
集会場施設関係

設置年 都道府県名
徳島市生涯福祉拠点 13 徳島県
ボートピア岡部 14 埼玉県
一畑山薬師寺 14 愛知県
桜井市リサイクルプラザ 14 奈良県
豊田市猿投公園体育館弓道場 14 愛知県
一宮町ふれあい交流館 14 愛知県
誠成公倫浦和会場 14 埼玉県
トヨタインスティチュート 15 静岡県
ＵＳＳ東京新オークション会場 16 千葉県
ＵＳＳ横浜オークション会場 16 神奈川県
コパンスポーツクラブ瑞穂 16 岐阜県
幸手市保健福祉総合センター 17 埼玉県
平安閣有松斎場 19 愛知県
⻲山市斎場 20 三重県
ＵＳＳ埼玉オークション会場 20 埼玉県
朝⽇スポーツクラブBIG-S愛⻄ 20 愛知県
三重県教育文化会館 20 三重県
奥三河総合センター 21 愛知県
愛⻄市総合斎苑 22 愛知県
椿大神社参集殿 25 三重県
津市美杉総合文化センター 25 三重県
南稜地区市⺠会館等複合施設 26 愛知県
トヨタ東富士研究所体育館 27 静岡県
南陵地区市⺠会館 27 愛知県
ＵＳＳ静岡新会場 28 静岡県
ＵＳＳ-Ｒ名古屋新会場 28 愛知県
津市下之川住⺠交流施設 28 三重県
ひめはる会館 28 愛知県
ジュビロクラブハウスアスリートセンター 29 静岡県
あいち航空ミュージアム 29 愛知県
葉栗公⺠館 30 愛知県

施設名



住宅施設関係

設置年 都道府県名
新川マンション 21 愛知県
三重交通伊勢事務所 21 三重県
ライオンズマンション蟹江駅前 21 愛知県
ルミナスビレッジ曽根 22 三重県
特別養護老人ホーム 桜英水会東館 22 三重県
サンマンションアトレ島崎Ⅱ 22 三重県
特別養護老人ホームしょうなあさひが丘 22 愛知県
幸田町京ヶ峰住宅開発事業（幸田の社） 22 愛知県
グランコート犬山口 23 愛知県
ケアサポート柚子養老 23 岐阜県
セントケアおおの 23 岐阜県
介護付有料老人ホーム虹の夢とば 23 三重県
ハーモニーハウス伊賀 24 三重県
特別養護老人ホーム いぶき苑別館 25 愛知県
ライオンズマンション南加木屋第二 25 愛知県
GARDEN HOUSE 大谷町Ⅱ 26 三重県
ハーモニーハウス津 ANEX 26 三重県
シャトーローズ福祉村 26 愛知県
ハーモニーハウス名張 27 三重県
市営下原住宅 28 愛知県
社会福祉法人寿宝会 光楽苑 28 愛知県
特別養護老人ホーム かおん 28 愛知県
住宅型有料老人ホームグリーンヒル 28 三重県
社会福祉法人寿宝会 喜寿苑 29 愛知県
稲沢白寿苑 30 愛知県
中部盲導犬協会特別養護老人ホーム新城 31 愛知県
オーネスト尚武 31 愛知県
グループホーム若葉 31 愛知県
庭野公務員宿舎 31 愛知県
特別養護老人ホーム パレット 3 愛知県
美江寺住宅 3 岐阜県

施設名



宿泊施設関係

設置年 都道府県名
エクシブ鳥羽温泉施設 11 三重県
花はす温泉そまやま荘 11 福井県
エクシブ鳴門 12 徳島県
豊川市野外活動センター きららの里 12 愛知県
恵那簡易保険保養センター 13 岐阜県
バジェットイン掛川 14 静岡県
新中部研修センター 15 愛知県
ＬＩＶＩＮＧ ＨＯＴＥＬ 16 三重県
トヨタ白川郷自然環境教育センター 16 岐阜県
アンジェローブ 17 愛知県
愛知県農協研修所 18 愛知県
ドーミーイン津 20 三重県
名鉄二ツ杁駅前寮 21 愛知県
相川学園学生寮 21 三重県
エクシブ箱根離宮 22 神奈川県
三交イン津駅前 22 三重県
岐阜女子大学いずみ寮 22 岐阜県
国⽴乗鞍⻘年交流の家 22 岐阜県
泉岳少年自然の家 25 宮城県
満天の宿 26 岐阜県
㈱デンソー浜名湖研修所・保養所 28 静岡県
レゴランドホテル 30 愛知県
ホテル湯の本 2 三重県

