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資料編 
 

１ 関係機関の連絡窓口 

 

 (1) 指定行政機関等 

名称 担当部署 所在地 

内閣府 大臣官房企画調整課 東京都千代田区永田町１－６－１ 

国家公安委員会 連絡先は警察庁と同様 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

警察庁 警備局警備企画課 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

金融庁 総務企画局政策課 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

消費者庁 総務課 
東京都千代田区永田町２－１１－１ 

山王パークタワー 

総務省 大臣官房総務課 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

消防庁 国民保護・防災部防災課国民保護室 東京都千代田区霞が関２－１－２ 

法務省 大臣官房 秘書課政策評価企画室 東京都千代田区霞が関１－１－１ 

公安調査庁 総務部総務課 東京都千代田区霞が関１－１－１ 

外務省 大臣官房総務課危機管理調整室 東京都千代田区霞が関２－２－１ 

財務省 大臣官房総合政策課 企画官室 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

国税庁 長官官房総務課 東京都千代田区霞が関３－１－１ 

文部科学省 
大臣官房文教施設企画部 

施設企画課防災推進室 
東京都千代田区丸の内２－５－１ 

文化庁 連絡先は文部科学省と同様 東京都千代田区丸の内２－５－１ 

厚生労働省 社会・援護局総務課 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

農林水産省 総合食料局食料企画課 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

林野庁 連絡先は農林水産省と同様 東京都千代田区霞が関１－２－１ 
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名称 担当部署 所在地 

水産庁 連絡先は農林水産省と同様 東京都千代田区霞が関１－２－１ 

経済産業省 連絡先は原子力安全・保安院と同様 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

資源エネルギー庁 総合政策課 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

中小企業庁 
長官官房 

官房参事官室 
東京都千代田区霞が関１－３－１ 

原子力・保安院 企画調整課 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

国土交通省 危機管理室 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

国土地理院 総務部総務課 茨城県つくば市北郷１ 

気象庁 総務部総務課 東京都千代田区大手町１－３－４ 

海上保安庁 総務部国際・危機管理官 東京都千代田区霞が関２－１－３ 

環境省 大臣官房総務課 東京都千代田区霞が関１－２－２ 

防衛省 運用企画局事態対処課 東京都新宿区市谷本村町５－１ 
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 (2) 国の関係出先機関（指定地方行政機関・自衛隊等） 

名称 担当部署 所在地 

九州管区警察局 広域調整部広域調整第二課 福岡市博多区東公園７番７号 

九州総合通信局 総務課 
熊本県熊本市二の丸１－４ 

（熊本合同庁舎２号館） 

九州財務局 総務部総務課 熊本県熊本市二の丸１番２号 

福岡財務支局 総務課 
福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

（福岡合同庁舎） 

門司税関 総務部総務課総務第一係 
北九州市門司区西海岸１－３－１０ 

（門司港港合同庁舎内） 

原子力事務所 
研究開発局開発企画課 

立地地域対策室 
東京都千代田区丸の内２－５－１ 

九州厚生局 総務課 
福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 

（福岡第２合同庁舎２階） 

福岡労働局 総務課 
福岡市博多区博多駅東 ２－１１－１ 

（福岡合同庁舎） 

九州農政局 企画調整室 熊本県熊本市二の丸１－２（熊本合同庁舎） 

九州森林管理局 企画調整室 熊本県熊本市京町本丁２－７ 

九州経済産業局 総務企画部総務課 
福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

（福岡合同庁舎本館） 

九州産業保安監督部 管理課 
福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

（福岡第１合同庁舎８階） 

九州地方整備局 企画部防災課 福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 

九州運輸局 総務部総務課 福岡市博多区博多駅東２－１１－１ 

大阪航空局 総務部航空保安対策課 大阪府大阪市中央区大手前４－１－７６ 

 

