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長崎県庁 

042-111-8 

 
（代表）…………………… 8 

知事室……………………2011 

上田副知事室……………2011 

里見副知事室……………2014 

 

 

統轄監                              

 

統轄監……………………2002 

統轄監付…………………2018 

ＦＡＸ……………………3482 

 

危機管理監 

 

危機管理監………………2103 

 

危機管理課 
 
課長………………………4002 

参事（国民保護等担当） 

      ……………4007 

参事（危機管理・防災・ 

無線担当）………2143 

総括課長補佐……………4001 

基地対策・企画班………2142 

防災班……………………2143 

無線班……………………2191 

原子力対策班……………2144 

防災対策室………………3731 

 

課(防災専用) 042-111-7226 

ＦＡＸ（〃）  042-111-7228 

無線班（〃） 042-111-7227 

防災対策室（〃） 

………042-111-7222 

ＦＡＸ（〃） 042-111-7339 

 

消防保安室 
 
室長………………………4019 

消防班……………………2146 

保安班……………………2147 

室(防災専用) 042-111-7226 

ＦＡＸ（〃） 042-111-7228 

 

総務部 

 

部長………………………2101 

次長………………………2105 

 

総務文書課 
 
課長………………………2111 

参事（法務担当）………2111 

総括課長補佐……………2111 

総務・予算班……………2111 

企画・文書班……………2113 

（文書収発室）…………2127 

（印刷室）………………2123 

法制班・公益法人班……2114 

ＦＡＸ（本課）…………2547 

 

県民センター 
 
センター長………………3441 

センター員………………3441 

県政相談コーナー………4120 

庁内案内…………………4234 

県政情報コーナー………4105 

パスポートセンター……2121 

ＦＡＸ（〃）……………2563 

 

学事振興課 
 
課長………………………2282 

参事………………………2282 

総括課長補佐……………2282 

私学振興・総合教育担当 

      ……………2282 

県立大学担当……………2284 

総合教育会議担当 

      ……………2286 

ＦＡＸ……………………2547 

 

秘書課 
 
課長………………………2015 

総括課長補佐……………2015 

調整班……………………2015 

秘書班（知事・上田副知事室） 

      ……………2011 

秘書班（里見副知事室） 

      ……………2014 

ＦＡＸ（調整班）………2548 

 

広報課 
 
課長………………………2021 

総括課長補佐……………2021 

報道企画班………………2021 

（県政記者室）…………3721 

広報班……………………2023 

 

人事課 
 
課長………………………2152 

総括課長補佐……………2152 

公務災害班………………2152 

人事班……………………2153 

給与班……………………2154 

ＦＡＸ……………………2550 

 

新行政推進室 
 
室長………………………2155 

室員………………………2155 

ＦＡＸ……………………2550 

職員能力開発センター…3911 

 

職員厚生課 
 
課長………………………2161 

総括課長補佐……………2161 

健康管理班………………2163 

厚生班……………………2161 

福利班……………………2167 

給付班……………………2165 

診療所……………………3741 

ＦＡＸ……………………2551 

 

財政課 
 
課長………………………2171 

企画監……………………2171 

総括課長補佐……………2171 

調整班……………………2171 

予算班……………………2172 

交付税班…………………2173 

理財班……………………2175 

評価班……………………2291 

ＦＡＸ……………………2552 

 

管財課 
 
課長………………………2181 

企画監……………………2181 

総括課長補佐……………2181 

管理班……………………2181 

財産班……………………2186 

自動車班…………………2187 

ＦＡＸ（本課）…………2553 

施設班……………………3000 

ＦＡＸ（施設班）………3484 

 

税務課 
 
課長………………………2212 

企画監……………………2212 

総括課長補佐……………2212 

企画徴収班………………2212 

市町税政班………………2214 

課税班……………………2215 

情報管理班………………2216 

ＦＡＸ……………………2555 

 

情報政策課 
 
課長………………………2230 

総括課長補佐……………2230 

地域情報化推進班………2230 

電子県庁推進班…………2235 

情報基盤班………………2233 

給与業務班………………2239 

ＦＡＸ……………………2556 

 

総務事務センター 
 
センター長………………4311 

企画監……………………4310 

業務第一班………………2891 

業務第二班………………2894 

旅費第一班………………2897 

旅費第二班………………2898 

ＦＡＸ……………………2549 

 

企画振興部 

 

