
○証紙売りさばき人の指定（一覧）

平成30年7月17日

NO 所在市町 名称及び代表者名 住所

1 長崎市食品衛生協会 会長　橋本　邦芳 長崎市桜町６番３号 長崎市保健所内

2 長崎県西彼食品衛生協会 会長　小嶋　俊樹 長崎市滑石１丁目９番５号 長崎県西彼保健所内

3 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 長崎市尾上町3番1号 長崎県庁内

4 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 長崎市大橋町11－１ 長崎県長崎振興局内

5 一般社団法人長崎県火薬保安協会 会長　山下　功三 長崎市樺島町９番19号 山田ビル２Ｆ

6 一般社団法人長崎県ＬＰガス協会 会長　荒木　健治 長崎市中町１番２６号 NAGASAKI中町ビル内

7 一般財団法人長崎県警察職員互助会 理事長　伊藤　健一 長崎市尾上町３番３号 長崎県警察本部内３階売店

8 大浦地区交通安全協会 会長　伊東　祐二郎 長崎市松ケ枝町７番25号 長崎県大浦警察署内

9 稲佐地区交通安全協会 会長　川原　強 長崎市弁天町18番４号 長崎県稲佐警察署内

10 浦上地区交通安全協会 会長　深堀　勝博 長崎市大橋町26番４号 長崎県浦上警察署内

11 一般社団法人長崎地区交通安全協会 会長　大串　恒文 長崎市桶屋町65番地

12 一般社団法人長崎地区交通安全協会 会長　大串　恒文 長崎市田中町835番地 　長崎県長崎警察署矢上交番内

13 一般社団法人長崎県計量協会　 代表理事　片桐　一徳 長崎市銭座町３番３号 長崎県計量検定所２F

14 長崎大学生活協同組合 専務理事　板橋　庄八 長崎市文教町１－14 長崎大学内

15 公益社団法人長崎県宅地建物取引業協会 会長　三上　浩二 長崎市目覚町３番１９号

16 一般社団法人長崎県中小建設業協会 会長　北村　政和 長崎市桜町９番６号

17 長崎県行政書士会 会長　山口　克彦 長崎市桜町３番12号 長崎県行政書士会内

18 堀田　たかし 長崎市大橋町15番４号

19 長崎市長　田上　富久 長崎市築町３番18号 メルカつきまち４階 長崎市消費者センター

20 青山　周広 長崎市中町２番２号 興士会館４階

21 弓削　和德 長崎市矢上町9番17号 テイクオフビル301

22 総合ビジネスサポート協同組合 理事長　津田　浩哉 長崎市勝山町37番地

23 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 佐世保市木場田町３番25号 長崎県県北振興局内

24 佐世保市食品衛生協会 会長　眞弓　忠治 佐世保市高砂町5-1 佐世保市中央保健福祉センター5階

25 株式会社ヒューマングループ 代表取締役　内海　和憲 佐世保市早岐３丁目12-6

26 早岐地区自家用自動車協会 会長　村瀬　公一郎 佐世保市大塔町23番地９ 早岐地区自家用自動車協会内

27 合同会社佐世保市母子寡婦福祉会 代表社員　田村　早苗 佐世保市八幡町１番１０号  佐世保市役所売店

28 早岐交通安全協会 会長　村瀬　公一郎 佐世保市勝海町136番地 長崎県早岐警察署内

29 佐世保市交通安全協会 会長　川口　博樹 佐世保市天満町４番18号 長崎県佐世保警察署内

30 相浦地区交通安全協会 会長　長島　正 佐世保市愛宕町161番地 長崎県相浦警察署内

31 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 佐世保市宇久町平3033番地３ 親和銀行宇久支店

32 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 佐世保市江迎町長坂144番地 親和銀行江迎支店

33 北松地区自家用自動車協会 会長　友野　俊英 佐世保市江迎町長坂124の42 北松地区自家用自動車協会内

34 江迎地区交通安全協会 会長　天島　良夫 佐世保市江迎町長坂120番地11 長崎県江迎警察署内
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35 県南食品衛生協会 会長　酒井　孝一 島原市新田町347番９号 長崎県県南保健所内

