
大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設（令和４年５月３１日現在）

工場・事業場名 工場・事業場所在地 施設種類
伝熱面積
(㎡)

燃焼能力（重油換算）
(L/h)

原料処理能力
(t/h)

火格子面積
又は羽口断面積

(㎡）
燃原料種類

（医）義興会　可知記念病院 豊橋市南大清水町字富士見４５６ ボイラー 13.9 58.75 都市ガス
（医）義興会　可知記念病院 豊橋市南大清水町字富士見４５６ ボイラー 25.7 51.2 都市ガス
（医）義興会　可知記念病院 豊橋市南大清水町字富士見４５６ ボイラー 25.7 51.19 都市ガス
（医）義興会　可知記念病院 豊橋市南大清水町字富士見４５６ ボイラー 25.7 51.2 都市ガス
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 429 5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 112.5 1.5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 429 5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 75 0.5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 141 2.8 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 116 1.5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 174 5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 112.5 1.5 Ａ重油
（株）アーレスティ　東海工場 豊橋市二川町字東向山８０ 金属溶解炉 194.4 2.5 Ａ重油
（株）アイセロ 豊橋市石巻本町字越川４５ ボイラー 9.98 90.4 都市ガス
（株）アイセロ 豊橋市石巻本町字越川４５ ボイラー 9.98 90.4 都市ガス
（株）アイセロ 豊橋市石巻本町字越川４５ ボイラー 9.98 90.4 都市ガス
（株）アイセロ 豊橋市石巻本町字越川４５ ボイラー 9.98 90.4 都市ガス
（株）アイセロ 豊橋市石巻本町字越川４５ ボイラー 9.98 90.4 都市ガス
（株）アスレック 豊橋市石巻本町字日名倉３－８ 乾燥炉 1320 120 Ａ重油
イオンリテール（株）イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１－１２．字細田１－１ ボイラー 7.3 182.3 都市ガス
イオンリテール（株）イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１－１２．字細田１－１ ボイラー 7.3 182.3 都市ガス
（株）アスレック 豊橋市石巻本町字日名倉３－８ 乾燥炉 610 60 Ａ重油
（株）いわきゅう　豊橋工場 豊橋市問屋町１７－２ ボイラー 9.96 69.1 Ａ重油
（株）ウッドワン東海製造部　豊橋工場　ジュピーノドア製造課 豊橋市明海町５－３０ ボイラー 9.48 312.6 その他固体燃料
（株）ウッドワン東海製造部　豊橋工場　ジュピーノドア製造課 豊橋市明海町５－３０ ボイラー 9.48 123.8 その他固体燃料
（株）ウッドワン東海製造部　豊橋工場　集成材製造課 豊橋市明海町５－３１ ボイラー 9.56 68.3 Ａ重油
（株）ウッドワン東海製造部　豊橋工場　集成材製造課 豊橋市明海町５－３１ ボイラー 9.48 312.6 その他固体燃料
（株）ウッドワン東海製造部　豊橋工場　床材製造課 豊橋市明海町５－２７ ボイラー 106 648 その他固体燃料
（株）カネツジ 豊橋市北島町字北島８－３ ボイラー 9.89 51.8 Ａ重油
（株）ビオック 豊橋市牟呂町字内田１１１ー１ ボイラー 9.76 136.6 Ａ重油
（株）ビオック 豊橋市牟呂町字内田１１１ー１ ボイラー 9.62 132.9 Ａ重油
（株）マサキクリーニング 豊橋市大村町字桜島４７ ボイラー 9.6 72 Ａ重油
（株）ウッドワン東海製造部　豊橋工場　集成材製造課 豊橋市明海町５－３１ ボイラー 9.98 68.2 Ａ重油
（株）マルサワ 豊橋市伊古部町東荒子４１ 廃棄物焼却炉 11 その他固体燃料
（株）マルサワ 豊橋市伊古部町東荒子４１ ボイラー 9.35 75.5 灯油
（株）夏目商店 豊橋市青竹町字石洲７ ボイラー 23.4 100.2 Ａ重油
（株）小林つくだ煮 豊橋市北島町字北島９７ー１ ボイラー 22.8 124.4 Ａ重油
（株）小林つくだ煮 豊橋市北島町字北島９７ー１ ボイラー 8.67 54.9 Ａ重油
（株）小林つくだ煮 豊橋市北島町字北島９７ー１ ボイラー 8.96 64.7 Ａ重油
（株）松屋リネンサプライ 豊橋市下五井町字沖田１２６ ボイラー 9.89 128.1 Ａ重油
（株）松屋リネンサプライ 豊橋市下五井町字沖田１２６ ボイラー 46 253.2 Ａ重油
（株）松屋リネンサプライ 豊橋市下五井町字沖田１２６ ボイラー 9.96 130.8 Ａ重油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 9.07 51.2 Ａ重油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 9.72 97 Ａ重油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 19 35 灯油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 19 35 灯油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 19 35 灯油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 12.5 19.55 Ａ重油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 12.5 26.38 Ａ重油
（株）上組　豊橋新車整備センター 豊橋市神野西町一丁目１－２ ボイラー 12.5 26.38 Ａ重油
（株）神藤製麺 豊橋市東脇三丁目１０－５ ボイラー 8.96 69.1 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
（株）神藤製麺 豊橋市東脇三丁目１０－５ ボイラー 9.85 69.1 Ａ重油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.96 129.5 Ａ重油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.96 139 灯油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.91 129.5 Ａ重油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.91 129.5 Ａ重油
（株）豊橋レンダリング 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 61.46 332.8 Ａ重油
（株）明輝クリーナー　原町工場 豊橋市原町字南山１－９９、１－９８、１－３３２ 廃棄物焼却炉 14.787 その他固体燃料
（株）落合一郎商店 豊橋市羽根井町３１－２ ボイラー 9.5 103.6 Ａ重油
（株）落合一郎商店 豊橋市羽根井町３１－２ ボイラー 8.96 64.7 Ａ重油
（株）落合三郎商店 豊橋市新栄町字鳥畷４０ ボイラー 9.4 69.1 Ａ重油
（株）落合三郎商店 豊橋市新栄町字鳥畷４０ ボイラー 8.96 68.3 Ａ重油
（株）鈴木ゴム商店　杉山工場 豊橋市杉山町字久古下５９ ボイラー 12.1 84.898 Ａ重油
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セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 33.2 68.18
（農）杉山協業温室組合（磯田和彦） 豊橋市杉山町東林７３ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
（農）杉山協業温室組合（磯田和彦） 豊橋市杉山町東林７３ ボイラー 26.3 74 Ａ重油
