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（一般港湾施設（県設置の公の施設）関係）
港湾名

港湾施設

広島港

係留施設

港湾施設の名称

位

置（地 番）

五日市マイナス五・五メートル岸壁 広島市佐伯区五日市港三丁目二番
五日市マイナス四・五メートル岸壁
出島マイナス七・五メートル岸壁（第
広島市南区出島二丁目一番六一 同一番七四
二バース）
出島マイナス五・五メートル岸壁
出島東一号岸壁
広島市南区出島二丁目二番一〇
出島東二号岸壁
広島市南区出島一丁目一一番一二 同出島二
出島西一号岸壁
丁目一一番二三 同二八
出島西二号岸壁

広島市南区出島二丁目一一番二三

海田マイナス五・五メートル岸壁

広島市安芸区矢野新町二丁目一九番
海田町西明神町七番一

宇品外貿埠頭一号ドルフィン
宇品外貿埠頭二号ドルフィン
宇品外貿埠頭三号ドルフィン
宇品外貿埠頭四号ドルフィン
廿日市昭南通船桟橋
昭北新開一号浮桟橋
宇品東桟橋
通船桟橋
観音旅客桟橋
元宇品浮桟橋
元宇品二号浮桟橋
住吉新開物揚場
昭南新開物揚場
貯木場物揚場
昭北新開二号物揚場
元宇品東物揚場
宇品中央物揚場
海田物揚場
臨港交通
臨港道路廿日市北線
施設
臨港道路廿日市南線
臨港道路廿日市二号貯木場線
臨港道路廿日市一号線
臨港道路廿日市二号線
臨港道路廿日市草津線
榎浦大橋
広島はつかいち大橋

同二八
安芸郡

広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番二一地
先
廿日市市木材港南一三四一番三地先
広島市佐伯区五日市港四丁目一二番
広島市南区宇品海岸二丁目一三〇八番四地先
広島市西区観音新町四丁目二八七四番八六地
先
広島市南区元宇品町三〇〇番三地先
広島市南区元宇品町五二五番地先
廿日市市住吉一丁目一〇七三番地先
廿日市市木材港南一三四四番
廿日市市下平良字榎ノ窪一三一七番一六地先
広島市佐伯区五日市港四丁目一二番地先
広島市南区元宇品町五二五番
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番一〇
安芸郡海田町西明神町七番一
廿日市市廿日市港八五九番 同木材港南一三
三〇番
廿日市市木材港南一三三〇番 同一三四八番
廿日市市下平良字榎ノ窪一三一七番一
廿日市市木材港北一〇八一番三 広島市佐伯
区五日市港四丁目一三番七
広島市佐伯区五日市港四丁目一三番二 同一
三番三
廿日市市木材港北一〇八一番一 広島市佐伯
区五日市港四丁目一三番一 同五日市町一番
同海老山南二丁目地先
廿日市市木材港北一〇六二番一地先
広島市佐伯区五日市港四丁目一三番一 同五
日市町一番

臨港道路五日市線
臨港道路五日市南埠頭線

広島市佐伯区五日市港三丁目地先

臨港道路五日市入江線

広島市佐伯区五日市町六番 同七番
同海老山南一丁目一四番

臨港道路五日市一号線

広島市佐伯区五日市港三丁目

臨港道路五日市二号線

広島市佐伯区五日市港三丁目

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称
臨港道路五日市三号線
臨港道路五日市四号線
臨港道路五日市中央線
昭北新開二号物揚場線
新八幡川橋（下り）
臨港道路マリーナ線
臨港道路マリーナ北線

位

置（地 番）

広島市佐伯区五日市港三丁目
広島市佐伯区五日市港三丁目
広島市佐伯区五日市港三丁目
広島市佐伯区五日市港四丁目
広島市佐伯区海老山南二丁目一七番一地先
広島市西区観音新町四丁目二八七四番八七

