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〒739-8601  東広島市西条栄町8番29号

ホームページもご利用ください

「東広島市 くらしのガイド」
電子書籍のご案内

パソコンやスマートフォンでも
ご覧いただけます

行政ページ内にあるこのマーク
は、新しく東広島市民になった
人に特に読んでいただきたい
情報を示しています。

代  表082-422-2111
www.city.higashihiroshima.lg.jp
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東広島市防災メール等配信サービス

登録はこちらから

登録用メールアドレス

登録をしていただいた人に、防災情報などを、携帯電話
やスマートフォンに無料で配信するサービスです。

新たにメール登録する人は右記の二次元
コードを読み取るか、登録用メールアドレス
を入力して空メールを送信してください。

bousai.higashihiroshima-city@
raiden2.ktaiwork.jp

県内一の作付面積、生産
量を誇る米どころ。コシ
ヒカリ、あきさかり、恋の
予感が主な品種です。

米

豊かな土地が育んだ、
東広島自慢のおいしいものたち。

特産
品を

ご紹介
！

東広島市には数多くの酒蔵が
あり、特に西条は、兵庫県の
灘、京都府の伏見と並び称さ
れる銘醸地のひとつです。

●西条●黒瀬●安芸津
東広島の酒

海岸沿いの木谷赤崎で
は、「マル赤馬鈴しょ」の
ブランドで有名です。春
と秋の２回生産され、年
間の生産量は約700t。

河内町の山間部は、深い霧がかか
るほど昼夜の寒暖差が大きいため、
良質なそばが生産されています。
タンパク質やビタミン類も豊富で、8月
中旬に種をまいたそば畑は11月が
収穫期。そばを味わうなら、挽きた
て、打ちたて、茹でたてが最高。河
内町の「宇山そば処さわやか茶屋」
でどうぞ。

バレイショ●安芸津

そば ●河内

安芸津のかきは、塩分濃度が
高く清浄海域の海で育つこと
から、豊潤で身が引き締まって
います。県内で最も早く水揚げ
が開始されます。

かき●安芸津

産地化を目指して振興し
ている、市内で出荷量の
多い野菜です。

アスパラ・白ネギ

西条柿 ●西条

発祥は約800年前。最
新の技術で渋抜きさ
れた、きめ細かで上品
な甘味、原産ならでは
の独特の風味が人気
です。

エゴマ ●福富

日本では縄文時代中期頃
から栽培されていた作物。
近年エゴマ油にはα-リノレ
ン酸が大量に含まれている
ことが判明し、注目されて
います。福富物産しゃくな
げ館ではさまざまな加工製
品が販売されています。

美味しい
PoooN！PoooN！

牛肉 ●黒瀬

自然の恵みと安全な飼
料、そして愛情をたっぷ
り注いで飼育され、キメ
が細かく柔らかい、味と
風味に優れた逸品です。

びわ ●安芸津

安芸津町は、中国地方随一のびわ
の産地として知られています。主に
大芝と小松原で栽培されており、季
節感のある果実として喜ばれます。

安心・安全の
地産地消！
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飲み比べる
ＰＯＮ！

3月

4月

6月

7月

8月

10月

11月

春の園芸まつり
東広島市園芸センターで4月下
旬に開催されます。特産品の
販売や、収穫体験などが楽し
めます。

志 和

ひがしひろしま
音楽祭
会場は酒蔵や店舗、ホールなど
多岐にわたり、大人気の自衛隊音楽
隊からジャズ、地元の音楽団体まで
幅広いジャンルの音楽が楽しめます。

西 条

ゲストライブをはじめ、夜店やバ
ザーなどが楽しめます。エンディン
グには花火の打ち上げもあります。

黒瀬ふれあい夏祭り 黒 瀬

リバーサイドフェスティバル
鮎のつかみどりを中心とした水に親しんでもらう
さまざまな催しや、バザーなどが楽しめます。

河 内

あきつ住吉祭
東広島花火大会
毎年7月28日・29日に行われ、29日
の夜には花火の打ち上げもあります。

安芸津

どまんなか
豊栄ヘソまつり
名物「ヘソ踊り」の競演大会や、
ダンスやライブのステージが開
かれます。その他特産品の販売
やバザーなどがあります。

豊 栄

アクアフェスタin福富
水が豊富で豊かな自然に囲まれた福
富で行われる、水をテーマにしたイベ
ントで、ステージや特産品の販売など
もあります。

消火・救急・救助体験など、親子で
楽しめるイベント盛り沢山です。
消防写生大会も同時開催します。

特産グルメの実演販売や
ステージイベントなどがあり
ます。1日目の夜には、万葉
火の点火も行われます。

福 富
酒まつり
酒都西条ならではのお酒の祭典。全国各地約1,000銘柄の
日本酒が有料試飲できる酒ひろばのほか、名物「美酒鍋」が

味わえる店舗もあり、市内の各蔵ではお酒の
試飲販売や酒蔵イベントがあります。

西 条

生涯学習
フェスティバル
学校や生涯学習センター・地域センター
の活動成果展示の他、各種生涯学習団
体の活動発表やステージ発表、飲食コー
ナーなどもあります。

西 条
火とグルメの祭典
あきつフェスティバル

安芸津

消防・防災フェア 西 条

四季の
行事
四季四季

春の西条醸華町まつり
酒蔵通りを舞台に、新酒が薫る3月上旬に開催
されます。酒蔵見学や各蔵を巡るスタンプラ
リーなど、春の町歩きを楽しめるイベントです。

西 条

美味しいＰＯＮ！

新鮮で

きれいだＰＯＮ！

いつでも
持ち歩ける
利便性

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち運
びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいインターフェ
イスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこでもどなたで
もご利用いただけます。

東広島市 くらしのガイドが電子書籍に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版

パソコンやあなたのお手持ち
の携帯端末でご覧になれます！

無料
閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
http://www.scinex.co.jp/wagamachi/ebook/index.html

営業時間
定休日
TEL
URL
東広島市西条下見5丁目1-2 サテライトビル1F

10 : 00～19 : 00
水曜日・第2火曜日
082-493-5833
http://www.made-in.co.jp/
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26　　住民自治協議会
27　　くらし・すまい
28　　施設案内
32　　地図
32　　 ・東広島市全域
33　　 ・西条広域
34　　 ・JR西条駅周辺
35　　 ・JR寺家駅周辺
36　　 ・西条中央周辺

37　　 ・広島大学周辺
38　　 ・八本松
39　　 ・志和
40　　 ・高屋
41　　 ・福富
42　　 ・黒瀬
43　　 ・安芸津
44　　 ・豊栄
45　　 ・河内
46　　バスマップ
48　　大好きな東広島の魅力

本館

北館

本館
10F 食堂
9F 議会事務局

8F 農林水産課、産業振興課、観光振興課、農業委員会事務局、都市整備
課、住宅課

7F 都市計画課、区画整理課、建築指導課、開発指導課、営繕課、下水道
管理課、下水道建設課、下水道施設課

6F 財政課、管財課、建設管理課、用地課、道路建設課、河川港湾課、維持
課、災害復旧推進課

5F 総合政策課、政策推進監、広報戦略課、情報政策課、市民税課、資産
税課、収納課

4F 職員課、検査課、契約課、監査委員事務局
3F 総務課、秘書課、危機管理課

2F 社会福祉課、健康増進課、地域包括ケア推進課、介護保険課、地域包
括支援センター、生活支援センター、こども家庭課、保育課

1F 市民課、廃棄物対策課、環境対策課、国保年金課、障害福祉課、会計
課、夜間・休日受付、総合案内

北館
3F 教育総務課、学事課、指導課、青少年育成課
2F 生涯学習課、スポーツ振興課、文化課、選挙管理委員会事務局

1F 市民協働センター、消費生活センター、地域づくり推進課、人権男
女共同参画課

庁舎案内
東広島市役所
〒739-8601　西条栄町8-29（地図P34 C-2）　☎082-422-2111（代）
開庁日 月～金曜日（祝日・年末年始を除く）
開庁時間 8時30分～17時15分

水道局（地図P36 A-2）
業務課 ☎082-423-6333
工務課 ☎082-423-6334
給水課 ☎082-421-3665

消防局（地図P36 A-3） ☎082-422-0119㈹

黒瀬支所 〒739ｰ2692 黒瀬町丸山1333
☎0823-82-2400（代） P42 拡大図

福富支所 〒739ｰ2303 福富町久芳1545-1
☎082-435-2211（代） P41 拡大図

豊栄支所 〒739ｰ2317 豊栄町鍛冶屋963-2
☎082-432-2211（代） P44 C-2

河内支所 〒739ｰ2201 河内町中河内1166
☎082-437-1111（代） P45 拡大図

安芸津支所 〒739ｰ2492 安芸津町三津5556-1
☎0846-45-1100（代） P43 拡大図

八本松出張所 〒739ｰ0151 八本松町原10128-200
☎082-428-0053 P38 拡大図

志和出張所 〒739ｰ0269 志和町志和堀4123-6
☎082-433-2224 P39 B-2

高屋出張所 〒739ｰ2102 高屋町杵原1334-2
☎082-434-1111 P40 右拡大図
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インデックス項目 担当窓口 電話番号 ページ
引っ越したとき
　住所の異動（転出、転入、転居）手続き 市民課 082-420-0925 P10
　印鑑登録（転入時、希望者） 市民課 082-420-0925 P10
　国民健康保険の手続き 国保年金課 082-420-0933 P20
　国民年金の手続き 国保年金課 082-420-0933 P19
　介護保険関係 介護保険課 082-420-0937 P22
　障害者手帳・手当・障害福祉サービス 障害福祉課 082-420-0180 P24
　保育所の入所 保育課 082-420-0934 －
　市立小中学校への転入学 学事課 082-420-0975 P13
　児童手当・乳幼児等医療費支給 こども家庭課 082-420-0407 P12
　ひとり親家庭などへの支援 こども家庭課 082-420-0407 P12
　ごみ・し尿関係 廃棄物対策課 082-420-0926 P14
　浄化槽 環境対策課 082-420-0928 P16
　水道 業務課 082-423-6333 P15
　下水道 下水道管理課 082-420-0957 P16
　市営住宅 住宅課 082-420-0946 P27
　県営住宅 ㈱くれせん東広島営業所 082-424-4877 －
結婚・離婚するとき
　婚姻届・離婚届 市民課 082-420-0915 P10
　住所の異動（転出、転入、転居）手続き 市民課 082-420-0925 P10
　国民健康保険の手続き 国保年金課 082-420-0933 P20
　国民年金の手続き 国保年金課 082-420-0933 P19
妊娠したとき・子どもが生まれたとき
　母子健康手帳の交付 こども家庭課 082-420-0407 P12
　出生届 市民課 082-420-0915 P10
　乳幼児健診 こども家庭課 082-420-0407 －
　ひとり親家庭などへの支援 こども家庭課 082-420-0407 P12
　乳幼児等医療費支給 こども家庭課 082-420-0407 P12
妊娠・出産・子育てについて相談があるとき 出産・育児サポートセンター 082-426-5113 P12
子育てについて知りたいとき
　保育所（園）への入所（園） 保育課 082-420-0934 －
　市立幼稚園への入園 学事課 082-420-0975 －
　学童保育（いきいきこどもクラブ）、児童館 保育課 082-420-0934 －
　市立小・中学校への転入学 学事課 082-420-0975 P13
　就学援助（給食費などの援助） 学事課 082-420-0975 －
　予防接種 こども家庭課 082-420-0407 P12
　病児保育室（うさぎ） こどもクリニック八本松 082-428-2255 －
　病児・病後児保育室（たんぽぽ） 木阪クリニック 082-421-4300 －
　児童青少年総合相談（不登校など） 児童青少年総合相談室 082-422-3749 －

　放課後子供教室 青少年育成課
（令和2年4月1日以降は生涯学習課）

082-420-0929
（令和2年4月1日以降は
082-420-0979）

－

福祉介護サービスを受けたいとき
　障害者・障害児の相談 子育て・障害総合支援センター（はあとふる） 082-493-6073 P23
　成年後見制度 地域包括ケア推進課 082-420-0984 －

こんな時の問い合わせ先
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

インデックス項目 担当窓口 電話番号 ページ
　障害者手帳・手当・障害福祉サービス 障害福祉課 082-420-0180 P24

　福祉助成券 障害福祉課 082-420-0180 P24

　介護認定・介護サービス 介護保険課 082-420-0937 P22

　高齢者・障害者・子どもと子育てを応援 東広島市社会福祉協議会 082-423-2800 －

休日・夜間に病気やケガをしたとき
（夜間・休日当番医） 救急相談センター広島広域都市圏

＃7119
つながらない場合は
082-246-2000

P4

休日診療所（日・祝日・年末年始など） 休日診療所 082-422-5400 P4

各種医療制度を利用したいとき

　健康相談・元気すこやか健診・健康教室 健康増進課 082-420-0936 －

　高額療養費 国保年金課 082-420-0933 P20

　後期高齢者医療 国保年金課 082-420-0933 P21

浄化槽について相談があるとき 環境対策課 082-420-0928 P16

防犯灯について相談があるとき 危機管理課 082-420-0400 －

道路、街路灯などに不具合があるとき 維持課 082-420-0949 －

ボランティア活動をしたいとき ボランティア活動支援センター 082-424-9590 －

犬を飼うとき・死んだとき 環境対策課 082-420-0928 P14

税金や各種料金を支払うとき

　市県民税／固定資産税・都市計画税
　軽自動車税／国民健康保険税 収納課 082-420-0912 P17~18

　水道料金 業務課 082-423-6333 P15

　下水道料金 下水道管理課 082-420-0957 P16

　給食費 学事課 082-420-0975 －

　保育料金 保育課 082-420-0934 －

原付バイクなどを取得・廃車したとき 市民税課 082-420-0910 －

大学と交流・連携をしたいとき 政策推進監 082-420-0917 －

地域公共交通などを利用したいとき 政策推進監 082-420-0917 P46

観光イベントを知りたいとき

　西条酒蔵通り・酒まつり 観光振興課 082-420-0941 －

　桜の開花状況・紅葉情報 観光振興課 082-420-0941 －

各種相談をしたいとき

　市民相談（法律相談などの案内） 地域づくり推進課 082-420-0924 －

　児童虐待・DV相談（家庭内暴力など） こども家庭課 082-420-0407 －

　人権相談 広島法務局東広島支局
人権男女共同参画課

082-423-7707
082-420-0927 －

　消費生活相談 東広島市消費生活センター 082-421-7189 －

　外国人の生活相談 コミュニケーションコーナー 082-423-1922 －

　有害鳥獣による農作物被害相談（イノシシ・シカなど） 農林水産課 082-420-0939 －

　雇用・労働に関する相談 ハローワーク広島西条 082-422-8609 P25

　雇用・労働に関する相談（高齢者） 東広島市シルバー人材センター 082-426-4683 －

　空き家等に関する相談 住宅課 082-420-0946 －

もっと詳しい情報は東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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救急医療
救急医療情報
問 健康増進課　☎082-420-0936　 082-422-2416

　いざというときに慌てずに対応ができるよう、日ごろからしっかりと備えましょう。

夜間や休日に、医療機関を受診すべきか迷ったら…☎＃7119

　救急相談センター広島広域都市圏（つながらない場合は
082-246-2000）24時間365日対応
子どもの病気で困ったら…☎＃8000

　広島県小児救急電話相談（つながらない場合は082-505-
1399）毎日午後7時～翌午前8時
夜間・休日一次救急当番医

　発熱や軽いケガなど、外来で治療できる比較的軽症な患者
に対応します。
　当番の医療機関は、市ホームページなどをご覧ください。
二次救急医療　消防局 ☎082-422-0119

　緊急手術や入院を要するようなケガや急病、一次救急医療
機関からの紹介などの重症患者に対応します。
　重症患者に対応する二次救急体制は、年間を通じて整えて
います。

東広島市休日診療所
問 西条町土与丸1113 東広島保健医療センター1階
☎082-422-5400　（地図P36 A-3）

　急な発病で他に処置を受けるところがない場合、応急的処
置を行います。

※平日夜間に診療を行う日があります。
※令和2年3月末まで、歯科は9：00～12：00、13：00～16：00

診療日 日曜日、祝日、12月30日～1月3日

診療時間
内科・小児科 9：00～12：00、13：00～16：00
歯科 9：00～13：00

消防・防火・防災
火災・救急の緊急通報は119（局番なし）
問 指令課　☎082-422-0119　 082-423-8243

　火災の発生、救急・救助が必要な場合は、119番に落ち着い
て通報してください。事前の登録によりメール・FAXでの通報
もできます。

　救急医療の適正利用をお願いします。

火災予防
問 予防課　☎082-422-6341　 082-422-5597

※ 自動火災報知設備を設置した場合は住宅用火災警報器の設
置を要しません。

寝室 就寝に使われる全ての部屋に設置が必要です。
階段 寝室が2階にあれば、2階の階段にも必要です。

交換時期
設置から10年以上経過している場合は、内部の電
子機器が劣化しているおそれがあるため、本体の
交換をおすすめします。

住宅用火災警報器の設置

　住宅火災による死者を減少させることを目的として、住宅
用火災警報器の設置が義務付けられています。市内でも警報
音に気づき、火災の拡大を未然に防いだ事例もあります。

