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　課，佐伯区役所にあつては市民部
の収納課及び課税課の所掌事務に
係るものに限る。）の収納
⒀　広島市農林水産関係手数料条例
第２条に規定する手数料（市民部
地域起こし推進課の所掌事務に係
るものに限る。）の収納（中区役所，
東区役所及び西区役所に限る。）
⒁　広島市都市計画関係手数料条例
第２条に規定する手数料（中区役
所，東区役所，南区役所，西区役
所，安佐南区役所，安芸区役所及
び佐伯区役所にあつては市民部課
税課，安佐北区役所にあつては市
民部課税課及び農林建設部建築課
の所掌事務に係るものに限る。）
の収納

」
削り，

「

　

健康長
寿課

課長 ⑴　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料並びに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
⑵　介護保険の介護給付費及び予防
給付費の誤払過渡返還金，納付金
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
⑶　受託徴収の介護保険料及び後期
高齢者医療保険料並びにこれらに
係る延滞金の出納
⑷　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料の納付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収納
⑸　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料並びに過料並びにこれらに
係る延滞金及び滞納処分による収
納金の過誤納金の支払
⑹　介護保険の介護給付費及び予防
給付費の誤払過渡返還金，納付金
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過
誤納金の支払
⑺　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部健康長
寿課の所掌事務に係るものに限
る。）の収納

」

を

「
健康長
寿課

課長 ⑴　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料並びに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
⑵　介護保険の介護給付費及び予防
給付費の誤払過渡返還金，納付金
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

　別表第３の⑴の表中等教育学校の項中第５号を第６号とし，第

４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号

を加える。

⑶　授業料の収納

　別表第３の⑵の表区役所市民部地域起こし推進課の項第４号中

「（平成１２年広島市条例第２３号）」を削り，同表区役所市民

部市民課の項第２号中「市民部の収納課及び課税課」を「中央市

税事務所」に改め，同表区役所の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
を

　

収納課 課長 ⑴　市税及び県民税並びにこれらに
係る督促手数料，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　児童福祉施設徴収金の納入義務
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

⑹　市税及び県民税並びに過料並び
にこれらに係る督促手数料，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

⑺　保育料並びにこれに係る督促手
数料及び延滞金の過誤納金の支払

⑻　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

⑼　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

⑽　商品である原動機付自転車等の
標識公布手数料の収納

⑾　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

⑿　広島市証明等手数料条例第２条
（第２０号を除く。）に規定する
手数料（中区役所，東区役所，西
区役所，安佐南区役所及び安芸区
役所にあつては市民部の区政調整
課，地域起こし推進課，収納課及
び課税課，南区役所にあつては市
民部の収納課及び課税課，安佐北
区役所にあつては市民部の区政調
整課，地域起こし推進課，収納課
及び課税課並びに農林建設部建築
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ステム（電子情報処理組織を使用して財務及び会計に関する事

務を行うための情報処理のシステムで，会計室次長が管理する

ものをいう。以下同じ。）により作成し，管理するものを含む。

以下同じ。）」とあるのは「支出伝票」と，第８条中「支出命令

書」とあるのは「支出伝票」と，「債権内訳書（これらに相当

するものとして財務会計システムにより作成し，管理するもの

を含む。以下同じ。）」とあるのは「債権内訳書」と，「会計管

理者又は区会計管理者」とあるのは「広島市安芸市民病院事業

の企業出納員」と，第１１条中「精算命令書（これに相当する

ものとして財務会計システムにより作成し，管理するものを含

む。）」とあるのは「振替伝票」と，「当該精算命令書」とある

のは「当該振替伝票」と，「会計管理者又は区会計管理者」と

あるのは「健康福祉局保健部保健医療課長」と，第１３条中「会

計管理者」とあるのは「広島市安芸市民病院事業の企業出納員」

とする。

　別表健康福祉局の項中

「

　
健康福祉企画課 課長 局長，健康福祉企画課，

監査指導室
」

を

「

　

健康福祉企画課 課長 局長，健康福祉企画課，
監査指導室

地域福祉課 課長 地域福祉課
」

に

改め，同表地域交流センターの項の次に次のように加える。

身体障害者更生相談所 次長 身体障害者更生相談所

　別表教育委員会事務局の項中「，総務課」の右に「，教育企画

課」を加え，

「
　�学校事務センター 所長 学校事務センター

」
を削り，

同表中「　　　　　幼稚園 園長 幼稚園
」

を

「

　
学校事務センター 所長 学校事務センター
幼稚園 園長 幼稚園

」
に改める。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５５号

平成２６年３月３１日

　広島市物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市物品管理規則の一部を改正する規則

　広島市物品管理規則（昭和４４年広島市規則第６４号）の一部

を次のように改正する。

　第１４条第１項中「，区役所の」を「区役所の」に，「区役所

市民部区政調整課とし，病院事業局総合リハビリテーションセン

ター事務室である場合にあつては病院事業局事務局財務課」を「，

区役所市民部区政調整課」に改め，同項第１３号を次のように改

める。

⒀　ＩＣカード乗車券（集積回路が組み込まれたカードであつ

　

　納
⑶　受託徴収の介護保険料及び後期
高齢者医療保険料並びにこれらに
係る延滞金の収納

⑷　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料の納付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収納

⑸　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料並びに過料並びにこれらに
係る延滞金及び滞納処分による収
納金の過誤納金の支払

⑹　介護保険の介護給付費及び予防
給付費の誤払過渡返還金，納付金
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過
誤納金の支払

⑺　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部健康長
寿課の所掌事務に係るものに限
る。）の収納

保健福
祉課

課長 ⑴　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の収納

⑵　保育料及びこれに係る延滞金の
過誤納金の支払

⑶　母子福祉資金償還金及び寡婦福
祉資金償還金並びにこれらに係る
違約金及び返還金の収納

⑷　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部保健福
祉課の所掌事務に係るものに限
る。）の収納

」

に

改める。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５４号

平成２６年３月３１日

　広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正

する規則

　広島市職員の給与等の支払に関する規則（昭和３３年広島市規

則第１８号）の一部を次のように改正する。

　第５条中「（エを除く。）」を削る。

　第１５条を同条第２項とし，同条に第１項として次の１項を加

える。

広島市安芸市民病院事業会計に係る給与等の支払に関するこ

の規則の規定の適用については，第５条中「会計管理者又は区

会計管理者」とあるのは「広島市安芸市民病院事業の企業出納

員」と，「支出命令書（これに相当するものとして財務会計シ
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一部を改正する規則

　物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則（平成７年

広島市規則第１３２号）の一部を次のように改正する。

　第３条第３項に次の１号を加え，同項を同条第４項とする。

⑷　前号の資格に関する文書を入手するための手段

第３条中第２項を第３項とし，第１項の次に次の１項を加える。

２　市長は，前項の規定による審査の結果，一般競争入札又は指

名競争入札に参加する者に必要な資格がないと認めた者から請

求があるときは，当該資格がないと認めた理由を書面により通

知しなければならない。

　第４条第１項中「契約に係る一般競争入札」の右に「（当該最

初の契約に係る公告において最初の契約以外の契約に係る公告を

少なくとも２４日前に行う旨定めた場合に限る。）」を加える。

　第５条第１項中「第７条」を「第７条第１項」に改め，同条第

３項中「契約規則第２０条第２項」を「特例政令第７条第２項」

に改める。

　第６条中「第７条」を「第７条第１項」に改める。

　第７条第１項中「第７条」を「第７条第１項」に改め，同条第

４項を同条第５項とし，同条第３項中「契約規則第２０条第２項」

を「特例政令第７条第２項」に改め，同項を同条第４項とし，同

条第２項の次に次の１項を加える。

３　第３条第２項の規定は，第１項の規定による審査の結果，一

般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な資格がない

と認めた者について準用する。

　第９条第１号中「第７条」を「第７条第１項」に，「第６条第

５号」を「第６条第６号」に改め，同条中第６号を第７号とし，

第５号の次に次の１号を加える。

⑹　電子情報処理組織を使用して契約の手続を行う場合におい

ては，当該電子情報処理組織の使用に関する事項

　第１１条第２項第７号中「第７条」を「第７条第１項」に改め

る。

附　則

１　この規則は，平成２６年４月１６日から施行する。

２　改正後の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則

の規定は，この規則の施行の日前において行われた公告その他

の契約の申込みの誘因に係る契約で同日以後に締結されるもの

については，適用しない。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５８号

平成２６年３月３１日

　広島市債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市債権管理事務取扱規則の一部を改正する規則

　広島市債権管理事務取扱規則（昭和４１年広島市規則第５７号）

の一部を次のように改正する。

　第２条第５号中「，会計室」の右に「，身体障害者更生相談所」

を加え，「，病院事業局総合リハビリテーションセンター」及び

て公共交通機関の利用に係るものをいう。）

　第１４条第３項中「区役所市民部区政調整課長」を「，区役所

市民部区政調整課長」に改め，「とし，病院事業局総合リハビリ

テーションセンター事務室事務長にあつては病院事業局事務局財

務課長とする。」を削る。

　第４３条第２項第１号中「（第６号に掲げる帳簿に記録管理す

るものを除く。）」を削り，同項中第１０号を第１１号とし，第９

号を第１０号とし，同項第８号中「第３号及び第６号」を「第２

号，第４号及び第７号」に改め，同号を同項第９号とし，同項第

７号を同項第８号とし，同項第６号中「（プリペイド・カードの

出納及び保管の状況を記録管理するものをいう。）」を削り，同号

を同項第７号とし，同項中第５号を第６号とし，第２号から第４

号までを１号ずつ繰り下げ，第１号の次に次の１号を加える。

⑵　ＩＣカード乗車券出納簿

　別表第１の⑴の表中

「　市税事務所長 所長
」を

「

　
市税事務所 所長
身体障害者更生相談所 次長

」
に改め，病院事業局総

合リハビリテーションセンター事務室の項を削り，「第１条に規

定する課（」の右に「総務課及び教育企画課にあつては総務課，」

を加える。

　別表第１の⑵の表中「，収納課及び課税課にあつては収納課」

を削る。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５６号

平成２６年３月３１日

　広島市職員賠償審査会規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市職員賠償審査会規則の一部を改正する規則

　広島市職員賠償審査会規則（昭和３５年広島市規則第２号）の

一部を次のように改正する。

　第９条第２項中「企画総務局法務課主任」を「企画総務局法務

課法務係長」に改める。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５７号

平成２６年３月３１日

　物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の一部を改

正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則の
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に規定する休日（以下「休日」という。）

ウ　１月２日，１月３日，８月６日及び１２月２９日から

１２月３１日まで

⑵　受付時間

午前８時３０分から午前１１時３０分まで及び午後１時か

ら午後３時３０分まで

⑶　診療時間

午前８時３０分から正午まで及び午後１時から午後５時ま

で

⑷　面会時間

午後３時から午後８時まで。ただし，休診日にあっては，

午前８時３０分から午後８時までとする。

２　前項本文の規定にかかわらず，急病の患者に対する診療は，

１２月３１日から翌年１月３日までの間を除き，日曜日及び土

曜日並びに休日の午後６時から午後１１時までの間においても

行う。

　（往診）

第３条　安芸市民病院においては，往診は，行わない。ただし，

急を要するときは，この限りでない。

　（入院の手続）

第４条　安芸市民病院に入院して診療を受けようとする者は，市

長の承認を受けなければならない。

２　前項の規定により承認を受けようとする者は，所定の入院申

込書を市長に提出しなければならない。

３　条例第７条の規定により安芸市民病院の管理を同条の指定管

理者に行わせる場合における前２項の規定の適用については，

これらの規定中「市長」とあるのは，「指定管理者」とする。

　（禁止行為）

第５条　何人も，安芸市民病院においては，次に掲げる行為をし

てはならない。

⑴　安芸市民病院の施設その他の物件を損傷し，又は汚損する

こと。

⑵　他の患者に迷惑を及ぼすような行為

⑶　その他安芸市民病院の管理に支障があると認められる行為

　（指定管理者の指定に係る申請書の提出等）

第６条　条例第８条第１項の規定による提出は，市長が定める期

間に所定の申請書によりしなければならない。

２　条例第８条第１項の規則で定める書類は，次に掲げる書類と

する。

⑴　収支予算書

⑵　定款その他これに準ずるもの

⑶　法人にあっては，当該法人の登記事項証明書

⑷　決算その他の経営状況に関する書類

⑸　その他市長が必要と認める書類

附　則

１　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

２　この規則の施行前にされた安芸市民病院への入院に係る病院

長の承認又は病院長への入院申込書の提出は，第４条第１項の

規定による承認又は同条第２項の規定による提出とみなす。

カを削り，キをカとし，クからスまでをキからシまでとする。

　第２２条第２項中「第１２９条まで」の右に「，広島市安芸市

民病院事業財務会計規則（平成２６年広島市規則第６２号）第

７９条から第８１条まで」を加える。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５９号

平成２６年３月３１日

　広島市身体障害者更生相談所の休所日及び開所時間を定める規

則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市身体障害者更生相談所の休所日及び開所時間を

定める規則

　広島市身体障害者更生相談所の休所日及び開所時間は，次のと

おりとする。ただし，都合により休所日又は開所時間を変更する

ことがある。

⑴　休所日

ア　日曜日及び土曜日

イ　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

ウ　１月２日，１月３日，８月６日及び１２月２９日から

１２月３１日まで

⑵　開所時間

午前８時３０分から午後５時まで

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６０号

平成２６年３月３１日

　広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例施行規

則

　（趣旨）

第１条　この規則は，広島市安芸市民病院事業の設置等に関する

条例（昭和４１年広島市条例第６２号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（休診日，受付時間等）

第２条　広島市医師会運営・安芸市民病院（以下「安芸市民病院」

という。）の休診日，受付時間，診察時間及び面会時間は，次

のとおりとする。ただし，急を要するとき，又は市長が特に必

要と認めたときは，この限りでない。

⑴　休診日

ア　日曜日及び水曜日

イ　国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）
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乗じて得た額に１００分の１０８を乗じて得た額（その額

に１円未満の端数があるときは，その端数金額を切り捨て

た額）

⑷　前３号に掲げる使用料及び手数料以外の使用料及び手数料

　算定方法若しくは算定基準に準じて算定した額又は実費を

基準にして算定した額

　（使用料及び手数料の徴収時期等）

第３条　条例第３条ただし書の市長が特別の事由があると認める

ときは，次の各号のいずれかに該当するときとする。

⑴　応急の診療を要し，使用料及び手数料を診療の際徴収する

時間的余裕がないと認められるとき。

⑵　その他市長において使用料及び手数料を事後に徴収するこ

とがやむを得ないと認めるとき。

２　前項第２号に該当する場合において，使用料又は手数料を事

後において納付しようとする者は，所定の申告書を市長に提出

しなければならない。

　（使用料及び手数料の支払請求権の放棄）

第４条　条例第５条の規定による支払請求権の放棄は，次の各号

のいずれかに該当するときに行うものとする。

⑴　債務者が相続人なしに死亡したとき。

⑵　債務者の所在が不明であるとき。

⑶　債務者が，破産法（平成１６年法律第７５号）第２５３条，

会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第２０４条その他

の法令の規定により，当該支払請求権に係る債務についてそ

の責任を免れたとき。

⑷　その他市長において債権の放棄を行うことが適当であると

認めるとき。

附　則

　この規則は，平成２６年４月1日から施行する。

別表第１（第２条関係）

区　　分 単　　位 特別病室差額使用料の額

特室１ １日につき
円

６，５００　

特室２ １日につき ５，５００　

別表第２（第２条関係）

区　　　分 単　位 特別診断書料の額

　身体検査書
　死亡診断書
　休業用診断書
　入学用診断書
　自動車損害賠償保障法に係
る診療明細書
　身体障害者診断書
　会社，官公庁等の所定様式
による診断書
　その他これらに準ずるもの

