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ため，土地区画整理法施行令により投票は�

行わない� 36

○令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画

事業（広島平和記念都市建設事業）西広島

駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち，

　宅地について借地権を有する者については，

　届出のあった候補者の数が選挙すべき委員

の数をこえないため，土地区画整理法施行

令により投票は行わない� 36
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事業（広島平和記念都市建設事業）西広島

駅北口土地区画整理審議会委員選挙におい

て委員に当選した者の氏名及び住所� 37
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○令和元年９月２日提出現在における地方自

治法及び市町村の合併の特例に関する法律

による各種直接請求並びに地方教育行政の
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○広島市教育委員会議（定例会）の開催� 38
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等監査結果公表� 39
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芸区）� 33

○道路の区域変更（安芸区）� 33
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○道路の区域変更（佐伯区）� 35
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　　　　　区　　告　　示

○自動車の臨時運行許可に関する取扱規則に

よる自動車臨時運行許可番号標の失効� 36

　　　　　公　　　　　告

○令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画

事業（広島平和記念都市建設事業）西広島

駅北口土地区画整理審議会委員選挙におけ

る候補者として届出のあった者の氏名及び�

住所� 36

○令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画

事業（広島平和記念都市建設事業）西広島

駅北口土地区画整理審議会委員選挙のうち，

　宅地の所有者については，届出のあった候

補者の数が選挙すべき委員の数をこえない

広島市条例第１１号

令和元年９月３０日

　職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

職員の分限に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の分限に関する条例の一部改正）

条 例
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第１条　職員の分限に関する条例（昭和２６年８月１１日広島市

条例第１６号）の一部を次のように改正する。

　第９条第１項中「第１６条第２号」を「第１６条第１号」に

改める。

（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第２条　一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０

日広島市条例第６２号）の一部を次のように改正する。

　第１９条第１項中「，若しくは地方公務員法第１６条第１号

に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り，

同条第４項中「，若しくは失職し」を削る。

　第１９条の２第２号中「（同法第１６条第１号に該当して失

職した職員を除く。）」を削り，同条第３号及び第４号中「禁

錮
こ

」を「禁錮」に改める。

　第２０条第１項中「，若しくは地方公務員法第１６条第１号

に該当して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削る。

　第２２条第５項ただし書中「同項第３号」を「同条第１項第

３号」に改め，同条第６項中「当該各項に」を「これらの規定

に」に改め，「，若しくは地方公務員法第１６条第１号に該当

して同法第２８条第４項の規定により失職し」を削り，「当該

各項の」を「それぞれ第２項，第３項又は前項の規定の」に改

める。

　附則第７項から第９項までの規定中「平成３２年３月３１

日」を「令和２年３月３１日」に改める。

（広島市職員等の旅費に関する条例の一部改正）

第３条　広島市職員等の旅費に関する条例（昭和２７年広島市条

例第１７号）の一部を次のように改正する。

　第３条第３項中「第１６条第２号から第５号まで」を「第１

６条各号」に，「場合には」を「ときは」に改める。

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第４条　職員の退職手当に関する条例（昭和２８年広島市条例第

６２号）の一部を次のように改正する。

　第１２条第１項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する

場合を除く。）」を削る。

　附則第１４項中「平成３３年３月３１日」を「令和３年３月

３１日」に改める。

　附則第１５項及び第１８項中「平成３２年３月３１日」を

「令和２年３月３１日」に改める。

（企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正）

第５条　企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４１

年広島市条例第６３号）の一部を次のように改正する。

　第１５条第２項第２号中「（同法第１６条第１号に該当する

場合を除く。）」を削る。

附　則

　この条例は，令和元年１２月１４日から施行する。ただし，第

２条中一般職の職員の給与に関する条例第２２条第５項ただし書

の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１２号

令和元年９月３０日

　広島市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市印鑑条例の一部を改正する条例

　広島市印鑑条例（昭和５５年広島市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

　第６条第１号中「若しくは名」を「，名若しくは旧氏（住民基

本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２号）第３０条の１３に

規定する旧氏をいう。以下同じ。）」に改め，「又は氏名」の右

に「若しくは旧氏」を加え，同条第２号中「氏名」の右に「又は

旧氏」を加える。

　第７条第１項第３号中「氏名」の右に「（氏に変更があつた者

に係る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては，氏名及

び当該旧氏）」を加える。

　第１２条第１項中「氏名」の右に「（氏に変更があつた者に係

る住民票に旧氏の記録がされている場合にあつては，氏名又は当

該旧氏）」を加える。

　第１４条第４号中「，氏」の右に「（氏に変更があつた者にあ

つては，住民票に記録がされている旧氏を含む。）」を加える。

附　則

　この条例は，令和元年１１月５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１３号

令和元年９月３０日

　広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市心身障害者扶養共済制度条例の一部を改正する

条例

　広島市心身障害者扶養共済制度条例（昭和５５年広島市条例第

３２号）の一部を次のように改正する。

　第１０条第２項各号を次のように改める。

⑴　心身の故障により年金の受領及び管理を適正に行うことが

できない者として規則で定めるもの

⑵　破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

附　則

　この条例は，令和元年１２月１４日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１４号

令和元年９月３０日

　広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正する条例

をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市災害弔慰金の支給等に関する条例の一部を改正

する条例

　広島市災害弔慰金の支給等に関する条例（昭和４９年広島市条

例第５９号）の一部を次のように改正する。
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　目次中「第１６条」の右に「・第１７条」を加える。

　第１５条第３項中「償還免除」を「償還金の支払猶予，償還免

除，報告等」に，「，違約金及び償還金の支払猶予」を「及び違

約金」に，「法第１３条第１項及び令第８条から第１１条まで」

を「法第１３条，第１４条第１項及び第１６条並びに令第８条，

第９条及び第１２条」に改める。

　第１６条を第１７条とし，第５章中同条の前に次の１条を加え

る。

（広島市災害弔慰金等支給審査委員会）

第１６条　災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を

調査審議するため，広島市災害弔慰金等支給審査委員会（以下

「委員会」という。）を置く。

２　委員会の委員は，医師，弁護士その他市長が必要と認める者

のうちから，市長が任命する。

３　前項に定めるもののほか，委員会の組織，所掌事務及び委員

その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は，市長が定

める。

附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１５号

令和元年９月３０日

　広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　別表第１旭住宅の項を削る。

附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１６号

令和元年９月３０日

　広島市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する

条例の一部を改正する条例

　広島市消防団員の定員，任免，給与，服務等に関する条例（昭

和４２年広島市条例第２９号）の一部を次のように改正する。

　第４条中第１号を削り，第２号を第１号とし，同条第３号中

「第６条」を「第６条第１項」に改め，同号を同条第２号とし，

同条中第４号を第３号とする。

　第５条第２項第２号中「第３号」を「第２号」に改める。

附　則

１　この条例は，令和元年１２月１４日から施行する。

２　この条例の施行の日前に改正前の第５条第２項（第２号（第

４条第１号に係る部分に限る。）に係る部分に限る。）の規定

により生じた失職の効力については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１７号

令和元年９月３０日

　広島市水道事業布設工事監督者等条例及び広島市水道給水条例

の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市水道事業布設工事監督者等条例及び広島市水道

給水条例の一部を改正する条例

（広島市水道事業布設工事監督者等条例の一部改正）

第１条　広島市水道事業布設工事監督者等条例（平成２４年広島

市条例第３３号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２項中「第４条」を「第５条」に改める。

　第３条中「第６条」を「第７条」に改める。

（広島市水道給水条例の一部改正）

第２条　広島市水道給水条例（昭和３８年広島市条例第３７号）

の一部を次のように改正する。

　第６条第１項中「第５条」を「第６条」に改める。

附　則

　この条例は，令和元年１０月１日から施行する。

広島市規則第１３号

令和元年９月３０日

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で

定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規

則

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事

務及び情報を定める規則（平成２７年広島市規則第７４号）の一

部を次のように改正する。

　第１３条第２号イ中「第４７条第１項第４号ロ」を「第４７条

第１項第４号ハ」に改め，同条第５号イ中「第４７条第１項第６

号ロ」を「第４７条第１項第６号ハ」に改め，同条第９号イ中

「第４７条第１項第１２号ロ」を「第４７条第１項第１２号ハ」

に改め，同号中イをウとし，アの次に次のように加える。

イ　当該確認に係る第１号被保険者に係る中国残留邦人等支

援給付実施関係情報（省令第４７条第１項第１２号ロに掲

げるものに該当するものを除く。）

　第１３条第１０号イ中「第４７条第１項第１３号ロ」を「第４

７条第１項第１３号ハ」に改め，同号中イをウとし，アの次に次

規 則
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れらに係る附帯金の取扱いについては，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１５号

令和元年９月３０日

　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則の一

部を改正する規則

　広島市母子及び父子並びに寡婦福祉資金貸付規則（昭和５５年

広島市規則第１１号）の一部を次のように改正する。

　第１３条第２項中「前項」を「前２項」に改め，同項を同条第

３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

２　令附則第７条第６項の規定により据置期間を延長しようとす

る者は，所定の母子福祉資金据置期間延長申請書に市長が必要

と認める書類を添えて，市長に申請しなければならない。

　第１５条第１項中「第９条第１項」の右に「及び令附則第７条

第５項」を加える。

　第１７条第１項中「第１９条第１項」の右に「又は令附則第７

条第７項」を加え，同条第２項第１号中「とき。」を「とき」に

改め，同項第２号中「第１９条第１項第２号」の右に「又は令附

則第７条第７項」を加え，「とき。」を「とき」に改める。

　第２４条の表中

「
第１３
条第２
項

前項 第２４条において準用
する第１３条第１項

母子福祉資金据置期間
延長決定通知書

父子福祉資金据置期間
延長決定通知書

母子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

父子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

」

を

「
第１３
条第２
項

令附則第７条第６項 令附則第８条第２項に
おいて準用する令附則
第７条第６項

母子福祉資金据置期間
延長申請書

父子福祉資金据置期間
延長申請書

第１３
条第３
項

前２項 第２４条において準用
する第１３条第１項及
び第２項

母子福祉資金据置期間
延長決定通知書

父子福祉資金据置期間
延長決定通知書

母子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

父子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

」

に

改め，同表第１５条第１項の項中
「
令第９条第１項

」

を
「 令第９条第１項及び令附則第
７条第５項

」
に改め，同表第１７条第１

項の項中

「
令第１９条第１項 令第３１条の７において準

用する令第１９条第１項
」
を

「
令第１９条第１項又は令附 令第３１条の７において準

のように加える。

イ　当該確認に係る第１号被保険者に係る中国残留邦人等支

援給付実施関係情報（省令第４７条第１項第１３号ロに掲

げるものに該当するものを除く。）

　第１５条第４号から第６号までの規定中「支給認定」を「教

育・保育給付認定」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第１５条の改正

規定は，令和元年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１４号

令和元年９月３０日

　広島市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市会計規則の一部を改正する規則

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）の一部を次

のように改正する。

　第１９条第２項第１２号中「，幼稚園」を削る。

　第６２条第６号中「施設型給付費等」の右に「，施設等利用

費」を加える。

　別表第３の⑴の表教育委員会事務局の項中

「
学校教育部健
康教育課

課長 ⑴�　独立行政法人日本スポーツ
振興センター共済掛金の収納

⑵　寄附金の収納
」

を

「
総務部学事課 課長 ⑴�　高等学校の授業料及び受講

料の収納
⑵　中等教育学校授業料の収納

学校教育部健
康教育課

課長 ⑴�　独立行政法人日本スポーツ
振興センター共済掛金の収納

⑵　寄附金の収納
」

に

改め，同表幼稚園の項中第１号及び第２号を削り，第３号を第１

号とし，第４号を第２号とする。

　別表第３の⑵の表区役所市民部市民課の項中第１号を削り，第

２号を第１号とし，第３号を第２号とし，同表区役所厚生部保健

福祉課（東区役所を除く。）の項第１号中「過料」の右に「並び

に保育園等副食費」を加え，「延滞金」を「附帯金」に改め，同

項第２号中「これ」を「保育園等副食費並びにこれら」に，「延

滞金」を「附帯金」に改め，同項中第４号を削り，第５号を第４

号とし，同表区役所厚生部福祉課（東区役所に限る。）の項第５

号中「過料」の右に「並びに保育園等副食費」を加え，「延滞

金」を「附帯金」に改め，同項第６号中「これ」を「保育園等副

食費並びにこれら」に，「延滞金」を「附帯金」に改め，同表出

張所の項中第１６号を削り，第１７号を第１６号とし，第１８号

から第２１号までを１号ずつ繰り上げる。

附　則

１　この規則は，令和元年１０月１日から施行する。

２　この規則の施行の日前に徴収事由が生じた幼稚園の入園料及

び授業料並びに阿戸認定こども園の入園料及び給食料並びにこ
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附　則

