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○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 〈広島市・呉市〉 

 

支援等の内容 広島市 呉市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  市民安全推進課 082-504-2722 人権・男女共同参画課 0823-25-3465 

1 遺族基礎年金 各区役所の保険年金課 P157 参照 保険年金課 0823-25-3157 

2 障害基礎年金 各区役所の保険年金課 P157 参照 保険年金課 0823-25-3157 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 

各区役所の保険年金課 

※貸付制度なし 
P157 参照 

保険年金課 

※貸付制度なし 
0823-25-3154 

4 特別障害者手当 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

5 身体障害者手帳の交付 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

7 障害福祉サービス 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

8 自立支援医療費等支給制度  各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

9 重度心身障害者医療費助成 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

10 乳幼児医療費助成 ※ 各区役所の福祉課 P156 参照 子育て支援課 0823-25-3173 

11 ひとり親家庭等医療費助成 各区役所の福祉課 P156 参照 子育て支援課 0823-25-3173 

12 精神障害者医療費助成制度 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 各区役所の福祉課 P156 参照 子育て支援課 0823-25-3297 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 各区役所の福祉課 P156 参照 子育て支援課 0823-25-3173 

15 自立支援教育訓練給付金事業 各区役所の福祉課 P156 参照 子育て支援課 0823-25-3173 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 広島母子家庭等就学自立支援センター 082-261-2235 子育て支援課 0823-25-3173 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 広島母子家庭等就学自立支援センター 082-261-2235 子育て支援課 0823-25-3173 

18 児童扶養手当 各区役所の福祉課 P156 参照 子育て支援課 0823-25-3173 

19 障害児福祉手当 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

20 特別児童扶養手当 各区役所の福祉課 P156 参照 障害福祉課 0823-25-3135 

21 就学援助制度 学事課 082-504-2469 学校教育課 0823-25-3568 

22 幼児教育・保育の無償化 

①各区役所の福祉課（保育園，認定こ

ども園，新制度移行幼稚園，市立幼稚

園，認可外保育施設，一時預かり事

業，病児・病後児保育事業） 

②教育委員会学事課（新制度未移行

幼稚園） 

③こども・家庭支援課（ファミリー・サポ

ート・センター事業） 

④障害自立支援課（障害児通園施設） 

⑤こども・家庭支援課（ファミリー・サポ

ート・センター事業） 

⑥障害自立支援課（障害児通園施設） 

①082-504-2154 

各区役所の福祉

課 は P156 参照 

② 082-504-2469

各区役所の福祉

課は P156 参照 

③082-504-2623 

④082-504-2148 

⑤082-504-2623 

⑥082-504-2148 

子育て施設課 0823-25-3144 

23 一時預かり事業 保育指導課 082-504-2154 子育て施設課 0823-25-3174 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 
各区役所の地域支えあい課 

児童相談所 

P156 参照 

082-263-0694 
子育て支援課 0823-25-3599 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 
各区役所の地域支えあい課 

児童相談所 

P156 参照 

082-263-0694 
子育て支援課 0823-25-3599 

26 無料法律相談 市民相談センター 082-504-2120 市民相談室 0823-25-3222 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 各区役所の市民課 P157 参照 市民窓口課 0823-25-3161 

○ 死亡の届出担当課 各区役所の市民課 P157 参照 市民窓口課 0823-25-3163 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 

各区役所の保険年金課 

財政局収納対策部（納付相談

など） 

P157 参照 保険年金課 0823-25-3158 

○ 国民年金担当課（異動届など） 各区役所の保険年金課 P157 参照 保険年金課 0823-25-3157 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 広島市児童相談所 082-263-0694 子育て支援課児童相談室 0823-25-3599 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 
広 島 市  配 偶 者 

暴力相談支援センター 
082-504-2412 子育て支援課児童相談室 0823-25-3599 

○ 福祉全般の相談，生活保護 各区の福祉事務所 P156 参照 生活支援課 0823-25-3571 

○ 地域包括支援センター（担当課） 地域包括ケア推進課 082-504-2648 高齢者支援課 0823-25-3138 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 各区役所の地域支えあい課 P156 参照 重層的支援推進室 0823-25-5715 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 
広 島 市 障 害 者 

虐待防止センター 
082-542-5300 

呉市障害者 

虐待防止センター 
0823-25-3107 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 各区の保健センター P156 参照 地域保健課 0823-25-3542 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 各区役所の建築課 P157 参照 住宅政策課 0823-25-3392 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 各区役所の建築課 P157 参照 住宅政策課 0823-25-3392 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
各区役所の建築課 P157 参照 住宅政策課 0823-25-3392 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
各区役所の建築課 P157 参照 住宅政策課 0823-25-3392 

★ 犯罪被害者見舞金 市民安全推進課 082-504-2722 人権・男女共同参画課 0823-25-3465 

★ 日常生活等支援費用助成金 市民安全推進課 082-504-2722 - 

※ 広島市は，「こども医療費補助」 （注）「総合的な対応窓口」を設置している場合は，その窓口の部署名と連絡先を記載し，未設置の

場合は，実際に相談があった場合に対応する部署名と連絡先を記載してください。 
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支援等の内容 竹原市 三原市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  地域づくり課 0846-22-7736 人権推進課 0848-67-6044 

1 遺族基礎年金 市民課 0846-22-7734 市民課 0848-67-6051 

2 障害基礎年金 市民課 0846-22-7734 市民課 0848-67-6051 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付

制度（国民健康保険加入者） 

市民課 

(療養費申請のみ) 

※貸付制度なし 

0846-22-7734 
保険医療課 

※貸付制度なし 
0848-67-6050 

4 特別障害者手当 健康福祉課 0846-22-7743 社会福祉課 0848-67-6060 

5 身体障害者手帳の交付 健康福祉課 0846-22-7743 社会福祉課 0848-67-6060 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 健康福祉課（保健センター） 0846-22-7157 社会福祉課 0848-67-6060 

7 障害福祉サービス 健康福祉課 0846-22-7743 社会福祉課 0848-67-6060 

8 自立支援医療費等支給制度  

健康福祉課 

（身体） 

（精神） 

0846-22-7743 

0846-22-7157 
社会福祉課 0848-67-6060 

9 重度心身障害者医療費助成 健康福祉課 0846-22-7743 社会福祉課 0848-67-6060 

10 乳幼児医療費助成 ※ 市民課 0846-22-7734 子育て支援課 0848-67-6045 

11 ひとり親家庭等医療費助成 社会福祉課 0846-22-7742 子育て支援課 0848-67-6045 

12 精神障害者医療費助成制度 健康福祉課（保健センター） 0846-22-7157 社会福祉課 0848-67-6058 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 社会福祉課 0846-22-7742 子育て支援課 0848-67-6045 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 社会福祉課 0846-22-7742 子育て支援課 0848-67-6045 