施設名



医療施設関係

設置年 都道府県名
(福)済生会   明和苑 16 三重県
あさい病院 16 愛知県
医療法人 川口会病院 16 静岡県
小笠病院 16 静岡県
うぬま東クリニック 16 岐阜県
三重聖十字病院 17 三重県
浜名病院 17 静岡県
医療法人済衆館 済衆館病院本院 18 愛知県
階行会リハビリテーション病院 20 愛知県
三重県健康管理事業センター 20 三重県
旭労災病院 20 愛知県
総合⻘山病院 21 愛知県
中野胃腸病院検診センター 22 愛知県
白山リハビリテーション病院 23 愛知県
聖隷おおぞら療育センター3号館 23 静岡県
山本レディースクリニック 23 愛⻄市
医療法人 浜中会 浜名病院 26 静岡県
綾和会 掛川東病院 26 静岡県
桜ヶ丘病院 27 和歌山県
社会福祉法人英水会 桜英クリニック 27 三重県
岩屋病院 28 愛知県
療育医療総合センター重心病棟 28 愛知県
天⻯病院 30 静岡県
中村病院 30 埼玉県
刈谷中央クリニック 30 愛知県
刈谷豊田総合病院高浜分院 31 愛知県
学校法人藤田学園 31 愛知県
医療療育総合センター本館 31 愛知県
福田内科医院 1 愛知県
ティアラウィメンズクリニック 3 静岡県
新武内病院 4 三重県

施設名



店舗関係

設置年 都道府県名
ＪＡあいち知多アグリタウン 13 愛知県
イオン扶桑ショッピングセンター 15 愛知県
かっぱ寿司柳津店 15 岐阜県
ワタベウェディング アフィーテ葉山 15 神奈川県
ＦＥＬＬ春⽇井店 16 愛知県
ユニー㈱アピタ飛騨高山店 16 岐阜県
マックスバリュー豊橋大清水店 18 愛知県
コメダ珈琲 伊勢一之木店 19 三重県
ＪＡ豊橋中央支店 20 愛知県
フィール半田岩滑店 21 愛知県
サッポロビール園千葉 22 千葉県
メディセオ名古屋 22 愛知県
ピアゴ蟹江 22 愛知県
備⻑扇屋大府店 23 愛知県
ヨシヅヤ甚目寺店 23 愛知県
コーナン知⽴店 24 愛知県
コメダ珈琲 尾鷲店 25 三重県
ＪＡ愛知三河額田支店 26 愛知県
伊勢宮川の里 鄙茅（ひなかや） 26 三重県
スターバックス春⽇井北店 26 愛知県
ネッツトヨタ東海㈱豊橋支店 26 愛知県
Ｈｏｎｄａ Ｃａｒｓ愛知殿田橋店 26 愛知県
JAいがほくぶ食と農の振興施設 27 三重県
イオンタウン伊賀上野 27 三重県
名古屋フランス 27 愛知県
コメダ珈琲 新宮緑ヶ丘店 27 和歌山県
丸八製菓 27 愛知県
栄泉堂瀬⼾店 31 愛知県
東京インテリア家具瑞穂店 2 岐阜県
アベニール大府店 2 愛知県
丸明養老本店 3 岐阜県

施設名



娯楽施設関係

設置年 都道府県名
豊田総合野外センター 13 愛知県
徳島県野外交流の郷 13 徳島県
少年自然の家野外炊さん場 14 石川県
笹ヶ峰野営場 15 新潟県
磯部ＫＢ 16 三重県
ＲＯＹＡＬ大垣店 17 岐阜県
ＲＯＹＡＬ松阪店 17 三重県
ラウンドワン北名古屋店 17 愛知県
オーギヤ安城店 18 愛知県
ラグーナテンボス 28 愛知県
レゴランドジャパン 28 愛知県

