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地域再生計画 

 

１ 地域再生計画の名称 

  広島県活力向上地域特定業務施設整備促進プロジェクト 

 

２ 地域再生計画の作成主体の名称 

  広島県、広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、 

大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市及び江田島市並びに広島県安芸郡府中町、海 

田町、熊野町、坂町、山県郡安芸太田町、北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町 

並びに神石郡神石高原町 

 

３ 地域再生計画の区域 

  広島県の全域 

 

４ 地域再生計画の目標 

４－１ 広島県の概要 

（概要） 

本県は西日本のほぼ中心に位置し、古くから瀬戸内海や山陽道を通じて、人とモノ、

情報が活発に交流する「東西文化の結節点」の役割を担ってきた。また中四国地方の中

央部にも位置しており、やまなみ街道やしまなみ海道を通じて観光・文化交流や産業連

携が活発化している南北軸の中核拠点としての位置づけも高まっている。 

国内の大都市圏とは新幹線や航空機などの基幹交通網で結ばれており、西日本はもと

より、首都圏とも日帰りが十分に可能な時間距離にあり、首都圏や関西圏に事業所を有

する企業との迅速な人的・物的交流も円滑に行うことが可能となっている。 

また、東アジアとも近接し、特に中国、韓国、台湾へは、航空・海上輸送の運航便数

が充実しており、高頻度・短時間でのアクセスが可能となっている。 

台風や豪雨、地震などの自然災害も比較的少なく、企業立地には極めて適した環境を

有している。また、西は太田川、東は沼田川や芦田川、北は江の川水系の水量豊富な河

川が流れ、大量・高品質な用水を必要とする産業の立地も可能となっている。 

人口は 287.6 万人（平成 25 年）、県内総生産は 10.8 兆円（平成 24 年）で、県西部の

広島市、東部の福山市を中心に、地方圏有数の人口･産業規模を有している。また、高

速道路や鉄道により、県内の主要都市間は相互に 1 時間圏内で結ばれており、日常的な

レベルで連携･交流が可能な経済圏を形成している。 

 

（県内各地域の特徴） 

  本県では「広島県地域産業活性化協議会」などを通じて、全市町及び県が協力・連携
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して企業誘致を促進する体制を構築している。今後ともこれらの取り組みをベースに、

各市町と県の連携体制を強化し、誘致活動のさらなる充実・強化を図っていくことが重

要と考えられる。 

西部地域、東部地域を中心に、県下全域に一定規模の産業集積が分布するとともに、

それぞれの地域が自動車、造船、鉄鋼、化学、電子・電気機械、一般機械など多様な分

野で独自の強みを持っており、これらが一体となって県全体でのバランスの取れた産業

構造を形成している。 

また、主に西部地域にまたがって集積している自動車関連産業や東部地域における電

気・電子関連産業集積など、地域間において横断的な産業の連関性が生み出されており、

優れて経済効果の波及しやすい地域構造を有している。北部地域は他エリアと比較して

精密機械関連企業の集積が相対的に大きいとともに、近年農業を活用した産業の展開も

行われている。 

さらに、県内の産業集積をより強化するためには、各地域が有する特徴・強みを活か

し、互いを補完し合う産業間の連携を深めることで、今後高まる市場ニーズへの対応力

や新事業創出力を高めることが必要である。 

 

（産業集積の特徴と課題） 

本県では、これまでも重厚長大型・輸出主導型から高付加価値型・内需主導型の産業

構造の構築を目指して、産業基盤の整備と積極的な企業誘致に取り組んできた。この結

果、製造品出荷額 8 兆 3,428 億円（平成 24 年）の約 4 割を県営産業団地の立地企業で

占めている。 

一方で、リーマンショックや東日本大震災を転換点とし、生産拠点の海外移転や

BCP 戦略に対応した設備投資など大きく立地動向が変化している。 

県内でも、立地件数（経済産業省工場立地動向調査）が平成 20 年 29 件から平成 21

年には 12 件となるなどのリーマンショック後の設備投資の落ち込みに加えて、エレク

トロニクスを中心とした輸出型産業においては、製品のコモディティ化と極端な円高の

進行による影響により、業績不振や経営の危機に直面するなど、産業団地を中心とした

投資誘致にかかる戦略を見直す必要が生じている。 

平成 25 年の就業者数は 138 万 2,000 人で、前年に比べ 0.1％減少し、平成 19 年 142

万 6,000 人から 7 年連続で減少しており、新たな就労機会の創出が求められている。 

これまで構築した多様な産業集積を更に進めるため、本県の強みを活かしつつ今後の

社会情勢の変化や多様な企業ニーズに対応しながら、成長産業の集積や基幹産業の高付

加価値化をもたらす投資誘致及び東京 23 区内からの本社機能の誘致を図っていく必要

がある。 

 

４－２ インフラ整備状況 
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（交通） 

県内には、山陽自動車道、中国縦貫自動車道、中国横断自動車道広島浜田線、西瀬戸

自動車道、中国横断自動車道尾道松江線及び東広島・呉自動車道が整備されており、縦

と横のラインで井桁状の高速道路ネットワークを形成している。 

これにより、広島市から主要都市への高速道での所要時間は、福岡市 3 時間 30 分、

大阪市 4 時間、名古屋市 6 時間 30 分、東京都心部 10 時間となっており、関西、九州、

山陰や四国島へのアクセスに優れている。 

このため、国内の主要都市圏はおおむねトラック輸送が可能な範囲にあり、特に物流

拠点等の新規立地が期待される。 

海上輸送については、特定重要港湾である広島港、重要港湾である福山港、呉港、尾

道糸崎港が中心的な役割を担っている。広島港は、中国や韓国を中心に週 17.25 便（中

国 6 便、韓国 9 便、台湾・東南アジア 1 便、台湾 1 便、北米 0.25 便）、福山港も中国、

韓国及び台湾・東南アジア向けに週 12 便の国際定期コンテナ航路網を有しており、海

外への生産拠点の展開、中国等の市場拡大を背景に、国際コンテナ貨物取扱量は過去 10

年間で 1.6 倍に増加している。今後も、地理的優位性を活かした東アジアおよび東南ア

ジアへの航路充実、ダイレクト輸送の強化が進められる見込みである。なお、入港船舶

数の合計は 54 万 7,482 隻（平成 25 年港湾統計）と全国 1 位となっている。 

航空輸送については、県中央部に 3,000ｍ滑走路を備える広島空港がある。就航路線

は国内 5 路線・1 日 25 便（東京、成田、札幌、仙台、沖縄）、国際 7 路線・週 40 便※1

（ソウル、大連、北京（大連経由）、上海、成都（上海経由）、台北、香港）を有してお

り、特に国際線については、3 大都市圏を除く地方空港において、路線数※2 で第 4 位、

運航便数※3 で第 4 位、旅客数では第 4 位の規模を持っている。航空貨物輸送について

は、旅客便によるベリー輸送のみであるが、国内貨物 2.4 万トン、国際貨物 0.06 万トン

の取扱実績※4 がある。  

※1 経由便は最終目的地までを 1 便としてカウント  

※2 経由地は最終目的地までを 1 路線としてカウント  

※3 経由便は最終目的地までを 1 便としてカウント  

※4 平成 23 年度の年間実績 

 

（支援機関等） 

本県には広島大学を始めとした国公立大学 5 校、私立大学 16 校、国立高等専門学校 2

校（呉工業、広島商船）がある。また、本県は 20 世紀初頭に官立の教員養成機関とし

て広島高等師範学校（広島大学の前身）が設立されて以降、教育県としての伝統で、全

県的に高等教育への指向が高いのも特徴（高等学校卒業者の進学率 61.1％）である。 

産業支援においては、(公財)ひろしま産業振興機構を中核機関として、工業、食品工

業、農林水産業等の各分野の研究開発に取り組む県立総合技術研究所や、(独)中小企業
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基盤整備機構中国支部、(公財)広島市産業振興センター、(公財)くれ産業振興センター及

び㈱広島テクノプラザ等の支援機関等が協力・連携する体制を構築している。また、東

広島市の広島中央サイエンスパーク内には、産学共同拠点を始めとした研究開発・支援

機関等が集積しており、隣接する広島大学とも一体となって高度な研究開発拠点を形成

しているのも大きな特徴である。 

 

４－３ 近年の企業立地動向と今後の見通し 

平成 26 年の工場及び流通施設の立地件数は、65 件（前年 31 件）で対前年 34 件の増

加となった。電気事業を除くと食料品関連企業が過去 5 年間で 23 件立地と最も多く、

今後も継続する見込みである。 

一方、研究施設の立地は過去 5 年間で 0 件であり、今後の誘致に向けた取り組みが必

要である。 

 

（図表 広島県の地域別企業立地件数） 

 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度 平成 25 年度 平成 26 年度 

広島県 19 20 33 31 65 

（西部地域） 8 15 17 20 37 

（東部地域） 10 5 14 7 27 

（北部地域） 1 0 2 4 1 

出典：「平成 26 年の企業立地動向」（広島県調査）※1 

広島県全体の内訳として（西部地域）（東部地域）（北部地域）を記載 

（１）西部地域（広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、江

田島市、府中町、海田町、熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島町） 

（２）東部地域（三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町） 

（３）北部地域（三次市、庄原市） 

 ※1 経済産業省「工場立地動向調査」に本県独自の流通施設立地動向調査を加えたもの 

 

４－４ 地域再生計画の目標 

  広島県では企業の立地環境を整備することにより、企業の地方拠点の形成・強化を支

援し、地域における就労機会の創出等を図ることを目標とする。 

（目標１ 就労機会の創出） 

  本地域再生計画による企業の新規立地や事業拡大により、1,350 人の雇用機会の創出

を図る。 

 

（目標２ 企業の新規立地） 

  移転型事業の認定件数 18 件、拡充型事業の認定件数 252 件を目標とする。 
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５ 地域再生を図るために行う事業 

５－１ 全体の概要 

（企業誘致の推進体制、誘致活動の充実・強化） 

企業からの用地取得や設備投資等に関する相談については、県の県内投資促進課が窓

口となり、内容に応じて各市町との適切な連絡・調整を行うことによって、対応窓口を

一元化し、企業ニーズへの迅速な対応を図っている。さらに、立地企業や誘致対象企業

への重点的・継続的な企業訪問を行い、企業ニーズの迅速かつ的確な把握に努めている。 

これらの取り組みに加えて、本県では、関係市町と県の連携による企業誘致と産業団

地分譲の一体的な推進体制を構築している。東京や大阪での企業立地セミナー（講演、

立地環境の紹介等）を開催するなど、企業立地情報の受発信、人的ネットワーク構築の

役割も果たしている。また、各市町においても、独自に企業誘致に係る推進体制を構築

し、情報収集や企業訪問、誘致対応を行うなど、それぞれ企業誘致に強力に取り組んで

いる。 

今後、これらの取り組みをベースに、関係市町と県の連携をより密接にし、一体的に

企業誘致活動を推進する体制をさらに強化するとともに、企業誘致及び立地企業への技

術支援等に係るワンストップサービス機能を充実させ、積極的な誘致活動を継続的に実

施していく。 

 

（企業ニーズに適切に対応した優遇制度の充実・強化） 

本県では、企業誘致を促進するため、用地取得や建物・設備の新増設等に対する助成

制度を設け、随時、助成対象業種の拡大や助成額の拡充など、支援メニューの充実を図

っている。この取り組みにより、企業立地等に伴う初期投資の負担等を軽減することが

可能となる。 

また、各市町においても、それぞれ独自の優遇制度を設け、県の制度と連携した運用

を行うなど、各市町と県が一体となった支援に努めている。今後とも、企業の立地動向

やニーズの把握を踏まえながら、助成制度の内容や対象業種等に関して、戦略的に充

実・強化を図っていく。 

 

５－２ 特定政策課題に関する事項 

  該当なし 

 

５－３ 法第 5 章の特別の措置を適用して行う事業 

（１）支援措置の名称及び番号 

  地方における本社機能の強化を行う事業者に対する特例（内閣府、総務省、厚生労働

省、経済産業省）【A3005】 
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（２）地方活力向上地域 

 ① 法第十七条の二第一項第一号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域 

  広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、

東広島市、廿日市市、安芸高田市及び江田島市並びに広島県安芸郡府中町、海田町、熊

野町、坂町、山県郡安芸太田町、北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町並びに神

石郡神石高原町の一部地域 

② 法第十七条の二第一項第二号に掲げる事業の対象となる地方活力向上地域 

  広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、府中市、三次市、庄原市、大竹市、

東広島市、廿日市市、安芸高田市及び江田島市並びに広島県安芸郡府中町、海田町、熊

野町、坂町、山県郡安芸太田町、北広島町、豊田郡大崎上島町、世羅郡世羅町並びに神

石郡神石高原町の一部地域 

 

（３）地方活力向上地域の設定について 

  本県では「広島県地域産業活性化協議会」などを通じて、全市町及び県が協力・連携

して企業誘致を促進する体制を構築している。これまで重厚長大型・輸出主導型から高

付加価値型・内需主導型の産業構造の構築を目指して、産業基盤の整備と積極的な企業

誘致に取り組んできており、東京に本社を有する企業のマザー工場等も多く立地してお

り、それら企業の研究施設等の本社機能について、東京からの移転が見込まれる地域で

もある。  

  拡充型事業の対象地域は、人口約 280 万人と一定規模の経済圏を構成している地域で

ある（以下図表「広島県の人口について」のとおり）。 

また、当該地域は、その中心となる西部地域の広島市、東部地域の福山市、北部地域

の三次市等が高速道路や鉄道により相互に１時間圏内で結ばれた地域であり、日常的な

レベルで連携・交流を可能な社会的経済的一体性を有する地域である。 

このほか、西部地域にある国立の広島大学をはじめ複数の研究機関を有し（以下図表

「広島県公的研究機関」、「理工系・情報系大学一覧」のとおり）、積極的な産学官連携

の取り組みを行っており、立地企業の研究開発等を推進する事業環境が整っている。 

  加えて、公的産業団地の整備計画等があり、今後、域内企業の本社機能の拡充等が見

込まれる地域である。 

各エリアの人口等については以下のとおりである。 

（図表 広島県の人口について） 

 夜間 

人口 

事業所数 人口千人当たり

の事業所数 

昼間 

人口 

昼夜間 

人口 

合計 2,860,750 148,261 51.8 2,868,553 100.3 

西部地域 1,986,371 99,454 50.1 1,990,291 100.2 
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東部地域 777,530 42,827 55.1 780,067 100.3 

北部地域 96,849 5,980 61.7 98,195 101.4 

出典：平成 22 年度国勢調査及び平成 21 年度経済センサス） 

西部地域にある国立の広島大学をはじめ、県内全域の大学（主に理工系、情報系）

やその研究機関との連携で、企業の研究開発や技術の高度化を推進するとともに、本

県としても各地域に研究機関を有しており、企業の活動を支援している。 

（図表 広島県公的研究機関） 

 機 関 

西部地域 広島県食品工業技術センター 

広島県西部工業技術センター 

広島県西部工業技術センター 生産技術アカデミー 

広島県保健環境センター 

広島県農業技術センター 

広島県水産海洋技術センター 

東部地域 広島県東部工業技術センター 

北部地域 広島県畜産技術センター 

広島県林業技術センター 

（図表 理工系・情報系大学一覧） 

 大学名 学 部 

西部地域 国立広島大学 総合科学部、医学部、歯学部、薬学部、工学部、

生物生産学部、理学部 

県立広島大学 経営情報学部 

広島市立大学 情報科学部 

広島経済大学 経済学部 

広島工業大学 工学部、情報学部、環境学部、生命学部 

広島国際学院大学 工学部、情報文化学部 

広島修道大学 経済科学部 

広島女学院大学 人間生活学部 

安田女子大学 薬学部、看護学部、家政学部、現代ビジネス学部 

広島国際大学 医療経営学部、保健医療学部、薬学部 

広島文化学園大学 社会情報学部 

近畿大学 工学部 

広島国際学院大学 

自動車短期大学部 

自動車工業科、専攻科 

東部地域 県立広島大学 保健福祉学部 

尾道市立大学 経済情報学部 
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福山市立大学 都市経営学部 

