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府中町公共施設 電話番号一覧表☎
部署 主な担当業務 電話番号 場所

総
務
企
画
部

政策企画課
企画調整係 重要施策の企画・調整、広域行政、地方創生 ２８６－３１２１

役場 3階

秘書広報係 町長・副町長の秘書、広報紙、ホームページ、
シティプロモーション ２８６－３１２７

総務課

庶務係 文書の収受・発送、庁舎等管理 ２８６－３１３１
行政係 公文書、情報公開・個人情報保護、行政相談 ２８６－３１２２
人事研修係 職員の人事、研修 ２８６－３１３９
給与厚生係 職員の給与、福利厚生 ２８６－３１３８

情報管理課
情報政策係 情報施策の企画 ･調整、電子システム ２８６－３１５６

役場 4階情報統計係 電子データの保護管理、統計調査等 ２８６－３１７６

危機管理課 防災・災害対策、防災行政無線、地域防災計画、
水防計画、自主防災組織 ２８６－３２４３

財
務
部

財政課
財政係 財政計画、予算編成・執行管理 ２８６－３１３２

役場 3階
契約検査係 建設工事および物品の入札 ･契約・検査 ２８６－３１７１

管財課
財産管理係 公有財産・普通財産、町の区域・道路等の境界 ２８６－３１８８
公共建築物マネ
ジメント係 公共施設の整備計画 ２８６－３２８８

税務課

町民税係 個人 (法人 ) の町民税の申告・賦課 ２８６－３１４３

役場 4階

固定資産税係 固定資産税・都市計画税の賦課 ２８６－３１４１
国民健康保険税係 国民健康保険税の賦課 ２８６－３１４４

収納係 町税の収納、納税相談、軽自動車税の賦課、
原付の登録・廃車、税の諸証明の発行 ２８６－３１４２

債権管理課 町税・保育料・介護保険料・後期高齢者医療
保険料の納付相談 ２８６－３１３３

町
民
生
活
部

自治振興課
協働推進係 町内会、国際交流、地区センター、交通安全、

防犯灯、生活安全指導 ２８６－３１８５
役場 1階商工観光係 商工会、雇用促進、観光、消費生活相談 ２８６－３１２８

人権推進室 人権推進・啓発、男女共同参画推進 ２８６－３１６５

住民課

住民基本台帳係 住民票、印鑑登録、転出入届、マイナンバー
カード、住居表示、自動車臨時運行許可 ２８６－３１５１

役場 2階
戸籍係 出生届、婚姻届、死亡届、埋火葬許可、戸籍謄本・

抄本、パスポート ２８６－３１５２

南交流センター 住民課の業務（一部を除く）、町税等の納付 ２８６－３２５１ 鹿籠1-21-3

環境課

環境保全係 環境保全啓発、景観形成、水分峡森林公園管理、
治山、有害鳥獣駆除 ２８６－３２４４

役場 1階
環境衛生係 公害、狂犬病予防、上水道、免許申請（調理師・

製菓衛生師、クリーニング師） ２８６－３２４２

環境センター ごみの収集、運搬、処理の指導管理 ２８６－３２６７ 八幡 4-1-1

下水道課
総務係 下水道事業の計画、下水道事業受益者負担金

（分担金）の賦課徴収 ２８６－３１８６
役場 1階工務係 下水道施設の設計・施工・監督、雨水施設 ２８６－３１８７

設備係 浄化槽の維持管理、排水設備工事、水洗便所の普及 ２８６－３１８９



部署 主な担当業務 電話番号 場所

福
祉
保
健
部

福祉課

地域福祉係 原爆被爆者等の援護、民生委員児童委員、被
災者支援（地域支え合いセンター） ２８６－３１６２

役場 2階
障害者福祉係 障害者福祉、障害者手帳（身体 ･療育 ･精神）、

自立支援医療、重度心身障害者医療 ２８６－３１６１

生活福祉係 生活保護、生活困窮者自立支援 ２８６－３１５９

子育て
支援課

こども家庭係 児童福祉・手当・虐待、母子 ･父子福祉、ＤＶ、
子ども医療、ひとり親家庭等医療 ２８６－３１６３

母子保健係 母子保健、母子健康手帳交付、乳幼児健診、
母子健康包括支援センター ２８６－３２５８

福寿館
(浜田本町
5-25)