36 島原市長 古川　隆三郎 島原市上の町537番地 島原市役所内

37 一般社団法人双葉会 会長　久米　みつ子 島原市城内１丁目１２０５番地 長崎県島原振興局内

38 島原市交通安全協会 会長　星野　親房 島原市新馬場町890番地１ 長崎県島原警察署内

39 島原自家用自動車サービス 事務所長　古川　恵子 島原市田町６９１番地１

40 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 諌早市永昌東町25番８号 長崎県県央振興局内

41 諫早地区食品環境衛生協会 会長　草野　寿明 諌早市栄田町26番49号 長崎県県央保健所内

42 大村東彼食品衛生協会 会長　山口　弘勝 諌早市栄田町26番49号 長崎県県央保健所内

43 諫早市母子寡婦福祉会 会長　松本　幸子 諫早市東小路町7番1号 　諫早市役所２階売店

44 諌早市交通安全協会 会長　松本　卓郎 諌早市小船越町1036番地１ 長崎県諌早警察署内

45 小長井町漁業協同組合 代表理事組合長　新宮　隆喜 諫早市小長井町小川原浦499 小長井町漁業協同組合内

46 大村地区自家用自動車協会 理事長　本田　嘉彦 大村市松並２丁目885番地１ 大村地区自家用自動車協会内

47 一般財団法人長崎県交通安全協会 理事長　村瀬　公一郎
大村市古賀島町５３３番地５ 長崎県警察本部交通部 運転免許試験場

内

48 一般財団法人長崎県交通安全協会 理事長　村瀬　公一郎 大村市森園町３４番地５ 長崎県大村警察署内

49 株式会社　寿楽 代表取締役　甲斐　田功 大村市玖島１丁目25番地 大村市役所内

50 一般社団法人長崎県溶接協会 理事長　山口　哲生 大村市池田2丁目1303番地8号 長崎県工業技術センター内

51 株式会社太陽　代表取締役　中山義國 大村市森園町1610

52 平戸地区交通安全協会 会長　白石　幸生 平戸市岩の上町1462番地 　長崎県平戸警察署内

53 長崎県県北食品衛生協会 会長　吉澤　紀一 平戸市田平町里免1126-1 　長崎県県北保健所内

54 自治労平戸市職員組合 執行委員長　栗山　敬司 平戸市岩の上町1508番地3 　平戸市役所地下

55 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 平戸市生月町里免3021番地１ 親和銀行生月支店

56 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 平戸市田平町山内免282番地 親和銀行田平支店

57 大島村漁業協同組合 代表理事組合長　浜辺　晃 平戸市大島村的山川内330番地３ 大島村漁業協同組合内

58 松浦地区交通安全協会 会長　森　務 松浦市志佐町庄野免131番地 長崎県松浦警察署内

59 新松浦漁業協同組合 代表理事組合長　志水　正司 松浦市福島町塩浜免2158-26 　新松浦漁業協同組合　福島支所内

60 松浦市長 友田　吉泰 松浦市志佐町里免365番地 松浦市役所内
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61 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 対馬市厳原町宮谷224番地 長崎県対馬振興局内

62 対馬地区食品衛生協会 会長　江口　栄 対馬市厳原町宮谷224番地 長崎県対馬保健所内

63 対馬市長 比田勝　尚喜 対馬市厳原町国分1441番地 対馬市役所内

64 対馬市長 比田勝　尚喜 対馬市上対馬町比田勝575番地１ 対馬市上対馬振興部内

65 美津島町西海漁業協同組合 代表理事組合長　阿比留　和秀 対馬市美津島町竹敷４番地220 美津島町西海漁業協同組合内

66 豊玉町漁業協同組合 代表理事組合長　原田　義治 対馬市豊玉町千尋藻355番地９ 豊玉町漁業協同組合内

67 峰町東部漁業協同組合 代表理事組合長　井上　淳輝 対馬市峰町佐賀33－14 峰町東部漁業協同組合内

68 上県町漁業協同組合 代表理事組合長　部原　政夫 対馬市上県町鹿見字京ヶ崎13番地３ 上県町漁業協同組合内

69 伊奈漁業協同組合　 代表理事組合長　豊田　功己 対馬市上県町伊奈1279番地４ 伊奈漁業協同組合内

70 上対馬南漁業協同組合 代表理事組合長 神田　満男 対馬市上対馬町琴1247番地 上対馬南漁業協同組合内

71 國川　静男 対馬市厳原町桟原48番地11

72 対馬南地区交通安全協会 会長　渡邊　昭二 対馬市厳原町中村633番地 長崎県対馬南警察署内

73 対馬北地区交通安全協会　 会長　春田　新一 対馬市上県町佐須奈甲561番地 長崎県対馬北警察署内

74 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 壱岐市郷ノ浦町本村触570番地 長崎県壱岐振興局内

