
(更新日：令和4年9月5日）

番号小学校区 名　　　　　称 行政区      所      在      地 階数

1 袋町 広島市役所本庁舎 中区 国泰寺町一丁目6番34号 階段室、廊下・ＥＶホール、市民ロビー、職員休憩室、屋上庭園、屋上、食堂、喫茶、職員ホール 5,001 17

2 袋町 広島市役所北庁舎（中区役所） 中区 国泰寺町一丁目4番21号 屋上及び階段室 773 8

3 袋町 中電病院別館 中区 大手町三丁目4番27号 ４階講義室 100 5

4 千田 広島市消防局・中消防署 中区 大手町五丁目20番12号 階段、廊下、会議室、屋上 2,512 7

5 千田 ひろしまガーデンガーデン（ノースタワー） 中区 東千田町一丁目1番104-3 階段、廊下 2,688 32

6 千田 ひろしまガーデンガーデン（サウスタワー） 中区 東千田町一丁目1番104-2 階段、廊下 2,016 24

7 千田 ロッコー鷹野橋グランドマンション 中区 国泰寺町二丁目4番12号 階段、廊下 208 13

8 千田 広島県情報プラザ 中区 千田町三丁目7番47号 階段、廊下 300 6

9 千田 メディカル・ケアセンター絆 中区 南竹屋町5番8号 階段、廊下 385 7

10 千田 日本赤十字社中四国ブロック血液センター・広島県赤十字血液センター合同社屋 中区 千田町二丁目5番5号 ６階研修室 100 6

11 千田 たかの橋中央病院 中区 国泰寺町二丁目4番16号 廊下・階段・ホール等（４～７階）・ホール等（８階「陽だまり」） 1,195 8

12 千田 シャルマン千田町 中区 東千田町二丁目11番16号 廊下、階段、ホール 636 15

13 千田 マダムジョイ千田店 中区 東千田町二丁目10番20号 屋上駐車場 1,500 3

14 千田 ケアハウス　ラポーレ東千田 中区 東千田町一丁目1番48号 屋内階段、屋内廊下、機能訓練室（６階） 430 6

15 千田 アーバンハート千田町 中区 南千田西町9番41号 屋外階段、階段室、開放廊下、ＥＶホール 904 11

16 中島 更生保護施設ウィズ広島 中区 吉島東一丁目1番18号 4階多目的ホール、休憩・談話コーナー、Ｒ階庭園等 283 4

17 中島 ＪＭＳアステールプラザ（アステールプラザ） 中区 加古町4番17号 階段、廊下、EVロビー 927 10

18 中島 広島市文化交流会館 中区 加古町3番3号 階段、廊下、EVホール及び屋上 1,152 7

19 中島 広島萬象園 中区 羽衣町1番26号 廊下、フロア等（４階） 192 10 　Ｐ

20 中島 住吉コープマンション 中区 住吉町15番3号 廊下、屋外階段、ＥＶホール 273 10

21 中島 吉島パークマンション 中区 吉島西一丁目9番3号 屋外階段、開放廊下、EVホール 177 9

22 中島 アルファステイツ吉島リバーフロント 中区 吉島西二丁目2番1号 屋外階段、開放廊下、EVホール 352 14

23 吉島東 市営吉島東住宅 中区 吉島東一丁目27番26号 廊下・階段等 1,421 13

24 吉島東 クレアセトル吉島東 中区 吉島東三丁目2番55号 階段、廊下 164 11 　青

25 吉島東 サンシティ吉島東 中区 吉島東二丁目4番25号 階段、廊下 120 9

26 吉島東 サーパス南千田橋 中区 吉島東一丁目24番9号 階段、廊下 1,610 14

27 吉島東 ウェルビィ吉島 中区 光南四丁目5番1号 階段、廊下 140 5

28 吉島東 安田ビル 中区 光南四丁目5番34号 階段、廊下 412 6

29 吉島東 フローレンス吉島東 中区 吉島東二丁目4番22号 階段、廊下 1,229 14

30 吉島東 県営吉島住宅１９号館 中区 吉島新町二丁目27番2号 階段、廊下、ＥＶホール 152 7

31 吉島東 県営吉島住宅２０号館 中区 吉島新町二丁目26番3号 階段、廊下、ＥＶホール 152 7

32 吉島東 フローレンス吉島東グランドアーク 中区 吉島東二丁目17番20号 階段、廊下 751 10

33 吉島東 ダイアパレス光南 中区 光南四丁目1番8号 階段、廊下、エレベータホール 292 9

34 吉島東 フローレンス吉島通りグランドアーク 中区 光南一丁目3番17号 廊下、階段 540 13

35 吉島東 リーデンススクエア南千田橋 中区 吉島東一丁目24番25号 廊下、階段、ＥＶホール 504 15 　青

36 吉島東 リーデンススクエア吉島東 中区 吉島東一丁目24番16-8号 廊下等 276 15 　青

37 吉島東 ローレルコートアネスト光南 中区 光南一丁目7番8号 屋外階段、開放廊下、EVホール 714 14

38 吉島東 市営吉島住宅A棟 中区 吉島新町一丁目22番19号 階段、廊下 404 7 　青

39 吉島東 市営吉島住宅B棟 中区 吉島新町一丁目23番16号 階段、廊下 515 7 　青

40 吉島東 市営吉島住宅C棟 中区 吉島新町一丁目26番19号 階段、廊下 524 7 　青

41 吉島 ヴィラージュ吉島西 中区 吉島西三丁目14番19号 階段、廊下 357 10 赤・紫

42 吉島 ロイヤルクリスタル光南 中区 光南六丁目2番1号 階段、廊下 1,164 14 赤・緑・紫

