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恩納村役場
宜野座村役場
金武町役場

〒904-0492 恩納村字恩納2451

〒904-1392 宜野座村字宜野座296

〒904-1292 金武町字金武1　

嘉手納町役場
北谷町役場
北中城村役場

〒904-0293 嘉手納町字嘉手納588

〒904-0192 北谷町字桑江226

〒901-2392 北中城村字喜舎場426-2

中城村役場
宜野湾市役所

〒901-2493 中城村字当間176

〒901-2710 宜野湾市野嵩1-1-1

うるま市役所
読谷村役場
沖縄市役所

〒904-2292 うるま市みどり町1-1-1

〒904-0392 読谷村字座喜味2901

〒904-8501 沖縄市仲宗根町26-1

中部医療圏

社会福祉協議会

〒903-8603 那覇市首里石嶺町4-373-1 沖縄県総合福祉センター内
098-887-2000沖縄県社会福祉協議会

国頭村役場
大宜味村役場
東 村 役 場

〒905-1495 国頭村字辺土名121

〒905-1392 大宜味村字大兼久157

〒905-1292 東村字平良804　

伊江村役場
伊平屋村役場
伊是名村役場

〒905-0592 伊江村字東江前38

〒905-0793 伊平屋村字我喜屋251

〒905-0695 伊是名村字仲田1203

今帰仁村役場
本部町役場
名護市役所

〒905-0492 今帰仁村字仲宗根219

〒905-0292 本部町字東5

〒905-8540 名護市港1-1-1

北部医療圏

■役所・役場一覧

施設名 住　所 電話番号

宮古島市役所
多良間村役場

〒906-8501 宮古島市平良字西里186

〒906-0692 多良間村字仲筋99-2　

宮古医療圏

与那国町役場
石垣市役所
竹富町役場　

〒907-1801 与那国町字与那国129

〒907-8501 石垣市美崎町14

〒907-8503 石垣市美崎町11-1　

八重山医療圏

南部医療圏

那覇市役所 〒900-8585 那覇市泉崎1-1-1

南城市役所
八重瀬町役場
糸満市役所

〒901-0695 南城市玉城字富里143

〒901-0401 八重瀬町字東風平1188

〒901-0392 糸満市潮崎町1-1

渡嘉敷村役場
座間味村役場

〒901-3592 渡嘉敷村字渡嘉敷183

〒901-3496 座間味村字座間味109

豊見城市役所
南風原町役場
与那原町役場

〒901-0292 豊見城市字翁長854-1

南部医療圏

西原町役場
浦添市役所

〒903-0220 西原町字与那城140-1

〒901-2501 浦添市安波茶1-1-1

〒901-1195 南風原町字兼城686

〒901-1392 与那原町字上与那原16

渡名喜村役場
南大東村役場
北大東村役場

〒901-3692 渡名喜村字渡名喜1917-3

〒901-3895 南大東村字南144-1

〒901-3992 北大東村字中野218

久米島町役場 〒901-3193 久米島町字比嘉2870

粟国村役場 〒901-3792 粟国村字東367

施設名 住　所 電話番号

問い合わせ先一覧問い合わせ先一覧

0980-41-2101

098-867-0111

098-850-0024

098-889-4415

098-945-2201

098-948-7111

098-998-2200

098-840-8111

098-987-2321

098-987-2311

098-988-2016

098-989-2002

09802-2-2001

09802-3-4001

098-985-7121

0980-72-3751

0980-79-2011

0980-87-2241

0980-82-9911

0980-82-6191

0980-44-3001

0980-43-2201

0980-56-2101

0980-47-2101

0980-53-1212

0980-49-2001

0980-46-2001

0980-45-2001

098-966-1200

098-968-5111

098-968-2111

098-974-3111

098-982-9200

098-939-1212

098-956-1111

098-936-1234

098-935-2233

098-895-2131

098-893-4411

098-945-5011

098-876-1234
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■年金事務所一覧

※所轄区域は、健康保険・厚生年金保険、国民年金、船員保険のそれぞれで分かれ
ていますので、自身の加入する保険の所轄をお問い合わせください。
※傷病手当金などの申請受付や相談は、全国健康保険協会沖縄県支部で行って
います。遠方の方は、電話による相談や、郵送による申請書の提出がスムーズ
です。

