆腐店 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所8692 17 1.5

五ヶ瀬町 ごかせ温泉・森の宿　木地屋 西臼杵郡五ヶ瀬町三ケ所9225-1 66-3 25

五ヶ瀬町 有限会社清興物産 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所9338-4 1-2 0.5

五ヶ瀬町 興梠豆腐店 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所桑ﾉ内6574 17

五ヶ瀬町 宮本豆腐店 西臼杵郡五ヶ瀬町三ヶ所字大門口8692-3 17 1.7

五ヶ瀬町 中矢豆腐店 西臼杵郡五ヶ瀬町三ｹ所長迫5046 17

五ヶ瀬町 株式会社藤木石油店　鞍岡給油所 西臼杵郡五ヶ瀬町大字鞍岡1473-2 71 1.85

五ヶ瀬町 小﨑養豚 西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所8189-8 1-2 0



○水質汚濁防止法第５条第３項届出施設（有害物質使用特定施設）（平成３０年１０月３１日現在）

廃止 市町村名 工場名 工場所在地 特定施設種類ｺｰﾄﾞ(主なもの)

延岡市 株式会社にししなカメラ 延岡市大貫町4丁目1605-1 68

延岡市 株式会社にししなカメラ　一ヶ岡店 延岡市伊形町5179-1 68

延岡市 にししなカメラ　マルショク松山店 延岡市松山町159番地 68

延岡市 旭化成電子株式会社　延岡事業所 延岡市中島町1-15 65

延岡市 株式会社　池上鉄工所 延岡市大武町39-6 65

○水質汚濁防止法第５条第３項届出施設（有害物質貯蔵指定施設）（平成３０年１０月３１日現在）

廃止 市町村名 工場名 工場所在地

延岡市 旭化成株式会社 ベンベルグ工場 延岡市旭町4丁目3400-1

延岡市 旭化成ファインケム株式会社　延岡医薬工場 延岡市旭町6丁目2633-7

延岡市 旭化成株式会社　延岡支社　愛宕事業場 延岡市旭町7丁目4319番地

延岡市 旭化成新港基地株式会社 延岡市新浜町1丁目8935-160

延岡市 カヤク・ジャパン株式会社　東海工場 延岡市水尻町304番地

延岡市 株式会社にししなカメラ 延岡市大貫町4丁目1605-1

準廃止 延岡市 延岡市中川原町5丁目4960

延岡市 旭化成電子株式会社　延岡事業所 延岡市中島町1-15

延岡市 旭化成株式会社  レオナ樹脂・原料工場 延岡市長浜町4-3624

延岡市 カヤク・ジャパン株式会社　雷管工場 延岡市長浜町4-5003-1

延岡市 旭化成ファインケム株式会社　延岡製造所 延岡市別府町2741-1

廃止 日南市 日南市平野844番地3

小林市 株式会社クリーンアクアビバレッジ 小林市細野1750

日向市 旭化成株式会社電池材料事業部ハイポア日向工場 日向市日知屋16863番地1

日向市 旭化成エレクトロニクス株式会社　生産センターFP製造部 日向市日知屋字塩矢16863-5

日向市 株式会社大三商行　サンテック事業部 日向市日知屋字耳川17062-2

日向市 富士シリシア化学株式会社　日向工場 日向市日知屋字木原16303-3

えびの市 えびの電子工業株式会社本社工場 えびの市上江670番地

えびの市 昭南ハイテックス株式会社　加久藤工場 えびの市東川北有ヶ迫1098-2

国富町 ソーラーフロンティア株式会社　国富工場 東諸県郡国富町田尻1815番地

廃止 新富町 児湯郡新富町上富田8555-2

廃止 新富町 児湯郡新富町日置114-7



○みやざき県民の住みやすい環境の保全等に関する条例に基づく汚水等排水処理施設（平成３０年１０月３１日現在）

廃止 市町村名 工場名 工場所在地 通常排出量（m3/日）

廃止 都城市 都城市下川東3632

都城市 霧島酒造株式会社　本社工場 都城市下川東4-28-1 0

都城市 株式会社トーア 都城市早水町4500 2

廃止 都城市 都城市八幡町8-18

都城市 江夏石油株式会社　北原給油所 都城市北原町3街区16 120
都城市（旧高城町）晨星興産株式会社　アグリ事業部　都城工場 都城市高城四家1003 18
都城市（旧高城町）県立高城高等学校 都城市高城町穂満坊156 22