１通につき

円

１，９５０

　

　自動車損害賠償保障法に係
る診断書
　簡易保険に係る病状調査票
　保険会社に提出する入院療

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６１号

平成２６年３月３１日

　広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規

則

　（趣旨）

第１条　この規則は，広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料

条例（昭和２７年広島市条例第３９号。以下「条例」という。）

の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（使用料及び手数料の額）

第２条　条例第２条第１項第１号の市長が定める額は，別表第１

に定める額とする。

２　条例第２条第１項第２号イの市長が定める額は，別表第２に

定める額とする。

３　条例第２条第２項に規定する市長が定める使用料及び手数料

の額は，次の各号に掲げる使用料及び手数料の区分に応じ，当

該各号に定める額とする。

⑴　公害健康被害の補償等に関する法律（昭和４８年法律第

１１１号）の規定による療養の給付の対象となる診療（第３

号に規定する療養を除く。）に係る使用料及び手数料　公害

健康被害の補償等に関する法律の規定による診療報酬の額の

算定方法（平成４年環境庁告示第４０号）に基づいて算定し

た額

⑵　自動車損害賠償保障法（昭和３０年法律第９７号）の規定

による損害賠償の対象となる診療（次号に規定する療養を除

く。）に係る使用料及び手数料　診療報酬の算定方法（平成

２０年厚生労働省告示第５９号。以下「算定方法」という。）

又は入院時食事療養費に係る食事療養及び入院時生活療養費

に係る生活療養の費用の額の算定に関する基準（平成１８年

厚生労働省告示第９９号。以下「算定基準」という。）に基

づいて算定した額に１０分の１５を乗じて得た額

⑶　厚生労働大臣の定める評価療養及び選定療養（平成１８年

厚生労働省告示第４９５号）第２条第７号に掲げる療養に係

る使用料及び手数料　次に掲げる額を合計した額

ア　保険外併用療養費に係る療養についての費用の額の算定

方法（平成１８年厚生労働省告示第４９６号）に基づいて

算定した額（自動車損害賠償保障法の規定による損害賠償

の対象となる診療にあっては，その算定した額に１０分の

１５を乗じて得た額）

イ　保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等

（平成１８年厚生労働省告示第４９８号）第１０号に規定

する点数に１００分の１５を乗じて得た点数（その点数に

１点未満の端数があるときは，これを四捨五入して得た点

数）に，１点につき１０円（自動車損害賠償保障法の規定

による損害賠償の対象となる診療にあっては，１５円）を
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病院事業」という。）の財務及び会計事務の処理に関し必要な

事項を定めるものとする。

　（用語の定義）

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　「予算」とは，地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２

号。以下「法」という。）第２４条に規定する予算をいう。

⑵　「配当」とは，安芸市民病院事業に係る支出予算（現金の

支出を伴わない経費を除く。）について，その執行できる範

囲を指示することをいう。

⑶　「金銭」とは，安芸市民病院事業に係る現金，預金，貯金

及び地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号。以

下「令」という。）第２１条の３第１項の規定により納付さ

れた証券をいう。

⑷　「主管課長」とは，別表第１の担当範囲の欄に掲げる課の

財務及び会計事務を担当する者として同表の主管課長の欄に

掲げる職位をいう。

⑸　「物品」とは，安芸市民病院事業に係る固定資産及び金銭

以外の一切の動産をいう。

⑹　「固定資産」とは，有形固定資産，無形固定資産及び投資

をいう。

⑺　「有形固定資産」とは，土地，立木，建物，構築物，医療

機械装置，車両，地方公営企業法施行規則（昭和２７年総理

府令第７３号。以下「法規則」という。）第５条第２項第１

号チのリース資産，同号リの建設仮勘定並びに耐用年数１年

以上かつ取得価額１０万円以上の工具，器具及び備品をいう。

⑻　「無形固定資産」とは，水利権，借地権，地上権，特許権，

施設利用権，法規則第５条第２項第２号ルのリース資産その

他これらに準ずるもので有償で取得したものをいう。

⑼　「投資」とは，投資有価証券，長期貸付金，基金その他こ

れらに準ずるものをいう。

　（企業出納員の設置）

第３条　安芸市民病院事業に企業出納員を置く。

２　前項の企業出納員の設置箇所，企業出納員となるべき者の職

及びその取扱事務は，別表第２のとおりとする。

　（企業出納員の任免）

第４条　前条第２項に規定する企業出納員となるべき者の職にあ

る者は，その職にある間，企業出納員に任命されたものとし，

別に辞令は交付しないものとする。

２　市長は，企業出納員に事故がある場合又は企業出納員が欠け

た場合において必要があると認めるときは，その事故の期間又

は欠けた期間につき企業出納員を任命するものとする。

　（企業出納員への事務の委任）

第５条　市長の権限に属する出納その他の会計事務のうち，別表

第２の取扱事務の欄に掲げる事務は，同表の企業出納員となる

べき者の職の欄に掲げる職にある企業出納員に委任する。

２　前条第２項の規定により企業出納員が任命されたときは，前

項の規定により事故がある企業出納員又は欠けた企業出納員に

委任されている事務は，当該任命された企業出納員に委任する。

養証明書
　厚生年金，国民年金等に係
る所定様式による診断書
　その他これらに準ずるもの

１通につき ４，０００　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６２号

平成２６年３月３１日

　広島市安芸市民病院事業財務会計規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市安芸市民病院事業財務会計規則

目次

　第１章　総則（第１条～第１１条）

　第２章　伝票及び帳簿並びに勘定科目

　　第１節　伝票（第１２条～第１７条）

　　第２節　帳簿（第１８条～第２１条）

　　第３節　勘定科目（第２２条）

　第３章　収入及び支出

　　第１節　収入（第２３条～第３５条）

　　第２節　支出（第３６条～第５７条）

　第４章　出納取扱金融機関（第５８条～第７７条）

　第５章　預り金及び預り有価証券（第７８条～第８２条）

　第６章　棚卸資産

　　第１節　通則（第８３条・第８４条）

　　第２節　出納（第８５条～第９２条）

　　第３節　棚卸し（第９３条～第９６条）

　第７章　棚卸資産以外の物品（第９７条～第１０４条）

　第８章　固定資産

　　第１節　通則（第１０５条）

　　第２節　取得（第１０６条～第１１２条）

　　第３節　管理及び処分（第１１３条～第１１５条）

　　第４節　減価償却（第１１６条・第１１７条）

　　第５節　固定資産の評価（第１１８条・第１１９条）

　　第６節　雑則（第１２０条・第１２１条）

　第９章　リース会計に係る特例（第１２２条）

　第１０章　引当金（第１２３条～第１２７条）

　第１１章　報告セグメント（第１２８条）

　第１２章　予算

　　第１節　通則（第１２９条・第１３０条）

　　第２節　予算の執行（第１３１条～第１４３条）

　　第３節　資金計画（第１４４条）

　第１３章　決算（第１４５条～第１４９条）

　第１４章　帳票等（第１５０条～第１５３条）

　第１５章　雑則（第１５４条～第１５６条）

　附則

第１章　総則

　（趣旨）

第１条　この規則は，広島市安芸市民病院事業（以下「安芸市民
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の理由を告げ，主管課長に返付しなければならない。

⑴　会計伝票及び関係書類が所定の様式でないとき。

⑵　会計伝票及び関係書類の内容に過誤があるとき，又は計算

の基礎が明確でないとき。

⑶　会計伝票及び関係書類の内容が法令，予算，契約等に違反

しているとき。

⑷　その他支出の根拠が明確でないとき。

⑸　執行が不能となったとき。

　（会計伝票の整理及び仕訳日計表の作成）

第１６条　健康福祉局保健部保健医療課長（以下「保健医療課長」

という。）は，会計伝票を整理し，仕訳日計表を作成しなけれ

ばならない。

　（会計伝票等の保存）

第１７条　会計伝票，仕訳日計表及び取引に関する証拠となるべ

き書類は，それぞれの日付によって編集し，保存しなければな

らない。

　　　　第２節　帳簿

　（帳簿の種類及び保管）

第１８条　安芸市民病院事業に関する取引を記録し，計算し，及

び整理するため，次に掲げる会計帳簿（以下「帳簿」という。）

を備えるものとする。

⑴　仕分日計表

⑵　総勘定元帳

⑶　企業債台帳

⑷　固定資産台帳

⑸　貯蔵品台帳

⑹　その他の整理簿

２　前項各号に掲げる帳簿は，保健医療課長が整理し，保管しな

ければならない。

　（帳簿の記載）

第１９条　帳簿は，会計伝票又は証拠となるべき書類により，正

確かつ明瞭に記載しなければならない。

　（帳簿の照合）

第２０条　総勘定元帳その他相互に関係する帳簿は，随時照合し

なければならない。

　（科目の更正）

第２１条　主管課長は，整理済みの科目に誤りを発見したときは，

直ちに，振替伝票を発行し，正当科目に更正しなければならな

い。

　　　　第３節　勘定科目

第２２条　安芸市民病院事業の経理は，損益勘定，資産勘定，負

債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

２　前項に規定する勘定科目の区分は，市長が定める。

３　第１項に規定する勘定科目で処理し難い取引が生じた場合

は，健康福祉局長が勘定科目を定める。

第３章　収入及び支出

　　　　第１節　収入

　（収入の調定）

第２３条　主管課長は，収入の調定をしようとする場合は，収入

　（現金取扱員の設置）

第６条　安芸市民病院事業に現金取扱員を置く。

２　現金取扱員は，市長が任命する。

３　現金取扱員は，企業出納員の命を受けて，医療費及びその他

の収入金の収納の事務を行う。

　（現金取扱員の現金取扱限度額）

第７条　現金取扱員が取り扱うことができる現金の限度額は，次

に掲げるところによる。

⑴　医療費及びその他の収入金については，１日の取扱高

⑵　釣銭用現金については，１０万円

　（善管注意義務）

第８条　企業出納員及び現金取扱員は，善良な管理者の注意をも

って，現金その他の資産を取り扱わなければならない。

　（金融機関の出納事務の取扱い）

第９条　市長は，安芸市民病院事業に係る公金の出納事務の一部

を市長が指定した金融機関に取り扱わせるものとする。

２　前項の規定により公金の収納及び支払の事務の一部を取り扱

わせる金融機関は，広島市安芸市民病院事業出納取扱金融機関

（以下「出納取扱金融機関」という。）と称する。

　（現金の繰替え）

第１０条　安芸市民病院事業に属する現金に過不足があるとき

は，本市の一般会計又は他の特別会計相互に繰り替えることが

できる。

　（私金との混同禁止）

第１１条　公金を取り扱う者は，その取扱いに係る現金を私金と

混同してはならない。

第２章　伝票及び帳簿並びに勘定科目

　　　　第１節　伝票

　（会計伝票の発行）

第１２条　安芸市民病院事業に係る取引については，その取引の

発生の都度，証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行す

るものとする。

　（会計伝票の種類）

第１３条　会計伝票の種類は，収入伝票，支出伝票及び振替伝票

とする。

２　収入伝票は，金銭収納の取引について発行する。

３　支出伝票は，金銭支払の取引について発行する。

４　振替伝票は，前２項に規定する取引以外の取引について発行

する。

　（会計伝票発行上の注意）

第１４条　会計伝票を発行しようとするときは，予算の有無，法

令その他の諸規程に適合するかどうかを調査しなければならな

い。

２　会計伝票の記載事項を訂正する場合は，発行者が証印しなけ

ればならない。ただし，債権者名及び主標金額は，訂正するこ

とができない。

　（企業出納員の会計伝票等の審査）

第１５条　企業出納員は，会計伝票及び関係書類の送付を受けた

ときは，これらを審査し，次のいずれかに該当するときは，そ
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該収納した日の翌日までに出納取扱金融機関に預け入れなけれ

ばならない。ただし，同日が次のいずれかの日に該当するとき

は，これらの日の翌日までに預け入れなければならない。

⑴　銀行法（昭和５６年法律第５９号）第１５条第１項に規定

する休日

⑵　８月６日，１２月２９日及び３０日

⑶　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）第４条第１項の規定により日曜

日以外の日を週休日と定められた企業出納員にあっては，同

項の規定により週休日と定められた日又は同条例第９条に規

定する人事委員会規則で定める日

３　公金徴収事務等受託者は，収入を収納したときは，当該収入

にその内訳を示す現金払込書を添えて，速やかに出納取扱金融

機関に預け入れなければならない。

　（収納整理）

第３０条　企業出納員は，出納取扱金融機関から領収済通知書の

送付を受けたときは，出納取扱金融機関からの収納金日報と当

該領収済通知書とを照合の上，当該収納金日報に当該領収済通

知書を添えて保健医療課長に送付しなければならない。

２　保健医療課長は，前項の規定により送付を受けた収納金日報

及び領収済通知書に基づき，収入伝票を発行しなければならな

い。

　（過誤納金の還付）

第３１条　過誤納金の還付については，支出の例によりこれを行

うものとする。

　（小切手の収納）

第３２条　収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる

小切手は，次に掲げる条件を備えたものでなければならない。

⑴　持参人払式又は市長若しくは出納取扱金融機関を受取人に

指定したものであること。

⑵　支払人は，広島手形交換所に加入している金融機関又は当

該金融機関に手形交換を委託している金融機関であること。

⑶　支払地を広島市と定めたものであること。

⑷　小切手金額が納付金額を超過していないものであること。

⑸　振出日から起算して８日を経過していないものであるこ

と。

２　企業出納員，現金取扱員，出納取扱金融機関及び公金徴収事

務等受託者は，納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払

が確実でないと認める場合は，その受領を拒絶しなければなら

ない。

　（小切手収納の表示）

第３３条　企業出納員，現金取扱員，出納取扱金融機関及び公金

徴収事務等受託者は，納入義務者が小切手をもって納付したと

きは，領収済通知書及び領収証書に「小切手収納」の表示をし

なければならない。

　（不渡小切手の処理）

第３４条　企業出納員，現金取扱員，出納取扱金融機関及び公金

徴収事務等受託者は，支払を拒絶された小切手があったとき

は，令第２１条の３第３項の規定するところにより処理しなけ

の根拠，所属年度，収入科目，納入すべき金額，納入期限，納

入義務者等を明らかにしなければならない。

２　主管課長は，収入の調定をしたときは，振替伝票を発行し，

保健医療課長に送付しなければならない。ただし，調定と同時

に収入の収納が行われる場合は，振替伝票の発行を省略するこ

とができる。

３　前２項の規定は，収入の調定を更正しようとする場合につい

て準用する。

　（納付書の発行）

第２４条　主管課長は，前条の規定により収入を調定し，又は収

入の調定を更正した場合は，直ちに納入義務者に対して納付書

を発行しなければならない。

　（領収証書の発行）

第２５条　企業出納員，現金取扱員、出納取扱金融機関及び法第

３３条の２の規定により安芸市民病院事業の業務に係る公金の

徴収又は収納の事務を受託している者（以下「公金徴収事務等

受託者」という。）は，収入の納付を受けた場合は，直ちに納

入者に対して領収証書を交付しなければならない。

　（企業出納員の領収印）

第２６条　企業出納員，現金取扱員，出納取扱金融機関及び公金

徴収事務等受託者は，領収証書を発行するときは，領収印を押

印しなければならない。

２　前項の領収印の形式，書体及び寸法は，別表第３のとおりと

する。

　（指定代理納付者の指定等の告示）

第２７条　市長は，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

２３１条の２第６項の指定代理納付者（以下「指定代理納付者」

という。）を指定したときは，次に掲げる事項を告示するもの

とする。

⑴　指定代理納付者の氏名及び住所（法人にあっては，その名

称，代表者の氏名及び主たる事務所の所在地）

⑵　指定代理納付者に納付させる収入の種類

⑶　指定代理納付者に収入を納付させる期間

⑷　その他市長が必要と認める事項

２　前項の規定は，指定代理納付者の指定の取消し又は変更につ

いて準用する。

　（指定代理納付者による収入の納付の取扱い）

第２８条　企業出納員は，地方自治法第２３１条の２第６項の規

定による承認をしたときは，納入義務者にその旨を示す書面を

交付しなければならない。

２　指定代理納付者から市長に前項の承認に係る収入が納付され

た場合においては，同項の書面を第２５条の領収証書とみなす。

　（収納金の取扱い）

第２９条　現金取扱者は，収入を収納したときは，当該収入を証

拠書類とともに，収納した日のうちに企業出納員に引き継がな

ければならない。ただし，やむを得ない事情があるときは，翌

日，引き継ぐことができる。

２　企業出納員は，前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受

けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は当
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　（請求書の省略）

