
浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市佐伯区）市区町 備考旭園五日市 一丁目五日市 二丁目 6,7,8,9街区の各区域に限る五日市 四丁目五日市駅前 一丁目五日市駅前 二丁目五日市駅前 三丁目五日市港 三丁目五日市港 四丁目五日市中央 一丁目五日市中央 二丁目五日市中央 三丁目五日市町海老園 一丁目海老園 二丁目海老園 三丁目海老園 四丁目海老山南 一丁目海老山南 二丁目海老山町新宮苑 5,9街区の各区域に限る隅の浜 一丁目隅の浜 二丁目隅の浜 三丁目藤垂園三筋 一丁目三筋 二丁目皆賀 一丁目 12,13街区の各区域に限る美の里 一丁目美の里 二丁目三宅 一丁目 1,2,3,4,5街区の各区域に限る吉見園楽々園 一丁目楽々園 二丁目楽々園 三丁目楽々園 四丁目楽々園 五丁目楽々園 六丁目

大字等

広島市佐伯区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市西区）市区町 備考井口 三丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,16,17,20,21街区の各区域に限る井口 四丁目 1,2,3,4,5街区の各区域に限る井口 五丁目井口明神 一丁目井口明神 二丁目井口明神 三丁目扇 一丁目扇 二丁目小河内町 一丁目小河内町 二丁目上天満町観音新町 一丁目観音新町 二丁目観音新町 三丁目観音新町 四丁目観音本町 一丁目観音本町 二丁目観音町草津新町 一丁目草津新町 二丁目草津浜町草津本町草津東 一丁目草津東 二丁目草津東 三丁目草津南 一丁目草津南 二丁目草津南 三丁目草津南 四丁目草津港 一丁目草津港 二丁目草津港 三丁目己斐西町 13,14,15,16,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,29,30街区の各区域に限る己斐本町 二丁目己斐本町 三丁目庚午中 一丁目庚午中 二丁目庚午中 三丁目庚午中 四丁目庚午南 一丁目庚午南 二丁目庚午北 一丁目庚午北 二丁目庚午北 三丁目庚午北 四丁目商工センター 一丁目商工センター 二丁目商工センター 三丁目商工センター 四丁目商工センター 五丁目商工センター 六丁目商工センター 七丁目商工センター 八丁目高須 一丁目高須 二丁目高須 三丁目 1,3,5,6街区の各区域に限る

大字等

広島市西区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市西区）市区町 備考大字等天満町西観音町東観音町福島町 一丁目福島町 二丁目古江新町古江東町 1,2,5,6,7,8街区の各区域に限る古江西町 1,2,3,4,5,6,18,19,20,21,22街区の各区域に限る南観音 一丁目南観音 二丁目南観音 三丁目南観音 四丁目南観音 五丁目南観音 六丁目南観音 七丁目南観音 八丁目南観音町都町
広島市西区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市中区）市区町 備考榎町江波沖町江波栄町江波二本松 一丁目江波二本松 二丁目江波本町江波東 一丁目江波東 二丁目江波西 一丁目江波西 二丁目江波南 一丁目江波南 二丁目江波南 三丁目胡町大手町 一丁目大手町 二丁目大手町 三丁目大手町 四丁目大手町 五丁目加古町銀山町上幟町上八丁堀紙屋町 一丁目紙屋町 二丁目河原町小網町光南 一丁目光南 二丁目光南 三丁目光南 四丁目光南 五丁目光南 六丁目国泰寺町 一丁目国泰寺町 二丁目小町堺町 一丁目堺町 二丁目昭和町新天地住吉町千田町 一丁目千田町 二丁目千田町 三丁目宝町竹屋町立町田中町鶴見町鉄砲町十日市町 一丁目十日市町 二丁目土橋町中島町中町流川町西川口町西十日市町

大字等

広島市中区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市中区）市区町 備考大字等西平塚町猫屋町幟町羽衣町橋本町八丁堀東千田町 一丁目東千田町 二丁目東白島町 17,18,19,20,21,22街区の各区域に限る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 一丁目舟入南 二丁目舟入南 三丁目舟入南 四丁目舟入南 五丁目舟入南 六丁目舟入町堀川町本川町 一丁目本川町 二丁目本川町 三丁目本通三川町南千田東町南千田西町南竹屋町南吉島 一丁目南吉島 二丁目基町 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,21街区の各区域に限る薬研堀弥生町吉島新町 一丁目吉島新町 二丁目吉島東 一丁目吉島東 二丁目吉島東 三丁目吉島西 一丁目吉島西 二丁目吉島西 三丁目吉島町