　この規則は，令和元年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１７号

令和元年９月３０日

　広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を

改正する規則

　広島市心身障害者扶養共済制度条例施行規則（昭和５５年広島

市規則第１５号）の一部を次のように改正する。

　第８条第１項中「年金給付申請書」を「年金給付請求書」に改

め，同条第３項中「前項」を「第１項」に改める。

　第１７条を第１８条とし，第１１条から第１６条までを１条ず

つ繰り下げ，第１０条の次に次の１条を加える。

（年金の受領及び管理を適正に行うことができない者）

第１１条　条例第１０条第２項第１号の規則で定めるものは，精

神の機能の障害により年金の受領及び管理を適正に行うに当た

つて必要な認知，判断及び意思疎通を適切に行うことができな

い者とする。

附　則

　この規則は，令和元年１２月１４日から施行する。ただし，第

８条第１項及び第３項の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１８号

令和元年９月３０日

　広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部を改正

する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一

部を改正する規則

　広島市災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則（昭和４９年

広島市規則第８８号）の一部を次のように改正する。

　目次中「第５章　雑則（第１９条）」を
「第５章　広島市災害

　第６章　雑則（第２

弔慰金等支給審査委員会（第１９条～第２６条）

７条）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

　第１６条第２項に次の１号を加える。

⑶　借受人が破産手続開始の決定又は再生手続開始の決定を受

けた場合にあつては，その事実を証する書類

　第１９条を第２７条とする。

　第５章を第６章とし，第４章の次に次の１章を加える。

第５章　広島市災害弔慰金等支給審査委員会

（委員会の所掌事務）

第１９条　広島市災害弔慰金等支給審査委員会（以下「委員会」

　

則第７条第７項 用する令第１９条第１項又
は令附則第８条第２項にお
いて準用する令附則第７条
第７項

」

に

改め，同表第１７条第２項の項中

「
令第１９条第１項第２号 令第３１条の７において準

用する令第１９条第１項第
２号

」

を

「
令第１９条第１項第２号又
は令附則第７条第７項

令第３１条の７において準
用する令第１９条第１項第
２号又は令附則第８条第２
項において準用する令附則
第７条第７項

」

に

改める。

　第２６条中「規定は」を「規定（第１３条第２項を除く。）

は」に改め，同条の表第１３条第２項の項を次のように改める。

　

第１３
条第３
項

前２項 第２６条において準用
する第１３条第１項

母子福祉資金据置期間
延長決定通知書

寡婦福祉資金据置期間
延長決定通知書

母子福祉資金据置期間
延長不承認通知書

寡婦福祉資金据置期間
延長不承認通知書

　第２６条の表第１５条第１項の項中
「
令第９条第１項

」

を
「
令第９条第１項及び令附則第
７条第５項

」
に改め，同表第１７条第１

項の項中
「
令第１９条第１項

」
を

「
令第１９条第１項又は令附則
第７条第７項

」
に改め，同表第１７条第２項

の項中
「
令第１９条第１項第２号

」
を

「
令第１９条第１項第２号又は
令附則第７条第７項

」
に改める。

附　則

　この規則は，令和元年１１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１６号

令和元年９月３０日

　広島市保育の実施等に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市保育の実施等に関する規則の一部を改正する規

則

　広島市保育の実施等に関する規則（昭和６２年広島市規則第２

９号）の一部を次のように改正する。

　別表備考の９中「及び乳幼児等の欄」を削り，同表備考の１２

中「備考の１０から備考の１２まで」を「備考の９から備考の１

１まで」に改める。
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　ること。
３　母子及び父子並びに寡
婦福祉法の規定により，
母子家庭等の福祉に関す
る事項を調査審議し，市
長の諮問に答え，又は関
係行政機関に意見を具申
すること。
４　母子保健法の規定によ
り，母子保健に関する事
項を調査審議し，市長の
諮問に答え，又は関係行
政機関に意見を具申する
こと。
５　子ども・子育て支援法
の規定により，特定教
育・保育施設の利用定員
の設定等に関し意見を述
べること並びに子ども・
子育て支援に関する施策
の総合的かつ計画的な推
進に関し必要な事項及び
当該施策の実施状況を調
査審議すること。
６　就学前の子どもに関す
る教育，保育等の総合的
な提供の推進に関する法
律の規定により，幼保連
携型認定こども園に関す
る事項を調査審議し，意
見を述べること。

」

を

　「

　　

広島市社会
福祉審議会

１　社会福祉法の規定によ
り，社会福祉に関する事
項（精神障害者福祉に関
する事項を除く。）を調
査審議し，市長の諮問に
答え，又は関係行政庁に
意見を具申すること。
２　児童福祉法の規定によ
り，児童，妊産婦及び知
的障害者の福祉に関する
事項を調査審議し，市長
の諮問に答え，又は関係
行政機関に意見を具申す
ること。
３　母子及び父子並びに寡
婦福祉法の規定により，
母子家庭等の福祉に関す
る事項を調査審議し，市
長の諮問に答え，又は関
係行政機関に意見を具申
すること。
４　母子保健法の規定によ
り，母子保健に関する事
項を調査審議し，市長の
諮問に答え，又は関係行
政機関に意見を具申する
こと。
５　子ども・子育て支援法
の規定により，特定教
育・保育施設の利用定員
の設定等に関し意見を述
べること並びに子ども・
子育て支援に関する施策
の総合的かつ計画的な推
進に関し必要な事項及び
当該施策の実施状況を調

健康福祉局
健康福祉・
地域共生社
会課

　

に

という。）は，市長の諮問に応じ，災害弔慰金及び災害障害見

舞金の支給に関する事項を調査審議するものとする。

（組織）

第２０条　委員会は，委員５人以内をもつて組織する。

（委員）

第２１条　条例第１６条第２項の市長が必要と認める者は，次に

掲げる者とする。

⑴　医療ソーシャルワーカー

⑵　学識経験者その他市長が適当と認める者

２　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。

３　委員は，再任されることができる。

（委員長及び副委員長）

第２２条　委員会に，委員長及び副委員長各１人を置き，委員の

互選によつてこれを定める。

２　委員長は，会務を総理し，委員会を代表する。

３　副委員長は，委員長を補佐し，委員長に事故があるときは，

その職務を代理する。

（会議）

第２３条　委員会の会議は，委員長が招集する。

２　委員会は，委員の過半数が出席しなければ，会議を開くこと

ができない。

３　委員会の議事は，会議に出席した委員の過半数で決し，可否

同数のときは，委員長の決するところによる。

（資料の提出等の要求）

第２４条　委員会は，その所掌事務を遂行するため必要があると

きは，委員以外の者に対し，資料の提出，意見の陳述，説明そ

の他必要な協力を求めることができる。

（庶務）

第２５条　委員会の庶務は，健康福祉局健康福祉・地域共生社会

課において処理する。

（委員会の運営に関する事項の委任）

第２６条　第１９条から前条までに定めるもののほか，委員会の

運営に関し必要な事項は，委員長が委員会に諮つて定める。

附　則

１　この規則は，公布の日から施行する。

２　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部

を次のように改正する。

別表の⑴の表中

　「

　　

広島市社会
福祉審議会

１　社会福祉法の規定によ
り，社会福祉に関する事
項（精神障害者福祉に関
する事項を除く。）を調
査審議し，市長の諮問に
答え，又は関係行政庁に
意見を具申すること。

２　児童福祉法の規定によ
り，児童，妊産婦及び知
的障害者の福祉に関する
事項を調査審議し，市長
の諮問に答え，又は関係
行政機関に意見を具申す

健康福祉局
健康福祉・
地域共生社
会課
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３２番２７号

株式会社プロ
ヴァンス エクラ南観音

広島市西区南
観音八丁目１
４番２２号１
０１号室

１日型デイサー
ビス

社会福祉法人
ぐくる

通所介護事業
所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目
３２番２７号

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８５号

令和元年９月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

定したので，同法第７８条の１１第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和元年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
ぐくる

通所介護事業
所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目
３２番２７号

地域密着型通所
介護

株式会社エポ
カケアサービ
ス

小規模多機能
ホーム五日市
・みどりの家

広島市佐伯区
五日市中央五
丁目１番１８
号

小規模多機能型
居宅介護及び介
護予防小規模多
機能型居宅介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８６号

令和元年９月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８条第１号及び第１１５条の１０第１号の規定により告示しま

す。

指定年月日　令和元年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社２Ｎ
ａｔｕｒａｌ

シトラスホー
ムケア

広島市中区千
田町一丁目４
番６号

訪問介護

社会福祉法人
ぐくる

訪問介護事業
所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目
３２番２７号

訪問介護

株式会社広の
島

訪問看護ステ
ーション古江
のひまわり

広島市西区古
江東町５番２
６号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社Ｔｏ
ｍｏｒｒｏｗ

Ｔｏｍｏｒｒ
ｏｗ訪問看護
センター

広島市佐伯区
三宅町３８５
番地１

訪問看護及び介
護予防訪問看護

訪問リハビリテ

　　

　査審議すること。
６　就学前の子どもに関す
る教育，保育等の総合的
な提供の推進に関する法
律の規定により，幼保連
携型認定こども園に関す
る事項を調査審議し，意
見を述べること。

広島市災害
弔慰金等支
給審査委員
会

災害弔慰金の支給等に関す
る法律（昭和４８年法律第
８２号）の規定により，市
長の諮問に応じ，災害弔慰
金及び災害障害見舞金の支
給に関する事項を調査審議
すること。

」

改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１９号

令和元年９月３０日

　広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則の一部

を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規

則の一部を改正する規則

　広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則（平成

２６年広島市規則第６０号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第２号中「午後３時３０分」を「午後４時３０

分」に改める。

附　則

　この規則は，令和元年１１月１日から施行する。

広島市告示第１８４号

令和元年９月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

指定年月日　令和元年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社２Ｎ
ａｔｕｒａｌ

シトラスホー
ムケア

広島市中区千
田町一丁目４
番６号

訪問介護サービ
ス

株式会社イン
フィニ

ヘルパーステ
ーションらし
く

広島市西区草
津南三丁目７
番１３号

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

社会福祉法人
ぐくる

訪問介護事業
所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目

訪問介護サービ
ス

告 示
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４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

令和元年８月２２日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月４日から令和２年１月６日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日から令

和２年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月６日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８９号

令和元年９月４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので，同条

第６項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ジュンテンドー古市店

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東一丁目７７番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社アクティオ

代表取締役　小沼　直人

東京都中央区日本橋三丁目１２番２号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

２，９９９平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

０平方メートル

社会福祉法人
あと会

老人保健施設
りは・くにく
さ

広島市安芸区
阿戸町４８５
番地の１

ーション及び介
護予防訪問リハ
ビリテーション

株式会社プロ
ヴァンス エクラ南観音

広島市西区南
観音八丁目１
４番２２号１
０１号室

通所介護

社会福祉法人
共助会 時計台

広島市安芸区
中野東六丁目
３番８－１号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

社会福祉法人
三篠会

特別養護老人
ホーム鈴が峰

広島市佐伯区
五日市町皆賀
１０４番地２
７

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８７号

令和元年９月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

指定年月日　令和元年９月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社２Ｎ
ａｔｕｒａｌ

シトラスホー
ムケア

広島市中区千
田町一丁目４
番６号

居宅介護支援

社会福祉法人
ぐくる

居宅介護支援
事業所若葉台

広島市安佐南
区伴北七丁目
３２番２７号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８８号

令和元年９月４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フジグラン高陽

⑵　所在地　広島市安佐北区亀崎一丁目１番６

２　大規模小売店舗を設置する者

広島県住宅供給公社

理事長　伊達　英一

広島市中区大手町二丁目１１番１５号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり
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令和元年８月３０日

９　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月５日から令和２年１月６日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日から令

和２年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月６日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９１号

令和元年９月６日

　令和元年第３回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招 集 日　　令和元年９月１３日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９２号

令和元年９月６日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により公印の押なつに代えることを承認したので，告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

浄化槽法に基づく定期検査（法定検査）の受
検について（お願い）

環境局専用市長
印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９３号

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

令和元年６月３０日

６　届出年月日

令和元年８月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９０号

令和元年９月５日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ガリバー広島吉島店

⑵　所在地　広島市中区吉島東一丁目８０２－１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社トポスエンタープライズ

代表取締役　宮澤　成幸

千葉市美浜区新港４４番地３

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社ＩＤＯＭ

代表取締役　羽鳥　祐介

東京都千代田区丸の内二丁目７番３号

４　大規模小売店舗の新設をする日

令和２年５月１日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

５，７１７平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の収容台数

２９台

⑵　駐輪場の収容台数

５台

⑶　荷さばき施設の面積

１０５平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

０．６立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻：午前９時

イ　閉店時刻：午後９時

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後９時３０分まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

１か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日
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令和元年９月９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ゆめタウン祇園

⑵　所在地　広島市安佐南区西原五丁目４２６番１

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙のとおり

（変更後）別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和元年８月３０日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月９日から令和２年１月９日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日から令

和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

令和元年９月６日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

　

駐車場名 区画数 休止する日時

広島市市営中島
町第二駐車場 ８区画

令和元年９月９日（月）午前９時
から同年１０月３日（木）午後４
時まで

２　休止する理由

　広島ガステクノ・サービス株式会社が施工するガス管入替工

事に際し，広島市市営中島町第二駐車場の前面道路を封鎖する

ことにより，工事期間中当該駐車場（２３区画中８区画）への

車両の入出庫が困難になるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９４号

令和元年９月６日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

藏本内科
広島市中区大手
町三丁目８－４
佐野ビル６階

令和元年８月
１９日

令和７年８月
１８日

堂面医院 広島市南区皆実
町二丁目８－４

令和元年７月
２５日

令和７年７月
２４日

めじろ薬局　
皆実町店

広島市南区皆実
町四丁目１８－
１６ベラ福本１
階

令和元年９月
１日

令和７年８月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９５号

令和元年９月６日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９６号
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広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９８号

