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沖縄県総合行政情報通信ネットワーク電話とは 
 

 本電話を利用して、県庁を中心に市町村、消防本部、県出先機関、防災関係機関との間を内線化し、

災害時の緊急利用はもとより、平常時における一般行政事務や連絡用として利用することができます。 

 また、県庁を経由し衛星回線を利用して国や全国の都道府県、市町村、消防本部とも通話することが

できます。 

 本ネットワークを利用した電話及びＦＡＸ通信は、通話料が無料ですので積極的にご利用くださ

い。 

沖縄県総合行政情報通信ネットワーク電話構成図 

他機関ネットワーク 

国土交通省所管 内閣府所管 総務省消防庁所管 
(財)自治体衛星通信 

機構所管 

沖縄県 
総合行政情報通信 

ネットワーク 

県出先機関 

各合庁など 

計 13 拠点 

県本庁 

県内 
市町村 

県内 
消防本部 

防災関係機関 

気象台、赤十字など 

消防防災

無線 

各機関間で 
ネットワークを通じた 
内線通話が可能 

都道府県 

全国 市町村 

消防本部 

水防･道路用

無線 
衛星電話 

消防庁 

都道府県庁等 

中央省庁 

都道府県庁等 

国土交通省 

都道府県庁等 

中央防災

無線 
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電話のかけ方 

 
まずは、どこからかけるのか、発信元のグループを確認しましょう。 

 

から 

 
庁内の電話機でかける

※注 

→ P.３ 

 
ホットラインでかける 

→ P.４ 

 

から 

 
庁内の電話機でかける

※注 

→ P.５ 

 
遠隔制御器でかける 

→ P.６ 

 

から掛ける → 
P.７ 

※注 発信番号一覧(P.9～12)の電話発信番号が未接続と記載されている機関は 

庁内電話機で電話を掛けることは出来ません。  

県庁 

県合同庁舎 
（中部・八重山保健所含む） 

市町村 

国頭消防本部 

グループ

Ａ 

消防本部 
(国頭消防本部以外) 

保健所 
(北部・南部・宮古) 

県立病院 

防災関係機関 
(気象台,赤十字,沖電等) 

グループ

Ｂ 

県配備分 

各離島市町村 

提携病院ほか 
※設置機関、番号は 
P.28～29 を参照 

可搬型 

無線機 
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から庁内の電話機でかける 
 

 

相手先 かけ方 

 

 

 

 
 

＜例＞ 

発信元 相手先 電話番号 

那覇市 名護市 
（総務部防災基地対策係）

   
糸満市 

糸満市消防 
(作戦会議室１) 

   
石垣市 

八重山合庁 

可搬１ 

   
～メモ欄～ 

 

 

 

※ホットライン電話機でもかけることが出来ます。（かけ方は次ページ参照） 

グループ 

Ａ 
「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

「○」 
発信番号(ボタン) 

自機関の 

P.9~12 参照 
グループ 

Ｂ 

可搬型 

無線機 「○○○」 

局番号 

相手可搬型無線機の 

P.28~29 参照 

「○」 
発信番号(ボタン) 

自機関の 

P.9~12 参照 

２１０ －  ２０１ 

局番号   内線番号 

４４ 
発信番号(ボタン) 

グループＡ グループＡ 

６１１ －  ２１４ 

局番号   内線番号 

６ 
発信番号(ボタン) 

グループＡ グループＢ 

３９２ 

局番号 

５５ 
発信番号(ボタン) 

グループＡ 可搬型 

グループ

Ａ 
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からホットラインでかける 
 

 

＜ホットライン電話機で発信する時の注意＞ 

 

受話器を上げる前に 

ここを押す 
押さずに受話器を上げると自動的に 

県防災危機管理課（危機管理センター）につながります。 

 

 

相手先 かけ方 

 

    

 

県防災危機管理課 （そのまま受話器を上げる） 

 
   

＜例＞ 

発信元 相手先 電話番号 

読谷村 
ニライ消防 
(遠隔制御器) 

、  
  

グループ 

Ａ 

「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

自内線ボタン

を押して、 
グループ 

Ｂ 

可搬型 

無線機 「○○○」 

局番号 

相手可搬型無線機の 

P.28~29 参照 

６０８   －  ４ 

局番号   内線番号 グループＡ グループＢ 

グループ

Ａ 

自内線ボタン

を押して、 

自内線ボタン

を押して、 
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から庁内の電話機でかける 
 

 

 

＜例＞ 

発信元 相手先 電話番号 
宜野湾市 

消防本部 

宜野湾市 
(防災危機管理室 

防災危機管理係) 

        
宮古保健所 

宮古病院 

(遠隔制御器) 

   
宮古島市 

消防 

多良間村設置 

可搬型無線機 

   
 

 

 

 

※遠隔制御器でもかけることが出来ます。（かけ方は次ページ参照）  

相手先 かけ方 

  

 
 

 
 

グループ 

Ａ 

「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

＊ 
ｱｽﾀﾘｽｸ 

  

「○」 
発信番号(ボタン) 

自機関の 

P.9~12 参照 

グループ 

Ｂ 
「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

「○」 
発信番号(ボタン) 

自機関の 

P.9~12 参照 

可搬型 

無線機 「○○○」 

局番号 

相手可搬型無線機の 

P.28~29 参照 

「○」 
発信番号(ボタン) 

自機関の 

P.9~12 参照 

２３１ － １３１１ 

局番号   内線番号 

外線８ 
発信番号(ボタン) 

グループＢ グループＡ 

６６３ －    ４ 

局番号   内線番号 

外線ボタン＋＃ 
発信番号(ボタン) 

グループＢ グループＢ 

３１３ 

局番号 

行政 NW ボタン＋＊ 
発信番号(ボタン) 

グループＢ 可搬型 

グループ

Ｂ 

＊ 
ｱｽﾀﾘｽｸ 
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から遠隔制御器 でかける 
 

 

 

＜例＞ 

発信元 相手先 電話番号 

八重山病院 八重山保健所 
(総務企画班長) 

   
浦添市 

消防本部 

那覇市消防局 

(指令室) 

   
久米島町 

消防本部 

久米島町設置 

可搬型無線機 

   
 

 

  

相手先 かけ方 

  

 
 

 
 

グループ 

Ａ 

「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

＊ 
ｱｽﾀﾘｽｸ 

  

グループ 

Ｂ 
「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

可搬型 

無線機 「○○○」 

局番号 

相手可搬型無線機の 

P.28~29 参照 

 ７１  － ９５７７ 

局番号   内線番号 
＊ 

ｱｽﾀﾘｽｸ 

グループＢ グループＡ 

６１０ － ２１４２３ 

局番号   内線番号  
グループＢ グループＢ 

３０７ 

局番号 
グループＢ 可搬型 

グループ

Ｂ 
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からかける 
 

＜まず確認＞ 

＜例＞ 

発信元 相手先 電話番号 

 

県庁 
（医療政策課） 

   
 

八重山合庁 

可搬１ 

  
※可搬型無線機の所在地は、番号簿更新時現在のものであり、変更されることがあります。 

ὦᾷᾊᾎὀΏ
ἵἕἷἕἪἜƘΏ

᭐༽ὀΏ
ҸἴἷἕἪἜƘΏ

ἼΏݰ۔
ἻἴἷἕἬὤἜƘΏ

 

 

  

相手先 かけ方 

 

 

 

 
 

電源ボタン 

表示部 

グループ 

Ａ 
「○○○」－「○○○○」 

局番号   内線番号 

相手機関の 

P.13~27 参照 

＊ 
ｱｽﾀﾘｽｸ 

  

グループ 

Ｂ 

可搬型 

無線機 「○○○」 

局番号 

相手可搬型無線機の 

P.28~29 参照 

可搬型 
 ７１  － ３５００ 

局番号   内線番号 
＊ 

ｱｽﾀﾘｽｸ 
グループＡ 

可搬型 
３９２ 

局番号 
可搬型 

可搬型 

無線機 

取り付け口 

アンテナ 
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よくあるお問い合わせについて 
 
①電話番号簿の更新について 

当協議会では、毎年、行政電話番号に変更がないか、各機関へ一斉に調査を依頼しております。 

上記の調査以外の時期でも、随時更新作業は行っておりますので、訂正・削除等がありましたら、当

協議会までご連絡ください。更新が完了次第、当協議会担当者からご連絡させていただきます。 
 

 更新作業の手順（例） 

 1.当協議会担当職員へ連絡。 

 2.訂正箇所を担当者へ送る。（ＦＡＸあるいはメール） 

（訂正後の番号等は、蛍光ペンで色を変える or 文字の色を変えるなど、わかりやすく表記ください。） 

3.更新作業完了後、当協議会担当職員から連絡。 

4.確認の上、他に訂正箇所がなければ更新完了！ 
 

 

②電話機の移設について 
各機関の庁舎交換機入れ替え時や、庁舎移転、レイアウト変更等を行う際に、ネットワークの回線が

再接続されていないあるいは回線が切られている、専用電話機を撤去した等の理由により、電話が使用

できなくなります。 

 その場合、回線の再接続や、新たな専用電話機の購入等、各機関で負担していただく可能性がありま

す。そういった事態を避けるため、電話機入れ替え等の際は、当協議会へご連絡くださいますようお願

いします。 

 

 

③発信番号の設定について 
発信番号は各機関の庁舎交換機において設定されております。未接続の機関で発信番号を設定したい

機関は庁舎交換機の保守業者の方と調整をしていただいた後に、当協議会へご連絡ください。 
 

 

④電話番号簿内に専用電話機しか記載されていない機関について 
電話番号簿内に専用電話機（ホットライン電話機・遠隔制御器）しか記載されていない機関は庁内電

話機を使用して本ネットワークを利用した電話をかけることはできません。 

その機関において通常の電話機と本ネットワークが接続されていません。利用するには③同様、各機

関で庁舎交換機の保守業者の方と調整していただく必要があります。詳しい内容については、県庁 情

報基盤整備課 情報通信基盤班 総合行政情報通信ＮＷ担当にお問い合わせください。 

 

 

 

＜連絡先＞ 

沖縄県総合行政情報通信ネットワーク運営協議会（沖縄県企画部情報基盤整備課内） 

協議会担当職員あて 

  TEL：０９８－８６６－２０３６  FAX：０９８－８６７－２９９８ 

NW 電話 TEL：発信番号―７１－２２４０  FAX：発信番号―７２－４８８１ 

Email：xx013005@pref.okinawa.lg.jp（情報基盤整備課代表端末） 

※電話口では「行政電話番号簿の更新の件で、協議会担当職員へ繋いでほしい」とお伝え頂けると 

素早く対応できます。 
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R4.6月時点

機関名 電話発信番号（ボタン） FAX発信番号 備考

１ 県庁

２ 北部合庁

３ 北部保健所
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

４ 北部病院 〃

５
中部合庁

(中部保健所･福祉事務所含)

６ 中部病院
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

７ 南部合庁

８ 南部保健所
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

９
南部医療センター・
こども医療センター

〃

１０ 宮古合庁

１１ 宮古保健所

１２ 宮古病院
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

１３
八重山合庁

(八重山保健所･福祉事務所含)

１４ 八重山病院
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

機関名 電話発信番号（ボタン） FAX発信番号 備考

１ 名護市 ８ 未接続

２ 国頭村 外線１７（県防災） 〃

３ 大宜味村 防災ボタン（ボタン５） 〃

４ 東村 防災ボタン（外線１２） 〃

５ 今帰仁村 未接続 〃 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

６ 本部町 ６１ 〃

７ 恩納村 ８８ 〃

８ 宜野座村 未接続 〃 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

市　町　村

発信番号（ボタン）一覧

県　機　関

６

未接続

未接続

未接続

未接続

未接続

未接続

外線釦（県ＮＷ）＋＃

未接続

６

６

６

６

６
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R4.6月時点

発信番号（ボタン）一覧

機関名 電話発信番号（ボタン） FAX発信番号 備考

９ 金武町 未接続 未接続 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

１０ 伊江村 未接続 〃 〃

１１ 伊平屋村 未接続 〃 〃

１２ 伊是名村 未接続 〃 〃

１３ うるま市 ７ 〃

１４ 宜野湾市 ６ 〃

１５ 浦添市 特番（＊＊） 〃

１６ 沖縄市 ８ 〃

１７ 読谷村 未接続 〃 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

１８ 嘉手納町 ７ 〃

１９ 北谷町 未接続 〃 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

２０ 北中城村 ８ 〃

２１ 中城村 6 〃

２２ 西原町 ７ 〃

２３ 那覇市 ４４ 〃

２４ 糸満市 ６ 〃

２５ 豊見城市 ７ 〃

２６ 八重瀬町 5 〃

２７ 南城市 7 〃

２８ 与那原町 8 〃

２９ 南風原町 ７ 庁舎交換機収容　７

３０ 久米島町 未接続 未接続 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

３１ 渡嘉敷村 ８ 〃

３２ 座間味村 未接続 〃 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

３３ 栗国村 未接続 〃 〃

３４ 渡名喜村 防災ボタン（１～４） 〃

市　町　村
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R4.6月時点

発信番号（ボタン）一覧

機関名 電話発信番号（ボタン） FAX発信番号 備考

３５ 宮古島市 ７０ 未接続

３６ 多良間村 ７ 〃

３７ 石垣市 55 〃

３８ 竹富町 県NWボタン18 〃

３９ 与那国町 未接続 〃 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話のみ利用可

４０ 南大東村 外線ボタン１１＋６ 〃

４１ 北大東村 防災ボタン＋６ 〃

機関名 電話発信番号（ボタン） FAX発信番号 備考

１ 名護市消防本部

２
国頭地区行政事務
組合消防本部

中継局用IP電話・FAXのみ
利用可

３
本部町・今帰仁村消防

組合消防本部

４
金武地区消防衛生
組合消防本部

遠隔制御器、一斉受令／防災用
FAXのみ利用可

５ 沖縄市消防本部

６ 宜野湾市消防本部

７ 浦添市消防本部
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

８ うるま市消防本部

９
比謝川行政事務

組合ニライ消防本部

１０
中城北中城
消防組合

１１ 那覇市消防局

１２ 糸満市消防本部

１３ 豊見城市消防本部

１４
島尻消防組合
消防本部

１５
東部消防組合
消防本部

１６ 久米島町消防本部
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

１７ 宮古島市消防本部

１８ 石垣市消防本部
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

消　防　機　関

市　町　村

県NWボタン

外線７

外線７(県ネット)

未接続

外線８

未接続

未接続

行政ＮＷボタン

外線９

県NWボタン

４４

外線６（県NW）

７

外線１２（県ネット）

８

未接続

行政ＮＷボタン＋＊

未接続
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R4.6月時点

発信番号（ボタン）一覧

機関名 電話発信番号（ボタン） FAX発信番号 備考

１ 沖縄電力株式会社
遠隔制御器、一斉受令／防災用

FAXのみ利用可

２ 沖縄気象台

３
第十一管区
海上保安本部

遠隔制御器、一斉受令／防災用
FAXのみ利用可

４ ＮＨＫ沖縄放送局 〃

５
日本赤十字社
沖縄県支部

〃

６ 陸上自衛隊
可搬型無線装置

（外部接続ポートなし）
未接続

無線機のみ利用可
（音声通話のみ）

防　災　関　係　機　関

未接続

未接続

未接続

7

未接続
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

沖縄県庁(IP電話) 

局番号： 71 

 
玉城知事 ····· 2000 

池田副知事 ···· 2010 

照屋副知事 ···· 2020 

政策調整監 ···· 2894 

 

知事公室 

 

公室長室 ····· 2026 

秘書防災統括監室 · 2024 

基地対策統括監室 · 2031 

秘書課 ······ 2030 

広報課 ······ 2050 

行政オンブズマン相談室 

 ········· 2060 

基地対策課 ···· 2070 

防災危機管理課 ·· 2090 

辺野古新基地建設問題対策課 

  ······· 3380 

特命推進課 ···· 3550 

 

総務部 

 

部長室 ······ 2103 

総務統括監室 ··· 2104 

財政統括監室 ··· 2105 

総務私学課 ···· 2110 

文書収発室 ···· 2150 

行政情報センター · 2120 

印刷室 ······ 2130 

人事課 ······ 2160 

職員厚生課 ···· 2180 

職員健康管理センター 2200 

財政課 ······ 2210 

税務課 ······ 2230 

管財課 ······ 2140 

行政管理課 ···· 2170 

総務事務センター · 3390 

 

企画部 

 

部長室 ······ 2307 

参事監室 ····· 2361 

企画調整統括監室 · 2308 

企画振興統括監室 · 2311 

参事室 ······ 2309 

企画調整課 ···· 2260 

交通政策課 ···· 2280 

県土・跡地利用対策課 2290 

統計課 ······ 2300 

科学技術振興課 ·· 2320 

情報基盤整備課 ·· 2240 

デジタル社会推進課 3640 

地域・離島課 ··· 2350 

市町村課 ····· 2360 

 

環境部 

 

部長室 ······ 2559 

環境企画統括監室 · 2561 

参事室 ······ 2725 

環境政策課 ···· 2460 

環境保全課 ···· 2470 

環境整備課 ···· 2480 

自然保護課 ···· 2490 

環境再生課 ···· 3410 

 

子ども生活福祉部 

 

部長室 ······ 2685 

生活企画統括監室 · 2687 

子ども福祉統括監室 2686 

福祉政策課 ···· 2500 

保護・援護課 ··· 2510 

高齢者福祉介護課 · 2550 

青少年・子ども家庭課 2560 

子育て支援課 ··· 2850 

障害福祉課 ···· 2570 

消費・くらし安全課 2440 

女性力・平和推進課 2430 

子ども未来政策課 · 3480 

 

保健医療部 

 

部長室 ······ 3974 

医療企画統括監室 · 2908 

保健衛生統括監室 · 3975 

感染対策統括監 ·· 7315 

保健医療総務課 ·· 2580 

医療政策課 ···· 3500 

健康長寿課 ···· 2540 

地域保健課 ···· 2590 

衛生薬務課 ···· 2380 

国民健康保険課 ·· 2270 

 

農林水産部 

 

部長室 ······ 2918 

農政企画統括監室 · 2919 

農業振興統括監室 · 2921 

農漁村基盤統括監室 2922 

農林水産総務課 ·· 2600 

流通・加工推進課 · 2610 

農政経済課 ···· 2620 

営農支援課 ···· 2630 

園芸振興課 ···· 2640 

糖業農産課 ···· 2650 

畜産課 ······ 2660 

村づくり計画課 ·· 2670 

農地農村整備課 ·· 2690 

森林管理課 ···· 2710 

水産課 ······ 2720 

漁港漁場課 ···· 2730 

 

商工労働部 

 

部長室 ······ 3207 

産業振興統括監室 · 3208 

産業雇用統括監室 · 3209 

産業政策課 ···· 2740 

雇用政策課 ···· 2750 

アジア経済戦略課 · 2760 

マーケティング戦略推進課

 ········· 3560 

ものづくり振興課 · 2770 

中小企業支援課 ·· 2800 

企業立地推進課 ·· 2780 

情報産業振興課 ·· 3308 

労働政策課 ···· 2810 

感染防止経営支援課 3580 

 

文化観光 

スポーツ部 

 

部長室 ······ 3378 

観光政策統括監室 · 3919 

文化スポーツ統括監室 3921 

参事室 ······ 3375 

観光政策課 ···· 2820 

観光振興課 ···· 2830 

文化振興課 ···· 2410 

空手振興課 ···· 3117 

スポーツ振興課 ·· 2400 

交流推進課 ···· 2840 

ＭＩＣＥ推進課 ·· 3430 

観光事業者等支援課 3600 

 

土木建築部 

 

部長室 ······ 3418 

土木企画統括監室 · 3419 

土木整備統括監室 · 3421 

建築都市統括監室 · 3422 

参事室 ······ 3799 

土木総務課 ···· 2860 

技術・建設業課 ·· 2870 

用地課 ······ 2880 

道路街路課 ···· 2900 

道路管理課 ···· 2910 

河川課 ······ 2920 

海岸防災課 ···· 2930 

港湾課 ······ 2970 

空港課 ······ 2980 

都市計画・モノレール課 

 ········· 2940 

都市公園課 ···· 3020 

下水道課 ····· 2960 

建築指導課 ···· 2990 

住宅課 ······ 3000 

施設建築課 ···· 3010 

 

出納事務局 

 

会計管理者 ···· 3811 

会計課 ······ 3030 

物品管理課 ···· 3050 

 

企業局 

 

局長室 ······ 4291 

企業企画統括監室 · 4292 

企業技術統括監室 · 4293 

総務企画課 ···· 3240 

経理課 ······ 3360 

建設課 ······ 3250 

配水管理課 ···· 3260 

 

病院事業局 

 

局長 ······· 4241 

病院事業統括監 ·· 4242 

病院事業総務課 ·· 3230 

病院事業経営課 ·· 3540 

 

教育庁 

 

教育長室 ····· 4011 

教育管理統括監室 · 4012 

教育指導統括監室 · 4013 

参事室 ······ 4014 

総務課 ······ 3070 

教育支援課 ···· 3090 

施設課 ······ 3100 

学校人事課 ···· 3210 

県立学校教育課 ·· 3120 

義務教育課 ···· 3130 

保健体育課 ···· 3140 

生涯学習振興課 ·· 3150 

文化財課 ····· 3160 

 

監査委員 

 

事務局長室 ···· 3857 

事務局 ······ 3190 

 

選挙管理委員会 

 

選挙管理委員会 ·· 2370 

 

人事委員会 

 

事務局長室 ···· 3882 

事務局 ······ 3200 

 

労働委員会 

 

事務局長室 ···· 3898 

調整審査課 ···· 3220 

 

収用委員会 

 

事務局 ······ 2880 

 

その他 

 

