
部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

長崎市 市民生活部 自治振興課 総務係 095-829-1134
2512
2513

850-8685 長崎市桜町２－２２

長崎市 市民生活部 香焼行政センター 総務係 095-871-4111
71510
71512

851-0310 長崎市香焼町１０７０－３２

長崎市 市民生活部 三和行政センター 総務係 095-892-1111 76512 851-0498 長崎市布巻町１１１－１

長崎市 市民生活部 野母崎行政センター 総務係 095-893-1111 74514 851-0505 長崎市野母町１６６５

長崎市 市民生活部 伊王島行政センター 市民福祉係 095-898-2211
72131
72135

851-1201 長崎市伊王島町１丁目甲３２７１

長崎市 市民生活部 高島行政センター 市民福祉係 095-896-3110 73536 851-1315 長崎市高島町１７２８－１

長崎市 市民生活部 琴海行政センター 総務係 095-885-2111
77511
77514

851-3292 長崎市長浦町２６６４

長崎市 市民生活部 外海行政センター 総務係 0959-24-0211
75513
75514

851-2492 長崎市神浦江川町６５７番地２

佐世保市 市民生活部 市民安全安心課 防犯・援護係 0956-24-1111 2259 857-8585 佐世保市八幡町１－１０

島原市 福祉保健部 福祉課 地域福祉班 0957-63-1111 331 855-8555 島原市上の町５３７番地

諫早市 健康福祉部 福祉総務課 0957-22-1500
3211
～3213

854-8601 諫早市東小路町７－１

諫早市 多良見支所 地域総務課 0957-43-1111 859-0495 諫早市多良見町化屋１８００

諫早市 森山支所 地域総務課 0957-36-1111 854-0292 諫早市森山町本村１３００

諫早市 飯盛支所 地域総務課 0957-48-1111 854-1112 諫早市飯盛町開１９２９－３

諫早市 高来支所 地域総務課 0957-32-2111 859-0192 諫早市高来町三部壱５２８

諫早市 小長井支所 地域総務課 0957-34-2111 859-0194 諫早市小長井町小川原浦５００

大村市 福祉保健部 福祉総務課 政策グループ 0957-53-4111 157 856-8686 大村市玖島１丁目２５番地

平戸市 市民福祉部 福祉課 総務班 0950-22-4111
2562
2563

859-5192 平戸市岩の上町１５０８番地３

松浦市 福祉事務所 福祉総務係 0956-72-1111 153 859-4598 松浦市志佐町里免３６５番地

対馬市 福祉部 福祉課 0920-58-2294 110 817-1201 対馬市豊玉町仁位３８０番地

壱岐市 市民部 市民福祉課 地域福祉班 0920-48-1116 811-5192 壱岐市郷ノ浦町本村触５６２番地

五島市 社会福祉課 総務係 0959-72-6117 171 853-8501 五島市福江町１番１号

五島市 富江支所 市民生活課 窓口班 0959-86-1140 82 853-0291 五島市富江町富江１６５番地１

五島市 玉之浦支所 市民生活課 窓口班 0959-87-2214 22 853-0492 五島市玉之浦町玉之浦７６３番地

五島市 三井楽支所 市民生活課 窓口班 0959-84-3115 64 853-0692 五島市三井楽町濱ノ畔１４７３番地１

五島市 岐宿支所 市民生活課 窓口班 0959-82-1113 23 853-0701 五島市岐宿町岐宿２５３５番地

五島市 奈留支所 市民生活課 窓口班 0959-64-3111 22 853-2292 五島市奈留町浦１８１８番地１
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五島市 奥浦出張所 市民課 0959-73-0939 853-0053
五島市奥浦町１６１１番地１
（特別弔慰金のみ）

五島市 崎山出張所 市民課 0959-73-6389 853-0023
五島市上崎山町２０番地１
（特別弔慰金のみ）

五島市 本山出張所 市民課 0959-72-3630 853-0044
五島市堤町１３２０番地
（特別弔慰金のみ）

五島市 大浜出張所 市民課 0959-73-5431 853-0026
五島市浜町１１７番地
（特別弔慰金のみ）

五島市 椛島出張所 市民課 0959-78-2101 853-2482
五島市本窯町８番地１
（特別弔慰金のみ）

五島市
椛島出張所
伊福貴分室

市民課 0959-78-2124 853-2481
五島市伊福貴町３７６番地１３
（特別弔慰金のみ）

五島市 久賀島出張所 市民課 0959-77-2001 853-2171
五島市久賀町２１７番地３
（特別弔慰金のみ）

西海市 保健福祉部 福祉課 総務福祉班 0959-37-0069 直通 857-2392
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２
番地

西海市 市民環境部 市民課
戸籍年金窓口
班

0959-37-0164 857-2392
西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷２２２２
番地

西海市 西彼総合支所 西彼市民課 総合窓口班 0959-37-0124 851-3392 西海市西彼町喰場郷１６８６番地３

西海市 西海総合支所 西海市民課 総合窓口班 0959-37-0134 851-3592 西海市西海町木場郷２２３５番地

西海市 大島総合支所 大島市民課 総合窓口班 0959-37-0144 857-2492 西海市大島町１８９４番地５

西海市 崎戸総合支所 崎戸市民課 総合窓口班 0959-37-0154 857-3192 西海市崎戸町蠣浦郷１６４６番地７

雲仙市 健康福祉部 福祉課 福祉班 0957-36-2500 5512 854-0492 雲仙市千々石町戊５８２番地

南島原市 福祉保健部 福祉課 総務高齢班 050-3381-5051 直通 859-2202 南島原市有家町山川５８番地

長与町 住民福祉部 福祉課 高齢者福祉係 095-883-1111 851-2185 西彼杵郡長与町嬉里郷６５９番地１

時津町 福祉部 福祉課 総務係 095-882-2211 851-2198 西彼杵郡時津町浦郷２７４番地１

東彼杵町 町民課 福祉係 0957-46-1111 21 859-3808
東彼杵郡東彼杵町蔵本郷１８５０番
地６

川棚町 住民福祉課 社会福祉係 0956-82-5411 859-3692 東彼杵郡川棚町中組郷１５１８番地１

波佐見町 住民福祉課 社会福祉係 0956-85-2973 直通 859-3791 東彼杵郡波佐見町宿郷６６０

小値賀町 福祉事務所 福祉係 0959-56-3111 26 857-4701
北松浦郡小値賀町笛吹郷２３７６番
地１

佐々町 住民福祉課 福祉班 0956-62-2101 111 857-0392 北松浦郡佐々町本田原免１６８－２

新上五島町 福祉長寿課 福祉総務班 0959-53-1165 直通 857-4495
南松浦郡新上五島町青方郷１５８５
－１


