
２８．運輸局関係団体等の現況

〔1〕　独立行政法人　自動車技術総合機構

事 業 者 名 称 郵便番号 住　　　　　　　　　　　　　所 電 話 番 号

本 部 160-0003 東京都新宿区本塩町8-2　住友生命四谷ビル4階 03（5363）3441

九 州 検 査 部 813-8577 福岡市東区千早3-10-40 092（673）1268

北九州事務所 800-0211 北九州市小倉南区新曽根4-1 093（473）0483

久留米事務所 830-0052 久留米市上津町2203-290 0942（21）9293

筑 豊 事 務 所 820-0115 飯塚市仁保23-39 0948（82）3382

佐 賀 事 務 所 849-0928 佐賀市若楠2-7-8 0952（30）7230

長 崎 事 務 所 851-0103 長崎市中里町1368 095（839）4769

佐世保事務所 857-1171 佐世保市沖新町5-5 0956（27）8100

厳 原 事 務 所 817-0032 対馬市厳原町久田645-8 0920（52）3133

熊 本 事 務 所 862-0901 熊本市東区東町4-14-35 096（369）3384

大 分 事 務 所 870-0906 大分市大州浜1-1-45 097（558）2071

宮 崎 事 務 所 880-0925 宮崎市本郷北方鵜戸尾2735-3 0985（51）3828

鹿児島事務所 891-0131 鹿児島市谷山港2-4-1 099（261）9133

奄 美 事 務 所 894-0007 奄美市名瀬和光町12-1 0997（52）0858

〔2〕　独立行政法人　自動車事故対策機構

事 業 者 名 称 郵便番号 住　　　　　　　　　　　　　所 電 話 番 号

東京都墨田区錦糸3-2-1

アルカイースト19F

福岡市博多区博多駅南2-1-5　

博多サンシティビル4F

佐賀市駅南本町6-4　

佐賀中央第一生命ビルディング4F

長崎市万才町7-1　

住友生命長崎ビル11F

熊本市中央区花畑町4-7　

朝日新聞第一生命ビルディング6F

大分市都町1-1-23　

住友生命大分ビル5F

宮崎市恒久1丁目7-21

　(社)宮崎県トラック協会総合研修会館2F

鹿児島市新屋敷町16-401　

鹿児島県住宅供給公社ビル

本部 130-0013 03（5608）7560

福岡主管支所 812-0016 092（451）7751

佐賀支所 840-0816 0952（29）9023

長崎支所 850-0033 095（821）8853

熊本支所 860-0806 096（322）5229

大分支所 870-0034 097（534）9341

宮崎支所 880-0913 0985（53）5385

鹿児島支所 892-0838 099（225）0782



〔3〕　日本小型船舶検査機構

事 業 者 名 称 郵便番号 住　　　　　　　　　　　　　所 電 話 番 号

福 岡 支 部 812-0044 福岡市博多区千代6-1-57 092（632）0552

長 崎 支 部 859-0401 長崎県諫早市多良見町化屋1852-2 0957（43）5090

三 角 支 部 869-3207 熊本県宇城市三角町三角浦1160-179 0964（52）3800

大 分 支 部 874-0925 別府市若草町14-4 0977（21）2461

鹿 児 島 支 部 891-0122 鹿児島市南栄6-2-11 099（262）3801

下 関 支 部 752-0953 下関市長府港町1-7 083（245）3241

〔4〕　軽自動車検査協会

事 業 者 名 称 郵便番号 住　　　　　　　　　　　　　所 電 話 番 号

本 部 160-0023
東京都新宿区西新宿3-2-11
　　　　　　　　　　　　　　　　　新宿三井ビル2号館15F

03（5324）6611

福岡主管事務
所

812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2-2-49 050（3816）1750

福岡主管事務所
北 九 州 支 所

800-0205 北九州市小倉南区沼南町3-19-1 050（3816）1751

福岡主管事務所
久 留 米 支 所

830-0052 久留米市上津町字中尾山2199-45 050（3816）1752

福岡主管事務所
筑 豊 支 所

820-0115 飯塚市仁保23-68 050（3816）1753

佐 賀 事 務 所 849-0928 佐賀市若楠2-10-8 050（3816）1754

長 崎 事 務 所 851-0103 長崎市中里町1600-2 050（3816）1755

長 崎 事 務 所
佐 世 保 支 所

857-1171 佐世保市沖新町5-1 050（3816）1756

長 崎 事 務 所
厳 原 分 室

817-0032 対馬市厳原町久田645-8 050（3816）1757

熊 本 事 務 所 862-0902 熊本市東区東本町16-3 050（3816）1758

大 分 事 務 所 870-0108 大分市三佐5-1-27 050（3816）1759

宮 崎 事 務 所 880-0925 宮崎市本郷北方2729-4 050（3816）1760

鹿児島事務所 891-0131 鹿児島市谷山港2-4-38 050（3816）1761

鹿児島事務所
奄 美 分 室

894-0007 奄美市名瀬和光町12-4 050（3816）1762



〔5〕　運輸関係団体一覧

県名 団体名 代表者名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

福岡 (公財)九州運輸振興センター 竹島　和幸 812-0013
福岡市博多区博多駅東3－10－17
陸運会館3F

092(451)0469

福岡 九州地方倉庫業連合会 城野　隆行 812-0034
福岡市博多区下呉服町1－1
日通ビル3F

