
沖 縄 県（０４７） 

 

沖縄県庁(IP電話) 

局番号：047-200-71 

 
翁長知事…………………2000 

謝花副知事………………2010 

富川副知事………………2020 

 

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 

政策調整監室……………2894 

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 

防災危機管理課分室……2420 

危機管理センター………2100 

 

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 

職員厚生課福利振興会…2190 

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 

土地対策課………………2290 

統計課……………………2300 

科学技術振興課…………2320 

総合情報政策課…………2240 

通信統制室………………2495 

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 

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 

平和援護・男女参画課…2430 

子ども未来政策課………3480 

 

保健医療部 

 

部長室……………………3974 

保健衛生統括監室………3975 

医療企画統括監室………2908 

保健医療総務課…………2580 

健康長寿課………………2540 

衛生薬務課………………2380 

国民健康保険課…………2270 

地域保健課………………2590 

医療政策課………………3500 

 

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 

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…………2790 

労働政策課………………2810 

技能五輪・ 

アビリンピック準備室…3262 

 

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 

観光政策課………………2820 

観光振興課………………2830 

文化振興課………………2410 

空手振興課………………3460 

スポーツ振興課…………2400 

交流推進課………………2840

ＭＩＣＥ推進課…………3430 

 

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 

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 

県立病院課………………3230 

 

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 

教育委員室………………4015 

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 

選挙管理委員会室………2558 

 

人事委員会 

 

事務局長室………………3882 

総務課……………………3200 

職員課……………………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……………………4526 

副議長室…………………4527 

 

 

沖縄県庁(FAX) 

局番号：047-200-72 

 

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 

 

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 

職員厚生課福利振興会…4815 

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………………2448 

土地対策課………………4825 

統計課……………………4828 

科学技術振興課…………4880 

総合情報政策課…………4881 

地域・離島課……………4826 

市町村課…………………2437 

 

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 

平和援護・男女参画課…4812 

 

保健医療部 

 

保健医療政策課…………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 



沖 縄 県（０４７） 

 

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 

 

県立病院課………………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 

 

 

 

 

県出先機関 

 

北部合庁 

局番号：047-200-71 

 

名護県税事務所 

 庶務……………………8400 

 課税（軽油）…………8410 

 課税（他）……………8420 

 住民税・管理…………8430 

 自動車・一般税………8440 

 分室……………………8450 

 

北部土木事務所 

庶務班…………………8500 

計画調整スタッフ……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 

 センタースタッフ室…8550 

 農業改良普及課………8560 

 森林整備保全課………8570 

 農業水産整備課 

  土地改良班…………8580 

  計画調整班…………8590 

  農業水利班…………8600 

  農村漁港班…………8610 

 

国頭教育事務所…………8630 

北部食肉衛生検査所……8640 

中央監視室………………8433 

 

北部保健所 

局番号：047-200-640 

 

総務企画班 

遠隔制御器…………… 4 

ＦＡＸ………………… 5 

 

北部病院 

局番号：047-200-660 

 

総務課 

遠隔制御器…………… 4 

ＦＡＸ………………… 5 

 

中部合庁 

局番号：047-200-71 

 

コザ県税事務所 

 所長……………………7401 

 総務班長………………7402 

 総務班…………………7400 

 課税班長………………7407 

 課税班…………………7410 

 納税第１班長…………7438 

 納税第１班……………7420 

 納税第２班長…………7427 

 納税第２班……………7430 

 

中頭教育事務所…………7480 

 所長……………………7476 

 総務班長………………7481 

 指導班長………………7484 

 

交通事故相談所 中部支所 

…………………7470 

 

中部農業改良普及センター 

    …………………7580 

 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 

農業水利班長…………7786 

農村漁港班長…………7791 

 

中部土木事務所 

所長……………………7671 

業務総括………………7672 

技術総括………………7673 

主幹……………………7674 

庶務班長………………7675 

計画調査班長…………7705 

維持管理班長…………7745 

道路整備班長…………7681 

河川都市班長…………7696 

港湾海岸砂防班長……7709 

建築班長………………7761 

道路用地班長…………7732 

河川都市用地班長……7719 

 

