
配付場所 郵便番号 所在地等

議会事務局（政策調査課） 730-8509 広島市中区基町１０-５２

広島市役所 730-8586 広島市中区国泰寺町１丁目６－３４

広島市議会事務局 730-8586 広島市中区国泰寺町１丁目６－３４

広島市中区役所 730-8587 広島市中区国泰寺町１丁目４－２１

広島市東区役所 732-8510 広島市東区東蟹屋町９－３８

広島市南区役所 734-8522 広島市南区皆実町１丁目５－４４

広島市西区役所 733-8530 広島市西区福島町２丁目２－１

広島市安佐南区役所 731-0193 広島市安佐南区古市１丁目３３－１４

広島市安佐北区役所 731-0292 広島市安佐北区可部４丁目１３－１３

広島市安芸区役所 736-8501 広島市安芸区船越南３丁目４－３６

広島市佐伯区役所 731-5195 広島市佐伯区海老園２丁目５－２８

呉市役所 737-8501 呉市中央４丁目１－６

竹原市役所 725-8666 竹原市中央５丁目１－３５

三原市役所 723-8601 三原市港町３丁目５－１

尾道市役所 722-8501 尾道市久保１丁目１５－１

尾道市因島総合支所 722-2392 尾道市因島土生町７－４

尾道市瀬戸田支所 722-2492 尾道市瀬戸田町鹿田原１－９

福山市役所 720-8501 福山市東桜町３－５

府中市役所 726-8601 府中市府川町３１５

府中市上下支所 729-3492 府中市上下町上下８６１－３

三次市役所 728-8501 三次市十日市中２丁目８－１

三次市甲奴支所 729-4102 三次市甲奴町西野４０－１

三次市君田支所 728-0401 三次市君田町東入君６４４－１

三次市布野支所 728-0201 三次市布野町上布野１１９６－１

三次市作木支所 728-0124 三次市作木町下作木６７４

三次市吉舎支所 729-4211 三次市吉舎町吉舎３６８

三次市三良坂支所 729-4304 三次市三良坂町三良坂５０４２－１

三次市三和支所 729-6615 三次市三和町上板木１００３８－４

庄原市役所 727-8501 庄原市中本町１丁目１０－１

庄原市西城支所 729-5792 庄原市西城町大佐７３７－３

庄原市東城支所 729-5121 庄原市東城町川東１１７５

庄原市口和支所 728-0502 庄原市口和町向泉９４２

庄原市高野支所 727-0402 庄原市高野町新市１１７１－１

庄原市比和支所 727-0301 庄原市比和町比和１１１９－１

庄原市総領支所 729-3703 庄原市総領町下領家２８０－１

大竹市役所 739-0692 大竹市小方１丁目１１－１

東広島市役所 739-8601 東広島市西条栄町８－２９

東広島市黒瀬支所 739-2692 東広島市黒瀬町丸山１３３３

東広島市福富支所 739-2303 東広島市福富町久芳１５４５－１

東広島市豊栄支所 739-2317 東広島市豊栄町鍛冶屋９６３－２

東広島市河内支所 739-2201 東広島市河内町中河内１１６６

東広島市安芸津支所 739-2492 東広島市安芸津町三津５５５６－１

廿日市市役所 738-8501 廿日市市下平良１丁目１１－１

廿日市市佐伯支所 738-0292 廿日市市津田１９８９　　

廿日市市大野支所 739-0492 廿日市市大野１丁目１－１

廿日市市宮島支所 739-0595 廿日市市宮島町１１６５－６　

廿日市市吉和支所 738-0301 廿日市市吉和３４２５－１

安芸高田市役所 731-0592 安芸高田市吉田町吉田７９１

江田島市役所 737-2297 江田島市大柿町大原５０５

府中町役場 735-8686 安芸郡府中町大通３丁目５－１

海田町役場 736-8601 安芸郡海田町上市１４－１８

熊野町役場 731-4292 安芸郡熊野町中溝１丁目１－１

坂町役場 731-4393 安芸郡坂町平成ヶ浜１丁目１－１

安芸太田町役場 731-3810 山県郡安芸太田町大字戸河内７８４－１

安芸太田町加計支所 731-3501 山県郡安芸太田町大字加計３５０５－４

安芸太田町筒賀支所 731-3702 山県郡安芸太田町大字中筒賀１６９３－１

北広島町役場 731-1595 山県郡北広島町有田１２３４

