
令和4年4月1日現在
市町名 支所名 郵便番号 住　　　所 電話番号

広島市東区 温品出張所 732-0033 広島市東区温品五丁目１番18号 082-289-2000

　〃  南区 似島出張所 734-0017 　〃　南区似島町字家下752番地の74 082-259-2511

　〃  安佐南区 佐東出張所 731-0103 　〃　安佐南区緑井六丁目29番28号 082-877-1311

　〃     〃　 祇園出張所 731-0138 　〃　安佐南区祇園二丁目48番７号 082-874-3311

　〃     〃　 沼田出張所 731-3164 　〃　安佐南区伴東七丁目64番８号 082-848-1111

　〃  安佐北区 白木出張所 739-1414 　〃　安佐北区白木町大字秋山2391番地の４ 082-828-1211

　〃     〃　 高陽出張所 739-1751 　〃　安佐北区深川五丁目13番７号 082-842-1121

　〃     〃　 安佐出張所 731-1142 　〃　安佐北区安佐町大字飯室3052番地の１ 082-835-1111

　〃  安芸区 中野出張所 739-0321 　〃　安芸区中野三丁目20番９号 082-893-2121

　〃    〃　 阿戸出張所 731-4231 　〃　安芸区阿戸町6257番地の２ 082-856-0211

　〃    〃　 矢野出張所 736-0083 　〃　安芸区矢野東五丁目７番18号 082-888-1112

　〃  佐伯区 湯来出張所 738-0601 　〃　佐伯区湯来町大字和田166番地 0829-83-0111

呉市 吉浦支所 737-0852 呉市吉浦東本町一丁目７番23号 0823-31-0010

〃　 警固屋支所 737-0012  〃 警固屋六丁目３番15号 0823-28-0406

〃　 阿賀支所 737-0003  〃 阿賀中央六丁目２番16号 0823-73-5252

〃　 広支所 737-0112  〃 広古新開二丁目１番３号 0823-73-7191

〃　 仁方支所 737-0152  〃 仁方本町一丁目６番11号 0823-79-1111

〃　 宮原支所 737-0024  〃 宮原四丁目10番１号 0823-24-2235

〃　 天応支所 737-0876  〃 天応宮町４番15号 0823-38-7543

〃　 昭和支所 737-0935  〃 焼山中央二丁目８番12号 0823-33-0011

〃　 郷原支所 737-0161  〃 郷原町1585番地の８ 0823-77-1177

〃　 下蒲刈支所 737-0303  〃 下蒲刈町下島2361番地の７ 0823-65-2311

〃　 川尻支所 737-2607  〃 川尻町東一丁目１番21号 0823-87-3310

〃　 音戸支所 737-1205  〃 音戸町南隠渡一丁目７番１号 0823-52-1111

〃　 倉橋支所 737-1377  〃 倉橋町431番地 0823-53-1111

〃　 蒲刈支所 737-0401  〃 蒲刈町宮盛１番地２ 0823-66-1111

〃　 安浦支所 737-2516  〃 安浦町中央四丁目３番２号 0823-84-2261

〃　 豊浜支所 734-0101  〃 豊浜町大字豊島3526番地の15 0823-68-2211

〃　 豊支所 734-0301  〃 豊町大長5915番地４ 0823-66-2131

竹原市 忠海支所 729-2316 竹原市忠海中町二丁目25番１号 0846-26-0231

三原市 本郷支所 729-0495 三原市本郷南六丁目３番10号 0848-86-1111

〃　 久井支所 722-1492 　〃　久井町和草1906番地１ 0847-32-7111

〃　 大和支所 729-1492 　〃　大和町下徳良111番地 0847-33-0222

尾道市 因島総合支所 722-2392 尾道市因島土生町７－４ 0845-22-1311

〃　 百島支所 722-0061 　〃　百島町154－１ 0848-73-2701

〃　 浦崎支所 720-0551 　〃　浦崎町2102－５ 0848-73-2001

〃　 御調支所 722-0392 　〃　御調町市245 0848-76-2111

〃　 向島支所 722-8510 　〃　向島町5531－1 0848-44-0110

〃　 瀬戸田支所 722-2492 　〃　瀬戸田町鹿田原１－９ 0845-27-2211

福山市 松永支所 729-0104 福山市松永町三丁目１番29号 084-934-1111

〃　 北部支所 720-1132 　〃　駅家町大字倉光37番地１ 084-976-1211

〃　 東部支所 721-0915 　〃　伊勢丘六丁目６番１号 084-940-2571

〃　 神辺支所 720-2123 　〃　神辺町大字川北1151番地１ 084-962-5000

〃　 鞆支所 720-0201 　〃　鞆町鞆423番地１ 084-982-2660

〃　 沼隈支所 720-0311 　〃　沼隈町大字草深1889番地６ 084-980-7700

〃　 内海支所 722-2641 　〃　内海町88番地60 084-986-3111

〃　 芦田支所 720-1262 　〃　芦田町大字下有地7046番地２ 084-958-2511

〃　 加茂支所 720-2417 　〃　加茂町字芦原426番地１ 084-972-3111