 
福岡航空交通管制部  総務課 福岡市東区大字奈多字小瀬抜１３０２－１７ 

福岡管区気象台 総務部総務課 福岡市中央区大濠１－２－３６ 

第七管区海上保安本部 総務部総務課 北九州市門司区西海岸１－３－１０ 

九州地方環境事務所 総務課 熊本県熊本市尾ノ上１－６－２２ 

九州防衛局 企画部地方調整課 
福岡市博多区博多駅東２－１０－７ 

（福岡第２合同庁舎） 
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名称 担当部署 所在地 

福岡地方協力本部 総務課総務計画班 福岡市博多区竹丘町１－１２ 

 

 

部隊等の長及び窓口 区分 所在地 

西部方面総監 

西部方面総監部防衛部 
陸上自衛隊 熊本県熊本市東町１－１－１ 

第４師団長 

第４師団司令部第３部 
陸上自衛隊 春日市大和町５－１２ 

佐世保地方総監 

佐世保地方総監部第３幕僚室 
海上自衛隊 長崎県佐世保市平瀬町１８番地 

西部航空方面隊司令官 

西部航空方面隊司令部防衛部 
航空自衛隊 春日市原町３－１－１ 
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 (3) 関係指定公共機関 

 

所管 

省庁 
名称 担当部署 所在地 

国土交通省 
独立行政法人海上技術

安全研究所 
企画部企画課 東京都三鷹市新川６－３８－１ 

国土交通省 
独立行政法人海上災害

防止センター 
総務部総務課  

横浜市西区みなとみらい３－３－１ 

三菱重工横浜ビル 

国土交通省 
独立行政法人建築研究

所 
企画部企画調査課 茨城県つくば市立原１番地 

経済産業省 
独立行政法人原子力安

全基盤機構 
防災支援部計画グループ 東京都港区虎ノ門３丁目１７－１ 

国土交通省 
独立行政法人港湾空港

技術研究所 
企画管理部企画課 神奈川県横須賀市長瀬３－１－１ 

厚生労働省 
独立行政法人国立病院

機構 
本部総務部総務課 東京都目黒区東が丘２－５－２１ 

経済産業省 
独立行政法人産業技術

総合研究所 
企画本部 東京都千代田区霞が関１－３－１ 

文部科学省 
独立行政法人日本原子

力研究開発機構 
研究開発局原子力研究開発課 東京都千代田区丸の内２－５－１ 

経済産業省 
独立行政法人情報処理

推進機構 
セキュリティセンター 東京都文京区本駒込２－２８－８ 

総務省 

 

独立行政法人情報通信

研究機構 
総合企画部企画戦略室 東京都小金井市貫井北町４－２－１ 

農林水産省 
独立行政法人森林総合

研究所 
総務部総務課 茨城県つくば市松の里１ 

農林水産省 
独立行政法人水産総合

研究センター 
総務部総務課 

神奈川県横浜市西区みなとみらい２－３

－３クイーンズタワーＢ １５Ｆ 

国土交通省 
独立行政法人土木研究

所 
企画部研究企画課 茨城県つくば市南原１－６ 

農林水産省 
独立行政法人農業・食品

産業技術総合研究機構 
総合企画調整部企画調整室 茨城県つくば市観音台３－１－１ 

文部科学省 
独立行政法人放射線医

学総合研究所 
研究振興局基礎基盤研究課 東京都千代田区丸の内２－５－１ 

国土交通省 
独立行政法人水資源機

構 
総務部総務課 埼玉県さいたま市中央区新都心１１－２ 

金融庁 日本銀行 決済機構局業務継続計画担当 
東京都中央区日本橋本石町２－１－１ 

 

厚生労働省 日本赤十字社 救護・福祉部 救護課 
東京都港区芝大門１－１－３ 

 

総務省 日本放送協会  報道局気象・災害センター 東京都渋谷区神南２－２－１ 



118 

 

 