臨港道路出島東岸壁線
臨港道路出島一号線

広島市佐伯区五日市港三丁目二二番一
番
広島市中区吉島新町一丁目九〇九番一
吉島一丁目九一三番
広島市南区出島二丁目二番一号
広島市南区出島二丁目一番六六

臨港道路出島二号線

広島市南区出島二丁目二番二四 同二番二八

臨港道路宇品一号線

広島市南区出島一丁目一番一九
同二番二

臨港道路宇品二号線

広島市南区宇品海岸一丁目一三一二番五

臨港道路宇品三号線
臨港道路宇品四号線

広島市南区宇品海岸三丁目
広島市南区宇品海岸三丁目
広島市南区出島一丁目一一番一 同一一番一
二 広島市南区出島二丁目一一番二 同一一
番二三
広島市南区元宇品町五一〇番一 同五一〇番
三 同二八三番六 同二八三番七 同三〇〇
番二
広島市南区元宇品町四五三番四地先 同五二
七番地先 同五一七番地先
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番一〇
広島市南区宇品海岸三丁目四番三〇
広島市南区宇品海岸三丁目四番三五
広島市南区宇品海岸三丁目四番五五 同宇品
東五丁目一番五 同一番一〇
広島市南区宇品海岸三丁目四番四三
広島市南区仁保沖町一三番七 安芸郡坂町北
新地四丁目一二〇三六番七

臨港道路五日市埠頭線
臨港道路吉島南線

臨港道路出島西岸壁線

臨港道路元宇品臨港線
施設内道路
臨港道路宇品中央物揚場線
臨港道路宇品中央公園前線
臨港道路福祉センター線
臨港道路宇品臨港線
臨港道路宇品外貿埠頭内線
海田大橋
臨港道路海田埠頭線
臨港道路出島海田線
臨港道路海田埠頭内線
御幸松駐車場

同二
同南

同一番二一

安芸郡坂町北新地三丁目一二〇一六番
広島市南区仁保沖町一三番七 安芸郡坂町北
新地四丁目一二〇三六番七
広島市安芸区矢野新町二丁目一九番 安芸郡
海田町西明神町七番一
広島市南区宇品海岸二丁目一三〇七番一 同
一三〇七番三 同一三〇七番四 同一三〇七
番一六 同一三〇七番一七

宇品中央管理棟前面駐車場

広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番四

広島国際フェリーポート駐車場

広 島 市南 区出 島二 丁目 二番 八
同二番一二

広島みなと公園駐車場

広島市南区宇品海岸一丁目

宇品波止場公園駐車場
坂なぎさ公園駐車場
みずとりの浜公園駐車場
みずとりの浜第二公園駐車場
昭北新開駐車場
ベイサイドビーチ坂駐車場

広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番一二
安芸郡坂町平成ヶ浜五丁目一
広島市佐伯区海老山南二丁目三
広島市佐伯区海老山南一丁目一四
広島市佐伯区五日市港四丁目一
安芸郡 坂町水尻

同 二番一一

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

航行補助 廿日市投下水面施設灯
施設
ひろしまポートラジオ
宇品外貿四号ドルフィン施設灯
荷さばき 廿日市木材製品上屋
施設 廿日市木材製品二号上屋
廿日市木材製品三号上屋
廿日市木材製品四号上屋
廿日市木材製品五号上屋
廿日市木材製品六号上屋
五日市県営一号上屋
五日市県営二号上屋
出島西一号上屋
出島西二号上屋
出島西三号上屋
出島西四号上屋
出島東コンテナ上屋
宇品中央三号県営上屋
宇品中央四号県営上屋
外貿一号県営上屋
外貿二号県営上屋
外貿三号県営上屋
外貿四号県営上屋
外貿五号県営上屋
外貿六号県営上屋
外貿七号県営上屋
穀物上屋
穀物サイロ
宇品外貿ＣＦＳ上屋

旅客施設

保管施設

宇品外貿くん蒸上屋
海田県営一号上屋
海田県営二号上屋
広島国際フェリーポート人動橋
広島国際フェリーポート可動橋
広島国際フェリーポート
廿日市野積場六号
廿日市野積場七号
廿日市野積場九号
廿日市野積場八号
廿日市住吉新開野積場
廿日市第一野積場
廿日市第二野積場
廿日市第三野積場
廿日市第四野積場
廿日市第五野積場
五日市第一二野積場
五日市第一一野積場

位

置（地 番）

廿日市市木材港南一三四四番地先
広島市南区宇品海岸二丁目二三番三六
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番二一地
先
廿日市市木材港南一三五四番