総合案内 ····· 2450 

守衛室東側１Ｆ ·· 2295 

守衛室西側Ｂ１Ｆ · 2301 

中央監視室 ···· 2297 

組合事務所 ···· 4645 

 ········· 4646 

 

県議会 

 

局長室 ······ 4411 

次長室 ······ 4412 

総務課 ······ 3280 

秘書室 ······ 3290 

議事課 ······ 3310 

政務調査課 ···· 3300 

守衛室 ······ 4547 

議長室 ······ 3290 

副議長室 ····· 3290 
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

沖縄県庁(FAX) 

局番号： 72 

 

知事公室 

 

広報課 ······ 4818 

行政オンブズマン相談室 

 ········· 4791 

基地対策課 ···· 4823 

防災危機管理課 ·· 4819 

 ········· 4872 

 

総務部 

 

総務私学課 ···· 4821 

行政情報センター · 4797 

人事課 ······ 4813 

職員厚生課 ···· 4814 

職員健康管理センター 4879 

財政課 ······ 4821 

税務課 ······ 4816 

管財課 ······ 4792 

行政管理課 ···· 4817 

総務事務センター · 4787 

 

企画部 

 

企画調整課 ···· 4824 

交通政策課 ···· 4827 

県土・跡地利用対策課 4825 

統計課 ······ 4828 

科学技術振興課 ·· 4880 

情報基盤整備課 ·· 4881 

地域・離島課 ··· 4826 

市町村課 ····· 4829 

 

環境部 

 

環境政策課 ···· 4888 

環境保全課 ···· 4809 

環境整備課 ···· 4810 

 

子ども生活福祉部 

 

福祉政策課 ···· 4804 

高齢者福祉介護課 · 4801 

青少年・子ども家庭課 4802 

子育て支援課 ··· 4885 

障害福祉課 ···· 4803 

消費・くらし安全課 4808 

女性力・平和推進課 4812 

 

保健医療部 

 

保健医療総務課 ·· 4799 

健康長寿課 ···· 4805 

地域保健課 ···· 4806 

衛生薬務課 ···· 4887 

国民健康保険課 ·· 4886 

 

農林水産部 

 

農林水産総務課 ·· 4839 

流通・加工推進課 · 4840 

農政経済課 ···· 4841 

営農支援課 ···· 4842 

園芸振興課 ···· 4843 

糖業農産課 ···· 4844 

畜産課 ······ 4845 

村づくり計画課 ·· 4847 

農地農村整備課 ·· 4848 

森林管理課 ···· 4846 

水産課 ······ 4850 

漁港漁場課 ···· 4851 

 

商工労働部 

 

産業政策課 ···· 4830 

雇用政策課 ···· 4822 

アジア経済戦略課 · 4831 

ものづくり振興課 · 4832 

中小企業支援課 ·· 4833 

企業立地推進課 ·· 4834 

情報産業振興課 ·· 4835 

労働政策課 ···· 4836 

 

文化観光 

スポーツ部 

 

観光政策課 ···· 4837 

観光振興課 ···· 4838 

文化振興課 ···· 4807 

スポーツ振興課 ·· 4889 

 

土木建築部 

 

土木総務課 ···· 4859 

技術・建設業課 ·· 4860 

用地課 ······ 4852 

道路街路課 ···· 4861 

道路管理課 ···· 4862 

河川課 ······ 4863 

海岸防災課 ···· 4864 

港湾課 ······ 4853 

空港課 ······ 4854 

都市計画・モノレール課 

 ········· 4865 

下水道課 ····· 4866 

建築指導課 ···· 4855 

住宅課 ······ 4856 

施設建築課 ···· 4857 

 

出納事務局 

 

会計課 ······ 4790 

物品管理課 ···· 4793 

 

企業局 

 

総務企画課 ···· 4867 

経理課 ······ 4789 

建設課 ······ 4868 

 

病院事業局 

 

病院事務総務課 ·· 4811 

 

教育庁 

 

総務課 ······ 4871 

教育支援課 ···· 4788 

施設課 ······ 4873 

学校人事課 ···· 4869 

県立学校教育課 ·· 4874 

義務教育課 ···· 4875 

保健体育課 ···· 4876 

生涯学習振興課 ·· 4877 

文化財課 ····· 4878 

 

監査委員 

 

事務局 ······ 4794 

 

選挙管理委員会 

 

選挙管理委員会 ·· 4884 

 

人事委員会 

 

総務課 ······ 4795 

 

労働委員会 

 

調整審査課 ···· 4796 

 

収用委員会 

 

事務局 ······ 4852 

 

県議会 

 

総務課 ······ 4882 

秘書室 ······ 4883 

議事課 ······ 4882 

政務調査課 ···· 4882 
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

県出先機関 

 

北部合同庁舎 

局番号： 71 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9911 

 

名護県税事務所 ·· 8400 

課税班長 ···· 8402 

納税班長 ···· 8409 

 

北部土木事務所 

庶務班 ····· 8500 

計画調整班 ··· 8510 

維持管理班 ··· 8520 

道路整備班 ··· 8530 

河川海岸班 ··· 8460 

都市港湾班 ··· 8470 

建築班 ····· 8480 

用地班 ····· 8490 

 

北部農林水産振興センター 

所長 ······ 8544 

農業改良普及課長 8551 

普及企画班長 ·· 8553 

園芸技術普及班長 8561 

地域特産振興班長 8557 

 

国頭教育事務所 ·· 8630 

北部食肉衛生検査所 8640 

 

北部保健所 

局番号： 640 

 

総務企画班 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

北部病院 

局番号： 660 

 

総務課 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

中部合同庁舎 

局番号： 71 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9912 

 

コザ県税事務所 

所長 ······ 7401 

課税第１班長 ·· 7402 

課税第２班長 ·· 7407 

自動車税班長 ·· 7416 

納税班長 ···· 7421 

 

中頭教育事務所 ·· 7480 

所長 ······ 7476 

総務班長 ···· 7481 

指導班長 ···· 7443 

 

交通事故相談所 中部支所 

 ····· 7470 

中部農業改良普及センター 

 ········ 7628 

所長 ······ 7624 

普及企画班長 ·· 7625 

農業技術班長 ·· 7626 

 

中部農林土木事務所 

所長 ······ 7775 

計画用地班長 ·· 7776 

農漁村整備班長 · 7791 

 

中部土木事務所 

所長 ······ 7671 

業務総括 ···· 7672 

技術総括 ···· 7673 

庶務班長 ···· 7675 

計画調査班長 ·· 7705 

維持管理班 ··· 7630 

道路整備班 ··· 7640 

河川都市班 ··· 7650 

建築班長 ···· 7761 

道路用地班 ··· 7670 

河川都市用地班 · 7680 

 

守衛室 ······ 7440 

 

中部保健所 

局番号：71 

 

所長 ······· 7494 

保健健康統括 ··· 7605 

生活環境総括兼環境保全班長 

 ····· 7516 

総務企画班長 ··· 7497 

生活衛生班 ···· 7510 

食品衛生広域監視班 7600 

環境保全班 ···· 7500 

健康推進班長 ··· 7556 

地域保健班 ···· 7540 

精神保健班 ···· 7530 

 

中部福祉事務所 

局番号： 71 

 

所長 ······· 7495 

総務班長 ····· 7811 

地域福祉班長 ··· 7504 

生活保護第１班長 · 7814 

生活保護第２班長 · 7547 

 

中部病院 

局番号： 661 

 

総務課 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

南部合同庁舎 

局番号： 71 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9913 

 

那覇県税事務所 

所長 ······ 4901 

地域総括 ···· 4902 

広域総括 ···· 4969 

課税第一班 ··· 4940 

課税第二班 ··· 4970 

自動車税班 ··· 4930 

納税班 ····· 4910 

収納管理班 ··· 4900 

法人班 ····· 4980 

軽油調査課税班 · 4950 

不動産評価班 ·· 4960 

特別滞納整理班 · 4920 

 

南部農林土木事務所 

所長 ······ 5029 

土地改良班長 ·· 5031 

計画調整班長 ·· 5046 

農地農村整備班長 5053 

漁港漁場整備班長 5077 

 

南部林業事務所 ·· 5116 

所長 ······ 5109 

 

南部土木事務所 ·· 5120 

所長 ······ 5147 

業務総括 ···· 5148 

技術総括 ···· 5149 

庶務班 ····· 5120 

計画調査班 ··· 5130 

維持管理班 ··· 5140 

道路整備班 ··· 5160 

街路公園班 ··· 5170 

河川港湾班 ··· 5180 

建築班 ····· 5150 

道路用地班 ··· 5190 

河川都市用地班 · 5200 

 

統計課分室 ···· 5010 

 

那覇教育事務所 ·· 5331 

所長 ······ 5327 

総務班長 ···· 5328 

指導班長 ···· 5341 

 

旅券センター ··· 5110 

センター室長 ·· 5132 

 

生涯学習推進センター 

 ········· 5250 

 

交通事故相談所 本所 5020 

 

守衛室 ······ 4990 

 

南部保健所 

局番号： 641 

 

総務企画班 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

南部医療センター・

こども医療センター 

局番号： 662 

 

総務課 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

宮古合同庁舎 

局番号： 71 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9914 

 

宮古事務所 

所長 ······ 9139 

総務課長兼消費生活センタ

ー宮古分室長 

 ··· 9134 

総務課 

総務振興班長 ·· 9127 

出納管理担当 ·· 9135 

 

県税課 

県税課長 ···· 9101 

 

宮古農林水産振興センター 

所長 ······ 9141 

副参事 ····· 9147 

 

農林水産整備課 

課長 ····· 9208 

土地改良班長 · 9204 

計画調整班長 · 9238 

農業水利班長 · 9209 

漁港水産班長 · 9246 

農林整備班長 · 9228 

 

農業改良普及課 

課長 ····· 9118 

普及企画班長 · 9119 

農業技術班長 · 9111 

 

宮古土木事務所 

所長 ······ 9165 

総務用地班長 ·· 9178 

維持管理班長 ·· 9154 

道路整備班長 ·· 9191 

都市港湾班長 ·· 9196 

建築班長 ···· 9161 

 

宮古教育事務所 

所長 ······ 9265 

総務班長 ···· 9258 

指導班長 ···· 9248 

 

宮古福祉事務所 

所長 ······ 9269 

総務係長 ···· 9272 

福祉班長 ···· 9273 

 

宮古保健所 

局番号： 642 

 

遠隔制御器 ······ 4 

ＦＡＸ ········ 5 

 

宮古病院 

局番号： 663 

 

総務課 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

八重山合同庁舎 

局番号： 71 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9915 

 

八重山事務所 

所長 ······ 9428 

総務課長兼消費・くらし安

全課八重山分室長兼平和祈 

念資料館分館長 · 9429 

 

総務課 

総務振興班長 ·· 9431 

出納管理担当 ·· 9436 

 

県税課 

県税課長 ···· 9403 

 

八重山農林水産振興センター 

所長 ······ 9441 

副参事 ····· 9451 

 

農業改良普及課 

課長 ······ 9508 

普及企画班長 ·· 9449 

農業技術班 ··· 9443 

 

農林水産整備課 

課長 ······ 9526 

土地改良班長 ·· 9511 

計画調整班長 ·· 9532 

農業水利班長 ·· 9537 

農林整備班長 ·· 9535 

漁港水産班長 ·· 9541 

 

八重山土木事務所 

所長 ······ 9453 

総務用地班長 ·· 9455 

維持管理班長 ·· 9472 

道路整備班長 ·· 9487 

河川都市港湾班長 9505 

建築班長 ···· 9481 

 

八重山教育事務所 

所長 ······ 9556 

総務班長 ···· 9557 

指導班長 ···· 9569 

 

八重山福祉事務所 

所長兼中央児童相談所 

八重山分室長 ·· 9415 

総務係長 ···· 9417 

福祉班長 ···· 9414 

 

八重山保健所 

局番号： 71 

 

所長 ······· 9576 

総務企画班長 ··· 9577 

生活環境班長 ··· 9592 

健康推進班長 ··· 9585 

地域保健班長 ··· 9586 

 

八重山病院 

局番号： 664 

 

総務課 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

市町村 

 

名護市 

局番号： 210 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9921 

 

会計課 

会計管理課兼会計課長160 

出納係長 ····· 161 

出納係 ······ 166 

 

総務部 

総務部長 ····· 228 

参事 ······· 211 

総務課長 ····· 210 

総務係長 ····· 215 

総務係 ······ 212 

文書法規係長 ··· 390 

文書法規係 ···· 211 

防災基地対策係 ·· 201 

防災基地対策係 ·· 208 

人事行政課長 ··· 242 

人事行政係長 ··· 245 

人事行政係 ···· 245 

保健師 ······ 371 

給与厚生係長 ··· 337 

給与厚生係 ···· 214 

工事契約検査課長兼工事検

査幹 ······· 317 

工事契約検査係長 · 189 

工事契約検査係 ·· 255 

財政課長 ····· 366 

財政係長 ····· 159 

財政係 ······ 104 

財産管理係長 ··· 218 

財政管理係 ···· 221 

業務改善推進室長 · 257 

 

企画部 

企画部長 ····· 240 

参事 ··· 402－135 

企画政策課長 ··· 264 

企画調整係長 ··· 292 

企画調整係 ···· 213 

企画調整課主幹兼秘書交流

係長 ······· 202 

秘書交流係 ···· 247 

広報係長 ····· 335 

情報政策課長 ··· 264 

情報政策係長 ··· 253 

統計係長 ····· 293 

政策推進課長 402-355 

政策推進係長 402-358 

政策推進係 · 402-134 

連携推進係長 402-359 

連携推進係 · 402-360 

 

地域経済部 

地域経済部長 402-140 

参事 ···· 402-135 

商工企業誘致課長 ··· 

 ······ 402-340 

商工係長 ·· 402-341 

商工係 ··· 402-342 

企業誘致係長 402-133 

企業誘致係 · 402-136 

観光課長 ·· 402-350 

観光計画係長 402-353 

観光計画係 · 402-354 

観光推進係長 402-351 

観光推進係 · 402-352 

地域力推進課長 402-200 

地域協働係長 402-215 

地域協働係 · 402-216 

地域人材育成係長 ··· 

 ······ 402-201 

地域人材育成係 402-202 

文 化 ス ポ ー ツ 振 興 課 長

 ······ 402-130 

市民スポーツ係長 ··· 

 ······ 402-106 

市民スポーツ係 402-132 

市民芸術係長 402-101 

市民芸術係 · 402-102 

 

市民部 

市民部長 ····· 170 

市民総務室長 ··· 190 

市民課長 ····· 190 

窓口係長 ····· 176 

窓口係 ······ 178 

証明書交付・年金担当149 

戸籍係長 ····· 171 

戸籍係 ······ 172 

税務課長 ····· 180 

管理係長 ····· 181 

管理係 ······ 198 

市民税係長 ···· 187 

市民税係 ····· 182 

資産税係長 ···· 118 

資産税係 ····· 184 

納税係長 ····· 196 

納税係 ······ 194 

国民健康保険課長 · 150 

保険給付係長 ··· 346 

保険給付係 ···· 151 

保険税係長 ···· 117 

保険税係 ····· 274 

後期高齢者医療係長 387 

後期高齢者医療係 · 167 

健康増進課長 ··· 145 

健康づくり係長 ·· 263 

健康づくり係 ··· 158 

地域保健係長 ··· 143 

地域保健係 ···· 144 

新型コロナ感染症対策室長

 ······ 402-141 

新型コロナ感染症対策室

 ······ 402-142 

 

福祉部 

福祉部長 ····· 100 

社会福祉課長 ··· 131 

福祉総務係長 ··· 131 

福祉総務係 ···· 393 

障がい支援係長 ·· 101 

障がい支援係 ··· 209 

障がい給付係長 ·· 124 

生活支援課長 ··· 106 

保護第１係長 ··· 199 

保護第２係長 ··· 112 

保護第３係長 ··· 199 

生活サポート係長 · 140 

介護長寿課長 ··· 206 

高齢福祉係長 ··· 105 

高齢福祉係 ···· 134 

介護認定係長 ··· 207 

介護認定係 ···· 135 

介護給付・保険料係長137 

介護給付・保険料係 136 

包括支援係 ···· 105 

 

こども家庭部 

こども家庭部長 ·· 169 

子育て支援課長 ·· 289 

子育て支援係長 ·· 110 

子育て支援係 ··· 108 

家庭支援係長 ··· 107 

こども政策担当 ·· 384 

保育・幼稚園課長 · 123 

保育係長 ····· 129 

保育係 ······ 122 

給付係長 ····· 109 

給付係 ······ 116 

指導担当主幹 ··· 382 

 

農林水産部 

農林水産部長 ··· 226 

農業政策課長兼農業委員会

事務局長 ····· 270 

農政総務係長 ··· 217 

農政総務係 ···· 225 

農政計画係長 ··· 266 

農政計画係 ···· 281 

農地係長 ····· 296 

農地係 ······ 272 

園芸畜産課長 ··· 280 

園芸係長 ····· 282 

園芸係 ······ 261 

畜産係長 ····· 262 

農林水産課長 ··· 260 

農業土木係長 ··· 285 

農業土木係 ···· 318 

集落排水担当 ··· 355 

林務水産係長 ··· 216 

林務水産係 ···· 283 

 

建設部 

建設部長 ····· 227 

都市計画課長 ··· 220 

都市計画技幹 ··· 246 

建設総務係長 ··· 249 

都市計画係長 ··· 229 

公園街路係長 ··· 222 

公園街路係 ···· 250 

建設土木課長 ··· 230 

土木係長 ····· 233 

土木係 ······ 236 

管理係長 ····· 248 

管理係 ······ 232 

建築住宅課長 ··· 219 

建築相談係長 ··· 223 

建築工事係長 ··· 224 

建築工事係 ···· 235 

市営住宅係長 ··· 114 

市営住宅係 ···· 146 

維持課長 ····· 148 

道路維持係長 ··· 142 

道路維持係 ···· 348 

公園維持係長 ··· 243 

公園維持係 ···· 336 

用地課長 ····· 340 

用地補償係長 ··· 342 

用地補償係 ···· 343 

 

環境水道部 

環境水道部長 ··· 351 

経営課長 ····· 358 

総務係長 ····· 357 

総務係 ······ 355 

経理係長 ····· 359 

経理係 ······ 361 

料金係長 ····· 362 

 

教育委員会 

教育次長 ····· 127 

総務課長 ····· 128 

総務係長 ····· 132 

学校給食係長 ··· 130 

教育施設課長 402-250 

管理係長 ·· 402-251 

管理係 ··· 402-252 

建設係長 ·· 402-254 

建設係 ··· 402-259 

学校教育課 ···· 380 

学校教育課主幹 ·· 383 

学校指導係長 ··· 385 

学務係長 ····· 381 

学校支援係長 ··· 379 

学校支援係 ···· 125 

 

議会事務局 

議会事務局長 ··· 300 

議会事務局次長 ·· 305 

庶務係長 ····· 305 

議事係長 ····· 301 

監査委員事務局長 · 290 

監査委員事務局 ·· 291 

 

国頭村 

局番号：211 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9922 

 

村長 ········ 100 

副村長 ······· 101 

会計管理者 ····· 110 

教育長 ······· 102 

出納室 ······· 111 

 

総務課 

課長 ······· 210 

行政係 ······ 211 

財政係 ······ 212 

防災・共済係 ··· 214 

 

企画政策課 

課長 ······· 220 

企画調整係 ···· 221 

商工・観光係 ··· 225 

 

福祉課 

課長 ······· 120 

老人保健係 ···· 121 

保健係 ······ 122 

国保係 ······ 123 

福祉係 ······ 124 

 

住民課 

課長 ······· 130 

戸籍係 ······ 132 

住基係 ······ 131 

村民税・固定資産税係134 

 

商工観光課 

課長 ······· 200 

商工・観光係 ··· 203 

 

農林水産課 

課長 ······· 310 

農務・畜産課 ··· 317 

林務係 ······ 313 

水産係 ······ 312 

 

環境保全課 

課長 ······· 350 

環境保全係 ···· 352 

 

建設課 

課長 ······· 330 

土木係 ······ 335 

農林土木係 ···· 336 

水道係 ······ 334 

 

学校教育課 

課長 ······· 230 

指導主事 ····· 231 

教育相談室 ···· 240 

農業委員会 ···· 320 

議会事務局長 ··· 401 

宿直室 ······ 160 

 

大宜味村 

局番号：212 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9923 

 

村長 ········ 521 

副村長 ······· 522 

 

財務課 ······· 132 

住民福祉課 ····· 142 

企画観光課 ····· 311 

産業振興課 ····· 232 

建設環境課建設係 ·· 241 

建設環境課環境水道係 243 

農業委員会 ····· 161 

総務課 ······· 120 

 

東村 

局番号：213 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9924 

 

村長 ········ 100 

副村長 ······· 101 

 

総務財政課長 ···· 113 

総務財政課 ····· 112 

企画観光課長 ···· 122 

企画観光課 ····· 120 

建設環境課長 ···· 170 

建設環境課 ····· 171 

住民課長 ······ 132 

住民課 ······· 130 

福祉保健課長 ···· 143 

福祉保健課 ····· 141 

農林水産課長 ···· 162 

農林水産課 ····· 161 

出納室 ······· 182 

議会事務局 ····· 190 

教育長 ······· 150 

教育委員会 ····· 151 

農業委員会 ····· 160 

 

今帰仁村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9925 

 

本部町 

局番号：215 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9926 

 

町長 ······· 400 

副町長 ······ 401 

 

総務課 

総務課長 ····· 200 

行政班長 ····· 201 

行政班 ······ 202 

行政班 ······ 203 

行政班 ······ 208 

財政班長 ····· 204 

財政班 ······ 205 

秘書 ······· 207 

選挙管理委員会 ·· 210 

 

