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　市役所・連絡所など

大洲市役所(代表) 24-2111 大洲690-1
本庁ダイヤルイン・直通電話  
　　　人事秘書課 24-1723 大洲690-1
　　　　　総務課 24-1724 大洲690-1
　　　危機管理課 24-1742 大洲690-1
　　　　　会計課 24-1712 大洲690-1
　　　企画調整課 24-1728 大洲690-1
　　　　　財政課 24-1721 大洲690-1
　　　情報管理課 24-1738 大洲690-1
　　　　　税務課 24-1711 大洲690-1
　　　　　市民課 24-1710 大洲690-1
市民サービスセンター 25-7001 東大洲1702-1
　　　保険環境課 24-1713 大洲690-1
　　　社会福祉課 24-1715 大洲690-1
　　　高齢福祉課 24-1714 大洲690-1
　　　人権啓発課 24-1746 大洲678-1
　　　産業振興課 24-1722 大洲690-1
　　　商工観光課 24-1717 大洲690-1
　　　農林水産課 24-1727 大洲690-1
　　　　　建設課 24-1716 大洲690-1
　　　都市整備課 24-1719 大洲690-1
　　　　　水道課 24-3753 大洲690-1
　　　　下水道課 24-1720 大洲690-1
　　　治水第１課 24-1718 大洲690-1
　　　治水第２課 34-2343 肱川町山鳥坂74
　選挙管理委員会 24-1760 大洲690-1
農業委員会事務局 24-1726 大洲690-1
　　　監査事務局 24-1731 大洲690-1
　　　議会事務局 24-1730 大洲690-1
教育委員会　教育総務課 24-1729 大洲891-1
教育委員会　学校教育課 24-1733 大洲891-1
教育委員会　生涯学習課 24-1735 大洲891-1
長浜支所（代表） 52-1111 長浜甲480-3
肱川支所（代表） 34-2311 肱川町山鳥坂74
河辺支所（代表） 39-2111 河辺町植松548
平野連絡所 24-2431 平野町平地25-3
南久米連絡所 24-2208 北只58
菅田連絡所 25-2901 菅田町菅田甲740
大川連絡所 27-0200 森山甲437-1
柳沢連絡所 25-2400 柳沢甲738
新谷連絡所 25-0024 新谷乙1507-3
三善連絡所 26-0120 春賀甲950
八多喜連絡所 26-0145 八多喜町甲63-2
上須戒連絡所 26-0146 上須戒甲1277-1

喜多灘連絡所 52-0423 長浜町今坊甲521-11
櫛生連絡所 53-0101 長浜町櫛生甲196-3
出海連絡所 53-0013 長浜町出海甲1264-1
大和連絡所 52-2831 長浜町下須戒甲1739-3
豊茂連絡所 57-0303 豊茂甲532
白滝連絡所 54-0301 白滝甲31-1
青島連絡所 52-2933 長浜町青島108
正山自治センター 34-3116 肱川町名荷谷1884-2
岩谷自治センター 34-2974 肱川町山鳥坂3748
大谷自治センター 34-2133 肱川町大谷2945-1
予子林自治センター 34-2203 肱川町予子林1860

　消防・防災
 
消防本部 24-0119 大洲1034-4
火災・消防の問い合わせ 24-7000 ー

防災センター 59-1451 若宮1869-1

　病　　　院
  
大洲病院 24-2151 西大洲甲570
豊茂診療所 57-0300 豊茂甲536-1
櫛生診療所 53-0101 長浜町櫛生甲196-3
出海診療所 53-0407 長浜町出海甲1282
国民健康保険青島診療所 52-2900 長浜町青島78-6
国民健康保険河辺診療所 39-2010 河辺町植松428