第３９条　次に掲げる経費については，支出伝票への請求書の添

付を省略することができる。

⑴　報酬，給料，諸給与金及び賃金

⑵　講師等の招へい旅費

⑶　謝礼金，奨励金，報奨金，表彰金，賞金，記念品料，せん

別料，酒こう料及び弔祭料

⑷　印紙，証紙，郵便切手，郵便はがき，乗車（船）券及び有

料道路通行券の購入代金（前金払により支払うものに限る。）

⑸　ＩＣカード乗車券（集積回路が組み込まれたカードであっ

て公共交通機関の利用に係るものをいう。）の購入代金及び

入金に要する経費（資金前渡又は前金払により支払うものに

限る。）

⑹　テレビの受信料，電報電話料その他これらに類する経費

⑺　保険料及び法定福利費

⑻　災害補償費

⑼　補助金，寄附金その他これらに類する経費

⑽　事業共催の負担金で請書を徴して支給する支払金

⑾　貸付金，出資金及び積立金

⑿　見舞金

⒀　諸払戻金及びこれらに係る還付加算金

⒁　企業債，長期借入金及び一時借入金の元利金

⒂　官公署，公社その他これらに類する公共的団体の発行した

告知書，納入通知書，納付書，払込書等に基づき支出する支

払金

⒃　供託金

⒄　受験料，受講料及び協議会，研修会，講習会等への出席又

は参加の負担金

⒅　判決，裁判上の和解，調停，仲裁及び裁決に要する支払金

⒆　前各号のほか市長が認める支払金

　（請求印及び領収印）

第４０条　請求書及び領収証書には，債権者の印鑑を徴さなけれ

ばならない。ただし，保健医療課長が印影の印刷によりこれに

代えることを適当と認めたものについては，この限りでない。

２　前項の規定にかかわらず，外国人及びやむを得ない事情のあ

る者で印鑑を携行しないものにあっては，その者の署名をもっ

てこれに代えることができる。この場合においては，保健医療

課長（支出事務の委託に係るものにあっては，当該受託者）は，

本人の署名に相違ないことを証明しなければならない。

３　領収証書に押印する印鑑は，請求書に押印した印鑑と同一の

ものでなければならない。ただし，契約書のあるものについて

は，当該契約書に押印した印鑑とも，また同一のものでなけれ

ばならない。

４　前項の規定にかかわらず，紛失その他のやむを得ない理由に

より同一の印鑑を押印することができない場合は，印鑑証明を

添付の上，改印の届出をさせ，新たな印鑑により処理すること

ができる。

５　請求書に押印した印鑑は，再印することができない。ただ

し，同一の印鑑を再印したと認められるとき又は債権者による

ればならない。

　（不納欠損）

第３５条　法令若しくは条例又は議会の議決により債権を放棄

し，又は時効等により債権が消滅した場合において，不納欠損

処分を行ったときは，保健医療課長は，振替伝票を発行し，そ

の旨を記録しなければならない。

　　　　第２節　支出

　（支出の手続）

第３６条　保健医療課長は，支出しようとする場合は，当該支出

に関する書類に基づいて支出伝票又は振替伝票を発行しなけれ

ばならない。

　（支出伝票の発行）

第３７条　支出伝票は，債権者及び勘定科目ごとに発行しなけれ

ばならない。

２　前項の規定にかかわらず，２人以上の債権者に対して支払を

行う場合において，支払期日が同一であるときは，勘定科目の

節の区分ごとにまとめて（広島市職員の給与等の支払に関する

規則（昭和３３年広島市規則第１８号）第２条に規定する給与

等及び法定福利費の支出にあっては，これらをそれぞれまとめ

て），支出伝票を発行することができる。

３　前項の規定により支出伝票を発行するときは，債権者及び勘

定科目ごとに支出の内訳を記載した調書を作成し，当該支出伝

票に添付しなければならない。

４　請求書等が２以上の支出伝票に係るものであるときは，当該

請求書等は主たる支出伝票に添付し，他の支出伝票には，その

旨を表示しなければならない。

　（支出伝票への添付書類）

第３８条　支出伝票には，請求書とともに次の各号に掲げる区分

により，当該各号に掲げる事項を記載した支出負担行為伺及び

その関係書類を添付しなければならない。ただし，市長が別に

定める場合は，算定の内容を示す事項を記載した関係書類の添

付を省略することができる。

⑴　報酬，給料，手当，旅費，費用弁償，賃金等　算定の内容

を示す事項

⑵　物件の購入又は修繕の代金等　用途，名称，種類，単位，

数量，単価等

⑶　運搬料　目的，品名，区間，期間，数量，単価等

⑷　広告料　目的，種類，期間，場所，数量等

⑸　委託料　件名，期間，契約年月日，完了年月日等

⑹　土地物件の使用料，賃借料等　所在地，期間，用途，面積，

単価等

⑺　工事請負代金　工事名，工事場所又は前金払の内訳，着工

年月日，完了年月日等

⑻　不動産買収費，物件移転料等　工事名又は用途，所在地，

名称，面積，単価，所有権移転登記済年月日，移転完了年月

日等

⑼　補助金及び負担金　理由，指令番号，指令年月日等

⑽　企業債元利金　名称，記号，元本，利率，期間等

⑾　前各号に掲げる経費以外の経費　算定の内容を示す事項
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購入に要する経費

⑿　入場券等の購入に要する経費

⒀　公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

⒁　会場借上げに要する経費

⒂　判決，裁判上の和解，調停，仲裁及び裁決により支払う補

償金及び賠償金

⒃　集会，儀式，その他の行事に際し直接支払を要する経費

⒄　電話の設置に要する経費

⒅　現地において直接支払を要する複写機使用料

⒆　買戻しの実行に際し提供を要する経費

　（資金前渡の限度額）

第４６条　常時の経費に係る資金前渡の資金は，毎１か月分以内

の金額を予定し，事務上支障のない限りなるべく分割して交付

しなければならない。ただし，事務上支障を生ずる経費にあっ

ては，毎３か月分以内の金額を予定し，交付することができる。

２　随時の経費に係る資金前渡の資金は，多額の過金は生じない

よう最小限度の金額を予定して交付し，分割交付できるものに

あっては，分割して交付しなければならない。

　（資金前渡事務取扱者）

第４７条　資金の前渡は，次に掲げる者以外の者にしてはならな

い。

⑴　外国及び遠隔の地又は交通不便の地域において支払を要す

る経費にあっては，当該出張職員

⑵　前号以外の経費にあっては，保健医療課長又は市長が指定

した職員

２　前項の規定により資金前渡を受けた者（以下「資金前渡事務

取扱者」という。）に事故があるとき，又は資金前渡事務取扱

者が欠けたときは，その事務を引き継がせるため，速やかに後

任者を指定しなければならない。

　（前渡資金の保管）

第４８条　資金前渡事務取扱者は，前渡資金を金融機関への預金

又は貯金その他最も確実な方法により保管しなければならな

い。

２　資金前渡事務取扱者は，前渡資金を預金し又は貯金した場合

において，利子を生じさせたときは，直ちに利子について収入

の手続をしなければならない。

　（前渡資金の支払方法）

第４９条　資金前渡事務取扱者は，前渡金の支払をしようとする

ときは，債権者から請求書を提出させ，その当否を審査し，領

収証書と引換えにこれを支払わなければならない。ただし，請

求書及び領収証書を提出させ難いものについては，主管課長の

支払証明書をもってこれに代えるものとする。

　（資金前渡の精算）

第５０条　資金前渡事務取扱者は，次に掲げる期間内に精算書を

作成し，前渡資金を精算しなくてはならない。

⑴　常時継続して受ける経費及び１か月を超えて受ける経費に

あっては，翌月７日まで。ただし，中途において事務が完了

した場合は，その日から７日以内とする。

⑵　その他の経費にあっては，支払完了後（外国及び遠隔の地

請求の意思表示を明瞭に確認することができるときは，この限

りではない。

６　請求書及び領収証書に押印する印鑑で，ゴム印その他使用の

都度形状が相違するものは，使用してはならない。

　（現金による支払）

第４１条　企業出納員は，債権者から現金による支払の申出を受

けたときは，領収証書と引換えに支払証を交付し，出納取扱金

融機関をして，現金により支払をさせるものとする。

２　企業出納員は，前項の規定により現金による支払をさせよう

とする場合は，支出伝票の企業出納員欄に押印して支払の通知

をしなければならない。

　（支払証及び支払通知の効力）

第４２条　支払証及び支払通知の効力は，発行の当日限りとする。

　（送金による支払）

第４３条　企業出納員は，隔地の債権者に支払をするときは，企

業出納員欄に押印した支出伝票に送金支払通知書を添付して，

出納取扱金融機関に支払の通知をし，送金の手続をさせるもの

とする。この場合において，出納取扱金融機関から送金証明書

を徴し，これを領収証書に代えて処理することができる。

　（口座振替の方法による支払）

第４４条　企業出納員は，出納取扱金融機関その他市長が定める

金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法に

よる支払の申出があったときは，当該方法により支払金を支払

うことができる。

２　前項の申出は，口座振替依頼書をもって行うものとする。た

だし，これにより難いもので，口座振替依頼の意思が明確に表

示されている文書等があるものについては，当該文書等をもっ

て口座振替の申出があったものとみなす。

３　企業出納員は，口座振替の方法により支払をするときは，支

出伝票の企業出納員欄に押印して出納取扱金融機関に支払の通

知をするとともに，振替支払通知書及び払込依頼書を交付して，

振替の手続をさせるものとする。この場合において，出納取扱

金融機関の発行する払込済通知書をもって領収証書に代えて処

理することができる。

　（資金前渡の範囲）

第４５条　令第２１条の５第１項第１号から第１４号までに掲げ

る経費のほか，次に掲げる経費については，資金を前渡するこ

とができる。

⑴　賃金

⑵　奨励金，表彰金及び賞金

⑶　謝礼金，見舞金及び慰問金

⑷　交際費

⑸　作業地において直接支払を要する経費

⑹　供託金

⑺　有料道路，駐車場等の利用に要する経費

⑻　運賃

⑼　訴訟に要する経費

⑽　講習会，会議等に要する経費

⑾　印紙，証紙，郵便切手，郵便はがき及び乗車（船）券等の
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変更し，精算の必要が生じたときは，当該精算事由の生じた日

から１０日以内に，前払金を精算しなければならない。

３　概算払又は前金払を受けた者は，前２項の規定により精算す

る際，過金を生じたときは速やかにこれを返納し，不足金を生

じたときはこれを請求しなければならない。

４　概算払を受けた者は，第１項の規定により精算書を作成した

ときは，速やかにこれを保健医療課長に送付しなければならな

い。

　（支出事務の委託）

第５６条　令第２１条の１１第１項の規定により私人に支出の事

務を委託しようとするときは，当該委託に関する契約を締結し，

当該契約に基づき資金を交付するものとする。

２　第４６条及び第４８条から第５０条までの規定は，支出の事

務の委託を受けた者に交付する資金の交付額，保管，支払方法

及び精算の方法について準用する。

　（預金の払出し）

第５７条　企業出納員は，出納取扱金融機関から預金を払い出そ

うとするときは，支払証を作成して，出納取扱金融機関に送付

するものとする。

第４章　出納取扱金融機関

　（公金の取扱日及び取扱時間）

第５８条　出納取扱金融機関における公金の収納及び支払の事務

の取扱いは，当該金融機関の営業日において行うものとする。

２　前項の場合における公金の収納及び支払の事務の取扱時間

は，当該金融機関の営業時間とする。

　（公金の保管方法）

第５９条　出納取扱金融機関は，公金を全て普通預金として保管

し，公金の収納及び支払は，普通預金の受払として整理しなけ

ればならない。ただし，市長が特に指示したときは，当座預金，

通知預金又はその他の預金として整理するものとする。

　（出納日報の提出）

第６０条　出納取扱金融機関は，毎日の預金の受払及び残額を記

載した出納日報を２部作成して，翌日（同日が第２９条第２項

第１号又は第２号に掲げる日に該当するときは，これらの日の

翌日），企業出納員に提出し，その１部に認証を受けなければ

ならない。

　（出納月報の提出）

第６１条　出納取扱金融機関は，毎月末日現在をもって現金の出

納及び日高を記載した出納月報を２部作成して，翌月５日まで

に企業出納員に提出し，その１部に認証を受けなければならな

い。

　（収支の原則）

第６２条　出納取扱金融機関は，市長から納付書その他の収入に

関する書類に基づかなければ，収入を収納することができない。

２　出納取扱金融機関は，企業出納員の交付した支払証その他の

支出に関する書類に基づかなければ，支出をすることができな

い。

　（帳簿の備付け及び証拠書類の保存）

第６３条　出納取扱金融機関は，安芸市民病院事業に係る毎事業

にあっては，帰庁後）１０日以内

２　資金前渡事務取扱者は，前項の規定により精算する際，過金

が生じたときは，速やかにこれを返納しなければならない。た

だし，前項第１号に掲げる経費に係る過金については，これを

返納しないで翌月に繰り越して資金に充てることができる。

３　資金前渡事務取扱者は，第１項の規定により精算書を作成し

たときは，速やかにこれを保健医療課長に送付しなければなら

ない。

　（資金前渡の制限）

第５１条　資金前渡事務取扱者で前条の規定による精算の終わっ

ていないものは，同一の経費については，重ねて資金の前渡を

受けることができない。ただし，同条第１項第１号に規定する

経費の前渡を受ける場合及び緊急やむを得ない場合について

は，この限りではない。

　（資金前渡事務取扱者の交代又は死亡）

第５２条　資金前渡事務取扱者の交代があったときは，前任者は，

交代の日から５日以内に，その担任する事務を後任者に引き継

がなければならない。

２　前項の規定による事務引継ぎの場合においては，前任者にお

いて現金及び証拠書類の目録を１部作成し，これに前任者及び

後任者がそれぞれ記名押印の上，企業出納員を経て市長に報告

するとともに，関係帳簿に交代年月日を記入し，前任者及び後

任者がそれぞれ記名押印しておかなければならない。

３　前任者が死亡その他の事故により，自ら引き継ぐことができ

ないときは，市長が命じた職員が後任者に引き継ぐものとする。

　（概算払の範囲）

第５３条　令第２１条の６第１号から第４号までに掲げる経費の

ほか，次に掲げる経費については，概算払をすることができる。

⑴　公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

⑵　委託料

⑶　損害賠償に要する経費

　（前払金の範囲）

第５４条　令第２１条の７第１号から第７号までに掲げる経費の

ほか，次に掲げる経費については，前金払をすることができる。

⑴　公社又はこれに準ずるものに対して支払う経費

⑵　土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とする

こととなった家屋の占有者に対する移転料

⑶　受験料及び受講料

⑷　委託料

⑸　土地購入に要する経費のうち市長が特に必要と認める経費

⑹　保険料

⑺　労働安全衛生法（昭和４７年法律第５７号）第４１条第２

項の規定により登録性能検査機関が行う特定機械等の性能検

査に係る手数料

⑻　有線テレビジョン放送事業者に対して支払う受信料

　（概算払金及び前払金の精算）

第５５条　概算払を受けた者は，用務又は事件の終了後１０日以

内に，精算書を作成し，概算払金を精算しなければならない。

２　前金払を受けた者は，法令又は契約の変更等により支出額が
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い。

