
★安芸高田市役所　電話番号一覧
部　課　名 主な仕事 電話・お太助フォン FAX

代表電話（夜間休日窓口） ４２-２１１１

総務課 行政係 ■市への要望窓口■条例・規則■行政嘱託員制度

職員係 ■人事管理■職員の給与

秘書広報室 秘書係 ■市長・副市長の秘書

広報係 ■広報紙発行業務■ホ‐ムペ‐ジの運営

情報管理課 情報・電算管理係
■光ネットワ‐ク等の管理■ICT関連業務■電子計算組織・情報
システムの管理運用

４２-５６４０ ４７-１２２３

危機管理課 防災・生活安全係 ■防災対策■防犯・交通安全の推進

消防団係 ■消防団■消防水利

消費生活相談窓口 ４２-１１４３

財産管理課 管理・営繕係 ■庁舎の管理■公用車の管理■営繕工事 ４２-５６１３

財政課 財政係 ■財政健全化■予算編成・執行管理■行財政改革 ４２-５６２３

政策企画課 企画調整係 ■総合計画■広域行政■統計調査■交通施策の企画・調整 ４２-５６１２

地方創生推進課 定住促進係 ■地方創生の総括■定住促進

まちづくり支援係 ■住民自治振興施策■ふるさと納税

総合窓口課 窓口係 ■戸籍■住民票■火葬許可■マイナンバーカード ４２-５６１６

税務課 市民税係 ■市県民税■国民健康保険税■軽自動車税■法人市民税

資産税係 ■固定資産税■土地・家屋等の調査・評価■償却資産

収納係 ■市税等の納付相談・滞納処分

環境生活課 環境生活係 ■資源回収の推進■畜犬登録■葬齋場管理 ４２-１１２６

人権多文化共生推進課 人権多文化共生推進係 ４２-５６３０

吉田人権福祉センター ４２－２８２６ ４２-２８３１

八千代人権福祉センター ５２－７５００ ５２-７０２４

たかみや人権福祉センター ５７－１３３０ 兼用

甲田人権福祉センター ４５－４９２２ ４５－４６６０

社会福祉課 社会福祉係
■原子爆弾被害者・戦没者遺族等の援護■民生・児童委員■
社会福祉法人の指導監督

生活福祉係 ■生活保護■生活困窮者相談支援

障害者福祉係
■障害者手帳■障害児・者手当■障害福祉サ‐ビス■自立支
援医療

子育て支援課 児童福祉係
■児童手当■児童扶養手当■特別児童扶養手当■家庭児童
相談■ファミリ‐サポ‐ト事業■在宅育児世帯事業給付金

保育係 ■保育所運営■児童クラブ

みどりの森保育所 ５４-０８８０ 兼用

ふなさ保育園 ５７-０００７ 兼用

くるはら保育園 ５７-１６３３ ５７-１６３４

かわね保育園 ５８-０２５９ ５８-０２６３

こども発達支援センター ４７-４１５１ ４７-４１４４

高齢者生活支援係
■地域包括ケア■地域医療■認知症施策推進■生活支援員
制度

４７-１２８１

健康推進係 ■健康づくり事業■予防接種■母子保健■健康診断 ４２-５６３３

医療保険年金係 ■国民健康保険■国民年金■後期高齢者医療■福祉医療 ４２-５６１９

介護保険係 ■介護保険給付■要介護認定■介護保険料 ４２-５６１８

地域営農課 営農支援係 ■担い手育成■農業の経営所得安定対策

農地利用係 ■中山間地域直接支払■多面的機能支払

鳥獣対策係 ■有害鳥獣対策■畜産振興

農林水産課 農林土木係
■農道・農業施設・林道の新設、維持管理■ため池の届出■土
地改良・治山工事

林業水産係 ■造林■ひろしま森づくり事業■水産業振興■地籍調査

商工観光課 観光振興係 ■観光振興事業■観光施設整備・管理■姉妹都市交流

商工振興、企業・サテライトオフィス
誘致係

■企業立地■商工業振興

道の駅・田んぼアート係 ■道の駅施設管理■田んぼアート整備事業

管理課 建設管理係
■道路・河川等改築・占用許可■生活道舗装■ダム・排水樋
門・法定外公共物の管理

入札・検査係
■工事・委託業務・物品の入札■工事・委託業務の検査■入札
参加資格

住宅政策課 住宅係 ■市営住宅等の維持管理■空き家バンク■住宅関係補助金 ４７-１２０２

建設課 工務係 ■道路・橋梁の新設・改良■「東広島高田道路」事業 ４７-１２０８

すぐやる課 維持第１係 ■道路・橋梁・河川の維持修繕■公共土木施設の災害復旧 ４７-１２０９

維持第２係

維持第３係

上下水道課 業務係 ■し尿収集業務■上下水道料金関係業務 ４７-１２０５
し尿専用
４７－１２０７

