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〇区物品出納員の事務の委任（安佐南区）� 41

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 41

〇吉山緑ヶ丘町内会の告示事項の変更（安佐�

南区）� 41

〇下城ハイツ町内会の告示事項の変更（安佐�

南区）� 41

〇瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更（安�

佐南区）� 41

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 42

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 42

〇広島市安佐北区地域福祉センター及び広島

市可部福祉センターの使用料の収納事務の

委託（安佐北区）� 42

〇広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事

務の委託（安佐北区）� 42

〇区出納員の事務の一部委任（安佐北区）� 42

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変

更（安佐北区）　２件� 42

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

佐北区）� 43

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 43

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 43

〇広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広

島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の

収納事務の委託（安芸区）� 43

〇広島市矢野福祉センターの使用料の収納事

務の委託（安芸区）� 43

〇瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用

料収納事務の委託（安芸区）� 43

〇道路の供用開始（安芸区）� 44

〇放置自転車等の撤去（安芸区）� 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 44

〇区出納員の事務の一部委任（安芸区）　５�

件� 44

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）� 45

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 45

〇寺屋敷団地自治会の告示事項の変更（安芸�

区）� 46

〇コモンライフ中野自治会の告示事項の変更�

（安芸区）� 46

〇宮ノ下町内会の告示事項の変更（安芸区）� 46

〇広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の

収納事務の委託（佐伯区）� 46

〇広島市石内福祉センターの使用料の収納事

務の委託（佐伯区）� 46

〇佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使

用料収納事務の委託（佐伯区）� 46

〇都市公園の設置（佐伯区）� 46

〇広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老

人いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの

家さつき荘，広島市老人いこいの家八幡

荘，広島市老人いこいの家倉重荘，広島市

老人いこいの家中央荘，広島市老人いこい

の家五日市荘，広島市老人いこいの家楽々

荘，広島市老人いこいの家美隅荘の使用料

の収納事務の委託（佐伯区）� 47

〇広島市老人いこいの家坪井壮の使用料の収

納事務の委託（佐伯区）� 47

〇五月が丘一丁目町内会の告示事項の変更�

（佐伯区）� 47

〇五月が丘二丁目町内会の告示事項の変更�
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（佐伯区）� 47

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 47

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 48

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 48

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　３件� 48

〇道路の区域変更（佐伯区）� 48

〇道路の供用開始（佐伯区）� 48

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 49

〇区出納員の事務の一部委任（佐伯区）　３�

件� 49

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（佐伯区）� 49

　　　　　区　　告　　示

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（中区）

　２件� 50

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（安芸�

区）　２件� 51

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（佐伯�

区）　２件� 52

　　　　　区 選 管 告 示

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（東区）� 53

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（東�

区）� 53

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（南区）� 53

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（南�

区）� 53

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（西区）� 53

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（西�

区）� 53

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（安佐南�

区）� 54

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（安�

佐南区）� 54

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（安佐北�

区）� 54

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（安�

佐北区）� 54

〇公職選挙法による平成３１年度における選

挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（佐伯区）� 54

〇公職選挙法による平成３１年度における在

外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表（佐�

伯区）� 54

　　　　　人事委員会規則

〇会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関

する規則（第７号）� 54

〇初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則

の一部を改正する規則（第８号）� 57

〇管理職員等の範囲を定める規則の一部を改

正する規則（第９号）� 58

　　　　　教育委員会規則

〇広島市教育委員会事務決裁規則の一部を改

正する規則（第９号）� 58

〇広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の

一部を改正する規則（第１０号）� 58

　　　　　教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 59

○令和２年４月８日付け広島市教育委員会告

示第９号で告示した広島市教育委員会議

（定例会）の議題追加� 59

〇学校運営協議会の設置� 59

　　　　　監　査　公　表

○広島市監査基準の公表� 59

○監査の結果（指摘事項）に対する措置の内�

容の公表� 61

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表� 62

　　　　　監　査　告　示

○地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２５２条の３２第２項の規定による告示� 63
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広島市告示第１４１号

令和２年４月１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
保護決定通知書 生活課専用福祉事務所長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４２号

令和２年４月１日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規

定に基づき，固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産（土地，家屋及び償却資産）の令和２年度の価格等の全

てを登録しました。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４３号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり

委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４４号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における

刊行物売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

広島市長　　松　井　一　實

条 例 告 示
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令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４８号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区八丁堀２番３１号

東宝ビル管理株式会社　中国支社

支社長　古谷　信司

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４９号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人　広島市社会福祉事業団

代表者　理事長　松井　一實

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５０号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

公益財団法人広島市産業振興センター

代表者　理事長　住田　雄二

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５１号

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４５号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物

売払収入に係る収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４６号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

池袋ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４７号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市江波山気象館，広島市郷土資料館及び

広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城，広

島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に

係る収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

２　委託した期間
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項の規定に基づき，計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第

１項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので，同令第１５

８条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区丹那町４番１２号

一般社団法人　広島県計量協会

会長　山本　和彦

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５４号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり

委託したので，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　委託を受けた者　

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

公益財団法人広島市スポーツ協会

代表者　会長　野坂　文雄

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５５号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島港さん橋の入場料（定期券に係る入場料

を除く。）の徴収事務を次のとおり委託したので，同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号

宇品海運株式会社

代表取締役　塩本　廣文

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５６号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により

告示します。

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市留学生会館の使用料（交流施設に係る

使用料に限る。）の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定に基づき告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松川町５番９号

株式会社オオケン

代表者　代表取締役　大中　恒男

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５２号

令和２年４月１日

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条に規定する特定計量

器の定期検査を，次のとおり実施するので，同法第２１条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　実施区域及び実施期日

⑴　非自動はかりでひょう量が２トン以下のもの，分銅及びお

もり

安佐北区　　�令和２年　５月７日から令和３年３月３１日ま

で

安佐南区　　�令和２年　７月１日から令和３年３月３１日ま

で

佐伯区　　　�令和２年１０月１日から令和３年３月３１日ま

で

西区　　　　�令和２年１２月１日から令和３年３月３１日ま

で

　（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。）

⑵　非自動はかりでひょう量が２トンを超えるもの

　安佐北区，安佐南区，佐伯区及び西区　令和２年１１月１

６日から令和３年３月３１日まで

　（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休日

を除く。）

２　実施場所

特定計量器の所在場所

　ただし，特段の理由がある場合にあっては，広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

３　定期検査を実施する者

広島市指定定期検査機関　一般社団法人広島県計量協会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５３号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―９―

１　委託を受けた者

広島市南区松原町９番１号

広島駅南口開発株式会社

代表取締役社長　若林　健祐

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６０号

令和２年４月１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。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 適応災害

広島刑務所 広島市中区吉島町１３
－１１４ 高潮（２階以上）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６１号

令和２年４月１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２年４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
もみじ福祉会

もみじヘルパ
ーステーショ
ン夢トピア

広島市中区吉
島西二丁目３
番２０号

訪問介護

合同会社未来
夢 みらいむケア

広島市東区光
町二丁目９
番２４号広島
ロードビル２
０１号室

訪問介護

スマイリーこ
こあ株式会社

スマイリーこ
こあ

広島市西区都
町9番３号ハ
イツ達川１階

訪問介護

株式会社Ｋ＆
Ｇ

Ｈａｋｕａｉ
訪問介護

広島市西区山
手町２０番１
５号

訪問介護

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンリハビ
リ訪問看護ス
テーション

広島市西区庚
午中四丁目１
５番３５号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

合同会社アル
ファ

訪問看護ステ
ーションアル
ファ矢野

広島市安芸区
矢野南五丁目
１６番２０号
５０６号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

社会福祉法人 訪問看護ステ
広島市佐伯区
五日市町皆賀 訪問看護及び介

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区三條町一丁目１番１号

広島内外美装株式会社

代表取締役　梶谷　邦治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５７号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋の係船料，入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務，広島市草津岸壁の係船料，荷さばき所

使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務，広島港さん橋，似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託

したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

　代表者　理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５８号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区南蟹屋二丁目３番１号

株式会社広島東洋カープ

代表取締役社長　松田　元

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５９号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實



広　　島　　市　　報 令和２年５月２９日第１０８０号　―１０―

スマイリーこ
こあ株式会社

スマイリーこ
こあ

広島市西区都
町9番３号ハ
イツ達川１階

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社Ｋ＆
Ｇ

Ｈａｋｕａｉ
訪問介護

広島市西区山
手町２０番１
５号

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６４号

令和２年４月１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２年４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ｙａ
ｓａｓｈｉｏ

三ツ星ケアプ
ランオフィス

広島市中区堺
町一丁目５番
７号鉄橋堂ビ
ル３０２号

居宅介護支援

スマイリーこ
こあ株式会社 ここあ

広島市西区都
町9番３号ハ
イツ達川１階

居宅介護支援

医療法人社団
伯瑛会

のぞみ整形外
科ヒロシマ居
宅介護支援事
業所

広島市佐伯区
利松三丁目６
番３０号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６５号

令和２年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規

定により，次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で，同法第１１４条の７第１号の規定により告示します。

許可年月日　令和２年４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

医療法人和同
会

広島シーサイ
ド病院介護医
療院

広島市南区元
宇品町２６番
２０号

介護医療院

医療法人社団
玉章会

力田病院すず
がみね介護医
療院

広島市西区鈴
が峰町１４番
２０号

介護医療院

医療法人和同
会

広島グリーン
ヒル病院介護
医療院

広島市佐伯区
五日市町下河
内１８８番地
の６

介護医療院

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６６号

令和２年４月１日

三篠会 ーション鈴が
峰

１０４番地２
７

護予防訪問看護

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンメディ
カル

広島市西区庚
午中四丁目１
５番３５号

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンメディ
カル

広島市西区庚
午中四丁目１
５番３５号

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６２号

令和２年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４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

及び指定地域密着型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７８条の１１第１号及び第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

指定年月日　令和２年４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
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬ訪問サ
ービス舟入２
４

広島市中区舟
入南一丁目８
番８号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

生活協同組合
ひろしま

コープ小規模
多機能・田方

広島市西区田
方一丁目２０
番２１－２２
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

生活協同組合
ひろしま

コープグルー
プホーム・田
方

広島市西区田
方一丁目２０
番２１－２２
号

認知症対応型共
同生活介護及び
介護予防認知症
対応型共同生活
介護

医療法人社団
恵正会

看護小規模多
機能ホームや
すらぎ

広島市安佐北
区可部五丁目
９番３号

看護小規模多機
能型居宅介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６３号

令和２年４月１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２年４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

合同会社未来
夢 みらいむケア

広島市東区光
町二丁目９
番２４号広島
ロードビル２
０１号室

訪問介護サービ
ス



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―１１―

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃

棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業

廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したの

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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７０号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したの

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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７１号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので，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　委託した者

⑴　コンビニエンスストア

業者名 所在地 代表者
㈱セブン－イレ
ブン・ジャパン

東京都千代田区二番町
８－８

代表取締役　永松　
文彦

㈱ポプラ 広島市安佐北区安佐町
大字久地６６５－１

代表取締役社長　目
黒　俊治

山崎製パン㈱ 東京都千代田区岩本町
三丁目１０－１

デイリーヤマザキ事
業統括本部長　植田�
　一裕

㈱ローソン　営
業本部中四国営
業部

岡山県岡山市北区磨屋
町１０－１２

営業部長　小畑　紀
之

㈱ファミリーマ
ート

東京都港区芝浦三丁目
１－２１

代表取締役社長　澤
田　貴司

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき，令和２年度広島市

一般廃棄物処理実施計画（令和２年度一般廃棄物（ごみ）処理実

施計画及び生活排水処理実施計画）を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６７号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の

とおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

３　委託した区域

　広島市の区域のうち，東区の福田町，福田一丁目，福田二丁

目，福田三丁目，福田四丁目，福田五丁目，福田六丁目，福田

七丁目，福田八丁目，馬木町，馬木一丁目，馬木二丁目，馬木

三丁目，馬木四丁目，馬木五丁目，馬木六丁目，馬木七丁目，

馬木八丁目，馬木九丁目，温品町，温品一丁目，温品二丁目，

温品三丁目，温品四丁目，温品五丁目，温品六丁目，温品七丁

目，温品八丁目，上温品一丁目，上温品二丁目，上温品三丁目

及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６８号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６９号

令和２年４月１日
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２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７２号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

別紙のとおり

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７３号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市総合福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松原町５番１号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

会長　永野　正雄

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７４号

令和２年４月１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２７第２

項の規定により，包括外部監査契約を締結したので，同法第２５

２条の３６第６項の規定により，次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　包括外部監査契約の期間の始期

令和２年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

基本費用並びに執務費用及び実費とする。

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名　中川　和之

住所　広島県廿日市市宮島口東一丁目７番１１号

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払方法

⑵　スーパーマーケット

業者名 所在地 代表者

㈱イズミ 広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役　山西　
泰明

マックスバリュ
西日本㈱

広島市南区段原南一丁
目３－５２

代表取締役　平尾　
健一

イオンリテール
㈱　イオンみゆ
き店

広島市南区宇品御幸一
丁目９－１２ 店長　石川　いずみ

㈱スパーク 広島市西区商工セン
ター二丁目１７－３７

代表取締役　長崎　
清忠

㈱フジ 愛媛県松山市宮西一丁
目２－１

代表取締役　山口　
普

㈱藤三 広島県呉市広本町三丁
目１２－２６

代表取締役　藤村　
重造

㈱万惣 広島市佐伯区石内上一
丁目８－１

代表取締役　山本　
誠

㈱ユアーズ 広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役社長　根
石　紀雄

㈱フレスタ 広島市西区横川町三丁
目２－３６

代表取締役社長　宗
兼　邦生

㈱サンリブ
福岡県北九州市小倉南
区上葛原二丁目１４－
１

代表取締役　佐藤　
秀晴

㈱Ａコープ西日
本

広島市西区草津港二丁
目６－５０

代表取締役社長　草
場　浩

㈱フジマート 広島県廿日市市阿品台
三丁目２－１

代表取締役　永井　
信章

㈱デイ・リンク 広島市中区吉島西一丁
目１４－６

代表取締役　川口　
護

西條商事㈱ 広島県東広島市西条土
与丸二丁目６－４９

代表取締役　蔵田　
至

⑶　地区商工会

業者名 所在地 代表者

高陽町商工会 広島市安佐北区深川五
丁目２１－２１ 会長　水口　弘士

⑷　協同組合

業者名 所在地 代表者
生活協同組合ひ
ろしま

広島市西区草津港二丁
目８－４２ 理事長　惠木　尚

広島市農業協同
組合

広島市安佐南区中筋三
丁目２６－１６

代表理事組合長　吉
川　清二

⑸　一般商店等

業者名 所在地 代表者

今井商店 広島市南区似島町字家
下４０１ 代表者　今井　忠則

㈲沖野商店 広島市南区似島町字家
下甲１－１

代表取締役　沖野　
紘憲

沖野商店 広島市南区似島町字大
黄２６５７－５ 沖野　武志

山田商店 広島市南区似島町家下
１６１－１ 代表者　山田　芳子

部村　豪 広島市南区宇品町金輪
島３５９ 部村　豪

合人社シティサ
ービス㈱

広島市中区袋町４－３
１

代表取締役　福原　
祥二
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令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属