令和元年９月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日
ヘルパーステーショ
ンこじま

広島市安佐南区長束四丁
目１０番７号

令和元年７月
１日

らいおん薬局 広島市中区猫屋町１番１
８号

令和元年８月
１日

介護のドリプロ広島 広島市西区楠木町一丁目
１６番１０号

令和元年７月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９９号

令和元年９月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業所等の変更の

届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２００号

令和元年９月１０日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　アルパーク北棟

⑵　所在地　広島市西区草津南四丁目２００３番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

三井不動産株式会社

代表取締役社長　菰田　正信

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９７号

令和元年９月９日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ゆめタウン安古市

⑵　所在地　広島市安佐南区高取北一丁目１３番

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

令和元年８月３０日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月９日から令和２年１月９日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日から令

和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月９日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号
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３０日から令和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月１０日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０１号

令和元年９月１０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０２号

令和元年９月１２日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

　広島市佐伯区五日市中央七丁目の１９８９番１，１９９２番

１の一部，２０００番の一部及び１９８９番１地先水路

２　開発面積

１，３１５．９１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市中央七丁目６番４５－６０１号

肥後井茂義

４　検査済証交付年月日

令和元年９月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０３号

令和元年９月１２日

　次の者を指定代理納付者に指定したので，広島市会計規則（昭

和４３年広島市規則第２３号）第２５条の２第２項の定めるとこ

ろにより，告示します。

３　変更事項

⑴　駐車場の位置及び収容台数

（変更前）

位　　　　　　置 収　容　台　数
平面駐車場（店舗東側） １７４台
平面隔地駐車場（店舗東側） １９４台

合　　　　　　計 ３６８台

（変更後）

位　　　　　　置 収　容　台　数
平面駐車場（店舗東側） １７４台

合　　　　　　計 １７４台

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

（変更前）

駐車場№ 駐車可能時間帯
№１ 午前９時３０分～翌午前０時３０分
№２ 午前１０時００分～翌午前０時３０分

※開店時刻を午前９時００分として営業を行う日は，№１

の駐車場利用時間帯を午前８時３０分から，№２の駐車

可能時間帯を午前９時００分からとする。

（変更後）

駐車場№ 駐車可能時間帯
№１ 午前９時３０分～翌午前０時３０分

※開店時刻を午前９時００分として営業を行う日は，№１

の駐車場利用時間帯を午前８時３０分からとする。

⑶　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）

駐車場№ 出入口の数 位　　　　置
№１ ３箇所 店舗東側
№２ １箇所 〃

（変更後）

駐車場№ 出入口の数 位　　　　置
№１ ３箇所 店舗東側

４　変更年月日

令和元年９月８日

５　届出年月日

令和元年９月６日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月１０日から令和２年１月１０日まで。

　ただし，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０８号

令和元年９月１３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ゆめタウン五日市

⑵　所在地　広島市佐伯区五日市五丁目１５５３番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙のとおり

（変更後）　別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和元年８月３０日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月１３日から令和２年１月１４日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日

から令和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月１４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市長　　松　井　一　實

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地

名　　　　称　ベリトランス株式会社

代表者の氏名　代表取締役執行役員社長　篠　寛

主たる事務所の所在地　�東京都渋谷区恵比寿南三丁目５番７

号

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間

令和元年１０月９日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０４号

令和元年９月１２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任　　繁本　直子

主任　　吉良　典子

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

令和元年７月１日

４　委任期間

令和元年７月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０５号

令和元年９月１２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部委任を次

のとおり解除させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任　　吉良　典子

２　委任を解除させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　解除年月日

令和元年８月３１日
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〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１０号

令和元年９月１３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）附則第５条

第１項の規定により大規模小売店舗の変更の届出があったので，

同条第４項の規定により同法第６条第２項の規定による届出とみ

なし，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ＤＣＭダイキ川内店

⑵　所在地　広島市安佐南区川内五丁目８８６番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

ＤＣＭダイキ株式会社

代表取締役　小島　正之

愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア　駐車場の自動車の出入口の数及び位置

（変更前）

　　

駐車場№ 出入口の数 位　置

１・２ ３か所
入口№１：駐車場№１南側
出口№２：駐車場№１南側
出入口№３：駐車場№１西側

合　計 ３か所

（変更後）

　　

駐車場№ 出入口の数 位　置

１・２ ３か所
出入口№１：駐車場№１南側
出入口№２：駐車場№１東側
出入口№３：駐車場№１西側

合　計 ３か所

４　変更年月日

令和元年１０月３１日

５　届出年月日

令和元年８月３０日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月１３日から令和２年１月１４日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０９号

令和元年９月１３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ゆめマート八幡

⑵　所在地　広島市佐伯区八幡東三丁目３５２番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙のとおり

（変更後）　別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和元年８月３０日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月１３日から令和２年１月１４日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日

から令和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月１４日

⑵　提出先
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６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月１３日から令和２年１月１４日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日

から令和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月１４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

令和元年９月１３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ウォンツ庚午中店

⑵　所在地　広島市西区庚午中三丁目１５番地１９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社森川不動産

代表取締役　森川　幸二

広島市西区古江新町１３番９号

アセットビス合同会社

代表社員　杉本　眞富子

広島市西区庚午中四丁目２１番２６号

宮本　里美

広島市佐伯区五日市中央四丁目１番３号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

別紙のとおり

法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日

から令和２年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月１４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１１号

令和元年９月１３日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ＤＣＭダイキ宇品店

⑵　所在地　広島市南区宇品海岸３２８番地５４０ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

高島産業株式会社

代表取締役　田中　浩洋

東京都港区赤坂六丁目４番１９号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

名　称 代表者 住所
ＤＣＭダイキ
株式会社

代表取締役社長
　小島　正之

愛媛県松山市美沢一丁目
９番１号

（変更後）

名　称 代表者 住所
ＤＣＭダイキ
株式会社

代表取締役
　小島　正之

愛媛県松山市美沢一丁目
９番１号

株式会社西松
屋チェーン

代表取締役
　大村　禎史

兵庫県姫路市飾東町庄２
６６番地の１

４　変更年月日

平成３１年３月２８日

５　届出年月日

令和元年８月３０日
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３　変更の期日

令和元年１０月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１４号

令和元年９月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１５号

令和元年９月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１６号

令和元年９月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１７号

令和元年９月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

令和元年９月５日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　令和元年９月１３日から令和２年１月１４日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日

から令和２年１月３日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月１４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１３号

令和元年９月１７日

　地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので，介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市瀬野川東地域包括支援センター

２　変更事項及び変更内容

　

変更事項
変更内容

変更前 変更後
地域包括支援セ
ンターの所在地

広島市安芸区中野東
六丁目３番３６号

広島市安芸区瀬野二
丁目１７番３３号
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⑴　縦覧期間

　令和元年９月１８日から令和２年１月２０日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び令和元年１２月３０日

から令和２年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　令和２年１月２０日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２０号

令和元年９月２０日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，電子計

算機に記録した印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

施設等利用給付認定通知書 教育委員会専用
市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２１号

令和元年９月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

令和元年９月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

施術者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１８号

令和元年９月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

㈲加藤薬局本
店

広島市安佐南区
中筋三丁目２６
－９

平成２９年３
月１日

令和５年２月
２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１９号

令和元年９月１８日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　フジグラン広島

⑵　所在地　広島市中区宝町２番１

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フジ

代表取締役　山口　普

愛媛県松山市宮西一丁目２番１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり。

（変更後）　別紙２のとおり。

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

　別紙１及び別紙２のとおり。

５　届出年月日

令和元年９月３日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯
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別紙のとおり

２　委任させた事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

別紙のとおり

４　委任期間

別紙のとおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２５号

令和元年９月２６日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３７条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２６号

令和元年９月２６日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３４条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　市営店舗名及び変更後使用料

別紙のとおり

２　変更日

令和元年１０月１日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２７号

令和元年９月２７日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので，第４９条の４第

３項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 適応災害

福木集会所 広島市東区馬木七丁目
５０８－１３ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２８号

令和元年９月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除

東区 福田五丁目及び戸坂山根三
丁目の各一部

分流西区 己斐上一丁目の一部

安佐南区 祇園一丁目及び祇園八丁目
の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２２号

令和元年９月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

令和元年９月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置�
及び名称区名 町名

東区 福田五丁目及び戸坂山根三
丁目の各一部 位置：�広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：�広島市西部水資

源再生センター

西区 己斐上一丁目の一部

安佐南区 祇園一丁目及び祇園八丁目
の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２３号

令和元年９月２４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２４号

令和元年９月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員
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17347 安佐南３区
８４７号線

安佐南区山本四丁目４２６番地２地先
安佐南区山本四丁目４２５番地７地先

17348 安佐南３区
８４９号線

安佐南区山本四丁目１５７５番地１６
地先
安佐南区山本四丁目１５７５番地１８
地先

17349 安佐南４区
４２５号線

安佐南区沼田町大字伴字横山３４５２
番地２６地先
安佐南区沼田町大字伴字横山３４３９
番地７３地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３２号

令和元年９月２７日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起点
終点

17350 東４区３０
９号線

東区牛田早稲田三丁目７９７番地１５
地先
東区牛田早稲田三丁目７９７番地１２
地先

17351 南４区８６
８号線

南区仁保三丁目６４４番地３地先
南区仁保三丁目６１７番地１地先

17352 安佐南３区
８４７号線

安佐南区山本五丁目３３２番地地先
安佐南区山本四丁目４２６番地８地先

17353 安佐南３区
８４９号線

安佐南区山本四丁目１５７５番地１６
地先
安佐南区山本四丁目１５８５番地２地
先

17354 安佐南４区
４２５号線

安佐南区伴北五丁目３４１１番地４地
先
安佐南区伴北五丁目３４５２番地４地
先

17355 安芸１区６
８１号線

安芸区瀬野五丁目１６８８番地３地先
安芸区瀬野五丁目１６９０番地６地先

17356 安芸１区６
８２号線

安芸区畑賀三丁目９１２番地６地先
安芸区畑賀三丁目９１２番地９地先

17357 佐伯４区５
７３号線

佐伯区五日市駅前二丁目５２０番地３
地先
佐伯区五日市駅前二丁目５２０番地２
０地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３３号

令和元年９月２７日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

において準用する同法第５１条第２項第８号，中国残留邦人等の

円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配

偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４

条第４項の規定により，次に掲げる指定介護機関の指定を取消し

たため，生活保護法第５５条の３第４号の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２９号

令和元年９月２７日

　広島市競輪条例（昭和２７年広島市条例第６４号）第６条第１

項の規定に基づき，広島競輪場の公営競技エリアの呼称を次のと

おり定めたので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　呼称を定めたエリア

広島競輪場の公営競技エリア

２　呼称

チャリロトバンクひろしま

３　呼称を使用する期間

令和元年１０月１日から令和４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３０号

令和元年９月２７日

　広島市競輪条例（昭和２７年広島市条例第６４号）第６条第１

項の規定に基づき，広島競輪場の多目的エリアの呼称を次のとお

り定めたので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　呼称を定めたエリア

広島競輪場の多目的エリア

２　呼称

ヴィクトワール広島サイクルパーク

３　呼称を使用する期間

令和元年１０月１日から令和４年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３１号

令和元年９月２７日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起点
終点
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４２５号線 安佐南区伴北五丁目３４５
２番地４地先

月２７日

市道 安芸１区６
８１号線

安芸区瀬野五丁目１６８８
番地３地先 令和元年９

月２７日安芸区瀬野五丁目１６９０
番地６地先

市道 安芸１区６
８２号線

安芸区畑賀三丁目９１２番
地６地先 令和元年９

月２７日安芸区畑賀三丁目９１２番
地９地先

市道 佐伯４区５
７３号線

佐伯区五日市駅前二丁目５
２０番地３地先 令和元年９

月２７日佐伯区五日市駅前二丁目５
２０番地２０地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３５号

令和元年９月２７日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，電子計

算機に記録した印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 印影を印刷する
公印の名称

・施設等利用給付認定通知書（子ども・子育
て支援法）
・施設等利用給付認定取消通知書（子ども・
子育て支援法）
・保育園等副食費免除決定通知書（子ども・
子育て支援法）
・保育園等副食費変更通知書（子ども・子育
て支援法）
・保育園等副食費（免除・非免除）変更通知
書（子ども・子育て支援法）

福祉事務所長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３６号

令和元年９月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅

サービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があっ

たので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３７号

令和元年９月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

　

道路の
種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 東４区３０
９号線

6.00　メートル
～
13.12

メートル
42.77

市　道 南４区８６
８号線

4.00　メートル
～
7.40

メートル
56.76

市　道 安佐南３区
８４７号線

4.30　メートル
～
11.47

メートル
70.85

市　道 安佐南３区
８４９号線

5.00　メートル
～
16.00

メートル
82.24

市　道 安佐南４区
４２５号線

5.40　メートル
～
12.40

メートル
339.55

市　道 安芸１区６
８１号線

4.50　メートル
～
10.00

メートル
72.68

市　道 安芸１区６
８２号線

6.00　メートル
～
21.85

メートル
68.33

市　道 佐伯４区５
７３号線

4.50　メートル
～
14.00

メートル
54.30

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３４号

令和元年９月２７日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の

期日

市道 東４区３０
９号線

東区牛田早稲田三丁目７９
７番地１５地先 令和元年９

月２７日東区牛田早稲田三丁目７９
７番地１２地先

市道 南４区８６
８号線

南区仁保三丁目６４４番地
３地先 令和元年９

月２７日南区仁保三丁目６１７番地
１地先

市道 安佐南３区
８４７号線

安佐南区山本四丁目４２６
番地１１地先 令和元年９

月２７日安佐南区山本四丁目４２６
番地８地先

市道 安佐南３区
８４９号線

安佐南区山本四丁目１５７
５番地１６地先 令和元年９

月２７日安佐南区山本四丁目１５８
５番地２地先

市道 安佐南４区
安佐南区伴北五丁目３４１
１番地４地先 令和元年９
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住戸改善に伴い次の住戸を廃止する。

