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課長………………………3031
総括課長補佐……………3031
調整・管理班……………3032
計画調整班………………3033
市街地整備班……………3035
景観班……………………3151
ＦＡＸ……………………3462

建築課

福利厚生室

課長………………………3091
総括課長補佐……………3091
調整班……………………3092
審査指導班………………3093
宅地指導班………………3094
計画指導班………………3095
営繕班……………………3096
設備班……………………3097
造成班……………………3098

室長………………………3341
室員………………………3342

住宅課
課長………………………3101
参事………………………3101
総括課長補佐……………3101
管理班……………………3102
企画指導班………………3108
まちづくり班……………3104
建設班……………………3105
ＦＡＸ……………………3464

用地課
課長………………………3121
総括課長補佐……………3121
調整・管理班……………3122
収用班……………………3123
指導班……………………3124
ＦＡＸ……………………3465

出納局
会計管理者………………3201

道路建設課
課長………………………3041
総括課長補佐……………3042
調整班……………………3046
企画・幹線班……………3043
国道・橋梁班……………3044
地方道班…………………3045

道路維持課

会計課
課長………………………3211
指導監……………………3211
総括課長補佐……………3211
総務調整班………………3214
指導班……………………3215
財務システム班…………3218
ＦＡＸ……………………3466

課長………………………3141
総括課長補佐……………3141
管理班……………………3142
維持補修班………………3144
市町道・環境班…………3143

室長………………………2881
物品管理班………………2881
ＦＡＸ……………………3468

港湾課

出納室

課長………………………3051
企画監……………………3051
総括課長補佐……………3051
調整班……………………3052
管理班……………………3053
振興班……………………3057
計画班……………………3054
工事・防災班……………3055
空港班……………………3056

室長………………………3221
審査・国費班
審査担当 …………3223
〃 国費担当 …………3224
出納決算班………………3226
ＦＡＸ……………………3467

河川課
課長………………………3081
企画監……………………3081
総括課長補佐……………3081
調整班……………………3081
管理班……………………3082
計画調整班………………3083
河川防災班………………3084
ダム班……………………3086

砂防課
課長………………………3076
総括課長補佐……………3076
砂防計画班………………3078
保全班……………………3079

物品管理室

教育庁
教育長……………………3302
政策監……………………3310
次長………………………3304

総務課
課長………………………3311
総括課長補佐……………3311
総務人事班………………3312
法務監察班………………3313
企画広報班………………3314
情報化推進班……………3315
県立学校改革推進室……3317
教育委員会室……………3303
教育庁資料室……………3316
ＦＡＸ……………………3470

公立学校共済組合
長崎支部
総務・厚生班……………3343
年金・給付班……………3344

教育環境整備課
課長………………………3322
総括課長補佐……………3322
総務助成班………………3322
県立学校管理班…………3323
県立学校施設班…………3325
ＦＡＸ……………………3471

総務管理班………………3392
学校体育班………………3393
競技力向上対策班………3413
健康教育班………………3395
ＦＡＸ……………………3478

監査事務局
局長………………………3501
監査委員…………………3501

交通局

監査課

県庁内線…………………3901

課長………………………3501
総括課長補佐……………3501
調整担当…………………3501
企画・企業会計班………3502
普通会計班………………3505
ＦＡＸ……………………3479

教職員課
課長………………………3332
総括課長補佐……………3332
総務係……………………3332
職員・免許班……………3334
給与第１班………………3336
給与第２班………………3338
ＦＡＸ……………………3473

義務教育課
課長………………………3371
人事管理監………………3371
総括課長補佐……………3371
総務助成班………………3372
義務教育班………………3373
小学校人事班……………3376
中学校人事班……………3378
児童生徒支援室…………3339
分室（５階）……………3380
ＦＡＸ……………………3474

人事委員会
事務局

生涯学習課
課長………………………3361
総括課長補佐……………3361
総務管理班………………3362
社会教育推進班…………3363
県民学習推進班…………3365
新県立図書館整備室……3367
分室………………………3369
ＦＡＸ……………………3477

学芸文化課
課長………………………3381
総括課長補佐……………3381
総務管理班………………3382
文化財班…………………3383
教育文化班………………3385

体育保健課
課長………………………3391
総括課長補佐……………3391
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企業長……………………2404
副企業長…………………2480
総務人事班………………2481
企画経営班………………2482

警察
職員課

警察本部

課長………………………3551
総括課長補佐……………3551
調整・審査班……………3541
（職員相談専用ダイヤル）
……………3554
試験班……………………3542
任用給与班………………3552
ＦＡＸ……………………3480