設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７９号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８０号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市男女共同参画推進センター使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区白島北町１８番２－６０１号

男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

　特定非営利活動法人男女共同参画ひろしま　代表理事　信政�

　ちえ子

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８１号

令和２年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第３０条の１１第１項の確認をしましたので，同法第５

契約の定めるところによる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７５号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市永安館，広島市可部火葬場，広島市湯

来火葬場，広島市五日市火葬場，広島市西風館及び広島市高天原

納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２

項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区袋町４番３１号

まごころサービスグループ（合人社計画研究所・日本斎苑）

代表者　株式会社合人社計画研究所

　　　　代表取締役　福井　滋

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７６号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人　広島市都市整備公社

代表者　理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７７号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用料の収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　北吉　孝行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７８号
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(学)田中学園 ひとみ幼稚園 安佐南区長束四
丁目８番８号 幼稚園

(学)善徳学園 善徳寺幼稚園
安佐北区深川二
丁目１９番３４
号

幼稚園

確認年月日　　令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８３号

令和２年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２９条第１項の確認をしましたので，同法第５３条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 事業の種類
パーソンフォ
ーチュン(同)

シシィ保育園
舟入園

中区舟入幸町２
２番１１号

小規模保育事
業Ａ型

さくらグルー
プ(株)

さくら保育園
祇園

安佐南区祇園八
丁目４番２２号

小規模保育事
業Ａ型

(株)悠結
おうち保育す
まいる第二園
舎

安芸区瀬野一丁
目４番１号

小規模保育事
業Ａ型

(一社)あおぞ
ら会

スカイブルー
プリスクール

佐伯区石内北一
丁目２２番１号

小規模保育事
業Ａ型

確認年月日　　令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８４号

令和２年４月１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき，別紙のとおり令和２年度の賦課対象区域を

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８５号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央勤労青少年ホーム，広島市安佐勤

労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

代表者　理事長　北吉　孝行

２　委託した期間

８条の１１第１号の規定により公示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　子ども・子育て支援施設等の種類

　児童福祉法第５９条の２第１項に規定する認可外保育施設

（第７条第１０項第４号関係）

　認定こども園又は幼稚園において行われる預かり保育事業

（第７条第１０項第５号関係）

　児童福祉法第６条の３第７項に規定する一時預かり事業（第

７条第１０項第６号関係）

２　特定子ども・子育て支援提供者の名称，提供する施設又は事

業所の名称及び所在地

別紙のとおり

３　確認年月日

令和２年４月１日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８２号

令和２年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項の確認をしましたので，同法第４１条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 施設の種類
(有)リラック
ス

かがやき保育
園

中区舟入本町７
番２９号 保育所

(学)古沢学園
広島都市学園
大学附属保育
園

南区宇品西五丁
目１３番１８号 保育所

(株)ＨＯＰＰ
Ａ

京進のほいく
えんＨＯＰＰ
Ａｍｙｃｋｅ
ｔにしはら

安佐南区西原一
丁目１６番１５
号

保育所

(学)浄玄寺学
園

認定こども園
光輪幼稚園

安佐南区東原三
丁目２４番１号

幼保連携型認
定こども園

(福)りじょう
福祉会

りじょう認定
こども園

安佐南区大町東
三丁目１２番３
０号

幼保連携型認
定こども園

(福)鈴張福祉
会 鈴張こども園

安佐北区安佐町
鈴張１９６５番
地

幼保連携型認
定こども園

(株)くうねあ 認定こども園
くすの木祇園

安佐南区祇園八
丁目４－２－１
２

保育所型認定
こども園

サンタクロー
ススクールジ
ャパン(株)

リトルニュー
トン八木認定
こども園

安佐南区川内六
丁目２６番１９
号

保育所型認定
こども園

(福)広島愛育
会

五日市すみれ
こども園

佐伯区八幡東二
丁目７番８号

保育所型認定
こども園

(学)広島聖公
会学園

認定こども園
聖モニカ幼稚
園

西区井口鈴が台
三丁目１７番２
１号

幼稚園型認定
こども園

(学)微妙学園 みみょう幼稚
園

南区段原南一丁
目５番３号 幼稚園



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―１５―

広島市告示第１８９号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９０号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

広島県ビルメンテナンス協同組合

理事長　澤田　英治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９１号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金の還付事務

を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９２号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金の還付事務

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８６号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，家畜人工授精料，家畜繁殖障害除去診療手数

料，家畜無血去勢手数料，家畜除角手数料及び農産物売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

公益財団法人　広島市農林水産振興センター

代表者　理事長　品川　弘司

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８７号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市湯来農村環境改善センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市佐伯区湯来町大字麦谷２５０１番地

広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

代表者　会長　品川　国彦

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８８号

令和２年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等保管所における自転車等の撤

去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐

車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次の

とおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区西白島町２３番９号

公益社団法人広島市シルバー人材センター

理事長　山㟢　昌弘

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



広　　島　　市　　報 令和２年５月２９日第１０８０号　―１６―

　東京都港区六本木７丁目１７番２２号　秀和六本木レジデン

ス６１０号室

　弁護士法人ブレインハート法律事務所　代表社員　菅野　晴

隆

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９５号

令和２年４月２日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

呉市中通一丁目３番１６号

株式会社エムケイ興産

代表者　代表取締役　宮下　佳昌

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９６号

令和２年４月３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

広島市南区堀越二丁目の６０番１の一部，６０番２の一部，

３４３番２の一部，３９２番１の一部，３９２番２の一部及

び３９２番３の一部

２　開発面積

１，６９６．２４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市南区堀越二丁目５番２２号

後藤建設株式会社

代表取締役　後藤　直親

４　検査済証交付年月日

令和２年４月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９７号

令和２年４月３日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課及び安佐南区役所農林建設部

農林課において，下記のとおり一般の縦覧に供します。

を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

広島県ビルメンテナンス協同組合

理事長　澤田　英治

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和２年６月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９３号

令和２年４月１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。

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

⑴　名称　株式会社クレディセゾン

代表者の氏名　代表取締役社長　山下　昌宏

　主たる事務所の所在地　東京都豊島区東池袋三丁目１番１

号

⑵　名称　株式会社中国しんきんカード

代表者の氏名　代表取締役社長　武田　龍雄

主たる事務所の所在地　広島市中区立町１番２４号

⑶　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

⑷　名称　ＧＭＯペイメントゲートウェイ株式会社

代表者の氏名　代表取締役社長　相浦　一成

　主たる事務所の所在地　東京都渋谷区道玄坂一丁目２番３

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２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９４号

令和２年４月２日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収

等業務の収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―１７―

２，７７７．３０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区山田町３３８番地

佐伯スミエ

４　検査済証交付年月日

令和２年４月８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０１号

令和２年４月９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

さくま泌尿器
科

広島市中区鉄砲
町９－１０湯浅
ビル５階

令和２年３月
１日

令和８年２月
２８日

V I S I O N�
PLUS� EYE�
CLINIC

広島市南区西霞
町３－３２

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

岡崎歯科口腔
外科

広島市南区段原
日出一丁目１５
－１３段原スク
エアビル３階

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

新田小児科医
院

広島市西区横川
町三丁目９－１
４

令和２年２月
２４日

令和８年２月
２３日

北本歯科医院 広島市西区古江
新町３－４

令和２年１月
９日

令和８年１月
８日

祇園すやま眼
科クリニック

広島市安佐南区
山本三丁目１－
１０

令和２年３月
１日

令和８年２月
２８日

たんぽぽ小児
歯科

広島市安佐南区
祇園三丁目２１
－２６

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

アプローチ訪
問看護ステー
ション

広島市安芸区矢
野東四丁目５－
５－１０１

令和２年３月
１日

令和８年２月
２８日

かわい皮ふ科
クリニック

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５－３０１

令和２年４月
１日

令和８年３月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０２号

令和２年４月９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）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，次に掲げる指定医療機関

から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

記

縦覧日及び縦覧時間

　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，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９８号

令和２年４月３日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

委託先及び委託期間

１　委託先　　東京都千代田区一番町２５番地

　　　　　　　地方公共団体情報システム機構

　　　　　　　理事長　吉本　和彦

２　委託期間　令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９９号

令和２年４月７日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区中島町１番２号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長　小泉　崇

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２００号

令和２年４月８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

広島市西区山田町の３１番２１，３１番２５，３１番２６，

３１番３６，３１番３９，３１番４５，３１番５０，３１番

５３，３１番５４，３１番５５及び３１番５７

２　開発面積
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広島市告示第２０６号

令和２年４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　広島新幹線名店街（西区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町１番２号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

（変更後）

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町１番２号

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

（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　大規模小売店舗を設置する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

令和元年１０月２日

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

令和２年２月２５日

５　届出年月日

令和２年３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２年４月１３日から同年８月１３日まで。ただし，日

曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日を除く。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる指定医療機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０３号

令和２年４月９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
幟町訪問看護ステー
ション

広島市中区幟町６－２５
－４０１サン幟町

平成３０年１
１月１９日

やまびこ居宅介護支
援事業所

広島市中区上八丁堀８－
１０

令和元年１２
月１日

やまびこ訪問介護事
業所

広島市中区上八丁堀８－
１０

令和元年１２
月１日

中村内科医院 広島市佐伯区美鈴が丘西
一丁目１－１

令和元年９月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０４号

令和２年４月９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

次に掲げる指定介護機関　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０５号

令和２年４月９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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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合計 ２００台
届出台数 ７３台

※�駐輪場総収容台数２００台の内７３台を来客用の届出台数

とする。

４　変更年月日

令和２年４月８日

５　届出年月日

令和２年４月８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２年４月１３日から令和２年８月１３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８月１３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２０８号

令和２年４月１３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，財政局北部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局北部市税事務所安佐北税務室

室長　野村　孝之

令和２年４月１日

２　委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局北部市税事務所安佐北税務室

室長　飯冨　浩子

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８月１３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２０７号

令和２年４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　フレスタ横川店

⑵　所在地　広島市西区横川町三丁目２番１５ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

①駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）

位置 収容台数
建物南東側 ６９台
建物南側 ６台
建物北西側 ４７台

合計 １２２台
届出台数 ７３台

※�駐輪場総収容台数１２２台の内７３台を来客用の届出台数

とする。

（変更後）
位置 収容台数

建物東側 ７８台
建物南東側 ６９台
建物南側 ６台
建物北西側 ４７台
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主任　　　岩本　登志子　　主事　　　三登　えりか

課長補佐　佐々木　直彦　　主事　　　中島　敬

主査　　　沖中　康祐　　　主事　　　渡辺　千晶

主事　　　小田　康二　　　主事　　　末長　泉美

主事　　　矢野　宏明

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条第２３号，第２４号に規定する手数料（青崎連絡所の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１０号

令和２年４月１４日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及

び第１１５条の１５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及び指定地域密着型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条の１１第２号及び第

１１５条の２０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２１１号

令和２年４月１４日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項に基づき，寄附金の収納事務を次のとおり委託したので，同条

第２項の規定に基づき告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都目黒区青葉台三丁目６番２８号

株式会社トラストバンク

代表取締役　川村　憲一

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

令和２年４月１４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。

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　株式会社トラストバンク

令和２年３月３１日

３　委任又は委任の解除をした事務

　財政局北部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局北部市税事務所安佐北税務室において取り扱うものに限

る。）

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

⑸　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑹　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑺　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑻　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽　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の収納

⑾　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

⑿　寄附金の収納

⒀　下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金（以下「下

水道事業受益者負担金等」という。）並びにこれに係る延滞

金及び滞納処分による収納金の収納

⒀　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

⒁　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条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０９号

令和２年４月１３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，財政局中央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

青崎連絡所

主任　　　信部　佳代子　　主事　　　酒井　祐介
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令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１５号

令和２年４月１５日

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第３３条の７第１項の規定による応急入院指定病院と

して，次のとおり指定します。

広島市長　　松　井　一　實

１　応急入院指定病院

病院名 所在地
応急入院者等に対する診
療応需態勢及び病床を確
保する日

広島第一病院 広島市東区戸坂南二
丁目９番１５号

年間を通じて，毎日２４
時間

草津病院 広島市西区草津梅が
台１０番１号

年間を通じて，毎日２４
時間

瀬野川病院 広島市安芸区中野東
四丁目１１番１３号

年間を通じて，毎日２４
時間

２　指定期間

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１６号

令和２年４月１５日

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第３３条の７第１項の規定に基づき同条第２項後段の

規定による特例措置を採ることができる精神科病院として，次の

とおり指定します。

広島市長　　松　井　一　實

１　特例措置を採ることができる精神科病院

病院名 所在地 特例措置を採る
特定医師の数

広島第一病院 広島市東区戸坂南二丁目９番
１５号 １名

草津病院 広島市西区草津梅が台１０番
１号 ５名

瀬野川病院 広島市安芸区中野東四丁目１
１番１３号 ２名

２　指定期間

令和２年４月１日から令和５年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１７号

令和２年４月１５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，財政局中央市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局中央市税事務所南税務室

代表者の氏名　代表取締役　川村　憲一

　主たる事務所の所在地　東京都目黒区青葉台三丁目６番２８

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２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１３号