092(291)8957

福岡 福岡県倉庫協会 城野　隆行 812-0034
福岡市博多区下呉服町1－1
日通ビル3F

092(291)8957

福岡 九州冷蔵倉庫協議会 髙松　浩司 812-0018
福岡市博多区住吉2－16－1
メゾン住吉2F

092(281)0931

福岡 福岡県冷蔵倉庫協会 河合　弘吉 812-0018
福岡市博多区住吉2－16－1
メゾン住吉2F

092(281)0931

福岡 (公社)日本観光振興協会九州支部 石原　進 810-0004
福岡市中央区渡辺通2-1-82
電気ビル共創館7F

092(726)5001

福岡 (公社)福岡県観光連盟 竹島　和幸 812-8577
福岡市博多区東公園7-7
福岡県庁７F

092(645)0019

福岡 (公財)北九州観光コンベンション協会 利島　康司 802-0001
北九州市小倉北区浅野3－８－１
西日本総合展示場　新館2F

093(541)4151

福岡 (公財)福岡観光コンベンションビューロー 藤永　憲一 801-0041
福岡市中央区大名2-5-1
福岡市交通局庁舎4F

092(733)5050

福岡 (一社)日本旅行業協会九州支部 山本　喜則 810-0001
福岡市中央区天神4-4-24
新光ビル3F

092(712)9047

福岡 (一社)福岡県旅行業協会 森岡　敏夫 812-0011
福岡市博多区博多駅前4-8-15
博多鳳城ビル9F

092(452)1222

福岡 (一社)日本ホテル協会九州支部 岩崎　芳太郎 810-0801
福岡市博多区中州5-1-6
博多三八ビル4F

092(262)0009

福岡 日本旅館協会福岡県支部 星野　光威 812-0038
福岡市博多区祇園町2－18－M&R2F
博多旅館ホテル組合内

092(291)1528

福岡 (一社)全日本シティホテル連盟九州支部 日髙　基晶 883-0045
宮崎県日向市本町11-5
日向第一ホテル内

0982(52)8151

福岡 福岡県旅館ホテル生活衛生協同組合 井上　善博 810-0004 福岡市中央区渡辺通5-13-12 セントラルビル202 092-737-5050

福岡 九州鉄道協会 倉富　純男 810-0041
福岡市中央区大名1－4－1
NDビル3F

092(771)3206

福岡 九州鋼索交通協会 佐々木　峻 810-0041
福岡市中央区大名1－4－1
NDビル3F

092(771)3206

福岡 (公社)鉄道貨物協会九州支部 田中 利光 803-0812 北九州市小倉北区室町3－2－57 093(583)6245

福岡 (一財)福岡市交通事業振興会 山本　恭久 810-0041
福岡市中央区大名2－5－31
福岡市交通局内4F

092(741)0151

福岡 九州バス協会 倉富　純男 812-0013
福岡市博多区博多駅東3－10－17
陸運会館5F

092(431)5263

福岡 (一社)福岡県バス協会 倉富　純男 812-0013
福岡市博多区博多駅東3－10－17
陸運会館5F

092(431)9704

福岡 (一社)福岡県貸切バス協会 岩尾　久志 812-0013 福岡市博多区博多駅東3－3－16－307 092(473)6916

福岡 (一社)福岡県第一貸切バス協会 加藤　武昭 834-1213 福岡県八女市黒木町本分1624－7 0943(42)0426

福岡 九州乗用自動車協会 田中　亮一郎 812-0014
福岡市博多区比恵町11－1
福岡タクシー会館ビル4F

092(474)8360

福岡 (一社)福岡県タクシー協会 中井　眞紀 812-0014
福岡市博多区比恵町11－1
福岡タクシー会館ビル4F

092(474)8340

福岡 (一社)福岡市タクシー協会 安川　哲史 812-0014
福岡市博多区比恵町11－1
福岡タクシー会館ビル5F

092(434)5100

福岡 （一社）北九州タクシー協会 田中　亮一郎 802-0076 北九州市小倉北区中島1－18－28－2F 093(551)6784

福岡 福岡県筑後地区タクシー協会 中川　恵司 830-0017
久留米市日吉町18－34
タクシー交通会館

0942(33)8228

福岡 福岡県筑豊地区タクシー協会 嘉久　礼子 820-0013 飯塚市上三緒1－50 0948(22)5702

福岡 (一社)全国個人タクシー協会九州支部 井田　健司 812-0013
福岡市博多区比恵町11－1
福岡タクシー会館ビル3F

092(473)6188

福岡 福岡県個人タクシー協会 出口　健 812-0013
福岡市博多区博多駅東2－8－26
第3白水駅東ビル701

092(471)7550

福岡 九州トラック協会 眞鍋　博俊 812-0013 福岡市博多区博多駅東1－18－8 092(451)7845

福岡 九州地方通運業連盟 関根　章好 812-0034 福岡市博多区下呉服町1－1 092(281)2830

福岡 九州通運業連合会 増井　淳 812-0012 福岡市博多区博多駅中央街5－11 092(411)4814

福岡 九州トラック交通共済協同組合 川口　廣祥 812-0013 福岡市博多区博多駅東1－18－8 092(451)7865

福岡 (公社)福岡県トラック協会 眞鍋　博俊 812-0013 福岡市博多区博多駅東1－18－8 092(451)7878

福岡 (一社)全国霊柩自動車協会九州霊柩自動車協会 廣津　厚 812-0013
福岡市博多区博多駅東1-11-15
博多駅東口ビル805

092(471)1838



県名 団体名 代表者名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

福岡 福岡県霊柩自動車協会 廣津　厚 812-0013
福岡市博多区博多駅東1－11－15
博多駅東口ビル805

092(471)1838

福岡 九州地区レンタカー協会連合会 山浦　隆秀 812-0013
福岡市博多区博多駅東3－10－17