（名）小田商店 豊橋市横須賀町字元屋敷１ ボイラー 23.27 131 Ａ重油
アピタ向山店 豊橋市向山町字中畑１－１ ボイラー 8.8 170.7 Ａ重油
アピタ向山店 豊橋市向山町字中畑１－１ ボイラー 12.3 217.6 Ａ重油
イオンリテール（株）イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１－１２．字細田１－１ ボイラー 38.6 75.74 都市ガス
イオンリテール（株）イオン豊橋南店 豊橋市野依町字落合１－１２．字細田１－１ ボイラー 38.6 75.74 都市ガス
イチビキ（株）　第三工場 豊橋市花田町字斉藤１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
イチビキ（株）　第三工場 豊橋市花田町字斉藤１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 77.9 503 Ａ重油
イチビキ（株）　第三工場 豊橋市花田町字斉藤１ ボイラー 9.98 88.5 都市ガス
イチビキ（株）　第三工場 豊橋市花田町字斉藤１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
イチビキ（株）　第三工場 豊橋市花田町字斉藤１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
カネサダ鋳造株式会社 豊橋市大岩町字北山６－５７４ 金属溶解炉 1.1 電気
コーミ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山３４５ ボイラー 9.95 145.6 Ａ重油
コーミ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山３４５ ボイラー 9.9 129.4 Ａ重油
コーミ株式会社　豊橋工場 豊橋市西山町字西山３４５ ボイラー 9.95 145.6 Ａ重油
コナミスポーツクラブ豊橋 豊橋市向山町字川北１５－１他 ボイラー 13.9 106 Ａ重油
サーラエナジー株式会社　本社（COCOLA FRONT） 豊橋市駅前大通１－５５　サーラタワー ボイラー 11.9 26.3 都市ガス
サーラエナジー株式会社　本社（COCOLA FRONT） 豊橋市駅前大通１－５５　サーラタワー ボイラー 26.8 47.6 都市ガス
サーラスポーツ豊橋中岩田店 豊橋市中岩田二丁目８－１ ボイラー 14.8 45.6 都市ガス
サーラスポーツ豊橋中岩田店 豊橋市中岩田二丁目８－１ ボイラー 14.8 45.6 都市ガス
シーパレスリゾート 豊橋市神野新田町字ミノ割１－３ ボイラー 11.36 49.6 都市ガス
シーパレスリゾート 豊橋市神野新田町字ミノ割１－３ ボイラー 9.51 55.4 その他気体燃料
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ ボイラー 13.1 25 Ａ重油
シンフォニアテクノロジー（株）　豊橋製作所 豊橋市三弥町字元屋敷１５０ 乾燥炉 電気
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 29.8 67.63 都市ガス
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 14.05 34 Ａ重油
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 14.05 34 Ａ重油
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 14.05 34 Ａ重油
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 14.05 34 Ａ重油
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 14.05 34 Ａ重油
セキスイハイム工業（株）　中部事業所　第一工場 豊橋市明海町３－２２ ボイラー 14.05 34 Ａ重油
トーホー工業（株）　豊橋工場 豊橋市大岩町字西荒田２３－１ ボイラー 61.4 397.8 Ａ重油
トーヨーメタル（株）アルミセンター 豊橋市二川町字四畝１５０－３ 金属溶解炉 121 2 その他液体燃料
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 320 8 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 85 8 灯油
（株）ビオック 豊橋市牟呂町字内田１１１ー１ ボイラー 9.6 79.3 Ａ重油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 2548 120 ＬＮＧ
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 256 4 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 79 4 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 102 3 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 145 3 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 7542 120 軽油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 反応炉・直火炉 電気
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 反応炉・直火炉 電気
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 反応炉・直火炉 電気
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 3003 100 軽油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 316 8 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 222 8 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 379 11 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 248 11 灯油
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 電気炉 1625 200 電気
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ 電気炉 200 電気
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ ボイラー 9.37 59.2 ＬＮＧ
トピー工業株式会社豊橋製造所 豊橋市明海町１ ボイラー 9.37 59.2 ＬＮＧ
トヨタ紡織（株）　豊橋北工場 豊橋市明海町４－４６ ボイラー 24.4 48.13 都市ガス
トヨタ紡織（株）　豊橋北工場 豊橋市明海町４－４６ ボイラー 27.1 45.31 都市ガス
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トヨタ紡織（株）　豊橋北工場 豊橋市明海町４－４６ ボイラー 12.9 9.25 ＬＰＧ
パーカー加工株式会社豊橋工場 豊橋市明海町５－４６ ボイラー 7.16 53.2 都市ガス
パーカー加工株式会社豊橋工場 豊橋市明海町５－４６ ボイラー 9.98 70.8 都市ガス
ビジネスホテル柱 豊橋市柱三番町８ ボイラー 9.2 55.8 Ａ重油
ビューテック株式会社東海事業所豊橋工場 豊橋市明海町５－２６ ボイラー 48 77 都市ガス
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 10.14 27 灯油
ホリデイスクエアアミューズメント施設 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 15.5 33.6 都市ガス
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 10.14 27 灯油