令和２年４月１４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，教育委員会青少年育成部育成課の物品出納員事務の

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　委任を受けた物品分任出納員

江波放課後児童クラブ　　指導員　清水　明日香

荒神町放課後児童クラブ　指導員　柴崎　実穂

元宇品放課後児童クラブ　指導員　東舎　泰子

古田台放課後児童クラブ　指導員　下村　明美

戸山放課後児童クラブ　　指導員　川波　美津子

高南放課後児童クラブ　　指導員　熊崎　直子

三田放課後児童クラブ　　指導員　新本　厚子

大林放課後児童クラブ　　指導員　梶　真澄

湯来南放課後児童クラブ　指導員　槙原　早苗

美の里放課後児童クラブ　指導員　明本　美和子

２　委任させた事務

　教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童

クラブにおける物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１４号

令和２年４月１５日

　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第

１２３号）第２１条第４項後段及び第３３条第４項後段の規定に

よる特例措置を採ることができる精神科病院（特定病院）とし

て，次のとおり認定します。

広島市長　　松　井　一　實

１　特定病院

病院名 所在地 特例措置を採る
特定医師の数

広島第一病院 広島市東区戸坂南二丁目９番
１５号 １名

草津病院 広島市西区草津梅が台１０番
１号 ５名

瀬野川病院 広島市安芸区中野東四丁目１
１番１３号 ２名

２　認定期間
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広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

井口連絡所

主任　　藤井　洋子　　　主任　　西村　有紀子

主事　　湯浅　康大　　　主事　　岩本　洸

主事　　秋山　幸範　　　主事　　黒田　美華

主事　　中村　実夏　　　主事　　吉田　曜

主事　　松本　知穂美　　主査　　矢川　めぐみ

主査　　楊井　信子　　　主事　　池田　博行

主事　　春名　彩加

２　委任した事務

　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（井口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２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１９号

令和２年４月１５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

おり委任したので告示します。

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　　平本　静江

課長補佐　藤井　陽太郎　　主　査　　門井　英二

主　査　　奥田　由美　　　主　査　　小崎　智之

主　事　　松山　里歩　　　主　事　　関廣　祐太

主　事　　上河　美月　　　主　事　　宮崎　照子

主事（シニア）　藏田　健博

２　委任した事務

　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２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２０号

令和２年４月１６日

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第３９条第１項

の規定により，広島市荒下土地区画整理組合の事業計画の変更を

室長　原田　利恵

令和２年４月１日

２　委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局中央市税事務所南税務室

室長　中川　智子

令和２年３月３１日

３　委任又は委任の解除をした事務

　財政局中央市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局中央市税事務所南税務室において取り扱うものに限る。）

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⑷　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

⑸　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑹　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑺　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑻　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽　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の収納

⑾　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

⑿　寄附金の収納

⒀　下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金（以下「下

水道事業受益者負担金等」という。）並びにこれに係る延滞

金及び滞納処分による収納金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

⒂　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条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１８号

令和２年４月１５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，財政局西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。
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　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２年４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）

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

南区 丹那町及び宇品海岸三丁目
の各一部

分流

西区 己斐本町一目の一部

安佐南区
八木九丁目，緑井一丁目，
祇園五丁目，長束五丁目及
び大塚西二丁目の各一部

安佐北区 大林二丁目，可部一丁目及
び亀山一丁目の各一部

佐伯区 五日市町及び美の里二丁目
の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２３号

令和２年４月２０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

広島市の西区山田町の３１番１３，３１番１４，３１番１

５，３１番１６，３１番２４，３１番２７，３１番２８，３

１番２９，３１番３４，３１番３５，３１番３７，３１番３

８，３１番４０，３１番４１，３１番４２及び５３６番１並

びに佐伯区五日市町大字石内字笹ヶ原の１０４９４番１，１

０４９４番２，１０４９４番３，１０４９４番４，１０４９

４番５，１０４９４番６及び１０４９４番７

２　開発面積

６，８３９.６８㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

佐賀県佐賀市高木瀬町大字長瀬９３０番地

ダイレックス株式会社

代表取締役　多田　高志

４　検査済証交付年月日

令和２年４月２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

認可したので，同条第４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　組合の名称

広島市荒下土地区画整理組合

２　事業施行期間

設立認可公告の日から令和３年３月３１日まで

３　施行地区

広島市安佐北区亀山南一丁目及び亀山南二丁目の各一部

４　事務所の所在地

広島市安佐北区亀山南一丁目１９番２４号

５　設立認可の年月日

平成３０年３月３０日

６　変更認可の年月日

令和２年４月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２１号

令和２年４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２年４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。

（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

南区 丹那町及び宇品海岸三丁目
の各一部

位置：�広島市南区宇品
東四丁目２番２
７号

名称：�広島市旭町水資
源再生センター

西区 己斐本町一目の一部

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

安佐南区
八木九丁目，緑井一丁目，
祇園五丁目，長束五丁目及
び大塚西二丁目の各一部

安佐北区 大林二丁目，可部一丁目及
び亀山一丁目の各一部

佐伯区 五日市町及び美の里二丁目
の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２２号

令和２年４月２０日
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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　イオンモール広島祇園

⑵　所在地　広島市安佐南区祇園三丁目５４０番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長　吉田　昭夫

千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）

イオンモール株式会社

代表取締役社長　吉田　昭夫

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

（変更後）

イオンモール株式会社

代表取締役社長　岩村　康次

千葉県千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

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

（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　大規模小売店舗を設置する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

令和２年３月１日

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２のとおり

５　届出年月日

令和２年４月１５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２年４月２３日から同年８月２３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

広島市告示第２２４号

令和２年４月２２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第６号

及び第１１５条の４５の９第６号の規定により，次の指定居宅

サービス事業者及び介護予防・日常生活支援総合事業における指

定事業者の指定を取り消しましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称 事業所の名称 事業所の

住所
サービスの�
種類

令和２年
４月２２
日

株式会社
広の島

リハビリデイ
サービス古江
のひまわり

西区古江
東町５番
２６号

通所介護，介
護予防・日常
生活支援総合
事業における
１日型デイサ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２５号

令和２年４月２２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第９号

及び第１１５条の９第１項第９号の規定により，次の指定居宅

サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者の指定を取り消

しましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称 事業所の名称 事業所の

住所
サービスの�
種類

令和２年
４月２２
日

株式会社
広の島

訪問看護ステ
ーション古江
のひまわり

西区古江
東町５番
２６号

訪問看護，介
護予防訪問看
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２６号

令和２年４月２２日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 取り消した�
適応災害

広島経済大学 広島市安佐南区祇園五
丁目３７－１ 地震

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２７号

令和２年４月２３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。
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⑴　縦覧期間

　令和２年４月２７日から令和２年８月２７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８月２７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２２９号

令和２年４月２７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

名　称　藤三向洋店

所在地　�広島圏都市計画事業向洋駅周辺青崎土地区画整理事業

施行区域内仮換地７街区３画地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

ＪＲ西日本不動産開発株式会社

代表取締役　國廣　敏彦

大阪市北区中之島二丁目２番７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）ＪＲ西日本不動産開発株式会社

　　　　　代表取締役　柴田　信

　　　　　大阪市北区中之島二丁目２番７号

（変更後）ＪＲ西日本不動産開発株式会社

　　　　　代表取締役　國廣　敏彦

　　　　　大阪市北区中之島二丁目２番７号

４　変更年月日

令和元年６月１９日

５　届出年月日

令和２年４月２１日

６　届出書の縦覧場所

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８月２３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２２８号

令和２年４月２７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

名　称　フジ白島店

所在地　広島市中区白島中町１４番１

２　大規模小売店舗を設置する者

ＪＲ西日本不動産開発株式会社

代表取締役社長　國廣　敏彦

大阪市北区中之島二丁目２番７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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 変更年月日・
理由

ＪＲ西日本
不動産開発
株式会社

代表取締役社長
柴田　信

大阪市北区
中之島二丁
目２番７号

（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日・
理由

ＪＲ西日本
不動産開発
株式会社

代表取締役社長
國廣　敏彦

大阪市北区
中之島二丁
目２番７号

令和元年６月
１９日代表者
変更の為

４　変更年月日

上記３のとおり

５　届出年月日

令和２年４月２１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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２　招集場所　　広島市役所

３　付議事件

⑴　令和２年度広島市一般会計補正予算（第１号）

⑵　広島市国民健康保険条例の一部改正について

⑶　固定資産評価員の選任の同意について

⑷　専決処分の承認について

ア　広島市市税条例の一部改正について

イ　広島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について

⑸　報告について

ア　弾力条項の適用について

イ　専決処分の報告について

ア　道路の管理瑕
か

疵
し

等による損害賠償額の決定

イ　道路の管理瑕
か

疵
し

に係る損害賠償請求事件における訴訟

上の和解

ウ　工事請負変更契約の締結

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３２号

令和２年４月２８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２３３号

令和２年４月３０日

　令和２年第２回広島市議会臨時会の付議事件に次の事件を追加

する。

広島市長　　松　井　一　實

１　付議事件

⑴　専決処分の承認について

ア　広島市後期高齢者医療に関する条例の一部改正について

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３４号

令和２年４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２年５月１日から令和３年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙　略

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２年４月２７日から同年８月２７日まで。ただし，日

曜日，土曜日及び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８月２７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２３０号

令和２年４月２７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

広島市高陽・亀崎・落合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

広島市安佐北区深
川六丁目３番２６
号

広島市安佐北区亀崎一
丁目１番６号　フジグ
ラン高陽２階

３　変更の期日

令和２年５月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３１号

令和２年４月２８日

　令和２年第２回広島市議会臨時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２年５月１日
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令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区大手町四丁目１番１号

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

会長　近藤　聿興

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第５９号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区吉島東一丁目２２番２号

一般社団法人福祉キャリアセンター

代表理事　岡田　敬之

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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，中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

　中区役所市民部市民課（市役所サービス・コーナー及び旅券

センター）

所長　馬場　勇治ほか２０名　別紙のとおり。

２　委任させた事務

⑴　戸籍全部事項証明書等，戸籍及び除かれた戸籍の謄本・抄

本，住民票の写し，住民票の記載事項証明書，戸籍の附票の

写し，外国人登録記載事項証明書，身分証明書並びに印鑑登

録証明書の手数料の収納

⑵　徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

⑶　収入印紙売りさばき代金の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３５号

令和２年４月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及

び第１１５条の１５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及び指定地域密着型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条の１１第２号及び第

１１５条の２０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２３６号

令和２年４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２年４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（中区）第５７号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第５８号
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令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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６４号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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６５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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６６号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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６７号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

４　委任期間

令和２年４月１日から平成３年３月３１日まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６１号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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，中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

中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

課長補佐（事）戸籍係長　安藤　雅子

主　　査　　　　　　　　山中　裕子

主　　査　　　　　　　　大石　誠

主　　査　　　　　　　　村岡　恭子

主　　事　　　　　　　　天田　佳子

主　　事　　　　　　　　片山　隆

２　委任させた事務

　住民票の写し，戸籍の附票の写し，印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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，中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

中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　松尾　寿美

日直員　河野　紘二

日直員　森本　久仁子

日直員　福原　泰徳

２　委任させた事務

　住民票の写し，戸籍の附票の写し，印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６３号
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７３号

令 和 ２ 年 ４ 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７４号

令 和 ２ 年 ４ 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７５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ７ 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，４月１１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７６号

令 和 ２ 年 ４ 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７７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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，４月１６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

広島市告示（中区）第６８号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 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，４月２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６９号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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７０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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７１号

令 和 ２ 年 ４ 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７２号

令 和 ２ 年 ４ 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
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市温品福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

テルウェル西日本株式会社

代表取締役　山本　博敏

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２６号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市戸坂福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２７号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市中山福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２８号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

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７８号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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７９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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８０号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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（東区）第２４号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市東区地域福祉センターの使用料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市東区東蟹屋町９番３４号

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会

代表者　会長　中井　公孝

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで
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４第４項の規定に基づき，東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

東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

係長　　五百藏　一博　　主査　　若佐　淑佳

主事　　渡部　有紀　　　主事　　武田　拓斗

係長　　秋田　一恵　　　主事　　西　由美子

主事　　新田　耕司

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３２号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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，東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

東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

主任　　繁本　直子

主任　　平本　静江

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２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３３号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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，東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

の規定に基づき，平成４年７月１３日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した中山上組町内会に

ついて，次のとおり変更したので，同条第１０項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及びその住所

吉田　雅博　　広島市東区中山上二丁目２番５号を

　宮根　誠　　　広島市東区中山上二丁目２－３９－６に変更

する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２９号

令 和 ２ 年 ４ 月 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２年４月７日から同年４月２１日まで広

島市東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
東３区
４５号
線

東区中山東
三丁目丙２
３１１番地
地先から
東区中山東
三丁目２３
１６番地１
地先まで

旧

メートル
2.60
～
4.00

メートル

47.00

新

メートル
2.60
～
4.00

メートル

47.00

新

メートル
2.60
～
13.10

メートル

56.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３０号

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 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２年４月７日から同月２１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）

水　路 Ｋ３－Ｂ－１８９
－４－３号水路

戸坂くるめ木一丁目１５３番３地
先から１５４番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３１号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４



広　　島　　市　　報 令和２年５月２９日第１０８０号　―３２―

名　称　特定非営利活動法人環境保全創生委員会

代表者　理事長　中原　健治

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４４号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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２年４月１日から同月１５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

県　道 広島海
田線

南区西蟹屋
三丁目４４
８番地２地
先から
南区南蟹屋
二丁目５１
４番地６３
地先まで

旧

メートル
23.50
～
32.00

メートル

393.00

新

メートル
27.00
～
32.00

メートル

393.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４５号

令 和 ２ 年 ４ 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４６号

令 和 ２ 年 ４ 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４７号

令 和 ２ 年 ４ 月 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４８号

令 和 ２ 年 ４ 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

東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　竹内　昌子　　　日直員　和田　和代

日直員　和高　百貴代　　日直員　村上　俊明

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ８ 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２年４月２８日から同年５月１２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４区２１号里道 牛田新町三丁目１７番１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

