
広島県内冠水危険リスト
通称名 道路管理 路線名 地名 交差施設

1 JR沼田川橋梁和田アンダー 三原市 市道 三原市和田 ＪＲ呉線
2 東元町アンダー 尾道市 市道 尾道市東元町 ＪＲ山陽本線
3 ⻄御所アンダー 尾道市 市道 尾道市⻄御所町 ＪＲ山陽本線
4 ⻄新涯アンダー 尾道市 市道 尾道市高須町 ＪＲ山陽本線
5 池の浦アンダー 尾道市 市道 尾道市高須町 ＪＲ山陽本線
6 機織アンダー 福山市 市道 福山市松永町 ＪＲ山陽本線
7 溝藤アンダー 福山市 市道 福山市神辺町 ＪＲ福塩線
8 神谷川アンダー 福山市 市道 福山市新市町 ＪＲ福塩線
9 引野アンダー 福山市 市道 福山市引野町 ＪＲ山陽本線
10 横尾アンダー 福山市 市道 福山市横尾町 ＪＲ福塩線
11 牧谷アンダー 福山市 市道 福山市御幸町 ＪＲ福塩線
12 神島アンダー 福山市 市道 福山市神島町 ＪＲ山陽本線
13 津之郷アンダー 福山市 市道 福山市津之郷町 ＪＲ山陽本線
14 四拾貫立体 三次市 県道和知三次線 三次市四拾貫町 中国自動車道
15 三玉アンダー 三次市 県道太郎丸吉舎線 三次市吉舎町三玉 ＪＲ福塩線
16 南栄ＪＲアンダー 大竹市 市道 大竹市新町二丁目・南栄一丁目 ＪＲ山陽本線
17 土与丸ＪＲアンダー 東広島市 市道 東広島市⻄条町 ＪＲ山陽本線
18 御薗宇Ｒ３７５アンダー 東広島市 市道 東広島市⻄条町 国道３７５号
19 助実Ｒ３７５アンダー 東広島市 市道 東広島市⻄条町 国道３７５号
20 桟橋中町ＪＲアンダー 東広島市 市道 東広島市安芸津町 ＪＲ呉線
21 地御前第一トンネル 廿日市市 市道 廿日市市地御前 国道２号
22 地御前第三トンネル 廿日市市 市道 廿日市市地御前 国道２号
23 茂陰ＪＲアンダー 府中町 町道 府中市茂陰一丁目 ＪＲ山陽本線
24 窪町アンダー 海田町 町道 海田町窪町 国道２号
25 堀川アンダー 海田町 町道 海田町堀川町 国道２号
26 千代田インター中出アンダー 北広島町 町道 北広島町有田字明神 千代田インター
27 千代田インター道の駅アンダー 北広島町 町道 北広島町丁保余原字徳万 千代田インター
28 海田アンダー 国土交通省 国道２号 安芸郡海田町 ＪＲ呉線
29 淵崎ランプ 国土交通省 国道２号 南区仁保町 国道２号
30 ⻄⽩島アンダー 国土交通省 国道５４号 中区⻄⽩島 ＪＲ山陽本線
31 緑井アンダー 国土交通省 国道５４号 安佐南区緑井 国道５４号
32 南昭和町アンダー 広島県 県道矢野海田線 安芸郡海田町南大正町〜南昭和町 ＪＲ呉線
33 茂陰トンネル 広島県 県道上宮町新地線 安芸郡府中町茂陰二丁目〜茂陰一丁目 ＪＲ山陽本線
34 大野アンダー 広島県 県道栗谷大野線 廿日市市大野 ＪＲ山陽本線
35 宝町アンダー 広島県 県道呉港線 呉市宝町 ＪＲ呉線
36 安浦アンダー 広島県 主地道矢野安浦線 呉市安浦町中央２丁目（側道） ＪＲ呉線



37 和田町アンダー 広島県 国道１８５号 三原市和田町 ＪＲ呉線
38 横井立体 広島県 国道４８６号 府中市府中町 ＪＲ福塩線
39 上志和地アンダー 広島県 主地道三次三和線 三次市上志和地町 ＪＲ芸備線
40 田中町トンネル 広島市 市道 広島市中区富士見町 平和大通り
41 あけぼの通り矢賀立体 広島市 主地道広島中島線 広島市東区矢賀新町一丁目 ＪＲ芸備線、東５区130号線

42 大洲地下道 広島市 市道 広島市南区東駅町 ＪＲ山陽本線
43 可部街道横川立体 広島市 国道１８３号 広島市⻄区横川三丁目 ＪＲ山陽本線
44 商工センター東立体 広島市 市道 広島市⻄区商工センター一丁目 ⻄５区⻄部流通循環線

45 商工センター中立体 広島市 市道 広島市⻄区商工センター四丁目 ⻄5区草津鈴峯線
46 商工センター⻄立体 広島市 市道 広島市⻄区商工センター⼋丁目 ⻄5区観⾳井⼝線
47 草津ＪＲアンダー 広島市 市道 広島市⻄区草津本町 ＪＲ山陽本線
48 大町駅アンダー 広島市 主地道広島豊平線 広島市安佐南区中須一丁目 ＪＲ可部線
49 緑井ＪＲアンダー 広島市 県道今井田緑井線 広島市安佐南区緑井一丁目 ＪＲ可部線
50 山本⼝ＪＲアンダー 広島市 市道 広島市安佐南区祇園一丁目 ＪＲ可部線
51 小田ＪＲアンダー 広島市 主地道広島三次線 広島市安佐北区⼝田南一丁目 ＪＲ芸備線
52 狩留家ＪＲアンダー 広島市 主地道広島三次線 広島市安佐北区狩留賀町 ＪＲ芸備線
53 矢野通り矢野アンダー 広島市 主地道矢野安浦線 広島市安芸区矢野東一丁目 ＪＲ呉線、国道31号

54 畑賀ＪＲアンダー 広島市 主地道東海田広島線 広島市安芸区畑賀一丁目 ＪＲ山陽本線
55 瀬野駅⻄ＪＲアンダー 広島市 県道瀬野船越線 広島市安芸区中野七丁目 ＪＲ山陽本線
56 豊栄アンダー 呉市 市道 呉市阿賀中央５丁目地内 ＪＲ呉線
57 虹村アンダー 呉市 市道 呉市広文化町１番付近 ＪＲ呉線