救急・災害・防災 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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●防災メール
　登録した人に、災害情報や避難情報などをメールでお届け
するサービスです。
　サービスの利用は無料です。
　登録は下記のアドレスに空メールを送信してください。

bousai.higashihiroshima-city@raiden2.
ktaiwork.jp

●市ホームペーシ
　災害情報を随時更新します。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp

●広島県防災Web
　気象情報、観測所の雨量や河川水位、土砂災
害危険度情報などが確認できます。
http://www.bousai.pref.hiroshima.jp/

　災害時には、コミュニティFM（FM東広
島）で東広島市の災害に関する情報を放送
します。
　この放送は普通のラジオでも受信できま
すが、市が配布（販売）する「緊急告知ラジ
オ」は、スイッチがOFFの状態でも、災害時
の緊急放送の際は自動的に起動し、最大音量で放送が流れま
すので、いざというとき役立つラジオです。自動起動する緊急
情報は、緊急地震速報、津波情報、特別警報、土砂災害警戒情
報、避難勧告などです。
　現在「緊急告知ラジオ」の配布（販売）を行っています。

緊急告知ラジオ
問 危機管理課　☎082-420-0400　 082-422-4021

対象 価格
避難行動要支援者（未登録で要件を満たす人を含
む）とその支援者、75歳以上の人のみで構成された
世帯

無料

市内に居住する世帯主 2,000円
事業所・世帯2台目から 4,000円

※ 避難行動要支援者とは、自力での避難が困難で、避難行動要
支援者避難支援プランに登録された人です（別途戸別訪問
などによる実態調査が必要です）。
※ 避難行動要支援者の支援者とは、避難行動要支援者の避難
支援を行う人で、プランの個別計画書に登録された人です。
申込・配布方法
　窓口に申込書を提出の上、料金を支払ってください。
申込・配布窓口
　危機管理課、各支所地域振興課
　※ 申込書は窓口にあります。

災害への備え
問 危機管理課　☎082-420-0400　 082-422-4021

　東広島市からの防災情報などを、携帯電話やパソコンに無
料でメール配信する「防災情報等メール配信サービス」に登録
しましょう。
広島県のホームページなどからも防災情報が入手できます。

防災情報サービス

持って行けるよう準備しておきましょう。
①非常食や水（少量でも）
②常備薬
③モバイルバッテリー
④ケージ（ペットと避難する場合）

番外編 持ち出し品リスト（例）

避難所等避難

・暗くなる前など、早めの避難を心掛けましょう。
・ 開設する避難所は災害ごとに異なります。避難する前に確認
しましょう。
屋内避難

・2階以上へ避難しましょう。
・土砂災害では、山側より谷側の部屋へ避難しましょう。

避難の心得
問 危機管理課　☎082-420-0400　 082-422-4021

２００２東広島市6(SG23)行政最終.indd   5 2020/01/24   13:05:38
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■東広島市内の医療機関（令和2年1月現在）
西条町
No 医療機関名 電話番号 所在地 地図
1 アソカの園武島医院 082-422-2073 西条西本町25-29 P34 B-1
2 井野口病院 082-422-3711 西条土与丸6-1-91 P36 A-3
3 うたのはら整形外科クリニック 082-493-8130 西条町寺家5284-1 P35 C-2
4 おおくぼ耳鼻咽喉科

クリニック 082-493-5556 寺家駅前14-17-202 P35 B-2
5 大森整形外科 082-423-5885 西条町寺家1633 P33 B-2
6 おかざき泌尿器科 082-431-3876 西条栄町10-30-201 P34 C-1
7 おかだ内科 082-431-6001 西条町寺家5414-3 P35 C-3
8 おかべ皮ふ科 082-421-5112 西条本町12-2 2F P34 A-2
9 小田医院 082-422-2456 西条本町3-30 P34 A-2
10 かじわら内科循環器科 082-420-2225 西条町田口2721-2 P33 C-2
11 かとう小児科アレルギー科 082-421-5522 西条土与丸5-9-6 P36 A-3
12 門沢医院 082-422-0980 西条下見6-10-4 P37 A-2
13 かなたクリニック 082-493-7451 西条町御薗宇2049-1 P36 C-1
14 川口内科クリニック 082-422-3518 西条中央7-1-17 P36 B-2
15 川中皮フ科形成外科 082-421-2000 西条大坪町2-15 P36 A-3
16 かわはらこどもクリニック 082-493-8882 西条中央7-3-45 Jランドビル P36 B-2
17 眼科日山医院 082-423-7555 西条町西条東1243-4 P36 A-2
18 木阪クリニック 082-422-2502 西条本町12-2 P34 A-2
19 木阪病院 082-421-0800 西条町土与丸1235 P36 A-3
20 くぼにし小児科・内科クリニック 082-420-2222 西条町大沢98-1 P37 D-3
21 こまざわ小児科 082-493-6566 西条町寺家7377 P36 A-1
22 西条心療クリニック 082-421-1480 西条西本町28-30 P34 C-1
23 西条中央病院 082-423-3050 西条昭和町12-40 P34 D-2
24 西条ときわクリニック 082-493-5115 西条中央5-4-1 P36 B-2
25 サンクリニック 082-421-2800 西条町西条東1281-5 P36 A-2
26 サンクリニックみなが 082-420-6780 西条町下三永354-1 P33 C-2
27 四季の心クリニック 082-421-8848 西条町御薗宇6035 P36 B-3
28 じけ駅前内科・糖尿病

内科クリニック 082-493-5566 寺家駅前14-17 P35 B-2
29 重河眼科御薗クリニック 082-493-6111 西条町御薗宇4405 P36 C-3
30 寺家内科クリニック 082-493-8555 西条町寺家6621-1 P35 D-2
31 下山記念クリニック 082-424-1121 西条町寺家7432-1 P36 A-1
32 すぎた皮ふ科アレルギー科 082-493-5533 西条中央7-3-45 P36 B-2
33 せきとう内科消化器科クリニック 082-493-8551 西条町御薗宇5489-5 P36 C-3
34 瀬分内科医院 082-423-3808 西条土与丸1-5-52 P36 A-3
35 そね内科クリニック 082-426-6855 西条町御薗宇4281-1

東広島クリニックビル1F P36 C-3
36 竹内耳鼻咽喉科医院 082-422-3351 西条土与丸1-3-40 P36 A-3
37 たにぐち脳神経外科クリニック 082-421-7888 西条本町12-2 P34 A-2
38 田渕皮膚科医院 082-422-7255 西条御条町4-19 P34 D-2
39 つまもと眼科 082-423-9323 西条岡町3-25 P34 A-2
40 寺西診療所 082-423-8920 西条町寺家6656-1 P35 D-2
41 土肥整形外科病院 082-422-2156 西条町西条東1283-2 P36 A-2
42 友安クリニック 082-422-1900 西条町寺家1319-1 P33 B-2
43 中前外科・内科クリニック 082-423-8200 西条町助実1854-1 P36 B-2
44 二階堂眼科 082-421-1110 西条中央3-5-38 P36 B-2
45 にぐま皮ふ科クリニック 082-431-4112 寺家駅前14-17 P35 B-2
46 虹の子どもクリニック 082-426-6600 西条町寺家5022-1 P35 C-2
47 のぞみ整形外科クリニック西条 082-422-6000 西条町助実1182-1 P36 A-3
48 のぞみ整形外科クリニック寺家 082-424-0009 東広島市西条町寺家4720 P35 C-2
49 のだ医院 082-422-3323 西条中央3-5-6 P36 B-2

50 東広島医療センター
平日

082-423-2176
夜間・休日

082-423-2499
西条町寺家513 P35 A-2

51 東広島記念病院 082-423-6661 西条町吉行2214 P33 B-2

No 医療機関名 電話番号 所在地 地図
52 東広島市休日診療所 082-422-5400 西条町土与丸1113 P36 A-3
53 東広島整形外科クリニック 082-431-3500 西条町御薗宇4281-1 P36 C-3
54 広島県立障害者

リハビリテーションセンター 082-425-1455 西条町田口295-3 P37 C-3
55 広大前皮ふ科内科 082-493-5650 西条町下見4471-2-103 P37 A-2
56 福島眼科クリニック 082-421-4611 西条土与丸5-9-33 P36 A-3
57 藤井脳神経外科 082-425-0211 西条町馬木245 P33 D-2
58 藤本皮膚泌尿器科医院 082-423-3207 西条町西条東1024-4 P36 A-2
59 藤原内科医院 082-422-6262 西条町御薗宇2421-4 P36 C-2
60 本城内科小児科 082-422-6744 西条中央8-3-3 P36 B-1
61 まごし医院 082-422-5161 西条町寺家7371-2 P36 B-1
62 松林レディースクリニック 082-493-8600 西条町御薗宇4281-1 P36 C-3
63 三浦医院 082-422-3080 西条西本町27-28 P36 A-2
64 みと小児科医院 082-431-0106 西条中央5-4-20 P36 B-2
65 みやわき耳鼻咽喉科クリニック 082-421-8741 西条本町12-2 2F P34 A-2
66 みわこどもクリニック 082-431-4555 西条町西条東1051 2F P36 A-2
67 宗近病院 082-423-2726 西条町御薗宇703 P36 D-3
68 本永病院 082-423-2666 西条岡町8-13 P34 B-1
69 山本内科医院 082-493-7108 西条町寺家3228-2 P35 D-1
70 悠心療内科 082-493-7737 西条本町12-2 P34 A-2
71 ゆかわ脳神経外科クリニック 082-493-6177 西条土与丸5-9-34 P36 A-3
72 わかみやメンタルクリニック 082-431-6110 西条上市町5-5 3F P36 A-3
73 わたなべ耳鼻咽喉科医院 082-421-3633 西条昭和町7-16 P34 D-1

医療機関一覧

医療機関名 電話番号 所在地 地図
74 石井医院 082-420-1411 八本松町正力2147-2 P38 A-3
75 数佐整形外科医院 082-428-8321 八本松東7-8-15 P38 B-2
76 こどもクリニック八本松 082-428-1150 八本松南2-4-15 P38 拡大図
77 佐々木医院 082-429-0255 八本松町原6769 P38 C-2
78 高橋ホームクリニック 082-428-0147 八本松飯田6-16-12 P38 A-2
79 なかた内科医院 082-497-3077 八本松南5-9-14 P38 拡大図
80 八本松病院 082-420-1230 八本松東3-9-30 P38 B-2
81 広島県立障害者療育支援

センターわかば療育園 082-428-6672 八本松町米満198-1 P38 B-3
82 マイクリニック 082-497-3232 八本松東3-31-26 P38 B-2
83 松田医院 082-428-0019 八本松町飯田101 P38 拡大図
84 山田脳神経外科 082-427-1110 八本松町飯田111-1 P38 拡大図

八本松町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
85 さえき医院 082-433-3733 志和町志和東1199-4 P39 B-3
86 白い風診療所 082-433-4976 志和町志和堀554-1 P39 B-3
87 志和医院 082-433-2228 志和町七条椛坂1643-1 P39 C-2
88 三木医院 082-433-2501 志和町別府1324 P39 C-2

志和町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
89 いまじょうクリニック 082-426-6830 高屋町桧山79-1 P40 C-1
90 加藤耳鼻咽喉科 082-439-3387 高屋町杵原1135-2 P40 右拡大図
91 門川内科医院 082-434-6010 高屋町小谷2944-10 P40 C-3
92 川中医院 082-434-0138 高屋町宮領1032 P40 D-2
93 小西脳外科内科医院 082-430-2020 高屋町造賀2957-1 P40 B-1
94 坂本クリニック 082-434-6610 高屋町杵原957-1 P40 C-1
95 白市診療所 082-434-2020 高屋町白市716-1 P40 C-3
96 造賀信原医院 082-436-0100 高屋町造賀737-2 P40 B-1
97 高美ヶ丘クリニック 082-434-8110 高屋高美が丘4-33-1 P40 左拡大図
98 高美中央クリニック 082-434-1128 高屋高美が丘5-2-1 P40 左拡大図
99 高屋よろず内科クリニック 082-491-0028 高屋町杵原1826-1 P40 左拡大図
100 友兼整形外科 082-439-0777 高屋町杵原1771-1 P40 C-2

高屋町

さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
7 オレンジ歯科クリニック 082-490-4488 西条土与丸6-1-22 P36 A-3
8 川口歯科医院 082-422-2039 西条栄町1-4 フラットフォーム201 P34 B-2
9 かわの歯科 082-420-8181 西条中央1-16-6 P36 B-2
10 木村歯科医院 082-423-8885 西条中央3-5-11 P36 B-2
11 きらら歯科 082-422-3513 西条町寺家3791-1 P35 B-1
12 西条プラザ歯科 082-422-4560 西条栄町10-30-301 P34 C-1
13 さくらファミリー歯科 082-490-5522 西条西本町28-30ハローズ東広島店3F P34 C-1
14 佐竹田歯科医院 082-431-5999 西条町西条東1282-2 P36 A-2
15 サトミ歯科 082-422-4300 西条町下見4343-2 P33 B-2
16 重河デンタルクリニック 082-430-5489 西条町寺家7371-1 P36 B-1
17 島崎歯科医院 082-423-1000 西条町寺家6731-1 P35 D-2
18 そえだ歯科医院 082-423-7755 西条土与丸2-2-41 P33 B-2
19 たじま歯科医院 082-431-5525 西条町寺家7938-4 P36 A-1
20 第二薮本歯科医院 082-425-6480 西条町田口3452-1 P33 C-2
21 たかはし歯科医院 082-422-8148 西条町御薗宇1905-4 P36 C-2
22 たかひろデンタルクリニック 082-422-9600 西条町御薗宇4302 P36 C-3
23 永井歯科医院 082-422-3600 西条栄町6-20 ラ・フォーレ西条ビル3F P34 B-1
24 なんば歯科矯正歯科 082-420-0200 西条上市町6-23 1F P34 C-3
25 にしはら歯科 082-421-8118 西条中央4-4-5 P36 C-2
26 のざき歯科医院 082-424-5100 西条中央6-12-16 P36 B-2
27 ののやま矯正歯科医院 0120-178790 西条町御薗宇5484-6 P36 C-3
28 はもう歯科クリニック 082-421-6480 西条町御薗宇4281-1 

東広島クリニックビル301 P36 C-3
29 早志歯科診療所 082-423-9195 西条昭和町13-37 P34 C-2
30 広島大学歯科診療所 082-424-3907 鏡山1-1-2 P37 A-2
31 フェローデンタルクリニック西条 082-225-8308 西条町御薗宇6088-3 P36 B-3
32 ふじ歯科クリニック 082-421-0001 西条土与丸1-5-26 P36 A-3
33 フロンティア歯科クリニック 082-423-9833 西条昭和町9-4 P34 D-1
34 ほんだ歯科医院 082-421-3200 西条下見6-10-3 P37 A-2
35 みそのう歯科クリニック 082-421-1182 西条町御薗宇6280-1 P36 B-3
36 みちる矯正歯科 082-422-1011 西条岡町9-7 P34 B-2
37 ミドリ歯科医院 082-423-8880 西条大坪町2-12 P36 A-3
38 みんなの歯科クリニック 082-426-5218 西条町寺家5544-18 P35 D-2
39 宗近歯科医院 082-425-2521 西条町田口2725-1 P33 C-2
40 森歯科医院 082-423-7227 西条栄町2-21 P34 B-2
41 薮本歯科クリニック 082-421-5655 西条岡町3-25 P34 A-2
42 山田歯科医院 082-423-6457 西条町西条東1243-3 P36 A-2
43 よつばファミリー歯科

クリニック 0066-97601-58448 西条町土与丸1522S-HOUSE101 P36 A-3
44 ゆりの木歯科 082-424-0228 西条西本町16-15 P36 A-1

医療機関名 電話番号 所在地 地図
101 なんぶ内科医院 082-434-7822 高屋町小谷3253-1 P40 C-3
102 にしだ眼科医院 082-434-7227 高屋町杵原1347-8 P40 右拡大図
103 ファミリークリニック森のくまさん 082-491-1875 高屋町大畠499-18 P40 C-2
104 藤原医院 082-434-0029 高屋町桧山448-1 P40 D-1
105 本田クリニック 082-434-8811 高屋町杵原1292-1 P40 右拡大図
106 まきだクリニック 082-491-1751 高屋町中島31-17 P40 右拡大図
107 よこやま産婦人科 082-434-7777 高屋町中島168 P40 右拡大図

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
45 歌野原歯科医院 082-428-0120 八本松飯田3-4-10 P38 A-2
46 エトワール歯科 082-420-1855 八本松南4-1-28 P38 拡大図
47 さとう歯科 082-428-5505 八本松南2-2-8 P38 拡大図
48 坪島歯科診療所 082-428-7177 八本松飯田5-8-32 P38 A-2
49 内藤歯科医院 082-497-0780 八本松町米満640-2 P38 B-3
50 八本松歯科医院 0120-828-144 八本松東3-10-41 P38 B-2
51 ひろはた歯科医院 082-428-8585 八本松東6-11-15 P38 B-2
52 ますもと歯科医院 082-427-0077 八本松西1-12-22 P38 B-2

八本松町

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
53 井上歯科医院 082-433-2029 志和町七条椛坂462-3 P39 C-2
54 常川歯科クリニック 082-433-7778 志和町志和東812-3 P39 B-3
55 やまがた歯科医院 082-433-5454 志和町七条椛坂1436-14 P39 C-2