福山大学 人間文化学部、工学部、生命工学部、薬学部 

福山平成大学 経営学部 

北部地域 県立広島大学 生命環境学部 

 

（４）地方活力向上地域等特定業務施設整備事業の内容等 

 イ 地方活力向上地域等特定業務施設整備事業 

 ① 事業概要（移転型事業） 

   民間企業等により実施される東京 23 区から本社機能の移転を伴う特定業務施設の

整備 

   実施期間：平成 27 年 9 月～令和６年 3 月 

   実施場所：上記（２）①に記載する移転型事業の対象地域内 

 

 ○ ㈱前川製作所は、研修等の合理化を図る目的から、東広島工場の拡充に併せ、同工

場内に研修施設を整備する予定。 

   実施期間：平成 27 年 5 月～令和２年 3 月 

   実施場所：東広島市高屋台 2 丁目 

 

② 事業概要（拡充型事業） 

民間企業等により実施される拡充型事業の対象地域内における特定業務施設の整備 

   実施期間：平成 27 年 9 月～令和６年 3 月 

   実施場所：上記（２）②に記載する拡充型事業の対象地域内 

 

 ○ ㈱三和ドックは、事業拡張に伴う本社機能の強化を図るため、同社敷地内に本社機

能を整備する。 

   実施期間：平成 27 年 8 月～令和２年 3 月 

   実施場所：尾道市因島重井町 

 

 ○ 中外テクノス㈱は、事業拡張に伴う研究機能の強化を図るため、広島市内において

研究施設を整備する。 

   実施期間：平成 27 年 8 月～令和２年 3 月 

   実施場所：広島市佐伯区石内北 4 丁目 

 

 ○ ㈱シーエックスアールは、事業拡張に伴う人材育成の充実を図るため、竹原市内に

おいて研修施設を整備する。 

   実施期間：平成 27 年 4 月～令和２年 3 月 
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   実施場所：竹原市新庄町 

 

 ロ 不均一課税制度及び課税免除制度の創設 

   企業の本社機能等の移転及び域内企業の本社機能等の拡充に伴う税目（不動産取得

税、事業税、固定資産税）について、県及び一部市町において不均一課税制度及び課

税免除制度を創設する。 

   実施主体：広島県、広島市、呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市、三次市、東

広島市、廿日市市、安芸高田市、江田島市、北広島町、大崎上島町、世羅町、神石高

原町 

   実施期間：平成 27 年度～令和６年 3 月 

   

 

５－４ その他の事業 

５－４－１ 地域再生基本方針に基づく支援措置 

  該当なし 

 

５－４－２ 支援措置に拠らない独自の取組例 

（１） 補助金 

事業名 ：福山市企業立地促進条例に基づく事業所設置奨励金（試験研究施設助成） 

 事業内容：福山市内に試験研究施設を設置する事業者に対し、一定要件のもとで、施設

設置費用の 20％を補助する。 

 実施主体：福山市 

 実施期間：平成 29 年 4 月～令和４年 3 月 

  

事業名 ：イノベーション人材等育成事業補助金 

事業内容：県内産業の持続的発展に不可欠なイノベーションの原動力となる高度で多様 

な産業人材を育成し、企業の新分野・新事業展開や構想力強化を促進する。 

新分野・新事業への展開や競争力強化に取り組む県内に本社または本店を置

く中小・中堅企業を対象とし、補助対象経費の 3 分の 2 以内を補助する。 

実施主体：広島県 

実施期間：平成 23 年 4 月～令和４年 3 月 

 

 事業名 ：広島県中山間地域雇用奨励事業補助金 

 事業内容：中山間地へ新増設等した事業場又は設備の操業に伴う新規雇用労働者の人数

に応じて市町が事業者に交付した雇用奨励金の 2 分の 1 を市町に対し交付す

る。 
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 事業主体：広島県 

 実施期間：平成 27 年 4 月～令和 4 年 3 月 

 

（２） 公的産業団地の整備 

 事業名 ：東広島市内への新たな産業団地の整備 

 事業内容：東広島市内に新たな産業団地（東広島寺家産業団地）を整備し、企業の新規

立地を促進する。 

 事業主体：広島県及び東広島市 

 実施期間：平成 24 年 4 月～平成 29 年 3 月 

 

 事業名 ：東広島市内への新たな産業団地の整備 

 事業内容：東広島市内に新たな産業団地（志和流通団地及び吉川工業団地） 

 事業主体：東広島市 

 実施期間：平成 27 年 4 月～平成 28 年 10 月 

 

 事業名 ：三原市内への新たな産業団地の整備 

 事業内容：三原市内に新たな産業団地（本郷産業団地） 

 事業主体：広島県及び三原市 

 実施期間：平成 29 年 12 月～令和３年 12 月（予定） 

 

 事業名 ：福山市内への新たな産業団地の整備 

 事業内容：福山市に新たな産業団地（福山北産業団地第２期） 

 事業主体：福山市 

 実施期間：令和３年～令和５年９月（予定） 

 

（３） ワンストップ相談窓口の設置 

 事業名 ：県立総合技術研究所によるワンストップサービス 

 事業内容：各技術センターに技術相談の窓口として「技術支援部」を設置し、技術や製

品の研究開発を通じて、新規創業、新事業展開を目指す方々の幅広い相談に

応じる。 

 事業主体：広島県 

 実施期間：平成 27 年 4 月～令和４年 3 月 

 

（４） 企業誘致セミナーの開催 

 事業名 ：広島県企業懇談会 

 事業内容：首都圏の企業に対して、本県の立地環境を PR するとともに、地域や産業分
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野を越えた人的ネットワークを構築し、県内への投資拡大・立地促進を図る。 

 事業主体：広島県 

 実施期間：平成 27 年 4 月～令和 4 年 3 月 

 

（５） その他 

 事業名 ：都市圏からの人材呼び戻し事業 

 事業内容：中小企業の採用担当者の研修、都市圏での合同就職面接会の参加支援及び、

市内で実施する就職ガイダンスについて、学生に向けてダイレクトメールに

よる周知を行う。 

 実施主体：三原市 

 実施期間：平成 28 年度～令和６年 3 月 

 

６ 計画期間 

  地域再生計画認定の日から令和６年 3 月 31 日まで 

 

７ 目標の達成状況に係る評価に関する事項 

７－１ 目標の達成状況に係る評価の手法 

4 に示す地域再生計画の目標については、年度毎に必要な調査を行い状況の把握を行

うとともに、達成状況の評価、改善すべき事項の検討を行うこととする。 
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７－２  目標の達成状況に係る評価の時期及び評価を行う内容 

 平成 27 

年度 

平成 28 

年度 

平成 29 

年度 

平成 30 

年度 

平成 31 

度(中間

年度) 

令和２ 

年度 

令和３ 

年度 

令和４

年度 

令和５

年度 

目標１ 

雇用創

出件数 

150 人 150 人 150 人 150 人 150 人 150 人 150 人 150 人 150 人 

(西部地

域) 
75 人 75 人 70 人 75 人 75 人 75 人 75 人 75 人 75 人 

(東部地

域) 
75 人 70 人 70 人 70 人 70 人 70 人 70 人 70 人 70 人 

(北部地

域) 
0 人 5 人 10 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 5 人 

目標２ 

地方活

力向上

地域等

特定業

務施設

整備計

画認定

件数 

30 件 
（うち

移転型

1件） 

30 件 
（うち

移転型

2件） 

30 件 
（うち

移転型

3件） 

30 件 
（うち

移転型

2件） 

30 件 
（うち

移転型

2件） 

30 件 
（ う ち

移 転 型

2件） 

30 件 
（うち

移転型

2件） 

30 件 
（うち

移転型

2件） 

30 件 

（うち

移転型

2件 

（西部

地域） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

15 件 
（ う ち

移 転 型

1件） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

15 件 
（うち

移転型

1件） 

（東部

地域） 

15 件 
（うち

移転型

0件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 
（ う ち

移 転 型

1件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 
（うち

移転型

1件） 

14 件 

（うち

移転型

1件） 

（北部

地域） 

0 件 
（うち

移転型

0件） 

1 件 
（うち

移転型

0件） 

2 件 
（うち

移転型

1件） 

1 件 
（うち

移転型

0件） 

1 件 
（うち

移転型

0件） 

1 件 
（ う ち

移 転 型

0件） 

1 件 
（うち

移転型

0件） 

1 件 
（うち

移転型

0件） 

1 件 

（うち

移転型

0件） 
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（１）西部地域（広島市、呉市、竹原市、大竹市、東広島市、廿日市市、安芸高田市、

江田島市、府中町、海田町、 熊野町、坂町、安芸太田町、北広島町、大崎上島

町） 

（２）東部地域（三原市、尾道市、福山市、府中市、世羅町、神石高原町） 

（３）北部地域（三次市、庄原市） 

  

 （評価する数値の収集方法） 

  目標１となる雇用創出件数については、地方活力向上地域等特定業務施設整備計画

の認定事業者から提出される実施状況報告をもとに集計。 

 

７－３ 目標の達成状況にかかる評価の公表の手法 

地域再生計画の目標の達成状況について年度毎に必要な調査を行い状況の把握を

行うとともに、評価結果を県のホームページに掲載して公表する。 

 

８ 構造改革特区域計画に関する事項  

該当なし  

 

９ 中心市街地活性化基本計画に関する事項  

該当なし  

 

１０ 産業集積形成等基本計画に関する事項  

該当なし 
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別紙 1 

市町名 移転型 or 拡充型 大字 

広島市 移転型 中区 

榎町、江波沖町、江波栄町、江波西１丁目、江波西

２丁目、江波二本松１丁目、江波二本松２丁目、江

波東１丁目、江波東２丁目、江波本町、江波南１丁

目、江波南２丁目、江波南３丁目、胡町、大手町１

丁目、大手町２丁目、大手町３丁目、大手町４丁

目、大手町５丁目、加古町、銀山町、上幟町、上八

丁堀、紙屋町１丁目、紙屋町２丁目、河原町、小網

町、光南１丁目、光南２丁目、光南３丁目、光南４

丁目、光南５丁目、光南６丁目、国泰寺町１丁目、

国泰寺町２丁目、小町、堺町１丁目、堺町２丁目、

昭和町、新天地、住吉町、千田町１丁目、千田町２

丁目、千田町３丁目、宝町、竹屋町、立町、田中

町、鶴見町、鉄砲町、寺町、十日市町１丁目、十日

市町２丁目、土橋町、中島町、中町、流川町、西川

口町、西十日市町、西白島町、西平塚町、猫屋町、

幟町、白島北町、白島九軒町、白島中町、羽衣町、

橋本町、八丁堀、東千田町１丁目、東千田町２丁

目、東白島町、東平塚町、平野町、広瀬北町、広瀬

町、袋町、富士見町、舟入川口町、舟入幸町、舟入

中町、舟入本町、舟入南１丁目、舟入南２丁目、舟

入南３丁目、舟入南４丁目、舟入南５丁目、舟入南

６丁目、舟入町、堀川町、本川町１丁目、本川町２

丁目、本川町３丁目、本通、三川町、南千田西町、

南千田東町、南竹屋町、南吉島１丁目、南吉島２丁

目、基町、薬研堀、弥生町、吉島新町１丁目、吉島

新町２丁目、吉島西１丁目、吉島西２丁目、吉島西

３丁目、吉島東１丁目、吉島東２丁目、吉島東３丁

目、吉島町 

東区 

愛宕町、牛田旭１丁目、牛田旭２丁目、牛田新町１

丁目、牛田新町２丁目、牛田新町３丁目、牛田新町

４丁目、牛田中１丁目、牛田中２丁目、牛田東１丁

目、牛田東２丁目、牛田東３丁目、牛田東４丁目、

牛田本町１丁目、牛田本町２丁目、牛田本町３丁

目、牛田本町４丁目、牛田本町５丁目、牛田本町６

丁目、牛田南１丁目、牛田南２丁目、牛田早稲田１

丁目、牛田早稲田２丁目、牛田早稲田３丁目、牛田

早稲田４丁目、牛田山、尾長町、上大須賀町、中山

鏡が丘、中山上１丁目、中山上２丁目、中山北町、

中山新町１丁目、中山新町２丁目、中山中町、中山

西１丁目、中山西２丁目、中山東１丁目、中山東２

丁目、中山東３丁目、中山南１丁目、中山南２丁

目、光が丘、光町１丁目、光町２丁目、東蟹屋町、

東山町、二葉の里１丁目、二葉の里２丁目、二葉の
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里３丁目、戸坂出江１丁目、戸坂出江２丁目、戸坂

大上１丁目、戸坂大上２丁目、戸坂大上３丁目、戸

坂大上４丁目、戸坂数甲１丁目、戸坂数甲２丁目、

戸坂くるめ木１丁目、戸坂くるめ木２丁目、戸坂桜

上町、戸坂桜西町、戸坂桜東町、戸坂城山町、戸坂

新町１丁目、戸坂新町２丁目、戸坂新町３丁目、戸

坂千足１丁目、戸坂千足２丁目、戸坂惣田１丁目、

戸坂惣田２丁目、戸坂中町、戸坂南１丁目、戸坂南

２丁目、戸坂山崎町、戸坂山根１丁目、戸坂山根２

丁目、戸坂山根３丁目、戸坂町、矢賀１丁目、矢賀

２丁目、矢賀３丁目、矢賀４丁目、矢賀５丁目、矢

賀６丁目、矢賀新町１丁目、矢賀新町２丁目、矢賀

新町３丁目、矢賀新町４丁目、矢賀新町５丁目、矢

賀町、山根町、若草町、馬木１丁目、馬木２丁目、

馬木４丁目、馬木５丁目、馬木６丁目、馬木７丁

目、馬木８丁目、馬木９丁目、馬木町、上温品１丁

目、上温品２丁目、上温品３丁目、上温品４丁目、

温品１丁目、温品２丁目、温品３丁目、温品４丁

目、温品５丁目、温品６丁目、温品７丁目、温品８

丁目、温品町、福田１丁目、福田２丁目、福田３丁

目、福田４丁目、福田５丁目、福田６丁目、福田７

丁目、福田８丁目、福田町、曙１丁目、曙２丁目、

曙３丁目、曙４丁目、曙５丁目、尾長西１丁目、尾

長西２丁目、尾長東１丁目、尾長東２丁目、尾長東

３丁目、戸坂長尾台 

南区 

青崎１丁目、青崎２丁目、旭１丁目、旭２丁目、旭

３丁目、稲荷町、宇品海岸１丁目、宇品海岸２丁

目、宇品海岸３丁目、宇品神田１丁目、宇品神田２

丁目、宇品神田３丁目、宇品神田４丁目、宇品神田

５丁目、宇品西１丁目、宇品西２丁目、宇品西３丁

目、宇品西４丁目、宇品西５丁目、宇品西６丁目、

宇品東１丁目、宇品東２丁目、宇品東３丁目、宇品

東４丁目、宇品東５丁目、宇品東６丁目、宇品東７

丁目、宇品御幸１丁目、宇品御幸２丁目、宇品御幸

３丁目、宇品御幸４丁目、宇品御幸５丁目、猿猴橋

町、黄金山町、大須賀町、大州１丁目、大州２丁

目、大州３丁目、大州４丁目、大州５丁目、霞１丁

目、霞２丁目、上東雲町、北大河町、京橋町、金屋

町、楠那町、小磯町、荒神町、東雲１丁目、東雲２

丁目、東雲３丁目、東雲本町１丁目、東雲本町２丁

目、東雲本町３丁目、丹那新町、丹那町、段原日出

町、段原山崎町、月見町、出汐１丁目、出汐２丁

目、出汐３丁目、出汐４丁目、出島１丁目、出島２

丁目、出島３丁目、出島４丁目、西旭町、西霞町、

西蟹屋１丁目、西蟹屋２丁目、西蟹屋３丁目、西蟹

屋４丁目、西荒神町、西本浦町、西翠町、仁保１丁
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目、仁保２丁目、仁保３丁目、仁保４丁目、仁保沖

