
（令和２年３月末現在）

交差点名 設置場所

的場 広島市南区的場町1丁目7番1号先

八丁堀 広島市中区胡町5番22号先

流川通北口 広島市中区胡町4番21号北西角先

荒神 広島市南区荒神町3番南西角先

保健所前 広島市中区富士見町11番27号先

比治山橋東詰 広島市南区比治山本町16番1号先

大正橋 広島市南区的場町2丁目6番10号先

竹屋町1番 広島市中区竹屋町1番北西角先

女学院前 広島市中区上幟町12番南西角先

胡町通り 広島市中区胡町5番22号南西角先

堀川町 広島市中区堀川町4番11号先

新天地 広島市中区新天地1番15号先

広島駅前（東） 広島市南区松原町5番1号北東角先

広島駅前（西） 広島市南区松原町9番北西角先

駅前大橋南詰 広島市南区的場町1丁目1番25号先

十日市 広島市中区榎町1番1号先

白神社前 広島市中区大手町3丁目1番北東角北東方55メートル先

本通 広島市中区紙屋町2丁目3番北東角先

広島市役所前 広島市中区大手町5丁目1番1号先

日赤原爆病院前 広島市中区千田町1丁目12番北角先

横川町3丁目 広島市西区横川町3丁目6番南西角先

舟入本町 広島市中区舟入本町6番北東角先

平和記念公園前 広島市中区中島町2番北東角北東方60メートル先

横川駅前 広島市西区横川町3丁目12番北西角先

横川駅（東） 広島市西区横川町3丁目5番南西角先

三篠町1丁目 広島市西区三篠町1丁目3番17号先

西広島駅前 広島市西区己斐本町1丁目18番3号先

堺町2丁目1番 広島市中区堺町2丁目1番南東角先

市民病院前 広島市中区基町7番33号先

吉島交番前 広島市中区吉島西3丁目16番35号先

立町電停 広島市中区立町1番北西角先

視 覚 障 害 者 用 付 加 装 置 設 置 状 況



交差点名 設置場所

南大橋東詰 広島市中区千田町2丁目5番44号先

寺町電停 広島市中区十日市町2丁目2番北西角先

庚午北2丁目17番 広島市西区庚午北2丁目17番10号先

庚午中3丁目 広島市西区庚午中3丁目12番2号先

市役所北 広島市中区国泰寺町1丁目4番南西角先

舟入南6丁目 広島市中区舟入南6丁目1番北東角先

皆実町 広島市南区皆実町6丁目1番1号先

出汐町 広島市南区出汐2丁目3番1号先

本浦交番前 広島市南区東本浦町1番1号先

平野橋東 広島市南区皆実町1丁目8番北西角先

産業会館前 広島市南区比治山本町12番18号先

新天地交番前 広島市中区新天地6番9号先

 福島町電停西側 広島市西区福島町2丁目3番北西角先

袋町 広島市中区袋町5番南西角先

 中広町2丁目21番 広島市西区中広町2丁目21番南西角先

富士見町1番 広島市中区富士見町1番5号先

 南観音2丁目8番 広島市西区南観音2丁目8番北西角先

新幹線口東 広島市東区二葉の里3丁目8番南角先

上天満町 広島市西区上天満町4番南東角先

 観音本町2丁目8番 広島市西区観音本町2丁目8番北西角先

県庁前 広島市中区基町10番52号先

井口電停前 広島市西区井口2丁目6番南東角先

 ステーションビル駐車場入口 広島市南区松原町3番北西角先

安芸大橋南詰 広島市東区戸坂千足1丁目1番2号先

若草町中 広島市東区若草町10番14号先

 広島東郵便局西側 広島市南区松原町2番62号先

 矢賀新町5丁目（東） 広島市東区矢賀新町5丁目3番北東角先

加古町 広島市中区加古町4番17号先

とうか山前 広島市中区三川町9番北西角先

西蟹屋町 広島市南区西蟹屋2丁目9番10号先

可部中央 広島市安佐北区可部3丁目40番14号先

 191号分かれ 広島市安佐北区可部3丁目8番33号先



交差点名 設置場所

 安佐市民病院入口 広島市安佐北区可部南5丁目15番12号先

 祇園出張所入口 広島市安佐南区西原5丁目20番9号先

今津 広島市安佐南区西原5丁目11番1号先

西区役所前 広島市西区福島町2丁目2番1号先

才の瀬橋 広島市安芸区中野東2丁目1番30号先

貫道橋東詰 広島市安芸区中野東1丁目11番31号先

平原橋東詰 広島市安芸区中野東6丁目3番19号先

古市 広島市安佐南区古市3丁目5番2号先

沼田分かれ 広島市安佐南区古市3丁目1番2号先

保健所前北 広島市中区富士見町9番8号先

光南3丁目 広島市中区光南3丁目1番北東角先

基町高校前 広島市中区基町21番1号先

 西消防署庚午出張所前 広島市西区庚午中4丁目21番19号先

相生橋東詰 広島市中区大手町1丁目10番北側先

 西区民文化センター 広島市西区横川新町6番24号先

長寿園南館口 広島市中区西白島町27番1号先

東区役所前 広島市東区東蟹屋町9番38号先

 広島南警察署前 広島市南区宇品東4丁目1番34号先

 城ヶ丘団地入口 広島市安佐北区落合南1丁目11番13号先

 佐伯区民文化センター前 広島市佐伯区五日市中央6丁目1番10号南東角先