志和町
番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
1 あおぞら歯科 082-430-7557 西条町吉行2135-1 P33 B-2
2 いけがみ小児歯科 082-490-5489 西条町寺家6537-11 P36 A-1
3 いけだ歯科クリニック 082-493-5711 寺家駅前14-17 P35 B-2
4 今谷歯科アリオン 082-490-3725 西条町寺家6598-10 1F P35 D-3
5 歌野原歯科 082-422-3744 西条御条町3-19 P34 D-2
6 オカダデンタルクリニック 082-431-3321 西条町寺家4846-1 P35 C-2

■東広島市内の歯科診療所（令和2年1月現在）
西条町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
131 いとう内科外科クリニック 0846-46-1122 安芸津町三津4209-9 P43 拡大図
132 おの内科クリニック 0846-46-1213 安芸津町風早1118-14 P43 C-2
133 神田医院 0846-45-0039 安芸津町風早1522 P43 C-2
134 県立安芸津病院 0846-45-0055 安芸津町三津4388 P43 拡大図
135 南海診療所 0846-45-0131 安芸津町風早2027 P43 C-2

安芸津町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
108 岡本内科消化器科 0823-83-1611 黒瀬町兼広138 P42 拡大図
109 賀茂精神医療センター 0823-82-3000 黒瀬町南方92 P42 C-2
110 康成病院 0823-82-3113 黒瀬町楢原757 P42 拡大図
111 こばやし整形外科クリニック 0823-83-0101 黒瀬町楢原788-1 P42 拡大図
112 サザンクリニック 0823-83-6171 黒瀬町兼広137-8 P42 拡大図
113 じあん眼科 0823-27-6888 黒瀬町兼広10-1 P42 拡大図
114 清水医院 0823-82-2011 黒瀬町丸山1324 P42 拡大図
115 真愛病院 0823-70-4011 黒瀬町兼広279 P42 拡大図
116 新開医院 0823-82-2074 黒瀬町兼沢1074 P42 C-1
117 野村脳神経外科クリニック 0823-83-1811 黒瀬町兼広137 P42 拡大図
118 はたの小児科 0823-83-1011 黒瀬町兼広5-1 P42 拡大図
119 前田医院 0823-82-2179 黒瀬町国近335-1 P42 C-3
120 松ケ丘医院 0823-82-0123 黒瀬松ケ丘10-21 P42 C-2
121 むぎ耳鼻咽喉科医院 0823-83-3387 黒瀬町兼広140 P42 拡大図
122 森石眼科 0823-82-5988 黒瀬町楢原757 P42 拡大図
123 山形内科循環器医院 0823-82-4577 黒瀬町楢原243-6 P42 拡大図

黒瀬町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
124 久芳診療所 082-435-2345 福富町久芳3797-1 P41 拡大図
125 竹仁診療所 082-435-3100 福富町下竹仁504-5 P41 C-2
126 福富内科外科医院 082-430-1101 福富町久芳1539-27 P41 拡大図

福富町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
127 豊栄診療所 082-432-2005 豊栄町乃美3009 P44 C-1

豊栄町

医療機関名 電話番号 所在地 地図
128 葵の園クリニック 082-420-7272 河内町入野7841-2 P45 C-2
129 AOI広島病院 082-420-7000 河内町入野7907-2 P45 C-2
130 河内クリニック 082-420-7665 河内町中河内1197-1 P45 拡大図

河内町
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番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
8 エンゼル薬局田口店 082-420-2211 西条町田口383-7 P37 C-2
9 オール薬局西条店 082-421-5551 西条土与丸5-9-7 P36 A-3

10 オリーブ薬局 082-431-5567 西条栄町10-30 東広島シ―プレイスビル102 P34 C-1

11 加島薬局 082-421-4688 西条西本町28-30ハローズ東広島店2F P34 C-1

12 かなえ薬局 082-431-3822 西条町助実1182-4 P36 A-3
13 かなえ薬局寺家 082-431-5001 西条町寺家4732-1 P35 C-2
14 健伸薬局ごじょう店 082-422-5622 西条御条町2-10 P34 D-2
15 健伸薬局土与丸店 082-423-2823 西条土与丸1-3-38 P36 A-3
16 健伸薬局よこた店 082-431-5580 西条町寺家5410-12 P35 C-2
17 コスモス薬局西条店 082-430-7025 西条町寺家5022-1 P35 D-2
18 西条あんず薬局 082-423-5607 西条町助実1852-1 P36 B-2
19 西条おおさわ薬局 082-420-2228 西条町大沢100-8 P37 D-3
20 西条タカズミ薬局 082-493-5205 西条町寺家7377 P36 A-1
21 さくら薬局 082-426-3430 西条町寺家513-35 P35 A-2
22 さんくす薬局 082-493-8715 西条町御薗宇4284-1 P36 C-3
23 さんくす薬局寺家駅店 082-493-5560 寺家駅前14-17 P35 B-2
24 さんくす薬局田口店 082-420-2250 西条町田口2721-2 P33 C-2
25 サン薬局 082-426-5160 西条町西条東山崎1281番3 P36 A-2
26 山陽堂薬局 082-422-5012 西条町吉行2219-1 P33 B-2
27 じけ薬局 082-422-0321 西条町寺家520-67 P35 A-2
28 セリア薬局 082-423-7100 西条土与丸6-1-3 P36 A-3
29 全快堂・あおい薬局 082-493-8857 西条町御薗宇5489-1 P36 C-3
30 全快堂おかまち薬局 082-424-3373 西条岡町3-14 P34 A-2
31 全快堂薬局寺家店 082-424-5577 西条町寺家513-20 P35 A-2
32 そうごう薬局西条店 082-423-2113 西条岡町5-19 P34 B-1

33 そうごう薬局御薗宇店 082-431-4801 西条町御薗宇6035 コンチェルト御薗宇1F P36 B-3

34 そうごう薬局御薗宇中央店 082-426-3371 西条町御薗宇714-52 P36 D-3
35 たいせい堂薬局中央店 082-421-5050 西条中央3-5-5 P36 B-2
36 だいだい薬局したみ 082-422-6677 西条町下見4482-1 P37 A-2

37 ハーツ薬局
フジグラン東広島店 082-493-5227 西条町御薗宇4405 フジグラン東広島店内 P36 C-3

38 東広島タカズミ薬局 082-490-3364 西条町寺家6623-4 P35 D-2
39 ひかり薬局 082-422-7579 西条町寺家1319-2 P33 B-2
40 ひまわり薬局 082-426-3588 西条町寺家7430-1 P36 A-1
41 ファーコス薬局かがみやま 082-431-5501 西条町御薗宇2420-2 P36 C-2

42 ほのか薬局 082-421-1410 西条上市町5-5 総合不動産ビル3F-B P36 A-3

43 まごころ薬局 082-431-5155 西条町寺家横田5284-1 P35 C-2
44 みどり薬局 082-423-7224 西条町西条東1053-1 P36 A-2
45 みるく薬局 082-424-0117 西条町寺家後谷3227-1 P35 D-1
46 ミント薬局西条中央店 082-493-5656 西条中央7-3-45 P36 B-2
47 もみじ薬局 082-421-9588 西条町寺家513-19 P35 A-2
48 薬膳薬局東広島西条店 082-424-5121 西条西本町25-29 P34 B-1
49 よつば薬局 082-421-5225 西条昭和町7-19 P36 A-2

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
56 穐山歯科医院 082-439-1181 高屋町小谷3518-3 P40 C-3
57 浅倉歯科医院 082-436-1000 高屋町造賀3595-2 P40 B-1
58 医院 歯の健康ドクター 082-434-8500 高屋町高屋東2389-1 P40 C-2
59 伊藤歯科医院 082-434-0585 高屋町杵原1296-1 P40 右拡大図
60 おおたに歯科 082-439-0001 高屋町杵原1108-15 P40 C-2

61 スマイルデンタルクリニック 082-420-4380 高屋町中島451-5 伊藤ビル2F P40 右拡大図

62 高美が丘歯科医院 082-434-7648 高屋高美が丘5-1-19 P40 左拡大図
63 友安歯科診療所 082-439-0770 高屋町白市1046-2 P40 C-3
64 藤田歯科医院 082-426-5514 高屋町中島429-1 2F P40 右拡大図
65 藤原歯科医院 082-434-7500 高屋町桧山452 P40 D-1
66 ゆかわ歯科クリニック 082-434-8255 高屋町小谷3300 P40 C-3

高屋町

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図

50 アイケン八本松薬局 082-497-2006 八本松東3-7-2 谷口ビル101 P38 B-2

51 あい薬局 082-427-0465 八本松南2-4-14 P38 拡大図
52 いまい薬局 082-428-0484 八本松町正力1518-1 P38 A-3
53 全快堂薬局八本松店 082-497-1150 八本松南5-95-20 P38 拡大図
54 そうごう薬局八本松店 082-428-1201 八本松東3-33-2 P38 B-2
55 八本松駅前薬局 082-420-1251 八本松町飯田149-3 P38 拡大図
56 八本松ココ薬局 082-497-0810 八本松飯田6-15-29 P38 A-2
57 はるな薬局 082-420-9988 八本松町原6774-1 P38 C-2
58 フタバ漢方薬局 082-428-8815 八本松西1-12-24 P38 B-2

八本松町

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
78 往診歯科おだ 082-401-1234 河内町小田2182 P45 B-2
79 河内歯科医院 082-437-1622 河内町中河内782 P45 拡大図
80 ささき歯科クリニック 082-420-7700 河内町中河内655-1 P45 拡大図

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
77 近藤歯科医院 082-432-2132 豊栄町清武463-1 P44 B-2

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
75 早志歯科診療所神郷の家 082-430-1250 福富町久芳3416 P41 拡大図
76 早志歯科福富診療所 082-435-2777 福富町久芳3700-1 P41 拡大図

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
67 アリス歯科クリニック 0823-82-0321 黒瀬町宗近柳国932-1 P42 C-3
68 かとう歯科クリニック 0823-82-8241 黒瀬町楢原276-7 P42 拡大図

69 きっかわ歯科クリニック 0823-83-0117 黒瀬町楢原100-1 ゆめタウン黒瀬2F P42 拡大図

70 木村歯科医院 0823-82-5522 黒瀬町丸山1420-1 P42 拡大図
71 黒瀬歯科医院 0823-82-7117 黒瀬町楢原757 P42 拡大図
72 しげもと歯科クリニック 0823-83-6055 黒瀬町兼広141 P42 拡大図
73 ハズタニ歯科医院 0823-82-8444 黒瀬町乃美尾1083-1 P42 C-2
74 よしおか歯科クリニック 0823-81-0418 黒瀬町楢原894-2 P42 C-2

黒瀬町

福富町

豊栄町

河内町

安芸津町

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
1 アイリス薬局 082-421-1212 西条中央3-10-9 P36 B-2
2 アイワ薬局 082-424-5556 西条昭和町17-23 P36 A-2
3 あかね薬局 082-422-8160 西条町西条東1245-1 P36 A-2
4 あかね薬局西条店 082-431-4355 西条中央5-4-22 P36 B-2
5 ウォンツ西条西薬局 082-493-5307 西条町寺家3791-1 P35 B-1
6 駅前薬局 082-422-3389 西条本町12-3 P34 A-2
7 エスマイル薬局昭和町店 082-422-0515 西条昭和町6-10 P34 D-1

■東広島市内の薬局（令和2年1月現在）
西条町

番号 診療所名 電話番号 所在地 地図
81 安芸津歯科医院 0846-45-5333 安芸津町風早3206 P43 C-2
82 いとう歯科クリニック 0846-45-0272 安芸津町三津4209-9 P43 拡大図
83 土田歯科医院 0846-45-1177 安芸津町三津4385-3 P43 拡大図
84 原田歯科医院 0846-45-0041 安芸津町三津3713 P43 C-2
85 マイ歯科 0846-45-6927 安芸津町風早1118-1 P43 C-2
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

薬
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番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
59 エンゼル薬局志和店 082-433-6060 志和町志和東1195-1 P39 B-3

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
60 あかね薬局高屋店 082-491-0337 高屋町大畠499-66 P40 C-2
61 あすか薬局 082-420-4051 高屋町杵原1347-9 P40 右拡大図
62 アプコ調剤薬局白市 082-434-3793 高屋町小谷3257-4 P40 C-3
63 ありす薬局 082-434-4080 高屋町杵原1311-6 P40 右拡大図
64 さんくす薬局高屋店 082-491-0023 高屋町杵原1826-1 P40 左拡大図
65 すぎはら薬局高屋店 082-436-1300 高屋町造賀2956-2 P40 B-1
66 全快堂薬局 082-434-7223 高屋町杵原957-5 P40 C-1
67 造賀全快堂薬局 082-430-2355 高屋町造賀736-4 P40 B-1
68 たかみニュータウン薬局 082-434-7113 高屋高美が丘5-2-1 P40 左拡大図
69 竹乗薬局 082-434-0238 高屋町宮領184-6 P40 D-2
70 にしたかや薬局 082-434-7933 高屋町中島31-1 P40 右拡大図
71 フラワー薬局 082-439-2345 高屋町杵原1135-1 P40 右拡大図
72 明光堂三宅薬局 082-434-4259 高屋町杵原1766-1 P40 C-2
73 メロディ薬局 082-420-4313 高屋町桧山449-6 P40 D-1

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
74 賀茂セルム薬局 0823-83-1655 黒瀬町南方797-1 P42 C-2
75 くるみ薬局黒瀬店 0823-83-1200 黒瀬町兼広139-1 P42 拡大図
76 クレハ薬局 0823-83-0440 黒瀬町兼沢1074-2 P42 C-1
77 くろせ薬局 0823-81-0273 黒瀬町南方804-1 P42 C-2
78 康仁薬局 0823-82-8282 黒瀬町楢原646-4 P42 拡大図
79 セルム薬局 0823-82-1850 黒瀬町国近335-9 P42 C-3
80 阪神調剤薬局東広島店 0823-83-0810 黒瀬町楢原243-9 P42 拡大図
81 まえのぶ薬局 0823-82-5497 黒瀬町丸山1362-5 P42 拡大図

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
82 杏薬局 082-435-2889 福富町久芳3798-2 P41 拡大図
83 コスモス薬局福富店 082-435-2882 福富町久芳1539-27 P41 拡大図
84 竹仁薬局 082-430-1238 福富町下竹仁504-6 P41 C-2

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
86 竹乗天命堂薬局 082-437-0101 河内町中河内691-1 P45 拡大図
87 満井薬局駅前支店 082-437-0369 河内町中河内702-3 P45 拡大図 

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
88 あきつ薬局 0846-45-4943 安芸津町三津4424 P43 拡大図
89 風早薬局 0846-45-5457 安芸津町風早1118-2 P43 C-2
90 永井薬局 0846-45-0334 安芸津町木谷129-6 P43 C-3
91 早田薬局 0846-45-0516 安芸津町三津4394-1 P43 拡大図
92 みどり薬局 0846-45-2600 安芸津町風早1394 P43 C-2

番号 薬局名 電話番号 所在地 地図
85 杏薬局豊栄店 082-432-4128 豊栄町乃美3240 P44 C-1

医師会
一般社団法人東広島地区医師会

〒739-0003
東広島市西条町土与丸1113
東広島保健医療センター（事務局：2階）
☎ 082-422-3810
 082-422-2580

一般社団法人賀茂東部医師会
〒739-2303
東広島市福富町久芳1539-27
☎ 082-430-1101
 082-430-1131

一般社団法人竹原地区医師会
〒725-0026
竹原市中央三丁目14-1
竹原市保健センター内
☎ 0846-22-9377
 0846-22-8276

歯科医師会
一般社団法人東広島市歯科医師会

〒739-0003
東広島市西条町土与丸1113
東広島保健医療センター（事務局：3階）
☎ 082-423-0160
 082-423-0161

薬剤師会
一般社団法人東広島薬剤師会

〒739-0003
東広島市西条町土与丸1113
東広島保健医療センター（事務局：3階）
☎ 082-423-7340
 082-423-7340

一般社団法人竹原薬剤師会
〒739-2402
東広島市安芸津町三津4424
☎ 0846-45-2100
 0846-45-2100

志和町

黒瀬町

福富町

豊栄町

河内町

安芸津町

高屋町
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各
種
届
け
出

持参物・添付書類など出生届
生まれた子の父母など
届け出人の現在地（住所地）、
本籍地、出生地

生まれた日を含め14日以内
届け出人
届け出地

●出生届書
●届け出人の印鑑
●母子健康手帳
※届け出人の欄には父または
　母の署名・押印が必要です。

離婚届
夫・妻
届け出人の現在地（住所地）、
本籍地

届け出人
届け出地

持参物・添付書類など

※協議離婚の場合
●離婚届書
●戸籍謄本（本籍地が市外の人のみ）
●夫妻の印鑑（婚姻中の姓のもの）
●届け出人の本人確認ができる書類

届け出の日から効力を生じる

届け出の日から効力を生じる
婚姻届

夫・妻になる人届け出人
届け出地

持参物・添付書類など

夫妻の現在地（住所地）、
本籍地

●婚姻届書
●戸籍謄本（本籍地が市外の人のみ）
●夫妻（婚姻前の姓）の印鑑
●届け出人の本人確認ができる書類
●未成年の場合は父母の同意書

死亡届
親族、同居人など
届け出人の現在地（住所地）、
死亡者の本籍地、死亡地

●死亡届書
●届け出人の印鑑
●火葬使用料
　（市内で火葬を希望する場合）

届け出人
届け出地

持参物・添付書類など

死亡したことを知った日から7日以内

転入届
住み始めた日から14日以内

本人、同一世帯の人、
代理人（委任状が必要）

転出届
●印鑑
●届け出人の本人確認が
　できる書類

本人、同一世帯の人、
代理人（委任状が必要）

届け出人

市役所、各支所・出張所届け出地

●転出証明書　●印鑑
●届け出人の本人確認ができる書類
●外国籍の人は在留カード
　または特別永住者証明書
●世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード

転出する前、転出した日から14日以内
届け出人

市役所、各支所・出張所届け出地

本人、同一世帯の人、
代理人（委任状が必要）

届け出人

市役所、各支所・出張所届け出地

転居届
市内で住所が変わった日から14日以内 ●印鑑

●届け出人の本人確認ができる書類
●外国籍の人は在留カード
　または特別永住者証明書
●世帯全員のマイナンバーカードまたは通知カード

持参物・添付書類など

持参物・添付書類など

持参物・添付書類など

戸籍の届け出
問 市民課　☎082-420-0915

住民登録の届け出
問 市民課　☎082-420-0925

印鑑登録
問 市民課　☎082-420-0925

誰でも登録できるの？

　満15歳以上で住民登録をされている人が、1人につき1本
だけ登録できます。成年被後見人の場合はお問い合わせくだ
さい。転出すると失効します。

届け出・手続き さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

各
種
証
明
書

各種証明書
問 　市民課　☎082-420-0925　　市民税課　☎082-420-0910

 資産税課　☎082-420-0911　　　収納課　☎082-420-0912

窓口では、個人情報の保護を徹底するため、交付申請時に本人確認を実施しています。
ご理解とご協力をお願いします。

本人確認書類一覧表（ 有効期限内で住所が記載されているものは住所などが最新の情報に書き換え
てあるものに限ります）

分類1（写真付） 分類2 分類3

証明書類の名称
●運転免許証　　　●旅券（パスポート）
● 国または地方公共団体の機関が発行した免許証
など（写真付き）　●住基カード（写真付き）
●マイナンバー（個人番号）カード

●各健康保険被保険者証
●国民年金手帳
●年金証書

●学生証
●法人発行の身分証明書

戸籍関係 上記の内1点で確認 上記の内2点以上で確認 上記の証明書のみでは不可。
分類2との組み合わせで確認

住民票関係 分類1、分類2、分類3の中から1点
税関係 18ページをご覧ください。

戸籍・住民票関係の発行

税関係の証明書の発行 ※東広島市で課税されている人のみ

証明書の種類
手数料

（令和2年4月
1日改定）

申請に必要なもの・注意事項

戸籍全部事項証明・個人事項証明（戸籍謄本・抄本） 450円
※本籍地の市区町村で発行します。
●本人、配偶者、直系親族の場合　・本人確認書類
●上記以外の場合　・代理人の本人確認書類　・委任状

除籍謄本・抄本、改製原戸籍謄本・抄本 750円
戸籍の附票の写し 300円
身分証明書 300円
戸籍届出受理証明書 350円 本市で戸籍の届け出を行った場合に発行できます。

住民票の写し 300円
※住所地の市区町村で発行します。
●本人、同一世帯員の場合　・本人確認書類
●上記以外の場合　・代理人の本人確認書類　・委任状

住民票記載事項証明書 300円 ※住所地の市区町村で発行します。

住民票の写し（広域交付） 300円
※住所地が市外の場合です。
※ 本人または同一世帯員に限り、住民票（本籍を省略したもの）
を発行します。
●本人確認書類（分類1）

印鑑登録証明書 300円 印鑑登録証カードと本人確認書類が必要です。

証明書の
種類 内容 区分

手数料
（令和2年4
月1日改定）

市民課 支所・
出張所 市民税課 資産税課 収納課

市県民税 市県民税課税台帳記載事項証明
（所得証明） 1人・1枚につき 300円 ○ ○ ○ － －

固定資産税

固定資産課税台帳登録事項証明 5筆・5棟につき 300円 － ○ － ○ －
固定資産課税台帳（名寄帳）の写し 1枚につき 300円 － ○ － ○ －
地籍図（公図）・地番参考図の写し 1枚につき 300円 － ○ － ○ －
住宅用家屋証明 1件につき 1,300円 － ○ － ○ －

納税
納税証明 1人・1年度・1税目に

つき 300円 ○ ○ － － ○

納税証明（滞納のない証明） 1人につき 300円 － ○ － － ○
納税証明（軽自動車継続検査用） － 無料 ○ ○ － － ○
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制度 対象者 申請に必要なもの

児童手当 中学校修了までの児童を養育している人

●印鑑　
●申請者名義の預金通帳またはカード
● 申請者（保護者）の健康保険証（国民年金加入者は不要）
●マイナンバーが確認できるもの
※その他、場合により必要書類あり。

乳幼児等医療費の支給

通院　 0歳児～小学校3年生（9歳到達の年度）
入院　0歳児～中学校3年生
※ 1医療機関1日500円を上限とし、月ごと1
医療機関ごとに通院は4日、入院は14日ま
で自己負担。
※所得制限があります。

●印鑑　
●対象児童などの健康保険証
●マイナンバーが確認できるもの
※その他、場合により必要書類あり。

子育て・教育 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

子育てほっとライン　☎082-426-5113

　妊娠・出産・子育てについて、どんなことでもお気軽
にご相談ください。保健師・助産師・栄養士が対応しま
す。 パパママ教室

妊婦さんとその配偶者対象。出
産・育児について学びます。

マタニティ教室
妊娠中の健康管理や出産
準備などの教室。

ワーキングマタニティ教室
平日参加が難しい働く妊婦さんの教
室。

出産・育児サポートセンターすくすく（愛称すくすくサポート）
問 こども家庭課　☎082-420-0407

妊娠届・母子健康手帳の交付

　妊娠した人は妊娠届を提出してください。転入の場合、母子
健康手帳の交換は必要ありませんが、健診受診票・予防接種な
どについてはお問い合わせください。

子育ての知識を深める講座（要予約）

こんにちは赤ちゃん訪問

　母子健康手帳別冊にある「こんにちは赤ちゃん訪問ハガキ」
を提出してください。家庭訪問を行っています。

予防接種

　接種時期や受け方などは、お問い合わせください。

各種手当など
問 こども家庭課　☎082-420-0407

ひとり親家庭等への支援　※対象者や申請に必要なものなどはお問い合わせください。

・児童扶養手当
・ひとり親家庭等医療費の支給

・高等職業訓練促進給付金・自立支援教育訓練給付金
・JR通勤定期購入割引
・ 母子・父子および寡婦福祉資金の貸付
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

市
立
小
・
中
学
校

市立小・中学校に関する手続き
問 学事課　☎082-420-0975

新入学

　新入学となる日の2カ月前までに学校を指定する通知をお送りします。なお、入学児童・生徒の住所により学校を指定しますが、
一定の要件を満たす場合は指定学校の変更を認めています。
転入学

在籍していた
学校から書類
を受け取る

転出先の住所地の教育委
員会で転校手続きをする

転出の手続き市 外 へ
転 出

在籍していた
学校から受け
取った書類を
転校する学校
に提出する

※指定学校とは、児童・生徒の
住所地が属する学校区によ
り、教育委員会の指定する
学校です。

指定学校に転校

一定の要件を満たす場合は、手続きに
より指定学校の変更ができます。教育
委員会へお問い合わせください。

指定学校以外の学校に
就学したいとき

学校指定通知書教育委員会

学 校 在学証明書
教科用図書給与証明書

転入の手続き

転居の手続き※市内で
転 居
※市内で

市外から
転 入

※学校区が変更となる市内転居の場合
▪転入・転居時に市役所で

手続き後受け取る書類

▪転居・転出時に在籍の学
校から受け取る書類

▶▶▶ P10

▶▶▶ P10

▶▶▶ P10

就労支援（母子・父子自立支援プログラム）
☎082-420-0407（こども家庭課）
児童扶養手当受給者が新たに就職したい、転職したいな
ど、自立・就労のための支援を行います。
月～木曜日　9時～16時、金曜日　9時～15時

家庭児童相談室
☎082-420-0407（こども家庭課）
子育ての悩みや経済的自立に関する相談
月～金曜日　8時30分～17時

Kids☆めるまが
子育てに役立つ情報を、携帯電話やパソコ
ンにメールでお届けするサービスです。入
会費、利用料無料。通信料のみ利用者負担
サイト　http://www.ikuchan.or.jp

子育てするなら東広島フェイスブック
子育て世帯向けのイベント情報や市の取り
組みなどを発信しています。
サイト　 https://www.facebook.

com/hhkosodate/

市立小・中学校

家庭児童相談など

子育て情報発信
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　新たに住宅での新エネ・省エネ設備を設置する人に、次のとおり補
助します。

補助対象設備 補助額
住宅用エネルギー
管理システム（HEMS）上限額　5万円（補助対象経費の2分の1）

太陽光発電システム 上限額　2万5,000円
（補助対象経費の20分の1）

定置用リチウムイオン
蓄電システム（蓄電池） 上限額　10万円（補助対象経費の10分の1）
家庭用燃料電池システム
（エネファーム） 上限額　10万円（補助対象経費の10分の1）

電気自動車充給電設備
（V2H） 上限額　10万円（補助対象経費の10分の1）

宅配ボックス 上限額　3万円（補助対象経費の2分の1）

　市が収集する家庭ごみは家庭系ごみ指定袋（オレンジ色・紫色）を
使用して、決められたごみステーションへ出してください。ごみの収
集日は「家庭ごみ収集日程」、詳しい分別は「家庭ごみの出し方」・「ご
みブック」でご確認ください。「家庭ごみ収集日程」・「家庭ごみの出し
方」・「ごみブック」は市ホームページに掲載しています。

・ 東広島市に居住していることを確認するため、本人確認書類（免許
証など）をご用意ください。
・ ごみの種類ごとに正しく分別して、必ず指定袋に入れて搬入してく
ださい（新聞、雑誌、雑がみ、ダンボール、粗大ごみは除く）。
・ 市で処理できないごみ（タイヤ、農機具、バイク、薬品、油、塗料入り
缶、各種リサイクル法対象品など）は、販売店にご相談ください。こ
れらを分解してもセンターへは搬入できません。
・ センター内では事故などに十分注意し、係員の指示に従い荷降しは
搬入者自身が行ってください。

共通項目

問 廃棄物対策課　☎082-420-0926

家庭ごみ

スマートハウス化支援補助金
問 環境対策課環境先進都市推進室　☎082-420-0928

申請方法

必要書類一式を環境対策課環境先進都市推進室に提出してください。
　申請の手引き、補助金交付申請書類などは環境対策課で配布して
います。また、市ホームページからもダウンロードできます。

注意事項

・ 既に設置された設備は補助の対象になりません。補助対象設備を設
置する前に申請してください。

処理施設 賀茂環境衛生センター
（ごみ焼却施設）

賀茂環境センター
（不燃ごみ処理施設）

所在地
電話番号

西条町上三永10766-1
☎082-426-0820

黒瀬町国近10427-24
☎0823-82-6499

受け入れる
ごみの種類

●燃やせるごみ　
●燃やせる粗大ごみ
●新聞
●雑誌・雑がみ
●ダンボール

●埋立ごみ ●有害ごみ
●ペットボトル
●リサイクルプラ
●ビン・缶
●燃やせない粗大ごみ

受入可能日
開場時間

月～土曜日
（年末年始を除く）
8：30～17：00

月～土曜日
（年末年始・祝日を除く）
8：30～17：00

処理施設 竹原安芸津環境センター 竹原安芸津最終処分場
所在地
電話番号

竹原市吉名町2654
☎0846-28-0163

安芸津町木谷1620-1
☎0846-45-5241

受け入れる
ごみの種類

●燃やせるごみ　
●燃やせる粗大ごみ

●埋立ごみ ●有害ごみ
●ペットボトル
●リサイクルプラ
● ビン・缶
●新聞 ●雑誌・雑がみ
●ダンボール
●燃やせない粗大ごみ

受入可能日
開場時間

月～金曜日（年末年始・GWを除く）
8：30～12：00、13：00～16：30

ごみの分別

● 西条・八本松・志和・高屋・黒瀬・福富・豊栄・河内 地区

● 安芸津 地区

　飼い犬の登録・狂犬病の予防注射は、狂犬病予防法により義務付けられています。
　登録は犬の戸籍のようなものです。死亡の届け出、登録事項変更の届け出についても必ず行ってください。

予防注射を受けた場合、狂犬病予防注射済票交付の手続きをしな
ければ予防注射を受けたことにはなりません。

年に１回（３月２日～翌年３月１日まで）

登録を申請 鑑札の交付

登録事項の変更届を提出

狂犬病予防注射済票交付の手続き狂犬病予防注射

登録は犬の生涯に一度です

3,000円登録手数料 2,500円注射代金 550円交付手数料

1 環境対策課　2 各支所　3 市内の動物病院
4 狂犬病予防集合注射接種会場　 （毎年4月に実施）

1 市内の動物病院　2 狂犬病予防集合注射接種会場
3 環境対策課（注射済票の交付のみ）　4 各支所（注射済票の交付のみ）

1 環境対策課
2 各支所

登録手続きができる場所 交付手続きができる場所 提出先

死亡届を提出

犬
を
飼
っ
た

●東広島市に引っ越してきた場合は、以前の居住地の鑑札を窓口へ持ってきてください。
●犬を譲る場合は、鑑札や注射済票も一緒に渡してください。

飼い主が変わった・引っ越した

犬
が
死
亡
し
た

鑑札・注射済票

必要なもの

飼い犬 問 環境対策課　☎082-420-0928

犬の登録・狂犬病予防注射

環境衛生 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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上
水
道

広島銀行／山口銀行／もみじ銀行／広島信用金庫／呉信用金庫／しまなみ
信用金庫／広島市信用組合／広島県信用組合／中国労働金庫／広島中央
農業協同組合／芸南農業協同組合／広島県信用漁業協同組合連合会／ゆ
うちょ銀行（納入通知書による納付は、広島県・山口県・岡山県・島根県・鳥
取県内のゆうちょ銀行支店や郵便局で取り扱います）

取扱金融機関

水道料金について

料金の支払いは、便利な「口座振替」がおすすめです！

必要なもの：通帳、届け出印鑑､水栓番号のわかるもの(｢検針のお知らせ｣など)

水道局または取扱金融機関でお申し込みください。
お支払日は奇数月の26日です。

●請求する料金は､2カ月分の基本料金と前2カ月分の使用水量に係る超過
料金を合算した金額です。

●使用開始後の最初の請求は、原則、基本料金のみ請求します。
●使用を開始した月または中止した月の連続した使用日数が15日以内のと

きは、当該月の基本料金は半月分の料金として計算します。
●水道料金を指定納期限内に支払うことができない場合、給水を停止する

ことがありますので、ご注意ください。

【支払い方法】
　料金は、下水道使用料などと合わせて奇数月に請求します。
　水道局から郵送する納入通知書で、下記の取扱金融機関、コンビニエン
スストア（一部を除く）、水道局及び各支所で支払えます。納入期限は、奇数
月の末日です。なお、末日が金融機関などの休業日の場合は、翌営業日とな
ります。
　また、口座振替でお支払いいただけます。

水道の使用開始と中止
引っ越しが決まったら…

転入、市内転居の場合

転出、市内転居の場合

使用開始届の提出

❶ 水栓番号
（「納付書」「検針のお知らせ」に記載されています）
❷ 現住所・契約者氏名・電話番号
❸ 引っ越し予定日（最後に使用する日）
❹ 引っ越し先の住所・電話番号
❺ 精算方法（口座振替、納入通知書）
をお伝えください。

　 届け出を行わずに無断で使用した場合は、停水処分をする
ことがあります。

　 届け出を行わずに転出・転居された場合は、引き続き料金
が発生することになりますのでご注意ください。

開始届（ハガキ）は、新しく入居した住宅の郵便受
けやドアノブに備え付けています。記入例に従って
記入し、郵送してください。（開始届がない場合は、
業務課までご連絡ください。)
なお、電話による手続きはできません。

水道の使用
を
中止

水道の使用
を
開始

電話または市ホームページ
からの電子申請

水道の使用開始または中止は、届け出が必要です。
上水道 問 業務課　☎082-423-6333

水道に関するお問い合わせ

水道局
（〒739-0025　西条中央2丁目5-18）
※土・日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）を除く
　平日8：30～17：15
● 水道の使用開始・中止、使用者などの変更、水道料金につい
てのお問い合わせ
　業務課　☎082-423-6333／ 082-422-0336
●漏水修理・断水についてのお問い合わせ
　給水課　☎082-421-3665／ 082-422-0440
●夜間・休日（緊急のお問い合わせ）
　吾妻子浄水場　☎082-425-1381

上下水道 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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下
水
道
・
浄
化
槽

下水道・浄化槽
問 下水道管理課　☎082-420-0957　 082-422-5261
下水道施設課　☎082-420-0403　 082-420-0404

きれいな水で、快適な暮らしを
　汚れた水を集めてきれいな水によみがえらせる下水道は、
快適な生活を支える重要な施設です。利用できる区域に住ん
でいて、下水道の接続をしていない人は、早めに接続工事をお
願いします。
　排水設備工事、下水道の正しい使い方や水洗便所改造資金
貸付制度については、下水道施設課にお問い合わせください。