企画商工観光課 

企画商工観光課長 · 220 

企画政策実践班長 · 222 

企画政策実践班 ·· 223 

企画政策実践班 ·· 224 

商工観光振興班長 · 261 

商工観光振興班 ·· 260 

商工観光振興班 ·· 225 

デジタル広報班長 · 262 

デジタル広報班 ·· 221 

 

住民課 

住民課長 ····· 110 

戸籍住民班長 ··· 100 

戸籍住民班 ···· 102 

戸籍住民班 ···· 103 

課税班長 ····· 111 

課税班 ······ 112 
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徴収対策班長 ··· 114 

徴収対策班 ···· 116 

 

福祉課 

福祉課長 ····· 120 

福祉班長 ····· 125 

福祉班 ······ 126 

老人福祉班長 ··· 121 

老人福祉班 ···· 122 

包括支援センター長 133 

包括支援センター · 130 

 

子育て支援課 

子育て支援課長 ·· 280 

子育て支援班長 ·· 283 

子育て支援班 ··· 282 

親子保健班長 ··· 286 

子育て包括支援センター

 ·········· 285 

 

健康づくり推進課 

健康づくり推進課長 140 

国保班長 ····· 150 

国保班 ······ 151 

健康づくり推進班長 141 

健康づくり推進班 · 145 

 

建設課 

建設課長 ····· 250 

土木班長 ····· 255 

土木班 ······ 258 

土木班（用地） ·· 252 

農林土木班長 ··· 257 

都市計画港湾班長 · 253 

都市計画港湾班 ·· 254 

 

農林水産課 

農林水産課長 ··· 240 

農地担い手支援班長 244 

農地担い手支援班 · 245 

生産マーケティング推進班

長 ········ 241 

生産マーケティング推進班

 ·········· 242 

 

会計課 

会計課長 ····· 160 

会計課 ······ 161 

銀行窓口 ····· 170 

 

上下水道課 

上下水道課長 ··· 270 

業務班長 ····· 271 

業務班 ······ 272 

施設班長 ····· 276 

施設班 ······ 275 

 

議会事務局 

議会事務局長 ··· 300 

議会事務局 ···· 301 

 

教育委員会事務局 

教育長 ······ 402 

教育委員会事務局長 230 

学校教育班長 ··· 231 

学校教育班 ···· 232 

社会教育班長 ··· 236 

社会教育班 ···· 237 

守衛室 ······ 199 

 

恩納村 

局番号：216 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9927 

 

村長 ········ 100 

副村長 ······· 200 

教育長 ······· 300 

 

総務課 

課長 ······· 201 

行政係長 ····· 202 

行政係 ······ 203 

行政係 ······ 204 

行政係 ······ 205 

管財係長 ····· 206 

管財係 ······ 207 

財政係長 ····· 208 

財政係 ······ 209 

選挙管理委員会事務局218 

 

企画課 

課長 ······· 210 

企画係長 ····· 211 

企画係 ······ 212 

定住促進係長 ··· 214 

定住促進係 ···· 213 

定住促進係 ···· 230 

基地・土地利用対策係長

 ········· 215 

基地・土地利用対策係216 

 

建設課 

課長 ······· 240 

管理係長 ····· 241 

管理係 ······ 242 

計画建設係長 ··· 243 

計画建設係 ···· 244 

計画建設係 ···· 245 

土木係長 ····· 246 

土木係 ······ 247 

 

商工観光課 

課長 ······· 250 

観光係長 ····· 251 

観光係 ······ 253 

商工係長 ····· 252 

 

農林水産課 

課長 ······· 220 

農政係長 ····· 221 

農政係 ······ 222 

農林係長 ····· 223 

農林係 ······ 224 

農林水産業係長 ·· 225 

農林水産業係 ··· 226 

 

農業委員会 

事務局 ······ 227 

事務局 ······ 228 

 

出納室 

会計管理者 ···· 180 

会計係 ······ 181 

 

村民課 

課長 ······· 110 

戸籍係長 ····· 111 

戸籍係 ······ 112 

年金係長 ····· 114 

年金係 ······ 115 

生活環境係長 ··· 116 

生活環境係 ···· 117 

 

税務課 

課長 ······· 101 

住民税係長 ···· 102 

住民税係 ····· 103 

資産税係長 ···· 105 

資産税係 ····· 106 

徴税係長 ····· 109 

徴税係 ······ 108 

徴税係 ······ 107 

 

福祉課 

課長 ······· 120 

地域福祉係長 ··· 121 

地域福祉係 ···· 122 

地域福祉係 ···· 123 

高齢者福祉係長 ·· 124 

高齢者福祉係 ··· 125 

高齢者福祉係 ··· 126 

母子保健係長 ··· 128 

母子保健係 ···· 129 

 

健康保険課 

課長 ······· 132 

国保係長 ····· 131 

国保係 ······ 133 

国保係 ······ 134 

 

健康づくり係 

健康づくり係長 ·· 135 

健康づくり係 ··· 136 

健康づくり係 ··· 138 

健康づくり係 ··· 130 

 

上下水道課 

課長 ······· 170 

水道事業 ····· 162 

水道事業 ····· 171 

水道事業長 ···· 172 

下水道係長 ···· 160 

下水道係 ····· 161 

下水道係 ····· 163 

 

教育委員会学校教育課 

課長 ······· 140 

学校教育係長 ··· 141 

学校教育係 ···· 142 

学校教育係 ···· 154 

施設係 ······ 143 

主任指導主事 ··· 144 

指導主事 ····· 145 

 

社会教育課 

課長 ······· 150 

社会教育係長 ··· 151 

社会体育係 ···· 152 

社会体育係 ···· 153 

 

宜野座村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ······· 9928 

 

金武町 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9929 

 

伊江村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9930 

 

伊平屋村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ······· 9931 

 

伊是名村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9932 

 

うるま市 

局番号：230 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9933 

 

総務部 

総務部長 ···· 1350 

 

総務課 

課長 ······ 1351 

総務係 ····· 1354 

法務係 ····· 1555 

文書情報係 ··· 1357 

 

管財課 

課長 ······ 2310 

管財係 ····· 2313 

庁舎保全係 ··· 2315 

庁舎管理係 ··· 2311 

 

職員課 

課長 ······ 1360 

人事係 ····· 1374 

人材育成係 ··· 1373 

給与厚生係 ··· 1361 

 

行政推進課 

課長 ······ 1368 

行政推進係 ··· 1318 

 

企画部 

企画部長 ···· 1310 

参事 ······ 1331 

 

企画政策課 

課長 ······ 1311 

政策調整係 ··· 1312 

地域振興係 ··· 1313 

統計係 ····· 1319 

 

プロジェクト推進１課 

課長 ······ 1365 

１課第１係 ··· 1366 

１課第２係 ··· 1370 

 

プロジェクト推進２課 

課長 ······ 2295 

２課第１係 ··· 2294 

２課第２係 ··· 2297 

 

DX推進課 

課長 ······ 1210 

情報管理係 ··· 1211 

情報推進係 ··· 1214 

情報政策係 ··· 1212 

 

危機管理課 

課長 ······ 1317 

危機管理係 ··· 1356 

防災基地渉外係 · 1353 

 

秘書広報課 

課長 ······ 1338 

秘書係 ····· 1337 

広報広聴係 ··· 1336 

 

共生推進室 

室長 ······ 1321 

共生推進係 ··· 1321 

 

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝ接種推進室 

室長 ······ 1455 

ワクチン総務係 · 1455 

ワクチン接種係 · 1450 

 

財務部 

財務部長 ···· 1380 

 

財務政策課 

課長 ······ 1340 

財政第１係 ··· 1344 

財政第２係 ··· 1341 

財政第３係 ··· 1381 

 

市民税課 

課長 ······ 1240 

税制係 ····· 1244 

市民税第１係 ·· 1241 

市民税第２係 ·· 1246 

 

資産税課 

課長 ······ 1250 

土地係 ····· 1251 

家屋係 ····· 1255 

資産税管理係 ·· 1252 

 

納税課 

課長 ······ 1260 

納税管理係 ··· 1177 

収納係 ····· 1262 

滞納整理係 ··· 1264 

 

福祉部 

福祉部長 ···· 1110 

 

福祉政策課 

課長 ······ 1560 

福祉政策係 ··· 1562 

 

保護課 

課長 ······ 1580 

保護第１係 ··· 1585 

保護第２係 ··· 1596 

保護第３係 ··· 1596 

保護第４係 ··· 1585 

保護管理係 ··· 1589 

 

介護長寿課 

課長 ······ 1130 

介護保険料係 ·· 1566 

介護認定係 ··· 1281 

介護給付係 ··· 1283 

地域支援係 ··· 1137 

高齢者福祉係 ·· 1572 

 

障がい福祉課 

課長 ······ 1140 

障がい給付係 ·· 1145 

障がい支援第１係 1142 

障がい支援第２係 1142 

障がい相談係 ·· 1520 

 

こども未来部 

こども未来部長 · 1540 

こども未来参事 · 1556 

 

こども家庭課 

課長 ······ 1200 

児童係 ····· 1222 

ひとり親支援係 · 1558 

児童健全育成係 · 1348 

 

保育こども園課 

課長 ······ 1220 

入所給付第１係 · 1551 

入所給付第２係 · 1227 

保育管理係 ··· 1347 

 

子育て世代包括支援センター 

所長 ······ 1231 

保健予防係 ··· 1232 

母子保健指導係 · 1274 

包括支援係 ··· 1236 

家庭相談第１係 · 1230 

家庭相談第２係 · 1548 

 

こども政策課 

課長 ······ 1600 

こども政策係 ·· 1601 

こども貧困対策係 1601 

こども施設係 ·· 1605 

 

こども教育保育推進課 

課長 ······ 1610 
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教育保育指導係 · 1611 

 

こども発達支援課 

課長 ······ 1541 

発達支援係 ··· 1525 

 

市民生活部 

市民生活部長 ·· 1201 

 

市民協働課 

課長 ······ 1270 

市民協働係 ··· 1271 

市民生活係 ··· 1510 

 

国民健康保険課 

課長 ······ 1160 

国保給付係 ··· 1173 

賦課資格係 ··· 1161 

国保滞納整理係 · 1124 

後期高齢者医療係 1169 

国保管理係 ··· 1168 

 

環境課 

課長 ······ 1285 

環境保全係 ··· 1284 

環境整備係 ··· 1286 

環境政策係 ··· 1506 

 

市民課 

課長 ······ 1150 

住民記録係 ··· 1151 

戸籍係 ····· 1154 

市民係 ····· 1156 

国民年金係 ··· 1278 

 

経済産業部 

経済産業部長 ·· 2100 

 

産業政策課 

課長 ······ 2120 

産業政策係 ··· 2121 

企業立地係 ··· 2124 

 

商工労政課 

課長 ······ 2130 

商工振興係 ··· 2134 

雇用推進係 ··· 2131 

 

観光振興課 

課長 ······ 2150 

観光振興係 ··· 2151 

スポーツ交流係 · 2154 

 

農林水産部 

農林水産部長 ·· 2110 

 

農政課 

課長 ······ 2101 

農政係 ····· 2102 

畜産係 ····· 2171 

 

農水産整備課 

課長 ······ 2140 

農水産計画係 ·· 2145 

農水産工事係 ·· 2144 

 

都市建設部 

都市建設部長 ·· 2200 

参事 ······ 2201 

 

都市政策課 

課長 ······ 2210 

都市計画係 ··· 2215 

都市交通係 ··· 2219 

土木計画係 ··· 2219 

庶務係 ····· 2217 

 

道路整備課 

課長 ······ 2220 

道路係 ····· 2221 

橋梁係 ····· 2226 

 

公園整備課 

課長 ······ 2225 

公園係 ····· 2224 

景観みどり係 ·· 2230 

 

用地課 

課長 ······ 2280 

用地係 ····· 2281 

補償係 ····· 2285 

 

検査課 

課長 ······ 2250 

入札審査係 ··· 2253 

検査係 ····· 2252 

 

建築工事課 

課長 ······ 2180 

施設整備第１係 · 2181 

施設整備第２係 · 2185 

設備係 ····· 2188 

 

維持管理課 

課長 ······ 2260 

維持管理係 ··· 2261 

維持業務係 ··· 2265 

市営住宅係 ··· 2271 

 

建築行政課 

課長 ······ 2240 

建築審査係 ··· 2246 

開発審査係 ··· 2244 

建築行政係 ··· 2242 

 

社会教育部 

社会教育部長 ·· 2301 

 

教育総務課 

課長 ······ 2302 

教育総務係 ··· 2304 

企画調整係 ··· 2305 

 

教育施設課 

課長 ······ 2320 

教育施設管理係 · 2328 

教育施設計画係 · 2325 

 

文化財課 

課長 ······ 2160 

文化財係 ···· 2161 

グスク整備係 ·· 2163 

 

学校教育部 

学校教育部長 ·· 2330 

 

学務課 

課長 ······ 2331 

学務係 ····· 2335 

経理係 ····· 2333 

 

学校教育課 

課長 ······ 2346 

学校庶務係 ··· 2346 

学校教育係 ··· 2344 

 

教育支援センター 

所長 ······ 2355 

教育研修係 ··· 2357 

教育相談係 ··· 2351 

情報教育推進係 · 2352 

 

会計課 

会計管理者 ··· 1100 

課長 ······ 1101 

会計係 ····· 1102 

 

議会事務局 

局長 ······ 1400 

 

議会総務課 

課長 ······ 1411 

議会総務係 ··· 1411 

 

議事課 

課長 ······ 1401 

議事係 ····· 1402 

調査広報係 ··· 1402 

 

選挙管理委員会 

局長 ······ 1010 

選挙係 ····· 1011 

 

監査事務局 

局長 ······ 1304 

監査係 ····· 1305 

 

農業委員会 

局長 ······ 2172 

農務係 ····· 2172 

農地係 ····· 2174 

 

警備室 

(東棟) ······ 1190 

(西棟) ······ 1080 

 

宜野湾市 

局番号：231 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9934 

 

総務課 

事業管理係 ··· 1211 

総務係 ····· 1221 

管財係 ····· 1231 

 

防災危機管理室 

防災危機管理係 · 1311 

 

人事課 

人事係 ····· 1411 

給与厚生係 ··· 1431 

 

契約検査課 

契約検査係 ··· 1612 

 

税務課 

税制係 ····· 1811 

土地係 ····· 1821 

家屋係 ····· 1841 

市民税係 ···· 1861 

 

納税課 

管理係 ····· 1911 

納税第一係 ··· 1921 

納税第二係 ··· 1941 

滞納整理係 ··· 1961 

 

企画部 

企画政策課 

事業管理係 ··· 2111 

企画政策係 ··· 2121 

統計係 ····· 2131 

 

財政課 

財政係 ····· 2311 

 

秘書広報課 

市政広報係 ··· 2411 

秘書係 ····· 2000 

 

デジタル推進課 

システム管理係 · 2361 

デジタル推進係 · 2371 

 

行政経営室 

行政改革推進班 · 2461 

 

市民経済部 

生活安全課 

事業管理係 ··· 2511 

市民・安全係 ·· 2521 

 

環境対策課 

環境指導係 ··· 2611 

清掃指導係 ··· 2621 

 

市民課 

市民係 ····· 2711 

記録係 ····· 2731 

戸籍係 ····· 2741 

年金係 ····· 2761 

 

産業政策課 

雇用企業係 ··· 2811 

商工振興係 ··· 2821 

農林水産係 ··· 2831 

 

観光スポーツ課 

観光振興係 ··· 2911 

スポーツ振興係 · 2921 

 

福祉推進部 

福祉総務課 

事業管理係 ··· 3111 

総務係 ····· 3121 

生活支援係 ··· 3131 

 

児童家庭課 

児童家庭係 ··· 3211 

手当一係(児童手当) 3231 

手当二係 ···· 3251 

 

子育て支援課 

保育児童係 ··· 3311 

幼稚園係 ···· 3331 

管理係 ····· 3341 

 

こども政策課 

こども政策係 ·· 3411 

こども育成係 ·· 3431 

ファミサポ ··· 3441 

 

障がい福祉課 

給付係 ····· 3511 

自立支援係 ··· 3531 

 

保護課 

保護一係 ···· 3611 

保護二係 ···· 3621 

保護三係 ···· 3641 

保護四係 ···· 3651 

管理係 ····· 3671 

医療介護係 ··· 3681 

 

健康推進部 

介護長寿課 

事業管理係 ··· 4111 

保険料係 ···· 4121 

長寿支援係 ··· 4131 

認定給付係 ··· 4151 

 

国民健康保険課 

庶務係 ····· 4211 

給付係 ····· 4221 

保険税係 ···· 4245 

後期高齢者医療係 4271 

 

建設部 

都市計画課 

事業管理係 ··· 4311 

都市計画係 ··· 4321 

工事係 ····· 4331 

 

建築課 

施設係 ····· 4421 

市営住宅係 ··· 4431 

 

建築指導課 

指導係 ····· 4461 

建築審査係 ··· 4471 

 

道路整備課 

道路管理係 ··· 4511 

道路一係 ···· 4521 

道路二係 ···· 4531 

 

用地課 

用地一係 ···· 4611 

用地二係 ···· 4621 

 

市街地整備課 

工事一係 ···· 4712 

工事二係 ···· 4711 

計画係 ····· 4721 

換地係 ····· 4731 

補償係 ····· 4741 

 

施設管理課 

管理係 ····· 4811 

工事係 ····· 4821 

 

基地政策部 

まち未来課 

基地跡地計画係 · 5111 

 

基地跡地推進課 

基地跡地推進係 · 5161 

 

基地渉外課 

基地渉外係 ··· 5211 

 

会計課 

会計係 ····· 5311 

 

教育委員会 

施設課 

管理係 ···· 5411 

施設一係 ··· 5421 

施設二係 ··· 5431 

生涯学習課 ··· 5500 

文化課 ····· 5501 

 

市議会事務局 

総務係 ····· 5611 

議事係 ····· 5621 

 

選挙管理委員会 

選挙係 ····· 5711 

 

監査委員会事務局 

事務局 ····· 5811 

 

浦添市 

局番号：232 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9935 

 

交換手 ······ 2100 

 

総務部 

総務課 ····· 2016 

防災危機管理課 · 2021 

契約検査課 ··· 4512 

職員課 ····· 2061 

 

財務部 

財政課 ····· 2112 

行財政改革推進課 2413 

市民税課 ···· 2211 

資産税課 ···· 2261 

納税課 ····· 2313 

 

企画部 

企画課 ····· 2513 

ﾃﾞｼﾞﾀﾙｼﾃｨ推進室 · 2540 

情報政策課 ··· 2162 

秘書課 ····· 2562 

国際交流課 ··· 2614 

 

西部開発局 

西海岸開発課 ·· 2713 

土地開発公社 ·· 4168 

跡地未来課 ··· 2721 

 

市民部 

市民生活課 ··· 3012 

市民課 ····· 3111 

環境保全課 ··· 3217 

 

市民部経済文化局 

産業振興課 ··· 3173 
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

観光振興課 ··· 3184 

文化スポーツ振興課 3194 

 

福祉健康部 

福祉総務課 ···· 3571 

障がい福祉課 ··· 3561 

保護課 ······ 3512 

いきいき高齢支援課 3533 

国民健康保険課 ·· 3726 

 

こども未来部 

こども政策課 ··· 3643 

こども未来課 ··· 3622 

こども家庭課 ··· 3611 

 

都市建設部 

都市計画課 ···· 4012 

美らまち推進課 ·· 4071 

建築指導課 ···· 4611 

建築営繕課 ···· 4622 

用地課 ······ 4161 

区画整理課 ···· 4213 

道路課(里道・潰地事業 

推進室)······ 4568 

新施設建設課 ··· 3222 

 

会計管理者 

会計課 ······ 7012 

 

上下水道部 

水道総務課 ···· 5131 

経営企画室 ···· 5142 

営業課 ······ 5172 

工務課 ······ 5164 

 

教育委員会 

教育総務課 ···· 6011 

施設課 ······ 6014 

社会教育推進課 ·· 6061 

文化財課 ····· 6216 

 

指導部 

学校教育課 ··· 6511 

こども青少年課 · 6614 

 

議会事務局 ···· 5512 

選挙管理委員会事務局 7161 

監査委員事務局 ·· 7111 

 

沖縄市 

局番号：233 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9936 

 

総務部 

総務課 ····· 2340 

秘書課 ····· 2406 

広報公聴 ···· 2370 

人事課 ····· 2357 

契約管財課 ··· 2090 

市民税課 ···· 3250 

資産税課 ···· 2250 

納税課 ····· 3260 

防災課 ····· 2345 

防災課 ····· 2349 

防災課 ····· 2047 

 

企画部 

プロジェクト推進室 2431 

政策企画課 ··· 2320 

財政課 ····· 2330 

基地政策課 ··· 2390 

情報推進課 ··· 2020 

 

市民部 

市民生活課 ··· 2210 

平和・男女共同課 2215 

市民課 ····· 3110 

環境課 ····· 2220 

 

健康福祉部 

ちゅいしぃじぃ課 3180 

障がい福祉課 ·· 3150 

介護保険課 ··· 3140 

保護管理課 ··· 2140 

保護第１課 ··· 2141 

保護第２課 ··· 2141 

国民健康保険課 · 2110 

市民健康課 ··· 2230 

 

こどものまち推進部 

こども企画課 ·· 3404 

保育・幼稚園課 · 3130 

こども家庭課 ·· 3190 

こども相談・健康課 2280 

 

経済文化部 

観光スポーツ振興課 3551 

商工振興課 ··· 3220 

文化芸能課 ··· 3552 

農林水産課 ··· 3230 

企業誘致課 ··· 3240 

 

会計課 

会計課 ····· 2160 

 

選挙管理委員会 

選挙管理委員会事務局 

 ········ 2056 

 