部長………………………2030 

政策監（離島・半島・過疎 

対策担当）………………2263 

政策監（IR推進担当）…2040 

次長………………………2061 

参事監（県庁舎跡地活用担当） 

………3160 

 

政策企画課 
 
課長………………………2031 

企画監……………………2031 

総括課長補佐……………2031 

総務・予算班……………2031 

企画班……………………2073 

政策調整班………………2032 

地方創生・連携推進班…2034 

ＦＡＸ……………………2540 

 

ＩＲ推進室 
 
室長………………………2037 

室員………………………2037 

 

地域づくり推進課 
 
課長………………………2241 

企画監……………………2241 

総括課長補佐……………2241 

移住推進班………………2241 

半島・過疎対策班………2245 

離島振興班………………2247 

ＦＡＸ……………………2559 

ながさき移住サポート 

センター…………………3581 

 

スポーツ振興課 
 
課長………………………2781 

企画監……………………2781 

参事………………………2781 

総括課長補佐……………2781 

課員………………………2781 

 

市町村課 
 
課長………………………2133 

総括課長補佐……………2133 

行政班……………………2133 

財政班……………………2134 

選挙班……………………2137 

 

土地対策室 
 
室長………………………2041 

土地利用班………………2041 

国土調査班………………2043 

ＦＡＸ……………………2558 

 

新幹線・総合交通    

対策課 
 
課長………………………2061 

企画監……………………2061 

総括課長補佐……………2061 

地域航空・空港活性化班 

……………2061 

新幹線・鉄道交通班……2066 

地域交通班………………2065 

ＦＡＸ……………………2560 

 

県庁舎跡地推進室 
 
室長………………………3181 

室員………………………3181 

ＦＡＸ……………………3487 

 

文化観光国際部 

 

部長………………………2760 

政策監(国際戦略担当) 

        ………2080 

次長………………………2767 

 

文化振興課 
 
課長………………………2761 

企画監……………………2761 

参事………………………2761 

総括課長補佐……………2761 

総務企画班………………2761 

文化施設振興班…………2762 

地域文化推進班…………2764 

 

世界遺産登録推進課 
 
課長………………………3171 

総括課長補佐……………3171 

産業遺産・総務広報担当 

………3171 

推薦書担当………………4522 

整備・活用担当…………4527 

ＦＡＸ……………………3485 

 

観光振興課 
 
課長………………………2647 

企画監……………………2647 

総括課長補佐……………2647 

企画マーケティング班…2647 

観光まちづくり班………2643 

国内振興班………………2645 

 

国際観光振興室 
 
室長………………………2641 

室員………………………2641 

 

物産ブランド推進課 
 
課長………………………2621 

総括課長補佐……………2621 

企画・海外班……………2621 

国内班……………………2623 

ＦＡＸ……………………2562 

 

国際課 
 
課長………………………2087 

企画監……………………2087 

総括課長補佐……………2087 

国際企画班………………2087 

国際交流班………………2081 

平和推進・国際協力班…2083 

 

県民生活部 

 

部長………………………2301 

次長………………………4623 

 

県民協働課 
 
課長………………………2310 

総括課長補佐……………2310 

総務企画班………………2310 

県民協働推進班…………2314 

ＦＡＸ……………………2564 

 

男女参画・女性活躍 

 推進室 
 
室長………………………2331 

室員………………………2331 

男女共同参画推進センター

（きらりあ）……………2331 

 

人権・同和対策課 

（人権教育啓発センタ

ー） 
 
課長………………………2321 

調整班……………………2321 

教育研修班………………2323 

 

交通・地域安全課 
 
課長………………………2341 

総括課長補佐……………2341 

交通安全班………………2341 

防犯まちづくり班………2316 

ＦＡＸ……………………2598 

交通事故相談所…………3776 

 

統計課 
 
課長………………………2222 

総括課長補佐……………2222 

利活用推進班……………2222 

商工勤労統計班…………2226 

人口生活統計班…………2223 

分析支援班………………2227 

ＦＡＸ……………………2565 

 

生活衛生課 
 
課長………………………2363 

総括課長補佐……………2363 

営業指導班………………2363 

食品乳肉衛生班…………2362 

 

食品安全・消費生活課 
 
課長………………………2366 

総括課長補佐……………2366 

食育・食品安全推進班…2366 

事業者指導班……………2318 

啓発相談班………………2320 

 

環境部 

 

部長………………………2350 

次長………………………4745 

 