15 自立支援教育訓練給付金事業 社会福祉課 0846-22-7742 子育て支援課 0848-67-6045 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 ― 子育て支援課 0848-67-6045 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 社会福祉課 0846-22-7742 子育て支援課 0848-67-6045 

18 児童扶養手当 社会福祉課 0846-22-7742 子育て支援課 0848-67-6045 

19 障害児福祉手当 健康福祉課 0846-22-7743 社会福祉課 0848-67-6058 

20 特別児童扶養手当 社会福祉課 0846-22-7742 社会福祉課 0848-67-6060 

21 就学援助制度 教委・総務学事課 0846-22-2329 教委・学校教育課 0848-67-6154 

22 幼児教育・保育の無償化 

①教委・総務学事課 

（幼稚園） 

②社会福祉課 

（保育所，認定こども園） 

①0846-22-2329 

 

②0846-22-7742 

①教委・教育振興課 
（幼稚園） 

②児童保育課 
（保育所，認定子ども園） 

③社会福祉課 
（障害児通園施設） 

①0848-67-6151 

②0848-67-6042 

③0848-67-6060 

23 一時預かり事業 社会福祉課 0846-22-7742 児童保育課 0848-67-6042 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 － 子育て支援課 0848-67-6045 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 － － 

26 無料法律相談 竹原市社会福祉協議会 0846-22-5131 生活環境課 0848-67-6178 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 市民課 0846-22-7734 市民課 0848-67-6047 

○ 死亡の届出担当課 市民課 0846-22-7734 市民課 0848-67-6175 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 市民課 0846-22-7734 保険医療課 0848-67-6050 

○ 国民年金担当課（異動届など） 市民課 0846-22-7734 市民課 0848-67-6051 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 社会福祉課 0846-22-7742 保健福祉課 0848-67-6088 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 地域づくり課 0846-22-7736 社会福祉課 0848-67-6058 

○ 福祉全般の相談，生活保護 社会福祉課 0846-22-7742 社会福祉課 0848-67-6059 

○ 地域包括支援センター（担当課） 健康福祉課 0846-22-7743 高齢者福祉課 0848-67-6055 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 健康福祉課 0846-22-7743 高齢者福祉課 0848-67-6055 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 

竹原市障害者 

虐待防止センター 

(竹原市社会福祉協議会) 

0846-24-6007 
保健福祉部 

社会福祉課 
0848-67-6167 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 健康福祉課 0846-22-7157 保健福祉課 0848-67-6061 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 都市整備課 0846-22-7749 － 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 都市整備課 0846-22-7749 － 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力

被害者等） 
都市整備課 0846-22-7749 建築課 0848-67-6120 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力

被害者等） 
都市整備課 0846-22-7749 － 

★ 犯罪被害者見舞金 － － 

〈竹原市・三原市〉 
○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 
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支援等の内容 尾道市 福山市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  人権男女共同参画課 0848-37-2631 人権・生涯学習課 084-928-1006 

1 遺族基礎年金 保険年金課 0848-38-9143 保険年金課 084-928-1052 

2 障害基礎年金 保険年金課 0848-38-9143 保険年金課 084-928-1052 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 

保険年金課 

※貸付制度なし 
0848-38-9142 

保険年金課 

※貸付制度なし 
084-928-1054 

4 特別障害者手当 社会福祉課 0848-38-9125 障がい福祉課 084-928-1063 

5 身体障害者手帳の交付 社会福祉課 0848-38-9125 障がい福祉課 084-928-1063 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課 0848-38-9125 障がい福祉課 084-928-1063 

7 障害福祉サービス 社会福祉課 0848-38-9124 障がい福祉課 084-928-1063 

8 自立支援医療費等支給制度  社会福祉課 0848-38-9124 障がい福祉課 084-928-1063 

9 重度心身障害者医療費助成 社会福祉課 0848-38-9124 障がい福祉課 084-928-1063 

10 乳幼児医療費助成 ※ 子育て支援課 0848-38-9112 ネウボラ推進課 084-928-1070 

11 ひとり親家庭等医療費助成 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1070 

12 精神障害者医療費助成制度 社会福祉課 0848-38-9124 障がい福祉課 084-928-1063 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1053 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1053 

15 自立支援教育訓練給付金事業 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1053 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1053 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1053 

18 児童扶養手当 子育て支援課 0848-38-9205 ネウボラ推進課 084-928-1070 

19 障害児福祉手当 社会福祉課 0848-38-9125 障がい福祉課 084-928-1063 

20 特別児童扶養手当 社会福祉課 0848-38-9125 障がい福祉課 084-928-1063 

21 就学援助制度 教委・教育指導課 0848-20-7474 教委・学事課 084-928-1169 

22 幼児教育・保育の無償化 
教委庶務課（幼稚園） 

子育て支援課（保育所・認定こども

園） 

0848-20-7470 

0848-38-9114 
保育施設課 084-928-1140 

23 一時預かり事業 子育て支援課 0848-38-9114 保育指導課 084-928-1277 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 子育て支援課 0848-38-9219 ネウボラ推進課 084-928-1258 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 子育て支援課 0848-38-9219 ネウボラ推進課 084-928-1258 

26 無料法律相談 秘書広報課 0848-38-9395 消費生活センター 084-928-1188 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 市民課 0848-38-9102 市民課 084-928-1059 

○ 死亡の届出担当課 市民課 0848-38-9104 市民課 084-928-1059 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 保険年金課 0848-38-9142 市民課 084-928-1059 

○ 国民年金担当課（異動届など） 保険年金課 0848-38-9143 国保年金課 084-928-1052 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 子育て支援課 0848-38-9219 ネウボラ推進課 084-928-1258 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 
社会福祉課 

因島福祉課 

0848-38-9350 

0845-26-6209 

男 女 共 同 

参画センター 
084-973-8896 

○ 福祉全般の相談，生活保護 社会福祉課 0848-38-9126 生活福祉課 084-928-1280 

○ 地域包括支援センター（担当課） 高齢者福祉課 0848-38-9137 高齢者支援課 084-928-1065 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 
高齢者福祉課 

因島福祉課 

0848-38-9137 

0845-26-6210 
高齢者支援課 084-928-1065 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 

