
共に守り育てよう　町の医療・町の福祉

平成２５年　安芸太田町

医  療

福  祉
 Community medicine include care systems



私たちと一緒に働きませんか私たちと一緒に働きませんか

≪医療・介護スタッフを募集します≫

　安芸太田町は広島県の北西部に位置し、町の中心を南北に貫くように中国山

地の恵みを瀬戸内海へと届ける、我が町のシンボル太田川が流れています。町

北部の西中国山地国定公園内には、国の特別名勝の三段峡や、広島県最高峰の

恐羅漢山や春の山焼きで知られる深入山をはじめとした山々が点在しており、

登山、渓谷散策、スキーなど年間を通じて観光客が訪れます。

　近年、高齢化が進み安芸太田町内の病院や介護施設等の医療・介護スタッフ

が不足しています。

患者様や利用者様一人ひとりがもっている力を十分発揮できるよう施設内及び

地域の方と協働するとともに、地域で生活できるよう支援し、安心で安全な医療、

介護サービスの提供に努めています。

　あなたの看護や介護に対する思いを、地域で共に実現するため、一緒に働い

てみませんか。地域の医療や介護の担い手にやる気のある方々を募集しており

ます。
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地域包括ケアシステムにおける 「5 つの構成要素」

　介護が必要になっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生最後まで続けることができるよう、

すまい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される地域包括ケアシステムの構築を実現します。

【すまいとすまい方】

　生活の基盤として必要な住まいが整備され、本人の希望と経済力にかなった住まい方の確保

【生活支援・福祉サービス】

　心身等の低下、経済的な理由、家族関係の変化などでも尊厳のある生活が継続できるよう生活支援

を行う。

【介護・医療・予防】

　個々人の抱える課題にあわせて「介護・リハビリテーション」「医療・看護」「保健・予防」が専門

職によって提供される。

【本人・家族の選択と心構え】

　単身・高齢者のみ世帯が主流になる中で、在宅生活を選択することの意味を、本人・家族が理解し、

そのための心構えを持つことが必要。

地域包括ケアシステムとは



安芸太田病院

●診療科目

●所 在 地

●連 絡 先

●病 床 数

●関連施設

内科、外科、整形外科、脳神経外科、皮膚科、婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、

泌尿器科、精神科、神経科、リハビリテーション科、麻酔科

〒731-3622 広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内 236

TEL（0826）22-2299　FAX（0826）22-0623

199 床

安芸太田町加計病院居宅介護支援事業所、安芸太田町訪問看護事業所

職種 　医師（内科・精神科）、看護師

募集人員　若干名

採用試験　随時、ご連絡ください。

担当部署　安芸太田病院事務室

電話（0826）22-2299

E-mail　daihyo@akiota-hp.jp

採 用

情 報

応 募
連絡先

安芸太田戸河内診療所

昭和 24 年に開設され、最大時の病床数は 95 床の病院でしたが、

平成 20 年 4 月から在宅療養支援診療所として再出発しています。

また、旧病棟は平成 22 年 2 月から３階を生活支援ハウス、４月か

らは２階を小規模多機能型居宅介護施設にリニューアルし、一体

型の高齢者施設に転換して、地域包括ケアシステム構築に努めて

おります。

●診療科目

●所 在 地

●連 絡 先

●病 床 数

内科、外科

〒731-3810　広島県山県郡安芸太田町大字戸河内 800-1

TEL（0826）28-2221　FAX（0826）28-2232

無床

安芸太田病院事務室で対応

担当部署　安芸太田病院事務室

電話（0826）22-2299

E-mail　daihyo@akiota-hp.jp

採 用

情 報

応 募
連絡先

落合整形外科内科

●診療科目

●所 在 地

●連 絡 先

●病 床 数

●関連施設

整形外科、リハビリテーション科、内科

〒731-3501　広島県山県郡安芸太田町大字加計 3488-1

TEL（0826）22-0202　FAX（0826）22-0606

無床

老人保健施設ひこばえ　ケアプランひこばえ

詳細は下記までご連絡ください。

担当部署　事務長

電話（0826）22-0202

E-mail　yamawokai3@sage.ocn.ne.jp

採 用

情 報

応 募
連絡先

安芸太田病院は、広島県西北部唯一のへき地医療拠点病院であり、

地域の中核病院としての役割を担っています。「田舎でも質の高い

医療を」を合言葉に病院全体で理念の達成に取組み、学会や研修

会への積極的な参加を支援し常に学習することを求めています。

また、隣接した国保総合保健施設には、病院や行政他、福祉施設

などとの連携を目的とした「保健･医療･福祉統括センター」が設

置され、地域医療の充実のため有効な連携がとれるシステムの構

築を進めています。

昭和 34 年開院以来本町にて、住民のかかりつけ医として地域医療

に取り組んでおります。リハビリテーション科では理学療法士に

よる理学療法により急性期から維持期まで運動器機能向上を目指

しています。また、関連施設である老人保健施設ひこばえとの連

携により在宅療養者の介護ニーズにも積極的に対応を進めている

ところです。