廿日市市木材港南一三五三番

広島市佐伯区五日市港三丁目二四番
広島市南区出島一丁目一一番一二地先
広島市南区出島二丁目一一番二三地先
広島市南区出島二丁目二番九
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番六
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番七
広島市南区宇品海岸三丁目四番四九
広島市南区宇品海岸三丁目四番五一 同四番
九三
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一九
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番二〇
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番七
広島市南区宇品海岸三丁目
広島市南区宇品海岸三丁目四番四九
広島市南区宇品海岸三丁目四番四二 同四番
四三 同四番四四 同四番四七
広島市南区宇品海岸三丁目四番四二 同四番
四三 同四番四七
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一九
広島市安芸区矢野新町二丁目一九番 安芸郡
坂町北新地四丁目一二〇三四番
広島市南区出島二丁目二番一〇
広島市南区出島二丁目二番四
広島市南区出島二丁目二番一一
廿日市市木材港南一三四七番
廿日市市木材港南一三四九番
廿日市市木材港南一三五二番
廿日市市木材港南一三五五番
廿日市市木材港北一〇七三番地先 同一〇七
四番地先
廿日市市木材港南一三四二番
廿日市市木材港南一三四三番
廿日市市木材港南一三四七番
廿日市市木材港南一三四六番
廿日市市木材港南一三五〇番
広島市佐伯区五日市港三丁目地先

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称
出島東第一野積場
出島東第二野積場
出島東第三野積場
出島東第四野積場
出島東第五野積場
出島東第六野積場
出島西第一野積場

位

置（地 番）

広島市南区出島二丁目二番六

広島市南区出島二丁目二番一六
広島市南区出島一丁目一一番一二地先

出島西第二野積場
出島西第三野積場
出島西第四野積場
出島西第五野積場
出島西第六野積場
出島西第七野積場
出島西第八野積場
出島西第九野積場
出島内貿野積場
元宇品野積場
宇品中央第三野積場
宇品中央第四野積場
宇品中央第二野積場
宇品外貿野積場二号
宇品外貿野積場三号
宇品外貿野積場四号
宇品外貿野積場五号
宇品外貿野積場六号
宇品外貿野積場七号
宇品外貿Ａ地区野積場
宇品外貿Ｂ地区野積場一号
宇品外貿ＣＦＳ野積場
海田第一野積場
海田第二野積場

海田第三野積場
海田第四野積場
海田第五野積場
海田第九野積場
海田第一〇野積場
海田第一一野積場
海田第一二野積場
海田第一三野積場
海田第一四野積場
海田第一五野積場
海田第一六野積場
海田第一七野積場
廿日市南貯木場
廿日市投下水面
廿日市水面整理場

広島市南区出島二丁目一一番二三地先

広島市南区出島二丁目一番七六
広島市南区元宇品町五二五番
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番一一
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番七
広島市南区宇品海岸三丁目四番五三 同一三
〇一番一 同一三〇一番一〇
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一四
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番八
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番四
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番二
広島市南区宇品海岸三丁目四番四二 同四番
九三
広島市南区宇品海岸三丁目四番七一
広島市南区宇品海岸三丁目四番二六
広島市南区宇品海岸三丁目四番四二 同四番
四三 同四番四四 同四番四七
安芸郡坂町北新地三丁目一二〇三一番一二
安芸郡坂町北新地三丁目一二〇三一番一 同
一二〇三一番二 同一二〇三一番三 同一二
〇三一番四 安芸郡坂町北新地四丁目一二〇
三〇番
広島市安芸区矢野新町二丁目一九番 安芸郡
坂町北新地四丁目一二〇三四番
安芸郡海田町西明神町七番一
広島市安芸区矢野新町二丁目一九番
坂町北新地四丁目一二〇三四番
広島市安芸区矢野新町二丁目一九番
坂町北新地三丁目一二〇三三番
広島市安芸区矢野新町二丁目一九番
安芸郡海田町西明神町七番一
安芸郡海田町西明神町七番一
安芸郡海田町西明神町七番一
廿日市市木材港南一三四四番地先

