
問社会福祉課☎（４３）１６３８

民生委員・児童委員の日強化活動週間

部局 課名など 電話番号 主な業務

総務部
総務課 （４３）１１１１㈹ 例規、人事、給与、情報公開、交通安全、情報政策
　秘書室　 （４３）１６２８ 秘書
財政課 （４３）１６２９ 予算編成・管理、決算、財産管理、入札・契約

企画部 企画振興課 （４３）１６３０ 総合計画、公共交通、広域行政、広報統計
政策推進課 （４３）１６３１ 公共施設の再編・整備、未利用財産の利活用

危機管理監 危機管理課 （４３）１６３３ 防災、災害対策、防犯、防犯外灯

市民生活部

市民生活課 （４３）１６３４ 戸籍・住民票、外国人登録、年金手続き、火葬許可
　市民サービスセンター （４０）３３１１ 各種証明書、税などの収納
地域支援課 （４３）１６３７ 住民自治、ごみの収集、公害防止、犬の登録、墓地管理
江田島市民センター （４２）１１１１ 各種届出、申請（転入・転出、印鑑登録・証明、国保・

介護・年金、犬の登録など）の受け付け、市税の収納、
生涯学習活動

能美市民センター （４０）２７７７
沖美市民センター （４８）０２１１
　三高支所 （４７）０２１１
人権推進課 （４３）１６３５ 人権啓発、男女共同参画、隣保館の運営、国際交流
税務課 （４３）１６３６ 住民税、固定資産税、軽自動車税などの収納・徴収、滞納対策

福祉保健部

社会福祉課 （４３）１６３８ 民生委員児童委員、生活保護、障害者福祉、児童手当
保健医療課 （４３）１６３９ 国民健康保険、後期高齢者医療制度、住民健診、予防接種
高齢介護課 （４３）１６５１ 介護認定、介護保険料、高齢者福祉計画
　地域包括支援センター （４３）１６４０ 高齢者の総合相談、高齢者の福祉、介護予防
子育て支援センター （４２）２８５２ 保育園などの入退園、子育て支援、児童虐待に関する相談

産業部

産業企画課 （４３）１６４１ 産業振興の企画・調整、商工業の進行、企業誘致・支援
農林水産課 （４３）１６４２ 農・林・畜産業の振興、有害鳥獣対策、農道・林道の管理
　オリーブ振興室 （４３）１６４３ オリーブ産業の振興
交流観光課 （４３）１６４４ 観光の振興、民泊、定住促進

土木建築部
建設課 （４３）１６４６ 道路・河川・港湾の整備・管理、急傾斜対策
　小用地区開発対策室 （４３）１６４６ 江田島町小用地区の開発
都市整備課 （４３）１６４７ 建築確認申請、市営住宅管理、公園管理、宅地造成の届出

会計 会計課 （４３）１６４８ 会計事務、現金の出納・保管

教育委員会 学校教育課 （４３）１９００㈹ 教育行政の企画、奨学金の貸し付け、教育施設の管理・運営
生涯学習課 （４３）１９０２ 図書館・スポーツセンターの管理、成人式、スポーツイベント

議会 議会事務局 （４２）６３１０ 議会の運営補助、議事日程の調整

行政委員会
など

監査委員事務局
（４２）１１１４

例月現金出納検査、定期監査
公平委員会事務局 職員の勤務条件に関する措置要求の審査判定
固定資産評価審査委員会 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定
選挙管理委員会 （４３）１１１１㈹ 選挙の管理・執行、選挙人名簿の調整
農業委員会事務局 （４３）１６４５ 農業委員会事務

企業局
水道業務課 （４２）３３１１㈹ 水道料金の徴収、水道の開始・中止、管財契約
水道施設課 給水装置・開発給水工事、水道施設の維持管理、水質検査
下水道課 （４２）３９１１ 下水道整備、下水道使用料、水洗化の促進

消防本部

総務課 （４０）０３５１ 消防予算・人事、消防団事務
予防課 （４０）０３５３ 防火指導、危険物の許認可、立入検査
警防課 （４０）０１１９㈹ 消防訓練、救急、１１９番受信
江田島消防署 （４０）０３５７ 火災・救急・救助事故発生時の災害活動　能美出張所 （４５）４７３９

市役所の窓口を変更しました
問 総務課 ☎（４３）１１１１㈹

　４月から、住民自治やごみの収集などを担当する「地域支援
課」、観光や民泊・定住を担当する「交流観光課」を新設するな
ど、市役所の窓口を一部変更しています。

　５月12日の「民生委員・児童委員の日」から１週間は「民生委員・児童委員の日強化週間」と定め
られています。民生委員制度は、平成29年に100周年を迎えました。民生委員・児童委員は、地域の
身近な相談役で、市役所や関係機関との「つなぎ役」になります。また地域の見守りなど広範囲に活動
しています。子どもや子育てに関する支援を専門に担当する主任児童委員も活動しています。
　民生委員・児童委員には、守秘義務があります。相談内容を他の人に漏らすことはありませんので安
心してご相談ください。

氏　名 担当区域 電話番号 氏　名 担当区域 電話番号 氏　名 担当区域 電話番号
江田島地区民生委員児童委員 岡　　芳秋 尾　登 （45）5177 中本　誠一 新開・須の元 （57）4389

