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位置図�
番　号 部局課名・電話番号 係名 役　職 氏　　名 仕事の主な内容

建設部（前頁のつづき）
9 上下水道課

（公営企業部水道課）
　電話・お太助フォン
� ４７- １２０３
　
　電話� ４７- １２０４

（し尿専用）
　電話・お太助フォン
�　� ４７- １２０５

課　長 平野　良生
特命担当課長 高藤　　誠 水道事業担当
課長補佐 聖川　　学

業務係 係　長 （聖川　　学） 水道事業及び下水道事業の普及促進、
水道料金、給水中止・開始届等の受付、
下水道使用料、受益者負担金分担金、
し尿処理収集手数料

川森　博継
髙橋　敦美
川崎　宏和
鉄橋　郁也

経営企画係 係　長 廣田　聖二 簡易水道事業の地方公営企業法適用化、水道事業の経営の健全化、
下水道事業の地方公営企業法適用化、下水道事業の経営の健全化藤尾　優一

管理係 係　長 奥本　春義 給水装置工事店及び排水設備工事店の指定及び指導、給水装置
工事の確認・検査、排水設備工事の確認・検査、水道施設及び
下水道施設の維持管理、水道及び下水道施設の占用、水道の水
質管理、水道及び下水道台帳の作成及び保管、し尿及び浄化槽
汚泥の収集、運搬及び処理、一般廃棄物収集運搬業者の指導

国広　康徳
山崎　勝宏
有岡　聖子

建設係 係　長 玉井　郁生 水道及び下水道事業の基本計画、水道
及び下水道施設の建設・改築工事、浄
化槽・し尿処理施設の整備

森竹　和孝
谷川　　満
上岡　洋平
（藤尾　優一）

位置図�
番　号 部局課名・電話番号 係名 役　職 氏　　名 仕事の主な内容

産業振興部� FAX�0826-42-1003 部　長 清水　　勝
特命担当部長 山平　　修 企業誘致及び観光担当

22 地域営農課
　電話・お太助フォン
　　� ４７- ４０２１

課　長 中村　慎吾
主　幹 谷川　博澄

営農支援係 係　長 三戸　法生 集落営農の推進、担い手育成、新規就農者の育成・支援、
農業経営指導、農産物の生産振興、農業振興関係施設
の管理、畜産振興、循環型農業の推進、米の需給調整

舩川　雅弘
城﨑　政光

農地利用係 係　長 稲田　圭介 農振計画、中山間地域等直接支払、多面的機能支払、有
害鳥獣対策、鳥獣保護対策、農地中間管理機構事務、耕
作放棄地対策、農業生産法人の育成・支援、農業委員会
との連携、人・農地プラン、飲食料品等表示（ＪAＳ法）

武部　弘典
立川　義和
川上　美凪

21 農林水産課
　電話・お太助フォン
　　� ４７- ４０２２

課　長 五島　博憲
農林土木係 係　長 逸見　寿教 農村整備事業の企画調整、農道及び農業

施設、土地改良事業、土地改良区の運営
指導、農地及び農業用施設の災害復旧、
治山及び林道、林業施設の災害復旧

檜山　貴治
髙橋　秀典
山根　裕輝

林業水産係 係　長 土井　文哉 林業振興計画、造林、ひろしまの森づくり事業、森林
病害虫の防除、自然環境保全及び緑化振興、水産業の
振興、地籍調査、農業及び林業用施設の占有・改築

中河原法子
益原　辰弥

24 商工観光課�
　電話・お太助フォン�
　　� ４７- ４０２４

課　長 兼村　　恵
観光振興係 係　長 松田　祐生 観光事業、観光施設整備・管理、姉妹

都市交流黄幡　仁子
下瀬　秋穂

企業誘致・ 係　長 黒田　貢一 企業立地、商工業振興、中小企業育成、
雇用促進商工振興係 清水翔太郎

建設部� FAX�0826-47- １206 部長（公営企業部長） 伊藤　良治
次長（公営企業部） 　 百合野博司

10 管理課
　電話・お太助フォン
　　� ４７- １２０１

　 課　長 小野　直樹
工事検査員 河野　　恵

建設管理係 係　長 安田　勝明 道路及び河川等改築・占用許可、道路・
橋梁台帳、ダム及び排水樋門の管理、
都市計画、法定外公共物の管理、屋外
広告物、生活道舗装、土砂法