夜間の救急  
（初期救急）

大洲喜多休日夜間急患センター

 23-1156 東大洲88-1
（２次救急）

大洲病院（月・火） 24-2151 西大洲甲570
加戸病院（水） 44-5500 内子町内子771
神南診療所（木・昼間帯）

 25-7720 新谷乙1186-1
市立八幡浜総合病院（木・夜間帯）

 0894-22-3211 八幡浜市大平1-638
大洲中央病院（金～日） 24-4551 東大洲5

　福祉関係施設
	  
総合福祉センター 23-0294 東大洲270-1
老人福祉センター 23-0312 東大洲270-1
河辺老人福祉センター 39-2222 河辺町植松428
長浜高齢者コミュニティセンター

 52-2892 長浜町沖浦丙2192-3

施設テレフォンガイド
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肱川高齢者生活福祉センター肱流苑

 34-3391 肱川町宇和川65-1
保健センター 23-0310 東大洲270-1
長浜保健センター 52-3055 長浜甲576
肱川保健センター 34-2340 肱川町山鳥坂72-1
河辺保健センター 39-2113 河辺町植松548
大洲市地域包括支援センター・サブセンター大洲中央

 24-1714 大洲690-1
サブセンター大洲西 52-1114 長浜甲480-3
サブセンター大洲東 34-2340 肱川町山鳥坂72-1
老人デイサービスセンター若宮

 24-1756 若宮625-4
老人デイサービスセンター東大洲

 23-0313 東大洲270-1
老人デイサービスセンター長浜

 59-7016 柴甲1402-3
養護老人ホーム　清和園 25-5336 市木1218
養護老人ホーム　さくら苑 59-7010 柴甲1402-3
特別養護老人ホーム　とみす寮

 23-0210 大洲810-1
特別養護老人ホーム かわかみ荘
 34-2655 肱川町山鳥坂2800
救護施設　幸楽園 24-3075 西大洲甲911-1
大洲学園 25-2025 市木1005-1
大洲育成園 25-5251 市木1215
大洲愛育ホーム 23-2347 東大洲270-1
徳森児童センター 25-4735 徳森1809-1
大洲児童館 24-2285 大洲830-1
喜多児童館 24-2722 若宮625-4
大洲保育所地域子育て支援センター

 23-2300 大洲810-1
大和保育所地域子育て支援センター

 59-3773 長浜町下須戒8-2
大洲児童クラブ 23-1003 大洲678-1
喜多児童クラブ 24-4578 若宮332
平児童クラブ 25-2235 徳森2620-1
粟津児童クラブ 26-0154 八多喜町甲1101
長浜児童クラブ 52-0075 長浜甲190
中野児童クラブ 34-2161 肱川町山鳥坂527-1
久米児童クラブ 24-6168 阿蔵甲633-1
平野児童クラブ 24-6169 平野町平地47
菅田児童クラブ 25-6127 菅田町菅田甲703
新谷児童クラブ 25-6128 新谷町甲190-2
河辺児童クラブ 39-2023 河辺町植松674
社会福祉協議会 23-0313 東大洲270-1
大洲福祉会館 25-0947 新谷乙688-1
大洲隣保館 24-6100 東大洲53-1
今坊友愛館 52-1469 長浜町今坊甲521-11
櫛生福祉センター 53-0101 長浜町櫛生甲196-3

　くらし関係

大洲市林業総合センター 25-4030 菅田町菅田甲1954
大洲市農村活性化センター 25-1266 田所甲213
今坊しおさい館 52-0423 長浜町今坊甲521-11
肱川基幹集落センター 34-2531 肱川町山鳥坂32
河辺基幹集落センター 39-2551 河辺町植松547
河辺地域活性化センター 39-2812 河辺町北平1203
河辺農業構造改善センター

 39-2810 河辺町横山2177
長浜港務所 52-0149 長浜甲1030-3
肱南浄化センター 23-3090 阿蔵甲1567
肱北浄化センター 25-1900 東大洲1540
清流園 26-0200 米津1-2
不燃物埋立地 24-7053 長谷30
環境センター 26-1615 八多喜町乙1263
長浜なぎさの湯 52-3064 長浜甲576
肱陵苑 59-1581 西大洲甲2085-1
長浜火葬場 52-1529 長浜町沖浦丙1413-2
肱川静浄苑 34-2083 肱川町山鳥坂567
河辺静霊苑 39-2837 河辺町植松1943

