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広島市基町

担当エリア】
当

エ

リ

ア

基町

地域包括支援センター
広島市幟町

胡町、銀山町、上幟町、上八丁堀、新天地、鉄砲町、寺町、流川町(1～3番)、

地域包括支援センター

西十日市町、西白島町、幟町、白島北町、白島九軒町、白島中町、橋本町、
八丁堀、東白島町、広瀬北町、広瀬町、堀川町、弥生町

広島市国泰寺

榎町、大手町一～五丁目、紙屋町一～二丁目、小網町、国泰寺町一～二丁目、

地域包括支援センター

小町、堺町一～二丁目、昭和町、千田町一～三丁目、宝町、竹屋町、立町、
田中町、鶴見町、十日市町一～二丁目、土橋町、中町、流川町(1～3番除く)、
西平塚町、猫屋町、東千田町一～二丁目、東平塚町、平野町、袋町、富士見町、
本川町一～三丁目、本通、三川町、南千田西町、南千田東町、南竹屋町、薬研堀

広島市吉島

加古町、光南一～六丁目、住吉町、中島町、羽衣町、南吉島一～二丁目、

地域包括支援センター

吉島新町一～二丁目、吉島町、吉島西一～三丁目、吉島東一～三丁目

広島市江波

江波沖町、江波栄町、江波西一～二丁目、江波二本松一～二丁目、

地域包括支援センター

江波東一～二丁目、江波本町、江波南一～三丁目、河原町、西川口町、
舟入川口町、舟入幸町、舟入中町、舟入本町、舟入町、舟入南一～六丁目

広島市福木・温品

馬木一～九丁目、馬木町、上温品一～四丁目、温品一～八丁目、温品町、

地域包括支援センター

福田一～八丁目、福田町

広島市戸坂

中山上二丁目(2番49～52号、8～45番)、中山北町(1番1～20号)、

地域包括支援センター

中山新町一～三丁目、戸坂出江一～二丁目、戸坂大上一～四丁目、
戸坂数甲一～二丁目、戸坂くるめ木一～二丁目、戸坂桜上町、戸坂桜西町、
戸坂桜東町、戸坂城山町、戸坂新町一～三丁目、戸坂千足一～二丁目、
戸坂惣田一～二丁目、戸坂町、戸坂長尾台、戸坂中町、戸坂南一～二丁目、
戸坂山崎町、戸坂山根一～三丁目

広島市牛田・早稲田

牛田旭一～二丁目、牛田新町一～四丁目、牛田中一～二丁目、

地域包括支援センター

牛田東一～四丁目、牛田本町一～六丁目、牛田南一～二丁目、牛田山、
牛田早稲田一～四丁目

広島市二葉

曙一～五丁目、愛宕町、尾長西一～二丁目、尾長東一～三丁目、尾長町、

地域包括支援センター

上大須賀町、中山鏡が丘、中山上一丁目、中山上二丁目(2番49～52号、
8～45番除く)、中山北町(1番1～20号除く)、中山中町、
中山西一～二丁目、中山東一～三丁目、中山南一～二丁目、東蟹屋町、東山町、
光が丘、光町一～二丁目、二葉の里一～三丁目、矢賀一～六丁目、
矢賀新町一～五丁目、矢賀町、山根町、若草町
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広島市大州

青崎一～二丁目、猿猴橋町、大州一～五丁目、大須賀町、小磯町、荒神町、

地域包括支援センター

月見町、西蟹屋一～四丁目、西荒神町、東青崎町、東駅町、東荒神町、
堀越一～三丁目、松原町、南蟹屋一～二丁目、向洋大原町、向洋沖町、
向洋新町一～四丁目、向洋中町、向洋本町

広島市段原

稲荷町、霞一丁目、上東雲町、京橋町、金屋町、東雲一～三丁目、

地域包括支援センター

東雲本町一～二丁目、段原一～四丁目、段原日出一～二丁目、段原日出町、
段原南一丁目(26、27番除く)、段原南二丁目、段原山崎一～三丁目、
段原山崎町、比治山公園、比治山町、松川町、的場町一～二丁目