安芸郡
安芸郡

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

船舶役務
廿日市昭南岸壁給水栓
用施設
廿日市木材けい船杭給水施設
昭北新開二号物揚場給水栓
廿日市マイナス七・五メートル給水
栓
五日市岸壁給水栓
五日市マイナス一二メートル岸壁給
水栓
出島東岸壁給水施設
出島西岸壁給水施設
宇品外貿頭給水施設
海田岸壁給水施設
港湾環境 廿日市住吉公園
整備施設
みずとりの浜公園
観音マリーナ海浜公園
吉島緑地
御幸松イベント広場
御幸松臨海公園
広島みなと公園（旧）
広島みなと公園
元宇品みなと公園
宇品中央臨海公園
モニュメント
宇品波止場公園

位

置（地 番）

廿日市市木材港南一三四六番地先 同一三五
〇番地先
廿日市市木材港南一三四四番地先
広島市佐伯区五日市港四丁目一二番
広島市佐伯区五日市港四丁目一三番二七
広島市佐伯区五日市港三丁目二番
広島市佐伯区五日市港三丁目地先
広島市南区出島二丁目二番一〇
広島市南区出島二丁目一一番二三地先
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番二一地
先 同一三〇四番二〇地先
広島市安芸区矢野新町二丁目二一
廿日市市廿日市港八六八番
広島市佐伯区五日市町八番 同海老山南二丁
目一番一 同一七番一 同一七番二 同二〇
番四
広 島 市西 区観 音新 町四 丁目 二 八七 四番八三
同二八七四番八四
広島市中区光南四丁目一四番
広島市南区宇品海岸二丁目一三〇七番一 同
一三〇七番三 同一三〇七番一二 同一三〇
七番一三 同一三〇七番一四 同一三〇七番
一五 同一三〇七番一六
広島市南区宇品海岸二丁目一三〇七番二四
広島市南区宇品海岸一丁目一三一〇番三
広島市南区宇品海岸一丁目
広島市南区元宇品町五一九番
広島市南区宇品海岸三丁目四番三二
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番一八
広島市南区宇品海岸三丁目四番四一 同四番
四 二 同 一三 〇三 番八 同 一 三〇 三番一二
同一三〇三番一四 同一三〇三番一八 同一
三〇三番一九 同一三〇三番一九地先

宇品波止場公園内便益施設（旧宇品
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番八
中央五号県営上屋）
安芸郡坂町平成ケ浜四丁目三番 同平成ケ浜
坂・なぎさ公園
五丁目一番
坂・なぎさ公園水上テラス
安芸郡坂町平成ケ浜四丁目三番地先

坂地区水尻緑地

廿日市旧税関通船事務所
港湾管理
五日市管理棟
施設
出島西詰所
宇品中央管理棟
インフォメーションセンター
宇品外貿管理棟
海田大橋管理事務所
海田大橋料金所

安芸郡坂町字水落山一五七三番二 同一五七
三 番 三 同九 〇七 五番 四 同 九〇 七五番五
同九〇七五番八 同九〇七五番一二 安芸郡
坂 町 字水 尻九 〇六 六番 七 同 九〇 六六番八
同九〇六六番九 同九〇六六番一〇 同九〇
六六番一一 安芸郡坂町字魚見八三〇〇番一
二 同八三〇〇番一三
廿日市市木材港北一〇七七番三
広島市佐伯区五日市港四丁目
広島市南区出島二丁目一一番二三地先
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番五
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番一八
広島市南区宇品海岸三丁目四番四九
安芸郡坂町北新地三丁目一二〇三三番
安芸郡坂町北新地四丁目一二〇三一番一二

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

港湾施設 廿日市木材港湾厚生施設用地
用地
廿日市第一港湾施設用地
廿日市第四港湾施設用地
五日市第三港湾施設用地
五日市第四港湾施設用地
光南港湾施設用地
出島東岸壁第一倉庫用地
出島東岸壁第二倉庫用地
出島東第四港湾施設用地
出島西岸壁第一倉庫用地
出島西岸壁第二倉庫用地
出島西岸壁第三倉庫用地
出島西岸壁第四倉庫用地
出島西岸壁第五倉庫用地
出島西岸壁第六倉庫用地
出島西岸壁第七倉庫用地
出島西岸壁港湾厚生施設用地
出島西港湾施設用地
元宇品港湾施設用地一
元宇品港湾施設用地二
元宇品港湾施設用地三
元宇品港湾施設用地四
宇品中央物揚場第一倉庫用地
宇品中央物揚場第二倉庫用地
宇品中央第一港湾施設用地
宇品中央第二港湾施設用地
宇品外貿埠頭港湾厚生施設用地