尾道市障害者 

虐待防止センター 

① 尾道センター 

② 因島瀬戸田 

   センター 

①0848-38-9124 

（平日）  

0848-38-9111 

（休日・夜間） 

②0845-26-6209 

（平日）  

0845-22-1311 

（休日・夜間） 

福山市障がい者 

虐待防止センター 
084-928-1354 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 健康推進課 0848-24-1962 健康推進課 084-928-3421 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） まちづくり推進課 0848-38-9247 ―  

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） まちづくり推進課 0848-38-9247 ―  

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
まちづくり推進課 0848-38-9247 住宅課 084-928-1101 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
まちづくり推進課 0848-38-9247 住宅課 084-928-1101 

★ 犯罪被害者見舞金 ― ― 

〈尾道市・福山市〉 
○市町の支援内容・担当課連絡先一覧
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支援等の内容 府中市 三次市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  総務課 0847-43-7115 危機管理課 0824-62-6116 

1 遺族基礎年金 市民課 0847-43-7129 市民課 0824-62-6134 

2 障害基礎年金 市民課 0847-43-7129 市民課 0824-62-6134 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 

市民課 

※貸付制度なし 
0847-43-7142 市民課 0824-62-6134 

4 特別障害者手当 福祉課 0847-43-7148 社会福祉課 0824-65-2051 

5 身体障害者手帳の交付 福祉課 0847-43-7148 社会福祉課 0824-65-2051 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 健康推進課 0847-47-1310 健康推進課 0824-62-6232 

7 障害福祉サービス 
健康推進課(精神) 

福祉課(身体) 

0847-47-1310 

0847-43-7148 
社会福祉課 0824-62-2051 

8 自立支援医療費等支給制度  
健康推進課(精神) 

福祉課(身体) 

0847-47-1310 

0847-43-7148 

社会福祉課（身体） 

健康推進課（精神） 

0824-65-2051 

0824-62-6232 

9 重度心身障害者医療費助成 福祉課 0847-43-7148 市民課 0824-62-6134 

10 乳幼児医療費助成 ※ 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

11 ひとり親家庭等医療費助成 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

12 精神障害者医療費助成制度 健康推進課 0847-47-1310 市民課 0824-62-6134 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

15 自立支援教育訓練給付金事業 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 ― 子育て支援課 0824-62-6148 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

18 児童扶養手当 女性こども課 0847-43-7139 子育て支援課 0824-62-6148 

19 障害児福祉手当 福祉課 0847-43-7148 社会福祉課 0824-65-2051 

20 特別児童扶養手当 福祉課 0847-43-7148 子育て支援課 0824-62-6148 

21 就学援助制度 教委・教育政策課 0847-43-7193 教委・学校教育課 0824-62-6184 

22 幼児教育・保育の無償化 
教委・教育政策課（幼稚園） 

女性こども課（保育所） 

0847-43-7193 

 

0847-43-7265 

子育て支援課 0824-62-6147 

23 一時預かり事業 女性こども課 0847-43-7265 子育て支援課 0824-62-6147 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 ― ― 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 ― ― 

26 無料法律相談 社会福祉協議会 0847-47-1294 市民課 0824-62-6222 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 市民課 0847-43-7128 市民課 0824-62-6138 

○ 死亡の届出担当課 市民課 0847-43-7127 市民課 0824-62-6138 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 市民課 0847-43-7142 市民課 0824-62-6134 

○ 国民年金担当課（異動届など） 市民課 0847-43-7129 市民課 0824-62-6134 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 女性こども課 0847-43-7255 子育て支援課 0824-64-6011 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 女性こども課 0847-43-7216 子育て支援課 0824-64-6011 

○ 福祉全般の相談，生活保護 福祉課 
0847-43-7148 

0847-43-7149 
社会福祉課 0824-62-6146 

○ 地域包括支援センター（担当課） 介護保険課 0847-40-0223 高齢者福祉課 0824-62-6145 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 介護保険課 0847-40-0223 高齢者福祉課 0824-62-6145 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 福祉課 

0847-43-7148

（平日）  

0847-43-7111

（休日・夜間） 

①  福祉保健部 

  社会福祉課 

  障害者福祉係 

② 三次市障害者 

  支援センター 

① 0824-65-2051

（平日） 

0824-62-6111（休

日・夜間） 

② 0824-65-1131

（ 平 日 ・ 休 日 ・ 夜

間） 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 健康推進課 0847-47-1310 健康推進課 0824-62-6232 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） ― 財産管理課 0824-62-6161 
○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） ― 財産管理課 0824-62-6161 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
― 財産管理課 0824-62-6161 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
― 財産管理課 0824-62-6161 

★ 犯罪被害者見舞金 ― 危機管理課 0824-62-6116 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧
〈府中市・三次市〉 
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支援等の内容 庄原市 大竹市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  危機管理課 0824-73-1206 自治振興課 0827-59-2145 

1 遺族基礎年金 保健医療課 0824-73-1158 保健医療課 0827-59-2141 

2 障害基礎年金 保健医療課 0824-73-1158 保健医療課 0827-59-2141 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 

保健医療課 

※貸付制度なし 
0824-73-1158 

保健医療課 

※貸付制度なし 
0827-59-2141 

4 特別障害者手当 社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2146 

5 身体障害者手帳の交付 社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2146 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2146 

7 障害福祉サービス 社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2146 

8 自立支援医療費等支給制度  社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2146 

9 重度心身障害者医療費助成 保健医療課 0824-73-1155 保健医療課 0827-59-2141 

10 乳幼児医療費助成 ※ 保健医療課 0824-73-1155 保健医療課 0827-59-2141 

11 ひとり親家庭等医療費助成 保健医療課 0824-73-1155 保健医療課 0827-59-2141 

12 精神障害者医療費助成制度 社会福祉課 0824-73-1210 保健医療課 0827-59-2141 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 児童福祉課 0824-73-1192 福祉課 0827-59-2148 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 児童福祉課 0824-73-1192 福祉課 0827-59-2148 

15 自立支援教育訓練給付金事業 児童福祉課 0824-73-1192 福祉課 0827-59-2148 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 児童福祉課 0824-73-1192 ― 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 ― ― 

