狂犬病予防業務 市町村連絡先一覧
地区 番号

1
2
3
4

沖

縄

０９８０－４１－２７６５

国頭村役場 福祉課

大宜味村 ０９８０－４４－３２８０
東村

大宜味村役場 建設環境課

所在地

９０５－１４９５ 国頭郡国頭村字辺土名１２１番地
９０５－１３９２ 国頭郡大宜味村字大兼久１５７番地

０９８０－４３－２２０５

東村役場 建設環境課

９０５－１２９２ 国頭郡東村字平良８０４番地

今帰仁村 ０９８０－５６－２１０２

今帰仁村役場 住民課

９０５－０４９２ 国頭郡今帰仁村字仲宗根２１９番地

6

名護市

０９８０－５２－０００３

名護市役所 環境対策課

7

恩納村

０９８－９６６－１２０５

恩納村役場 村民課

8

宜野座村 ０９８－９６８－８５０１

宜野座村役場 村民生活課

９０５－０００６ 名護市宇茂佐１７１０番地３
９０４－０４９２ 国頭郡恩納村字恩納２４５１番地
９０４－１３９２ 国頭郡宜野座村字宜野座２９６番地

9

金武町

０９８－９６８－２４６０

金武町役場 住民生活課

９０４－１２９２ 国頭郡金武町字金武１番地

10

読谷村

０９８－９８２－９２１４

読谷村役場 生活環境課

９０４－０３９２ 中頭郡読谷村字座喜味２９０１番地

11

沖縄市

０９８－９３８－１５１６

沖縄市役所 環境課

９０４－８５０１ 沖縄市仲宗根町２６番１号

12

うるま市

０９８－９７３－５５９４

うるま市役所 環境課

９０４－２２９２ うるま市みどり町一丁目１番１号

13

嘉手納町 ０９８－９５６－１１１１
（代表）

嘉手納町役場 産業環境課

９０４－０２９３ 中頭郡嘉手納町字嘉手納５８８
９０４－０１９２ 中頭郡北谷町字桑江７３１番地

北谷町

０９８－９８２－７０３３

北谷町役場 保健衛生課

15

北中城村

０９８－９３５－２２３３

北中城村役場 住民生活課

16

中城村

０９８－８９５－２１３１

（代表）
（代表）

宜野湾市 ０９８－８９３－４４１１

中城村役場 住民生活課
宜野湾市役所 環境対策課

９０１－２３９２

沖縄県中頭郡北中城村字喜舎場４２６
－２

９０１－２４９３ 中頭郡中城村字当間１７６番地
９０１－２７１０ 宜野湾市野嵩１－１－１

18

浦添市

０９８－８７６－１２３４

19

那覇市

０９８－９５１－１５３０

20

西原町

０９８－９４５－５０１８ 西原町役場 生活環境安全課 ９０３－０１１１ 中頭郡西原町字与那城１４０－１

（代表）

浦添市役所 環境保全課

９０１－２５０１ 浦添市安波茶一丁目１番１号

那覇市役所 環境衛生課

９０１－１１０５

南風原町字新川６４１番地エコマール那
覇 プラザ棟４階

21

与那原町 ０９８－９４５－４６８８ 与那原町役場 生活環境安全課 ９０１－１３９２ 島尻郡与那原町字上与那原１６番地

22

南風原町 ０９８－８８９－１７９７
南城市

０９８－９１７－５３１８

南風原町役場 住民環境課

９０１－１１９５ 島尻郡南風原町字兼城６８６番地

南城市役所 生活環境課

９０１－１４１２ 南城市佐敷字新里１８７０

24

豊見城市 ０９８－８５０－５５２０

豊見城市役所 生活環境課

９０１－０２４４ 豊見城市字宜保１－１－１

25

八重瀬町 ０９８－９９８－８２０３

八重瀬町役場 住民環境課

９０１－０４０１ 島尻郡八重瀬町字東風平１１８８

26

島

国頭村

郵便番号

０９８０－４７－５６０２ 本部町役場 健康づくり推進課 ９０５－０２９２ 国頭郡本部町字東５番地

23

本

主管課

本部町

17
島

電話番号

5

14
本

市町村名

糸満市

０９８－８４０－８１２４ 糸満市役所 市民生活環境課 ９０１－０３９２ 糸満市潮崎町一丁目１番地

27

伊平屋村 ０９８０－４６－２１４２

28

伊是名村

０９８０－４５－２００1

伊是名村役場 建設環境課

29

伊江村

０９８０－４９－３１６２

伊江村役場 建設課

９０５－０５９２ 国頭郡伊江村字東江前３８番地

30

粟国村

０９８－９８８－２０１７

粟国村役場 民生課

９０１－３７９２ 島尻郡粟国村字東３６７番地

伊平屋村役場 住民課

９０５－０７９３ 島尻郡伊平屋村字我喜屋２５１
９０５－０６９５ 島尻郡伊是名村字仲田１２０３番地

周

31

渡名喜村 ０９８－９８９－２３１７

渡名喜村役場 民生課

辺

32

座間味村 ０９８－９８７－２３１２

座間味村役場 産業振興課

９０１－３４９６ 島尻郡座間味村字座間味１０９番地

離

33

渡嘉敷村 ０９８－９８７－２３２２

渡嘉敷村役場 民生課

９０１－３５９２ 島尻郡渡嘉敷村字渡嘉敷１８３番地

34

久米島町 ０９８－９８５－７１２６

久米島町役場 環境保全課

９０１－３１０８ 島尻郡久米島町字比嘉２８７０

35

北大東村 ０９８０２－３－４０５５

北大東村役場 福祉衛生課

９０１－３９９２ 島尻郡北大東村字中野２１８番地

36

南大東村 ０９８０２－２－２０３６

南大東村役場 福祉民生課

９０１－３８９５ 島尻郡南大東村字南１４４番地の１

37

宮古島市 ０９８０－７５－５１２１

宮古島市役所 環境衛生課

９０６－８５０１ 宮古島市平良字西里１８６

38

多良間村 ０９８０－７９－２６２３

多良間村役場 住民福祉課

９０６－０６９２ 宮古郡多良間村字仲筋９９－２

島

宮
古
八
重
山

９０１－３６９２ 島尻郡渡名喜村１９１７番地の３

39

石垣市

０９８０－８２－１２８５

石垣市役所 環境課

９０７－８５０１ 石垣市美崎町１４

40

竹富町

０９８０－８２－６１９１

竹富町役場 町民課

９０７－８５０３ 石垣市美崎町１１－１

41

与那国町 ０９８０－８７－３５８０

与那国町役場 まちづくり課

９０７－１８０１ 八重山郡与那国町字与那国１２９