守衛室……………………7440 

 

中部保健所 

局番号：047-200-71 

 

所長………………………7494 

保健健康総括兼健康推進班長 

    …………………7556 

生活環境総括兼環境保全班長 

…………………7516 

総務企画班………………7490 

生活衛生班長……………7496 

生活衛生班………………7500 

食品衛生広域監視班長…7563 

食品衛生広域監視班……7600 

環境保全班………………7500 

健康推進班………………7520 

地域保健班長……………7569 

地域保健班………………7530 

 

中部福祉事務所 

局番号：047-200-71 

 

所長………………………7495 

総務企画班長……………7497 

地域福祉班長……………7504 

生活保護第１班長………7532 

生活保護第２班長………7543 

 

中部病院 

局番号：047-200-661 

 

総務課 

遠隔制御器…………… 4 

ＦＡＸ………………… 5 

 

 

南部合庁 

局番号：047-200-71 

 

那覇県税事務所 

 所長……………………4901 

 税務総括………………4902 

 広域調査総括…………4969 

総務班長………………4903 

 総務班…………………4900 

 法人班長………………4986 

 法人班…………………4980 

 個人班長………………4978 

 個人班…………………4970 

 間税班長………………4956 

 間税班…………………4940 

 納税第１班長…………4941 

 納税第１班……………4930 

 納税第２班長…………4913 

 納税第２班……………4910 

 不動産評価班長………4971 

 不動産評価班…………4960 

 特別滞納整理班長……4933 

 特別滞納整理班………4920 

 軽油取引税調査班長…4963 

 軽油取引税調査班……4950 

 

南部農林土木事務所 

 所長……………………5029 

 大東漁港建設総括……5063 

 土地改良班長…………5031 

 土地改良班……………5030 

 計画調整班長…………5046 

 計画調整班……………5040 

 農業水利班長…………5053 

 農業水利班……………5050 

 大東漁港建設班………5060 

 農村漁港班長…………5077 

 農村漁港班……………5070 

 

南部林業事務所…………5090 

 所長……………………5109 

 

南部土木事務所 

庶務班…………………5120 

 計画調査班……………5130 

 維持管理班……………5140 

 建築班…………………5150 

 道路整備班……………5160 

 街路公園班……………5170 

 河川港湾班……………5180 

 道路用地班……………5190 

 河川都市用地班………5200 

 施工管理室……………5210 

 

下水道建設事務所………5230 

 

 

那覇教育事務所…………5240 

 

 

旅券センター……………5110 

センター長……………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：047-200-641 

 

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：047-200-662 

 

総務課 

遠隔制御器…………… 4 

ＦＡＸ………………… 5 

 

宮古合同庁舎 

局番号：047-200-205 

 

宮古事務所 

 所長………………… 2531 

 総務課長兼県民生活セン

ター宮古分室分室長 

………… 2203 

総務課 

総務振興班………… 2208 

出納管理総括……… 2280 

出納管理班………… 2285 

 

県税課……………… 2231 

県税課長…………… 2230 

 

宮古農林水産振興センター 

 所長………………… 2543 

 副参事(技術)……… 2533 

 

農林水産整備課 

 課長………………… 2320 

 土地改良班長……… 2330 

 計画調整班長……… 2322 

 農業水利班長……… 2338 

 漁港水産班長……… 2360 

 農林整備班長……… 2355 

 

農業改良普及課 

 課長………………… 2250 

 普及企画班長……… 2252 

 農業技術班長……… 2251 

 

宮古土木事務所 

 所長………………… 2370 

総務用地班長……… 2373 

維持管理班長……… 2408 

道路整備班長……… 2390 

都市港湾班長……… 2405 

建築班長…………… 2400 

 

宮古教育事務所 

 所長………………… 2455 

 総務班長…………… 2456 

 指導班長…………… 2464 
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宮古保健所 

局番号：047-200-642 

 

遠隔制御器……………… 4 

ＦＡＸ…………………… 5 

所長…………………… 252 

  総務企画班長………… 270 

  環境生活班長………… 231 

 健康推進班長………… 254 

  地域保健班長………… 257 

 