監査委員会 

監査委員事務局 · 2053 

 

農業委員会 

農業委員会 ··· 2040 

 

建設部 

都市計画担当 ·· 2511 

都市交通担当 ·· 2512 

公園みどり課 ·· 2650 

道路課 ····· 2610 

用地課 ····· 2630 

区画整理課 ··· 2540 

住まい建築課 ·· 2640 

計画調整課 ··· 2671 

 

教育委員会 

教育総務課 ··· 2710 

施設課 ····· 2760 

生涯学習課 ··· 2741 

指導課 ····· 2750 

学務課 ····· 2720 

 

上下水道局 

上下水道部総務課 4001 

料金課 ····· 4002 

工務課 ····· 4003 

管理課 ····· 4004 

下水道課 ···· 4005 

 

読谷村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9937 

 

嘉手納町 

局番号：235 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9938 

 

町長 ········ 200 

副町長 ······· 201 

 

総務関係課 

秘書室 ······ 202 

総務課長 ····· 220 

人事係 ······ 221 

行政係 ······ 227 

管財防災係 ···· 224 

企画財政課長 ··· 230 

企画推進係 ···· 233 

財政係 ······ 234 

情報政策係 ···· 350 

基地渉外課長 ··· 240 

基地渉外係 ···· 241 

税務課長 ····· 130 

税務係 ······ 131 

納税係 ······ 134 

資産税係 ····· 136 

 

福祉関係課 

町民保険課長 ··· 140 

戸籍係 ······ 142 

住基年金係 ···· 141 

健康予防係 ···· 153 

国民健康保険係 ·· 160 

福祉課長 ····· 120 

障害福祉係 ···· 124 

社会福祉係 ···· 127 

地域包括支援係 ·· 107 

子ども家庭課長 ·· 150 

児童福祉係 ···· 271 

保育支援係 ···· 272 

母子保健係 ···· 270 

会計管理者 ···· 188 

 

建設関係課 

都市建設課長 ··· 330 

都市計画係 ···· 331 

施設管理係 ···· 333 

施設建設係 ···· 336 

産業環境課長 ··· 321 

商工振興係 ···· 325 

農林水産係 ···· 324 

環境衛生係 ···· 151 

上下水道課長 ··· 170 

水道業務係 ···· 171 

水道施設係 ···· 174 

下水道係 ····· 177 

 

教育委員会 

教育長 ······ 250 

教育総務課長 ··· 251 

教育総務係 ···· 254 

教育施設係 ···· 252 

教育指導課長 ··· 256 

指導主事 ····· 259 

教育支援係 ···· 260 

学務係 ······ 257 

社会教育課長 ··· 261 

社会教育係 ···· 262 

社会体育係 ···· 266 

 

その他・行政委員会等 

議会事務局・ 

監査委員会事務局 

議会事務局長 ··· 340 

議会事務局 ···· 341 

選挙管理委員会 ·· 167 

 

北谷町 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9939 

 

基地・安全対策課 

基地・安全対策課長 1400 

住民安全係長 ·· 1410 

住民安全係 ··· 1411 

 

北中城村 

局番号：237 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9940 

 

村長 ········ 201 

副村長 ······· 202 

 

総務課 

課長 ······· 211 

総務係 ······ 212 

総務係 ······ 213 

総務係 ······ 214 

職員係 ······ 215 

職員係 ······ 216 

情報管理係 ···· 217 

情報管理係 ···· 218 

 

会計課 

課長 ······· 141 

会計係 ······ 142 

 

税務課 

課長 ······· 121 

資産税係 ····· 122 

資産税係 ····· 123 

税務係 ······ 124 

税務係 ······ 125 

税務係 ······ 126 

徴税係 ······ 127 

徴税係 ······ 128 

徴税係 ······ 129 

 

住民生活課 

課長 ······· 131 

住民年金係 ···· 132 

住民年金係 ···· 133 

住民年金係 ···· 134 

住民年金係 ···· 135 

戸籍係 ······ 136 

戸籍係 ······ 137 

環境対策係 ···· 138 

環境対策係 ···· 139 

 

農林水産課 

課長 ······· 111 

農林土木係 ···· 112 

農林活性係 ···· 113 

農林活性係 ···· 114 

農林政策係 ···· 115 

農林政策係 ···· 116 

 

福祉課 

課長 ······· 251 

児童福祉係 ···· 248 

児童福祉係 ···· 252 

児童福祉係 ···· 253 

児童福祉係 ···· 250 

社会福祉係 ···· 254 

社会福祉係 ···· 255 

社会福祉係 ···· 256 

社会福祉係 ···· 257 

高齢福祉係 

地域包括支援センター ·  

 ········· 249 

 ········· 258 

 ········· 259 

 ········· 260 

 

健康保険課 

課長 ······· 261 

賦課徴収係 ···· 262 

賦課徴収係 ···· 266 

国民健康保険係 ·· 263 

国民健康保険係 ·· 264 

国民健康保険係 ·· 265 

健康対策係 ···· 267 

健康対策係 ···· 268 

健康対策係 ···· 269 

健康対策係 ···· 270 

健康対策係 ···· 271 

 

建設課 

課長 ······· 401 

建設係 ······ 402 

建設係 ······ 403 

建設係 ······ 404 

都市計画係 ···· 405 

都市計画係 ···· 406 

都市計画係 ···· 407 

 

企画振興課 

課長 ······· 411 

財政係 ······ 412 

企画係 ······ 413 

企画係 ······ 414 

地域振興係 ···· 415 

地域振興係 ···· 416 

地域振興係 ···· 417 

 

上下水道課 

課長 ······· 611 

総務係 ······ 612 

総務係 ······ 613 

施設管理係 ···· 614 

施設管理係 ···· 619 

下水道係 ····· 615 

下水道係 ····· 616 

下水道係 ····· 617 

 

議会事務局 

事務局長 ····· 352 

議事係 ······ 353 

 

教育委員会 

教育長 ······ 301 

 

教育総務課 

課長 ······· 311 

総務係 ······ 312 

総務係 ······ 313 

総務係 ······ 314 

総務係 ······ 315 

 

生涯学習課 

課長 ······· 331 

文化振興係 ···· 332 

文化振興係 ···· 333 

文化振興係 ···· 334 

文化振興係 ···· 335 

社会教育係 ···· 336 

社会教育係 ···· 337 

 

中城村 

局番号：238 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9941 

 

村長 ········ 200 

副村長 ······· 201 

 

総務課 

課長 ······· 210 

総務係 ······ 213 

総務係 ······ 211 

人事係 ······ 215 

人事係 ······ 212 

人事係 ······ 214 

情報管財係 ···· 216 

情報管財係 ···· 217 

 

住民生活課 

課長 ······· 130 

住民年金係 ···· 131 

戸籍係 ······ 132 

戸籍係 ······ 138 

住民年金係 ···· 133 

住民年金係 ···· 134 

住民年金係 ···· 135 

生活環境係 ···· 137 

生活環境係 ···· 136 

 

税務課 

課長 ······· 140 

納税係、資産税係 · 144 
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納税係、資産税係 · 145 

納税係、資産税係 · 146 

住民税係 ····· 143 

住民税係 ····· 142 

軽自動・法人 ··· 141 

 

会計課 

課長 ······· 120 

会計係 ······ 121 

 

都市建設課 

課長 ······· 280 

都市建設係 ···· 281 

都市建設係 ···· 284 

区画整理係 ···· 282 

区画整理係 ···· 283 

 

企画課 

課長 ······· 220 

企画調整係 ···· 221 

企画調整係 ···· 223 

財政係 ······ 224 

財政係 ······ 225 

企画調整係 ···· 222 

 

まちづくり推進課 

課長 ······· 226 

まちづくり係 ··· 227 

まちづくり係 ··· 228 

 

産業振興課 

課長 ······· 230 

商工観光係 ···· 233 

土木水産係 ···· 231 

農政係 ······ 232 

農政係 ······ 234 

農業委員会 ···· 235 

農業委員会 ···· 236 

 

議会事務局 

局長 ······· 410 

議事係 ······ 411 

 

上下水道課 

課長 ······· 240 

総務係 ······ 241 

総務係 ······ 243 

施設係 ······ 242 

下水道係 ····· 244 

 

健康保険課 

課長 ······· 160 

国保係 ······ 165 

国保係 ······ 166 

国保係 ······ 167 

国保係 ······ 168 

国保係 ······ 169 

後期高齢医療 ··· 163 

健康増進係 ···· 161 

健康増進係 ···· 162 

健康増進係 ···· 164 

 

福祉課 

課長 ······· 150 

社会福祉係 ···· 151 

社会福祉係 ···· 152 

社会福祉係 ···· 153 

社会福祉係 ···· 154 

介護福祉係 ···· 155 

介護福祉係 ···· 156 

介護福祉係 ···· 157 

 

教育委員会 

教育長 ······ 300 

 

教育総務課 

課長 ······· 310 

主幹 ······· 311 

総務係 ······ 312 

学校教育係 ···· 313 

 

生涯学習課 

課長 ······· 320 

生涯学習係、体育振興係 

 ···· 321 

 ···· 322 

 

西原町 

局番号：239 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9942 

 

町長室 ······ 2000 

応接室 ······ 2001 

副町長室 ····· 2002 

教育長室 ····· 2003 

総務部長 ····· 2004 

福祉部長 ····· 2005 

建設部長 ····· 2006 

教育部長 ····· 2007 

 

会計課 

課長（会計管理者） 2100 

会計係 ····· 2101 

会計係 ····· 2102 

金融機関窓口 ·· 2105 

 

教育委員会 教育総務課 

課長 ······ 2200 

教育総務係 ··· 2201 

教育総務係 ··· 2202 

指導係・指導主事 2203 

学校教育係 ··· 2204 

学校教育係 ··· 2205 

教育総務課主幹 · 2210 

 

税務課 

課長 ······ 2300 

町県民税係 ··· 2301 

町県民税係 ··· 2302 

徴収・収納係 ·· 2304 

徴収・収納係 ·· 2305 

徴収・収納係 ·· 2306 

徴収・収納係 ·· 2307 

資産税係 ···· 2308 

資産税係 ···· 2309 

資産税係 ···· 2310 

相談室 ····· 2311 

町県民税係 

（軽自動車税・法人） 2312 

 

町民課 

課長 ······ 2400 

住基係 ····· 2401 

住基係 ····· 2402 

戸籍係 ····· 2403 

戸籍係 ····· 2404 

住民年金係 ··· 2405 

年金係・パスポート 2406 

 

健康保険課 

課長 ······ 2500 

国保係（係長） · 2501 

国保係 ····· 2502 

国保係 ····· 2503 

賦課徴収係 ··· 2504 

賦課徴収係 ··· 2505 

賦課徴収係 ··· 2507 

後期高齢医療係 · 2508 

保健予防係 ··· 2509 

後期高齢者医療係 2510 

保健予防係 ··· 2515 

保健予防係 ··· 2516 

保健予防係 ··· 2517 

保健予防係 ··· 2518 

 

福祉課 

課長 ······ 2600 

介護支援係 ··· 2601 

介護支援係 ··· 2602 

介護支援係 ··· 2506 

障害支援係 ··· 2603 

障害支援係 ··· 2604 

障害支援係 ··· 2605 

障害支援係 ··· 2606 

社会福祉係 ··· 2607 

社会福祉係 ··· 2608 

 

こども課 

課長 ······ 2700 

こども課主幹 ·· 2701 

子育て支援係 ·· 2702 

子育て支援係 ·· 2703 

子育て支援係 ·· 2704 

こども相談係 ·· 2705 

こども相談係 ·· 2706 

保育所係/幼稚園こども園

係 ······· 2707 

保育所係/幼稚園こども園

係 ······· 2708 

保育所係/幼稚園こども園

係 ······· 2709 

母子保健係 ··· 2710 

母子保健係 ··· 2711 

母子保健係 ··· 2712 

 

町民交流センター係 2803 

 

企画財政課 

課長 ······ 3100 

 

ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾁｰﾑ 3101 

企画調整・ﾁｬﾚﾝｼﾞﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ

ﾁｰﾑ ······· 3102 

企画調整・地域振興・男女

共同参画係・統計係 3103 

財政係 ····· 3104 

財政係 ····· 3105 

電算係 ····· 3110 

電算係 ····· 3111 

電算室 ····· 3112 

電算室 ····· 3114 

作業室 ····· 3120 

作業室 ····· 3121 

 

総務課・選挙管理委員会 

課長 ······ 3200 

職員係 ····· 3201 

職員係・行政係 · 3202 

職員係長・行政係長 3203 

総務係・管財係・選挙 

管理委員会 ··· 3204 

広報秘書係 ··· 3205 

管財係 ····· 3206 

 

産業観光課・農業委員会 

課長 ······ 3300 

産業観光課主幹 · 3301 

農地農政係 ··· 3302 

農林水産係 ··· 3303 

農業委員会 ··· 3304 

農業委員会 ··· 3305 

商工観光係 ··· 3306 

商工観光係 ··· 3307 

 

上下水道課 

課長 ······ 3400 

下水道施設係・業務係長 

 ········ 3401 

施設係 ····· 3402 

施設係 ····· 3403 

水道業務係・水道業務係 

 ········ 3404 

水道業務係・水道業務係 

 ········ 3405 

給水係長・給水係 3406 

施設係長・施設係 3407 

水道業務係 ··· 3408 

 

都市整備課 

課長 ······ 3500 

都市整備課主幹 · 3501 

区画整理計画係長・ 

換地係・補償係 · 3502 

工事係 ····· 3503 

工事係 ····· 3504 

都市計画係 ··· 3505 

公園係・建築係 · 3506 

公園係・建築係 · 3507 

 

土木課 

課長 ······ 3600 

計画係 ····· 3601 

用地係 ····· 3602 

用地係 ····· 3603 

土木係 ····· 3604 

土木係 ····· 3605 

庶務係・土木係 · 3606 

庶務係・すぐやる係 3607 

 ········ 3608 

 

環境安全課 

課長 ······ 3700 

環境保全 ···· 3701 

環境保全係 ··· 3702 

生活安全係 ··· 3703 

 

文化課（町立図書館内） 

課長 ······ 8100 

文化財係 ···· 8101 

組合室 ····· 3808 

 

議会事務局 

議長 ······ 4000 

副議長 ····· 4001 

事務局長 ···· 4100 

議事・庶務係長 · 4101 

議事・庶務係 ·· 4102 

監査室 ····· 4103 

図書室 ····· 4104 

総合案内 ···· 2103 

守衛室 ····· 2104 

交流センター会議室 

（北側） ···· 2804 

交流センター会議室 

（南側） ···· 2805 

栄養指導室 ··· 2806 

和室 ······ 2807 

楽屋３ ····· 2808 

楽屋２ ····· 2809 

楽屋１ ····· 2810 

診察室 ····· 2811 

保健センター 

（中ホール）北 · 2812 

保健センター 

（中ホール）南 · 2813 

プレイルーム ·· 2814 

保健相談室（北側） 2815 

保健相談室（南側） 2816 

袖舞台（左） ·· 2817 

ホール出入り口 · 2818 

防災情報室 ··· 3802 

災害対策室（停電対応） 

 ········ 3803 

災害対策室 ··· 3804 

待合室２ ···· 3805 

待合室１ ···· 3806 

空調機械室（廊下） 3809 

電気室（廊下） · 3811 

照明調整室 ··· 3813 

音響調整室 ··· 3814 

（２Ｆ）会議室③ 3807 

（３Ｆ）会議室④ 4200 

（３Ｆ）委員会室① 4201 

（３Ｆ）委員会室② 4202 

（３Ｆ）全員協議室 4203 

（３Ｆ）委員会室③ 4204 

（３Ｆ）会議室⑤ 4205 

（３Ｆ）研修・閲覧室

 ········ 4206 

（３Ｆ）公文書資料室

 ········ 4207 

（３Ｆ）会議室⑥ · 4208 

 

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝＴＰ 

係長 ······· 3131 

ＰＴ ······ 3132 

 

新型ｺﾛﾅﾜｸﾁﾝｺｰﾙｾﾝﾀｰ 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ職員 ··· 3133 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ職員 ··· 3134 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ職員 ··· 2511 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ職員 ··· 2615 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ職員 ··· 3810 

ｺｰﾙｾﾝﾀｰ職員 ··· 8201 

 

那覇市 

局番号：250 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9943 

 

※グループをＧと表記する 

 

総務課 

総務文書Ｇ ··· 2016 

法規市政情報Ｇ · 2021 

 

防災危機管理課 

防災危機管理Ｇ · 2023 

防災企画Ｇ ··· 2024 

 

秘書広報課 

広報Ｇ ····· 2036 

秘書Ｇ ····· 2039 

 

平和交流・男女参画課 

平和交流Ｇ ··· 2051 

男女参画Ｇ ··· 6141 

那覇軍港総合対策室 2052 

 

人事課 

人事Ｇ ····· 2056 

給与共済Ｇ ··· 2057 

元気応援Ｇ ··· 2062 

職員研修Ｇ ··· 2063 

 

管財課 

財産管理・企画Ｇ 2076 

庁舎管理Ｇ ··· 2078 

 

企画調整課 

企画Ｇ ····· 2121 

統計Ｇ ····· 2122 

 

財政課 

財政課Ｇ ···· 2131 

 

情報政策課 

情報化推進Ｇ ·· 2136 

業務管理Ｇ ··· 2138 

 

市民税課 

法人・税証Ｇ ·· 2161 

管理Ｇ ····· 2162 

個人第１Ｇ ··· 2163 

個人第２Ｇ ··· 2164 

 

資産税課 

管理Ｇ ····· 2176 

償却資産Ｇ ··· 2177 

土地Ｇ ····· 2178 

家屋Ｇ ····· 2180 

 

納税課 

収納Ｇ ····· 2191 

納税推進１Ｇ ·· 2195 

納税推進２Ｇ ·· 2196 

滞納整理Ｇ ··· 2197 

国保税徴収支援Ｇ 2198 

法人Ｇ ····· 2200 

 

市民生活安全課 

交通・防犯Ｇ ·· 2211 

市民生活相談室 · 2212 

 

ハイサイ市民課 

管理Ｇ ····· 2226 

戸籍Ｇ ····· 2234 

国民年金Ｇ ··· 2241 

住民記録Ｇ ··· 2247 

証明Ｇ ····· 2252 

首里支所 ···· 6303 
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小禄支所 ···· 6313 

真和志支所 ··· 6107 

 

まちづくり協働推進課 

まちづくり協働推進Ｇ 

 ········ 6153 

 

文化財課 

埋蔵文化財Ｇ ·· 2606 

文化財Ｇ ···· 2607 

 

文化振興課 

文化振興Ｇ ··· 2223 

会館管理Ｇ ··· 2224 

新市民会館建設室 2220 

 

商工農水課 

商工振興Ｇ ··· 2271 

産業政策Ｇ ··· 2273 

農水Ｇ ····· 2274 

 

なはまち振興課 

マチグヮー活性化Ｇ 2281 

市場管理Ｇ ··· 2282 

市場再構築Ｇ ·· 2284 

 

観光課 

観光企画Ｇ ··· 2286 

観光コンベンション振興Ｇ

 ········ 2287 

 

都市計画課 

都市デザイン室 · 2351 

都市計画Ｇ ··· 2352 

交通計画Ｇ ··· 2353 

まちづくり推進Ｇ 2354 

 

道路建設課 

企画Ｇ ····· 2296 

補償Ｇ ····· 2297 

工事Ｇ ····· 2299 

 

道路管理課 

管理企画Ｇ ··· 2311 

占用Ｇ ····· 2312 

境界・補償Ｇ ·· 2313 

維持Ｇ ····· 2314 

 

花とみどり課 

企画Ｇ ····· 2306 

工事Ｇ ····· 2306 

用地Ｇ ····· 2306 

 

公園管理課 

利用企画Ｇ ··· 2331 

管理再整備Ｇ ·· 2332 

 

まちなみ整備課 

企画Ｇ ····· 2366 

まちなみ整備G·· 2291 

事業管理Ｇ ··· 2367 

区画整理G ···· 2368 

 

建築工事課 

建築Ｇ ····· 2311 

土木Ｇ ····· 2312 

市営住宅建替Ｇ · 2313 

設備Ｇ ····· 2314 

 

市営住宅課 

企画Ｇ ····· 2292 

管理Ｇ ····· 2336 

修繕Ｇ ····· 2337 

 

建築指導課 

管理Ｇ ····· 2361 

審査Ｇ ····· 2361 

指導Ｇ ····· 2361 

 

技術総務課 

技術管理室 ··· 2373 

地籍調査Ｇ ··· 2381 

住居表示Ｇ ··· 2382 

 

環境政策課 

企画・ＩＳＯＧ · 2387 

地球温暖化対策推進Ｇ 

 ········ 2390 

一般廃棄物Ｇ ·· 2388 

産業廃棄物Ｇ ·· 2389 

 

環境保全課 

墓地行政推進Ｇ · 2401 

大気・騒音Ｇ／水質保全Ｇ

 ········ 2403 

 

環境衛生課 

総務企画Ｇ ··· 6172 

生活環境Ｇ ··· 6174 

ク リ ー ン 推 進 課 管 理 Ｇ

 ········ 6321 

 

福祉政策課 

指導監査Ｇ ··· 2405 

地域福祉Ｇ ··· 2407 

 

 

ちゃーがんじゅう課 

管理Ｇ ····· 2411 

認定Ｇ ····· 2412 

保険料Ｇ ···· 2413 

施設Ｇ ····· 2415 

給付Ｇ ····· 2418 

包括支援Ｇ ··· 2423 

在宅Ｇ ····· 2425 

 

障がい福祉課 

企画・庶務Ｇ ·· 2431 

支援審査Ｇ ··· 2432 

期間相談支援Ｇ · 2435 

給付１Ｇ ···· 2437 

給付２Ｇ ···· 2439 

 

