
記帳文字・所属名一覧表(令和４年度版)

山口市から口座振替により振込みをした場合は、「ﾔﾏｸﾞﾁｼ○○○」と記帳されます。

支払内容にご不明な点がありましたら、直接、担当課にお問い合わせください。

五十音順

記帳文字 所属名 電話番号

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵｷﾕｳｼﾖｸｾﾝﾀｰ 教育委員会　秋穂給食センター 083-984-2101

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ  秋穂総合支所　秋穂地域交流センター 083-984-2132

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵｻｰﾋﾞｽｶ     秋穂総合支所　総合サービス課 083-984-8022

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　秋穂小学校 083-984-2250

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵﾁｲｷｼﾝｺｳｶ       秋穂総合支所　地域振興課 083-984-8021

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　秋穂中学校 083-984-2114

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵﾄｼﾖｶﾝ      教育委員会　山口市立秋穂図書館 083-984-0065

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｲｵﾉｳﾘﾝﾄﾞﾎﾞｸｶ 秋穂総合支所　農林土木課 083-984-8027

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽｷﾕｳｼﾖｸｾﾝﾀｰ 教育委員会　阿知須給食センター 0836-65-2240

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 阿知須総合支所　阿知須地域交流センター 0836-65-2022

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽｻｰﾋﾞｽｶ   阿知須総合支所　総合サービス課 0836-65-4113

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　阿知須小学校 0836-65-2014

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽｾｲｿｳｾﾝﾀｰ  環境部　清掃事務所　阿知須清掃センター 0836-65-4953

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽﾁｲｷｼﾝｺｳｶ  阿知須総合支所　地域振興課 0836-65-4112

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　阿知須中学校 0836-65-2074

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽﾄｼﾖｶﾝ     教育委員会　山口市立阿知須図書館 0836-66-0001

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽﾉｳﾘﾝﾄﾞﾎﾞｸｶ 阿知須総合支所　農林土木課 0836-65-4470

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱｼﾞｽﾎｲｸｴﾝ     こども未来部　あじす保育園 0836-65-2117

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳｶﾝｲｽｲﾄﾞｳｼﾞﾑ 上下水道局　阿東簡易水道事務所 083-956-0799

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀ-  阿東総合支所　阿東地域交流センター 083-956-0116

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳｻｰﾋﾞｽｶ     阿東総合支所　総合サービス課 083-956-0794

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳﾁｲｷｼﾝｺｳｶ   阿東総合支所　地域振興課 083-956-0117

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　阿東中学校 083-952-0318

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳﾄｼﾖｶﾝ      教育委員会　山口市立阿東図書館 083-956-0785

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳﾄﾞﾎﾞｸｶ     阿東総合支所　土木課 083-956-0998

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳﾉｳﾘﾝｶ      阿東総合支所　農林課 083-956-0984

ﾔﾏｸﾞﾁｼｱﾄｳﾋｶﾞｼﾁﾕｳ    教育委員会　阿東東中学校 083-956-0039

ﾔﾏｸﾞﾁｼｲｸﾓｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　生雲小学校 083-954-0109

ﾔﾏｸﾞﾁｼｲｸﾓﾌﾞﾝｶﾝ      阿東総合支所　阿東地域交流センター生雲分館 083-954-0044

ﾔﾏｸﾞﾁｼｲｸﾓﾎｲｸｴﾝ      こども未来部　生雲保育園 083-954-0135

ﾔﾏｸﾞﾁｼｲｾｷｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　井関小学校 0836-65-2053

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵｳﾁｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　大内地域交流センター 083-927-0301

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵｳﾁｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　大内小学校 083-927-0011

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵｳﾁﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　大内中学校 083-927-0024

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵｳﾁﾎｲｸｴﾝ     こども未来部　大内保育園 083-927-0001

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵｳﾁﾐﾅﾐｼﾖｳｶﾞﾂｺ 教育委員会　大内南小学校 083-927-7373