　公共下水道工事完了後、下水道が利用できるようになった
区域を告示（供用開始告示）します。その翌年度に、その区域の
土地所有者などに対して、受益者負担金または受益者分担金
がかかります。
受益者負担金
・ 東広島処理区・黒瀬処理区・安芸津処理区・白市処理分区 
…土地の面積×600円／㎡
・河内処理分区…公共ます1基あたり25万円
受益者分担金
・入野処理分区…公共ます1基あたり25万円
・福富処理区……公共ます1基あたり30万円
・豊栄処理区……公共ます1基あたり35万円
※ ただし、河内・入野・福富・豊栄処理区で1つの公共ますを複
数の者が共同で使用する場合は、使用者ごとにそれぞれの
額がかかります。

　下水道未整備区域は、浄化槽を設置して生活雑排水を処理
します。浄化槽は定期的な点検や清掃の実施および法定検査
の受検が必要です。

浄化槽
問 環境対策課　☎082-420-0928

公共下水道事業受益者負担金（分担金）

　下水道使用料金は、下水道施設の維持管理に必要な費用の
一部を負担いただくもので、使用水量に応じて算定されます。
料金の支払いは2カ月ごとで、上水道の料金と一緒に請求し
ます。使用料は、納期限内にお支払いください。便利な口座振
替をご利用ください。

下水道使用料
1農業集落排水の役割
農業集落排水事業は、生活排水などの汚水を処理する施設を

整備し、農村地域の環境改善を図ることを目的としています。
2使用料
◎ 農業集落排水処理施設使用料表 
（2カ月　消費税と地方消費税を含む）
（1）井戸水などを使用されている場合

（2）水道水のみを使用されている場合、または排除水量

3加入金
　処理区域内において新たに施設の使用を開始しようとする
ときは、加入金として25万円を納付していただくこととなり
ます。

農業集落排水
問 1～2下水道管理課　☎082-420-0957　 082-422-5261
 　　3下水道施設課　☎082-420-0403　 082-420-0404

基本使用料 使用人員割使用料
1世帯または1事業所に

つき5,720円
世帯人員または処理対象人員

1人につき1,320円

基本使用料 超過使用量
38㎥まで7,040円 38㎥を超えると、1㎥につき330円
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市
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は
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限
内
に
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の
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類
・
納
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に
つ
い
て
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個
人
住
民
税

税金の種類
納　期

4月5月6月7月8月9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

市県民税 1期・
全期 2期 3期 4期

固定資産税
都市計画税

1期・
全期 2期 3期 4期

軽自動車税 定期

国民健康保険税 1期・
全期 2期3期4期5期6期7期8期

税金 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

問  納税に関すること
　    収納課　☎082-420-0912

  ● 市民税 
市民税課　☎082-420-0910

問  課税に関すること

  ● 固定資産税・都市計画税 
資産税課　☎082-420-0911

  ● 軽自動車税 
市民税課　☎082-420-0910

  ● 国民健康保険税 
国保年金課　☎082-420-0933

市税は納期限内に納めましょう
 市税の納付は簡単・安心・確実・便利な口座振替を
ご利用ください。

　一度手続きを行えば、納期限の日に指定の預貯金口座から
自動的に振替納付をすることができます。
※ 口座振替の手続完了までに1カ月程度の期間を要しますの
で、早めに金融機関・市役所・各支所・各出張所の窓口でお手
続きをお願いします（通帳と通帳使用印が必要です）。
※取扱金融機関
　 広島銀行・もみじ銀行・広島信用金庫・呉信用金庫・広島中央
農業協同組合・芸南農業協同組合・山口銀行・しまなみ信用
金庫・中国労働金庫・広島市信用組合・広島県信用組合・広島
県信用漁業協同組合連合会・ゆうちょ銀行・郵便局

 お近くの金融機関またはコンビニエンスストアで
市税の納付ができます。

　金融機関や市役所などの窓口に行かなくても、また夜間や
休日でも、コンビニエンスストアで市税の納付ができます。
※ ただし、バーコードのない納付書や金額を訂正した納付書
では納付できません。

何らかの事情により市税の納付が困難な場合は、滞納のまま
にせず、早めに収納課まで電話か窓口でご相談ください。

市税を納付できないときは…

税の種類・納税について

　個人の前年の所得などにかかる税金で、一律に負担する均
等割と、所得に応じて負担する所得割からなります。
※ 県民税の申告と納付は、市民税とあわせて行うことになっ
ています（以下「市県民税」として説明します）。個人住民税
と市県民税は同じものです。

個人住民税
問 市民税課　☎082-420-0910

納税義務者 均等割 所得割
市内に住所がある人 ○ ○
市内に事務所や家屋敷などがある人で市内
に住所がない人 ○ －

※ 市内に住所、または事務所などがあるかどうかは、その年の
1月1日現在の状況で判断します。

納税義務者
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もっと詳しい情報は東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

減免制度

① 身体・精神・知的の障害に関する手帳の所持者、またはその
人と生計を一にする家族が所有する軽自動車などについて
は、その使用目的や障害の程度などが一定の要件を満たせ
ば、減免を受けることができます（1人の障害者について1
台のみ）。
　 申請は納税通知書が到着した日から納期限までに行ってく
ださい。
　 なお、すでに自動車税（普通車など）の減免を受けている人
は、同一の事由で軽自動車税の減免を受けることはできま
せん（②を除く）。
② 身体障害者などが使用するために改造した軽自動車につい
ては、一定の要件を満たせば減免を受けることができます
（台数に制限は無し）。
※ 減免の対象になるかどうかは事前にお問い合わせください。

証明書の種類 内容 区分
手数料

（令和2年4
月1日改定）

課税・納税に
関する証明書

① 市県民税課税台帳
記載事項証明 
（所得証明）

1人・1枚につき 300円

②納税証明 1人・1年度・
1税目につき 300円

③ 納税証明（滞納の
ない証明） 1人につき 300円
④ 納税証明 
（軽自動車継続検査用） － 無料

土地・建物に
関する証明書

⑤  固定資産課税台帳
登録事項証明 5筆・5棟につき 300円

（以後100円／枚）
⑥ 固定資産課税台帳
（名寄帳）の写し 1枚につき 300円
⑦ 地籍図（公図）の写し 1枚につき 300円
⑧ 住宅用家屋証明 1件につき 1,300円

税に関する証明書を取るには
問 ①市民税課　　　☎082-420-0910
②～④収納課　　☎082-420-0912
⑤～⑧資産税課　☎082-420-0911

　市税の証明書には次のようなものがあります。

※ 法人にかかる証明については、「1年度」は「1事業年度」

申請者

お持ちいただくもの

本人確認などに
必要なもの

代理人確認に
必要なもの

（左記に加えて下記の
ものが必要です）

個
人

本人 窓口に来られる人
の運転免許証など
の本人を確認でき
るもの

－
代理人 本人からの委任状

親族 同居 －
別居 本人からの委任状

法
人

代表者本人、
従業員

● 窓口に来られる
人の運転免許証
などの本人を確
認できるもの
● 法人の代表者印
押印の申請書

－

代理人・持参人
法人からの委任状
（左記の代表者印押印
の申請書がある場合は
不要です）

委任状に必要な記載事項
（1）代理人の住所・名前　（2）委任者の住所・名前　（3）委任内容
（4） 委任者の押印（認印でも可）、委任者が法人の場合は代表者印の押印

固定資産税・都市計画税
問 資産税課　☎082-420-0911

固定資産税

　固定資産税は、毎年1月1日（「賦課期日」といいます）に、土
地、家屋、償却資産（これらを総称して「固定資産」といいます）
を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定され
た税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税

都市計画税は、快適で住みよい総合的な街づくりを目的とした
都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用の一部に役立て
られている目的税です。固定資産税と合わせて納めてください。

法人市民税
問 市民税課　☎082-420-0910

※ 土地や株を譲渡した場合などの税率は上記とは別にそれぞ
れの条件により個別に定められています。

市民税 県民税 合　計
3,500円 2,000円 5,500円

均等割額・所得割額

均等割額

※ 東日本大震災を踏まえた防災施策のため、平成26年度から
令和5年度まで市民税と県民税が各500円加算されます。
※ 県民税には、平成19年度から令和3年度まで「ひろしまの森
づくり県民税」として500円が加算されます。
所得割額

課税される所得金額 市民税 県民税 合　計
一律 6% 4% 10%

市内に事務所や事業所などがある法人や地縁団体、NPO法人
などに課税されます。
※ 収益事業を行わない認可地縁団体、認定NPO法人などには
減免措置があります。

軽自動車税（種別割）
問 市民税課　☎082-420-0910

　原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車と二輪の小型自
動車（以下、「軽自動車など」として説明します）の所有者に対
して課税されます。
納税義務者

　4月1日現在、市内を主たる定置場（使用の本拠）とする軽自
動車などを所有している人
※ ただし、割賦（所有権留保付）販売の場合は、買主が所有者と
みなされます。
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民
年
金

国保年金課・支所・出張所が受付窓口です

国民年金 問 国保年金課　☎082-420-0933
　老後の生活などに備えて一人一人が保険料を納めていくことで、お互いに助け合う制度です。20歳以上60歳未満の
すべての人が加入し、共通の基礎年金を受けることができます。
第1号被保険者：自営業者、農林漁業従事者、学生、無職の人
第2号被保険者：厚生年金や共済組合に加入している人（会社員、公務員など）
第3号被保険者：第2号被保険者に扶養されている配偶者（会社員、公務員などの妻または夫）

こんなときは届け出を

｢こんなとき｣具体例 手続きに必要なもの 期間

会社などを退職したとき ●年金手帳　●印鑑　●退職日のわかる書類

14日以内
厚生年金や共済組合加入者の被扶養配偶者でなくなっ
たとき

●年金手帳　●印鑑
●扶養からはずれた日のわかる書類など

住所の変更（転入時） ●年金手帳　●印鑑
加入者の死亡 ●年金手帳　●印鑑など

年金を受けようとするとき（第1号被保険者） ●年金手帳　●印鑑　●マイナンバーが確認できる書類
●戸籍謄本など

受給対象に
なったとき

引き続き年金を受けようとするとき
（マイナンバー登録後は不要） ●受給者現況届　●印鑑 誕生月または

指定された日
住所・氏名の変更（マイナンバー登録後は不要） ●年金証書　●印鑑など

14日以内
年金を受けていた人が死亡したとき ●年金証書　●印鑑　●戸籍謄本など

基
礎
年
金

老齢基礎年金 国民年金保険料の納付（免除も含む）期間が10年以上ある人が、65歳になったときから受けられる年金です。

障害基礎年金 国民年金加入中または20歳前に、初診日のある病気やけがで一定の要件の障害の状態になった人が受けられる年金です。
※ 受給する要件を満たしている必要があります。

遺族基礎年金 国民年金加入者や老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人が死亡したとき、生計を維持されていた子のいる配偶
者または子が受けられる年金です。　※子：18歳に到達する年度末までの子、1級・2級の障害のある20歳未満の子

第
１
号
被
保
険
者
に

対
す
る
独
自
給
付

付加年金 付加保険料を上乗せして納めた場合は、加算された年金額を受けられます。

寡婦年金 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした夫が、老齢・障害基礎年金を受けることなく死亡したとき、婚姻期間10年以
上ある妻に60歳から65歳まで支給されます。

死亡一時金 保険料を3年以上納めた人が、老齢・障害基礎年金を受けることなく死亡し、その家族が遺族基礎年金を受けられない
とき支給されます。

国民年金の給付と種類

年金・保険 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
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国
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金
／
国
民
健
康
保
険

※ 手続きには、対象者と世帯主のマイナンバーの記載が必要です。また、窓口に来る人の本人確認書類（運転免許証、マイナンバーカードなど写真
付きのもの）と世帯主のマイナンバーが確認できる書類が必要です。
※別世帯の人が届け出をする場合は、委任状が必要です。

「こんなとき」具体例 本人確認書類※以外に必要なもの

東広島市に転入したとき ー
職場などの健康保険をやめたとき ●健康保険資格喪失証明書
生活保護を受けなくなったとき ●保護決定通知書
子どもが生まれたとき ●国保の保険証 ●母子健康手帳

市外へ転出するとき ●国保の保険証
職場などの健康保険に加入したとき ●国保の保険証 ●職場の保険証
生活保護を受けることになったとき ●国保の保険証 ●保護決定通知書
亡くなったとき ●国保の保険証 ●死体埋火葬許可証など

市内で住所が変わったとき ●国保の保険証世帯主の変更や氏名などが変わったとき
修学のため、家族と離れて他市町村で生活するとき ●国保の保険証・在学証明書または学生証
介護保険適用除外施設に入所（を退所）したとき ●入所（退所）したことを証明するもの
保険証の紛失などで再交付を受けるとき ー

国民健康保険に
加入するとき

その他

国民健康保険を
脱退するとき

国民健康保険に加入するとき、脱退するときは、国保年金課または支所・出張所へ14日以内に届け出をしてください。

　国保に加入していると、医療機関や薬局にかかったときの医療費をはじめ、さまざまな給付が受けられます。

交通事故など他人の行為（第三者行為）によってけがなどをした
場合は本来、その費用は加害者が負担すべきものですが、被害者
が希望すれば、届け出を行うことで、一時的に国保で診療を受け
られます。

交通事故などにあったとき 重い病気や大きな手術などで保険診療を受け、1カ月の一部負担
金の額が自己負担限度額を超えた場合、高額療養費が支給され
ます。

医療費が高額になったとき（高額療養費）

次のような場合は、いったん全額自己負担しますが、申請して審査
で認められれば、自己負担を除いた額があとから支給されます。

あとで払い戻されるとき（療養費の支給）

●保険証を持たずに診療を受けたとき
●コルセットなどの治療装具代※
●柔道整復、はり、きゅう、あんま、マッサージの施術代※
●海外渡航中に受けた治療代（治療目的の渡航を除く）
 ※医師が必要と認めた場合

医療機関の窓口で保険証を提示すれば、自己負担割合に応じた
一部負担金を支払うことで医療を受けることができます。

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、標準
負担金を負担します。

病気やけがで受診したとき

病気やけがで入院したとき

●診察・検査　●病気やけがの治療　
●薬や注射などの処置　●入院と看護　
●在宅療養（かかりつけ医による訪問診療）

国民健康保険で受けられる給付
問 国保年金課　☎082-420-0933

国民年金保険料の免除制度があります まずは申請を！

経済的理由で保険料の納付が困難な場合は、全額、4分の3、半額、4分の1を免除する制度があります。

学生納付特例制度
学生については、在学中の保険料を後で納めるこ
とができます。

納付猶予制度
50歳未満の人については、保険料の納付を猶予す
る制度があります。

　病気やけがのとき、安心して医療が受けられるよう、加入者が普段から保険税を出し合ってお互いに助け合う制度です。国
民健康保険では加入者が医療費の一部を負担するだけで、病気やけがの治療を受けることができます。市内に住んでいる人
で、職場の健康保険や後期高齢者医療制度に加入している人と生活保護を受けている人以外は、だれもが加入しなければな
りません。国民健康保険税は世帯主に課税されます。

こんなときは届け出を

国民年金保険料の額（令和2年度）
定額保険料…月額16,540円
付加保険料…月額400円

国民健康保険 問 国保年金課　☎082-420-0933
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

後
期
高
齢
者
医
療
制
度

●75歳以上の人
75歳の誕生日から加入します。加入手続きは必要ありません。

●65歳以上75歳未満の一定程度の障害がある人で、申請により広域連合の障害認定を受けた人
認定を受けた日から加入します。障害認定により、後期高齢者医療制度への加入を希望する場合は、手続きが必要です。また、
認定後いつでも将来に向かって撤回することができます。

市区町 広島県後期高齢者
医療広域連合 病院など

被保険者証
の引き渡し

被保険者証の交付

情報提供
徴収保険料の納付

医療費の請求

医療費の支払い

被保険者

年度中途で加入した場合は、加入月分から計算され、年度
中途で資格を喪失した場合の喪失月分は計算されません。
※均等割額と所得割額は2年ごとに見直しが行われます。

保険料の決め方

被保険者証

被保険者の所得
に応じて負担

所得割額
＋ 4月から翌年3月

までの1年間で計算

年間保険料
＝

保険料は個人ごとに計算され、被保険者一人一人にかかります。

保険料の納め方
保険料は、原則として公的年金から天引きされます。

被保険者全員が
均等に負担

均等割額

受給する公的年金から
の天引き

特別徴収

●被保険者証は、原則として郵送でお届けします
●被保険者証は、1人につき1枚
●毎年8月1日付けで更新（定期更新）
●医療機関にかかるときは必ず提示

①公的年金受給額が年額18万円以上の人
②介護保険料が公的年金から天引きされ、後

期高齢者医療保険料と介護保険料の合計
額が公的年金受給額の2分の1以下の人

市から送付される納付
書または口座振替によ
り納付

普通徴収 ①特別徴収の事由に該当しない人
②75歳になったばかりの人や、他市区町村か

ら引っ越ししたばかりの人

次に該当する人

次のいずれか
に該当する人

※年金を複数受給されている人は、年金の種別により、天引きする優先順位があります。

75歳になる人 75歳の誕生日の前月中にお届けします。誕生日から
使用してください。

障害認定の人

認定後速やかにお届けします。

住所異動された人
住所異動手続きの約1週間後にお届けします。1週間
以内に受診予定のある人は、市区町村の担当窓口に
お申し出ください。

定期更新 毎年7月下旬にお届けします。新しい被保険者証は8月
1日から使用してください。

保険料の納付、各種届け出や申請 高額療養費などの支給 診療
被保険者証の
提示、医療費
の一部負担

（窓口負担）

後期高齢者医療制度に加入する前に使用していた被保
険者証などの処分については、交付元の市区町村国民
健康保険担当課や健保組合などにご確認ください。

後
期高齢者医療被保険者 証

保険料の納め方を
特別徴収から普通
徴収に変更できま
す。変更を希望する
場合は、申出書など
の提出が必要です。

納付方法の変更

制度の
しくみ

　  有効期限内に、一部負担金の割合や住
所など記載事項に変更があった場合は、新
しい被保険者証を交付しますので、変更前
の被保険者証を市区町村の担当窓口または
広域連合に必ず返却してください。