会計課……………………3887

労働委員会
事務局
局長………………………3571

調整審査課
調整審査課………………3571

議会事務局

特別支援教育室
室長………………………3401
室員………………………3402
ＦＡＸ……………………3476

長崎県病院
企業団

局長………………………3531

高校教育課
課長………………………3351
人事管理監………………3351
総括課長補佐……………3351
総務管理班………………3352
高校教育班………………3354
県立学校人事班…………3358
分室（５階）……………3350

県民主役の会……………3686
日本共産党………………3691
改革２１・五島…………3697
前進・邁進の会…………3678
長崎創生の会……………3668
地域政党ながさき………3657
創爽会……………………3665
愛郷無限…………………3660

議長室……………………3601
副議長室…………………3603
議会事務局長……………3611

総務課
課長………………………3621
総括課長補佐……………3621
総務係……………………3622
秘書室……………………3601
秘書班……………………3601
控室（衛視）……………3625

議事課
課長………………………3631
課員………………………3630

政務調査課
課長………………………3633
課員………………………3634

各会派控室
自由民主党・活正の会…3651
改革２１…………………3671
公明党……………………3681

長

崎 県（０４２）
部長…………………… 201
総務課
課長…………………… 202
総務調整班…………… 203
経理班………………… 211
出納係………………… 220
総務課ＦＡＸ
（防災専用）…042-151-7339

県地方機関
042

長崎市内
042-111-8
長崎振興局税務部
次長兼部長……………3913
納税課
管理班…………………3913
第一・第二・第三班…3914
課税第一課
第一・第二・第三班…3915
課税第二課
第一・第二班…………3916
長崎振興局保健部………3932
長崎港湾漁港事務所
所長……………………
検査指導幹……………
総務課
課長……………………
総務経理係……………
企業経理係……………
企業財産班……………
港営課
課長……………………
漁港管理班……………
港湾管理班……………
港湾課
課長……………………
建設班…………………
計画班…………………
漁港課
課長……………………
建設班…………………
計画班…………………
その他
電話交換室……………

710
743
713
714
718
716
730
724
726
745
750
746
760
753
752
763

こども・女性・障害者支援セ
ンター
総務課…………………3924
こども女性支援部
相談支援課……………3925
保護判定課……………3925
女性支援課……………3925
障害者支援部
更生相談課……………3926
精神保健福祉課………3926

建設部
次長兼部長……………
副部長（土木）………
検査指導幹……………
検査指導幹……………
管理課
課長……………………
管理班…………………
用地課
課長……………………
用地第一班……………
用地第二班……………
用地第三班……………
道路建設課
課長……………………
改良第一班……………
改良第二班……………
道路維持課
課長……………………
道路環境班……………
維持補修班……………
河川課
課長……………………
河川防災班……………
ダム班…………………
砂防課
課長……………………
砂防班…………………
傾斜地保全班…………
都市計画課
課長……………………
計画・建設班…………
鉄道高架班……………
建築課
課長……………………
建築班…………………
その他
ダム統合管理室………
西山ダム管理事務所…
中尾ダム管理事務所…
宮崎ダム管理事務所…
電話交換室……………
防災行政無線室………

230
232
233
234
235
236
260
261
271
281
320
321
324
350
351
355
410
381
411
380
370
373
440
441
446
470
471

395
397
560
420
224
509

県央振興局
042-551-8

総合水産試験場…………3951

地域振興班……………
経営技術班……………
諫早地域普及課
課長……………………
地域振興班……………
経営技術班……………
大村・東彼地域普及課
課長……………………
地域振興班……………
経営技術班……………
用地管理課
課長……………………
用地管理班……………
土地改良課
課長……………………
土地改良班……………
農地防災班……………
農村整備課
課長……………………
農村整備第一班………
農村整備第二班………
農道課
課長……………………
農道班…………………
林業課
課長……………………
林政班…………………
普及班…………………
森林土木課
課長……………………
森林管理班……………
森林土木第一班………
森林土木第二班………
建設部
部長……………………
検査指導幹……………
管理課
課長……………………
管理班…………………
用地課
課長……………………
用地班…………………
道路第一課
課長……………………
建設改良班……………
維持舗装班……………
道路第二課
課長……………………
幹線道路班……………
河港課
課長……………………
河川班…………………
砂防港湾班……………
都市計画課
課長……………………
計画・建設班…………
建築課
課長……………………
指導開発班……………
管理営繕班……………