調整中 中郷 　 黒小由紀子 宮山・長石１．２．３（45）5141 道岡　光夫 向井・中（一部）（57）6030
田仲　一哉 中郷 （42）0078 川空　勝司 長石上・中・下 （45）2358 出口　美恵 余防 （57）7273
中村　佳子 向側 （42）3797 水本みえ子 沖前・沖後・黒張住宅（45）3161 沖本　幹子 峯ヶ迫・郷・東沖(一部)（57）4787
角川　正好 向側 （42）0847 杉田由美子 迫田・宮山の一部（45）2673 山元　斎雄 水畑・西沖(一部)（57）2602
正井　敏江 矢ノ浦 （42）3954 木戸　里司 大　後 （45）4870 山下里美子 泉崎・大坪・横撫・浜ノ内（57）2156
大原　君子 山　田 （42）0673 上田　恭子 麓 （45）2495 堀尾眞由美 高名津・堀 （57）2370
原田　文子 鷲　部 （42）1258 川﨑　　徹 見　浪 （45）2870 平元　和子 大又・薬師・横尾・馬場・山内（57）5375
宇根　啓子 鷲　部 （42）3414 宇根　民子 高下・水野元 （45）2281 新城　幸治 峯・坪の鼻・平畑・堂様・寺の下（57）2248
問芝久美子 鷲　部 （42）5048 加藤　鈴子 前田▶清能団地▶名高地・下井田（45）4171 山岡　敏紀 平田・河内・大原坊地・新河内（57）5213
真崎　和恵 江　南 （42）2563 調整中 沖北・沖南・南 　 調整中 東沖（平田山を含む） 　
濵中　美鈴 江　南 （42）2385 福永眞千子 間所・原 （45）4254 重谷　久子 西沖・畑田 （57）4895
小松　義昭 秋　月 （42）2674 田盛　明見 空・中・畑 （45）5080 眞澤　洋枝 久保田 （57）3148
調整中 秋　月 　 谷本萬里子 小方・宗崎 （45）4383 平原　美鈴 東 （57）4752
脇本　茁枝 小　用 （42）0262 山西千代子 主任児童委員 （45）3923 調整中 横走・泉 　
世利　昭三 小　用 （42）3789 梅比良美保子 主任児童委員 （45）5278 池田美智子 南・西(一部) （57）5453
新本　孝子 小　用 （42）1040 沖美地区民生委員児童委員 長岡　一三 北 （57）3412
谷口　正己 小　用 （42）1941 松原乃利子 槇原・原・鍵ヤ谷（47）1194 久保惠美子 西・北（一部） （57）4956
圡手　光洋 切　串 （44）1712 水戸　佳代子 中小路・大附・古戸・千城原（47）0462 山本　和恵 東常道 （57）2498
下野紀代子 切　串 （43）0716 川㞍　博文 柳之前 （47）1477 仁井谷保子 港(一部)・中郷 （57）6518
筧本富美子 切　串 （44）1034 調整中 柳之前 　 空　　敏江 阿浜・楠田・北迫（一部）（57）5565
花野　榮子 切　串 （43）0627 佐藤ミチヱ 柳之前・高祖 （47）0936 濵尾　幸子 北迫 （57）7788
岡野　恭子 大須・幸ノ浦 （44）1577 三浦　マリ子 高祖 （47）1193 川下　千年美 胡子 （57）5706
板垣　慈潤 津久茂 （42）1394 久保河内克彦 美能 （47）0578 川下　節子 柿浦坊地 （57）2617
岡村美佐子 宮ノ原 （42）4875 空久保　和歌子 是長県道より上 （48）0654 末中　友博 下岡（一部）・西常道・港（一部）（57）7631
里田　誠二 宮ノ原 （42）0502 奥田　　泉 是長県道より下 （48）0145 松平　陽子 港・下岡・清水 （57）2906
調整中 宮ノ原 　 濵岡　正子 畑県道より上 （48）0969 小蔦　浩二 内海 （57）6032
三島　信枝 主任児童委員 （42）0072 兵間　博文 畑県道より下 （48）0575 舛野　敦子 長谷・清水谷・中郷（一部）（57）4340
谷本　誠一 主任児童委員 （42）5006 吉岡　芳弘 岡 （48）0850 大段　一敏 外海 （57）4308

能美地区民生委員児童委員 小西　恒子 大王県道より上 （49）1561 寺尾　則子 中郷 （57）3298
名島　一成 東　浜 （45）4708 泊野　康子 大王県道より下 （49）1010 新田　幸惠 毘沙門原・大盤・内海(一部)（57）2240
調整中 　 黒神　　修 主任児童委員 （49）1408 佐々木孝行 主任児童委員 （57）3875
小滝　　強 郷上・郷後 （45）3412 山田　睦枝 主任児童委員 （47）0418 重川　忠道 主任児童委員 （57）5891
川上あけみ 郷下・郷前 （45）4514 大柿地区民生委員児童委員

　玉井　禮子 中郷・鬼崎・原 （45）2192 沖井　敬子 中・浜（一部） （57）2014
濵田　紀江 荒神・樋守・西浜・大矢（45）2737 樋上　　梢 大附・二反田（一部）・空（一部）（57）2261
米原　弘子 前浜・中浜 （45）3987 石崎　好江 二反田・空(一部)（57）5412

任期：平成28年12月１日から平成31年11月30日
� 平成30年４月１日現在

広報えたじま　平成30年5月 4広報えたじま　平成30年5月5