水道係 ■水道施設の建設・改築更新・維持管理 ４７-１２０３

下水道係 ■下水道施設の建設・改築更新・維持管理 ４７-１２０４

清流園 ５７-０８２３ ５７-２３１０

会計課 出納係 ■現金の出納・保管 ４２-５６２０ ４７-１４６２

■人権啓発■人権相談■多文化共生■男女共同参画■青少
年育成

健康長寿課 ４７-１２８２

４２-２１３０

４２-２１３０

４２-５６１５

４７-４０２２

４２-５６１４

４７-１２８３

(吉田のみ。吉田以外は
各支所の欄をご覧くだ

さい）

４７-４０２１

建設部

４２-４３７６

総務部

企画振興部

市民部

産業振興部

福祉保健部

４２-１００３

保険医療課

４２-４３７６

４２-２１３０

４７-１２０６

４７-４０２４

４２-５６１１

４２-５６２７

４２-５６２５

４２-２１２４

４７-１２０１

４７-１２０６

４７-１２０６



部　課　名 主な仕事 電話・お太助フォン FAX

教育総務課 総務係 ■教育長の秘書■奨学金■教育委員会会議■就学援助

学校施設係 ■学校教育施設の整備■通学路

給食センター ５２-７１１１ ５２-７１１２

学校統合推進室 統合推進係 ■学校規模適正化 ４２-００４９

学校教育課 学校教育指導係
■教職員の服務、研修■学校教育の内容■生徒指導■教科
書の選定

４２-５６２８

吉田幼稚園 ４２-２７８８ 兼用

生涯学習課 社会教育係 ■社会教育振興■市立図書館

文化・スポーツ振興係 ■文化芸術振興■スポーツ振興■八千代の丘美術館

文化財係 ■文化財保護■歴史民俗博物館

市民文化センター ４２-２４１１ ４２-１８６６

八千代文化施設フォルテ ５２-２３２３ ５２-２５８０

美土里生涯学習センターまなび ５９-２１２０ ５９-２１２２

高宮田園パラッツォ ５７-１８０３ ５７-１８０４

甲田文化センターミューズ ４５-４３１１ ４５-７０２２

向原生涯学習センターみらい ４６-３１２１ ４６-７１６７

歴史民俗博物館 ４２-００７０ 兼用

八千代の丘美術館 ５２-３０５０ ５２-３０５１

議会事務局 総務係 ■市議会全般の事務■議長・副議長の秘書 ４２-５６２１ ４７-０２５０

農業委員会事務局 農地係 ■農業委員会の運営■農地法関連申請 ４７-４０２５ ４２-１００３

選挙管理委員会事務局 選挙係 ■選挙事務の管理■選挙啓発 ４２-１１３６

監査委員事務局 監査係 ■財政執行の監査■決算審査

公平委員会事務局 ■職員への不利益処分の審査

固定資産評価
審査委員会事務局

■固定資産課税台帳登録価格の不服審査

４２-０９３１

（お太助フォン）４２-３９５２

消防総務課 総務係 ■消防職員の人事管理 ４２-３９５３

消防課 消防係 ■消防体制に係る総合的な企画・調整

通信指令係 ■119番通報の受付

予防課 予防係 ■建築物の確認等の同意■危険物製造所等の許可

指導係 ■火災予防の指導■立入検査・違反処理

警防課 警防係 ■火災と紛らわしい行為の届出

救急係 ■応急手当の普及

警防隊 ■火災・救助・救急活動

北部分駐所 ５９-３０２１ ５９-３０２２

窓口係 ５２-２１１１

すぐやる係 ５２-２１１２

窓口係 ５４-０３１１

すぐやる係 ５４-０３１２

窓口係 ５７-０３１１

すぐやる係 ５７-０３１２

窓口係 ４５-４１１１

すぐやる係 ４５-４１１２

窓口係 ４６-３１１１

すぐやる係 ４６-３１１２

甲田支所
４５－４５２１

向原支所
４６-２８６６

【窓口係】
■戸籍■住民基本台帳業務■印鑑登録■国民年金■国民健
康保険■後期高齢者医療■介護保険■住民自治組織■障害
者手帳■畜犬登録
【すぐやる課】
■道路・橋梁の維持管理■防護柵■有害鳥獣対策

美土里支所
５４-００３５

高宮支所
５７-１６５４

行政委員会
　総合事務局

消防本部・消防署（代表電話）

消防署

八千代支所
５２-２５８０

４２-３９５２

４２-３９５１

４２-０９３２

４２-００５４

４２-００４９ ４２-４３９６

消防本部
４７-１１９１

教育委員会
　　　　事務局

４２-５６２２
４２-１３７５

４２-４３９６

４２-４３９６


