
平成31年2月28日現在の指定状況 

県報告示年度 指  定  市  町 指定区域数 
内訳（ ）は土砂災害特別警戒区域数 

急傾斜の崩壊 土石流 地すべり 

平成14年度～ 

平成19年度 

広島市安佐南区，安佐北区，佐伯区，呉市，竹原市，三原

市，尾道市，福山市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，

廿日市市，安芸高田市，江田島市，安芸太田町，北広島町，

世羅町 

4,802（4,409） 2,894（2,800） 1,908（1,609）  

平成20年度 
呉市，三原市，尾道市，福山市，府中市，三次市，大竹市，

東広島市，廿日市市，安芸太田町，北広島町，世羅町 
1,263（1,141） 733（699） 530（442）  

平成21年度 
広島市安佐北区，佐伯区，呉市，竹原市，三原市，尾道市，

福山市，府中市，三次市，廿日市市，北広島町，世羅町 
1,204（1,079） 763（731） 441（3４8）  

平成22年度 

広島市安佐南区，広島市安佐北区，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，廿日

市市，安芸太田町，北広島町，世羅町 

1,185（1,074） 777（740） 407（334） 1（0） 

平成23年度 

広島市安佐南区，広島市佐伯区，竹原市，三原市，尾道市，

府中市，三次市，庄原市，大竹市，東広島市，安芸太田町，

北広島町，世羅町 

1,064（968） 660（641） 403（327）  1（0） 

平成24年度 

広島市安佐南区，広島市安佐北区，呉市，竹原市，三原市，

尾道市，福山市，三次市，大竹市，東広島市，北広島町，

世羅町 

1,167（1,087） 788（752） 379（335）  

平成25年度 
広島市安佐南区，佐伯区，安芸太田町，東広島市，竹原市，

三原市，尾道市，世羅町，三次市，庄原市 
1,104（1,027） 642（619） 462（408）  

平成26年6月26日 
大竹市（栗谷町奥谷尻地区，広原地区，谷和地区） 

廿日市市（大野地区） 
45（42） 20（20） 25（22）  

平成26年11月17日 広島市安佐南区（伴地区） 
-1（-1） -1（-1）   

1（1） 1（1）   

平成26年11月25日 東広島市（志和東地区） 121（75） 79（75） 42（0）  

平成26年12.月25日 廿日市市（宮内地区，宮内・串戸・六本松地区） 96（70） 73（70） 23（0）  

平成27年2月16日 
府中市（上山町地区，目崎町地区，父石町地区，土生町地

区） 
129（68） 78（68） 50（0） 1（0） 

平成27年２月23日 
福山市（道上学区地区，中条学区地区（西中条地区），湯

田学区地区） 
79（57） 58（57） 21（0）  

平成27年２月26日 府中市（栗柄町地区，用土町地区） 110（70） 73（70） 37（0）  

平成27年３月5日 
府中市（三郎丸町地区，篠根町地区，河南町地区，僧殿町

地区） 
81（45） 46（45） 34（0） 1（0） 

平成27年３月12日 福山市（御野学区地区，竹尋学区地区） 164（119） 124（119） 35（0） 5（0） 

平成27年３月16日 
三次市（敷地地区，吉舎地区，安田地区，矢井地区，海田

原地区） 
121（81） 82（81） 39（0）  

平成27年3月19日 

世羅町（東上原地区） 

呉市（仁方地区，吉浦地区） 

広島市佐伯区（五月が丘小学校区） 

380（203） 229（203） 150（0） 1（0） 

平成27年3月23日 
竹原市（吉名中央（宗越）地区，小梨地区，福田地区，高

崎北地区，高崎南地区） 
198（104） 105（104） 93（0）  

平成27年3月26日 

福山市（西深津地区，深津地区，蔵王地区） 

三次市（東河内町地区，小文町地区，穴笠町地区，後山町

地区，和知地区，三次町地区，） 

166（120） 144（120） 22（0）  

平成27年3月30日 
広島市安佐南区（八木小学校区，梅林小学校区，緑井小学

校区） 
126（77） 69（65） 57（12）  

平成２７年５月２１日 尾道市（原田小学校区） 126（81） 82（81） 44（0）  

平成27年６月29日 

広島市安佐北区（三入小学校区） 

庄原市口和町（口北小学校区） 

庄原市西城町（西城小学校区） 

440（187） 196（186） 241（1） 3（0） 



平成27年６月29日 広島市安佐南区，安佐北区，佐伯区 
-3（-3） -3（-3）   

