
市内官公署市内官公署市内官公署市内官公署・・・・その他の機関その他の機関その他の機関その他の機関                ●●●●    浜田市役所・各支所浜田市役所・各支所浜田市役所・各支所浜田市役所・各支所    名  称 所 在 地 電話番号 浜田市役所 殿町 1番地 22-2612 浜田市金城支所 金城町下来原 171 番地 42-1234 浜田市旭支所 旭町今市 637 番地 45-1234 浜田市弥栄支所 弥栄町長安本郷 542 番地 1 48-2111 浜田市弥栄支所 杵束出張所 弥栄町木都賀イ 528 番地 1 48-2101 浜田市三隅支所 三隅町三隅 1434 番地 32-2800   ●●●●    国・県の地方機関国・県の地方機関国・県の地方機関国・県の地方機関    名  称 所 在 地 電話番号 自衛隊島根地方協力本部浜田出張所 浅井町 108 番地 6 22-1334 浜田区検察庁 田町 116 番地１ 22-0376 浜田簡易裁判所 殿町 980 番地 22-0678 松江家庭裁判所浜田支部 殿町 980 番地 22-0678 松江地方裁判所浜田支部 殿町 980 番地 22-0678 松江地方法務局浜田支局 田町 116 番地１ 22-0959 浜田税務署 殿町 1177 番地 22-0360 浜田税関支署 長浜町 1785 番地 16 27-0366 日本年金機構 浜田年金事務所 原井町 908 番地 26 22-0670 浜田労働基準監督署 田町 116 番地 9 22-1840 浜田公共職業安定所 殿町 21 番地 6 22-8609 浜田保健所 片庭町 254 番地 29-5537 神戸植物防疫所広島支所浜田出張所 長浜町 1785 番地 16 27-0700 島根森林管理署浜田森林事務所 田町 116 番地 8 22-0664 中国四国農政局松江地域センター浜田支所 黒川町 3743 番地 22-0980 松江食糧事務所浜田支所 黒川町 3743 番地 22-0980 中国地方整備局境港湾・空港整備事務所浜田港出張所 熱田町 11番地 1 24-7380 中国地方整備局浜田河川国道事務所 相生町 3973 番地 22-2480 島根あさひ社会復帰促進センター 旭町丸原 380-15 45-8171 浜田海上保安部 長浜町 1785 番地 16 27-0770 島根県浜田合同庁舎 片庭町 254 番地 浜田特別地域気象観測所（無人） 大辻町 235 番地 3  



 ●●●●    消消消消    防防防防    署署署署    名  称 所 在 地 電話番号 浜田消防署 原井町 908 番地 11 22-0119 浜田消防署 桜ヶ丘出張所 下府町 1821 番地 53 23-0119 浜田消防署 美又出張所 金城町今福 284 番地 42-0119 浜田消防署 旭出張所 旭町丸原 1534 番地 6 45-8119 浜田消防署 弥栄出張所 弥栄町木都賀イ 493 番地 1 48-2119 浜田消防署 三隅出張所 三隅町向野田 3156 番地 32-0119     ●●●●    診診診診    療療療療    所所所所    名  称 所 在 地 電話番号 浜田市休日応急診療所 殿町 1番地 22-2612 浜田市国民健康保険大麻診療所 西村町 1031 番地 1 26-0014          波佐診療所 金城町波佐イ 441 番地 1 44-0001          波佐診療所小国出張所 金城町小国イ 160 番地 1 44-0001 （波佐診療所へ）          あさひ診療所 旭町丸原 138 番地 1 45-0002          弥栄診療所 弥栄町木都賀イ 530 番地 1 48-5001  ●●●●    警察関係警察関係警察関係警察関係    名  称 所 在 地 電話番号 浜田警察署 殿町 22 番地 22-0110   浜田駅前交番 浅井町 58番地 7 22-2400   西交番 原井町 943 番地 4 22-0416   長浜駐在所 長浜町 1371 番地 3 27-0296   周布駐在所 周布町イ 39 番地 3 27-1103   内村駐在所 内村町 683 番地 9 27-0823   河内駐在所 河内町 1925 番地 1 22-4598   上府駐在所 上府町イ 20 番地 12 28-0007   唐鐘駐在所 国分町 1819 番地 23 28-0181   今福駐在所 金城町今福 74番地 1 42-0302   雲城駐在所 金城町下来原 168 番地 8 42-0041   波佐駐在所 金城町波佐イ 367 番地 4 44-0033   今市駐在所 旭町今市 643 番地 1 45-0001   和田駐在所 旭町本郷 362 番地 46 45-0409   都川連絡所 旭町都川 908 番地 6 47-0004（※1）   杵束駐在所（※2） 弥栄町木都賀イ 492 番地 14 48-2103   安城駐在所（※3） 弥栄町長安本郷 552 番地 9 48-2007 