陸運会館1F

092(474)5046

福岡 (一社)福岡県レンタカー協会 山浦　隆秀 812-0013
福岡市博多区博多駅東3－10－17
陸運会館1F

092(474)5046

福岡 (一社)日本自動車連盟九州本部 金野　誠 814-0015 福岡市早良区室見5-12-27 092(841)7676

福岡 (一社)日本陸送協会九州支部 鶴　雅之 812-0051
福岡市東区箱崎ふ頭4-1-28
（株）ロジテム九州（内）

092(631)1901

福岡 (一社)日本自動車車体工業会九州支部 矢野　彰一 811-0123
福岡県糟屋郡新宮町上府北4-2-1
(株)矢野特殊自動車内

092(963)2017

福岡 (一財)日本自動車査定協会福岡県支所 村井　隆介 812-0013
福岡市博多区博多駅東3-10-17
陸運会館5F

092(451)5151

福岡 自動車整備振興会九州連合会 内山　邦彦 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6－7－16 092(641)3171

福岡 (一社)福岡県自動車整備振興会 内山　邦彦 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭6－7－16 092(641)3171

福岡 福岡県自動車販売店協会 金野　誠 813-0044 福岡市東区千早3－9－23 092(681)5963

福岡
(一社)日本中古自動車販売協会連合会
九州連絡協議会

徳永　正義 813-0044
福岡市東区千早3-9-23
交通会館内

092(661)6736

福岡 福岡県中古自動車販売協会 徳永　正義 811-3105 古賀市鹿部348－3 092(944)1101

福岡 (一財)福岡県自動車標板協会 溝上　義則 813-0044
福岡市東区千早3－9－23
福岡交通会館千早新館

092(681)7226

福岡 福岡県軽自動車協会 帆足　達也 812-0051 福岡市東区箱崎ふ頭2－2－51 092(641)0431

福岡 (一社)福岡県自家用自動車協会 石橋　友之祐 813-0044
福岡市東区千早3－9－23
福岡交通会館内

092(681)7166

福岡 九州旅客船協会連合会 竹永　健二郎 812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目10－13
芙蓉ビル3F

092(403)6100

福岡 関門地区旅客船協会 小笠原　朗 812-0013
福岡市博多区博多駅東2丁目10－13
芙蓉ビル3F

092(403)6100

福岡 福岡地区旅客船協会 竹永　健二郎 812-0022
福岡市博多区神屋町1－27
九州郵船(株)内

092(271)1865

福岡 九州地方海運組合連合会 深水　保廣 812-0013
福岡市博多区博多駅東2－10－13
芙蓉ビル3F

092(483)6785

福岡 関門地区海運組合 中津　和也 801-0841
北九州市門司区西海岸1丁目4-20
第一村本ビル5F

093(332)5354

福岡 八幡海運組合 三原　啓嗣 805-0009
北九州市八幡東区宮田町2－18
八幡船舶協業組合ビル2F

093(662)2560

福岡 若松地区海運組合 谷　信次郎 808-0034
北九州市若松区本町1－10－17
上野ビル1F

093(761)3909

福岡 博多地区海運組合 阿利　欽章 812-0032
福岡市博多区石城町12-5
ウインクス石城町

092(271)0678

福岡 九州地方港運協会 野畑　昭彦 801-0852 北九州市門司区港町2－15 093(321)7231

福岡 関門港運協会 野畑　昭彦 801-0852 北九州市門司区港町2－15 093(321)7231

福岡 小倉地区港運協会 徳光　昌己 803-0801 北九州市小倉北区西港町106－3　地先 093(582)6288

福岡 洞海港運協会 鶴丸　俊輔 808-0034
北九州市若松区本町1－13－20
洞海港湾労働者福祉センター内

093(761)3596

福岡 八幡港友会 船方　秀司 805-0009
北九州市八幡東区宮田町2-18
八幡船舶協業組合ビル内

093(616)0961

福岡 苅田地区港運協会 中江　英毅 800-0315
京都郡苅田町港町30－1
苅田港海陸運送(株)内

093(436)0134

福岡 博多港運協会 岩﨑　純 812-0031
福岡市博多区沖浜町4－30
博多中央港湾福祉センター内

092(281)0690

福岡 三池港運協会 谷村　徹 836-0061
大牟田市新港町1
三池港物流(株)内

0944(57)3105

福岡 (一社)北九州港振興協会 利島　康司 801-8555
北九州市門司区西海岸1－2－7
北九州市港湾空港局内

093(321)5900

福岡 (一社)博多港振興協会 渡邊  智大 812-0031
福岡市博多区沖浜町12－1
博多港センタービル6F

092(271)1378

福岡 (一社)日本船主協会九州地区船主会 鶴丸　俊輔 808-0034
北九州市若松区本町1－5－11
鶴丸海運(株)

093(761)5631

福岡 (一社)九州小型船舶工業会 田頭　慎一 801-0841
北九州市門司区西海岸1-4-13
九港ビル4F

093(321)7183

福岡 九州舶用工業会 安武　良祐 812-0043
福岡市博多区堅粕4－1－3
パークコート博多　１F

092(292)1014

福岡 日本舶用機関整備協会九州支部 廣瀬　正也 812-0043
福岡市博多区堅粕4－1－3
パークコート博多　九州舶用工業会内

092(292)1014
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福岡 (一財)日本モーターボート競走会九州支局 森永　洋 810-0001 福岡市中央区天神4－5－15 092(741)6930