名　称　テルウェル西日本株式会社

代表者　代表取締役社長　山本　博敏

２　委託期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市南区宇品海岸二丁目５番５号



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―３３―

令 和 ２ 年 ４ 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５３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５４号

令 和 ２ 年 ４ 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５５号

令 和 ２ 年 ４ 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５６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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，南区役所市民部市民課区出納員事務の

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

南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　　矢野　秀樹　　　　　　係　長　　野㟢　淳子

日直員　　八倉　淑恵　　　　　　主　査　　田中　知文

日直員　　星島　環　　　　　　　主　査　　森下　直明

日直員　　渡辺　美幸　　　　　　主　事　　柞磨　慎吾

　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　藤川　薫

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

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４９号

令 和 ２ 年 ４ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ０ 日

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を

指定したので，同条第４項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 区間 予定延長 指定の

部分 摘要

市　道
南１区
７９号
線

自：�広島市南区
大州一丁目
１３８番１
地先

至：�広島市南区
大州一丁目
１６２番１
地先

１３０ｍ

上り線

下り線

上下線

県　道 広島海
田線

自：�広島市南区
南蟹屋二丁
目５１４番
６３地先

至：�広島市南区
大州二丁目
１３７番５
地先

２７０ｍ

上り線

下り線

上下線

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５１号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ０ 日

　電線共同溝の整備等に関する特別措置法（平成７年法律第３９

号）第３条第１項の規定に基づき電線共同溝を整備すべき道路を

指定したので，同条第４項の規定に基づき次の通り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 区間

市　道 南４区２１９号線

広島市南区旭一丁目１３４２番１
地先から
広島市南区西霞町２９２番１０地
先までの上下線

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５２号



広　　島　　市　　報 令和２年５月２９日第１０８０号　―３４―

　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６１号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 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６２号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日

　広島駅南口第三Ａ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２年４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（西区）第２９号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市南区松川町５番９号

株式会社オオケン

代表取締役　大中　恒男

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務

を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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，南区役所市民部市民課区出納員事務の

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

南区役所市民部区政調整課（青崎連絡所）

主　　任　信部　佳代子　　　　　主　　事　矢野　宏明

主　　任　岩本　登志子　　　　　主　　事　酒井　祐介

課長補佐　佐々木　直彦　　　　　主　　事　三登　えりか

主　　査　沖中　康祐　　　　　　主　　事　中島　敬

主　　事　小田　康二　　　　　　主　　事　渡辺　千晶

　　　　　　　　　　　　　　　　主　　事　末長　泉美

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条第１号，第３号，第９号，第１０号，第１３号及び第１

６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第５８号

令 和 ２ 年 ４ 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５９号

令 和 ２ 年 ４ 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６０号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日
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一般
県道

南観音
観音線

４０番地地
先から
西区南観音
三丁目１０
７８番地地
先まで

～
30.0 メートル

280.0
新

メートル

30.0

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 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

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和２年４月３日

３　道路の位置　　�広島市西区南観音五丁目の１４８２番１の一

部及び１４８２番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　２０．３９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３５号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西区地域福祉センターの使用料収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区福島町二丁目２４番１号

社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会

代表者　会長　水戸川　旭

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３６号

令 和 ２ 年 ４ 月 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３７号

令 和 ２ 年 ４ 月 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

広島市中区大手町五丁目３番１２号

株式会社第一ビルサービス

代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３１号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市南観音老人福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号（広島商工会議所ビル内）

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

池袋ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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２年４月１日から同年４月１５日まで広

島市西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

西区南観音
三丁目１３ 旧

メートル
21.5
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　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４３号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ １ 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４４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ １ 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４５号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 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

西区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

課長補佐　門司　仁美　　　　主　　査　因　由美

主　　事　河本　英孝　　　　主　　事　蓮見　千咲

主　　事　村上　咲綾香　　　主　　事　河原　治歩子

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

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３８号

令 和 ２ 年 ４ 月 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３９号

令 和 ２ 年 ４ 月 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４０号

令 和 ２ 年 ４ 月 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４１号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ １ 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４２号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ １ 日
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の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課（井口連絡所）

臨時職員　青木　幸子

２　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（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　解除年月日

令和２年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市安佐南区中須一丁目３８番１３号

名　称　社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者　会長　寺尾　一秀

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３６号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　東京都豊島区東池袋１丁目４４番３号

名　称　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３７号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市伴福祉センターの使用料及びイベント

広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したの

広島市告示（西区）第４６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 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

西区役所市民部市民課（井口連絡所）

主任　西村　有紀子　　　主事　湯浅　康大

主事　岩本　洸　　　　　主事　秋山　幸範

主事　黒田　美華　　　　主事　中村　実夏

主事　吉田　曜　　　　　主事　松本　知穂美

主査　矢川　めぐみ　　　主査　楊井　信子

主事　池田　博行　　　　主事　春名　彩加

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２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 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

西区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　川本　順子　　　日直員　藤原　智之

日直員　山下　昌子　　　日直員　湯浅　良子

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４８号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 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
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安佐南区役所農林建設部建築課

主査　服部　義昭

２　解除させた事務

市営住宅使用料の収納事務

３　解除年月日

令和２年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４１号

令 和 ２ 年 ４ 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，安佐南区役所農林建設部建築課区出納

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

安佐南区役所農林建設部建築課

主査　龍井　豊和

２　委任させた事務

市営住宅使用料の収納事務

３　委任年月日

令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４２号

令 和 ２ 年 ４ 月 ６ 日

　次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

　その関係図面は，令和２年４月６日から令和２年４月２０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

里道 安佐南１区７４５
号里道

安佐南区緑井五丁目乙３４０４番
地先から安佐南区緑井五丁目３５
２３番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４３号

令 和 ２ 年 ４ 月 ６ 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，安佐南区役所市民部八木児童館区物品

分任出納員の事務を次のとおり解任させたので，同項後段の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部八木児童館

２　解任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部八木児童館

児童館指導員　河南　薫

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市中区基町５番４４号

名　称　三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３８号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

名　称　伴学区社会福祉協議会

代表者　会長　伴　晴英

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３９号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市安佐南区中須一丁目３８番１３号

名　称　社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者　会長　寺尾　一秀

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４０号

令 和 ２ 年 ４ 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，安佐南区役所農林建設部建築課区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員
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令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 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ように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　令和２年４月７日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区長束西四丁目１８４２番９の

一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３５．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ８ 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，安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所

主査　玉木　小百合

３　解除させた事務

　広島市会計規則（昭和４３年４月１日　規則第２３号）第８

５条第１項中別表第３の出張所長が行う収納事務

４　解除年月日

令和２年３月３１日

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４８号

令 和 ２ 年 ４ 月 ８ 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，安佐南区役所市民部沼田出張所区出納

員の事務の一部委任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の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所

３　解任させた事務

　広島市物品管理規則（昭和４４年１１月１０日　規則第６４

号）第７条第２項中別表第２の児童館長が行う物品分任出納員

の事務

４　解任年月日

令和２年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ６ 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，安佐南区役所市民部八木児童館区物品

分任出納員の事務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　委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部八木児童館

２　委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部八木児童館

児童館指導員　三上　和美

３　委任させた事務

　広島市物品管理規則（昭和４４年１１月１０日　規則第６４

号）第７条第２項中別表第２の児童館長が行う物品分任出納員

の事務

４　委任年月日

令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４５号

令 和 ２ 年 ４ 月 ６ 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，安佐南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

安佐南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

佐古　康則

松川　智美

田邊　幸美

下谷　久美

藤井　三郎

住井　真佐江

沖井　俊恭

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年１０月１０日　条例第

２０号）第２条第９号，第１４号及び第１６号に規定する手数

料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任期間
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下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年３月９日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した若葉台町内会（旧代

表者　田中　孝典）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

氏　名　杉岡　正

住　所　広島市安佐南区伴北七丁目１９番６号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この認定計画書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課にお

いて一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　申請者

広島市長　松井　一實

２　一団地の名称

長束西小学校，長束西中学校

３　一団地の区域

広島市安佐南区長束西一丁目１１２－２，１１３－１　外

４　認定番号

第Ｒ０２認定通知広島市建５０００１号

５　認定年月日

令和２年４月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５４号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 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２年４月１４日から同年４月２８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）

安佐南区緑井四丁目 2.00

主事　髙岡　智幸

主事　土井　智弘

３　委任させた事務

　広島市会計規則（昭和４３年４月１日　規則第２３号）第８

５条第１項中別表第３の出張所長が行う収納事務

４　委任年月日

令和２年４月１日

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４９号

令 和 ２ 年 ４ 月 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２年４月８日から同年４月２２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２
６３号
線

安佐南区川内一丁目
８２９番地１地先か
ら
安佐南区川内一丁目
８２９番地１２地先
まで

旧
3.57
～
3.81

23.10

新
4.00
～
4.00

23.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５０号

令 和 ２ 年 ４ 月 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２年４月８日から同年４月２２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２
６３号
線

安佐南区川内一丁目８２９
番地１地先から
安佐南区川内一丁目８２９
番地１２地先まで

令和２年４月８
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５１号

令 和 ２ 年 ４ 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２年４月

１０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
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１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　令和２年４月１５日

３　道路の位置　　広島市安佐南区川内四丁目１５３番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル，６．１０メートル

　　　　　　　　　延長　４８．４１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５８号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ６ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成３０年２月２１日付けで不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した吉山緑ヶ丘町内会

（旧代表者　小谷　光彦）について，次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

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

氏　名　梶　達雄

住　所　広島市安佐南区沼田町吉山８４８番地６

２　事務所

広島市安佐南区沼田町吉山８４８番地６

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成８年８月１３日付けで不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した下城ハイツ町内会

（旧代表者　西川　英樹）について，次のとおり告示事項を変更

しました。

広島市長　　松　井　一　實

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

氏　名　山西　和巳

住　所　広島市安佐南区大塚西二丁目３０番１８号

２　事務所

広島市安佐南区大塚西二丁目３４番２２号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６０号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年１０月１８日付けで不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した瀬戸内苑団地自

治会（旧代表者　岡田　覚）について，次のとおり告示事項を変

更しました。

広島市長　　松　井　一　實

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

市　道

安佐南
１区１
７８号
線

３４３３番地１地先
から
安佐南区緑井四丁目
３４３３番地１地先
まで

旧 ～
2.00

2.20

新
2.00
～
4.11

2.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 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２年４月１４日から同年４月２８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１
７８号
線

安佐南区緑井四丁目３４３
３番地１地先から
安佐南区緑井四丁目３４３
３番地１地先まで

令和２年４月１
４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５６号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 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，安佐南区役所農林建設部維持管理課区

物品出納員の事務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　委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

　安佐南区役所農林建設部地域整備課復興工務係（佐東出張所

内）

２　委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所農林建設部地域整備課

復興工務担当課長　岡村　康博

３　委任した事務

　安佐南区農林建設部地域整備課復興工務係（佐東出張所内）

における物品の出納保管に関する事務

４　委任期間

令和２年４月１日から当職在任期間中

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５７号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 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ように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實
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す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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，安佐北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託させたので，同項後段の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　区分任出納員設置箇所

安佐北区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

２　委任を受けた区分任出納員

主　査　　上原　ゆかり

主　事　　宮嶋　春奈

嘱託員　　壹柳　協

嘱託員　　岸　芳江

嘱託員　　大藤　令子

嘱託員　　浜田　明子

３　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例第２条第９号，第１４号及び第１

６号に規定する手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限

る。）

４　引継ぎの方法

　翌日（区役所の閉庁日の場合，最も近い開庁日）までに引

継ぐ。

５　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７１号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年４月１５日から同月３０日まで，広

島市安佐北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 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

安佐北３ 安佐北区亀山二丁目６８８番１地先

氏　名　太田　孝雄

住　所　広島市安佐南区伴東二丁目４９番１０号

２　事務所

広島市安佐南区伴東二丁目４９番１０号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６１号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ７ 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ように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　令和２年４月２７日

３　道路の位置　　広島市安佐南区上安二丁目１１９番７の一部

４　幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　４８．８１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６２号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ８ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，令和２年４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６８号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市

可部福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐北区可部三丁目１９番２２号

社会福祉法人　広島市安佐北区社会福祉協議会

代表者　会長　大畠　正彦

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６９号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま
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一部，１３３０番２の一部及び１３３０番７

４．幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．４０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７５号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ７ 日

　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，４月２３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（安芸区）第３２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島

市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委

託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安芸区船越南三丁目２番１６号

社会福祉法人　広島市安芸区社会福祉協議会

代表者　会長　中島　幸子

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市矢野福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受ける者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託する期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３３－２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用料

里道

旧 区７３３
号里道

から
同所６９１番地先まで

新
安佐北３
区６６６
号里道

安佐北区亀山二丁目６９２番５地先
から
同所６９２番５地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，令和２年４月１５日から同月３０日まで，広

島市安佐北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 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里道

旧
安佐北３
区６６６
号里道

安佐北区亀山二丁目１０４０番２地
先から
同所１０４０番２地先まで

新
安佐北３
区６６６
号里道

安佐北区亀山二丁目１０４０番３地
先から
同所１０４０番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 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２年４月１５日から同月３０日まで，広

島市安佐北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
Ｋ３－Ｆ３－Ｘ幸
戸－１０－２６号
水路

安佐北区亀山二丁目６９２番５地
先から
同所６９２番５地先まで

水路
Ｋ３－Ｆ３－Ｘ幸
戸－１０－２７号
水路

安佐北区亀山二丁目６９０番１地
先から
同所６９０番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ 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１号

２．指定年月日　　令和２年４月２０日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区亀山三丁目の１３３０番１の
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ては，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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

安芸区役所市民部市民課　　課長補佐　　石井　範子

（区役所時間外窓口）　　　主　　査　　増田　孝枝

　　　　　　　　　　　　　主　　査　　増満　裕子

　　　　　　　　　　　　　主　　事　　中谷　愛矢

　　　　　　　　　　　　　主　　事　　大下　　馨

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

（区役所の時間外窓口の事務）

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３８号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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