　観光施設・駐車場
 
大洲市観光協会 24-2664 大洲649-1
大洲まちの駅　あさもや 24-7011 大洲649-1
大洲城 24-1146 大洲903
臥龍山荘 24-3759 大洲411-2
おおず赤煉瓦館 24-1281 大洲60
大洲家族旅行村オートキャンプ場・コテージ

 23-2384 菅田町大竹乙938
フラワーパークおおず 59-1150 西大洲甲1766-7
交流促進センター　鹿野川荘

 34-2000 肱川町宇和川588-1
鹿鳴園・望湖荘 34-2333 肱川町予子林94
肱川風の博物館・歌麿館 34-2181 肱川町予子林99-1
道の駅　清流の里ひじかわ 34-2700 肱川町宇和川3030
河辺ふるさとの宿 39-2211 河辺町三嶋134
交流館才谷屋 39-2211 河辺町三嶋1912
坂本龍馬脱藩之日記念館 39-2211 河辺町三嶋1912
肱北駐車場 24-2506 中村262-1

　スポーツ関係

総合体育館 24-6255 若宮625-4
徳森公園管理センター 25-1131 徳森2280-2
体育センター（八幡浜・大洲地区運動公園）

 23-5524 平野町野田乙1644
運動公園水泳プール 24-4704 平野町野田乙1651
長浜体育館 52-1111 長浜甲489-1
長浜スポーツセンター 52-2712 長浜甲19-8
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晴海ふれあいパーク 52-1111 長浜町晴海3-43
肱川農業者トレーニングセンター

 34-2033 肱川町宇和川3386
高砂運動場 34-2307 肱川町宇和川3390

　文化・教育施設	

図書館 59-4111 東若宮17-5
図書館長浜分館 52-1121 長浜甲480-3
図書館肱川分館 34-2319 肱川町山鳥坂72-1
図書館河辺分館 39-2111 河辺町植松548
博物館 24-4107 中村618-1
文化研修センター 59-1256 若宮351-2
視聴覚センター 59-4111 東若宮17-5
大谷郷土文化保存伝習館 34-2065 肱川町大谷1735
大洲市民会館 24-4105 大洲891-1
長浜ふれあい会館 52-1210 長浜甲727-2
大洲学校給食センター 25-5224 市木797
肱川学校給食センター 34-2600 肱川町山鳥坂577
河辺学校給食センター 39-2517 河辺町河都375

　公民館など
 
中央公民館 24-1735 大洲891-1
肱南公民館 24-3161 大洲1-5
肱北公民館 24-6302 中村618-1
久米公民館 23-3527 阿蔵甲466-2
平公民館 25-1131 徳森2280-2
平野公民館 24-2431 平野町平地25-3
南久米公民館 24-2208 北只58
菅田公民館 25-2901 菅田町菅田甲740
大川公民館 27-0200 森山甲437-1
柳沢公民館 25-2400 柳沢甲738
新谷公民館 25-0024 新谷乙1507-3
三善公民館 26-0120 春賀甲950
八多喜公民館 26-0145 八多喜町甲63-2
上須戒公民館 26-0146 上須戒甲1277-1
肱北公民館若宮分館 59-1256 若宮351-2
肱北公民館五郎分館 24-3563 五郎甲2072
大川公民館蔵川分館 27-0522 蔵川甲2236
柳沢公民館田処分館 25-1266 田処甲213
新谷公民館喜多山分館 25-0196 喜多山乙281-2
長浜公民館 52-1138 長浜甲489-1
沖浦公民館 52-0530 長浜町沖浦丙2192-3
今坊公民館 52-0423 長浜町今坊甲521-11
櫛生公民館 53-0101 長浜町櫛生甲196-3
出海公民館 53-0013 長浜町出海甲1264-1
大和公民館 52-2831 長浜町下須戒甲1739-5
豊茂公民館 57-0303 豊茂甲532
白滝公民館 54-0301 白滝甲31-1
長浜公民館青島分館 52-2933 長浜町青島180
白滝公民館柴分館 54-0696 柴甲868-2