所管 

省庁 
名称 担当部署 所在地 

総務省 郵便事業株式会社 本社ＣＳＲ室 東京都千代田区霞が関１－３－２ 

国土交通省 
西日本高速道路株式会

社 
管理事業部事業統括チーム 

大阪府大阪市北区堂島１－６－２０ 

堂島アバンザ 

国土交通省 九州旅客鉄道株式会社 総務部総務課 福岡市博多区博多駅前３－２５－２１ 

国土交通省 日本貨物鉄道株式会社 
総合企画本部経営企画部 

企画・経営計画グループ 
東京都千代田区飯田橋３－１３－１ 

総務省 日本電信電話株式会社 第二部門 災害対策室 
東京都千代田区大手町２－３－１ 

逓信ビル７Ｆ 

総務省 
西日本電信電話株式会

社 
基盤サービス部災害対策室 大阪府大阪市中央区馬場町３－１５ 

経済産業省 九州電力株式会社 
総務部 

管理グループ 
福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 

経済産業省 西部瓦斯株式会社 総務広報部 福岡市博多区千代１－１７－１ 

国土交通省 
オーシャン東九フェリー株

式会社 
北九州本店 北九州市門司区新門司北１－１２ 

国土交通省 
株式会社名門大洋フェリ

ー 
取締役営業統括部長  大阪府大阪市西区江戸堀１－９－６ 

国土交通省 阪九フェリー株式会社 常務取締役 北九州市門司区新門司北１－１ 

国土交通省 
ジェイアール九州バス株

式会社 
営業企画部 福岡市博多区堅粕２－２２－２ 

国土交通省 佐川急便株式会社 労務運行管理部 
京都府京都市南区上鳥羽角田町６８番

地 

国土交通省 西濃運輸株式会社 営業企画管理室 岐阜県大垣市田口町１番地 

国土交通省 日本通運株式会社 
作業管理部広域自動車輸送専

任 
東京都港区東新橋１－９－４ 

国土交通省 福山通運株式会社 社長室ＣＳＲ推進室 東京都江東区越中島３－６－１５ 

国土交通省 ヤマト運輸株式会社 社会貢献部 東京都中央区銀座２－１６－１０ 
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所管 

省庁 

名称 

 

担当部署 

 

所在地 

 

国 土 交 通

省 
エアーネクスト株式会社 

ANA福岡支店 総務課 

（第１連絡先） 

NXA業務部業務課 

（第２連絡先） 

福岡市中央区天神１－１２－１４ 

紙与渡辺ビル 

福岡市博多区下臼井７６７－１  

福岡空港第２ターミナルビル内 

国 土 交 通

省 

株式会社ジャルエクスプレ

ス 
㈱日本航空経営企画室 

東京都品川区東品川２－４－１１ 

 

国 土 交 通

省 
日本航空株式会社 ㈱日本航空経営企画室 

東京都品川区東品川２－４－１１ 

 

国 土 交 通

省 

スカイマークエアラインズ株

式会社 
経営企画室 

東京都港区浜松町１－３０－５ 

浜松町スクエア１２階 

国 土 交 通

省 
全日本空輸株式会社 

ANA福岡支店 総務課 

（第１連絡先） 

ANA福岡空港支店 総務課 

（第２連絡先） 

福岡市中央区天神１－１２－１４ 

紙与渡辺ビル 

福岡市博多区下臼井７６７－１  

福岡空港内 

国 土 交 通

省 

日本トランスオーシャン航

空株式会社 

㈱日本航空経営企画室 

 

東京都品川区東品川２－４－１１ 

 

国 土 交 通

省 
西日本旅客鉄道株式会社 

経営企画本部経営企画グルー

プ 

大阪府大阪市北区芝田２－４－２４ 

 

国 土 交 通

省 
西日本鉄道株式会社 総務部庶務課 

福岡市中央区天神１－１１－１７ 

福岡ビル５Ｆ 

国 土 交 通

省 
井本商運株式会社 営業部 

兵庫県神戸市中央区京町７０ 

 