安芸区役所市民部市民課　　日直員　中本　尋子

（区役所時間外受付窓口）　日直員　寺崎　明子

　　　　　　　　　　　　　日直員　山㟢　桂子

　　　　　　　　　　　　　日直員　黒川　博代

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区大手町五丁目３番１２号

株式会社第一ビルサービス

代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３４号

令 和 ２ 年 ４ 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２年４月３日から同年４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 供用開始�

区間
旧新
別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
安芸１
区３７
８号線

広島市安芸
区瀬野一丁
目８５３番
地２５地先
から
広島市安芸
区瀬野一丁
目８４１番
地７地先ま
で

旧

メートル
1.20
～
3.44

メートル

100.90

新

メートル
3.20
～
4.40

メートル

100.90

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３５号

令 和 ２ 年 ４ 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条第１項の規定により下記自転車等

については，３月２７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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 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，３月２７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
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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　　主任（会計年度任用職員）

（畑賀連絡所）　　　　　　　　　岩根　雅代

　　　　　　　　　　　　　　　主任（会計年度任用職員）

　　　　　　　　　　　　　　　　内本　直美

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（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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。

　関係図書は，広島市安芸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１号

２　指定年月日　　令和２年４月１０日

３　道路の位置　　�広島市安芸区中野三丁目の１５２３番１の一

部，１５２３番２の一部，１５２３番３の一

部，１５４７番８の一部，１５２３番１地先

（里道），１５２３番２地先（里道），１５

２３番３地先（里道）及び１５４７番８地先

（里道）

４　幅員　　　　　４．５０～１１．５０メートル

５　延長　　　　　２７．９５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４３号

令 和 ２ 年 ４ 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項及び第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より下記自転車については，４月１０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３９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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　　主任　下田　美鈴

（畑賀連絡所）　　　　　　　　主事（シニア）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重田　美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　主事　前　和秀

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（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４０号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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　　主任　下田　美鈴

　　　　　　　　　　　　　　　主事（シニア）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　重田　美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　主事　前　和秀

２　委任させた事務

　広島市会計規則別表３に定める取扱い事務に係る収納金の収

納

　広島市下水道事業財務会計規則別表４に定める取扱い事務に

係る収納金の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４１号

令 和 ２ 年 ４ 月 ９ 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
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広島市安芸区瀬野五丁目１１番１８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目４番５号

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

会長　久保田　詳三

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３１号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市石内福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用

料収納事務を次のとおり委託したので，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　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役　戸林　英行

２　委託した期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ０ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１０年２月２６日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した寺屋敷団地自治

会（代表者　山崎　幸知）について，下記のとおり告示事項の変

更がありましたので，同条第１０項の規定に基づき，これを告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

代表者の氏名及び住所

吉野　和昭

広島市安芸区矢野町７５２番地６９４

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４５号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ０ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成１７年

４月１８日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可したコモンライフ中野自治会（代表者　村下　純

二）について，下記のとおり告示事項の変更がありましたので，

地方自治法第２６０条の２第１０項の規定に基づき，これを告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区中野五丁目６番１５号

２　代表者の氏名及び住所

長谷川　薫

広島市安芸区中野五丁目６番１５号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ０ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成４年５

月１３日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として認可した宮ノ下町内会（代表者　住田　信男）につい

て，つぎ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　事務所

広島市安芸区瀬野五丁目１１番１８号

２　代表者の氏名及び住所

住田　彰憲
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２　委託する期間

令和２年４月１日から翌年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０

項の規定に基づき，令和２年４月１日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘一丁目町

内会（代表者　坪内　信博）について，次のとおり告示事項を変

更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及び内容

１　代表者氏名及び住所，並びに事務所の所在地

代表者　坪内　信博

住　所　広島市佐伯区五月が丘一丁目３番９号

事務所の所在地　広島市佐伯区五月が丘一丁目５番６号

２　変更の年月日

令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１０

項の規定に基づき，令和２年４月１日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した五月が丘二丁目町

内会（代表者　安部　保人）について，次のとおり告示事項を変

更しました。

広島市長　　松　井　一　實

変更があった事項及び内容

１　代表者氏名及び住所，並びに事務所の所在地

代表者　安部　保人

住　所　広島市佐伯区五月が丘二丁目１６番１０号

事務所の所在地　広島市佐伯区五月が丘二丁目１番１３号

２　変更の年月日

令和２年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３８号

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ 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１号

２　指定年月日　　令和２年４月３日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区五日市町大字上河内字神明６９

７番１の一部

　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。

　その関係図面は，令和２年４月１５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

記

公園名称 所在地 供用開始の
期日 区域

こころ南公園

広島市佐伯区石内北二丁
目５００７番２

令和２年４
月１日

別紙の
とおり

広島市佐伯区石内北二丁
目５００７番３
広島市佐伯区石内北二丁
目５００７番４
広島市佐伯区石内北二丁
目５００８番１０５

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３４号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老人

いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの家さつき荘，広島市老人

いこいの家八幡荘，広島市老人いこいの家倉重荘，広島市老人い

こいの家中央荘，広島市老人いこいの家五日市荘，広島市老人い

こいの家楽々荘，広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目４番５号

社会福祉法人　広島市佐伯区社会福祉協議会

代表者　会長　久保田　詳三

２　委託する期間

令和２年４月１日から翌年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区坪井一丁目２８番１１号

佐伯区観音社会福祉協議会

代表者　会長　佐々木　昇



広　　島　　市　　報 令和２年５月２９日第１０８０号　―４８―

　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４４号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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４５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ 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４６号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ０ 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２年４月２０日から同年５月７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５
区１８
２号線

佐伯区湯来
町大字下字
久賀市１１
２２番地２
地先から
佐伯区湯来
町大字下字
長縄８２７
番地５地先
まで

旧

メートル
4.00
～
11.10

メートル

496.60

新

メートル
7.00
～
17.00

メートル

500.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第４７号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ０ 日

４　幅員及び延長　幅員　４．００～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　４４．４９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第３９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ７ 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２年４月２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４０号

令 和 ２ 年 ４ 月 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

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第４１号

令 和 ２ 年 ４ 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４２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ０ 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２年４月８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４３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 日



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―４９―

４第４項の規定に基づき，佐伯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

佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

課長補佐　西田　悦子　　　　　係　長　　土谷　澄江

主　査　　長嶺　展江　　　　　主　事　　高野　紀子

主　事　　藤川　恭子　　　　　主　事　　高井　千帆

主　事　　河野　晃子　　　　　主　事　　永光　和弥

主　事　　古本　彩　　　　　　主　事　　伊藤　みのり

日直員　　大江　真弓　　　　　日直員　　椙山　真介

日直員　　廣實　節子　　　　　日直員　　角　静香

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条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

令和２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５１号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 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，佐伯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

　佐伯区役所市民部市民課（五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所）

課長補佐　西田　悦子　　　　　主　査　　長嶺　展江

主　事　　藤川　恭子　　　　　主　事　　高井　千帆

主　事　　古本　彩　　　　　　主　事　　伊藤　みのり

主　事（シニア）久保　英治

事務補助員　　勝原　かおり

事務補助員　　川上　真奈美

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（窓口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２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５２号

　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２年４月２０日から同年５月７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５
区１８
２号線

佐伯区湯来町大字下字久賀
市１１２２番地２地先から
佐伯区湯来町大字下字長縄
８２７番地５地先まで

令和２年４月２
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第４８号

令 和 ２ 年 ４ 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４９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 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，佐伯区役所湯来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

佐伯区役所湯来出張所（砂谷連絡所）

主任　辻本　恵子

主任　合田　茂

主任　木元　幸

主査　砂木　和志

主事　正国　顕寿

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（砂谷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２年４月１日

４　委任期間

令和２年４月１日から令和３年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５０号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４



広　　島　　市　　報 令和２年５月２９日第１０８０号　―５０―

項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　行　廣　真　明

（平成３１年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

世論調査の
実施

令和元年５
月１４日

江波南二丁
目

一般社団法人新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

統計調査の
実施

令和元年５
月２９日 富士見町

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

世論調査の
実施

令和元年６
月６日

中 町 ， 小
町，富士見
町

一般財団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年６
月１８日

大手町五丁
目

一般財団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年６
月２０日

東千田町一
丁目

一般財団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年７
月２３日 光南一丁目

㈳新情報センター
会長　美添　泰人

世論調査の
実施

令和元年７
月２３日

堺町二丁目
１

一般財団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年７
月３０日 銀山町

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

世論調査の
実施

令和元年１
０月８日

大手町五丁
目

一般社財団法人　中央
調査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
０月９日 昭和町

一般社団法人新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

世論調査の
実施

令和元年１
０月９日

吉島新町二
丁目２９

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

統計調査の
実施

令和元年１
０月２３日 舟入幸町

一般社法人新情報セン
ター
会長　美添　泰人

統計調査の
実施

令和元年１
０月２４日

昭和町，竹
屋町，堺町
一丁目～二
丁目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
０月２９日 八丁堀

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
０月３１日 鶴見町

㈳インテージリサーチ
代表取締役社長　井上�
　孝志

統計調査の
実施

令和元年１
１月１９日

大手町五丁
目

令 和 ２ 年 ４ 月 ３ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図書は，令和２年４月３０日から同年５月１４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一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

種類 区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 旧
佐伯１区
１５６９
号里道

佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３４７番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３４６番６地先まで

里道 新
佐伯１区
１５６９
号里道

佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３４７番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３４７番１地先まで
佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３４６番５地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３４６番６地先まで

種類 区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路 旧

Ｋ４－Ｈ
－３－３
２０－１
６号水路

佐伯区五日市町大字石内字奥原１９
３６番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３５４番地先まで

水路 新

Ｋ４－Ｈ
－３－３
２０－１
６号水路

佐伯区五日市町大字石内字奥原１９
３６番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字奥原１３
３５４番地先まで

広島市中区告示第２号

令和２年４月３０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市中区長　　行　廣　真　明

（平成３１年度の状況）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

防衛省 自衛官等の募
集に伴う広報

令和元年１１月２７
日，２８日 中区全域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市中区告示第３号

令和２年４月３０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

区 告 示



広　　島　　市　　報令和２年５月２９日 第１０８０号　―５１―

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　長　光　信　治

（平成３１年度の状況）

申出者の氏名 利用目的の
概要

閲覧の
年月日

閲覧に係る
住民の範囲

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

６月全国個
人視聴率調
査の対象者
抽出

平成３１年
４月１６日

矢野西四丁
目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

２０１９年
６月全国放
送サービス
接触動向調
査の対象者
抽出

平成３１年
４月２３日

矢野南五丁
目

株式会社　毎日新聞社
代表取締役社長　丸山�
　昌宏

読書世論調
査の対象者
抽出

令和元年５
月２９日 中野三丁目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

がん対策・
たばこ対策
に関する世
論調査の対
象者抽出

令和元年６
月２５日

矢野東五丁
目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

第１２回メ
ディアに関
する全国世
論調査の対
象者抽出

令和元年７
月３日

矢野西七丁
目

一般社団法人　新情報
センター
会長　美添　泰人

２０１９年
度人権に関
する意識調
査の対象者
抽出

令和元年７
月２３日

中野東六丁
目

一般社団法人　新情報
センター
会長　美添　泰人

第１３回飲
酒・喫煙・
くすりの使
用について
のアンケー
ト調査の対
象者抽出

令和元年８
月１３日

中野東一丁
目

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

１１月全国
個人視聴率
調査の対象
者抽出

令和元年９
月２６日 中野二丁目

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

第４回くら
しと生活設
計に関する
調査の対象
者抽出

令和元年１
０月２４日

矢野南二丁
目

株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役社長　井上�
　孝志

令和２年度
家庭部門の
ＣＯ２排出
実態統計調
査の対象者
抽出

令和元年１
１月１９日

矢野東五丁
目

一般社団法人　輿論科
学協会
理事長　井田　潤治

総務省が毎
年実施する
通信利用動
向調査（統
計法に基づ
く一般統計

令和元年１
２月５日

船越一丁目
船越四丁目
船越六丁目
船越南三丁
目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
２月４日 西川口町

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
２月４日 榎町

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
２月１１日

吉島西三丁
目

㈱ＲＪＣリサーチ
代表取締役　守住　邦
明

統計調査の
実施

令和元年１
２月２４日 西川口町

㈳中央調査社
会長　大室　真生

世論調査の
実施

令和元年１
２月２５日

江波西二丁
目

㈱日経リサーチ
代表取締役　福本　敏
彦

世論調査の
実施

令和２年１
月１５日 竹屋町

一般社団法人新情報セ
ンター
会長　美添　泰人

統計調査の
実施

令和２年１
月２９日

国泰寺一丁
目，大手町
五丁目，舟
入町，河原
町

一般社財団法人　中央
調査社
会長　大室　真生

統計調査の
実施

令和２年２
月２７日 基町

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理者の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第１号

令和２年４月２１日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　長　光　信　治

（平成３１年度の状況）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

自衛隊広島
地方協力本
部

自衛官等の募
集に伴う広報

令和元年１２月２日
令和元年１２月３日
令和元年１２月４日
令和元年１２月５日

安芸区全域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第２号

令和２年４月２１日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同
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一般社団法人　新情報
センター
会長　美添　泰人

家計消費状
況調査

令和１年６
月４日

五日市中央
四丁目

株式会社　日本リサー
チセンター
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

６０代の雇
用・生活調
査

令和１年６
月１８日

美鈴が丘西
二丁目，美
鈴が丘西三
丁目

株式会社　日本リサー
チセンター
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

情報行動と
政治・社会
意識に関す
る調査

令和１年６
月１９日

藤の木一丁
目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

２０１９年
新聞及びＷ
ｅｂ利用に
関する総合
調査

令和１年７
月２日

藤の木三丁
目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

令和元年度
食育に関す
る意識調査

令和１年９
月１０日

海老山南一
丁目

株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役社長　井上�
　孝志

医薬品及び
医療機器の
費用対効果
におけるＱ
ＯＬ尺度の
標準値測定
のための調
査業務にお
ける健康に
関するアン
ケート

令和１年１
０月１日

藤の木二丁
目

株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役社長　井上�
　孝志

令和元年度
市民の社会
貢献に関す
る実態調査

令和１年１
１月７日

藤の木二丁
目

一般社団法人　新情報
センター
会長　美添　泰人

家計消費状
況調査

令和１年１
１月１３日

坪 井 一 丁
目，五日市
七丁目

株式会社　日本リサー
チセンター
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

生活意識に
関係するア
ンケート調
査（第８１
回）

令和１年１
１月２６日

利 松 一 丁
目，利松二
丁目

株式会社　日本リサー
チセンター
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

青少年のイ
ンターネッ
ト利用環境
実態調査

令和１年１
２月３日

楽々園五丁
目

一般社団法人　新情報
センター
会長　美添　泰人

家計消費状
況調査

令和２年２
月４日

観音台一丁
目，三宅五
丁目，皆賀
一丁目，皆
賀二丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年３