3（3） 3（3）   

平成27年12月21日 

広島市安佐南区（毘沙門台小学校区） 

広島市安佐北区（真亀小学校区） 

広島市安佐北区（可部南小学校区） 

広島市佐伯区（河内小学校区） 

東広島市志和町（志和掘小学校区） 

三次市三次町（三次小学校区） 

84（78） 57（51） 27（27）  

平成27年12月21日 

広島市安佐南区（梅林小学校区） 

広島市安佐南区（八木小学校区） 

広島市安佐南区（緑井小学校区） 

三次市三次町（三次小学校区） 

三次市東河内町ほか（河内小学校区） 

-50（0）  -50（0）  

50（47）  50（47）  

平成27年12月28日 広島市安佐北区（三入小学校区） 
-1（-1） -1（-1）   

1（1） 1（1）   

平成28年２月12日 
広島市安佐北区（可部小学校区） 

広島市安佐北区（飯室小学校区） 
42（41） 16（15） 26（26）  

平成28年2月12日 
廿日市市上平良（平良小学校区） 

廿日市市宮内（宮内小学校区） 

-2（-2） -2（-2）   

2（2） 2（2）   

平成28年2月12日 広島市佐伯区（五月が丘小学校区） 
-3（0）  -3（0）  

3（9）  3（9）  

平成28年2月25日 三次市吉舎町安田（安田小学校区） 25（36） 21（21） 
-8（0）  

12（15）  

平成28年3月10日 
三原市西野（西小学校区） 

府中市中須町（旭小学校区） 
83（79） 54（53） 29（26）  

平成28年３月10日 
福山市西深津町（西深津小学校区） 

福山市神辺町（湯田小学校区） 

-1（0）  -1（0）  

1（2）  1（2）  

平成28年3月17日 

広島市佐伯区（五日市東小学校区） 

広島市佐伯区（藤の木小学校区） 

広島市安佐北区（深川小学校区） 

114（108） 82（80） 32（28）  

平成28年3月31日 

広島市安佐北区（三入小学校区） 

呉市仁方錦町ほか（仁方小学校区），呉市大山町ほか（落

走小学校区），呉市狩留賀町ほか（吉浦小学校区） 

福山市蔵王町（蔵王小学校区），福山市神辺町（道上小学

校区）， 

-193（0）  -193（0） 

 

183（172）  183（172） 

平成28年3月31日 

広島市安佐南区（伴小学校区），広島市安佐北区（三入小

学校区），広島市佐伯区（八幡東小学校区） 

呉市仁方本町ほか（仁方小学校区），呉市警固屋ほか（警

固屋小学校区），呉市宮原ほか（宮原小学校区），呉市宮原

ほか（坪内小学校区），呉市青山町ほか（和庄小学校区），

呉市狩留賀町ほか（吉浦小学校区），呉市長谷町ほか（落

走小学校区）  

北広島町古保利ほか（八重小学校区），北広島町有田ほか

（八重東小学校区），北広島町川西ほか（壬生小学校区），

北広島町本地（本地小学校区） 

福山市蔵王町（蔵王小学校区），福山市千田町（千田小学

校区），福山市神辺町（道上小学校区） 

三原市中之町（中之町小学校区） 

庄原市高茂町（山内小学校区） 

850（815） 636（571） 214（244）  

平成28年4月21日 廿日市市阿品台北ほか（阿品台東小学校区） 26（26） 20（20） 6（6）  

平成28年6月2日 
尾道市原田町小原（原田小学校区） 

尾道市原田町梶山田（木ノ庄東小学校区） 

-39（0）  -39（0）  

39（42）  39（42）  

104（104） 65（65） 39（39）  

平成28年６月16日 
府中市土生町ほか（南小学校区） 

府中市栗柄町ほか（栗生小学校） 

-33(0)  -33(0)  

33(50)  33(50)  

平成28年6月16日 

広島市佐伯区（石内小学校区） 

呉市安登ほか（安登小学校区），三津口ほか（三津口小学

校区），中畑ほか（内海小学校区） 

廿日市市佐方本町（廿日市小学校区），地御前２丁目ほか

（地御前小学校区），阿品台西ほか（阿品台西小学校区），

四季が丘２丁目ほか（四季が丘小学校区），宮園上１丁目

ほか（宮園小学校区） 

924（863） 546（504） 378（359）  

平成28年７月14日 

三次市南畑敷町ほか（八次小学校区） 

三次市向江田町ほか（和田小学校区） 

三次市吉舎町（吉舎小学校区） 

-20  -20（0）  

20（33）  20（33）  

平成28年７月14日 

大竹市阿多田（小方小学校区） 

三次市粟屋町（三次小学校区，粟屋小学校区），三次市南

畑敷町ほか（八次小学校区），向江田町ほか（和田小学校

区），吉舎町矢野地ほか（吉舎小学校区） 

146（133） 94（87） 52（46）  



 