駐車場関係

設置年 都道府県名
伊勢自動車道 安濃ＳＡ 16 三重県
2005⽇本国博覧会 ⻑久手駐車場 17 愛知県
23号岡崎バイパス幸田休憩施設 21 愛知県
瀬⼾市品野町道の駅 22 愛知県
第二東名高速道路 藤枝PA休憩施設 23 静岡県
第二東名高速道路 清水ＰＡ 23 静岡県
新城道の駅 27 愛知県
紀勢自動車道 地域振興施設 27 三重県
道の駅 津かわげ 27 三重県
グリーンポート宮嶋 27 愛知県
京都縦貫自動車道 丹波ＰＡ 27 京都府
鳳来寺山パークウェイ駐車場 30 愛知県
道の駅 とよはし 31 愛知県
豊橋簡易パーキング 31 愛知県
道の駅 したら 2 愛知県
新名神高速道路 鈴鹿ＰＡ 2 三重県

施設名

施設名



学校施設関係

設置年 都道府県名
徳島県⽴鳴門高校 13 徳島県
中⻄学園⽇進キャンパス 14 愛知県
中部大学５号館 15 愛知県
クリストファ大学 16 静岡県
愛知新城大谷大学 16 愛知県
皇學館大学総合体育館 16 三重県
⽇本福祉大学半田キャンパス 19 愛知県
三瀬谷統合保育園 20 三重県
師勝中学校校舎 21 愛知県
皇學館大学伊勢キャンパス新1号館 21 三重県
大府市⽴吉田小学校 23 愛知県
愛知県⽴大学⻑久手キャンパス 24 愛知県
津市⽴白山中学校 24 三重県
豊橋市⽴南稜中学校体育館 25 愛知県
三重大学付属小学校 25 三重県
鈴鹿市⽴平田野中学校校舎 25 三重県
尾鷲市⽴宮之上小学校 26 三重県
津市⽴神⼾中学校 26 三重県
豊川市⽴東部小学校 28 愛知県
⽇本福祉大学 美浜キャンパス 28 愛知県
中部大学 28 愛知県
豊橋市⽴天伯小学校 30 愛知県
金沢工大学園白山キャンパス 30 石川県
岡崎市⽴⻯谷小学校 31 愛知県
尾張北東地区新設特別支援学校 31 愛知県
聖隷クリストファー高等学校 1 静岡県
島田第四小学校 1 静岡県
岐阜本巣特別支援学校北館 1 岐阜県
瀬⼾市⽴小中一貫校 2 愛知県
七宝幼稚園 4 愛知県
名古屋市国際展示場 4 愛知県

施設名



事務所関係

設置年 都道府県名
アクトス多治見 17 岐阜県
ＪＲ⽇根野電車区 18 大阪府
中央卸売市場南部市場本館棟 18 愛知県
寿がきや食品本社工場事務所 18 愛知県
豊田合成㈱稲沢工場新事務所 20 三重県
東海労働金庫津市店 21 三重県
三菱化学㈱四⽇市事業所 21 三重県
名古屋菱重興産ＭＲＪ事務所 21 愛知県
㈱アマダ土岐事業所 22 岐阜県
シーテック三重支社 22 三重県
津市白山総合支所 23 三重県
静岡県警察学校本館 24 静岡県
㈱森精機製作所伊賀事業所 25 三重県
トヨタ自動車㈱東富士研究所Ａ1棟 26 静岡県
豊橋鉄道植田事務所 27 愛知県
三重県薬剤師会事務所 27 三重県
福島第一原子力発電所新事務本館 28 福島県
南知多町庁舎 28 愛知県
川崎重工㈱岐阜工場新総合ビル 28 岐阜県
南部環境センター 29 愛知県
⽇東電工ひまわり 29 愛知県
スズケン下館支店 30 茨城県
ＪＡ豊橋管理棟 30 愛知県
伊賀市庁舎 30 三重県
ＪＡ愛知北 草井支店 1 愛知県
ＪＡ尾張中央 坂下支店 1 愛知県
㈱三五 三好事務棟 1 愛知県
ダイオ化成掛川工場事務所 2 静岡県
トヨタ紡織㈱ グローバル本社 2 愛知県
豊和工業㈱本館棟 2 愛知県
ひまわりネットワーク本社ビル 3 愛知県