国 土 交 通

省 
川崎近海汽船株式会社 総務部 

東京都千代田区霞が関１－４－２ 

大同生命霞ヶ関ビル 

総務省 
エヌ・ティ・ティ・コミュニケー

ションズ株式会社 

ネットワーク事業部 統合ネット

ワーク部（危機管理） 

東京都千代田区内幸町２－１－１ 

飯野ビル２階２０１ 

総務省 ＫＤＤＩ株式会社 福岡テクニカルセンター 
福岡市中央区長浜２－３－９ 

福岡第二ＮＣビル 

総務省 
ソフトバンクテレコム株式会

社 
総務部 

東京都港区東新橋１－９－１ 

東京汐留ビルディング 

総務省 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ 
災害対策室 

東京都千代田区永田町２－１１－１ 

山王パークタワー３５Ｆ 

総務省 
株式会社エヌ・ティ・ティ・ド

コモ九州 
災害対策室 

福岡市中央区舞鶴２－３－１ 

ドコモ九州舞鶴ビル 

総務省 
ソフトバンクモバイル株式

会社 
コーポレートセキュリティ室 

東京都港区東新橋1-9-1 

東京汐留ビルディング 
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 (4) 指定地方公共機関 

 

名称 担当部署 所在地 

大牟田瓦斯株式会社 工務部 大牟田市泉町４－５ 

西日本ガス株式会社 企画部 柳川市新外町８９－２ 

筑紫ガス株式会社 総務課 筑紫野市紫２－１２－１０ 

直方ガス株式会社 工務部 直方市新町２－５－２２ 

飯塚ガス株式会社 総務部 飯塚市横田６７７－２ 

高松ガス株式会社 総務主任 遠賀郡水巻町頃末北４－６－１ 

社団法人福岡県ＬＰガス協会 事務局 福岡市博多区山王１－１０－１５ 

平成筑豊鉄道株式会社 総務課 田川郡福智町金田１１４５－２ 

筑豊電気鉄道株式会社 総務課 中間市鍋山町１－６ 

甘木鉄道株式会社 運輸部 朝倉市甘木１３２０ 

北九州高速鉄道株式会社 総務課庶務係 北九州市小倉南区企救丘２－１３－１ 

西鉄バス二日市株式会社 二日市本社 大野城市大字牛頸２４７３－１２ 

西鉄バス宗像株式会社 
赤間本社 

 
宗像市陵厳寺４－７－１ 

西鉄バス久留米株式会社 
 

 
久留米市御井町２２９１－１ 

西鉄バス大牟田株式会社 
 

 
大牟田市白金町６３ 

西鉄バス筑豊株式会社 
運行部 

 
飯塚市片島２－１９－１ 

西鉄高速バス株式会社 業務課 福岡市中央区那の津４－３－２２ 
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名称 担当部署 所在地 

西鉄バス北九州株式会社 総務課総務係 北九州市小倉北区砂津１－１－２ 

九州急行バス株式会社 
総務課 

 
福岡市博多区博多駅南４－７－２ 

堀川バス株式会社 
統括部 

 
八女市本町１番地 

株式会社甘木観光バス 営業部 朝倉市大字甘木１３９６番地２ 

西鉄観光バス株式会社 総務部 福岡市中央区地行２－３－１０ 

柳城観光株式会社  柳川市下宮永町１０９２ 

九州郵船株式会社 課長代理 福岡市博多区神屋町１－２７ 

壱岐・対馬フェリー株式会社 フェリー部 福岡市中央区那の津３－４６－７ 

九州西武運輸株式会社 総務課 福岡市博多区東那珂３－７－５８ 

久留米運送株式会社 総務部 久留米市東櫛原町３５３ 

株式会社博運社 総務部 糟屋郡志免町別府６２１ 

株式会社ランテック 社長室 福岡市博多区古門戸町４－２６ 

丸善海陸運輸株式会社 総務部 久留米市善導寺町飯田４１５－１ 

三友通商株式会社 総務課 筑紫野市上古賀２－１ 

社団法人福岡県トラック協会 専務理事 福岡市博多区博多駅東１－１８－８ 

社団法人福岡県医師会 情報企画課 福岡市博多区博多駅南２－９－３０ 
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名称 担当部署 所在地 

