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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

安芸高田市教育委員会事務局　�FAX�0826-42-4396 教育次長 叶丸　一雅
41 教育総務課

　電話・お太助フォン
　　� ４２- ００４９

課　長 前　寿成　
総務係 係　長 内藤　麻妃 教育長の秘書、教育委員会会議、予算、

人事、儀式表彰、就学援助、就学奨励、
奨学金、教育情報化、教育事務の点検・
評価、学校保健・健康診断、通学路、
統計調査

藤堂　洋介
稲田　幸久

学校施設係 係　長 柳川　知昭 学校規模適正化、学校施設・設備、通
学バス倉田　英治

給食センター
　電話・お太助フォン
　　� ５２- ７１１１

所　長 （前　　寿成） 給食全般
※事務所：八千代町土師67-1副所長 吉川　隆　

増原　瑞穂
42 学校教育課

　電話・お太助フォン
　　� ４２- ５６２８

課　長 児玉　晃　
主　幹 二井岡直文

学校教育
指導係

係　長 （二井岡直文） 県費負担教職員人事研修、校長会・教頭会、
学習指導、教育研究、教育課程、教科書、国
際理解教育、生徒指導、進路指導、学力調査、
健康教育、食育、学級編成、学校評価、特別
支援教育、就学事務、適応指導教室、幼稚園

宮地　嗣　
和田　治子
大田　文子
下中　裕子

43 生涯学習課
　電話・お太助フォン
　　� ４２- ００５４

課　長 松野　博志
調整監 松村　賢造
課長補佐 川尻　真　

社会教育係 係　長 森岡　和子 高齢者大学、市民セミナー等、成人式等、
人権教育、家庭教育支援、青少年海外派遣
等、文化財保護、社会教育委員の会議、市
立図書館、歴史民俗博物館、少年自然の家、
ＰＴＡ、子ども会、伝統芸能保存団体

森川美由紀
秋本　哲治
沖田　弘子

文化振興係 係　長 國岡　浩祐 文化ホール公演、市民文化祭、けんみ
ん文化祭、八千代の丘美術館、文化芸
術振興団体（市民文化団体連合会等）

咲田　奈穂

スポーツ
振興係

係　長 小椋　隆滋 スポーツ振興会議、スポーツ推進委員、
学校施設開放、学校プール開放、各社
会体育施設、スポーツ振興団体

末長　量平

安芸高田市　　　　　教育委員会　教育長　　永　井　初　男

部局課名・電話番号 係名 役　職 氏　　名 仕事の主な内容

消防本部� FAX�0826-47-1191 消防長 久保　高憲
消防総務課
　電話　４２- ０９３１

課　長 杉田　昭文
課長補佐 福井　正　

総務係 係　長 小笠原晃之 職員の身分・服務・人事・給与・研修、
予算、決算石神　準二

竹下　亮太
秋國　武志

消防課
　電話　４２- ０９３１

課　長 益田　輝喜
課長補佐 下津江　健

消防係 係　長 （下津江　健） 消防体制に係る総合的な企画・調整、
広域消防行政倉本　博史

近永　哲也
清水　誠自
関川　敬介

通信指令係 係　長 兼近高志郎 119番通報の受付、災害時の情報収
集大野　法希

予防課
　電話　４２- ０９３１

課　長 近藤　修二
予防係 係　長 湯野　貴司 建築物の確認等の同意及び危険物製造

所等の許認可藤原　祐介
柚木　歩　
児玉　知大
日高　輝大

指導係 係　長 逸見　飛鳥 火災予防の指導
沖田　徹　
丸岡　一三
寺山　皇樹
中野　裕喜
児玉　勝太
若本　浩史

部局課名・電話番号 係名 役　職 氏　　名 仕事の主な内容

消防署�� FAX�0826-47-1191 署　長 中迫二三男
警防課
　電話　４２- ０９３１

課　長 吉川　真治
課長補佐 浮田　雄治

警防係 係　長 田中真二郎 火災と紛らわしい行為、道路工事・占
有の届出の受理
消防団及び諸団体の消防訓練指導に関
すること。

山口　修司
川野　隼汰
松田　祐樹
津田　優将
山本　麗奈

救急係 係　長 河野　円　 応急手当の普及啓発
竹内　豊　
溝上　辰弥
島中　義貴
住田　大地

警防隊
　電話　４２- ０９３１

第１小隊長 谷口　修二 災害活動、救助活動、救急活動
第２小隊長 横路　勝己

第１小隊 副小隊長 有間　剛史
第２小隊 副小隊長 （兼近高志郎）

出先機関名 電話番号 住　　所 役　職 氏　　名

北部分駐所
（救急活動応急手当の普及啓発）

５９- ３０２１ 美土里町北７８８- １ 分駐所長 道沖　尊義
常光　光徳
高松　三成
藤本　弘幸

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、農地の利用権設定安田　勝明
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
選挙係 係　長 上杉　浩二 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）
監査係 係　長 （上杉　浩二） 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（上杉　浩二）

（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
（上杉　浩二）
（三戸佳代子）