ホリデイスクエアアミューズメント施設 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 15.5 33.6 都市ガス
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 16 71.2 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 9.98 124.3 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 9.98 124.3 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 9.98 124.3 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
フォルクスワーゲングループジャパン株式会社 豊橋市明海町５－１０ ボイラー 19.5 27.6 灯油
ふれあい銭湯千人風呂 豊橋市新栄町字南小向９３ ボイラー 12.5 75.1 Ａ重油
ふれあい銭湯千人風呂 豊橋市新栄町字南小向９３ ボイラー 12.5 75.1 Ａ重油
ホリデイスクエアアミューズメント施設 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 22.3 27.1 都市ガス
ホリデイスクエアアミューズメント施設 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 都市ガス
マルダイ食品（資） 豊橋市前芝町字堤上１１１－３ ボイラー 9.86 109.7 Ａ重油
マルナカウッド（株） 豊橋市牟呂町西明治川東１ ボイラー 24.8 117.5 その他固体燃料
ミユキステーションホテル 豊橋市西小田原町１０３ ボイラー 9.9 66.3 Ａ重油
ミユキステーションホテル 豊橋市西小田原町１０３ ボイラー 9.9 66.3 Ａ重油
ゆのゆTOYOHASHI 豊橋市飯村南２丁目３１－１ ボイラー 14.8 37.5 都市ガス
ゆのゆTOYOHASHI 豊橋市飯村南２丁目３１－１ ボイラー 14.8 37.5 都市ガス
ラ・フォーレ 豊橋市神野新田町字イノ割１０７ ボイラー 12.9 68.5 Ａ重油
レンゴー株式会社　豊橋工場 豊橋市中原町字大池１ ボイラー 109 264.8 都市ガス
レンゴー株式会社　豊橋工場 豊橋市中原町字大池１ ボイラー 18.3 33.88 都市ガス
ロワジールホテル豊橋 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 7.16 53.2 都市ガス
ロワジールホテル豊橋 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 18.7 101.3 Ａ重油
ロワジールホテル豊橋 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 7.16 53.2 都市ガス
愛知ラインリック（株） 豊橋市豊清町茶屋の下１１９ ボイラー 9.72 102.4 Ａ重油
愛知ラインリック（株） 豊橋市豊清町茶屋の下１１９ ボイラー 9.72 102.4 Ａ重油
愛知県　豊橋駅西地下駐車場 豊橋市花田一番町地内 ボイラー 12.4 69.3 都市ガス
愛知県　豊橋警察署 豊橋市八町通３丁目８ ボイラー 12.4 19.7 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.9 130.9 Ａ重油
愛知県立　豊橋特別支援学校 豊橋市西口町字西ノ口２５－１０ ボイラー 13.1 45.6 都市ガス
愛知県立　豊橋聾学校 豊橋市草間町字平東１００ ボイラー 11.9 67.8 Ａ重油
愛知大学 豊橋市町畑町字町畑１－１ ボイラー 25.7 61.3 都市ガス
愛知大学 豊橋市町畑町字町畑１－１ ボイラー 13.6 30.6 都市ガス
愛知大学 豊橋市町畑町字町畑１－１ ボイラー 25.7 61.3 都市ガス
愛知大学 豊橋市町畑町字町畑１－１ ボイラー 16.5 31.4 都市ガス
愛知大学 豊橋市町畑町字町畑１－１ ボイラー 25.7 61.3 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.9 130.9 Ａ重油
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.9 130.9 Ａ重油
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.3 130.9 Ａ重油
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.3 130.9 Ａ重油
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.3 130.9 Ａ重油
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.3 130.9 Ａ重油
愛豊アスコン 豊橋市新栄町字南小向６７ー１ 乾燥炉 600 60 Ａ重油
旭ファイバーグラス株式会社中部工場 豊橋市明海町４－３１ 焼成炉・ガラス溶融炉 313 都市ガス
旭ファイバーグラス株式会社中部工場 豊橋市明海町４－３１ 乾燥炉 109 都市ガス
安藤農園 豊橋市東七根町字東大山６７ ボイラー 13 60 Ａ重油
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伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 86.7 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 86.7 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 86.7 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 86.7 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 83.3 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 83.3 都市ガス
伊藤ハム（株）　豊橋工場 豊橋市藤並町字藤並７３ ボイラー 9.98 86.7 都市ガス
医療法人岩屋会　岩屋病院（新） 豊橋市岩屋町字岩屋下３９－１ ボイラー 22.3 34.5 都市ガス
医療法人岩屋会　岩屋病院（新） 豊橋市岩屋町字岩屋下３９－１ ボイラー 22.3 34.5 都市ガス
医療法人積善会　積善病院 豊橋市二川町字北裏１－１７ ボイラー 9.09 56.8 Ａ重油
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ 乾燥炉 127 都市ガス
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ ボイラー 9.73 129.4 都市ガス
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ ボイラー 9.73 129.4 都市ガス
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ ボイラー 9.73 129.4 Ａ重油
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ ボイラー 9.3 129.3 Ａ重油
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ ボイラー 284 860 都市ガス
井村屋フーズ（株）　七根工場 豊橋市西七根町字奥足田口８８ 乾燥炉 120.5 0.812 都市ガス
磯田和彦（西林） 豊橋市杉山町字西林 ボイラー 11.2 37 Ａ重油
磯田和彦（東林） 豊橋市杉山町字東林７３ ボイラー 11.3 50.1 Ａ重油
榎島農園（榎島弘光：八ツ橋２５） 豊橋市岩田町字八ッ橋２５ ボイラー 13 60 Ａ重油
園部道生 豊橋市杉山町字北御納７３ ボイラー 14.7 53.2 Ａ重油
塩田有一圃場 豊橋市東七根町字大山５６ ボイラー 13 60 Ａ重油
塩野正市食品有限会社 豊橋市前芝町字西青１８２，１８８－１ ボイラー 9.75 106.6 Ａ重油
塩野正市食品有限会社 豊橋市前芝町字西青１８２，１８８－１ ボイラー 9.2 73.3 Ａ重油
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.89 130.9 Ａ重油