環境政策課 
 
課長………………………2351 

総括課長補佐……………2351 

総務・予算班……………2351 

企画班……………………2354 
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未来環境班………………2512 

ＦＡＸ……………………2566 

 

地域環境課 
 
課長………………………2355 

参事………………………2355 

地域環境班………………2355 

環境監視班………………2356 

ＦＡＸ……………………2572 

 

水環境対策課 
 
課長………………………2661 

参事………………………2661 

流域下水道班……………2661 

生活排水班………………2664 

水資源班…………………2663 

ＦＡＸ……………………2568 

 

廃棄物対策課 
 
課長………………………2373 

参事………………………2373 

総括課長補佐……………2373 

循環型社会推進班………2373 

適正処理指導班…………2375 

 

自然環境課 
 
課長………………………2381 

参事………………………2381 

生物多様性保全班………2381 

自然資源活用班…………2385 

ＦＡＸ……………………2569 

 

福祉保健部 

 

部長………………………2401 

次長………………………2402 

 

福祉保健課 
 
課長………………………2410 

企画監……………………2410 

医療監……………………2410 

総括課長補佐……………2410 

総務調整班………………2410 

企画予算班………………2412 

地域福祉班………………2416 

保護班……………………2418 

ＦＡＸ……………………2570 

 

監査指導課 
 
課長………………………2391 

総括課長補佐……………2391 

総務担当…………………2391 

児童福祉担当……………2394 

高齢福祉担当……………2396 

介護担当…………………2397 

障害福祉担当……………2393 

ＦＡＸ……………………2571 

 

医療政策課 
 
課長………………………2461 

医療監……………………2461 

総括課長補佐……………2461 

地域医療班………………2461 

医事・医療相談班………2464 

感染症・がん対策班……2466 

ＦＡＸ……………………2573 

 

医療人材対策室 
 
室長………………………2421 

医師確保推進班…………2421 

看護師確保推進班………2423 

ＦＡＸ……………………2573 

 

薬務行政室 
 
室長………………………2469 

室員………………………2469 

ＦＡＸ……………………2574 

 

国保・健康増進課 
 
課長………………………2492 

総括課長補佐……………2492 

国保指導班………………2492 

医療指導班………………2494 

健康づくり班……………2495 

疾病対策班………………2496 

長崎県口腔保健支援 

センター…………………2499 

ＦＡＸ……………………2575 

 

長寿社会課 
 
課長………………………2431 

企画監……………………2431 

総括課長補佐……………2431 

企画指導班………………2431 

地域包括ケア推進班……2434 

施設・介護サービス班…2436 

介護人材確保推進班……2440 

高齢者相談窓口…………2439 

ＦＡＸ……………………2576 

 

障害福祉課 
 
課長………………………2451 

総括課長補佐……………2451 

管理班……………………2451 

地域福祉班………………2453 

自立就労支援班…………2455 

精神保健福祉班…………2456 

 

原爆被爆者援護課 
 
課長………………………2471 

総括課長補佐……………2471 

被爆者援護班……………2471 

保健医療班………………2475 

恩給援護班………………2427 

ＦＡＸ……………………2578 

 

福祉保健部 

こども政策局 

 

局長………………………2680 

 

こども未来課 
 
課長………………………2681 

総括課長補佐……………2681 

総務・予算班……………2681 

少子化対策班……………2683 

幼児教育・子育て支援班 

………2684 

ＦＡＸ……………………2554 

 

こども家庭課 
 
課長………………………2442 

総括課長補佐……………2442 

こども支援班……………2442 

家庭福祉班………………2443 

母子保健班………………2445 

 

産業労働部 

 

部長………………………2601 

政策監((公財)長崎県産業振

興財団派遣・理事長) 

………2676 

政策監(産業人材育成・県内定

着促進・働き方改革担当) 

………2604 

次長………………………2605 

次長………………………2603 

参事監((公財)長崎県産業振

興財団派遣・専務理事) 

………2676 

 

産業政策課 
 
課長………………………2611 

総括課長補佐……………2611 

総務・予算班……………2611 

企画調整班………………2614 

団体振興班………………2650 

ＦＡＸ……………………2579 

産業・雇用施策活用 

推進センター……2721 

 

企業振興課 
 
課長………………………2634 

企画監……………………2634 

総括課長補佐……………2634 

地場企業支援班…………2634 

産地振興班………………2637 

企業誘致推進班…………2657 

ＦＡＸ……………………2544 

 