保護管理課 

企画Ｇ ····· 2451 

医療Ｇ ····· 2452 

福祉相談Ｇ ··· 2456 

適正保護推進Ｇ · 2460 

自立支援Ｇ ··· 2461 

 

保護第１課 

保護１Ｇ ···· 2465 

保護２Ｇ ···· 2466 

保護３Ｇ ···· 2467 

保護４Ｇ ···· 2468 

保護５Ｇ ···· 2470 

 

保護第２課 

保護６Ｇ ···· 2471 

保護７Ｇ ···· 2472 

保護８Ｇ ···· 2473 

保護９Ｇ ···· 2474 

保護１０Ｇ ··· 2475 

 

保護第３課 

保護１１Ｇ ··· 2486 

保護１２Ｇ ··· 2477 

保護１３Ｇ ··· 2483 

保護１４Ｇ ··· 2485 

保護１５Ｇ ··· 2487 

 

国民健康保険課 

庶務Ｇ ····· 2502 

給付Ｇ ····· 2504 

後期高齢医療Ｇ · 2512 

 

特定健診課 

特定健診Ｇ ··· 2526 

特定保健指導Ｇ · 2528 

 

こども政策課 

保育対策・企画Ｇ 2536 

管理・指導Ｇ ·· 2537 

育成環境Ｇ ··· 2539 

 

こどもみらい課 

管理Ｇ ····· 2541 

保育Ｇ ····· 2542 

支援Ｇ ····· 2548 

こども園・こども園Ｇ 

 ········ 2549 

 

子育て応援課 

児童家庭Ｇ ··· 2557 

児童手当Ｇ ··· 2561 

医療費支援Ｇ ·· 2564 

子育て支援室Ｇ · 2567 

 

こども教育保育課 

管理Ｇ ····· 2576 

 

出納室 

出納Ｇ ····· 2581 

審査Ｇ ····· 2583 

 

総務課 

人事・庶務Ｇ ·· 2587 

企画財政Ｇ ··· 2004 

 

生涯学習課 

生涯学習Ｇ ··· 2597 

青少年育成室 ·· 2641 

 

市民スポーツ課 

スポーツ振興Ｇ · 2602 

 

施設課 

施設Ｇ ····· 2611 

設備Ｇ ····· 2613 

営繕Ｇ ····· 2614 

庶務・用地Ｇ ·· 2615 

建築Ｇ ····· 2616 

 

学校教育課 

指導Ｇ ····· 2621 

企画・特別支援Ｇ 2622 

教職員Ｇ ···· 2624 

小中一貫教育推進室 2625 

 

学務課 

就学応援Ｇ ··· 2631 

振興Ｇ ····· 2633 

 

学校給食課 

学校給食Ｇ ··· 2636 

 

議会事務局 

庶務課 ····· 2648 

議事管理課 ··· 2649 

調整法制課 ··· 2650 

 

監査委員 

事務局 ····· 2676 

 

選挙管理委員会 

事務局 ····· 2686 

 

糸満市 

局番号：251 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9944 

 

市長 ······· 3000 

副市長 ······ 3001 

教育長 ······ 5000 

 

総務部 

総務部長 ···· 3100 

総務課長 ···· 3110 

総務係 ····· 3120 

行政係 ····· 3140 

契約管財係 ··· 4440 

人事課長 ···· 3210 

人事研修係 ··· 3220 

給与係 ····· 3240 

財政課長 ···· 4410 

財政係 ····· 4420 

税務課長 ···· 2710 

市民税係 ···· 2720 

資産税係 ···· 2740 

管理係 ····· 2780 

収納係 ····· 2760 

総合案内 ···· 9000 

 

企画部 

企画部長 ···· 4200 

行政経営課長 ·· 4310 

行政経営係 ··· 4320 

地方創生推進係 · 4340 

情報政策課長 ·· 5521 

IT推進係 ···· 5523 

システム管理係 · 5520 

政策推進課長 ·· 4210 

政策・脱炭素推進係 4220 

男女・平和交流係 4222 

秘書防災課長 ·· 3010 

秘書・広報係 ·· 3022 

防災係 ····· 3042 

 

市民健康部 

市民健康部長 ·· 1400 

市民生活環境課長 3610 

市民生活係 ··· 3620 

環境衛生係 ··· 3640 

生活環境係 ··· 3660 

市民課長 ···· 1510 

窓口係 ····· 1520 

戸籍係 ····· 1540 

国民年金係 ··· 1560 

国保健康保険課長 1410 

給付係 ····· 1420 

保険税係 ···· 1440 

長寿医療係 ··· 1460 

健康推進課長 ·· 2110 

予防係 ····· 2120 

保健指導係 ··· 2140 

母子保健係 ··· 2160 

 

福祉部 

福祉部長 ···· 1100 

社会福祉課長 ·· 1110 

保護第一係 ··· 1120 

保護第二係 ··· 1140 

福祉総務係 ··· 1160 

障害福祉課長 ·· 1210 

手帳医療給付係 · 1220 

サービス相談支援係 1240 

介護長寿課長 ·· 1310 

管理係 ····· 1320 

認定給付係 ··· 1340 

高齢者支援係 ·· 1380 

包括支援係 ··· 1360 

 

こども未来部 

こども未来部長 · 2200 

保育こども園課長 2310 

保育・こども園係 2320 

指導管理係 ··· 2340 

こども未来課長 · 2210 

こども政策係 ·· 2220 

こども未来係 ·· 2240 

 

経済部 

経済部長 ···· 2400 

農政課長 ···· 2410 

農政係 ····· 2420 

農産園芸係 ··· 2440 

農業委員会 ··· 2510 

農村整備課長 ·· 2610 

計画管理係 ··· 2620 

工事係 ····· 2640 

商工振興係 ··· 3720 

商工水産課長 ·· 3710 

水産振興係 ··· 3740 

観光・スポーツ振興課長 

 ········ 3810 

観光振興係 ··· 3820 

スポーツ振興係 · 3840 

 

建設部 

建設部長 ···· 3400 

建設課長 ···· 3410 

道路管理係 ··· 3440 

計画土木係 ··· 3460 

市営住宅係 ··· 3420 

都市計画課長 ·· 3510 

計画係 ····· 3520 

公園街路係 ··· 3540 

区画整理係 ··· 3560 

 

水道部 

水道部長 ···· 6100 

総務課長 ···· 6110 

水道総務係 ··· 6120 

水道業務係 ··· 6140 

下水道総務係 ·· 6160 

農業集落排水係 · 6260 

工務課長 ···· 6210 

水道係 ····· 6220 

下水道係 ···· 6240 

 

教育委員会 

教育部長 ···· 5100 

総務課長 ···· 5110 

総務係 ····· 5120 

施設係 ····· 5140 

教育指導監 ··· 5200 

生涯学習課長 ·· 5310 

生涯学習係 ··· 5320 

文化振興係 ··· 5340 

学校教育課長 ·· 5210 

指導係 ····· 5240 

学務係 ····· 5220 

小中一貫教育推進班 5260 

 

土地開発公社 

総務課長 ···· 4510 

総務係 ····· 4520 

用地課長 ···· 4610 

 

出納室 

会計管理者 ··· 1610 

会計係 ····· 1620 

 

選挙管理委員会事務局 

事務局長 ···· 3350 

 

監査委員事務局 

事務局 ····· 3310 

 

議会事務局 

局長 ······ 4100 

次長 ······ 4110 

議事係 ····· 4120 

庶務係 ····· 4140 

 

豊見城市 

局番号：252 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9945 

 

市長 ······· 4000 

副市長 ······ 4001 

教育長 ······ 4010 

 

総務企画部 

総務企画部長 ·· 4500 

政策調整監 ··· 4003 

 

総務課 

総務課長 ··· 4501 

総務班 ···· 4502 

 

秘書広報課 

秘書広報課長 · 4800 

秘書広報班 ·· 4801 

秘書 ····· 4804 

 

人事課 

人事課長 ··· 4600 

人事研修班 ·· 4601 

給与厚生班 ·· 4602 
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財政課 

財政課長 ··· 4400 

財政班 ···· 4401 

行政経営班 ·· 4404 

 

防災管財課 

防災管財課長 · 4950 

防災危機管理班 4951 

管財班 ···· 4751 

 

デジタル推進課 

デジタル推進課長 4700 

デジタル推進班 4701 

 

産業振興課 

産業振興課長 · 4300 

商工観光班 ·· 4301 

産業企画班 ·· 4302 

 

企画調整課 

企画調整課長 · 4451 

企画調整班 ·· 4452 

ふるさと納税班 4453 

企画戦略官 ·· 4458 

 

市民部 

市民部長 ···· 1100 

 

協働のまち推進課 

協 働 の ま ち 推 進 課 長

 ······· 2600 

協働のまち推進班 2601 

 

市民課 

市民課長 ··· 1201 

市民窓口班 ·· 1205 

戸籍班 ···· 1207 

国民年金班 ·· 1124 

 

国民健康保険課 

国民健康保険課長 1101 

給付班 ···· 1118 

高齢者医療班 · 1103 

徴収班 ···· 1112 

賦課班 ···· 1122 

 

生活環境課 

生活環境課長 · 2700 

環境保全班 ·· 2701 

生活衛生班 ·· 2702 

 

税務課 

税務課長 ··· 1400 

資産税班 ··· 1401 

市民税班 ··· 1405 

 

納税課 

納税課長 ··· 1300 

納税班 ···· 1301 

 

福祉健康部 

福祉健康部長 ·· 2500 

 

社会福祉課 

社会福祉課長 · 2501 

福祉総務班 ·· 2516 

自立支援班 ·· 2509 

第一保護班 ·· 2502 

第二保護班 ·· 2505 

 

障がい・長寿課 

障がい・長寿課長 2101 

介護長寿班 ·· 2103 

障がい給付班 · 2111 

障がい支援班 · 2110 

 

健康推進課 

健康推進課長 · 2400 

保健予防班 ·· 2406 

特定健診班 ·· 2414 

 

こども未来部 

こども未来部長 · 2500 

 

保育こども園課 

保育こども園課長 2200 

保育こども園班 2201 

企画指導班 ·· 2206 

 

子育て支援課 

子育て支援課長 2300 

子育て支援班 · 2305 

母子保健班 ·· 2401 

家庭児童相談室 2312 

 

こども応援課 

こども応援課長 2315 

こども家庭班 · 2301 

こども未来企画班 2313 

 

ワクチン接種対策室 

室長 ····· 2050 

広報G ····· 2051 

接種G ····· 2060 

管理G ····· 2061 

 

都市計画部 

都市計画部長 ·· 3600 

 

都市計画課 

都市計画課長 · 3601 

都市計画参事 · 3602 

都市計画班 ·· 3604 

景観班 ···· 3605 

検査班 ···· 3603 

交通政策班 ·· 3607 

 

市街地整備課 

市街地整備課長 3700 

まちづくり班 · 3703 

 

経済建設部 

経済建設部長 ·· 3500 

 

道路課 

道路課長 ··· 3501 

道路班 ···· 3505 

用地班 ···· 3508 

管理班 ···· 3502 

 

公園緑地課 

公園緑地課長 · 3400 

公園班 ···· 3401 

建設班 ···· 3404 

 

農林水産課 

農林水産課長 · 3300 

施設整備班 ·· 3304 

農政班 ···· 3301 

 

上下水道部 

上下水道部長 ·· 3100 

 

総務課 

総務課長 ··· 3101 

総務班 ···· 3105 

経理班 ···· 3102 

 

施設課 

施設課長 ··· 3200 

下水道班 ··· 3202 

上水道工事班 · 3205 

上水道管理班 · 3208 

 

教育部 

教育部長 ···· 4100 

 

学校教育課 

学校教育課長 · 4101 

学校教育指導班 4102 

学校教育班 ·· 4108 

 

教育総務課 

教育総務課長 · 4114 

総務班 ···· 4103 

教育ＩＣＴ班 · 4111 

 

学校施設課 

学校施設課長 · 4200 

学校施設班 ·· 4201 

 

生涯学習振興課 

生涯学習振興課長 6310 

生涯学習振興班 6315 

社会体育班 ·· 6311 

図書館班 ··· 6427 

 

文化課 

文化課長 ··· 6415 

 

会計課 

会計管理者兼課長 1250 

会計班 ···· 1251 

 

議会事務局 

事務局長 ···· 5100 

議事班 ····· 5102 

 

選挙管理委員会事務局 

事務局長 ···· 3250 

選挙班 ····· 3251 

 

監査委員事務局 

監査班 ····· 3260 

 

農業委員会事務局 

事務局長 ···· 3270 

 

南城市 

局番号：253 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9946 

 

総務部 

総務部長 ···· 3111 

総務部参事 ··· 3112 

 

総務課 

総務課長 ··· 3101 

総務･防災係 ·· 3132 

秘書係 ···· 3133 

行政係 ···· 3131 

給与係 ···· 3123 

人事係 ···· 3121 

 

財政課 

財政課長 ··· 3201 

財政係 ···· 3221 

財政係 ···· 3222 

行革推進係 ·· 3211 

管財係 ···· 3213 

 

税務課 

税務課長 ··· 1502 

副参事 ···· 1501 

市民税係 ··· 1532 

市民税係 ··· 1533 

市民税係 ··· 1531 

市民税係 

（ 軽 自動 車税 ・法 人 ）

 ······· 1534 

資産税係（家屋） 1524 

資産税係（土地） 1521 

管理収納係 ·· 1511 

管理収納係 ·· 1512 

管理収納係 ·· 5024 

管理収納係 ·· 1513 

 

企画部 

企画部長 ···· 3401 

企画参与 ···· 3402 

 

観光商工課 

観光商工長 ·· 3300 

商工労働係 ·· 3411 

商工労働係 ·· 3412 

観光振興係 ·· 3421 

観光振興係 ·· 3423 

 

政策調整室 

政策調整室長 · 3601 

交通政策係 ·· 3611 

区画整理事業支援 3612 

 

企画課 

企画課長 ··· 3301 

PJ推進･土地対策 3331 

企画調整係 ·· 3332 

 

まちづくり推進課 

まちづくり推進課長 

 ······· 3501 

地域･交流･文化振興 

 ······· 3512 

文化ｾﾝﾀｰ･ﾑﾗﾔｰ支援 

 ······· 3522 

統計･広報公聴･男女共同 

 ······· 3521 

 

DX推進課 

DX推進課長 ·· 3801 

行政DX係 ··· 3812 

行政DX係 ··· 3811 

地域DX係 ··· 3821 

地域DX係 ··· 3822 

 

議会事務局 

議会事務局長 · 4100 

議会事務局次長 4110 

議事・庶務係 · 4111 

議事・庶務係 · 4112 

 

農林水産部 

農林水産部長 ·· 2500 

農林水産部参事 · 2600 

 

産業振興課 

産業振興課長 · 2501 

農政係 ···· 2511 

農政係 ···· 2512 

農産係 ···· 2521 

農産係 ···· 2522 

水産係 ···· 2531 

 

田園整備課 

田園整備課長 · 2601 

事業整備係 ·· 2611 

事業整備係 ·· 2612 

事業計画係 ·· 2632 

事業計画係 ·· 2631 

維持管理係 ·· 2621 

維持管理係 ·· 2622 

 

農業委員会 

農業委員会事務局長 

 ······· 2701 

庶務係 ···· 2702 

農地法係 ··· 2703 

 

土木建築部 

土木建築部長 ·· 2301 

 

都市計画課 

都市計画課長 · 2302 

開発・建築指導係 2311 

景観・風致・区画 2312 

都市計画係 ·· 2313 

 

都市整備課 

都市整備課長 · 2320 

事業係 ···· 2322 

庶務係 ···· 2321 

事業・庶務係 · 2341 

 

施設管理課 

施設管理課長 · 2401 

管理・施設整備・道路占用 

 ······· 2411 

施設整備係(工事) 2423 

施設整備係(工事) 2412 

維持管理・市営住宅・庶務 

 ······· 2422 

公園・海岸河川港湾・市道 

 ······· 2421 

 

教育部 

教育部長 ···· 2800 

教育部参事 ··· 2841 

 

教育総務課 

教育総務課長 · 2801 

総務・徴収係 ·· 2811 

賦課・徴収係 · 2812 

総務係 ···· 2813 

給与係 ···· 2814 

 

教育指導課 

教育指導課長 · 2821 

教育指導主事 · 2827 

教育指導主事 · 2828 

幼児教育 ··· 2824 

幼児教育・庶務 2826 

学務係 ···· 2822 

学務係・ICT支援 2823 

認定心理士・ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 

 ······· 2829 

学務係 ···· 2830 

 

生涯学習課 

生涯学習課長 · 2840 

社会体育係 ·· 2842 

社会体育係 ·· 2843 

社会教育係 ·· 2844 

社会教育係 ·· 2845 

 

教育施設課 

教育施設課長 · 2861 

施設係 ···· 2862 

施設係 ···· 2863 

庶務・管理係 · 2864 

庶務・管理係 · 2865 

 

文化課 

文化課長 ··· 2881 

文化財係 ··· 2888 

文化財係 ··· 2889 

史跡整備係 ·· 2885 

史跡整備係 ·· 2884 

市史編さん係 · 2882 

市史編さん係 · 2883 

 

上下水道部 

上下水道部長 ·· 2100 

 

水道課 

水道課長 ··· 2101 

業務係 ···· 2132 

業務係（会計） 2133 

業務係（収滞納） 2121 

施設係（整備） 2111 

施設係（給水） 2112 

 

下水道課 

下水道課長 ·· 2201 

庶務・業務係 · 2211 

庶務・業務係 · 2212 

計画・整備・維持管理 

 ······· 2221 

計画・整備・維持管理 

 ······· 2222 

 

会計課 

会計課長 ··· 1601 

出納係（歳入） 1602 

出納係（歳出） 1603 

出納係（歳出） 1604 

 

市民部 

市民部長 ···· 1101 

市民部参事 ··· 1102 

 

健康増進課 

健康増進課長 · 1301 

予防接種・検診係 1312 

母子保健係 ·· 1311 
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母子保健係 ·· 1314 

母子保健係 ·· 1313 

母子保健係 ·· 1322 

母子保健係 ·· 1321 

母子保健係 ·· 1323 

管理栄養士 ·· 1331 

管理栄養士 ·· 1332 

健康勧奨 ··· 1333 

 

ワクチン対策班 

ワクチン対策班長 1011 

ワクチン係 ·· 1013 

 

生活環境課 

生活環境課長 · 1201 

環境衛生係 ·· 1212 

環境衛生係 ·· 1211 

生活環境係 ·· 1213 

 

市民課 

市民課長 ··· 1101 

戸籍係 ···· 1111 

戸籍係 ···· 1112 

戸籍係 ···· 1114 

窓口係(児童手当) 1121 

窓口係(子供医療) 1122 

窓口係(外国人) · 1131 

窓口係(番号制度) 1132 

窓口係(番号制度) 1141 

 

国保年金課 

国保年金課長 · 1401 

国民年金係 ·· 1412 

国民年金係 ·· 1413 

後期高齢係 ·· 1424 

年金・後期高齢係 1422 

国保(給付) ··· 1423 

国保(月報・賦課) 1431 

国保(給付) ··· 1432 

国保(資格) ··· 1433 

国保(徴収) ··· 1441 

 

福祉部 

福祉部長 ···· 1701 

福祉部参事 ··· 1902 

 

社会福祉課 

社会福祉課長 · 1702 

総務援護係 ·· 1725 

臨時給付金係 · 1722 

施設管理係 ·· 1721 

特別弔慰金係 · 1724 

保護係 ···· 1731 

保護係 ···· 1741 

保護係 ···· 1742 

保護係 ···· 1743 

 

生きがい推進課 

生きがい推進課長 1801 

障がい福祉係 · 1841 

障がい福祉係 · 1843 

障がい福祉係 · 1711 

障がい福祉係 · 1712 

障がい福祉係 · 1713 

介護長寿係 ·· 1811 

介護長寿係 ·· 1812 

介護長寿係 ·· 1813 

包括支援係 ·· 1831 

包括支援係 ·· 1832 

 

子育て支援課 

子育て支援課長 1901 

副参事 ···· 5011 

こども家庭係 · 1903 

こども家庭係 · 1904 

こども家庭係 · 1905 

こども家庭係 · 1911 

こども家庭係 · 1912 

こども家庭係 · 1913 

こども企画係 · 1921 

こども企画係 · 1922 

こども企画係 · 1923 

こども企画係 · 1924 

保育・幼稚園係 1700 

保育・幼稚園係 1931 

保育・幼稚園係 1932 

保育・幼稚園係 1933 

保育・幼稚園係 1934 

 

 

選挙管理委員会事務局 

事務局長 ···· 5006 

選挙係 ····· 3702 

 

監査委員事務局 

監査係 ····· 3701 

 

八重瀬町 

局番号：254 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9947 

 

町長 ······· 2000 

副町長 ······ 2001 

教育長 ······ 3500 

総務部長 ····· 2290 

経済建設部長 ··· 2390 

民生部長 ····· 1690 

教育次長 ····· 3390 

 

総務部 

総務課 ····· 2207 

企画財政課 ··· 2101 

税務課 ····· 1301 

会計課 ······ 1401 

議会事務局 ···· 3401 

 

経済建設部 

土木建設課 ··· 2301 

都市整備課 ··· 2601 

農林水産課 ··· 2703 

農業委員会 ···· 2702 

 

民生部 

住民環境課 ··· 1105 

健康保険課 ··· 1202 

保健センター ·· 4101 

児童家庭課 ··· 1501 

社会福祉課 ··· 1601 

 

学校教育課 ···· 3302 

スポーツ振興課 ·· 4201 

 

与那原町 

局番号：255 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9948 

 