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.89 130.9 Ａ重油
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.89 130.9 Ａ重油
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 9.98 88.6 都市ガス
岡本漁網株式会社 豊橋市堂浦町１番地の１ ボイラー 23.27 114 Ａ重油
加藤泰和 豊橋市下条西町字郷前５１ ボイラー 10.5 14.2 Ａ重油
花井恒夫 豊橋市神野新田町字ナノ割４２ ボイラー 11.2 28.5 Ａ重油
花王クエーカー（株） 豊橋市明海町４ー５１ 金属溶解炉 電気
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ディーゼル機関 62.6 軽油
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.98 69.1 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.9 71.3 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.95 70.6 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.95 70.6 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.98 72.4 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.9 71.3 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.98 85.1 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.9 71.3 都市ガス
花王株式会社豊橋工場 豊橋市明海町４－５１ ボイラー 9.98 85.1 都市ガス
貝新食品工場船井敏郎 豊橋市船渡町字高打場１３ ボイラー 7.9 54.9 Ａ重油
株式会社ＭＡＲＵＫＯ　　弥栄工場 豊橋市東細谷町東篭田７５－２０８ 廃棄物焼却炉 11.5 その他の原料
株式会社ＭＡＲＵＫＯ　　弥栄工場 豊橋市東細谷町東篭田７５－２０８ 廃棄物焼却炉 3 その他の原料
株式会社ジェイテクト豊橋工場 豊橋市明海町５－６１ ボイラー 29.2 76.9 都市ガス
株式会社ジェイテクト豊橋工場 豊橋市明海町５－６１ ボイラー 29.2 76.9 都市ガス
株式会社ジェイテクト豊橋工場 豊橋市明海町５－６１ ボイラー 24.4 50 都市ガス
株式会社ジェイテクト豊橋工場 豊橋市明海町５－６１ ボイラー 28.1 61.3 その他気体燃料
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 28.2 27.3 ＬＰＧ
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 14 23.5 ＬＰＧ
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 9.98 85.1 都市ガス
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 60.1 103.2 ＬＰＧ
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 60.1 103.2 ＬＰＧ
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 9.98 85.1 都市ガス
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 9.98 85.1 都市ガス
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 9.92 88.4 ＬＮＧ
株式会社デンソー豊橋製作所 豊橋市明海町３－２３ ボイラー 9.92 88.4 ＬＮＧ
株式会社デンソー豊橋東製作所 豊橋市原町字南山１－３２３ ボイラー 60.1 389.5
株式会社デンソー豊橋東製作所 豊橋市原町字南山１－３２３ ボイラー 60.1 389.5
株式会社デンソー豊橋東製作所 豊橋市原町字南山１－３２３ ボイラー 14 23.5
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株式会社デンソー豊橋東製作所 豊橋市原町字南山１－３２３ ボイラー 14 27.3
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 9.82 125 Ａ重油
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 9.82 125 Ａ重油
株式会社マルトモ豊橋第一工場 豊橋市大崎町字稲葉１１３－１ ボイラー 9.77 54.9 灯油
金城製菓（株） 豊橋市鍵田町４９ ボイラー 9.72 103.6 Ａ重油
株式会社マルトモ豊橋第一工場 豊橋市大崎町字稲葉１１３－１ ボイラー 9.35 72.3 Ａ重油
株式会社マルトモ豊橋第一工場 豊橋市大崎町字稲葉１１３－１ ボイラー 9.35 72.3 Ａ重油
株式会社三五とよはし工場 豊橋市明海町３－３３ 乾燥炉 65 ＬＰＧ
株式会社中部パイル工業所 豊橋市下五井町字沖田１６８ ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
株式会社中部パイル工業所 豊橋市下五井町字沖田１６８ ボイラー 9.98 85.2 都市ガス
株式会社東三メッキ工業所 豊橋市大清水町字大清水５９９ ボイラー 9.4 53.3 灯油
株式会社東三メッキ工業所 豊橋市大清水町字大清水５９９ ボイラー 7.94 53.5 灯油
株式会社明輝クリーナー　新原町工場 豊橋市原町字南山1-2、1-102、1-224、1-244、1-24廃棄物焼却炉 24.9 Ａ重油
株式会社濱金商店 豊橋市下五井町字捨田８ ボイラー 7.94 51.8 Ａ重油
株式会社濱金商店 豊橋市下五井町字捨田８ ボイラー 24.9 81 Ａ重油
丸トポートリー食品株式会社 豊橋市牟呂町字扇田１４ ボイラー 9.4 69.1 Ａ重油
丸トポートリー食品株式会社 豊橋市牟呂町字扇田１４ ボイラー 9.72 64.7 Ａ重油
丸一水産（株） 豊橋市前芝町字東堤２７－１ ボイラー 9.4 51.8 Ａ重油
丸三食品（株） 豊橋市つつじが丘一丁目１０－１ ボイラー 6 52.4 Ａ重油
丸三食品（株） 豊橋市つつじが丘一丁目１０－１ ボイラー 13.5 82.4 Ａ重油
岩瀬義則 豊橋市天伯町字東谷５３ ボイラー 12.6 45.6 Ａ重油
吉野石膏（株）　三河工場 豊橋市明海町４－３５ 乾燥炉 1957 60 都市ガス
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.5 142.9 Ａ重油
吉野石膏（株）　三河工場 豊橋市明海町４－３５ 乾燥炉 497 35 都市ガス
吉野石膏（株）　三河工場 豊橋市明海町４－３５ ボイラー 9.9 111.6 Ａ重油
吉野石膏（株）　三河工場 豊橋市明海町４－３５ ボイラー 1631 5562.5 31.39 その他固体燃料
吉野石膏（株）　三河工場 豊橋市明海町４－３５ ボイラー 497.2 1471.8 都市ガス
久間弘一 豊橋市神野新田町字ヨノ割１９ ボイラー 14.1 37 Ａ重油
宮林清夫 豊橋市岩田町字八ツ橋３１ ボイラー 38.5 56 その他固体燃料
共和コンクリート工業（株）　豊橋工場 豊橋市東細谷町字西籠田４８－２ ボイラー 9.72 69.1 Ａ重油
共和コンクリート工業（株）　豊橋工場 豊橋市東細谷町字西籠田４８－２ ボイラー 9.35 73.1 Ａ重油
共和コンクリート工業（株）　豊橋工場 豊橋市東細谷町字西籠田４８－２ ボイラー 9.72 64.7 Ａ重油
極楽湯　豊橋店 豊橋市瓜郷町字一新替１３ ボイラー 14.8 37.5 都市ガス
極楽湯　豊橋店 豊橋市瓜郷町字一新替１３ ボイラー 14.8 37.5 都市ガス
桐の湯 豊橋市花田二番町１４６ ボイラー 19.8 22.7 Ａ重油
金城製菓（株） 豊橋市鍵田町４９ ボイラー 9.72 97.1 Ａ重油
金城製菓（株） 豊橋市鍵田町４９ ボイラー 9.72 99.1 Ａ重油