町、仁保新町１丁目、仁保新町２丁目、日宇那町、

東青崎町、東駅町、東霞町、東荒神町、東本浦町、

比治山公園、比治山本町、比治山町、堀越１丁目、

堀越２丁目、堀越３丁目、本浦町、松川町、松原

町、的場町１丁目、的場町２丁目、翠１丁目、翠２

丁目、翠３丁目、翠４丁目、翠５丁目、南大河町、

南蟹屋１丁目、南蟹屋２丁目、皆実町１丁目、皆実

町２丁目、皆実町３丁目、皆実町４丁目、皆実町５

丁目、皆実町６丁目、向洋大原町、向洋中町、向洋

本町、元宇品町、山城町、段原南１丁目、段原南２

丁目、向洋沖町、向洋新町１丁目、向洋新町２丁

目、向洋新町３丁目、向洋新町４丁目、段原１丁

目、段原２丁目、段原３丁目、段原４丁目、仁保南

１丁目、仁保南２丁目、段原日出１丁目、段原日出

２丁目、段原山崎１丁目、段原山崎２丁目、段原山

崎３丁目 

西区 

井口１丁目、井口２丁目、井口３丁目、井口４丁

目、井口５丁目、井口鈴が台１丁目、井口鈴が台２

丁目、井口鈴が台３丁目、井口明神１丁目、井口明

神２丁目、井口明神３丁目、井口町、打越町、扇１

丁目、扇２丁目、大芝１丁目、大芝２丁目、大芝３

丁目、大芝公園、大宮１丁目、大宮２丁目、大宮３

丁目、小河内町１丁目、小河内町２丁目、上天満

町、観音新町１丁目、観音新町２丁目、観音新町３

丁目、観音新町４丁目、観音本町１丁目、観音本町

２丁目、観音町、草津梅が台、草津新町１丁目、草

津新町２丁目、草津浜町、草津東１丁目、草津東２

丁目、草津東３丁目、草津本町、草津南１丁目、草

津南２丁目、草津南３丁目、草津南４丁目、草津港

１丁目、草津港２丁目、草津港３丁目、楠木町１丁

目、楠木町２丁目、楠木町３丁目、楠木町４丁目、

己斐上１丁目、己斐上２丁目、己斐上３丁目、己斐

上４丁目、己斐上６丁目、己斐大迫２丁目、己斐大

迫３丁目、己斐中１丁目、己斐中２丁目、己斐中３

丁目、己斐西町、己斐東１丁目、己斐東２丁目、己

斐本町１丁目、己斐本町２丁目、己斐本町３丁目、

庚午北１丁目、庚午北２丁目、庚午北３丁目、庚午

北４丁目、庚午中１丁目、庚午中２丁目、庚午中３

丁目、庚午中４丁目、庚午南１丁目、庚午南２丁

目、商工センター１丁目、商工センター２丁目、商

工センター３丁目、商工センター４丁目、商工セン

ター５丁目、商工センター６丁目、商工センター７

丁目、商工センター８丁目、新庄町、鈴が峰町、高

須１丁目、高須２丁目、高須３丁目、高須４丁目、

田方１丁目、田方２丁目、田方３丁目、天満町、中
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広町１丁目、中広町２丁目、中広町３丁目、西観音

町、東観音町、福島町１丁目、福島町２丁目、古江

上１丁目、古江上２丁目、古江新町、古江西町、古

江東町、三篠北町、三篠町１丁目、三篠町２丁目、

三篠町３丁目、三滝本町１丁目、三滝本町２丁目、

三滝町、三滝山、南観音１丁目、南観音２丁目、南

観音３丁目、南観音４丁目、南観音５丁目、南観音

６丁目、南観音７丁目、南観音８丁目、南観音町、

都町、山田新町２丁目、山田町、山手町、横川新

町、横川町１丁目、横川町２丁目、横川町３丁目、

竜王町、井口台１丁目、井口台２丁目、井口台３丁

目、井口台４丁目、高須台３丁目、高須台５丁目、

古田台１丁目、古田台２丁目 

安佐南区 

沼田町 大字大塚、沼田町 大字伴、川内１丁目、

川内２丁目、川内３丁目、川内４丁目、川内５丁

目、川内６丁目、緑井１丁目、緑井２丁目、緑井３

丁目、緑井４丁目、緑井５丁目、緑井６丁目、緑井

７丁目、緑井８丁目、緑井町、八木１丁目、八木２

丁目、八木３丁目、八木４丁目、八木５丁目、八木

６丁目、八木７丁目、八木８丁目、八木９丁目、八

木町、相田１丁目、相田２丁目、相田４丁目、相田

５丁目、相田６丁目、相田７丁目、相田町、大町、

大町西１丁目、大町西２丁目、大町西３丁目、大町

東１丁目、大町東２丁目、大町東３丁目、大町東４

丁目、上安１丁目、上安２丁目、上安３丁目、上安

４丁目、上安５丁目、上安６丁目、上安７丁目、高

取北１丁目、高取北２丁目、高取北３丁目、高取北

町、高取南１丁目、高取南２丁目、高取南３丁目、

長楽寺１丁目、長楽寺２丁目、長楽寺３丁目、東野

１丁目、東野２丁目、東野３丁目、毘沙門台１丁

目、毘沙門台２丁目、毘沙門台３丁目、安東１丁

目、安東２丁目、安東３丁目、安東４丁目、安東６

丁目、祇園１丁目、祇園２丁目、祇園３丁目、祇園

４丁目、祇園５丁目、祇園６丁目、祇園７丁目、祇

園８丁目、祇園町、長束１丁目、長束２丁目、長束

３丁目、長束４丁目、長束５丁目、長束６丁目、長

束西１丁目、長束西２丁目、長束西３丁目、長束西

４丁目、長束西５丁目、西原１丁目、西原２丁目、

西原３丁目、西原４丁目、西原５丁目、西原６丁

目、西原７丁目、西原８丁目、西原９丁目、東原１

丁目、東原２丁目、東原３丁目、山本１丁目、山本

２丁目、山本３丁目、山本４丁目、山本５丁目、山

本７丁目、山本８丁目、山本９丁目、山本町、中須

１丁目、中須２丁目、中筋１丁目、中筋２丁目、中

筋３丁目、中筋４丁目、古市１丁目、古市２丁目、

古市３丁目、古市４丁目、大塚西３丁目、大塚西４
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丁目、大塚西５丁目、大塚西６丁目、大塚西７丁

目、大塚東１丁目、大塚東３丁目、伴東１丁目、伴

東６丁目、伴東８丁目、伴南１丁目、伴南２丁目、

伴南３丁目、伴南４丁目、伴南５丁目、伴北７丁

目、伴西１丁目、伴西２丁目、伴西３丁目、山本新

町１丁目、山本新町２丁目、山本新町３丁目、山本

新町４丁目 

安佐北区 

可部町 大字上原、可部町 大字勝木、可部町 大

字上町屋、可部町 大字下町屋、可部町 大字城、

可部町 大字桐原、可部町 大字中島、可部町 大

字南原、小河原町、大林１丁目、大林２丁目、大林

３丁目、大林４丁目、大林町、落合１丁目、落合２

丁目、落合３丁目、落合４丁目、落合５丁目、落合

町、落合南１丁目、落合南２丁目、落合南３丁目、

落合南４丁目、落合南６丁目、落合南７丁目、落合

南８丁目、落合南９丁目、落合南町、可部１丁目、

可部２丁目、可部３丁目、可部４丁目、可部５丁

目、可部６丁目、可部７丁目、可部８丁目、可部９

丁目、可部東１丁目、可部東２丁目、可部東３丁

目、可部東４丁目、可部東５丁目、可部東６丁目、

可部南１丁目、可部南２丁目、可部南３丁目、可部

南４丁目、可部南５丁目、上深川町、亀崎１丁目、

亀崎２丁目、亀崎３丁目、亀崎４丁目、亀山１丁

目、亀山２丁目、亀山３丁目、亀山４丁目、亀山５

丁目、亀山６丁目、亀山７丁目、亀山８丁目、亀山

９丁目、亀山南１丁目、亀山南２丁目、亀山南３丁

目、亀山南４丁目、亀山南５丁目、狩留家町、口田

１丁目、口田２丁目、口田３丁目、口田４丁目、口

田５丁目、口田町、口田南１丁目、口田南２丁目、

口田南３丁目、口田南４丁目、口田南５丁目、口田

南６丁目、口田南７丁目、口田南８丁目、口田南９

丁目、口田南町、倉掛１丁目、倉掛２丁目、倉掛３

丁目、深川１丁目、深川２丁目、深川３丁目、深川

４丁目、深川５丁目、深川６丁目、深川７丁目、深

川８丁目、深川町、真亀１丁目、真亀２丁目、真亀

３丁目、真亀４丁目、真亀５丁目、三入１丁目、三

入２丁目、三入３丁目、三入４丁目、三入５丁目、

三入６丁目、三入７丁目、三入南１丁目、三入南２

丁目、亀山西１丁目、亀山西２丁目、あさひが丘１

丁目、あさひが丘２丁目、あさひが丘３丁目、あさ

ひが丘４丁目、あさひが丘５丁目、あさひが丘６丁

目、あさひが丘７丁目、あさひが丘９丁目 

安芸区 

船越１丁目、船越２丁目、船越３丁目、船越４丁

目、船越５丁目、船越６丁目、船越町、船越南１丁

目、船越南２丁目、船越南３丁目、船越南４丁目、
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船越南５丁目、矢野町、矢野東１丁目、矢野東２丁

目、矢野東３丁目、矢野東４丁目、矢野東５丁目、

矢野東６丁目、矢野東７丁目、矢野西１丁目、矢野

西２丁目、矢野西３丁目、矢野西４丁目、矢野西５

丁目、矢野西６丁目、矢野西７丁目、矢野新町１丁

目、矢野新町２丁目、上瀬野１丁目、上瀬野２丁

目、上瀬野町、上瀬野南１丁目、上瀬野南２丁目、

瀬野１丁目、瀬野２丁目、瀬野３丁目、瀬野４丁

目、瀬野５丁目、瀬野町、瀬野南１丁目、瀬野南

町、中野１丁目、中野２丁目、中野３丁目、中野４

丁目、中野５丁目、中野６丁目、中野７丁目、中野

町、中野東１丁目、中野東２丁目、中野東３丁目、

中野東４丁目、中野東５丁目、中野東６丁目、中野

東７丁目、中野東町、畑賀１丁目、畑賀２丁目、畑

賀３丁目、畑賀町、矢野南１丁目、矢野南２丁目、

矢野南３丁目、矢野南４丁目、矢野南５丁目、瀬野

西１丁目、瀬野西４丁目 

佐伯区 

旭園、五日市町 大字石内、五日市１丁目、五日市

２丁目、五日市３丁目、五日市４丁目、五日市５丁

目、五日市６丁目、五日市７丁目、五日市駅前１丁

目、五日市駅前２丁目、五日市駅前３丁目、海老園

１丁目、海老園２丁目、海老園３丁目、海老園４丁

目、海老山町、五日市町 大字上小深川、五日市町 

大字上河内、五日市町 大字口和田、五月が丘１丁

目、五月が丘２丁目、五月が丘３丁目、五月が丘４

丁目、五月が丘５丁目、五日市町 大字下小深川、

五日市町 大字下河内、五日市町 大字昭和台、新

宮苑、隅の浜１丁目、隅の浜２丁目、隅の浜３丁

目、五日市町 大字高井、五日市中央１丁目、五日

市中央２丁目、五日市中央３丁目、五日市中央４丁

目、五日市中央５丁目、五日市中央６丁目、五日市

中央７丁目、五日市町 大字寺田、藤垂園、五日市

町 大字利松、五日市町 大字中地、五日市町 大

字保井田、五日市町 大字美鈴園、美鈴が丘西１丁

目、美鈴が丘南１丁目、美鈴が丘南３丁目、五日市

町 大字皆賀、美の里１丁目、美の里２丁目、吉見

園、楽々園１丁目、楽々園２丁目、楽々園３丁目、

楽々園４丁目、楽々園５丁目、楽々園６丁目、三筋

１丁目、三筋２丁目、三筋３丁目、屋代１丁目、屋

代２丁目、屋代３丁目、美鈴が丘緑２丁目、美鈴が

丘緑３丁目、皆賀１丁目、皆賀２丁目、皆賀３丁

目、皆賀４丁目、藤の木１丁目、藤の木２丁目、藤

の木３丁目、藤の木４丁目、城山１丁目、城山２丁

目、利松１丁目、利松２丁目、利松３丁目、薬師が

丘４丁目、八幡１丁目、八幡２丁目、八幡３丁目、

八幡４丁目、八幡５丁目、八幡が丘１丁目、八幡東
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１丁目、八幡東２丁目、八幡東３丁目、八幡東４丁

目、観音台３丁目、観音台４丁目、倉重１丁目、千

同１丁目、千同２丁目、千同３丁目、坪井１丁目、

坪井２丁目、坪井３丁目、三宅１丁目、三宅２丁

目、三宅３丁目、三宅４丁目、三宅５丁目、三宅６

丁目、屋代町、河内南１丁目、河内南２丁目、石内

上１丁目、石内南１丁目、石内南２丁目、石内南３

丁目、石内南４丁目、石内南５丁目、五日市港、五

日市港２丁目、五日市港３丁目、五日市港４丁目、

海老山南１丁目、海老山南２丁目、石内北１丁目、

石内北２丁目、石内北４丁目、石内北５丁目、杉並

台、湯来町 大字白砂、湯来町 大字菅沢、湯来町 

大字多田、湯来町 大字葛原、湯来町 大字伏谷、

湯来町 大字和田 

拡充型 中区 

榎町、江波沖町、江波栄町、江波西１丁目、江波西

２丁目、江波二本松１丁目、江波二本松２丁目、江

波東１丁目、江波東２丁目、江波本町、江波南１丁

目、江波南２丁目、江波南３丁目、胡町、大手町１

丁目、大手町２丁目、大手町３丁目、大手町４丁

目、大手町５丁目、加古町、銀山町、上幟町、上八

丁堀、紙屋町１丁目、紙屋町２丁目、河原町、小網

町、光南１丁目、光南２丁目、光南３丁目、光南４

丁目、光南５丁目、光南６丁目、国泰寺町１丁目、

国泰寺町２丁目、小町、堺町１丁目、堺町２丁目、

昭和町、新天地、住吉町、千田町１丁目、千田町２

丁目、千田町３丁目、宝町、竹屋町、立町、田中

町、鶴見町、鉄砲町、寺町、十日市町１丁目、十日

市町２丁目、土橋町、中島町、中町、流川町、西川

口町、西十日市町、西白島町、西平塚町、猫屋町、

幟町、白島北町、白島九軒町、白島中町、羽衣町、

橋本町、八丁堀、東千田町１丁目、東千田町２丁

目、東白島町、東平塚町、平野町、広瀬北町、広瀬

町、袋町、富士見町、舟入川口町、舟入幸町、舟入

中町、舟入本町、舟入南１丁目、舟入南２丁目、舟

入南３丁目、舟入南４丁目、舟入南５丁目、舟入南

６丁目、舟入町、堀川町、本川町１丁目、本川町２

丁目、本川町３丁目、本通、三川町、南千田西町、

南千田東町、南竹屋町、南吉島１丁目、南吉島２丁

目、基町、薬研堀、弥生町、吉島新町１丁目、吉島

新町２丁目、吉島西１丁目、吉島西２丁目、吉島西

３丁目、吉島東１丁目、吉島東２丁目、吉島東３丁

目、吉島町 

東区 

愛宕町、牛田旭１丁目、牛田旭２丁目、牛田新町１

丁目、牛田新町２丁目、牛田新町３丁目、牛田新町

４丁目、牛田中１丁目、牛田中２丁目、牛田東１丁
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目、牛田東２丁目、牛田東３丁目、牛田東４丁目、