平成28年8月４日 
福山市神辺町上御領（御野小学校区） 

-20  -20（0）  

20（18）  20（18）  

平成28年8月４日 

広島市佐伯区美鈴が丘（美鈴が丘小学校区），福山市神辺

町上御領（御野小学校区），福山市神辺町平野（神辺小学

校区），庄原市平和町（山内小学校区） 

58（52） 28（24） 30（28）  

平成28年9月15日 廿日市市宮島口ほか（大野東小学校区） 23（19） 23（19）   

平成28年9月29日 
広島市佐伯区五日市2丁目（五日市小学校区） 

東広島市七条椛坂（西志和小学校区） 
-3（-3） -3（-3）   

平成28年10月6日 
広島市安佐南区沼田町（伴小学校区），広島市安佐北区落

合南（落合小学校区），大竹市三ツ石町（小方小学校区） 
79（76） 45（43） 34（33）  

平成28年10月20日 広島市安佐北区安佐町（飯室小学校区） 126（122） 83（81） 43（41）  

平成28年11月4日 

広島市安佐南区緑井町（梅林小学校区），広島市安佐南区

八木町（八木小学校区），安佐南区上安5丁目（上安小学

校区），広島市佐伯区五日市2丁目（五日市小学校区） 

-4（-4） -2（-2） -2（-2）  

4（2） 2（2） 2（0）  

平成28年11月4日 
広島市安佐南区沼田町（伴小学校区），広島市西区己斐上

（己斐小学校区） 
24（28） 18（17） 6（11）  

平成28年11月17日 
庄原市東城町（八幡小学校区），庄原市東城町（東城小学

校区） 
98（93） 57（56） 41（37）  

平成28年12月8日 
廿日市市桜尾本町（廿日市小学校区），安芸太田町穴ほか

（修道小学校区） 
130（129） 84（84） 46（45）  

平成28年12月22日 広島市安佐北区可部町（三入小学校区） 

-1（-1）  -1（-1）  

1（0）  1（0）  

平成28年12月22日 

広島市安佐北区三入東２丁目ほか（三入東小学校区），廿

日市市佐方ほか（佐方小学校区），廿日市市下平良ほか（平

良小学校区） 

59（51） 41（40） 18（11）  

平成29年1月19日 東広島市志和町志和東ほか（東志和小学校区） 

-11（0）  -11（0）  

168（194） 105（102） 63（92）  

平成29年1月19日 
江田島市大柿町（柿浦小学校区），江田島市大柿町大原ほ

か（大古小学校区） 
161（158） 111（111） 50（47）  

平成29年2月9日 
坂町坂東３丁目ほか（坂小学校区），福山市津之郷町大字

津之郷ほか（津之郷小学校区） 
89（83） 57（53） 32（30）  

平成29年２月23日 
廿日市市宮内ほか（宮内小学校区），三次市三次町ほか（三

次小学校区） 

-9（-18）  -9（-18）  

60（82） 41（37） 19（45）  

平成29年２月23日 

広島市安芸区船越６丁目ほか（船越小学校区），廿日市市

下平良ほか（平良小学校区），廿日市市阿品２丁目（阿品

台西小学校区），廿日市市大野ほか（大野東小学校区），廿

日市市大野ほか（大野西小学校区），竹原市西野町赤坂ほ

か（荘野小学校区），大崎上島町木江ほか（木江小学校区），

福山市山手町（山手小学校区），三原市木原６丁目ほか（木

原小学校区） 

488（438） 339（326） 161（123）  

平成29年3月9日 
広島市安佐南区祇園５丁目（祇園小学校区），広島市安佐

南区上安６丁目（上安小学校区） 

-2（-2） -2（-2）   

2（2） 2（2）   

平成29年3月9日 

広島市佐伯区湯来町大字麦谷ほか（湯来東小学校区），府

中町みくまり３丁目ほか（府中北小学校区），熊野町呉地

ほか（熊野第四小学校区），北広島町川戸（川迫小学校区），

北広島町蔵迫ほか（八重小学校区）， 

361（344） 205（200） 156（144）  

 