！

　後期高齢者医療制度の運営は、広島県内のすべての市町村が加入する「広島県後期高齢者医療広域連合」が行います。

後期高齢者医療制度 問 国保年金課　☎082-420-0933
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介
護
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制
度

みんなで支えあう制度です
介護保険制度は、市区町村が保険者となって運営しています。40歳以上の皆さんは、加入者（被保険者）となって保険料を納め、介
護が必要になったとき、費用の一部を支払ってサービスを利用できるしくみです。

被保険者証の交付・要介護認定

利用料の支払い

保険料の納付・要介護認定の申請

介護保険制度の運営は、
東広島市が行います。
●制度の運営
●要介護認定
●被保険者証の交付
●サービスの確保と整備

東広島市（保険者）
介護や支援が必要と認められたら、
介護保険のサービスが利用できます。
●保険料を納めます。
●サービスを利用するため、要介護認定の申請をします。
●サービスを利用し、利用料を支払います。

介護保険に加入する人（被保険者）

介護予防や地域の総合的な相談の
拠点として、設置されています。

地域包括支援センター

社会福祉士

保健師など主任ケアマネジャー

利用者に合ったサービスを
提供します。

サービス事業者

●指定を受けた社会福祉法人、医療
法人、民間企業、非営利組織など
が提供

●在宅サービスや施設サービス、地
域密着型サービスを提供

介
護
報
酬
の
支
払
い

サービスの提供

普通徴収
納付書または口座振
替により、保険料を個
別に納めます。

特別徴収
年金の定期支払いの
際、保険料が天引きさ
れます。

第1号被保険者は、原因を問
わず介護や日常生活の支援
が必要になったとき、市の介
護認定において介護が必要
であると認定されれば、サー
ビスを利用できます。

第1号
被保険者

65歳
以上の人

第2号
被保険者

40歳以上
65歳未満の人
40歳以上
65歳未満の人

第2号被保険者は、特定疾病
により介護や支援が必要と
なったとき、市の介護認定に
おいて介護が必要であると
認定されれば、サービスを利
用できます。医療保険に加入している人医療保険に加入している人

●介護予防ケアマネジメント
●総合的な相談・支援
●権利擁護、虐待の
　早期発見・防止
●ケアマネジャー
　への支援

原則､年金が年額18万円以上 年金が年額18万円未満など

  加入している医療保険の保険料に上乗せして納めます。

介護保険制度 問 介護保険課　☎082-420-0937
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地
域
の
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者
相
談
窓
口

　高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、保健・福祉・医療・介護などの関連機関や地域住民の皆さんと連携しながら、
総合的に高齢者の生活支援を行う相談窓口です。
●相談窓口一覧

センター名 住所・連絡先 担当地区

東広島市地域包括支援センター 西条栄町8-29（市役所本館2階）
☎082-430-5330　 082-426-3117 全域

西条北地域高齢者相談センター桜が丘保養園
【対象地域】
西条朝日町／西条大坪町／西条岡町／西条上市町／西条御条町／
西条栄町／西条昭和町／西条西本町／西条本町／西条／西条東／
下見／寺家／西条東北町／西条末広町／助実／土与丸／吉行

西条町寺家5976
☎082-423-2595　 082-422-5675 西条北地域

西条南地域高齢者相談センター（東広島市社会福祉協議会）
【対象地域】
御薗宇／鏡山／西条中央／馬木／大沢／上三永／下三永／三永／
郷曽／田口／福本／森近／西大沢

西条町土与丸1108
東広島市社会福祉協議会（在宅福祉課）
☎082-430-8877　 082-431-5246

西条南地域

八本松地域高齢者相談センター新生園 八本松町原11171-1
☎082-429-0350　 082-429-1789 八本松町

志和地域高齢者相談センターみずほ 志和町志和東810-1
☎082-433-5721　 082-433-5741 志和町

高屋地域高齢者相談センターみその 高屋町高屋堀3486
☎082-434-6605　 082-434-0465 高屋町

黒瀬地域包括支援センター 黒瀬町丸山1333（東広島市黒瀬支所）
☎0823-82-0203　 0823-83-2403 黒瀬町

北部地域包括支援センター 福富町久芳1545-1（東広島市福富支所）
☎082-435-2240　 082-435-2030

福富町
豊栄町
河内町

豊栄地域高齢者相談センター（東広島市社会福祉協議会）
豊栄町乃美2841-1
（東広島市社会福祉協議会豊栄支所）
☎082-432-2083　 082-432-2145

豊栄町

河内地域高齢者相談センター（東広島市社会福祉協議会）
河内町中河内1206-1
（東広島市社会福祉協議会河内支所）
☎082-420-7011　 082-437-0281

河内町

安芸津地域包括支援センター
安芸津町三津5556-1
（東広島市安芸津支所）
☎0846-45-1653　 0846-45-6055

安芸津町

●受付時間
　月～金曜日の8：30～17：15（左記の時間帯以外と土・日曜日、祝日、12月29日～1月3日の緊急時には宿直などを通して対応し
ます）

地域包括支援センター・高齢者相談センター

福祉・健康 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

地域の高齢者相談窓口 問 地域包括ケア推進課　☎082-420-0984
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障害者手帳について…障害者手帳には次の種類があります。手帳の取得などについては、障害福祉課へご相談ください。
身体障害者手帳  身体に永続的な障害があり、その障害が身体障害者福祉法に定める障害程度に該当すると認められ

た人に交付されます。（1級～6級）
療育手帳   広島県西部こども家庭センターにおいて知的障害者（児）と判定された人に広島県知事から交付され

ます。（ⒶAⒷB）
精神障害者保健福祉手帳  精神障害のため、長期にわたり生活への制約があると判断された人に広島県知事から交付されます。

（1～3級）

※対象者、制度内容などについては、障害福祉課にお問い合わせください。

主な制度 制度の内容 対象者
自立支援給付・
障害児通所給付

障害者手帳所持者、難病などにより障害のある人は、障害福
祉サービスや障害児通所支援を利用することができます。 障害者手帳所持者、難病のある人など

自立支援医療
（更生医療）の給付

身体障害者の日常生活を容易にするための医療費を給付
します。医療費の自己負担は原則1割です。（世帯の所得
の状況に応じてひと月あたりの負担に上限額が設けられ
ます）。

身体に障害があり、医療を受けることで身体機能
の維持・改善が見込まれる人

自立支援医療
（精神通院）の給付

精神疾患・精神障害のある人が自立した日常生活・社会生
活を営むために必要な通院医療費を給付します。医療費
の自己負担は原則1割です（世帯の所得の状況に応じて
ひと月あたりの負担に上限額が設けられます）。

精神疾患（てんかんを含む）により、通院による治
療を継続的に必要とする人

補装具費の支給
身体の損なわれた機能を補完・代替し、就労・就学、その他
の日常生活の能率向上を図るために必要な補装具を購入・
修理したときの費用を支給します。所得制限があります。

補装具によって対象等級が異なります。

日常生活用具の給付
障害による日常生活上の困難を改善するため、障害の種
類や程度に応じ用具を給付します。利用者負担は原則1
割です（世帯の課税状況等に応じてひと月あたりの負担
に上限額が設けられます）。所得制限があります。

用具によって対象等級が異なります。

訪問入浴サービス 在宅の重度身体障害者宅に訪問入浴車両で訪問し、入浴
サービスを行います。 他サービスで入浴が困難な人

重度障害者医療費
助成制度

重度の障害のある人が医療機関にかかった時の保険診療
分の医療費を助成します。所得制限があります。 身体1～3級、療育ⒶAⒷ

各種手当
障害のある人やその監護・養育をしている人に対して手
当を支給します。
※ 障害の種類・程度によって受けられる制度が異なります。
※所得制限があるものがあります。

中度以上の障害のある20歳未満、著しい重度の障
害のある20歳以上またはその人を常時介護して
いる人

広島県心身障害者
（児）扶養共済制度

障害者（児）を扶養している保護者が、相互扶助精神に基
づき毎月一定額の掛金を納付することにより、保護者が
死亡または重度障害を生じた場合に、心身障害者（児）に
年金を支給します。

身体1～3級、療育ⒶAⒷB、
精神や身体に永続的な障害がある人など

福祉助成券
（タクシー券/おむつ券）

タクシーを利用する人、もしくは満5歳以上の常時おむ
つを必要とする人に、助成券を交付します。所得制限があ
ります。

身体1～3級（視覚のみ4級も対象（タクシー券））、
療育ⒶAⒷ、精神1・2級

各種割引制度
障害者手帳の交付を受けている人は、有料道路（高速道路
など）通行料、ＮＨＫの受信料などの割引が受けられます。
※ 障害の種類、程度によって受けられる制度が異なります。

制度によって対象等級が異なります。

思いやり駐車場
利用証交付制度

歩行が困難な人などに対して、思いやり駐車場を利用す
る車輌であることを明らかにするための「利用証」を交付
します。

身体（視覚1～4級、平衡3・5級、上肢1・2級、下肢1
～6級、体幹1～5級、移動1～6級、内部1～4級）
療育ⒶA、精神1級
※ 難病患者、けが人など（医師の診断書・意見書が
必要）も対象

聴覚障害者等
インフォメーション

サービス
災害・事故などの緊急時に、FAXまたはメールにより速
やかに必要な情報提供を行います。登録が必要です。 聴覚障害、音声・言語機能障害

障害者相談支援センター
（はあとふる内）

障害者本人や家族などの相談に応じます。
☎082-493-6073　 082-424-3841

障害者福祉 問 障害福祉課　☎082-420-0180　 082-420-0181

障害のある人の主なサービス

２００２東広島市6(SG23)行政最終.indd   24 2020/01/14   10:07:31



25

ビ
ジ
ネ
ス
情
報
・
雇
用
／
市
議
会

ビジネス情報・雇用 問 産業振興課　☎082-420-0921　 082-422-5805

しごと・市議会 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

施設名称 所在地 電話番号 業務時間 取り扱い業務、相談内容など
ハローワーク
広島西条
（広島西条公共職業安定所）

西条町寺家
6479-1
（地図P35 D-3）

☎082-422-8609
8：30～17：15
（土・日曜日、祝祭日、
年末年始を除く）

職業紹介や求人情報提供を行うとともに、求職者に対す
るアドバイスや職業訓練などの相談。事業者からの相
談、各種助成金の手続きなどの受付

広島県労働相談コーナー
ひろしま

広島市中区基町
10-52
（県庁東館3階）

フリーダイヤル
☎0120-570-207

9：00～12：00、
13：00～16：00
（月～金曜日）

● 一般労働相談…賃金、労働時間、解雇、退職など労働問
題全般について、電話や面接で対応

奇数月第3水曜日
13：00～15：00

● 特別労働相談（予約制）…一般労働相談のうち法律問
題や法的な対応が必要なもので、一般労働相談の受付
後、予約を受付

雇用
働く人の情報

雇用・労働に関する相談窓口

ビジネス情報

東広島ビジネスサポートセンター　Hi－Biz（ハイビズ）
　卓越したビジネススキルを持つスタッフを全国公募で選抜し、中小企業
の強みを最大限に引き出すアドバイスを行うことで、売り上げを伸ばして
いく予約制の無料相談所です。

【お問い合わせ先】 ☎082-430-7090　 082-430-7091 
メールinfo@hi-biz.jp

創業塾
　市内で創業したい人に対し、経営、財務、人材育成、販路拡大などのノウ
ハウを学ぶセミナーを行っています。創業塾を修了した人には、様々な優
遇措置を受けることができます。

　東広島市内で創業したい人、新たな事業展開を目指す企業、産学金官連
携を進める企業に対して、総合的な支援を行っています。

貸事業所
　ベンチャー企業のための貸事務所を市民文化センター内に用意してい
ます。

場所 市民文化センター内（西条西本町28-6）

入居条件
●新しく企業を起こそうとしている
●会社の設立からおおむね5年以内
●新たな事業分野への進出を目指している
●退去後も5年間は市内で活動する予定

市議会 問 議会事務局　☎082-420-0966　 082-424-9465

本会議の傍聴
　議会の本会議は、原則として公開されており、だれでも傍聴することが
できます。
　傍聴を希望される人は、本会議開会日の当日、議会事務局にお越しくだ
さい。また、傍聴席には車いす用のスペース、補聴器・人工内耳を装用され
ている人に音声がはっきり聞こえる装置を設置しています。

傍聴のご案内
　市政について要望や意見があるときは、だれでも市議会に対し、「請願」
や「陳情」を提出することができます。
「請願」は、その内容により関係する委員会で審査し、委員会の結論をもと
に、本会議で採択・不採択のいずれかの決定をします。結論が出たものにつ
いては請願者に通知するとともに、採択された請願は市長に送付したり、国
や県など関係機関に意見書や要望書を提出してその実現を求めます。
　「陳情」は、件名、陳情者などを陳情書等受理状況一覧表として取りまと
めて全議員に配付し、また関係委員会と議会運営委員会にその写しを送付
しますが、議会としては審議を行いません。

請願・陳情

請願・陳情の提出方法
　様式は特に決まっていませんが、次の事項を記載して、市議会議長あて
に文書で提出してください。
　なお、請願の提出は市議会議員の紹介が必要となります。陳情書には必
要ありません。
●件名 ●要旨 ●理由 ●提出年月日
●個人の場合は住所・名前・押印、法人の場合は名称・所在地・代表者名・押印

議案の貸し出し
　希望者には、議案の貸し出しを行います。貸し出しは冊子（5冊）または
タブレット（3台）です（先着順）。

委員会などの傍聴
　常任委員会、特別委員会、議会運営委員会、広報広聴委員会、全員協議会
は、だれでも傍聴することができます。
　希望される人は、開会日の当日、議会事務局にお越しください。また、車
いすでの傍聴も可能です。

手話通訳を希望される場合
　本会議・委員会の傍聴にあたり手話通訳を希望される人は、傍聴希望日
の3日前までに議会事務局までご連絡ください。

本会議・委員会の日程
本会議・委員会の日程は、市ホームページの「東広島市議会」をご覧ください。
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　市内全48地域に住民自治協議会が設立され、各種地域活動に取り組まれています。

住民自治協議会区域図

住民自治協議会名 施設名 電話番号※
1 西条住民自治協議会　※1 西条地区拠点施設 430-7070
2 寺西地域住民自治協議会 寺西地域センター 423-7335
3 龍王住民自治協議会
（令和2年4月1日～） 龍王地区拠点施設 426-6681

4 ふるさと郷田自治協議会 郷田地域センター 425-0101
5 板城小学校区住民自治協議会 板城地域センター 425-2688
6 三永まちづくり協議会 三永地域センター 426-0741
7 東西条地区住民自治協議会 東西条地域センター 421-2023
8 平岩住民自治協議会 平岩地域センター 422-4930
9 御薗宇小学校区住民自治協議会 御薗宇地域センター 423-3871
10 三ツ城自治協議会　※2 三ツ城地区拠点施設 427-6511
11 川上小学校区住民自治協議会 川上地域センター 428-0044
12 原自治協議会 原地域センター 429-0013
13 吉川まちづくり自治協議会 吉川地域センター 429-1879
14 八本松住民自治協議会 八本松地域センター 428-3061
15 西志和まちづくり自治協議会　※3 西志和地区拠点施設 433-6022
16 志和堀小学校区住民自治協議会 志和堀地域センター 433-2891
17 東志和小学校区住民自治協議会 東志和地域センター 433-2922
18 小谷小学校区市民協働まちづくり協議会 小谷地域センター 434-3758
19 高屋東小学校区住民自治協議会 高屋東地域センター 434-0304
20 高屋西小学校区住民自治協議会 高屋西地域センター 434-0245
21 造賀地区自治協議会 造賀地域センター 436-0896
22 高美が丘小学校区住民自治協議会 高美が丘地域センター 434-9500
23 板城西住民自治協議会　※4 板城西地区拠点施設 0823-

27-8030
24 上黒瀬住民自治協議会 上黒瀬地区拠点施設 0823-

27-4500
25 乃美尾ふれあい会　※5 乃美尾会館 0823-

83-2550
26 中黒瀬住民自治協議会　※6 中黒瀬地区拠点施設 0823-

27-7727
27 下黒瀬住民自治協議会 下黒瀬地区拠点施設 0823-

27-4700
28 住民自治協議会福に富む郷 竹仁 竹仁地域センター 435-2301

住民自治協議会名 施設名 電話番号※
29 上戸野地区住民自治協議会 上戸野地域センター 435-2057
30 久芳住民自治協議会 久芳地域センター 435-2018
31 清武住民自治協議会 清武地域センター 432-3393
32 あすか住民自治協議会 安宿地域センター 432-2521
33 乃美別府住民自治協議会 乃美地域センター 432-2024
34 吉原振興会 吉原地域センター 432-2052
35 清武西住民自治協議会 清武西地域センター 432-2538
36 能良振興協議会 能良地域センター 432-2458
37 自治組織「you 愛 sun こうち」

