
市町窓口 令和元年11月１日現在

市町名 住所 連絡先（TEL)

長崎市桜町2-22(市役所本館1階) 095-822-8888

長崎市小ヶ倉町2丁目21-2 095-878-5301

長崎市小瀬戸町1015-7 095-865-0740

長崎市千歳町5-1(ﾁﾄｾﾋﾟｱ2階) 095-848-5151

長崎市滑石5丁目1-44 095-857-2978

長崎市福田本町10 095-865-0111

長崎市茂木町75-10 095-836-0400

長崎市式見町357 095-841-0211

長崎市界2丁目1-19 095-838-3104

長崎市矢上町19-1 095-839-5151

長崎市柳田町45-3 095-878-4534

長崎市深堀町5丁目182 095-871-3101

長崎市香焼町1070-32 095-871-4111

長崎市伊王島町1丁目甲3271 095-898-2211

長崎市高島町1728-1 095-896-3110

長崎市野母町1665 095-893-1111

長崎市布巻町111-1 095-892-1111

長崎市三重町1098-1 095-850-1111

長崎市神浦江川町657-2 0959-24-0211

長崎市琴海村松町703-14 095-884-2001

佐世保市高砂町5番1号 0956-24-1111

佐世保市早岐1丁目6-38 0956-38-2121

佐世保市城間町345 0956-59-2001

佐世保市針尾中町1538-5 0956-58-3001

佐世保市指方町1759 0956-58-2001

佐世保市三川内本町289-1 0956-30-8111

佐世保市日宇町675-2 0956-31-6944

佐世保市柚木町2088-2 0956-46-1111

佐世保市田原町13-29 0956-49-4301

佐世保市上本山町1228-1 0956-49-2114

佐世保市川下町209番地5 0956-47-2101

佐世保市黒島町3175 0956-56-2001

佐世保市吉井町立石457-5 0956-64-3111

佐世保市世知原町栗迎246-1 0956-76-2211

佐世保市小佐々町西川内172-3 0956-41-3111

佐世保市江迎町長坂263 0956-66-2111

佐世保市鹿町町下歌ヶ浦290-2 0956-77-5111

佐世保市宇久町平2581-5 0959-57-3111

島原市上の町537 0957-63-1111

島原市有明町大三東戊1327 0957-68-1111

諫早市東小路町7-1 0957-22-1500

諫早市多良見町化屋1800 0957-43-1111

諫早市飯盛町開1929-3 0957-48-1111

諫早市森山町本村1300 0957-36-1111

諫早市高来町三部壱528 0957-32-2111

諫早市小長井町小川原浦500 0957-34-2111

島原市

長崎市

諫早市役所　障害福祉課

諫早市　多良見支所

諫早市　飯盛支所
諫早市

佐世保市

長崎市　琴海地域センター

諫早市　森山支所

諫早市　高来支所

諫早市　小長井支所

島原市　有明支所

佐世保市役所　黒島支所

佐世保市役所　吉井支所

佐世保市役所　世知原支所

長崎市　三和地域センター

長崎市　三重地域センター

長崎市　式見地域センター

長崎市　高島地域センター

佐世保市役所　宇久行政センター

島原市　福祉課障害福祉班

佐世保市役所　柚木支所

長崎市　日見地域センター

長崎市　東長崎地域センター

長崎市　土井首地域センター

長崎市　深堀地域センター

長崎市　香焼地域センター

長崎市　伊王島地域センター

長崎市　外海地域センター

佐世保市役所　障がい福祉課

佐世保市役所　早岐支所

佐世保市役所　宮支所

佐世保市役所　針尾支所

佐世保市役所　江上支所

長崎市　茂木地域センター

長崎市　中央地域センター

長崎市　小ヶ倉地域センター

長崎市　小榊地域センター

長崎市　西浦上地域センター

長崎市　滑石地域センター

長崎市　福田地域センター

配布窓口

長崎市　野母崎地域センター

佐世保市役所　三川内支所

佐世保市役所　日宇支所

佐世保市役所　小佐々支所

佐世保市役所　江迎支所

佐世保市役所　鹿町支所

佐世保市役所　大野支所

佐世保市役所　中里皆瀬支所

佐世保市役所　相浦支所



市町名 住所 連絡先（TEL)配布窓口

大村市本町458番地2 ﾌﾟﾗｯﾄおおむら2階 0957-20-7306

大村市玖島1丁目25番地 0957-53-4111

大村市本町413番地2(大村市こどもｾﾝﾀｰ) 0957-54-9100

平戸市岩の上町1508番地3 0950-22-4111

平戸市生月町里免1660番地 0950-53-2111

平戸市田平町里免27番地1 0950-57-1111

平戸市大島村前平1840番地1 0950-55-2511

平戸市紐差町678番地1 0950-28-1111

平戸市辻町199番地 0950-27-0004

平戸市生月町舘浦107番地2 0950-53-1501

松浦市志佐町里免365番地 0956-72-1111

松浦市福島町塩浜免2944番地3 0955-47-3111

松浦市鷹島町中通免1718番地2 0955-48-3111

対馬市 対馬市豊玉町仁位380番地 0920-58ｰ2294