社団法人福岡県歯科医師会 事務局 福岡市中央区大名１－１２－４３ 

社団法人福岡県薬剤師会 事務局 福岡市博多区住吉２－２０－１５ 

アール・ケー・ビー毎日放 

送株式会社 
報道部 福岡市早良区百道浜２－３－８ 

九州朝日放送株式会社 報道制作局 福岡市中央区長浜１－１－１ 

株式会社テレビ西日本 報道局 福岡市早良区百道浜２－３－２ 

株式会社福岡放送 報道制作局 福岡市中央区渡辺通１－１－１ 

株式会社ティー・ヴィー・ 

キュー九州放送 
報道スポーツ局 福岡市博多区住吉２－３－１ 

株式会社エフエム福岡 放送本部 福岡市中央区渡辺通２－１－８２ 

株式会社CROSS FM 編成事業部 北九州市小倉北区古船場町９番１１号 

株式会社九州国際エフエム 総務部 福岡市中央区天神２－５－３５ 

福岡県道路公社 総務係 福岡市博多区吉塚本町１３－５０ 

福岡北九州高速道路公社 総務係 福岡市東区東浜２－７－５３ 
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 (5) 市町村 

市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ 
ＮＴＴ電話番号

(内線) 

緊急時ＮＴＴ電

話番号 
ＮＴＴＦＡＸ 

北九州市 消防局危機管理課 
78-101-71 

 

1-78-101-115

（消防局指令課） 
093-582-2110 同左 093-582-2112 

福岡市 防災・危機管理課 78-201-70 1-78-201-75 092-711-4056 同左 092-733-5861 

大牟田市 安心安全課 78-202-70 1-78-202-75 
0944-41-2222

(3224) 

0944-41-2222 

（宿直用） 
0944-41-2894 

久留米市 防災対策室 78-203-70 1-78-203-7 0942-30-9074 0942-30-9000 0942-30-9712 

直方市 市民協働課 78-204-70 1-78-204-75 0949-25-2223 0949-25-2002 0949-24-3812 

飯塚市 総務課 78-205-70 1-78-205-75 
0948-22-5500

(222) 
同左 0948-21-2066 

田川市 
安心安全まちづくり

課 
78-206-70 1-78-206-75 

0947-44-2000

(319) 

同左 

 
0947-46-0124 

柳川市 安全安心課 78-207-70 1-78-207-75 0944-77-8153 同左 0944-74-1374 

八女市 生活安全課 78-210-70 1-78-210-75 0943-23-1731 0943-23-1111 0943-22-2186 

筑後市 地域支援課 78-664-74 1-78-664-75 0942-65-7065 同左 0942-53-4216 

大川市 総務課 78-212-70 1-78-212-75 
0944-87-2101

(202) 
0944-87-2101 0944-88-1776 

行橋市 総務課 78-213-70 1-78-213-75 
0930-25-1111

(1431) 
同左 0930-25-0299 

豊前市 総務課 78-214-70 1-78-214-75 
0979-82-1111

(1334) 
0979-82-1111 0979-83-2560 

中間市 総務課 78-215-70 1-78-215-75  093-244-1111 093-246-4325 093-245-5598 

小郡市 総務課 78-216-70 1-78-216-75 
0942-72-2111

(245) 
同左 0942-73-4466 

筑紫野市 安心安全課  78-217-70 1-78-217-75 
092-923-1111

(234) 
092-923-0183 092-923-5391 

春日市 道路防災課 78-218-70 1-78-218-75 
092-584-1111

(3112) 
同左 092-584-1143 
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ 
ＮＴＴ電話番号

(内線) 

緊急時ＮＴＴ電

話番号 
ＮＴＴＦＡＸ 

大野城市 安全安心課 78-219-70 1-78-219-75 092-580-1966 
092-501-2211

(384) 
092-572-8432 

宗像市 生活安全課 78-220-70 1-78-220-75 0940-36-5050 0940-36-1121 0940-37-1242 

太宰府市 協働のまち推進課 78-221-71 1-78-221-75 
092-921-2121

(531) 
同左 092-921-1601 

古賀市 総務課 78-223-70 1-78-223-75 
092-942-1111

(322) 
092-942-1125 092-942-3758 

福津市 生活安全課 78-362-70 1-78-362-75 0940-43-8107 0940-42-1111 0940-43-3168 

うきは市 総務課 78-481-70 1-78-481-75 0943-75-4980 同左 
0943-75-5509 

 