紙屋町西 広島市中区紙屋町2丁目1番北西角先

原爆病院南 広島市中区千田町1丁目11番13号先

光町1丁目 広島市東区光町1丁目8番21号先

新幹線口 広島市南区松原町1番5号先

県病院正門前 広島市南区宇品神田1丁目5番54号先

入川 広島市安芸区船越南1丁目2番16号先

 安芸区役所（東） 広島市安芸区船越南3丁目27番30号先

 戸坂千足1丁目8番 広島市東区戸坂千足1丁目8番北東角先

若草町東 広島市東区若草町9番6号先

矢口三差路 広島市安佐北区口田1丁目7番2号先

 安佐大橋（東） 広島市安佐北区口田2丁目36番20号南西方40メートル先

安佐大橋西詰 広島市安佐南区川内4丁目4番27号先



交差点名 設置場所

 広電江波終点前 広島市中区江波西1丁目25番1号先

 県営アパート1号館前 広島市中区吉島新町2丁目1番13号先

若草町西 広島市東区若草町14番北角先

光町2丁目 広島市東区光町2丁目7番21号先

樋門口 広島市東区戸坂千足2丁目2番15号先

吉島西1丁目 広島市中区吉島西1丁目21番8号先

 光町1丁目6番北 広島市東区光町1丁目6番30号先

 戸坂新町1丁目 広島市東区戸坂新町1丁目1番7号先

合同庁舎前 広島市中区上八丁堀6番30号先

空鞘橋東 広島市中区基町15番先

 横川町2丁目10番 広島市西区横川町2丁目9番10号先

 光町1丁目7番 広島市東区光町1丁目7番2号先

 広島市郷土資料館（東） 広島市南区宇品御幸2丁目16番北東角先

上柳橋東詰 広島市南区京橋町3番12号先

上小田 広島市安佐北区口田南3丁目2番15号先

 福島町2丁目34番 広島市西区福島町2丁目34番1号先

 光町1丁目9番 広島市東区光町1丁目9番27号先

紙屋町（東） 広島市中区紙屋町1丁目2番北東角先

緑井駅入口 広島市安佐南区緑井5丁目22番1号先

 広島西警察署前 広島市西区商工センター4丁目1番3号先

五日市駅南口 広島市佐伯区旭園2番南東角先

 緑井駅入口（南） 広島市安佐南区緑井1丁目5番2号南東角先

五日市港入口 広島市佐伯区海老山町3番21号先

楽々園駅前 広島市佐伯区楽々園4丁目2番1号先

 造幣局広島支局前 広島市佐伯区五日市中央6丁目3番南東角先

 五日市中央4丁目16番 広島市佐伯区五日市中央4丁目16番南東角先

中央陸橋北詰 広島市佐伯区五日市中央2丁目9番6号先

 五日市中央4丁目1番 広島市佐伯区五日市中央4丁目1番8号先

 五日市中央5丁目21番（南） 広島市佐伯区五日市中央5丁目21番12号先

駅前2丁目 広島市佐伯区五日市駅前2丁目18番南東角先

 岩ノ上郵便局前 広島市安佐北区落合南1丁目2番13号先

佐伯区役所前 広島市佐伯区海老園1丁目4番北東角先
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西原駅（南） 広島市安佐南区西原8丁目34番5号先

小越 広島市安佐北区白木町小越110の1番地先

 可部郵便局（北） 広島市安佐北区可部5丁目13番7号先

段原中央 広島市南区段原南2丁目3番28号先

 段原中央（南） 広島市南区段原南1丁目9番1号先

 五日市中央5丁目21番（北） 広島市佐伯区五日市中央5丁目21番7号先

 出汐3丁目9番 広島市南区出汐3丁目9番21号先

大塚駅北 広島市安佐南区大塚西3丁目20番3号先

 安佐南区総合福祉センター前 広島市安佐南区中須1丁目38番13号先

段原2丁目 広島市南区段原2丁目1番29号先

新宮苑（東） 広島市佐伯区新宮苑9番12号先

 戸坂千足1丁目2番 広島市東区戸坂千足1丁目2番南東角先

鷹野橋東 広島市中区千田町1丁目3番7号先

 広島駅南側バスホーム 広島市南区松原町2番37号先

 広島県情報プラザ前 広島市中区千田町3丁目7番47号先

 広島社会福祉センター前 広島市中区千田町1丁目5番14号先

 光町1丁目17番 広島市東区光町1丁目17番11号先

 五日市公民館前 広島市佐伯区新宮苑11番14号先

四つ道路 呉市本通1丁目3番8号先

西消防署前 呉市中央3丁目1番34号先

五月橋西詰 呉市中央2丁目5番22号先

郷原大橋東 呉市郷原町6,688番地1先

呉市役所入口 呉市本通4丁目3番15号先

昭和橋西詰 呉市中央1丁目5番25号先

呉市役所前 呉市中央4丁目1番6号先

広古新開 呉市広古新開5丁目1番3号先

広 呉市広中町15番18号先

 休山トンネル東口 呉市阿賀中央2丁目1番1号先

 すこやかセンターくれ前 呉市本通5丁目1番18号先

裁判所前 呉市西中央4丁目1番46号先

広駅前 呉市広中町3番15号先

 本通2丁目交番前 呉市本通2丁目3番9号先

三条3丁目 呉市三条3丁目3番西角先
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本通1丁目 呉市本通1丁目5番10号先

