
通帳印字名（略称） 支払所属名 電話番号

ｼﾕｳﾅﾝｼｱｷﾂﾞｷｼﾖｳ 秋月小学校 (0834)28-2151

ｼﾕｳﾅﾝｼｱｷﾂﾞｷﾁﾕｳ 秋月中学校 (0834)28-5830

ｼﾕｳﾅﾝｼｱﾝｼﾝｺｿﾀﾞ あんしん子育て室 (0834)22-8550

イ ｼﾕｳﾅﾝｼｲﾏｼﾞﾕｼﾖｳ 今宿小学校 (0834)22-8830

ｼﾕｳﾅﾝｼｵｵｶﾜﾁｼﾖｳ 大河内小学校 (0833)92-0097

ｼﾕｳﾅﾝｼｵｵﾂﾞｼﾏｼｼ 大津島支所 (0834)85-2001

ｼﾕｳﾅﾝｼｵｵﾂﾞｼﾖｳ 大津島小学校 (0834)85-2004

ｼﾕｳﾅﾝｼｵｵﾂﾞﾁﾕｳ 大津島中学校 (0834)85-2003

ｼﾕｳﾅﾝｼｶｲｹｲｶ 会計課 (0834)22-8471

ｼﾕｳﾅﾝｼｶｾﾞｲｶ 課税課 (0834)22-8273

ｼﾕｳﾅﾝｼｶｾﾝｺｳﾜﾝｶ 河川港湾課 (0834)22-8562

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾞﾂｺｳｷﾖｳ 学校教育課 (0834)22-8542

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾂﾏｼﾖｳ 勝間小学校 (0833)92-0094

ｼﾕｳﾅﾝｼｷﾕｳｼﾖｸｶ 鹿野学校給食センター (0834)68-4173

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉｷﾖｳｲｸ 教育・鹿野総合出張所 (0834)68-2331

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉｻﾝｷﾞﾖｳ 鹿野・産業土木課 (0834)68-2335

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉｼﾐﾝﾌｸｼ 鹿野・市民福祉課 (0834)68-2333

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉｼﾖｳ 鹿野小学校 (0834)68-2288

ｼﾕｳﾅﾝｼﾁｲｷｲﾘﾖｳｶ 鹿野診療所 (0834)68-2192

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉﾁｲｷｾｲｻ 鹿野・地域政策課 (0834)68-2331

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉﾁﾕｳ 鹿野中学校 (0834)68-2289

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾉﾄｼﾖｶﾝ 鹿野図書館 (0834)68-4141

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾝｷﾖｳｾｲｻ 環境政策課 (0834)22-8324

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾝｺｳｺｳﾘﾕ 観光交流課 (0834)22-8372

ｼﾕｳﾅﾝｼｶﾝｻｲｲﾝｼﾞ 監査委員事務局 (0834)22-8526

ｼﾕｳﾅﾝｼｷﾞｶｲｼﾞﾑｷ 議会事務局 (0834)22-8502

ｼﾕｳﾅﾝｼｷｶｸｶ 企画課 (0834)22-8478

ｼﾕｳﾅﾝｼｷｸｶﾞﾜｼｼﾖ 菊川支所 (0834)62-2801

ｼﾕｳﾅﾝｼｷｸｶﾞﾜｼﾖｳ 菊川小学校 (0834)62-2813

ｼﾕｳﾅﾝｼｷｸｶﾞﾜﾁﾕｳ 菊川中学校 (0834)62-2805

ｼﾕｳﾅﾝｼｷｻﾝｼﾖｳ 岐山小学校 (0834)22-8820

学校給食課 (0834)22-8418

栗屋学校給食センター (0834)34-9356

住吉学校給食センター (0834)34-9656

高尾学校給食センター (0834)34-8771

徳山西学校給食センター (0834)31-9881

新南陽学校給食センター (0834)63-6161

熊毛学校給食センター (0833)92-0081

ｼﾕｳﾅﾝｼｷﾖｳｲｸｾｲｻ 教育政策課 (0834)22-8532

ｼﾕｳﾅﾝｼｷﾖｳﾁﾕｳ 岐陽中学校 (0834)22-8840

ｼﾕｳﾅﾝｼｸｼｶﾞﾊﾏｼｼ 櫛浜支所 (0834)25-0525

ｼﾕｳﾅﾝｼｸｼﾊﾏｼﾖｳ 櫛浜小学校 (0834)25-0042

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾏｹﾞｷﾖｳ 教育・熊毛総合出張所 (0833)92-0254

