
思いやり駐車場　窓口一覧

市町名 地区・施設名等 窓口設置部署 対象者 電話番号 郵便番号 所在地

健康福祉企画課
団体による申請（区厚
生部では受付けてい
ません），けが人等

082-504-2144

障害福祉課
身体障害者，知的障
害者

082-504-2147

精神保健福祉課 精神障害者 082-504-2228

介護保険課 高齢者等（要介護） 082-504-2173

健康推進課
特定医療費（指定難
病）受給者証

082-504-2718

こども・家庭支援課
難病患者（小児慢性特
定疾病医療受給者
証），妊産婦

082-504-2623

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-504-2588

地域支えあい課
地域支援第一係、第二係

妊産婦
082-504-2109
082-504-2528

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-504-2478

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-504-2852

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者，精神障害者，難
病患者

082-568-7734

地域支えあい課
地域支援第一係，第二係

妊産婦
082-568-7735
082-568-7729

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-568-7732

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-568-7731

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-250-4132

地域支えあい課
地域支援第一係、第二係

妊産婦
082-250-4133
082-250-4108

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-250-4138

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-250-4109

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-294-6346

地域支えあい課
地域支援第一係、第二係

妊産婦
082-294-6384
082-294-6235

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-294-6585

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-294-6512

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-831-4946

地域支えあい課
地域支援第一係、第二係

妊産婦
082-831-4944
082-831-4942

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-831-4943

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-831-5003

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-819-0608

地域支えあい課
地域支援第一係、第二係

妊産婦
082-819-0616
082-819-0586

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-819-0621

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-819-0588

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-821-2816

地域支えあい課
地域支援係

妊産婦
082-821-2820
082-821-2809

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-821-2823

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-821-1707

福祉課　障害福祉係
身体障害者，知的障
害者、精神障害者、難
病患者

082-943-9769

地域支えあい課
地域支援第一係

妊産婦 082-943-9733

福祉課　高齢介護係 高齢者等（要介護） 082-943-9730

地域支えあい課
地域包括支援係

けが人等 082-943-9575

広島市東区東蟹屋町９－３４
東区厚生部
（東区総合福祉センター）

広島市中区国泰寺町１－６－３４広島市役所

中区厚生部
（大手町平和ビル）

広島市中区大手町４－１－１

730-8586

730-8565

732-8510

734-8523

733-8535

736-8555

広島市南区皆実町１－４－４６
南区厚生部
（南区役所別館）

広島市西区福島町２－２４－１

安佐南区厚生部
（安佐南区総合福祉センター）

広島市安佐南区中須１－３８－１３731-0194

広島市安佐北区可部３－１９－２２

広島市安芸区船越南３－２－１６

広島市佐伯区海老園１－４－５

731-0221

731-5195

西区厚生部
（西区地域福祉センター）

安佐北区厚生部
（安佐北区総合福祉センター）

安芸区厚生部
（安芸区総合福祉センター）

広島市

佐伯区厚生部
（佐伯区役所別館）
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市町名 地区・施設名等 窓口設置部署 対象者 電話番号 郵便番号 所在地