安芸太田町内の保健 ・医療 ・福祉施設の紹介



清水医院

●診療科目

●所 在 地

●連 絡 先

●病 床 数

●関連施設

内科、胃腸科、小児科、リウマチ科、リハビリテーション科

〒731-3412　広島県山県郡安芸太田町大字坪野 864-1

TEL（0826）23-0061　FAX（0826）23-0063

19 床

清水医院デイサービスセンター、清水医院居宅介護支援事業所

職種　看護師、准看護師

募集人員　若干名

採用試験情報　随時実施

担当部署　事務

電話（0826）23-0061

採 用

情 報

応 募
連絡先

西山医院

●診療科目

●所 在 地

●連 絡 先

●病 床 数

内科、外科

〒731-3702　広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀 1556-1

TEL（0826）32-2323　FAX（0826）32-2232

無床

現在募集していません。

電話　(0826) 32-2323

採 用

情 報

応 募
連絡先

特別養護老人ホーム寿光園

社会福祉法人芸北福祉会は、昭和 48 年に山県郡西部 4 か町村と吉

和村で設立。安芸太田病院に隣接しており法人設立 40 周年と共に、

建て替えを行い、特養・短期 99 床で新たな船出をしました。安芸

太田町を中心とした老人福祉の拠点施設として期待に応えていき

ます。「感謝、誇り、尊厳」を理念に据え、誰もが入居したい・利

用したい安心できる施設を目指して取り組んでいます。

●サービス

●所 在 地

●連 絡 先

●定　  員

●関連施設

介護老人福祉施設

〒731-3621　広島県山県郡安芸太田町大字下筒賀 821

TEL（0826）22-1075

従来型特養 40 名、ユニット型特養 40 名、ユニット

型短期入所生活介護 19 名

寿光園デイサービスセンター通所介護事業所、寿光

園居宅介護支援事業所

職種　特養看護師（又は准看護師）

募集人員　1 名

採用試験情報　随時

担当部署　事務室

電話 0826-22-1075 FAX 0826-22-1076

E-mail　juko821@jeans.ocn.ne.jp 

採 用

情 報

応 募
連絡先

昭和 57 年に開設し、筒賀地区を中心に診療を行っています。高齢

化が進む地域の実情に応じて、住診や在宅患者訪問診療等も行い、

地域の皆様の健康と安心・安全を守っています。

太田川に面し、すばらしい環境にめぐまれた医療施設において、

現代医学とビハーラ活動におけるホスピス活動も行っています。

すなわち「精神」と「身体」の相互関係を重視した全人的な救済

をめざす医学を行っています。病床にいる人々の「老病死」の苦

悩の解決と生命の尊厳性を正しくみつめることができるようにと、

西本願寺系の青年僧侶「春秋会」の協力で「院内法話」を行って

います。

在宅療養診療所

広島県がん対策サポート診療所



特別養護老人ホーム戸河内松信園

●サービス

●所 在 地

●連 絡 先

●定　　員

介護老人福祉施設、短期入所生活介護・介護予防短

期入所生活介護

〒731-3821　広島県山県郡安芸太田町大字土居 625

TEL（0826）28-2024　FAX（0826）28-7103

50 名（うちショートステイ 6 名）

職種　正看護師、准看護師

募集人員　1 名

採用試験情報　随時

担当部署　事務室

電話（0826）28-2024

採 用

情 報

応 募
連絡先

老人保健施設　ひこばえ

無床診療所を母体とした医療法人が設立した独立型介護老人保健

施設です。建物は広い敷地を活かし、バリアフリーの平家建て構

造で広々とした空間環境を提供しております。当施設では、小規

模ながら地域の実状に合わせ、在宅サービス部門と複合した総合

的介護サービスの提供を目指しています。

●サービス

●所 在 地

●連 絡 先

●定　　員

●関連施設

入所療養介護、（介護予防）短期入所療養介護、

（介護予防）通所リハビリテーション

〒731-3501 広島県山県郡安芸太田町大字加計 683-1

TEL（0826）25-0123　FAX（0826）25-0124

入所 60 名／通所 30 名　短期利用は空床利用

落合整形外科内科、ケアプランひこばえ

職種　介護福祉士および介護職員

募集人員　３名程度

採用試験情報　新卒者以外は随時

担当部署　事務長

電話（0826）25-0123

E-mail　hikobae@hyper.ocn.ne.jp

採 用

情 報

応 募
連絡先

小規模多機能型居宅介護事業所「ふれあい」は、要介護認定を受けた高齢

者の方が住みなれた地域で、安心して暮らせるように設立された地域密着

型サービスのひとつです。「通い」を中心に要介護者の様態や希望に応じて、

「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせ、中重度となっても在宅での生活

が継続できるように支援していくサービスです。

「通い」、「訪問」、「泊まり」等のサービスを利用時には、顔なじみのスタッ

フが対応しますので、環境の変化に敏感な高齢者の方の不安を和らげる利

点があります。

●サービス
●所 在 地

●連 絡 先
●定　  員
●関連施設

通い・宿泊・ホームヘルプ・ケアプランサービス
〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内 800-1
安芸太田町サポートセンターふれあい内
TEL（0826）28-1750
25 名（通い 15 名，宿泊９名）
生活支援ハウス、安芸太田町社協居宅介護支援事業
所、安芸太田町社協訪問介護事業所、安芸太田町社
協通所介護事業所ふれあい