名  称 所 在 地 電話番号   三隅駐在所 三隅町向野田 3041 番地 32-0001   三保駐在所 三隅町三隅 412 番地 6 32-0312   岡見駐在所 三隅町岡見 586 番地 1 32-0408   井野駐在所 三隅町井野ヘ 1195 番地 3 34-0005 島根県西部運転免許センター 竹迫町 2385 番地 3 23-7900 （※1）浜田警察署へ転送されます。 （※2）杵束駐在所・・・平成 25 年 3 月 31 日付で廃止 「杵束連絡所」として、建物、電話は残ります。 電話は浜田警察署へ転送されます。 （※3）安城駐在所・・・平成 25 年 4 月 1 日付で「弥栄駐在所」となります。 住所、電話番号に変更はありません。     ●●●●    小小小小    学学学学    校校校校    名  称 所 在 地 電話番号 浜田市立原井小学校 港町 208 番地 22-0863 浜田市立雲雀丘小学校 原井町 1045 番地 22-1141 浜田市立松原小学校 浅井町 1415 番地 2 22-0262 浜田市立石見小学校 黒川町 3738 番地 4 22-0512 浜田市立後野小学校（※） 後野町 779 番地 2 23-2419 浜田市立佐野小学校（※） 佐野町イ 337 番地 1 42-0689 浜田市立美川小学校 内田町 1020 番地 27-0802 浜田市立周布小学校 周布町イ 63 番地 3 27-1006 浜田市立長浜小学校 長浜町 1番地 27-0221 浜田市立上府小学校 上府町イ 2488 番地 1 28-0013 浜田市立国府小学校 国分町 2205 番地 3 28-0028 浜田市立有福小学校 下有福町 20 番地 1 28-2606 浜田市立三階小学校 竹迫町 2396 番地 2 23-2400 浜田市立雲城小学校 金城町下来原 1541 番地 5 42-0006 浜田市立今福小学校 金城町今福 1425 番地 5 42-0304 浜田市立波佐小学校 金城町波佐イ 558 番地 2 44-0028 浜田市立今市小学校 旭町今市 615 番地 45-0014 浜田市立木田小学校（※） 旭町木田 488 番地 45-0307 浜田市立和田小学校 旭町和田 1284 番地 45-0411 浜田市立市木小学校 旭町市木 3903 番地 47-0252 浜田市立弥栄小学校 弥栄町長安本郷 325 番地 1 48-2210 浜田市立三隅小学校 三隅町古市場 450 番地 32-4040 浜田市立岡見小学校 三隅町岡見 4743 番地 32-0403 浜田市立井野小学校（※） 三隅町井野ニ 798 番地 34-0121 



名  称 所 在 地 電話番号 浜田市立井野小学校室谷分校（※） 三隅町室谷 630 番地 34-0185 （※）平成 25年 3月 31 日付で閉校  ●●●●    中中中中    学学学学    校校校校    名  称 所 在 地 電話番号 浜田市立第一中学校 黒川町 3745 番地 22-0946 浜田市立第二中学校 原井町 963 番地 15 22-1268 浜田市立第三中学校 日脚町 572 番地 27-1150 浜田市立第四中学校 内田町 1050 番地 27-0813 浜田市立浜田東中学校 下府町 699 番地 28-3210 浜田市立金城中学校 金城町下来原 1402 番地 6 42-0044 浜田市立旭中学校 旭町今市 1354 番地 45-0076 浜田市立弥栄中学校 弥栄町木都賀イ 2735 番地 48-2239 浜田市立三隅中学校 三隅町古市場 1991 番地 32-0062  ●●●●    幼幼幼幼    稚稚稚稚    園園園園    名  称 所 在 地 電話番号 公立 浜田市立原井幼稚園 高田町 65番地 6 22-0076 浜田市立石見幼稚園 黒川町 3753 番地 22-0493 浜田市立長浜幼稚園 熱田町 820 番地 1 27-0575 浜田市立美川幼稚園 内田町 1117 番地 2 26-0185 私立 夕日ケ丘聖母幼稚園 殿町 55 番地 1 22-3328 みどやま幼稚園 国分町 1527 番地 28-2380     ●●●●    保保保保    育育育育    所所所所    名  称 所 在 地 電話番号 
私立 

