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九州・沖縄地区高圧ガス関係官庁及び団体一覧 

１ 関係官庁 

九州産業保安監督部 保安課
福岡市博多区博多駅東 2丁目 11-1 福岡合同庁舎本館 8F 

092-482-5469 

〒812-0013 

那覇産業保安監督事務所 保安監督課 

那覇市おもろまち 2 丁目 1-1 那覇第 2 地方合同庁舎 1 号館 

098-866-6474 

〒900-0006 

九州管区警察局 広域調整部 広域調整第１課 

福岡市博多区東公園 7-7 

092-622-5000 

〒812-8573 

福岡県 商工部 工業保安課 

福岡市博多区東公園 7-7 

092-643-3439 

〒812-8577 

佐賀県 政策部 危機管理・報道局 消防防災課  

佐賀市城内 1-1-59 

0952-25-7027 

〒840-8570 

長崎県 危機管理監 消防保安室 

長崎市尾上町 3-1 

095-895-2147 

〒850-8570 

熊本県 総務部 市町村・税務局 消防保安課 

熊本市中央区水前寺 6-18-1 

096-333-2117 

〒862-8570 

大分県 生活環境部 防災局 消防保安室 

大分市大手町 3-1-1 

097-506-3160 

〒870-8501 

宮崎県 総務部 危機管理局 消防保安課 

宮崎市橘通東 2-10-1 

0985-26-7065 

〒880-8501 

鹿児島県 危機管理局 消防保安課 

鹿児島市鴨池新町 10-1 

099-286-2262 

〒890-8577 

沖縄県 商工労働部 産業政策課 

那覇市泉崎 1-2-2 

098-866-2330 

〒900-8570 

北九州市 消防局 予防部 規制課 

北九州市小倉北区大手町 3-9 

093-582-3851 

〒803-8509 

福岡市 消防局 予防部 指導課 

福岡市中央区舞鶴 3-9-7 

092-725-6615 

〒810-8521 

熊本市 消防局 予防部 指導課 

熊本市中央区大江 3-1-3 

096-363-7173 

〒862-0971 
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２－１－１ 高圧ガス保安協会関係 

 

高圧ガス保安協会 九州支部 

福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ﾋﾞﾙ  

092-411-8308 

〒812-0011 

 

＜冷凍教育検査事務所＞ 

 

高 圧ガ ス保 安協 会  福 岡県冷 凍教育 検査 事務 所 

福岡市博多区住吉 2-16-1 ﾒｿﾞﾝ住吉 202号 

092-281-0932 

〒812-0018 

高圧ガス保安協会  佐賀県冷凍教育検査事務所 

佐賀市駅南本町 6-7 第 1内田ﾋﾞﾙ 6F 

0952-23-5046 

〒840-0816 

高圧ガス保安協会  長崎県冷凍教育検査事務所 

長崎市京泊 3-3-1 関連棟 B-1 

095-850-8501 

〒851-2211 

高 圧 ガ ス 保 安 協 会  熊 本 県 冷 凍 教 育 検 査 事 務 所 

熊本市中央区南熊本 5-1-1 ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ 5F 熊本県高圧ガス保安協会内  

096-373-0766 

〒860-0812 

高 圧 ガ ス 保 安 協 会  大 分 県 冷 凍 教 育 検 査 事 務 所 

大分市城崎町 2-1-5 司法ﾋﾞﾙ 203号 （一社）大分県高圧ガス保安協会内  

097-534-0733 

〒870-0045 

高 圧 ガ ス 保 安 協 会  宮 崎 県 冷 凍 教 育 検 査 事 務 所 

宮崎市大字赤江字飛江田 774  （一社）宮崎県 LP ガス協会内 

0985-52-1122 

〒880-0912 

高圧ガ ス保安協会  鹿 児島県冷凍教育検査 事務 所  

鹿児島市住吉町 7-9 鹿児島船用品ﾋﾞﾙ 3F 

099-222-7069 

〒892-0823 

高 圧 ガス 保安 協 会  沖縄 県 高圧 ガス 教育 検 査事 務 所（ 冷凍 ） 

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706  (一社)沖縄県高圧ガス保安協会内  

098-858-9562 

〒901-0152 

 

＜液化石油ガス教育事務所①＞ 

 