福岡 (公社)九州海事広報協会 小笠原　朗 808-0034
北九州市若松区本町1丁目13-20
洞海港湾労働者福祉センター

093(701)7897

福岡 (一財)九州港湾福利厚生協会 野畑　昭彦 801-0834
北九州市門司区本町1－5
PortMoji壱番館6F

093(331)3229

福岡 (一財)新日本検定協会九州事業所 三原　保博 801-0851 北九州市門司区東本町1-6-24 093(321)3164

福岡 (一財)日本穀物検定協会九州支部 坂元　仁志 812-0032 福岡市博多区石城町7-23 092(281)6571

福岡 (一社)日本海事検定協会九州第一事業所 石田　正明 812-0032 福岡市博多区石城町13-19-3F 092(281)0351

福岡 (一社)日本貨物検数協会九州支部 山口　信行 812-0031
福岡市博多区沖浜町12-1
博多港センタービル本館308号室

092(292)4081

福岡 (一社)全日検九州支部 中尾　高 813-0018 福岡市東区香椎浜ふ頭2－3－13 092(663)5755

福岡 (一財)日本海洋レジャー安全・振興協会九州事務所 樋高　誠司 801-0852
北九州市門司区港町6-2
九州ビル内

093(332)1537

福岡 (一財)日本舶用品検定協会福岡支部 圍　　達也 810-0801
福岡市博多区中洲5丁目6番24号
第6ガーデンビル4階

092(261)5177

福岡 船員災害防止協会九州支部 竹永　健二郎 808-0034
北九州市若松区本町1丁目13番20号
洞海港湾労働者福祉センター１Ｆ

093(701)5824

福岡 (株)日本海洋資格センター 中野　隆 812-0011
福岡市博多区博多駅前3－2－1
日本生命博多駅前ビル3階

092(473)5005

福岡 (一財)日本海事協会北九州支部 小橋　修二 802-0014 北九州市小倉北区砂津1-6-21 093(533)7811

福岡 関門水先区水先人会 江口　良一 801-0841 北九州市門司区西海岸1-2-13 093(332)2384

福岡 博多水先区水先人会 山口　正二郎 812-0032
福岡市博多区石城町12－5
ウィンクス石城町3F

092(291)4494

福岡 島原海湾水先区水先人会 栗野　拓朗 836-0061
大牟田市新港町1
三池港物流ビル別館３F

0944(53)1405

福岡 (一財)九州陸運協会 樋口　則幸 812-0013
福岡市博多区博多駅東3－10－17
陸運会館2F

092(451)1751

福岡 (株)福岡交通会館 藤岡　敏博 813-0044 福岡市東区千早3－9－23 092(681)7536

福岡 北九州自動車団体連合会 伊藤　源二 800-0205 北九州市小倉南区沼南町3－20－1 093(473)1230

佐賀 佐賀県倉庫協会 今泉　清美 841-0048
鳥栖市藤木町4－3
鳥栖倉庫(株)本社内

0942(87)7878

佐賀 佐賀県冷蔵倉庫協会 勝屋　弘貞 840-0816
佐賀市駅南本町6-7
第1内田ビル6F

0952(23)5046

佐賀 (一社)佐賀県観光連盟 山口　祥義 840-0041
佐賀市城内1－1－59
県庁5Fおもてなし課内

0952(26)6754

佐賀 (一社)全国旅行業協会佐賀県支部 浦中　憲一郎 849-0928
佐賀市若楠2－10－12
九州陸運協力会館2F

0952(34)2602

佐賀 日本旅館協会佐賀県支部 田中　隆一郎 843-0022 武雄市武雄町武雄7425 0954(28)9150

佐賀 佐賀県旅館ホテル生活衛生協同組合 田中　隆一郎 843-0022 武雄市武雄町武雄7425 0954(28)9150

佐賀 (一社)佐賀県バス・タクシー協会 金子　晴信 849-0928
佐賀市若楠2－7－2
佐賀県交通会館

0952(31)2341

佐賀 佐賀市個人タクシー協同組合 中島　義昭 849-0922 佐賀市高木瀬東3－3－1 0952(32)0017

佐賀 (公社)佐賀県トラック協会 馬渡　雅敏 849-0921 佐賀市高木瀬西3－1－20 0952(30)3456

佐賀 佐賀県霊柩自動車協会 植田　一真 845-0022
佐賀県小城市三日月町久米２１３４－１
（株）黄城内

0952(73)3938

佐賀 佐賀県レンタカー協会 秋葉　秀則 849-0928
佐賀市若楠2－7－2
佐賀県交通会館

0952(30)5552

佐賀 (一社)佐賀県自動車整備振興会 福岡　龍一郎 849-0928 佐賀市若楠2－10－10 0952(30)8181

佐賀 佐賀県自動車販売店協会 前田　博憲 849-0928 佐賀市若楠2－7－1 0952(31)1335

佐賀 佐賀県中古自動車販売協会 田中　新二 849-0921 佐賀市高木瀬西1－4－5 0952(30)5625

佐賀 佐賀県軽自動車協会 西川　将昭 849-0928 佐賀市若楠2－10－7 0952(30)8442

佐賀 (一社)佐賀県自家用自動車協会 中野　武志 849-0928
佐賀市若楠2－7－2
佐賀県交通会館

0952(30)5552

佐賀 佐賀県旅客船協会 中道　清成 847-0875
唐津市西唐津1丁目6151-5　（株）唐津シーライン
気付

0955(73)4431

佐賀 佐賀県海運組合 宗田　銀也 847-0873 唐津市海岸通7182－214 0955(72)2530
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佐賀 佐賀地区港運協会 今泉　清美 849-4256
伊万里市山代町久原2982
(株)奈雅井内

