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　対馬市役所関係の電話番号をまとめました　対馬市役所関係の電話番号をまとめました。�

ひとつの庁舎内に、ひとつの庁舎内に、本庁部局と支所部局が混在していま本庁部局と支所部局が混在していま

すので、すので、ご注意下さいご注意下さい。�

　なお、　なお、支所庁舎内の太字は、支所庁舎内の太字は、本庁部局となります本庁部局となります。�

　対馬市役所関係の電話番号をまとめました。�

ひとつの庁舎内に、本庁部局と支所部局が混在していま

すので、ご注意下さい。�

　なお、支所庁舎内の太字は、本庁部局となります。�

対
馬
市
役
所
庁
舎�

対馬市役所　電話番号一覧表�対馬市役所　電話番号一覧表�

対馬市役所 庁舎�
〒817-0022 �
厳原町国分1441番地�
�
�

総務部、政策部【4階】�
産業交流部、建設部【3階】�
市民生活部、会計課【2階】�
水道局【１階】�
監査事務局【別館2階】�

建物　　　　　　　　　　　部署　　　　　　　　  電話番号　　　  FAX番号�

厳原支所【2階】(地域振興課、住民生活課）�

南保健センター【別館2階】�

対馬市教育委員会　南地区事務所【3階】�

豆酘出張所 （〒817-0154 厳原町豆酘3075番地1）�

　豆酘地区公民館 （　　　　　     〃　　　　   　　） �

佐須出張所 （〒817-0248 厳原町小茂田713番地4） �

　佐須地区公民館 （　　　　　　  〃　　　　　　　） �

厳原地区生涯学習センター（厳原地区公民館）�
 （〒817-0021 厳原町今屋敷661番地1）�

美津島支所 庁舎�
〒817-0322 �
美津島町　知甲550番地2

美津島支所（地域振興課、住民生活課）�

対馬市教育委員会　文化財課【別館】�

豊玉支所　庁舎�
〒817-1292�
豊玉町仁位380番地�
�

�

�

�

�

�

�

美津島地区生涯学習センター（美津島地区公民館）�
（〒817-0322 美津島町　知甲1287番地1）�

豊玉支所　地域振興課【2階】�

　 〃　     住民生活課【1階】�

　　福祉部（代表）�

　　　〃　福祉課【1階】�

　　　〃　保護課【1階】�

保健部　健康推進課【2階】�

　〃　　保険課【1階】【2階】�

　〃　　地域包括支援センター【1階】�

政策部　電算室 【別館2階】�

対馬市議会事務局【3階】�

福
祉
事
務
所�

豊玉地区生涯学習センター（豊玉地区公民館）�
 （〒817-1201 豊玉町仁位370番地）�

豊玉診療所�
 （〒817-1201 豊玉町仁位165番地1）�

0920(53)6111�

0920(52)1211�

0920(52)4888�

0920(53)6111�

0920(57)0001�

0920(57)0049�

0920(56)1111�

�

0920(52)0363�

�

0920(54)2271�

0920(54)2341�

0920(54)4044�

�

0920(58)1111�

�
0920(58)2294�

0920(58)1119�

0920(58)1414�

0920(58)1116�

0920(58)1118�

0920(58)1117�

0920(58)1862�

0920(58)1379�

0920(58)0062�

0920(58)8080

0920(53)6112�

0920(52)9114�

0920(52)6405�

0920(52)1130�

0920(57)1145�

�
0920(56)0520�

�
0920(52)0333�

�

0920(54)2095�

0920(54)3950�

0920(54)4046�

�

0920(58)0317�

�

0920(58)2551�

�

�
0920(58)2755�

�
           -�

0920(58)1018�

0920(58)1067�

0920(58)8085
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建物　　　　　　　　　　　部署　　　　　　　　  電話番号　　　  FAX番号�

峰支所　庁舎�
〒817-1301�
峰町三根451番地�
�
�
�
�

峰支所　地域振興課（総務）�

　〃　　   　〃　   （地域振興）�

　〃　　   　〃　   （管理）�

　〃　　住民生活課（住民福祉）�

　〃　　   　〃　   （税務）�

水道局　水道課　管理班（峰支所駐在）�

教育委員会中地区事務所（〒817-1301 峰町三根451番地） �

　峰地区生涯学習センター（峰地区公民館）（　　　　　〃　　　　　） �

佐賀出張所（〒817-1412  峰町佐賀608番地1） 

上県支所　地域振興課【1階】�

　  〃　　 住民生活課【1階】�

北保健センター【1階】�

対馬市農業委員会【2階】�

北部建設事務所【別館2階】�

上県地区生涯学習センター（上県地区公民館）�
  （〒817-1602  上県町佐須奈甲567番地3）�

仁田出張所 (〒817-1522  上県町樫滝493番地1) 

上県支所  庁舎�
〒817-1692 �
上県町佐須奈甲567番地3�
�

�

�

上対馬支所  庁舎�
〒817-1701�
上対馬町比田勝575番地1�
�
�
�

上対馬支所　地域振興課【1階】�

　　〃　　　住民生活課【1階】�

対馬市教育委員会　総務課【2階】�

　　〃　　　　　   学校教育課【2階】�

　　〃　　　　　   生涯学習課【2階】�

上対馬地区公民館�
  （〒817-1701  上対馬町比田勝575番地）�

琴出張所　(〒817-2331　 上対馬町琴820番地) 

対馬市消防本部�
〒817-1701�
厳原町桟原52番地2

代表�

総務課�

美津島出張所  (〒817-0322 美津島町　知甲1227番地) �

豊玉出張所  (〒817-1201 豊玉町仁位935番地1) �

峰出張所  (〒817-1412 峰町佐賀560番地) �

上県出張所  (〒817-1602 上県町佐須奈乙1078番地) �

上対馬出張所  (〒817-1701 上対馬町比田勝556番地) �

空港出張所   (〒817-0322 美津島町　知乙283番地) 

0920(83)0301�

0920(83)0302�

0920(83)0303�

0920(83)0304�

0920(83)0582�

0920(83)0814�

0920(83)0581�

0920(83)0151�

0920(82)0709�

0920(84)2311�

0920(84)2312�

0920(84)2313�

0920(84)2401�

0920(84)2316�

0920(84)2576�

0920(85)0001�

0920(86)3111�

0920(86)3112�

0920(86)3211�

0920(86)3212�

0920(86)3727�

0920(86)3052�

0920(87)0331�

0920(52)0119�

0920(52)9092�

0920(54)3119�

0920(58)2119�

0920(82)0119�

0920(84)2119�

0920(86)3959�

0920(54)3244

0920(83)0431�

�

0920(88)2161�

0920(82)0161�

�

0920(84)2310�

�

0920(84)2584�

0920(88)5001�

0920(86)4529�

0920(86)4433�

0920(86)3937�

0920(87)0364�

0920(52)1194�

0920(52)9098�

0920(54)3119�

0920(58)2119�

0920(82)0119�

0920(84)2119�

0920(86)3959�

0920(54)3244