宮若市 総務課 78-403-70 1-78-403-75 0949-32-0511 0949-32-0510 
0949-32-9430 

 

嘉麻市 総務課 78-423-70 1-78-423-75 0948-62-5353 0948-62-5660 0948-62-5610 

朝倉市 消防防災課 78-209-70 1-78-209-75 
0946-22-1111 

(119) 
同左 

0946-22-0418 

 

みやま市 総務課 78-561-70 1-78-561-7５ 0944-64-1502  0944-64-1503 

糸島市 危機管理課 78-222-70 1-78-222-75 092-322-2110 092-323-1122 092-324-0239 

那珂川町 環境防災課 78-305-70 1-78-305-75 
092-953-2211

(135) 
 092-953-2312 

宇美町 総務課 78-341-70 1-78-341-75 
092-932-1111

(113) 
同左 092-933-7512 

篠栗町 総務課 78-342-70 1-78-342-75 
092-947-1111

(313) 
092-947-3437 092-947-7977 

志免町 総務課 78-343-70 1-78-343-75 
092-935-1001

(416) 
同左 092-935-2931 

須恵町 総務課 78-344-70 1-78-344-75 
092-932-1151

(317) 
同左 092-933-6579 

新宮町 総務課 78-345-70 1-78-345-75 092-963-1730 同左 092-962-2078 

久山町 総務課 78-348-70 1-78-348-75 
092-976-1111

(213) 
同左 092-976-2463 

粕屋町 協働のまちづくり課 78-349-70 1-78-349-75 
092-938-2311

(225) 
092-938-5778 092-938-3150 
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ 
ＮＴＴ電話番号

(内線) 

緊急時ＮＴＴ電

話番号 
ＮＴＴＦＡＸ 

芦屋町 総務課 78-381-70 1-78-381-75 
093-223-0881

(293) 
093-223-5292 093-223-3927 

水巻町 総務課 78-382-70 1-78-382-75 093-201-4321 同左 093-201-4423 

岡垣町 地域づくり課 78-383-70 1-78-383-75 
093-282-1211

(285) 
同左 093-282-1310 

遠賀町 総務課 78-384-70 1-78-384-75 
093-293-1234

(262) 
同左 093-293-0806 

小竹町 総務課 78-401-70 1-78-401-75 09496-2-1212 09496-2-1282 09496-2-1140 

鞍手町 
総務課 

 
78-402-70 1-78-402-75 

0949-42-2111

(322) 
同左 0949-42-5693 

桂川町 総務課 78-421-70 1-78-421-75 
0948-65-1100

(214) 
同左 0948-65-3424 

筑前町 環境防災課 78-444-70 1-78-444-75 0946-42-6609 
同左 

 
0946-42-2011 

東峰村 総務課 78-446-70 1-78-462-75 0946-72-2311 同左 0946-72-2038 

大刀洗町 総務課 78-503-70 1-78-503-75 
0942-77-0101

(105) 
0942-77-0101 0942-77-3063 

大木町 総務課 78-522-70 1-78-522-75 0944-32-1035 0944-32-1013 0944-32-1054 

広川町 総務課 78-544-70 1-78-544-75 
0943-32-1111

(113)  
0943-32-1440 0943-32-5164 

香春町 総務課 78-601-70 1-78-601-75 0947-32-2511 同左 0947-32-4815 

添田町 
地域防災プロジェク

ト 
78-602-70 1-78-602-75 

0947-82-1231

(121) 
0947-82-4000 0947-82-2869 
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市町村名 担当課名 防災電話 防災ＦＡＸ 
ＮＴＴ電話番号

(内線) 