牛田本町１丁目、牛田本町２丁目、牛田本町３丁

目、牛田本町４丁目、牛田本町５丁目、牛田本町６

丁目、牛田南１丁目、牛田南２丁目、牛田早稲田１

丁目、牛田早稲田２丁目、牛田早稲田３丁目、牛田

早稲田４丁目、牛田山、尾長町、上大須賀町、中山

鏡が丘、中山上１丁目、中山上２丁目、中山北町、

中山新町１丁目、中山新町２丁目、中山中町、中山

西１丁目、中山西２丁目、中山東１丁目、中山東２

丁目、中山東３丁目、中山南１丁目、中山南２丁

目、光が丘、光町１丁目、光町２丁目、東蟹屋町、

東山町、二葉の里１丁目、二葉の里２丁目、二葉の

里３丁目、戸坂出江１丁目、戸坂出江２丁目、戸坂

大上１丁目、戸坂大上２丁目、戸坂大上３丁目、戸

坂大上４丁目、戸坂数甲１丁目、戸坂数甲２丁目、

戸坂くるめ木１丁目、戸坂くるめ木２丁目、戸坂桜

上町、戸坂桜西町、戸坂桜東町、戸坂城山町、戸坂

新町１丁目、戸坂新町２丁目、戸坂新町３丁目、戸

坂千足１丁目、戸坂千足２丁目、戸坂惣田１丁目、

戸坂惣田２丁目、戸坂中町、戸坂南１丁目、戸坂南

２丁目、戸坂山崎町、戸坂山根１丁目、戸坂山根２

丁目、戸坂山根３丁目、戸坂町、矢賀１丁目、矢賀

２丁目、矢賀３丁目、矢賀４丁目、矢賀５丁目、矢

賀６丁目、矢賀新町１丁目、矢賀新町２丁目、矢賀

新町３丁目、矢賀新町４丁目、矢賀新町５丁目、矢

賀町、山根町、若草町、馬木１丁目、馬木２丁目、

馬木４丁目、馬木５丁目、馬木６丁目、馬木７丁

目、馬木８丁目、馬木９丁目、馬木町、上温品１丁

目、上温品２丁目、上温品３丁目、上温品４丁目、

温品１丁目、温品２丁目、温品３丁目、温品４丁

目、温品５丁目、温品６丁目、温品７丁目、温品８

丁目、温品町、福田１丁目、福田２丁目、福田３丁

目、福田４丁目、福田５丁目、福田６丁目、福田７

丁目、福田８丁目、福田町、曙１丁目、曙２丁目、

曙３丁目、曙４丁目、曙５丁目、尾長西１丁目、尾

長西２丁目、尾長東１丁目、尾長東２丁目、尾長東

３丁目、戸坂長尾台 

南区 

青崎１丁目、青崎２丁目、旭１丁目、旭２丁目、旭

３丁目、稲荷町、宇品海岸１丁目、宇品海岸２丁

目、宇品海岸３丁目、宇品神田１丁目、宇品神田２

丁目、宇品神田３丁目、宇品神田４丁目、宇品神田

５丁目、宇品西１丁目、宇品西２丁目、宇品西３丁

目、宇品西４丁目、宇品西５丁目、宇品西６丁目、

宇品東１丁目、宇品東２丁目、宇品東３丁目、宇品

東４丁目、宇品東５丁目、宇品東６丁目、宇品東７

丁目、宇品御幸１丁目、宇品御幸２丁目、宇品御幸
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３丁目、宇品御幸４丁目、宇品御幸５丁目、猿猴橋

町、黄金山町、大須賀町、大州１丁目、大州２丁

目、大州３丁目、大州４丁目、大州５丁目、霞１丁

目、霞２丁目、上東雲町、北大河町、京橋町、金屋

町、楠那町、小磯町、荒神町、東雲１丁目、東雲２

丁目、東雲３丁目、東雲本町１丁目、東雲本町２丁

目、東雲本町３丁目、丹那新町、丹那町、段原日出

町、段原山崎町、月見町、出汐１丁目、出汐２丁

目、出汐３丁目、出汐４丁目、出島１丁目、出島２

丁目、出島３丁目、出島４丁目、西旭町、西霞町、

西蟹屋１丁目、西蟹屋２丁目、西蟹屋３丁目、西蟹

屋４丁目、西荒神町、西本浦町、西翠町、仁保１丁

目、仁保２丁目、仁保３丁目、仁保４丁目、仁保沖

町、仁保新町１丁目、仁保新町２丁目、日宇那町、

東青崎町、東駅町、東霞町、東荒神町、東本浦町、

比治山公園、比治山本町、比治山町、堀越１丁目、

堀越２丁目、堀越３丁目、本浦町、松川町、松原

町、的場町１丁目、的場町２丁目、翠１丁目、翠２

丁目、翠３丁目、翠４丁目、翠５丁目、南大河町、

南蟹屋１丁目、南蟹屋２丁目、皆実町１丁目、皆実

町２丁目、皆実町３丁目、皆実町４丁目、皆実町５

丁目、皆実町６丁目、向洋大原町、向洋中町、向洋

本町、元宇品町、山城町、段原南１丁目、段原南２

丁目、向洋沖町、向洋新町１丁目、向洋新町２丁

目、向洋新町３丁目、向洋新町４丁目、段原１丁

目、段原２丁目、段原３丁目、段原４丁目、仁保南

１丁目、仁保南２丁目、段原日出１丁目、段原日出

２丁目、段原山崎１丁目、段原山崎２丁目、段原山

崎３丁目 

西区 

井口１丁目、井口２丁目、井口３丁目、井口４丁

目、井口５丁目、井口鈴が台１丁目、井口鈴が台２

丁目、井口鈴が台３丁目、井口明神１丁目、井口明

神２丁目、井口明神３丁目、井口町、打越町、扇１

丁目、扇２丁目、大芝１丁目、大芝２丁目、大芝３

丁目、大芝公園、大宮１丁目、大宮２丁目、大宮３

丁目、小河内町１丁目、小河内町２丁目、上天満

町、観音新町１丁目、観音新町２丁目、観音新町３

丁目、観音新町４丁目、観音本町１丁目、観音本町

２丁目、観音町、草津梅が台、草津新町１丁目、草

津新町２丁目、草津浜町、草津東１丁目、草津東２

丁目、草津東３丁目、草津本町、草津南１丁目、草

津南２丁目、草津南３丁目、草津南４丁目、草津港

１丁目、草津港２丁目、草津港３丁目、楠木町１丁

目、楠木町２丁目、楠木町３丁目、楠木町４丁目、

己斐上１丁目、己斐上２丁目、己斐上３丁目、己斐

上４丁目、己斐上６丁目、己斐大迫２丁目、己斐大
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迫３丁目、己斐中１丁目、己斐中２丁目、己斐中３

丁目、己斐西町、己斐東１丁目、己斐東２丁目、己

斐本町１丁目、己斐本町２丁目、己斐本町３丁目、

庚午北１丁目、庚午北２丁目、庚午北３丁目、庚午

北４丁目、庚午中１丁目、庚午中２丁目、庚午中３

丁目、庚午中４丁目、庚午南１丁目、庚午南２丁

目、商工センター１丁目、商工センター２丁目、商

工センター３丁目、商工センター４丁目、商工セン

ター５丁目、商工センター６丁目、商工センター７

丁目、商工センター８丁目、新庄町、鈴が峰町、高

須１丁目、高須２丁目、高須３丁目、高須４丁目、

田方１丁目、田方２丁目、田方３丁目、天満町、中

広町１丁目、中広町２丁目、中広町３丁目、西観音

町、東観音町、福島町１丁目、福島町２丁目、古江

上１丁目、古江上２丁目、古江新町、古江西町、古

江東町、三篠北町、三篠町１丁目、三篠町２丁目、

三篠町３丁目、三滝本町１丁目、三滝本町２丁目、

三滝町、三滝山、南観音１丁目、南観音２丁目、南

観音３丁目、南観音４丁目、南観音５丁目、南観音

６丁目、南観音７丁目、南観音８丁目、南観音町、

都町、山田新町２丁目、山田町、山手町、横川新

町、横川町１丁目、横川町２丁目、横川町３丁目、

竜王町、井口台１丁目、井口台２丁目、井口台３丁

目、井口台４丁目、高須台３丁目、高須台５丁目、

古田台１丁目、古田台２丁目 

安佐南区 

沼田町 大字大塚、沼田町 大字伴、川内１丁目、

川内２丁目、川内３丁目、川内４丁目、川内５丁

目、川内６丁目、緑井１丁目、緑井２丁目、緑井３

丁目、緑井４丁目、緑井５丁目、緑井６丁目、緑井

７丁目、緑井８丁目、緑井町、八木１丁目、八木２

丁目、八木３丁目、八木４丁目、八木５丁目、八木

６丁目、八木７丁目、八木８丁目、八木９丁目、八

木町、相田１丁目、相田２丁目、相田４丁目、相田

５丁目、相田６丁目、相田７丁目、相田町、大町、

大町西１丁目、大町西２丁目、大町西３丁目、大町

東１丁目、大町東２丁目、大町東３丁目、大町東４

丁目、上安１丁目、上安２丁目、上安３丁目、上安

４丁目、上安５丁目、上安６丁目、上安７丁目、高

取北１丁目、高取北２丁目、高取北３丁目、高取北

町、高取南１丁目、高取南２丁目、高取南３丁目、

長楽寺１丁目、長楽寺２丁目、長楽寺３丁目、東野

１丁目、東野２丁目、東野３丁目、毘沙門台１丁

目、毘沙門台２丁目、毘沙門台３丁目、安東１丁

目、安東２丁目、安東３丁目、安東４丁目、安東６

丁目、祇園１丁目、祇園２丁目、祇園３丁目、祇園

４丁目、祇園５丁目、祇園６丁目、祇園７丁目、祇
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園８丁目、祇園町、長束１丁目、長束２丁目、長束

３丁目、長束４丁目、長束５丁目、長束６丁目、長

束西１丁目、長束西２丁目、長束西３丁目、長束西

４丁目、長束西５丁目、西原１丁目、西原２丁目、

西原３丁目、西原４丁目、西原５丁目、西原６丁

目、西原７丁目、西原８丁目、西原９丁目、東原１

丁目、東原２丁目、東原３丁目、山本１丁目、山本

２丁目、山本３丁目、山本４丁目、山本５丁目、山

本７丁目、山本８丁目、山本９丁目、山本町、中須

１丁目、中須２丁目、中筋１丁目、中筋２丁目、中

筋３丁目、中筋４丁目、古市１丁目、古市２丁目、

古市３丁目、古市４丁目、大塚西３丁目、大塚西４

丁目、大塚西５丁目、大塚西６丁目、大塚西７丁

目、大塚東１丁目、大塚東３丁目、伴東１丁目、伴

東６丁目、伴東８丁目、伴南１丁目、伴南２丁目、

伴南３丁目、伴南４丁目、伴南５丁目、伴北７丁

目、伴西１丁目、伴西２丁目、伴西３丁目、山本新

町１丁目、山本新町２丁目、山本新町３丁目、山本

新町４丁目 

安佐北区 

可部町 大字上原、可部町 大字勝木、可部町 大

字上町屋、可部町 大字下町屋、可部町 大字城、

可部町 大字桐原、可部町 大字中島、可部町 大

字南原、小河原町、大林１丁目、大林２丁目、大林

３丁目、大林４丁目、大林町、落合１丁目、落合２

丁目、落合３丁目、落合４丁目、落合５丁目、落合

町、落合南１丁目、落合南２丁目、落合南３丁目、

落合南４丁目、落合南６丁目、落合南７丁目、落合

南８丁目、落合南９丁目、落合南町、可部１丁目、

可部２丁目、可部３丁目、可部４丁目、可部５丁

目、可部６丁目、可部７丁目、可部８丁目、可部９

丁目、可部東１丁目、可部東２丁目、可部東３丁

目、可部東４丁目、可部東５丁目、可部東６丁目、

可部南１丁目、可部南２丁目、可部南３丁目、可部

南４丁目、可部南５丁目、上深川町、亀崎１丁目、

亀崎２丁目、亀崎３丁目、亀崎４丁目、亀山１丁

目、亀山２丁目、亀山３丁目、亀山４丁目、亀山５

丁目、亀山６丁目、亀山７丁目、亀山８丁目、亀山

９丁目、亀山南１丁目、亀山南２丁目、亀山南３丁

目、亀山南４丁目、亀山南５丁目、狩留家町、口田

１丁目、口田２丁目、口田３丁目、口田４丁目、口

田５丁目、口田町、口田南１丁目、口田南２丁目、

口田南３丁目、口田南４丁目、口田南５丁目、口田

南６丁目、口田南７丁目、口田南８丁目、口田南９

丁目、口田南町、倉掛１丁目、倉掛２丁目、倉掛３

丁目、深川１丁目、深川２丁目、深川３丁目、深川

４丁目、深川５丁目、深川６丁目、深川７丁目、深
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川８丁目、深川町、真亀１丁目、真亀２丁目、真亀

３丁目、真亀４丁目、真亀５丁目、三入１丁目、三

入２丁目、三入３丁目、三入４丁目、三入５丁目、

三入６丁目、三入７丁目、三入南１丁目、三入南２

丁目、亀山西１丁目、亀山西２丁目、あさひが丘１

丁目、あさひが丘２丁目、あさひが丘３丁目、あさ

ひが丘４丁目、あさひが丘５丁目、あさひが丘６丁

目、あさひが丘７丁目、あさひが丘９丁目 

安芸区 

船越１丁目、船越２丁目、船越３丁目、船越４丁

目、船越５丁目、船越６丁目、船越町、船越南１丁

目、船越南２丁目、船越南３丁目、船越南４丁目、

船越南５丁目、矢野町、矢野東１丁目、矢野東２丁

目、矢野東３丁目、矢野東４丁目、矢野東５丁目、

矢野東６丁目、矢野東７丁目、矢野西１丁目、矢野

西２丁目、矢野西３丁目、矢野西４丁目、矢野西５

丁目、矢野西６丁目、矢野西７丁目、矢野新町１丁

目、矢野新町２丁目、上瀬野１丁目、上瀬野２丁

目、上瀬野町、上瀬野南１丁目、上瀬野南２丁目、

瀬野１丁目、瀬野２丁目、瀬野３丁目、瀬野４丁

目、瀬野５丁目、瀬野町、瀬野南１丁目、瀬野南

町、中野１丁目、中野２丁目、中野３丁目、中野４

丁目、中野５丁目、中野６丁目、中野７丁目、中野

町、中野東１丁目、中野東２丁目、中野東３丁目、

中野東４丁目、中野東５丁目、中野東６丁目、中野

東７丁目、中野東町、畑賀１丁目、畑賀２丁目、畑

賀３丁目、畑賀町、矢野南１丁目、矢野南２丁目、

矢野南３丁目、矢野南４丁目、矢野南５丁目、瀬野

西１丁目、瀬野西４丁目 

佐伯区 

旭園、五日市町 大字石内、五日市１丁目、五日市

２丁目、五日市３丁目、五日市４丁目、五日市５丁

目、五日市６丁目、五日市７丁目、五日市駅前１丁

目、五日市駅前２丁目、五日市駅前３丁目、海老園

１丁目、海老園２丁目、海老園３丁目、海老園４丁

目、海老山町、五日市町 大字上小深川、五日市町 

大字上河内、五日市町 大字口和田、五月が丘１丁

目、五月が丘２丁目、五月が丘３丁目、五月が丘４

丁目、五月が丘５丁目、五日市町 大字下小深川、

五日市町 大字下河内、五日市町 大字昭和台、新

宮苑、隅の浜１丁目、隅の浜２丁目、隅の浜３丁

目、五日市町 大字高井、五日市中央１丁目、五日

市中央２丁目、五日市中央３丁目、五日市中央４丁

目、五日市中央５丁目、五日市中央６丁目、五日市

中央７丁目、五日市町 大字寺田、藤垂園、五日市

町 大字利松、五日市町 大字中地、五日市町 大

字保井田、五日市町 大字美鈴園、美鈴が丘西１丁
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目、美鈴が丘南１丁目、美鈴が丘南３丁目、五日市