広島市翠町

旭一～三丁目、霞二丁目、北大河町(8番7～21号、9～24番)、

地域包括支援センター

段原南一丁目(26、27番)、出汐一～四丁目、西旭町、西霞町、西翠町、
東霞町(6番1～5号、6番35～51号、7～18番除く)、比治山本町、
翠一～五丁目、南大河町(1～17番、30～39番)、皆実町一～六丁目、山城町

広島市仁保・楠那

黄金山町、北大河町(8番7～21号、9～24番除く)、楠那町、東雲本町三丁目、

地域包括支援センター

丹那新町、丹那町、西本浦町、仁保一～四丁目、仁保沖町、仁保新町一～二丁目、
仁保南一～二丁目、日宇那町、東霞町(6番1～5号、6番35～51号、7～18番)、
東本浦町、本浦町、南大河町(1～17番、30～39番除く)

広島市宇品・似島

宇品海岸一～三丁目、宇品神田一～五丁目、宇品西一～六丁目、

地域包括支援センター

宇品東一～七丁目、宇品町字金輪島、宇品御幸一～五丁目、出島一～二丁目、
似島学園(似島町字長谷1487番地)、似島町、元宇品町

広島市中広

打越町、大芝一～三丁目、大芝公園、大宮一～三丁目、楠木町一～四丁目、

地域包括支援センター

新庄町、中広町一～三丁目、三篠北町、三篠町一～三丁目、
三滝本町一～二丁目、三滝町、三滝山、山手町、横川新町、横川町一～三丁目、
竜王町

広島市観音

小河内町一～二丁目、上天満町、観音新町一～四丁目、観音本町一～二丁目、

地域包括支援センター

観音町、天満町、西観音町、東観音町、福島町一～二丁目、南観音一～八丁目、
南観音町、都町

広島市己斐・己斐上

己斐上一～六丁目、己斐大迫一～三丁目、己斐中一～三丁目、己斐西町、

地域包括支援センター

己斐東一～二丁目、己斐本町一～三丁目、己斐町

広島市古田

高須一～四丁目、高須台一～六丁目、田方一～三丁目、古江上一～二丁目、

地域包括支援センター

古江新町、古江西町、古江東町、古田台一～二丁目、山田新町一～二丁目、
山田町

広島市庚午

扇一～二丁目、草津梅が台(1～4番)、草津新町一丁目、草津浜町、

地域包括支援センター

草津東一～三丁目、草津本町、草津南一～四丁目、庚午北一～四丁目、
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庚午中一～四丁目、庚午南一～二丁目

広島市井口台・井口

井口一～五丁目、井口鈴が台一～三丁目、井口台一～四丁目、井口町、

地域包括支援センター

井口明神一～三丁目、草津梅が台(1～4番除く)、草津港一～三丁目、
草津新町二丁目、商工センター一～八丁目、鈴が峰町

広島市城山北・城南

川内一～六丁目、中須二丁目(1番13～23号)、毘沙門台一丁目(1番1～23号)、

地域包括支援センター

緑井一丁目(29番40～53号、32番除く)、緑井二～八丁目、緑井町、
八木一～九丁目、八木町

広島市安佐・安佐南

相田一～相田二丁目、相田四丁目(1番)、

地域包括支援センター

相田町

字踊庭90～92番地、字七塚343～349番地、
【山】536番地の1、537～562番地の2、563～564番地の1、
565～568番地の1
【山】569～579番地、583番地～甲631番地の2、631番地の9～636番地、
字犬戻398番地の1、408番地、411～431番地

大町、大町西一～三丁目、大町東一～四丁目、上安一丁目(13～14番、
21番～21番20号、21番23号～22番28‐1号、22番28‐3号、22番28‐5号、
22番28‐7号)
上安町