0955(28)2127

長崎 長崎県倉庫協会 　宏成 850-0035
長崎市元船町14－38
長崎倉庫㈱内

095(823)4590

長崎 長崎県冷蔵倉庫協会 阿部　浩明 851-2211 長崎市京泊3丁目3－1－B－1 095(850)8501

長崎 (一社)長崎県観光連盟 宮脇　雅俊 850-8570
長崎市尾上町3番1号
長崎県庁5階

095(895)2647

長崎 (一社)長崎国際観光コンベンション協会 村木　昭一郎 850-0862
長崎市出島町1－1
長崎出島ワーフ2F

095(823)7423

長崎 (公財)佐世保観光コンベンション協会 飯田　満治 857-0863
佐世保市三浦町21－1
JR佐世保駅構内

0956(23)3369

長崎 (一社)全国旅行業協会長崎県支部 岩本　公明 850-0874
長崎市魚の町3－33
長崎県建設総合会館4F

095(825)2100

長崎 日本旅館協会長崎県支部 小林　秀顕 850-0875
長崎市栄町5－5　FM長崎ビル2F
長崎県旅館ホテル生活衛生同業組合内

095(821)3544

長崎 長崎県旅館ホテル生活衛生協同組合 村木　營介 850-0875 長崎市栄町5－5　FM長崎ビル2F 095(821)3544

長崎 (一社)長崎県バス協会 嶋崎　真英 850-0032
長崎市興善町4－6
伊野ビル5F

095(822)9018

長崎 (一社)長崎県タクシー協会 四元　永生 851-0103
長崎市中里町1576－6
長崎県自動車協会会館2F

095(838)2664

長崎 長崎県個人タクシー協会 嶋田　志可夫 850-0834 長崎市上小島4-4-20 095(827)5390

長崎 (公社)長崎県トラック協会 馬場　邦彦 851-0131 長崎市松原町2651－3 095(838)2281

長崎 長崎県霊柩自動車協会 為永　伸夫 856-0833
大村市片町92
㈱為永内

0957(53)5175

長崎 （一社）長崎県レンタカー協会 吉本　明浩 851-0103
長崎市中里町1576－6
長崎県自動車協会会館2F

095(837)8610

長崎 (一社)長崎県自動車整備振興会 川上　清記 851-0103 長崎市中里町1576－2 095(839)1177

長崎 長崎県自動車販売店協会 円田　浩司 851-0103
長崎市中里町1576－7
自販連会館内

095(839)2611

長崎 長崎県中古自動車販売協会 東　明彦 856-0007 大村市草場町512－3 0957(55)1133

長崎 (一社)長崎県自動車協会 嶋崎　真英 851-0103
長崎市中里町1576－6
長崎県自動車協会会館1F

095(838)2244

長崎 (一社)佐世保自動車協会 川添　忠彦 857-1171 佐世保市沖新町5－1 0956(32)2101

長崎 長崎県軽自動車協会 豊田　章夫 851-0103 長崎市中里町1590－3 095(838)3244

長崎 長崎旅客船協会 村木　昭一郎 850-0035
長崎市元船町16－12
九州商船ビル3F

095(822)1300

長崎 佐世保旅客船協会 木原　廣道 857-0855
佐世保市新港町8－1
新みなとターミナル1F

0956(22)6575

長崎 壱岐地区海運組合 田中　弁治 811-5136 長崎県壱岐市郷ノ浦町片原触253－7 0920(47)0681

長崎 壱岐汽船海運組合 岡村　安一郎 811-5214 長崎県壱岐市石田町印通寺浦目坂471－4 0920(44)6130

長崎 長崎地区海運組合 日向　啓 850-0035 長崎市元船町6-6 095(822)0946

長崎 佐世保地区海運組合 大坪　武士 857-0855
佐世保市新港町8－23
鯨瀬ターミナル3F

0956(23)6218

長崎 長崎港運協会 中部　憲一郎 850-0961 長崎市小ヶ倉町3－76－120 095(834)5255

長崎 佐世保港運協会 辻　宏成 857-0852 佐世保市干尽町5－27 0956(59)6260

長崎 (一社)日本海事代理士会九州支部 岩本　直登 857-0852 佐世保市干尽町2番3号 0956(34)7516

長崎 (一財)日本海事協会長崎支部 西橋　隆嗣 850-0033 長崎市万才町3番35号 095(822)3261

長崎 (一財)日本海事協会佐世保支部 西橋　隆嗣 857-0863 佐世保市三浦町20－19 0956(25)0745

長崎 長崎水先区水先人会 西浦　恒栄 850-0843
長崎市常盤町1－60
長崎港常磐ターミナルビル2F

095(823)6465

長崎 佐世保水先区水先人会 峯　寛 857-0876
佐世保市塩浜町6番2号
諸隈商事塩浜ビル2F

0956(22)9059

熊本 熊本県倉庫協会 倉岡　俊弘 862-8635
熊本市南区流通団地2－20－3
九州産交運輸ビル３階

096(379)3727

熊本 熊本県冷蔵倉庫協会 牛島　弘一 861-4212
熊本市南区城南町築地624-19
日豊食品工業㈱内

0964(28)6002

熊本 （公社）熊本県観光連盟 矢田　素史 862-0950
熊本市中央区水前寺6丁目5-19
熊本県庁会議棟１号館３階

096（382）2660
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熊本 (一財)熊本国際観光コンベンション協会 吉丸　良治 860-0804
熊本市中央区辛島町8－23
桜ビル辛島町3F