18 児童扶養手当 児童福祉課 0824-73-1192 福祉課 0827-59-2148 

19 障害児福祉手当 社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2146 

20 特別児童扶養手当 社会福祉課 0824-73-1210 福祉課 0827-59-2148 

21 就学援助制度 教委・教育指導課 0824-73-1183 教委・総務学事課 0827-59-2185 

22 幼児教育・保育の無償化 児童福祉課 0824-73-1192 福祉課 0827-59-2148 

23 一時預かり事業 児童福祉課 0824-73-1192 福祉課 0827-59-2148 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 ― 福祉課 0827-59-2148 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 ― 福祉課 0827-59-2148 

26 無料法律相談 市民生活課 0824-73-1154 企画財政課 0827-59-2124 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 市民生活課 0824-73-1157 市民税務課 0827-59-2143 

○ 死亡の届出担当課 市民生活課 0824-73-1157 市民税務課 0827-59-2143 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 
市民生活課（資格の得喪業務） 

保健医療課（その他全般業務） 

0824-73-1157 

0824-73-1158 
保健医療課 0827-59-2141 

○ 国民年金担当課（異動届など） 保健医療課 0824-73-1158 保健医療課 0827-59-2141 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 児童福祉課 0824-73-0051 福祉課 0827-59-2148 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 児童福祉課 0824-73-0051 地域介護課 0827-59-2100 

○ 福祉全般の相談，生活保護 社会福祉課 0824-73-1166 福祉課 0827-59-2147 

○ 地域包括支援センター（担当課） 高齢者福祉課 0824-73-1165 地域介護課 0827-28-6226 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 高齢者福祉課 0824-73-1165 地域介護課 0827-59-2144 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 
社会福祉課 

障害者福祉係 

0824-73-1210

（平日）  

0824-73-1111

（休日・夜間） 

健康福祉部 

福 祉 課 

障害福祉係 

0827-59-2146 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 保健医療課 0824-73-1255 保健医療課 0827-59-2140 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 都市整備課 0824-73-1172 都市計画課 0827-59-2168 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 都市整備課 0824-73-1172 ―  

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
都市整備課 0824-73-1172 都市計画課 0827-59-2168 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
都市整備課 0824-73-1172 ― 

★ 犯罪被害者見舞金 危機管理課 0824-73-1206 自治振興課 0827-59-2145 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧
〈庄原市・大竹市〉 
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支援等の内容 東広島市 廿日市市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  人権男女共同参画課 082-420-0927 
人権 ・ 男女 

共同推進課 
0829-30-9136 

1 遺族基礎年金 国保年金課 082-420-0933 保険課 0829-30-9160 

2 障害基礎年金 国保年金課 082-420-0933 保険課 0829-30-9160 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 
国保年金課 082-420-0933 

保険課 

※貸付制度なし 
0829-30-9159 

4 特別障害者手当 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9152 

5 身体障害者手帳の交付 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9186 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9152 

7 障害福祉サービス 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9128 

8 自立支援医療費等支給制度  障害福祉課 082-420-0180 

障害福祉課 

①（更生医療） 

②（精神通院医療 

子育て応援室 

③(育成医療) 

①0829-30-9186 

②0829-30-9152 

③0829-30-9188 

9 重度心身障害者医療費助成 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9186 

10 乳幼児医療費助成 ※ こども家庭課 082-420-0941 こども課 0829-30-9153 

11 ひとり親家庭等医療費助成 こども家庭課 082-420-0941 こども課 0829-30-9153 

12 精神障害者医療費助成制度 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9186 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 こども家庭課 082-420-0407 こども課 0829-30-9130 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 こども家庭課 082-420-0407 こども課 0829-30-9130 

15 自立支援教育訓練給付金事業 こども家庭課 082-420-0407 こども課 0829-30-9130 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 こども家庭課 082-420-0407 ― 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 こども家庭課 082-420-0407 子育て応援室 0829-30-9129 

18 児童扶養手当 こども家庭課 082-420-0941 こども課 0829-30-9153 

19 障害児福祉手当 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9152 

20 特別児童扶養手当 障害福祉課 082-420-0180 障害福祉課 0829-30-9152 

21 就学援助制度 教委・学事課 082-420-0975 教委・学校教育課 0829-30-9202 

22 幼児教育・保育の無償化 保育課 082-420-0934 こども課 0829-30-9154 

23 一時預かり事業 保育課 082-420-0934 こども課 0829-30-9154 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 こども家庭課 082-420-0407 子育て応援室 0829-30-9129 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 こども家庭課 082-420-0407 子育て応援室 0829-30-9129 

26 無料法律相談 市民生活課 082-420-0922 生活環境課 0829-30-9147 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 市民課 082-420-0925 市民課 0829-30-9135 

○ 死亡の届出担当課 市民課 082-420-0915 市民課 0829-30-9134 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 国保年金課 082-420-0933 保険課 0829-30-9159 

○ 国民年金担当課（異動届など） 国保年金課 082-420-0933 保険課 0829-30-9159 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 こども家庭課 082-420-0407 子育て応援室 0829-30-9129 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 こども家庭課 082-420-0407 子育て応援室 0829-30-9129 

○ 福祉全般の相談，生活保護 

地域共生推進課 

①生活困窮者自立支援 

②生活保護 

 

①082-493-5621 
②082-420-0405 

①福祉全般の相談 

健康福祉総務課 
（相談まるごとサポートデスク） 

②生活保護 

生活福祉 

③生活困窮 
はつかいち生活支援センター 

①0829-30-9150 
（0829-20-5175） 

②0829-30-9166 

③0829-20-4080 

○ 地域包括支援センター（担当課） 地域包括ケア推進課 082-420-0984 地域包括ケア推進課 0829-30-9167 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 地域包括ケア推進課 082-420-0984 地域包括ケア推進課 0829-30-9167 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 

東広島市障害者虐待防止センター 

①障害福祉課 

②障害者相談支援センター（は

あとふる） 

①082-420-0180

（平日）  

082-422-2111（休

日・夜間） 

②082-493-6073

（月～土） 

障害福祉課 0829-30-9128 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 医療保健課 082-420-0936 健康福祉総務課 0829-20-1610 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） ―  住宅政策課 0829-30-9177 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 住宅課 082-420-0946 ―  

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
住宅課 082-420-0946 住宅政策課 0829-30-9177 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
住宅課 082-420-0946 ― 

★ 犯罪被害者見舞金 ― 
人権 ・ 男女 

共同推進課 
0829-30-9136 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧
〈東広島市・廿日市市〉 



参考 

 
- 150 -

  

 

 

 

支援等の内容 安芸高田市 江田島市 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  人権多文化共生推進課 0826-42-5630 人権推進課 0823-43-1635 