町長 ······· 3000 

副町長 ······ 3001 

教育長 ······ 2000 

政策調整監 ···· 3002 

 

総務課 

課長 ······ 3101 

職員 ······ 3105 

職員 ······ 3106 

選挙管理委員会 · 3500 

 

企画政策課 

課長 ······ 3301 

職員 ······ 3302 

町村土地開発公社 3302 

 

学校教育課 

課長 ······ 2201 

職員 ······ 2204 

 

財政課 

課長 ······ 3201 

職員 ······ 3202 

 

税務課 

課長 ······ 1301 

職員 ······ 1306 

 

福祉課 

課長 ······ 1401 

職員 ······ 1402 

 

健康保険課 

課長 ······ 1501 

職員 ······ 1509 

職員 ······ 1502 

職員 ······ 6100 

 

住民課 

課長 ······ 1201 

職員 ······ 1205 

 

会計課 

会計課長 ···· 1101 

職員 ······ 1102 

 

子育て支援課 

課長 ······ 2301 

職員 ······ 2302 

職員 ······ 2305 

 

生活環境安全課 

課長 ······ 3401 

職員 ······ 3402 

 

まちづくり課 

課長 ······ 2601 

職員 ······ 2602 

職員 ······ 2605 

 

上下水道課 

課長 ······ 2501 

職員 ······ 2505 

 

公共施設課 

課長 ······ 2701 

職員 ······ 2702 

 

観光商工課 

課長 ······ 2401 

職員 ······ 2402 

 

生涯学習振興課 

課長 ······ 2101 

職員 ······ 2102 

 

議会事務局 

局長 ······ 4101 

職員 ······ 4102 

 

防災対策会議室 

会議室1 ····· 3700 

会議室2 ····· 3800 

 

南風原町 

局番号：256 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9949 

 

町長 ······· 1300 

副町長 ······ 1310 

 

会計課 

課長 ······ 1110 

審査収納班 ··· 1111 

 

税務課 

課長 ······ 1130 

資産税班 ···· 1131 

住民税班 ···· 1133 

管理収納班 ··· 1126 

管理収納班 ··· 1136 

 

住民環境課 

課長 ······ 1140 

戸籍班長 ···· 1146 

戸籍班 ····· 1141 

住民基本台帳班長 1142 

住民基本台帳班 · 1143 

環境生活班長 ·· 1149 

環境生活班 ··· 1145 

 

民生部 

部長 ······ 1210 

 

こども課 

課長 ······ 1211 

地域福祉班長 ·· 1218 

地域福祉班 ··· 1212 

子育て支援班 ·· 1216 

地域福祉班 ··· 1219 

 

保健福祉課 

課長 ······ 1220 

高齢者福祉班長 · 1224 

高齢者福祉班 ·· 1227 

障がい者福祉班 · 1233 

障がい者福祉班長 1225 

 

国保年金課 

課長 ······ 1240 

保険給付班長 ·· 1241 

保険給付班 ··· 1242 

保険税班長 ··· 1247 

保険給付班 ··· 1255 

保険税班 ···· 1256 

保険税班 ···· 1246 

健康づくり班 ·· 5501 

健康づくり統括班長 5502 

健康づくり班 ·· 5503 

健康づくり班長 · 5506 

 

総務部 

部長 ······ 1320 

 

総務課 

課長 ······ 1321 

庶務班長 ···· 1322 

庶務班 ····· 1324 

人事行政班長 ·· 1323 

人事行政班 ··· 1325 

選挙管理委員会 · 1340 

 

企画財政課 

課長 ······ 2330 

財政班長 ···· 2331 

企画統計班長 ·· 2332 

企画班 ····· 2333 

財政班 ····· 2334 

 

教育委員会 

教育長 ····· 1400 

部長 ······ 1410 

 

教育総務課 

課長 ······ 1411 

保健体育班 ··· 1412 

庶務班 ····· 1413 

 

学校教育課 

課長 ······ 1420 

指導主事 ···· 1421 

学校教育班 ··· 1422 

学務班 ····· 1427 

 

経済建設部 

部長 ······ 1430 

 

区画下水道課 

課長 ······ 1431 

庶務普及班 ··· 1433 

区画整理班 ··· 1434 

下水道班長 ··· 1437 

下水道班 ···· 1438 

 

都市整備課 

課長 ······ 1440 

庶務用地班 ··· 1443 

施設整備班長 ·· 1444 

施設整備班 ··· 1445 

庶務用地班長 ·· 1446 

 

まちづくり振興課 

課長 ······ 1450 

すぐやる班長 ·· 1441 

庶務班長 ···· 1442 

まちづくり計画班長 1451 

まちづくり計画班 1452 

 

産業振興課 

課長 ······ 1460 

商工班 ····· 1453 

農政班 ····· 1454 

農業委員会 ··· 1459 

農業委員会事務局長 1460 

 

企画財政課 

情報処理班 ··· 2350 

情報処理班長 ·· 2351 

 

議会事務局 

局長 ······ 1510 

議事班 ····· 1511 

正副議長室 ··· 1500 

 

久米島町 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9950 

 

渡嘉敷村 

局番号：258 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9951 

 

総務課 ······· 16 

 

座間味村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········ 9952 

 

粟国村 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9953 

 

渡名喜村 

局番号：261 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9954 

 

村長 ········ 100 

総務課 ······· 110 

民生課 ······· 120 

経済課 ······· 130 

会計課 ······· 140 

教育長 ······· 200 

教育委員会 ····· 220 

議会事務局 ····· 210 
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南大東村 

局番号：262 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9955 

 

村長 ········ 100 

副村長 ······· 102 

 

総務課 

課長 ······· 110 

財政・財産 ···· 120 

広報・情報政策 ·· 121 

防災・消防 ···· 121 

選挙管理 ····· 122 

固定・軽自・村税 · 122 

給与 ······· 111 

起債・交付税 ··· 113 

 

福祉民生課 

課長 ······· 116 

廃棄物処理 ···· 115 

国民年金 ····· 112 

国保 ······· 117 

老人福祉 ····· 115 

戸籍 ······· 116 

 

産業課 

課長 ······· 130 

林業 ······· 133 

観光 ······· 133 

普及員 ······ 131 

農業委員会 ···· 132 

サトウキビ ···· 133 

 

土木課 

課長 ······· 140 

施工管理 ····· 150 

村営住宅 ····· 144 

土地改良 ····· 152 

村道 ······· 151 

簡易水 ······ 151 

集排水 ······ 151 

土木課 ······ 152 

 

会計課 

課長 ······· 103 

出納室 ······ 104 

 

教育委員会 

教育長 ······ 200 

教育委員会 ···· 201 

議会事務局 ···· 220 

 

北大東村 

局番号：263 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9956 

 

村長 ········ 100 

副村長 ······· 101 

出納室 ······· 160 

 

総務課 

総務課長 ····· 110 

職員 ······· 111 

 

福祉衛生課 

福祉衛生課長 ··· 120 

職員 ······· 121 

 

経済課 

経済課長 ····· 150 

職員 ······· 151 

 

建設課 

建設課長 ····· 140 

職員 ······· 141 

 

農業委員会 ····· 210 

 

議会事務局 ····· 260 

 

教育委員会 

教育長 ······ 204 

教育課長 ····· 200 

職員 ······· 201 

 

宮古島市 

局番号：270 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9957 

 

市長 ······· 2000 

副市長 ······ 2001 

 

秘書広報課 

課長 ······ 2120 

秘書係 ····· 2121 

広報係 ····· 2125 

 

市民生活部 

市民生活部長 ·· 2600 

 

市民課 

課長 ······ 2601 

窓口係 ····· 4150 

年金係 ····· 2610 

戸籍係 ····· 2615 

 

国民健康保険課 

課長 ······ 2630 

庶務給付係 ··· 2631 

賦課徴収係 ··· 2635 

後期高齢者医療係 2646 

 

地域振興課 

次長兼課長 ··· 2620 

地域振興係 ··· 2621 

生活安全係 ··· 2624 

 

健康増進課 

課長 ······ 2660 

予防係 ····· 2661 

医療政策係 ··· 2665 

健康づくり係 ·· 2668 

保健指導Ⅱ係 ·· 2650 

保健指導Ⅰ係 ·· 2670 

 

新型コロナウィルスワクチン

接種対策室 

室長 ······ 5105 

 

高齢者支援課 

次長兼課長 ··· 2510 

主幹 ······ 2521 

介護給付係 ··· 2511 

介護認定係 ··· 2521 

介護保険料係 ·· 2514 

生活支援係 ··· 2519 

介護予防係 ··· 2526 

 

福祉部 

福祉部長 ···· 2500 

 

福祉政策課 

課長 ······ 2501 

福祉調整係 ··· 2502 

地域福祉係 ··· 2507 

 

児童家庭課 

課長 ······· 2599 

子育て支援係 ·· 2596 

家庭支援係 ··· 2589 

 

子ども未来課 

課長 ······ 2570 

保育給付係 ··· 2580 

保育幼稚園係 ·· 2577 

子ども政策係 ·· 2581 

 

障がい福祉課 

課長 ······ 2550 

基 幹 相 談 支 援 セ ン タ ー

 ········ 2555 

自立支援給付係 · 2556 

庶務給付係 ··· 2559 

 

生活福祉課 

次長兼課長 ··· 2530 

保護管理係 ··· 2531 

保護係 ····· 2538 

 

会計課 

会計管理者 ··· 3100 

課長 ······ 3101 

歳出係 ····· 3106 

歳入係 ····· 3103 

 

税務課 

課長 ······ 2440 

市民税係 ···· 2441 

諸税係 ····· 2445 

資産税係 ···· 2446 

資産税調査係 ·· 2451 

 

納税課 

課長 ······ 2470 

納税推進係 ··· 2454 

滞納整理係 ··· 2471 

収納管理係 ··· 2475 

 

総務部 

総務部長 ···· 2400 

政策参与 ···· 2400 

政策参与 ···· 2400 

参事 ······ 2420 

 

総務課 

課長 ······ 2401 

行政管理係 ··· 2402 

人事研修係 ··· 2405 

給与係 ····· 2408 

 

防災危機管理課 

課長 ······ 2490 

補佐兼係長 ··· 2491 

防災係 ····· 2492 

防災係 ····· 2493 

 

財政課 

課長 ······ 2418 

財政係 ····· 2415 

用度管財係 ··· 2423 

 

契約検査課 

次長兼課長 ··· 2430 

検査係 ····· 2431 

入札契約係 ··· 2433 

 

監査委員事務局 

事務局長 ···· 3600 

庶務係 ····· 3601 

 

産業振興局 

局長 ······ 2300 

次長 ······ 2301 

 

企画調整部 

企画政策部長 ·· 2100 

 

企画調整課 

課長 ······ 2101 

政策調整係 ··· 2111 

政策推進係 ··· 2108 

統計係 ····· 2107 

 

情報政策課 

課長 ······ 2140 

情報システム係 · 2141 

情報政策係 ··· 2145 

 

ｴｺｱｲﾗﾝﾄﾞ推進課 

課長 ······ 2130 

ｴｺｱｲﾗﾝﾄﾞ推進係 · 2131 

 

観光商工スポーツ部 

観光商工スポーツ 

部長 ······ 2200 

 

観光商工課 

課長 ······ 2201 

観光推進係 ··· 2202 

商工物産係 ··· 2207 

観光施設係 ··· 2205 

 

スポーツ振興課 

次長兼課長 ··· 2220 

企画推進係 ··· 2222 

イベント係 ··· 2226 

施設係 ····· 2225 

 

水道部 

水道部長 ···· 3200 

 

水道総務課 

課長 ······ 3220 

庶務係 ····· 3221 

財務係 ····· 3224 

 

水道会計課 

課長 ······ 3230 

調定係 ····· 3233 

出納係 ····· 3235 

 

水道工務課 

次長兼課長 ··· 3201 

工務係 ····· 3202 

 

水道施設課 

課長 ······ 3210 

施設係 ····· 3212 

 

環境衛生局 

局長 ······ 2850 

 

環境保全課 

課長 ······ 2851 

主幹 ······ 2854 

自然環境係 ··· 2855 

生活環境係 ··· 2853 

 

下水道課 

課長 ······ 3240 

管理係 ····· 3242 

業務係 ····· 3244 

 

教育委員会 

教育長 ····· 3300 

教育部長 ···· 3301 

 

教育総務課 

次長兼課長 ··· 3320 

総務係 ····· 3321 

学 校 規 模 適 正 化 対 策 係

 ········ 3325 

 

教育施設課 

課長 ······ 3310 

整備係 ····· 3311 

管理係 ····· 3315 

 

学校教育課 

課長 ······ 3330 

指導主事 ···· 3331 

幼少接続ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 3348 

学務係 ····· 3340 

教育情報係 ··· 3336 

指導係 ····· 3344 

ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ ·· 3352 

 

教育研究所 

所長 ······ 3360 

指導主事 ···· 3362 

 

教育相談室 

教育相談員 ··· 3353 

 

生涯学習部 

生涯学習部長 ·· 3400 

参事 ······ 3401 

 

生涯学習振興課 

課長 ······ 3412 

社会教育係 ··· 3402 

文化振興係 ··· 3406 

文化財係 ···· 3408 

 

農林水産部 

農林水産部長 ·· 2700 

 

農政課 

課長 ······ 2701 

農政係 ····· 2702 

園芸振興係 ··· 2710 

農産振興係 ··· 2715 

 

畜産課 

課長 ······ 2720 

補佐 ······ 2722 

畜産振興係 ··· 2721 

 

農村整備課 

課長 ······ 2752 

整備係 ····· 2731 

計画係 ····· 2739 

業務係 ····· 2743 

 

水産課 

課長 ······ 2760 

水産振興係 ··· 2761 

施設管理係 ··· 2764 

 

建設部 

建設部長 ···· 2800 

 

都市計画課 

課長 ······ 2801 

都市企画係 ··· 2805 

区画整理係 ··· 2811 

都市整備係 ··· 2808 

 

建築課 

課長 ······ 2830 

住宅企画係 ··· 2834 

建築整備係 ··· 2835 

 

道路建設課 

課長 ······ 2820 

道路係 ····· 2821 

管理係 ····· 2825 

 

選挙管理委員会 

事務局長 ···· 3800 

庶務係 ····· 3801 

選挙係 ····· 3802 

 

議会 

議長 ······ 4200 

副議長 ····· 4201 

 

議会事務局 

局長 ······ 3500 

次長 ······ 3501 

議事係 ····· 3505 

 

農業委員会 

事務局長 ···· 3700 

次長 ······ 3701 

農政係 ····· 3704 

農地係 ····· 3708 

 

多良間村 

局番号：271 
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9958 

 

村長室 ······· 10 

副村長室 ······ 11 

 

総務財政課 

課長 ······· 12 

行政係 ······ 13 

代表 ······· 14 

税務会計課 

課長 ······· 21 

税務係 ······ 22 

出納室 ······ 25 

観光振興課 

課長 ······· 23 

観光係 ······ 24 

 

住民福祉課 

課長 ······· 29 

年金・後期高齢係 · 26 

介護・国保 ···· 27 

児童福祉・生活保護 28 

戸籍・保健師 ··· 30 

簡易水道係 ···· 31 

 

産業経済課 

課長 ······· 35 

農政係 ······ 32 

畜産係 ······ 33 

農政係 ······ 34 

土木建設課 

課長 ······· 36 

土木係 ······ 37 

農林係 ······ 38 

国営係 ······ 39 

 

議会事務局 ····· 16 

 

選挙管理委員会 ··· 15 

 

教育長室 ······ 19 

課長 ········ 17 

教育係 ······· 18 

 

農業委員会 ····· 20 

 

石垣市 

局番号：280 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9959 

 

総務部 

総務部長 ···· 1100 

総務課長 ···· 1110 

法制係長 ···· 1121 

法制係 ····· 1122 

人事係長 ···· 1111 

人事係（共済 ·· 1115 

人事係（給与） · 1116 

契約管財課長 ·· 1150 

契約検査係長 ·· 1159 

契約検査係 ··· 1161 

財産管理係長 ·· 1151 

財産管理係 ··· 1165 

防災危機管理課長 1130 

防災危機管理係長 1131 

防災危機管理係 · 1132 

生活安全係長 ·· 1136 

生活安全係 ··· 1137 

税務課長 ···· 1170 

市民税係長 ··· 1183 

市民税係 ···· 1188 

資産税係長 ··· 1171 

資産税係 ···· 1176 

納税課長 ···· 1210 

収納係長 ···· 1211 

収納係 ····· 1212 

滞納整理係長 ·· 1218 

滞納整理係 ··· 1219 

財政課長 ···· 1140 

財政係長 ···· 1141 

財政係 ····· 1143 

 

市民保健部 

市民保健部長 ·· 1400 

平和協働推進課長 1410 

市民協働係長 ·· 1411 

市民協働係 ··· 1415 

平和・男女共同係長 1416 

平和・男女共同係 1418 

市民課長 ···· 1480 

戸籍係長 ···· 1481 

戸籍係 ····· 1485 

交付係長 ···· 1488 

交付係 ····· 1494 

健康保険課長 ·· 1440 

給付係長 ···· 1461 

給付係 ····· 1465 

保険税係長 ··· 1441 

保険税係 ···· 1445 

環境課長 ···· 1420 

生活環境係長 ·· 1431 

生活環境係 ··· 1434 

自然環境係長 ·· 1421 

自然環境係 ··· 1422 

施設管理係長 ·· 1425 

施設管理係 ··· 1426 

 

企画部 

企画部長 ···· 1300 

企画課長 ···· 1310 

企画係長 ···· 1311 

企画係 ····· 1312 

行政改革推進係長 1318 

行政改革推進係 · 1319 

地域創生係長 ·· 1325 

地域創生係 ··· 1326 

DX課 ······ 1300 

DX係長 ····· 1331 

DX係 ······ 1332 

観光文化課長 ·· 1360 

観光政策係長 ·· 1366 

観光政策係 ··· 1367 

観光推進係長 ·· 1361 

観光推進係 ··· 1363 

スポーツ交流課長 1350 

スポーツ推進係長 1351 

スポーツ推進係 · 1353 

イベント交流係長 1355 

イベント交流係 · 1357 

 

福祉部 

福祉部長 ···· 1500 

福祉総務課長 ·· 1510 

総務係長 ···· 1511 

総務係 ····· 1516 

第１保護係長 ·· 1521 

第１保護係 ··· 1522 

第２保護係長 ·· 1534 

第２保護係 ··· 1541 

監査指導係長 ·· 1546 

監査指導係長 ·· 1546 

障がい福祉課長 · 1550 

障がい福祉係長 · 1556 

障がい福祉係 ·· 1559 

在宅福祉係長 ·· 1551 

在宅福祉係 ··· 1566 

基幹相談支援センター 

 ········ 1553 

介護長寿課長 ·· 1580 

介護保険係長 ·· 1585 

介護保険係 ··· 1586 

給付認定係長 ·· 1581 

給付認定係 ··· 1592 

がんじゅう係長 · 1611 

がんじゅう係 ·· 1612 

地域包括支援センター所長

 ········ 1615 

地域包括支援センター 

 ········ 1619 

 

 

こども未来局 

こども未来局長 · 1700 

子育て支援課長 · 1710 

支援係長 ···· 1731 

支援係 ····· 1737 

幼保連携係長 ·· 1719 

幼保連携係 ··· 1722 

政策係長 ···· 1711 

政策係 ····· 1712 

こども家庭課長 · 1750 

給付係長 ···· 1761 

給付係 ····· 1765 

福祉係長 ···· 1751 

福祉係 ····· 1754 

家庭相談室 ··· 1771 

 

農林水産商工部 

農林水産部長 ·· 1800 

農政経済課長 ·· 1810 

農政係長 ···· 1811 

農政係 ····· 1813 

農地調整係長 ·· 1815 

農地調整係 ··· 1816 

林務係長 ···· 1822 

林務係 ····· 1823 

畜産課長 ···· 1840 

畜産振興係長 ·· 1841 

畜産振興係 ··· 1843 

水産課長 ···· 1850 

振興係長 ···· 1851 

振興係 ····· 1852 

施設係長 ···· 1855 

施設係 ····· 1856 

むらづくり課長 · 1860 

管理係長 ···· 1875 

管理係 ····· 1877 

農村整備係長 ·· 1868 

農村整備係 ··· 1872 

国営推進・計画係長 1861 

国営推進・計画係 1864 

商工振興課長 ·· 1880 

物産振興係長 ·· 1881 

物産振興係 ··· 1882 

商工係長 ···· 1885 

商工係 ····· 1886 

 

建設部 

建設部長 ···· 1900 

都市建設課長 ·· 1910 

計画係長 ···· 1911 

計画係 ····· 1914 

施設・区画係長 · 1916 

施設・区画係 ·· 1917 

道路整備係長 ·· 1927 

道路整備係 ··· 1928 

施設管理課長 ·· 1930 

施設管理係長 ·· 1935 

施設管理係 ··· 1936 

すぐやる係長 ·· 1931 

すぐやる係 ··· 1932 

道路維持係長 ·· 1942 

道路維持係 ··· 1939 

下水道課長 ··· 1950 

施設係長 ···· 1951 

施設係 ····· 1957 

業務係長 ···· 1961 

業務係 ····· 1964 

 

行政委員会等 

監査委員事務局長 2200 

事務局 ····· 2211 

会計管理者 ··· 2400 

会計課長 ···· 2400 

会計係長 ···· 2411 

会計係 ····· 2412 

選挙管理委員会事務局長 

 ········ 2300 

選挙管理委員会事務局 

 ········ 2311 

農業委員会事務局長2500. 