尾 道 糸 係留施設
崎港

宇品外貿頭第一倉庫用地
宇品外貿埠頭第二倉庫用地
宇品外貿埠頭第三倉庫用地
宇品外貿埠頭第四倉庫用地
宇品外貿埠頭第五倉庫用地
宇品外貿埠頭第六倉庫用地
宇品外貿埠頭第七倉庫用地
宇品外貿埠頭港湾施設用地
海田岸壁第一倉庫用地
南松永西一号岸壁
南松永西二号岸壁
南松永一号浮桟橋
南松永二号浮桟橋
南松永三号浮桟橋
天保山物揚場
南松永物揚場
柳津物揚場

位

置（地 番）

廿日市市木材港南一三四一番四
広島市佐伯区五日市港四丁目一三番八
広島市佐伯区五日市港四丁目一三番八
広島市佐伯区五日市港三丁目二二番二
広島市佐伯区五日市港三丁目三番 同五番
広島市中区光南四丁目八九一番一〇 同八九
一番一四
広島市南区出島二丁目二番一四
広島市南区出島二丁目二番一五
広島市南区出島二丁目
広島市南区出島一丁目一一番四 同一一番五
同一一番六
広島市南区出島一丁目一一番八 同一一番九
同一一番一〇
広島市南区出島二丁目一一番五 同一一番六
同一一番七
広島市南区出島二丁目一一番九 同一一番一
〇 同一一番一一
広島市南区出島二丁目一一番一三 同一一番
一四 同一一番一五
広島市南区出島二丁目一一番一七 同一一番
一八 同一一番一九
広島市南区出島二丁目一一番二一
広島市南区出島二丁目一七番一一
広島市南区出島二丁目二六番 同二七番
広島市南区元宇品町五一〇番
広島市南区元宇品町五〇七番三
広島市南区元宇品町五〇七番二
広島市南区元宇品町五一〇番
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番五
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番九
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番五
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番九
広島市南区宇品海岸三丁目四番三一 同四番
三六
広島市南区宇品海岸三丁目四番四五
広島市南区宇品海岸三丁目四番四六
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一二
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一三
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番七
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番八
広島市南区宇品海岸三丁目四番三四
広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一四
安芸郡坂町北新地三丁目一二〇三三番
福山市南松永町四丁目七二番地先
福山市南松永町四丁目六二番地先

福山市松永町一一〇八番一九
福山市南松永町四丁目六九番
福山市柳津町字市場沖二四三七番

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

位

置（地 番）

臨港交通 柳津泊地道路
施設
臨港道路天保山線

保管施設

福山市柳津町字市場沖二四三七番
福山市松永町一一〇八番二四 同一一〇八番
地一六
臨港道路南松永西ふ頭線
福山市南松永町四丁目七七番
福山市南松永町四丁目一番 同二九番 同三
臨港道路南松永線
八番
福山市南松永町四丁目八番 同一〇番 同一
臨港道路南松永東ふ頭線
二番
福徳橋
福山市松永町一七七番地二地先
柳津第三駐車場
福山市柳津町字市場沖二四三七番
臨港道路山波松永線（松永みなと大 福山市南松永町四丁目一番地先 福山市高西
橋）
町南一六九番地先
福山市松永町一一〇八番一七 同一一〇八番
天保山野積場
一八外
福山市南松永町四丁目七番 同一一番 同一
南松永野積場
三番
南松永西一号野積場
福山市南松永町四丁目七〇番
福山市南松永町四丁目六六番 同六七番 同
南松永西二号野積場
六八番
南松永西三号野積場
南松永西四号野積場

南松永西五号野積場
南松永西六号野積場
南松永西七号野積場
南松永西八号野積場
南松永西九号野積場
松永第三仮貯木場
松永貯木場
松永投下水面

福山港

船舶役務
用施設
港湾環境
整備施設
港湾管理
施設
港湾施設
用地
係留施設

福山市南松永町四丁目七一番
福山市南松永町四丁目七二番 同七八番 同
八五番
福山市南松永町四丁目七三番
福山市南松永町四丁目七四番 同八一番
福山市南松永町四丁目七五番
福山市南松永町四丁目七六番 同八三番
福山市南松永町四丁目七〇番
福山市柳津町地先
福山市南松永町四丁目六九番地先
福山市南松永町四丁目七四番地先 同七六番
地先