施設名



作業場関係

設置年 都道府県名
大同特殊鋼㈱知多工場 19 愛知県
⽇本原燃㈱再処理工場 20 ⻘森県
三益半導体工業㈱新倉庫棟 20 群馬県
川崎重工㈱名古屋第一工場 20 愛知県
神鋼電機㈱伊勢工場 20 三重県
ＫＹＢ岐阜南工場新食堂棟 20 岐阜県
⻄濃運輸㈱さいたま支店 21 埼玉県
ホトニクス㈱中央研究所 21 静岡県
佐川急便㈱習志野支店 22 千葉県
富士電機リテイルシステム㈱三重工場 22 三重県
松阪市リサイクルセンター 22 三重県
三菱重工㈱小牧南キットセンター 22 愛知県
豊田自動車 稲沢センター 23 愛知県
㈱東芝四⽇市工場 23 三重県
⽇東電工㈱豊橋事業所 23 愛知県
キムラユニティー犬山工場 24 愛知県
トヨタ自動車 PT棟 24 愛知県
トヨタグローバルサービスセンター 25 岐阜県
トヨタ車体㈱いなべサテライト工場 25 三重県
カヤバシステムマシナリー 25 三重県
⻄濃運輸㈱仙台支店 26 宮城県
本田技研工業㈱鈴鹿製作所 26 三重県
いなべテクノパーク 26 三重県
キャッチネットワーク本社ビル 27 愛知県
エステー㈱埼玉工場 27 埼玉県
㈱アドヴィックス新社屋 27 愛知県
三菱自動車工業㈱名古屋製作所ｴﾝｼﾞﾝ棟 27 愛知県
川崎重工業㈱坂出造船工場 28 香川県
フジシール名張工場 28 三重県
三重グリコ㈱ 28 三重県
グリコ千葉アイスクリーム㈱ 28 千葉県

施設名



設置年 都道府県名
東芝機械㈱御殿場工場 28 静岡県
東芝ｾﾐｺﾝﾀﾞｸﾀｰ＆ｽﾄﾚｰｼﾞ社四⽇市工場 28 三重県
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱新ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ 28 愛知県
㈱ハヤシ本社工場 28 千葉県
富士電機㈱鈴鹿工場ﾊﾟﾜｴﾚﾃｸﾆｶﾙｾﾝﾀｰ 28 三重県
⻄濃運輸㈱静岡支店 28 静岡県
東芝メモリ㈱四⽇市工場 30 三重県
エステー㈱栃木工場 30 栃木県
尾張三田火力発電所 1 三重県
オーエスジー新城工場 1 愛知県
旭電器工業㈱志摩工場 2 三重県
住友電装㈱御薗事業所 2 三重県
アルフレッサ静岡物流センター 2 静岡県
デンソー池田工場 2 愛知県
リンナイ瀬⼾工場 2 愛知県
トヨタ自動車技術第11工場 2 愛知県
エーザイ川島工場 2 岐阜県
⽇本ブチル㈱ 3 神奈川県
⽇東電工㈱豊橋事業所 第14工場 3 愛知県
津鉄工団地 4 三重県
キオクシア四⽇市270棟 4 三重県
ルーキーレーシングガレージ 4 静岡県
トヨタ下山プロジェクト 4 愛知県

施設名



公園等関係施設

設置年 都道府県名
国営木曽三川公園 光明寺 9 愛知県
すなみ海浜公園 11 広島県
国営昭和記念公園 12 東京都
⻑淀休憩施設 12 岐阜県
浜岡原子力館駐車場 13 静岡県
岡崎東公園休憩棟 13 愛知県
島ヶ原村温泉施設 16 三重県
天然温泉 座・豊公の湯 17 愛知県
⻘少年公園 18 愛知県
滝沢園地（滝沢ダム） 19 埼玉県
北勢中央公園 20 三重県
葦毛湿原 22 愛知県
新城総合公園 23 愛知県
津市庄司庵公園 26 三重県
稲沢温泉ゆいの郷 27 愛知県
豊橋市総合スポーツ公園 28 愛知県
⻯泉寺の湯 守山店 30 愛知県
祖父江ふれあいの郷 31 愛知県