北広島町芸北支所 731-2323 山県郡北広島町川小田１００７５－５

北広島町大朝支所 731-2195 山県郡北広島町大朝２４９３

北広島町豊平支所 731-1795 山県郡北広島町戸谷１０８８－１

大崎上島町役場 725-0231 豊田郡大崎上島町東野６６２５－１

大崎上島町役場大崎支所 725-0301 広島県豊田郡大崎上島町中野２０６７－１

大崎上島町役場木江支所 725-0401 広島県豊田郡大崎上島町木江４９６８

世羅町役場 722-1192 世羅郡世羅町西上原１２３－１

神石高原町役場 720-1522 神石郡神石高原町小畠２０２５

神石高原町役場　油木支所 720-1812 神石郡神石高原町油木乙１８５８

神石高原町役場　豊松支所 720-1704 神石郡神石高原町下豊松７４１

神石高原町役場　神石支所 729-3511 神石郡神石高原町高光２５５９

「ひろしま県議会だより」配布場所一覧

県議会事務局

各市・区役所、町役場



県庁 730-8511 広島市中区基町１０－５２

西部総務事務所　総務第二課 738-0005 廿日市市桜尾本町１１－１

西部総務事務所呉支所　総務課 737-0811 呉市西中央１丁目３－２５

西部総務事務所東広島支所　総務課 739-0014 東広島市西条昭和町１３－１０

東部総務事務所　総務課 720-8511 福山市三吉町１丁目１－１

東部総務事務所　総務第二課 722-0002 尾道市古浜町２６－１２

北部総務事務所　総務課 728-0013 三次市十日市東４丁目６－１

北部総務事務所　総務第二課 727-0011 庄原市東本町１丁目４－１

東部建設事務所三原支所　建設総務課 723-0015 三原市円一町２丁目４－１

西部建設事務所　建設総務課 732-0816 広島市南区比治山本町１６－１２

西部建設事務所安芸太田支所　建設総務課 731-3501 山県郡安芸太田町加計３０８７

県立広島病院 734-8530 広島市南区宇品神田１丁目５－５４

県立安芸津病院 739-2402 東広島市安芸津町三津４３８８

広島文化学園大学郷原キャンパス 737-0182 呉市郷原学びの丘１丁目１－１

広島文化学園大学坂キャンパス 731-4312 安芸郡坂町平成ヶ浜３丁目３－２０

広島文化学園大学阿賀キャンパス 737-0004 呉市阿賀南２丁目１０－３

広島国際学院大学 739-0321 広島市安芸区中野６丁目２０－１

広島文教大学 731-0295 広島市安佐北区可部東１丁目２－１

海上保安大学校 737-8512 呉市若葉町５－１

広島大学 739-8511 東広島市鏡山１丁目３－２

広島大学霞キャンパス　学生総合支援センター 734-8551 広島市南区霞１丁目２－３

広島市立大学 731-3194 広島市安佐南区大塚東３丁目４－１

尾道市立大学 722-8506 尾道市久山田町１６００－２

広島女学院大学 732-0063 広島市東区牛田東４丁目１３－１

広島修道大学 731-3195 広島市安佐南区大塚東１丁目１‐１

安田女子大学 731-0153 広島市安佐南区安東６丁目１３－１

広島経済大学 731-0192 広島市安佐南区祇園５丁目３７－１

広島工業大学 731-5193 広島市佐伯区三宅２丁目１－１

比治山大学　学生支援室 732-8509 広島市東区牛田新町４丁目１‐１

近畿大学工学部 739-2116 東広島市高屋うめの辺１

福山大学 729-0292 福山市学園町１三蔵

福山平成大学 720-0001 福山市御幸町上岩成正戸１１７－１

広島国際大学呉キャンパス 737-0112 呉市広古新開５丁目１－１

広島国際大学東広島キャンパス 739-2695 東広島市黒瀬学園台５５５－３６

日本赤十字広島看護大学 738-0052 廿日市市阿品台東１－２

ＬＥＣ東京リーガルマインド大学広島キャンパス 730-0011 広島市中区基町１１－１３

広島都市学園大学 734-0014 広島市南区宇品西５丁目１３－１８

福山市立大学 721-0964 福山市港町２丁目１９－１

比治山大学短期大学部 732-8509 広島市東区牛田新町４丁目１－１

広島文化学園短期大学 731-0136 広島市安佐南区長束西３丁目５－１

広島国際学院大学自動車短期大学部 739-0302 広島市安芸区上瀬野町５１７－１

山陽女子短期大学 738-8504 廿日市市佐方本町１－１

県立広島大学広島キャンパス 734-8558 広島市南区宇品東１丁目１－７１

県立広島大学三原キャンパス 723-0053 三原市学園町１－１

県立広島大学庄原キャンパス 727-0023 庄原市七塚町５５６２

叡啓大学 730-0016 広島市中区幟町1-5

独立行政法人　国際協力機構中国センター 739-0046 東広島市鏡山3-3-1

広島県民文化センター 730-0051 広島市中区大手町１丁目５－３

広島県民文化センターふくやま 720-8519 福山市東桜町１－２１

ひろしま夢ぷらざ 730-0035 広島市中区本通８－２８

県立美術館 730-0014 広島市中区上幟町２－２２

広島県運転免許センター 731-5198 広島市佐伯区石内南３丁目１－１

広島県東部運転免許センター 720-0838 福山市瀬戸町山北５４－２

広島県立総合体育館　スポーツ情報センター 730-0011 広島市中区基町４－１

県建設事務所

県立病院

県内大学

その他施設

県庁

県総務事務所



広島市立中央図書館 730-0011 広島市中区基町３－１

広島市立中区図書館 730-0812 広島市中区加古町４－１７

広島市立東区図書館 732-0055 広島市東区東蟹屋町１０－３１

広島市立南区図書館 732-0816 広島市南区比治山本町１６－２７

広島市立西区図書館 733-0013 広島市西区横川新町６－１

広島市立安佐南区図書館 731-0122 広島市安佐南区中筋１丁目２２－１７

広島市立安佐北区図書館 731-0221 広島市安佐北区可部７丁目２８－２５

広島市立安芸区図書館 736-8508 広島市安芸区船越南３丁目２－１６

広島市立佐伯区図書館 731-5128 広島市佐伯区五日市中央６丁目１－１０

広島市立佐伯区図書館湯来河野閲覧室 738-0601 広島市佐伯区湯来町大字和田３５３－１

広島市こども図書館 730-0011 広島市中区基町５－８３

呉市中央図書館 737-0051 呉市中央３丁目１０－３

三原市立中央図書館 723-0014 三原市城町１丁目３－１

三原市立本郷図書館 729-0417 三原市本郷南６丁目２５－１

三原市立久井図書館 722-1412 三原市久井町和草１８８３－６

三原市立大和図書館 729-1406 三原市大和町下徳良１１１

尾道市立中央図書館 722-0043 尾道市東久保町４－１

福山市中央図書館 720-0812 福山市霞町１丁目１０－１

府中市立図書館 726-0005 府中市府中町４３

三次市立図書館 728-0013 三次市十日市東３丁目１４－１

庄原市立図書館 727-0013 庄原市西本町２丁目２０－１０

庄原市立図書館西城分館 729-5722 庄原市西城町大佐７３９－１

庄原市立図書館東城分館 729-5121 庄原市東城町川東１１８８－２

庄原市立図書館口和分館 728-0502 庄原市口和町向泉９３４－４

庄原市立図書館高野分館 727-0402 庄原市高野町新市１２８４

庄原市立図書館比和分館 727-0301 庄原市比和町比和１１１９－１

庄原市立図書館総領分館 729-3703 庄原市総領町下領家２７８

大竹市立図書館 739-0605 大竹市立戸１丁目６－１

東広島市立中央図書館 739-0025 東広島市西条中央７丁目２５－１１

はつかいち市民図書館 738-0023 廿日市市下平良１丁目１１－１

安芸高田市立中央図書館 731-0501 安芸高田市吉田町吉田７６１

府中町立図書館 735-0006 安芸郡府中町本町１丁目１０－１５

熊野町立図書館 731-4214 安芸郡熊野町中溝１丁目１７－１

坂町立図書館 731-4314 広島県安芸郡坂町坂西１丁目４番16号

安芸太田町立図書館 731-3501 山県郡安芸太田町大字加計５９０８－２

北広島町図書館 731-2103 山県郡北広島町新庄１０３１－１

大崎上島文化センター情報プラザ・エル 725-0301 豊田郡大崎上島町中野２０６７－５

県内図書館