1 遺族基礎年金 総合窓口課 0826-42-5616 市民生活課 0823-43-1634 

2 障害基礎年金 総合窓口課 0826-42-5616 市民生活課 0823-43-1634 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 
保健医療課 0826-42-5619 保健医療課 0823-43-1639 

4 特別障害者手当 社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

5 身体障害者手帳の交付 社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

7 障害福祉サービス 社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

8 自立支援医療費等支給制度  社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

9 重度心身障害者医療費助成 保健医療課 0826-42-5619 保健医療課 0823-43-1639 

10 乳幼児医療費助成 ※ 保健医療課 0826-42-5619 保健医療課 0823-43-1639 

11 ひとり親家庭等医療費助成 保健医療課 0826-42-5619 保健医療課 0823-43-1639 

12 精神障害者医療費助成制度 保健医療課 0826-42-5619 保健医療課 0823-43-1639 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 子育て支援課 0826-47-1283 子育て支援課 0823-42-2852 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 子育て支援課 0826-47-1283 子育て支援課 0823-42-2852 

15 自立支援教育訓練給付金事業 子育て支援課 0826-47-1283 子育て支援課 0823-42-2852 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 子育て支援課 0826-47-1283 ― 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 子育て支援課 0826-47-1283 ― 

18 児童扶養手当 子育て支援課 0826-47-1283 社会福祉課 0823-43-1638 

19 障害児福祉手当 社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

20 特別児童扶養手当 子育て支援課 0826-47-1283 社会福祉課 0823-43-1638 

21 就学援助制度 教委・教育総務課 0826-42-0049 教委・学校教育課 0823-43-1900 

22 幼児教育・保育の無償化 

①教委・教育総務課 

（幼稚園） 

②子育て支援課 

（保育園・認定こども園） 

①0826-42-0049 

②0826-47-1283 
子育て支援課 0823-42-2852 

23 一時預かり事業 子育て支援課 0826-47-1283 子育て支援課 0823-42-2852 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 ― ― 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 ― ― 

26 無料法律相談 社会福祉協議会 0826-32-2226 総務課 0823-43-1111 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 総合窓口課 0826-42-5616 市民生活課 0823-43-1634 

○ 死亡の届出担当課 総合窓口課 0826-42-5616 市民生活課 0823-43-1634 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 保健医療課 0826-42-5619 市民生活課 0823-43-1634 

○ 国民年金担当課（異動届など） 総合窓口課 0826-42-5616 市民生活課 0823-43-1634 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 子育て支援課 0826-47-1283 子育て支援課 0823-42-2852 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 子育て支援課 0826-47-1283 人権推進課 0823-43-1635 

○ 福祉全般の相談，生活保護 社会福祉課 0826-42-5615 社会福祉課 0823-43-1638 

○ 地域包括支援センター（担当課） 健康長寿課 0826-47-1281 高齢介護課 0823-43-1651 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 高齢者福祉課 0826-47-1281 
地 域包 括 

支援センター 
0823-43-1640 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 
福祉保健部 

社会福祉課 
0826-47-0235 

①社会福祉課 

②江田島市障害者生

活支援センター 

①0823-43-

1638 

②0823-27-

8880 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 保健医療課 0826-42-5619 保健医療課 0823-43-1639 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 住宅政策課 0826-47-1202 都市整備課 0823-43-1647 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 住宅政策課 0826-47-1202 都市整備課 0823-43-1647 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
住宅政策課 0826-47-1202 都市整備課 0823-43-1647 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
住宅政策課 0826-47-1202 都市整備課 0823-43-1647 

★ 犯罪被害者見舞金 人権多文化共生推進課 0826-42-5630 人権推進課 0823-43-1635 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧
〈安芸高田市・江田島市〉 
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支援等の内容 府中町 海田町 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  自治振興課人権推進室 082-286-3165 社会福祉課 082-823-9207 

1 遺族基礎年金 保険年金課 082-286-3154 住民課 082-823-9206 

2 障害基礎年金 保険年金課 082-286-3154 住民課 082-823-9206 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 

保険年金課 

※貸付制度なし 
082-286-3236 

住民課 

※貸付制度なし 
082-823-9206 

4 特別障害者手当 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

5 身体障害者手帳の交付 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

7 障害福祉サービス 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

8 自立支援医療費等支給制度  福祉課 082-286-3161 社会福祉課     082-823-9207 

9 重度心身障害者医療費助成 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

10 乳幼児医療費助成 ※ 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

11 ひとり親家庭等医療費助成 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

12 精神障害者医療費助成制度 
認定に関すること 福祉課 

給付に関すること 保険年金課 
082-286-3161 

082-286-3154 
社会福祉課 082-823-9207 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

15 自立支援教育訓練給付金事業 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 ― ― 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

18 児童扶養手当 子育て支援課 082-286-3163 こども課 082-823-9227 

19 障害児福祉手当 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

20 特別児童扶養手当 福祉課 082-286-3161 社会福祉課 082-823-9207 

21 就学援助制度 教委・学校教育課 082-286-3271 教委・学校教育課 082-823-9216 

22 幼児教育・保育の無償化 子育て支援課 082-286-3168 こども課 082-823-9227 

23 一時預かり事業 子育て支援課 082-286-3168 こども課 082-823-9227 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 子育て支援課 082-286-3224 こども課 082-823-9227 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 子育て支援課 082-286-3224 こども課 082-823-9227 

26 無料法律相談 社会福祉協議会 082-285-7278 ―  

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 住民課 082-286-3151 住民課 082-823-9205 

○ 死亡の届出担当課 住民課 082-286-3152 住民課 082-823-9205 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 保険年金課 082-286-3236 住民課 082-823-9206 

○ 国民年金担当課（異動届など） 保険年金課 082-286-3154 住民課 082-823-9206 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 子育て支援課 082-286-3224 こども課 082-823-9227 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 子育て支援課 082-286-3224 こども課 082-823-9227 

○ 福祉全般の相談，生活保護 福祉課 082-286-3159 福祉事務所 082-823-9220 

○ 地域包括支援センター（担当課） 高齢介護課 082-286-3256 長寿保険課 082-821-3210 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 高齢介護課 082-286-3256 
地 域 包 括 

支援センター 
082-821-3210 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 福  祉  課 
082-286-3161（平日） 

082-286-3111（休日・

夜間） 
社会福祉課 

082-823-9207（平

日 8：30～17：15） 

082-822-2121（休

日・夜間） 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 健康推進課 082-286-3257 保健センター 082-823-4418 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） ― 都市整備課 082-823-9634 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） ― ― 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
― 都市整備課 082-823-9634 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
― ― 