壱岐市郷ﾉ浦町本村触562 0920-48-1111

壱岐市勝本町西戸触182-5 0920-42-1111

壱岐市芦辺町芦辺浦562 0920-45-1111

壱岐市石田町石田西触1290 0920-44-6111

五島市福江町1番1号 0959-72-6117

五島市岐宿町岐宿2535番地 0959-82-1111

五島市玉之浦町玉之浦763番地 0959-87-2211

五島市富江町富江165番地 .0959-86-1111

五島市奈留町浦1818番地1 0959-64-3111

五島市三井楽町濱ﾉ畔1473番地1 0959-84-3111

西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2278番地1 0959-37-0069

西海市大瀬戸町瀬戸樫浦郷2222番地 0959-37-0164

西海市西彼町喰場郷1686番地3 0959-27-1111

西海市西海町木場郷2235番地 0959-32-1111

西海市大島町1894番地5 0959-34-2001

西海市崎戸町蠣浦郷1645番地1 0959-35-3111

雲仙市国見町土黒甲1100番地 0957-78-2111

雲仙市瑞穂町西郷辛1285番地 0957-77-2111

雲仙市吾妻町牛口名714番地 0957-38-3111

雲仙市愛野町甲3938番地 0957-36-2111

雲仙市千々石町戊582番地 0957-36-2500

雲仙市小浜町北本町14番地 0957-74-2111

雲仙市南串山町丙10538番地4 0957-88-3111

南島原市深江町丁2150 0957-73-6601

南島原市布津町乙1623-1 0957-73-6602

南島原市有家町山川58 0957-73-6651

南島原市西有家町里坊96-2 0957-73-6600

南島原市北有馬町戊2747 0957-73-6605

南島原市南有馬町乙1023 0957-73-6606

南島原市口之津町丙4252 0957-73-6607

南島原市加津佐町己3514 0957-73-6608

長与町 西彼杵郡長与町嬉里郷659番地1 095-801-5827

西彼杵郡時津町浦郷274番地1 095-865-6940

西彼杵郡時津町元村郷14-1 095-813-2530

西彼杵郡時津町元村郷429-2 095-882-2796

西海市役所　西海総合支所　西海市民課

西海市役所　大島総合支所　大島市民課

壱岐市

時津町役場 福祉課

壱岐市役所　石田庁舎　石田支所

雲仙市　福祉課

雲仙市　小浜総合支所

雲仙市

五島市役所　富江支所　窓口班

平戸市

平戸市役所　福祉課

平戸市役所　生月支所

平戸市役所　大島支所

南島原市　深江支所

南島原市　加津佐支所

西海市役所　崎戸総合支所　崎戸市民課

雲仙市　国見総合支所

雲仙市　瑞穂総合支所

大村市

松浦市

壱岐市役所　郷ノ浦庁舎　市民福祉課

壱岐市役所　勝本庁舎　勝本支所

壱岐市役所　芦辺庁舎　芦辺支所

五島市役所　市民生活部社会福祉課　障がい福祉班

五島市役所　岐宿支所　窓口班

五島市

平戸市役所　田平支所

時津町保健センター

時津町地域包括支援センター

長与町役場　福祉課　障害者福祉係

五島市役所　奈留支所　窓口班

五島市役所　三井楽支所　窓口班

五島市役所　玉之浦支所　窓口班

南島原市　布津支所

南島原市　福祉事務所

南島原市　市民サービス課　

南島原市　北有馬支所

南島原市　南有馬支所

南島原市　口之津支所

雲仙市　総合窓口課

雲仙市　愛野総合支所

雲仙市　南串山総合支所

西海市役所　西彼総合支所　西彼市民課

平戸市役所　中部出張所

西海市役所　福祉課

南島原市

時津町

西海市

対馬市役所　福祉課

松浦市役所　福祉事務所

松浦市役所　福島支所

松浦市役所　鷹島支所

平戸市役所　南部出張所

平戸市役所　舘浦出張所

大村市役所　障がい福祉課

大村市役所　福祉総務課

大村市役所　こども家庭課

西海市役所　市民課



市町名 住所 連絡先（TEL)配布窓口

東彼杵町 東彼杵郡東彼杵町蔵本郷1850番地6 0957-46-1155

川棚町 東彼杵郡川棚町中組郷1518-1 0956-82-5411

波佐見町 東彼杵郡波佐見町宿郷660番地 0956-85-2973(直通)

小値賀町 北松浦郡小値賀町笛吹郷2376番地1 0959-56-3111

佐々町 北松浦郡佐々町本田原免168-2 0956-62-2101

南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1 0959-53-1165

南松浦郡新上五島町若松郷277番地7 0959-46-3111

南松浦郡新上五島町榎津郷491番地 0959-54-1111

南松浦郡新上五島町有川郷733番地1 0959-42-1111

南松浦郡新上五島町奈良尾郷379番地 0959-44-1111

新上五島町役場　新魚目支所

新上五島町役場　本庁　福祉課

新上五島町役場　若松支所

川棚町役場　住民福祉課　社会福祉係

東彼杵町役場　町民課

佐々町役場　住民福祉課

小値賀町役場福祉事務所

波佐見町役場　住民福祉課　社会福祉班

新上五島町役場　有川支所

新上五島町役場　奈良尾支所

新上五島町