⑴　支払証持参人の申し立てる金額又は氏名が支出伝票に記載

されたものと相違するとき。

⑵　支払証番号が支出伝票に記載されたものと相違するとき。

⑶　その他不審と認められるとき。

２　出納取扱金融機関は，企業出納員から現金支払の通知を受け

たもののうち，その日に支払ができなかったものについては，

その日に企業出納員にその旨を通知するとともに，関係書類を

返付しなければならない。

　（送金による支払）

第７０条　出納取扱金融機関は，企業出納員から送金支払の通知

を受けたときは，その日に債権者に送金し，送金証明書を企業

出納員に提出しなければならない。

　（口座振替による支払）

第７１条　出納取扱金融機関は，企業出納員から口座振替の通知

を受けたときは，その日に振替の手続きをし，振替済通知書を

企業出納員に提出しなければならない。

　（支払金日報の提出）

第７２条　出納取扱金融機関は，その日の支払が完了したときは，

支払金日報を２部作成して，企業出納員に提出し，その１部に

認証を受けなければならない。

　（送金支払未払資金の返還）

第７３条　出納取扱金融機関は，企業出納員から送金支払のため

の資金の交付を受けた日から１年を経過しても支払を終わらな

いものがあるときは，送金を取りやめて，その資金を企業出納

員に返還しなければならない。

　（支払済支出伝票の返付）

第７４条　出納取扱金融機関は，支払が完了したときは，支出伝

票の所定の欄に出納取扱金融機関の支払印を押印して，その日

に当該支出伝票を企業出納員に返付しなければならない。

２　出納取扱金融機関は，前項の支払印の印影をあらかじめ市長

に届け出なければならない。

　（預金の払出し）

第７５条　出納取扱金融機関は，第５７条の規定による支払証の

送付を受けたときは，直ちに，企業出納員に対して現金又は小

切手により支払をしなければならない。

　（事務検査）

第７６条　企業出納員は，出納取扱金融機関が行う公金の収納及

び支払の事務並びに預金の状況について，年２回定期検査を行

うほか，必要があると認めるときは，随時に報告を求め，又は

随時に検査を行うことができる。

　（出納取扱金融機関との契約）

第７７条　出納取扱金融機関の事務取扱いに関しては，この規則

で定めるもののほか，出納取扱金融機関との契約により，これ

を定めるものとする。

第５章　預り金及び預り有価証券

　（預り金）

第７８条　企業出納員は，保証金その他安芸市民病院事業の収入

に属しない現金を受け入れた場合は，これを預り金として整理

年度の公金出納簿を備え付け，毎日の公金の受払を記載し，常

に預金残高を明確にしておかなければならない。

２　出納取扱金融機関の帳簿及び証拠書類は，事業年度経過後５

年間，これを保存しなければならない。

　（担保の提供）

第６４条　出納取扱金融機関は，２００万円以上の現金又は有価

証券を担保として提供しなければならない。

　（担保の種類及び価値）

第６５条　前条の規定により証券をもって提供する担保の種類及

び価値は，次のとおりとする。

⑴　担保の種類

ア　国債証券

イ　地方債証券

ウ　その他市長が適当と認める有価証券

⑵　担保の価値

ア　国債証券及び地方債証券　額面金額（発行価額が額面金

額と異なるときは，発行価額）

イ　その他市長が適当と認める有価証券　額面金額（発行価

額が額面金額と異なるときは，発行価額）の１００分の

９０以内

　（収納の手続）

第６６条　出納取扱金融機関は，納入義務者から納付書その他の

収入に関する書類を添えて現金の納付を受けたときは，これを

市長の普通預金口座（以下「公金口座」という。）に受け入れ

なければならない。

２　出納取扱金融機関は，前項の納付を受けた場合において，延

滞金又は督促手数料を収納すべきものがあるときは，その納付

金に併せてこれを収納しなければならない。

３　出納取扱金融機関は，公金口座に現金を受け入れたときは，

速やかに収納金日報を２部作成して，領収済通知書とともに企

業出納員に提出し，その１部に認証を受けなければならない。

　（不渡証券の報告）

第６７条　出納取扱金融機関は，収納金のうち不渡りを生じた証

券があるときは，遅滞なく証券不渡報告書を２部作成して，こ

れに不渡りの証明を付した当該証券を添えて企業出納員に送付

し，その１部に受領印を受けなければならない。

　（領収の表示等）

第６８条　出納取扱金融機関は，収納に関する領収証書その他の

証拠書類には，所定の欄に当該金融機関の領収印を押印しなけ

ればならない。

２　出納取扱金融機関は，前項の領収印の印影をあらかじめ市長

に届け出なければならない。

　（現金の支払）

第６９条　出納取扱金融機関は，企業出納員から現金支払の通知

を受けたときは，企業出納員の印を確認の上，支払金から控除

すべきものがあるときは，これを控除し，企業出納員が債権者

に交付した支払証と引換えに現金を支払わなければならない。

ただし，次のいずれかに該当するときは，債権者にその理由を

告げて支払を中止し，企業出納員の指示を受けなければならな
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ばならない。

２　保健医療課長は，保健医療係長に事故があるとき，又は保健

医療係長が欠けたときは，検収員となるべき者を指定し，その

者に検収を行わせることができる。

　（貯蔵品の受入れ）

第８８条　保健医療課長は，次のいずれかに該当する場合は，入

庫振替伝票その他の証拠書類により，貯蔵品勘定に受け入れて

整理しなければならない。

⑴　貯蔵品を購入したとき。

⑵　製作品を受け入れたとき。

⑶　貯蔵品から払い出した残品を受け入れたとき。

⑷　譲受品を受け入れたとき。

⑸　その他市長が定める受入れがあったとき。

　（貯蔵品の払出価額）

第８９条　貯蔵品の払出価額は，個別法によるもののほか，先入

先出法によるものとする。

　（貯蔵品の払出し）

第９０条　保健医療課長は，次のいずれかに該当する場合は，出

庫振替伝票その他の証拠書類により，貯蔵品勘定から払い出し

てそれぞれ正当科目に振替整理しなければならない。

⑴　貯蔵品を出庫したとき。

⑵　貯蔵品を亡失し，又は毀損したとき。

⑶　不用品を売却し，又は廃棄したとき。

　（発生品又は撤去品）

第９１条　保健医療課長は，第８３条各号に掲げる物品で安芸市

民病院事業の資産として計上されていないものを新たに発見し

た場合は，これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐

えなくなったものとに区分し，再使用できるものは，第８６条

第４号及び第８８条の規定に準じて受け入れなければならな

い。

２　前項の規定は，工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に

ついて準用する。この場合において，同項中「第８６条第４号」

とあるのは，「第８６条第３号」と読み替えるものとする。

　（不用品の処分）

第９２条　保健医療課長は，貯蔵品のうち不用品が生じたときは，

次に定めるところにより処分しなければならない。

⑴　売却することができるものは，売却する。

⑵　買受人がないもの又は売却してもその価額が売却に要する

費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認め

られるものは，廃棄する。

　　　　第３節　棚卸し

　（帳簿残高の確認）

第９３条　保健医療課長は，常に貯蔵品台帳の残高をこれと関係

のある他の帳簿と照合し，その正確な額の確認に努めなければ

ならない。

　（実地棚卸し）

第９４条　保健医療課長は，毎事業年度末，実地棚卸しを行わな

ければならない。

２　保健医療課長は，前項に定める場合のほか，貯蔵品が天災そ

しなければならない。

２　預り金の受入れ及び払出しは，安芸市民病院事業の収入の収

納及び支出の支払の例により行わなければならない。

　（預り有価証券）

第７９条　企業出納員は，安芸市民病院事業の所有に属しない有

価証券を保管する場合は，預り有価証券として整理しなければ

ならない。

２　預り有価証券は，安全かつ確実な方法によって保管しなけれ

ばならない。

　（預り有価証券の受入れ及び還付）

第８０条　企業出納員は，前条の有価証券を受け入れた場合は受

領書を交付し，当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴

さなければならない。

　（利札の還付請求）

第８１条　企業出納員は，預り有価証券について，所有者から利

札の還付請求を受けた場合は，受領書を徴し，還付しなければ

ならない。

　（入札保証金の出納）

第８２条　入札保証金の納付及び払戻しは，主管課長の作成した

入札保証金納付書兼領収証書により行うものとする。

２　企業出納員は，入札保証金の納付及び払戻しをするときは，

その収支を明確にしておかなければならない。

３　入札保証金の出納については，収入伝票及び支出伝票の発行

を省略することができる。

第６章　棚卸資産

　　　　第１節　通則

　（棚卸資産の範囲）

第８３条　この規則において「棚卸資産」とは，棚卸経理を行う

次に掲げる物品（以下「貯蔵品」という。）をいう。

⑴　薬品

⑵　その他貯蔵品

　（貯蔵品の貯蔵）

第８４条　保健医療課長は，常に安芸市民病院事業の業務の執行

上必要な量の貯蔵品を貯蔵するように努め，かつ，これを適正

に管理しなければならない。

　　　　第２節　出納

　（貯蔵品の購入）

第８５条　貯蔵品の購入の手続は，保健医療課長が行うものとす

る。

　（貯蔵品の受入価額）

第８６条　貯蔵品の受入価額は，次に掲げるところによる。

⑴　購入品　購入に要した価額

⑵　製作品　製作に要した価額

⑶　撤去品　当該撤去物件の帳簿価額以内の適正な見積価額

⑷　その他のもの　適正な見積価額

　（貯蔵品の検収）

第８７条　保健医療課長は，貯蔵品の納入又は引渡しの通知を受

けたときは，健康福祉局保健部保健医療課保健医療係長（以下

「保健医療係長」という。）をして，遅滞なく検収させなけれ
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と認められるものでなければ，これを本市以外の者に貸し付け