安芸太田町社協小規模多機能型

居宅介護事業所「ふれあい」

特別養護老人ホーム戸河内松信園は、良質の介護サービスを提供

することで、地域の皆様が安心して暮らせる社会づくりに貢献し

ています。また、利用者の方が生きがいを見いだし、イキイキと

した時間を過ごして頂くためのサポート、また地域の介護サービ

スを高めていくことを心掛けています。

職種　介護員

募集人員　必要に応じて

採用試験情報　随時

採 用

情 報

担当部署　介護サービス課

電話（0826）28-1505

E-mail akiotashakyo-kaigo@jeans.ocn.ne.jp

応 募
連絡先



安芸太田町社協小規模多機能型

居宅介護事業所「ひまわり」

小規模多機能型居宅介護事業所「ひまわり」は、要介護認定を受けた高齢

者の方が住みなれた地域で、安心して暮らせるように設立された地域密着

型サービスのひとつです。「通い」を中心に要介護者の様態や希望に応じて、

「訪問」や「泊まり」を柔軟に組み合わせ、中重度となっても在宅での生活

が継続できるように支援していくサービスです。

「通い」、「訪問」、「泊まり」等のサービスを利用時には、顔なじみのスタッ

フが対応しますので、環境の変化に敏感な高齢者の方の不安を和らげる利

点があります。

●サービス

●所 在 地

●連 絡 先

●定　  員

●関連施設

通い・宿泊・ホームヘルプ・ケアプランサービス

〒731-3702　広島県山県郡安芸太田町大字中筒賀 1634

安芸太田町筒賀高齢者生活福祉センター内

TEL（0826）32-2111

２４名（通い１２名，宿泊６名）

生活支援ハウス、健康浴場

職種　介護員

募集人員　必要に応じて

採用試験情報　随時

担当部署　介護サービス課

電話（0826）28-1505

E-mail akiotashakyo-kaigo@jeans.ocn.ne.jp

採 用

情 報

応 募
連絡先

グループホーム　なごみの里

●サービス

●所 在 地

●連 絡 先

●定　  員

認知症対応型共同生活介護

〒731-3501　広島県山県郡安芸太田町大字加計 5193

TEL（0826）25-0330　FAX（0826）25-0331

９名

職種　介護スタッフ（夜勤のできる方）

募集人員　若干名

採用試験情報　随時

担当部署　ホーム長　斉藤マサコ

電話（0826）25-0330

E-mail nagominosato-kake0707@nifty.com

採 用

情 報

応 募
連絡先

　シルバーレンタル　いはら

平成 12 年より介護保険福祉用具貸与事業所に指定され、介護保険

住宅改修、特定福祉用具販売、高度医療機器の販売、介護設備の

備品の販売等を通し、快適な介護環境の実現と在宅介護の支援、

介護を受ける方の自立や離床の一助となるよう、運営基準を尊守

し、各医療機関と居宅介護支援事業所と連携して、より安心して

ご利用していただけるサービスを心掛けています。

●サービス

●所 在 地

●連 絡 先

( 介護予防 ) 福祉用具貸与、( 介護予防 ) 特定福祉用具 

販売

〒731-3501　広島県山県郡安芸太田町大字加計 3472

TEL（0826）22-0001　FAX（0826）22-0663

現在は募集していません。

担当部署　株式会社猪原商店

電話（0826）22-0001

採 用

情 報

応 募
連絡先

平成 19 年に、母体である「株式会社なごみ」より開業いたしました。

山間にある 1 ユニット９名定員の小さなグループホームです。アッ

トホームな雰囲気で、利用者様に穏やかに過ごしていただいていま

す。地元産の野菜を中心に自施設のキッチンでおいしい料理を提供

しています。



高齢者総合相談窓口【地域包括支援センター】

　地域包括支援センターは、地域で暮らす高齢の皆さんが、心身ともに健康で安心して生活が送れるように支援