施設名



農集排・漁集排関係

設置年 都道府県名
一宮⻄部地区 16 愛知県
相⼾地区 16 岐阜県
福井市茱崎地区 16 福井県
伊根町新井地区 16 京都府
高座原地区 17 三重県
小中山地区 17 愛知県
両尾・安坂山地区 17 三重県
大湫クリーンセンター 17 岐阜県
高山クリーンセンター 17 岐阜県
敦賀市⽴石地区 17 福井県
松永地区 18 福井県
酒生⻄部地区 18 福井県
広瀬・川北地区 18 三重県
沓掛地区 18 愛知県
川口地区 18 愛媛県
加⻄市富田南地区 18 兵庫県
萱原地区 18 滋賀県
南部地区 20 三重県
比自岐地区 21 三重県
乙狩地区 21 岐阜県
⻑岡⻄部地区 22 愛知県
神前浦地区 22 三重県
⽇中・福田地区 23 富山県
福地中部地区 25 愛知県
相賀浦地区 25 三重県
伊根地区 26 京都府
新城南部地区 27 愛知県
中山地区 28 愛知県
和田地区 28 和歌山県
三宅・徳井地区 28 三重県
下条地区 2 愛知県

施設名



下水道関係

設置年 都道府県名
由良町由良クリーンセンター水処理設備 23 和歌山県
美咲町柵原浄化センター水処理設備 23 岡山県
下呂市萩原浄化センター水処理設備 23 岐阜県
白浜町白浜浄化センター水処理設備 23 和歌山県
みやこ町豊津浄化センター水処理設備 23 福岡県
海津市南濃中南部浄化センター水処理設備 23 岐阜県
浪江町浪江浄化センター水処理設備 23 福島県
打出水処理センター水処理設備 24 愛知県
築上町椎田浄化センター水処理設備 25 福岡県
宗像市宗像終末処理場水処理設備工事 25 福岡県
宝神水処理センター機械設備 25 愛知県
一宮市東部浄化センター合流改善施設水処理設備 25 愛知県
堀留水処理センター水処理設備 26 愛知県
瑞穂配水機場機械設備 26 愛知県
大治浄水場構内機械設備 26 愛知県
八剣ポンプ所汚水ポンプ設備 27 愛知県
境川流域下水道 水処理施設 28 愛知県
桑名市福島ポンプ場水処理設備 28 三重県
常滑市多屋南部雨水ポンプ場水処理設備 28 愛知県
桑名市⻑島浄化センター汚泥処理設備 29 三重県
知多市南部浄化センター水処理設備 29 愛知県
岡崎市大⻄汚水中継ポンプ場他1施設水処理 30 愛知県
羽島市浄化センター汚泥処理設備 30 岐阜県
中津川市浄化管理センター水処理設備 31 岐阜県
五条川左岸流域下水道事業 水処理施設 31 愛知県
⽇光川下流流域下水道 水処理施設 2 愛知県
境川流域下水道 ポンプ棟ポンプ設備 2 愛知県
矢作川流域下水道事業 水処理施設 3 愛知県
衣浦東部流域下水道事業 水処理施設 3 愛知県
五条川右岸下水道事業 水処理施設 4 愛知県
豊川流域下水道事業 主ポンプ配管機械設備 4 愛知県

