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都県名 機関名 担当部署 施設区分 ℡ Fax 管轄地域

青森県 青森県庁 危機管理局　消防保安課　産業保安ｸﾞﾙｰﾌﾟ 017-734-9392 017-722-4867

岩手県庁 総務部　総合防災室　防災消防担当
019-629-5151、
5556

019-629-5174 岩手県内下記以外

一関市消防本部 予防課 0191-25-5911 0191-25-5119 一関市

秋田県 秋田県庁
産業労働部　資源ｴﾈﾙｷﾞｰ産業課
産業保安班

018-860-2281 018-860-3869

村山総合支庁 村山総務課　防災安全室　防災安全担当 023-621-8115 023-624-3056
尾花沢市、村山市、東根市、天童市、上山市
山形市、寒河江市、大石田町、河北町、
西川町、大江町、朝日町、中山町、山辺町

置賜総合支庁 置賜総務課　防災安全室 0238-26-6007
0238-24-1402
（総務課）

長井市、米沢市、南陽市、白鷹町、高畠町、
川西町、小国町、飯豊町

最上総合支庁 最上総務課　防災安全室 0233-29-1209
0233-22-4842
（総務課）

新庄市、真室川町、金山町、最上町、舟形町、
鮭川村、戸沢村、大蔵村

庄内総合支庁 庄内総務課　防災安全室
0235-66-4791、
4792、5447

0235-66-2835 鶴岡市、酒田市、庄内町、遊佐町、三川町

宮城県庁 総務部　消防課　産業保安班 022-211-2377 022-211-2398 宮城県内下記以外
仙台市消防局 予防部　危険物保安課　保安係 022-234-1111㈹ 022-234-1411 仙台市
登米市消防本部 予防課　危険物保安係 0220-22-1900 0220-22-4699 登米市
福島県庁 危機管理部消防保安課 024-521-7189 024-521-9829
県北地方振興局 県民環境部　県民生活課 024-521-2709 024-521-2855 福島市、二本松市、伊達氏、本宮市、伊達郡、安達郡
県南地方振興局 県民環境部　県民生活課 0248-23-1548 0248-23-1509 白河市、西白河郡、東白川郡
県中地方振興局 県民環境部　県民生活課 024-935-1295 024-935-9026 郡山市、須賀川市、田村市、岩瀬郡、石川郡、田村郡

会津地方振興局 県民環境部　県民生活課 0242-29-5295 0242-29-5520
会津若松市、喜多方市、耶麻郡、河沼郡、
大沼郡

いわき地方振興局 県民部　県民生活課 0246-24-6203 0246-24-6228 いわき市
相双地方振興局 県民環境部　県民生活課 0244-26-1144 0244-26-1120 相馬市、南相馬市、双葉郡、相馬郡
南会津地方振興局 県民環境部　県民環境課 0241-62-2061 0241-62-5209 南会津郡

栃木県 栃木県庁 産業労働観光部　工業振興課　保安担当
028-623-3196
、2137、2138

028-623-3945

茨城県 茨城県庁 防災・危機管理部　消防安全課　産業保安室 029-301-2891 029-301-2887

高圧ｶﾞｽ担当
043-223-2736,
2737

液化石油ｶﾞｽ担当 043-223-2729

千葉市消防局 予防部　指導課　保安係 千葉市内製造施設のみ 043-202-1672 043-202-1679 コンビナート地域内製造施設を除く

新潟県庁 防災局　消防課　高圧ガス保安係 025-282-1666 025-282-1667 新潟県内下記以外
新潟市消防局 危険物保安課　保安係 025-288-3240 025-288-3215 新潟市
柏崎市消防本部 予防課危険物保安班 0257-24-1501 0257-22-1409 柏崎市

群馬県 群馬県庁 総務部　消防保安課 027-226-2247 027-221-0158
危機管理防災部　化学保安課
企画・高圧ｶﾞｽ担当

一般則
液石則工業消費

048-830-8443

危機管理防災部　化学保安課
液化石油ｶﾞｽ担当

液石則充てん所、
ｽﾀﾝﾄﾞ、充てん設備

048-830-8439

さいたま市
消防本部

予防部　査察指導課　火薬・高圧ガス保安係
製造施設
充てん設備

048-833-7487
休日・夜間
048-833-1422

048-833-7529 さいたま市

戸田市消防本部 予防課　調査危険物担当 048-420-2125 048-444-2118 戸田市

岩手県

山形県

宮城県

福島県

千葉県
防災危機管理部　産業保安課　保安対策室 043-227-3548

充てん設備
コンビナート地域内製造施設

新潟県

埼玉県

埼玉県庁 048-830-8444 埼玉県内下記以外

千葉県庁
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液石則 03-5388-3545

液石則、冷凍則以外 03-5388-3543

液石則 042-525-4772

一般則、冷凍則 042-525-4772

くらし安全防災局　防災部
消防保安課　LPｶﾞｽ・火薬・電気ｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ地域内の液石則
製造施設、充てん設備