金城製菓（株） 豊橋市鍵田町４９ ボイラー 9.72 103.6 Ａ重油
金城製菓（株） 豊橋市鍵田町４９ ボイラー 9.72 103.6 Ａ重油
高嶌敏男 豊橋市西七根町字唐沢１４６－１ ボイラー 9.91 113 都市ガス
高嶌敏男 豊橋市西七根町字唐沢１４６－１ ボイラー 9.91 113 都市ガス
高嶌敏男 豊橋市西七根町字唐沢１４６－１ ボイラー 9.91 113 都市ガス
高嶌敏男 豊橋市西七根町字唐沢１４６－１ ボイラー 38.3 112.6 都市ガス
高嶌敏男 豊橋市西七根町字唐沢１４６－１ ボイラー 13.8 39.3 都市ガス
高嶌敏男 豊橋市西七根町字唐沢１４６－１ ボイラー 38.3 112.6 都市ガス
黒田良幸 豊橋市老津町字段池１２７ ボイラー 14.1 37 Ａ重油
佐原園（丸光佐原園芸） 豊橋市東七根町字篭田１４９ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
佐原園第二 豊橋市東七根町字宝地道１１２ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
坂口敬亮 豊橋市杉山町字北御納７３ ボイラー 14.7 53.2 Ａ重油
坂上早苗 豊橋市大崎町字三七荒子１５６ ボイラー 13.22 9.5 Ａ重油
榊原伸泰 豊橋市青竹町字青竹７ ボイラー 11 17.1 Ａ重油
三共食品（株）寺沢工場 豊橋市寺沢町字睦美１１２１－２ ボイラー 9.75 102.5 Ａ重油
三共食品（株）寺沢工場 豊橋市寺沢町字睦美１１２１－２ ボイラー 9.75 102.5 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.89 136.7 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.5 103.6 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 47.43 240 Ａ重油
（株）松屋リネンサプライ 豊橋市下五井町字沖田１２６ ボイラー 9.96 130.8 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.75 103.6 Ａ重油
松島金属（株）豊橋工場 豊橋市豊清町字比舎古１－１１７ 金属溶解炉 15.5 300 4 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.75 102.5 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.89 136.7 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.89 129.5 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.89 128.1 Ａ重油
三共食品株式会社 豊橋市老津町字後田２５－１ ボイラー 9.89 128.1 Ａ重油
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三菱ケミカル株式会社　愛知事業所 豊橋市牛川通四丁目１－２ ボイラー 9.98 88.1 都市ガス
三菱ケミカル株式会社　愛知事業所 豊橋市牛川通四丁目１－２ ボイラー 9.98 88.1 都市ガス
三菱ケミカル株式会社　愛知事業所 豊橋市牛川通四丁目１－２ ボイラー 9.98 88.1 都市ガス
三菱ケミカル株式会社　愛知事業所 豊橋市牛川通四丁目１－２ ボイラー 245 1379 都市ガス
山口章次商店山口宗男 豊橋市湊町２ ボイラー 9.5 103.6 Ａ重油
有限会社植田屋染工場 豊橋市山田一番町１２０ ボイラー 9.6 77.7 Ａ重油
山口兵庫 豊橋市細谷町字東山１７３ ボイラー 12.2 49.5 Ａ重油
山治製網（株） 豊橋市鍵田町５４ ボイラー 47.43 260 Ａ重油
小沼食品加工（株） 豊橋市錦町５０ ボイラー 12.15 84.455 Ａ重油
小沼食品加工（株） 豊橋市錦町５０ ボイラー 9.82 109.9 Ａ重油
小清水尚司 豊橋市老津町字明新２４ ボイラー 10.21 22.7 Ａ重油
昭南湯 豊橋市弥生町字西豊和３５ ボイラー 19.8 22.7 Ａ重油
松井光春（一本木） 豊橋市老津町字一本木６２ ボイラー 12.2 49.5 Ａ重油
松浦進 豊橋市東七根町字銭田２６４－１ ボイラー 22.83 168.3 Ａ重油
杉浦工業（株） 豊橋市下地町字五貫５８ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
松島金属（株）豊橋工場 豊橋市豊清町字比舎古１－１１７ 金属溶解炉 4.1 150 4 Ａ重油
松島金属（株）豊橋工場 豊橋市豊清町字比舎古１－１１７ 金属溶解炉 27.23 434 6.5 Ａ重油
松島金属（株）豊橋工場 豊橋市豊清町字比舎古１－１１７ 金属溶解炉 4.1 150 4 Ａ重油
新清須排水機場 豊橋市清須町字地形１２２－１ ディーゼル機関 Ａ重油
杉本屋製菓株式会社　本社 豊橋市鍵田町４８ ボイラー 9.72 69.1 Ａ重油
神子哲也 豊橋市東七根町字東六ツ峰２００ ボイラー 9.4 54.7 灯油
神藤純義 豊橋市城下町字北方部８９ ボイラー 14.1 37 Ａ重油
神藤勝義 豊橋市西赤沢町字原山２８ ボイラー 18.7 66 Ａ重油
人参湯 豊橋市神明町４７ ボイラー 19.8 22.7 Ａ重油
杉浦農園 豊橋市東七根町字大山６６ ボイラー 13 60 Ａ重油
杉本延彦 豊橋市牟呂町字西明治川東７６ ボイラー 13.9 106 Ａ重油
株式会社あじわい亭 豊橋市神野新田町ヲノ割２７－３ ボイラー 9.94 54.9 Ａ重油
株式会社あじわい亭 豊橋市神野新田町ヲノ割２７－３ ボイラー
杉本屋製菓株式会社　本社 豊橋市鍵田町４８ ボイラー 9.72 102.4 Ａ重油
杉本屋製菓株式会社　本社 豊橋市鍵田町４８ ボイラー 61.4 418.372 Ａ重油
杉本屋製菓株式会社　本社 豊橋市鍵田町４８ ボイラー 9.72 102.4 Ａ重油
杉本屋製菓株式会社　本社 豊橋市鍵田町４８ ボイラー 9.72 64.7 Ａ重油
石原吉己圃場 豊橋市東七根町字大山７１ ボイラー 13 60 Ａ重油
石原利光圃場 豊橋市東七根町字大山６１－１ ボイラー 13 60 Ａ重油
千賀製菓株式会社 豊橋市神野新田町字カノ割６８番地 ボイラー 7.16 53.2 都市ガス
川西塗装（株）　明海西工場 豊橋市明海町３－２１ ボイラー 45.1 52.7 ＬＰＧ
船井武郎商店 豊橋市牟呂町字北汐田２８ ボイラー 9.4 69.1 Ａ重油
大王パッケージ（株）愛知工場 豊橋市明海町４－６６ ボイラー 7.5 135 Ａ重油
大王パッケージ（株）愛知工場 豊橋市明海町４－６６ ボイラー 7.5 135 Ａ重油
大王パッケージ（株）愛知工場 豊橋市明海町４－６６ ボイラー 7.5 135 Ａ重油
大橋正治 豊橋市天伯町字東谷２５ ボイラー 10.21 22.7 Ａ重油
大三紙業株式会社深田池工場 豊橋市雲谷町字外ノ谷５５－１ ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
大三紙業株式会社深田池工場 豊橋市雲谷町字外ノ谷５５－１ ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
大森一宏 豊橋市下五井町南屋敷３６ ボイラー 14.7 53.2 Ａ重油
大林富夫（東御廻） 豊橋市下条西町字東郷廻４２ ボイラー 14.1 37 Ａ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.37 98 Ｂ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.37 98 Ｂ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.37 98 Ｂ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.37 98 Ｂ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.37 98 Ｂ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.94 54.9 Ａ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー
第２ニュー東洋ホテル 豊橋市八通町９８－１ ボイラー 7.8 80.75 都市ガス