新産業創造課 
 
課長………………………2525 

総括課長補佐……………2525 

新産業支援班……………2525 

科学技術振興班…………2521 

海洋・環境産業班………2695 

ＦＡＸ……………………2544 

 

経営支援課 
 
課長………………………2651 

総括課長補佐……………2651 

商務金融班………………2651 

経営支援班………………2616 

サービス産業振興班……2653 

ＦＡＸ……………………2580 

 

若者定着課 
 
課長………………………2732 

参事………………………2732 

総括課長補佐……………2732 

県内定着促進班…………2732 

産業人材育成班…………2731 

ＦＡＸ……………………2582 

 

雇用労働政策課 
 
課長………………………2711 

総括課長補佐……………2711 

就業支援班………………2711 

労政福祉班………………2714 

職業能力開発班…………2717 

ＦＡＸ……………………2582 

 

水産部 

 

部長………………………2801 

次長………………………2802 

次長………………………2805 

参事監(漁港漁場計画・漁場環

境担当)  ………2803 

 

漁政課 
 
課長………………………2811 

総括課長補佐……………2811 

総務・予算班……………2811 

企画調整班………………2816 

検査指導班………………2813 

 

漁業振興課 
 
課長………………………2821 

企画監……………………2821 

総括課長補佐……………2821 

資源管理班………………2821 

漁業調整班………………2825 

養殖振興班………………2828 

ＦＡＸ……………………2584 

 

漁業取締室 
 
漁業取締室………………2827 

 

水産経営課 
 
課長………………………2832 

総括課長補佐……………2832 

漁業就業班………………2832 

経営金融班………………2833 

ＦＡＸ……………………2583 

 

水産加工流通課 
 
課長………………………2871 

総括課長補佐……………2871 

国内マーケティング班…2871 

輸出促進班………………2873 

魚市場班…………………2875 

ＦＡＸ……………………2585 

 

漁港漁場課 
 
課長………………………2851 

企画監……………………2851 

総括課長補佐……………2851 

調整班……………………2851 

管理班……………………2853 

漁港計画班………………2857 

漁港漁村防災班…………2858 

漁場整備班………………2855 

漁場環境班………………2861 

ＦＡＸ……………………2586 

 

農林部 

 

部長………………………2901 

次長………………………2902 

次長………………………2903 

参事監……………………2904 

 

農政課 
 
課長………………………2911 

企画監……………………2911 

総括課長補佐……………2911 

総務・予算班……………2911 

企画班……………………2913 

構造改善班………………2914 

研究・普及班……………2919 

ＦＡＸ（本課）…………2588 

ＦＡＸ（研究・普及班）2589 

 

農山村対策室 
 
室長………………………2915 

地域振興班………………2915 

鳥獣対策班………………2917 

ＦＡＸ……………………2588 

 

団体検査指導室 
 
室長………………………2922 

検査班……………………2922 

指導班……………………2923 

ＦＡＸ……………………2590 

 

農業経営課 
 
課長………………………2931 

総括課長補佐……………2931 

調整班……………………2931 

就農支援班………………2935 

経営支援班………………2937 

金融班……………………2938 

環境班……………………2933 

ＦＡＸ……………………2591 

 

農地利活用推進室 
 
室長………………………2974 

農地集積班………………2974 

農地農振班………………2976 

ＦＡＸ……………………2587 

 

農産園芸課 
 
課長………………………2941 

総括課長補佐……………2941 

調整班……………………2941 

集落営農推進班…………2949 

農産共済班………………2943 

果樹班……………………2944 

野菜班……………………2945 

花き特産班………………2946 

技術普及班………………2947 

ＦＡＸ……………………2592 

 

農産加工流通課 
 
課長………………………2997 

総括課長補佐……………2997 

流通振興班………………2997 

六次産業化推進班………2996 

ＦＡＸ……………………2592 

 

畜産課 
 
課長………………………2951 

企画監……………………2951 

総括課長補佐……………2951 

調整班……………………2951 

肉用牛振興班……………2953 

畜産経営班………………2954 

家畜衛生班………………2955 

ＦＡＸ……………………2593 

 

農村整備課 
 
課長………………………2961 

企画監……………………2961 

参事………………………2961 

総括課長補佐……………2961 

調整班……………………2961 

用地管理班………………2963 

計画調整班………………2964 

土地改良班………………2965 

農地防災班………………2967 

技術情報班………………2968 

ＦＡＸ……………………2594 

 