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　恒富工場 延岡市旭町4丁目3400-1 0.06

廃止 延岡市 延岡市旭町4丁目3400-1

延岡市 旭化成株式会社繊維新素材開発部 延岡市旭町4丁目3400番地1 8

廃止 延岡市 延岡市旭町4丁目3400番地1

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　プラノバ工場 延岡市旭町4丁目3400番地の１ 12.7

延岡市 旭化成ファインケム株式会社　延岡医薬工場 延岡市旭町6丁目2633-7 102.46

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社プラノバ工場　紡糸Fab3 延岡市旭町6丁目2633番地

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　プラノバ工場　紡糸Ｆａｂ２ 延岡市旭町6丁目4158番地 13.2

延岡市 旭化成株式会社　延岡支社　愛宕事業場 延岡市旭町7丁目4319 7

延岡市 県立延岡高等学校 延岡市古城町3-233 75

廃止 延岡市 延岡市昭和町1-7-4

延岡市 旭化成株式会社　セオラス製造部 延岡市水尻町304番地 0.3

延岡市 旭化成エレクトロニクス株式会社　生産センター　第二製造部 延岡市中川原町5-4960

準廃止 延岡市 延岡市中川原町5-4960

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　岡富工場 延岡市中川原町5丁目4960 1

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社　バイオプロセス技術開発部 延岡市中川原町5丁目4960 0

廃止 延岡市 延岡市中川原町５丁目4960

延岡市 旭化成株式会社　繊維事業本部　技術研究所 延岡市中川原町5丁目4960番地 840

延岡市 旭化成メディカルＭＴ株式会社岡冨工場 延岡市中川原町5丁目4960番地 8.5

延岡市 旭化成せんい株式会社サイバロン事業推進室延岡駐在 延岡市中川原町5丁目4960番地 6

延岡市 旭化成メディカル株式会社　医療材料研究所 延岡市中川原町5丁目4960番地

廃止 延岡市 延岡市中川原町5丁目4960番地

延岡市 旭化成株式会社　レオナ樹脂・原料工場 延岡市長浜町4丁目3401 31680

延岡市 旭ケミテック株式会社 延岡市長浜町4丁目5003番地の1 0.1

廃止 延岡市 延岡市長浜町4丁目5003番地の１

延岡市 旭化成ファインケム株式会社　延岡製造所 延岡市別府町2741-1 2

延岡市 宮崎県立延岡東高等学校 延岡市牧町4722 36.06

延岡市 県立延岡西高等学校 延岡市野地町3-3477-2 22.8

廃止 日南市 日南市大字殿所2064番地

日向市 南日本ハム株式会社 日向市財光寺1193 2000

日向市 東ソー日向株式会社 日向市船場町1 8690

日向市 株式会社日向製錬所 日向市船場町5番地 0.5

日向市 宮崎県立日向高等学校 日向市大字財光寺比良6265

日向市 旭化成株式会社　日向化学品工場 日向市竹島町1-48 0.5

準廃止 日向市 日向市日知屋17062-1

日向市 第一糖業株式会社 日向市日知屋字新開17371 21300

日向市 日本ブロイラー株式会社 日向市美々津町2277 3150

串間市 宮崎県立福島高等学校 串間市西方４０１５ 20

串間市 玉味食品 串間市南方1901 0.5

西都市 県立妻高等学校 西都市右松2330

西都市 神楽酒造株式会社　西都工場 西都市鹿野田11365番地１ 0.9

えびの市 宮崎県立飯野高等学校 えびの市原田3068 15

三股町 都城東高等学校 北諸県郡三股町樺山1996 102

廃止 国富町 東諸県郡国富町田尻1815

高鍋町 南九州化学工業株式会社 児湯郡高鍋町蚊口浦5029