農業委員会事務局次長 

 ········ 2510 

農業委員会事務局農地係長

 ········ 2510 

農業委員会事務局農地係 

 ········ 2513 

農業委員会事務局農政係長

 ········ 2515 

農業委員会事務局農政係 

 ········ 2516 

議会事務局議長 · 2010 

議会事務局副議長 2020 

議会事務局長 ·· 2100 

議会事務局次長 · 2110 

議会事務局庶務係長 2116 

庶務係 ····· 2115 

議会事務局議事調査係長 

 ········ 2111 

議会事務局議事調査係 

 ········ 2113 

 

その他 

電話交換室 ····· 9 

銀行窓口 ···· 3302 

案内窓口 ···· 3301 

組合（自治労） · 3307 

組合（自治労連） 3308 

警備室 ····· 3306 

 

教育委員会 

教育長 ····· 3010 

教育部長 ···· 3100 

教育総務課 ··· 3110 

学務課 ····· 3120 

学校教育課 ··· 3140 

いきいき学び課 · 3160 

文化財課 ···· 3170 

市史編集課 ··· 3190 

 

竹富町 

局番号：281 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9960 

 

政策調整監 ···· 3002 

 

総務課 ······ 8140 

課長 ······ 3100 

選挙管理委員会 · 8110 

 

防災危機管理課 ·· 8180 

課長 ······ 3500 

 

町民課 ······ 8050 

課長 ······ 1400 

 

税務課 ······ 8020 

課長 ······ 1100 

 

財政課 ······ 8160 

課長 ······ 3300 

 

政策推進課 ···· 8150 

課長 ······ 3200 

 

福祉支援課 ···· 8030 

課長 ······ 1200 

 

健康づくり課 ··· 8040 

課長 ······ 1300 

 

農林水産課 ···· 8090 

課長 ······ 2700 

 

まちづくり課 ··· 8080 

課長 ······ 2600 

 

自然観光課 ···· 8170 

課長 ······ 3400 

 

上下水道課 ···· 8070 

課長 ······ 2500 

 

会計課 ······ 8060 

課長 ······ 1500 

 

教育委員会 

総務課 ····· 8110 

課長 ····· 2100 

教育課 ····· 8120 

課長 ····· 2200 

社会文化課 ··· 8130 

課長 ····· 2300 

 

議会事務局 ···· 8190 

局長 ······ 4100 

 

与那国町 

局番号：不要 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9961 
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  かけ方…P.2 各機関の発信番号一覧…P.9 

 

消防機関 

 

名護市消防本部 

局番号：600 

 

通信室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

総務課長 ····· 2301 

警防課長 ····· 2304 

指令室 ······ 2311 

作戦室 ······ 2312 

 ········ 2313 

消防署 

署長 ······ 2201 

 

国頭地区消防組合 

消防本部 

局番号：601 

 

ホットライン(局番号不要)

 ········· 9526 

 

ＦＡＸ ······ 60 

 

本部町・今帰仁村 

消防組合消防本部 

局番号：602 

 

通信室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防署 

通信室 ······ 210 

 

金武地区消防衛生 

組合消防本部 

局番号：603 

 

通信室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

沖縄市消防本部 

局番号：604 

 

通信指令室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

総務課 

消防長 ····· 2301 

次長 ······ 2302 

消防団長 ···· 2203 

課長 ······ 2304 

 

予防課 

予防課長 ···· 2313 

 

消防署 

署長 ······ 2201 

警防課長 ···· 2204 

通信指令室 ··· 2209 

通信事務室 ··· 2207 

受付 ······ 2101 

 

宜野湾市消防本部 

局番号：605 

 

通信指令室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防長 ······· 220 

次長 ········ 210 

 

総務課 

課長 ······· 222 

総務係 ······ 223 

総務係長 ····· 224 

 

予防課 

課長 ······· 225 

指導係 ······ 226 

予防係 ······ 227 

 

警防課 

課長 ······· 221 

警防係 ······ 228 

救急救助係 ···· 240 

 

指令室 

指令台 ······ 231 

 ······ 232 

 ······ 235 

消防署 

署長 ······· 210 

警備係 ······ 211 

 ······ 212 

 ······ 213 

救急係 ······ 214 

 ······ 215 

 ······ 216 

 ······ 217 

我如古出張所 ···· 234 

真志喜出張所 ···· 238 

 

浦添市消防本部 

局番号：606 

 

通信室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

うるま市消防本部 

局番号：607 

 

署事務室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防長 ······ 2201 

 

消防総務課 

課長 ······ 2211 

総務課 ····· 2212 

 

予防課 

課長 ······ 2221 

 

警防課 

課長 ······ 2231 

 

具志川消防署 

署長 ······ 2121 

事務所 ····· 2126 

比謝川行政事務組合 

ニライ消防本部 

局番号：608 

 

警備事務室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防長 ······ 2101 

次長室 ······ 2102 

 

総務課 

人事係 ····· 2111 

財政係 ····· 2112 

庶務係 ····· 2113 

 

予防課 

査察係 ····· 2121 

予防係 ····· 2122 

指導係 ····· 2123 

 

警防課 

警防係 ····· 2131 

情報通信係 ··· 2132 

救急係 ····· 2133 

作戦会議室 ··· 2135 

 

嘉手納署 ····· 2221 

北谷署 ······ 2321 

読谷署 ······ 2421 

 

 

中城北中城 

消防組合 

局番号：609 

 

通信指令室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防長 ······· 220 

次長 ········ 213 

 

総務課 

課長 ······· 221 

財政係長 ····· 222 

総務主査 ····· 223 

総務係長 ····· 224 

 

予防課 

課長 ······· 225 

指導係 ······ 226 

予防係長 ····· 227 

 

警防課 

課長 ······· 228 

警防係長 ····· 229 

 

消防署 ······· 211 

 

那覇市消防局 

局番号：610 

 

通信指令室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防局長 ···· 21300 

次長 ······ 21301 

 

総務課 

課長 ····· 21302 

企画係 ···· 21306 

総務係 ···· 21311 

 

沖縄県消防長会 

事務局 ···· 21309 

 

警防課 

課長 ····· 21304 

警防係 ···· 21314 

救助係 ···· 21316 

 

救急課 

課長 ····· 21303 

救急係 ···· 21313 

 

予防課 ····· 21305 

予防係 ···· 21320 

第一機動査察係 21318 

第一機動査察係 21330 

設備指導係 ·· 21333 

 

指令情報課 

課長 ····· 21400 

管理係 ···· 21421 

指令室 ···· 21423 

作戦会議室 ·· 21424 

 

中央消防署 

署長 ····· 21200 

警備長 ···· 21260 

警防係 ···· 21262 

 

西消防署 

事務所 ···· 26341 

 

糸満市消防本部 

局番号：611 

 

作戦会議室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

作戦会議室１ ··· 214 

作戦会議室２ ··· 215 

消防長 ······ 220 

 

消防署 

署長 ······· 221 

警防課長 ····· 231 

警防係長 ····· 233 

救急救助係長 ··· 230 

 

総務課 

総務課長 ····· 222 

庶務係長 ····· 225 

庶務係 ······ 224 

 ······ 223 

 

予防課 

予防課長 ····· 226 

予防係長 ····· 228 

予防係１ ····· 227 

予防係２ ····· 229 

 

豊見城市消防本部 

局番号：612 

 

通信室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

総務課 

総務課長 ··· 29401 

総務班長 ··· 29404 

総務班員 ··· 29405 

 

警防課 

警防課長 ··· 29402 

警防班長 ··· 29406 

警防班員 ··· 29407 

作戦室 ···· 29450 

 

予防課 

予防課長 ··· 29403 

予防班長 ··· 29408 

予防班員 ··· 29411 

 

消防署 

消防署長 ··· 29300 

消防署事務室 · 29301 

 · 29302 

 

島尻消防組合 

消防本部 

局番号：613 

 

通信指令室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

総務係 ······· 225 

 

東部消防組合 

消防本部 

局番号：614 

 

消防署 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

消防長 ······ 2300 

 

総務課 

課長 ······ 2310 

課長補佐 ···· 2311 

財政係 ····· 2314 

総務係 ····· 2313 

 

予防課 

課長 ······ 2340 

課長補佐 ···· 2341 

予防係 ····· 2344 

保安調査係 ··· 2342 

 

警防課 

課長 ······ 2320 

課長補佐 ···· 2321 

 

救急課 

課長 ······ 2330 

課長補佐 ···· 2331 

 

消防署 

署長 ······ 2200 

第一警備課長 ·· 2201 

第二警備課長 ·· 2202 

第三警備課長 ·· 2203 

警備主幹 ···· 2213 

 

南風原分署 ···· 2522 

西原分署 ····· 2544 

 

指令室 ······ 2250 

消防団室 ····· 2220 

 

久米島町消防本部 

局番号：615 

 

通信指令室 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 
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宮古島市消防本部 

局番号：616 

 

遠隔制御器 ······ 4 

ＦＡＸ ········ 5 

 

総務課 ······· 211 

警防課 ······· 212 

 

石垣市消防本部 

局番号：617 

 

１階事務所 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災関係機関 

 

沖縄気象台 

局番号：680 

 

遠隔制御器 ······ 4 

ＦＡＸ ········ 5 

 

総務課文書係 ··· 2513 

 

業務課 

防災調整官 ··· 2553 

防災調整係 ··· 2557 

 

予報課 

防災係 ····· 2606 

現業 ······ 2610 

 

地震火山課 

地震津波防災官 · 2663 

震度観測管理係長 2672 

 

第十一管区 

海上保安本部 

局番号：681 

 

救難課 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 

 

陸上自衛隊 

那覇駐屯地 

局番号：682 

 

局番号のみで通話可。 

 

ＮＨＫ沖縄放送局 

局番号：683 

 

遠隔制御器 ······ 4 

ＦＡＸ ········ 5 

 

日本赤十字社 

沖縄県支部 

局番号：684 

 

遠隔制御器 ······ 4 

ＦＡＸ ········ 5 

 

沖縄電力株式会社 

局番号：685 

 

防災室 

遠隔制御器 ····· 3 

 

災害対策本部(別館5F) 

遠隔制御器 ····· 4 

ＦＡＸ ······· 5 
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局種別 局番号 設置場所 免許識別子
【運用管理装置等の表示】
全角6文字以内

1 682 防衛省自衛隊沖縄地方協力本部内 ぼうさいじえいたい 陸上自衛隊

1 300 知事公舎 ぼうさいおきなわ　２０１ 県庁可搬１

2 301 防災危機管理課１ ぼうさいおきなわ　２０２ 県庁可搬２

3 302 防災危機管理課２ ぼうさいおきなわ　２０３ 県庁可搬３

4 303 防災危機管理課３ ぼうさいおきなわ　２０４ 県庁可搬４

5 304 伊江村 ぼうさいおきなわ　２０５ 県庁可搬５

6 305 伊平屋村 ぼうさいおきなわ　２０６ 県庁可搬６

7 306 伊是名村 ぼうさいおきなわ　２０７ 県庁可搬７

8 307 久米島町 ぼうさいおきなわ　２０８ 県庁可搬８

9 308 渡名喜村 ぼうさいおきなわ　２０９ 県庁可搬９

10 309 渡嘉敷村 ぼうさいおきなわ　２１０ 県庁可搬１０

11 310 座間味村 ぼうさいおきなわ　２１１ 県庁可搬１１

12 311 粟国村 ぼうさいおきなわ　２１２ 県庁可搬１２

13 312 宮古島市 ぼうさいおきなわ　２１３ 県庁可搬１３

14 313 多良間村 ぼうさいおきなわ　２１４ 県庁可搬１４

15 314 石垣市 ぼうさいおきなわ　２１５ 県庁可搬１５

16 315 竹富町 ぼうさいおきなわ　２１６ 県庁可搬１６

17 316 与那国町 ぼうさいおきなわ　２１７ 県庁可搬１７

18 317 北部保健所１ ぼうさいおきなわ　２１８ 県庁可搬１８

19 318 北部保健所２ ぼうさいおきなわ　２１９ 県庁可搬１９

20 319 中部保健所１ ぼうさいおきなわ　２２０ 県庁可搬２０

21 320 中部保健所２ ぼうさいおきなわ　２２１ 県庁可搬２１

22 321 南部保健所１ ぼうさいおきなわ　２２２ 県庁可搬２２

23 322 南部保健所２ ぼうさいおきなわ　２２３ 県庁可搬２３

24 323 宮古保健所１ ぼうさいおきなわ　２２４ 県庁可搬２４

25 324 宮古保健所２ ぼうさいおきなわ　２２５ 県庁可搬２５

26 325 八重山保健所１ ぼうさいおきなわ　２２６ 県庁可搬２６

27 326 八重山保健所２ ぼうさいおきなわ　２２７ 県庁可搬２７

28 327 県立北部病院 ぼうさいおきなわ　２２８ 県庁可搬２８

29 328 県立中部病院 ぼうさいおきなわ　２２９ 県庁可搬２９

30 329 中頭病院 ぼうさいおきなわ　２３０ 県庁可搬３０

31 330 中頭病院 ぼうさいおきなわ　２３１ 県庁可搬３１

32 331 中部徳洲会病院 ぼうさいおきなわ　２３２ 県庁可搬３２

33 332 中部徳洲会病院 ぼうさいおきなわ　２３３ 県庁可搬３３

34 333 県立南部医療センター・こども医療センターぼうさいおきなわ　２３４ 県庁可搬３４

35 334 浦添総合病院 ぼうさいおきなわ　２３５ 県庁可搬３５

36 335 浦添総合病院 ぼうさいおきなわ　２３６ 県庁可搬３６

37 336 琉大医学部附属病院 ぼうさいおきなわ　２３７ 県庁可搬３７

38 337 沖縄赤十字病院 ぼうさいおきなわ　２３８ 県庁可搬３８

39 338 南部徳洲会病院 ぼうさいおきなわ　２３９ 県庁可搬３９

40 339 那覇市立病院 ぼうさいおきなわ　２４０ 県庁可搬４０

41 340 豊見城中央病院 ぼうさいおきなわ　２４１ 県庁可搬４１

42 341 豊見城中央病院 ぼうさいおきなわ　２４２ 県庁可搬４２

43 342 ハートライフ病院 ぼうさいおきなわ　２４３ 県庁可搬４３

44 343 ハートライフ病院 ぼうさいおきなわ　２４４ 県庁可搬４４

45 344 沖縄協同病院 ぼうさいおきなわ　２４５ 県庁可搬４５

46 345 大浜第一病院 ぼうさいおきなわ　２４６ 県庁可搬４６

47 346 県立宮古病院 ぼうさいおきなわ　２４７ 県庁可搬４７

48 347 県立八重山病院 ぼうさいおきなわ　２４８ 県庁可搬４８

49 348 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２４９ 県庁可搬４９

可搬型無線機　局番号一覧

＜防災関係機関＞

＜県庁等政局　移動局装置　60局＞
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50 349 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５０ 県庁可搬５０

51 350 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５１ 県庁可搬５１

52 351 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５２ 県庁可搬５２

53 352 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５３ 県庁可搬５３

54 353 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５４ 県庁可搬５４

55 354 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５５ 県庁可搬５５

56 355 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５６ 県庁可搬５６

57 356 沖縄県庁内 ぼうさいおきなわ　２５７ 県庁可搬５７

58 357 大宜味村 ぼうさいおきなわ　２５８ 県庁可搬５８

59 358 国頭地区消防本部 ぼうさいおきなわ　２５９ 県庁可搬５９

60 359 国頭村 ぼうさいおきなわ　２６０ 県庁可搬６０

1 360 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０１ 北部可搬１

2 361 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０２ 北部可搬２

3 362 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０３ 北部可搬３

4 363 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０４ 北部可搬４

5 364 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０５ 北部可搬５

6 365 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０６ 北部可搬６

7 366 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０７ 北部可搬７

8 367 北部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　３０８ 北部可搬８

1 368 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０１ 中部可搬１

2 369 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０２ 中部可搬２

3 370 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０３ 中部可搬３

4 371 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０４ 中部可搬４

5 372 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０５ 中部可搬５

6 373 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０６ 中部可搬６

7 374 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０７ 中部可搬７

8 375 中部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　４０８ 中部可搬８

1 376 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０１ 南部可搬１

2 377 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０２ 南部可搬２

3 378 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０３ 南部可搬３

4 379 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０４ 南部可搬４

5 380 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０５ 南部可搬５

6 381 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０６ 南部可搬６

7 382 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０７ 南部可搬７

8 383 南部合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　５０８ 南部可搬８

1 384 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０１ 宮古可搬１

2 385 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０２ 宮古可搬２

3 386 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０３ 宮古可搬３

4 387 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０４ 宮古可搬４

5 388 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０５ 宮古可搬５

6 389 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０６ 宮古可搬６

7 390 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０７ 宮古可搬７

8 391 宮古合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　６０８ 宮古可搬８

1 392 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０１ 八重山可搬１

2 393 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０２ 八重山可搬２

3 394 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０３ 八重山可搬３

4 395 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０４ 八重山可搬４

5 396 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０５ 八重山可搬５

6 397 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０６ 八重山可搬６

7 398 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０７ 八重山可搬７

8 399 八重山合同庁舎内 ぼうさいおきなわ　７０８ 八重山可搬８

＜八重山合同庁舎　移動局装置8局＞

＜北部合同庁舎　移動局装置8局＞

＜中部合同庁舎　移動局装置8局＞

＜南部合同庁舎　移動局装置8局＞

＜宮古合同庁舎　移動局装置8局＞
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ホットライン電話機　番号一覧(かけ方はP.4を参照)

県庁、合同庁舎

機関名 設置場所 内線番号 備考
1 9901
2 9902
3 9903
4 9904
5 9905
6 9906
7 北部土木事務所 維持管理班 9911
8 中部土木事務所 維持管理班 9912
9 南部土木事務所 維持管理班 9913
10 宮古事務所総務課 総務振興班 9914
11 八重山事務所総務課 総務振興班 9915

市町村

機関名 設置場所 内線番号 備考
1 名護市 総務課 9921
2 国頭村 総務課 9922
3 大宜味村 総務課 9923
4 東村 総務財政課 9924
5 今帰仁村 総務課 9925
6 本部町 総務課 9926
7 恩納村 総務課 9927
8 宜野座村 総務課 9928
9 金武町 総務課 9929
10 伊江村 総務課 9930
11 伊平屋村 総務課 9931
12 伊是名村 総務課 9932
13 うるま市 防災基地渉外課 9933
14 宜野湾市 総務課 9934
15 浦添市 防災危機管理室 9935
16 沖縄市 防災課 9936
17 読谷村 総務課 9937
18 嘉手納町 総務課 9938
19 北谷町 総務課 9939
20 北中城村 総務課 9940
21 中城村 総務課 9941
22 西原町 総務課 9942
23 那覇市 防災危機管理課 9943
24 糸満市 市民生活環境課 9944
25 豊見城市 総務課 9945
26 南城市 総務課 9946
27 八重瀬町 総務課 9947
28 与那原町 総務課 9948
29 南風原町 総務課 9949
30 久米島町 総務課 9950
31 渡嘉敷村 総務課 9951
32 座間味村 総務課 9952
33 粟国村 総務課 9953
34 渡名喜村 総務課 9954
35 南大東村 総務課 9955
36 北大東村 総務課 9956
37 宮古島市 防災課 9957
38 多良間村 総務財政課 9958
39 石垣市 防災危機管理室 9959
40 竹富町 総務課 9960
41 与那国町 総務課 9961

県庁(防災危機管理課) 危機管理センター
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ホットライン電話機　番号一覧(かけ方はP.4を参照)

消防機関

機関名 設置場所 内線番号 備考
国頭地区消防本部 指令室 9526

機関名 設置場所 内線番号 備考
1 前田中継局 機械室 9501
2 多野中継局 機械室 9502
3 本部中継局 機械室 9503
4 乙羽中継局 機械室 9504
5 与座中継局 機械室 9505
6 糸満中継局 機械室 9506
7 宮城中継局 機械室 9507
8 倉敷中継局 機械室 9508
9 渡嘉敷中継局 機械室 9509
10 久米中継局 機械室 9510
11 第二久米中継局 機械室 9511
12 伊良部中継局 機械室 9512
13 多良間中継局 機械室 9513
14 石垣中継局 機械室 9514
15 西表中継局 機械室 9515
16 与那国中継局 機械室 9516
17 東中継局 機械室 9517
18 勝連中継局 機械室 9518
19 北中城中継局 機械室 9519
20 西原中継局 機械室 9520
21 座間味中継局 機械室 9521
22 第二本部中継局 機械室 9522
23 南大東中継局 機械室 9523
24 北大東中継局 機械室 9524
25 久米島町　具志川庁舎 機械室 9525