 

 



平成29年3月23日 

安芸高田市吉田町吉田ほか（吉田小学校区），福山市神辺

町大字上竹田ほか（竹尋小学校区），福山市神辺町三谷ほ

か（中条小学校区） 

-1（-1）  -1（-1）  

374（380） 224（221） 149（159） 1（0） 

平成29年3月23日 尾道市高須町ほか（高須小学校区） 43（42） 38（37） 5（5）  

平成29年3月30日 府中市荒谷町ほか（府中小学校区） 

-9（0）  -9（0）  

36（49） 19（19） 17（30）  

平成29年3月30日 

広島市東区戸坂新町２丁目ほか（東浄小学校区），広島市

東区中山上２丁目ほか（中山小学校区），広島市東区戸坂

新町２丁目ほか（戸坂小学校区），広島市東区戸坂大上２

丁目ほか（戸坂城山小学校区），広島市安佐南区山本町ほ

か（山本小学校区），広島市安佐北区大林ほか（大林小学

校区），廿日市市原（原小学校区）、廿日市市津田ほか（津

田小学校区），海田町三迫３丁目ほか（海田南小学校区），

世羅町大字伊尾ほか（せらひがし小学校区），神石高原町

井関ほか（来見小学校区） 

839（807） 559（550） 280（257）  

平成29年4月13日 広島市佐伯区利松２丁目ほか（八幡東小学校区） 

-1（-1）  -1（-1）  

3（3） 2（2） 1（1）  

平成29年5月18日 広島市安佐南区大町西２丁目（大町小学校区） 

-1（-1） -1（-1）   

1（1） 1（1）   

平成29年5月18日 
広島市安佐南区山本町ほか（春日野小学校区，山本小学校

区），広島市安佐北区可部町大字桐原（三入東小学校区） 
19（11） 12（11） 7（0）  

平成29年６月１日 福山市田尻町（高島小学校区） 

-1（-1） -1（-1）   

1（1） 1（1）   

平成29年６月１日 福山市鞆町後地ほか（鞆小学校区） 33（30） 21（19） 11（11） 1（0） 

平成29年７月13日 

三次市十日市町ほか（十日市小学校区），三次市青河町（青

河小学校区），三次市吉舎町徳市（吉舎小学校区），三次市

吉舎町辻ほか（八幡小学校区），三次市三良坂町三良坂ほ

か（みらさか小学校区） 

291（287） 179（177） 111（110） 1（0） 

平成29年7月27日 広島市東区戸坂惣田２丁目ほか（戸坂小学校区） 39（36） 28（25） 11（11）  

平成29年8月10日 三次市三次町（三次小学校区） 

-1（-1） -1（-1）   

1（1） 1（1）   

平成29年8月10日 広島市西区新庄町（大芝小学校区） 4（4） 3（3） 1（1）  

平成29年8月31日 
大竹市比作（小方小学校区），大竹市玖波町ほか（玖波小

学校区） 
0（5）  0（5）  

平成29年９月7日 

呉市阿賀町ほか（阿賀小学校区），呉市阿賀北ほか（原小

学校区），福山市田尻町別所ほか（高島小学校区），福山市

北本庄四丁目ほか（久松台小学校区） 

-94（-75）  -94（-75）  

94（89）  94（89）  

平成29年９月7日 

三次市粟屋町（粟屋小学校区），三次市西酒屋町ほか（酒

河小学校区），三次市廻神町（神杉小学校区），三次市作木

町香淀ほか（作木小学校区），三次市吉舎町桧ほか（八幡

小学校区），北広島町岩戸ほか（新庄小学校区） 

618（605） 432（429） 186（176）  

平成29年9月21日 

廿日市市物見西３丁目（大野西小学校区），福山市水呑町

ほか（水呑小学校区），福山市神辺町丁ほか（神辺小学校

区）， 

-33（-30） -1（-1） -32（-29）  

35（32） 1（1） 34（31）  

平成29年10月5日 

広島市東区戸坂大上１丁目ほか（戸坂城山小学校区），広

島市安佐北区落合１丁目ほか（落合東小学校区），広島市

佐伯区湯来町大字白砂ほか（湯来南小学校区），尾道市美

ノ郷町三成ほか（三成小学校区），尾道市西藤町ほか（西

藤小学校区），尾道市御調町津蟹ほか（御調西小学校区） 

567（536） 331（325） 234（211） 2（0） 

 