字毘沙門台5000番地の68、5000番地の71、5000番地の122～125、
5000番地の169～171、5000番地の180～182、5000番地の184～186、
5000番地の227～229、5000番地の231～232、5000番地の234、
5000番地の246～257、5000番地の259、5000番地の260、5000番地の327、
5000番地の328、5000番地の342、5000番地の345、5000番地の348
字原田1342番地の1、1342番地の5、1342番地の7、1342番地の9、
1342番地の10、丙1342～1349番地、1352～1354番地の2、
1354番地の4～9、1355番地の1、1358～1360番地
字柳迫1863番地
【山】1137番地の2、1137番地の173、1137番地の272～274、
1137番地の279、1137番地の440、1148番地の2、1149番地の440、
1149番地の459、1149番地の460、1268番地の1、1268番地の3
字天満田1864番地、1865番地
字深山谷1889～1902番地
【山】字滑谷977～1027番地の1、1028番地の2、1030～1135番地
【山】字畑堀1136番地
【山】字砂田1261～1266番地の1、1267番地、1268番地の2、
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広島市安佐・安佐南

1269～1281番地

地域包括支援センター

【山】字後間1314～1318番地

（つづき）

【山】字古畑1326～1382番地

エ

リ

ア

【山】字一本松1400～1432番地、1449～1474番地
【山】字南部山1531～1597番地、1598番地の2、1599～1606番地
【山】字堂原1607番地の2～1611番地
【山】字グリーンハイツ2050番地の1、2050番地の2、2060～2073番地
中須一丁目、中須二丁目(1番13～23号除く)、中筋四丁目(20番)、
西原五丁目(1番1～5号、1番24～30号)、西原九丁目(1番)、
毘沙門台一丁目(1番1～23号除く)、毘沙門台二～四丁目、毘沙門台東一～二丁目、
古市一～三丁目、古市四丁目(6番4～16号分除く)、緑井一丁目(29番40～53号、
32番)、安東一～七丁目

広島市高取北・安西

相田三丁目、相田四丁目(1番除く)、相田五～七丁目、

地域包括支援センター

相田町(安佐・安佐南圏域分除く)、上安一丁目(13～14番、21番～21番20号、
21番23号～22番28‐1号、22番28‐3号、22番28‐5号、22番28‐7号除く)、
上安二～七丁目、上安町(安佐・安佐南圏域分除く)、高取北一～四丁目、
高取北町、高取南一～三丁目、高取南町、長楽寺一～三丁目、長楽寺町

広島市東原・祇園東

中筋一～三丁目、中筋四丁目(20番除く)、長束一丁目、西原一～四丁目、

地域包括支援センター

西原五丁目(1番1～5号、1番24～30号除く)、西原六～八丁目、
西原九丁目(1番除く)、東野一～三丁目、東原一～ 三丁目

広島市祇園・長束

祇園一～八丁目、祇園町、長束二～六丁目、長束町、長束西一～五丁目、

地域包括支援センター

古市四丁目(6番4～16号)、山本一～九丁目、山本新町一～五丁目、山本町

広島市戸山・伴・大塚

大塚西三～七丁目、大塚東一丁目、大塚東三丁目、伴北七丁目、伴西一～三丁目、

地域包括支援センター

伴東一丁目、伴東六丁目、伴東八丁目、伴南一～五丁目、

広島市白木

沼田町

大字阿戸、大字大塚、大字伴、大字吉山

白木町

大字秋山、大字有留、大字市川(字桧山を除く)、大字井原、大字小越、

地域包括支援センター

大字古屋、大字志路、大字三田

広島市高陽・亀崎・落合

小河原町、落合一丁目(13番12～21号、42～43番除く)、落合二～五丁目、落合町、

地域包括支援センター

落合南三丁目(1番)、落合南四丁目(1～35番)、落合南六丁目、
落合南七丁目(27～30番除く)、落合南八～九丁目
落合南町

341番地の1、341番地の2、342番地の3、351番地、352番地の2、
352番地の3、1808番地、1820番地、
【山】88番地の4、118番地の3、122番地の4、122番地の14、
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広島市高陽・亀崎・落合