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵｳﾁﾖｳﾁｴﾝ     こども未来部　大内幼稚園 083-927-2497

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾄｼｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　大歳地域交流センター 083-922-2461

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾄｼｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　大歳小学校 083-922-2466

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾄﾞﾉｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　大殿地域交流センター 083-924-5592

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾄﾞﾉｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　大殿小学校 083-922-0343

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾄﾞﾉﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　大殿中学校 083-922-0688

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾐｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　大海小学校 083-984-2253

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｵﾐｿｳｺﾞｳｾﾝﾀｰ  教育委員会　大海総合センター 083-984-2053

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘｷﾕｳｼﾖｸｾﾝﾀ 教育委員会　小郡給食センター 083-973-2427

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 小郡総合支所　小郡地域交流センター 083-973-0638

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘｻｰﾋﾞｽｶ   小郡総合支所　総合サービス課 083-973-8134

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　小郡小学校 083-973-0408

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾁｲｷｼﾝｺｳｶ 小郡総合支所　地域振興課 083-973-2475

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　小郡中学校 083-973-0508
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ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾄｼﾖｶﾝ    教育委員会　山口市立小郡図書館 083-973-0098

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾄﾞﾎﾞｸｶ   小郡総合支所　土木課 083-973-8162

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾉｳﾘﾝｶ    小郡総合支所　農林課 083-973-2457

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾎｲｸｴﾝ    こども未来部　小郡保育園 083-973-0340

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｺﾞｵﾘﾐﾅﾐｼﾖｳｶﾞﾂ 教育委員会　小郡南小学校 083-973-2521

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｻﾊﾞｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　小鯖地域交流センター 083-927-0050

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｻﾊﾞｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　小鯖小学校 083-927-0051

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｻﾊﾞﾎｲｸｴﾝ      こども未来部　小鯖保育園 083-927-0054

ﾔﾏｸﾞﾁｼｵｻﾊﾞﾖｳﾁｴﾝ     こども未来部　小鯖幼稚園 083-927-0054

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶｲｹｲｶ         会計課 083-934-2849

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶｲｺﾞﾎｹﾝｶ      健康福祉部　介護保険課 083-934-2805

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶｲﾊﾂｼﾄﾞｳｶ     都市整備部　開発指導課 083-934-2846

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶｶﾞﾜｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　嘉川地域交流センター 083-989-2001

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶｶﾞﾜｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　嘉川小学校 083-989-2206

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾀｶﾞﾐﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　潟上中学校 083-986-2011

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾞﾂｺｳｷﾖｳｲｸｶ   教育委員会　学校教育課 083-934-2862

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾈﾌﾞﾝｶﾝ       阿東総合支所　阿東地域交流センター嘉年分館 083-958-0111

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾐｺﾞｳｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　上郷小学校 083-973-3120

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾐｺﾞｳﾎｲｸｴﾝ    こども未来部　小郡上郷保育園 083-973-2561

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾜﾆｼﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　川西中学校 083-989-2209

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾝｷﾖｳｴｲｾｲｶ    環境部　環境衛生課 083-941-2176

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾝｷﾖｳｼｾﾂｶ     環境部　環境施設課 083-941-2151

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾝｷﾖｳｾｲｻｸｶ    環境部　環境政策課 083-941-2175

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾝｺｳｺｳﾘﾕｳｶ    交流創造部　観光交流課 083-934-2810

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾝｻｲｲﾝｼﾞﾑｷﾖｸ  監査委員事務局 083-973-2458