★ 犯罪被害者等見舞金 自治振興課人権推進室 082-286-3165 ― 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 
〈府中町・海田町〉 
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支援等の内容 熊野町 坂町 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  生活環境課 082-820-5606 民生課 082-820-1505 

1 遺族基礎年金 税務住民課 082-820-5604 税務住民課 082-820-1502 

2 障害基礎年金 税務住民課 082-820-5604 税務住民課 082-820-1502 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 
税務住民課 082-820-5604 

保険健康課 

※貸付制度なし 
082-820-1504 

4 特別障害者手当 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

5 身体障害者手帳の交付 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

7 障害福祉サービス 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

8 自立支援医療費等支給制度  社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

9 重度心身障害者医療費助成 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

10 乳幼児医療費助成 ※ 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

11 ひとり親家庭等医療費助成 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

12 精神障害者医療費助成制度 社会福祉課 082-820-5625 民生課 082-820-1505 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

15 自立支援教育訓練給付金事業 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 子育て支援課 082-820-5623 ― 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 子育て支援課 082-820-5623 ― 

18 児童扶養手当 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

19 障害児福祉手当 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

20 特別児童扶養手当 社会福祉課 082-820-5635 民生課 082-820-1505 

21 就学援助制度 教委・教育総務課 082-820-5620 教委・学校教育課 082-820-1524 

22 幼児教育・保育の無償化 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

23 一時預かり事業 子育て支援課 082-820-5623 民生課 082-820-1505 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 子育て支援課 082-820-5623 ― 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 子育て支援課 082-820-5623 ― 

26 無料法律相談 生活環境課 082-820-5606 総務課 082-820-1510 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 税務住民課 082-820-5604 税務住民課 082-820-1502 

○ 死亡の届出担当課 税務住民課 082-820-5604 税務住民課 082-820-1502 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 税務住民課 082-820-5604 保険健康課 082-820-1504 

○ 国民年金担当課（異動届など） 税務住民課 082-820-5604 税務住民課 082-820-1502 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 くまの・こども夢プラザ 082-820-5502 民生課 082-820-1505 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 くまの・こども夢プラザ 082-820-5502 民生課 082-820-1505 

○ 福祉全般の相談，生活保護 福祉事務所 082-820-5614 民生課 082-820-1505 

○ 地域包括支援センター（担当課） 高齢者支援課 082-820-5615 保険健康課 082-820-1504 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 高齢者支援課 082-820-5605 保険健康課 082-820-1504 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 社会福祉課 082-820-5635 民生部民生課 082-820-1505 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 健康推進課 082-820-5637 保険健康課 082-820-1504 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 都市整備課 082-820-5608 産業建設課 082-820-1512 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） ― 産業建設課 082-820-1512 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
都市整備課 082-820-5608 産業建設課 082-820-1512 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
― 産業建設課 082-820-1512 

★ 犯罪被害者見舞金 ― ― 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 
〈熊野町・坂町〉 
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支援等の内容 安芸太田町 北広島町 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  住民課 0826-28-2116 

町民課 

人 権 ・ 生 活  

総合相談センター 

050-5812-5020 

1 遺族基礎年金 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

2 障害基礎年金 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 

住民課 

※貸付制度なし 
0826-28-2116 

町民課 

※貸付制度なし 
050-5812-1854 

4 特別障害者手当 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

5 身体障害者手帳の交付 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

7 障害福祉サービス 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

8 自立支援医療費等支給制度  健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

9 重度心身障害者医療費助成 生活課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

10 乳幼児医療費助成 ※ 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

11 ひとり親家庭等医療費助成 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

12 精神障害者医療費助成制度 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

15 自立支援教育訓練給付金事業 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

18 児童扶養手当 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

19 障害児福祉手当 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

20 特別児童扶養手当 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

21 就学援助制度 教委・教育課 0826-22-1212 教委・生涯学習課 050-5812-1864 

22 幼児教育・保育の無償化 教委・学校教育課 0826-22-1212 福祉課 050-5812-1851 

23 一時預かり事業 教育課 0826-28-1969 福祉課 050-5812-1851 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 ― ― 

26 無料法律相談 
社会福祉協議会 

0826-32-2226 

町民課 

人 権 ・ 生 活  

総合相談センター 

050-5812-5020 

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

○ 死亡の届出担当課 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

○ 国民年金担当課（異動届など） 住民課 0826-28-2116 町民課 050-5812-1854 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 教育課 0826-28-1969 福祉課 050-5812-1851 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

○ 福祉全般の相談，生活保護 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

○ 地域包括支援センター（担当課） 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 保健課 050-5812-1853 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 健康福祉課，福祉事務所 0826-25-0250 保健課 050-5812-1853 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 健康福祉課 0826-25-0250 福祉課 050-5812-1851 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 健康福祉課 0826-22-0196 保健課 050-5812-1853 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 建設課 0826-28-1962 建設課 050-5812-1860 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 建設課 0826-28-1962 建設課 050-5812-1860 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
建設課 0826-28-1962 建設課 050-5812-1860 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
建設課 0826-28-1962 建設課 050-5812-1860 

★ 犯罪被害者見舞金 ― ― 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 
〈安芸太田町・北広島町〉 
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支援等の内容 大崎上島町 世羅町 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  住民課 0846-65-3113 総務課 0847-22-1111 

1 遺族基礎年金 住民課 0846-65-3113 町民課 0847-22-5302 

2 障害基礎年金 住民課 0846-65-3113 町民課 0847-22-5302 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付

制度（国民健康保険加入者） 

保健衛生課 

※貸付制度なし 
0846-62-0303 

健康保険課 

※貸付制度なし 
0847-25-0134 

4 特別障害者手当 福祉課 0846-62-0302 福祉課 0847-25-0072 

5 身体障害者手帳の交付 福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 保健衛生課 0846-62-0330 福祉課 0847-25-0072 

7 障害福祉サービス 福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

8 自立支援医療費等支給制度  福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

9 重度心身障害者医療費助成 福祉課 0846-62-0301 健康保険課 0847-25-0134 

10 乳幼児医療費助成 ※ 福祉課 0846-62-0301 健康保険課 0847-25-0134 

11 ひとり親家庭等医療費助成 福祉課 0846-62-0301 健康保険課 0847-25-0134 

12 精神障害者医療費助成制度 保健衛生課 084662-0330 健康保険課 084725-0134 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 福祉課 0846-62-0302 子育て支援課 0847-25-0295 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 福祉課 0846-62-0301 子育て支援課 0847-25-0295 