第２ニュー東洋ホテル 豊橋市八通町９８－１ ボイラー 7.8 80.75 都市ガス
竹田欣広 豊橋市南大清水町字富士見５３７－１ ボイラー 17.2 76.7 Ａ重油
竹田貞夫 豊橋市川崎町３２８ ボイラー 13 60 Ａ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
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中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.94 54.9 Ａ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.9 129.4 Ａ重油
有限会社中村商会 豊橋市吉川町１８ ボイラー 8.04 51.5 Ａ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.4 51.2 Ａ重油
中央製乳株式会社　本社工場 豊橋市植田町字八尻１２ ボイラー 9.4 51.2 Ａ重油
株式会社中部パイル工業所 豊橋市下五井町字沖田１６８ ボイラー 45.8 330 Ａ重油
中村俊雄 豊橋市老津町字明神２４ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
中村俊雄 豊橋市老津町字明神２４ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
中島和博 豊橋市神野新田町字ソノ割１３－１ ボイラー 16.3 47.5 Ａ重油
長坂園芸 豊橋市浜道町字北側２９－６４ ボイラー 14.7 53.2 Ａ重油
東亜道路工業（株）　豊橋工場 豊橋市神野新田町字ワノ割５７－１ ボイラー 30.58 30 Ａ重油
東海アスコン（株） 豊橋市石巻平野町字日名倉３７ 乾燥炉 600 60 Ａ重油
東海アスコン（株） 豊橋市石巻平野町字日名倉３７ 乾燥炉 750 80 Ａ重油
東海アスコン（株） 豊橋市石巻平野町字日名倉３７ 乾燥炉 1200 120 Ａ重油
東豊製菓（株） 豊橋市春日町一丁目１５６ ボイラー 9.73 129.4 Ａ重油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.91 130.8 Ａ重油
東豊製菓（株） 豊橋市春日町一丁目１５６ ボイラー 9.59 132.1 Ａ重油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.96 129.3 Ａ重油
東豊製菓（株） 豊橋市春日町一丁目１５６ ボイラー 9.73 129.4 Ａ重油
（株）東三河食肉流通センター 豊橋市明海町１６－１ ボイラー 9.91 130.8 Ａ重油
特別養護老人ホーム作楽荘 豊橋市王ケ崎町字上原１－１４５ ボイラー 11.5 20.5 都市ガス
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 9.91 113 都市ガス
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 13.8 39.3
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 13.8 39.3
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 13.8 39.3
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 9.8 70.94 都市ガス
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 9.8 70.94 都市ガス
南栄湯 豊橋市南栄町字空池１２７ ボイラー 19.8 22.7 Ａ重油
南豊園（１） 豊橋市寺沢町字西向１１ ボイラー 26.3 68 Ａ重油
南豊園（２） 豊橋市寺沢町字瀬戸６ ボイラー 11.2 37 Ａ重油
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 9.91 113 都市ガス
二川熱処理工業所 豊橋市大岩町字前荒田６８－３ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 75 Ａ重油
二川熱処理工業所 豊橋市大岩町字前荒田６８－３ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 80 Ａ重油
独立行政法人国立病院機構豊橋医療センター 豊橋市飯村町浜道上５０ ボイラー 9.91 113 都市ガス
二川熱処理工業所 豊橋市大岩町字前荒田６８－３ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 120 Ａ重油
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 23.7 73.1 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 330 1702.6 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 330 1702.6 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 29.6 213.4 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 14 56.75 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 29.8 114 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 29.2 210.1 ＬＮＧ
日東電工株式会社豊橋事業所 豊橋市中原町字平山１８ ボイラー 29.2 210.1 ＬＮＧ
日之出テックス（株） 豊橋市往完町字往完東７ ボイラー 9.72 65.4 Ａ重油
日本コンクリート（株）　豊橋工場 豊橋市二川町字東向山９６ ボイラー 29.9 138.1 Ａ重油
日本コンクリート（株）　豊橋工場 豊橋市二川町字東向山９６ ボイラー 29.9 138.1 Ａ重油
白井油脂工業（株） 豊橋市前田町二丁目８－７ ボイラー 17.45 20 Ａ重油
尾崎広嗣 豊橋市中原町字東荒神１２７ ボイラー 12.2 49.5 Ａ重油
美嘉園 豊橋市東七根町字大山６８ ボイラー 13 60 Ａ重油
富士フイルム和光純薬株式会社愛知工場 豊橋市新西浜町２－２ ボイラー 9.9 126.8 Ａ重油
富士フイルム和光純薬株式会社愛知工場 豊橋市新西浜町２－２ ボイラー 9.9 126.8 Ａ重油
日本ジュース・ターミナル（株） 豊橋市神野西町１－２ ボイラー 9.9 51.8 灯油
富士フイルム和光純薬株式会社愛知工場 豊橋市新西浜町２－２ ボイラー 9.9 126.8 Ａ重油
武蔵精密工業株式会社第一明海工場 豊橋市明海町２－１８ ボイラー 9.9 70.8 灯油
武蔵精密工業株式会社第一明海工場 豊橋市明海町２－１８ ボイラー 6.79 70 灯油
武蔵精密工業株式会社第一明海工場 豊橋市明海町２－１８ ボイラー 10.5 21.4 ＬＰＧ
武蔵精密工業株式会社第一明海工場 豊橋市明海町２－１８ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 1.48 電気
富士フイルム和光純薬株式会社愛知工場 豊橋市新西浜町２－２ ボイラー 9.9 130.9 Ａ重油
富士フイルム和光純薬株式会社愛知工場 豊橋市新西浜町２－２ ボイラー 9.9 130.9 Ａ重油
富士フイルム和光純薬株式会社愛知工場 豊橋市新西浜町２－２ ボイラー 9.9 130.9 Ａ重油
武蔵精密工業株式会社第一明海工場 豊橋市明海町２－１８ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 0.9 電気
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
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武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社第一明海工場 豊橋市明海町２－１８ ボイラー 7.9 95.8 灯油
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業（株）　第三明海工場 豊橋市明海町２－７９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社第二明海工場 豊橋市明海町３－２９ 金属圧延加熱炉・熱処理炉・鍛造炉 電気