障害福祉課 0823-25-3135

介護保険課 0823-25-3136

すこやかセンターくれ 保健所　地域保健課 0823-25-3540 737-0041 呉市和庄１－２－１３

阿賀（ｱｶﾞ）市民センター 支所係 0823-73-5252 737-0003 阿賀中央６－２－１６

音戸（ｵﾝﾄﾞ）市民センター 支所係 0823-52-1111 737-1205 音戸町南隠渡１－７－１

蒲刈（ｶﾏｶﾞﾘ）市民センター 支所係 0823-66-1111 737-0401 蒲刈町宮盛１－２

川尻（ｶﾜｼﾞﾘ）市民センター 支所係 0823-87-3310 737-2607 川尻町東１－１－２１

倉橋(ｸﾗﾊｼ）市民センター 支所係 0823-53-1111 737-1377 倉橋町４３１

警固屋(ｹｺﾞﾔ）市民センター 支所係 0823-28-0406 737-0012 警固屋６－３－１５

郷原(ｺﾞｳﾊﾗ）市民センター 支所係 0823-77-1177 737-0161 郷原町１５８５－８

下蒲刈(ｼﾓｶﾏｶﾞﾘ）市民センター 支所係 0823-65-2311 737-0301 下蒲刈町下島２３６１－７

昭和（ｼｮｳﾜ）市民センター 支所係 0823-33-0011 737-0935 焼山中央２－８－１２

天応(ﾃﾝﾉｳ）市民センター 支所係 0823-38-7543 737-0876 天応宮町４－１５

豊浜(ﾄﾖﾊﾏ）市民センター 支所係 0823-68-2211 734-0101 豊浜町豊島３５２６－１５

仁方（ﾆｶﾞﾀ）市民センター 支所係 0823-79-1111 737-0152 仁方本町１－６－１１

広（ﾋﾛ）市民センター 支所係 0823-73-7191 737-0112 広古新開２－１－３

宮原（ﾐﾔﾊﾗ）市民センター 支所係 0823-24-2235 737-0024 宮原４－１０－１

安浦（ﾔｽｳﾗ）市民センター 支所係 0823-84-2261 737-2516 安浦町中央４－３－２

豊(ﾕﾀｶ）市民センター 支所係 0823-66-2131 734-0301 豊町大長５９１５－４

吉浦（ﾖｼｳﾗ）市民センター 支所係 0823-31-0010 737-0852 吉浦東本町号１－７－２３

健康福祉課　障害福祉係 0846-22-7743

健康福祉課　介護福祉係 0846-22-7743

竹原市保健センター 健康福祉課　健康対策係 0846-22-7157 725-8666 竹原市中央３－１４－１

忠海支所 0846-26-0231 729-2316 竹原市忠海中町２－２５－１

高齢者福祉課 0848-67-6055

社会福祉課 0848-67-6060

本郷支所 地域振興課 0848-86-1111 729-0495 三原市本郷南６－３－１０

久井支所 地域振興課 0847-32-7111 722-1492 三原市久井町和草１９０６－１

大和支所 地域振興課 0847-33-0222 729-1492 三原市大和町下徳良１１１

社会福祉課 0848-38-9125

高齢者福祉課 0848-38-9137

尾道市総合福祉センター 健康推進課 0848-24-1960 722-0017 尾道市門田町２２－５

因島福祉課 0845-26-6209

健康推進課 0845-22-0123

瀬戸田支所 住民福祉課 0845-27-2209 722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原１－９

向島支所 しまおこし課 0848-44-0111 722-8510 尾道市向島町５５３１－１

御調保健福祉センター 0848-76-2235 722-0311 尾道市御調町市１０７－１

浦崎支所 0848-73-2001 720-0551 尾道市浦崎町２１０２－５

向東連絡所 0848-44-0210 722-0062 尾道市向東町８６７０－２

百島支所 0848-73-2701 722-0061 尾道市百島町１５４－１

723-8601 三原市港町３－５－１

尾道市久保１－１５－１

呉市中央４－１－６

722-8501

722-2392 尾道市因島土生町７－４

725-8666 竹原市中央５－１－３５竹原市役所

737-8501

呉市

尾道市

因島総合支所

呉市役所

竹原市

尾道市役所

三原市

三原市役所
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市町名 地区・施設名等 窓口設置部署 対象者 電話番号 郵便番号 所在地