住宅名 棟番号 住戸番号

基町アパート ２０ ４５０，１１５０，１３５１，１４５
０号

※　廃止年月日：令和元年９月３０日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９３号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第９４号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，８月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９５号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９６号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９７号

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３８号

令和元年９月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３９号

令和元年９月３０日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４０号

令和元年９月３０日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，広島市市営中島町第二駐車場の休止を定めた

令和元年９月６日付け広島市告示第１９３号を次のとおり改正し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

　表広島市市営中島町第二駐車場の項中「令和元年９月９日

（月）午前９時から同年１０月３日（木）午後４時まで」を「令

和元年９月９日（月）午前９時から同年１０月１１日（金）午後

４時まで」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４１号

令和元年９月３０日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり

２　変更期間

令和元年１０月１日から令和２年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

４　その他
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第１０２号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，８月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０３号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０４号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０５号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０６号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第９８号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，８月２３日及び８月２４日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９９号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１００号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０１号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
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保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１２号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第１１３号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，９月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１４号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１５号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，令和元年９月３日から同年９月１７日まで，

広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 東１区１９３
号里道

東区福田一丁目８８８番１地先から８８
８番１地先まで

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０７号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１０８号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第１０９号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，９月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１０号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１１号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，
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令 和 元 年 ９ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６４号

令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６５号

令 和 元 年 ９ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６６号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６７号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６８号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　広島駅南口第四自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

の自転車等については，令和元年９月１４日に広島市西部自転車

等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１６号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基き，平成８年２月７日付けで，不動産又は，不動産に

関する権利を保有する団体として認可した戸坂山根町内会につい

て，下記のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

檜垣　榮次　広島市東区戸坂山根三丁目１８番７号を

　矢野　龍男　広島市東区戸坂山根三丁目２番５号に変更す

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５９号

令 和 元 年 ９ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６０号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６１号

令 和 元 年 ９ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６２号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６３号
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広島市告示（南区）第１７３号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７４号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７５号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７６号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７７号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７１号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６９号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月１７日から同年１０月１日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
南１区
７７号
線

南区南蟹屋
一丁目６９
９番地２地
先から
南区南蟹屋
一丁目６９
６番地２地
先まで

旧

メートル
2.80
～
3.10

メートル

75.25

新

メートル
4.80
～
5.10

メートル

75.25

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７０号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月１７日から同年１０月１日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
南１区
７７号
線

南区南蟹屋一丁目６９９番
地２地先から
南区南蟹屋一丁目６９６番
地２地先まで

令和元年９月１
７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７１号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７２号

令 和 元 年 ９ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７７号

令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項

の規定に基づき，告示対象区域における一の敷地とみなすこと等

の認定を取り消しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において，一般

の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１．認定の取消しに係る区域

広島市西区観音新町二丁目７６

２．認定の取消しに係る認定番号

第３号

３．認定の取消しに係る認定年月日

平成１６年１２月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７８号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７９号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８０号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７２号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７３号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７４号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７５号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７６号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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西区役所市民部市民課（井口連絡所）

臨時職員　青木　幸子

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（連絡所の所掌事務に係るものに限

る。）の収納

３　委任年月日

令和元年９月１日

４　委任期間

令和元年９月１日から令和元年１０月９日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７７号

令 和 元 年 ９ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月５日から同年９月１９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南
１区８
２号線

安佐南区八木三丁目
２４１９番地１地先
から
安佐南区八木三丁目
２４１９番地１地先
まで

旧
3.63
～
3.97

3.00

新
3.78
～
6.22

3.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７８号

令 和 元 年 ９ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月５日から同年９月１９日まで広

島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道
安佐南
１区８
２号線

安佐南区八木三丁目２４１
９番地１地先から
安佐南区八木三丁目２４１
９番地１地先まで

令和元年９月５
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７９号

令 和 元 年 ９ 月 １ ３ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和元年９月

１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

広島市告示（西区）第８１号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８２号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８３号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８４号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８５号

令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，西区役所市民部市民課区出納員の事務

の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員
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市　道

安佐南
４区１
９６号
線

安佐南区伴東四丁目６８２
８番地１地先から
安佐南区伴東四丁目６８２
７番地２地先まで

令和元年９月２
６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８２号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和元年９月

２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７１号

令 和 元 年 ９ 月 ２ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり設置します。

　なお，関係図書は，令和元年９月２日から安佐北区役所農林建

設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 供用開始の期日 区域
可部第六公
園

広島市安佐北区可部
三丁目１３０番５１

令和元年９月２
日

別紙図面
のとおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７２号

令 和 元 年 ９ 月 ９ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月９日から同月２３日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別

敷地の
幅員
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市道
安佐北
３区８
９号線

安佐北区可部三丁目
１８７番地１地先か
ら
安佐北区可部三丁目
１８６番地２地先ま
で

旧
3.70
～
16.30

25.80

新
5.80
～
16.30

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７３号

令 和 元 年 ９ 月 ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８０号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２６日から同年１０月１０日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道

安佐南
４区１
９４号
線

安佐南区伴東四丁目
６８３７番地１地先
から
安佐南区伴東四丁目
６８３７番地１地先
まで

旧
10.70
～
19.50

4.90

新
10.70
～
23.00

4.90

市　道

安佐南
４区１
９４号
線

安佐南区伴東四丁目
６８３６番地４地先
から
安佐南区伴東四丁目
６８３６番地１地先
まで

旧
4.86
～
6.00

34.30

新
6.00
～
6.00

34.30

市　道

安佐南
４区１
９６号
線

安佐南区伴東四丁目
６８２８番地１地先
から
安佐南区伴東四丁目
６８２７番地２地先
まで

旧
4.61
～
4.64

45.70

新
6.00
～
6.00

45.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８１号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２６日から同年１０月１０日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
４区１
９４号
線

安佐南区伴東四丁目６８３
７番地１地先から
安佐南区伴東四丁目６８３
７番地１地先まで

令和元年９月２
６日

市　道

安佐南
４区１
９４号
線

安佐南区伴東四丁目６８３
６番地４地先から
安佐南区伴東四丁目６８３
６番地１地先まで

令和元年９月２
６日
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　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，９月２５日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７８号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，９月２５日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７９号

令 和 元 年 ９ 月 ３ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第９号

２．指定年月日　　令和元年９月３０日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区深川五丁目の１４５６番５，

１４５６番６，１４５８番１の一部，１４５

８番４の一部，１４５８番５，１４５９番３

の一部及び１４５９番８

４．幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　２４．７７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４１号

令 和 元 年 ９ 月 ２ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

の事務の一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

安芸区役所市民部中野出張所　　臨時事務員　増谷　佳奈子

（畑賀連絡所）

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

　その関係図面は，令和元年９月９日から同月２３日まで安佐北

区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
安佐北
３区８
９号線

安佐北区可部三丁目１８７
番地１地先から
安佐北区可部三丁目１８６
番地２地先まで

令和元年９月９
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７４号

令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

　令和元年第１回小河内財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　招集日時　　令和元年９月１７日（火）午前１０時４５分

２　招集場所　　�広島市安佐北区安佐町大字小河内４５７９番地

３

　　　　　　　　安佐小河内集会所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７５号

令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

　令和元年第１回高南財産区議会定例会を次のとおり招集しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　招集日時　　令和元年９月１９日（木）午後２時３０分

２　招集場所　　広島市安佐北区白木町大字秋山２３９１番地４

　　　　　　　　白木出張所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７６号

令 和 元 年 ９ 月 １ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第８号

２．指定年月日　　令和元年９月１９日

３．道路の位置　　広島市安佐北区可部一丁目１０４２番の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．５メートル

　　　　　　　　　延長　３８．３６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７７号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日



広　　島　　市　　報 令和元年１０月３１日第１０７３号　―３２―

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区１０
１号線

広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
０番地１地
先から
広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先まで

旧

メートル
3.5
～
4.4

メートル

66.5

新

メートル
4.6
～
6.4

メートル

66.5

市　道
安芸４
区１０
３号線

広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先から
広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先まで

旧

メートル
3.0
～
4.9

メートル

49.2

新

メートル
3.6
～
5.5

メートル

49.2

市　道
安芸４
区１２
１号線

広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先から
広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先まで

旧

メートル
2.4
～
3.7

メートル

20.9

新

メートル
2.4
～
4.8

メートル

20.9

市　道
安芸４
区１２
１号線

広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先から
広島市安芸
区矢野西五
丁目１４７
１番地１地
先まで

旧

メートル
1.8
～
2.6

メートル

65.8

新

メートル
3.8
～
4.6

メートル

65.8

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４５号

令 和 元 年 ９ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月５日から同年９月１９日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区１０
１号線

安芸区矢野
西五丁目１
４７０番地
１地先から
安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地

旧

メートル
3.5
～
4.4

メートル

66.5

新

メートル
4.6
～

メートル

66.5

第２条に規定する手数料（畑賀連絡所の所管事務に係るものに

限る）の収納

３　委任年月日

令和元年９月１日

４　委任期間

令和元年９月１日から令和元年９月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４２号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月３日から同年９月１７日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３０
８号線

安芸区瀬野
四丁目１２
５８番地６
地先から
安芸区瀬野
四丁目１２
７０番地１
地先まで

旧

メートル
3.66
～
4.23

メートル

44.00

新

メートル
3.66
～
4.66

メートル

44.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４３号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月３日から同年９月１７日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３０
８号線

安芸区瀬野
四丁目１２
５８番地６
地先から
安芸区瀬野
四丁目１２
７０番地１
地先まで

旧

メートル
3.66
～
4.23

メートル

44.00

新

メートル
3.66
～
4.66

メートル

44.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４４号

令 和 元 年 ９ 月 ５ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月５日から同年９月１９日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。
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広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４８号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月１８日から同年１０月２日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区７９
号線

安芸区中野
二丁目３８
１番地１地
先から
安芸区中野
二丁目２８
０番地４地
先まで

旧

メートル
2.70
～
3.70

メートル

77.80

新

メートル
3.30
～
8.20

メートル

77.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４９号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月１８日から同年１０月２日まで

広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区７９
号線

安芸区中野二丁目３８１番
地１地先から
安芸区中野二丁目２８０番
地４地先まで

令和元年９月１
８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５０号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で，広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路 Ｋ４－Ｇ－５６－
１４－６６号水路

広島市安芸区瀬野町字河内２０９
１番１地先から
広島市安芸区瀬野町字河内２０９

１地先まで 6.4

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区１０
３号線

安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地
１地先から
安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地
１地先まで

旧

メートル
3.0
～
4.9

メートル

49.2

新

メートル
3.6
～
5.5

メートル

49.2

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区１２
１号線

安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地
１地先から
安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地
１地先まで

旧

メートル
2.4
～
3.7

メートル

20.9

新

メートル
2.4
～
4.8

メートル

20.9

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸４
区１２
１号線

安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地
１地先から
安芸区矢野
西五丁目１
４７１番地
１地先まで

旧

メートル
1.8
～
2.6

メートル

65.8

新

メートル
3.8
～
4.6

メートル

65.8

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４６号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条第１項の規定により下記自転車等

については，９月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４７号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，９月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し出のない自転車等につい

ては，処分します。



広　　島　　市　　報 令和元年１０月３１日第１０７３号　―３４―

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６１号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６２号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和元年９月５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６３号

令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６４号

令 和 元 年 ９ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６５号

令 和 元 年 ９ 月 １ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

１番１地先まで

水路 Ｋ４－Ｇ－５６－
１５－２１号水路

広島市安芸区瀬野町字甲須磨１９
５０番２地先から
広島市安芸区瀬野町字甲須磨１９
５０番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５１号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で，広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安芸４区６１６号
里道

広島市安芸区矢野東六丁目２６１
５番９地先から
広島市安芸区矢野東六丁目２６１
５番１５地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５８号

令 和 元 年 ９ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５９号

令 和 元 年 ９ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６０号

令 和 元 年 ９ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７０号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，令和元年９月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７１号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７２号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯４
区２５
０号線

佐伯区五日
市五丁目１
５１番地４
地先から
佐伯区五日
市五丁目１
５１番地４
地先まで

旧

メートル
2.57
～
3.20

メートル

9.80

新

メートル
3.14
～
3.30

メートル

9.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７３号

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６６号

令 和 元 年 ９ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６７号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　令和元年９月２６日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市中央七一丁目の２２２９

番１の一部及び２２３０番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　２０．０５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６８号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　令和元年９月２６日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区千同三丁目の３４６番２の一

部，３４６番３の一部，３５１番１の一部，

３５１番９の一部及び３５２番４の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００～６．３０メートル

　　　　　　　　　延長　４７．０５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６９号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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広島市安佐南区告示第５号

令 和 元 年 ９ 月 １ ２ 日

　自動車の臨時運行許可に関する取扱規則（昭和２７年広島市規

則第５１号）第２条第５項の規定に基づき，次の番号の自動車臨

時運行許可番号標が失効したことを告示します。

広島市安佐南区長　　杉　山　　　朗

自動車臨時運行許可番号標番号

　　広島　１５－９５

公　　　　　　　告

令和元年９月６日

　令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙におけ

る候補者として届出のあった者の氏名及び住所を，土地区画整理

法施行令（昭和３０年政令第４７号）第２４条第５項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　宅地の所有者のうちから選挙される委員の候補者