ﾔﾏｸﾞﾁｼｶﾝｻﾞｲｶ        総務部　管財課 083-934-2731

ﾔﾏｸﾞﾁｼｷﾞｶｲｼﾞﾑｷﾖｸ    市議会事務局 083-934-2854

ﾔﾏｸﾞﾁｼｷｶｸｹｲｴｲｶ      総合政策部　企画経営課 083-934-2746

ﾔﾏｸﾞﾁｼｷﾖｳｲｸｼｾﾂｶﾝﾘｶ  教育委員会　教育施設管理課 083-934-2860

ﾔﾏｸﾞﾁｼｷﾖｳｲｸｿｳﾑｶ     教育委員会　教育総務課 083-934-2859

ﾔﾏｸﾞﾁｼｷﾖｳﾄﾞｳｽｲｼﾝｶ   地域生活部　協働推進課 083-934-2983

ﾔﾏｸﾞﾁｼｷﾞﾖｳﾑｶ 上下水道局　業務課 083-933-6697

ﾔﾏｸﾞﾁｼｸｼｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ    教育委員会　串小学校 0835-54-0311

ﾔﾏｸﾞﾁｼｸｼﾌﾞﾝｶﾝ       徳地総合支所　徳地地域交流センター串分館 0835-54-0222

ﾔﾏｸﾞﾁｼｸｽﾉｷﾎｲｸｴﾝ     こども未来部　楠木保育園 083-923-1722

ﾔﾏｸﾞﾁｼｹｲﾔｸｶﾝﾘｶ      総務部　契約監理課 083-934-2710

ﾔﾏｸﾞﾁｼｹﾞｽｲﾄﾞｳｼｾﾂｶ      上下水道局　下水道施設課 083-925-8469

ﾔﾏｸﾞﾁｼｹﾞｽｲﾄﾞｳｾｲﾋﾞｶ     上下水道局　下水道整備課 083-933-6692

ﾔﾏｸﾞﾁｼｹﾝｺｳｿﾞｳｼﾝｶ    健康福祉部　健康増進課 083-921-2666

ﾔﾏｸﾞﾁｼｹﾝﾁｸｶ         都市整備部　建築課 083-934-2843

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｳｼﾝｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　興進小学校 083-989-2513

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｳﾂｳｾｲｻｸｶ     都市整備部　交通政策課 083-934-2729

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｳﾅﾝﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　鴻南中学校 083-922-2475

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｳﾍｲｲｲﾝｶｲｼﾞﾑｼﾖ 公平委員会事務所 083-973-2458

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｳﾎｳｺｳﾁﾖｳｶ    総合政策部　広報広聴課 083-934-2753

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｳﾚｲﾌｸｼｶ      健康福祉部　高齢福祉課 083-934-2793

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｸｻｲｺｳﾘﾕｳｶ      交流創造部　国際交流課 083-934-2725

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺｿﾀﾞﾃﾎｹﾝｶ      こども未来部　子育て保健課 083-934-2960

ﾔﾏｸﾞﾁｼｺﾄﾞﾓﾐﾗｲｶ      こども未来部　こども未来課 083-934-4138
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ﾔﾏｸﾞﾁｼｻﾞｲｾｲｶ        総合政策部　財政課 083-934-2750

ﾔﾏｸﾞﾁｼｻｸﾗｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　さくら小学校 083-952-0304

ﾔﾏｸﾞﾁｼｻﾔﾏｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ  地域生活部　佐山地域交流センター 083-989-3001

ﾔﾏｸﾞﾁｼｻﾔﾏｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　佐山小学校 083-989-3020

ﾔﾏｸﾞﾁｼｻﾝｷﾞﾖｳﾘﾂﾁｽｲｼﾝｶ 商工振興部　産業立地推進課 083-934-2813

ﾔﾏｸﾞﾁｼｻﾝﾉﾐﾔﾎｲｸｴﾝ    こども未来部　三の宮保育園 083-924-0327

ﾔﾏｸﾞﾁｼｻﾝﾜｼﾞﾄﾞｳｶﾝ    こども未来部　三和児童館 083-922-7055

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼｹﾞﾝｼﾞﾕﾝｶﾝｽｲｼﾝ 環境部　資源循環推進課 083-941-2173

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼｻﾝｾﾞｲｶ       総務部　資産税課 083-934-2930

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾄﾞｳｶﾝｻｶ      健康福祉部　指導監査課 083-976-4072