123番地の2、389番地の1、414番地の2、415番地の6

地域包括支援センター

【山】字椅子山1～31番地、44番地の1、44番地の2

（つづき）

【山】字大谷山69～79番地、
【山】字光掛山122番地の1、
【山】字丸子山154～177番地、178番地の1
上深川町、亀崎一～四丁目、狩留家町、倉掛一～三丁目、深川一～八丁目、
深川町、真亀一～五丁目

広島市口田

落合一丁目(13番12～21号、42～43番)、落合南一～二丁目、

地域包括支援センター

落合南三丁目(1番除く)、落合南四丁目(1～35番除く)、落合南五丁目、
落合南七丁目(27～30番)、落合南町(高陽・亀崎・落合圏域分除く)、
口田一～五丁目、口田町、口田南一～九丁目、口田南町

広島市三入・可部

大林一～四丁目、大林町、可部一～五丁目、可部六丁目(33番1号、

地域包括支援センター

33番38号～45‐6号、33番46号～37番7号、37番14号～37番31号、38番8号～43番、
44番（ただし、9～14号除く）、56番除く)、可部七～九丁目
可部町大字綾ケ谷
字土井１番地の1～5番地、7番地～73番地の3、字立川6番地、
字番谷74～140番地
【山】1～104番地
字中屋141～220番地の5、字畑221～丁297番地、字近長298～316番地、
字久保317～390番地、字上徳391～乙442番地、
字石床443番地の1～508番地
【山】丙252～甲357番地
字栗木田509～536番地の4、字滑之下537番地の1～696番地、
字岩瀧697～758番地の2、字横林759～915番地の2、
【山】甲672～806番地の224
字平原916～1039番地、字大平1040番地の1～1088番地の2
【山】807～1007番地の4
字紙田1089番地の1～1152番地、字原田1153～1190番地、
字鳥屋森1193番地の1～1278番地
【山】1008番地の1～1112番地
字石田1279～1324番地の3
【山】字福王寺山104番地の1、104番地の2
【山】字福王寺平105～甲252番地
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広島市三入・可部

【山】字滑ノ下乙357～483番地

地域包括支援センター

【山】字宮ノ畝484～520番地の4

（つづき）

【山】字城田525～671番地

リ

ア

【山】字中山1113～1248番地
可部町大字上原
可部町大字勝木
字峠河内1番地の1～90番地、字御堂郷91～123番地、
字大下郷124～170番地、字来見ケ谷171～196番地、字姫瀬197～335番地
字丸畑336～363番地、字大長通364～407番地、字岡野上410～446番地、
字堂原447～488番地、字前原489～542番地、字青木543～571番地、
字中原572～622番地、字東河内623～670番地、字下野原671～乙725番地
字横畑726～762番地、字迫河内763～828番地、字清水河内829～868番地
字片平869～919番地、字清水筒平920～949番地、
字御堂河内950～1011番地、字猿猴河内1012～1051番地、
字大畑1052～1088番地、字田エ畑河内1089～1123番地、
字落合1124～1166番地
可部町

大字上町屋、大字下町屋、大字城、大字桐原、大字中島、大字中野、
大字南原

可部東一～六丁目、可部南一～五丁目、白木町大字市川字桧山、三入一～七丁目、
三入東一～二丁目、三入南一～二丁目

広島市亀山

可部六丁目(33番1号、33番38号～45‐6号、33番46号～37番7号、

地域包括支援センター

37番14号～37番31号、38番8号～43番、44番（ただし、9～14号除く）、56番)
可部町

大字綾ケ谷(三入・可部圏域分除く)、大字今井田、大字大毛寺、
大字勝木(三入・可部圏域分除く)、大字虹山

亀山一～九丁目、亀山西一～二丁目、亀山南一～五丁目

広島市清和・日浦地

安佐町

地域包括支援センター

大字飯室、大字後山、大字小河内、大字くすの木台、大字久地、
大字毛木、大字鈴張、大字筒瀬、大字動物園、大字宮野

あさひが丘一～九丁目

広島市瀬野川東

上瀬野一～二丁目、上瀬野町、上瀬野南一～二丁目、瀬野一～五丁目、瀬野町、

地域包括支援センター

瀬野西一～六丁目、瀬野南一丁目、瀬野南町、中野四丁目(1～2番、46番1～2号、
46番37～43号、47～57番)、中野五丁目(32～36番除く)、中野六～七丁目、
中野町