43 吉島 BELLES光南 中区 光南三丁目12番8号 階段、廊下 286 14

44 吉島 ベルズ光南弐番館 中区 光南三丁目4番20号 階段、廊下 429 14

45 吉島 ダイアパレス光南公園 中区 光南二丁目20番18号 階段、廊下、EVホール 210 7 赤・緑・紫

46 神崎 広島市立舟入病院 中区 舟入幸町14番11号 階段、廊下（４階～６階） 724 8

47 神﨑 ハイパーハリウッド 中区 舟入本町9番30号 立体駐車場 3,305 7

48 舟入 市営舟入南住宅 中区 舟入南四丁目1番33号 廊下・階段等 911 6

49 舟入 合同宿舎舟入住宅１号棟 中区 舟入南五丁目5番8号 廊下、エレベーターホール 1,285 14

50 舟入 合同宿舎舟入住宅８号棟 中区 舟入南五丁目4番1号 廊下、エレベーターホール 580 10

51 舟入 合同宿舎舟入住宅10号棟 中区 舟入南五丁目4番2号 廊下、エレベーターホール 577 10

52 舟入 コンツェルトパーク舟入南 中区 江波東一丁目3番31号 階段、EVホール 146 12

53 舟入 県営舟入住宅１号館 中区 舟入南三丁目16番1号 廊下、階段、ＥＶホール 167 5

54 舟入 県営舟入住宅３号館 中区 舟入南三丁目16番3号 廊下、階段 529 10

55 舟入 藤和舟入ハイタウン 中区 舟入南三丁目4番1号 廊下、階段、ＥＶホール 544 11

56 舟入 パラシオン舟入 中区 西川口町1番11号 屋外階段、開放廊下、EVホール 131 7

57 舟入 アステージ舟入 中区 西川口町12番12号 屋外階段、開放廊下、EVホール 256 11

58 舟入 コスモピア舟入南 中区 舟入南三丁目19番16号 屋外階段、開放廊下、EVホール 328 10

59 舟入 アミティエ舟入 中区 舟入南二丁目8番1号 屋外階段、ＥＶホール、廊下 166 7

60 舟入 ミロワール舟入 中区 舟入川口町2番16号 屋外階段、廊下、EVホール 269 9

61 舟入 舟入山田ビル 中区 舟入南二丁目1番8号 屋外階段、開放廊下、EVホール 348 9

62 江波 コーポサントピア 中区 江波本町4番21号 階段、廊下、ﾌﾟﾚｲﾛｯﾄ 391 9

63 江波 看護小規模多機能居宅介護　悠悠タウン江波 中区 江波二本松二丁目6番27号 廊下、屋上 252 4

64 江波 サーパス江波山公園 中区 江波南一丁目39番4号 廊下 531 9

65 江波 クレスト江波 中区 江波本町5番25号 廊下 244 7

66 江波 エバーグリーン江波山 中区 江波南二丁目23番13号 廊下 1,321 13

67 江波 ロイヤルシャトー舟入南 中区 江波西一丁目2番8号 廊下 137 5

68 江波 市営江波沖住宅５号棟 中区 江波西二丁目14番5号 廊下・階段等 792 13

69 江波 市営江波沖住宅６号棟 中区 江波西二丁目14番6号 廊下・階段等 913 13

70 江波 市営江波沖住宅８号棟悠悠タウン江波 中区 江波西二丁目14番8号 廊下・階段等 645 6

71 江波 ディアメゾン江波南マリンコート 中区 江波南二丁目23番3号 廊下 330 14

72 江波 サーパスシティ江波 中区 江波南二丁目1番30号 階段、廊下 1,221 14

73 江波 ファミール江波公園ＴＷＩＮＳ弐番館 中区 江波南二丁目16番29号 階段、廊下 628 13

74 江波 ファミール江波公園ＴＷＩＮＳ壱番館 中区 江波南二丁目17番27号 階段、廊下 334 12

75 宇品 市営宇品西住宅 南区 宇品西六丁目2番1号外 廊下・階段等 723 10

76 宇品 スーパーハリウッド宇品＆アルファー宇品 南区 出島一丁目1番14号 立体駐車場の4階、屋上部分、階段室 1,234 4

77 宇品 松井ビル 南区 宇品西三丁目8番21号 廊下 143 6

78 南観音 市営観音新町東住宅１号棟 西区 観音新町一丁目30番1号 廊下・階段等 166 5

79 南観音 市営観音新町東住宅２号棟 西区 観音新町一丁目30番2号 廊下・階段等 2,051 11

80 南観音 フリージアコート 西区 南観音一丁目8番32号 階段、廊下 194 8

81 南観音 中川第２ビル 西区 南観音七丁目4番22号 階段、廊下 180 7

82 南観音 観音ダブルスビル 西区 観音新町一丁目2番21号 階段、駐車場 1,277 8

83 南観音 ジョイパレス南観音 西区 南観音六丁目14番11号 階段、廊下、EVホール 200 9

84 南観音 三菱重工株式会社広島製作所第三観音寮 西区 観音新町三丁目5番1号 階段、廊下 770 8

85 南観音 三菱重工株式会社広島製作所観音社宅F号館 西区 観音新町一丁目21番24号 階段、廊下 2,421 12

86 南観音 パレスフィールド南観音 西区 南観音八丁目15番29号 階段、廊下、EVホール 72 10

87 南観音 ディアメゾン観音新町フレスティア 西区 観音新町一丁目19番24号 階段、廊下 500 8
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