 



平成29年10月19日 
福山市千田町千田ほか（千田小学校区），庄原市山内町日

向（山内小学校区） 

-11（-9） -2（-2） -9（-7）  

11（8） 2（2） 9（6）  

平成29年10月19日 
福山市駅家町大字服部本郷ほか（服部小学校区），庄原市

本郷町藤城谷（山内小学校区） 
107（100） 66（66） 40（34） 1（0） 

平成29年11月２日 

広島市安佐南区伴東１丁目（伴東小学校区），広島市安佐

南区長束西４丁目（長束西小学校区），広島市佐伯区三宅

５丁目（五日市観音西小学校区），呉市広小坪一丁目ほか

（広南小学校区），呉市広白石三丁目（広小学校区），呉市

広三芦二丁目ほか（三坂地小学校区），呉市広横路二丁目

ほか（横路小学校区），大竹市玖波町ほか（玖波小学校区），

廿日市市大野（大野西小学校区） 

-147（-129） -3（-3） -144（-126）  

147（127） 3（3） 144（124）  

平成29年11月16日 
広島市安佐北区落合南町ほか（倉掛小学校区），呉市音戸

町大字音戸ほか（音戸小学校区） 
96（92） 76（75） 20（17）  

平成29年11月30日 
広島市安佐南区緑井町（梅林小学校区），広島市安佐北区

亀山南５丁目ほか（亀山南小学校区） 

-17（-14） -2（-2） -15（-12）  

14（8） 2（2） 12（6）  

平成29年11月30日 

三原市沼田町ほか（沼田小学校区），三原市長谷町ほか（沼

北小学校区），福山市千田町大字千田（千田小学校区），福

山市御幸町大字中津原ほか（御幸小学校区），福山市奈良

津町１丁目ほか（桜丘小学校区），安芸高田市吉田町上入

江ほか（郷野小学校区），海田町国信２丁目ほか（海田東

小学校区） 

223（209） 130（126） 93（83）  

平成29年12月７日 
広島市安佐南区緑井町（緑井小学校区），広島市安佐南区

八木町（梅林小学校区） 

-2（-2）  -2（-2）  

2（1）  2（1）  

平成29年12月７日 

広島市東区牛田新町３丁目ほか（牛田新町小学校区），広

島市安佐北区口田町ほか（口田東小学校区），広島市安佐

北区大字筒瀬（筒瀬小学校区），呉市上畑町ほか（明立小

学校区），呉市西惣付町ほか（荘山田小学校区），呉市荘山

田村ほか（呉中央小学校区），呉市両城２丁目ほか（両城

小学校区），呉市新宮町ほか（港町小学校区），福山市芦田

町大字福田（福相小学校区） 

300（281） 232（225） 68（56）  

平成29年12月21日 熊野町石神（熊野第四小学校区） 

-1（-1） -1（-1）   

1（1） 1（1）   

平成29年12月21日 

福山市駅家町大字法成寺ほか（駅家東小学校区），東広島

市八本松町篠ほか（川上小学校区），東広島市西条町寺家

ほか（平岩小学校区） 

96（88） 65（64） 31（24）  

平成29年12月25日 

広島市安佐北区可部町綾ヶ谷ほか（可部小学校区），広島

市安佐北区可部東３丁目ほか（可部南小学校区），竹原市

竹原町ほか（竹原小学校区），竹原市下野町ほか（中通小

学校区），府中市出口町ほか（府中小学校区），庄原市西城

町大屋ほか（西城小学校区），安芸太田町大字松原ほか（戸

河内小学校区），北広島町寺原ほか（八重小学校区） 

-286(-177) -9（-9） -277（-168）  

282(307) 9（9） 273（298）  

平成29年12月25日 

広島市西区三滝本町ほか（三篠小学校区），広島市西区己

斐東１丁目ほか（己斐東小学校区），竹原市仁賀町（仁賀

小学校区），庄原市西城町油木ほか（美古登小学校区），安

芸太田町大字松原ほか（戸河内小学校区） 

836(799) 467（459） 363（340） 6（0） 

平成30年１月18日 

広島市東区牛田東４丁目ほか（早稲田小学校区），広島市

東区牛田南２丁目ほか（牛田小学校区），広島市東区山根

町（尾長小学校区），広島市西区己斐上５丁目ほか（己斐

上小学校区），福山市駅家町大字上有地ほか（宜山小学校

区），福山市駅家町大字新山ほか（駅家西小学校区），府中

町山田四丁目ほか（府中東小学校区） 

280（263） 203（194） 77（69）  

平成30年２月１日 

広島市安佐南区八木町（梅林小学校区），三原市糸崎町ほ

か（糸崎小学校区），庄原市口和町宮内（口和小学校区），

安芸太田町大字加計ほか（（旧）加計小学校区），安芸太田

町大字穴（（旧）修道小学校区） 

-83（-33） -4（-4） -79（-29）  

83（81） 4（4） 79（77）  

平成30年２月１日 

福山市瀬戸町大字長和ほか（瀬戸小学校区），福山市芦田

町大字上有地ほか（有磨小学校区），庄原市口和町竹地谷

ほか（口北小学校区），安芸高田市吉田町中馬ほか（可愛

小学校区），安芸高田市吉田町多治比ほか（吉田小学校区），

安芸太田町大字猪山ほか（（旧）加計小学校区） 

550（521） 341（338） 205（183） 4 

平成30年２月１5日 東広島市志和町冠（西志和小学校区） -1（-1） -1（-1）   



平成30年２月１5日 

広島市安芸区中野東２丁目ほか（中野小学校区），広島市

安芸区畑賀町ほか（畑賀小学校区），東広島市稲木ほか（高

屋西小学校区），廿日市市玖島（（旧）玖島小学校区），廿

日市市浅原（（旧）浅原小学校区）  

525(498) 276(272) 249(226)  