常盤橋西詰 呉市広横路4丁目1番2号先

 広市民センター前 呉市広古新開2丁目1番3号先

本通6丁目 呉市本通6丁目1番25号先

広小学校西口 呉市広中新開1丁目1番10号先

本通2丁目 呉市本通2丁目2番南角先

本通3丁目 呉市本通3丁目2番南角先

本通4丁目 呉市本通4丁目2番10号先

広大橋東詰 呉市広文化町1番52号先

阿賀駅前 呉市阿賀中央6丁目2番北西角先

西中央1丁目 呉市西中央1丁目5番南角先

 焼山交番（北） 呉市焼山中央2丁目1番1号先

駅前公園前 呉市西中央1丁目6番1号先

二級橋西詰 呉市広古新開1丁目1番1号先

 広本町2丁目（北） 呉市広本町3丁目1番40号先

呉市福祉会館入口 呉市中央5丁目12番25号先

小倉新開 呉市阿賀中央4丁目4番12号先

つばき会館入口 呉市中央6丁目1番14号先

新広駅前 呉市広古新開2丁目1番5号先

たけはら町並み保存地区 竹原市本町1丁目1番7号先

 アイフル通り北 竹原市中央3丁目7番1号先

竹原市役所南 竹原市中央3丁目1番1号先

福祉会館前 竹原市中央4丁目7番11号先

竹原郵便局前 竹原市中央3丁目1番2号先

竹原分庁舎前 竹原市中央5丁目6番37号先

帝人通 三原市港町1丁目5番18号先

三原駅前 三原市城町1丁目1番1号先

三原駅前通り 三原市城町3丁目2番1号先

三原桟橋前 三原市城町1丁目4番11号先

市立三原小学校前 三原市館町2丁目2番12号先

甲山通り 三原市西町1丁目2番1号先

曙橋 三原市円一町2丁目1番3号先

 三原市医師会館前 三原市円一町4丁目1番21号先
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小泉小学校前 三原市小泉町4,340番地先

