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病院の指定� 89

○精神保健及び精神障害者福祉に関する法律�

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）の認定� 90

○平成１９年広島市告示第９７号の改正� 90

○公共下水道の供用開始� 91

○公共下水道及び流域下水道の終末処理場の�

処理開始� 91

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関�

する法律による介護扶助のための介護を担�

当する機関の指定� 91

○生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関�

する法律による指定介護機関の廃止� 91

○市営住宅の家賃の変更� 92

○出納員の事務の一部委任� 92

○放置自転車等の撤去（中区）� 92

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 92

○放置自転車等の撤去（中区）� 92

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 92

○放置自転車等の撤去（中区）３件� 92

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 93

○放置自転車等の撤去（中区）２件� 93

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 93

○放置自転車等の撤去（中区）� 93

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 93

○放置自転車等の撤去（中区）３件� 93

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 94

○放置自転車等の撤去（中区）２件� 94

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 94

○放置自転車等の撤去（中区）� 94

○長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 94

○放置自転車等の撤去（東区）６件� 94

○建築基準法による公告認定対象区域の認定�

取消（東区）� 95

○放置自転車等の撤去（東区）� 95

○道路の区域変更（東区）� 95

○道路の供用開始（東区）� 95



平成２６年４月３０日� 第１００７号　―５―広　　島　　市　　報

○放置自転車等の撤去（安芸区）� 108

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 108

○放置自転車等の撤去（安芸区）� 108

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 108

○区出納員の事務の一部委任（安芸区）� 108

○道路の区域決定（安芸区）� 108

○道路の区域変更（安芸区）� 108

○道路の供用開始（安芸区）� 108

○放置自転車等の撤去（安芸区）� 109

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 109

○放置自転車等の撤去（佐伯区）３件� 109

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 109

○放置自転車等の撤去（佐伯区）２件� 109

○道路の区域変更（佐伯区）� 109

○道路の供用開始（佐伯区）� 110

○放置自転車等の撤去（佐伯区）２件� 110

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 110

○道路の区域変更（佐伯区）� 110

○道路の供用開始（佐伯区）� 110

○放置自転車等の撤去（佐伯区）� 111

区 告 示

○自動車臨時運行許可番号標の失効（中区）� 111

○住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（東区）� 111

○自動車臨時運行許可番号標の失効（西区）� 111

公 告

○土地区画整理法による広島圏都市計画事業�

（広島平和記念都市建設事業）段原東部土�

地区画整理事業の換地処分� 111

○広島高速道路の工事の完了　３件� 111

○有料道路自動料金収受システムを使用した�

料金の徴収� 112

○広島高速道路の料金及び料金の徴収期間の�

変更� 112

○広島高速道路の料金及び料金の徴収期間の�

届出� 122

○道路整備特別措置法施行令及び車両制限令�

による通行する車両の高さの最高限度が４�

．１メートルである道路の指定並びに車両�

制限令による当該道路を通行する高さが３�

．８メートルを超え４．１メートル以下の�

車両の通行方法� 122

○道路整備特別措置法施行令及び車両制限令�

による通行する車両の総重量の最高限度が�

○道路の区域決定（西区）� 103

○道路の供用開始（西区）２件� 103

○道路の区域変更（西区）� 103

○道路の供用開始（西区）� 103

○放置自転車等の撤去（西区）� 103

○建築基準法に基づく告示対象区域における�

一の敷地とみなすこと等の認定の取り消し�

（西区）� 103

○放置自転車等の撤去（西区）� 104

○道路の区域変更（西区）� 104

○道路の供用開始（西区）� 104

○放置自転車等の撤去（西区）� 104

○長期間駐車されていた自転車等の移動（西�

区）� 104

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）２件� 104

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐南区）� 105