521
524
530
531
535
540
541
544
610
611
620
621
624
630
631
635
640
641
710
711
715
720
721
724
731

801
802
810
811
820
821
830
831
834
840
841
850
851
855
870
871
880
881
887

西彼福祉事務所…………3921

局長……………………… 200

西彼保健所………………3932

管理部
部長…………………… 201
総務課
課長…………………… 210
総務第一係…………… 213
総務第二係…………… 231
経理班………………… 241
出納係………………… 251
総務課ＦＡＸ
（防災専用）…042-551-7339

その他
防災無線室…………… 300

農林部
次長兼部長……………
副部長（農業土木）…
副部長（林業）………
副部長（獣医師）……
検査指導幹(農業土木)
農業企画課
課長……………………
農政企画班……………
長崎地域普及課
課長……………………

管理部
部長……………………
総務課
課長……………………
係長（造園）…………
総務係…………………
経理班…………………
出納係…………………
島原振興局防災室……
（総務課分室）
電話交換室……………

長崎労働相談情報センター
……………3943
長崎鉄道高架整備事務所
……………3955
長崎図書館………………3983
総合体育館………………3982

長崎振興局
042-151-8
局長……………………… 200
管理部

501
501
501
501
501
510
511
520

島原振興局
042-511-8
局長……………………… 201
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203
211
231
212
222
225
381
200

防災無線室…………… 300
総務課ＦＡＸ
（防災専用）…042-511-7339
地域づくり推進課
課長…………………… 221
課員…………………… 221
保健部
部長……………………
企画調整課………………
衛生環境課
課長……………………
食品薬務班……………
環境保全班……………
地域保健課
課長……………………
健康対策班……………
保健福祉班……………
農林水産部
次長兼農林水産部長…
副部長（農業）………
副部長（獣医師）……
検査指導幹(農業土木)
農業企画課
課長……………………
農政企画班……………
島原地域普及課
課長……………………
地域振興班……………
経営技術班……………
雲仙地域普及課
課長……………………
地域振興班……………
経営技術班……………
南島原地域普及課
課長……………………
地域振興班……………
経営技術班……………
衛生課
課長……………………
指導班…………………
防疫課
課長……………………
肉牛酪農班……………
養豚養鶏班……………
用地管理課
課長……………………
用地管理班……………
土地改良課
課長……………………
土地改良班……………
農地防災班……………
農村整備課
課長……………………
畑地整備第一班………
畑地整備第二班………
農村整備班……………
林務課
課長……………………
林業班…………………
森林土木班……………

573
573
574
574
574
510
510
510

303
311
576
304
570
571
580
581
582
583
584
585
586
587
588
576
576
577
577
577
321
322
331
332
334
341
344
346
342
351
352
354

県南水産業普及指導
センター………………… 575
建設部
部長……………………
検査指導幹……………
管理課
課長……………………
管理班…………………
用地課
課長……………………
用地班…………………
道路都市計画課
課長……………………
建設改良班……………
維持舗装班……………
河港課
課長……………………
河川防災班……………
港湾漁港班……………
建築課

403
404
411
412
421
422
431
432
434
441
442
444

課長…………………… 461
指導班………………… 462

県北振興局
042-411-8
理事兼局長……………… 201
次長……………………… 203
秘書……………………… 205
管理部
部長…………………… 210
総務課
課長…………………… 221
係長（造園）………… 222
総務班………………… 220
総務課ＦＡＸ
（防災専用）…042-411-7339
企画振興課
課長…………………… 226
課員…………………… 226
会計課
課長…………………… 231
経理第一班…………… 231
経理第二班…………… 231
出納班………………… 234
税務部
部長……………………
納税課
課長……………………
専門幹…………………
管理班…………………
第一班…………………
第二班…………………
第三班…………………
課税課
課長……………………
第一班…………………
第二班…………………
商工水産部
部長……………………
商工労政課
課長……………………
商工観光班……………
労政班…………………
佐世保労働相談情報
センター………………
水産課
課長……………………
課員……………………
県北部海区漁調委……

400
335
413
403
414
416
413
405
406
410

240
251
252
561
561
451
451
452

県北水産業普及指導
センター………………… 450
農林部
部長……………………
副部長（農業）………
副部長（林業）………
副部長（獣医師）……
検査指導幹……………
用地管理課
課長……………………
用地管理班……………
土地改良課
課長……………………
土地改良班……………
農地防災班……………
農村整備班……………
林業課
課長……………………
林政班…………………
普及班…………………
森林土木課
課長……………………
森林土木班……………
地すべり対策班………
建設部