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾏｹﾞｻﾝｷﾞ 熊毛・産業土木課 (0833)92-0014

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾏｹﾞｼﾐﾝﾌ 熊毛・市民福祉課 (0833)92-0011

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾏｹﾞﾁｲｷｾ 熊毛・地域政策課 (0833)92-0008

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾏｹﾞﾁﾕｳ 熊毛中学校 (0833)91-0651

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾏｹﾞﾄｼﾖｶ 熊毛図書館 (0833)92-0179

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾒｼｼﾖ 久米支所 (0834)29-0451

ｼﾕｳﾅﾝｼｸﾒｼﾖｳ 久米小学校 (0834)29-0204

通帳印字名及び支払所属名等対照表（50音順）
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お知らせ

市から入金があった場合「ｼﾕｳﾅﾝｼ○○」（支払所属名）と印字されます。
市からの口座振込は、請求書を受理した日から概ね1ヶ月以内の５のつく日（毎月５・１５・

２５日、但し休日の場合は直前の金融機関営業日）に行っています。（工事の前払金など一部
例外があります。）
支払内容にご不明な点がありましたら各支払所属へ直接お問合せください。

会計課 （℡0834-22-8472）



ｼﾕｳﾅﾝｼｹｲﾔｸｶﾝﾘｶ 契約監理課 (0834)22-8234

ｼﾕｳﾅﾝｼｹﾝｺｳﾂﾞｸﾘ 健康づくり推進課 (0834)22-8552

ｼﾕｳﾅﾝｼｹﾝﾁｸｶ 建築課 (0834)22-8389

ｼﾕｳﾅﾝｼｹﾝﾁｸｼﾄﾞｳ 建築指導課 (0834)22-8423

ｼﾕｳﾅﾝｼｺｳｴﾝﾊﾅﾄﾐ 公園花とみどり課 (0834)22-8431

ｼﾕｳﾅﾝｼｺｳｷﾖｳｺｳﾂ 公共交通対策課 (0834)22-8426

ｼﾕｳﾅﾝｼｺｳﾄﾞｳｼｼﾖ 向道支所 (0834)88-1800

ｼﾕｳﾅﾝｼｺｳﾍｲｲｲﾝｶ 公平委員会事務局 (0834)22-8526

ｼﾕｳﾅﾝｼｺｳﾎｳｾﾝﾘﾔ 広報戦略課 (0834)22-8232

ｼﾕｳﾅﾝｼｺｳﾚｲｼﾔｼｴ 高齢者支援課 (0834)22-8461

ｼﾕｳﾅﾝｼｺﾄﾞﾓｼｴﾝｶ こども支援課 (0834)22-8455

ｼﾕｳﾅﾝｼｺﾅﾝｼｼﾖ 鼓南支所 (0834)84-0310

ｼﾕｳﾅﾝｼｺﾅﾝｼﾖｳ 鼓南小学校 (0834)84-0012

ｼﾕｳﾅﾝｼｺﾅﾝﾁﾕｳ 鼓南中学校 (0834)84-0231

ｼﾕｳﾅﾝｼｻﾞｲｾｲｶ 財政課 (0834)22-8237

ｼﾕｳﾅﾝｼｻｸﾗｷﾞｼﾖｳ 桜木小学校 (0834)28-6310

ｼﾕｳﾅﾝｼｻｸﾗﾀﾞﾁﾕｳ 桜田中学校 (0834)83-2007

ｼﾕｳﾅﾝｼｼｶﾞｲｾｲﾋﾞ 市街地整備課 (0834)22-8229

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾞｾﾀﾞｲｾｲ 次世代政策課 (0834)22-8827

ｼﾕｳﾅﾝｼｼｾﾂﾏﾈｼﾞﾒ 施設マネジメント課 (0834)22-8281

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾃｲﾌﾟﾛﾓｰ シティプロモーション課 (0834)22-8238