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾞﾄﾞｳﾌﾞﾝｶｾﾝﾀｰ 教育委員会　児童文化センター 083-922-4285

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾉﾌﾞﾌﾞﾝｶﾝ     阿東総合支所　阿東地域交流センター篠生分館 083-955-0111

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾉﾌﾞﾎｲｸｴﾝ     こども未来部　篠生保育園 083-952-0024

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾏﾁﾞｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　島地小学校 0835-54-0101

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾏﾁﾞﾌﾞﾝｶﾝ     徳地総合支所　徳地地域交流センター島地分館 0835-54-0001

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾐﾝｶ          地域生活部　市民課 083-934-2769

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾐﾝｾﾞｲｶ       総務部　市民税課 083-934-2734

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾔｶｲｷﾖｳｲｸｶ    教育委員会　社会教育課 083-934-2866

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾕｳﾉｳｶ        総務部　収納課 083-934-2739

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾖｳｶﾞｲﾌｸｼｶ    健康福祉部　障がい福祉課 083-934-2794

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾞﾖｳｹﾞｽｲﾄﾞｳｿｳﾑ 上下水道局　上下水道総務課 083-933-6676

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾖｳﾎﾞｳｿｳﾑｶ    消防本部　消防総務課 083-932-2623

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾖｸｲﾝｶ        総務部　職員課 083-934-2727

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾗｲｼｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　白石地域交流センター 083-922-0381

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾗｲｼｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　白石小学校 083-922-0063

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾗｲｼﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　白石中学校 083-922-0387

ﾔﾏｸﾞﾁｼｼﾞﾝｹﾝｽｲｼﾝｶ    地域生活部　人権推進課 083-934-2767

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｲｻﾝｺｳﾜﾝｶ     農林水産部　水産港湾課 083-984-8026

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｲﾄﾞｳｾｲﾋﾞｶ    上下水道局　水道整備課 083-933-6669

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｴｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ   地域生活部　陶地域交流センター 083-972-0702

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｴｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ    教育委員会　陶小学校 083-972-0703

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｴﾎｲｸｴﾝ       こども未来部　陶保育園 083-972-0936

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｴﾘﾝﾎﾟｶﾝ      地域生活部　陶隣保館 083-972-6170

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｾﾞﾝｼﾞｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀ 地域生活部　鋳銭司地域交流センター 083-986-2001

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｾﾞﾝｼﾞｷﾖｳﾄﾞｶﾝ 教育委員会　鋳銭司郷土館 083-986-2368

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽｾﾞﾝｼﾞｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　鋳銭司小学校 083-986-2609

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽﾎﾟｰﾂｺｳﾘﾕｳｶ   交流創造部　スポーツ交流課 083-934-2873

ﾔﾏｸﾞﾁｼｽﾏｰﾄｼﾃｲｽｲｼﾝｼﾂ   総合政策部　スマートシティ推進室 083-934-2728

ﾔﾏｸﾞﾁｼｾｲｶﾂｱﾝｾﾞﾝｶ    地域生活部　生活安全課 083-934-2986

ﾔﾏｸﾞﾁｼｾｲｿｳｼﾞﾑｼﾖ     環境部　清掃事務所 083-927-1770

ﾔﾏｸﾞﾁｼｾﾝｷﾖｶﾝﾘｲｲﾝｶｲｼﾞ 選挙管理委員会事務局 083-934-2877

ソ ﾔﾏｸﾞﾁｼｿｳﾑｶ          総務部　総務課 083-934-2908

タ ﾔﾏｸﾞﾁｼﾀｲｲｸｾﾝﾀｰ      教育委員会　体育センター 0836-65-2022
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ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁｲｷﾌｸｼｶ       健康福祉部　地域福祉課 083-934-2790

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁｾｷﾁﾖｳｻｶ      都市整備部　地籍調査課 083-973-2437

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁﾞﾌｸﾌﾞﾝｶﾝ     阿東総合支所　阿東地域交流センター地福分館 083-952-0301