ることができない。

２　簿外物品の貸付期間は，１年以内とする。ただし，市長の承

認を得たときは，この限りではない。

３　保健医療課長は，簿外物品を引き渡したときは，その相手方

から次に掲げる事項を記載した借受書を徴さなければならな

い。

⑴　借り受ける簿外物品の品名，規格及び数量

⑵　借受期間

⑶　返納場所

　（資金前渡職員の引継ぎ）

第１０３条　資金前渡を受けた職員は，簿外物品を購入したとき

は，当該簿外物品を保健医療課長に引き継がなければならない。

　（不用物品の処分）

第１０４条　保健医療課長は，簿外物品のうち不用となり，又は

使用に耐えなくなったものを，第９２条の規定に準じて売却し，

又は廃棄しなければならない。

第８章　固定資産

　　　　第１節　通則

　（固定資産の所管）

第１０５条　固定資産に関する事務は，保健医療課長が行う。

　　　　第２節　取得

　（取得価額）

第１０６条　固定資産の取得価額は，次に掲げるところによる。

⑴　購入によるものについては，購入に要した価額

⑵　建設工事又は製作によるものについては，当該建設工事又

は製作に要した直接及び間接の経費の合計額

⑶　交換によるものについては，交換のため提供した固定資産

の帳簿価額に交換差金を加算し，又は控除した額

⑷　無形固定資産については，取得に要した価額

⑸　前各号以外のものについては，公正な評価額

　（改良を施した場合の価額）

第１０７条　固定資産に改良を施した場合の価額は，当該固定資

産の帳簿原価から撤去部分に対応する帳簿原価を削除した額に

改良に要した経費を加算した額とする。

　（価額の削除）

第１０８条　固定資産の全部又は一部を除却した場合における削

除すべき帳簿原価は，除却部分に対応する額とする。

　（備忘価額）

第１０９条　償却済みとなった無形固定資産については，備忘価

額１円を付して整理するものとする。

　（取得の手続き）

第１１０条　保健医療課長は，固定資産を取得しようとするとき

は，次に掲げる事項を記載した文書を作成しなければならない。

⑴　取得しようとする固定資産の名称，種類及び数量

⑵　取得しようとする理由

⑶　予定価額，見積価額又は交換差金及び単価

⑷　予算科目及び予算額

⑸　工事の施行によって取得しようとする場合にあっては，工

の他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合に

は，随時実地棚卸しを行わなければならない。

３　保健医療課長は，前２項の規定により実地棚卸しを行った場

合は，その結果に基づいて棚卸明細表を作成しなければならな

い。

　（実地棚卸しの立会い）

第９５条　保健医療課長は，前条第１項及び第２項の規定により

実地棚卸しを行う場合は，当該貯蔵品の受払に関係のない職員

を立ち会わせなければならない。

　（棚卸修正）

第９６条　保健医療課長は，実地棚卸しの結果，貯蔵品台帳の残

高が貯蔵品の現在高と一致しないときは，棚卸明細表に基づい

て振替伝票を発行し，修正の手続を行わなければならない。

第７章　棚卸資産以外の物品

　（棚卸資産以外の物品の範囲）

第９７条　この規則において「棚卸資産以外の物品」とは，次に

掲げるものをいう。

⑴　貯蔵品勘定から払い出された物品

⑵　次条の規定により直購入された物品

⑶　貯蔵品勘定に編入しない譲受品

　（直購入）

第９８条　購入後直ちに使用する予定の物品は，直接当該科目の

支出として購入することができる。

２　前項の物品の購入は，物品請求領収書により行わなければな

らない。

　（直購入物品の検収）

第９９条　第８７条の規定は，前条の規定により購入した物品の

検収について準用する。

　（借受け）

第１００条　保健医療課長は，棚卸資産以外の物品（以下「簿外

物品」という。）の運用上必要があると認めるときは，簿外物

品を本市以外の者から借り受けることができる。

　（管理）

第１０１条　保健医療課長は，簿外物品を適正に管理するととも

に，必要な帳簿を備えて簿外物品の数量，使用の状況等を記録

整理しなければならない。

２　前項の規定にかかわらず，保健医療課長は，次に掲げる簿外

物品について，記録整理を省略することができる。

⑴　新聞，雑誌，職員名簿，法規の追録等の刊行物に類

⑵　購入後直ちに配布する印刷物の類

⑶　贈与の目的をもって購入し，直ちに交付する簿外物品

⑷　式典等において購入後直ちに消費する簿外物品

⑸　修理又は工事に際し，購入後直ちに使用する軽微なガラス

その他の材料品

⑹　資金前渡を受けた職員が購入後直ちに消費する簿外物品

⑺　苗木，種子等

　（貸付け）

第１０２条　簿外物品は，貸付けを目的とするもの又は貸し付け

ても安芸市民病院事業の事務若しくは事業に支障を及ぼさない



平成２６年４月３０日� 第１００７号　―６５―広　　島　　市　　報

４号」とあるのは，「第８６条第３号」と読み替えるものとする。

　　　　第４節　減価償却

　（償却資産）

第１１６条　固定資産のうち，土地，立木，建設仮勘定，電話加

入権及び投資を除く資産は，これを償却資産とし，毎事業年度

減価償却を行うものとする。

　（減価償却の方法）

第１１７条　減価償却は，償却資産を取得し，又は償却資産に編

入した翌事業年度から定額法により行うものとする。

２　減価償却の記帳整理は，有形固定資産については間接法，無

形固定資産については直接法により行うものとする。

　　　　第５節　固定資産の評価

　（減損に係る会計処理）

第１１８条　保健医療課長は，固定資産であって，事業年度の末

日において予測することができない減損が生じたもの又は次条

に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて，そ

の時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失

又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳

簿価額として付し，減損に係る会計処理を行わなければならな

い。

　（減損損失の認識）

第１１９条　保健医療課長は，固定資産の減損の兆候が認められ

た場合は，当該固定資産について，減損損失を認識するかどう

かの判定を行わなければならない。

２　保健医療課長は，前項の判定により減損損失を認識した固定

資産について，減損損失の額を測定しなければならない。

３　前２項に規定する減損損失に係る判定及び測定は，次に掲げ

る固定資産又は固定資産グループを単位として行うものとす

る。

⑴　賃貸用不動産又は賃貸用不動産グループ

⑵　前号に掲げる固定資産又は固定資産グループに該当しない

固定資産により構成される固定資産グループ

４　前項第２号の固定資産グループは，キャッシュ・フローを生

み出す最小の単位で構成するものとする。

　　　　第６節　雑則

　（借受け等）

第１２０条　第１００条及び第１０２条の規定は，医療機械装置

等の借受け又は貸付けについて準用する。

　（財産規則の適用）

第１２１条　安芸市民病院事業に係る固定資産の取得，管理及び

処分に関する事務について広島市財産規則（昭和５６年広島市

規則第１９号。以下「財産規則」という。）の規定を適用する

場合においては，財産規則第１６条第５号中「公有財産台帳」

とあるのは「固定資産台帳」と，財産規則第２５条第１項中「法

第２３８条の４第２項又は第３項（同条第４項において準用す

る場合を含む。）の規定に基づき」とあるのは「法第２３８条

の４第２項若しくは第３項（同条第４項において準用する場合

を含む。）又は地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第

４０３号）第２６条の５の規定に基づき」と読み替えて適用す

事の始期及び終期並びに工事の方法

⑹　契約の方法

⑺　その他必要と認められる事項

２　前項の文書には，次に掲げる書類を添付しなければならない。

⑴　契約書案，承諾書又は寄附申込書

⑵　図面又は仕様書

⑶　登記又は登録がしてあるものにあっては，登記事項証明書

又は登録簿の謄本若しくは抄本

⑷　その他関係書類

３　保健医療課長は，購入した医療機械装置，車両，工具，器具

及び備品（以下「医療機械装置等」という。）の納入又は引渡

しの通知を受けたときは，遅滞なく検収しなければならない。

４　第１項及び第２項の規定は，固定資産を借り受ける場合につ

いて準用する。

　（建設改良工事の精算）

第１１１条　保健医療課長は，建設改良工事が完了した場合に

は，速やかに工事費の精算を行わなければならない。

２　保健医療課長は，前項の場合においては，あらかじめ定めら

れた基準に従って間接費を配賦し，工事費に合わせて固定資産

の当該科目に振り替えなければならない。

　（建設仮勘定）

第１１２条　建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるもの

は，建設仮勘定を設けて経理するものとする。

２　保健医療課長は，前項の建設改良工事が完成した場合は，速

やかに建設仮勘定の精算を行い，固定資産の当該科目に振り替

えなければならない。

　　　　第３節　管理及び処分

　（固定資産台帳）

第１１３条　保健医療課長は，固定資産台帳を備え，固定資産の

増減及び現状を明らかにしておかなければならない。

２　保健医療課長は，固定資産が地方自治法第２３８条第１項に

規定する公有財産に該当する場合は，当該固定資産を同条第３

項に規定する行政財産又は普通財産に分類し，固定資産台帳に

記載しておかなければならない。

　（売却等）

第１１４条　保健医療課長は，固定資産を売却し，撤去し，又は

廃棄した場合は，振替伝票を発行しなければならない。

２　固定資産の廃棄は，買受人がない場合又は売却してもその価

額が売却に要する費用の額に達しない場合その他売却すること

が不適当と認められる場合に限るものとする。

　（固定資産の用途廃止）

第１１５条　保健医療課長は，医療機械装置等のうち，著しく損

傷を受けていることその他の理由によりその用途に使用するこ

とができなくなったものについては，これを再使用できるもの

と不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し，再使

用できるものは，第８６条第４号及び第８８条の規定に準じて

棚卸資産に振り替えなければならない。

２　前項の規定は，固定資産を撤去した場合において発生した物

品について準用する。この場合において，同項中「第８６条第
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　（その他引当金の計上方法）