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾄﾞｳｶﾝｻｼ 指導監査室 (0834)22-8245

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾐﾝｶ 市民課 (0834)22-8291

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾐﾝﾉｺｴｦｷ 市民の声を聞く課 (0834)22-8808

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾞﾕｳﾀｸｶ 住宅課 (0834)22-8282

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾕｳﾉｳｶ 収納課 (0834)22-8363

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾕｳﾖｳｼﾖｳ 周陽小学校 (0834)28-0555

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾕｳﾖｳﾁﾕｳ 周陽中学校 (0834)28-1348

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾖｳｶﾞｲｼﾔ 障害者支援課 (0834)22-8387

生涯学習課 (0834)22-8621

鶴いこいの里交流センター (0833)92-0003

学び・交流プラザ (0834)63-1188

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾖｳｺｳｼﾝｺ 商工振興課 (0834)22-8373

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾖｳﾎﾞｳｿｳ 消防本部消防総務課 (0834)22-8754

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾞﾝｹﾝｷﾖｳ 人権教育課 (0834)22-8620

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾞﾝｹﾝｽｲｼ 人権推進課 (0834)22-8456

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾞﾝｼﾞｶ 人事課 (0834)22-8253

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾝﾅﾝｷﾖｳ 教育・新南陽総合出張所 (0834)61-4220

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾝﾅﾝｼﾐﾝﾌ 新南陽・市民福祉課 (0834)61-4113

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾝﾅﾝﾁｲｷｾ 新南陽・地域政策課 (0834)61-4216

新南陽図書館 (0834)62-1150

福川図書館 (0834)63-5000
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水産課 (0834)22-8366

地方卸売市場水産物市場 (0834)22-8660

ｼﾕｳﾅﾝｼｽｶﾞﾈｼｼﾖ 須金支所 (0834)86-2201

ｼﾕｳﾅﾝｼｽｽﾏｼｼﾖ 須々万支所 (0834)88-0001

ｼﾕｳﾅﾝｼｽｽﾏﾁﾕｳ 須々万中学校 (0834)88-0021

ｼﾕｳﾅﾝｼｽﾏｼﾖｳ 須磨小学校 (0834)86-2210

ｼﾕｳﾅﾝｼｽﾏ-ﾄｼﾃｲｽ スマートシティ推進課 (0834)22-8236

ｼﾕｳﾅﾝｼｽﾐﾖｼﾁﾕｳ 住吉中学校 (0834)22-8850

ｼﾕｳﾅﾝｼｾｲｶﾂｱﾝｾﾞ 生活安全課 (0834)22-8240

ｼﾕｳﾅﾝｼｾｲｶﾂｼｴﾝｶ 生活支援課 (0834)22-8453

ｼﾕｳﾅﾝｼｾﾝｷﾖｶﾝﾘｲ 選挙管理委員会事務局 (0834)22-8521

ソ ｼﾕｳﾅﾝｼｿｳﾑｶ 総務課 (0834)22-8261

ｼﾕｳﾅﾝｼﾀｲｶﾁﾕｳ 太華中学校 (0834)25-0228

ｼﾕｳﾅﾝｼﾀｶﾐｽﾞｼﾖｳ 高水小学校 (0833)92-0091

ｼﾕｳﾅﾝｼｼﾞﾝｹﾝｽｲｼ 男女共同参画室 (0834)22-8205

ｼﾕｳﾅﾝｼﾁｲｷｲﾘﾖｳｶ 地域医療課 (0834)22-8082

ｼﾕｳﾅﾝｼﾁｲｷﾂﾞｸﾘｽ 地域づくり推進課 (0834)22-8412

ｼﾕｳﾅﾝｼﾁｲｷﾌｸｼｶ 地域福祉課 (0834)22-8465

ｼﾕｳﾅﾝｼﾁﾕｳｵｳﾄｼﾖ 中央図書館 (0834)22-8682

ｼﾕｳﾅﾝｼﾁﾕｳｼﾝｼｶﾞ 中心市街地活性化推進課 (0834)22-8438

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄｲｼｼﾖｳ 遠石小学校 (0834)21-0246

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄﾞｳﾌﾞﾂｴﾝ 動物園 (0834)22-8640

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄﾞｳﾛｶ 道路課 (0834)22-8274

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄｸﾔﾏｼﾖｳ 徳山小学校 (0834)22-8800

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄｼｾｲｻｸｶ 都市政策課 (0834)22-8427

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄﾝﾀﾞﾁﾕｳ 富田中学校 (0834)62-2501

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄﾝﾀﾞﾆｼﾖｳ 富田西小学校 (0834)62-2075