保育係 保育行政、保育所、認定こども園、病児・病
後児保育 ２８６－３１６８

役場 2階高齢介護課

高齢者福祉係 介護予防、養護老人ホーム、高齢者虐待、敬
老大会 ２８６－３２５６

介護保険係 介護保険の資格・保険料・給付 ２８６－３２３５
介護認定係 要介護等認定、介護保険事業者指導・監査 ２８６－３２３３

保険年金課
国民健康保険係 国民健康保険の資格・給付 ２８６－３２３６
年金福祉医療係 後期高齢者医療、国民年金 ２８６－３１５４

健康推進課
保健予防係 保健施策の企画、地域医療、免許申請（医療

従事者・栄養士）、健康増進、食育推進、献血 ２８６－３２５７ 福寿館
(浜田本町
5-25)健康相談係 健康診査、がん検診、予防接種、健康相談・

保健指導（母子保健を除く） ２８６－３２５５

建
設
部

都市整備課

都市計画係 都市計画、開発・建築指導、公共交通・つばきバス ２８６－３１８１

役場 1階

整備係 土木工事の調査・設計・施工・監督、公共用地
の取得 ２８６－３１８２

豪雨災害復旧
事業室 災害復旧工事の調査・設計 ･施工・監督 ５３６－０３７０

維持管理課
管理係 公園の管理、道路の認定・区域決定、許認可

証明、屋外広告物 ２８６－３１７３

維持係 公園 ･道路等の維持修繕 ２８６－３１８３

建築課
営繕係 公共建築物営繕工事の調査･設計･施工･監督、

公共施設の建築工事 ２８６－３１７５

住宅係 住宅施策の企画、耐震改修促進計画、町営住
宅の入居・維持管理 ２８６－３１７４

区画整理課
補償係 向洋駅周辺土地区画整理事業に関する補償 ･管理 ２８６－３１２３ 向洋駅周辺区

画整理事務所
（鹿籠 1-21-6）区画整理係 向洋駅周辺土地区画整理事業の調査 ･設計 ･施行 ２８６－３１２４

会計室 町税、国民健康保険税、介護保険料等の支払
や還付金の受取、物品の出納 ２８６－３２３２ 役場 2階

議会事務局 町議会・町議会議員に関すること ２８６－３２８１ 役場 5階

行政委員会
総合事務局

選挙管理委員会
事務局 選挙､ 選挙啓発 ２８６－３１００

役場 3階監査委員事務局 監査事務､ 監査請求
２８６－３１３７固定資産評価審

査委員会 固定資産評価審査
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部署 主な担当業務 電話番号 場所

教
育
委
員
会
事
務
局

総務課
総務係 教育委員会会議・職員の人事・研修、教育長

の秘書、教育予算の統括 ２８６－３２７０

くすのきプ
ラザ (本町
1-10-15)

施設係 教育施設・体育施設の維持修繕

学校教育課

学校支援室 学校教育、教職員の人事 ･研修、教育支援・
教育相談 ２８６－３２７３

指導企画係 教育資料の調査、教職員の福利厚生、幼稚園補助
２８６－３２７１

児童生徒係 小中学校の入学・転学・就学援助、学校の食
育推進、学校医等

社会教育課

学習文化推進係
社会教育、生涯学習、芸術文化活動、文化財
保護、放課後児童クラブ、町史編さん、家庭
教育、放課後子供教室 ２８６－３２７２

スポーツ振興係 生涯スポーツの推進、少年スポーツ活動の育
成、スポーツ行事の企画

体育施設受付窓口 社会体育施設の受付 ２８６－３２７４
図書館 図書館資料の貸出・閲覧、おはなし会等読書啓発 ２８６－３４０５

府中公民館
実際生活に即する教育、学術および文化に関
する各種の事業を実施

２８６－３２７６ 本町2-15-1

府中南公民館 ２８６－３２７７ 桃山 2-5-1

歴史民俗資料館 文化財の収集・保管、資料の調査研究、文化
財に関する講座等の実施 ２８６－３２６０ 本町2-14-1

部署 主な担当業務 電話番号 場所

消
防
本
部

総務課
庶務係 職員の人事・研修・勤務体制・福利厚生・給与等の事務・庁舎等の管理

２８６－３１１９ 消防庁舎
２階

消防団係 消防団の活動・組織・任免・給与・服務等

警防課
警防係 火災のり災証明、火災の原因調査、火災その他の災害の警戒・防ぎょ
救急救助係 応急手当の講習、救急搬送証明、救急・救助器具の整備

予防課
予防係 火災予防の広報・指導、一般住宅の防火訪問・指導

指導係 建築物・危険物施設・高圧ガス施設等の審査、検査、防火指導

府中町からの情報配信
府中町公式SNS

屋外設置スピーカー（防災行政無線)

