
小学校区 施設名 備蓄対象人数
（人）

白　島 白島小学校　　 中区 西白島町26-3　　　　　　 500
白　島 安田女子中学高等学校 中区 白島北町1-41 200
基　町 基町小学校　　 中区 基町20-2　　　　　　　　 500
幟　町 幟町小学校　　 中区 幟町3-10              　 500
幟　町 幟町中学校　　 中区 上幟町6-29 200
袋　町 袋町小学校　 中区 袋町6-36　　　　　　　　 500
袋　町 国泰寺中学校　 中区 国泰寺町一丁目1-41　　　 200
竹　屋 竹屋小学校　　 中区 鶴見町8-49  　　　　　　 500
千　田 千田小学校　　 中区 東千田町二丁目1-34　　　 500
千　田 中区スポーツセンター 中区 千田町三丁目8-12 200
中　島 中島小学校　　 中区 加古町10-8　　　　　　　 500
中　島 アステールプラザ 中区 加古町4-17 200
中　島 広島国際会議場 中区 中島町１番５号 200

吉 島 東 吉島東小学校　 中区 吉島東三丁目2-7 　　　　 500
吉 島 東 吉島中学校 中区 吉島東三丁目1-1 200

吉 島 吉島小学校　　 中区 吉島西三丁目4-60　　　　 500
吉 島 吉島体育館 中区 吉島東三丁目1-1 200
広　瀬 広瀬小学校    中区 広瀬町2－8　　　　　　 500
本　川 本川小学校　　 中区 本川町一丁目5-39　　　　 500
神　崎 神崎小学校　　 中区 舟入中町1-36        　　 500
舟　入 舟入小学校　　 中区 舟入南二丁目9-48  　　　 500
舟　入 江波中学校　　 中区 江波西一丁目1-13    　　 200
舟　入 舟入高等学校 中区 舟入南１丁目４−４ 200

江　波　 江波小学校　　 中区 江波南二丁目2-53　　　　 500
福　木 福木小学校　　 東区 馬木九丁目1-2 　　　　　 500
温　品 温品小学校　　 東区 温品七丁目8-8 　　　　　 500
上温品 上温品小学校　 東区 上温品三丁目4-１ 　　　　 500
戸　坂 戸坂小学校　　 東区 戸坂出江二丁目1-1 　　　 500

戸坂城山 戸坂城山小学校 東区 戸坂城山町1-2       　　 500
東　浄 東浄小学校　　 東区 中山新町二丁目8-1 　　　 500
中　山 中山小学校　　 東区 中山東一丁目2-1 　　　　 500

牛田新町 牛田新町小学校 東区 牛田新町一丁目15-1　　　 500
牛田新町 牛田中学校 東区 牛田新町一丁目14-1 200
早稲田 早稲田中学校  東区 牛田早稲田四丁目15-1　　 500
早稲田 早稲田小学校　 東区 牛田早稲田四丁目9-1 　　 200
牛　田 牛田小学校　　 東区 牛田旭一丁目14-45 　　　 500
尾　長 尾長小学校　　 東区 山根町21-10 　　　　　　 500
矢　賀 矢賀小学校　　 東区 矢賀二丁目10-67 　　　　 500
荒神町 荒神町小学校　 南区 西蟹屋三丁目7-27　　　　 500
大　州 大州小学校  　 南区 大州五丁目10-12 　　　　 500
大　州 大州中学校  　 南区 大州五丁目10-4 200
青　崎 青崎小学校　　 南区 青崎一丁目15-51 　　　　 500

向洋新町 向洋新町小学校 南区 向洋新町一丁目6-2 　　　 500
段　原 段原小学校　　 南区 的場町二丁目4-19　　　　 500
比治山 段原中学校  　 南区 霞一丁目3-30 200
比治山 比治山小学校　 南区 上東雲町28-28 　　　　　 500
比治山 広島大学付属東雲小・中学校 南区 東雲三丁目１-33 200
皆　実 皆実小学校　　 南区 皆実町一丁目15-32 　　　 500
皆　実 南区民文化センター 南区 比治山本町16-21 200
皆　実 広島大学附属小・中・高等学校 南区 翠１丁目１−１ 200
翠　町 翠町小学校　　 南区 翠四丁目10-1　　　　　　 500
翠　町 翠町中学校　　 南区 翠四丁目15-1 200
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大　河 大河小学校　  南区 旭一丁目8-1 　　　　　　 500
大　河 県立広島皆実高等学校 南区 出汐二丁目4-76 200
大　河 県立広島工業高等学校 南区 出汐二丁目4-75 200
黄金山 黄金山小学校　 南区 北大河町35-1　　　　　　 500
仁　保 仁保小学校　　 南区 仁保新町二丁目8-30　　　 500
仁　保 仁保中学校　　 南区 仁保一丁目56-1　　　　　 200
仁　保 市立広島工業高等学校 南区 東本浦町1-18 200
楠 那 楠那小学校　　 南区 楠那町5-7 　　　　　　　 500
楠 那 楠那中学校　　 南区 楠那町4-1 200
楠 那 南区スポーツセンター 南区 楠那町7-31 200

宇品東 宇品中学校　　 南区 宇品東五丁目1-51　　　　 200
宇品東 宇品東小学校　 南区 宇品東七丁目11-8　　　　 500
宇品東 南区スポーツセンター宇品体育館 南区 楠那町7-31 200
宇品東 県立広島大学広島キャンパス 南区 宇品東一丁目1-71 200
宇品 宇品小学校　　 南区 宇品御幸四丁目 5-11   　 500

元宇品 元宇品小学校　 南区 元宇品町7-10　　　　　　 500
似 島 似島小学校 南区 似島町字大黄2410　　　 500
大 芝 大芝小学校　　 西区 大芝一丁目25-18 　　　　 500
大 芝 崇徳高等学校 西区 楠木町四丁目15-13 200
三 篠 三篠小学校　　 西区 三篠町一丁目9-25　　　　 500
三 篠 中広中学校　　　　 西区 中広町三丁目1-41　　　　 200
三 篠 三滝少年自然の家 西区 三滝本町一丁目73-20 200
天 満 天満小学校　　　　　　　 西区 天満町1-27　　　　　　　 500
観 音 県立広島観音高等学校　　　　　 西区 南観音町4-10　　　　　　 200
観 音 観音中学校 西区 南観音三丁目4-6 200
観 音 観音小学校　　　 西区 観音本町二丁目1-26　　　 500

南観音 南観音小学校　　　　 西区 南観音六丁目5-45　　　　 500
南観音 南観音公民館 　　 西区 観音新町二丁目16-46 　　 200
南観音 山陽高等学校 西区 観音新町四丁目12-5 200
己斐 己斐小学校 西区 己斐上二丁目1-1 　　　　 500

己斐上 己斐上小学校 西区 己斐上六丁目455 　　　　 500
己斐上 己斐上中学校 西区 己斐上六丁目452-4 　　　 200
己斐上 己斐中学校 西区 己斐上3-35-1 200
己斐東 己斐東小学校 西区 己斐中三丁目127 　　　 500
己斐東 ノートルダム清心中・高等学校 西区 己斐東一丁目10-1 200
山 田 山田小学校 西区 山田新町二丁目21-1　　　 500

古田台 古田台小学校 西区 古田台一丁目5-1 500
古 田 古田小学校 西区 古江西町18-43 　　　　　 500
古 田 古田中学校 西区 古江西町27-1 200
高 須 高須小学校 西区 高須四丁目16-1　　　　　 500
庚 午 庚午小学校 西区 庚午中一丁目15-1　　　　 500
庚 午 庚午中学校 西区 庚午中四丁目12-48 200
草 津 草津小学校 西区 草津東二丁目12-1　　　　 500
草 津 西区スポーツセンター 西区 庚午南二丁目41-1 200
草 津 草津公民館・集会所 西区 草津東二丁目20 200

鈴が峰 鈴が峰小学校 西区 鈴が峰町36-2　　　　　　 500
井口台 井口台小学校 西区 井口台三丁目5-1 500
井口台 井口台中学校 西区 井口台四丁目2-1 　　　　 200
井 口 井口小学校 西区 井口二丁目13-1　　　　　 500
井 口 井口公民館 西区 井口鈴が台二丁目14-8　　 200
井 口 広島工業大学高等学校 西区 井口五丁目34-1 200

井口明神 井口明神小学校 西区 井口明神一丁目13-1　　　 500
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井口明神 井口中学校 西区 井口台四丁目2-1 200
梅 林 梅林小学校　　 安佐南区 八木三丁目3-9 　　　　　 500
八 木 城山北中学校 安佐南区 八木九丁目17-1 500
川 内 川内小学校　　 安佐南区 川内五丁目40-1　　　　　 500
緑 井 緑井小学校　　 安佐南区 緑井四丁目31-1　　　　　 500
東野 東野小学校 安佐南区 東野一丁目7-1 500
中筋 中筋小学校　　 安佐南区 中筋二丁目15-5　　　　　 500
古市 古市小学校　　 安佐南区 古市二丁目21-1　　　　　 500
大 町 大町小学校　　 安佐南区 大町西二丁目24-1　　　　 500
大 町 安佐中学校 安佐南区 大町東四丁目1-6 200

毘沙門台 毘沙門台小学校 安佐南区 毘沙門台三丁目1-1 　　　 500
安 東 安東小学校　　 安佐南区 安東一丁目28-1　　　　　 500
安 東 安東公民館 安佐南区 安東二丁目16-42 200

安 安小学校　　　 安佐南区 上安二丁目7-56　    　　 500
安 安公民館 安佐南区 上安二丁目2-46 200

上 安 上安小学校　　 安佐南区 上安五丁目21-52 　    　 500
安 北 安北小学校　　 安佐南区 高取北二丁目30-1　　　　 500
安 西 安西小学校　　 安佐南区 高取南二丁目18-1　　　　 500
原 南 原南小学校　　 安佐南区 西原二丁目19－23　　　　 500
原 南 祇園公民館 安佐南区 西原一丁目13－26 200

原 原小学校　　　 安佐南区 西原六丁目29-6　　　　　 500
原 祇園東中学校　 安佐南区 西原七丁目16-1　　　　　 200

祇　園 祇園小学校　　 安佐南区 祇園三丁目1-27　    　　 500
祇　園 祇園中学校 安佐南区 祇園五丁目39-1 200
山 本 山本小学校　　 安佐南区 山本三丁目13-1　　　　　 500

春日野 春日野小学校 安佐南区 山本新町二丁目18-1 500
長 束 長束小学校　　 安佐南区 長束四丁目15-1　　　　　 500

長束西 長束西小学校　 安佐南区 長束西一丁目26-1　　　　 500
戸 山 戸山小学校　　 安佐南区 沼田町阿戸3722　　　　　 500

伴 伴小学校 安佐南区 沼田町伴6153　　　　　 500
伴 安佐南区スポーツセンター 安佐南区 沼田町伴4720-1　　　　　 200

大 塚 大塚小学校　　 安佐南区 大塚西六丁目1-1 　　　　 500
伴 東 伴東小学校　　 安佐南区 沼田町伴179-1 　　　　　 500
伴 南 伴南小学校　　 安佐南区 伴南一丁目29-1　　　　 500
井 原 井原小学校　　 安佐北区 白木町井原825 　　　　　 500
志 屋 志屋小学校　　 安佐北区 白木町志路3890-1　　　　 500
高 南 白木中学校 安佐北区 白木町市川1428 500
三 田 三田小学校　　 安佐北区 白木町三田2649　　　　　 500

狩小川 狩小川小学校　 安佐北区 上深川町1345　　　　　　 500
深　川 高陽中学校 安佐北区 深川六丁目22-6 500
亀　崎 亀崎小学校　　 安佐北区 亀崎四丁目2-1 　　　　　 500
倉　掛 倉掛小学校　　 安佐北区 倉掛一丁目13-1　　　　　 500
真　亀 真亀小学校　　 安佐北区 真亀五丁目28-1　　　　　 500
落合東 落合東小学校　 安佐北区 落合四丁目13-1　　　　　 500
落　合 落合小学校　　 安佐北区 落合南二丁目13-1　　　　 500
口田東 口田東小学校　 安佐北区 口田二丁目1-1 　　　　　 500
口　田 口田小学校　　 安佐北区 口田南二丁目7-2 　　　　 500
大　林 大林小学校　　 安佐北区 大林四丁目14-1　　　　　 500
三　入 三入小学校　　 安佐北区 三入三丁目12-1　　　　　 500
三入東 三入中学校　 安佐北区 三入東一丁目7-1 500
可　部 可部小学校　　 安佐北区 可部四丁目9－1　　　　　 500
可部南 可部南小学校　 安佐北区 可部南二丁目11-1　　　　 500
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亀　山 亀山小学校 安佐北区 亀山五丁目11-1　　　　　 500
亀山南 亀山南小学校　 安佐北区 亀山南三丁目28-2　　　　 500
鈴　張 鈴張小学校　　 安佐北区 安佐町鈴張1896　　　　　 500
飯　室 安佐小河内集会所 安佐北区 安佐町小河内4579-3 500
飯　室 飯室小学校　　 安佐北区 安佐町飯室1544　　　　　 500
飯　室 旧久地小学校 安佐北区 安佐町久地4477-2 500
久地南 久地南小学校　 安佐北区 安佐町くすの木台55-1  　　 500
筒　瀬 筒瀬小学校　　 安佐北区 安佐町筒瀬1598　　　　　 500
日　浦 日浦小学校　　 安佐北区 あさひが丘七丁目12-1 　　　　 500
日　浦 毛木集会所 安佐北区 安佐町毛木761 200
瀬　野 瀬野小学校 安芸区 瀬野一丁目35-32　　　　　 500

みどり坂 みどり坂小学校 安芸区 瀬野西一丁目38-1 500
中　野 安芸区スポーツセンター 安芸区 中野東二丁目3-1 500
中野東 中野東小学校  安芸区 中野五丁目11-1　　　　　 500
畑　賀 畑賀小学校　　 安芸区 畑賀三丁目28-16 　　　　 500
阿　戸 阿戸小学校　　 安芸区 阿戸町2862-1　　　　　　 500
船　越 船越小学校　　 安芸区 船越五丁目22-11 　　　　 500
船　越 船越中学校　　 安芸区 船越六丁目44-1　　　　　 200
矢野西 矢野西小学校　 安芸区 矢野西四丁目5-1 　　　　 500
矢野西 県立安芸南高等学校 安芸区 矢野西二丁目15-1 200
矢　野 矢野小学校　　 安芸区 矢野西六丁目11-1　　　　 500
矢　野 矢野中学校 安芸区 矢野東2丁目16−1 200
矢野南 矢野南小学校　 安芸区 矢野南四丁目17-1　　　　 500
湯来東 湯来東小学校 佐伯区 湯来町大字麦谷1803-1 500
湯来西 湯来西小学校 佐伯区 湯来町大字多田甲2419 500
湯来南 佐伯区スポーツセンター湯来体育館 佐伯区 湯来町白砂1215-1 500
石　内 石内小学校　　　 佐伯区 五日市町大字石内3276  　　 500
石　内 石内福祉センター 佐伯区 石内南一丁目5-1 200
藤の木 藤の木小学校　　 佐伯区 藤の木二丁目2-1 　　　　　 500
河　内 河内小学校　　　 佐伯区 五日市町大字上河内371 　　 500
河　内 河内公民館・河内体育館 佐伯区 五日市町大字上河内537 200
彩が丘 彩が丘小学校　　 佐伯区 河内南二丁目10-1　　　　　 500
八　幡 八幡小学校　　　 佐伯区 八幡二丁目2-1 　　    　　 500
八　幡 城山中学校　　　 佐伯区 城山二丁目17-1    　　　　 200
八幡東 三和中学校　　　 佐伯区 利松三丁目10-1　　　　　　 200
八幡東 八幡東小学校　　 佐伯区 八幡東四丁目27-1　　　　　 500

五日市観音西 五日市観音中学校 佐伯区 坪井三丁目88　　　　　 200
五日市観音西 五日市観音西小学校 佐伯区 坪井三丁目877　　　　　 500
五日市観音西 県立五日市高等学校 佐伯区 観音台三丁目15-1 200
五日市観音 五日市観音小学校　 佐伯区 三宅四丁目10-1　　　　　　 500
五日市観音 広島工業大学鶴記念体育館・第二体育館 佐伯区 三宅二丁目1-1 200
五月が丘 五月が丘小学校　 佐伯区 五月が丘二丁目22-1　　　 500
石内北 石内北小学校 佐伯区 石内北三丁目23-1 500

美鈴が丘 美鈴が丘小学校　 佐伯区 美鈴が丘西一丁目8-1 　　　 500
美鈴が丘 美鈴が丘中学校 佐伯区 美鈴が丘南一丁目12-1 200

五日市中央 五日市中央小学校　 佐伯区 五日市中央三丁目12-1　　　 500
五日市中央 五日市中学校　　 佐伯区 五日市中央六丁目4-1 　　　 200
五日市中央 佐伯区民文化センター 佐伯区 楽々園六丁目1-27 200

五日市 五日市小学校　　 佐伯区 五日市三丁目1-1 　　　　　 500
五日市 五日市公民館・佐伯勤労青少年ホーム 佐伯区 新宮苑11-14 200

五日市東 五日市東小学校　 佐伯区 皆賀二丁目3-1 　　　　　　 500
五日市南 五日市南小学校　 佐伯区 海老園三丁目18-1　　　　　 500



小学校区 施設名 備蓄対象人数
（人）

所在地

備蓄倉庫を整備している指定避難所

五日市南 五日市南中学校 佐伯区 海老園四丁目2-21 200
楽々園 楽々園小学校　　 佐伯区 楽々園六丁目8-1 　　　　　 500
楽々園 佐伯区スポーツセンター 佐伯区 楽々園六丁目1-27 200


