
市外局番：0895
■愛南町役場　本庁 ■愛南町役場　支所

税務課 72-7301 内海支所 85-0311
会計課 72-7302 御荘支所 72-1111
町民課 72-7300 一本松支所 84-2211
保健福祉課 72-1212 西海支所 82-1111
高齢者支援課
地域包括支援センター ■消防本部
総務課 愛南町消防署 72-0119
選挙管理委員会 消防本部庶務課 72-0112
企画財政課 72-7317 消防本部庶務課(警防係・救急救助係) 72-0113
商工観光課 72-7315 消防本部防災対策課 72-0131
　就職支援センター 72-1244
　消費生活相談窓口 72-1405 ■医療機関
水産課 72-7312 国保一本松病院 84-2255
農林課 内海診療所 85-0341
農業委員会
農業支援センター ■保健センター
建設課 72-7313 城辺保健福祉センター 73-7400
水道課 72-0835 内海保健センター 85-0888
環境衛生課 72-7316 一本松保健センター 84-1251
学校教育課 72-1113 西海保健福祉センター 82-0033
生涯学習課 73-1112
議会事務局 ■福祉施設
監査委員事務局 養護老人ホーム南楽荘 73-0388

■公民館 ■福祉施設(宇和島地区広域事務組合)

内海公民館(DE･あ･い･21) 85-1021 特別養護老人ホーム柏寿園 85-0008
家串公民館 85-1121 特別養護老人ホーム城辺みしま荘 70-1175
魚神山公民館 87-2100 特別養護老人ホーム一本松荘 84-3588
菊川公民館(御荘菊川農村研修センター) 74-0334
平城公民館(平城交流センター) 72-1011 ■保育所(公立)

長月公民館 72-1659 柏保育所 85-0058
赤水公民館 75-0096 家串保育所 85-0507
中浦公民館(中浦漁村振興センター) 75-0334 御荘保育所 72-0598
城辺公民館(城の辺学習館) 72-0065 長月保育所 72-4001
僧都公民館(僧都ふれあい交流館) 70-1502 長崎保育所 73-0032
東海公民館 70-1504 城辺保育所 72-0796
東海公民館中玉分館 72-3410 緑保育所 72-0897
久良公民館(久良ふるさとセンター) 70-1505
緑公民館(緑基幹集落センター) 70-1501
深浦公民館 70-1503
一本松公民館(一本松山村開発センター) 84-1252 ■保育所(私立)

正木公民館 84-3518
上大道公民館 84-3751
西海公民館(西海町民会館) 82-0069
福浦公民館 83-0363
福浦公民館武者泊分館 83-0139
西浦公民館 82-0701 ■幼稚園(公立)

愛南町中央公民館(生涯学習課内) 73-1112 72-0836あいなん幼稚園
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愛南町関係施設　組織別直通電話番号一覧（2019.4.1現在）
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市外局番：0895
■文化関係施設 ■小学校
御荘文化センター 73-1111 家串小学校 85-0506
御荘夢創造館 72-1116 柏小学校 85-0014
大森文化会館 72-0837 平城小学校 72-0022
人権啓発室(大森文化会館内) 72-1530 長月小学校 72-1658

73-1112 城辺小学校 72-0064
緑小学校 72-0839

■水産関係施設 僧都小学校 72-6136
水産課魚病診断室(西海支所内) 82-1376 久良小学校 72-0519
海洋資源開発センター(家串) 85-0585 一本松小学校 84-2071
うみらいく愛南(内泊) 73-7120 篠山小学校 84-2551

福浦小学校 83-0357
船越小学校 82-0178

■水道関係施設 ■中学校
城辺浄水場 72-0212

■環境衛生施設
御荘霊苑 72-4420
愛南町環境衛生センター(大浜) 72-6955

■環境衛生施設(宇和島地区広域事務組合) 一本松中学校 84-2009
宇和島地区広域事務組合環境センター 49-5040 篠山中学校 84-2551

■観光関係施設 ■給食センター
ゆらり内海 85-1155 愛南町学校給食センター 72-0222
須ノ川公園管理事務所 85-0200

■スポーツ施設
内海運動公園(予約先:内海公民館) 85-1021

道の駅みしょうMIC 72-1115 御荘B&G海洋センター 72-1117
愛南町観光協会(道の駅みしょうMIC内) 73-0444 一本松体育館(予約先:一本松公民館)

南レク南宇和管理事務所 72-3212
　南レク城辺公園管理事務所 73-1277
　南レク御荘公園管理事務所 73-1300 73-1112
　南レク松軒山公園管理事務所 73-1632
　南レクジャンボプール(夏季期間中のみ) 73-0170
　南レク大森山キャンプ場(夏季期間中のみ) 73-0664 西海体育館(予約先:西海公民館) 82-0069
山出憩いの里温泉 72-6263
一本松温泉あけぼの荘 84-3260
フレッシュ一本松 84-3555
瀬ノ浜観光案内待合所(船越) 82-0280
石垣の里だんだん館(外泊) 82-0311

この一覧には町以外の機関を一部含んでいます。
本資料に関するお問い合わせは、愛南町役場総務課（電話番号：0895-72-1211）までお願いします。
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グリーンパークすのかわオートキャンプ
場(期間外転送先:須ノ川公園管理事務所)

85-1000

内海中学校
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愛媛大学南予水産研究センター(西海支所
内)

82-1022

一本松郷土資料館(予約先:生涯学習課)

一本松交流促進センター(予約先:一本松公民
館)

84-1252

一本松温泉あけぼの荘テニスコート(予約
先:一本松温泉あけぼの荘)

84-3260

85-0078

御荘
地域 御荘中学校 72-0231

城辺
地域 城辺中学校 72-0547