ちどり保育所 松原町 239 番地 1 22-0986 浜田ひかり保育所 原町 79 番地 4 23-0986 聖バルナバ保育園 浅井町 260 番地 23-1239 みなと保育園 港町 165 番地 1 22-1121 美川保育園 内村町 809 番地 1 27-3919 周布保育園 周布町イ 328 番地 2 27-1120 長沢保育園 長沢町 1655 番地 7 23-1491 つくし保育園 佐野町イ 359 番地 5 42-0565 れんげ保育園 熱田町 566 番地 22 26-1353 あおい保育園 大辻町 87番地 1 23-5874 こくふ保育園 国分町 2205 番地 3 24-8531 みのり保育園 相生町 1391 番地 11 23-5686 



名  称 所 在 地 電話番号 
私立 

有福保育園 下有福町 20 番地 1 24-8480 ちどり第２保育所 長浜町 699 番地 3 24-7311 うみかぜ保育園 久代町 882 番地 24-8444 今福保育園 金城町今福 1422 番地 3 42-1769 くもぎ保育園 金城町七条イ 977 番地 11 42-0009 波佐保育園 金城町波佐イ 550 番地 4 44-0449 おぐに保育園 金城町小国イ 142 番地 1 44-0136 安城保育園 弥栄町長安本郷 552 番地 17 48-2056 杵束保育園 弥栄町木都賀イ 1033 番地 48-2613 三保保育園 三隅町湊浦 352 番地 32-0372 三隅保育所 三隅町向野田 604 番地 32-0044 岡見保育所 三隅町岡見 515 番地 1 32-1382 井野保育所 三隅町井野ニ 777 番地 1 34-0001  ●●●●    認定子ども園認定子ども園認定子ども園認定子ども園    名  称 所 在 地 電話番号 あさひ子ども園 旭町丸原 155番地 15 45-8181 日脚保育園 日脚町 771 番地 27-1064  ●●●●    公公公公    民民民民    館館館館    名  称 所 在 地 電話番号 浜田市立中央公民館 殿町 6番地１ （浜田市教育委員会 生涯学習課内） 25-9720 浜田市立浜田公民館 殿町 6番地１ 22-9358 浜田市立石見公民館 黒川町 132 番地 2 22-1380 浜田市立石見公民館 宇津井分館 宇津井町 529 番地 42-1309 浜田市立石見公民館 長見分館 長見町 956 番地 2 22-5323 浜田市立石見公民館 細谷分館 三階町 376 番地 22-7531 浜田市立長浜公民館 熱田町 1441 番地 18 27-4614 浜田市立周布公民館 周布町イ 374 番地  27-0058 浜田市立美川公民館 内村町 592 番地１ 27-3657 浜田市立美川公民館 東分館 鍋石町 530 番地 3 27-3828 浜田市立美川公民館 西分館 田橋町 494 番地 2 27-3503 浜田市立大麻公民館 西村町 1038 番地 8 27-0897 浜田市立国府公民館 国分町 1981 番地 136 28-1270 浜田市立国府公民館 有福分館 下有福町 26 番地 1 28-2841 浜田市立国府公民館 宇野分館 宇野町 281 番地 3 28-2646 浜田市立雲城公民館 金城町下来原 171 番地 42-2076 