氏名又は名称 住所又は主たる事務所の所在地
山木　靖雄 広島市西区己斐中一丁目８番４７号
上田　英司 広島市中区舟入本町３番４号
太田　弘之 広島市西区己斐中一丁目５番８号
田中　孝男 広島市西区己斐中一丁目３番３６号
坂田　輝彦 広島市西区己斐中一丁目７番１２号
平田　道代 広島市西区己斐中一丁目４番１１号
有限会社西都 広島市中区鉄砲町２番８号

２　宅地について借地権を有する者のうちから選挙される委員の

候補者

名　　　　称 主たる事務所の所在地
株式会社石川翠樹園 広島市西区己斐中一丁目８番６号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公　　　　　　　告

令和元年９月６日

　令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のう

ち，宅地の所有者については，届出のあった候補者の数が選挙す

べき委員の数をこえないため，土地区画整理法施行令（昭和３０

年政令第４７号）第２６条の規定により，投票は行いません。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公　　　　　　　告

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区２５
０号線

佐伯区五日市五丁目１５１
番地４地先から
佐伯区五日市五丁目１５１
番地４地先まで

令和元年９月２
７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７４号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
佐伯４
区２５
２号線

佐伯区五日
市五丁目１
５１番地３
地先から
佐伯区五日
市五丁目１
５１番地３
地先まで

旧

メートル
3.33
～
3.63

メートル

16.31

新

メートル
3.63
～
3.83

メートル

16.31

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７５号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，令和元年９月２７日から同年１０月１１日ま

で広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区２５
２号線

佐伯区五日市五丁目１５１
番地３地先から
佐伯区五日市五丁目１５１
番地３地先まで

令和元年９月２
７日

区 告 示

公 告
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び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１９，６４４人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　２２２，７７３人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　中　　区　　３７，７９３人

　　　　　　　　東　　区　　３３，１０７人

　　　　　　　　南　　区　　３９，３３５人

　　　　　　　　西　　区　　５１，８７０人

　　　　　　　　安佐南区　　６４，７０１人

　　　　　　　　安佐北区　　４０，６４３人

　　　　　　　　安 芸 区　　２１，６７４人

　　　　　　　　佐 伯 区　　３８，２７４人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　１６３，６９８人

広島市教育委員会規則第４号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

　広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を改正す

る規則

第１条　広島市教育委員会事務局事務分掌規則（昭和５０年広島

市教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。

　第２条第４項中第１３号を第１５号とし，第９号から第１２

号までを２号ずつ繰り下げ，第８号の次に次の２号を加える。

⑼　子育てのための施設等利用給付に係る認定に関すること

令和元年９月６日

　令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙のう

ち，宅地について借地権を有する者については，届出のあった候

補者の数が選挙すべき委員の数をこえないため，土地区画整理法

施行令（昭和３０年政令第４７号）第２６条の規定により，投票

は行いません。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公　　　　　　　告

令和元年９月３０日

　令和元年９月２９日執行の広島圏都市計画事業（広島平和記念

都市建設事業）西広島駅北口土地区画整理審議会委員選挙におい

て，委員に当選した者の氏名及び住所を，土地区画整理法施行令

（昭和３０年政令第４７号）第３５条第５項の規定により，次の

とおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

委員に当選した者

氏名又は名称 住所又は主たる
事務所の所在地 区　　分

山木　靖雄 広島市西区己斐中一丁目８番４
７号 宅地所有者

上田　英司 広島市中区舟入本町３番４号 宅地所有者

太田　弘之 広島市西区己斐中一丁目５番８
号 宅地所有者

田中　孝男 広島市西区己斐中一丁目３番３
６号 宅地所有者

坂田　輝彦 広島市西区己斐中一丁目７番１
２号 宅地所有者

平田　道代 広島市西区己斐中一丁目４番１
１号 宅地所有者

有限会社西都 広島市中区鉄砲町２番８号 宅地所有者
株式会社石川
翠樹園

広島市西区己斐中一丁目８番６
号 借地権者

広島市選挙管理委員会告示第５号

令 和 元 年 ９ 月 ２ 日

　令和元年９月２日提出現在における地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定

による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次のとおり

です。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

選管告示

教育委員会規則
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⑵　令和２年度中学校入学における隣接校・行政区域内校選択

制の受入数について（報告）

広島市監査公表第１６号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

　　　　　　　　危機管理室　　　危機管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　災害予防課

　　　　　　　　　　　　　　　　災害対策課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　（安佐北）

　　　　　　　　厚　生　部　　　生　活　課

　　　　　　　（安芸）

　　　　　　　　市　民　部　　　市　民　課

消　防　局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　警　防　部　　　警　防　課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１５日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１７号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

（特定教育・保育施設に該当しない幼稚園（以下「未移行

幼稚園」という。）に在籍する保育の必要性がない子ども

に関するものに限る。）。

⑽　特定子ども・子育て支援施設等に係る確認に関すること

（未移行幼稚園及び特別支援学校に係るものに限る。）。

第２条　広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一部を次のよう

に改正する。

　第２条第４項中第４号を削り，第５号を第４号とし，第６号

から第９号までを１号ずつ繰り上げ，第１０号の前に次の１号

を加える。

⑼　施設等利用費の支給に関すること（未移行幼稚園の利

用に係るもの（預かり保育等に係るものを除く。）に限

る。）。

　第２条第４項中第１５号を第１６号とし，第１１号から第１

４号までを１号ずつ繰り下げ，第１０号の次に次の１号を加え

る。

⑾　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規

定による実費徴収に係る補足給付事業に関すること（市立

幼稚園及び未移行幼稚園に係るものに限る。）。

附　則

　この規則中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は令和

元年１０月１日から施行する。

広島市教育委員会告示第９号

令 和 元 年 ９ 月 １ ２ 日

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

文書名 印影を印刷する公印の名称
卒業証書 広島市立広島中等教育学校長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１０号

令 和 元 年 ９ 月 ２ ５ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　令和元年１０月２日（水）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　青少年交流事業の開催結果について（報告）

監査公表

教育委員会告示
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等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１６日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

　また，消耗品費の支出に係る事務について，抽出により地方

自治法第１９９条第８項の規定に基づく関係人調査を実施し

た。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１９号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

健康福祉局　　　原爆被害対策部　　　調　査　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　援　護　課

区　役　所　　（�中，南，西，安佐南，安佐北，安芸，佐

伯）

　　　　　　　　厚　生　部　　　　　生　活　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康長寿課

　　　　　　　（東）

　　　　　　　　厚　生　部　　　　　地域支えあい課

一般財団法人広島市原爆被害者協議会

公益財団法人広島原爆被爆者援護事業団

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１５日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

財　政　局　　　契　約　部　　　物品契約課

　　　　　　　　　　　　　　　　工事契約課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１２日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１８号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

市　民　局　　　　　　　　　　　生涯学習課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務
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　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２１号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

都市整備局　　　住　宅　部　　　住宅政策課

　　　　　　　　　　　　　　　　住宅整備課

区　役　所　　（中，東，南，西）

　　　　　　　　建　設　部　　　建　築　課

　　　　　　　（安佐南，安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　農林建設部　　　建　築　課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１２日から令和元年８月１６日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

　次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。

（市営住宅敷金の管理について）

　市営住宅入居者の敷金の管理は，各区役所建築課（以下「区

建築課」という。）において，市営住宅総合管理システム（以

下「システム」という。）により実施しているところである。

　過去の包括外部監査で敷金の管理方法について指摘されたこ

とを機に，制度所管課である都市整備局住宅部住宅政策課（以

下「住宅政策課」という。）では，システムへの入力漏れなど

の防止策として事務処理手順書を作成するとともに，区建築課

と連携したチェック体制を強化するとしてきた。

　しかしながら，敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れな

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２０号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

環　境　局　　　　　　　　　　　環境政策課

　　　　　　　　　　　　　　　　温暖化対策課

　　　　　　　　　　　　　　　　環境保全課

　　　　　　　　業　務　部　　　業務第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　業務第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　産業廃棄物指導課

　　　　　　　　　　　　　　　　�環境事業所（中，南，

西，安佐南，安佐北，安

芸，佐伯）

健康福祉局　　　衛生研究所　　　生活科学部

　　　　　　　　　　　　　　　　環境科学部

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　出　張　所

　　　　　　　（東）

　　　　　　　　厚　生　部　　　地域支えあい課

　　　　　　　（南，西，安佐南，安佐北，佐伯）

　　　　　　　　厚　生　部　　　生　活　課

　　　　　　　（中，南）

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１２日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法
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定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

　なお，碓氷芳雄監査委員及び豊島岩白監査委員は，政務活動費

等に関する事務の監査については，地方自治法第１９９条の２の

規定により除斥とした。

記

１　監査の対象

議会事務局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　秘書広報室

　　　　　　　　　　　　　　　　議　事　課

　　　　　　　　　　　　　　　　市政調査課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和元年７月１日から同年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２４号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

人事委員会事務局　　　　　　　　　　　任　用　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調　査　課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和元年６月６日から同年８月８日まで

４　監査の方法

ど，管理が適正に行われていない事例がいまだに見受けられ

た。これは，住宅政策課及び区建築課による事務処理のチェッ

ク体制が十分に機能しているとはいえないことを示しており，

是正が必要である。

　ついては，内部統制の観点から，住宅政策課と区建築課とが

連携して，実効性のあるチェック体制を整備し，適正な敷金管

理に取り組まれたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２２号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

水　道　局　　　技　術　部　　　調　整　課

　　　　　　　　　　　　　　　　維　持　課

　　　　　　　　　　　　　　　　給　水　課

　　　　　　　　　　　　　　　　管路設計課

　　　　　　　　　　　　　　　　管路工事課

　　　　　　　　　　　　　　　　�管理事務所（中部，東

部，西部，北部）

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３１年４月１７日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２３号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白
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２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和元年５月３１日から同年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２７号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

砂谷財産区

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和元年５月１６日から同年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２８号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２５号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

元宇品町財産区

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

　ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

令和元年５月１７日から同年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２６号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

三入財産区
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ているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書類の審

査及び実地監査を行うとともに，関係職員から説明を聴取し

た。

　特に工事発注における設計仕様及び施工条件を適切に設定し

ているかどうかについて，より詳細に実地監査を行った。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第２９号

令 和 元 年 ９ 月 ６ 日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

包括外部監査の結果（指摘事項）に対する措置事項及

び監査の意見に対する対応結果の公表

　地方自治法第２５２条の３８第６項の規定により，広島市長か

ら監査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので，当該

通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

　なお，併せて通知のあった監査の意見に対する対応結果につい

ても，当該通知に係る事項を公表する。

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

都市整備局　　　　営　繕　部　　　営　繕　課

安佐北区役所　　　農林建設部　　　維持管理課

及び安芸区役所　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

水　道　局　　　　技　術　部　　　設　備　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　�浄　水　場（牛田，緑

井，高陽，府中）

広島高速道路公社　建　設　部　　　建　設　課

２　監査の範囲

　平成３０年度に属する契約金額が１００万円以上の工事，工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

３　監査の期間

平成３１年４月２２日から令和元年８月８日まで

４　監査の方法

　監査に当たっては，工事の設計，積算，契約，施工等並びに

委託業務の内容及び積算等が，関係法令等に基づき適正に行わ

れているかどうか，また，経済的，効率的及び有効的に行われ

（別　紙）

平成２８年度包括外部監査の結果に基づいて講じた措置等の公表

（経済観光局）

１　監査結果及び監査意見公表年月日

平成２９年２月３日（広島市監査公表第２号）

２　包括外部監査人

福田　浩

３　監査結果に基づいて講じた措置及び監査意見に対する対応結果通知年月日

令和元年９月２日（広産産第２９号）

４　監査のテーマ

産業の創造と振興，中小企業の活性化と商店街の振興等に係る事務の執行について

５　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容並びに監査の意見及び対応の内容

【監査の結果】

広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
⑴　損失補償後の債権の保全と取立について
（所管課：経済観光局産業振興部産業立地推進課）

監査の結果 措置の内容

　広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱は，広島市は，広島市中小企業協
同組合融資制度に基づき，広島市中小企業協同組合が，その組合員である中小企業者に
貸し付けたことによって生じた損失の補償に充てるため，同協同組合と損失補償契約を
締結すると定め（要綱第２項柱書），広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書
は，広島市は，同協同組合が，広島市中小企業協同組合融資制度に基づいて，その組合
員である中小企業者に貸し付けたことによって損失を受けたときは，同協同組合に対し
てその損失を補償することを定めるとともに（契約書第１条第１項），同協同組合は，
広島市から損失補償を受けた後においても，善良な管理者の注意をもって，その貸付に
係る債権を保全し，かつ，その取立に必要な措置を講ずるものと定めているところ（広
島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第５項ア，広島市中小企業協同組合と
の間の損失補償契約書第６条），広島市中小企業協同組合においては，訴えの提起など

　監査の結果を受けて，本市と広島市中小
企業協同組合（以下「市中協」という。）
との間の損失補償契約（以下「補償契約」
という。）の内容及び履行状況を本市及び
市中協において再確認した結果，市中協に
よる債権の保全及び取立てが不十分である
ことが認められたため，市中協において，
他の金融機関や広島県信用保証協会におけ
る債権の管理方法を参考に「債権管理マニ
ュアル」を作成した。その後，市中協に聴
き取りを行い，作成したマニュアルに沿っ