河内地域センター
大ホール 437-2228

38 草が城の里・河戸自治協議会 河戸地域センター 438-0446
39 住民自治協議会「四季の里 宇山」 宇山地域センター 438-0449
40 自治組織 ふれあいの里戸野 戸野地域センター 438-0445
41 自治組織「共和の郷・おだ」 小田地域センター 438-0166
42 入野自治組織『篁の郷』 入野会館 437-2522
43 大田地区住民自治協議会 つばきの里大田 0846-

41-1042
44 小松原自治会　※7 小松原びわの里 0846-

41-1041
45 大芝地区住民自治協議会 海辺の里大芝 0846-

41-1038
46 木谷自治協議会 木谷地域センター 0846-

45-0105
47 風早自治協議会 風早地域センター 0846-

45-0023
48 三津地区自治会 三津地区拠点施設 0846-

41-1024

※ 市外局番の記載がない電話番号の市外局番は「082」です。
※1：月・木の10～12時在駐　　　 ※2：月・木の9～12時在駐
※3：月・水・金の15～17時在駐　　※4：月・水・金の9～12時在駐
※5：月・木の8時半～12時半在駐　 ※6：月・水・金の9～12時在駐
※7：月・木の9～12時在駐
住民自治協議会は、小学校区単位（一部、旧小学校区）を基本に、住民

個人のほか自治会などさまざまな団体で構成される自治組織です。
　協力して地域の課題を解決し、より住みよいまちづくりに取り組
んでいます。

もっと詳しい情報は東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

住民自治協議会 問 地域づくり推進課　☎082-420-0924

住民自治協議会 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/soshiki/seikatsukankyo/7/3/3266.html

住民自治協議会の実際の活動はこちらからご覧ください。
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制度の概要 勤労者の生活の安定と向上を目的として、市内に勤務、または居住している勤労者などを対象に融資制度を設けています。教育費、住宅
費、医療費、介護機器購入費、冠婚葬祭費、東広島市墓園の永代使用料、下水道整備に伴う改築にかかる費用などを低利で融資しています。

お問い合わせ先 中国労働金庫西条支店（西条大坪町1-36）　☎082-422-6655
ローンセンター西条（西条支店内）　☎0120-68-4160

　建築物を建築（新築、増築など）する場合や建築物の用途を変更して特殊建築物（店舗、児童福祉施設など、共同住宅などの多数の人が利用する建築物な
ど）とする場合には、当該工事に着手するまでに、建築基準法に適合することについて、市の建築主事または指定確認検査機関の確認を受ける必要がありま
す（この手続きを建築確認申請といいます）。

くらし・すまい さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

土地・建築・住宅

東広島市提携融資 問 産業振興課　☎082-420-0921

建築確認申請
問 建築指導課　☎082-420-0956

建築場所 新　築 増　築 用途変更用途または構造 規　模
都市計画区域内
（西条町、八本松町、高屋町、志和町、黒瀬町、
安芸津町、河内町の一部）

全て 増築面積＞10㎡
用途変更をして、建築基
準法第6条第1項第1号
の特殊建築物のいずれ
かとする場合都市計画区域外

（福富町、豊栄町、河内町の一部）

特殊建築物 延べ面積＞200㎡
左記の建築物で
増築面積＞10㎡木　造 階数≧3、延べ面積＞500㎡、

高さ＞13ｍ、軒高＞9ｍ
非木造 階数≧2、延べ面積＞200㎡

※詳しくは、専門の建築士または建築指導課にご相談ください。

物件
【所在地】　西条栄町9番33号
1．住宅　 【間　取】　3LDK 

【面　積】　76.98㎡～81.27㎡ 
【家　賃】　6万8,900円～7万3,400円

2．店舗　 【面　積】　19.72㎡～28.75㎡ 
【家　賃】　3万9,200円～5万7,200円

※敷金……家賃の3カ月分　※共益費…あり　※駐車場…あり（有料）
※空室については、指定管理者へお問い合わせください。

市営住宅
問 住宅課　☎082-420-0946

募集の時期
　入居募集は、年4回（5月、8月、11月、2月）です。
　申込受付期間は各月によって変動することがあります。市ホームページ
や「広報東広島」でご確認ください。
市営住宅の種類

　市営住宅には、低所得者層向けの公営住宅と中堅所得者層向けの特定公
共賃貸住宅があります。
申込資格

　次の①～⑥のすべての条件を満たしていることが必要です。
①東広島市内に居住している、または勤務場所があること
② 現に同居または同居しようとする親族がいること。夫婦（婚約者、内縁関
係にある人を含みます）または親子を主体とした家族であること
③入居しようとする家族全員の収入が一定基準内にあること
④ 市町村民税や地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと
⑤現在、住宅に困っていること（家賃が高い・部屋が狭いなど）
⑥暴力団員でないこと
※特定公共賃貸住宅の場合、①の条件はありません
※②の条件は例外があります
申し込み方法

　募集案内と申込書・申込者調査票を募集開始の1週間前から住宅課と各
支所維持分室・各出張所で配布します。
　申込書と申込者調査票を住宅課に持参または、郵送（募集期間最終日必
着）してください。申込時には住民票や各証明書などの添付は不要です。こ
れらの書類は当選後に提出してください。
※ 当選後の書類審査で資格がないと判断された場合、失格となります。

西条駅前地区再開発住宅
募集の時期

　空室が発生次第、募集を行います。

申込資格
1．住宅
　次の①～⑤のすべての条件を満たしていることが必要です。
①単身または同居しようとする親族がいること
②現に自ら居住するための住宅を必要としていること
③ 市町村民税や地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと
④暴力団員でないこと
⑤その他市長が必要と認める条件を備えていること
2．店舗
　次の①～④のすべての条件を満たしていることが必要です。
①現に自ら営業する店舗を必要としていること
② 市町村民税や地方公共団体が賃貸する住宅の家賃を滞納していないこと
③暴力団員または暴力団でないこと
④その他市長が必要と認める条件を備えていること
※住宅、店舗ともに所得制限はありません。
お問い合わせ先

指定管理者　（株）第一ビルサービス
☎082-493-5558　 082-493-5559
※指定管理者は変更することがあります。

建築確認申請が必要となる建築物の用途、構造、規模など
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施設により、使用料・入館料が異なります。また、メンテナンスなどにより臨時休館する場合があります。詳しくは、各施設にお問い合わせください。

施設案内 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

施設名 電話番号 所在地 開館時間 休館日 マップ

旧木原家住宅 082-439-2525 高屋町白市1046-1 10：00～17：00（4～11月）
10：00～16：00（12～3月）

毎週月曜日、
12月28日～1月5日 P40 C-3

旧石井家住宅 082-421-6393 西条町下見1086-1 10：00～17：00（4～11月）
10：00～16：00（12～3月）

毎週月曜日、
12月28日～1月5日 P33 B-2

東広島市出土文化財
管理センター展示室 082-420-7890 河内町中河内651-7 9：00～16：30

（入館は16：00まで）
毎週土・日曜日、祝日、
12月28日～1月4日 P45 拡大図

東広島市
三永歴史民俗資料館

082-420-0977
（文化課） 西条町下三永10929-1 10：00～16：30（入館は16：00まで）

毎週土・日曜日、祝日、
12月28日～1月5日 P33 C-3

東広島市
八本松歴史民俗資料館

082-420-0977
（文化課） 八本松南2丁目1-2 10：00～16：30

（入館は16：00まで）
毎週土・日曜日、祝日
12月28日～1月5日 P38 拡大図

東広島市
安芸津歴史民俗資料館

0846-45-2334
（安芸津生涯学習センター） 安芸津町三津4398

10：00～16：30
（入館は16：00まで）

毎週土・日曜日、祝日、
12月28日～1月5日 P43 拡大図

新東広島市立美術館
（令和2年秋頃開館予定） 082-430-7117 西条栄町9-1 9：00～17：00

（入館は16：30まで）
毎週月曜日（祝日を除く）
12月28日～1月4日 P34 C-2

市民文化センター 082-424-3811 西条西本町28-6 8：30～22：00 12月28日～1月4日 P34 B-1
東広島芸術文化ホール
くらら 082-426-5900 西条栄町7-19 9：00～22：00 12月28日～1月4日 P34 B-2

市民ギャラリー
（東広島芸術文化ホールくらら内） 082-426-5900 西条栄町7-19 9：00～17：00 毎週火曜日 P34 B-2

　施設により入館料が異なります。詳しくはお問い合わせください。

芸術・文化施設

　利用は無料です。本などを借りるときは「図書館利用カード」が必
要です。
図書館利用カード
【対象者】　東広島市に住んでいる人、通勤・通学している人
【必要なもの】　 名前と住所がわかるもの（免許証、保険証、住民票など）
※カードを作るには本人の来館が必要です。
貸出冊数・期間
【本・雑誌】　市立図書館1館ごとに5冊まで
【視聴覚資料（CDやDVDなど）】全館合わせて3点まで
【貸出期間】　2週間
返却方法
　どの市立図書館でも返却することができます。閉館時は、「ブック
ポスト」に返却してください。
※ 視聴覚資料は破損の恐れがあるため、ブックポストではなく、開館
時間内に図書館カウンターに返却してください。

予約など
　読みたい本が貸出中のときや他の図書館にあるときは、予約をす
ることができます。所蔵していない本は、リクエスト（購入要望）をす
ることができます。
イベント
「おはなし会」や「映画会」などを定期的に行っています。
郵送による貸し出し
【対象者】　障害者・高齢者（65歳以上）
【費　用】　送料は原則、往復とも利用者負担です。
利用を希望する人は、中央図書館までお問い合わせください。
WEBサイト
　イベント情報や図書館の利用案内も掲載しています。蔵書の検索
もできます。
http://lib.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/
電子図書館
　貸し出しには、パスワードが必要です。パスワードは窓口で交付し
ます。
【貸　出】2週間（3点まで）
https://www.d-library.jp/higahirodl/g0101/top/

市立図書館

施設名 電話番号 所在地 開館時間 マップ平日 土日
中央図書館 082-422-9449 西条中央7丁目25-11  9：00～18：00

10：00～18：00

P36 B-2
サンスクエア児童青少年図書館 082-424-3899 西条西本町28-6（サンスクエア東広島内） 10：00～20：00 P34 B-1
黒瀬図書館 0823-82-1101 黒瀬町菅田10（黒瀬生涯学習センター1階） 10：00～19：00 P42 拡大図
福富図書館 082-435-3520 福富町久芳1545-1（福富支所2階） 10：00～18：00 P41 拡大図
豊栄図書館 082-432-2075 豊栄町鍛冶屋271（豊栄生涯学習センター1階） 10：00～18：00 P44 C-2
河内こども図書館 082-437-1711 河内町中河内1166（河内支所2階） 10：00～18：00 P45 拡大図
安芸津図書館 0846-45-2335 安芸津町三津4398（安芸津生涯学習センター2階） 10：00～18：00 P43 拡大図

市立図書館（全7館）
【休館日】　 月曜日、原則第一金曜日、国民の祝日（＊）、年末年始、特別整理期間（館ごとに9日以内）
＊中央図書館は国民の祝日も開館しています。開館時間は土日と同じです。国民の祝日が月曜日の場合、中央図書館のみ翌火曜日は休館します。
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

施設名 電話番号 所在地 開館（開場）時間 休館（休場）日 マップ

東広島運動公園 082-425-2525 西条町田口67-1

体育館、野球場、多目的広場、ス
ケートボード場／9：00～21：00
陸上競技場、ゲートボール
場、テニスコート／9：00～
閉園時間は月によって異なります。

年中無休 P37 D-3

豊栄市民体育館 082-432-4140
（豊栄生涯学習センター）豊栄町鍛冶屋603 9：00～22：00 12月28日～1月5日 P44 C-2

河内スポーツアリーナ 082-437-1001
（入野地域センター） 河内町入野5043-1 9：00～22：00 12月28日～1月5日 P45 C-2

八本松市民プール 082-420-0978
（スポーツ振興課） 八本松南2丁目2-3 開場期間／夏休み期間中　13：00～15：30 P38 拡大図

黒瀬屋内プール 0823-82-5827 黒瀬町楢原10018-4 9：30～21：00 毎週月曜日、
12月28日～1月5日 P42 C-2

豊栄テニスコート 082-432-4140
（豊栄生涯学習センター）豊栄町乃美2838-1 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P44 C-2

豊栄屋内球技場 082-432-4140
（豊栄生涯学習センター）豊栄町鍛冶屋275 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P44 C-2

八本松市民グラウンド 082-428-0557
（エディオン八本松南店）八本松南2丁目178-1 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P38 拡大図

志和市民グラウンド 082-422-2600
（株式会社陸地コンサルタント） 志和町志和東10884 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P39 C-3

黒瀬市民グラウンド 0823-82-5827
（黒瀬屋内プール） 黒瀬町津江20575-2 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P42 C-1

黒瀬多目的グラウンド 0823-82-5827
（黒瀬屋内プール） 黒瀬町宗近柳国10160-7 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P42 C-2

福富多目的グラウンド
082-422-2600
（受付電話）

（株式会社陸地コンサルタント）
福富町下竹仁2060-1 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P41 C-2

豊栄市民グラウンド 082-432-4140
（豊栄生涯学習センター）豊栄町鍛冶屋339 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P44 B-2

豊栄ふれあいグラウンド 082-432-4140
（豊栄生涯学習センター）豊栄町鍛冶屋225-3 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P44 C-2

河内市民グラウンド 082-437-2228
（you愛sunこうち事務所） 河内町下河内60-1 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P45 拡大図

入野区民グラウンド 082-437-1001
（入野地域センター） 河内町入野5048-1 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P45 C-2

安芸津市民グラウンド 0846-45-3932
（安芸津B&G海洋センター） 安芸津町風早1098-133 8：00～22：00 12月28日～1月5日 P43 C-2

東広島市黒瀬
B&G海洋センター

0823-82-5827
（黒瀬屋内プール）

黒瀬町楢原10018-4
艇庫／（丸山87-1）

体育館／9：00～21：30
艇庫／9：00～17：00
（主に夏期にオープン）

毎週月曜日、
12月28日～1月5日 P42 C-2

東広島市安芸津
B&G海洋センター 0846-45-3932 安芸津町風早3092-1 体育館／9：00～21：30プール／9：30～21：00

毎週月曜日、
12月28日～1月5日 P43 C-2

御建公園野球場 082-420-0955
（都市整備課） 西条町西条 7：00～19：00（4～10月）

7：00～18：00（11～3月） 12月28日～1月3日 P33 B-2

福富パークゴルフ場 082-435-2717 福富町久芳4286-1 9：00～17：00 毎週水曜日、
12月28日～1月4日 P41 拡大図

河内パークゴルフ場 082-438-1066 河内町小田4132-1 9：00～17：00 毎週火曜日
12月28日～1月4日 P45 B-3

スポーツ施設

※1　生涯学習支援センターは生涯学習に関する相談業務などを行っており、ホール・研修室などの施設はありません。

施設名 電話番号 所在地 開館時間 休館日 マップ

中央生涯学習センター 082-426-5900
西条栄町7-19
（東広島芸術文化
ホールくらら内）

9：00～22：00

12月28日～1月4日

P34 B-2

志和生涯学習センター 082-433-3196 志和町志和西1432

8：30～22：00

P39 B-2
黒瀬生涯学習センター 0823-82-1100 黒瀬町菅田10 P42 拡大図
豊栄生涯学習センター 082-432-4140 豊栄町鍛冶屋271 P44 C-2
安芸津生涯学習センター 0846-45-2334 安芸津町三津4398 P43 拡大図
福富生涯学習支援センター※1 082-435-2325 福富町久芳1545-1 8：30～17：15 毎週土・日曜日、祝日

12月29日～1月3日
P41 拡大図

河内生涯学習支援センター※1 082-437-1107 河内町中河内1166 P45 拡大図

生涯学習センター・生涯学習支援センター
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施設名 電話番号 所在地 開館時間 休館日 マップ

三ツ城コミュニティハウス 082-422-1820 西条中央7丁目23-55 9：00～22：00 第1・第3日曜日、
12月28日～1月4日 P36 B-1

【開館（使用可能）時間】　8：30～22：00（使用許可に基づく使用予定がない時間帯は閉館する場合があります）
【休館日】　12月29日～1月3日、祝日
【必須開館時間】月・水・金曜日の9：00～12：00（※は月～土曜日の9：00～12：00）