緊急時ＮＴＴ電

話番号 
ＮＴＴＦＡＸ 

糸田町 総務課 78-604-70 1-78-604-75 
0947-26-1231

(212) 
0947-26-1234 0947-26-1651 

川崎町 防災管財課 78-605-70 1-78-605-75 
0947-72-3000

(230､231)  
同左 0947-72-6453 

大任町 総務課 78-608-70 1-78-608-75 
0947-63-3000

(209)  
同左 0947-63-3813 

赤村 総務課 78-609-70 1-78-609-75 
0947-62-3000

(134) 
同左 0947-62-3007 

福智町 総務課 78-603-70 1-78-603-75 0947-22-0555 0947-22-0555 0947-22-0782 

苅田町 くらし安全課 78-621-70 1-78-621-75 093-588-1037 093-434-1117 093-436-3014 

みやこ町 総務課 78-623-70 1-78-623-75 
0930-32-2511

(211) 
同左 0930-32-4563 

吉富町 総務課 78-642-70 1-78-642-75 
0979-24-1122

(133) 
同左 0979-24-3219 

上毛町 総務課 78-644-70 1-78-644-75 0979-72-3111 同左 0979-72-4664 

築上町 総務課 78-641-70 1-78-641-75 
0930-56-0300

(333) 
同左 0930-56-1405 

 

 

 (6) 消防本部（局） 

消防本部（局）名 担当部署名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

北九州市消防局 危機管理課 北九州市小倉北区大手町３－９ 093-582-2110 093-582-2112 

福岡市消防局 
警防部警防課

広域対策係 
福岡市中央区舞鶴３－９－７ 092-725-6952 092-725-6606 

大牟田市消防本部 警防課 大牟田市浄真町４６ 0944-53-3521 0944-53-7460 

行橋市消防本部 警防課 行橋市中央１－９－９ 0930-25-2326 0930-26-3074 

直方市消防本部 警防課 直方市新町２－５－１０ 0949-25-2303 0949-25-2308 

筑後市消防本部 警防課 筑後市山ノ井９００ 0942-52-2020 0942-53-6658 

大川市消防本部 総務課 大川市郷原４８３－５ 0944-88-1145 0944-88-1799 
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消防本部（局）名 担当部署名 所在地 電話番号 ＦＡＸ番号 

中間市消防本部 警防課 中間市中間２－２－２ 093-244-0901 093-246-0119 

苅田町消防本部 警防課 苅田町京町２－４－４ 093-434-0119 093-434-5236 

柳川市消防本部 警防課 柳川市本城町４－２ 0944-74-0119 0944-74-0185 

糸島市消防本部 警防課 糸島市前原１７８３－１ 092-322-4222 092-324-4514 

八女消防本部 警防課 八女市本村深町２２－１ 0943-24-0119 0943-25-1119 

筑紫野太宰府消防組合消

防本部 
警防課警防係 筑紫野市立明寺７０５－２ 092-924-5642 092-924-3397 

飯塚地区消防本部 総務課庶務係 飯塚市片島３－１６－８ 0948-22-1966 0948-28-4363 

みやま市消防本部 総務課庶務係 みやま市瀬高町小川２７０ 0944-62-5125 0944-62-3234 

春日･大野城･那珂川消 

防組合消防本部 
警備課 春日市春日２－２－１ 092-584-1191 092-584-1194 

田川地区消防本部 総務課総務係 田川市川宮１５７０ 0947-44-0650 0947-46-1404 

久留米広域消防本部 総務課 久留米市東櫛原町９９９－１ 0942-38-5157 0942-38-5172 

京築広域圏消防本部 警防課 豊前市荒堀５２５－１ 0979-82-0119 0979-83-2630 

直方鞍手広域市町村圏 

事務組合消防本部 
警防課 宮若市宮田浮州１６－１ 0949-32-1132 0949-32-9425 

甘木･朝倉消防本部 警防課 朝倉市一木１８－２０ 0946-22-0119 0946-24-1334 

粕屋南部消防本部 総務課 志免町田富１７０ 092-935-5111 092-935-4882 

宗像地区消防本 警防課 宗像市田熊５－１－３ 0940-36-2425 0940-37-0011 

粕屋北部消防本部 警防課 古賀市今在家１６７－１ 092-944-0131 092-944-0462 

遠賀郡消防本部 警防課 遠賀町広渡１６３９ 093-293-8124 093-291-4008 

 