並木通り 三原市円一町5丁目1番7号先

三原駅西 三原市城町1丁目2番1号北東角先

城町南 三原市城町3丁目11番1号北西角先

宮浦中央 三原市宮浦6丁目1番29号先

円一（北） 三原市円一町3丁目1番1号先

神明大橋西詰 三原市館町1丁目9番1号先

 西3番ガード（南） 三原市港町1丁目21番10号先

 東2番ガード（南） 三原市城町1丁目22番5号先

 西1番ガード（南） 三原市港町1丁目7番1号先

 西1番ガード（北） 三原市本町1丁目5番4号先

城町（北） 三原市城町2丁目13番30号先

尾道駅前 尾道市東御所町1番1号先

長江口 尾道市十四日元町1番16号先

防地口 尾道市久保3丁目1番北西角先

浄土寺下 尾道市尾崎本町10番5号先

長江口東 尾道市久保1丁目2番7号先

東第一踏切前 尾道市東御所町3番6号先

尾道市役所前 尾道市久保1丁目15番1号先

美ノ郷交番前 尾道市美ノ郷町三成2,684番地先

 福祉センター前 尾道市門田町22番5号先

 尾道市公会堂（東） 尾道市久保2丁目26番10号先

 しまなみ交流館前 尾道市東御所町10番15号先

 尾道市立市民病院前 尾道市新高山3丁目1,170番地の177先

富浜橋 尾道市向島町5,531番地1北西角先

因島分庁舎前 尾道市因島土生町1,900番地3先

福山郵便局前 福山市東桜町3番4号先

御船町1丁目 福山市御船町2丁目7番南角先

府中分かれ 福山市入船町1丁目8番南東角先

御船町交番前 福山市御船町1丁目14番南西角先

南本通り 福山市船町7番南東角先

久松通り 福山市延広町3番南東角先

福山駅前 福山市元町1番1号先



交差点名 設置場所

 野上町2丁目（東） 福山市光南町2丁目4番南西角先

延広町 福山市昭和町1番北西角先

入船町2丁目 福山市入船町2丁目11番33号先

宝町西 福山市宝町3番1号先

松永駅入口 福山市今津町3丁目1番1号先

ばら公園東 福山市花園町2丁目5番30号先

 まなびの館ローズコム西 福山市霞町1丁目9番南西角先

今町 福山市今町2番18号先

今町東 福山市今町4番13号先

野上町3丁目 福山市野上町3丁目13番3号先

福山新橋西詰 福山市入船町3丁目3番北西角先

三之丸町西 福山市三之丸町14番21号先

紅葉町 福山市紅葉町2番27号先

西桜町1丁目東 福山市西桜町1丁目1番2号先

今津町3丁目 福山市今津町3丁目9番10号先

城見町西 福山市城見町2丁目1番1号先

東桜町（北） 福山市東桜町1番北西角先

広尾 福山市南蔵王町5丁目21番2号南西角先

蔵王南 福山市南蔵王町3丁目17番51号南東角先

松永郵便局前 福山市松永町4丁目12番19号先

培遠団地口 福山市春日町3丁目3番34号先

福山駅北口 福山市三之丸町30番10号先

 沖野上町4丁目（西） 福山市沖野上町5丁目29番11号先

福山駅前西 福山市三之丸町1番1号先

城見町南 福山市城見町1丁目1番1号先

蔵王東 福山市南蔵王町5丁目18番南東角先

 丸之内2丁目（南） 福山市丸之内2丁目2番23号先

五本松公園前 福山市沖野上町5丁目27番南角先

 野上町2丁目（西） 福山市野上町2丁目9番6号先

明王台小学校前 福山市明王台1丁目2番16号先