高 圧 ガス 保安 協 会  福岡 県 液化 石油 ガス 教 育事 務 所  

福岡市博多区山王 1-10-15  (一社)福岡県 LPガス協会内  

092-476-3838 

〒812-0015 

高圧ガス保安協会  佐賀県液化石油ガス教育事務 所 

佐賀市駅前中央 1-7-18 ﾗﾎｰﾙﾋﾞﾙ 3F  (一社)佐賀県 LP ガス協会内  

0952-22-5516 

〒840-0801 

高圧ガス保安協会  長崎県液化石油ガス教育事務 所 

長崎市中町 1-26 NAGASAKI 中町ﾋﾞﾙ 7F  (一社)長崎県 LP ガス協会内  

095-824-3770 

〒850-0055 
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２－１－２ 高圧ガス保安協会関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜液化石油ガス教育事務所②＞  

高圧ガス保安協会  熊本県液化石油ガス教育事務 所 

熊本市中央区上水前寺 2-18-4  (一社)熊本県 LP ガス協会内  

096-381-3131 

〒862-0951 

高圧ガス保安協会  大分県液化石油ガス教育事務 所 

大分市西新地 1-9-5 大分県 LP ｶﾞｽ会館  (一社)大分県 LP ガス協会内  

097-558-5483 

〒870-0901 

高圧ガス保安協会  宮崎県液化石油ガス教育事務 所 

宮崎市大字赤江字飛江田 774  (一社)宮崎県 LPガス協会内  

0985-52-1122 

〒880-0912 

高 圧ガ ス保 安協 会  鹿児島 県液 化石 油ガ ス教 育事 務所 

鹿児島市鴨池新町 5-6  (一社 )鹿児島県 LP ガス協会内 

099-250-2535 

〒890-0064 

高圧 ガス保安協会  沖縄県高 圧ガス教育検 査事務所 （ LP ガス）  

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706  (一社)沖縄県高圧ガス保安協会内 

098-858-9562 

〒901-0152 

 

＜ＣＥ検査事務所＞ 

 

高圧ガス保安協会 佐賀県ＣＥ検査事務所 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 643-2 ㈱佐賀総合ガスセンター内  

0952-52-4141 

〒842-0032 

高圧ガス保安協会 長崎県ＣＥ検査事務所 

長崎市江戸町 1-15 宮川ﾋﾞﾙ 3F 長崎県高圧ガス保安協会内 

095-827-0014 

〒850-0861 

高圧ガス保安協会 大分県ＣＥ検査事務所 

大分市城崎町 2-1-5 司法ﾋﾞﾙ 203 号  (一社)大分県高圧ガス保安協会内  

097-534-0733 

〒870-0045 



- 4 - 

 

２－２ 高圧ガス関係団体（九州ブロック組織） 

 