障がい福祉課
身体障がい者，知的
障がい者，精神障が
い者，けが人等

084-928-1062

介護保険課 高齢者等（要介護） 084-928-1166

ネウボラ推進課 妊産婦 084-928-1252

市民課 妊産婦 084-928-1058

保健予防課

難病患者（特定疾患医
療受給者証），特定医
療費（指定難病）受給
者証，小児慢性特定
疾病医療受給者証

084-928-1127

健康推進課 妊産婦 084-928-3421

鞆支所 084-982-2660 720-0201 福山市鞆町鞆４２３－１

内海支所 084-986-3111 722-2641 福山市内海町８８－６０

沼隈支所 084-980-7704 720-0311 福山市沼隈町大字草深１８８９－６

松永保健福祉課 084-930-0410

松永市民サービス課 084-930-0401

北部保健福祉課 084-976-8803

北部市民サービス課 084-976-8801

芦田支所 084-958-2511 720-1262 福山市芦田町大字下有地７０４６－２

加茂支所 084-972-3111 720-2417 福山市加茂町字芦原４２６－１

新市支所 0847-52-5515 729-3103 福山市新市町大字新市１０６１－１

東部保健福祉課 084-940-2572

東部市民サービス課 084-940-2570

神辺保健福祉課 084-962-5005

神辺市民サービス課 084-962-5010

水呑分室 084-956-1011 720-0832 福山市水呑町１８６３－１

熊野分室 084-959-1236 720-0411 福山市熊野町乙１０９７－７

山野分所 084-974-2001 720-2602 福山市山野町大字山野３７８５

府中市役所 福祉課　地域福祉係 0847-43-7148 726-8601 府中市府川町３１５

保健福祉総合センター　リ・フレ 健康推進課　元気づくり係 0847-47-1310 726-0011 府中市広谷町９１９－３

上下保健センター 健康推進課　健康づくり係 0847-62-2231 729-3492 府中市上下町上下２１０１

上下支所 市民生活係 0847-62-2114 729-3492 府中市上下町上下８６１－３

子育てステーションちゅちゅ
（府中天満屋２階）

ネウボラ推進課 0847-44-6688 726-0004 府中市府川町１８６－１

三次市役所本館 社会福祉課　障害福祉係 0824-65-2051

三次市役所東館 健康推進課 妊産婦 0824-62-6257

君田支所 地域づくり係 0824-53-2111 728-0401 三次市君田町東入君６４４－１

布野支所 地域づくり係 0824-54-2111 728-0201 三次市布野町上布野１１９６－１

作木支所 地域づくり係 0824-55-2111 728-0124 三次市作木町下作木６７４

吉舎支所 地域づくり係 0824-43-3111 729-4211 三次市吉舎町吉舎３６８

三良坂支所 地域づくり係 0824-44-3111 729-4304 三次市三良坂町三良坂２１００－１

三和支所 地域づくり係 0824-52-3111 729-6615 三次市三和町上板木１００３８－４

甲奴支所 地域づくり係 0847-67-2121 729-4102 三次市甲奴町西野４０－１

保健医療課 0824-73-1214

社会福祉課 0824-73-1210

高齢者福祉課 0824-73-1167

西城支所 地域振興室 0824-82-2202 729-5792 庄原市西城町大佐７３７－３

東城支所 市民生活室 08477-2-5131 729-5121 庄原市東城町川東１１７５

口和支所 地域振興室 0824-87-2112 728-0502 庄原市口和町向泉９４２

高野支所 地域振興室 0824-86-2115 727-0402 庄原市高野町新市１１７１－１

比和支所 地域振興室 0824-85-3001 727-0301 庄原市比和町比和１１１９－１

総領支所 地域振興室 0824-88-3063 729-3703 庄原市総領町下領家２８０－１

大竹市 大竹市役所 健康福祉部　地域介護課 0827-59-2152 739-0692 大竹市小方１－１１－１

健康福祉部　障害福祉課 082-420-0180

健康福祉部　介護保険課 082-420-0937

こども未来部　こども家庭課 082-420-0407

黒瀬支所 福祉保健課 0823-82-0220 739-2692 東広島市黒瀬町丸山１３３３

福冨支所 地域振興課 082-435-2211 739-2303 東広島市福富町久芳１５４５－１

豊栄支所 地域振興課 082-432-2563 739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋９６３－２

河内支所 地域振興課 082-437-1109 739-2201 東広島市河内町中河内１１６６

安芸津支所 福祉保健課 0846-45-2065 739-2492 東広島市安芸津町三津５５５６－１

福山市保健所 720-8512 福山市三吉町南２－１１－２２

福山市松永町３－１－２９

福山市駅家町大字倉光３７－１

729-0104

720-1132

720-8501 福山市東桜町３－５福山市役所

庄原市中本町１－１０－１庄原市役所 727-8501

東広島市役所 東広島市西条栄町８－２９

三次市十日市中２－８－１728-8501

739-8601

東広島市

三次市

庄原市

東部支所

神辺支所

福山市伊勢丘６－６－１

福山市神辺町川北１１５１－１720-2123

721-0915

府中市

福山市
松永支所

北部支所
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廿日市市役所 健康福祉総務課 0829-30-9151 738-8512 廿日市市新宮１－１３－１