施設名



河川浄化関係

設置年 都道府県名
桑原川河川環境整備施設 10 岐阜県
平成10年度公共河川環境整備 11 岐阜県
平成9年度境川浄化施設 11 岐阜県

施設名



給食調理場関係

設置年 都道府県名
静岡市南部学校給食センター 21 静岡県
⻑久手学校給食センター 21 愛知県
豊田学校給食センター 21 愛知県
仙台市高砂学校給食センター 22 宮城県
豊橋北学校給食センター 22 愛知県
大垣市南部給食センター 22 岐阜県
寒河江市中学校給食センター 23 山形県
津市中央学校給食センター 23 三重県
⽇本ゼネラルフード小牧南給食センター 23 愛知県
添田中学校学校給食施設 24 福岡県
川崎町学校給食センター 24 福岡県
南会津町田島地域学校給食センター 24 福島県
富谷町学校給食センター 24 宮城県
東松島市学校給食センター 24 宮城県
三沢市給食センター 24 ⻘森県
大川中学校区統合小学校校舎等 25 徳島県
大任給食センター 25 福岡県
⻘森市小学校給食センター 26 ⻘森県
大船渡市北部学校給食センター 26 岩手県
六ヶ所村学校給食センター 26 ⻘森県
扶桑町⽴学校給食共同調理場 26 三重県
大仙市⻄部学校給食センター 27 秋田県
鈴鹿市第二学校給食センター 27 三重県
二本松学校給食センター 28 福島県
栗原市北部学校給食センター 28 宮城県
五所川原市学校給食センター 28 ⻘森県
角田市学校給食センター 28 宮城県
仙台市南吉成学校給食センター 28 宮城県
湯沢市学校給食センター 29 秋田県
八⼾市⻄地区学校給食センター 29 ⻘森県
伊達市保原学校給食センター 30 福島県

施設名



透析他医療施設関係

設置年 都道府県名
碧南共⽴クリニック 14 愛知県
海部共⽴クリニック 15 愛知県
ＪＲ東海病院 17 愛知県
川村病院 17 三重県
医療法人宏潤会クリニック 18 愛知県
武内病院 血液浄化センター 18 三重県
名港共⽴クリニック 18 愛知県
新常滑市⺠病院 20 愛知県
医療法人豊腎会 加茂クリニック 20 愛知県
鈴鹿腎クリニック 20 三重県
名古屋臨床検査センター 26 愛知県
安城共⽴クリニック 21 愛知県
城北共⽴クリニック 21 静岡県
掛川共⽴クリニック 21 静岡県
みたき総合病院 21 三重県
泰玄会病院 24 愛知県
大幸砂田橋腎センター 24 愛知県
光寿会ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 25 愛知県
弥富クリニック 25 愛知県
海部共⽴クリニック 25 愛知県
五条川ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ 25 愛知県
静岡赤十字病院 25 静岡県
第二積善病院 26 愛知県
愛知医科大学新病院 26 愛知県
岡崎北透析クリニック 28 愛知県
そはらクリニック 28 岐阜県
桃花台スマイルクリニック 28 愛知県
刈谷豊田総合病院高浜分院 1 愛知県
知⽴クリニック 2 愛知県
葵セントラル病院 3 愛知県
みたき総合病院 3 三重県

施設名



厨房除害関係

設置年 都道府県名
不二精機㈱食堂排水施設 14 岐阜県
イオン志都呂ショッピングセンター 16 静岡県
エクシブ浜名湖 16 静岡県
ライオンズマンション千種２丁目 17 愛知県
津島市⺠病院病棟 17 愛知県
バンベール刈谷高松町 17 愛知県
イケア船橋店 18 千葉県
東京大学駒場コミュニケーションプラザ 18 東京都
⽇本航空電子㈱昭島工場 18 東京都
舞浜ホテル 19 千葉県
⻁ノ門タワーズ 19 東京都
イオン岡崎店 20 愛知県
㈱昭和犬山食品工場 21 愛知県
三共食品 22 愛知県
⽇本大学津田沼校舎 22 千葉県
第二東名高速道路 森町PA休憩施設 23 静岡県
第二東名高速道路 浜松・浜北SA休憩施設 23 静岡県
めんたいパークとこなめ 26 愛知県
壷屋弁当部本社工場 26 愛知県
㈱テリカスイト 26 岐阜県
武蔵お届け料理センター 28 愛知県
（仮称）⽇清赤池ＳＣ 29 愛知県
イケア⻑久手 29 愛知県
めんたいパーク伊豆 30 静岡県
㈱安川電機ソリューションファクトリ 30 埼玉県
名鉄自動車整備鳴海地区 2 愛知県
めんたいパーク琵琶湖 3 滋賀県
めんたいパーク群馬 4 群馬県