月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第２号

令和２年４月２７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

調査）の対
象者抽出

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

２０２０年
３ 月 東 京
オリンピッ
ク・パラリ
ンピックに
関する調査
の対象者抽
出

令和２年１
月２１日

中野東七丁
目
中野七丁目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

健康情報に
ついての全
国調査の対
象者抽出

令和２年２
月４日 阿戸町

㈱日本リサーチセンタ
ー
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

家計の金融
行動に関す
る世論調査
の対象者抽
出

令和２年３
月２４日

矢野西四丁
目

考

１　公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区告示第１号

令和２年４月２７日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長　　建　部　賢　次

（平成３１年度の状況）

申出者氏名 利用目的の
概要

閲覧の年月
日

閲覧に係る
住民の範囲

株式会社　日本リサー
チセンター
代表取締役社長　鈴木�
　稲博

家計の金融
行動に関す
る世論調査

令和１年５
月１４日 八幡一丁目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

２０２０年
東京オリン
ピック・パ
ラリンピッ
クに関する
世論調査

令和１年５
月２１日 八幡三丁目

株式会社　インテージ
リサーチ
代表取締役社長　井上�
　孝志

２０１９年
度旅行・観
光消費動向
調査

令和１年５
月２２日 三宅四丁目

一般社団法人　中央調
査社
会長　大室　真生

国民生活に
関する世論
調査

令和１年５
月２９日

楽々園三丁
目

一般社団法人　新情報
センター
会長　美添　泰人

第２回男女
のあり方と
社会意識に
関する調査

令和１年６
月４日

河内南一丁
目
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令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会�

委員長　　前　川　秀　雅

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会�

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市南区選挙管理委員会�

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第５号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会�

委員長　　原　田　武　彦

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第６号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会�

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市佐伯区長　　建　部　賢　次

（平成３１年度の状況）

国又は地方
公共団体の
機関の名称

請求事由の
概要 閲覧の年月日 閲覧に係る

住民の範囲

自衛隊広島
地方協力本
部長

自衛官等の募
集に伴う広報 令和２年１２月５日

佐伯区（湯
来出張所管
内を除く）

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３１年４月１日から令和２年

３月３１日までのものです。

広島市東区選挙管理委員会告示第４号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市東区選挙管理委員会�

委員長　　前　川　秀　雅

別紙

選挙人名簿の抄本の閲覧状況

（平成３１年度分）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧
年月日

閲覧に係る�
選挙人の範囲�
（投票区等）

主たる事
務所の所
在地

（申出者
が法人の
場合）

株式会社　ミ
ィ・オフィス
代表取締役　
米山　真和

政治・選
挙に関す
る世論調
査

令和元
年６月
１０日

馬木第一投票区
戸坂第三投票区
牛田第二投票区
尾長第一投票区

広島市西
区庚午北
四丁目６
番７号

一般社団法人�
　共同通信社
社長　水谷　
亨

政治・選
挙に関す
る世論調
査

令和元
年９月
１０日

福田投票区
戸坂第三投票区
二葉投票区

東京都港
区東新橋
一丁目７
番１号

株式会社　日
本リサーチセ
ンター
代表取締役　
原田　一臣

政治・選
挙に関す
る学術調
査

令和元
年１１
月１８
日

戸坂第二投票区
戸坂第三投票区
中山第一投票区
中山第二投票区

東京都墨
田区江東
橋四丁目
２６番５
号

株式会社　サ
ーベイリサー�
チセンター　
広島事務所
広島事務所長
　原田　一臣

政治・選
挙に関す
る世論調
査

令和２
年１月
２０日

戸坂第二投票区　
戸坂第三投票区
戸坂第四投票区　
牛田第一投票区
牛田第二投票区　
牛田第三投票区
尾長第一投票区
尾長第二投票区　

広島市中
区立町２
番２９号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第５号

区 選 管 告 示
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況について，別紙のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会�

委員長　　久　笠　信　雄

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市佐伯区選挙管理委員会�

委員長　　久　笠　信　雄

別紙　略

広島市人事委員会規則第７号

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日

　会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則をここに公

布する。

広 島 市 人 事 委 員 会�

委員長　　飯　田　恭　示

会計年度任用職員の勤務時間，休暇等に関する規則

（趣旨）

第１条　この規則は，職員の勤務時間，休暇等に関する条例（昭

和２６年８月１１日広島市条例第２３号。以下「条例」とい

う。）第１９条及び職員の勤務時間，休暇等に関する規則（平

成７年広島市人事委員会規則第２号。以下「勤務時間規則」と

いう。）第２１条第２項の規定に基づき，地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号。以下「法」という。）第２２条の２第

１項に規定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」

という。）の勤務時間，休日及び休暇に関し必要な事項を定め

るものとする。

（定義）

第２条　この規則において，次の各号に掲げる用語の意義は，当

該各号に定めるところによる。

⑴　パートタイム会計年度任用職員　法第２２条の２第１項第

１号に定める会計年度任用職員をいう。

⑵　フルタイム会計年度任用職員　法第２２条の２第１項第２

号に定める会計年度任用職員をいう。

（常時勤務を要する職を占める職員の勤務時間等の準用）

第３条　会計年度任用職員の勤務時間，休日及び休暇について

は，次条から第１６条まで及び別表第１から別表第３までに定

めるものを除き，常時勤務を要する職を占める職員の例によ

る。ただし，勤務時間規則第４条の２及び第５条の２の規定

委員長　　原　田　武　彦

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲

覧状況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第３号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の１２の規

定により準用する同法第２８条の４第７項の規定により，平成３

１年度における在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況について，別紙

のとおり公表します。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第２号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３１年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

人事委員会規則
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　１週間当たりの勤務日（条例第５条に規定する勤務日を

いう。以下同じ。）の日数等又は１年間の勤務日の日数及

び在職期間に応じて，別表第１に定める日数

イ　任期が６か月以上の職員であって，１週間当たりの勤務

時間が１５時間３０分未満のもの　１週間当たりの勤務日

の日数又は１年間の勤務日の日数及び勤続年数又は継続勤

務期間に応じて，別表第２に定める日数

２　前項第２号イの規定により付与された年次有給休暇のうち年

度の中途に付与されたものにあっては，翌々年度におけるその

付与された日の前日まで繰り越すことができる。

３　パートタイム会計年度任用職員が１時間を単位として使用し

た年次有給休暇を日に換算する場合には，再任用短時間勤務職

員の例による。

（病気休暇）

第１１条　病気休暇は，会計年度任用職員が負傷又は疾病のため

療養する必要があり，その勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合における休暇で，別表第３のとおりとする。ただ

し，パートタイム会計年度任用職員には，任期が６か月以上の

職員又は通年任用の職員であって，１週間当たりの勤務時間が

１５時間３０分以上のものに限り，病気休暇を与えるものとす

る。

（特別休暇）

第１２条　会計年度任用職員の特別休暇は，次の各号に掲げる職

員の区分に応じて，当該各号に掲げる休暇とする。

⑴　フルタイム会計年度任用職員　勤務時間規則別表第３に掲

げる特別休暇のうち，第１９項に規定するものを除く特別休

暇

⑵　パートタイム会計年度任用職員　次に掲げる職員の区分に

応じて，それぞれ次に掲げる休暇

ア　パートタイム会計年度任用職員のうち，任期が６か月以

上の職員又は通年任用の職員であって，１週間当たりの勤

務時間が１５時間３０分以上のもの　勤務時間規則別表第

３に掲げる特別休暇のうち，第８項，第１０項及び第１９

項に規定するものを除く特別休暇

イ　アに掲げる職員以外のパートタイム会計年度任用職員　

勤務時間規則別表第３に掲げる休暇のうち，第１８項及び

第２１項から第２３項までに規定する特別休暇

（介護休暇）

第１３条　任期が６か月以上の職員又は通年任用の職員であっ

て，１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上であるパー

トタイム会計年度任用職員以外のパートタイム会計年度任用職

員には，次の各号のいずれにも該当する場合に限り，介護休暇

を与えるものとする。

⑴　引き続き任用された期間が１年以上である者

⑵　介護休暇の取得開始予定日から起算して９３日を経過する

日から６か月を経過する日までに，その任期（任期が更新さ

れる場合にあっては，更新後のもの）が満了すること及び引

き続き採用されないことが明らかでない者

⑶　１週間の勤務日が３日以上である者（週以外の期間によっ

は，会計年度任用職員には適用しない。

（１週間の勤務時間）

第４条　パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は，１週間当

たり２８時間４５分を超えない範囲内で，任命権者が定める。

ただし，その職務の性質等により特別の必要がある場合には，

１週間当たり３８時間４５分に満たない範囲内で，勤務時間を

定めることができる。

（週休日及び勤務時間の割振り）

第５条　パートタイム会計年度任用職員の週休日（条例第３条第

１項に規定する週休日をいう。以下同じ。）及び勤務時間の割

振りについては，法第２８条の５第１項に規定する短時間勤務

の職を占める職員（以下「再任用短時間勤務職員」という。）

の例による。

第６条　特別の形態によって勤務する必要のあるパートタイム会

計年度任用職員の週休日及び勤務時間の割振りについては，再

任用短時間勤務職員の例による。

（半日勤務時間の割振り変更）

第７条　１日の勤務時間が５時間４５分であるパートタイム会計

年度任用職員について半日勤務時間の割振り変更（勤務時間

規則第３条第３項に規定する半日勤務時間の割振り変更をい

う。）を行う場合には，条例第５条及び勤務時間規則第３条第

３項中「４時間」とあるのは，「３時間」と読み替えるものと

する。

（代休時間の指定）

第８条　任命権者は，一般職の職員の給与に関する条例（昭和２

６年３月３０日広島市条例第６２号）第１４条第４項の規定の

例により時間外勤務手当に相当する報酬を支給すべきパートタ

イム会計年度任用職員に対して，再任用短時間勤務職員の例に

より，代休時間（条例第８条の２第１項に規定する代休時間を

いう。）を指定することができる。

（休暇の種類）

第９条　会計年度任用職員の休暇は，年次有給休暇，病気休暇，

特別休暇，介護休暇，介護時間，組合休暇及び無給休暇とす

る。

（年次有給休暇）

第１０条　会計年度任用職員の年次有給休暇の日数は，１年度に

おいて，次の各号に掲げる職員の区分に応じて，当該各号に掲

げる日数とする。

⑴　フルタイム会計年度任用職員　別表第１に定める日数

⑵　パートタイム会計年度任用職員　次に掲げる職員の区分に

応じて，それぞれ次に掲げる日数

ア　任期が６か月以上の職員（任期の更新又は再度の任用を

繰り返し，任期の合計が連続して６か月以上となる職員

（以下「６か月継続勤務者」という。）を含む。以下同

じ。）又は通年任用の職員（一般職の職員の給与に関する

条例施行規則（昭和２６年３月３０日広島市規則第９３

号。以下「給与条例施行規則」という。）第２４条第３項

に規定する通年任用の職員をいう。以下同じ。）であっ

て，１週間当たりの勤務時間が１５時間３０分以上のもの�
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慮を払わなければならない。

附　則

１　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

２　この規則の施行前に地方公務員法及び地方自治法の一部を改

正する法律（平成２９年法律第２９号）による改正前の法第３

条第３項第３号に規定する職員の週休日及び勤務時間として定

められていたもののうち，勤務時間規則第２条第２項に規定す

る基準に適合しているものについては，条例第４条第２項ただ

し書の規定に基づき人事委員会と協議したものとみなす。

３　職員の勤務時間，休暇等に関する条例の一部を改正する条例

（平成１９年広島市条例第６２号）附則第２項の規定は，パー

トタイム会計年度任用職員には適用しない。

別表第１（第１０条関係）

１週間当たりの
勤務日の日数等

５日又
は１週
間当た
りの勤
務時間
が３０
時間以
上

４日 ３日 ２日 １日

１年間の勤務日
の日数

２１７
日以上

１６９
日から
２１６
日まで

１２１
日から
１６８
日まで

７３日
から
１２０
日まで

４８日
から
７２日
まで

在
職
期
間

１か月に達
するまでの
期間

２日 １日 １日 １日 ０日

１か月を超
え２か月に
達するまで
の期間

３日 ３日 ２日 １日 １日

２か月を超
え３か月に
達するまで
の期間

５日 ４日 ３日 ２日 １日

３か月を超
え４か月に
達するまで
の期間

７日 ５日 ４日 ３日 １日

４か月を超
え５か月に
達するまで
の期間

８日 ７日 ５日 ３日 ２日

５か月を超
え６か月に
達するまで
の期間

１０日 ８日 ６日 ４日 ２日

６か月を超
え７か月に
達するまで
の期間

１２日 ９日 ７日 ５日 ２日

７か月を超
え８か月に
達するまで
の期間

１３日 １１日 ８日 ５日 ３日

８か月を超
え９か月に
達するまで
の期間

１５日 １２日 ９日 ６日 ３日

て勤務日が定められている者で１年間の勤務日が１２１日以

上であるものを含む。以下同じ。）

２　前項の規定により付与する介護休暇の期間は，要介護者（条

例第１５条第１項に規定する要介護者をいう。）の各々が当該

介護を必要とする状態にある期間を限度として，３回を超え

ず，かつ，通算して９３日を超えない範囲内で指定する期間内

において必要と認められる期間とする。

３　パートタイム会計年度任用職員が介護休暇を取得するとき

は，条例第１５条第３項の規定にかかわらず，その勤務しない

１時間につき，給与条例施行規則第２４条の２第８項に規定す

る給与を減額する際に係る勤務１時間当たりの給与額を減額す

る。

（介護時間）

第１４条　パートタイム会計年度任用職員には，次の各号のいず

れにも該当する場合に限り，介護時間を与えるものとする。

⑴　引き続き任用された期間が１年以上である者

⑵　１日につき定められた勤務時間が６時間１５分以上である

勤務日がある者

⑶　１週間の勤務日が３日以上である者

２　前項の規定により付与する介護時間は，１日を通じ，始業の

時刻から連続し，又は終業の時刻まで連続した２時間（１日に

つき定められた勤務時間から５時間４５分を減じた時間が２時

間を下回る場合には，当該減じた時間を超えない範囲内で必要

と認められる時間）を超えない範囲内の時間とする。

３　前条第３項の規定は，パートタイム会計年度任用職員が取得

する介護時間について準用する。

（組合休暇）

第１５条　パートタイム会計年度任用職員には，任期が６か月以

上の職員又は通年任用の職員であって，１週間当たりの勤務時

間が１５時間３０分以上であるものに限り，組合休暇を与える

ものとする。

２　第１３条第３項の規定は，パートタイム会計年度任用職員が

取得する組合休暇について準用する。

（無給休暇）

第１６条　無給休暇は，特別の事由によりパートタイム会計年度

任用職員が勤務しないことが相当である場合として第１２条第

１号に掲げる特別休暇の事由の範囲内で任命権者が定める場合

における休暇とする。

２　第１３条第３項の規定は，パートタイム会計年度任用職員が

取得する無給休暇について準用する。

３　無給休暇の承認及び請求等については，任命権者が別に定め

る。

（任命権者が特に必要と認める場合の取扱い）

第１７条　任命権者は，会計年度任用職員の職務の性質等により

別段の取扱いをする必要がある場合において，この規則の規定

により難いと認めるときは，別にこれを定めることができる。

２　任命権者は，前項の規定により会計年度任用職員の勤務時

間，休日及び休暇に関し定める場合には，他の任命権者が任用

する会計年度任用職員との間に権衡を失しないように適当な考
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勤
続
年
数
（
継
続
勤
務
期
間
）