平成30年３月１日 

竹原市高崎町ほか（大乗小学校区），府中市僧殿町ほか

（（旧）府中明郷小学校区），安芸太田町大字中筒賀（筒賀

小学校区），安芸太田町大字下筒賀（（旧）殿賀小学校区），

世羅町小世良ほか（甲山小学校区） 

-118（-36） -2（-2） -116（-34）  

118（113） 2（2） 116（111）  

平成30年３月１日 

広島市東区中山南１丁目（中山小学校区），広島市東区矢

賀２丁目ほか（矢賀小学校区），竹原市福田町ほか（大乗

小学校区），尾道市御調町綾目ほか（御調中央小学校区），

府中市諸毛町ほか（府中明郷小学校区），庄原市東城町小

奴可ほか（小奴可小学校区），庄原市東城町久代ほか（東

城小学校区），海田町寺迫２丁目（海田東小学校区），熊野

町新宮ほか（熊野第二小学校区），大崎上島町東野ほか（東

の小学校区） 

1,585（1,531） 1,059（1,036） 522（495） 4 

平成30年３月１5日 

広島市安佐北区可部町綾ヶ谷ほか（亀山小学校区），三原

市中之町干川ほか（中之町小学校区），府中町城ヶ丘 （府

中北小学校区） 

-176（-155） -1（-1） -175（-154）  

175（151） 1（1） 174（150）  

平成30年３月１5日 

広島市東区中山西２丁目ほか（中山小学校区），呉市清水

３丁目ほか（和庄小学校区），呉市和庄２丁目ほか（本通

小学校区），呉市東鹿田町ほか（長迫小学校区），呉市上畑

町ほか（明立小学校区），三原市深町（深小学校区），尾道

市瀬戸田町荻ほか（瀬戸田小学校区），福山市加茂町粟根

ほか（加茂小学校区），福山市新市町大字下安井ほか（網

引小学校区），東広島市八本松宗吉（川上小学校区），東広

島市高屋町高屋東ほか（高屋東小学校区），廿日市市大野

（大野東小学校区），世羅町徳市ほか（世羅小学校区） 

977（920） 734（717） 243（203）  

平成30年３月29日 
広島市佐伯区五日市町上河内ほか（河内小学校区），廿日

市市宮内東畑口（宮内小学校区） 

-69（-54） -1（-1） -68（-53）  

67（52） 1（1） 66（51）  

平成30年３月29日 

広島市東区二葉の里２丁目（白島小学校区），広島市東区

山根町ほか（尾長小学校区），広島市安佐南区伴西町大字

奥畑ほか（伴南小学校区），広島市安佐北区口田南町ほか

（口田小学校区），広島市安佐北区安佐町大字後山ほか（日

浦小学校区），広島市佐伯区石内北１丁目ほか（石内北(旧

伴南)小学校区），東広島市西条町寺家ほか（寺西小学校区），

東広島市八本松町飯田ほか（八本松小学校区），東広島市

高屋町造賀ほか（造賀小学校区），東広島市高屋町高屋堀

ほか（高美が丘小学校区），東広島市安芸津町三津ほか（三

津小学校区），廿日市市下平良（平良小学校区）廿日市市

地御前北２丁目ほか（地御前小学校区），安芸高田市八千

代町土師ほか（刈田小学校区），安芸高田市八千代町下根

ほか（根野小学校区），坂町横浜中央２丁目ほか（横浜小

学校区） 

876（817） 558（532） 318（285）  

平成30年4月19日 広島市安佐南区大塚西５丁目ほか（大塚小学校区） 

-20（-14）  -20（-14）  

71（68） 34（32） 37（36）  

平成30年5月17日 
廿日市市阿品一丁目（阿品台東小学校区），世羅町大字大

谷（甲山小学校区） 

-2（-2） -1（-1） -1（-1）  

2（2） 1（1） 1（1）  

平成30年5月17日 福山市佐波町ほか（西小学校区） 14（14） 14（14）   

平成30年5月31日 

福山市箕島町（箕島小学校区），福山市明王台５丁目ほか