■各医療保険窓口

【対象者】健康保険組合に加入した会社に所属する社員、およびその扶養家族
【問い合わせ】各健康保険組合担当窓口

組合管掌健康保険

【対象者】原則として75歳以上の方全員(65歳以上で寝たきり等、一定の障害
　　　　があると認定を受けている方)
【問い合わせ】沖縄県後期高齢者医療広域連合     098-963-8012　FAX：098-964-7785

【対象者】健康保険組合に加入していない会社に所属する社員、
　　　　一定基準以上の客船、貨物船の船員、およびその扶養家族
【問い合わせ】全国健康保険協会沖縄県支部     098-951-2211　FAX：098-951-2295

協会けんぽ、船員保険（全国健康保険協会管掌健康保険）
□健康保険

【対象者】農業、自営業者、自由業者、会社を退職して健康保険等を脱会した人
【問い合わせ】市町村の担当窓ロ

□国民健康保険

【対象者】公務員、一部の独立行政法人職員、日本郵政株式会社等職員、
　　　　私立学校職員、およびその扶養家族
【問い合わせ】各共済組合担当窓ロ

□共済組合

□後期高齢者医療制度(長寿医療制度)

■福祉事務所一覧（生活保護に関する問い合わせ先）

■税務署一覧

〒907-0002 石垣市真栄里438-1八重山福祉事務所
【所轄地域】竹富町、与那国町

0980-82-2330

〒906-0007 宮古島市平良東仲宗根476宮古福祉事務所
【所轄地域】多良間村

0980-72-3771

〒905-0017 名護市大中2-13-1

※町村にお住まいの方は下記の福祉事務所へお問い合わせください。
※市にお住まいの方は市役所へお問い合わせください。（P94・P95）

北部福祉事務所
【所轄地域】国頭村、東村、大宜味村、今帰仁村、本部町、伊江村、伊平屋村、
　　　　　伊是名村

0980-52-2715

〒904-2155 沖縄市美原1-6-28中部福祉事務所
【所轄地域】宜野座村、金武町、恩納村、読谷村、嘉手納町、北谷町、北中城村、
　　　　　中城村

098-989-6603

〒901-1104 南風原町宮平212南部福祉事務所
【所轄地域】久米島町、渡嘉敷村、座間味村、粟国村、渡名喜村、北大東村、
　　　　　南大東村、西原町、与那原町、南風原町、八重瀬町

098-889-6370

〒907-8502 石垣市字登野城8石垣税務署
【所轄地域】石垣市、竹富町、与那国町

0980-82-3074

石垣年金事務所
平良年金事務所

名護年金事務所
コザ年金事務所
浦添年金事務所
那覇年金事務所

〒906-8601 宮古島市平良字東仲宗根807-7宮古島税務署
【所轄地域】宮古島市、多良間村

0980-72-4874

〒905-8668 名護市東江4-10-1名護税務署
【所轄地域】名護市、国頭村、大宜味村、東村、今帰仁村、本部町、恩納村、
　　　　　宜野座村、金武町、伊江村、伊平屋村、伊是名村

0980-52-2920

〒904-2193 沖縄市東2-1-1沖縄税務署
【所轄地域】宜野湾市、沖縄市、うるま市、中城村、北中城村、嘉手納町、
　　　　　北谷町、読谷村

098-938-0031

〒901-2550 浦添市宮城5-6-12北那覇税務署
【所轄地域】那覇市の一部、浦添市、西原町、久米島町、渡嘉敷村、座間味村、
　　　　　粟国村、渡名喜村、南大東村、北大東村

098-877-1324

〒900-8543 那覇市旭町9 沖縄国税総合庁舎那覇税務署
【所轄地域】那覇市の一部、糸満市、豊見城市、南城市、八重瀬町、与那原町、南風原町

098-867-3101

〒907-0004 石垣市登野城55-3　

〒906-0013 宮古島市平良字下里791

〒905-0021 名護市東江1-9-19　

〒904-0021  沖縄市胡屋2-2-52

〒901-2121 浦添市内間3-3-25

〒900-0025 那覇市壺川2-3-9

0980-82-9211
0980-72-3650

0980-52-2522
098-933-2267
098-877-0343
098-855-1111
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