宮古福祉事務所 

所長…………………… 250 

 福祉班長……………… 272 

 

宮古病院 

局番号：047-200-663 

 

総務課 

遠隔制御器…………… 4 

ＦＡＸ………………… 5 

 

八重山合同庁舎 

局番号：047-200-206 

 

八重山事務所 

参事監兼所長……… 2200 

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 

……… 2203 

 出納管理総括……… 2218 

 総務課 

 総務振興班長……… 2205 

 総務振興班………… 2210 

 出納管理班………… 2214 

 

県税課……………… 2241 

県税課長…………… 2240 

 

八重山農林水産振興センター 

 所長………………… 2201 

 副参事……………… 2269 

 

農林水産整備課 

課長………………… 2365 

土地改良班長……… 2350 

計画調整班長……… 2370 

農業水利班長……… 2375 

農林整備班長……… 2373 

漁港水産班長……… 2381 

ＦＡＸ……………… 2378 

 

農業改良普及課 

課長………………… 2226 

普及企画班長……… 2268 

普及企画班………… 2267 

農業技術班長……… 2261 

農業技術班………… 2266 

ＦＡＸ……………… 2274 

 

八重山土木事務所 

所長………………… 2430 

総務用地班長……… 2432 

総務用地班………… 2437 

維持管理班長……… 2446 

維持管理班………… 2447 

道路整備班長……… 2459 

道路整備班………… 2461 

河川都市港湾班長… 2482 

河川都市港湾班…… 2466 

建築班長…………… 2453 

建築班……………… 2471 

八重山教育事務所 

所長………………… 2510 

総務班長…………… 2511 

総務班……………… 2515 

指導班長…………… 2526 

指導班……………… 2519 

ＦＡＸ……………… 2522 

 

八重山福祉事務所 

所長兼中央児童相談所 

八重山分室長……… 2322 

福祉班長…………… 2320 

 

八重山保健所 

局番号：047-200-206 

 

所長…………………… 2754 

総務企画班長………… 2735 

生活環境班長………… 2727 

健康推進班長………… 2723 

地域保健班長………… 2721 

ＦＡＸ………………… 2330 

 

八重山病院 

局番号：047-200-664 

 

総務課 

遠隔制御器…………… 4 

１階コンピュータ室 

ＦＡＸ………………… 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



沖 縄 県（０４７） 

 

市町村 

 

名護市 

局番号：047-200-210 

 

会計課 

会計課長……………… 160 

出納係長……………… 161 

出納係………………… 166 

 

総務部 

総務部長……………… 228 

総務課長……………… 210 

人事制度改革担当主幹 

    ……………… 245 

総務課主幹兼 

防災基地対策係長…… 201 

総務係長……………… 213 

総務係………………… 212 

文書法規係長………… 390 

文書法規係…………… 211 

人事給与係長………… 245 

人事給与係…………… 214 

防災基地対策係……… 213 

秘書課長……………… 197 

秘書交流係長………… 203 

財政課長……………… 366 

財政係長……………… 159 

財産管理係長………… 218 

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 

家屋係長……………… 118 

家屋係………………… 388 

土地係長……………… 184 

納税係長……………… 196 

納税係………………… 194 

工事契約検査課長…… 317 

工事契約検査係長…… 189 

 

地域政策部 

地域政策部長………… 240 

企画情報課長………… 264 

主幹兼情報政策係長… 147 

企画調整係長………… 292 

行政経営係長………… 242 

統計係長……………… 293 

情報政策係主査……… 238 

地域力推進課長……… 200 

地域協働係長………… 215 

地域人材育成係長…… 201 

地域人材育成係……… 203 

文化スポーツ振興課長 

…………… 130 

スポーツ振興係長…… 131 

文化振興係長………… 101 

 

こども家庭部 

こども家庭部長……… 169 

こども家庭課長……… 123 

こども政策係長……… 384 

家庭支援係長………… 107 

子育て支援課長……… 289 

子育て支援係長……… 110 

子育て支援係………… 108 

保育係長……………… 129 

保育係………………… 122 

 