諫早湾干拓課 
 
課長………………………2054 
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課長…………………… 386 

港湾漁港第一班……… 387 

港湾漁港第二班……… 388 

港湾漁港第二課 

課長…………………… 386 

港湾漁港第一班……… 387 

港湾漁港第二班……… 389 

建築課 

課長…………………… 391 

指導開発班…………… 392 

管理営繕班…………… 393 

 

その他 

電話交換室…………… 200 

無線室………………… 300 

 

県北ダム管理事務所…… 458 

 

佐世保文化財調査事務所 

……………… 491 

 

東彼・北松福祉事務所 

……………… 503 

 

県北振興局 大瀬戸土

木維持管理事務所 
 
所内 …………042-751-833 

 

県北振興局 田平土木

維持管理事務所 
 
所内…………042-451-7333 

 

県北振興局 保健部 

県北保健所 
 
県北保健所…042-451-7325 

 

五島振興局 

042-611-8 

 

局長……………………… 201 

 

管理部 

部長…………………… 210 

総務課 

課長…………………… 221 

総務係………………… 223 

経理班………………… 232 

交換室………………… 200 

無線室………………… 300 

総務課ＦＡＸ 

（防災専用）…042-611-7339 

地域づくり推進課 

 課長…………………… 222 

 課員…………………… 227 

税務課 

課長…………………… 241 

納税班………………… 242 

課税班………………… 244 

 

保健部 

 部長…………………… 382 

企画保健課……………… 383 

衛生環境課……………… 383 

 

農林水産部 

部長…………………… 361 

農業振興普及課 

課長…………………… 362 

課員…………………… 363 

農村整備課 

課長…………………… 271 

用地管理班…………… 271 

土地改良班…………… 272 

農村整備班…………… 273 

林務課 

課長…………………… 281 

林業班………………… 282 

治山班………………… 284 

林道班………………… 286 

水産課 

課長…………………… 291 

課員…………………… 292 

 

五島水産業普及指導 

センター………………… 295 

 

建設部 

部長…………………… 310 

検査指導幹…………… 311 

管理・用地課 

課長…………………… 321 

管理班………………… 322 

用地班………………… 352 

建築班………………… 324 

道路課 

課長…………………… 331 

道路班………………… 332 

河港課 

課長…………………… 341 

河港班………………… 342 

 

五島振興局     

上五島支所 
 
所内…………042-651-7333 

ＦＡＸ………042-651-7339 

 

壱岐振興局 

042-711-8 

 

局長……………………… 201 

 

管理部 

部長…………………… 202 

総務課 

課長…………………… 210 

総務係………………… 211 

経理班………………… 220 

電話交換室…………… 200 

総務課ＦＡＸ 

（防災専用）…042-711-7332 

      042-711-7339 

地域づくり推進課 

 課長…………………… 217 

 課員…………………… 218 

税務課 

課長…………………… 230 

税務第一班…………… 231 

税務第二班…………… 234 

 

保健部 

企画保健課…………… 331 

衛生環境課…………… 332 

 

農林水産部 

部長…………………… 510 

農業振興普及課………… 510 

衛生課…………………… 520 

農林整備課……………… 530 

水産課…………………… 540 

 

建設部 

部長…………………… 204 

検査指導幹…………… 205 

管理・用地課 

課長…………………… 270 

管理・用地班………… 271 

建築班………………… 274 

建設課 

課長…………………… 290 

道路河川班…………… 291 

港湾漁港班…………… 294 

テレメーター室……… 304 

勝本ダム管理事務所… 380 

永田ダム管理事務所… 370 

 

壱岐空港管理事務所…… 550 

 

その他 

無線機械室（塔屋１） 300 

無線機械室（塔屋２） 301 

 

対馬振興局 

042-811-8 

 

局長……………………… 201 

 

管理部 

部長…………………… 202 

総務課 

課長…………………… 210 

総務係………………… 211 

経理班………………… 230 

電話交換室…………… 200 

無線室………………… 300 

総務課ＦＡＸ 

（防災専用）…042-811-7339 

地域づくり推進課 

 課長…………………… 217 

課員…………………… 217 

税務課 

課長…………………… 240 

納税班………………… 241 

課税班………………… 243 

 

保健部 

部長…………………… 360 

企画保健課…………… 362 

衛生環境課…………… 363 

 