096(359)1788

熊本 (一社)全国旅行業協会熊本県支部 松嶋　洋 862-0954
熊本市中央区神水1-8-8
フォレストビル802

096（234）8946

熊本 日本旅館協会熊本県支部 小山　真司 860-0017
熊本市中央区練兵町45　早野ビル2F
熊本県旅館ホテル生活衛生同業組合内

096(353)2897

熊本 熊本県旅館ホテル生活衛生協同組合 西上　佳孝 860-0017 熊本市中央区練兵町45　早野ビル2F 096(353)2897

熊本 (一社)熊本県バス協会 岩田　昭彦 860-0806
熊本市中央区花畑4-1
太陽生命熊本第2ビル9階

096(352)9694

熊本 (一社)九州タクシー無線協会 稲葉　伸一郎 860-0805
熊本市中央区桜町2－17
第2甲斐田ビル4階

096(353)3916

熊本 (一社)熊本県タクシー協会 石﨑　公士 862-0901
熊本市東区東町4-14-31
熊本県タクシー会館

096(368)4101

熊本 熊本県個人タクシー協会 秦　英房 862-8018 熊本市東区下南部町3－6－31 096(389)4186

熊本 (公社)熊本県トラック協会 住永　豊武 862-0901 熊本市東区東町4－6－2 096(369)3968

熊本 （一社）全国霊柩自動車協会　熊本県支部 瓜生田　孝和 860-0051
熊本市西区二本木10－1
(有)青木葬儀社内

096(353)5341

熊本 （一社）熊本県レンタカー協会 永島　賢治 862-0901
熊本市東区東町4－14－8
熊本県自動車会館3階

096(367)3675

熊本 (一社)熊本県自動車整備振興会 齊藤　直信 862-0901
熊本市東区東町4－14－8
熊本県自動車会館1階

096(369)1441

熊本 熊本県自動車販売店協会 齊藤　直信 862-0901
熊本市東区東町4－14－8
熊本県自動車会館2階

096(365)0638

熊本 熊本県中古自動車販売協会 永松　守 862-0901
熊本市東区東町4－14－8
熊本県自動車会館2階

096(369)6011

熊本 (一社)熊本県自動車標板協会 石﨑　公士 862-0901 熊本市東区東町4－14－36 096(367)1656

熊本 熊本県軽自動車協会 中江　直紀 862-0901 熊本市東区東本町16－3 096(369)7920

熊本 (一社)熊本県自家用自動車協会 北澤　卓 862-0901
熊本市東区東町4－14－8
熊本県自動車会館1階

096(369)5345

熊本 熊本旅客船協会 井手　雅夫 869-3207 宇城市三角町三角浦1160－177 0964(52)2303

熊本 熊本県海運組合 深水　保廣 861-6102 上天草市松島町合津無番地 0969(56)2928

熊本 三角港湾運送協会 分造　一義 869-3207
宇城市三角町三角浦1159－3
三角海運㈱内

0964(53)1333

熊本 八代港運協会 松木　喜一 866-0033
八代市港町69－4
八代港湾労働者福祉センター内

0965(37)1578

熊本 水俣港運協会 野口　広己 867-0035
水俣市月浦54－172
南九州センコー㈱港湾営業所内

0966(63)411１

大分 大分県倉庫協会 豊田　俊郎 870-0026
大分市金池町2－11－1
日本通運(株)大分支店内

097(532)3779

大分 大分県冷蔵倉庫協会 奥村　元一 812-0018
(事務局)福岡市博多区住吉2－16－1
メゾン住吉2F

092(281)0931

大分 (公社)ツーリズムおおいた 幸重　綱二 870-0029
大分市高砂町2-50
OASISひろば21　3F

097(536)6250

大分 (一社)豊の国千年ロマン観光圏 田北　浩司 874-0926
別府市京町11-8
APU PLAZA OITA  1F

0977(85)8511

大分 (一社)全国旅行業協会大分県支部 土師　隆富 870-0821
大分市志手1組－3
サザン・ブライト志手102号

097(573)5522

大分 日本旅館協会九州支部連合会 桑野　和泉 874-0920
別府市北浜2－10－19　グランメールビル4F
大分県旅館ホテル生活衛生同業組合内

0977(22)0401

大分 日本旅館協会大分県支部 西田　陽一 874-0920
別府市北浜2－10－19　グランメールビル4F
大分県旅館ホテル生活衛生同業組合内

0977(22)0401

大分 大分県旅館ホテル生活衛生協同組合 西田　陽一 874-0920 別府市北浜2－10－19　グランメールビル4F 0977(22)0401

大分 (一社)大分県バス協会 杉原　正晴 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館3F

097(558)3946

大分 (一社)大分県タクシー協会 漢　二美 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館3F

097(558)5759

大分 大分県個人タクシー協会 佐藤　博義 870-0906
大分市大洲浜1丁目1番5号
大分陸運会館2階

097(558)4198

大分 (公社)大分県トラック協会 仲　　浩 870-0905 大分市向原西1－1－27 097(558)6311

大分 （一社）大分県レンタカー協会 武内　竜一郎 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館2F

097(553)5333

大分 (一社)大分県自動車整備振興会 渡邉　教和 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館1F