市民福祉部 

市民福祉部長………… 100 

社会福祉課長………… 101 

福祉総務係長………… 131 

福祉総務係…………… 393 

障がい福祉係長……… 209 

障がい福祉係………… 111 

生活支援課長………… 106 

保護第１係長………… 199 

保護第２係長………… 199 

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 

介護保険料係長……… 137 

介護保険料係………… 136 

国民健康保険課長…… 150 

保険給付係長………… 346 

保険税係長…………… 117 

健康増進課長………… 145 

健康づくり係長……… 155 

地域保健係長………… 386 

地域保健係…………… 143 

窓口係長……………… 168 

窓口係………………… 178 

戸籍係長……………… 171 

 

農林水産部 

農林水産部長………… 226 

農業政策課長………… 270 

農政総務係長………… 217 

農政計画係長………… 266 

農地係長……………… 296 

農地係………………… 272 

園芸畜産課長………… 280 

園芸係長……………… 282 

畜産係長……………… 262 

特別事業担当………… 261 

農林水産課長………… 260 

農業土木係長………… 285 

農業土木係…………… 319 

林務水産係長………… 216 

 

建設部 

建設部長……………… 227 

都市計画課長………… 220 

建設総務係長………… 249 

都市計画係長………… 246 

公園街路係長………… 222 

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………… 235 

市営住宅係長………… 114 

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…………… 243 

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………… 350 

水道業務課長………… 358 

総務係長……………… 359 

総務係………………… 361 

業務係長……………… 362 

水道施設課長………… 351 

建設係長……………… 357 

建設係………………… 355 

管理係………………… 360 

 

教育委員会 

教育長………………… 120 

教育次長……………… 127 

総務課長……………… 128 

総務課主幹…………… 125 

総務係長……………… 132 

学校給食係長………… 130 

学校教育課…………… 380 

学校教育課主幹……… 385 

学校指導係長………… 385 

学務係長……………… 382 

学校支援係長………… 379 

 

その他・行政委員会等 

監査委員会 

監査委員事務局長…… 290 

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 

 

農業委員会 

農業委員会事務局長… 270 

農業委員会事務局係長 

……………… 296 

 

国頭村 

局番号：047-200-211 

 

村長……………………… 100 

助役……………………… 101 

収入役…………………… 102 

教育庁…………………… 103 

出納室…………………… 111 

 

総務課 

課長…………………… 210 

行政係………………… 211 

防災・共済係………… 212 

広報・電卓係………… 214 

 

企画財政課 

課長…………………… 220 

財政係………………… 221 

商工・観光係………… 223 

 

福祉課 

課長…………………… 120 

老人保健係…………… 121 

環境衛生係…………… 121 

衛生係………………… 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………………… 133 

村民税・固定資産税係 

……………… 135 

 

経済課 

課長…………………… 230 

農務・畜産課………… 231 

林務係………………… 232 

水産係………………… 234 

 

建設課 

課長…………………… 250 

土木係………………… 150 

農林土木係…………… 251 

水道係………………… 154 

 

学校教育課 

課長…………………… 240 

指導主事……………… 242 

 

社会教育課 

係長…………………… 141 

教育相談室…………… 147 

農業委員会……………… 171 

選挙管理委員会………… 161 

議会事務局長…………… 271 

宿直室…………………… 163 

 

大宜味村 

局番号：047-200-212 

 

村長……………………… 521 

副村長…………………… 522 

教育長…………………… 211 

財務課…………………… 132 

住民福祉課……………… 142 

企画観光課……………… 221 

産業振興課……………… 232 

 

建設環境課 

建設係…………………… 241 

環境水道係……………… 243 

教育委員会……………… 214 

農業委員会……………… 161 

議会事務局……………… 151 

総務課…………………… 120 

            121 

会計課…………………… 123 

 

東村 

局番号：047-200-213 

 

村長……………………… 100 

副村長…………………… 101 

 

総務財政課……………… 111 

総務財政課長………… 113 

 

企画観光課……………… 120 

企画観光課長………… 122 

 

建設環境課……………… 171 

 建設環境課長………… 170 

 

住民課…………………… 130 

住民課長……………… 132 

 

農林水産課……………… 161 

農林水産課長………… 162 

 