第１２７条　第１２３条から前条までに定めるもののほか，第

１２３条第４号に掲げる引当金の計上方法については，市長が

定める。

第１１章　報告セグメント

第１２８条　報告セグメント（法規則第４０条第１項に規定する

報告セグメントをいう。）の区分は，単一とする。

第１２章　予算

　　　　第１節　通則

　（予算科目）

第１２９条　予算は，収益的収入及び支出と資本的収入及び支出

とに区分するものとする。

２　前項に規定する予算科目の区分は，市長が定める。

　（予算原案の編成）

第１３０条　保健医療課長は，予算原案及び予算に関する説明書

並びに参考資料を作成して市長に提出しなければならない。こ

の場合において，予算に関する説明書に係る予定キャッシュ・

フロー計算書の作成は，間接法によるものとする。

　　　　第２節　予算の執行

　（予算執行の原則）

第１３１条　予算は，第１２９条第２項に規定する予算科目の区

分に従い，適正にこれを執行しなければならない。

２　支出予算は，配当がなければこれを執行してはならない。た

だし，現金を伴わない支出については，この限りでない。

　（支出予算の配当）

第１３２条　財政局長は，広島市予算の編成及び執行に関する規

則（昭和４３年広島市規則第２２号）第１６条第４項又は第５

項の予算執行計画書に基づき，健康福祉局長に対し，支出予算

を配当しなければならない。

２　前事業年度から繰り越された継続費及び繰越しに係る支出予

算のうち，前事業年度において既に配当されたものについて

は，前項の規定にかかわらず，改めて配当することを要しない。

　（支出予算の執行制限）

第１３３条　支出予算（前事業年度から繰り越された経費を含

む。以下同じ。）のうち，その財源の全部又は一部に国庫支出金，

県支出金及び企業債その他特定の収入を充てるものについて

は，当該収入が確実となるまでは，配当があった場合において

も，これを執行してはならない。ただし，市長が特に必要があ

ると認める場合は，この限りでない。

　（支出負担行為伺）

第１３４条　配当された支出予算を執行しようとするときは，あ

らかじめ支出負担行為伺により，市長の決裁を受けなければな

らない。ただし，次に掲げる経費については，支出伝票の決裁

をもって支出負担行為伺により市長の決裁を受けたものとみな

す。

⑴　給料，手当，賃金，報酬，災害補償費，退職給与金及び法

定福利費

⑵　旅費

⑶　電気，水道，ガス，電話，テレビ等の使用料金で経常的か

る。

第９章　リース会計に係る特例

第１２２条　法規則第５条第２項第１号チ及び同項第２号ルのリ

ース資産であって重要性の乏しいものについては，賃貸借取引

に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

２　前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは，次の各号に掲

げる取引の区分に応じ，当該各号に定める条件に該当するもの

をいう。

⑴　所有権移転ファイナンス・リース取引　次のいずれかの条

件

ア　購入時に費用処理するものであること。

イ　リース期間が１年以内であること。

⑵　所有権移転外ファイナンス・リース取引　次にいずれかの

条件

ア　購入時に費用処理するものであること。

イ　リース期間が１年以内であること。

ウ　１契約当たりのリース料の総額が３００万円以下である

こと。

第１０章　引当金

　（引当金の計上）

第１２３条　将来の特定の費用又は損失（法規則第２２条に規定

するものに限る。）の金額については，次に掲げる引当金とし

て予定貸借対照表等（同条に規定する予定貸借対照表等をい

う。）に計上し，当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用

に計上するものとする。

⑴　賞与引当金

⑵　修繕引当金

⑶　貸倒引当金

⑷　その他引当金

　（賞与引当金等の計上方法）

第１２４条　賞与引当金の計上は，当該事業年度の末日後に支給

される賞与のうち，当該事業年度の負担に帰すべき金額による

ものとする。

２　賞与の支給とともに病院事業が負担する法定福利費について

も，法定福利費引当金として，賞与引当金と同様に計上するも

のとする。

　（修繕引当金の計上方法）

第１２５条　修繕引当金の計上は，毎事業年度行われる通常の修

繕が当該事業年度に行われなかった場合に，当該修繕に要する

と見込まれる金額（修繕の必要性が確実に見込まれるものに限

る。）によるものとする。

　（貸倒引当金の計上方法）

第１２６条　未収金，貸付等の債権の帳簿価額は，取得原価から

貸倒引当金を控除した金額とする。

２　貸倒引当金は，債権全体又は同種及び同類の債権ごとに債権

の状況に応じて求めた過去の貸倒実績率等合理的な基準により

算定する。ただし，貸倒引当金の算定について，他の方法によ

ることがより適当であると認められる場合には，当該方法によ

ることができる。
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⑷　交際費

⑸　負担金，補助及び交付金

⑹　寄附金

２　健康福祉局長は，前項ただし書の規定により，同項各号の節

について他から流用を受ける必要があるときは，支出予算流用

申請書を，財政課長を経て，財政局長に提出しなければならな

い。

　（予備費の充当）

第１３９条　健康福祉局長は，現金の支出を伴わない経費を除

き，支出予算外の支出又は支出予算の当該科目の経費の金額を

超過する支出を必要とするときは，予備費充当申請書を，財政

課長を経て，財政局長に提出しなければならない。

２　財政課長は，前項の規定により予備費充当申請書を受けたと

きは，その内容を調査し，意見を付して財政局長に提出しなけ

ればならない。

３　財政局長は，前項の規定により予備費充当申請書の提出があ

ったときは，これを審査の上，予備費充当の可否を決定しなけ

ればならない。

４　財政局長は，予備費の充当を決定したときは，その内容を健

康福祉局長に通知しなければならない。

５　前項の規定による通知をもって，第１３２条第１項の規定に

よる配当は，追加配当されたものとみなす。

　（弾力条項の適用）

第１４０条　健康福祉局長は，法第２４条第３項の規定により弾

力条項を適用する必要が生じたときは，弾力条項適用申請書

を，財政課長を経て，財政局長に提出しなければならない。

２　財政課長は，前項の規定により弾力条項適用申請書を受けた

ときは，その内容を調査し，意見を付して財政局長に提出しな

ければならない。

３　財政局長は，前項の規定により弾力条項適用申請書の提出が

あったときは，これを審査の上，市長の決裁を受けなければな

らない。

４　財政局長は，弾力条項の適用が決定したときは，その内容を

健康福祉局長に通知しなければならない。

５　前項の規定による通知をもって，第１３２条第１項の規定に

よる配当は，追加配当されたものとみなす。

　（予算超過の支出）

第１４１条　健康福祉局長は，現金の支出を伴わない経費につい

て必要がある場合においては，令第１８条第５項ただし書の規

定により，予算に定める金額を超えて支出することができる。

２　健康福祉局長は，前項の規定により予算を超過して支出をし

ようとするときは，財政局長と協議の上，予算超過の支出を決

定するものとする。

　（予算の繰越し）

第１４２条　健康福祉局長は，予算に定めた建設又は改良に要す

る経費のうち，事業年度内に支払義務が生じなかったものにつ

いて，翌事業年度に繰り越して使用する場合においては，市長

の決裁を経て繰越計算書（継続費に係るものにあっては，継続

費繰越計算書）を作成し，これを指定された期日までに，財政

つ定期に支払を要するもの

⑷　後納郵便料金及び後納電報料金

⑸　公金取扱手数料

⑹　元金償還金及び利子償還金並びにこれらに係る償還金取扱

手数料

⑺　登録債に係る登録手数料

⑻　火災保険料及び自動車損害保険料

⑼　公租公課に要する経費

　（支出負担行為の整理区分）

第１３５条　支出負担行為として整理する時期，支出負担行為の

範囲及び支出負担行為に必要な書類は，別表第４に定めるとこ

ろによる。

２　前項の規定にかかわらず、別表第５に定める経費に係る支出

負担行為に該当するものについては，同表に定めるところによ

る。

　（支出予算の流用）

第１３６条　健康福祉局長は，予算に定める支出予算の各項の流

用又は配当された支出予算の目又は節間の流用を必要とすると

きは，当該流用が健康福祉局長の所管に係る支出予算の節間の

流用（次条において「健康福祉局長の権限に属する予算の流用」

という。）である場合を除き，支出予算流用申請書を，財政局

財政課長（以下「財政課長」という。）を経て，財政局長に提

出しなければならない。

２　財政課長は，前項の規定により支出予算流用申請書を受けた

ときは，その内容を調査し，意見を付して財政局長に提出しな

ければならない。

３　財政局長は，前項の規定により支出予算流用申請書の提出が

あったときは，これを審査の上，支出予算の流用の可否を決定

しなければならない。

４　財政局長は，支出予算の流用を決定したときは，その内容を

健康福祉局長に通知しなければならない。

５　前項の規定による通知をもって，第１３２条第１項の規定に

よる配当は，配当替えをされたものとみなす。

第１３７条　健康福祉局長は，健康福祉局長の権限に属する予算

の流用を必要とするときは，健康福祉局健康福祉企画課長から

意見を徴し，関係資料を審査の上，支出予算の流用の可否を決

定をしなければならない。

２　健康福祉局長は，健康福祉局長の権限に属する予算の流用を

決定したときは，その内容を財政局長に通知しなければならな

い。

３　前項の規定による通知をもって，第１３２条第１項の規定に

よる配当は，配当替えされたものとみなす。

　（支出予算の流用制限）

第１３８条　次に掲げる節の金額については，他から流用を受け

ることができない。ただし，特別の事情により市長が特に必要

があると認めた場合は，この限りでない。

⑴　報償費

⑵　旅費（普通旅費に限る。）

⑶　食料費
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⑴　決算報告書

⑵　損益計算書

⑶　貸借対照表

⑷　剰余金計算書又は欠損金計算書

⑸　剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

⑹　事業報告書

⑺　キャッシュ・フロー計算書

⑻　収益費用明細書

⑼　固定資産明細書

⑽　企業債明細書

⑾　継続費精算報告書

第１４章　帳票等

　（帳票）

第１５０条　この規則で定める帳票の様式は，別に定める。

　（企業出納員印の名称等）

第１５１条　企業出納員が文書の施行に用いる印（以下「企業出

納員印」という。）の名称，書体，形状，寸法，用途，保管箇所，

管理者及びひな形は，別表第６のとおりとする。

　（企業出納員印の新調，再調製及び廃止）

第１５２条　企業出納員印の新調，再調製及び廃止は，保健医療

課長が行う。

　（廃止企業出納員印の保存及び廃業）

第１５３条　保健医療課長は，不要となった企業出納員印を不要

となった日から起算して１０年間保存するものとする。

２　保健医療課長は，前項に規定する保存期間を経過した企業出

納員印を焼却又は裁断の方法により廃棄するものとする。

第１５章　雑則

　（事故報告）

第１５４条　企業出納員，現金取扱員，資金前渡事務取扱者，現

金を取り扱った者，公金徴収事務等受託者及び支出の事務の委

託を受けた者は，その保管する金銭を亡失したときは，直ちに

その詳細を市長に報告しなければならない。

２　企業出納員及び物品の使用者は，その保管又は使用に係る物

品を亡失し，又は毀損したときは，直ちに物品亡失・毀損報告

書により市長に報告しなければならない。

３　保健医療課長は，その所管に係る固定資産が滅失し，亡失し，

又は毀損したときは，直ちにその原因及び現状を調査して市長

に報告しなければならない。

４　保健医療課長は，企業出納員印の盗難，紛失，毀損又は偽造

等の事故があつたときは，直ちに企業出納員印事故届により市

長に報告しなければならない。

　（読替規定）

第１５５条　広島市安芸市民病院事業の設置等に関する条例（昭

和４１年広島市条例第６２号）第７条の規定により広島市医師

会運営・安芸市民病院の管理を同条の指定管理者に行わせる場

合における第８４条，第８５条，第８７条，第８８条，第９０

条から第９６条まで及び第１００条から第１０４条までの規定

の適用については，これらの規定中「保健医療課長」とあるの

は，「指定管理者」とする。

課長を経て，財政局長に提出しなければならない。

２　財政課長は，前項の規定により繰越計算書又は継続費繰越計

算書を受けたときは，その内容を調査し，意見を付して財政局

長に提出しなければならない。

３　財政局長は，前項の規定により繰越計算書又は継続費繰越計

算書の提出があったときは，これを審査し，市長の決裁を受け

なければならない。

４　前３項の規定は，支出予算の金額のうち，事業年度内に支出

の原因となる契約その他の行為をし，避け難い事故のため事業

年度内に支払義務が生じなかったもので翌事業年度に繰り越し

て使用する必要がある場合及び継続費について翌事業年度に逓

次繰り越して使用する場合について準用する。

　（報告事項）

第１４３条　健康福祉局長は，次に掲げる事項について，指定さ

れた期日までに，財政局長に報告しなければならない。

⑴　収入支出予算の執行状況

⑵　前事業年度の収入支出予算の執行実績

　　　　第３節　資金計画

第１４４条　保健医療課長は，毎月，予算執行に必要な資金の収

支見込みを表示した資金計画表を作成しなければならない。

第１３章　決算

　（決算の調製）

第１４５条　安芸市民病院事業の決算の調製に関する事務は，保

健医療課長が行う。

　（計理状況の報告）

第１４６条　保健医療課長は，毎月末日，月次決算を行い，次に

掲げる諸表を作成し，翌月２０日までに市長に報告しなければ

ならない。

⑴　月次合計残高試算表

⑵　資金計画表

⑶　その他必要な資料

　（決算整理）

第１４７条　保健医療課長は，毎事業年度終了後速やかに振替伝

票により，次に掲げる事項について決算整理を行わなければな

らない。

⑴　実地棚卸しに基づく貯蔵品の修正

⑵　建設仮勘定の整理

⑶　固定資産の減価償却

⑷　繰延収益の償却

⑸　引当金の計上

⑹　その他決算整理に必要な事項

　（帳簿の締切り）

第１４８条　保健医療課長は，前条の規定により決算整理を行っ

た後，各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

　（決算報告書等の提出）

第１４９条　保健医療課長は，毎事業年度終了後５月３１日まで

に，次に掲げる書類を作成し，証拠書類を添えて市長に提出し

なければならない。なお，キャッシュ・フロー計算書の作成は，

予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法により行う。
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９　診療材料費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

１０　給料材料
費

契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

１１　医療消耗
備品費

契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

１２　厚生福利
費

契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

１３　報償費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

１４　旅費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

請求書，旅行命
令書

１５　被服費 契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

１６　消耗品費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

１７　消耗備品
費

契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

１８　光熱水費 請求のあったとき 請求のあった額 請求書

１９　燃料費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

２０　食料費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

２１　交際費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

請求書

２２　印刷製本
費

契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

２３　修繕費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

２４　通信運搬
費

購入をするとき又は
請求のあったとき

購入金額又は請
求のあった額

請求書

２５　広告料 契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

２６　手数料 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，請求書

２７　保険料 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，請求書

２８　委託料 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

２９　賃借料 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

３０　諸会費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

請求書

３１　補償金 支出決定のとき 支出しようとす
る額

判決書，謄本，
請求書

３２　公課費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

公課令書の写し

　（適用除外）

第１５６条　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）

及び広島市物品管理規則（昭和４４年広島市規則第６４号）の

規定，財産規則第３条から第８条まで，第１８条から第２４条

まで及び第５１条の規定並びに広島市予算の編成及び執行に関

する規則第４条，第１５条，第１７条，第１７条の２及び第

１９条から第３２条までの規定は，安芸市民病院事業には適用

しない。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

別表第１（第２条関係）

担当範囲 主管課長
財政局契約部物品契約課 物品契約課長
健康福祉局保健部保健医療課 保健医療課長

別表第２（第３条，第５条関係）

設置箇所
企業出納員とな
るべき者の職

取扱事務

財政局契約部物品
契約課

課長 ⑴　入札保証金の出納
⑵　契約保証金の出納

健康福祉局保健部
保健医療課

課長 ⑴　金銭の出納及び保管
⑵　有価証券の出納及び
保管

⑶　貯蔵品の出納及び保
管

⑷　簿外物品の出納及び
保管

別表第３（第２６条関係）

形　式 書　体 寸　法

○
  ○  ○  ○  ○

  ○
  

領収

○○○○○

楷書 直径２．４センチメートル

別表第４（第１３５条関係）

区分
支出負担行為として
整理する時期

支出負担行為の
範囲

支出負担行為に
必要な主な書類

１　給料 支出決定のとき 当該期間分 支給調書

２　手当 支出決定のとき 支出しようとす
る額

支給調書

３　賃金 雇入れのとき 賃金と雇入人員
との積算額

支給調書

４　報酬 支出決定のとき 当該期間分 支給調書

５　災害補償費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

本人の請求書，
病院等の請求
書，受領書又は
証明書

６　退職給与金 支出決定のとき 支出しようとす
る額

請求書

７　法定福利費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

請求書

８　薬品費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書
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書体 てん書
形状 正方形
寸法 方２．１センチメートル
用途 支払証，支払通知書，支払書等
保管箇所 健康福祉局保健部保健医療課
管理者 保健医療課長
ひな形

広 島 市 安 芸�

市民病院事業�

企 業 出 納 員

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６３号

平成２６年３月３１日

　広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則

　広島市下水道事業財務会計規則（昭和６０年広島市規則第７６

号）の一部を次のように改正する。

　第２６条第２項中「領収済通知書」の右に「及びこれに係る電

磁的記録」を加え，同条第３項中「及び領収済通知書」を「並び

に領収済通知書及びこれに係る電磁的記録」に改める。

　第３３条中第１８号を削り，第１９号を第１８号とし，第２０

号から第２７号までを１号ずつ繰り上げる。

　第４９条の２の表第２５条の項中「第１５８条第１項」の右に

「若しくは第１５８条の２第１項，児童福祉法（昭和２２年法律

第１６４号）第５６条第４項，国民健康保険法（昭和３３年法律

第１９２号）第８０条の２，介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１４４条の２又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和

５７年法律第８０号）第１１４条」を加え，同表第８１条の項中

「第７８条第２項」を「並びに同条第２項」に，「並びに第７９

条第１項」を「にあつては主管局長の内申により，第７９条第１

項」に，「下水規則第５条第１項」を「にあつては主管局長の内

申により，下水規則第５条第１項」に改める。

　第５２条第１項第８号を次のように改める。

⑻　ＩＣカード乗車券（集積回路が組み込まれたカードであつ

て公共交通機関の利用に係るものをいう。）

　第５４条第２項第１号中「（第４号に掲げる帳簿に記録管理す

るものを除く。）」を削り，同項中第６号を第７号とし，第５号を

第６号とし，同項第４号中「（プリペイド・カードの出納及び保

管の状況を記録管理するものをいう。）」を削り，同号を同項第５

号とし，同項中第３号を第４号とし，第２号を第３号とし，第１

号の次に次の１号を加える。

⑵　ＩＣカード乗車券出納簿

　第５９条第６号中「適正な見積価額」を「公正な評価額」に改

める。

　第６８条第５項中「。以下「法規則」という。）第８条第３項

３３　負担金 支出決定のとき 支出しようとす
る額

請求書

３４　雑費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

３５　研究材料
費

契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

３６　謝金 支出決定のとき 支出しようとす
る額

３７　図書費 契約を締結するとき
又は請求のあったと
き

契約金額又は請
求のあった額

契約書，見積書，
請書，仕様書，
請求書

３８　研究雑費 支出決定のとき 支出しようとす
る額

３９　企業債利
息

支出決定のとき 支出しようとす
る額

借入れに関する
書類の写し

４０　借入金利
息

支出決定のとき 支出しようとす
る額

借入れに関する
書類の写し

４１　企業債手
数料及び取扱
費

支出決定のとき 支出しようとす
る額

借入れに関する
書類の写し

４２　建物新
設，改良費

契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

４３　構築物新
設，改良費

契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

４４　医療機器
購入費

契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

４５　備品購入
費

契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

４６　車両購入
費

契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

４７　立木購入
費

契約を締結するとき 契約金額 契約書，見積書，
請書，仕様書

４８　電話加入
権購入費

払込通知を受けたと
き

払込みを要する
額

払込通知書

４９　企業債償
還金

支出決定のとき 支出しようとす
る額

借入れに関する
書類の写し

５０　長期借入
金償還金

支出決定のとき 支出しようとす
る額

借入れに関する
書類の写し

別表第５（第１３５条関係）

区分
支出負担行為として
整理する時期

支出負担行為の
範囲

支出負担行為に
必要な主な書類

１　資金前渡 資金の前渡をすると
き

資金前渡を要す
る額

資金前渡内訳書

２　概算払 概算払をするとき 概算払を要する
額

内訳書

３　前金払 前金払をするとき 前金払を要する
額

内訳書

４　過年度損益
修正

過年度損益修正を行
うとき

過年度損益修正
を要する額

内訳書

５　予算繰越し
及び逓次繰越
し

当該繰越分を含む支
出負担行為を行うと
き

繰越しをした金
額の範囲内の額

契約書

６　債務負担行
為

債務負担行為を行う
とき

債務負担行為の
額

関係書類

７　釣銭用資金 釣銭用資金を交付す
るとき

釣銭用資金の交
付に要する額

別表第６（第１５１条関係）

名称 広島市安芸市民病院事業企業出納員印
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に

　

　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

市税事務所 所長 ⑴　下水道事業受益者負担金並びにこ
れに係る督促手数料，延滞金及び滞
納処分による収納金の収納
⑵　下水道事業受益者負担金の納入義
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
⑶　下水道事業受益者負担金に係る納
期前納付報奨金の繰替払
⑷　広島市証明等手数料条例第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

」
改める。

　別表第４の⑵の表区役所の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

市民
部

区政
調整
課

課長 ⑴　入札保証金の出納
⑵　契約保証金の出納

収納
課

課長 ⑴　下水道事業受益者負担金並びにこ
れに係る督促手数料，延滞金及び滞
納処分による収納金の収納
⑵　下水道事業受益者負担金の納入義
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
⑶　下水道事業受益者負担金に係る納
期前納付報奨金の繰替払
⑷　広島市証明手数料条例第２条第
２３号に係る手数料（下水道事業に
係るものに限る。）の出納

」
「

　
市民部区
政調整課

課長 ⑴　入札保証金の出納
⑵　契約保証金の収納 」

に

改める。

附　則

１　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

２　平成２５年度分の広島市下水道事業の財務及び会計の取扱い

については，改正後の広島市下水道事業財務会計規則の規定に

かかわらず，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６４号

平成２６年３月３１日

　広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８号）

の一部を次のように改正する。

　第１８条第１項第１号を次のように改める。

各号」を「）第１５条第３項各号」に改め，同条第６項を削る。

　第８２条第３号中「繰延勘定」を「繰延収益」に改め，同条中

第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。

⑷　引当金の計上

　第８４条に後段として次のように加える。

なお，キャッシュ・フロー計算書の作成は，間接法により行

うものとする。

　第８４条第７号から第９号までを次のように改める。

⑺　キャッシュ・フロー計算書

⑻　収益費用明細書

⑼　固定資産明細書

　第８４条に次の１号を加える。

⑽　企業債明細書

　別表第１区役所の項中

「

　

市　

民　

部

区政調整課 区政調整課長 区政調整課，出張所
（中区役所及び西区
役所を除く。）

収納課 収納課長 収納課 」

を

「

　

市民部区政調整課 区政調整課長 区政調整課，出張所
（中区役所及び西区
役所を除く。）

」

に

改める。

　別表第２区役所の項中

「

　

市　

民　

部

区政調整課，出張所（中区
役所及び西区役所を除く。）

区政調整課長

収納課 収納課長
」

を

「

　

市民部区政調整課，出張所（中

区役所及び西区役所を除く。）

区政調整課長

」
に

改める。

　別表第３区役所の項を次のように改める。
区役所建設部維持管理課
（安佐南区役所，安佐北
区役所，安芸区役所及び
佐伯区役所にあつては，
区役所農林建設部維持管
理課をいう。）

維持管理
課長

管財係長（安佐南区役
所，安佐北区役所及び
佐伯区役所にあつて
は，庶務係長）

　別表第４の⑴の表財政局の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

特別
滞納
整理
課

課長 ⑴　下水道事業受益者負担金並びにこ
れに係る督促手数料，延滞金及び滞
納処分による収納金の収納

⑵　下水道事業受益者負担金の納入義
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

」
「

　

特別
滞納
整理
課

課長 ⑴　下水道事業受益者負担金並びにこ
れに係る督促手数料，延滞金及び滞
納処分による収納金の収納

⑵　下水道事業受益者負担金の納入義
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第１条　広島市消防局の組織に関する規則（昭和３２年広島市規