15 自立支援教育訓練給付金事業 ― 子育て支援課 0847-25-0295 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 福祉課 0846-62-0302 子育て支援課 0847-25-0295 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 ― ― 

18 児童扶養手当 福祉課 0846-62-0302 子育て支援課 0847-25-0295 

19 障害児福祉手当 福祉課 0846-62-0302 福祉課 0847-25-0072 

20 特別児童扶養手当 福祉課 0846-62-0302 福祉課 0847-25-0072 

21 就学援助制度 教委・教育課 0846-64-2074 教委・学校教育課 0847-22-0548 

22 幼児教育・保育の無償化 教委・教育課 0846-64-2074 子育て支援課 0847-25-0295 

23 一時預かり事業 福祉課 0846-62-0301 子育て支援課 0847-25-0295 

24 
児童短期入所生活援助（ショートステイ）

事業 
― 子育て支援課 0847-25-0295 

25 
児童夜間養護等（トワイライトステイ）事

業 
― 子育て支援課 0847-25-0295 

26 無料法律相談 ―  ―   

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 住民課 0846-65-3113 町民課 0847-22-5302 

○ 死亡の届出担当課 住民課 0846-65-3113 町民課 0847-22-5302 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 保健衛生課 0846-62-0303 健康保険課 0847-25-0134 

○ 国民年金担当課（異動届など） 住民課 0846-65-3113 町民課 0847-22-5302 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 福祉課 0846-62-0301 子育て支援課 0847-25-0295 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

○ 福祉全般の相談，生活保護 福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

○ 地域包括支援センター（担当課） 福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 福祉課 0846-62-0301 福祉課 0847-25-0072 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 福祉課 0846-62-0301 
 

福祉課 
0847-25-0072 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 保健衛生課 0846-62-0303 健康保険課 0847-25-0134 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 建設課 0846-65-3124 建設課 0847-22-5309 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） ― ―  

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力

被害者等） 
建設課 0846-65-3124 建設課 0847-22-5309 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力

被害者等） 
― ―  

★ 犯罪被害者見舞金 ― ― 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 
〈大崎上島町・世羅町〉 
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支援等の内容 神石高原町 

○ 犯罪被害者等からの相談業務  総務課 0847-89-3330 

1 遺族基礎年金 住民課  0847-89-3334 

2 障害基礎年金 住民課  0847-89-3334 

3 
高額療養費の申請・高額療養費貸付制

度（国民健康保険加入者） 
保健福祉課 0847-89-3335 

4 特別障害者手当 保健福祉課 0847-89-3335 

5 身体障害者手帳の交付 保健福祉課 0847-89-3335 

6 精神障害者保健福祉手帳の交付 保健福祉課 0847-89-3335 

7 障害福祉サービス 保健福祉課 0847-89-3335 

8 自立支援医療費等支給制度  保健福祉課 0847-89-3335 

9 重度心身障害者医療費助成 保健福祉課 0847-89-3335 

10 乳幼児医療費助成 ※ 保健福祉課 0847-89-3335 

11 ひとり親家庭等医療費助成 保健福祉課 0847-89-3335 

12 精神障害者医療費助成制度 保健福祉課 0847-89-3335 

13 母子父子寡婦福祉資金貸付金 子育て応援課 0847-89-3368 

14 高等職業訓練促進給付金等事業 子育て応援課 0847-89-3368 

15 自立支援教育訓練給付金事業 子育て応援課 0847-89-3368 

16 母子家庭等就業・自立支援事業 子育て応援課 0847-89-3368 

17 母子父子自立支援プログラム策定等事業 子育て応援課 0847-89-3368 

18 児童扶養手当 子育て応援課 0847-89-3368 

19 障害児福祉手当 保健福祉課 0847-89-3335 

20 特別児童扶養手当 子育て応援課 0847-89-3368 

21 就学援助制度 教委・教育課 0847-89-3341 

22 幼児教育・保育の無償化 教委・教育課 0847-89-3341 

23 一時預かり事業 子育て応援課 0847-89-3368 

24 児童短期入所生活援助（ショートステイ）事業 ―   

25 児童夜間養護等（トワイライトステイ）事業 ―   

26 無料法律相談 ―   

27 住民票の写しや戸籍の附票の交付等の制限 住民課  0847-89-3334 

○ 死亡の届出担当課 住民課  0847-89-3334 

○ 国民健康保険担当課（異動届など） 保健福祉課 0847-89-3335 

○ 国民年金担当課（異動届など） 住民課 084-89-3334 

○ 児童虐待に関する窓口担当課 子育て応援課 0847-89-3368 

○ 配偶者からの暴力被害に関する窓口担当課 子育て応援課 0847-89-3368 

○ 福祉全般の相談，生活保護 保健福祉課 0847-89-3335 

○ 地域包括支援センター（担当課） 保健福祉課 0847-89-3377 

○ 高齢者虐待に関する窓口担当課 保健福祉課 0847-89-3377 

○ 障害者虐待に関する窓口担当課 

神石高原町 

障害者虐待 

防止センター 

0847-89-3335 

○ 市町保健センター（保健衛生担当課） 保健福祉課 0847-89-3366 

○ 公営住宅への優先入居（犯罪被害者等） 建設課 0847-89-3338 

○ 公営住宅への一時入居（犯罪被害者等） 建設課 0847-89-3338 

○ 
公営住宅への優先入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
建設課 0847-89-3338 

○ 
公営住宅への一時入居（配偶者からの暴力被

害者等） 
建設課 0847-89-3338 

★ 犯罪被害者見舞金 総務課 0847-89-3330 

○市町の支援内容・担当課連絡先一覧 
〈神石高原町〉 
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区役所 所在地 