福祉保健課……………… 141 

福祉保健課長………… 143 

 

出納室…………………… 182 

 

議会事務局……………… 190 

 

教育委員会……………… 151 

教育長………………… 150 

 

農業委員会……………… 160 

 

今帰仁村 

局番号：047-200 

 

 ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話機のみ 

 

本部町 

局番号：047-200-215 

 

町長……………………… 400 

副町長…………………… 401 

 

総務課 

総務課長……………… 200 

行政班長……………… 201 

行政班………………… 202 

財政班長……………… 204 

財政班………………… 205 

秘書…………………… 207 

 

選挙管理委員会………… 210 

 

企画政策課 

企画政策課長………… 220 

企画政策班長………… 224 

企画政策班…………… 223 

 

商工観光課 

商工観光課長………… 260 

商工観光班長………… 261 

商工観光班…………… 262 

 

住民課 

住民課長……………… 100 

住民班長……………… 101 

住民班………………… 102 

 

町税対策課 

町税対策課長………… 110 

課税班長……………… 111 

課税班………………… 112 

徴収対策班長………… 114 

徴収対策班…………… 115 

 

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 

児童福祉班長………… 124 

児童福祉班…………… 123 

 

保険予防課 

保険予防課長………… 140 

国保班長……………… 150 

国保班………………… 151 

予防班長……………… 141 

予防班………………… 142 

 

建設課 

建設課長……………… 250 

土木班長……………… 255 

土木班………………… 256 

農林土木班長………… 251 

農林土木班…………… 252 

都市計画港湾班長…… 253 

都市計画港湾班……… 254 

 

産業振興課 

産業振興課長………… 240 

農政班長……………… 244 

農政班………………… 245 

生産振興班長………… 241 

生産振興班…………… 242 

 

会計課…………………… 161 

会計課長……………… 160 

 

銀行窓口………………… 170 

 

公営企業課 

公営企業課長………… 270 

業務班長……………… 271 

業務班………………… 272 

施設班長……………… 276 

施設班………………… 275 

 

議会事務局……………… 301 

議会事務局長………… 300 

 

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 

 



沖 縄 県（０４７） 

 

恩納村 

局番号：047-200-216 

 

村長……………………… 100 

副村長…………………… 200 

教育長…………………… 300 

議会事務局長…………… 301 

議会事務局……………… 302 

 

総務課 

課長…………………… 201 

行政係………………… 260 

管財係………………… 204 

財政係………………… 206 

  

選挙管理委員会事務局… 217 

 

企画課 

課長…………………… 210 

企画係………………… 211 

基地・土地利用対策係 

…………… 213 

定住促進係…………… 214 

 

建設課 

課長…………………… 240 

管理係………………… 241 

建設係………………… 243 

農業委員会事務局長… 230 

 

農林水産課 

課長…………………… 220 

農政係………………… 221 

農林係………………… 223 

農林水産業係………… 226 

 

商工観光課 

 観光係………………… 227 

  商工係………………… 229 

 

福祉健康課 

課長…………………… 120 

地域福祉係…………… 121 

高齢者福祉係………… 124 

母子保健係…………… 129 

国保係………………… 135 

 健康づくり係………… 127 

 

税務課 

課長…………………… 101 

住民税係……………… 102 

徴税係………………… 103 

資産税係……………… 104 

 

村民課 

課長…………………… 110 

戸籍係………………… 111 

年金係………………… 113 

  生活環境係…………… 115 

 

出納室 

会計管理者兼室長…… 130 

 

上下水道課 

課長…………………… 170 

水道事業……………… 171 

下水道係……………… 160 

 

教育委員会 

学校教育課長兼 

給食センター長……… 140 

指導主事……………… 154 

学校教育係…………… 141 

施設係………………… 143 

社会教育課長………… 150 

社会教育係…………… 151 

中学校統合推進室長… 192 

 

宜野座村 

局番号：047-200 

 

ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話機のみ 

 

金武町 

局番号：047-200-218 

 

町長……………………… 200 

 

総務課 

課長…………………… 210 

人事・電算係………… 212 

行政係………………… 214 

 