字鴨之巣2737～2775番地、字吉原2847番地の1～2854番地、2887番地、
2892番地、字平山3174～3201番地の2、3204番地の1～3205番地の2、
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【広島市内地域包括支援センター
施

設

担当エリア】
担

名

当

エ

リ

ア

広島市瀬野川東

字祇園甲3292～3320番地、字花見谷3656番地、3666～3680番地

地域包括支援センター

【山】字五郎丸410番地の1～3、412番地の2～413番地の1、

（つづき）

413番地の3～486番地の2、489～520番地、522～524番地の2、
525～531番地の2、532番地の1～533番地の22
【山】字下鍋倉534～546番地、547番地の2～561番地の7、
565～575番地、577～591番地の1、591番地の4、591番地の8、
591番地の10、592番地の2、594番地の2
【山】字上鍋倉595番地の4、596番地の1～6、乙596～乙640番地、
甲642～丙643番地、乙644～己716番地、乙718～721番地の1、
乙722～癸743番地
字柿木谷3819～3820番地の2、3822番地の1～3855番地、3857～3861番地
字三ツ城3973番地、3974番地、字桑原3978番地
【山】744～780番地の2、乙781～乙833番地、839番地、841～乙847番地
849番地の22、849番地の40～56、851番地の1～856番地、858番地
中野東五～七丁目
中野東町

字鼓原4127～4142番地、4167番地、字高部4265～4269番地、
字室重4417～4421番地、4475～乙4495番地、字細工4498～4516番地、
字城平4627～4630番地、字甲斐崎4900～4913番地、
字南原5353番地、5354番地、5358～5362番地
【山】字宮室868番地の1、868番地の2、870番地～870番地の26、
870番地の29～37、870番地の39、870番地の40、870の50～958番地の3、
968～1015番地
【山】字平原甲959番地、乙959番地、1017～1055番地の1、
1056番地の1～1057番地、1059番地の1、1060～1066番地の2、
1073～1087番地の32
【山】字鉾取1088～1104番地の2、1106番地の1、1106番地の2、
1111番地の2、1111番地の3、1118～1134番地の2、1138～1148番地、
1152番地の1～1153番地、158～1184番地の2、1187～1189番地の20
【山】字原山1190番地の1～1244番地の36

広島市瀬野川・船越

中野一～三丁目、中野四丁目(1～2番、46番1～2号、46番37～43号、

地域包括支援センター

47～57番除く)、中野五丁目(32～36番)、中野町(瀬野川東圏域分除く)、
中野東一～四丁目、中野東町(瀬野川東圏域分除く)、畑賀一～三丁目、畑賀町、
船越一～六丁目、船越町、船越南一～五丁目
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【広島市内地域包括支援センター
施