するセンターです。主任介護支援専門員、保健師、社会福祉士などが中心となって高齢の皆さんの支援を行います。

　地域包括支援センターの職員は、専門分野の仕事だけでなく、互いに連携をとりながら「チーム」として総合

的に仕事を行います。

○総合相談窓口

○自立して生活できるよう支援します。

○皆さまの権利を守ります。

高齢の皆さんやその家族、近隣に暮らす人の介護に関する悩みや問題に応じます。

様々な相談を受け、適切なサービスの紹介や調整・利用につなげる等の支援を行います。

要支援１・２の人や、生活機能が低下していると判断された虚弱な高齢者を対象に、自立した暮らしを続ける

ことができるよう、介護支援計画を作成します。

高齢の皆さんが安心して生き生きと暮らすために、皆さんの持つさまざまな権利を守ります。成年後見制度の紹

介や、虐待の早期発見・防止を進めます。

名　称 所　在　地 電話番号

安芸太田町地域包括支援センター

（安芸太田町健康づくり課内）
安芸太田町大字下殿河内 236 番地 0826-22-2031

次のような業務を行っています。

安芸太田町居宅介護支援事業所一覧

　居宅において介護保険で受けられる要介護者状態にある高齢者の方のサー

ビスの紹介やサービス事業者との連絡調整、介護保険施設への紹介、サービ

ス利用にかかる費用の計算や請求などを、介護を必要とする方とそのご家族

にかわって行います。

　介護支援専門員が、介護を必要とする方の心身の状況、生活環境、ご希望

等を考慮しながら介護支援計画を作成するほか、介護に関する専門的な相談

に応じています。

名　称 所　在　地 電話番号

安芸太田町社協居宅介護支援事業所

ケアプランひこばえ

寿光園居宅介護支援事業所

清水医院居宅介護支援事業所

安芸太田町加計病院居宅介護支援事業所

安芸太田町大字戸河内８００番地 1

安芸太田町大字加計 683 番地 1

安芸太田町大字下筒賀 821 番地

安芸太田町大字坪野 864 番地 1

安芸太田町大字下殿河内 236 番地

0826-28-1505

0826-25-0123

0826-22-1075

0826-23-0061

0826-22-1830



安芸太田町地域医療を守る会　会員募集

～地域医療を守り、育てよう～

近年、医師不足による医療サービスの低下と財政悪化など、病院を取り巻く環境が急激に変化し、厳しい状況

になっています。

安芸太田町では、このような状況を変えるために、「安芸太田町地域医療を守る会」を立ち上げました。この会

は、安心して健康に生活できる地域を目指して、住民の皆さまと行政や医療スタッフが一緒に地域医療を守り

育てるため、一体となって現状を共に理解し、地域に根ざした取り組みにつながることを目指したものです。

一人でも多くの仲間（支援者）を募集いたします。多くの皆さまのご入会をお待ちしています。

◆「安芸太田町地域医療を守る会」の目的

●地域医療の現状を正しく理解し、考える活動を行うこと。

●地域医療について共に考えていけるための活動を行うこと。

◆次のような方の入会をお待ちしています。

●　この会に興味を持っていただいた方

●　行事や勉強会に参加していただける方

●　講演会等の行事の呼び掛けに協力していただける方

●　座談会などで話をするのが好きな方　など‥‥

※　団体でもご加入いただけます。（ご案内は代表者に送付します。）

【お問い合わせ先・お申し込み先】

・安芸太田町　健康づくり課　　（電話）０８２６－２２－０１９６

・安芸太田病院　事務室　　　　（電話）０８２６－２２－２２９９



入学支度金

医学生

研修医

看護学生等

奨学生 月額 貸付期間（上限）

20万円以内

20万円以内

100万円以内 6年

2年

看護師5年

助産師4年

准看護師2年

10万円以内 50万円以内

安芸太田町医療技術者等育成奨学金制度について

将来、安芸太田町内の医療機関等に医師、看護師、助産師又は准看護師として勤務しようとする方に対し、