045-210-3475、
3484

くらし安全防災局　防災部
消防保安課　高圧ｶﾞｽ・ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ地域内の一般則
製造施設

045-210-3479、
3489

横浜市消防局 予防部　保安課 保安法 製造施設 045-334-6407 045-334-6610 横浜市
川崎市消防局 予防部　危険物課 保安法 製造施設 044-223-2758 045-223-2795 川崎市
相模原市消防局 危険物保安課 保安法 製造施設 042-751-9137 042-786-2472 相模原市
横須賀三浦地域
県政総合ｾﾝﾀｰ

環境部　環境課 046-823-0414 046-824-2459
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町
※平成30年4月20日　県に業務移管された

県央地域
県政総合ｾﾝﾀｰ

環境部　環境保全課
046-224-1111㈹
工業保安担当
内線2251～2253

046-225-5218
相模原市（充てん設備のみ）、厚木市、大和市、海老名
市、座間市、綾瀬市、愛川町、清川村

湘南地域
県政総合ｾﾝﾀｰ

環境部　環境保全課 0463-22-2711 0463-24-3608
平塚市、藤沢市、茅ケ崎市、秦野市、
伊勢原市、寒川町、大磯町、二宮町

県西地域
県政総合ｾﾝﾀｰ

環境部　環境保全課 0465-32-8000 0465-32-8111
小田原市、南足柄市、中井町、大井町、
松田町、山北町、開成町、箱根町、真鶴町、
湯河原町

高圧ｶﾞｽ担当

液化石油ｶﾞｽ担当

長野県庁 産業労働部ものづくり振興課 026-235-7133 026-235-7197

長野地域振興局 商工観光課　工業係 026-234-9528 026-234-9595 長野市、須坂市、千曲市、埴科郡、上高井郡、上水内軍
上伊那地域振興局 商工観光課　工業係 0265-76-6829 0265-76-6890 伊那郡、駒ケ根市、上伊那郡
佐久地域振興局 商工観光課 0267-63-3158 0267-63-3115 小諸市、佐久市、南佐久郡、北佐久郡
上田地域振興局 商工観光課 0268-25-7141 0268-24-0331 上田市、東御市、小県郡
諏訪地域振興局 商工観光課 0266-57-2922 0266-57-2967 岡谷市、諏訪市、茅野市、諏訪郡
南信州地域振興局 商工観光課 0265-53-0432 0265-53-0476 飯田市、下伊那郡
木曽地域振興局 商工観光課 0264-25-2228 0264-25-2250 木曽郡
松本地域振興局 商工観光課 0263-40-1933 0263-47-8904 松本市、塩尻市、安曇野市、東筑摩郡
北ｱﾙﾌﾟｽ地域振興
局

商工観光課 0261-23-6523 0261-23-2934 大町市、北安曇郡
北信地域振興局 商工観光課 0269-23-0219 0269-23-0256 中野市、飯山市、下高井郡、下水内郡
静岡県庁 危機管理部　消防保安課　産業保安班 054-221-2269 054-221-3327 静岡市、浜松市以外
静岡市消防局 消防部　予防課　保安係 054-280-0194 054-280-0182 静岡市内
浜松市消防局 予防課 053-475-7542 053-475-7549 浜松市内

東京都

東京都環境局 環境改善部　環境保安課　ｶﾞｽ冷凍担当 03-5388-1376 東京23区及び諸島

東京都環境局
多摩環境事務所

管理課　ｶﾞｽ冷凍担当 042-522-9511 東京都内23区及び諸島以外

長野県

静岡県

神奈川県庁 045-210-8830

横浜市、川崎市
（該当事業所：㈱東芝生産技術ｾﾝﾀｰ、㈱ｷﾘﾝ、
鶴見天然ｴｺ、根岸天然ｴｺ）
横須賀市、鎌倉市、逗子市、三浦市、葉山町

神奈川県

山梨県 山梨県庁 防災局　消防保安課 055-223-1434 055-223-1429
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