097(551)3311

大分 大分県自動車販売店協会 橋本　仁 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館1F

097(558)7791



県名 団体名 代表者名 郵便番号 所　　在　　地 電話番号

大分 大分県中古自動車販売協会 長野　浩二 870-1117 大分市高江西1丁目4323－14 097(535)8555

大分 大分県軽自動車協会 坂本　浩一 870-0108 大分市三佐5－1－27 097(524)0222

大分 (一社)大分県自家用自動車協会 山名　義弘 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館3F

097(552)0736

大分 大分県旅客船協会 三重野　雄資 879-2201
大分市大字佐賀関750
国道九四フェリー(株)内

097(575)2340

大分 大分県海運組合 木許　直樹 870-0932
大分市東浜1-4-12
晃亜ビル205

097(599)5655

大分 津久見地区海運組合 佐藤　公一 879-2442
津久見市港町8－6
津久見港湾会館1F

0972(82)3484

大分 大分県港運協会 疋田　智昭 870-0266
大分市大字大在6
大分国際貿易センター2F

097(592)4325

大分 津久見港運協会 佐藤　公一 879-2442
津久見市港町7-17
大分海運(株)内

0972(82)3138

大分 (一財)日本海事協会臼杵支部 小林　敬幸 875-0041 臼杵市大字臼杵字洲崎72-276 0972(62)2304

大分 (一財)大分県自動車会議所 漢　二美 870-0907
大分市大津町3－4－13
大分県交通会館4F

097(551)9008

宮崎 宮崎県倉庫協会 坂本　浩明 880-0812
宮崎市高千穂通2丁目6番18号 NMビル9階
日本通運(株)宮崎支店内

0985-22-2182

宮崎 宮崎県冷蔵倉庫協会 長浜　透 812-0018
(事務局)福岡市博多区住吉2－16－1
メゾン住吉2F

092(281)0931

宮崎 (公財）宮崎県観光協会 米良　充典 880-0811
宮崎市錦町1-10
宮崎グリーンスフィア壱番館3F

0985(26)6100

宮崎 (一社)全国旅行業協会宮崎県支部 後口　昌賢 880-0832
宮崎市稗原町1－1
ユタカビル202号室

0985(29)8588

宮崎 日本旅館協会宮崎県支部 冨森　信作 880-0811
宮崎市錦町1－10　宮崎グリーンスフィア壱番館７F
宮崎県ホテル旅館生活衛生同業組合内

0985(24)4730

宮崎 宮崎県ホテル旅館生活衛生協同組合 有田　恒雄 880-0811 宮崎市錦町1－10　宮崎グリーンスフィア壱番館７F 0985(24)4730

宮崎 (一社)宮崎県バス協会 川端　史敏 880-0902
宮崎市大淀4－5－3
南宮崎駅前ビル1号館3F

0985(51)0158

宮崎 (一社)宮崎県タクシー協会 吉本　悟朗 880-0925 宮崎市本郷北方字鵜戸尾2735－24 0985(51)8081

宮崎 宮崎県個人タクシー事業協同組合 高山　恒男 880-0911 宮崎市大字田吉2439－12 0985(52)2181

宮崎 (一社)宮崎県トラック協会 牧田　信良 880-8519 宮崎市恒久1－7－21 0985(53)6767

宮崎 宮崎県霊柩自動車協会 宮内　裕一 880-0852
宮崎市高洲町40-1
(株)ふじもと美誠堂内

0985(41)5256

宮崎 宮崎県レンタカー協会 内田　厚生 880-0925
宮崎市本郷北方鵜戸尾2735－5
宮崎陸運会館2F

0985(52)5064

宮崎 (一社)宮崎県自動車整備振興会 菊池　良和 880-0925 宮崎市本郷北方鵜戸尾2735－7 0985(51)5008

宮崎 宮崎県自動車販売店協会 佐土嶋　恒夫 880-0925 宮崎市本郷北方鵜戸尾2735－25 0985(51)8255

宮崎 宮崎県中古自動車販売協会 黒木　嘉興 880-2211 宮崎市高岡町花見1714－2 0985(82)3311

宮崎 宮崎県軽自動車協会 上杉　義則 880-0925 宮崎市本郷北方鵜戸尾2729－31 0985(51)3070

宮崎 (一社)宮崎県自家用自動車協会 齋藤　光弘 880-0925 宮崎市本郷北方字鵜戸尾2735-26 0985(63)1233

宮崎 宮崎県旅客船協会 穐永　一臣 880-0858
宮崎市港3－14
宮崎カーフェリー(株)内

0985(29)8010

宮崎 細島地区海運組合 中谷　圭五 883-0062
日向市大字日知屋字新開第3区
細島港湾福祉センター1F

0982(52)6832

宮崎 日南地区海運組合 宮田　真一郎 887-0001
日南市油津3－11－17
油津海友会館内

0987(23)6815

宮崎 細島港運協会 重留　正一郎 883-0062
日向市大字日知屋字新開第3区
細島港湾福祉センター1F

0982(52)6832

宮崎 日南地区港運協会 宮﨑　幸司 887-0041
日南市吾田東2-6-1
日本通運(株)日南支店海運課内

0987(23)2171

宮崎 細島水先区水先人会 藤瀬　一則 883-0021 日向市財光寺1825番地5-201 0982(52)2962

鹿児島 鹿児島県倉庫協会 大津　学 892-0823
鹿児島市住吉町２－１５
綾ビル２F　２０３号

099(224)3641

鹿児島 (一社)鹿児島県冷蔵倉庫協会 永井　秀樹 892-0823
鹿児島市住吉町7－9
鹿児島船用品ビル3F

099(222)7069

鹿児島 (公社)鹿児島県観光連盟 池畑　憲一 892-0821
鹿児島市名山町9－1
鹿児島県産業会館内

099(223)5771

鹿児島 (公財)鹿児島観光コンベンション協会 森　博幸 890-0053
鹿児島市中央町10番地
キャンセ7F

099(286)4700
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鹿児島 (一社)全国旅行業協会鹿児島県支部 村尾　弘行 892-0816
鹿児島市山下町17－5
第一輝国ビル2