佐伯支所 市民福祉グループ 0829-72-1114 738-0292 廿日市市津田１９８９

吉和支所 市民福祉グループ 0829-77-2113 738-0301 廿日市市吉和３４２５－１

大野支所 健康福祉グループ 0829-30-3309 739-0492 廿日市市大野１－１－１

宮島支所 市民福祉グループ 0829-44-2001 739-0595 廿日市市宮島町１１６５－６

安芸高田市役所　 社会福祉課 0826-42-5615 731-0592 安芸高田市吉田町吉田７９１

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

美土里支所 窓口係 0826-54-0311 731-0692 安芸高田市美土里町本郷１７７５

高宮支所 窓口係 0826-57-0311 739-1802 安芸高田市高宮町佐々部９８３－２

甲田支所 窓口係 0826-45-4111 739-1192 安芸高田市甲田町高田原２５００

向原支所 窓口係 0826-46-3111 739-1201 安芸高田市向原町坂１８５－１

江田島市役所 社会福祉課 0823-43-1638 737-2297 江田島市大柿町大原５０５

能美市民センター 0823-40-2777 737-2397 江田島市能美町中町４８５９－９

江田島市民センター 0823-42-1111 737-2193 江田島市江田島町中央１－１－１

沖美市民センター 0823-48-0211 737-2393 江田島市沖美町畑９９５

三高支所 0823-47-0211 737-2316 江田島市沖美町三吉２７７６－１０

福祉課 082-286-3161

高齢介護課 082-286-3256

健康推進課 082-286-3255

子育て支援課 082-286-3258

府中南交流センター 府中南交流センター 082-286-3251 735-0025 安芸郡府中町鹿籠１－２１－３

海田町役場 社会福祉課 082-823-9207 736-8601 安芸郡海田町上市１４－１８

保健センター 福祉保健部 妊産婦 082-823-4418 736-0066 安芸郡海田町中店８－３３

ひまわりプラザ こども課 妊産婦 082-824-1225 736-0052 安芸郡海田町南つくも町１１－１６

社会福祉課 082-820-5635

健康推進課 082-820-5637

民生課 082-820-1505

保険健康課 082-820-1504

安芸太田町役場 健康福祉課 0826-25-0250 731-3622 山県郡安芸太田町大字下殿河内２３６

安芸太田町役場本庁 住民課 0826-28-2116 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内７８４－１

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

筒賀支所 住民生活課 0826-32-2121 731-3702 山県郡安芸太田町大字中筒賀１６９３－１

北広島町役場 福祉課 050-5812-1851 731-1595 山県郡北広島町有田１２３４

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

大朝支所 住民係 050-5812-2211 731-2195 山県郡北広島町大朝２４９３

豊平支所 住民係 050-5812-1122 731-1795 山県郡北広島町戸谷１０８８－１

木江支所 福祉課　福祉指導係 0846-62-0301 725-0401 豊田郡大崎上島町木江４９６８

大崎上島町役場本庁 住民課　住民人権対策係 0846-65-3113 725-0231 豊田郡大崎上島町東野６６２５－１

大崎支所 住民課　大崎窓口係 0846-64-3510 725-0301 豊田郡大崎上島町中野２０６７－１

福祉課 0847-25-0072

子育て支援課 0847-25-0295

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

神石高原町役場 保健福祉課 0847-89-3335 720-1522 神石郡神石高原町小畠１７０１

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

神石支所 町民課 0847-87-0211 729-3511 神石郡神石高原町高光２５５９

豊松支所 町民課 0847-84-2211 720-1704 神石郡神石高原町下豊松７４１

坂町

熊野町

735-8686

安芸高田市

府中町

府中町役場

江田島市

廿日市市

世羅郡世羅町大字本郷９４７

安芸郡坂町平成ヶ浜１－１－１

安芸郡府中町大通３－５－１

722-1192

坂町役場 731-4393

熊野町役場 安芸郡熊野町中溝１－１－１731-4292

府中町老人福祉センター福寿館 735-0023 安芸郡府中町浜田本町５－２５

海田町

神石高原町

安芸太田町

北広島町

大崎上島町

世羅町
世羅保健福祉センター
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