６か月）
２年目
（継続勤務
１ 年 ６ か
月）

１１日 ８日 ６日 ４日 ２日

３年目
（継続勤務
２ 年 ６ か
月）

１２日 ９日 ６日 ４日 ２日

４年目
（継続勤務
３ 年 ６ か
月）

１４日 １０日 ８日 ５日 ２日

５年目
（継続勤務
４ 年 ６ か
月）

１６日 １２日 ９日 ６日 ３日

６年目
（継続勤務
５ 年 ６ か
月）

１８日 １３日 １０日 ６日 ３日

７年目以降
（継続勤務
６年６か月
以上）

２０日 １５日 １１日 ７日 ３日

備考

１　当該年度における当初採用時点で６か月以上の任期を定

めて採用されたパートタイム会計年度任用職員について

は，採用日に，勤続年数に応じて，この表に掲げる日数の

年次有給休暇を与えるものとする。

２　６か月継続勤務者については，当初採用された日から起

算した継続勤務期間が６か月を超える場合であって，当初

採用された日から６か月を超える日の前日までの全勤務日

の８割以上を勤務したときに，この表に掲げる日数の年次

有給休暇を与えるものとする。その後１年間継続勤務する

ごとに，当該１年間において全勤務日の８割以上勤務した

ときには，継続勤務期間に応じて，この表に掲げる日数の

年次有給休暇を与えるものとする。

別表第３（第１１条関係）

事由 期間
負傷又は疾病（予防注射又は
予防接種による著しい発熱等
の場合を含む。）

９０日の範囲内で医師の証明
等に基づき最小限度必要と認
める期間又は時間

備考�　この表に示す期間は，その期間中の週休日，休日及び代

休日を含む。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市人事委員会規則第８号

令 和 ２ 年 ３ 月 ３ １ 日

　初任給，昇格，昇給等の基準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 人 事 委 員 会�

委員長　　飯　田　恭　示

初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部を改

９か月を超
え１０か月
に達するま
での期間

１７日 １３日 １０日 ７日 ３日

１０か月を
超え１１か
月に達する
までの期間

１８日 １５日 １１日 ７日 ４日

１１か月を
超え１２か
月に達する
までの期間

２０日 １６日 １２日 ８日 ４日

備考

１　フルタイム会計年度任用職員又はパートタイム会計年度

任用職員のうち当該年度における当初採用時点で６か月以

上の任期を定めて採用された職員若しくは通年任用の職員

については，採用日に，当該年度における在職期間に応じ

て，この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとす

る。

２　パートタイム会計年度任用職員のうち６か月継続勤務者

にあっては，６か月以上継続勤務することとなる任期の更

新又は再度の任用（以下「任期の更新等」という。）の発

令日に，当該継続勤務に係る在職期間（当該在職期間が１

２か月を超える場合には，１２か月とする。以下同じ。）

に応じて，この表に掲げる日数の年次有給休暇を与えるも

のとする。

３　当該年度の前年度において年次有給休暇を付与された

パートタイム会計年度任用職員であって，引き続き当該年

度に継続勤務するものについては，当該年度における当初

採用時点で，当該年度における在職期間に応じて，この表

に掲げる日数の年次有給休暇を与えるものとする。

４　１年度において年次有給休暇を付与した後に任期の更新

等が行われた場合には，当該任期の更新等の発令日に，当

該年度における在職期間（第２項の規定により当該年度に

おける年次有給休暇を付与した後に任期の更新等が行われ

た場合には，当該継続勤務に係る在職期間とする。）に応

じた日数（既に付与した日数を除く。）を与えるものとす

る。

５　前各項の規定にかかわらず，会計年度任用職員に付与す

る年次有給休暇の日数が労働基準法（昭和２２年法律第４

９号）第３９条の規定により付与すべきものとされている

日数を下回る場合には，同条の規定により付与すべきもの

とされている日数とする。

別表第２（第１０条関係）

１週間の勤務日
の日数 ５日 ４日 ３日 ２日 １日

１年間の勤務日
の日数

２１７
日以上

１６９
日から
２１６
日まで

１２１
日から
１６８
日まで

７３日
から
１２０
日まで

４８日
から
７２日
まで

１年目
（継続勤務 １０日 ７日 ５日 ３日 １日
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主事」を加える。

　別表第２中央卸売市場の項中「場長」の右に「　担当部長」を

加え，同表中復興工事事務所の項を削り，西広島駅北口地区区画

整理事務所の項の次に次のように加える。

東部地区連続立体交差整備事務所 所長

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

広島市教育委員会規則第９号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市教育委員会事務決裁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決裁規則の一部を改正する規則

　広島市教育委員会事務決裁規則（昭和２５年１２月１４日広島

市教育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

　第１条第５号中「限る。）」の右に「（条件付採用期間中の

職員，会計年度任用職員（地方公務員法第２２条の２第１項に

規定する職員をいう。）及び臨時的任用職員に対する処分を除

く。）」を加える。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会規則第１０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市教育委員会職員安全衛生管理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

広島市教育委員会職員安全衛生管理規則の一部を改正

する規則

　広島市教育委員会職員安全衛生管理規則（昭和６２年広島市教

育委員会規則第５号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「６か月以内の期間を定めて雇用される者を除く」を

「会計年度任用職員（地方公務員法（昭和２５年法律第２６１

号）第２２条の２第１項に規定する職員をいう。ただし，教育長

が定める職員を除く。）にあつては，１週間当たりの勤務時間が

２８時間４５分以上，かつ，任期が６月以上（任期の更新又は再

度の任用により引き続く期間を含む。）の者に限る」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

正する規則

　初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則（昭和５４年広島市

人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「受ける者」の右に「（地方公務員法第２２条

の２第１項第２号に掲げる職員を除く。）」を加える。

　別表第１のアの表５級の項中第９号を削る。

　別表第１のアの表６級の項に次の１号を加える。

９　広島特別支援学校の事務長の職務

　別表第３第２項中「３年制の短期大学の卒業」の右に「又は専

門職大学の修業年限３年の前期課程の修了」を，「２年制の短期

大学の卒業」の右に「又は専門職大学の修業年限２年の前期課程

の修了」を加える。

　別表第６中

「
歯科衛生士 短大卒 ２級５号給

高校専攻科卒 １級２１号給
」
を

「
歯科衛生士 大学卒 ２級１３号給

短大３卒 ２級９号給
短大２卒 ２級５号給
高校専攻科卒 １級２１号給

」

に改める。

附　則

　この規則は，令和２年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市人事委員会規則第９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ２ ３ 日

　管理職員等の範囲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 人 事 委 員 会�

委員長　　飯　田　恭　示

管理職員等の範囲を定める規則の一部を改正する規則

　管理職員等の範囲を定める規則（昭和５４年広島市人事委員会

規則第１３号）の一部を次のように改正する。

　別表第１市長の事務部局の項第４号中「及び主幹」の右に「　

企画総務局人事部給与課主幹」を加え，同表教育委員会事務局の

項第３号中「担当課長」の右に「　医務監」を加え，同項第５号

中「，主幹」を削り，同項第６号中「総務部総務課の主任及び主

査（職員の任用，服務，懲戒，分限等に関する事務並びに人件費

の編成及び経理に関する事務を担当する主査に限る。）」を「総

務部総務課の主任及び主査（人件費の編成及び経理に関する事務

を担当する主査に限る。）」に改め，「中等教員係長」の右に

「，給与決定係長」を加え，同項第７号中「総務部総務課の主事

（人件費の編成及び経理に関する事務並びに諸手当の認定に関す

る事務を担当する主事に限る。）」を「総務部総務課の主事（職

員の任用，服務，懲戒，分限等に関する事務並びに人件費の編成

及び経理に関する事務並びに諸手当の認定に関する事務を担当す

る主事に限る。）」に改め，「管理係の主事」の右に「，初等教

員係の主事」を，「中等教員係の主事」の右に「，給与決定係の

教育委員会規則
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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

広島市監査基準の公表

　地方自治法第１９８条の４第１項の規定により別紙のとおり広

島市監査基準を策定したので，同条第３項の規定により公表しま

す。

（別紙）

広島市監査基準

令和２年３月２４日�

監 査 委 員 決 定

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号。以下「法」という。）

第１９８条の３第１項に規定する監査基準を次のとおり定める。

第１章　一般基準

　（監査，検査，審査その他の行為の目的）

第１条　監査委員が行うこととされている監査，検査，審査その

他の行為は，本市の事務の管理及び執行について，法令に適合

し，正確で，経済的，効率的かつ効果的な実施を確保し，もっ

て住民の福祉の増進に資することを目的とする。

　（監査，検査，審査その他の行為の範囲）

第２条　監査委員は，監査，検査，審査その他の行為のうち，次

に掲げるもの（以下「監査等」という。）については，法令の

規定に基づき，かつ，この基準に従い，実施するものとする。

⑴　財務監査（法第１９９条第１項の規定による監査をいう。

以下同じ。）

⑵　行政監査（法第１９９条第２項の規定による監査をいう。

以下同じ。）

⑶　財政援助団体等監査（法第１９９条第７項の規定による監

査をいう。以下同じ。）

⑷　例月出納検査（法第２３５条の２第１項の規定による検査

をいう。以下同じ。）

⑸　決算審査（法第２３３条第２項及び地方公営企業法（昭和

２７年法律第２９２号）第３０条第２項の規定による審査を

いう。以下同じ。）

⑹　健全化判断比率等審査（地方公共団体の財政の健全化に関

する法律（平成１９年法律第９４号）第３条第１項及び第２

２条第１項の規定による審査をいう。以下同じ。）

⑺　内部統制評価報告書審査（法第１５０条第５項の規定によ

る審査をいう。以下同じ。）

２　監査委員が行うこととされている監査，検査，審査その他の

行為のうち，監査等を除くものについては，法令の規定に基づ

き，かつ，この基準の趣旨に鑑み，実施するものとする。

　（倫理規範及び責務）

第３条　監査委員は，高潔な人格を維持し，誠実にその職務を遂

行するものとする。

２　監査委員は，独立的かつ客観的な立場で公正不偏の態度を保

広島市教育委員会告示第９号

令 和 ２ 年 ４ 月 ８ 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２年４月１５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　「１０オフ運動」の平成３１年度取組結果及び令和２年度

取組概要について（報告）

⑵　広島市教育委員会規則の一部改正について（議案）

⑶　学校運営協議会の設置について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１０号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ４ 日

　令和２年４月８日付け広島市教育委員会告示第９号で告示した

広島市教育委員会議（定例会）の議題に，次の議題を追加する。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

議　題

⑴　市立学校の臨時休業に関する対応について（報告）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１１号