農林水産部 

部長…………………… 203 

副部長………………… 380 

農業振興普及課 

課長…………………… 381 

課員…………………… 381 

家畜衛生課 

課長…………………… 393 

 衛生班………………… 393 

森林土木課 

課長…………………… 204 

森林土木班…………… 290 

林業課 

課長…………………… 270 

林政班………………… 271 

普及班………………… 280 

水産課 

課長…………………… 260 

課員…………………… 261 

対馬海区魚調委……… 262 

 

対馬水産業普及指導 

センター………………… 391 

 

建設部 

部長…………………… 205 

検査指導幹…………… 206 

管理課 

課長…………………… 310 

管理班………………… 311 

建築班………………… 315 

ダム統合監視室……… 390 

管理課ＦＡＸ（防災専用） 

………042-811-7338 

 

用地課 

課長…………………… 320 

用地班………………… 321 

道路課 

課長…………………… 330 

道路班………………… 331 

河港課 

課長…………………… 340 

河川防災班…………… 341 

港湾漁港班…………… 345 

 

上県土木出張所 

所長…………………… 395 

所員…………………… 396 

 

対馬空港管理事務所…… 398 

 

長崎県    
東京事務所 

048-300-9 

 

電話………………………3858 

           3859 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

042 

 
長崎市 

（受付（あじさいコールセ

ンター）） 

…… 166-9-70-6099 

ＦＡＸ…… 166-9-70-2223 

防災危機管理室 

…………166-9-2052 

  

佐世保市 

（受付）……………421-11 

ＦＡＸ………………421-19 

防災危機管理局 

…………424-9-2383 

 

島原市 

（受付）……………521-11 

ＦＡＸ………………521-19 

 

諫早市 

（受付）……………561-11 

ＦＡＸ………………561-19 

 

大村市 

（受付）……………571-11 

ＦＡＸ………………571-19 

 

平戸市 

（受付）……………461-11 

ＦＡＸ………………461-19 

 

松浦市 

（受付）……………441-11 

ＦＡＸ………………441-19 

 

対馬市 

（受付）……………821-11 

ＦＡＸ………………821-19 

 

壱岐市 

（受付）……………724-11 

ＦＡＸ………………724-19 

 

五島市 

（受付）……………629-12 

ＦＡＸ………… 629-7-390 

 

西海市 

（受付）……………765-11 

ＦＡＸ………………765-19 

 

雲仙市 

（受付）……………535-11 

ＦＡＸ………………535-19 

 

南島原市 

（受付）……………548-11 

ＦＡＸ………………548-19 

 

長与町 

（受付）……………178-11 

ＦＡＸ………………178-19 

 

時津町 

（受付）……………179-11 

ＦＡＸ………………179-19 

 

東彼杵町 

（受付）……………436-11 

ＦＡＸ………………436-19 

 

川棚町 

（受付）……………437-11 

ＦＡＸ………………437-19 

 

波佐見町 

（受付）……………439-11 

ＦＡＸ………………439-19 

 



長 崎 県（０４２） 

6 

小値賀町 

（受付）……………464-11 

ＦＡＸ………………464-19 

 

佐々町 

（受付）……………433-11 

ＦＡＸ………………433-19 

 

新上五島町 

（受付）……………648-11 

ＦＡＸ………………648-19 

消防防災室…… 646-9-241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防機関 

042 

 
 
長崎市消防局 

（受付）………………166-11 

ＦＡＸ…………………166-19 

 

佐世保市消防局 

（受付）………………424-11 

ＦＡＸ…………………424-19 

 

島原地域広域市町村圏組合消

防本部 

（受付）………………524-11 

ＦＡＸ…………………524-19 

 

県央地域広域市町村圏組合消

防本部 

（受付）………………563-11 

ＦＡＸ…………………563-19 

 

松浦市消防本部 

（受付）………………449-11 

ＦＡＸ…………………449-19 

 

五島市消防本部 

（受付）………………629-11 

ＦＡＸ…………………629-19 

 

対馬市消防本部 

（受付）………………828-11 

ＦＡＸ…………………828-19 

 

壱岐市消防本部 

（受付）………………726-11 

ＦＡＸ…………………726-19 

 

平戸市消防本部 

（受付）………………466-11 

ＦＡＸ…………………466-19 

 

新上五島町消防本部 

（受付）………………646-11 

ＦＡＸ…………………646-19 

 