肱川公民館 34-2307 肱川町山鳥坂73
肱川公民館中央分館 34-2307 肱川町山鳥坂73
肱川公民館正山分館 34-3116 肱川町名荷谷1884-2
肱川公民館大谷分館 34-2133 肱川町大谷2945-1
肱川公民館岩谷分館 34-2974 肱川町山鳥坂3748
肱川公民館予子林分館 34-2203 肱川町予子林1860
河辺公民館 39-2551 河辺町植松547
河辺公民館坂本分館（農業構造改善センター）

 39-2810 河辺町横山2177
河辺公民館大伍分館（ふるさと生活館）

 39-2540 河辺町三嶋1912
河辺公民館北平分館（河辺地域活性化センター）

 39-2812 河辺町北平1203

　保　育　所
 
大洲保育所 24-2919 大洲810-1
喜多保育所 24-2749 中村462-2
菅田保育所 25-5163 菅田町菅田甲1806-2
新谷保育所 25-0600 新谷町甲259-1
粟津保育所 26-0220 八多喜町甲1253
三善保育所 26-0162 春賀甲1182
南久米保育所 24-3754 北只411
上須戒保育所 26-1128 上須戒甲1511
大成保育所 27-0706 森山甲729-1
肱南保育所 24-3104 柚木340-21
肱北保育所 24-3188 東大洲85-1
徳森保育所 25-4020 徳森2632-32
長浜保育所 52-0453 長浜甲466
白滝保育所 54-0203 白滝甲192-1
大和保育所 59-3755 長浜町下須戒8-2
肱川保育所 34-3393 肱川町宇和川65

　幼　稚　園
 
大洲幼稚園 24-3565 大洲715
喜多幼稚園 24-2266 東大洲85-1
久米幼稚園 23-2796 阿蔵甲579-1
平野幼稚園 23-2889 平野町平地28
中野幼稚園 34-2761 肱川町山鳥坂527-2
正山幼稚園 34-2662 肱川町名荷谷1910-2
大谷幼稚園 34-2560 肱川町大谷2665
予子林幼稚園 34-2216 肱川町予子林1957
河辺幼稚園 39-2808 河辺町植松674

　小　学　校
 
大洲小学校 24-2532 大洲711
喜多小学校 24-4565 若宮332
平小学校 25-3558 徳森2600
久米小学校 24-2312 阿蔵甲636
平野小学校 24-2326 平野町平地47
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南久米小学校 24-7453 野佐来479
菅田小学校 25-2909 菅田町菅田甲703
大成小学校 27-0278 森山甲726-1
新谷小学校 25-0803 新谷町甲190-2
三善小学校 26-0047 春賀甲1888
粟津小学校 26-0140 八多喜町甲1101
上須戒小学校 26-0049 上須戒甲1511
白滝小学校 54-0302 白滝甲557-2
大和小学校 52-0622 長浜町下須戒甲669-5
長浜小学校 52-0073 長浜甲190
中野小学校 34-2160 肱川町山鳥坂527-1
正山小学校 34-3108 肱川町名荷谷1750
大谷小学校 34-2661 肱川町大谷2660
予子林小学校 34-2170 肱川町予子林1957
河辺小学校 39-2016 河辺町植松674