※「九州地区高圧ガス保安団体連絡会議」について 

（一社）西日本冷凍空調工業会／九州ブロックＬＰガス協議会 

（一社）日本産業・医療ガス協会 九州地域本部 

九州高圧ガス容器管理委員会／九州高圧ガス流通保安連合会 

九州液化石油ガス保安連絡協議会／九州ＬＰＧタンクローリー部会 

九州地区高圧ガス防災協議会／高圧ガス保安協会 九州支部       

以上９団体（順不同）で構成。 

主な取り組みとして「九州地区高圧ガス大会」を九州産業保安監督

部と共に開催している。ちなみに、同大会は昭和 45 年 11 月に第１回

大会を開催、以来、毎年開催し現在に至っている。 

（一社）西日本冷凍空調工業会 

福岡市博多区博多駅東 1-11-15 博多駅東口ﾋﾞﾙ 6F 

092-471-1530 

〒812-0013 

九州エルピーガススタンド協議会 

福岡市中央区天神 3-1-16 橋口ﾋﾞﾙ 5F 

092-761-1735 

〒810-0001 

九州ブロックＬＰガス協議会 

福岡市博多区山王 1-10-15  (一社)福岡県 LPガス協会内  

092-476-3838 

〒812-0015 

（一社）日本産業・医療ガス協会  九州地域本 部 

福岡市中央区大名 1-8-7 ｽﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾋﾞﾙ 5F 

092-715-8870 

〒810-0041 

九州高圧ガス容器管理委員会 

福岡市中央区大名 1-8-7 ｽﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾋﾞﾙ 5F 

092-715-8870 

〒810-0041 

九州高圧ガス流通保安連合会 

福岡市博多区千代 4-2-7 ㈱朝日酸素商会内 

092-641-8331 

〒812-0044 

九州液化石油ガス保安連絡協議会 

福岡市中央区天神 3-1-16 橋口ﾋﾞﾙ 5F 

092-761-1735 

〒810-0001 

九州地区高圧ガス防災協議会 

福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ﾋﾞﾙ 

092-411-8308 

〒812-0011 

※九州地区高圧ガス保安団体連絡会議 

福岡市博多区博多駅前 2-9-28 福岡商工会議所ﾋﾞﾙ 

092-411-8308 

〒812-0011 
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２－３－１ 高圧ガス関係団体（各県単位組織） 

 

＜一般高圧ガス関係＞ 

（一社）福岡県高圧ガス保安協会 

福岡市中央区天神 4-4-30 天神西江ﾋﾞﾙ 4F 

092-714-5681 

〒810-0001 

佐賀県高圧ガス安全協会 

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町立野 643-2 ㈱佐賀総合ガスセンター内  

0952-52-4141 

〒842-0032 

長崎県高圧ガス保安協会 

長崎市江戸町 1-15 宮川ﾋﾞﾙ 3F 

095-827-0014 

〒850-0861 

熊本県高圧ガス保安協会 

熊本市中央区南熊本 5-1-1 ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ 5F 

096-373-0766 

〒860-0812 

（一社）大分県高圧ガス保安協会 

大分市城崎町 2-1-5 司法ﾋﾞﾙ 203号 

097-534-0733 

〒870-0045 

宮崎県一般高圧ガス保安協会 

延岡市旭町 2-1-3 旭化成㈱ 延岡支社 環境安全部内  

0982-21-1964 

〒882-0847 

鹿児島県高圧ガス保安協会 

鹿児島市東開町 3-46 サツマ酸素工業㈱内 

099-266-2300 

〒891-0115 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706 

098-858-9562 

〒901-0152 

 

＜冷凍関係①＞ 

福岡県冷凍設備保安協会 

福岡市博多区住吉 2-16-1 ﾒｿﾞﾝ住吉 202号 

092-281-0932 

〒812-0018 

佐賀県冷凍設備保安協会 

佐賀市駅前本町 6-7 第 1内田ﾋﾞﾙ 6F 

0952-23-5046 

〒840-0816 

長崎県冷凍設備保安協会 

長崎市京泊 3-3-1 関連棟 B-1 

095-850-8501 

〒851-2211 

熊本県高圧ガス保安協会 

熊本市中央区南熊本 5-1-1 ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ 5F 

096-373-0766 

〒860-0812 

（一社）大分県高圧ガス保安協会 

大分市城崎町 2-1-5 司法ﾋﾞﾙ 203号 

097-534-0733 

〒870-0045 
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２－３－２ 高圧ガス関係団体（各県単位組織） 

 

＜冷凍関係②＞ 

宮崎県冷凍保安協議会 

宮崎市大字赤江字飛江田 774 ｴﾙﾋﾟｰｶﾞｽ会館内 

0985-54-7446 

〒880-0912 

鹿児島県冷凍設備保安協会 

鹿児島市住吉町 7-9 鹿児島船用品ﾋﾞﾙ 3F 

099-222-7069 

〒892-0823 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706 

098-858-9562 

〒901-0152 

 

＜ＬＰガス関係＞ 

（一社）福岡県ＬＰガス協会 

福岡市博多区山王 1-10-15 

092-476-3838 

〒812-0015 

（一社）佐賀県ＬＰガス協会 

佐賀市駅前中央 1-7-18 ﾗﾎｰﾙﾋﾞﾙ 3F 

0952-22-5516 

〒840-0801 

（一社）長崎県ＬＰガス協会 

長崎市中町 1-26 NAGASAKI中町ﾋﾞﾙ 7F 

095-824-3770 

〒850-0055 

（一社）熊本県ＬＰガス協会 

熊本市中央区上水前寺 2-18-4 

096-381-3131 

〒862-0951 

（一社）大分県ＬＰガス協会 

大分市西新地 1-9-5 大分県 LP ｶﾞｽ会館 

097-558-5483 

〒870-0901 

（一社）宮崎県ＬＰガス協会 

宮崎市大字赤江字飛江田 774 

0985-52-1122 

〒880-0912 

（一社）鹿児島県ＬＰガス協会 

鹿児島市鴨池新町 5-6 鹿児島県ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ会館 2F 

099-250-2535 

〒890-0064 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706 

098-858-9562 

〒901-0152 
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２－３－３ 高圧ガス関係団体（各県単位組織） 