町 大字皆賀、美の里１丁目、美の里２丁目、吉見

園、楽々園１丁目、楽々園２丁目、楽々園３丁目、

楽々園４丁目、楽々園５丁目、楽々園６丁目、三筋

１丁目、三筋２丁目、三筋３丁目、屋代１丁目、屋

代２丁目、屋代３丁目、美鈴が丘緑２丁目、美鈴が

丘緑３丁目、皆賀１丁目、皆賀２丁目、皆賀３丁

目、皆賀４丁目、藤の木１丁目、藤の木２丁目、藤

の木３丁目、藤の木４丁目、城山１丁目、城山２丁

目、利松１丁目、利松２丁目、利松３丁目、薬師が

丘４丁目、八幡１丁目、八幡２丁目、八幡３丁目、

八幡４丁目、八幡５丁目、八幡が丘１丁目、八幡東

１丁目、八幡東２丁目、八幡東３丁目、八幡東４丁

目、観音台３丁目、観音台４丁目、倉重１丁目、千

同１丁目、千同２丁目、千同３丁目、坪井１丁目、

坪井２丁目、坪井３丁目、三宅１丁目、三宅２丁

目、三宅３丁目、三宅４丁目、三宅５丁目、三宅６

丁目、屋代町、河内南１丁目、河内南２丁目、石内

上１丁目、石内南１丁目、石内南２丁目、石内南３

丁目、石内南４丁目、石内南５丁目、五日市港、五

日市港２丁目、五日市港３丁目、五日市港４丁目、

海老山南１丁目、海老山南２丁目、石内北１丁目、

石内北２丁目、石内北４丁目、石内北５丁目、杉並

台、湯来町 大字白砂、湯来町 大字菅沢、湯来町 

大字多田、湯来町 大字葛原、湯来町 大字伏谷、

湯来町 大字和田 

呉市 移転型 昭和町、幸町、宝町、清水１丁目、清水２丁目、清

水３丁目、八幡町、三和町、和庄本町、和庄登町、

和庄１～２丁目、本町、本通１～８丁目、中通１～

４丁目、中央１～７丁目、西中央１～５丁目、寺本

町、溝路町、長迫町、上長迫町、西鹿田１～２丁

目、東鹿田町、東畑１～２丁目、西畑町、上畑町、

吾妻１～２丁目、平原町、上平原町、朝日町、伏原

１～３丁目、望地町、長ノ木町、下山田町、上山田

町、西谷町、東中央１～４丁目、西辰川１～２丁

目、南辰川町、東辰川町、畝原町、東惣付町、西惣

付町、郷町、内神町、上内神町、東片山町、西片山

町、江原町、二河町、上二河町、二河峡町、山手１

～２丁目、三条１～４丁目、東三津田町、西三津田

町、東愛宕町、西愛宕町、両城１～２丁目、東川原

石町、西川原石町、東塩屋町、西塩屋町、北塩屋

町、新宮町、光町、築地町、海岸１～４丁目、大字

荘山田村、大字和庄町、宮原１～１３丁目、坪ノ内

町、船見町、青山町、室瀬町、神原町、大字宮原

村、警固屋１～９丁目、的場１～５丁目、大字警固

屋町、晴海町、若葉町、吉浦池ノ浦町、吉浦潭鼓

町、吉浦新町１～２丁目、吉浦東町、吉浦神賀町、
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吉浦新出町、吉浦東本町１～４丁目、吉浦中町１～

３丁目、吉浦本町１～３丁目、吉浦松葉町、吉浦上

城町、吉浦岩神町、吉浦西城町、吉浦宮花町、狩留

賀町、梅木町、汐見町、大山町、弥生町、長谷町、

吉浦町、天応福浦町、天応伝十原町、天応西条１～

４丁目、天応大浜１～３丁目、天応東久保１～２丁

目、天応南町、天応宮町、天応塩谷町、大字天応

町、焼山ひばりケ丘町、焼山此原町、焼山松ケ丘１

～２丁目、焼山桜ケ丘１～３丁目、焼山政畝１～３

丁目、焼山西１～３丁目、焼山中央１～６丁目、焼

山東１～４丁目、焼山南１～２丁目、神山１～３丁

目、焼山三ツ石町、焼山宮ヶ迫１～２丁目、焼山北

１～３丁目、焼山本庄１～５丁目、焼山泉ケ丘１～

２丁目、焼山町、押込１～６丁目、押込町、栃原

町、苗代町、阿賀北１～９丁目、阿賀中央１～９丁

目、阿賀南１～９丁目、大字阿賀町、広横路１～４

丁目、広大広１～２丁目、広石内１～４丁目、広弁

天橋町、広三芦１～２丁目、広中迫町、広塩焼１～

２丁目、広町田１～２丁目、広徳丸町、広古新開１

～９丁目、広文化町、広多賀谷１～４丁目、広末広

１～２丁目、広本町１～３丁目、広中新開１～３丁

目、広杭本町、広吉松１～２丁目、広中町、広駅前

１～２丁目、広大新開１～３丁目、広両谷１～３丁

目、広白石１～４丁目、広白岳１～６丁目、広名田

１～２丁目、広津久茂町、広長浜１～５丁目、広黄

幡町、広小坪１～２丁目、広町、郷原学びの丘１～

２丁目、郷原野路の里１～２丁目、郷原町、仁方本

町１～３丁目、仁方大歳町、仁方桟橋通、仁方中筋

町、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実

町、仁方町、瀬戸見町、押込西平町、川尻町東１～

４丁目、川尻町久俊１～３丁目、川尻町久筋１～３

丁目、川尻町西１～６丁目、川尻町森１～４丁目、

川尻町原山１～２丁目、川尻町小仁方１丁目、川尻

町沖田、川尻町大見上、川尻町縄操、川尻町後懸、

川尻町岩戸、川尻町小用１～２丁目、川尻町寒風、

川尻町水落、川尻町小用、川尻町竜王山、安浦町内

海北１～７丁目、安浦町内海南１～４丁目、安浦町

大字内海、安浦町三津口１～５丁目、安浦町水尻１

～２丁目、安浦町大字三津口、安浦町安登東３丁

目、安浦町安登東５丁目、安浦町安登東６丁目、安

浦町安登西１～１０丁目、安浦町中央ハイツ、安浦

町大字安登、安浦町中央１～８丁目、安浦町中央北

１～２丁目、音戸町大字渡子、音戸町大字音戸、音

戸町坪井１～３丁目、音戸町引地１～２丁目、音戸

町鰯浜１～３丁目、音戸町北隠渡１～２丁目、音戸

町南隠渡１～４丁目、音戸町高須１～３丁目、音戸

町波多見１～１１丁目、音戸町畑１～３丁目、音戸
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町有清１～２丁目、音戸町先奥１～３丁目、音戸町

藤脇１～３丁目、音戸町早瀬１～３丁目、音戸町田

原１～３丁目、音戸町渡子１～３丁目、下蒲刈町三

之瀬、下蒲刈町下島、倉橋町、蒲刈町宮盛、蒲刈町

大浦、蒲刈町田戸、蒲刈町向、豊浜町大字豊島、豊

浜町大字大浜、豊浜町大字斎島、豊町大長、豊町御

手洗、豊町沖友、豊町久比 

拡充型 昭和町、幸町、宝町、清水１丁目、清水２丁目、清

水３丁目、八幡町、三和町、和庄本町、和庄登町、

和庄１～２丁目、本町、本通１～８丁目、中通１～

４丁目、中央１～７丁目、西中央１～５丁目、寺本

町、溝路町、長迫町、上長迫町、西鹿田１～２丁

目、東鹿田町、東畑１～２丁目、西畑町、上畑町、

吾妻１～２丁目、平原町、上平原町、朝日町、伏原

１～３丁目、望地町、長ノ木町、下山田町、上山田

町、西谷町、東中央１～４丁目、西辰川１～２丁

目、南辰川町、東辰川町、畝原町、東惣付町、西惣

付町、郷町、内神町、上内神町、東片山町、西片山

町、江原町、二河町、上二河町、二河峡町、山手１

～２丁目、三条１～４丁目、東三津田町、西三津田

町、東愛宕町、西愛宕町、両城１～２丁目、東川原

石町、西川原石町、東塩屋町、西塩屋町、北塩屋

町、新宮町、光町、築地町、海岸１～４丁目、大字

荘山田村、大字和庄町、宮原１～１３丁目、坪ノ内

町、船見町、青山町、室瀬町、神原町、大字宮原

村、警固屋１～９丁目、的場１～５丁目、大字警固

屋町、晴海町、若葉町、吉浦池ノ浦町、吉浦潭鼓

町、吉浦新町１～２丁目、吉浦東町、吉浦神賀町、

吉浦新出町、吉浦東本町１～４丁目、吉浦中町１～

３丁目、吉浦本町１～３丁目、吉浦松葉町、吉浦上

城町、吉浦岩神町、吉浦西城町、吉浦宮花町、狩留

賀町、梅木町、汐見町、大山町、弥生町、長谷町、

吉浦町、天応福浦町、天応伝十原町、天応西条１～

４丁目、天応大浜１～３丁目、天応東久保１～２丁

目、天応南町、天応宮町、天応塩谷町、大字天応

町、焼山ひばりケ丘町、焼山此原町、焼山松ケ丘１

～２丁目、焼山桜ケ丘１～３丁目、焼山政畝１～３

丁目、焼山西１～３丁目、焼山中央１～６丁目、焼

山東１～４丁目、焼山南１～２丁目、神山１～３丁

目、焼山三ツ石町、焼山宮ヶ迫１～２丁目、焼山北

１～３丁目、焼山本庄１～５丁目、焼山泉ケ丘１～

２丁目、焼山町、押込１～６丁目、押込町、栃原

町、苗代町、阿賀北１～９丁目、阿賀中央１～９丁

目、阿賀南１～９丁目、大字阿賀町、広横路１～４

丁目、広大広１～２丁目、広石内１～４丁目、広弁

天橋町、広三芦１～２丁目、広中迫町、広塩焼１～

２丁目、広町田１～２丁目、広徳丸町、広古新開１
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～９丁目、広文化町、広多賀谷１～４丁目、広末広

１～２丁目、広本町１～３丁目、広中新開１～３丁

目、広杭本町、広吉松１～２丁目、広中町、広駅前

１～２丁目、広大新開１～３丁目、広両谷１～３丁

目、広白石１～４丁目、広白岳１～６丁目、広名田

１～２丁目、広津久茂町、広長浜１～５丁目、広黄

幡町、広小坪１～２丁目、広町、郷原学びの丘１～

２丁目、郷原野路の里１～２丁目、郷原町、仁方本

町１～３丁目、仁方大歳町、仁方桟橋通、仁方中筋

町、仁方宮上町、仁方西神町、仁方錦町、仁方皆実

町、仁方町、瀬戸見町、押込西平町、川尻町東１～

４丁目、川尻町久俊１～３丁目、川尻町久筋１～３

丁目、川尻町西１～６丁目、川尻町森１～４丁目、

川尻町原山１～２丁目、川尻町小仁方１丁目、川尻

町沖田、川尻町大見上、川尻町縄操、川尻町後懸、

川尻町岩戸、川尻町小用１～２丁目、川尻町寒風、

川尻町水落、川尻町小用、川尻町竜王山、安浦町内

海北１～７丁目、安浦町内海南１～４丁目、安浦町

大字内海、安浦町三津口１～５丁目、安浦町水尻１

～２丁目、安浦町大字三津口、安浦町安登東３丁

目、安浦町安登東５丁目、安浦町安登東６丁目、安

浦町安登西１～１０丁目、安浦町中央ハイツ、安浦

町大字安登、安浦町中央１～８丁目、安浦町中央北

１～２丁目、音戸町大字渡子、音戸町大字音戸、音

戸町坪井１～３丁目、音戸町引地１～２丁目、音戸

町鰯浜１～３丁目、音戸町北隠渡１～２丁目、音戸

町南隠渡１～４丁目、音戸町高須１～３丁目、音戸

町波多見１～１１丁目、音戸町畑１～３丁目、音戸

町有清１～２丁目、音戸町先奥１～３丁目、音戸町

藤脇１～３丁目、音戸町早瀬１～３丁目、音戸町田

原１～３丁目、音戸町渡子１～３丁目、下蒲刈町三

之瀬、下蒲刈町下島、倉橋町、蒲刈町宮盛、蒲刈町

大浦、蒲刈町田戸、蒲刈町向、豊浜町大字豊島、豊

浜町大字大浜、豊浜町大字斎島、豊町大長、豊町御

手洗、豊町沖友、豊町久比 

竹原市 移転型 中央、塩町、港町、本町、田ノ浦、竹原町、下野

町、小梨町、高崎町、福田町、東野町、新庄町、西

野町、田万里町、仁賀町、吉名町、忠海中町、忠海

床浦、忠海東町、忠海長浜、忠海町 

拡充型 中央、塩町、港町、本町、田ノ浦、竹原町、下野町

多西郷、下野町蛸瀬、下野町多沖郷、下野町多中

郷、下野町早木、下野町多東郷、下野町仁作谷、下

野町下成井、下野町中成井、下野町上成井、下野町

桑垣内、下野町西上条、下野町東上条、下野町上石

比、下野町下石比、下野町神田、下野町上中通、下

野町西中通、下野町秋井、下野町小井手、下野町大

方、下野町立通、下野町大応、下野町夏目垣内、下
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野町下炭釜、下野町野々浦、下野町阿此比、下野町