修学等に必要な資金（奨学金）をお貸しします。

（1）医療従事者として町内の医療機関等に勤務する意思を有する方

（2）学業又は臨床研修の成績が優良で心身共に健全な方

（3）募集学生職種：医師、看護師、助産師又は准看護師

　※　医療機関等とは、町内の病院、診療所及び介護保険サービス事業所をいいます。

　※　安芸太田町に住所を有する者という条件はありません。

・返還は、貸付期間が満了した月の翌月から起算して 6月を経過した後、10 年以内です。

・返還方法は、月賦、半年賦、年賦、一括があります。（奨学金は無利子です。）

○　全額返還の参考例

※ 医師として町内医療機関等に勤務し返還の免除をされた場合、免除された奨学金が給与所得扱いとなるため所得税及び住民税が課　

　 税されます。また、奨学金は原則無利子であるため利益とみなされ別の負担が発生する場合があります。  

※ 奨学金の返還が猶予される制度もあります。 

必要書類を安芸太田町役場総務課へ提出してください。詳しくは下記の連絡先へお問い合わせください。

安芸太田町役場　総務課　総務担当

〒731-3810 広島県山県郡安芸太田町大字戸河内784 番地 1

電話　0826-28-2111　FAX　0826-28-1622

E-mail 　　    soumu@akiota.jp

ホームページ　　http://www.akiota.jp/

安芸太田病院　事務室

〒731-3622　広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236 番地

電話　0826-22-2299　FAX　0826-22-0623

E-mail 　　    daihyo@akiota-hp.jp

ホームページ　　http://www.urban.ne.jp/home/kakehp/

医学生    （6年間×20万円/月+入学支度金）

看護学生等（4年間×10万円/月+入学支度金）

月額 13万5千円

月額  4万6千円

奨学生

医学生

研修医

看護学生等

全額免除

臨床研修を修了した日の翌日以降におい

て、奨学金の貸付けを受けた期間と同等の

期間、町内の医療機関等に勤務したとき。

必要な資格を取得、直ち町内の医療機関等

に勤務し、奨学金の貸付けを受けた期間と

同等の期間、継続して勤務したとき。

一部免除

町内の医療機関等に勤務後、死亡等により勤務した年数が貸付

を受けた期間に満たない場合など。

未償還額に町内の医療機関等に勤務した年数を奨学金の貸付

けを受けた期間で除した割合を乗じて得た額を免除する。

●奨学金貸付対象者

●貸付金額と貸付期間

●返還方法

●返還免除

●応募方法

●お問合せ先



介護福祉士養成施設等

（２年以上）

1800 時間

※１年課程の場合は、

・福祉系大学等

・社会福祉士養成施設等

・保育士養成所等

　を卒業したのち入学

1170 時間
1155 時間

福祉系高等学校等

1820 時間
（52 単位）

実務経験 9 月以上

特例高等学校等

1190 時間
（34 単位）
1155 時間

（33 単位）

実務経験
３年以上

平成 27 年度に実施
される試験から

実務者研修

平成 27 年度

に実施される

試験から

介護福祉士資格 （登録）

介護福祉士国家試験

看護師の資格を得るにはどうすればいいの？

看護師・准看護師の資格は、文部科学大臣，厚生労働大臣又は都道府県知事の指定する学校・養成所を卒業して，

国家試験（准看護師の場合は都道府県知事試験）に合格した後に，本人の申請により各資格に登録され，免許が

与えられます。

介護福祉士の資格を得るにはどうすればいいの？

看　　　　護　　　　師

看護師国家試験

看護大学

〈４年〉

看護師等
養成所

（総合カリキュラム）

〈４年〉

看護
短期大学

〈3 年〉

看護師
養成所

〈3 年・定時制４年〉

高等学校卒業 中学校卒業

高等学校