施設名



中水・雨水再利用関係

設置年 都道府県名
さいたまひろば 雨水施設 12 埼玉県
東雲Ｂ街区住宅施設 雨水再利用施設 15 東京都
⽇本大学文理学部 新図書館雨水施設 16 東京都
札幌プリンスホテルニュータワー中水施設 16 北海道
名古屋東ビル中水施設 17 愛知県
川崎駅⻄口プロジェクト 除害中水施設 18 神奈川県
東京農業大学 桜丘アリーナ 雨水施設 18 東京都
富士山静岡空港旅客ターミナル 19 静岡県
金町六丁目計画 20 東京都
町田市⺠病院 20 東京都

施設名



産業排水等関係

設置年 都道府県名
Ｒ＆Ｅ管理型最終処分場 15 北海道
ビオパーク富士裾野 還元施設 15 静岡県
相川鉄工岡部工場 15 静岡県
平和堂リサイクルセンター排水施設 16 滋賀県
愛知医科大学専門棟実験排水施設 16 愛知県
大洋薬品工業高山工場 排水施設 16 岐阜県
フジフーズ名古屋工場 17 愛知県
中北薬品津島工場 17 愛知県
三谷光学㈱豊川工場 排水施設 17 愛知県
慈恵医大⻘⼾病院解剖排水設備 17 東京都
サン・シング東海 排水施設 17 岐阜県
東北東京鉄鋼ＡＲＳ炭化施設 排水施設 17 ⻘森県
味の素食品研究開発新棟PH施設 18 神奈川県
大隅鉄工所 可児工場 18 岐阜県
生晃薬品若狭工場 18 福井県
藤倉化成塗料排水施設 18 愛知県
秋葉原ＵＤＸビル池循環ろ過施設 18 東京都
中部大学 実験動物排水施設 18 愛知県
中外製薬㈱宇都宮工場 19 栃木県
毎⽇新聞首都圏センター海老名工場 19 神奈川県
賢島宝生苑 20 三重県
キングコーポレーション津島工場 20 愛知県
アステラス製薬㈱つくば研究センター 20 茨城県
鹿島技術研究所 20 東京都
⽇本原燃㈱再処理工場 20 ⻘森県
㈱⻑栄 21 愛知県
味の素㈱研究棟 21 神奈川県
桂新堂㈱第二大府工場 22 愛知県
井桁堂㈱豊田工場 22 愛知県
旭ダイヤモンド工業㈱三重工場 22 三重県
ブラザー工業㈱刈谷工場 22 愛知県

施設名



設置年 都道府県名
冨吉列車区汚物処理 23 愛知県
丸信製粉㈱ 23 愛知県
ＪＲ東海浜松工場 24 静岡県
中部大学 実験動物教育・研究センター 24 愛知県
⻘柳ういろう本社工場 24 愛知県
JR東海パッセンジャーズ大阪工場 24 大阪府
岐阜六条温泉 喜多の湯 25 岐阜県
天然温泉⻯泉寺の湯 25 神奈川県
安城炊飯加工センター 25 愛知県
デリカウイング岩国工場 25 山口県
名城大学7号館実験排水処理 25 愛知県
㈱マルキン 25 愛知県
登別埋⽴処分場 26 北海道
健栄製薬㈱松阪工場 27 愛知県
東京急行電鉄㈱雪が谷検車区 27 東京都
東京急行電鉄㈱⻑津田検車区 27 神奈川県
丸千水産㈱ 27 愛知県
すすき野湯けむりの里 28 神奈川県
りんくう温泉マーゴの湯 28 愛知県
ホソヤ家禽ＧＰセンター 28 静岡県
大正製薬㈱大宮工場 28 埼玉県
ヤマグチマイカ 30 愛知県
かとう製菓 ⻲山工場 30 三重県
東濃ミートセンター 30 岐阜県
辻製油 30 三重県
御木本製薬 30 三重県
蘭々の湯 1 千葉県
桐生さらさの湯 1 群馬県
キングコーポレーション一宮工場 1 愛知県
味の素食品研究所北棟 2 神奈川県
七福の湯 上越店 2 新潟県
藤田保健衛生大学岡崎医療センター 2 愛知県
豊田中央研究所 2 愛知県
シライフーズ 3 愛知県
⻯泉寺の湯 スパメッツァおおたか 4 千葉県

施設名