企画課 

課長…………………… 230 

企画係………………… 234 

基地渉外・国際交流係 

………………… 233 

財政係………………… 232 

 

税務課 

課長…………………… 120 

収納係………………… 121 

固定資産税係………… 124 

 

住民生活課 

課長…………………… 100 

住民係………………… 101 

国保・年金…………… 104 

住民生活係…………… 111 

 

商工観光課 

課長…………………… 290 

商工観光係…………… 293 

雇用促進・企業誘致係 

……………… 291 

 

建設課 

課長…………………… 250 

建設第１係…………… 252 

建設第２係…………… 251 

用地係………………… 255 

 

農林水産課 

 課長…………………… 270 

  農政係………………… 272 

  畜産水産係…………… 274 

  林業・農林水産土木係 

      …………… 276 

 

保健福祉課 

課長…………………… 507 

社会福祉係…………… 502 

 

こども支援課 

 課長…………………… 500 

 こども支援係………… 501 

  児童福祉係…………… 509 

 

上下水道課 

課長…………………… 600 

水道係………………… 601 

下水道係……………… 603 

 

議会事務局 

議長室………………… 400 

事務局長……………… 401 

集会室………………… 403 

控室…………………… 410 

 

伊江村 

局番号：047-200 

 

ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話機のみ 

 

伊平屋村 

局番号：047-200 

 

ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話機のみ 

 

伊是名村 

局番号：047-200 

 

ﾎｯﾄﾗｲﾝ用IP電話機のみ 

 

うるま市 

局番号：047-200-230 

 

交換手……………………0123 

 

宜野湾市 

局番号：047-200-231 

 

市長……………………… 200 

副市長…………………… 201 

 

総務部 

総務部長……………… 315 

 

総務課 

次長兼総務課長……… 316 

事業管理係…………… 317 

総務係………………… 318 

法制執務担当………… 323 

管財係………………… 320 

 

市民防災室 

市民防災室長………… 345 

市民防災係…………… 319 

             343 

 

人事課 

人事課長……………… 325 

人事係………………… 333 

給与係………………… 329 

研修担当……………… 334 

 

行政改革推進室 

行政改革推進室長…… 326 

行政改革推進班……… 331 

……… 332 

 

ＩＴ推進室 

ＩＴ推進室長………… 235 

ＩＴ推進係…………… 236 

ﾏｲﾅﾝﾊﾞｰｶｰﾄﾞ活用担当主幹 

…………… 271 

番号制度担当………… 378 

ヘルプデスク………… 238 

 

契約検査課 

契約検査課長………… 425 

検査担当技査………… 426 

契約係………………… 427 

 

税務課 

税務課長……………… 220 

税制係………………… 221 

市民税係……………… 224 

土地係………………… 229 

家屋係………………… 231 

 

納税課 

納税課長……………… 245 

納税第一係…………… 246 

納税第二係…………… 255 

管理係………………… 252 

 

企画部 

企画部長……………… 410 

 

企画政策課 

次長兼企画政策課長… 400 

企画政策担当技幹…… 415 

企画政策担当主幹…… 404 

企画政策係…………… 401 

事業管理係…………… 405 

統計係………………… 406 

 

市民協働推進課 

市民協働推進課長…… 407 

平和・男女共同係…… 402 

市民協働係…………… 403 

通訳ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ…………577  

 

秘書広報課 

秘書広報課長………… 420 

市政広報係…………… 424 

秘書係………………… 200 

 

財政課 

財政課長……………… 409 

財政係………………… 412 

 

基地政策部 

基地対政策部長……… 305 

 

まち未来課 

次長兼まち未来課長… 307 

まち未来係…………… 308 

            309 

 

基地渉外課 

基地渉外課長………… 306 

基地渉外係…………… 310 

 

市民経済部 

市民経済部長………… 430 

 

市民生活課 

次長兼市民生活課長… 435 

事業管理係…………… 436 

市民・安全係………… 431 

地域支援係…………… 437 

 

環境対策課 

環境対策課長………… 450 

環境指導係…………… 451 

清掃指導係…………… 453 

 

市民課 

市民課長……………… 105 

窓口業務受託者……… 108 

戸籍係………………… 106 

市民係………………… 184 
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