氏ケ迫、下野町石比、下野町大東山、下野町大北

山、下野町水長山、下野町大南山、小梨町紅岩、小

梨町日向、高崎町、福田町鳥賊甲、福田町貝砂石、

福田町浜田、福田町元浜、福田町東新畑、福田町東

沖、福田町打越、福田町池ノ浦、福田町平原、福田

町弓場、福田町東谷、福田町堂沖、福田町西新畑、

福田町堂沖尻、福田町横田、福田町中谷、福田町堀

田谷、福田町岡山、福田町塩ケ迫、福田町東小島、

福田町西小島、福田町大正新開、福田町長須賀、福

田町宮下、福田町向垣内、東野町大福地、東野町水

ノ口、東野町砂原、東野町南在屋、東野町北在屋、

東野町山田、東野町天田、東野町下柏野、東野町中

柏野、新庄町イカケ、新庄町松ノ木、新庄町城ノ

本、新庄町下末宗、新庄町砂原、新庄町神田沖、新

庄町落合、新庄町下神田、新庄町上神田、新庄町大

木、新庄町山崎、新庄町舟木屋、新庄町東乙井谷、

新庄町西乙井谷、新庄町乙井谷、新庄町東枌谷、吉

名町、忠海中町、忠海床浦、忠海東町、忠海長浜 

三原市 移転型 大和町大草、大和町下徳良、久井町下津、沼田西町

惣定、本郷町船木、大和町平坂、旭町 1 丁目、旭町

2 丁目、古浜 1 丁目、古浜 2 丁目、古浜 3 丁目、東

町 1 丁目、東町 2 丁目、東町 3 丁目、館町 1 丁目、

館町 2 丁目、城町 1 丁目、城町 2 丁目、城町 3 丁

目、本町 1 丁目、本町 2 丁目、本町 3 丁目、港町 1

丁目、港町 2 丁目、港町 3 丁目、西町 1 丁目、西町

2 丁目、宮浦 1 丁目、宮浦 2 丁目、宮浦 3 丁目、宮

浦 4 丁目、宮浦 5 丁目、宮浦 6 丁目、皆実 1 丁目、

皆実 2 丁目、皆実 3 丁目、皆実 4 丁目、皆実 5 丁

目、皆実 6 丁目、宮沖 1 丁目、宮沖 2 丁目、宮沖 3

丁目、宮沖 4 丁目、宮沖 5 丁目、円一町 1 丁目、円

一町 2 丁目、円一町 3 丁目、円一町 4 丁目、円一町

5 丁目、糸崎 1 丁目、糸崎 2 丁目、糸崎 3 丁目、糸

崎 4 丁目、糸崎 5 丁目、糸崎 6 丁目、糸崎 7 丁目、

糸崎 8 丁目、糸崎 9 丁目、糸崎南 1 丁目、糸崎南 2

丁目、木原 1 丁目、木原 4 丁目、中之町 1 丁目、中

之町 2 丁目、中之町 3 丁目、中之町 5 丁目、中之町

6 丁目、中之町 9 丁目、西宮 1 丁目、西宮 2 丁目、

西野 1 丁目、西野 2 丁目、西野 3 丁目、西野 4 丁

目、頼兼 1 丁目、頼兼 2 丁目、明神 1 丁目、明神 2

丁目、明神 3 丁目、明神 4 丁目、田野浦 2 丁目、宗

郷 1 丁目、宗郷 2 丁目、宗郷 3 丁目、宗郷 4 丁目、

和田 1 丁目、和田 2 丁目、和田 3 丁目、和田沖町、

長谷 1 丁目、長谷 3 丁目、長谷 4 丁目、長谷 5 丁

目、沼田 1 丁目、新倉 2 丁目、新倉 3 丁目、本郷南

1 丁目、本郷南 2 丁目、本郷南 4 丁目、本郷南 6 丁

目、本郷南 7 丁目、本郷北 3 丁目、本郷北 4 丁目、
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本郷町船木、下北方 1 丁目、下北方 2 丁目、南方 1

丁目 

南方 2 丁目、南方 3 丁目、本郷町善入寺、沼田西町

小原、幸崎能地 2 丁目 

拡充型 大和町大草、大和町下徳良 655 及び 679（大和工業

団地）、久井町下津 1126（久井工業団地）、沼田西町

惣定 247（三原西部工業団地（惣定地区））、本郷町

船木、大和町平坂 2504 及び 10366（大和フライト産

業団地）、旭町 1 丁目、旭町 2 丁目、古浜 1 丁目、古

浜 2 丁目、古浜 3 丁目、東町 1 丁目、東町 2 丁目、

東町 3 丁目、館町 1 丁目、館町 2 丁目、城町 1 丁

目、城町 2 丁目、城町 3 丁目、本町 1 丁目、本町 2

丁目、本町 3 丁目、港町 1 丁目、港町 2 丁目、港町

3 丁目、西町 1 丁目、西町 2 丁目、宮浦 1 丁目、宮

浦 2 丁目、宮浦 3 丁目、宮浦 4 丁目、宮浦 5 丁目、

宮浦 6 丁目、皆実 1 丁目、皆実 2 丁目、皆実 3 丁

目、皆実 4 丁目、皆実 5 丁目、皆実 6 丁目、宮沖 1

丁目、宮沖 2 丁目、宮沖 3 丁目、宮沖 4 丁目、宮沖

5 丁目、円一町 1 丁目、円一町 2 丁目、円一町 3 丁

目、円一町 4 丁目、円一町 5 丁目、糸崎 1 丁目、糸

崎 2 丁目、糸崎 3 丁目、糸崎 4 丁目、糸崎 5 丁目、

糸崎 6 丁目、糸崎 7 丁目、糸崎 8 丁目、糸崎 9 丁

目、糸崎南 1 丁目、糸崎南 2 丁目、木原 1 丁目、木

原 4 丁目、中之町 1 丁目、中之町 2 丁目、中之町 3

丁目、中之町 5 丁目、中之町 6 丁目、中之町 9 丁

目、西宮 1 丁目、西宮 2 丁目、西野 1 丁目、西野 2

丁目、西野 3 丁目、西野 4 丁目、頼兼 1 丁目、頼兼

2 丁目、明神 1 丁目、明神 2 丁目、明神 3 丁目、明

神 4 丁目、田野浦 2 丁目、宗郷 1 丁目、宗郷 2 丁

目、宗郷 3 丁目、宗郷 4 丁目、和田 1 丁目、和田 2

丁目、和田 3 丁目、和田沖町、長谷 1 丁目、長谷 3

丁目、長谷 4 丁目、長谷 5 丁目、沼田 1 丁目、新倉

2 丁目、新倉 3 丁目、本郷南 1 丁目、本郷南 2 丁

目、本郷南 4 丁目、本郷南 6 丁目、本郷南 7 丁目、

本郷北 3 丁目、本郷北 4 丁目、本郷町船木、下北方

1 丁目、下北方 2 丁目、南方 1 丁目 

南方 2 丁目、南方 3 丁目、本郷町善入寺字用倉山

10064（広島臨空産業団地）、沼田西町小原 73、200

及び惣定 55（三原西部工業団地（小原地区））、幸崎

能地 2 丁目 

尾道市 移転型 山波町、尾崎本町、尾崎町、久保一丁目、久保二丁

目、久保三丁目、東久保町、西久保町、防地町、久

保町、十四日元町、長江一丁目、長江二丁目、長江

三丁目、十四日町、土堂一丁目、土堂二丁目、東土

堂町、西土堂町、東御所町、西御所町、新浜一丁

目、新浜二丁目、古浜町、正徳町、福地町、吉和西

元町、沖側町、東元町、神田町、手崎町、吉浦町、



32 
 

日比崎町、吉和町、三軒家町、天満町、栗原東一丁

目、栗原東二丁目、栗原西一丁目、栗原西二丁目、

東則末町、西則末町、潮見町、桜町、門田町、栗原

町、久山田町、美ノ郷町三成、美ノ郷町猪子迫、美

ノ郷町本郷、美ノ郷町白江、美ノ郷町中野、木ノ庄

町木梨、木ノ庄町木梨山方、木ノ庄町市原、木ノ庄

町畑、木ノ庄町木門田、原田町小原、原田町梶山

田、西藤町、高須町、百島町、浦崎町、向島町、向

島町立花、向島町岩子島、向東町、東尾道、平原一

丁目、平原二丁目、平原三丁目、平原四丁目、新高

山一丁目、新高山二丁目、新高山三丁目、長者原一

丁目、長者原二丁目、因島大浜町、因島中庄町、因

島重井町、因島外浦町、因島鏡浦町、因島椋浦町、

因島三庄町、因島土生町、因島田熊町、因島洲江

町、因島原町、瀬戸田町沢、瀬戸田町瀬戸田、瀬戸

田町鹿田原、瀬戸田町福田、瀬戸田町中野、瀬戸田

町茗荷、瀬戸田町林、瀬戸田町高根、瀬戸田町垂

水、瀬戸田町荻、瀬戸田町御寺、瀬戸田町宮原、御

調町福井、御調町津蟹、御調町植野、御調町野間、

御調町今田、御調町丸門田、御調町丸河南、御調町

徳永、御調町綾目、御調町公文、御調町高尾、御調

町神、御調町大田、御調町市、御調町花尻、御調町

貝ケ原、御調町釜窪、御調町平、御調町江田、御調

町国守、御調町中原、御調町白太、御調町大蔵、御

調町三郎丸、御調町本、御調町岩根、御調町大町、

御調町菅、御調町平木 

拡充型 山波町、尾崎本町、尾崎町、久保一丁目、久保二丁

目、久保三丁目、東久保町、西久保町、防地町、久

保町、十四日元町、長江一丁目、長江二丁目、長江

三丁目、十四日町、土堂一丁目、土堂二丁目、東土

堂町、西土堂町、東御所町、西御所町、新浜一丁

目、新浜二丁目、古浜町、正徳町、福地町、吉和西

元町、沖側町、東元町、神田町、手崎町、吉浦町、

日比崎町、吉和町、三軒家町、天満町、栗原東一丁

目、栗原東二丁目、栗原西一丁目、栗原西二丁目、

東則末町、西則末町、潮見町、桜町、門田町、栗原

町、久山田町、美ノ郷町三成、美ノ郷町猪子迫、美

ノ郷町本郷、美ノ郷町中野、西藤町、高須町、向島

町、向東町、東尾道、平原一丁目、平原二丁目、平

原三丁目、平原四丁目、新高山一丁目、新高山二丁

目、新高山三丁目、長者原一丁目、長者原二丁目、

因島三庄町、因島土生町、因島田熊町、因島中庄

町、因島重井町、瀬戸田町沢、瀬戸田町瀬戸田、瀬

戸田町鹿田原、瀬戸田町福田、瀬戸田町中野、瀬戸

田町茗荷、瀬戸田町林、御調町平木 

福山市 移転型 青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目、青葉

台四丁目、赤坂町大字赤坂、曙町一丁目、曙町二丁
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目、曙町三丁目、曙町四丁目、曙町五丁目、曙町六

丁目、旭町、伊勢丘一丁目、伊勢丘二丁目、伊勢丘

三丁目、伊勢丘四丁目、伊勢丘五丁目、伊勢丘六丁

目、伊勢丘七丁目、伊勢丘八丁目、一文字町、今津

町、今津町二丁目、今津町三丁目、今津町四丁目、

今津町五丁目、今津町六丁目、今津町七丁目、今

町、入船町一丁目、入船町二丁目、入船町三丁目、

駅家町大字江良、駅家町大字上山守、駅家町大字倉

光、駅家町大字下山守、駅家町大字近田、駅家町大

字中島、駅家町大字坊寺、駅家町大字法成寺、駅家

町大字万能倉、駅家町大字弥生ケ丘、胡町、王子町

一丁目、王子町二丁目、大谷台一丁目、大谷台二丁

目、大谷台三丁目、沖野上町一丁目、沖野上町二丁

目、沖野上町三丁目、沖野上町四丁目、沖野上町五

丁目、沖野上町六丁目、卸町、笠岡町、神島町、春

日池、春日台、春日町一丁目、春日町二丁目、春日

町三丁目、春日町四丁目、春日町五丁目、春日町六

丁目、春日町七丁目、春日町浦上、春日町吉田、霞

町一丁目、霞町二丁目、霞町三丁目、霞町四丁目、

神村町、加茂町字芦原、加茂町字上加茂、加茂町字

中野、加茂町字中野一丁目、加茂町字中野二丁目、

加茂町字中野三丁目、加茂町字八軒屋、加茂町大字

下加茂、加茂町大字八軒屋、川口町一丁目、川口町

二丁目、川口町三丁目、川口町四丁目、川口町五丁

目、神辺町旭丘、神辺町字上御領、神辺町字下御

領、神辺町字十九軒屋、神辺町字徳田、神辺町字西

中条、神辺町字平野、神辺町字道上、神辺町字湯

野、神辺町大字上竹田、神辺町大字川北、神辺町大

字川南、神辺町大字新十九、神辺町大字新徳田、神

辺町大字新道上、神辺町大字新湯野、北本庄一丁

目、北本庄二丁目、北本庄三丁目、北本庄四丁目、

北本庄五丁目、北美台、北吉津町二丁目、北吉津町

三丁目、北吉津町四丁目、北吉津町五丁目、木之庄

町一丁目、木之庄町二丁目、木之庄町三丁目、木之

庄町四丁目、木之庄町五丁目、木之庄町六丁目、草

戸町、草戸町一丁目、草戸町二丁目、草戸町三丁

目、草戸町四丁目、草戸町五丁目、鋼管町、光南町

一丁目、光南町二丁目、光南町三丁目、郷分町、向

陽町一丁目、向陽町二丁目、蔵王町、蔵王町一丁

目、蔵王町二丁目、蔵王町三丁目、蔵王町四丁目、

蔵王町五丁目、桜馬場町、佐波町、三之丸町、地吹

町、清水ヶ丘、城興ヶ丘、昭和町、城見町一丁目、

城見町二丁目、新市町大字相方、新市町大字下安

井、新市町大字新市、新市町大字戸手、新市町大字

宮内、新涯町一丁目、新涯町二丁目、新涯町三丁

目、新涯町四丁目、新涯町五丁目、新涯町六丁目、

新浜町一丁目、新浜町二丁目、住吉町、瀬戸町大字
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山北、瀬戸町大字地頭分、瀬戸町大字長和、千田町

一丁目、千田町二丁目、千田町三丁目、千田町四丁

目、千田町字坂田北、千田町大字千田、千田町大字

薮路、大黒町、大門町一丁目、大門町二丁目、大門

町三丁目、大門町四丁目、大門町五丁目、大門町六

丁目、大門町七丁目、大門町八丁目、大門町旭、大

門町大門、大門町津之下、大門町野々浜、大門町大

字日之出丘、高西町一丁目、高西町二丁目、高西町

三丁目、高西町四丁目、高西町川尻、高西町真田、

高西町南、高美台、宝町、多治米町一丁目、多治米

町二丁目、多治米町三丁目、多治米町四丁目、多治

米町五丁目、多治米町六丁目、田尻町、長者町、千

代田町一丁目、千代田町二丁目、津之郷町大字加

屋、津之郷町大字津之郷、坪生町一丁目、坪生町二

丁目、坪生町三丁目、坪生町四丁目、坪生町五丁

目、坪生町六丁目、坪生町南一丁目、坪生町南二丁

目、坪生町南三丁目、手城町一丁目、手城町二丁

目、手城町三丁目、手城町四丁目、寺町、道三町、

東陽台一丁目、東陽台二丁目、鞆町後地、鞆町鞆、

奈良津町一丁目、奈良津町二丁目、奈良津町三丁

目、西桜町一丁目、西桜町二丁目、西新涯町一丁

目、西新涯町二丁目、西深津町一丁目、西深津町二

丁目、西深津町三丁目、西深津町四丁目、西深津町

五丁目、西深津町六丁目、西町一丁目、西町二丁

目、西町三丁目、沼隈町大字草深、沼隈町大字常

石、沼隈町大字能登原、能島一丁目、能島二丁目、

能島三丁目、野上町一丁目、野上町二丁目、野上町

三丁目、延広町、花園町一丁目、花園町二丁目、東

川口町一丁目、東川口町二丁目、東川口町三丁目、

東川口町四丁目、東川口町五丁目、東桜町、東手城

町一丁目、東手城町二丁目、東手城町三丁目、東手

城町四丁目、東深津町一丁目、東深津町二丁目、東

深津町三丁目、東深津町四丁目、東深津町五丁目、

東深津町六丁目、東深津町七丁目、東町一丁目、東

町二丁目、東町三丁目、東明王台、東吉津町、引野

町、引野町一丁目、引野町二丁目、引野町三丁目、

引野町四丁目、引野町五丁目、引野町北一丁目、引

野町北二丁目、引野町北三丁目、引野町北四丁目、

引野町北五丁目、引野町東、引野町南一丁目、引野

町南二丁目、久松台一丁目、久松台二丁目、久松台

三丁目、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉台三丁

目、伏見町、船町、古野上町、平成台、本郷町、本

庄町中一丁目、本庄町中二丁目、本庄町中三丁目、

本庄町中四丁目、本町、幕山台一丁目、幕山台二丁

目、幕山台三丁目、幕山台四丁目、幕山台五丁目、

幕山台六丁目、幕山台七丁目、幕山台八丁目、松永

町、松永町一丁目、松永町二丁目、松永町三丁目、
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松永町四丁目、松永町五丁目、松永町六丁目、松永