５年一貫

（看護師課程）

〈5 年〉

高等学校

衛生看護科
〈3 年・定時制 4 年〉

准看護師
養成所
〈２年〉

都道府県知事試験

准看護師

看護短期大学
〈２年・通信制２年〉

高等学校専攻科

〈２年〉

看護師養成所
〈２年・通信制 3 年

通信制２年以上〉

入学資格

（1）高等学校を卒業している准看護師に限る

（2）通信制の課程においては、免許を得た後

　　１０年以上業務に従事している准看護師

入学資格

（1）３年以上の実務経験を有する准看護師

（2）高等学校を卒業している准看護師

（3）通信制の課程においては、１０年以上

　　業務に従事している准看護師

出典：広島県ホームページ



施　　　設　　　名 郵便番号 住　　　　　所 TEL FAX

安芸太田町地域包括支援センター 731-3622 安芸太田町大字下殿河内236 22-2031 22-0686

安芸太田病院

安芸太田町加計病院居宅介護支援事業所

安芸太田町訪問看護事業所

安芸太田戸河内診療所 731-3810 安芸太田町大字戸河内800-1 28-2221 28-2232

西山医院 731-3702 安芸太田町大字中筒賀1556-1 32-2323 32-2232

山根医院 731-3701 安芸太田町大字上筒賀80-1 32-2205 32-2325

落合整形外科内科 731-3501 安芸太田町大字加計3488-1 22-0202 22-0606

老人保健施設ひこばえ

ケアプランひこばえ

清水医院坪野診療所

清水医院居宅介護支援事業所

清水医院デイサービスセンター

清水医院修道診療所 731-3411 安芸太田町大字穴2834

特別養護老人ホーム寿光園

寿光園居宅介護支援事業所

寿光園デイサービスセンター通所介護事業所 22-1082

特別養護老人ホーム戸河内松信園 731-3821 安芸太田町大字土居625 28-2024 28-7103

安芸太田町社協居宅介護支援事業所

安芸太田町社協訪問介護事業所

安芸太田町社協通所介護事業所ふれあい 28-2115 28-2120

731-3702 安芸太田町大字中筒賀1634 32-2111 32-2965

グループホームなごみの里 731-3501 安芸太田町大字加計5193 25-0330 25-0331

シルバーレンタルいはら 731-3501 安芸太田町大字加計3472 22-0001 22-0663

731-3622

731-3501

731-3412

731-3621

23-0061

22-1075

22-0623

25-0124

23-0063

22-1076

28-1505 28-7026731-3810

22-2299
安芸太田町大字下殿河内236

安芸太田町大字加計683-1

安芸太田町大字坪野864-1

安芸太田町大字下筒賀821

安芸太田町大字戸河内800-1

25-0123

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

22-1830   

23-0359 23-0395

28-1750 28-1755安芸太田町社協小規模多機能型居宅介護事業所「ふれあい」

安芸太田町社協小規模多機能型居宅介護事業所「ひまわり」

25-0010

お問い合せ先　：　安芸太田町　健康づくり課

〒731-3622　広島県山県郡安芸太田町大字下殿河内236　TEL 0826-22-0196　FAX 0826-22-0686

安芸太田町医療福祉施設一覧

安芸太田町役場

筒賀支所

加計支所

安野出張所

３

戸河内IC

筒賀PA

加計スマートIC
ETC専用

グリーンスパ筒賀

道の駅
来夢とごうち

安芸太田町観光協会

龍頭ハウス

川・森・文化・交流センター

太田川交流館
かけはし

12

11

４

13

５

１
２

10

７

14

15

６

８

９

至 益田

至 芸北

至 広島