令 和 ２ 年 ４ 月 １ ５ 日

　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）第４７条の５の学校運営協議会を次のとおり設置した

ので，広島市学校運営協議会の設置等に関する規則（令和２年広

島市教育委員会規則第３号）第３条第２項の規定により告示しま

す。

広 島 市 教 育 委 員 会�

教育長　　糸　山　　　隆

名称 対象学校
広島市立似島小中一貫教育校学校運営協
議会

広島市立似島小学校
広島市立似島中学校

広島市立戸山小中一貫教育校学校運営協
議会

広島市立戸山小学校
広島市立戸山中学校

広島市立阿戸小中一貫教育校学校運営協
議会

広島市立阿戸小学校
広島市立阿戸中学校

広島市監査公表第７号

令和２年４月１日

教育委員会告示

監査公表
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を勘案し，適切に監査等を行うものとする。

　（監査等の実施手続）

第９条　監査委員は，監査計画に基づき，監査等の手続を選択

し，監査等を実施するものとする。

　（監査等の証拠の入手）

第１０条　監査委員は，監査等の結果を形成するため，必要な監

査等の証拠を入手するものとする。

２　監査委員は，監査等の証拠を評価した結果，想定していな

かった事象若しくは状況が生じた場合又は新たな事実を発見し

た場合には，適宜監査等の手続を追加して必要な証拠を入手す

るものとする。

　（各種の監査等の有機的な連携及び調整）

第１１条　監査委員は，各種の監査等が相互に有機的に連携して

行われるよう調整し，監査等を行うものとする。

　（監査専門委員の選任等）

第１２条　監査委員は，必要に応じて監査専門委員を選任し，必

要な事項を調査させることができる。

２　監査委員は，監査等の実施に当たり，効率的かつ効果的に実

施することができるよう，外部監査人との連携を図るものとす

る。

第３章　報告基準

　（監査等の結果に関する報告等の作成及び提出）

第１３条　監査委員は，財務監査，行政監査及び財政援助団体等

監査に係る監査の結果に関する報告を作成し，議会及び市長等

に提出するものとする。

２　監査委員は，前項の監査の結果に関する報告については，当

該報告に添えてその意見を提出することができるとともに，当

該報告のうち特に措置を講ずる必要があると認める事項につい

ては勧告することができる。

３　監査委員は，例月出納検査の結果に関する報告を作成し，議

会及び市長に提出するものとする。

４　監査委員は，決算審査，健全化判断比率等審査及び内部統制

評価報告書審査を終了したときは，意見を市長に提出するもの

とする。

　（監査等の結果に関する報告等への記載事項）

第１４条　前条に規定する監査等の結果に関する報告等には，原

則として次に掲げる事項を記載するものとする。

⑴　この基準に準拠している旨

⑵　監査等の種類

⑶　監査等の対象

⑷　監査等の着眼点

⑸　監査等の実施内容

⑹　監査等の結果

２　前項第６号の監査等の結果には，次の各号に掲げる監査等の

種類に応じて，重要な点において当該各号に定める事項が認め

られる場合にはその旨その他監査委員が必要と認める事項を記

載するものとする。

⑴　財務監査又は行政監査　前項第１号から第５号までの記載

事項のとおり監査した限りにおいて，監査の対象となった事

持しその職務を遂行するものとする。

３　監査委員は，正当な注意を払ってその職務を遂行するものと

する。

４　監査委員は，職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならな

い。その職を退いた後も，同様とする。

５　監査委員は，自ら入手した証拠に基づき意見等を形成し，結

果に関する報告等を決定し，これを議会並びに市長及び関係の

ある委員会又は委員（以下「市長等」という。）に提出するも

のとする。

　（研さん）

第４条　監査委員は，地方公共団体の財務管理，事業の経営管理

その他行政運営に関し優れた識見を有することが求められ，そ

の職務を遂行するため，自らの能力の向上と知識の蓄積を図

り，研さんに努めるものとする。

２　監査委員は，監査委員の事務を補助する職員に対し，監査委

員の職務がこの基準に則って遂行されるよう，地方公共団体の

財務管理，事業の経営管理その他行政運営に関して，自らの能

力の向上と知識の蓄積に努めさせるものとする。

　（質の管理）

第５条　監査委員は，この基準に則って，その職務を遂行するに

当たり求められる監査，検査，審査その他の行為の質を確保す

るものとする。

２　監査委員は，前項の目的を達成するため監査委員の事務を補

助する職員に対して，適切に指揮及び監督を行うものとする。

３　監査委員は，監査計画，監査等の内容及び結果その他監査委

員が必要と認める事項を監査調書として作成し，保存するもの

とする。

第２章　実施基準

　（監査計画）

第６条　監査委員は，監査等を効率的かつ効果的に実施するた

め，本市の各組織の目的の達成を阻害する要因（以下「リス

ク」という。）の内容及び程度，過去の監査結果，監査結果の

措置状況，監査等のための人員，時間その他の資源並びにその

他の事情又は条件を総合的に勘案し，監査計画を策定するもの

とする。

２　前項の監査計画には，監査等の種類，対象，時期，実施体制

等を定めるものとする。

３　監査委員は，監査計画の前提として把握した事象若しくは状

況が変化した場合又は監査等の実施過程で新たな事実を発見し

た場合には，必要に応じて監査計画を修正するものとする。

　（リスクの識別と対応）

第７条　監査委員は，必要に応じて監査等の対象のリスクを識別

し，そのリスクの内容及び程度を検討した上で，監査等を実施

するものとする。

　（内部統制に依拠した監査等）

第８条　前条のリスクの内容及び程度の検討に当たっては，必要

に応じて内部統制の整備状況及び運用状況について情報を集

め，判断するものとする。

２　監査委員は，監査等の種類に応じ，内部統制に依拠する程度
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⑶　監査の結果に関する報告に係る勧告の決定

⑷　決算審査に係る意見の決定

⑸　健全化判断比率等審査に係る意見の決定

⑹　内部統制評価報告書審査に係る意見の決定

２　監査委員は，監査の結果に関する報告の決定について，各監

査委員の意見が一致しないことにより，前項の合議により決定

することができない事項がある場合には，その旨及び当該事項

についての各監査委員の意見を議会及び市長等に提出するとと

もに公表するものとする。

　（公表）

第１６条　監査委員は，次に掲げる事項を監査委員全員（除斥そ

の他の事由により監査を実施しなかった監査委員を除く。）の

連名で速やかに公表するものとする。

⑴　監査の結果に関する報告の内容

⑵　監査の結果に関する報告に添える意見の内容

⑶　監査の結果に関する報告に係る勧告の内容

　（措置状況の公表等）

第１７条　監査委員は，監査の結果に関する報告の提出又は監査

の結果に関する報告に係る勧告を受けた者からこれによる措置

を講じた旨の通知を受けた場合は，当該措置の内容を公表する

ものとする。

２　監査委員は，監査の結果に関する報告の提出又は監査の結果

に関する報告に係る勧告を受けた者に，適時，措置状況の報告

を求めるよう努めるものとする。

第４章　雑則

　（委任規定）

第１８条　この基準の実施に関し必要な事項は，別に定める。

附　則

１　この基準は，令和２年４月１日から施行する。

２　第２章及び第３章の規定は，この基準の施行の日以後の事務

事業に対する監査等について適用し，同日前の事務事業に対す

る監査等については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第８号

令和２年４月１６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

監査の結果（指摘事項）に対する措置の内容の公表

　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，地方自治法第１９９条第１４項の規定により，当該措置

の内容を別紙のとおり公表する。

務が法令に適合し，正確に行われ，最少の経費で最大の効果

を挙げるようにし，その組織及び運営の合理化に努めている

こと。

⑵　財政援助団体等監査　前項第１号から第５号までの記載事

項のとおり監査した限りにおいて，監査の対象となった財政

援助団体等の当該財政的援助等に係る出納その他の事務の執

行が当該財政的援助等の目的に沿って行われていること。

⑶　例月出納検査　前項第１号から第５号までの記載事項のと

おり検査した限りにおいて，現金の出納事務が正確に行われ

ていること。

⑷　決算審査　前項第１号から第５号までの記載事項のとおり

審査した限りにおいて，決算その他関係書類が法令に適合

し，かつ，正確であること。

⑸　健全化判断比率等審査　健全化判断比率及び資金不足比率

並びにこれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が法令

に適合し，かつ，正確であること。

⑹　内部統制評価報告書審査　市長が作成した内部統制評価報

告書について，監査委員が確認した内部統制の整備状況及び

運用状況，評価に係る資料並びに監査委員が行うこととされ

ている監査，検査，審査その他の行為によって得られた知見

に基づき，市長による評価が評価手続に沿って適切に実施さ

れたか及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかど

うかの判断が適切に行われているかという観点から検討を行

い審査した限りにおいて，内部統制評価報告書の評価手続及

び評価結果に係る記載は相当であること。

３　第１項第６号の監査等（内部統制評価報告書審査を除く。こ

の項及び次項において同じ。）の結果には，前項各号に掲げる

監査等の種類に応じて，重要な点において当該各号に定める事

項が認められない場合にはその旨その他監査委員が必要と認め

る事項を記載するものとする。

４　監査委員は，是正又は改善が必要である事項が認められる場

合は，その内容を監査等の結果に記載するとともに，必要に応

じて，監査等の実施過程で明らかとなった当該事項の原因を記

載するよう努めるものとする。

５　監査委員は，内部統制評価報告書審査においては，市長によ

る評価が評価手続に沿って適切に実施されていないと考えられ

る場合及び内部統制の不備について重大な不備に当たるかどう

かの判断が適切に行われていないと考えられる場合は，その内

容を記載するものとする。

　（合議）

第１５条　監査等の実施に当たり，次に掲げる事項については，

監査委員の合議によるものとする。

⑴　監査の結果に関する報告（財務監査，行政監査及び財政援

助団体等監査に係るものに限る。以下同じ。）の決定

⑵　監査の結果に関する報告に添える意見の決定

（別　紙）

平成３１年度監査の結果に対する措置の内容の公表

（都市整備局）
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同　　　　　　　碓　氷　芳　雄�

同　　　　　　　豊　島　岩　白

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第９号

令和２年４月１６日

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

１　監査結果公表年月日

令和元年９月６日（広島市監査公表第２１号）

２　監査結果に対する措置事項の通知年月日

令和２年３月２３日（広住政第４２１号）

３　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

市営住宅敷金の管理について
（所管課：都市整備局住宅部住宅政策課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容
　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。

　監査の実施を受け，既に発覚した敷金の還付漏れやシステム
への入力漏れなどについては，対象者に連絡し，敷金の還付又
は未納の家賃への充当を行うとともに，システムへの入力も完
了した。
　敷金の還付漏れやシステムへの入力漏れは，人事異動の際に
「市営住宅入居者等の敷金に係る事務処理手順書」（以下「事
務処理手順書」という。）等の引継ぎが不徹底であったことの
ほか，事務処理の確認方法が効率的でなく，組織的なチェック
体制が十分に機能していなかったことが要因と考えられる。
　そのため，再発防止策として，担当者等が異動しても確実に
敷金の事務処理を実施できるよう，事務処理手順書をより分か
りやすく改訂するとともに，その内容を視覚的に示したフロー
チャートを作成した。
　また，敷金の事務処理について組織的にチェックできるよ
う，「敷金チェックリスト」を作成して，敷金の増減が生じる
可能性がある事由（住宅の住み替え，返還等）に係る事務処理
を行う際の決裁等に添付し，１件ごとの処理状況を区建築課長
が確実にチェックすることとした。
　さらに，「敷金処理状況確認マニュアル」を作成し，住宅政
策課と区建築課が連携して，敷金の処理状況を四半期ごとに確
認することとした。
　その上で，令和２年１月に，区建築課長会及び事務担当者会
議において，敷金の管理を事務処理手順書等に基づき適切に行
うとともに，組織的なチェックを確実に行うよう指示した。
　今後も，区建築課長会や初任者研修会，事務担当者会議にお
いて，敷金管理事務の周知徹底を図り，適正な敷金管理に取り
組む。

（別紙）

平成３０年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（教育委員会）

１　監査意見公表年月日

平成３１年２月５日（広島市監査公表第１号）

２　包括外部監査人

大濱　香織

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

令和２年３月２７日（広市教青放第９０号）

４　監査のテーマ

子ども・子育て支援事業の事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

　⑴　放課後児童クラブの職員の勤務時間について
　　　（所管課：教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課）
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広島市監査告示第１号

令和２年４月１６日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき，次のとおり告示します。

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

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏名 住所
鈴木　雅士 広島県東広島市西条中央六丁目３０番１号

門前　智 広島県広島市東区牛田新町一丁目１０番２
７号

黒田　健治 広島県広島市南区京橋町６番２３－１４０
２号

一久保　直也 広島県広島市中区白島九軒町１４番３－２
０１号

２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

令和２年４月１６日から令和３年３月３１日まで

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　放課後児童クラブの職員の勤務終了時間は，放課後児童クラブの
利用終了時間と同時刻に設定されており，サービス残業の発生原因
となっている。
　放課後児童クラブでは，職員がシフトを組んで交替で勤務してい
るが，勤務時間の設定を見直し，放課後児童クラブの利用終了時間
より遅い時間に最終シフトに該当する者の勤務が終了するように変
更する必要がある。

　監査の意見を踏まえ，放課後児童クラブの職員の残業につい
ては，令和２年度の会計年度任用職員制度の導入を機に，勤務
日誌の記録や掃除・戸締りなどこれまで「時間調整」の対象と
ならなかったものについても新たに時間外勤務手当を支給する
こととし，サービス残業の発生原因の解消を図ることとした。

　⑵　賃貸借物件の耐震性について
　　　（所管課：教育委員会事務局青少年育成部放課後対策課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　民間放課後児童クラブＡの建物賃貸借契約書及び重要事項説明書
を閲覧したところ，「耐震診断無」との記載が見られた。
　民間放課後児童クラブＡの建物は，昭和５６年以前に建築された
建物であるが，その耐震化について法令等で義務付けられているも
のではない。また，民間放課後児童クラブは，テナントを賃借して
の開設が多いため，賃貸人との関係で耐震化を計画的に進めること
は難しい状況にある。
　厚生労働省が実施した「社会福祉施設等の耐震化状況調査」によ
れば，平成２８年３月末時点における放課後児童健全育成事業実施
施設の耐震化率は８０．１％にとどまっている。
　しかしながら，広島市の児童館においては，広島市の放課後児童
健全育成事業の設備及び運営に関する基準において「利用者に対す
る危害防止に十分な考慮を払って設けられなければならない」との
定めがあることや，市の放課後児童クラブと併設していたり，防災
拠点施設でもある児童館においては，耐震化が計画的に進められて
いる。
　担当課においては，民間放課後児童クラブの新規公募の際には建
物の耐震性確認の項目を加えるとともに，既存の民間放課後児童ク
ラブについても必要に応じて，より耐震性の高い建物に移転する場
合の経費を補助するなどの対応を検討すべきである。

　監査の意見を踏まえ，令和元年９月から，「民間放課後児童
クラブ運営団体公募要領」における施設・設備の基準に，建物
の耐震性確認の項目（昭和５６年耐震基準に基づき設計された
建物である等，耐震性に問題ないことが確認されていること
等）を追加した。
　また，事業者の要望を聞き取った結果を踏まえ，既存の民間
放課後児童クラブをより耐震性の高い建物に移転する場合の経
費の補助制度を創設し，令和２年度予算に必要経費を計上し
た。
　以上の取組のほか，既存の民間放課後児童クラブについて，
利用児童の安全に配慮し，避難訓練計画の作成及び訓練の実施
の徹底を促してきており，今後もこれを継続する。

監査告示