武蔵精密工業株式会社本社工場 豊橋市植田町字大膳３９－５ ボイラー 12.87 106.7 灯油
武蔵精密工業株式会社本社工場 豊橋市植田町字大膳３９－５ ボイラー 14.7 120.1 灯油
宝和工業（株）　豊橋工場 豊橋市冨士見町２０８ ボイラー 9.72 65.4 Ａ重油
宝和工業（株）　豊橋工場 豊橋市冨士見町２０８ ボイラー 9.72 69.1 Ａ重油
豊橋ガーデン 豊橋市神野新田町字ケノ割３３－２ ボイラー 16.3 47.5 Ａ重油
豊橋スイミングスクール 豊橋市向山町字塚南１４－４ ボイラー 9.9 57.1 Ａ重油
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 25.7 61.4 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 9.72 74.6 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 9.72 74.6 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 9.98 70.9 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 19.2 47.7 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 19.2 47.7 都市ガス
豊橋ファミリープラザ（イトーヨーカドー） 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 27.1 74.9 都市ガス
豊橋ファミリープラザ（イトーヨーカドー） 豊橋市藤沢町１４１ ボイラー 27.1 74.9 都市ガス
豊橋技術科学大学 豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘１－１ ボイラー 14.3 13.5 都市ガス
豊橋市　ライフポートとよはし 豊橋市神野ふ頭町３－２２ ボイラー 17.7 38.9 都市ガス
豊橋市　ライフポートとよはし 豊橋市神野ふ頭町３－２２ ボイラー 17.7 38.9 都市ガス
豊橋市　ライフポートとよはし 豊橋市神野ふ頭町３－２２ ボイラー 17.7 38.9 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 21 54.5 都市ガス
豊橋ステーションビル株式会社 豊橋市花田町西宿無番地 ボイラー 21 54.5 都市ガス
豊橋市　競輪場 豊橋市東田町８８ ボイラー 30 135 都市ガス
豊橋市　競輪場 豊橋市東田町８８ ボイラー 10.08 84.938 都市ガス
豊橋市　公会堂 豊橋市八町通二丁目２２ ボイラー 8.6 24.8 都市ガス
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 22.4 54.1 都市ガス
豊橋技術科学大学 豊橋市天伯町字雲雀ヶ丘１－１ ボイラー 67 508 Ａ重油
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 22.5 54.9 都市ガス
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 9.98 70.9
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 9.98 70.9
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 9.9 71.6
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 9.9 71.6
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 9.9 71.6
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 74.5 261 都市ガス
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 74.5 261 都市ガス
豊橋市　市民文化会館 豊橋市向山大池町２０－１ ボイラー 13.9 81.6 Ａ重油
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 105 705 都市ガス
豊橋市　市民病院 豊橋市青竹町字八間西５０ ボイラー 105 705 都市ガス
豊橋市　市役所 豊橋市今橋町１ ボイラー 25.9 60.88 都市ガス
豊橋市　市役所 豊橋市今橋町１ ボイラー 26.5 131.4 都市ガス
豊橋市　市役所 豊橋市今橋町１ ボイラー 26.5 131.4 都市ガス
豊橋市　市役所 豊橋市今橋町１ ボイラー 25.9 60.88 都市ガス
豊橋市　市役所 豊橋市今橋町１ ボイラー 27.9 68.2 都市ガス
豊橋市　総合スポーツ公園プール棟 豊橋市神野新田町字メノ割１－３ ボイラー 13.5 56.75 その他気体燃料
豊橋市　総合スポーツ公園プール棟 豊橋市神野新田町字メノ割１－３ ボイラー 13.5 56.75 その他気体燃料
豊橋市　総合体育館 豊橋市神野新田町字ロノ割１－３ ボイラー 21.9 58.3 都市ガス
豊橋市　総合体育館 豊橋市神野新田町字ロノ割１－３ ボイラー 32 97.16 都市ガス
豊橋市　美術博物館 豊橋市今橋町４番地 ボイラー 11.5 20.5 都市ガス
豊橋市　穂の国とよはし芸術劇場 豊橋市西小田原町１２３ ボイラー 10.7 17.2 都市ガス
豊橋市　穂の国とよはし芸術劇場 豊橋市西小田原町１２３ ボイラー 10.7 17.2 都市ガス
豊橋市バイオマス利活用センター（バイオマス発電所　豊橋市バイオマス資源利活用施設） 豊橋市神野新田町字中島５　ほか 廃棄物焼却炉 89.4 都市ガス
豊橋市バイオマス利活用センター（バイオマス発電所　豊橋市バイオマス資源利活用施設） 豊橋市神野新田町字中島５　ほか 廃棄物焼却炉 89.4 都市ガス
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ 廃棄物焼却炉 378 26.45 その他固体燃料
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
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豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ ボイラー 9.3 137.7 灯油
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ 廃棄物焼却炉 3090 その他固体燃料
豊橋市資源化センター 豊橋市豊栄町字西５３０ 廃棄物焼却炉 3090 その他固体燃料
豊橋市資源化センター余熱利用施設 豊橋市東七根町字宝地道１０ ボイラー 21.5 70.1 ＬＰＧ
豊橋市資源化センター余熱利用施設 豊橋市東七根町字宝地道１０ ボイラー 21.5 70.1 ＬＰＧ
豊橋市曙学校給食センター 豊橋市曙町南松原162番地１ ボイラー 9.8 88.6
豊橋市曙学校給食センター 豊橋市曙町南松原162番地１ ボイラー 9.8 88.6
豊橋市曙学校給食センター 豊橋市曙町南松原162番地１ ボイラー 9.8 88.6
豊橋市上下水道局 豊橋市牛川町字下モ田２９－１ ボイラー 11.5 18.69 都市ガス
豊橋市上下水道局 豊橋市牛川町字下モ田２９－１ ボイラー 11.5 18.69 都市ガス
豊橋市上下水道局羽根井ポンプ場 豊橋市羽根井町４１ ディーゼル機関 63.8 Ａ重油
豊橋市上下水道局羽根井ポンプ場 豊橋市羽根井町４１ ディーゼル機関 64.9 Ａ重油
豊橋市上下水道局羽根井ポンプ場 豊橋市羽根井町４１ ディーゼル機関 64.7 Ａ重油
豊橋市上下水道局下地ポンプ場 豊橋市下地町字四ッ屋１０５ ディーゼル機関 284 Ａ重油
