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所在地  区分 名    称  所  在  地  
電話番号  

(0920) 

厳 原 町 国  長崎地方法務局  対馬支局  厳原東里 341-42-2F 52-6463 

  長崎地方検察庁厳原支部  中村 643 52-0247 

  厳原区検察庁  中村 643 52-0247 

  福岡刑務所  厳原拘置支所  久田 587-2 52-1108 

  福岡入国管理局  対馬出張所  厳原東里 341-42-4F 52-0432 

  門司税関  厳原税関支署  厳原東里 341-42-1F 52-1112 

  厳原税務署  桟原 38 52-0645 

  福岡検疫所  厳原・比田勝出張所  厳原東里 341-42-5F 52-0089 

  九州運輸局長崎運輸支局 厳原自動車検査登録事務所  久田 645-8 52-0829 

  対馬海上保安部  厳原東里 341-42-3～ 4F 52-0640 

  対馬労働基準監督署  厳原東里 341-42-3F 52-0234 

  対馬公共職業安定所  中村 642-2 52-8609 

  厳原簡易裁判所  中村 642-1 52-0067 

  長崎地方裁判所厳原支部  中村 642-1 52-0067 

  長崎家庭裁判所厳原支部  中村 642-1 52-0067 

  陸上自衛隊  対馬駐屯地  桟原 38 52-0791 

  海上自衛隊対馬防備隊  下対馬警備所  安神 550 52-0997 

 県  対馬振興局  宮谷 224 52-1311 

  対馬保健所  宮谷 224 52-0166 

  対馬南警察署  中村 633 52-0110 

  対馬高等学校  厳原東里 120 52-1114 

  対馬歴史民俗資料館  今屋敷 668-1 52-3687 

 市  対馬市役所  国分 1441 53-6111 

    監査委員事務局  国分 1441 53-6111 

    豆酘窓口センター  豆酘 2697 57-0001 

    佐須窓口センター  小茂田 713-4 56-1111 

  消防本部  桟原 52-2 52-0119 

美津島町 国  大阪航空局  対馬空港出張所  鶏知乙 440 54-3482 

  福岡航空測候所  対馬空港出張所  鶏知乙 440 54-3392 

  海上自衛隊  対馬防備隊  竹敷 4-191 54-2209 

 県  対馬水産業普及指導センター  久須保 668 54-2084 

  対馬家畜保健衛生所  鶏知乙 110-4 54-2179 

  対馬空港管理事務所  鶏知乙 283 54-2159 

  長崎県対馬病院  鶏知乙 1168-7 54-7111 

 市  美津島行政サービスセンター  鶏知甲 550-2 54-2271 
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豊 玉 町 県  豊玉高等学校  仁位 1331-2 58-0399 

 市  中対馬振興部  仁位 380 58-1111 

  議会事務局  仁位 380 58-1379 

  福祉事務所  仁位 380 58-2294 

峰 町 県  対馬青年の家  三根 1186 83-0559 

 市  峰行政サービスセンター  三根 451 83-0301 

  佐賀窓口センター  佐賀 608-1 82-0709 

  農業委員会  三根 451 83-0302 

  教育委員会  三根 451 88-2000 

上 県 町 国  上県区検察庁  佐須奈甲 567-3 84-2038 

  上県簡易裁判所  佐須奈甲 639-22 84-2037 

  長崎家庭裁判所上県出張所  佐須奈甲 639-22 84-2037 

  
環境省自然環境局  対馬自然保護官事務所  
（対馬野生生物保護センター）  

佐護 2956-5 84-5577 

 県  対馬振興局上県土木出張所  佐須奈乙 937 84-2028 

  対馬北警察署  佐須奈甲 561 84-2110 

 市  上県行政サービスセンター  佐須奈甲 567-3 84-2311 

  仁田窓口センター  樫滝 493-1 85-0001 

  北部建設事務所  佐須奈甲 567-3 84-2316 

上対馬町 国  門司税関厳原税関支署  比田勝監視署  比田勝 956-7 86-2269 

  対馬海上保安部  比田勝海上保安署  比田勝 1000-23 86-2113 

  海上自衛隊対馬防備隊  上対馬警備所  大浦 847 86-2249 

  航空自衛隊  第 19 警戒隊  鰐浦 1217 86-2202 

 県  上対馬高等学校  大浦 230 86-2111 

  長崎県上対馬病院  比田勝 630 86-4321 

 市  上対馬振興部  比田勝 575-1 86-3111 

 