280
280
280
280
280
261
262
292
293
294
295
296
296
297
299
299
298

長

崎 県（０４２）

次長兼建設部長……… 340
副部長（土木）……… 385
建設管理課
検査指導幹（土木）…
課長……………………
建設総務班……………
管理班…………………
用地第一課
課長……………………
用地第一班……………
用地第二班……………
用地第二課
課長……………………
用地第一班……………
用地第二班……………
道路建設第一課
課長……………………
改良第一班……………
改良第二班……………
道路建設第二課
課長……………………
道路改良班……………
都市計画班……………
道路維持第一課
課長……………………
維持舗装班……………
道路維持第二課
課長……………………
維持舗装班……………
河川課
課長……………………
河川第一班……………
河川第二班……………
砂防防災課
課長……………………
砂防第一班……………
砂防第二班……………
港湾漁港第一課
課長……………………
港湾漁港第一班………
港湾漁港第二班………
港湾漁港第二課
課長……………………
港湾漁港第一班………
港湾漁港第二班………
建築課
課長……………………
指導開発班……………
管理営繕班……………

351
351
353
352
365
365
365
361
361
361
369
370
371
453
454
455
374
375
376
377
380
381
382
330
331
332
386
387
388
386
387
389
391
392
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
ＦＡＸ………042-751-7339

県北振興局 田平土木
維持管理事務所
所内…………042-451-7333
ＦＡＸ………042-451-7339

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

壱岐振興局

042-611-8

042-711-8

局長……………………… 201

局長……………………… 201

保健部
部長（所長）………… 360
企画保健課…………… 362
衛生環境課…………… 363

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

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
部長…………………… 382
企画保健課……………… 383
衛生環境課……………… 383

保健部
企画保健課…………… 331
衛生環境課…………… 332

農林水産部
部長……………………
農業企画課
課長……………………
農政企画班……………
地域普及課
課長……………………
地域振興班……………
経営技術班……………
農村整備課
課長……………………
用地管理班……………
土地改良班……………
農村整備班……………
林務課
課長……………………
林業班…………………
治山班…………………
林道班…………………
水産課
課長……………………
課員……………………

361
362
363
363
363
364
271
271
272
273
281
282
284
286
291
292

農林水産部
部長……………………
農業企画課………………
地域普及課………………
衛生課……………………
農林整備課………………
水産課……………………
建設部
部長……………………
検査指導幹……………
管理・用地課
課長……………………
管理・用地班…………
建築班…………………
建設課
課長……………………
道路河川班……………
港湾漁港班……………
テレメーター室………
勝本ダム管理事務所…
永田ダム管理事務所…

510
510
510
520
530
540

204
205
270
271
274
290
291
294
304
380
370

壱岐空港管理事務所…… 550
五島水産業普及指導
センター………………… 295
建設部
部長……………………
検査指導幹……………
管理・用地課
課長……………………
管理班…………………
用地班…………………
建築班…………………
道路課
課長……………………
道路班…………………
河港課
課長……………………
河港班…………………

310
311
321
322
352
324

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

農林水産部
部長……………………
副部長…………………
農業振興普及課
課長……………………
農政企画班……………
地域振興経営班………
家畜衛生課
衛生班…………………
農林整備課
課長……………………
農村整備班……………
森林土木班……………
林業課
課長……………………
林政班…………………
普及班…………………
水産課
課長……………………
課員……………………
対馬海区魚調委………

341
342

五島振興局
上五島支所
所内…………042-651-7333
ＦＡＸ………042-651-7339

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
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042

203
380

長崎市
（受付）………166-9-70
ＦＡＸ…… 166-9-70-2223

381
382
383

佐世保市
（受付）……………421-11
ＦＡＸ………………421-19

393

島原市
（受付）……………521-11
ＦＡＸ………………521-19

204
255
290
270
271
280
260
261
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
ダムテレメータ管理室
…………… 314
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

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

048-300-9

時津町
（受付）……………179-11
ＦＡＸ………………179-19

電話………………………3858
3859

東彼杵町
（受付）……………436-11
ＦＡＸ………………436-19

局長……………………… 201
331
332

市町村

川棚町
（受付）……………437-11
ＦＡＸ………………437-19
波佐見町
（受付）……………439-11
ＦＡＸ………………439-19
小値賀町
（受付）……………464-11
ＦＡＸ………………464-19
佐々町
（受付）……………433-11

長

崎 県（０４２）

ＦＡＸ………………433-19

消防機関
新上五島町
（受付）……………648-11
ＦＡＸ………………648-19

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
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