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 105

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 105

○道路の区域変更（安佐南区）� 105

○道路の供用開始（安佐南区）� 105

○道路の区域変更（安佐南区）� 105

○道路の供用開始（安佐南区）� 105

○建築基準法による道路の位置の廃止（安佐�

南区）� 106

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 106

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 106

○上町屋三区町内会の告示事項の変更（安佐�

北区）� 106

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 106

○不動産又は不動産に関する権利等を保有す�

る団体の認可（安佐北区）� 106

○路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

佐北区）� 107

○平成２６年第１回小河内財産区議会定例会�

の招集（安佐北区）� 107

○平成２６年第１回高南財産区議会定例会の�

招集（安佐北区）� 107

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 107

○放置自転車等の撤去（安佐北区）� 107

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 107



―６―　第１００７号� 平成２６年４月３０日広　　島　　市　　報

の基準に関する規程の一部を改正する規程�

（第３号）� 128

○広島市水道局職員の給与に関する規程の一�

部を改正する規程（第４号）� 129

○広島市水道給水条例施行規程の一部を改正�

する規程（第５号）� 130

○広島市水道局検査事務規程及び広島市水道�

局工事施行規程の一部を改正する規程（第�

６号）� 130

○広島市水道局会計規程及び広島市水道局固�

定資産規程の一部を改正する規程（第７号）� 131

○広島市水道局職員互助会設置規程の一部を�

改正する規程（第８号）� 133

○水道事業管理者が保有する保有個人情報開�

示等に関する規程の一部を改正する規程�

（第９号）� 133

○広島市水道局事務分掌規程の全部改正（第�

１０号）� 133

病院事業局規程

○広島市病院事業局職員住宅貸与規程の一部�

を改正する規程（第１号）� 141

○広島市病院事業の設置等に関する条例施行�

規程等を廃止する規程（第２号）� 142

監 査 公 表

○監査の結果（指摘事項）に対する措置事項�

の公表� 143

○包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表� 144

条 例

広 島 市 条 例 第 ７ 号

平成２６年３月２８日

　広島市情報公開・個人情報保護審査会条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市情報公開・個人情報保護審査会条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，広島市情報公開・個人情報保護審査会の設

置及び組織並びに調査審議の手続等について定めるものとす

る。

　（定義）

第２条　この条例において，「実施機関」，「公文書」，「個人情報」

及び「保有個人情報」の意義は，それぞれ広島市情報公開条例

（平成１３年広島市条例第６号。以下「情報公開条例」という。）

第２条及び広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第

４号。以下「個人情報保護条例」という。）第２条に規定する

車両の長さ及び軸距に応じ最大２５トンで�

ある道路の指定� 122

選 管 告 示

○平成２６年３月２日現在における地方自治�

法及び市町村の合併の特例に関する法律に�

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組�

織及び運営に関する法律による委員の解職�

請求をするに必要な選挙人の数� 122

○農業委員会等に関する法律（所属の選挙区�

における選挙された農業委員会の委員の解�

任）の規定による選挙権を有する者の総数�

の２分の１の数� 123

人事委員会規則

○職員の勤務時間，休暇等に関する規則の一�

部を改正する規則� 123

○広島市職員の任用に関する規則の一部を改�

正する規則� 124

○広島市職員の任用に関する権限の一部を委�

任する規則の一部を改正する規則� 124

○職員の定年等に関する規則の一部を改正す�

る規則� 124

○広島市人事委員会が保有する個人情報の開�

示及び訂正に関する規則の一部を改正する�

規則� 124

○広島市人事委員会公印規則の一部を改正す�

る規則� 125

教育委員会規則

○広島市教育委員会が保有する保有個人情報�

の開示等に関する規則の一部を改正する規�

則� 125

○広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一�

部を改正する規則� 125

○広島市立高等学校学則の一部を改正する規�

則� 126

○広島市立中等教育学校学則の一部を改正す�

る規則� 127

○広島市教育委員会職員の職名に関する規則�

の一部を改正する規則� 127

○広島市立中央図書館条例施行規則の一部を�

改正する規則� 127

教育委員会告示

○広島市教育委員会議（定例会）の開催� 127

○広島市教育委員会議（臨時会）の開催� 128

水 道 局 規 程

○広島市水道局文書規程の一部を改正する規�

程（第１号）� 128

○広島市水道局就業規則の一部を改正する規�

程（第２号）� 128

○広島市水道局職員の初任給，昇格，昇給等�


