
番号 行政区 名称 所在地 備考
1 広島市中央公民館 中区西白島町２４番３６号
2 広島市青少年センター 中区基町５番６１号
3 鷹野橋職員会館 中区大手町五丁目６番３号
4 広島市男女共同参画推進センター 中区大手町五丁目６番９号
5 広島市竹屋公民館　　 中区宝町３番１５号
6 広島市中区スポーツセンター 中区千田町三丁目８番１２号
7 広島国際会議場 中区中島町１番５号
8 広島市文化交流会館（旧広島厚生年金会館） 中区加古町３番３号
9 広島市アステールプラザ（国際青年会館を除く） 中区加古町４番１７号
10 広島市吉島福祉センター 中区吉島東二丁目１７番３０号
11 広島市吉島公民館 中区吉島西三丁目２番１０号
12 広島市吉島体育館    中区吉島西三丁目２番１１号
13 広島市舟入公民館 中区舟入川口町２番８号
14 広島市温品福祉センター 東区上温品一丁目２４番１号
15 広島市戸坂公民館　　 東区戸坂出江二丁目１０番２６号
16 広島市戸坂福祉センター 東区戸坂大上一丁目４番２２号
17 広島市中山福祉センター 東区中山南一丁目５番３９号
18 広島市牛田公民館　　 東区牛田新町一丁目８番３号
19 広島市早稲田公民館 東区牛田東四丁目１９番１号
20 広島市心身障害者福祉センター 東区光町二丁目１番５号
21 東区民文化センター 東区東蟹屋町１０番３１号
22 広島市東地域交流センター 東区尾長東一丁目１４番１０号
23 南区民文化センター 南区比治山本町１６番２７号
24 広島市大河公民館　　 南区北大河町１５番１２号
25 広島市仁保公民館　　 南区仁保新町一丁目８番６号
26 広島市南区スポーツセンター 南区楠那町７番３１号
27 広島市宇品公民館 南区宇品御幸四丁目１番２号
28 広島市南区スポーツセンター宇品体育館 南区宇品海岸三丁目６番５４号
29 広島市似島公民館　　 南区似島町字家下７５２番７４号
30 似島臨海少年自然の家 南区似島町字東大谷１８２番地
31 広島市三篠公民館 西区打越町１０番２３号
32 西区民文化センター 西区横川新町６番１号
33 広島市西地域交流センター 西区福島町一丁目１９番１２号
34 広島市観音公民館　　　 西区観音本町二丁目１番７７号
35 広島市南観音公民館 西区観音新町二丁目１６番４６号
36 三滝少年自然の家　 西区三滝本町一丁目７３番２０号
37 広島市己斐公民館 西区己斐中一丁目６番２０号
38 広島市古田公民館 西区古江西町１９番１５号
39 広島市西区スポーツセンター 西区庚午南二丁目４１番１号
40 広島市草津公民館 西区草津東二丁目２０番７号
41 広島市鈴が峰公民館 西区鈴が峰町４４番１号
42 広島市井口公民館 西区井口鈴が台二丁目１４番８号
43 広島市佐東公民館 安佐南区緑井六丁目２９番２５号
44 広島市東野公民館　　 安佐南区東野二丁目２２番７号
45 安佐南区民文化センター 安佐南区中筋一丁目２２番１７号
46 広島市古市公民館　　 安佐南区古市三丁目２４番８号
47 広島市安佐勤労青少年ホーム 安佐南区大町東三丁目２５番１２号
48 広島市安東公民館　　 安佐南区安東二丁目１６番４２号
49 広島市安公民館　　　 安佐南区上安二丁目２番４６号
50 交通科学館 安佐南区長楽寺二丁目１２番２号
51 広島市祇園公民館 安佐南区西原一丁目１３番２６号
52 広島市祇園西公民館 安佐南区長束六丁目１０番２８号
53 広島市立大学 安佐南区大塚東三丁目４番１号
54 広島市戸山公民館 安佐南区沼田町阿戸２６９番３号
55 広島市安佐南区スポーツセンター 安佐南区沼田町大字伴４７２０番地の１
56 広島市沼田公民館　　 安佐南区沼田町伴５６９７番地
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番号 行政区 名称 所在地 備考
57 広島市白木公民館　　 安佐北区白木町秋山２３９１番４号
58 広島市高陽公民館　　 安佐北区深川五丁目１３番１２号
59 広島市高陽体育館 安佐北区深川六丁目１９番１５号
60 広島市真亀公民館 安佐北区真亀一丁目３番２７号
61 広島市倉掛公民館 安佐北区倉掛一丁目１２番１号
62 広島市総合防災センター 安佐北区倉掛二丁目３３番１号
63 広島市口田公民館 安佐北区口田四丁目９番１９号
64 広島市三入公民館 安佐北区三入五丁目１５番９号
65 安佐北区総合福祉センター（可部公民館） 安佐北区可部三丁目１９番２２号
66 安佐北区民文化センター 安佐北区可部七丁目２８番２５号
67 広島市可部福祉センター 安佐北区可部南二丁目２３番２８号
68 広島市亀山公民館 安佐北区亀山南三丁目１６番１６号
69 青少年野外活動センター 安佐北区安佐町小河内５１３５番地
70 広島市安佐公民館 安佐北区安佐町飯室３４５５番１号
71 広島市日浦公民館 安佐北区あさひが丘三丁目２３番１３号
72 瀬野川公園 安芸区上瀬野町
73 広島市瀬野福祉センター 安芸区瀬野一丁目４番１９号
74 広島市瀬野公民館 安芸区瀬野一丁目２９番２１号
75 広島市中野公民館　　 安芸区中野三丁目２０番９号
76 広島市畑賀福祉センター 安芸区畑賀三丁目３０番１４号
77 広島市阿戸福祉センター 安芸区阿戸町６０３８番地
78 広島市阿戸公民館 安芸区阿戸町６１６６番地
79 広島市船越公民館 安芸区船越五丁目２２番２３号
80 安芸区民文化センター 安芸区船越南三丁目２番１６号
81 広島市矢野公民館　　 安芸区矢野西五丁目２４番２号
82 広島市矢野福祉センター 安芸区矢野西六丁目１２番１号
83 湯来福祉会館 佐伯区湯来町大字和田３３３
84 広島市湯来西公民館 佐伯区湯来町大字多田２７１４番地
85 広島市佐伯区スポーツセンター湯来体育館 佐伯区湯来町大字白砂１２１５番地の１
86 広島市湯来南公民館 佐伯区湯来町大字伏谷甲１３番１号
87 広島市河内公民館　　　 佐伯区五日市町大字上河内５３７番地
88 広島市河内体育館　　　 佐伯区五日市町大字上河内５３７番地
89 広島市五月が丘公民館　 佐伯区五月が丘五丁目３番３３号
90 石内福祉センター 佐伯区石内南一丁目５番１号
91 広島市藤の木公民館　　 佐伯区藤の木二丁目２７番７号
92 広島市美鈴が丘公民館　 佐伯区美鈴が丘南三丁目１番９号
93 広島市八幡公民館　　　 佐伯区八幡三丁目２３番２２号
94 広島市五日市中央公民館　 佐伯区五日市中央四丁目８番２０号
95 佐伯区民文化センター 佐伯区五日市中央六丁目１番１０号

96
広島市五日市公民館
広島市佐伯勤労青少年ホーム

佐伯区新宮苑１１番１４号
佐伯区新宮苑１１番４３号

97 広島市楽々園公民館・
老人いこいの家楽々荘 佐伯区楽々園五丁目８番３２号
98 広島市佐伯区スポーツセンター 佐伯区楽々園六丁目１番２７号

合計　　　98　施設
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