
市町村名 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

松江市 福祉部 福祉総務課 福祉総務係 0852-55-5319 5319 690-8540 松江市末次町86

鹿島支所 市民生活課 0852-55-5706 31・5706 690-0396 松江市鹿島町佐陀本郷640番地1

島根支所 市民生活課 0852-55-5724 32・5724 690-0401 松江市島根町加賀1175番地1

美保関支所 市民生活課 0852-55-5746 33・5746 690-1313 松江市美保関町下宇部尾61番地2

八雲支所 市民生活課 0852-55-5766 34・5766 690-2103 松江市八雲町西岩坂316番地

玉湯支所 市民生活課 0852-55-5784 35・5784 699-0292 松江市玉湯町湯町1793番地

宍道支所 市民生活課 0852-55-5804 36・5804 699-0408 松江市宍道町昭和1番地

八束支所 市民生活課 0852-55-5826 37・5826 690-1493 松江市八束町波入2060番地

東出雲支所 市民生活課 0852-55-5844 62・5844 699-0192 松江市東出雲町揖屋1142番地

浜田市 健康福祉部 地域福祉課 地域福祉係 0855-25-9300 562 697-8501 浜田市殿町１番地

金城支所 市民福祉課 健康福祉係 0855-42-1235 423 697-0121 浜田市金城町下来原171番地

旭支所 市民福祉課 健康福祉係 0855-45-1435 284 697-0425 浜田市旭町今市637番地

弥栄支所 市民福祉課 健康福祉係 0855-48-2656 36 697-1211 浜田市弥栄町長安本郷542番地1

三隅支所 市民福祉課 健康福祉係 0855-32-2806 128 697-3211 浜田市三隅町三隅1434番地

出雲市 健康福祉部 福祉推進課 福祉企画係 0853-21-6694 (770)2801 693-8530 出雲市今市町70

平田支所
総合政策部
平田支所

市民福祉課 福祉係 0853-63-5567 (771)251 691-8601 出雲市平田町951-1

佐田支所
総合政策部
佐田支所

市民サービス課 市民福祉係 0853-84-0118 (772)201 693-0506 出雲市佐田町反辺1747-6

多伎支所
総合政策部
多伎支所

市民サービス課 市民福祉係 0853-86-3116 (773)229 699-0903 出雲市多伎町小田74-1

湖陵支所
総合政策部
湖陵支所

市民サービス課 市民福祉係 0853-43-1214 (774)233 699-0812 出雲市湖陵町二部1320

大社支所
総合政策部
大社支所

市民サービス課 市民福祉係 0853-53-3116 (775)500 699-0711 出雲市大社町杵築南1395

斐川支所
総合政策部
斐川支所

市民福祉課 福祉係 0853-73-9110 (776)117 699-0592 出雲市斐川町荘原2172

益田市 福祉環境部 福祉総務課 地域福祉係 0856-31-0644 4402 698-8650 益田市常盤町1番1号

美都支所 地域振興課 0856-52-2311 7105 698-0292 益田市美都町都茂1803番地1

匹見支所 地域振興課 0856-56-0302 7507 698-1211 益田市匹見町匹見ｲ1260番地
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市町村名 部 課 係 電話番号 内線 郵便番号 所在地

大田市 健康福祉部 介護保険課 高齢者福祉係 0854-83-8059 1131 694-0064 大田市大田町大田ロ1111番地

温泉津支所 市民生活課 市民生活係 0855-65-3934 3116 699-2598 大田市温泉津町小浜イ486番地

仁摩支所 市民生活課 市民生活係 0854-88-2113 2729 699-2301 大田市仁摩町仁万562番地3

安来市 健康福祉部 福祉課 総務係 0854-23-3211 692-0404 安来市広瀬町広瀬1930-1

江津市 社会福祉課 地域福祉係 0855-52-7938 1221 695-8501 江津市江津町1525

桜江支所 総務係 0855-92-1211 2001 699-4292 江津市桜江町川戸11-1

雲南市 市民環境部 市民生活課 生活グループ 0854-40-1031 2121 699-1392 雲南市木次町里方521番地1

奥出雲町 町民課 戸籍グループ 0854-54-2510 5103 699-1592 仁多郡奥出雲町三成358-1

飯南町 住民課 0854-76-2213 690-3513 飯石郡飯南町下赤名880番地

川本町 町民生活課 環境生活係 0855-72-0632 696-8501 邑智郡川本町大字川本271番地3

美郷町 住民課 人権同和対策係 0855-75-1213 151 699-4692 邑智郡美郷町粕渕168番地

大和事務所 0855-82-3121 510 696-0704 邑智郡美郷町都賀本郷163番地

邑南町 福祉課 地域福祉係 0855-95-1115 1065 696-0192 邑智郡邑南町矢上6000番地

瑞穂支所 窓口業務部 福祉係 0855-83-1121 2115 696-0393 邑智郡邑南町淀原153番地1

羽須美支所 窓口業務部 福祉係 0855-87-0221 3131 696-0692 邑智郡邑南町下口羽484番地1

津和野町 健康福祉課 福祉係 0856-72-0673 354 699-5605 鹿足郡津和野町後田ﾛ64-6

吉賀町 税務住民課 住民係 0856-77-1113 699-5513 鹿足郡吉賀町六日市750

海士町 健康福祉課 福祉係 08514-2-1823 127 684-0403 隠岐郡海士町大字海士1490

西ノ島町 健康福祉課 08514-6-0104 684-0211 隠岐郡西ノ島町大字浦郷534

知夫村 村民福祉課 福祉係 08514-8-2211 103 684-0101 隠岐郡知夫村1065番地

隠岐の島町 福祉課 地域福祉係 08512-2-8561 636 685-8585 隠岐郡隠岐の島町城北町1番地
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