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁﾞﾌｸﾎｲｸｴﾝ     こども未来部　地福保育園 083-952-0172

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁﾕｳｵｳｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　中央小学校 0835-52-0198

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁﾕｳｵｳﾄｼﾖｶﾝ    教育委員会　山口市立中央図書館 083-901-1040

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁﾕｳｶｸﾄｼｽｲｼﾝｼﾂ 総合政策部　中核都市推進室 083-934-2746

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾁﾕｳｼﾝｼｶﾞｲﾁ    商工振興部　中心市街地活性化推進室 083-934-2923

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾃｲｼﾞﾕｳｿｸｼﾝｶ   農林水産部　定住促進課 083-934-4646

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｲｼﾝｶ    総務部　デジタル推進課 083-934-2755

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄﾞｳﾛｶｾﾝｶﾝﾘｶ   都市整備部　道路河川管理課 083-934-2834

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄﾞｳﾛｶｾﾝｹﾝｾﾂｶ  都市整備部　道路河川建設課 083-934-2711

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸｻｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　徳佐小学校 083-956-0024

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸｻﾎｲｸｴﾝ      こども未来部　徳佐保育園 083-956-0520

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞｷﾕｳｼﾖｸｾﾝﾀｰ 教育委員会　徳地給食センター 0835-52-0916

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 徳地総合支所　徳地地域交流センター 0835-52-0217

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞｻｰﾋﾞｽｶ    徳地総合支所　総合サービス課 0835-52-1113

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞﾁｲｷｼﾝｺｳｶ  徳地総合支所　地域振興課 0835-52-1111

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　徳地中学校 0835-52-0039

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞﾄｼﾖｶﾝ     教育委員会　山口市立徳地図書館 0835-52-0043

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞﾄﾞﾎﾞｸｶ    徳地総合支所　土木課 0835-52-1112

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｸﾁﾞﾉｳﾘﾝｶ     徳地総合支所　農林課 0835-52-1115

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｼｹｲｶｸｶ       都市整備部　都市計画課 083-934-2830

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾄｼｾｲﾋﾞｶ       都市整備部　都市整備課 083-934-2773

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾅﾀｼﾞﾏｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　名田島地域交流センター 083-972-0710

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾅﾀｼﾞﾏｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　名田島小学校 083-972-0711

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾅﾝﾌﾞｼﾞﾖｳｹﾞｽｲﾄﾞ 上下水道局　南部上下水道事務所 083-973-2413

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾆﾎｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ   地域生活部　仁保地域交流センター 083-929-0411

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾆﾎｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ    教育委員会　仁保小学校 083-929-0311

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾆﾎﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ    教育委員会　仁保中学校 083-929-0028

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾆﾎﾎｲｸｴﾝ      こども未来部　仁保保育園 083-929-0043

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾆﾎﾖｳﾁｴﾝ       こども未来部　仁保幼稚園 083-929-0043

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾉｳｷﾞﾖｳｲｲﾝｶｲｼﾞﾑ 農業委員会事務局 083-934-2882

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾉｳｷﾞﾖｳｾｲｻｸｶ     農林水産部　農業政策課 083-934-2714

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾉｳﾘﾝｾｲﾋﾞｶ     農林水産部　農林整備課 083-934-2823

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋｶﾞｼﾔﾏﾎｲｸｴﾝ   こども未来部　東山保育園 083-922-3850

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋｶﾐﾌﾞﾝｺｳ      教育委員会　大内中学校　氷上分校 083-927-3736

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋｼﾖｶ          総合政策部　秘書課 083-934-2708

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋﾗｶﾜｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　平川地域交流センター 083-922-0026

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋﾗｶﾜｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　平川小学校 083-922-1789

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋﾗｶﾜﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ  教育委員会　平川中学校 083-924-7700

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾋﾗｶﾜﾖｳﾁｴﾝ     こども未来部　平川幼稚園 083-924-1661