広　　島　　市　　報 令和元年１０月３１日第１０７３号　―４４―

の法的手続をとっていない，連帯保証人に対する取立を行っていないなど，その保全及
び取立が十分に行われておらず，また，同協同組合が保全し，かつ，その取立に必要な
措置を講じなければならない債権は，平成２３年度末には，合計１５９件，総額約４億
８，１５３万円であったものが，平成２７年度末には，合計１６９件，総額約５億４，２
３４万円へと増加の一途をたどっていた。
　また，広島市中小企業協同組合は，広島市から損失補償を受けた後において，当該中
小企業者に対する債権の取立によって金銭を回収したときは，当該損失補償金交付申請
の基礎となった代位弁済の額に対する損失補償金の割合をもって，当該回収金を広島市
に支払わなければならないと定めているところ（広島市中小企業協同組合に対する損失
補償制度要綱第５項イ，広島市中小企業協同組合との間の損失補償契約書第７条），同
協同組合においては，中小企業者に対する債権の取立によって分割して回収した金銭に
ついては，当該中小企業者に対する債権を全額回収するまで，手許に滞留させていた。
　さらに，広島市中小企業協同組合は，損失の発生及び債権の取立について，１か月ご
との状況を翌月７日までに広島市に報告しなければならないと定めているところ（広島
市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱第２項第６号，広島市中小企業協同組合
との間の損失補償契約書第９条），同協同組合は，毎年度末に，当該年度内の損失の発
生及び債権の取立について報告しているにとどまっていた。
　以上のとおり，広島市中小企業協同組合において，損失補償の対象となった債権の保
全及び取立が十分に行われておらず，回収金の返還，取立についての報告が，広島市中
小企業協同組合に対する損失補償制度要綱，広島市中小企業協同組合との間の損失補償
契約書の定めるところに準拠して行われていないにもかかわらず，同協同組合に対する
損失補償が行われてきたことは，広島市の財務に関する事務の執行として著しく妥当性
を欠くものと考える。速やかに，広島市中小企業協同組合の業務の運営状況を監査した
上で，同協同組合に対して，債権の全部を保全し，これらの取立に努めるよう請求し，
債権の全部の取立について毎月報告するよう請求し，同協同組合が手許に滞留させてい
る回収金の支払を請求すべきである。

て適正に債権管理が行われていることを確
認した。
　また，市中協が分割して回収していた金
銭については，その全額を本市に支払わせ
るとともに，今後市中協が分割して回収す
る金銭については，債権全額を回収してい
ない場合であっても，毎年度末までに本市
に支払わせることとした。
　さらに，損失の発生及び債権の取立てに
ついて，補償契約に基づき毎月本市に報告
させることとした。
　以上の対応を行った上で，今後，本市に
おいて，市中協の業務の運営状況を定期的
に監査する等し，市中協による債権の保全
及び取立ての状況の把握に努め，必要な指
導を行っていく。

【監査の意見】

広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度
⑴　取扱金融機関に対して拠出する預託金について
（所管課：経済観光局産業振興部産業立地推進課）

監査の意見 対応の内容
　広島市中小企業融資制度要綱は，広島市は，同要綱に定める融資の取扱金融機関に対
し，同要綱に定める融資のための資金を預託し，取扱金融機関は，同要綱に定める融資
を行う場合は，預託金の額に市が指示する倍率を乗じた額以上の額を融資するものと定
め（要綱第１章第６項），広島市中小企業融資制度要綱に基づく融資資金の預託及び融
資に関する覚書は，広島市は，各取扱金融機関に対し，無利子の預託金を拠出すること
を定めている（覚書第１条）。平成２７年度においては，平成２７年１月末時点の融資
残高を基準とし，各取扱金融機関別制度別に運用率及び協調倍率で除した必要預託額を
算出し，同年４月１日，各取扱金融機関に対し無利子の預託金を拠出し，平成２８年３
月３１日，この預託金の返還を受けているが，その金額は総額約１５７億円であった。
　ところで，地方自治法は，地方公共団体は，その事務を処理するに当たっては，住民
の福祉の増進に努めるとともに，「最少の経費で最大の効果を挙げる」（法第２条第１
４項）ようにしなければならないと，その事務を処理するに当たって準拠すべき指針を
示しており，とりわけ広島市中小企業融資制度のように予算に占める割合が大きいもの
については，より一層強く要請されるものと考える。
　この点，広島市が拠出する預託金は，各年度初めに取扱金融機関に預けられ，各年度
末に返還されており，歳出と歳入が両建てで計上されていることから，予算としての費
用は発生しておらず，歳入歳出の計数から，その経費を読み解くことはできない。しか
しながら，広島市が保有する金融資産は有限であるから，その金融資産を無利子で預
託することは，資金の運用や有利子負債の償還などから得られたであろう潜在的利益を
あきらめなければならないという意味の代償を払っていることにほかならず，「最少の
経費で最大の効果を挙げる」ためには，この機会費用をも含めた経費全体を把握した上
で，経費の節約ができないか，効率的な事務の執行ができないか，さらには利子補給方
式など，預託金方式の代替的手段との比較において費用対効果に優れたものとなってい
るかなどを検証して，より効率的な制度にしていかなければならないと考える。
　以上を踏まえ，無利子で預託金を拠出していることに伴う機会費用を考慮せずに事務
が執行されているのではないかといった疑念を抱かれないよう，この機会費用を含めた
経費全体を把握した上で，広島市中小企業融資制度の効率性について検証されたい。

　広島市中小企業融資制度における金融機
関に対する預託金は，中小企業者にとって
資金面でのセーフティネットの役割を担っ
ており，リーマンショックのような経済危
機が起きた際の緊急的な資金需要に的確に
対応するため，必要な予算措置を講じてい
るところである。
　監査の意見を受けて，利子補給方式を
行った場合の事務処理に係る人件費や機会
費用等を含めたコストの検証を行った結
果，利子補給額が機会費用を大幅に上回る
ことが判明し，現行の預託金方式の方が利
子補給方式より費用対効果に優れているこ
とを確認した。
　今後も，最少の経費で最大の効果を挙げ
ることを念頭に置き，効率的な制度運用に
努める。

広島市中小企業融資制度及び広島県信用保証協会に対する損失補償制度
⑵　広島県信用保証協会に対する損失補償制度について
（所管課：経済観光局産業振興部産業立地推進課）

監査の意見 対応の内容
　広島市は，広島県信用保証協会に対する損失補償制度要綱に基づき，広島県信用保証
協会に対し，同保証協会が同要綱に定める債務の保証につき保証債務を履行したときは
損失を補償しているが，預託金方式の制度融資を実施している広島県内の１７の自治体

　広島県信用保証協会への損失補償は，経
営基盤や信用力が脆弱な中小企業が保証協
会の保証承諾を得る上での後押しとなり，
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請求について，その監査結果を地方自治法第２４２条第４項の規

定により，別紙のとおり公表する。

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

（広島県を含む。）のうち，広島県信用保証協会に対する損失補償制度を有しているの
は広島市を含む１１団体であり，同制度を有していないのは６団体であることを踏ま
え，広島市も損失補償制度を設けなくてもよいのではないかなどといった疑念を抱かれ
ないよう，同保証協会の業務の運営状況を監査し，同損失補償制度の具体的な事業成果
を調査し，これを検証して，より効率的な制度に見直されたい。

金融機関の融資への積極性が期待できると
考えている。
　このことについて，広島県信用保証協会
に対して聴き取りを行ったところ，本市の
損失補償があることにより，同保証協会の
積極的な保証承諾が促され，中小企業者の
円滑な資金調達につながっているとのこと
であった。
　以上のことから，損失補償制度が中小企
業者の資金調達に一定の成果を挙げている
ことが確認されたため，引き続き，現行の
制度を継続していく。

広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
⑴　融資条件について
（所管課：経済観光局産業振興部産業立地推進課）

監査の意見 対応の内容
　広島市中小企業協同組合融資制度要綱は，広島市中小企業協同組合がその組合員に対
してする融資の条件として，融資利率については，年２．１％以下と定め，融資形式に
ついては，証書貸付，手形貸付，手形割引，電子記録債権貸付及び電子記録債権割引を
取り扱うものと定め（要綱第５項），広島市，株式会社商工組合中央金庫広島支店及び
広島市中小企業協同組合の間で取り交わした，広島市中小企業協同組合融資制度に基づ
く融資資金の預託及び融資についての覚書において，広島市中小企業協同組合は上記
の融資条件で融資を行うこととしているところ（覚書第３条，第５条），広島市中小企
業協同組合作成に係るリーフレット類には，融資形式について，「手形貸付（信用貸
付短期・長期貸付）・手形割引」，「手形による融資方式です（証書方式ではありませ
ん）」と記載があり，これらの記載の融資条件で組合員に対する貸付が行われていた。
　このことは，手形による融資方式に困難のある小規模事業者が広島市中小企業協同組
合融資制度を利用する方途を閉ざすこととなり，広島市内中小企業者，特に小規模事業
者の経営合理化のために要する事業資金を円滑にし，もって金融難の緩和を図るという
目的に照らして問題があるから，改善を検討されたい。

　広島市中小企業協同組合（以下「市中
協」という。）の融資制度は，本市が商
工組合中央金庫（以下「商工中金」とい
う。）に預託した資金を基に市中協が商工
中金から融資を受け，組合員に対する融資
資金を調達するものであるため，証書貸付
を行うには，商工中金の同意が必要であ
る。
　監査の意見を受け，商工中金に対して市
中協の証書貸付導入への協力依頼を行った
ところ，導入に向けて前向きに検討すると
の回答を得た。その後，市中協と商工中金
との間で協議が行われ，令和元年７月１日
から証書貸付が導入された。
　なお，電子記録債権については，多くの
市中協の組合員がシステム整備等の環境整
備が整っておらず，利用者がほとんどいな
いことから，今後，組合員の普及状況を踏
まえて，市中協に対して導入を促していき
たい。

広島市中小企業協同組合融資制度及び広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度
⑵　広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度について
（所管課：経済観光局産業振興部産業立地推進課）

監査の意見 対応の内容
　広島市は，広島市中小企業協同組合に対する損失補償制度要綱，広島市中小企業協同
組合との間の損失補償契約書に基づいて，広島市中小企業協同組合に対し，同協同組
合が同要綱に基づいて組合員に貸し付けたことによって生じた損失を補償しているとこ
ろ，この補償金の額は損失の１００分の９６に相当する額とする点について，同協同組
合に，回収コストをかけて，貸付債権を保全し，その取立をする動機を生じさせること
の支障となっていること，税金その他の貴重な財源が，同協同組合における与信の審査
が緩やかになることによって生じる損失の代償となっているのではないかとの疑問も否
定できないことを踏まえ，損失補償の割合は高すぎるのではないかなどといった疑念を
抱かれないよう，議会と市民に対し，補償金の額は損失の１００分の９６に相当する額
とする合理的理由を分かりやすく説明された上で，広島市中小企業協同組合に対する損
失補償制度を実施されたい。

　広島市中小企業協同組合（以下「市中
協」という。）に対する損失補償の割合を
１００分の９６とする理由は，市中協が公
的な保証がなくても積極的に融資を行うこ
とができるよう，本市がほとんどの損失を
補償することで，広島県信用保証協会の保
証付借入れが困難な零細企業を支援するた
めである。
　監査の結果等を踏まえ，今後，本市にお
いて，市中協の業務の運営状況を定期的に
監査する等し，市中協による債権の保全及
び取立ての状況の把握に努め，必要な指導
を行っていくこととしている。
　また，ホームページ等により，市民に対
し当該制度の周知を図るとともに，今後の
経済情勢の変化等を踏まえながら，必要に
応じて損失補償割合について検討を行う。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第３０号

令和元年９月２０日

　令和元年７月２５日付けで受け付けた広島市職員に関する措置
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務活動費の領収書添付がホームページ上にアップされるのは

１年後であることから，莫大な領収書をチェックするのに時

間を要し，一市民が事実を知り得るには時間がかかるため。

　地方自治法第２４２条第１項の規定により，別紙事実証明

書を添え，必要な措置を請求します。

（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されている

が，添付を省略する。）

・�広島市議会自由民主党・市民クラブ市政レポートＶｏｌ．

１／２０１８

・平成２９年度政務活動費収支報告書

・政務活動費領収書等の写し

・政務活動費に関する法律相談内容一覧（詳細版）

第２　請求の受理

　本件措置請求は，地方自治法第２４２条第１項の所定の要件

を具備するものと認め，令和元年８月２１日に，同年７月２５

日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

１　請求人による証拠の提出及び陳述

　地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，令和元年９

月６日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設けたと

ころ，請求人は，本件措置請求に沿った内容について陳述し

た。その際，請求書の記載内容について，広報紙の寸法等の

数値の記載誤りの訂正や，監査対象は平成２９年度の政務活

動費であること，広島市が会派に対し不当利得返還請求する

ことを主張していることなどの補足説明があった。なお，新

たな証拠の提出はなかった。

　また，同条第７項の規定により関係職員を立ち会わせた。

２　広島市長の意見書の提出及び陳述

　広島市長に対し，意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ，令和元年９月６日付け広議総第１４号により意見書が