中継局等
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代表電話番号　着信先一覧
①県庁・合庁局

項 局名 部署１ 部署２ 代表番号
着信先
内線

備　　考

1 県庁 代表 総合案内 098-866-2333 71-2450

2 県庁 知事公室 秘書課 098-866-2080 71-2030

3 県庁 知事公室 広報課 098-866-2020 71-2050

4 県庁 知事公室 基地対策課 098-866-2460 71-2070

5 県庁 知事公室 防災危機管理課 098-866-2143 71-2090

6 県庁 知事公室 辺野古新基地建設問題対策課 098-866-7495 71-3380

7 県庁 総務部 総務私学課 098-866-2074 71-2110

8 県庁 総務部 行政情報センター 098-866-2139 71-2120

9 県庁 総務部 人事課 098-866-2090 71-2160

10 県庁 総務部 行政管理課 098-866-2155 71-2170

11 県庁 総務部 総務事務センター 098-866-2445 71-3390

12 県庁 総務部 職員厚生課 098-866-2127 71-2180

13 県庁 総務部 職員健康管理センター 098-866-2660 71-2200

14 県庁 総務部 財政課 098-866-2095 71-2210

15 県庁 総務部 税務課 098-866-2101 71-2230

16 県庁 総務部 管財課 098-866-2106 71-2140

17 県庁 企画部 企画調整課 098-866-2026 71-2260

18 県庁 企画部 交通政策課 098-866-2045 71-2280

19 県庁 企画部 県土・跡地利用対策課 098-866-2040 71-2290

20 県庁 企画部 統計課 098-866-2050 71-2300

21 県庁 企画部 科学技術振興課 098-866-2560 71-2320

22 県庁 企画部 情報基盤整備課 098-866-2036 71-2240

23 県庁 企画部 デジタル社会推進課 098-917-0755 71-3640

24 県庁 企画部 地域・離島課 098-866-2370 71-2350

25 県庁 企画部 市町村課 098-866-2134 71-2360

26 県庁 環境部 環境政策課 098-866-2183 71-2460

27 県庁 環境部 環境保全課 098-866-2236 71-2470

28 県庁 環境部 環境整備課 098-866-2231 71-2480

29 県庁 環境部 自然保護課 098-866-2243 71-2490

30 県庁 環境部 環境再生課 098-866-2064 71-3410

31 県庁 子ども生活福祉部 福祉政策課 098-866-2164 71-2500

32 県庁 子ども生活福祉部 保護・援護課 098-866-2428 71-2510

33 県庁 子ども生活福祉部 高齢者福祉介護課 098-866-2214 71-2550

34 県庁 子ども生活福祉部 青少年・子ども家庭課 098-866-2174 71-2560

35 県庁 子ども生活福祉部 子ども未来政策課 098-866-2100 71-3480

36 県庁 子ども生活福祉部 子育て支援課 098-866-2457 71-2850

37 県庁 子ども生活福祉部 障害福祉課 098-866-2190 71-2570

38 県庁 子ども生活福祉部 消費・くらし安全課 098-866-2187 71-2440

39 県庁 子ども生活福祉部 女性力・平和推進課 098-866-2500 71-2430

40 県庁 保健医療部 保健医療総務課 098-866-2169 71-2580

41 県庁 保健医療部 医療政策課 098-866-2111 71-3500

42 県庁 保健医療部 健康長寿課 098-866-2209 71-2540

43 県庁 保健医療部 地域保健課 098-866-2215 71-2590

44 県庁 保健医療部 衛生薬務課 098-866-2055 71-2380

45 県庁 保健医療部 感染症総務課 098-866-2014 ー

46 県庁 保健医療部 ワクチン・検査推進課 098-866-2014 ー

47 県庁 保健医療部 感染症医療確保課 098-866-2013 ー

48 県庁 保健医療部 国民健康保険課 098-866-2304 71-2270

49 県庁 農林水産部 農林水産総務課 098-866-2254 71-2600

50 県庁 農林水産部 流通・加工推進課 098-866-2255 71-2610

51 県庁 農林水産部 農政経済課 098-866-2257 71-2620

52 県庁 農林水産部 営農支援課 098-866-2280 71-2630

53 県庁 農林水産部 園芸振興課 098-866-2266 71-2640

54 県庁 農林水産部 糖業農産課 098-866-2275 71-2650

55 県庁 農林水産部 畜産課 098-866-2269 71-2660

56 県庁 農林水産部 村づくり計画課 098-866-2263 71-2670

57 県庁 農林水産部 農地農村整備課 098-866-2285 71-2690
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代表電話番号　着信先一覧
①県庁・合庁局

項 局名 部署１ 部署２ 代表番号
着信先
内線

備　　考

58 県庁 農林水産部 森林管理課 098-866-2295 71-2710

59 県庁 農林水産部 水産課 098-866-2300 71-2720

60 県庁 農林水産部 漁港漁場課 098-866-2305 71-2730

61 県庁 商工労働部 産業政策課 098-866-2330 71-2740

62 県庁 商工労働部 アジア経済戦略課 098-866-2340 71-2760

63 県庁 商工労働部 マーケティング戦略推進課 098-894-2030 71-3560

64 県庁 商工労働部 ものづくり振興課 098-866-2337 71-2770

65 県庁 商工労働部 中小企業支援課 098-866-2343 71-2800

66 県庁 商工労働部 企業立地推進課 098-866-2770 71-2780

67 県庁 商工労働部 情報産業振興課 098-866-2503 71-3308

68 県庁 商工労働部 雇用政策課 098-866-2324 71-2750

69 県庁 商工労働部 労働政策課 098-866-2366 71-2810

70 県庁 商工労働部 感染防止経営支援課 098-917-2872 71-3580

71 県庁 文化観光スポーツ部 観光政策課 098-866-2763 71-2820

72 県庁 文化観光スポーツ部 観光振興課 098-866-2764 71-2830

73 県庁 文化観光スポーツ部 ＭＩＣＥ推進課 098-866-2077 71-3430

74 県庁 文化観光スポーツ部 文化振興課 098-866-2768 71-2410

75 県庁 文化観光スポーツ部 空手振興課 098-866-2232 71-3117

76 県庁 文化観光スポーツ部 スポーツ振興課 098-866-2708 71-2400

77 県庁 文化観光スポーツ部 交流推進課 098-866-2479 71-2840

78 県庁 文化観光スポーツ部 観光事業者等支援課 098-894-8290 71-3600

79 県庁 土木建築部 土木総務課 098-866-2384 71-2860

80 県庁 土木建築部 技術・建設業課 098-866-2374 71-2870

81 県庁 土木建築部 用地課 098-866-2423 71-2880 収用委員会も用地課へ着信します。

82 県庁 土木建築部 道路街路課 098-866-2390 71-2900

83 県庁 土木建築部 道路管理課 098-866-2665 71-2910

84 県庁 土木建築部 河川課 098-866-2404 71-2920

85 県庁 土木建築部 海岸防災課 098-866-2410 71-2930

86 県庁 土木建築部 港湾課 098-866-2395 71-2970

87 県庁 土木建築部 空港課 098-866-2400 71-2980

88 県庁 土木建築部 都市計画・モノレール課 098-866-2408 71-2940

89 県庁 土木建築部 都市公園課 098-866-2035 71-3020

90 県庁 土木建築部 首里城復興課 098-943-0140 ー

91 県庁 土木建築部 下水道課 098-866-2248 71-2960

92 県庁 土木建築部 建築指導課 098-866-2413 71-2990

93 県庁 土木建築部 住宅課 098-866-2418 71-3000

94 県庁 土木建築部 施設建築課 098-866-2416 71-3010

95 県庁 出納事務局 会計課 098-866-2471 71-3030

96 県庁 出納事務局 物品管理課 098-866-2148 71-3050

97 県庁 企業局 総務企画課 098-866-2803 71-3240

98 県庁 企業局 経理課 098-866-2154 71-3360

99 県庁 企業局 配水管理課 098-866-2810 71-3260

100 県庁 企業局 建設課 098-866-2814 71-3250

101 県庁 病院事業局 病院事業総務課 098-866-2832 71-3230

102 県庁 病院事業局 病院事業経営課 098-866-2636 71-3540

103 県庁 病院事業局 病院事業企画課 098-866-2123 ー

104 県庁 教育庁 総務課 098-866-2705 71-3070

105 県庁 教育庁 教育支援課 098-866-2711 71-3090

106 県庁 教育庁 施設課 098-866-2736 71-3100

107 県庁 教育庁 学校人事課 098-866-2730 71-3210

108 県庁 教育庁 県立学校教育課 098-866-2715 71-3120

109 県庁 教育庁 義務教育課 098-866-2741 71-3130

110 県庁 教育庁 保健体育課 098-866-2726 71-3140

111 県庁 教育庁 生涯学習振興課 098-866-2746 71-3150

112 県庁 教育庁 文化財課 098-866-2731 71-3160

113 県庁 監査委員 事務局 098-866-2530 71-3190

114 県庁 選挙管理委員会 098-866-2141 71-2370

33



代表電話番号　着信先一覧
①県庁・合庁局

項 局名 部署１ 部署２ 代表番号
着信先
内線

備　　考

115 県庁 人事委員会 総務課 098-866-2545 71-3200

116 県庁 人事委員会 職員課 098-866-2546 71-3200

117 県庁 労働委員会 調整審査課 098-866-2551 71-3220

118 県庁 県議会 総務課 098-866-2572 71-3280

119 北部合同庁舎 名護県税事務所 庶務 0980-52-2170 71-8400

120 北部合同庁舎 北部土木事務所 庶務班 0980-53-1255 71-8500

121 北部合同庁舎 北部農林水産振興センター センタースタッフ 0980-53-7187 ー

122 北部合同庁舎 北部農林水産振興センター 農業改良普及課 0980-52-2752 ー

123 北部合同庁舎 北部農林水産振興センター 農業水産整備課 0980-52-3766 ー

124 北部合同庁舎 北部農林水産振興センター 家畜保健衛生課（家畜保健衛生所） 0980-52-2939 ー

125 北部合同庁舎 北部農林水産振興センター 森林整備保全課 0980-52-2832 71-8570

126 北部合同庁舎 国頭教育事務所 0980-52-2664 71-8630

127 北部合同庁舎 北部食肉衛生検査所 0980-52-1165 71-8640

128 中部合同庁舎 コザ県税事務所 総務班 098-894-6500 ー

129 中部合同庁舎 中頭教育事務所 098-939-0044 71-7480

130 中部合同庁舎 交通事故相談所　中部支所 ー 71-7470

131 中部合同庁舎 中部農業改良普及センター 098-894-6521 71-7628

132 中部合同庁舎 中部土木事務所 庶務班 098-894-6510 ー

133 中部合同庁舎 中部農林土木事務所 計画用地班長 098-894-6525 ー

134 中部合同庁舎 中部保健所 総務企画班 098-938-9886 ー

135 南部合同庁舎 那覇県税事務所 098-867-1066 ー

136 南部合同庁舎 南部農林土木事務所 土地改良班 098-867-2770 ー

137 南部合同庁舎 南部林業事務所 098-941-2583 71-5116

138 南部合同庁舎 南部土木事務所 098-866-1129 71-5120

139 南部合同庁舎 ダム管理担当 098-869-8291 71-5220

140 南部合同庁舎 那覇教育事務所 098-867-2710 71-5331

141 南部合同庁舎 旅券センター 098-866-2775 71-5110

142 南部合同庁舎 生涯学習推進センター 098-864-0474 71-5250

143 南部合同庁舎 交通事故相談所　本所 ー 71-5020

144 宮古合同庁舎 宮古事務所 総務課 0980-72-2551 ー

145 宮古合同庁舎 宮古事務所 県税課 0980-72-2553 ー

146 宮古合同庁舎 宮古農林水産振興センター 0980-72-2552 ー

147 宮古合同庁舎 宮古農林水産振興センター 農業改良普及課 0980-72-3149 ー

148 宮古合同庁舎 宮古農林水産振興センター 家畜保健衛生課 0980-72-3321 ー

149 宮古合同庁舎 宮古農林水産振興センター 農林水産整備課 0980-72-2365 ー

150 宮古合同庁舎 宮古土木事務所 0980-72-2769 ー

151 宮古合同庁舎 宮古教育事務所 0980-72-3222 ー

152 八重山合同庁舎 八重山事務所 0980-82-3040 ー

153 八重山合同庁舎 八重山事務所 県税課 0980-82-3045 ー

154 八重山合同庁舎 八重山農林水産振興センター 0980-82-3043 ー

155 八重山合同庁舎 八重山農林水産振興センター 農業改良普及課 0980-82-3497 ー

156 八重山合同庁舎 八重山農林水産振興センター 家畜保健衛生課 0980-84-4111 ー

157 八重山合同庁舎 八重山農林水産振興センター 農林水産整備課 0980-82-2342 ー

158 八重山合同庁舎 八重山土木事務所 総務用地班 0980-82-2217 ー

159 八重山合同庁舎 八重山教育事務所 0980-82-3622 ー

160 八重山合同庁舎 八重山保健所 0980-82-3240 ー

総務課と職員課は同じ内線へ着信。
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代表電話番号　着信先一覧
②端末局（市町村、消防本部、県出先、防災関係機関）

（ホットライン用ＩＰ電話機、中継局用ＩＰ電話機、遠隔制御器へ着信する機関は、他部門へ転送できません。）

項 局種別 局名 部署 代表番号
着信先
内線

備考

1 市町村 名護市 電話交換室 0980-53-1212 210-213

2 市町村 国頭村 総務課行政係 0980-41-2101 211-211

3 市町村 大宜味村 総務課 0980-44-3001 212-121

4 市町村 東村 総務財政課 0980-43-2201 213-111

5 市町村 今帰仁村 総務課 0980-56-2101 9925 ホットライン用ＩＰ電話機

6 市町村 本部町 総務課行政班 0980-47-2101 215-202

7 市町村 恩納村 総務課行政係 098-966-1200 216-260

8 市町村 宜野座村 総務課 098-968-5111 9928 ホットライン用ＩＰ電話機

9 市町村 金武町 総務課行政係 098-968-2111 9929 ホットライン用ＩＰ電話機

10 市町村 伊江村 総務課 0980-49-2001 9930 ホットライン用ＩＰ電話機

11 市町村 伊平屋村 総務課 0980-46-2001 9931 ホットライン用ＩＰ電話機

12 市町村 伊是名村 総務課 0980-45-2001 9932 ホットライン用ＩＰ電話機

13 市町村 うるま市 交換手 098-974-3111 230-1356

14 市町村 宜野湾市 総務課総務係 098-893-4411 231-318

15 市町村 浦添市 交換手 098-876-1234 232-2100

16 市町村 沖縄市 交換手 098-939-1212 233-1400

17 市町村 読谷村 総務課 098-982-9200 9937 ホットライン用ＩＰ電話機

18 市町村 嘉手納町 行政係 098-956-1111 235-227

19 市町村 北谷町 基地・安全対策課 098-936-1234 9939 ホットライン用ＩＰ電話機

20 市町村 北中城村 総務課 098-935-2233 237-315

21 市町村 中城村 総務課 098-895-2131 9941 ホットライン用ＩＰ電話機

22 市町村 西原町 総務課総務係 098-945-5011 239-3206

23 市町村 那覇市 電話交換手 098-867-0111 250-2136

24 市町村 糸満市 総合案内 098-840-8111 251-2001

25 市町村 豊見城市 総務課 098-850-0024 252-4504

26 市町村 南城市 総務課 098-917-5378 9946 ホットライン用ＩＰ電話機

27 市町村 八重瀬町 総務課 098-998-2200 254-2204

28 市町村 与那原町 生活環境安全課 098-945-2201 255-502 生活環境安全課直通番号（945-4688）代表番号は総務課

29 市町村 南風原町 庶務班 098-889-4415 256-1322

30 市町村 久米島町 総務課 098-985-7121 9950 ホットライン用ＩＰ電話機

31 市町村 渡嘉敷村 総務課 098-987-2321 258-16

32 市町村 座間味村 総務課 098-987-2311 9952 ホットライン用ＩＰ電話機

33 市町村 粟国村 総務課 098-988-2016 9953 ホットライン用ＩＰ電話機

34 市町村 渡名喜村 総務課 098-989-2002 261-110

35 市町村 南大東村 総務課長 09802-2-2001 262-110

36 市町村 北大東村 総務課 09802-3-4001 263-111

37 市町村 宮古島市 財政課用度管財係 0980-72-3751 270-366

38 市町村 多良間村 総務財政課 0980-79-2011 271-14

39 市町村 石垣市 交換室 0980-82-9911 280-371

40 市町村 竹富町 防災危機管理課 0980-82-1109 9960 ホットライン用ＩＰ電話機

41 市町村 与那国町 固定資産室 0980-87-2241 9961 ホットライン用ＩＰ電話機
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代表電話番号　着信先一覧
②端末局（市町村、消防本部、県出先、防災関係機関）

（ホットライン用ＩＰ電話機、中継局用ＩＰ電話機、遠隔制御器へ着信する機関は、他部門へ転送できません。）

項 局種別 局名 部署 代表番号
着信先
内線

備考

42 消防本部 名護市消防本部 0980-52-1142 600-4 遠隔制御器

43 消防本部 国頭地区行政事務組合消防本部 0980-41-5100 9526 中継局用ＩＰ電話

44 消防本部 本部町・今帰仁村消防本部 通信室 0980-47-7119 602-210

45 消防本部 金武地区消防衛生組合消防本部 総務課 098-968-2020  603-222

46 消防本部 沖縄市消防本部 受付 098-929-1190 604-2101

47 消防本部 宜野湾市消防本部 総務係 098-892-2299 605-223

48 消防本部 浦添市消防本部 総務課 098-875-0119 606-4 遠隔制御器

49 消防本部 うるま市消防本部 消防総務課 098-973-4838 607-2212

50 消防本部 比謝川行政事務組合ニライ消防本部 総務課 098-956-9914 608-2113

51 消防本部 中城北中城消防本部 通信室 098-935-4747 609-224

52 消防本部 那覇市消防局 総務係 098-867-0119 610-21324

53 消防本部 糸満市消防本部 庶務係 098-992-3661 611-224

54 消防本部 豊見城市消防本部 庶務係 098-850-0529 612-4 遠隔制御器

55 消防本部 島尻消防組合消防本部 庶務課 098-948-2512 613-225

56 消防本部 東部消防組合消防本部 総務課 098-945-2200 614-2201

57 消防本部 久米島町消防本部 通信指令室 098-985-3281 615-4 遠隔制御器

58 消防本部 宮古島市消防本部 総務課 0980-72-0943 616-212

59 消防本部 石垣市消防本部 １階　事務所 0980-82-0119 617-4 遠隔制御器

60 県出先 北部保健所 総務企画班 0980-52-2714 640-4 遠隔制御器

61 県出先 南部保健所 総務企画班 098-889-6351 641-4 遠隔制御器

62 県出先 宮古保健所 総務企画班長 0980-72-2420 642-270

63 県出先 北部病院 総務課 0980-52-2719 660-4 遠隔制御器

64 県出先 中部病院 総務課 098-973-4111 661-4 遠隔制御器

65 県出先 南部医療センター 総務課 098-888-0123 662-4 遠隔制御器

66 県出先 宮古病院 総務課 0980-72-3151 663-4 遠隔制御器

67 県出先 八重山病院 総務課 0980-83-2525 664-4 遠隔制御器

68 防災関係機関 沖縄気象台 098-833-4281 680-4 遠隔制御器

69 防災関係機関 第十一管区海上保安本部 救難課 098-867-0118 681-4 遠隔制御器

70 防災関係機関 陸上自衛隊（那覇駐屯地） 可搬端末 098-857-1155 682

71 防災関係機関 ＮＨＫ沖縄放送局 098-865-2222 683-4 遠隔制御器

72 防災関係機関 日本赤十字社沖縄支部 098-835-1177 684-4 遠隔制御器

73 防災関係機関 沖縄電力株式会社 098-877-2341 685-4 遠隔制御器
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公衆網電話番号を使ったかけ方 

 
平成２９年１月より、発信番号の後に別表の「代表電話番号 着信先一覧」に示す各機関

の公衆網電話番号をダイヤルすることで、簡単に相手方の代表番号へ発信出来るようにな

りました。 

普段お使いの電話機から発信番号（ボタン）を押し、相手方の公衆網電話番号をダイヤル

するだけです。 

通信事業者へ支払う通信料が低減できますので、是非ご活用ください。 

 

 

（県庁、合同庁舎、市町村、国頭消防） 

 所属機関の発信番号（ボタン）を押し、 

 相手方の公衆網電話番号をダイヤルして下さい。 

 
 

－「０９８○○○○○○○」 

公衆網電話番号 

P.32～36 参照 
 

 

（北部・南部・宮古保健所、病院、消防、防災関係機関） 
 所属機関の発信番号（ボタン）、「＊」を押し、 

 相手方の公衆網電話番号をダイヤルして下さい。 

 

 

―「０９８○○○○○○○」 

公衆網電話番号 

P.32～36 参照 

  

グループＡ 

グループＢ 

＊ 

ｱｽﾀﾘｽｸ 
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他機関ネットワークへの電話のかけ方 
 

沖縄県総合行政情報通信ネットワークから衛星電話、消防防災無線、中央防災無線、水防・

道路用無線それぞれの通信網へ電話する場合、各通信網の回線を選択する回線選択番号を

押す必要があります。 

選択番号は以下のとおりです。 

 衛星電話 消防防災無線 中央防災無線 水防・道路用

無線 

選択番号 無し ８１ ８３ ８２ 

 

また、それぞれの通信網の電話番号簿に関する問合せ先は以下のとおりです。 

 

衛星電話 

県情報基盤整備課 
電話番号簿は下記の Web サイトをご参照ください。 

(財)自治体衛星通信機構 電話番号簿掲載ページ 

http://www.lascom.or.jp/number 

消防防災無線電話 県知事公室防災危機管理課 

中央防災無線電話 県知事公室防災危機管理課 

水防・道路用無線 

（国土交通省専用電話） 
県土木建築部河川課 

 

（県庁、合同庁舎、市町村、国頭消防） 

 所属機関の発信番号（ボタン）を押し、 

 相手方の公衆網電話番号をダイヤルして下さい。 

 

－「○○」－「○○○○○○○○○」 

選択番号   各通信網の電話番号 

 

 

（北部・南部・宮古保健所、病院、消防、防災関係機関） 
 所属機関の発信番号（ボタン）、「＊」を押し、 

 相手方の公衆網電話番号をダイヤルして下さい。 

 

 

－「○○」－「○○○○○○○○○」 

選択番号   各通信網の電話番号 

 

グループＡ 

グループＢ 

※遠隔制御器は不要 

※ﾎｯﾄﾗｲﾝ電話機は不要 

＊ 

ｱｽﾀﾘｽｸ 
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沖縄県総合行政情報通信ネットワーク 

連絡先リスト 

 

※可搬型無線機から掛ける場合 

相手先 電話番号 MEMO 

   

   

   

   

   

   

相手先 電話番号 MEMO 
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