松永駅（北） 福山市今津町3番地の3先

福山市役所北 福山市東桜町3番5号先

 沼隈特別支援学校前 福山市沼隈町上山南736番地3先



交差点名 設置場所

丙谷口 福山市神辺町大字川南1,357番地先

福山駅前東 福山市三之丸町30番25号先

府中駅（北） 府中市府川町1番地1先

府中市役所前 府中市府川町203番地11先

 文化センター入口 府中市府川町157番地1先

府中町（南） 府中市府中町118番地8先

三次消防署南 三次市十日市中2丁目4番35号先

 三次市役所入口 三次市十日市中2丁目12番51号先

三次駅前 三次市十日市東1丁目1番1号先

巴橋東詰 三次市十日市中2丁目13番18号先

上原 三次市十日市東4丁目12番17号先

南畑敷 三次市南畑敷町60番地5先

三次公民館前 三次市三次町1,539番地9先

塩町 三次市塩町2,130番地7先

上原（西） 三次市十日市南1丁目6番15号先

 三次合同庁舎前 三次市十日市東4丁目6番1号先

西本町2丁目 庄原市西本町2丁目19番1号先

西城病院前 庄原市西城町中野1,339番地先

西栄3丁目 大竹市西栄3丁目16番18号先

北栄 大竹市北栄3番18号先

小方1丁目20番 大竹市小方1丁目20番北東角先

大竹駅（北） 大竹市油見3丁目8番7号先

大竹市会館前 大竹市本町1丁目9番北西角先

大竹市役所前 大竹市小方1丁目12番1号先

文化橋南詰 安芸郡府中町大通3丁目1番北東角先

大正 安芸郡海田町大正町8番18号先

熊野団地入口 安芸郡熊野町柿迫2番北角先

熊野交番前 安芸郡熊野町柿迫13番3号先

 海田郵便局（南） 安芸郡海田町日の出町10番3号先

日の出町 安芸郡海田町昭和中町11番南角先

 海田東小学校前 安芸郡海田町浜角5番26号先

 海田中学校入口 安芸郡海田町幸町1番11号先

 ひまわり大橋北詰 安芸郡海田町窪町8番8号先



交差点名 設置場所

 平成ヶ浜3丁目 安芸郡坂町平成ヶ浜2丁目2番27号南西角先

 八重バイパス中 山県郡北広島町有田519番地1先

西条東 東広島市西条町西条東1,299番地3先

 東広島警察署前 東広島市西条昭和町4番11号先

市役所西 東広島市西条栄町8番南西角先

西条岡町 東広島市西条岡町8番19号先

 東広島芸術文化ホール前 東広島市西条栄町7番19号先

仲伏沖 東広島市西条土与丸1丁目4番3号先

中島 東広島市高屋町中島435番地2先

御薗宇（北） 東広島市西条町御薗宇4,405番地南東角先

西条駅南口 東広島市西条本町11番22号先

 東広島市役所黒瀬支所前 東広島市黒瀬町丸山1,362番地5先

榊山 東広島市安芸津町三津5,563番地22先

 油木交番（南） 神石郡神石高原町油木1,994番地先

廿日市高校前 廿日市市桜尾2丁目1番西角先

榎浦橋東詰 廿日市市本町5番1号先

 廿日市港（北） 廿日市市住吉1丁目2番1号先

新宮1丁目 廿日市市新宮1丁目9番東角先

 広島総合病院前 廿日市市地御前1丁目3番3号先

串戸 廿日市市串戸1丁目1番1号先

藤掛 廿日市市串戸4丁目1番北角先

平良大橋東詰 廿日市市平良1丁目14番19号先

 宮内串戸駅西口 廿日市市串戸4丁目11番16号先

向原支所入口 安芸高田市向原町坂189番地9先