　中　学　校
 
大洲南中学校 24-2211 大洲1005
大洲北中学校 24-2227 東大洲69-1
平野中学校 24-3309 平野町野田50
肱東中学校 25-2910 菅田町菅田甲1790
新谷中学校 25-0056 新谷甲260-1
大洲東中学校 26-0046 八多喜町甲1225
長浜中学校 52-0303 長浜甲1 
肱川中学校 34-2003 肱川町山鳥坂282
河辺中学校 39-2524 河辺町河都375

　高 等 学 校
 
大洲高等学校 24-4115 大洲737
大洲高等学校肱川分校 34-2501 肱川町宇和川3395
大洲農業高等学校 24-3101 東大洲15-1
帝京第五高等学校 25-0511 新谷甲233
帝京冨士中学校・高等学校 24-6335 柚木947
長浜高等学校 52-1251 長浜甲480-1

　警 察 関 係

大洲警察署 25-1111 東大洲1686-1
中央交番 24-3498 大洲636-1
平野駐在所 24-2411 西大洲甲5-14
菅田駐在所 25-4000 菅田町菅田甲1972
森山駐在所 27-0300 森山甲1104-5
柳沢駐在所 25-2811 柳沢甲751-1
新谷駐在所 25-0710 新谷乙1403-5
八多喜駐在所 26-0101 八多喜町甲64-2
長浜交番 52-1015 長浜甲1030-113
大和駐在所 52-2706 長浜町下須戒甲1738-1
櫛生駐在所 53-0300 長浜町櫛生甲200
肱川駐在所 34-2201 肱川町山鳥坂343-1
宇和川駐在所 34-2351 肱川町宇和川3462

河辺駐在所 39-2110 河辺町植松396
ヤングテレフォン 25-4976 東大洲1686-1 

　郵　便　局

大洲郵便局 24-2340 大洲728-1
大川郵便局 27-0001 森山甲669-7
徳森簡易郵便局 25-3110 徳森2353-5
成能簡易郵便局 27-0431 成能甲898-1
柳沢郵便局 25-0344 柳沢甲742-3
上須戒郵便局 26-0300 上須戒甲1290
北只郵便局 24-4984 北只73-5
菅田郵便局 25-5301 菅田町菅田甲730
田処簡易郵便局 25-3657 田処甲704
新谷郵便局 25-0125 新谷町甲94-3
八多喜郵便局 26-0001 八多喜町甲39
平野郵便局 24-4982 平野町野田142-1
若宮郵便局 24-4983 田口甲7-3
長浜郵便局 52-0460 長浜甲281-3
出海郵便局 53-0441 長浜町出海甲1248-13
櫛生郵便局 53-0010 長浜町櫛生甲170-8
白滝郵便局 54-0200 白滝甲25-1
豊茂郵便局 57-0310 豊茂丁469-3
肱川郵便局 34-2001 肱川町山鳥坂80-2
大谷簡易郵便局 34-2580 肱川町大谷2945
予子林郵便局 34-2100 肱川町予子林1853
河辺郵便局 39-2100 河辺町植松792
北平郵便局 39-2200 河辺町北平731

　国・県などの機関

国土交通省大洲河川国道事務所

 24-5185 中村210
国土交通省肱川出張所 25-4649 新谷甲980-1
国土交通省大洲国道出張所 24-3253 北只164
国土交通省山鳥坂ダム工事事務所

 34-3000 肱川町予子林6-4
中四国農政局松山地域センター大洲支所

 24-3023 田口甲2022-7
大洲簡易裁判所 24-2038 大洲845
松山地方検察庁大洲支部大洲区検察庁 
 24-2415 大洲845-3
松山地方法務局大洲支局 50-5055 東若宮2-8
大洲税務署 24-3115 大洲689
大洲公共職業安定所 24-3191 中村210-6
自衛隊愛媛地方協力本部（大洲地域事務所）

 24-4123 大洲678-1
国立大洲青少年交流の家 24-5175 北只1086
大洲土木事務所 24-5121 田口甲425-1
肱川発電所 34-2301 肱川町宇和川597
鹿野川ダム管理事務所 34-2350 肱川町山鳥坂270