豊橋市上下水道局下地ポンプ場 豊橋市下地町字四ッ屋１０５ ディーゼル機関 273 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 263.9 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 70 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 70 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 70 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 204.7 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 204.7 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 204.7 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 82.1 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 74.2 Ａ重油
豊橋市上下水道局鍵田ポンプ場 豊橋市東小池町１３－１ ディーゼル機関 74.2 Ａ重油
豊橋市上下水道局松島ポンプ場 豊橋市牟呂町字松島東８２－１ ディーゼル機関 129 Ａ重油
豊橋市上下水道局松島ポンプ場 豊橋市牟呂町字松島東８２－１ ディーゼル機関 129 Ａ重油
豊橋市上下水道局松島ポンプ場 豊橋市牟呂町字松島東８２－１ ディーゼル機関 121.8 Ａ重油
豊橋市上下水道局中島処理場 豊橋市神野新田町字中島７５－２ 乾燥炉 346 2.5 灯油
豊橋市上下水道局中島処理場 豊橋市神野新田町字中島７５－２ 乾燥炉 263 2.5 灯油
豊橋市上下水道局松島ポンプ場 豊橋市牟呂町字松島東８２－１ ディーゼル機関 132.4 Ａ重油
豊橋市上下水道局前芝ポンプ場 豊橋市前芝町字宇塚４５－１ ディーゼル機関 55.3 Ａ重油
豊橋飼料（株）　豊橋工場 豊橋市明海町５ー９ ボイラー 9.98 86.4
豊橋飼料（株）　豊橋工場 豊橋市明海町５ー９ ボイラー 9.98 86.4
豊橋飼料（株）　豊橋工場 豊橋市明海町５ー９ ボイラー 9.98 86.4
豊橋総合動植物公園 豊橋市大岩町大穴１－２３８　ほか７６筆 ボイラー 7.9 70.4 灯油
豊橋総合動植物公園 豊橋市大岩町大穴１－２３８　ほか７６筆 ボイラー 7.9 70.4 灯油
豊橋地方合同庁舎 豊橋市大国町１１１ ボイラー 18 31.6 都市ガス
豊橋木工（株） 豊橋市杉山町字知原１２－１０５２ ボイラー 24.8 120.3 その他固体燃料
豊橋養鶉農業協同組合 豊橋市西幸町字浜池１３２ ボイラー 9.5 103.6 Ａ重油
豊橋養鶉農業協同組合 豊橋市西幸町字浜池１３２ ボイラー 8.96 68.3 Ａ重油
豊橋養鶉農業協同組合 豊橋市西幸町字浜池１３２ ボイラー 9.75 97.1 Ａ重油
豊橋地方合同庁舎 豊橋市大国町１１１ ボイラー 13.6 69.4
豊橋糧食工業（株） 豊橋市入船町３３ ボイラー 48.5 158 Ａ重油
豊国工業株式会社 豊橋市花田町字百北２５３ ボイラー 27.1 52.5 都市ガス
豊川浄化センター 豊橋市新西浜町１－２，３ 廃棄物焼却炉 240 2917 9.6 Ａ重油
豊川浄化センター 豊橋市新西浜町１－２，３ 廃棄物焼却炉 305 7 Ａ重油
豊川浄化センター 豊橋市新西浜町１－２，３ 廃棄物焼却炉 176 3 Ａ重油
豊川浄化センターバイオガス発電所 豊橋市新西浜町１－３ ボイラー 18.1 87.2 Ａ重油
豊国工業株式会社 豊橋市花田町字百北２５３ ボイラー 6.5 140.2 灯油
豊鉄ターミナルホテル 豊橋市駅前大通１－４６－１ ボイラー 14 43.688 都市ガス
豊鉄ターミナルホテル 豊橋市駅前大通１－４６－１ ボイラー 14 43.688 都市ガス
豊鉄ターミナルホテル 豊橋市駅前大通１－４６－１ ボイラー 11.5 20.5 都市ガス
豊和園 豊橋市弥生町字西豊和４９－１ ボイラー 18.7 39 Ａ重油
豊和食品（株） 豊橋市三ノ輪町三丁目７ ボイラー 48.5 158 Ａ重油
万葉商事（株） 豊橋市野依町字山中１９－１５ ボイラー 9.6 101.3 Ａ重油
万葉商事（株） 豊橋市野依町字山中１９－１５ ボイラー 9.72 98.2 Ａ重油
名古屋刑務所　豊橋刑務支所 豊橋市今橋町１５ ボイラー 9.86 161.7 Ａ重油
名古屋刑務所　豊橋刑務支所 豊橋市今橋町１５ ボイラー 9.86 161.7 Ａ重油
名古屋刑務所　豊橋刑務支所 豊橋市今橋町１５ ボイラー 12.15 84.82 Ａ重油
名古屋刑務所　豊橋刑務支所 豊橋市今橋町１５ ボイラー 12.15 84.82 Ａ重油
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工場・事業場名 工場・事業場所在地 施設種類
伝熱面積
(㎡)

燃焼能力（重油換算）
(L/h)

原料処理能力
(t/h)

火格子面積
又は羽口断面積

(㎡）
燃原料種類

名古屋刑務所　豊橋刑務支所 豊橋市今橋町１５ ボイラー 9.86 161.7 Ａ重油
名古屋地方裁判所、家庭裁判所　豊橋支部 豊橋市大国町１１０ ボイラー 11 14.8 都市ガス
名古屋地方裁判所、家庭裁判所　豊橋支部 豊橋市大国町１１０ ボイラー 10.1 11.4 都市ガス
綿星産業（株） 豊橋市岩屋町字岩屋下４７－１８ ボイラー 9.6 55 Ａ重油
矢島工業有限会社 豊橋市石巻本町字中岡１３－１０ ボイラー 9.4 69.1 Ａ重油
矢島工業有限会社　第二工場 豊橋市石巻本町 ボイラー 9.4 69.1 Ａ重油
有限会社プラネットファーム（元町２９） 豊橋市南大清水町字元町２９ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
有限会社プラネットファーム（元町６１－２） 豊橋市南大清水町字元町６１－２ ボイラー 17.2 74.4 Ａ重油
有限会社宮路園芸 豊橋市東七根町字東六ツ峰１３２－４ ボイラー 12.2 52.2 Ａ重油
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 88.74 291.8 その他液体燃料
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ 乾燥炉 155 その他液体燃料
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 9.76 124.5 Ａ重油
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 9.76 124.5 Ａ重油
有限会社金子あらや商店 豊橋市大岩町字大穴１０４－１ ボイラー 71.59 535.7 その他液体燃料
有限会社山佐染工所 豊橋市西羽田町５ ボイラー 9.56 64.7 Ａ重油
有限会社小清園芸 豊橋市西赤沢町字万場２６１－２ ボイラー 13 60 Ａ重油
有限会社植田屋染工場 豊橋市山田一番町１２０ ボイラー 8.96 64.7 Ａ重油
有限会社植田屋染工場 豊橋市山田一番町１２０ ボイラー 9.56 68.3 Ａ重油
有限会社泉屋弁当部 豊橋市湊町４１ ボイラー 9.4 51.8 Ａ重油
有限会社竹内可鍛工業所 豊橋市南大清水町字元町２０３ 金属溶解炉 0.5 電気
有限会社竹内可鍛工業所 豊橋市南大清水町字元町２０３ 金属溶解炉 0.5 電気
有限会社中村農園 豊橋市岩田町字上庄５０ ボイラー 12.2 49.5 Ａ重油
有限会社八雲 豊橋市高田町字下地２５－１ ボイラー 9.94 160.2 Ａ重油
有限会社八雲 豊橋市高田町字下地２５－１ ボイラー 9.94 160.2 Ａ重油
有限会社鈴木農園（鈴木博） 豊橋市大村町字善蔵６１ ボイラー 9.6 73 Ａ重油
有限会社鈴木農園（鈴木博） 豊橋市大村町字善蔵６１ ボイラー 9.6 109.6 Ａ重油
有限会社鈴木農園（鈴木博） 豊橋市大村町字善蔵６１ ボイラー 9.6 73 Ａ重油
有限会社鈴木農園（鈴木博） 豊橋市大村町字善蔵６１ ボイラー 9.73 53.2 都市ガス
立岩化成(有) 豊橋市大脇町字大脇ノ谷74-325 ボイラー 9.96 68.3 Ａ重油
鈴木広義 豊橋市清須町字兵庫８，９，１０，１３，１７，１９， ボイラー 23.5 40 Ｂ重油
鈴木秀親 豊橋市大村町字水洗１１ ボイラー 13 60 Ａ重油
鈴木勝英（竹尾７５） 豊橋市野依町字竹尾７５ ボイラー 10.21 22.7 Ａ重油
老人保健施設　明陽苑 豊橋市八通町６４－３ ボイラー 9.9 80.75 都市ガス
老人保健施設　明陽苑 豊橋市八通町６４－３ ボイラー 9.9 80.75 都市ガス
縣護謨工業（株） 豊橋市東細谷町字東籠田７５－２０ ボイラー 21.16 124.9 Ａ重油
縣護謨工業（株） 豊橋市東細谷町字東籠田７５－２０ ボイラー 15.1 80 Ａ重油