 

＜九州高圧ガス容器管理委員会各県支部＞ 

九州高圧ガス容器管理委員会 福岡県支部 

福岡市中央区大名 1-8-7 ｽﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾋﾞﾙ 5F 

092-715-8870 

〒810-0041 

九州高圧ガス容器管理委員会 佐賀県支部 

佐賀県伊万里市立花町 2380-1 福岡酸素㈱伊万里支社内  

0955-23-4348 

〒848-0027 

九州高圧ガス容器管理委員会 長崎県支部 

長崎市江戸町 1-15 宮川ビル 3F 長崎県高圧ガス保安協会内  

095-827-0014 

〒850-0861 

九州高圧ガス容器管理委員会 熊本県支部 

熊本市中央区南熊本 5-1-1 ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ 5F 熊本県高圧ガス保安協会内  

096-373-0766 

〒860-0812 

九州高圧ガス容器管理委員会 大分県支部 

大分市城崎町 2-1-5 司法ﾋﾞﾙ 203 号  (一社)大分県高圧ガス保安協会内  

097-534-0733 

〒870-0045 

九州高圧ガス容器管理委員会 宮崎県支部 

宮崎市祇園 2-140-1 宮崎酸素㈱内 

0985-27-2161 

〒880-0024 

九州高圧ガス容器管理委員会 鹿児島県支部 

鹿児島市東開町 3-42 サツマ酸素工業㈱内 

099-266-2300 

〒891-0115 

＜沖縄県関係＞ 

沖縄県高圧ガス容器管理委員会 

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706 （一社）沖縄県高圧ガス保安協会内  

098-858-9562 

〒901-0152 
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２－３－４ 高圧ガス関係団体（各県単位組織） 

 

＜九州地区高圧ガス防災協議会各県支部＞ 

九州地区高圧ガス防災協議会 福岡県支部 

福岡市中央区天神 4-4-30 天神西江ﾋﾞﾙ 4F  (一社)福岡県高圧ガス保安協会内  

092-714-5681 

〒812-0001 

九州地区高圧ガス防災協議会 佐賀県支部 

佐賀市駅前中央 1-7-18 ﾗﾎｰﾙﾋﾞﾙ 3F  (一社)佐賀県 LP ガス協会内  

0952-22-5516 

〒840-0801 

九州地区高圧ガス防災協議会 長崎県支部 

長崎市江戸町 1-15 宮川ﾋﾞﾙ 3F 長崎県高圧ガス保安協会内  

095-827-0014 

〒850-0861 

九州地区高圧ガス防災協議会 熊本県支部 

熊本市中央区南熊本 5-1-1 ﾃﾙｳｪﾙ熊本ﾋﾞﾙ 5F 熊本県高圧ガス保安協会内  

096-373-0766 

〒860-0812 

九州地区高圧ガス防災協議会 大分県支部 

大分市城崎町 2-1-5 司法ﾋﾞﾙ 203 号  (一社)大分県高圧ガス保安協会内  

097-534-0733 

〒870-0045 

九州地区高圧ガス防災協議会 宮崎県支部 

延岡市旭町 2-1-3 旭化成㈱延岡支社 環境安全部内 

0982-21-1964 

〒882-0847 

九州地区高圧ガス防災協議会 鹿児島県支部 

鹿児島市鴨池新町 5-6 鹿児島県ﾌﾟﾛﾊﾟﾝｶﾞｽ会館 2F  (一社)鹿児島県 LPガス協会内  

099-250-2535 

〒890-0064 

＜沖縄県関係＞ 

（一社）沖縄県高圧ガス保安協会 

那覇市小禄 1831-1 沖縄産業支援ｾﾝﾀｰ 706 

098-858-9562 

〒901-0152 

 

 