ｼﾕｳﾅﾝｼﾄﾝﾀﾞﾋｼﾖｳ 富田東小学校 (0834)62-2335

ｼﾕｳﾅﾝｼﾅｶﾞｵｼｼﾖ 長穂支所 (0834)88-0401

ｼﾕｳﾅﾝｼﾅｶｽﾞｼｼﾖ 中須支所 (0834)89-0301

ｼﾕｳﾅﾝｼﾅｶｽﾞｼﾖｳ 中須小学校 (0834)89-0070

ｼﾕｳﾅﾝｼﾅｶｽﾞﾁﾕｳ 中須中学校 (0834)89-0312

ヌ ｼﾕｳﾅﾝｼﾇﾏｷﾞｼﾖｳ 沼城小学校 (0834)88-0008

ｼﾕｳﾅﾝｼﾉｳｷﾞﾖｳｲｲ 農業委員会事務局 (0834)22-8574

農林課 (0834)22-8360

地方卸売市場 (0834)25-0708

ｼﾕｳﾅﾝｼﾋｼﾖｶ 秘書課 (0834)22-8231

ｼﾕｳﾅﾝｼﾋﾞﾖｳｲﾝｶﾝ 病院管理室 (0834)61-3092

ｼﾕｳﾅﾝｼﾌｸｶﾞﾜｼﾖｳ 福川小学校 (0834)62-2676

ｼﾕｳﾅﾝｼﾌｸｶﾞﾜﾁﾕｳ 福川中学校 (0834)62-2703

ｼﾕｳﾅﾝｼﾌｸﾐﾅﾐｼﾖｳ 福川南小学校 (0834)63-8230

ｼﾕｳﾅﾝｼﾌﾞﾝｶｽﾎﾟ- 文化スポーツ課 (0834)22-8622

ｼﾕｳﾅﾝｼﾍﾀｼｼﾖ 戸田支所 (0834)83-2001

ｼﾕｳﾅﾝｼﾍﾀｼﾖｳ 戸田小学校 (0834)83-2016

ｼﾕｳﾅﾝｼﾎﾞｳｻｲｷｷｶ 防災危機管理課 (0834)22-8208

ｼﾕｳﾅﾝｼﾎｳﾑｺﾝﾌﾟﾗ 法務コンプライアンス課 (0834)22-8381

ｼﾕｳﾅﾝｼﾎｹﾝﾈﾝｷﾝｶ 保険年金課 (0834)22-8311

ミ ｼﾕｳﾅﾝｼﾐﾂｵｼﾖｳ 三丘小学校 (0833)91-0327

ｼﾕｳﾅﾝｼﾔｼﾞｼｼﾖ 夜市支所 (0834)62-2707

ｼﾕｳﾅﾝｼﾔｼﾞｼﾖｳ 夜市小学校 (0834)62-2711

ｼﾕｳﾅﾝｼﾔｼﾛｼｼﾖ 八代支所 (0833)92-0003

ｼﾕｳﾅﾝｼﾔｼﾛｼﾖｳ 八代小学校 (0833)91-0017

ｼﾕｳﾅﾝｼﾕﾉｼｼﾖ 湯野支所 (0834)83-2002

ｼﾕｳﾅﾝｼﾕﾉｼﾖｳ 湯野小学校 (0834)83-2025

リ ｼﾕｳﾅﾝｼﾘｻｲｸﾙｽｲｼ リサイクル推進課 (0834)22-8303

ｼﾕｳﾅﾝｼﾜﾀﾞｼｼﾖ 和田支所 (0834)67-2111

ｼﾕｳﾅﾝｼﾜﾀﾞｼﾖｳ 和田小学校 (0834)67-2101

ｼﾕｳﾅﾝｼﾜﾀﾞﾁﾕｳ 和田中学校 (0834)67-2102
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