施設名 電話番号 所在地 マップ
平岩地域センター※ 082-422-4930 〒739-0041　西条町寺家520-12 P35 B-2
寺西地域センター※ 082-423-7335 〒739-0041　西条町寺家3166-1 P35 D-1
郷田地域センター 082-425-0101 〒739-0035　西条町郷曽1130-5 P37 D-1
板城地域センター 082-425-2688 〒739-0033　西条町馬木565-1 P33 C-2
三永地域センター 082-426-0741 〒739-0023　西条町下三永10927-1 P33 C-3
御薗宇地域センター※ 082-423-3871 〒739-0024　西条町御薗宇7200 P36 C-3
東西条地域センター※ 082-421-2023 〒739-0007　西条土与丸2丁目3-4 P33 B-2
川上地域センター※ 082-428-0044 〒739-0146　八本松飯田8丁目19-49 P38 A-2
原地域センター 082-429-0013 〒739-0151　八本松町原3561 P38 C-2
吉川地域センター 082-429-1879 〒739-0152　八本松町吉川435-1 P38 D-2
八本松地域センター※ 082-428-3061 〒739-0144　八本松南2丁目1-1 P38 拡大図
東志和地域センター 082-433-2922 〒739-0262　志和町志和東3887-1 P39 C-3
志和堀地域センター 082-433-2891 〒739-0269　志和町志和堀857 P39 A-3
高屋東地域センター 082-434-0304 〒739-2114　高屋町白市550 P40 C-2
高屋西地域センター※ 082-434-0245 〒739-2102　高屋町杵原1316-1 P40 右拡大図
小谷地域センター 082-434-3758 〒739-2121　高屋町小谷5560 P40 D-3
造賀地域センター 082-436-0896 〒739-2101　高屋町造賀3638-1 P40 B-1
高美が丘地域センター 082-434-9500 〒739-2115　高屋高美が丘4丁目34-2 P40 左拡大図
竹仁地域センター 082-435-2301 〒739-2302　福富町下竹仁501-11 P41 C-2
久芳地域センター 082-435-2018 〒739-2303　福富町久芳1545-1 P41 拡大図
上戸野地域センター 082-435-2057 〒739-2304　福富町上戸野2555-1 P41 D-3
清武西地域センター 082-432-2538 〒739-2313　豊栄町清武3756-1 P44 B-1
清武地域センター 082-432-3393 〒739-2317　豊栄町鍛冶屋603 P44 C-2
安宿地域センター 082-432-2521 〒739-2316　豊栄町安宿3876-1 P44 C-2
乃美地域センター 082-432-2024 〒739-2311　豊栄町乃美3163 P44 C-1
能良地域センター 082-432-2458 〒739-2318　豊栄町能良1574-1 P44 D-2
吉原地域センター 082-432-2052 〒739-2315　豊栄町吉原2243-1 P44 A-3
河内地域センター 082-437-1122 〒739-2201　河内町中河内1166 P45 拡大図
河戸地域センター 082-438-0446 〒739-2204　河内町河戸2080-1 P45 B-2
宇山地域センター 082-438-0449 〒739-2206　河内町宇山1481 P45 A-2
戸野地域センター 082-438-0445 〒739-2205　河内町戸野738 P45 A-1
入野地域センター※ 082-437-1001 〒739-2208　河内町入野2650-3 P45 C-2
小田地域センター 082-438-0166 〒739-2207　河内町小田2182 P45 B-2
木谷地域センター 0846-45-0105 〒739-2401　安芸津町木谷4127-2 P43 C-3
風早地域センター 0846-45-0023 〒739-2403　安芸津町風早1214-1 P43 C-2

もっと詳しい情報は東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

コミュニティハウス

地域センター

施設名 電話番号 所在地 開館時間 休館日 マップ

創作村 082-432-4140
（豊栄生涯学習センター） 豊栄町乃美2839-1 9：00～20：00 毎週火曜日、

12月29日～1月3日 P44 C-2

その他社会教育施設
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転入者の方に 関連情報 スマートフォン

施設名 電話番号 所在地 開館時間 休館日 マップ

東広島市市民協働
センター 082-426-4560 西条栄町8-29

（市役所北館1階）

月～金曜日9：00～19：00
土・日曜日、祝日10：00～19：00
※日・祝日以外の会議室の利用
に限り、22：00まで延長可能
です（3日前までの予約要）。

12月29日～1月3日
その他臨時休館があります。 P34 C-2

エスポワール
（東広島市男女共同参画
推進室）

082-424-3833 西条西本町28-6
（サンスクエア東広島内） 10：00～16：45

毎週日・月曜日、祝日、
12月29日～1月3日
その他臨時休館があります。

P34 B-1

東広島市人権センター 082-422-4464 西条吉行東1-1-14

9：00～15：45 毎週土・日曜日、祝日、
12月29日～1月3日

P33 B-2
黒瀬文化会館 0823-82-6100 黒瀬町乃美尾890-1 P42 C-2
河内人権センター 082-437-2265 河内町中河内1289-1 P45 拡大図
安芸津人権センター 0846-45-2064 安芸津町木谷3263-1 P43 C-3
東広島市ボランティア
活動支援センター 082-424-9590 西条西本町28-6

（サンスクエア東広島内）
第2・4の水・土曜日
13：00～16：00 P34 B-1

その他施設

施設名 電話番号 所在地 施設情報 マップ

憩いの森公園 082-422-0005 西条町寺家941-17
オートキャンプ場（20カ所／1日3,870円）
林間キャンプ場（21カ所／常設サイト1日5,060円、その他1,100円）
デイキャンプ場（19カ所／1日1,100円）

P33 B-2

龍王島自然体験村
0846-45-5464

（東広島市シルバー人材
センター安芸津連絡所）

安芸津町風早650-41 キャンプサイト（16カ所／1日830円）
入村料830円（小学生以上）　※渡船料別途 P43 C-2

深山峡公園 082-437-1109
（河内支所地域振興課） 河内町中河内10013-9

※ 平成30年7月豪雨災害により、現在利用できません。再
開時期はホームページなどでお知らせします。 P45 B-3

県央の森公園 082-435-2302
（福富支所地域振興課） 福富町久芳1957-99

※ 平成30年7月豪雨災害により、現在利用できません。再
開時期はホームページなどでお知らせします。 P41 B-2

東広島市グリーン
スポーツセンター

082-420-0978
（スポーツ振興課） 西条町下三永11016-2

炊事場、キャンプサイト（1日大人380円、小学生～高校生
260円、幼児無料）※団体料金、減免制度有り P33 C-3

自然公園・キャンプ場

施設名 電話番号 所在地 施設情報 マップ

道の駅　湖畔の里福富 082-435-2110 福富町久芳1506

交流館、多目的ホール、多目的グラウンド、ふれあい広場
（大型遊具あり）、デイキャンプ場、大型駐車場、屋外トイレ
など多彩な施設を備えており、地域の特産品の買い物から
サークル活動、スポーツ、遊具遊び、バーベキュー、ドライ
ブ中の休憩まで幅広い利用が可能
【営業時間】 平日9：30～18：00、土・日・祝9：00～18：00
【定休日】 水曜日（水曜日が祝日などの場合は、直後の休日

ではない日）、年末年始

P41 C-3

総合交流施設（地域交流の場）

施設名 電話番号 所在地 施設情報 マップ

安芸津共同福祉会館 0846-45-4141 安芸津町三津5515
多目的ホール、研修室A、研
修室B、和室A、和室B
【開館時間】9：00～22：00

【使用料】
部屋、利用時間ごとに使用料
を定めています。勤労者、商工
会議所、商工会、中小企業が利
用する場合は、半額免除です。
【休館日】
月曜日（月曜日が祝日の場合
は、その翌日）、年末年始

P43 C-2

勤労者福祉施設

　サンスクエア東広島1階東側に位置し、2千冊を超えるコミック本、インターネットコーナー、自習のできるセミナー室などがあります。また、
第2児童青少年センターを高屋出張所の1階に開設しています。

名称 日時 場所 電話 マップ
東広島市児童青少年センター
（フレンズ・スクエア）

火～日曜日（祝日は除く） 9：00～21：00 西条西本町28-6
（サンスクエア東広島内） 082-493-7625 P34 B-1休館日／月曜日、祝日、年末年始

東広島市第2
児童青少年センター

火～土曜日（祝日は除く） 15：00～21：00 高屋町杵原1334-2
（高屋出張所内） 082-434-0339 P40 右拡大図休館日／日・月曜日、祝日、年末年始

児童青少年センター
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東
広
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全
域

地図 さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

P44

P45

P40

P41

P39

P38

P33

P43

P42

平安期に志芳庄（志和の庄）
が置かれて以降､中世から
幕末にかけての史跡が多く
残っています。

なまこ壁や白壁の酒蔵､赤
れんがの煙突など情緒あふ
れるまち並みが連続する西
条酒蔵通りが有名です。

東広島
呉自動車道

東広島市全域
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西条広域 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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JR西条駅周辺 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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JR寺家駅周辺 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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西条中央周辺 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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広島大学周辺 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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八本松 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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志和 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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高屋 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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福富 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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黒瀬 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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安芸津 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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豊栄 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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河内 【凡例】 ● 医療機関　● 歯科医師　● 薬局
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バスマップ さらに詳しい情報は
東広島市ホームページをご覧ください。
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/

0570-010-666
および

および

※詳しくは市ホームページを
　ご覧ください。

人 人

※PASPY以外は割引サービスが適用されません。

ICOCA、Suicaなどの全国相互利用が可能な
交通系ICカードもご利用いただけます。　
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東広島市では､さまざまなメディアで市の活動をPRしています｡東広島市からのお知らせや地域情報など市民のみなさまのお役に立つ情
報をお届けします｡

広報紙

広報番組

広報東広島

広報をテープや点字版にして視覚障害者に提供しています｡声の広報
点字の広報

英語･中国語･ポルトガル語版の広報を提供しています。外国語
の広報

市の重要施策や市民生活に関わりの深い市政情報
を提供する月刊紙｡市内全世帯に配布します｡

●毎月1日発行

市ホームページから登録できます｡男女共同参画などに関するメー
ルを配信しています｡

市ホームページから登録できます｡防災情報などを､携帯
電話やパソコンにメールでお届けしています｡

ホームページ
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/   

メールマガジン

防災情報等メール配信サービス

東広島日和ラジオ

【放送時間】 毎日7:54 ～､11:55 ～（再放送）､17:54 ～／
　　　　　 FM東広島（89.7MHｚ）

東広島市からのお知らせ､地域情報などを放送します｡

東広島市からのお知らせなどを放送しています｡
東広島市公式YouTubeチャンネルで動画を配信しています。

【放送時間】 奇数時55分～／ KAMONケーブルテレビ

テレビ マイタウン東広島

東広島ライブラジオ

東広島市からのお知らせを､生放送でお届けします｡
【放送時間】 毎月第1水曜日14:00 ～／ FM東広島（89.7MHz）

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォント
を採用しています｡

WEB

公式SNS

私の大好きな東広島アーカイブス
東広島市の風景､自然､イベントなど､市制施行40周年を迎えた平成26
年に開催した写真･映像コンテストで､入賞･入選した作品を市ホーム
ページに公開しています｡自由にダウンロードできますので､ぜひご活
用ください｡

https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
soshiki/seisakukikaku/2/1/archives/index.html

東広島市 くらしのガイド

無断で複写、転載することはご遠慮ください。

広告販売
株式会社サイネックス　広島支店

〒733-0036 広島県広島市西区観音新町1丁目20番24号
リョーコー・センタービル4F

TEL.082-500-9547

令和2年3月発行

発行
東広島市

〒739-8601 広島県東広島市西条栄町8-29
TEL.082-422-2111㈹
株式会社サイネックス

TEL.06-6766-3346
〒542-0066 大阪府大阪市中央区瓦屋町3-6-13
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飲み比べる
ＰＯＮ！

3月

4月

6月

7月

8月

10月

11月

春の園芸まつり
東広島市園芸センターで4月下
旬に開催されます。特産品の
販売や、収穫体験などが楽し
めます。

志 和

ひがしひろしま
音楽祭
会場は酒蔵や店舗、ホールなど
多岐にわたり、大人気の自衛隊音楽
隊からジャズ、地元の音楽団体まで
幅広いジャンルの音楽が楽しめます。

西 条

ゲストライブをはじめ、夜店やバ
ザーなどが楽しめます。エンディン
グには花火の打ち上げもあります。

黒瀬ふれあい夏祭り 黒 瀬

リバーサイドフェスティバル
鮎のつかみどりを中心とした水に親しんでもらう
さまざまな催しや、バザーなどが楽しめます。

河 内

あきつ住吉祭
東広島花火大会
毎年7月28日・29日に行われ、29日
の夜には花火の打ち上げもあります。

安芸津

どまんなか
豊栄ヘソまつり
名物「ヘソ踊り」の競演大会や、
ダンスやライブのステージが開
かれます。その他特産品の販売
やバザーなどがあります。

豊 栄

アクアフェスタin福富
水が豊富で豊かな自然に囲まれた福
富で行われる、水をテーマにしたイベ
ントで、ステージや特産品の販売など
もあります。

消火・救急・救助体験など、親子で
楽しめるイベント盛り沢山です。
消防写生大会も同時開催します。

特産グルメの実演販売や
ステージイベントなどがあり
ます。1日目の夜には、万葉
火の点火も行われます。

福 富
酒まつり
酒都西条ならではのお酒の祭典。全国各地約1,000銘柄の
日本酒が有料試飲できる酒ひろばのほか、名物「美酒鍋」が

味わえる店舗もあり、市内の各蔵ではお酒の
試飲販売や酒蔵イベントがあります。

西 条

生涯学習
フェスティバル
学校や生涯学習センター・地域センター
の活動成果展示の他、各種生涯学習団
体の活動発表やステージ発表、飲食コー
ナーなどもあります。

西 条
火とグルメの祭典
あきつフェスティバル

安芸津

消防・防災フェア 西 条

四季の
行事
四季四季

春の西条醸華町まつり
酒蔵通りを舞台に、新酒が薫る3月上旬に開催
されます。酒蔵見学や各蔵を巡るスタンプラ
リーなど、春の町歩きを楽しめるイベントです。

西 条

美味しいＰＯＮ！

新鮮で

きれいだＰＯＮ！

いつでも
持ち歩ける
利便性

「わが街事典」電子書籍の特徴
　お手持ちの携帯端末にダウンロードすることで、簡単に持ち運
びでき、お好きなシーンで活用できます。使いやすいインターフェ
イスと電子書籍ならではの拡大・縮小機能で、どこでもどなたで
もご利用いただけます。

東広島市 くらしのガイドが電子書籍に！！

iPadアプリ版

iPhoneアプリ版

Androidアプリ版

パソコンやあなたのお手持ち
の携帯端末でご覧になれます！

無料
閲覧に伴う通信料は
ご負担ください

ダウンロード方法や対応端末など詳しくはこちら
http://www.scinex.co.jp/wagamachi/ebook/index.html

営業時間
定休日
TEL
URL
東広島市西条下見5丁目1-2 サテライトビル1F

10 : 00～19 : 00
水曜日・第2火曜日
082-493-5833
http://www.made-in.co.jp/
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の

2020年 保存版

の

東広島市

〒739-8601  東広島市西条栄町8番29号

ホームページもご利用ください

「東広島市 くらしのガイド」
電子書籍のご案内

パソコンやスマートフォンでも
ご覧いただけます

行政ページ内にあるこのマーク
は、新しく東広島市民になった
人に特に読んでいただきたい
情報を示しています。

代  表082-422-2111
www.city.higashihiroshima.lg.jp

東広島市役所

こんな時の
問い合わせ先
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東広島市防災メール等配信サービス

登録はこちらから

登録用メールアドレス

登録をしていただいた人に、防災情報などを、携帯電話
やスマートフォンに無料で配信するサービスです。

新たにメール登録する人は右記の二次元
コードを読み取るか、登録用メールアドレス
を入力して空メールを送信してください。

bousai.higashihiroshima-city@
raiden2.ktaiwork.jp

県内一の作付面積、生産
量を誇る米どころ。コシ
ヒカリ、あきさかり、恋の
予感が主な品種です。

米

豊かな土地が育んだ、
東広島自慢のおいしいものたち。

特産
品を

ご紹介
！

東広島市には数多くの酒蔵が
あり、特に西条は、兵庫県の
灘、京都府の伏見と並び称さ
れる銘醸地のひとつです。

●西条●黒瀬●安芸津
東広島の酒

海岸沿いの木谷赤崎で
は、「マル赤馬鈴しょ」の
ブランドで有名です。春
と秋の２回生産され、年
間の生産量は約700t。

河内町の山間部は、深い霧がかか
るほど昼夜の寒暖差が大きいため、
良質なそばが生産されています。
タンパク質やビタミン類も豊富で、8月
中旬に種をまいたそば畑は11月が
収穫期。そばを味わうなら、挽きた
て、打ちたて、茹でたてが最高。河
内町の「宇山そば処さわやか茶屋」
でどうぞ。

バレイショ●安芸津

そば ●河内

安芸津のかきは、塩分濃度が
高く清浄海域の海で育つこと
から、豊潤で身が引き締まって
います。県内で最も早く水揚げ
が開始されます。

かき●安芸津

産地化を目指して振興し
ている、市内で出荷量の
多い野菜です。

アスパラ・白ネギ

西条柿 ●西条

発祥は約800年前。最
新の技術で渋抜きさ
れた、きめ細かで上品
な甘味、原産ならでは
の独特の風味が人気
です。

エゴマ ●福富

日本では縄文時代中期頃
から栽培されていた作物。
近年エゴマ油にはα-リノレ
ン酸が大量に含まれている
ことが判明し、注目されて
います。福富物産しゃくな
げ館ではさまざまな加工製
品が販売されています。

美味しい
PoooN！PoooN！

牛肉 ●黒瀬

自然の恵みと安全な飼
料、そして愛情をたっぷ
り注いで飼育され、キメ
が細かく柔らかい、味と
風味に優れた逸品です。

びわ ●安芸津

安芸津町は、中国地方随一のびわ
の産地として知られています。主に
大芝と小松原で栽培されており、季
節感のある果実として喜ばれます。

安心・安全の
地産地消！
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