提出された。なお，陳述は行わなかった。

　意見書の内容は，以下のとおりである。

⑴　本市の意見の趣旨

本件措置請求は，理由がないものである。

⑵　本市の意見の理由

　請求人は，平成２９年度に支出された，市議会の自由民

主党・市民クラブ（１３人）の会派の市政レポート作成，

ポスティング，郵送一式の経費（８，５３０，３２６円）に

ついて，当該広報紙に占める議員の顔写真の縦横がそれぞ

れ紙面全長の約２分の１となっていること，題字は各議員

の氏名表示が個人欄の中で一番大きく表示されているこ

と，紙面の内容としてキャッチコピー，議員各自の座右の

銘などは市政とは関連性を見出すのは困難であることか

ら，いずれも政務活動費からの全額支給は不適切で，議員

個人の宣伝部分として按分するのが適当であるとし，按分

されるべきであろう金額を算定し，市に返還を請求するよ

同　　　　　　　井　戸　陽　子

（別　紙）

広 監 第 １ １ １ 号

令和元年９月２０日

請求人

（略）

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　令和元年７月２５日付けで受け付けた広島市職員に関する措置

請求（以下「本件措置請求」という。）について，地方自治法第

２４２条第４項の規定により監査を行ったので，その結果を同項

の規定により次のとおり通知する。

　なお，碓氷芳雄監査委員及び豊島岩白監査委員は，地方自治法

第１９９条の２の規定により，本件監査から除斥した。

第１　請求の要旨

　令和元年７月２５日付けで提出のあった広島市職員措置請求

書に記載された内容は，以下のとおりである。

政務活動費に関する措置請求の要旨

１　請求の要旨

請求の対象：広島市長

　広島市議会の自由民主党・市民クラブ（１３人）は，会派

の市政レポート作成，ポスティング，郵送一式として，平成

３０年３月２０日に８５３万３２６円を有限会社に振り込み

をしている。しかし，議員の所属している会派に支給される

政務活動費は公金で，地方議会の審議能力の強化をはじめ，

政務活動が，市政と関連性のあるものでなければならない。

また，市政報告等の市民に向けた広報紙に関する経費を政務

活動費から支出する場合の要件として，議員の氏名，顔写真

の掲載については，顔写真は写真の縦横がそれぞれ紙面全長

の５分の１以下，議員の氏名は通常の題字の大きさと同等程

度以下となっている。

　該当会派の発行した広報紙の紙面は，縦３８センチ，横５

１センチで，議員の顔写真縦５センチが３人分（１５セン

チ）横６センチが４人分（２４センチ）をしめており，紙面

全長の約２分の１となっている。題字は各議員の氏名表示が

個人欄のなかで一番大きく表示されている。さらに紙面の内

容として，キャッチコピー，議員各自の座右の銘などは，市

政とは関連性を見出すのは困難である。いずれも政務活動費

からの全額支給は不適切で，議員個人の宣伝部分として按分

するのが適当である。

　よって，按分されるべきであろう金額を算定し，市に返還

を請求する。財務会計上，１年経過して請求する理由は，政



広　　島　　市　　報令和元年１０月３１日 第１０７３号　―４７―

活動に充てられることも多いと考えられるところ，

執行機関と議会ないしこれを構成する議員又は会派

との抑制と均衡の理念にかんがみ，議会において独

立性を有する団体として自主的に活動すべき会派の

性質及び役割を前提として，政務調査費の適正な使

用についての各会派の自律を促すとともに，政務調

査活動に対する執行機関や他の会派からの干渉を防

止しようとするところにあるものと解される。」と

の判示もある。

ｃ　議会事務局の審査

　こうしたことを踏まえつつ，市議会では，後述す

るように使途の透明性の確保に努めているところ，

議会事務局においては，施行規則第９条に基づき送

付された収支報告書及び領収証書等の写しの範囲内

において，明らかに政務活動費に充当できない支出

がないかなどについて外形的審査を行っているもの

であり，政務活動費を充当できない経費であること

が明らかにうかがわれる事由がない中において，会

派に調査を行うことまでは予定していない。

イ　政務活動費の適正な運用について

ａ　マニュアルの作成，修正

　市議会においては，使途基準の明確化を図るた

め，マニュアルが平成１９年６月に策定されてお

り，同年９月，平成２０年８月，平成２２年１０

月，平成２５年３月，平成２６年１０月に，後述す

る弁護士相談により得られた見解や法改正などを踏

まえ，適宜修正されている。

ｂ　弁護士相談

　また，政務活動費の支出に際し，法的見地から専

門的助言を得られるよう，平成２０年度から弁護士

による相談体制が設けられており，会派からの問い

合わせなどにおいて，政務活動費の充当の適否につ

いて判断を伴う事案には，弁護士相談が行われてい

る。

　弁護士相談により得られた見解については，政務

活動費の充当の適否について判断材料として活用す

るため，「政務活動費に関する法律相談記録」とし

て取りまとめ，適宜追加編集を行い，全ての会派に

情報提供するなど，各会派が適正に運用できるよ

う，また議会事務局において，会派からの問い合わ

せ等に対し適切な助言ができるよう努めている。

ウ　政務活動費の使途の透明性の確保について

　市議会においては，平成１９年９月に条例を，同年

１０月に施行規則を一部改正し，平成２０年度支出分

から全ての支出に係る領収証書等の写しを収支報告書

に添付し議長に提出，議長を経由して，これらの写し

を市長に送付することとされており，平成２６年度支

出分から，収支報告書のホームページ公開とともに，

収支報告書及び領収証書等の写しの閲覧制度を設け，

う主張している。

　しかしながら，市長は，広島市議会の会派に対する政務

活動費の交付に関する条例（以下「条例」という。）及び

広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例

施行規則（以下「施行規則」という。）に基づき，また，

市議会において広島市議会政務活動費運用マニュアル（以

下「マニュアル」という。）が策定，運用されていること

を踏まえ，送付された収支報告書及び領収証書等の写しを

基に，収入金額及び支出金額の計数確認を行うとともに，

明らかに政務活動費に充当できない支出がないかなどにつ

いて外形的審査を適正に行っており，市長の行為に違法，

不当な点はない。

　以下，総論，各論から説明を加える。

ア　総論

ア　政務活動との適合性について

ａ　マニュアルの規定

　政務活動費は，地方自治法第１００条第１４項に

基づく条例に規定する「政務活動費を充てることが

できる経費の範囲」内で支出しなければならないこ

とはもちろんであるが，マニュアルにおいて，政務

活動との適合性について，次のように規定されてい

る。

　「支出が政務活動に適合しているかについては，

基本的には，会派の自主的な判断に委ねられていま

す。ただし，その使途の適合性が問題になった場合

には，会派において帳簿又は証拠書類を提出して，

その具体的使途を明らかにする必要があります（合

理的な説明ができない場合，違法支出と認められま

す。）。」（マニュアル５ページ（４）ア）

　また，マニュアルには，政務活動に適合している

ことを証明するため，施行規則で定める領収証書等

に加え，請求書や契約書，発行した広報紙などの関

係資料等についても保管するよう規定されている

（マニュアル５ページ（４）イ，６ページ（４）

オ）。

ｂ　判例

　前述の政務活動との適合性についてのマニュアル

の考え方は，最高裁判所第三小法廷平成２２年３月

２３日判決において，「議員の調査研究活動は多岐

にわたり，個々の経費の支出がこれに必要かどうか

については議員の合理的判断にゆだねられる部分が

あることも確かである。」と判示されていることと

も基本的に合致している。

　また，最高裁判所第一小法廷平成２１年１２月１

７日判決において，政務調査費の条例及び規程上，

会派から執行機関に対して，政務調査活動の個々の

支出について具体的に報告する義務が定められてい

ないことの趣旨について，「政務調査費は議会の執

行機関に対する監視の機能を果たすための政務調査
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２条，第４条及び第５条）。その政務活動費の交付を受

けようとする会派の代表者は，毎年度，所定の交付申請

書により，議長を経由して市長に申請し（施行規則第２

条），交付申請書を受理した市長は交付額を決定し，所

定の交付決定通知書により，議長を経由して当該会派の

代表者に通知するものとされ（施行規則第３条），その

交付決定通知書を受け取った会派の代表者は，毎月５日

までに所定の交付請求書を市長に提出し（施行規則第４

条），市長は，原則として，毎月１１日に政務活動費を

交付することになっている（条例第３条第１項及び施行

規則第５条）。

イ　政務活動費を充てることができる経費の範囲

ア�　政務活動費の交付の対象となる経費は，会派が行う

調査研究，研修，広報，情報収集，広聴，要請，陳

情，各種会議の開催等市政の課題及び市民の意思を把

握し，市政に反映させる活動その他市民の福祉の増

進を図るために必要な活動（以下「政務活動」とい

う。）に要する経費として，次に掲げる経費に限り充

てることができるとされている（条例第７条）。

費　目 政務活動に要する経費

調査研究費 会派が行う本市の事務及び地方行財政
等に関する調査研究に要する経費

研修費
会派が行う研修会の開催に要する経費
及び団体等が開催する研修会への会派
としての参加に要する経費

広報費 会派が行う政務活動についての市民へ
の広報に要する経費

情報収集・
広聴費

会派が行う市民からの市政及び政務活
動に対する要望及び意見の聴取，市民
相談等に要する経費

要請・陳情
活動費

会派が行う要請及び陳情の活動に要す
る経費

会議費

会派が行う各種会議の開催に要する経
費及び団体等が開催する意見交換会等
各種会議への会派としての参加に要す
る経費

資料作成費 会派が行う政務活動に必要な資料の作
成に要する経費

資料購入費 会派が行う政務活動に必要な図書，資
料等の購入に要する経費

人件費 会派が行う政務活動を補助する職員の
雇用に要する経費

事務所費 会派が行う政務活動に必要な事務所の
設置及び管理に要する経費

イ�　なお，議員の行う活動は，ここでいう政務活動以外

にも，政党活動，後援会活動などの活動があり，それ

らの行為には，政務活動費を充てることは許されず，

また，両者の性格を持つような場合は，政務活動に相

当する部分だけ政務活動費を充てるように按分などが

求められている（第４・１⑴オのマニュアル等）。

ウ　収支報告書の提出及び政務活動費の返還

　会派の代表者は，当該年度に交付を受けた政務活動費

について所定の収支報告書を作成し，全ての支出につい

さらに，平成２８年度支出分から，ホームページ公開

の対象を領収証書等の写しに拡大するなど，政務活動

費の使途の透明性の確保にも努めている。

イ　各論（本件支出について）

ア　広報費について

　条例において，政務活動費に充当できる経費の一つ

である広報費については，「会派が行う政務活動につ

いての市民への広報に要する経費」と規定され（第７

条及び別表），マニュアルにおいて，「広報紙，市政

報告書及び市議会活動報告書等の作成・印刷経費，郵

送等発送料」などが例示されている（マニュアル１４

ページ（３））。

イ　議会事務局の審査について

　本件措置請求の事案である，市議会の自由民主党・

市民クラブの会派が発行した市政レポート（以下「本

件広報紙」という。）に係る作成，印刷，ポスティン

グ及び郵送等の本件支出については，施行規則第９条

の規定に基づき，議長から送付された領収証書（振込

金（兼手数料）受取書）の写しや，領収書等添付用紙

への補記内容等を基に，日付けの記載や会計年度区

分，宛名，使途等について確認を行うなど適正に外形

的審査を行ったものであり，市長の行為に違法，不当

な点はない。

　なお，請求人提出の本件広報紙については，前述の

とおり，会派において保管されるものであり，市長へ

の提出義務はない。

　この意見書中，「政務調査費」と「政務活動費」の二つの

名称があるが，これは，地方自治法の一部を改正する法律

（平成２４年法律第７２号）により，平成２５年３月１日か

ら政務調査費の名称が「政務活動費」に改正されたことによ

るものである。

３　監査対象事項

⑴�　本件は，政務活動費の使途基準を逸脱した違法又は不当

なものかどうか。

⑵�　市長は，違法又は不当に返還請求を怠っているかどう

か。

第４　監査の結果

１　事実関係の確認

　請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類，請求人の陳述，広島市長から提出された意見書及

び関係書類，広島市職員への聴き取り調査並びに関係人調査

により，次のとおり確認した。

⑴　政務活動費の制度内容

ア　政務活動費の交付

　政務活動費は，市議会の会派に対して，月額として所

属議員の数に３０万円を乗じて得た額に，一定の会派職

員雇用費を加算した額が交付されるものである（条例第
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　条例では，第４・１⑴イでみたように，政務活動費の