則第６９号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項中「通信指令官」の右に「，医務監」を加え，

同条第２項中「及び通信指令官」を「，通信指令官及び医務監」

に改める。

　（広島市消防職員の階級及び職名に関する規則の一部改正）

第２条　広島市消防職員の階級及び職名に関する規則（昭和３２

年広島市規則第８０号）の一部を次のように改正する。

　　第３条第１項第２号中「担当課長」の右に「，医務監」を加

える。

附　則

　この規則は，平成２６年４月１日から施行する。

告　　 示
広島市告示第９３号

平成２６年３月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項又は第

５３条第１項の規定により，次に掲げる者を指定居宅サービス事

業者又は指定介護予防サービス事業者として指定したので，同法

第７８条第１号又は第１１５条の１０第１号の規定により告示し

ます。

　指定年月日　平成２６年３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
second�house

訪問介護セカ
ンドハウス

広島市中区東
白島町１５番
１－２０１号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

株式会社ニチ
イ学館

ニチイケアセ
ンター江波

広島市中区江
波西一丁目
２８番１０号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

株式会社つな
ぐ

つなぐ訪問介
護事業所

広島市西区楠
木町一丁目
１３番６号

介護予防訪問介護

株式会社シー
ズンモチベー
ション

訪問介護事業
所きらく

広島市西区井
口四丁目３５
番２６号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

株式会社ＴＹ
プランニング

訪問介護事業
所えがお

広島市安佐南
区祇園三丁目
３ 番 １ －
２０２号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

有限会社バー
スト

ナースステー
ション丹那

広島市南区丹
那町２２番
１０－５号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社ニチ
イ学館

ニチイケアセ
ンター江波通
所介護事業所

広島市中区江
波西一丁目
２８番１０号

通所介護及び介護
予防通所介護

浅数興産有限
会社

リハビリデイ
サロン満天

広島市南区松
川町６番１６
号第３佐野ビ
ル１０１号

通所介護及び介護
予防通所介護

株式会社ある
く

リハビリ型デ
イサービスあ
るく横川フィ
ットネス

広島市西区横
川町一丁目
１２番１３号

通所介護及び介護
予防通所介護

⑴　当該承認を得ようとする者が，次のア又はイに掲げる当該

承認に係る市営住宅の区分に応じ，それぞれア又はイに定め

る者以外の者である場合

ア　公営住宅，再開発住宅（条例第７条第３項ただし書に規

定するものに限る。），従前居住者用住宅（同条第４項ただ

し書に規定するもののうち公営住宅とみなしたものに限

る。），改良住宅（同条第５項ただし書に規定するものに限

る。），コミュニティ住宅（同条第６項ただし書に規定する

ものに限る。），甲種住宅，乙種住宅（同条第８項ただし書

の規定により入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて

定めたものに限る。）及び準公営住宅　当該入居者と１年

を超えて又は当該入居者の入居時から引き続き同居してい

る，配偶者（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と

同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）又は市

長が特に居住の安定を図る必要があると認める者

イ　アに掲げる市営住宅以外の市営住宅　当該入居者と１年

を超えて又は当該入居者の入居時から引き続き同居してい

る親族（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様

の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）

　第１８条第１項第２号中「公営住宅，再開発住宅（条例第７条

第３項ただし書に規定するものに限る。），従前居住者用住宅（同

条第４項ただし書に規定するもののうち公営住宅とみなしたもの

に限る。），改良住宅（同条第５項ただし書に規定するものに限

る。），コミュニティ住宅（同条第６項ただし書に規定するものに

限る。），甲種住宅，乙種住宅（同条第８項ただし書の規定により

入居者資格を甲種住宅の入居者資格に準じて定めたものに限る。）

及び準公営住宅」を「前号アに掲げる市営住宅」に改める。

　第２１条第１項中第５号を第６号とし，第１号から第４号まで

を１号ずつ繰り下げ，同項に第１号として次の１号を加える。

⑴　当該同居しようとする者が当該入居者の配偶者又は３親等

以内の親族（婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同

様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。）以外の者で

ある場合

附　則

１　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

２　改正後の第１８条第１項及び第２１条第１項の規定は，この

規則の施行の日以後のこれらの規定に規定する承認に係る申請

について適用し，同日前の当該申請については，なお従前の例

による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６５号

平成２６年３月３１日

　広島市消防局の組織に関する規則及び広島市消防職員の階級及

び職名に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市消防局の組織に関する規則及び広島市消防職員

の階級及び職名に関する規則の一部を改正する規則

　（広島市消防局の組織に関する規則の一部改正）
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定に基づき，土地及び家屋に関する平成２６年度の土地価格等縦

覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　縦覧期間

平成２６年４月１日（火）から４月３０日（水）までとしま

す。

ただし，土曜日，日曜日及び祝日を除きます。

２　縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

３　縦覧場所

固定資産（土地又は家屋）の所在地により，次のとおりとし

ます。

なお，出張所においては，当該出張所管内に所在する土地又

は家屋についてのみ縦覧することができます。

固定資産
の所在地

縦　　　覧　　　場　　　所

中 区 中 区 役 所 （中区国泰寺町一丁目４番２１号）

東 区 東 区 役 所 （東区東蟹屋町９番３８号）
温品出張所 （東区温品五丁目１番１８号）

南 区 中 区 役 所 （中区国泰寺町一丁目４番２１号）
南 区 役 所 （南区皆実町一丁目５番４４号）

西 区 西 区 役 所 （西区福島町二丁目２番１号）

安佐南区

安佐南区役所 （安佐南区古市一丁目３３番１４号）
佐東出張所 （安佐南区緑井六丁目２９番２８号）
祇園出張所 （安佐南区祇園二丁目４８番７号）
沼田出張所 （安佐南区沼田町大字伴６３０１番地の１）

安佐北区

安佐南区役所 （安佐南区古市一丁目３３番１４号）
安佐北区役所 （安佐北区可部四丁目１３番１３号）
白木出張所 （安佐北区白木町大字秋山２３９１番地の４）
高陽出張所 （安佐北区深川五丁目１３番７号）
安佐出張所 （安佐北区安佐町大字飯室３０５２番地の１）

安 芸 区

東 区 役 所 （東区東蟹屋町９番３８号）
安芸区役所 （安芸区船越南三丁目４番３６号）
中野出張所 （安芸区中野三丁目２０番９号）
阿戸出張所 （安芸区阿戸町６２５７番地の２）
矢野出張所 （安芸区矢野東五丁目７番１８号）

佐 伯 区
西 区 役 所 （西区福島町二丁目２番１号）
佐伯区役所 （佐伯区海老園二丁目５番２８号）
湯来出張所 （佐伯区湯来町大字和田１６６番地）

４　縦覧できる人

⑴　土地価格等縦覧帳簿

固定資産税が課税されている土地を所有する人（縦覧でき

るのは，その土地の所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。）

⑵　家屋価格等縦覧帳簿

固定資産税が課税されている家屋を所有する人（縦覧でき

るのは，その家屋の所在する区に係る縦覧帳簿に限ります。）

※　なお，上記の人の代理人及び納税管理人も縦覧すること

ができます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９７号

平成２６年３月４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，平成

２６年４月１日から印影の印刷により，公印の押なつに代えるこ

とを承認したので，告示します。

株式会社つな
ぐ

つなぐデイサ
ービス己斐

広島市西区己
斐中一丁目
１０番１０－
１２号

通所介護

有限会社今田
薬局

デイサービス
センターロマ
ン

広島市西区三
篠町三丁目
２１番１４号
高品ビル１Ｆ

通所介護及び介護
予防通所介護

有限会社オー
シャン

有限会社オー
シャン

広島市安佐南
区中須一丁目
５２番１４－
５号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具
貸与

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９４号

平成２６年３月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項又

は第５４条の２第１項の規定により，次に掲げる者を指定地域密

着型サービス事業者又は指定地域密着型介護予防サービス事業者

として指定したので，同法第７８条の１１第１号又は第１１５条

の２０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２６年３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

医療法人好縁
会

ふれあいケア
２４

広島市東区戸
坂大上三丁目
３番４号プレ
ジール久保
１０３号

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

有限会社慈恵
コーポレイシ
ョン

グループホー
ム憩

広島市南区翠
四丁目７番
３８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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９５号

平成２６年３月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定

により，次に掲げる者を指定居宅介護支援事業者として指定した

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　平成２６年３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

株式会社ニチ
イ学館

ニチイケアセ
ンター江波

広島市中区江
波西一丁目
２８番１０号

居宅介護支援

医療法人社団
佐々木整形外
科クリニック

ケアセンター
佐々木整形外
科

広島市安佐南
区沼田町伴
４２５５番地
１

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９６号

平成２６年３月３日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規
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広島市長　　松　井　一　實

記

名　　　称 医療機関
コード 所在地 指定の期間

はしがみ心療内
科クリニック 0124303 広島市中区八

丁堀１－１２
平成26年３月１日～
平成32年２月29日

吉本内科クリニ
ック 0223477

広島市中区江
波西１－２８
－１０

平成26年１月27日～
平成31年12月31日

快生薬局 0147688 広島市中区鉄
砲町７－２９

平成26年２月１日～
平成32年１月31日

ヨコガワ薬局 0247645 広島市西区横
川新町５－１

平成26年２月１日～
平成32年１月31日

訪問看護ステー
ションさざんか 0290590

広島市西区草
津東３－７－
３３－１０１

平成26年３月１日～
平成32年２月29日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０１号

平成２６年３月６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　信和広島ビル

⑵　所在地　広島市中区紙屋町二丁目２番１０

２　大規模小売店舗を設置する者

今治造船株式会社

代表取締役社長　檜垣　幸人

愛媛県今治市小浦町一丁目４番５２号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

小売業者� 住所名称 代表者
青山商事株
式会社 代表取締役　青山　理 広島県福山市王子町

一丁目３番５号
株式会社ソ
フマップ 代表取締役　行方　伸介 東京都千代田区外神

田一丁目１６番９号

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年１１月１日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１．２３７平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の収容台数

７台

⑵　駐輪場の収容台数

６台

⑶　荷さばき施設の位置及び面積

２．３１平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

５．５５立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

広島市長　　松　井　一　實

文　　書　　名 印影を印刷する公印の名称
診療費納付書兼領収証書 印影印刷専用市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９８号

平成２６年３月５日

　広島市消費生活条例（平成１８年広島市条例第７５号）第１６

条第１項の規定に基づき，市長が指定する不当な取引行為を定め

た平成１９年４月１日付け広島市告示第１６５号の一部を次のよ

うに変更します。

広島市長　　松　井　一　實

　第１の５の見出し中「販売」を「取引」に改める。

　第４の７中「購入」を「取引」に改める。

　第７の１中「割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）第４条

の４第１項並びに特定商取引に関する法律（昭和５１年法律第

５７号）第９条第１項，第２４条第１項，第４０条第１項，第

４８条第１項及び第５８条第１項に規定する申込みの撤回又は商

品売買契約等の解除を行う権利その他これらに類する権利」を「商

品売買契約等の申込みの撤回又は商品売買契約等の解除を行う権

利」に改める。

　第７の９の見出し中「法定書面不交付」を「法定書面不交付等」

に改め，本文中「書面を交付」を「書面を交付せず，又は法令の

規定で通知義務が生じたときに，義務付けられている事項を通知」

に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９９号

平成２６年３月５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条の第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

広島市安佐南区沼田町大字伴字黄番の４５７１番２

２　開発面積

３２１．７９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市六丁目７番１５－３０１号

安達　茂幸，安達　明美

４　検査済証交付年月日

平成２６年３月５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１００号

平成２６年３月６日

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５９条第１項に規定する指定自

立支援医療機関（精神通院医療）として下記のとおり指定します。
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代表取締役　永見　信之

大阪市中央区今橋二丁目５番８号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社丸久

代表取締役　田中　康男

山口県防府市大字江泊１９３６番地

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成２６年１１月１日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，５３８平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の収容台数

４８台

⑵　駐輪場の収容台数

５０台

⑶　荷さばき施設の面積

３６平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

１９．３７立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻　午前９時

イ　閉店時刻　午後１０時

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時３０分まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

２か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

平成２６年２月２８日

９　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２６年３月６日から平成２６年７月７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

１１　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻　　午前１０時

イ　閉店時刻　　午後９時

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後９時３０分まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

１か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午前１０時まで

８　届出年月日

平成２６年２月２６日

９　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２６年３月６日から平成２６年７月７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

１１　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２６年７月７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１０２号

平成２６年３月６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　（仮称）アルク井口明神店

⑵　所在地　広島市西区井口明神一丁目１０番１３１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ＮＴＴ西日本アセット・プランニング
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○　老人福祉施設に係る費用徴収金充当通知書
○　老人福祉施設に係る費用徴収金還付通知書
○　老人福祉施設に係る入所者負担金督促状
○　高齢者住宅改造費補助決定通知書
○　高齢者住宅改造費補助変更決定通知書
○　広島市家族介護用品支給決定通知書
○　広島市家族介護用品支給変更決定通知書
○　広島市家族介護用品支給廃止通知書
○　広島市家族介護用品支給不承認決定通知書

厚生部専用市
長印

○　保育料納入通知書
○　保育料に係る督促状
○　保育料口座振替不能納付書

印影印刷専用
区長印

○　老人福祉施設に係る入所依頼取下書
○　老人福祉施設に係る入所依頼書
○　老人福祉施設に係る入所措置委託開始決定
通知書

○　老人福祉施設に係る入所措置委託変更決定
通知書

○　老人福祉施設に係る入所措置委託廃止決定
通知書

福祉事務所長
印

○　生活保護法医療要否意見書（稼働能力判定
用）

○　生活保護法支給証

印影印刷専用
福祉事務所長
印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０５号

平成２６年３月１１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１０６号

平成２６年３月１１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及び永住帰国後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２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

吉本内科クリニック 広島市中区江波西一丁目
２８－１０

平成26年
１月27日

快生薬局 広島市中区鉄砲町７－２９ 平成26年
２月１日

訪問看護ステーション　
ホームナース舟入

広島市中区舟入幸町１０－
２３－７０３

平成26年
1月１日

蜂須賀歯科口腔外科クリ
ニック

広島市東区戸坂千足一丁目
１０－１エクセルコート太
田川２階

平成26年
２月１日

ステラデンタルクリニッ
ク

広島市西区井口台二丁目１
－１エイブル広島ビル
１０２

平成26年
２月１日

これを述べることができます。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２６年７月７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１０３号

平成２６年３月１０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

の規定に基づき，次の文書について，平成２６年３月２４日から

印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

文　　　書　　　名 印影を印刷す
る公印の名称

○　老人福祉施設に係る入所者処遇特別加算認
定書

○　定期予防接種実施協力依頼書
市長印

○　生活保護法納入通知書
○　生活保護法督促状
○　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係る
医療券・調剤券

○　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係る
介護券

○　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係る
医療要否意見書

○　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係る
医療券・調剤券（受給者集合用）

○　老人福祉施設入所者負担金納入通知書兼領
収証書

○　児童福祉施設徴収金納入通知書
○　児童福祉施設徴収金に係る督促状

印影印刷専用
市長印

○　交付決定通知書（精神障害者保健福祉手帳）
○　決定通知書（障害等級変更申請用）
○　不承認決定通知書（精神障害者保健福祉手
帳）

精神保健福祉
センター専用
市長印

○　広島市高齢者配食サービス利用決定通知書
○　広島市高齢者配食サービス利用却下通知書
○　広島市高齢者配食サービス利用変更決定通
知書

○　広島市高齢者配食サービス利用廃止通知書
○　あんしん電話利用決定通知書
○　あんしん電話利用変更決定通知書
○　あんしん電話利用廃止決定
○　高齢者日常生活用具給付等決定通知書
○　高齢者日常生活用具給付等不承認通知書
○　高齢者日常生活用具給付券
○　老人福祉施設に係る費用徴収額決定・変更
通知書

○　社会福祉施設に係る入所者負担金補助資格
認定（非該当）通知書

○　老人福祉施設に係る入所者負担金の納付に
ついて（催告）

厚生部専用市
長印
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止の届出があったので，生活保護法第５５条の２第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 廃止年月日
名称 所在地

藤田　
剛

藤田鍼灸
接骨院

広島市南区段原三
丁目３－３８ 柔道整復 平成２６年

２月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１０号

平成２６年３月１２日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区可部南一丁目の５８７番１２，５８７番５の

一部，５９０番６の一部，５９０番９の一部及び５９０番

１２の一部

２　開発面積

１，９４４．９９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区国泰寺町二丁目４番７号

株式会社トータテ都市開発

代表取締役　川西　祐二

４　検査済証交付年月日

平成２６年３月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１１号

平成２６年３月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２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（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２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
訪問看護ステーショ
ンホームナース舟入

広島市中区舟入幸町
１０－２３－７０３ 平成26年１月１日

ヘルパーステーショ
ンソレイユ舟入

広島市中区舟入中町５
－１１ 平成26年１月１日

訪問介護事業所きず
な中央

広島市中区光南二丁目
１－４ 平成25年８月１日

居宅介護支援事業所
はるのひかり

広島市東区牛田早稲田
四丁目７－５４－
１０２

平成26年１月１日

シナモン居宅介護支
援事業所

広島市東区戸坂大上四
丁目１５－２６ 平成24年３月１日

小林内科医院 広島市安佐北区可部三丁目
１７－１８

平成26年
２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０７号

平成２６年３月１１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及び永住帰国後の自立の支援に

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２第２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 廃止年月日