　防災情報や緊急情報などを屋外設置スピーカーを使っ
てお知らせしています。

①防災・安全安心情報メールサービスで
　● 登録方法は上記をご覧ください。
　● 履歴を確認する時は右のQRコードから
②府中町防災行政無線テレフォンサービスへ
　 (050)5830－3527　※自動音声。通話料が必要です。
　 

内容を確認したいときは･･･

防災・安全安心情報メールサービス

登録制で、防災情報などがメールで届きます。
登録方法
 　touroku.akifuchu@raiden.ktaiwork.jpか、
 　右のQRコードから空メールを送信し、登録。

生活に役立つ情報や、災害など緊急時の情報収集に

Fase book
(フェイスブック)

(iPhone用) （Android用）

府中町のごみ
に関する情報
をいち早くお
届け！

府中町ごみ分別アプリ 

防災情報をはじめ、季節情報や旬の
町政情報、イベント情報などを発信

Instagram
(インスタグラム)



名称 電話番号

府中小学校 ２８１－９４１１

府中南小学校 ２８１－９４１４

府中中央小学校 ２８２－８７１１

府中東小学校 ２８６－１８３５

府中北小学校 ２８５－１０１１

府中中学校 ２８２－３１８１

府中緑ケ丘中学校 ２８３－４７０１

安芸府中高等学校 ２８２－５３１１
児童センター　バンビーズ
（南交流センター２階） ２８６－３２１２

児童センター　ハッピーズ
（北交流センター２階） ５１０－５２０２

ふちゅう情報プラザつばき館 ２８４－５７４９

ごさそうスポーツクラブ事務局 ５１０－４１６６

名称 電話番号

空城山公園 ２８２－７３０１

揚倉山健康運動公園 ２８２－２１４１

水分峡森林公園 ２８６－３２６１

府中東地区センター ２８３－１６７７

鶴江地区センター ２８２－３５２１

総社会館 ２８４－４４４１

福寿館 ２８５－７２２３

北交流センター 集会所（1階） ２８６－７５７７

安芸府中商工センター ２８６－３２４９

府中町社会福祉協議会 ２８５－７２７８

福祉の郷 なないろ作業所 ２３６－３４１７

府中町シルバー人材センター ２８５－０１６１

関係施設など

名称 診療科 診療時間など 所在地 電話番号

広島市立
舟入市民病院

小児科 24時間診療
中区舟入幸町14‒11 ２３２－６１９５

耳鼻咽喉科 土曜日（祝日を除く）
19:00～22:30

広島市立
広島市民病院

内科等　
※歯科・歯科口腔外科を除く。24時間診療 中区基町7ｰ33 ２２１－２２９１

千田町夜間急病
センター 内科･眼科 毎日 19:30 ～ 22:30 中区千田町

３‒８‒６ ５０４－９９９０

安芸市民病院 内科または外科 土 ･日 ･祝日
18:00 ～ 23:00

安芸区畑賀
２‒14‒ １ ８２７－０１２１

広島口腔保健
センター 歯科 日 ･祝日　

９:00 ～ 15:00
東区二葉の里
3-2-4 ２６２－２６７２

救急相談センター広島広域都市圏 毎日 24時間
＃ 7119（携帯電話またはNTTのプッシュ
回線から）
つながらないときは　082-246-2000

救急医療案内サービス 毎日 24時間 0120‒169901

子どもの救急電話相談 19:00 ～翌朝 8:00
＃8000（携帯電話またはNTTのプッシュ
回線から）
つながらないときは、082‒505‒1399

救急Net HIROSHIMA　 ホームページ　http://www.qq.pref.hiroshima.jp

救急診療・救急相談

この情報は、H31.4.1現在のものです。
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