使途の一つとして広報費が定められており，それは会派

が行う政務活動についての市民への広報に要する経費と

規定されている。

　また，マニュアルでは，その具体的な使途例につい

て，広報紙，市政報告書及び市議会活動報告等の作成・

印刷経費，郵送等発送料，広報活動のため開催する会の

会場費，機材借上料，茶菓子代，広報活動のための会へ

の出席に伴う交通費，食糧費，ホームページ開設経費，

管理運営費とされている。

　さらに，議員に配布された法律相談記録の中では，議

員個人の広報紙発行に当たっては議員の宣伝とならない

よう，掲載する議員の顔写真の大きさなどにも注意すべ

きとの内容の記載があり，顔写真については，紙面の縦

横各５分の１にとどまれば，議員個人の宣伝が主目的で

はないと認められ，紙面全面について政務活動費を充当

することができるとされている。

⑵　市長への調査

ア�　市長（議会事務局）から次の書類の提出を受け，条

例，施行規則に基づき本件会派に対して平成２９年度政

務活動費３，５８４万８，７８１円が交付され，政務活動

費収支報告書，領収証書等により残金１４６万５，５１

２円の返還を受けていることを確認した。

・�平成２９年度の自由民主党・市民クラブの政務活動

費交付申請書

・�平成２９年度の自由民主党・市民クラブの政務活動

費交付決定通知書

・�平成２９年度の自由民主党・市民クラブの政務活動

費収支報告書

・�平成２９年度自由民主党・市民クラブの政務活動費

返還金の調定伺い

・�広島市議会自由民主党・市民クラブ市政レポートＶ

ｏｌ．１／２０１８に係る領収証書

イ�　関係職員への聴き取り調査を行ったところ，次の内容

の証言を得た。

　市長（議会事務局）では，送付された収支報告書及び

領収証書等の写しについて，収入金額及び支出金額の計

数確認を行うとともに，明らかに政務活動費に充当でき

ない支出がないかについて外形的審査を行っている。な

お，本件広報紙については市長への提出義務はなく，現

物確認は行っていない。

⑶　関係人への調査

ア�　地方自治法第１９９条第８項の規定により，関係人で

ある監査対象に係る会派（自由民主党・市民クラブ）の

代表者等に対して，本件広報紙に係る経理簿，見積書，

契約書，納品書，ポスティング・郵送履行確認書類，支

出伝票，領収証書等の提出を求めて，本件会派の政務活

動費に係る関係書類の調査を行うとともに，文書による

調査等を行った。

て，領収証書又は会派の代表者の支払証明書の写しを添

えて，当該年度終了後３０日以内に議長に提出し（条例

第９条第１項及び施行規則第８条），議長は，それらの

収支報告書及び証拠書類の写しを速やかに市長に送付

しなければならないこととされている（施行規則第９

条）。

　また，会派は，当該会派がその年度において交付を受

けた政務活動費の総額から，当該会派がその年度におい

て支出した政務活動費の総額を控除して残余がある場合

は，収支報告書の提出後速やかに，当該残額に相当する

額を市長に返還しなければならないとされている（条例

第９条第３項）。

　これは，政務活動費が年度を越えて余れば不当利得と

なり，そのことを明確にしたものと解されている（平成

３０年１１月１６日最高裁判決）。

エ　政務活動費の経理等

　会派は，所属議員のうちから経理責任者を選任しなけ

ればならず（条例第８条），また，交付を受けた政務活

動費の保管状況を明確にするとともに，その経理は以下

のとおり行うものとされている（施行規則第１０条）。

ア�　政務活動費の支出の決定は，会派の代表者が行うこ

と。

イ�　経理責任者は，会派の代表者が発行する所定の収入

支出伝票により出納を行うこと。

ウ�　政務活動費を支出したときは，領収証書を徴するこ

と。ただし，領収証書を徴し得ないものについては，

会派の代表者の支払証明書をもって代えることができ

る。

エ�　政務活動費の出納のみを行う預金口座及び経理簿を

備えること。

　さらに，会派は収入支出伝票，領収証書等政務活動費

の収入及び支出に関する証拠書類並びに経理簿収支報告

書の提出期限の日から起算して５年を経過する日まで保

存しなければならないとされている（施行規則第１０条

第２項）。

オ　マニュアル等

　市議会は，政務活動費（平成２５年３月１日前は，政

務調査費）の使途に当たっての判断基準とするため，基

本的留意事項，不適切な事例，具体的な使途例等を記載

したマニュアルを平成１９年６月２１日に策定して，以

後裁判例等をみながら数次にわたって改定を重ねてきて

いる。

　また，政務活動費の適切な運用に疑義が生じた際実施

した弁護士への法律相談の平成２０年度以降の内容をま

とめた「政務活動費に関する法律相談記録」（以下「法

律相談記録」という。）を平成２１年４月に議会事務局

において作成の上，市議会各会派に配布し，以後，その

内容を追加・編集の上，各会派に配布している。

カ　広報費について
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　この点に関して，議員個人の広報紙の発行に関し，氏名

や顔写真などを掲載する場合にその作成・印刷経費全額に

ついて政務活動費を充当することが許されるか否かについ

ては，市政に関する記事（文字・写真）及びそれらに関す

る議員個人の意見が紙面の大部分を占める場合は，政務活

動費から全額支出することができるが，議員個人の氏名や

顔写真の掲載については議員個人の宣伝という面もあるた

め，氏名が題字の大きさと同じ程度にとどまり，顔写真も

紙面の縦横各５分の１にとどまれば，議員個人の宣伝が主

目的ではないと認められ，紙面全面について政務活動費を

充当することができる旨の弁護士の見解が示され，これが

法律相談記録の一つとして各会派に配布され，政務活動費

の使途基準の一つとして認識されている。

　広報紙における議員の氏名や顔写真などの掲載について

示されたこの見解は，その内容から，平成２２年１１月５

日東京高裁判決を基に示された見解であると認められる

が，その後の裁判例でもこうした点を争点とするものが多

くある。

　最近の裁判例である平成３０年３月２７日大阪高裁判決

をみても，その概略としては，政党活動，選挙活動及び後

援会活動そのものを具現化するようなものは政務活動費を

充当することができないが，それら以外で，議員が行う県

政の政策等に関わる情報とはいえない記事や写真について

は，その内容や大きさ，配置からみて，当該情報との合理

的な関連性を有することが明らかな場合などであれば当該

情報の一部を構成するものとして按分を要せず政務活動費

を充てることができ，また，議員のプロフィールも当該情

報の発信者を説明するものとして相当な範囲に収まり，当

該情報との合理的な関連性があると認識できる限度におい

ては同様と解されるとされている。

　そこで，これら法律相談記録や裁判例を基に，本件広報

紙の個々の掲載事項について，その内容や大きさ，配置か

らみた上で，政務活動費の充当の適否（按分の要否）を検

討する必要がある。

⑵　本件広報紙の掲載内容

　本件広報紙は，Ｄ３版二つ折りで，表紙のある面には，

右半分に①市政レポートの標題，会派のロゴ等，②議会制

度の紹介記事が，左半分に③市の平成３０年度予算の概要

記事，④会派の取り組む市政トピックス記事が掲載されて

おり，その裏面には見開きで，議員個々に，⑤議員の氏

名，⑥議員の顔写真，⑦議員の当選回数及び役職，⑧市政

ビジョン，⑨政策・主な提言，⑩座右の銘が会派所属議員

１３人分と，中央部に⑪会派の取組姿勢及びロゴが掲載さ

れている。

⑶　本件広報紙の検討

ア　表紙のある面について

　この面については，会派として取り組んでいる政務活

動の概要を記載する④の記事と，これを理解する上で前

提となる②及び③の記事や情報発信者の説明となる①の

イ　その結果，次のとおり確認された。

ア�　ホームページで公開されている見積書の「自由民主

党・市民クラブ合同広報資料」が本件広報紙と同一の

ものであることが確認された。

イ�　本件広報紙がマニュアルに従って保管されているこ

とが確認された。

ウ�　ポスティング・郵送について受注業者の報告書によ

り履行確認されていることが確認された。

エ�　本件広報紙を作成するに当たりマニュアル及び法律

相談記録に照らして政務活動費の対象以外の広報・選

挙活動に該当する部分がないか検討したかどうか確認

したところ，顔写真の縦横それぞれの寸法について１

人分であれば全長の５分の１であり，顔写真の面積に

ついては１３人分の顔写真の面積の合計が紙面全体の

面積の５分の１になるように検討した旨回答があっ

た。

オ�　なお，見積書が徴取された平成３０年３月１９日の

すぐ翌日の同月２０日に支払いがされていることにつ

いて本件会派の経理担当者に確認したところ，同年２

月から３月にかけて既に準備段階として業者と打ち合

わせをしていたとのことであり，実際に平成３０年２

月以降に発行部数検討のため数回見積りを徴取したこ

とや原稿の打ち合わせなど，受注業者とやりとりをし

ていたことが確認された。

２　判断

　請求人は，平成２９年度の政務活動費を充当して発行した

本件広報紙において，顔写真等が政務活動費の使途基準を超

えていると主張しているものと認められることから以下検討

する。

⑴　広報紙の政務活動費の充当の適否に関する考え方

　本市では，政務活動費について，条例及び施行規則のほ

か，使途基準の明確化を図るため議会において作成された

マニュアルに準拠しながら，運用が図られている。

　マニュアルでは，本件のような，条例に規定された政務

活動費の使途の一つである広報費を充てて会派の広報紙を

作成・印刷等をすることについては，広報費の例示の一つ

として認められている。

　一方で，このマニュアルでは，「政務活動費の支出に当

たっての基本的留意事項」として政務活動の目的が市行政

と関連性を有することや政務活動費の各支出が政務活動の

目的からみて合理性，必要性を有していることなどが示さ

れるとともに，議員の活動には政務活動以外にも，選挙活

動，政党活動など様々な面を持っており，その境界が必ず

しも明確でないとの認識の下，このように政務活動費とし

て支出すべき実額の範囲が困難な場合は，使用する量，面

積及び時間などの実績又は実情を考慮した合理的な按分に

よる算定方法により政務活動費を支出する額を算定するも

のとされている。
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ついて，市長は按分して算定し，本件会派に対し，その相当

額を広島市へ返還するよう請求すべきである。

第５　勧告

　本件措置請求については理由があるものと判断し，地方自治

法第２４２条第４項の規定に基づき，市長に次のとおり勧告す

る。

　広島市は，本件会派が政務活動費を充当した本件広報紙のう

ち政務活動費の充当は適当でない議員の顔写真及び座右の銘に

係る部分に相当する額を按分して算定し，その額について本件

会派に対し不当利得返還請求をすること。

　なお，本勧告に対する措置の期限は，令和元年１１月２０日

までとし，地方自治法第２４２条第９項の規定に基づき，措置

期限までに講じた措置の状況について，同月２７日までに監査

委員に通知されたい。

第６　意見

　今回の政務活動費に係る監査を通じ，その適正な運用につい

て，以下のとおり意見を述べる。

　政務活動費の適正な使用については，市長の意見書で引用さ

れた最高裁判例で示されたとおり，議会と執行機関との抑制と

均衡の理念に鑑み，議会（各会派）の自律が期待されており，

個々の必要性については議員の合理的判断にゆだねられる部分

がある。市議会ではこれを踏まえ，政務活動費の運用マニュア

ルを作成している。

　一方，議員や会派の広報紙作成に政務活動費を充てたことを

争点とした近年の裁判例をみると，写真等の単なる大きさだけ

でなく，その内容の意義や適正性をもって政務活動費を充てる

ことの可否が判断されている。

　そうした中，政務活動費の適正な使用を議会において自律的

に担保するためには，支出する際の基準が社会的に妥当なもの

であるかどうかを確認することが必要と考えられる。上記政務

活動費の性格上，支出に当たって明らかに充当できないものが

ないかなど外形的審査しか行われていない状況であるが，他都

市の動向や直近の裁判例等について情報の把握に努めるなど，

予算の適正な執行を図られたい。

　公金である政務活動費には，全国的にも従前から住民の厳し

い目が注がれており，住民訴訟においても多くの返還事例が発

生している。本市においても政務活動費の使途について市民に

誤解を招くことのないよう不断の努力を望むものである。

記事で構成されており，全体として政務活動に関わる記

事ということができる。

イ　見開きの面（アの面の裏面）について

　各議員の紹介記事が多く占めているこの面について，

個々にみてみると，

ア�　⑤議員の氏名については，題字と同じ程度にとど

まっており，直ちに政務活動費の使途基準を超えたも

のとはいえず，また，⑦議員の当選回数及び役職につ

いても，広報紙の発行者である会派の紹介として，そ

の会派を構成する議員個々のプロフィールを掲載する

もので，内容，大きさともに相当の範囲内にあると認

められる。

イ�　また，⑧市政ビジョン及び⑨政策・主な提言につい

ても，議員ごとの政務活動に取り組む視点を要約列記

したものととらえることができ，政務活動に関する記

事と認められる。

ウ�　さらに，⑪会派の取組姿勢及びロゴについても，そ

の配置位置や大きさから，会派の紹介として相当の範

囲にとどまっているものと認められ，直ちに政務活動

費の使途基準を超えたものとはいえない。

エ�　一方で，⑥議員の顔写真については，各人の顔が

アップでカラーにより撮影されたものであり，その内

容が政務活動中の写真でもなく，その大きさも一人一

人でみれば紙面の縦横５分の１にとどまっているもの

の，この紙面全面をみたときイで認められた政務活動

に関する記事より１３人の顔写真が大きく目立つよう

に配置されていると認められることから，広報紙の発

行者の説明という意味合いを超え，個々の議員の紹

介・宣伝の効果を目的としたものと認めざるを得ず，

この部分全部について政務活動費を充当することは適

当ではない。

オ�　同様に，⑩座右の銘についても，広報紙の発行者を

構成する議員の紹介というより，個々の議員の政治信

条の類としてその紹介・宣伝であると認めざるを得

ず，この部分についても政務活動費を充当することは

適当ではない。

ウ�　以上みてきたように，本件広報紙に掲載された記事等

のうち，少なくとも⑥議員の顔写真及び⑩座右の銘につ

いては，政務活動費対象外部分として，政務活動費を充

当することは適当ではない。

３　結論

　以上のことから，本件会派が，政務活動費対象外部分（⑥

議員の顔写真及び⑩座右の銘に相当する部分）を含む本件広

報紙の作成・印刷・配布等の経費全額について政務活動費を

充当したことは適当でない。

　したがって，本件会派が本件広報紙の作成・印刷・配布等

の経費全額に充当した政務活動費のうち，政務活動費の充当

は適当でないとした作成・印刷経費及び配布・送料相当額に