柳津Ｃ野積場
柳津Ｄ野積場

福山市柳津町字市場沖二四三七番

南松永給水施設

福山市南松永町四丁目七四番地先
地先

南松永機織緑地

福山市南松永町四丁目三〇番

天保山管理扉
南松永管理扉

福山市松永町一一〇八番一六
福山市南松永町四丁目二九番

南松永東港湾施設用地

福山市南松永町四丁目一三番

一文字岸壁
沖浦西岸壁
沖浦東岸壁
新涯一号岸壁
新涯二号岸壁
箕島一号岸壁
箕島二号岸壁
箕島三号岸壁
箕沖マイナス一〇メートル岸壁第二
バース
新涯一号浮桟橋
仙酔島浮桟橋
白茅物揚場

福山市一文字町一〇三五番
福山市引野町沖浦五八二八番九
福山市引野町沖浦五八四四番

同七六番

福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七
福山市箕沖町一三七番
福山市箕沖町一四八番地先
福山市箕沖町一一番地先
福山市箕沖町一〇八番八地先
福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七地先
福山市鞆町後地宇田ノ浦地先
福山市鞆町後地字白茅二六番地一一一

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

臨港交通 臨港道路一文字線
施設
臨港道路沖浦西線
臨港道路沖浦東線
臨港道路港町線
臨港道路松浜線
臨港道路新涯埠頭線
臨港道路川口線
臨港道路箕島線
臨港道路箕島埠頭線
臨港道路箕沖一号線
臨港道路箕沖二号線
臨港道路白茅線
釜屋橋
フェリー乗船駐車場
新涯一号駐車場
新涯二号駐車場
荷さばき 一文字上屋
施設 沖浦一号上屋
沖浦二号上屋
沖浦三号上屋
沖浦四号上屋
川口町西上屋
川口町東上屋
箕島地区ＣＦＳ
箕島コンテナヤード荷さばき地

旅客施設
保管施設

福山港国際コンテナターミナルガン
トリークレーン一号
福山港国際コンテナターミナルガン
トリークレーン二号
福山港国際コンテナターミナル荷さ
ばき地
福山港国際コンテナターミナルＣＦ
Ｓ
福山港国際コンテナターミナルくん
蒸上屋
福山港国際コンテナターミナルゲー
トハウス
フェリーターミナル
旅客桟橋待合所
沖浦野積場一号
沖浦野積場二号
沖浦野積場三号
沖浦野積場四号
一文字野積場一号
一文字野積場二号
一文字野積場三号

位

置（地 番）

福山市一文字町一〇三七番 同一〇三六番
福山市引野町沖浦五八一一番九 同五八二八
番二 同五八一一番二
福山市引野町沖浦五八四一番 同五八三四番
同五八三二番
福山市港町二丁目一八一番 同一八二番 福
山市港町一丁目一七二番
福山市松浜町三丁目五〇〇番一 同東川口町
一丁目二〇〇〇番一
福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七
福山市東川口町一丁目一一四番一 同二〇〇
〇番二
福 山 市箕 島町 四五 七番 二 同 五五 三六番一
福山市箕沖町一二番
福山市箕沖町三番 同五番 同七番 同九番
同一三八番 同一四〇番 同一四二番
福山市箕沖町一一〇番四
福山市箕沖町一一〇番三 同一〇九番三
福山市鞆町後地字白茅二六番一〇八 同二六
番一一二 同二六番一一〇
福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七 同ヲ四一
番九七地先
福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七
福山市一文字町一〇三三番
福山市引野町沖浦五八四三番
福山市引野町沖浦五八二八番七
福山市引野町沖浦五八二八番六
福山市引野町沖浦五八二八番四
福山市東川口町一丁目一一四番一
福山市箕沖町一一番
福山市箕沖町一一番 同九番
一一番地先 同九番地先