◆各区電話番号（市外局番：082） 

地域支えあい課 福祉課 生活課 

地域包括支援係 地域支援第一係 

地域支援第二係 

高齢介護

係 

児童福祉

係 

障 害 福 祉

係 

保護係 

地域包括

ケ ア 推 進

センター 

こ ど も 家 庭

相 談 コ ーナ

ー 

※ 安 芸 区 は 地

域支援係 

地域子育て

支援センタ

ー 
●保健・医

療・福祉総

合相談 

●高齢者の

福祉の相談

（高齢者虐

待に関する

相談など） 

●親子関係，

不 登 校 ， 非

行 ， 発 達 ， 虐

待の心配など

子どもに関す

る様々な相談 

●子育て短期

支援（児童） 

●母子健康手帳の

交付 

●乳幼児健康診査 

●健康相談，栄養

相談 

●各種健診（検診） 

●感染症対策 

●精神保健福祉相

談 

●原爆被爆者の相

談・手当 

●難病相談 

● 乳 幼 児 の

育 児 や 子 育

てに関する相

談 

● 高 齢 者 の

福 祉 の 相 談

（高齢者いき

いき活動ポイ

ン ト 事 業 な

ど） 

● 後 期 高 齢

者 医 療 制 度

に 関 す る 相

談 

● 介 護 保 険

に 関 す る 相

談 

● 児 童 の 福

祉相談（保育

園等入園，こ

ども医療費補

助など） 

●ひとり親家

庭 等 の 福 祉

相談（児童扶

養手当，ひと

り親家庭等医

療 費 補 助 な

ど） 

●心身に障害

のある方の福

祉相談 （身 体

障害者手帳，

重度心身障害

者 医 療 費 補

助，精神障害

者保健福祉手

帳，自立支援

医療費 （精 神

通院医療））な

ど 

●くらしに困っ

てい る人の相

談（生活保護な

ど） 

中区 

〒730-8565 

広島市中区

大手町 4-1-

1 

504-2586 504-2739 
504-2109 

504-2528 
504-2174 

504-2478 

504-2570 
504-2569 504-2588 

504-2571 

504-2688 

504-2572 

504-2689 

504-2331 

504-2334 

504-2443 

504-2333 

東区 

〒 732-8510

広島市東区

東蟹屋町 9-

34 

568-7731 568-7794 
568-7735 

568-7729 
261-0315 

568-7730 

568-7732 
568-7733 568-7734 

568-7726 

568-7727 

南区 

〒734-8523 

広島市南区

皆実町 1-4-

46 

250-4109 250-4160 
250-4108 

250-4133 
250-4134 

250-4107 

251-4138 
250-4131 250-4132 

250-4104 

250-4105 

250-4141 

250-4149 

250-4155 

西区 

〒733-8535 

広島市西区

福 島 町 2-

24-1 

294-6289 294-6519 
294-6235 

294-6384 
503-6288 

294-6218 

294-6585 
294-6342 294-6346 

294-6117 

294-6119 

294-6583 

294-6069 

294-6135 

安佐 

南区 

〒731-0194 

広島市安佐

南区中須 1-

38-13 

831-4568 831-5017 
831-4942 

831-4944 
877-2146 

831-4941 

831-4943 
831-4945 831-4946 

831-4940 

831-5010 

831-4973 

安佐 

北区 

〒731-0221 

広島市安佐

北区可部 3-

19-22 

819-0587 819-0639 
819-0616 

819-0586 
819-0617 

819-0585 

819-0621 
819-0605 819-0608 

819-0576 

819-0620 

安芸区 

〒736-8555 

広島市安芸

区船越南 3-

2-16 

821-2810 821-2827 
821-2809 

821-2820 
821-2821 

821-2808 

821-2823 
821-2813 821-2816 821-2826 

佐伯区 

〒731-5195 

広島市佐伯

区海老園 1-

4-5 

943-9728 943-9773 
943-9731 

943-9733 
921-5010 

943-9729 

943-9730 
943-9732 943-9769 

943-9726 

943-9764 

月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5 時 15 分 祝休日，８月 6 日，年末年始（12 月 29 日～１月３日）は休みです。 

〔令和４年 4 月 1 日現在の情報を掲載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

  

広島市（福祉事務所・保健センター）区役所地域支えあい課・福祉課・生活課 



 

 
157

 

 

 ※ 開庁時間は 月～金曜日 午前 8 時 30 分～午後 5時 15 分（祝日，8/6，年末年始（12/29～1/3）を除く） 

    

広島市 財政局収納対策部 

 

住 所 区  所 在 地 担当課・係 電話番号 

中    区 

〒730-8567 

広島市中区大手町 

四丁目 1-1 

（大手町平和ビル１０階） 

徴収第一課 第一整理係 

 

 

国民健康保険料の納付 

相談に関することなど 

 

 

 

504-0131 

東    区 徴収第三課 第一整理係 504-0321 

南    区 徴収第一課 第ニ整理係 504-0132 

西    区 徴収第二課 第一整理係 504-0211 

安佐南区 徴収第四課 第一整理係 504-0411 

安佐北区 徴収第四課 第三整理係 504-0413 

安 芸 区  徴収第三課 第ニ整理係 504-0322 

佐 伯 区  徴収第二課 第四整理係 504-0213 

  

※ ・ 開庁時間は 月～金曜日 午前 8時 30 分～午後 5時 15 分（祝日，8/6，年末年始（12/29～1/3）を除く） 

  ・ 窓口へは，午後 5 時までにお越しください。 

 

広島市 区役所市民部市民課・保険年金課，建設部（農林建設部）建築課 

  電話番号（市外局番：082） 

  市民課 保険年金課    建築課 

区
役
所 

所 在 地 死亡の届出に

関することなど 

住民票の写しの交

付に関することなど 

国民健康保険 

（保険料の収納・減

免、高額療養費の

申請など）に関する

ことなど 

国民年金（遺族基礎

年金など）に関するこ

となど 

市営住宅の一時

使用に関すること

など 

中
区 

〒730-8587 

広島市中区国泰寺町 1-

4-21 

 

504-2552 504-2551 504-2555 504-2556 504-2823 

東
区 

〒732-8510 

広島市東区東蟹屋町 9-

38 

568-7709 568-7708 568-7711 568-7712 568-7743 

南
区 

〒734-8522 

広島市南区皆実町 1-5-

44 

250-8939 250-8938 250-8941 250-8944 250-8949 

西
区 

〒733-8530 

広島市西区福島町 2-2-

1 

532-0931 532-0930 532-0933 532-0935 532-0953 

安
佐
南
区 

〒731-0193 

広島市安佐南区古市 1-

33-14 

831-4922 831-4928 831-4929 831-4931 831-4954 

安
佐
北
区 

〒731-0292 

広島市安佐北区可部 4-

13-13 

819-3907 819-3909 819-3910 819-3937 

安
芸
区 

〒736-8501 

広島市安芸区船越南 3-

4-36 

821-4908 821-4910 821-2830 

佐
伯
区 

〒731-5195 

広島市佐伯区海老園 2-

5-28 

943-9710 943-9709 943-9712 943-9713 943-9757 