広島市中区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市南区）市区町 備考青崎 一丁目青崎 二丁目旭 一丁目旭 二丁目旭 三丁目稲荷町宇品海岸 一丁目宇品海岸 二丁目宇品海岸 三丁目宇品神田 一丁目宇品神田 二丁目宇品神田 三丁目宇品神田 四丁目宇品神田 五丁目宇品御幸 一丁目宇品御幸 二丁目宇品御幸 三丁目宇品御幸 四丁目宇品御幸 五丁目宇品東 一丁目宇品東 二丁目宇品東 三丁目宇品東 四丁目宇品東 五丁目宇品東 六丁目宇品東 七丁目宇品西 一丁目宇品西 二丁目宇品西 三丁目宇品西 四丁目宇品西 五丁目宇品西 六丁目宇品町猿猴橋町大州 一丁目大州 二丁目大州 三丁目大州 四丁目大州 五丁目霞 一丁目霞 二丁目上東雲町北大河町 1,2,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23街区の各区域に限る京橋町金屋町楠那町小磯町荒神町東雲 一丁目東雲 二丁目東雲 三丁目東雲本町 一丁目東雲本町 二丁目東雲本町 三丁目丹那町 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,18,19,20,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,38,39,40,41街区の各区域に限る

大字等

広島市南区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市南区）市区町 備考大字等段原 一丁目段原 二丁目段原 三丁目段原 四丁目段原日出 一丁目段原日出 二丁目段原南 一丁目段原南 二丁目段原山崎 一丁目段原山崎 二丁目段原山崎 三丁目月見町出汐 一丁目出汐 二丁目出汐 三丁目出汐 四丁目出島 一丁目出島 二丁目出島 三丁目出島 四丁目西旭町西霞町西蟹屋 一丁目西蟹屋 二丁目西蟹屋 三丁目西蟹屋 四丁目西荒神町西本浦町 1,2,3,12街区の各区域に限る西翠町似島町仁保 一丁目 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,14,15街区の各区域に限る仁保 二丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,17,18,19,20街区の各区域に限る仁保 三丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9街区の各区域に限る仁保 四丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19街区の各区域に限る仁保沖町仁保新町 一丁目仁保新町 二丁目日宇那町 1,2,3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21街区の各区域に限る東青崎町東駅町東霞町 1,2,3,4,5,6,7街区の各区域に限る東荒神町東本浦町比治山本町比治山町堀越 一丁目 5街区の区域に限る堀越 二丁目 1,2,3,4,5,6,14,15街区の各区域に限る堀越 三丁目 1,2,5,7街区の各区域に限る本浦町 1,3,4,5,6,7,8の各区域に限る松川町松原町的場町 一丁目的場町 二丁目

広島市南区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市南区）市区町 備考大字等翠 一丁目翠 二丁目翠 三丁目翠 四丁目翠 五丁目南大河町 4,5,6,7,8,9,10,11の各区域に限る南蟹屋 一丁目南蟹屋 二丁目皆実町 一丁目皆実町 二丁目皆実町 三丁目皆実町 四丁目皆実町 五丁目皆実町 六丁目向洋大原町 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,23,24,25,30,31,32,33,35,36,38,40,41街区の各区域に限る向洋沖町向洋中町 1,2,3,4,5,6,7,8,9,17街区の各区域に限る向洋本町 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,18街区の各区域に限る元宇品町山城町 1,2,5,6,7,8,10,11,12,13街区の各区域に限る
広島市南区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市東区）市区町 備考曙 一丁目曙 二丁目曙 三丁目曙 四丁目曙 五丁目愛宕町尾長東 一丁目 6,7,8,9,14,15街区の各区域に限る尾長東 二丁目 5,6,7,8,9街区の各区域に限る尾長西 一丁目尾長西 二丁目 12街区の区域に限る上大須賀町光町 一丁目光町 二丁目東蟹屋町二葉の里 三丁目矢賀 一丁目矢賀 二丁目 4,5,6,7,8,9,10,11街区の各区域に限る矢賀 三丁目 1,2,3,5,6,7,8,11,12,13街区の各区域に限る矢賀 四丁目矢賀 五丁目矢賀 六丁目矢賀新町 一丁目矢賀新町 二丁目矢賀新町 三丁目矢賀新町 四丁目矢賀新町 五丁目山根町 20,21,22,23街区の各区域に限る若草町

大字等

広島市東区



浸水深30ｃｍ以上となる区域 様式２（広島市安芸区）市区町 備考船越 一丁目 49街区の区域に限る船越 三丁目 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18街区の各区域に限る船越 四丁目 1,2,3,4,5,6,7,8,16街区の各区域に限る船越 五丁目船越 六丁目 2,3街区の各区域に限る船越南 一丁目船越南 二丁目船越南 三丁目船越南 四丁目船越南 五丁目矢野新町 一丁目矢野新町 二丁目矢野町矢野東 一丁目矢野東 二丁目 1,2,3,4,6,11,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32街区の各区域に限る矢野東 四丁目 1,3,4,5,6,7,8街区の各区域に限る矢野東 五丁目 1,2,3,4,5,6,7街区の各区域に限る矢野西 一丁目矢野西 二丁目矢野西 三丁目 1,2,5街区の各区域に限る矢野西 四丁目 1,2,3,13,14,15,16,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31街区の各区域に限る矢野西 五丁目 1,2,3,7,8,9,12街区の各区域に限る

大字等

広島市安芸区
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