同一〇番

同

福山市箕沖町一〇八番二地先
福山市箕沖町一〇八番二 同一〇八番二地先
同一〇九番三 同一一〇番三
福山市箕沖町一〇九番三 同一一〇番三

福山市箕沖町一〇九番三

福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七
福山市引野町沖浦五八三七番
福山市引野町沖浦五八四二番
福山市引野町沖浦五八二八番五
福山市引野町沖浦五八二八番四
福山市一文字町一〇三四番
福山市一文字町一〇三三番
福山市一文字町一〇三二番

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

新涯野積場二号
新涯野積場三号
新涯野積場四号
新涯野積場五号
新涯野積場六号
箕島野積場一号
箕島野積場二号
箕島野積場三号
箕島野積場四号
箕島野積場五号
箕島野積場六号
箕島野積場七号
白茅野積場一号
白茅野積場二号
箕島コンテナターミナル野積場
船舶役務 一文字自動一号給水施設
用施設
一文字自動二号給水施設
沖浦西給水施設
沖浦中給水施設
沖浦東給水施設
新涯桟橋給水施設

位

置（地 番）

福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七

福山市箕沖町七番
福山市箕沖町九番
福山市箕沖町一三九番
福山市箕沖町一四一番
福山市箕沖町一四五番
福山市箕沖町一四八番
福山市箕沖町九番地先

同三番
同三番
同五番
同七番

福山市鞆町後地字白茅二六番一一一
福山市箕沖町一一番地先
福山市一文字町一〇三五番
福山市引野町沖浦五八二八番九
福山市引野町沖浦五八四四番
福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七

新涯接岸給水施設
新涯待機給水施設
箕島岸壁二号給水施設
箕島岸壁三号給水施設
箕沖マイナス一〇メートル岸壁給水
施設
港湾環境 一文字緑地
整備施設 新涯一号緑地
新涯二号緑地
新涯三号緑地
田尻緑地
箕島緑地
福山みなと公園

港湾管理 一文字倉庫
施設
福山港管理詰所
箕島コンテナターミナル管理棟

福山市箕沖町七番地先
福山市箕沖町一一番地先
福山市箕沖町一〇八番六
福山市一文字町一〇二八番
福山市新涯町二丁目ヲ四一番九七

福山市田尻町字西山六〇三番地先 同鞆町後
地字白茅二六番一〇八地先
福山市箕島町四五六番二四
福山市浜松町三丁目六〇五番 同東川口町一
丁目一一五番 同港町一丁目一七六番 同港
町二丁目一九一番 同一九四番 同一九六番
同一九六番地先
福山市一文字町一〇三三番
福山市箕沖町九番

福山港国際コンテナターミナル管理
福山市箕沖町一〇九番三
事務所
港湾施設 一文字港湾施設用地
福 山 市一 文字 町一 〇二 九番 同一 〇三〇番
用地
同一〇三一番 同一〇三四番
沖浦港湾施設用地
福山市引野町沖浦五八三五番 同五八三三番
川口港湾施設用地
福山市東川口町一丁目一一四番一

公の施設外の港湾施設（外郭施設・国有港湾施設）関係）
港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

広島港

外郭施設 廿日市木材港第一防波堤
廿日市木材港第二防波堤

位

置（地 番）

廿日市市木材港南一三四四番 同一三四五番
同一三四六番地先海面

廿日市木材港第三防波堤
廿日市木材港第四防波堤

廿日市市木材港北一〇八五番地先海面

廿日市木材港分離堤一
廿日市木材港分離堤二

廿日市市木材港南一三四四番地先海面

昭南新開一号護岸

廿日市市木材港南一三四八番 同一三五一番地
先海面

昭南新開二号護岸

廿日市市木材港南一三四五番地先海面

昭南新開三号護岸

廿日市市木材港南一三四八番地先海面

昭南新開一四号護岸

廿日市市木材港南一三四一番三地先海面

昭北新開一七号護岸

廿日市市木材港北一〇八一番九

同一〇八四番二

外
昭北新開一八号護岸

廿日市市木材港北一五番地先 同一六番地先

廿日市貯木場一号護岸

廿日市市下平良字榎窪一三一七番一

廿日市貯木場二号護岸
廿日市貯木場五号護岸

廿日市市木材港南一三三〇番

昭北新開二号護岸

廿日市市木材港北一〇七一番

係留施設 廿日市マイナス七・五メートル岸壁 広島市佐伯区五日市港四丁目一四番
廿日市昭南岸壁

廿日市市木材港南一三四六番地先

同一三五〇番

地先
廿日市一号ドルフィン

廿日市市木材港南一三四四番地先

廿日市二号ドルフィン
廿日市三号ドルフィン
廿日市四号ドルフィン
五日市マイナス七・五メートル岸壁 広島市佐伯区五日市港三丁目二番
五日市マイナス一一メートル岸壁
五日市マイナス一二メートル岸壁
臨 港 交 通 新八幡川橋