（明王台小学校区），庄原市口和町湯木ほか（口南小学校

区） 

158（154） 110（107） 47（47） 1（0） 

平成30年6月14日 三原市大畑町ほか（西小学校区） 

-18（-17） -2（-2） -16（-15）  

18（14） 2（2） 16（12）  

平成30年6月14日 

府中市上下町井永ほか（上下南小学校区），三次市大田幸

町ほか（田幸小学校区），三次市上田町ほか（川西小学校

区），庄原市濁川町ほか（庄原小学校区），庄原市東城町粟

田（粟田小学校区） 

583（552） 349（340） 233（212） 1（0） 

平成30年6月28日 
福山市郷分町ほか（泉小学校区），福山市木之庄町六丁目

（久松台小学校区） 

-19（-14） -1（-1） -18（-13）  

18（15）  18（15）  



平成30年6月28日 

広島市安佐南区沼田町大字吉山ほか（戸山小学校区），呉

市下蒲刈町下島ほか（下蒲刈小学校区），庄原市宮内町ほ

か（永末小学校区），庄原市峰田町ほか（峰田小学校区），

庄原市実留町ほか（板橋小学校区），庄原市市町ほか（東

小学校区）， 

512（486） 339（323） 173（163）  

平成30年８月９日 

広島市安芸区中野東２丁目（中野小学校区），広島市安芸

区畑賀町（畑賀小学校区），庄原市総領町五箇ほか（総領

小学校区），廿日市市吉和（吉和小学校区），海田町稲荷町

ほか（海田小学校区），安芸太田町大字中筒賀（（旧）井仁

小学校区），安芸太田町大字下殿河内（（旧）殿賀小学校区） 

397（383） 227（224） 163（159） 7（0） 

平成30年9月20日 

広島市安佐南区大町西３丁目ほか（大町小学校区），広島

市安佐南区上安町ほか（安東小学校区），広島市安佐南区

祇園４丁目ほか（祇園小学校区），広島市佐伯区八幡４丁

目ほか（八幡小学校区），広島市佐伯区屋代町（五日市観

音小学校区） 

-28（-25） -2（-2） -26（-23）  

27（17） 1（1） 26（16）  

平成30年9月20日 
広島市東区温品町ほか（温品小学校区），広島市安芸区矢

野西４丁目ほか（矢野西小学校区） 
55（52） 43（41） 12（11）  

平成30年10月18日 

広島市安佐南区上安町ほか（毘沙門台小学校区），広島市

安佐北区可部町今井田柳瀬（亀山南小学校区），広島市安

芸区船越６丁目（船越小学校区），広島市佐伯区五日市町

上河内（河内小学校区），東広島市西条町寺家（寺西小学

校区），福山市山手町（泉小学校区） 

-8（-8） -6（-6） -2（-2）  

7（5） 5（5） 2（0）  

平成30年10月18日 
広島市東区矢賀２丁目（矢賀小学校区），広島市安佐南区

山本町（春日野小学校区） 
3（2） 2（2） 1（0）  

平成30年11月1日 
広島市西区三滝本町（三篠小学校区），広島市安佐南区緑

井町（梅林小学校区） 

-3（-3） -1（-1） -2（-2）  

3（1） 1（1） 2（0）  

平成30年11月1日 

広島市西区井口台３丁目ほか（井口台小学校区），三次市

甲奴町宇賀ほか（甲奴小学校区），三次市甲奴町小童（小

童小学校区） 

363（345） 245（238） 118（107）  

平成30年11月15日 福山市草戸町（光小学校区） 20（20） 10（10） 10（10）  

平成30年11月29日 

広島市東区中山南１丁目（中山小学校区），広島市安佐北

区可部町大字桐原（三入小学校区），廿日市市天神（廿日

市小学校区），廿日市市大野（大野東小学校区） 

-5（-5） -3（-3） -2（-2）  

5（3） 3（3） 2（0）  