〃　 新市支所 729-3103 　〃　新市町大字新市1061番地１ 0847-52-5511

■広島県内の市・町支所



市町名 支所名 郵便番号 住　　　所 電話番号

府中市 上下支所 729-3492 府中市上下町上下861番地３ 0847-62-2111

三次市 君田支所 728-0401 三次市君田町東入君644番地１ 0824-53-2111

〃　 布野支所 728-0201 　〃　布野町上布野1196番地１ 0824-54-2111

〃　 作木支所 728-0124 　〃　作木町下作木674番地 0824-55-2111

〃　 吉舎支所 729-4211 　〃　吉舎町吉舎368番地 0824-43-3111

〃　 三良坂支所 729-4304 　〃　三良坂町三良坂5042番地１ 0824-44-3111

〃　 三和支所 729-6615 　〃　三和町上板木10038番地４ 0824-52-3111

〃　 甲奴支所 729-4102 　〃　甲奴町西野40番地１ 0847-67-2121

庄原市 西城支所 729-5792 庄原市西城町大佐737番地３ 0824-82-2121

〃　 東城支所 729-5121 　〃　東城町川東1175番地 08477-2-5111

〃　 口和支所 728-0502 　〃　口和町向泉942番地 0824-87-2111

〃　 高野支所 727-0402 　〃　高野町新市1171番地１ 0824-86-2111

〃　 比和支所 727-0301 　〃　比和町比和1119番地１ 0824-85-2111

〃　 総領支所 729-3703 　〃　総領町下領家280番地１ 0824-88-2111

大竹市 大竹支所 739-0613 大竹市本町一丁目９番３号 0827-52-4331

〃　 玖波支所 739-0651   〃  玖波一丁目10番１号 0827-57-7083

〃　 栗谷支所 739-0645   〃  栗谷町小栗林652番地 0827-56-0301

〃　 木野支所 739-0616   〃  木野一丁目９番32号 0827-52-2555

東広島市 黒瀬支所 739-2692 東広島市黒瀬町丸山1333番地 0823-82-2400

〃　 福富支所 739-2303 　 〃   福富町久芳1545番地１ 082-435-2211

〃　 豊栄支所 739-2317 　 〃   豊栄町鍛冶屋963番地２ 082-432-2211

〃　 河内支所 739-2201 　 〃   河内町中河内1166番地 082-437-1111

〃　 安芸津支所 739-2492 　 〃   安芸津町三津5556番地１ 0846-45-1100

廿日市市 佐伯支所 738-0292 廿日市市津田1989番地 0829-72-1111

〃　 吉和支所 738-0301 　 〃   吉和3425番地１ 0829-77-2111

〃　 大野支所 739-0492 　 〃   大野一丁目１番１号 0829-55-2000

〃　 宮島支所 739-0595 　 〃   宮島町1165番地６ 0829-44-2000

安芸高田市 八千代支所 731-0303 安芸高田市八千代町佐々井1391-１ 0826-52-2111

〃　 美土里支所 731-0692 　  〃    美土里町本郷1775 0826-54-0311

〃　 高宮支所 739-1802 　  〃    高宮町佐々部983－2 0826-57-0311

〃　 甲田支所 739-1192 　  〃    甲田町高田原2500 0826-45-4111

〃　 向原支所 739-1201 　  〃    向原町坂185－１ 0826-46-3111

江田島市 江田島市民センター 737-2193 江田島市江田島町中央一丁目１番１号 0823-42-1111

〃　 沖美市民センター 737-2393 　 〃   沖美町畑995番地 0823-48-0211

〃　 能美市民センター 737-2397 　 〃   能美町中町4859番地９ 0823-40-2777

安芸太田町 加計支所 731-3501 山県郡安芸太田町大字加計3505番地４ 0826-22-1111

〃　 筒賀支所 731-3702 　 〃 　  〃 　 大字中筒賀1693番地１ 0826-32-2121

北広島町 芸北支所 731-2323 山県郡北広島町川小田10075番地５ 050-5812-2110

〃　 大朝支所 731-2195 　 〃　  〃　 大朝2493番地 050-5812-2211

〃　 豊平支所 731-1795 　 〃　  〃　 戸谷1088番地１ 050-5812-1122

大崎上島町 大崎支所 725-0301 豊田郡大崎上島町中野2067番地１ 0846-64-3510

〃　 木江支所 725-0401 　 〃　   〃    木江4968番地 0846-62-0300

世羅町 せらにし支所 722-1792 世羅郡世羅町大字小国3393番地 0847-37-2111

神石高原町 油木支所 720-1812 神石郡神石高原町油木乙1858番地 0847-82-0211

〃　 神石支所 729-3511 　 〃　   〃    高光2559番地 0847-87-0211

〃　 豊松支所 720-1704 　 〃　   〃    下豊松741番地 0847-84-2211