町七丁目、松浜町一丁目、松浜町二丁目、松浜町三

丁目、松浜町四丁目、御門町一丁目、御門町二丁

目、御門町三丁目、緑町、港町一丁目、港町二丁

目、南今津町、南蔵王町一丁目、南蔵王町二丁目、

南蔵王町三丁目、南蔵王町四丁目、南蔵王町五丁

目、南蔵王町六丁目、南手城町一丁目、南手城町二

丁目、南手城町三丁目、南手城町四丁目、南本庄一

丁目、南本庄二丁目、南本庄三丁目、南本圧四丁

目、南本庄五丁目、南町、南松永町一丁目、南松永

町二丁目、南松永町三丁目、南松永町四丁目、箕沖

町、箕島町、水呑町、水呑向丘、御船町一丁目、御

船町二丁目、宮前町一丁目、宮前町二丁目、御幸町

大字上岩成、御幸町大字下岩成、御幸町大字中津

原、御幸町大字森脇、明王台二丁目、明王台四丁

目、明王台五丁目、明神町一丁目、明神町二丁目、

三吉町一丁目、三吉町二丁目、三吉町三丁目、三吉

町四丁目、三吉町五丁目、三吉町南一丁目、三吉町

南二丁目、明治町、元町、紅葉町、柳津町、柳津町

一丁目、柳津町二丁目、柳津町三丁目、柳津町四丁

目、柳津町五丁目、山手町、山手町一丁目、山手町

二丁目、山手町三丁目、山手町四丁目、山手町五丁

目、山手町六丁目、山手町七丁目、横尾町一丁目、

横尾町二丁目、吉津町、緑陽町一丁目、緑陽町二丁

目、若松町 

拡充型 青葉台一丁目、青葉台二丁目、青葉台三丁目、青葉

台四丁目、赤坂町大字赤坂、曙町一丁目、曙町二丁

目、曙町三丁目、曙町四丁目、曙町五丁目、曙町六

丁目、旭町、伊勢丘三丁目、伊勢丘五丁目、伊勢丘

六丁目、伊勢丘七丁目、一文字町、今津町、今津町

二丁目、今津町三丁目、今津町四丁目、今津町五丁

目、今津町六丁目、今津町七丁目、今町、入船町一

丁目、入船町二丁目、入船町三丁目、駅家町大字江

良、駅家町大字上山守、駅家町大字倉光、駅家町大

字下山守、駅家町大字近田、駅家町大字中島、駅家

町大字坊寺、駅家町大字法成寺、駅家町大字万能

倉、胡町、王子町一丁目、王子町二丁目、沖野上町

一丁目、沖野上町二丁目、沖野上町三丁目、沖野上

町四丁目、沖野上町五丁目、沖野上町六丁目、卸

町、笠岡町、神島町、春日池、春日台、春日町一丁

目、春日町二丁目、春日町三丁目、春日町四丁目、

春日町五丁目、春日町六丁目、春日町七丁目、春日

町浦上、春日町吉田、霞町一丁目、霞町二丁目、霞

町三丁目、霞町四丁目、神村町、加茂町字芦原、加

茂町字上加茂、加茂町字中野、加茂町字中野一丁

目、加茂町字中野二丁目、加茂町字中野三丁目、加

茂町字八軒屋、加茂町大字下加茂、加茂町大字八軒
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屋、川口町一丁目、川口町二丁目、川口町三丁目、

川口町四丁目、川口町五丁目、神辺町旭丘、神辺町

字上御領、神辺町字下御領、神辺町字十九軒屋、神

辺町字徳田、神辺町字西中条、神辺町字平野、神辺

町字道上、神辺町字湯野、神辺町大字上竹田、神辺

町大字川北、神辺町大字川南、神辺町大字新十九、

神辺町大字新徳田、神辺町大字新道上、神辺町大字

新湯野、北本庄一丁目、北本庄二丁目、北本庄三丁

目、北本庄四丁目、北本庄五丁目、北美台、北吉津

町二丁目、北吉津町三丁目、北吉津町四丁目、北吉

津町五丁目、木之庄町一丁目、木之庄町二丁目、木

之庄町三丁目、木之庄町四丁目、木之庄町五丁目、

木之庄町六丁目、草戸町、草戸町一丁目、草戸町二

丁目、草戸町三丁目、草戸町四丁目、草戸町五丁

目、鋼管町、光南町一丁目、光南町二丁目、光南町

三丁目、郷分町 22～1661、蔵王町、蔵王町一丁目、

蔵王町二丁目、蔵王町三丁目、蔵王町五丁目、桜馬

場町、佐波町、三之丸町、地吹町、昭和町、城見町

一丁目、城見町二丁目、新市町大字相方 5～1090、

同 2036～2668、新市町大字下安井 1～1964、同

2125～2308、同 3500～3510、新市町大字新市、新

市町大字戸手 1～2473、同 3419～3427、新市町大字

宮内 1～2264、同 3456～3576、新涯町一丁目、新涯

町二丁目、新涯町三丁目、新涯町四丁目、新涯町五

丁目、新涯町六丁目、新浜町一丁目、新浜町二丁

目、住吉町、瀬戸町大字山北、瀬戸町大字地頭分 2

～2255、瀬戸町大字長和 1～3138、千田町一丁目、

千田町四丁目、千田町字坂田北、千田町大字千田、

千田町大字薮路、大黒町、大門町一丁目、大門町二

丁目、大門町三丁目、大門町四丁目、大門町五丁

目、大門町六丁目、大門町八丁目、大門町旭、大門

町大門、大門町津之下、大門町野々浜、大門町大字

日之出丘、高西町一丁目、高西町二丁目、高西町三

丁目、高西町四丁目、高西町川尻、高西町真田、高

西町南、宝町、多治米町一丁目、多治米町二丁目、

多治米町三丁目、多治米町四丁目、多治米町五丁

目、多治米町六丁目、田尻町、長者町、千代田町一

丁目、千代田町二丁目、津之郷町大字加屋、津之郷

町大字津之郷、坪生町一丁目、坪生町二丁目、坪生

町三丁目、坪生町四丁目、坪生町五丁目、坪生町六

丁目、手城町一丁目、手城町二丁目、手城町三丁

目、手城町四丁目、寺町、道三町、鞆町後地、鞆町

鞆、奈良津町一丁目、奈良津町二丁目、奈良津町三

丁目、西桜町一丁目、西桜町二丁目、西新涯町一丁

目、西新涯町二丁目、西深津町一丁目、西深津町二

丁目、西深津町三丁目、西深津町四丁目、西深津町

五丁目、西深津町六丁目、西町一丁目、西町二丁
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目、西町三丁目、沼隈町大字草深、沼隈町大字常

石、沼隈町大字能登原、能島一丁目、能島二丁目、

能島三丁目、野上町一丁目、野上町二丁目、野上町

三丁目、延広町、花園町一丁目、花園町二丁目、東

川口町一丁目、東川口町二丁目、東川口町三丁目、

東川口町四丁目、東川口町五丁目、東桜町、東手城

町一丁目、東手城町二丁目、東手城町三丁目、東手

城町四丁目、東深津町一丁目、東深津町二丁目、東

深津町三丁目、東深津町四丁目、東深津町五丁目、

東深津町六丁目、東深津町七丁目、東町一丁目、東

町二丁目、東町三丁目、東吉津町、引野町、引野町

一丁目、引野町二丁目、引野町三丁目、引野町四丁

目、引野町五丁目、引野町北一丁目、引野町北五丁

目、引野町東、日吉台一丁目、日吉台二丁目、日吉

台三丁目、伏見町、船町、古野上町、本郷町、本庄

町中一丁目、本庄町中二丁目、本庄町中三丁目、本

庄町中四丁目、本町、幕山台一丁目、松永町、松永

町一丁目、松永町二丁目、松永町三丁目、松永町四

丁目、松永町五丁目、松永町六丁目、松永町七丁

目、松浜町一丁目、松浜町二丁目、松浜町三丁目、

松浜町四丁目、御門町一丁目、御門町二丁目、御門

町三丁目、緑町、港町一丁目、港町二丁目、南今津

町、南蔵王町一丁目、南蔵王町二丁目、南蔵王町三

丁目、南蔵王町四丁目、南蔵王町五丁目、南蔵王町

六丁目、南手城町一丁目、南手城町二丁目、南手城

町三丁目、南手城町四丁目、南本庄一丁目、南本庄

二丁目、南本庄三丁目、南本庄四丁目、南本庄五丁

目、南町、南松永町一丁目、南松永町二丁目、南松

永町三丁目、南松永町四丁目、箕沖町、箕島町、水

呑町、御船町一丁目、御船町二丁目、宮前町一丁

目、宮前町二丁目、御幸町大字上岩成、御幸町大字

下岩成、御幸町大字中津原、御幸町大字森脇、明神

町一丁目、明神町二丁目、三吉町一丁目、三吉町二

丁目、三吉町三丁目、三吉町四丁目、三吉町五丁

目、三吉町南一丁目、三吉町南二丁目、明治町、元

町、紅葉町、柳津町、柳津町一丁目、柳津町二丁

目、柳津町三丁目、柳津町四丁目、柳津町五丁目、

山手町、山手町一丁目、山手町二丁目、山手町三丁

目、山手町四丁目、山手町五丁目、山手町六丁目、

山手町七丁目、横尾町一丁目、横尾町二丁目、吉津

町、若松町 

府中市 移転型 栗柄町、中須町、高木町、広谷町、鵜飼町、府川

町、本山町、桜が丘、元町、府中町、土生町、出口

町、目崎町、父石町、篠根町、三郎丸町、河南町、

上下町上下、上下町深江 

拡充型 栗柄町、中須町、高木町、広谷町、鵜飼町、府川

町、本山町、桜が丘、元町、府中町、土生町、出口
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町、目崎町、父石町、三郎丸町番蔵、三郎丸町番蔵

沖、河南町、上下町上下、上下町深江 

三次市 移転型 日下町、三原町、三次町、西河内町、小文町、向江

田町、和知町、糸井町、大田幸町、小田幸町、木乗

町、志幸町、塩町、江田川之内町、高杉町、廻神

町、東酒屋町、西酒屋町、青河町、上川立町、下川

立町、上志和地町、下志和地町、秋町、粟屋町、十

日市東一丁目、十日市東二丁目、十日市東三丁目、

十日市東四丁目、十日市東五丁目、十日市東六丁

目、十日市南一丁目、十日市南二丁目、十日市南三

丁目、十日市南四丁目、十日市南五丁目、十日市南

六丁目、十日市南七丁目、十日市西一丁目、十日市

西二丁目、十日市西三丁目、十日市西四丁目、十日

市西五丁目、十日市西六丁目、十日市中一丁目、十

日市中二丁目、十日市中三丁目、十日市中四丁目、

十日市町、南畑敷町、畠敷町、四拾貫町、後山町、

君田町東入君、君田町西入君、君田町石原、君田町

藤兼、君田町泉吉田、布野町横谷、布野町上布野、

布野町下布野、布野町戸河内、作木町伊賀和志、作

木町大津、作木町下作木、作木町門田、吉舎町吉

舎、吉舎町安田、吉舎町三玉、吉舎町矢野地、吉舎

町海田原、吉舎町矢井、吉舎町敷地、吉舎町清綱、

三良坂町灰塚、三良坂町光清、三良坂町仁賀、三良

坂町田利、三良坂町皆瀬、三良坂町三良坂、三良坂

町長田、三良坂町岡田、三和町飯田、三和町上壱、

三和町敷名、三和町上板木、三和町羽出庭、三和町

下板木、甲奴町本郷、甲奴町西野、甲奴町梶田、甲

奴町小童、甲奴町宇賀 

拡充型 日下町、三原町、三次町、小文町、向江田町、和知

町、糸井町、大田幸町、小田幸町、志幸町、塩町、

江田川之内町、高杉町、廻神町、東酒屋町、西酒屋

町、青河町、上川立町、下川立町、上志和地町、秋

町、粟屋町、十日市東一丁目、十日市東二丁目、十

日市東三丁目、十日市東四丁目、十日市東五丁目、

十日市東六丁目、十日市南一丁目、十日市南二丁

目、十日市南三丁目、十日市南四丁目、十日市南五

丁目、十日市南六丁目、十日市南七丁目、十日市西

一丁目、十日市西二丁目、十日市西三丁目、十日市

西四丁目、十日市西五丁目、十日市西六丁目、十日

市中一丁目、十日市中二丁目、十日市中三丁目、十

日市中四丁目、十日市町、南畑敷町、畠敷町、四拾

貫町、君田町東入君字郷、君田町東入君字松が瀬、

君田町西入君字砂が原、君田町西入君字鷹住、君田

町石原字蔭地、君田町藤兼字川東、君田町藤兼字川

西、君田町泉吉田字橋が頭、布野町横谷字落合、布

野町横谷字中郷、布野町上布野字町上、野町上布野

字町中、布野町上布野字町下、布野町下布野町字柳
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田、布野町下布野町字大伴、作木町伊賀和志字上

原、作木町伊賀和志字江原、作木町大津字井手平、

作木町大津字市ヶ原、作木町下作木字港、作木町下

作木字天楽、作木町香淀字上郷、作木町香淀字下

郷、吉舎町吉舎、吉舎町安田字古市、吉舎町三玉字

本郷、吉舎町海田原字上、吉舎町海田原字下、吉舎

町矢井字鹿谷、吉舎町敷地字本郷、吉舎町清綱字

上、吉舎町清綱字下、三良坂町灰塚灰塚、三良坂町

灰塚字羽木、三良坂町光清字下光清、三良坂町仁賀

字仁賀、三良坂町仁賀字立田、三良坂町仁賀字皇

渡、三良坂町田利字田利、三良坂町田利字野曽原、

三良坂町皆瀬字皆瀬、三良坂町皆瀬字植野原、三良

坂町三良坂、三良坂町長田字長田、三良坂町長田字

上長田、三良坂町岡田字岡田、三和町上壱字日南、

三和町上壱字想田、三和町上壱字上山、三和町敷名

字市場、三和町敷名字原田、三和町敷名字陰地、三

和町上板木字小原田、三和町羽出庭字市、三和町羽

出庭字山﨑、三和町羽出庭字宮蔵、三和町下板木字

四辻、三和町下板木字郷、三和町下板木字備尺、甲

奴町本郷、甲奴町西野、甲奴町梶田字梶田郷、甲奴

町小童字市場、甲奴町小童字桂正寺、甲奴町宇賀字

郷 

庄原市 移転型 山内町、殿垣内町、七塚町、田原町、本郷町、上原

町、板橋町、戸郷町、一木町、新庄町、是松町、永

末町、宮内町、東本町、西本町、中本町、掛田町、

川手町、西城町福山、西城町八鳥、西城町中野、西

城町大佐、西城町入江、西城町西城、東城町福代、

東城町川東、東城町川西、東城町戸宇、東城町東城 

拡充型 山内町、殿垣内町、七塚町、田原町、本郷町、上原

町、板橋町、戸郷町、一木町、新庄町、是松町、永

末町、宮内町、東本町、西本町、中本町、掛田町、

川手町、西城町福山、西城町八鳥、西城町中野、西

城町大佐、西城町入江、西城町西城、東城町福代、

東城町川東、東城町川西、東城町戸宇、東城町東城 

大竹市 移転型 新町一丁目、新町二丁目、新町三丁目、油見一丁

目、油見二丁目、油見三丁目、本町一丁目、本町二

丁目、白石一丁目、白石二丁目、元町一丁目、元町

二丁目、元町三丁目、元町四丁目、木野一丁目、木

野二丁目、西栄一丁目、西栄二丁目、西栄三丁目、

南栄一丁目、南栄二丁目、南栄三丁目、東栄一丁

目、東栄二丁目、東栄三丁目、北栄、立戸一丁目、

立戸二丁目、立戸三丁目、立戸四丁目、御幸町、御

園一丁目、御園二丁目、御園台、小方一丁目、小方

二丁目、小方ケ丘、晴海一丁目、晴海二丁目、黒川

一丁目、黒川二丁目、黒川三丁目、港町一丁目、港

町二丁目、明治新開、湯舟町、三ツ石町、玖波一丁
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目、玖波二丁目、玖波三丁目、玖波四丁目、玖波五