75 壱岐食品衛生協会 会長　栁澤　護 壱岐市郷ノ浦町本村触620-5 長崎県壱岐保健所内

76 郷ノ浦町漁業協同組合 代表理事組合長　中山　等 壱岐市郷ノ浦町郷ノ浦405番地6 郷ノ浦町漁業協同組合内

77 勝本町漁業協同組合 代表理事組合長　大久保　照享 壱岐市勝本町勝本浦575番地61 勝本町漁業協同組合内

78 壱岐市長 白川　博一 壱岐市郷ノ浦町本村触562番地 壱岐市役所内

79 壱岐市長 白川　博一 壱岐市石田町石田西触1290番地 石田庁舎内

80 壱岐地区自家用自動車協会 会長　中原　達夫 壱岐市郷ノ浦町柳田触199番地１ 壱岐地区自家用自動車協会内

81 壱岐地区交通安全協会 会長　白川　勇一 壱岐市郷ノ浦町本村触551番地 長崎県壱岐警察署内

82 長崎県職員生活協同組合 専務理事　本田　稔 五島市福江町７番１号 長崎県五島振興局内

83 下五島地区食品衛生協会 会長　山下　恭二 五島市福江町７番２号 長崎県五島保健所内

84 奈留町漁業協同組合 代表理事組合長　大久保　金政 五島市奈留町浦郷1839番地７ 　奈留町漁業協同組合内

85 五島地区自家用自動車協会 会長　中尾　盡一 五島市木場町500－４ 五島地区自家用自動車協会内

86 一般社団法人　五島市交通安全協会 会長　網本　定信 五島市東浜町3丁目9番1号　 　長崎県五島警察署内

87 月川　伊代子 五島市福江町１番１号 五島市役所内売店

88 長崎県西彼食品衛生協会 会長　小嶋　俊樹 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222 　西海市役所内

89 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 西海市西彼町喰場郷130番地11 親和銀行大串支店

90 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 西海市大島町1850番地２ 親和銀行大崎支店

91 西海地区交通安全協会 会長　渡邊　保 西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷162番地17 長崎県西海警察署内

92 西海地区自家用自動車協会 会長　尾﨑　幸雄 西海市西海町川内郷1106番地５ 西海地区自家用自動車協会内
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93 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 雲仙市吾妻町牛口名692番地1 親和銀行吾妻支店

94 雲仙市交通安全協会　雲仙北支局  支局長　田原　邦男 雲仙市国見町神代乙２７５番地 長崎県雲仙警察署雲仙北交番内

95 雲仙市交通安全協会 会長　川上　清記 雲仙市小浜町南本町７番地２５ 　長崎県雲仙警察署内

96 雲仙市長 金澤　秀三郎 雲仙市吾妻町牛口名714番地 雲仙市役所内

97 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 南島原市有家町中須川155番地 親和銀行南島原支店

98 南島原市交通安全協会 会長　植木　伸彦 南島原市口之津町丙2113番地13 　長崎県南島原警察署内

99 南島原市長 松本　政博 南島原市西有家町里坊96番地2 南島原市役所西有家庁舎1階会計課

100 長与町 長与町長 吉田　愼一 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 　長与町役場内

101 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 西彼杵郡時津町浦郷260番地2 親和銀行時津支店

102 時津地区自家用自動車協会 会長　山口　和幸 西彼杵郡時津町浜田郷196－9 時津地区自家用自動車協会内

103 時津地区交通安全協会 会長　杉本　潔 西彼杵郡時津町浦郷275番地１ 長崎県時津警察署内

104 時津町長 吉田　義德 西彼杵郡時津町浦郷274番地1 　時津町役場内

105 東彼杵町 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1878番地１ 親和銀行彼杵支店

106 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 東彼杵郡川棚町栄町56番地 親和銀行川棚支店

107 川棚地区交通安全協会 会長　原　昭治 長崎県東彼杵郡川棚町百津郷41番地4 長崎県川棚警察署内

108 波佐見町 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 東彼杵郡波佐見町宿郷字宿632-3 親和銀行波佐見支店

109 小値賀町 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 北松浦郡小値賀町笛吹郷1887番地 親和銀行小値賀支店

110 佐々町 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 北松浦郡佐々町本田原免187番地５ 親和銀行佐々支店

111 株式会社親和銀行 取締役頭取　吉澤　俊介 南松浦郡新上五島町青方郷1110番地39　 　親和銀行新上五島支店

112 上五島地区食品衛生協会 会長　中山　貞義 南松浦郡新上五島町有川郷2254番17号 長崎県上五島保健所内

113 ごとう農業協同組合 代表理事　橋詰　覺 南松浦郡新上五島町立串郷570番地2 ごとう農業協同組合新魚目支店

114 上五島地区自家用自動車協会 会長　田中　康裕 南松浦郡新上五島町有川郷767-1 上五島地区自家用自動車協会内

115 新上五島町長 　江上　悦生 南松浦郡新上五島町青方郷1585番地１ 新上五島町役場内

116 新上五島町長 　江上　悦生 南松浦郡新上五島町若松郷277番地7 新上五島町若松支所内

117 新上五島町長 　江上　悦生 南松浦郡新上五島町奈良尾郷379番地　　新上五島町奈良尾支所内

118 一般社団法人上五島地区交通安全協会　代表理事　林　育久 南松浦郡新上五島町有川郷733番地２　　新上五島警察署内
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