平成30年11月29日 

広島市西区井口３丁目ほか（井口小学校区），広島市安佐

北区大字久地ほか（久地南小学校区），尾道市因島重井町

船岩ほか（重井小学校区），東広島市安芸津町木谷（木谷

小学校区） 

273（264） 198（189） 75（75）  

平成30年12月13日 

広島市南区南大河町ほか（大河小学校区），広島市南区黄

金山町ほか（黄金山小学校区），広島市南区仁保１丁目ほ

か（仁保小学校区），三原市沼田東町末光ほか（沼田東小

学校区），三原市本郷町本郷ほか（本郷小学校区），福山市

本郷町（本郷小学校区），福山市加茂町字北山（広瀬小学

校区），府中町宮の町３丁目（府中小学校区），府中町柳ヶ

丘ほか（府中南小学校区），府中町八幡４丁目ほか（府中

中央小学校区） 

364（327） 263（251） 98（76） 3（0） 

平成30年12月27日 

広島市安佐南区八木町（八木小学校区），広島市安佐南区

山本町（山本小学校区），広島市安佐南区緑井町（梅林小

学校区），廿日市市永原（友和小学校区），江田島市江田島

町ほか（江田島小学校区） 

-21（-16）  -21（-16）  

19（13）  19（13）  

平成30年12月27日 

広島市東区福田町ほか（福木小学校区），広島市東区温品

町ほか（上温品小学校区），広島市西区山手町（三篠小学

校区），広島市安佐北区深川町（深川小学校区），広島市安

佐北区安佐町鈴張（鈴張小学校区），広島市安芸区矢野町

ほか（矢野小学校区），広島市安芸区矢野町ほか（矢野南

小学校区），尾道市因島土生町平木奥ほか（（旧）土生小学

校区），福山市新市町大字常ほか（常金丸小学校区），東広

島市西条町下見ほか（三ツ城小学校区），東広島市黒瀬町

国近ほか（板城西小学校区），廿日市市峠ほか（友和小学

校区），江田島市江田島町切串３丁目ほか（切串小学校区），

江田島市江田島町ほか（江田島小学校区），江田島市能美

町鹿川ほか（鹿川小学校区），北広島町吉木ほか（豊平小

学校区），世羅町小国ほか（せらにし小学校区） 

2,077（1,985） 1,361（1,316） 711（669） 5（0） 

平成31年1月17日 世羅町堀越（世羅小学校区） 

-1（1） -1（1）   

1（1） 1（1）   



平成31年1月17日 
竹原市忠海町ほか（忠海小学校区），尾道市因島田熊町黒

崎ほか（（旧）田熊小学校区） 
111（108） 76（75） 35（33）  

平成31年1月31日 

広島市西区山田町ほか（山田小学校区），広島市西区高須

４丁目ほか（高須小学校区），広島市安佐北区安佐町小河

内（（旧）小河内小学校区），広島市佐伯区湯来町大字多田

ほか（湯来西小学校区），呉市音戸町波多見３丁目ほか（波

多見小学校区），呉市倉橋町長谷ほか（明徳小学校区），福

山市東村町（東村小学校区），神石高原町父木野ほか（三

和小学校区） 

1152（1107） 810（788） 338（319） 4（0） 

平成31年2月14日 尾道市因島田熊町江頭（（旧）田熊小学校区） 1（1） 1（1）   

平成31年2月28日 

広島市安佐南区相田３丁目ほか（安小学校区），広島市佐

伯区観音台３丁目ほか（五日市観音西小学校区），広島市

佐伯区河内南ほか（彩が丘小学校区） 

-30（-24）  -30（-24）  

29（15）  29（15）  

平成31年2月28日 広島市安佐北区安佐町大字久地（久地小学校区） 119(115) 68（67） 51(48)  

総   数  （14市9町） 
34,016 

(31,802) 

21,741 

(20,939) 

12,221 

(10,863) 
54(0) 

 