広島市佐伯区五日市町地先
広島市佐伯区海老山南二丁目一七番一先地

施設
外郭施設 西防波堤

広島市西区観音新町四丁目二八七四番八六地先

東浮防波堤
南防波堤
観音南三号護岸

広島市西区観音新町四丁目二八七四番八四

観音南四号護岸

六

同八

観音南五号護岸
観音南六号護岸

広島市西区観音新町四丁目二八七四番八六

観音南七号護岸
西突堤

広島市西区観音新町四丁目二八七四番八四地先

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

位

置（地 番）

東突堤
出島西四号護岸

広島市南区出島二丁目一一番一二地先

出島西七号護岸

広島市南区出島二丁目二五番

係留施設 宇品外貿埠頭岸壁第一バース
宇品外貿埠頭岸壁第二バース

広島市南区宇品海岸三丁目四番四九外地先
広島市南区宇品海岸三丁目四番九三外に接する国
有地地先

宇品外貿埠頭岸壁第三バース

広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番一九外地先

宇品外貿埠頭岸壁第四バース

広島市南区宇品海岸三丁目一三〇四番二〇外地先

宇品外貿埠頭岸壁第五バース

広島市南区宇品海岸三丁目一三〇三番二一

港 湾 環 境 坂地区水尻緑地

安芸郡坂町字水落山一五七三番二

整備施設

三

同九〇七五番四

五番八

同一五七三番

同九〇七五番五 同九〇七

同九〇七五番一二

安芸郡坂町字水尻九

〇六六番七 同九〇六六番八 同九〇六六番九
同九〇六六番一〇 同九〇六六番一一 安芸郡坂
町字魚見八三〇〇番二
尾道糸崎 外郭施設 南松永一号防波堤

同八三〇〇番一三

福山市南松永町四丁目七番地先

南松永二号防波堤
南松永西防波堤

福山市南松永町四丁目七四番地先

同町七六番地

先
南松永西一号取付護岸

福山市南松永町四丁目七二番地先

南松永西二号取付護岸

地先

南松永Ｂ護岸

福山市南松永町四丁目六二番地先

同町七六番

南松永Ｃ護岸
天保山四号護岸

福山市松永町一一〇八番一五地先

天保山三号護岸

八番一六地先

同町一一〇

天保山五号護岸
柳津二号防波堤

福山市柳津町字市場沖二四三七番地先

柳津東護岸

福山市柳津町字市場沖二四三七番

係留施設 南松永西三号岸壁

福山市南松永町四丁目七四番地先

同町七六番地

先
南松永西ドルフィン
福山港

外郭施設 沖浦二号護岸
沖浦三号護岸
沖浦四号護岸
沖浦五号護岸
沖浦六号護岸
沖浦七号護岸
沖浦八号護岸
沖浦九号護岸
沖浦一〇号護岸

福山市南松永町四丁目七四番地先

七六番地先

福山市引野町沖浦五八四五番 同字五八三一番，
同字五八二六番

同字五八二五番二

港湾名

港湾施設

港湾施設の名称

位

置（地 番）

沖浦一一号護岸
沖浦一二号護岸
一文字一号護岸

福山市一文字町一〇二八番地先 同町一〇三一

一文字二号護岸

番二地先

一文字三号護岸
一文字四号護岸
一文字五号護岸
新涯一号護岸

福山市箕島町四五六番二四地先

新涯二号護岸
新涯三号護岸
新涯四号護岸
箕島一号護岸
箕島二号護岸
白茅一号護岸

福山市鞆町後地字白茅二六番一〇八地先

白茅二号護岸

二六番一一二地先

白茅三号護岸
係留施設 箕沖マイナス十メートル岸壁第一 福山市箕沖町一〇八番六
バース

同字