力石　睦子
田口　真司
傳道　大敏

入札・検査係 係　長 鈴川　昌樹 工事・委託業務・物品・製造請負の入
札及び請負契約、工事・委託業務の検
査、入札参加資格、技術職員の研修

工事検査員 （鈴川　昌樹）
住田　一幸

12 住宅政策課
　電話・お太助フォン
　　� ４７- １２０２

課　長 行森　俊荘
住宅係 係　長 小櫻　静樹 市営住宅等の建設及び維持管理、入居者の募集及び

選考、家賃徴収、住宅団地の分譲、空き家情報バン
ク、安芸高田市に住めーる補助事業、耐震改修

井上　厚夫
宮根　　希

11 建設課
　電話・お太助フォン
　　� ４７- １２０８

課　長 蔵城　大介
工務係 係　長 中迫　大介 道路・橋梁の新設・改良、水防・砂防・

急傾斜地、公共用土地物件の取得・補
償・登記、「東広島高田道路」事業の
推進、「道の駅」事業の推進

（原田　由史）
田中　　要
田中　哲也

20 すぐやる課
　電話・お太助フォン
　　� ４７- １２０９

課　長 重永　充浩
維持第１係 係　長 登田　　晃 道路・橋梁・河川の維持修繕及び公共

土木施設の災害復旧原田　由史
吉川　晃彦 （八千代支所駐在）
大川　美嗣 （八千代支所駐在）
泉　竹千代

維持第2係 係　長 中迫　久雄 （美土里支所駐在）
佐々木正道 （高宮支所駐在）
中原　克将 （美土里支所駐在）
岩見　孝志 （高宮支所駐在）

維持第3係 係　長 佐々木　宏 （向原支所駐在）
岡山　一則 （甲田支所駐在）
髙松　大介 （向原支所駐在）
青山　公一 （甲田支所駐在）

位置図�
番　号 部局課名・電話番号 係名 役　職 氏　　名 仕事の主な内容

４ 会計課
　電話・お太助フォン
　　４２- ５６２０

会計管理者兼課長 広瀬　信之
出納係 係　長 見代　裕樹 現金の出納及び保管、歳入歳出決算の

調製、支出負担行為確認、指定金融機
関、物品の出納・保管・処分、備品管
理システム

国広美佐枝
深田　泰正
成田美由希

２階 農業委員会事務局
　電話・お太助フォン
　　４７- ４０２５

事務局長 沢田　純子
農地係 係　長 森田　　修 農業委員会運営、農地法関連申請、農業者年

金、農地基本台帳の管理、農地の利用権設定藤城　輝久
２階 行政委員会総合事務局 事務局長 （柿林　浩次）

選挙管理委員会事務局
　電話・お太助フォン
　　４２- １１３６

事務局長 柿林　浩次
事務局長補佐 （竹本　繁行）

選挙係 係　長 （竹本　繁行） 選挙の執行、選挙啓発、検察審査会
三戸佳代子

監査委員事務局
　電話・お太助フォン
　　４２- ５６２２　

事務局長 （柿林　浩次）
事務局長補佐 竹本　繁行

監査係 係　長 （竹本　繁行） 各種監査、出納検査、決算審査
（三戸佳代子）

公平委員会
　電話・お太助フォン
　　４２- ５６２２　

事務職員 （柿林　浩次） 職員の勤務条件・不利益処分の審査、
職員の苦情相談（竹本　繁行）

（三戸佳代子）
固定資産評価審査委員会
　電話・お太助フォン
　　４２- ５６２２　

書　記 （柿林　浩次） 固定資産課税台帳登録価格の不服審査
（竹本　繁行）
（三戸佳代子）

出先機関名 電話番号 住　　所 役　職 氏　　名

清流園（し尿処理施設） ５７- ０８２３ 高宮町船木１966-2
場　長 吉岡　正典

（川森　博継）