設

担当エリア】
担

名

当

エ

リ

ア

広島市阿戸・矢野

阿戸町、矢野新町一～二丁目、矢野町、矢野西一～七丁目、矢野東一～七丁目、

地域包括支援センター

矢野南一～五丁目

広島市湯来・砂谷

杉並台、

地域包括支援センター

湯来町

大字下、大字白砂、大字菅澤、大字多田、大字葛原、大字伏谷、
大字麦谷、大字和田

広島市五月が丘・

石内上一丁目、

美鈴が丘

五日市町大字石内

地域包括支援センター

字屏風岩4938～4978番地、字荒蒔4979～5023番地
【山】1306～1342番地
字尾崎5024～5050番地、字大芥5051～5083番地、字流田5084～5113番地
字西ケ迫5114～5145番地、字喜連川城5146～5163番地、
字城口庄5164～5183番地、字西ケ窪5184～5210番地、
字半坂5211～5230番地、字堂前5231～5281番地、字後迫5282～5308番地
字椎木郷5309～5354番地、字榎ケ迫5355～5377番地、
字大谷5378～5400番地
【山】1173～1257番地
字山根垣内5401～5436番地、字鮒ケ迫5437～5453番地、
字的場5454～5484番地、字実谷5485～5509番地、字横岩5510～5531番地
字早ケ原5532～5552番地、字重石5553～5567番地、
字黒岩5568～5586番地、字釈迦ケ谷5587～5596番地、
字畦坂5597～5628番地、字入野5629～5671番地
【山】872～966番地
字釈迦ケ嶽5672～5688番地、字松崎5689～5721番地、
字原田郷5722～5762番地、字大師5763～5807番地、
字青原5882番地、5883番地、5890～5897番地、字鳥越5898～5917番地
字櫨ケ燈5918～5983番地、字日和5984～6006番地、
字根口6007～6047番地
【山】753～822番地
字登尾6048～6059番地、字石休6060～6109番地、字越嶝6110～6128番地
字赤土6129～6148番地、字小深川6149～6161番地
【山】392～436番地
字割田6162～6190番地、字鷹ノ巣6191～6214番地、
字砂糖造6215～6226番地
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【広島市内地域包括支援センター
施

設

担当エリア】
担

名

当

エ

リ

ア

広島市五月が丘・

【山】624～707番地

美鈴が丘

字平旗6227～6251番地

地域包括支援センター

【山】545～583番地

（つづき）

字京良木6252～6275番地、字笹ケ原6276～6302番地
【山】437～497番地
字中ケ迫6303～6312番地、字梶田6313～6330番地、
字入道原6331～6370番地、字境神6395～6400番地、
字赤馬牛6401～6404番地
【山】字細小屋498～544番地
【山】字高地神584～623番地
【山】字越燈山708～752番地
【山】字松ケ迫823～871番地
【山】字釈迦滝967～1051番地
【山】字横岩1052～1119番地
【山】字深ケ迫1120～1172番地
【山】字狩谷1258～1305番地
【山】字中住1343～1394番地
【山】字豊ケ迫1395～1425番地
【山】字樫山1426～1453番地）
五月が丘一～五丁目、美鈴が丘西一～西五丁目、美鈴が丘東一～五丁目、
美鈴が丘緑一～三丁目、美鈴が丘南一～四丁目

広島市三和

石内北一～二丁目、石内北五丁目、石内南一～五丁目

地域包括支援センター

五日市町

大字石内(五月が丘・美鈴が丘圏域分除く)、大字上河内、大字上小深川
大字口和田、大字下河内、大字下小深川、大字高井、大字利松、
大字中地、大字藤の木

河内南一～二丁目、利松一～三丁目、藤の木一～四丁目、八幡東一～四丁目

広島市城山・五日市観音
地域包括支援センター

五日市町

大字寺田、大字保井田、大字薬師ケ丘、大字八幡ケ丘、
大字八幡ケ丘三丁目

観音台一～四丁目、倉重一～三丁目、倉重町、城山一丁目(9～10番)、城山二丁目、
千同一丁目、千同二丁目(1番1～6号、1番63～65号除く)、千同三丁目、
坪井一～三丁目、坪井町、三筋一～三丁目、三宅町、三宅一～六丁目、
薬師が丘一～四丁目、屋代町、屋代一～三丁目、八幡一丁目(29番除く)、
八幡二～五丁目、八幡が丘一～二丁目
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【広島市内地域包括支援センター
施

設

担当エリア】
担

名

当

エ

リ

ア

広島市五日市

五日市一～七丁目、五日市駅前一～三丁目、五日市中央一～七丁目

地域包括支援センター

五日市町

大字昭和台、大字美鈴園、大字皆賀

城山一丁目(9～10番除く)、新宮苑、千同二丁目(1番1～6号、1番63～65号)、
皆賀一～四丁目、八幡一丁目(29番)

広島市五日市南

旭園、五日市港二～四丁目、海老園一～四丁目、海老山町、海老山南一～二丁目、

地域包括支援センター

隅の浜一～三丁目、藤垂園、美の里一～二丁目、吉見園、楽々園一～六丁目
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