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3. 一般市民からの情報提供対応 

 

3.1 一般市民からの情報提供対応の流れ  
 

 

詳細は右ページ→ 

一般市民からの通報

①聞き取り

ヒアリの可能性高い

③アリに触らないよう注意を促す

⑤環境省へ通報

④実物を確認する
（一次スクリーニング）

⑥情報提供者へ結果報告

ヒアリの可能性低いヒアリの可能性高い

質問事項 回答記入欄

□ 発見したもの （ アリ ・ 巣 ）

□ 写真の有無 （ あり ・ なし ）

□ 発見場所 沖縄県（ ）市町村（ ）

□ 発見日時 年 月 日 時 分

□ 発見者氏名 （ ）

□ アリの色
（ 赤 ・ 茶 ・ 黄 ・ 黒 ）

※ヒアリの体色は赤茶色

□ アリの数 （ ）匹ほど

□ アリの大きさ（大体）
（ ）mmほど

※ヒアリの体サイズは2〜6mm

□ 巣の大きさ 直径（ ）cm 高さ（ ）cm ほど

□ 巣の数 （ ）個

②写真の取得・確認

平日（9：00−17：00）

環境省 沖縄奄美自然環境事務所

TEL: 098-836-6400

7〜9月土日祝日（9：00−17：00）

ヒアリ相談ダイヤル
TEL: 0570-046-110

IP電話: 06-7634-7300
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一般市民からの情報提供対応の流れ 

 

①聞き取り ・必要事項を聞き取る。 

②写真の取得 ・写真がある場合は、写真の提供をお願いし確認する。 

③アリに触らないように注意を促す 
・ヒアリの可能性が高い場合、情報提供者が当該アリに触らないように 

注意を促す。 

④実物を確認する 

（一次スクリーニング） 

・実物のアリを顕微鏡等で確認し、ヒアリかどうかを確かめる。 

・ヒアリの確認には、以下３つの形質を使う。 

①胸部と腹部の間のこぶは２つ 

②背中の棘は無い 

③触角先端の２節が膨らむ 

 

 

 

 

 

 

 

ヒアリの可能性高い ヒアリの可能性低い 

⑤ 環 境 省

へ通報 

・ヒアリの可能性の高いアリが見つかった旨を

環境省へ通報する。 

 

平日（9：00−17：00） 

環境省 沖縄奄美自然環境事務所 

TEL: 098-836-6400 

 

 

ヒアリ相談ダイヤル 

TEL: 0570-046-110  

IP 電話: 06-7634-7300 

 

 

⑥情報提供 者

へ結果報告 

・情報提供者へ、確認の結果ヒア

リである可能性は低い旨を伝え

る。 

 

 

 

 

 

①２こぶ

②棘なし

③触角先端
２節が膨らむ
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3.2 関係機関一覧  

【ヒアリ相談ダイヤル】 

 

 

【環境省・沖縄県】 

 

 

【保健所】 

 

 

【博物館】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対応機関名 管轄 電話番号

ヒアリ相談ダイヤル 環境省 0570-046-110

機関名 所在地 電話番号

環境省　沖縄奄美自然環境事務所 那覇市 098-836-6400

環境省　石垣自然保護官事務所 石垣市 0980-82-4768

環境省　西表自然保護官事務所 八重山郡 0980-84-7130

沖縄県　環境部自然保護課 那覇市 098-866-2243

機関名 所在地 電話番号

沖縄県北部保健所　生活環境班 名護市 0980-52-2636

沖縄県南部保健所　環境保全班 南風原町 098-889-6846

沖縄県中部保健所　環境保全班 沖縄市 098-938-9787

宮古保健所 宮古島市 0980-72-3501

八重山保健所 石垣市 0980-82-3243

機関名 所在地 電話番号

沖縄県立博物館 那覇市 098-941-8200

名護博物館 名護市 0980-53-1342

沖縄市立郷土博物館 沖縄市 098-932-6882

宜野湾市立博物館 宜野湾市 098-870-9317

恩納村博物館 恩納村 098-982-5112
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【沖縄本島市町村役場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関名 所在地 電話番号

那覇市役所　環境部　環境保全課 那覇市 098-951-3229

宜野湾市役所　市民経済部　環境対策課 宜野湾市 098-893-4505

浦添市役所　市民部　環境保全課 浦添市 098-876-1234

名護市役所　環境対策課 名護市 0980-52-0003

糸満市役所　市民健康部　市民生活環境課 糸満市 098-840-8124

沖縄市役所　市民部　環境課 沖縄市 098-939-1212(内2222)

豊見城市役所　市民部　生活環境課 豊見城市 098-850-5520

うるま市役所　市民部　環境課 うるま市 098-973-5594

南城市役所　市民部　生活環境課 南城市 098-917-5318

国頭村役場　総務課 国頭村 0980-41-2101

大宜味村役場　企画観光課 大宜味村 0980-44-3007

東村役場　建設環境課 東村 0980-43-2205

今帰仁村役場　住民課　環境衛生係 今帰仁村 0980-56-2102

本部町役場　保健予防課 本部町 0980-47-5602

恩納村役場　村民課 恩納村 098-966-1205

宜野座村役場　村民生活課 宜野座村 098-968-8501

金武町役場　住民生活課 金武町 098-968-2460

読谷村役場　生活環境課 読谷村 098-982-9214

嘉手納町役場　産業環境課 嘉手納町 098-956-1111

北谷町役場　農林水産課 北谷町 098-982-7714

北中城村役場　住民生活課 北中城村 098-935-2233

中城村役場　住民生活課　生活環境係 中城村 098-895-2131

西原町役場　生活環境安全課 西原町 098-945-5018

与那原町役場　生活環境安全課 与那原町 098-945-4688

南風原町役場　総務部　住民環境課生活環境班 南風原町 098-889-1797

八重瀬町役場　住民環境課 八重瀬町 098-998-8203
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【離島市町村役場】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

機関名 所在地 電話番号

石垣市役所　市民保健部　環境課 石垣島 0980-82-1285

宮古島市役所　生活環境部　環境衛生課 宮古島 0980-75-5339

伊江村役場　農林水産課 伊江島 0980-49-3161

久米島町役場　環境保全課 久米島 098-985-7126

渡嘉敷村役場　民生課 渡嘉敷島 098-987-2322

座間味村役場　産業振興課 座間味島 098-987-2320

粟国村役場　民生課 粟国島 098-988-2017

渡名喜村役場　経済課 渡名喜島 098-987-2066

南大東村役場　産業課 南大東島 0980-22-2037

北大東村役場　経済課 北大東島 0980-23-4033

伊平屋村役場　農林水産課 伊平屋島 0980-46-2002

伊是名村役場　建設環境課 伊是名島 0980-45-2004

多良間村役場　住民福祉課 多良間島 0980-79-2623

竹富町役場　政策推進課 竹富島 0980-82-6191

与那国町役場　教育委員会 与那国島 0980-87-2002