099(225)8901

鹿児島 日本旅館協会鹿児島県支部 湯通堂　温 892-0821
鹿児島市名山町4－21 鹿児島旅館会館２Ｆ
鹿児島県ホテル旅館生活衛生同業組合内

099(222)0180

鹿児島 鹿児島県ホテル旅館生活衛生協同組合 淵村文一郎 892-0821 鹿児島市名山町4－21 鹿児島旅館会館２Ｆ 099(222)0180

鹿児島 (公社)鹿児島県バス協会 岩崎　芳太郎 890-0064
鹿児島市鴨池新町12－12
第2岩崎ビル 5F

099(252)8670

鹿児島 九州乗用自動車協会 羽仁　正次郎 892-0836 鹿児島市錦江町11-49 099(222)3255

鹿児島 (一社)鹿児島県タクシー協会 羽仁　正次郎 892-0836
鹿児島市錦江町11－49
鹿児島県タクシー会館

099(222)3255

鹿児島 鹿児島県個人タクシー協会 末吉　永一 890-0061 鹿児島市天保山町20－24 099(252)6027

鹿児島 (公社)鹿児島県トラック協会 鳥部　敏雄 891-0131 鹿児島市谷山港2－4－15 099(261)1167

鹿児島 鹿児島県霊柩自動車協会 米丸　五男 891-0131
鹿児島市谷山港2－4－2
九州陸運協会内

099(261)7420

鹿児島 鹿児島県レンタカー協会 平川　忠幸 891-0131
鹿児島市谷山港2－4－10
鹿児島県陸運会館内

099(261)6706

鹿児島 (一社)鹿児島県自動車整備振興会 豊平　悦郎 891-0131 鹿児島市谷山港2－4－16 099(261)8515

鹿児島 鹿児島県自動車販売店協会 諏訪　秀治 891-0131
鹿児島市谷山港2－4－9
鹿児島県自動車会館内

099(262)0011

鹿児島 鹿児島県中古自動車販売協会 新園　康男 891-0131
鹿児島市谷山港2－4－10
鹿児島県陸運会館内

099(261)8521

鹿児島 (一財)鹿児島県自動車標板協会 本田　和久 891-0131 鹿児島市谷山港2－4－40 099(261)8566

鹿児島 (一社)奄美自動車連合会 和　正巳 894-0007 奄美市名瀬和光町12－3 0997(52)1900

鹿児島 (一社)奄美大島自動車整備振興会 上田　裕二 894-0007 奄美市名瀬和光町12－2 0997(52)1496

鹿児島 鹿児島県軽自動車協会 岩島　達郎 891-0131 鹿児島市谷山港2－4－42 099(262)4011

鹿児島 (一社)鹿児島県自家用自動車協会 近藤　健 891-0131
鹿児島市谷山港2－4－10
鹿児島県陸運会館内

099(261)9155

鹿児島 鹿児島県旅客船協会 有村　和晃 892-082２
鹿児島市泉町16-4
産業ビル505号室

099(222)2352

鹿児島 鹿児島内航海運組合 原田　勝弘 892-0823
鹿児島市住吉町13－6
鹿児島荷役海陸運輸2F

099(222)8617

鹿児島 鹿児島港運協会 大西　英二朗 892-0835
鹿児島市城南町22－1
鹿児島港湾福祉センター

099(226)2611

鹿児島 名瀬港運協会 叶　隆典 894-0035
奄美市名瀬塩浜町2278-1
名瀬港湾センター2F

0997(52)0088

鹿児島 鹿児島県水先区水先人会 橋之口　勉 891-0122
鹿児島市南栄5－10－8
第5ケイエスビル2F

099(260)7707

山口 (一財)開門海技協会 大神　肇 750-0066 下関市東大和町2－3－25 083(266)4029

山口 山口県倉庫協会 喜多村　誠 750-0066
下関市東大和町1－4－40
下関港湾福祉センター2F

083(261)0570

山口 山口県冷蔵倉庫協会 森藤　武文 750-0017
下関市細江新町3-20
(株)ﾆﾁﾚｲ・ﾛｼﾞｽﾃｨｸｽ九州下関埠頭物流ｾﾝﾀｰ内

083(242)0888

山口 全国内航タンカー海運組合西部支部 阿部　和久 750-0017
下関市細江新町1-1
下関海運ビル

083(223)8425

山口 宇部地区海運組合 濱野　善正 755-0027
宇部市港町1－5－5
宇部興産海運(株)海運本部内

0836(34)0136

山口 宇部港運協会 藏内　隆文 755-0044
宇部市新町12－2
宇部新町港湾労働者休憩所内

0836(31)3902

山口 小野田港運協会 佐々木哲夫 756-0834
山陽小野田市大字小野田6289－1
共同産業(株)内

0836(83)3500

山口 下関港運協会 米田　亘宏 750-0066
下関市東大和町1－4－40
下関港湾福祉センター内

083(266)0845

山口 九州船舶電装協議会 鷹野　完司 750-0067
下関市大和町1-11-13
東洋エス・イー(株)内

083(266)4111