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾀｼﾞﾏｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ 地域生活部　二島地域交流センター 083-987-2121

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾀｼﾞﾏｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　二島小学校 083-987-2009

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾀｼﾞﾏﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ 教育委員会　二島中学校 083-987-2007

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾙｻﾄｻﾝｷﾞﾖｳｼﾝｺｳ   商工振興部　ふるさと産業振興課 083-934-2809

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾚｱｲｾﾝﾀｰ      交流創造部　小郡ふれあいセンター 083-973-0003

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾞﾝｶｺｳﾘﾕｳｶ    交流創造部　文化交流課 083-934-2717
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ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾞﾝｶｻﾞｲﾎｺﾞｶ   教育委員会　文化財保護課 083-920-4111

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾞﾝｶｼﾘﾖｳｶﾝ    教育委員会　小郡文化資料館 083-973-7071

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾌﾞﾝｶﾃﾞﾝｼﾖｳｶﾝ  教育委員会　徳地文化伝承館 0835-52-0267

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾎｲｸﾖｳﾁｴﾝｶ     こども未来部　保育幼稚園課 083-934-2798

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾎﾞｳｻｲｷｷｶﾝﾘｶ   総務部　防災危機管理課 083-934-2723

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾎｹﾝﾈﾝｷﾝｶ      健康福祉部　保険年金課 083-934-2800

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾎﾘﾎｲｸｴﾝ       こども未来部　堀保育園 0835-52-0266

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾎﾝﾁﾖｳｼﾔｾｲﾋﾞ   総務部　本庁舎整備推進室 083-934-4151

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾐﾔﾉｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ  地域生活部　宮野地域交流センター 083-928-0234

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾐﾔﾉｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　宮野小学校 083-928-0244

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾐﾔﾉﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　宮野中学校 083-928-0144

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾐﾔﾉﾖｳﾁｴﾝ      教育委員会　宮野幼稚園 083-928-0105

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔｻｶｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　八坂小学校 0835-56-0324

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔｻｶﾌﾞﾝｶﾝ      徳地総合支所　徳地地域交流センター八坂分館  0835-56-0301

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔｻｶﾎｲｸｴﾝ      こども未来部　八坂保育園 0835-56-0003

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔﾏｸﾞﾁﾀﾞｲﾆﾎｲｸｴﾝ こども未来部　山口第二保育園 083-925-2181

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔﾏｸﾞﾁﾎｲｸｴﾝ    こども未来部　山口保育園 083-922-0354

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐｺﾄﾞﾓｴﾝ こども未来部　山口みなみこども園 083-986-2009

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾔﾏｸﾞﾁﾘﾝﾎﾟｶﾝ   地域生活部　山口隣保館 083-922-7055

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾕﾀﾞｵﾝｾﾝﾊﾟｰｸ 交流創造部　湯田温泉パーク整備推進室 083-934-2615

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾕﾀﾞｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ  地域生活部　湯田地域交流センター 083-922-8218

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾕﾀﾞｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　湯田小学校 083-922-0092

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾕﾀﾞﾁﾕｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　湯田中学校 083-925-2956

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾕﾉｷｼﾖｳｶﾞﾂｺｳ   教育委員会　柚野木小学校 0835-58-0013

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾕﾉﾌﾞﾝｶﾝ       徳地総合支所　徳地地域交流センター柚野分館 0835-58-0001

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾖｼｷｺｳﾘﾕｳｾﾝﾀｰ  地域生活部　吉敷地域交流センター 083-922-0668

ﾔﾏｸﾞﾁｼﾖｼｷﾖｳﾁｴﾝ      こども未来部　吉敷幼稚園 083-925-2279

リ ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘﾖｳｼﾞﾖｳｼﾖｳｶﾞﾂｺ 教育委員会　良城小学校 083-922-0003

レ ﾔﾏｸﾞﾁｼﾚｷｼﾐﾝｿﾞｸｼﾘﾖｳｶﾝ 教育委員会　歴史民族資料館 083-924-7001
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