名  称 所 在 地 電話番号 浜田市立今福公民館 金城町今福 105 番地 2 42-2083 浜田市立波佐公民館 金城町波佐イ 441 番地 1 44-0146 浜田市立小国公民館 金城町小国イ 160 番地 1 44-0254 浜田市立久佐公民館 金城町久佐イ 575 番地 7 42-2666 浜田市立美又公民館 金城町追原 176 番地 42-1704 浜田市立今市公民館 旭町今市 641 番地 1 45-1757 浜田市立木田公民館 旭町木田 219 番地 13 45-1105 浜田市立和田公民館 旭町和田 914 番地１ 45-1918 浜田市立都川公民館 旭町都川 889 番地 47-0001 浜田市立市木公民館 旭町市木 2919 番地 2 47-0077 浜田市立杵束公民館 弥栄町木都賀イ 528 番地 1 48-2258 浜田市立安城公民館 弥栄町長安本郷 544 番地 1 48-2917 浜田市立三隅公民館 三隅町向野田 581 番地 32-0500 浜田市立三保公民館 三隅町湊浦 120 番地 32-0314 浜田市立岡見公民館 三隅町岡見 516 番地 32-2298 浜田市立井野公民館 三隅町井野ヘ 1816 番地 2 34-0007 浜田市立黒沢公民館 三隅町下古和 1518 番地 35-1509 浜田市立白砂公民館 三隅町折居 883 番地 32-1288  ●●●●    社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会社会福祉協議会    名  称 所 在 地 電話番号 社会福祉法人浜田市社会福祉協議会 野原町 859 番地 1 22-0094   金城支所 金城町下来原 1541 番地 5 42-2300   旭支所 旭町今市 633 番地 1 45-0188   弥栄支所 弥栄町木都賀イ 526 番地 3 48-2313   三隅支所 三隅町向野田 605 番地 2 32-0401  ●●●●    商工会議所・商工会商工会議所・商工会商工会議所・商工会商工会議所・商工会    名  称 所 在 地 電話番号 浜田商工会議所 殿町 124 番地 2 22-3025 石央商工会 本所 金城町下来原 1409 番地 2 42-0070    国府支所 国分町 2205 番地 16 28-0109       旭支所 旭町今市 627 番地 4 45-0056       弥栄支所 弥栄町木都賀イ 588 番地 48-2130       三隅支所 三隅町向野田 3150 番地 32-0214     



●●●●    観光協会観光協会観光協会観光協会    名  称 所 在 地 電話番号 浜田市観光協会 本部 浅井町 777 番地 19 24-1085         国府支部 国分町 2205 番地 16 28-2565         金城支部 金城町下来原 171 番地 42-1233         旭支部 旭町丸原 1529 番地 11 45-1206 浜田市観光協会 弥栄支部 弥栄町三里ハ 156 番地 48-2615         三隅支部 三隅町古市場 589 番地 32-2104     ●●●●    高齢者福祉施設等高齢者福祉施設等高齢者福祉施設等高齢者福祉施設等    名  称 所 在 地 電話番号 養護老人ホーム 松風園 西村町 1031 番地 1 27-1025 養護老人ホーム 長寿苑 旭町今市 1039 番地 45-0181 養護老人ホーム ミレ岡見 三隅町岡見 700 番地 32-3900 養護老人ホーム 寿光苑 弥栄町長安本郷 442 番地 2 48-2150 特別養護老人ホーム 偕生園 黒川町 196 番地 1 23-5755 特別養護老人ホーム たんぽぽの里 長浜町 1900 番地 26-0002 特別養護老人ホーム 美川苑 内村町 365 番地 7 26-0333 特別養護老人ホーム 福寿草 治和町 40番地 5 24-7366 特別養護老人ホーム かなぎ園 金城町七条イ 1046 番地 5 42-1888 特別養護老人ホーム あさひ園 旭町本郷 362 番地 6 45-8231 特別養護老人ホーム 弥栄苑 弥栄町木都賀イ 539 番地 1 48-2511 特別養護老人ホーム ミレ岡見 三隅町岡見 700 番地 32-3900 介護老人保健施設 夕陽ケ丘 国分町 955 番地 1 24-8800 介護老人保健施設 さざんか 金城町七条ハ 403 番地 42-2200 介護老人保健施設 旭・やすらぎの郷 旭町本郷 362 番地 10 45-1001 介護老人保健施設 アゼーリみずすみ 三隅町河内 451 番地 1 32-3911  