丁目、玖波六丁目、玖波七丁目、玖波八丁目、穂仁

原、松ケ原町、栗谷町 

拡充型 東栄一丁目、東栄二丁目、東栄三丁目、北栄、御幸

町、晴海二丁目、明治新開 

東広島市 移転型 西条岡町、西条本町、西条栄町、西条上市町、西条

朝日町、西条御条町、西条昭和町、西条大坪町、西

条町西条、西条町寺家、西条西本町、西条町西条

東、西条町下見、西条町田口、西条町郷曽、西条町

大沢、西条町馬木、西条町御薗宇、西条町吉行、西

条町土与丸、西条末広町、西条町助実、鏡山一丁

目、鏡山二丁目、鏡山北、鏡山三丁目、西大沢一丁

目、西大沢二丁目、西条吉行東一丁目、西条吉行東

二丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目、西条下

見七丁目、田口研究団地、西条土与丸一丁目、西条

土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、西条土与丸四丁

目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁目、西条東

北町、八本松飯田一丁目、八本松飯田二丁目、八本

松飯田三丁目、八本松飯田四丁目、八本松飯田五丁

目、八本松飯田六丁目、八本松飯田七丁目、八本松

飯田八丁目、八本松飯田九丁目、吉川工業団地、八

本松町篠、八本松町米満、八本松町宗吉、八本松町

原、八本松町吉川、八本松東一丁目、八本松東二丁

目、八本松東三丁目、八本松東四丁目、八本松東五

丁目、八本松東六丁目、八本松東七丁目、八本松西

一丁目、八本松西二丁目、八本松西三丁目、八本松

西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六丁目、八本

松西七丁目、高屋町高屋東、高屋町稲木、高屋町桧

山、高屋町大畠、高屋町郷、高屋台一丁目、高屋台

二丁目、志和町別府、志和町奥屋、志和町冠、志和

町七条椛坂、志和町志和東、志和流通、黒瀬町小多

田、黒瀬町宗近柳国、黒瀬町南方、黒瀬町乃美尾、 

黒瀬町大多田、黒瀬町丸山、黒瀬町楢原、黒瀬町兼

広、黒瀬町切田、黒瀬町兼沢、黒瀬町津江、黒瀬春

日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬松ヶ丘、黒瀬

桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘

二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、河内町下河内、河内

町中河内、河内町上河内、河内町入野、入野中山台

一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入

野中山台四丁目、入野中山台五丁目、河内臨空団

地、安芸津町木谷、安芸津町三津、安芸津町風早 

拡充型 西条岡町、西条本町、西条栄町、西条上市町、西条

朝日町、西条御条町、西条昭和町、西条大坪町、西

条町西条、西条町寺家、西条西本町、西条町西条

東、西条町下見、西条町田口、西条町郷曽、西条町

大沢、西条町馬木、西条町御薗宇、西条町吉行、西
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条町土与丸、西条末広町、西条町助実、鏡山一丁

目、鏡山二丁目、鏡山北、鏡山三丁目、西大沢一丁

目、西大沢二丁目、西条吉行東一丁目、西条吉行東

二丁目、西条下見五丁目、西条下見六丁目、西条下

見七丁目、田口研究団地、西条土与丸一丁目、西条

土与丸二丁目、西条土与丸三丁目、西条土与丸四丁

目、西条土与丸五丁目、西条土与丸六丁目、西条東

北町、八本松飯田一丁目、八本松飯田二丁目、八本

松飯田三丁目、八本松飯田四丁目、八本松飯田五丁

目、八本松飯田六丁目、八本松飯田七丁目、八本松

飯田八丁目、八本松飯田九丁目、吉川工業団地、八

本松町篠、八本松町米満、八本松町宗吉、八本松町

原、八本松町吉川、八本松東一丁目、八本松東二丁

目、八本松東三丁目、八本松東四丁目、八本松東五

丁目、八本松東六丁目、八本松東七丁目、八本松西

一丁目、八本松西二丁目、八本松西三丁目、八本松

西四丁目、八本松西五丁目、八本松西六丁目、八本

松西七丁目、高屋町高屋東、高屋町稲木、高屋町桧

山、高屋町大畠、高屋町郷、高屋台一丁目、高屋台

二丁目、志和町別府、志和町奥屋、志和町冠、志和

町七条椛坂、志和町志和東、志和流通、黒瀬町小多

田、黒瀬町宗近柳国、黒瀬町南方、黒瀬町乃美尾、 

黒瀬町大多田、黒瀬町丸山、黒瀬町楢原、黒瀬町兼

広、黒瀬町切田、黒瀬町兼沢、黒瀬町津江、黒瀬春

日野一丁目、黒瀬春日野二丁目、黒瀬松ヶ丘、黒瀬

桜が丘一丁目、黒瀬切田が丘一丁目、黒瀬切田が丘

二丁目、黒瀬切田が丘三丁目、河内町下河内、河内

町中河内、河内町上河内、河内町入野、入野中山台

一丁目、入野中山台二丁目、入野中山台三丁目、入

野中山台四丁目、入野中山台五丁目、河内臨空団

地、安芸津町木谷、安芸津町三津、安芸津町風早 

廿日市市 移転型 廿日市、佐方、下平良、地御前、上平良、宮内、

原、可愛、須賀、天神、駅前、桜尾本町、桜尾、木

材港北、木材港南、山陽園、佐方本町、城内、大

東、本町、住吉、新宮、平良、平良山手、串戸、六

本松、地御前、阿品、阿品台、峰高、地御前北、宮

園、宮園上、四季が丘、四季が丘上、宮内工業団

地、陽光台、玖島、永原、峠、友田、河津原、津

田、大野、宮島口、宮島口東、宮島口西、宮島口

上、福面、対厳山、深江、前空、物見東、物見西、

上の浜、下の浜、大野中央、大野原、梅原、塩屋、

沖塩屋、林が原、丸石、宮浜温泉、八坂、宮島町 

拡充型 廿日市、佐方、下平良、地御前、上平良、宮内、

原、可愛、須賀、天神、駅前、桜尾本町、桜尾、木

材港北、木材港南、山陽園、佐方本町、城内、大

東、本町、住吉、新宮、平良、平良山手、串戸、六

本松、地御前、阿品、阿品台、峰高、地御前北、宮
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園、宮園上、四季が丘、四季が丘上、宮内工業団

地、陽光台、玖島、永原、峠、友田、河津原、津

田、大野、宮島口、宮島口東、宮島口西、宮島口

上、福面、対厳山、深江、前空、物見東、物見西、

上の浜、下の浜、大野中央、大野原、梅原、塩屋、

沖塩屋、林が原、丸石、宮浜温泉、八坂、宮島町 

安芸高田市 移転型 吉田町多治比、吉田町中馬、吉田町西浦、吉田町相

合、吉田町吉田、吉田町常友、吉田町常楽寺、吉田

町山手、吉田町川本、吉田町竹原、吉田町、上入

江、吉田町下入江、吉田町桂、吉田町長屋、八千代

町勝田、八千代町佐々井、八千代町下根、八千代町

上根、八千代町向山、美土里町横田、美土里町本

郷、高宮町佐々部、高宮町羽佐竹、高宮町原田、高

宮町来女木、高宮町川根、甲田町上小原、甲田町下

小原、甲田町高田原、甲田町上甲立、甲田町下甲

立、甲田町深瀬、向原町坂、向原町戸島、向原町長

田、向原町保垣 

拡充型 吉田町多治比、吉田町中馬、吉田町西浦、吉田町相

合、吉田町吉田、吉田町常友、吉田町常楽寺、吉田

町山手、吉田町川本、吉田町竹原、吉田町、上入

江、吉田町下入江、吉田町桂、吉田町長屋、八千代

町勝田、八千代町佐々井、八千代町下根、八千代町

上根、八千代町向山、美土里町横田、美土里町本

郷、高宮町佐々部、高宮町羽佐竹、高宮町原田、高

宮町来女木、高宮町川根、甲田町上小原、甲田町下

小原、甲田町高田原、甲田町上甲立、甲田町下甲

立、甲田町深瀬、向原町坂、向原町戸島、向原町長

田、向原町保垣 

江田島市 移転型 江田島町鷲部、江田島町江南、江田島町秋月、江田

島町小用、江田島町切串、江田島町幸ノ浦、江田島

町大須、江田島町宮ノ原、江田島町中央、江田島町

津久茂、能美町鹿川、能美町中町、能美町高田、沖

美町三吉、沖美町高祖、沖美町美能、沖美町岡大

王、沖美町畑、沖美町是長、大柿町深江、大柿町小

古江、大柿町大原、大柿町大君、大柿町柿浦、大柿

町飛渡瀬 

拡充型 江田島町鷲部、江田島町江南、江田島町秋月、江田

島町小用、江田島町切串、江田島町幸ノ浦、江田島

町大須、江田島町宮ノ原、江田島町中央、江田島町

津久茂、能美町鹿川、能美町中町、能美町高田、沖

美町三吉、沖美町高祖、沖美町美能、沖美町岡大

王、沖美町畑、沖美町是長、大柿町深江、大柿町小

古江、大柿町大原、大柿町大君、大柿町柿浦、大柿

町飛渡瀬 

府中町 移転型 鶴江一丁目、鶴江二丁目、大須一丁目、大須二丁

目、大須三丁目、大須四丁目、本町一丁目、本町二
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丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、大通

一丁目、大通二丁目、大通三丁目、宮の町一丁目、

宮の町二丁目、浜田本町、茂陰一丁目、茂陰二丁

目、新地、千代、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三

丁目、浜田四丁目、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁

目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎南、青崎中、青

崎東、八幡一丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、柳ヶ

丘 

拡充型 鶴江一丁目、鶴江二丁目、大須一丁目、大須二丁

目、大須三丁目、大須四丁目、本町一丁目、本町二

丁目、本町三丁目、本町四丁目、本町五丁目、大通

一丁目、大通二丁目、大通三丁目、宮の町一丁目、

宮の町二丁目、浜田本町、茂陰一丁目、茂陰二丁

目、新地、千代、浜田一丁目、浜田二丁目、浜田三

丁目、浜田四丁目、緑ヶ丘、鹿籠一丁目、鹿籠二丁

目、桃山一丁目、桃山二丁目、青崎南、青崎中、青

崎東、八幡一丁目、八幡三丁目、八幡四丁目、柳ヶ

丘 

海田町 移転型 上市、中店、稲荷町、新町、窪町、幸町、大立町、

東昭和町、昭和町、昭和中町、曙町、南幸町、南昭

和町、日の出町、南本町、月見町、大正町、南大正

町、栄町、堀川町、南堀川町、つくも町、南つくも

町、明神町、南明神町、寿町、西明神町、成本、石

原、畝一丁目、畝二丁目、砂走、蟹原一丁目、蟹原

二丁目、西浜、浜角、寺迫一丁目、寺迫二丁目、曽

田、国信一丁目、国信二丁目、稲葉、三迫一丁目、

三迫二丁目、東一丁目、東二丁目 

拡充型 明神町、南明神町、西明神町、南つくも町、栄町、

日の出町、月見町、曽田、国信一丁目、寺迫二丁

目、畝二丁目 

熊野町 移転型 呉地一丁目、呉地二丁目、呉地三丁目、呉地四丁

目、呉地五丁目、川角一丁目、川角二丁目、川角三

丁目、川角四丁目、川角五丁目、貴船、石神、神

田、柿迫、東山、出来庭一丁目、出来庭二丁目、出

来庭三丁目、出来庭四丁目、出来庭五丁目、出来庭

六丁目、出来庭七丁目、出来庭八丁目、出来庭九丁

目、出来庭十丁目、中溝一丁目、中溝二丁目、中溝

三丁目、中溝四丁目、中溝五丁目、中溝六丁目、萩

原一丁目、萩原二丁目、萩原三丁目、萩原四丁目、

萩原五丁目、萩原六丁目、萩原七丁目、萩原八丁

目、萩原九丁目、萩原十丁目、城之堀一丁目、城之

堀二丁目、城之堀三丁目、城之堀四丁目、城之堀五

丁目、城之堀六丁目、城之堀七丁目、城之堀八丁

目、城之堀九丁目、城之堀十丁目、平谷一丁目、平

谷二丁目、平谷三丁目、平谷四丁目、平谷五丁目、

初神一丁目、初神二丁目、初神三丁目、初神四丁
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目、新宮一丁目、新宮二丁目、新宮三丁目、新宮四

丁目、新宮五丁目、新宮六丁目、新宮七丁目、新宮

八丁目、字深原平 

拡充型 城之堀六丁目、初神一丁目、新宮三丁目、新宮四丁

目 

坂町 移転型 坂東一丁目、坂東二丁目、坂東三丁目、板東四丁

目、坂西一丁目、坂西二丁目、坂西三丁目、坂西四

丁目、北新地一丁目、北新地二丁目、北新地三丁

目、北新地四丁目、横浜東一丁目、横浜東二丁目、

横浜中央一丁目、横浜中央二丁目、横浜中央三丁

目、横浜西一丁目、横浜西二丁目、植田一丁目、植

田二丁目、植田三丁目、植田四丁目、鯛尾一丁目、

鯛尾二丁目、平成ヶ浜一丁目、平成ヶ浜二丁目、平

成ヶ浜三丁目、平成ヶ浜四丁目、平成ヶ浜五丁目、

小屋浦一丁目、小屋浦二丁目、小屋浦三丁目、小屋

浦四丁目 

拡充型 坂東一丁目、坂東二丁目、坂東三丁目、板東四丁

目、坂西一丁目、坂西二丁目、坂西三丁目、坂西四

丁目、北新地一丁目、北新地二丁目、北新地三丁

目、北新地四丁目、横浜東一丁目、横浜東二丁目、

横浜中央一丁目、横浜中央二丁目、横浜中央三丁

目、横浜西一丁目、横浜西二丁目、植田一丁目、植

田二丁目、植田三丁目、植田四丁目、鯛尾一丁目、

鯛尾二丁目、平成ヶ浜一丁目、平成ヶ浜二丁目、平

成ヶ浜三丁目、平成ヶ浜四丁目、平成ヶ浜五丁目、

小屋浦一丁目、小屋浦二丁目、小屋浦三丁目、小屋

浦四丁目 

安芸太田町 移転型 穴、加計、上筒賀、中筒賀、下筒賀、上殿、下殿河

内、戸河内、猪山、寺領、津浪、坪野、平見谷、松

原、土居 

拡充型 穴、加計、上筒賀、中筒賀、下筒賀、上殿、下殿河

内、戸河内、猪山、寺領、津浪、坪野、平見谷、松

原、土居 

北広島町 移転型 東八幡原、西八幡原、雲耕、宮地、大元、政所、中

祖、荒神原、橋山、奥中原、川小田、細見、才乙、

大利原、南門原、苅屋形、草安、奥原、土橋、移

原、米沢、大暮、小原、溝口、高野、田原、筏津、

大塚、大朝、新庄、岩戸、宮迫、田原、壬生、川

西、惣森、川東、川井、丁保余原、新氏神、新郷、

南方、木次、本地 

新都、寺原、有間、今田、春木、後有田、古保利、

有田、石井谷、中山、蔵迫、舞綱川戸、今吉田、阿

坂、吉木、都志見、戸谷、長笹、西宗、中原、志路

原、上石、下石、海応寺 

拡充型 大朝、新庄、南方、新氏神、新郷、新都 
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大崎上島町 移転型 東野字契、東野字多賀浜、東野字磯田、中野字塔越 

拡充型 東野字多賀浜、東野字磯田、中野字塔越 

世羅町 移転型 東神崎、川尻、本郷 

拡充型 本郷 

神石高原町 移転型 油木、福永、高光、小畠、上、上豊松、下豊松 

拡充型 油木、福永、高光、小畠、上、上豊松、下豊松 

 