ふれあいクリニック 広島市中区鉄砲町９－１０
湯浅ビル５階

平成25年
10月31日

吉本内科外科クリニック 広島市中区江波西一丁目
２９－２０

平成26年
１月27日

快生薬局 広島市中区鉄砲町７－２９ 平成26年
２月１日

遠藤歯科医院 広島市東区戸坂千足一丁目
１０－１

平成26年
１月31日

佐々木内科循環器科医院 広島市西区大宮三丁目６－
６

平成26年
２月20日

小林内科医院 広島市安佐北区可部三丁目
１７－１８

平成26年
１月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０８号

平成２６年３月１１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

用する同法第４９条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（平成６年法律第３０号）

第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術者として次

に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の２第１号の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

伊藤　
俊夫

―（出張
専業）

広島市安佐南区高
取南二丁目２６－
７

あん摩・マ
ッサージ

平成２６年
２月１８日

河手　
正憲

河手鍼灸
院

広島市安芸区瀬野
三丁目１１－２１

あん摩・マ
ッサージ

平成２６年
２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０９号

平成２６年３月１１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

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

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術者の廃
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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　ゆめタウンみゆき

⑵　所在地　広島市南区宇品西六丁目１３６９番

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役社長　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の住所

（変更前）　株式会社イズミ

　　　　　代表取締役社長　山西　泰明

　　　　　広島市南区京橋町２番２２号

（変更後）　株式会社イズミ

　　　　　代表取締役社長　山西　泰明

　　　　　広島市東区二葉の里三丁目３番１号

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　平成２５年１１月２５日

⑵　別紙１，２のとおり。

５　届出年月日

平成２６年３月１１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

平成２６年３月１３日から平成２６年７月１４日まで。た

だし，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

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

平成２６年７月１４日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

そらいろ薬局 広島市南区東雲二丁目
７－１４ 平成26年３月１日

ヘルパーステーショ
ンここあ

広島市西区都町９－３
ハイツ達川１Ｆ 平成25年12月１日

わくわくハウス横川 広島市西区三篠町三丁
目１２－１５ 平成26年２月１日

コープ小規模多機能
観音〈ねぎ畑〉

広島市西区南観音五丁
目１２－９ 平成25年５月１日

エナジーデイ 広島市西区三篠町三丁
目６－９ 平成25年12月１日

西原セントラルクリ
ニック

広島市安佐南区西原八
丁目３３－３ 平成25年11月１日

西原セントラルクリ
ニック

広島市安佐南区西原八
丁目３３－３ 平成25年11月１日

オリタ薬局　可部店 広島市安佐北区可部七
丁目６－２ 平成25年３月１日

居宅介護支援事業所
ファミリー

広島市安佐北区あさひ
が丘一丁目１－８ 平成25年10月１日

のぞみ薬局可部南店 広島市安佐北区可部南
二丁目１４－１５ 平成25年４月１日

クリニック福本リハ
ビリ整形外科

広島市安芸区矢野東二
丁目３１－１１ 平成26年１月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１２号

平成２６年３月１２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

帰国の促進及び永住帰国後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２第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止
年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）

の名称

平成25年
７月31日

訪問介護事業所
きずな中央

広島市中区東千
田町一丁目１－
２７

医療法人社団絆

平成25年
10月31日

ふれあいクリニ
ック

広島市中区鉄砲
町９－１０湯浅
ビル５階

医療法人好縁会

平成25年
12月31日

訪問看護ステー
ション牛田本町

広島市東区牛田
本町四丁目２－
９

医療法人社団う
すい会

平成24年
２月29日

シナモン居宅介
護支援事業所

広島市東区戸坂
大上四丁目２１
－９

有限会社ワイプ
ランニング

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１３号

平成２６年３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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の一部，４２０７番地先里道及び字東前原の４２４８番１

２　開発面積

２，６８２．７４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東京都港区高輪三丁目２２番９号

タマホーム株式会社

代表取締役　玉木　康裕

４　検査済証交付年月日

平成２６年３月１３日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１７号

平成２６年３月１４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７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設置者の名称

社会福祉法人和楽会

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
広島市戸山・伴・
大塚地域包括支援
センターの所在地

広島市安佐南区沼田
町大字伴3506番地

広島市安佐南区沼田
町大字伴3510番地の
6

３　変更の期日

平成２６年４月１日
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１８号

平成２６年３月１７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

事業者 事業所 廃止
年月日

サービスの
種類名称 名称 所在地

有限会社ラ
イフサポー
トなでしこ

ヘルパース
テーション
なでしこ

広島市南区
宇品御幸三
丁 目 ５ 番
２１号

平成26年
３月31日

訪問介護及び介
護予防訪問介護

株式会社Ｙ
＆Ｍ

ケアサービ
スゆう＆み
い

広島市安佐
北区落合一
丁 目 ７ 番
２８号

平成26年
３月31日

訪問介護及び介
護予防訪問介護

社会福祉法
人あと会

くにくさ訪
問入浴介護
事業所

広島市安芸
区 阿 戸 町
４１８番地
の１

平成26年
３月31日 訪問入浴介護

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１１４号

平成２６年３月１３日

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第４５条第２項

の規定により広島市中山西土地区画整理組合の解散を認可したの

で，同条第５項の規定により公告します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１５号

平成２６年３月１３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２４条の２第１項の

規定により，次のとおり同項第２号に規定する事務を委託したの

で，同条第５項の規定により告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　当該委託に係る事務所の名称及び所在地

⑴　名　称

社会福祉法人北区社会福祉協議会

⑵　所在地

東京都北区岸町一丁目６番１７号

２　委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の

所在地並びにその代表者の氏名

⑴　名　称

社会福祉法人北区社会福祉協議会

⑵　主たる事務所の所在地

東京都北区岸町一丁目６番１７号

⑶　代表者の氏名

会長　荒木　正信

３　委託開始年月日

平成２６年２月３日

４　委託事務の内容

介護保険法第２４条の２第１項第２号に規定する事務（要介

護認定調査事務）

５　居宅サービス等の提供の有無

無し

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１６号

平成２６年３月１３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

広島市安佐南区沼田町大字伴字中前原の４２０７番，

４２１３番１，４２１４番２，４２０５番の一部，４２０６番



―８０―　第１００７号� 平成２６年４月３０日広　　島　　市　　報

１１５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所 辞退
年月日

サービスの種
類名称 名称 所在地

松尾　光将 松尾産婦人
科内科医院

広島市西区
三篠町一丁
目５番７号

平成26年
３月31日

介護療養型医療
施設

医療法人社
団林外科医
院

医療法人社
団林外科医
院

広島市佐伯
区五日市中
央二丁目６
番７号

平成26年
３月31日

介護療養型医療
施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２１号

平成２６年３月１７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

の規定に基づき，次の文書について，平成２６年３月２４日から

印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

文　　　書　　　名 印影を印刷す
る公印の名称

国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）
市印

特定同一世帯所属者異動連絡票
国民健康保険料　納入通知書兼決定（変更）通
知書

印影印刷専用
区長印

国民健康保険料　減免決定通知書
国民健康保険料　特別徴収仮徴収通知書
国民健康保険料の賦課に係る所得照会票
国民健康保険料の賦課に係る世帯構成照会票
国民健康保険一部負担金減免決定通知書
国民健康保険給付金　不当利得返還請求通知書
国民健康保険出産育児一時金委任払支給額決定
通知書
国民健康保険高額療養費支給決定通知書
国民健康保険高額療養費委任払支給額決定通知
書
国民健康保険葬祭費支給決定通知書
国民健康保険療養費支給決定通知書
国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書
国民健康保険標準負担額差額支給決定通知書
国民健康保険保険給付の一時差止め決定通知書
国民健康保険保険給付の一時差止め解除決定通
知書
国民健康保険保険給付の控除決定通知書
国民健康保険料　納付書（県内用）
国民健康保険料　納付書（県外用）
国民健康保険料口座振替開始（変更）のお知ら
せ
国民健康保険料　過誤納金等還付充当通知書
国民健康保険料　還付金受領催告書
国民健康保険料　口座振替不能納付書

富士メディ
カル株式会
社

デイサービ
スおとなの
学校草津校

広島市西区
草津新町一
丁 目 ４ 番
１３号吉田
ビル１０１

平成26年
３月31日

通所介護及び介
護予防通所介護

医療法人信
愛会

高齢者用福
祉施設めぞ
ん大塚デイ
サービス

広島市安佐
南区大塚西
三丁目３番
２５号

平成26年
３月31日

通所介護及び介
護予防通所介護

有限会社さ
わやか工務
店

さわやか工
務店福祉用
具貸与事業
所

広島市安佐
北区小河原
町１２４０
番地の３

平成26年
３月31日

福祉用具貸与及
び介護予防福祉
用具貸与

株式会社ア
クティブラ
イフおおの

株式会社ア
クティブラ
イフおおの

広島市南区
段原南二丁
目 １ ２ 番
２３号

平成26年
３月31日

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

株式会社ア
ベイル

株式会社ア
ベイル

広島市安佐
南区八木二
丁 目 ２ 番
１４号

平成26年
３月31日

特定福祉用具販
売及び特定介護
予防福祉用具販
売

有限会社さ
わやか工務
店

さわやか工
務店特定福
祉用具販売
事業所

広島市安佐
北区小河原
町１２４０
番地の３

平成26年
３月31日

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１１９号

平成２６年３月１７日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業所 事業所 廃止
年月日

サービスの
種類名称 名称 所在地

有限会社ア
レス薬局

アレス居宅
介護支援事
業所

広島市中区
東白島町６
番１号

平成26年
３月31日 居宅介護支援

あなぶきメ
ディカルケ
ア株式会社

あなぶきケ
アプランセ
ンター段原

広島市南区
段原日出二
丁目７番５
号

平成26年
３月31日 居宅介護支援

あなぶきメ
ディカルケ
ア株式会社

あなぶきケ
アプランセ
ンター中広

広島市西区
中広二丁目
１番７号

平成26年
３月31日 居宅介護支援

株式会社土
筆

居宅介護支
援事業所つ
くし

広島市安佐
北区安佐町
飯室３８３９
番地

平成26年
３月31日 居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２０号

平成２６年３月１７日

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）

附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有するも

のとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成

９年法律第１２３号）第１１３条の規定により，次に掲げる者か

ら指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので，同法第



平成２６年４月３０日� 第１００７号　―８１―広　　島　　市　　報

○　特別障害者手当返還請求通知書
○　特別障害者手当督促通知書
○　経過的福祉手当返還請求通知書
○　経過的福祉手当督促通知書
○　重度心身障害者介護手当認定通知書
○　重度心身障害者介護手当認定請求却下通知
書

○　重度心身障害者介護手当額改定通知書
○　重度心身障害者介護手当支給停止通知書
○　重度心身障害者介護手当支給停止解除通知
書

○　重度心身障害者介護手当喪失通知書
○　重度心身障害者介護手当返還請求通知書
○　重度心身障害者介護手当督促通知書

健康福祉局専
用市長印

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による健康管理手当認定申請却下通知書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による保健手当認定申請却下通知書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による医療特別手当認定申請却下通知書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による医療特別手当失権通知書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による介護手当却下通知書

○　原爆養護ホームにおける費用負担額設定通
知書

○　老人福祉措置負担金助成の支給決定につい
て（通知）

○　被爆者訪問介護利用料助成金受給資格認定
申請書の結果について（お知らせ）

原爆被害対策
部専用市長印

○　障害児施設給付費支給決定・利用者負担額
減免等決定通知書（入所用）

○　障害児施設給付費支給変更・利用者負担額
減免等変更決定通知書（入所用）

○　障害児施設給付費変更却下通知書（入所用）
○　障害児施設給付費支給却下決定通知書（入
所用）

○　障害児施設給付費支給決定取消通知書（入
所用）

福祉事務専用
市長印

○　自立支援医療費（育成医療）受給者証
○　自立支援医療費（育成医療）支給認定通知
書（受給者宛）

○　自立支援医療費（育成医療）支給認定通知
書（医療機関宛）

○　自立支援医療費（育成医療）支給認定却下
通知書

○　自立支援医療費（育成医療）期間延長承認
通知書

○　特別児童扶養手当所得状況調書
○　特別児童扶養手当関係書類進達書
○　特別児童扶養手当住所変更届処理済報告書
○　障害者住宅改造費補助決定通知書
○　障害者住宅改造費補助不承認決定通知書
○　障害者住宅改造費補助変更決定通知書
○　障害者住宅改造費補助変更不承認通知書
○　障害者住宅改造費補助取消通知書
○　日常生活用具給付券
○　日常生活用具給付決定通知書
○　日常生活用具給付委託書
○　点字図書給付券
○　点字図書給付決定通知書
○　広島市地域活動支援センター事業に係る費
用支給決定通知書

○　広島市地域活動支援センター事業に係る費
用支給変更決定通知書

厚生部専用市
長印

国民健康保険　公示送達書

印影印刷専用
区長印

国民健康保険料　督促状
国民健康保険納付（税）証明書
国民健康保険に係る住所地照会について
広島市後期高齢者はり・きゅう施術費支給決定
通知書
後期高齢者医療保険料額変更通知書
後期高齢者医療保険料納付書（県外用）
後期高齢者医療保険料納付証明書
後期高齢者医療保険料等　還付金受領催告書
後期高齢者医療保険料口座振替開始・廃止通知
書
後期高齢者医療保険料仮徴収額変更通知書兼特
別徴収中止通知書

国民健康保険料　口座振替納付済通知書 印影印刷専用区
会計管理者印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２２号

平成２６年３月１７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

の規定に基づき，次の文書について，平成２６年３月２４日から

印影の印刷により公印の押なつに代えることを承認したので告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

文　　　書　　　名 印影を印刷す
る公印の名称

○　特別児童扶養手当証書
○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による健康管理手当証書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による保健手当証書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による医療特別手当証書

○　原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律
による特別手当証書

○　母子・寡婦福祉資金貸付金償還金納入通知
書兼領収証書

印影印刷専用
市長印

○　広島市心身障害者扶養共済制度加入等不承
認通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度加入者変更
承認通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度加入者変更
不承認通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度脱退一時金
不支給決定通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度弔慰金不支
給決定通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度年金不支給
決定通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度年金支給停
止決定通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度年金支給停
止解除決定通知書

○　広島市心身障害者扶養共済制度掛金払込証
明書

○　障害児福祉手当返還請求通知書
○　障害児福祉手当返還督促通知書

健康福祉局専
用市長印
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○　原爆養護ホームにおける移送・養護・葬祭
委託通知

○　原爆養護ホームにおける養護変更決定通知
書

○　原爆養護ホームにおける養護廃止決定通知
書

○　原爆養護ホームにおける養護委託廃止決定
通知書

○　原爆養護ホームにおける待機者状況調査に
ついて（お願い）

○　原爆養護ホームにおける短期入所生活介護
（ショートステイ）利用登録決定通知書

○　原爆養護ホームにおける短期入所生活介護
（ショートステイ）利用登録変更通知書

○　原爆養護ホームにおける短期入所生活介護
（ショートステイ）利用登録取り消し通知
書

○　原爆養護ホームにおける短期入所生活介護
（ショートステイ）利用登録却下通知書

○　ひとり親家庭等医療費支給非該当通知書
○　ひとり親家庭等医療費支給申請却下通知書
○　ひとり親家庭等療養援護金支給決定通知書
○　乳幼児等医療費支給非該当通知書
○　乳幼児等医療費支給申請却下通知書
○　乳幼児等医療費支給決定通知書
○　乳幼児等療養援護金支給決定通知書
○　重度心身障害者医療費支給非該当通知書
○　重度心身障害者医療費支給申請却下通知書
○　重度心身障害者医療費支給決定通知書
○　重度心身障害者療養援護金支給決定通知書
○　重度心身障害者介護保険利用負担金支給決
定通知書

○　母子・寡婦福祉資金据置期間延長承認通知
書

厚生部専用市
長印

○　母子・寡婦福祉資金据置期間延長不承認通
知書

○　遺児福祉手当支給決定通知書
○　遺児福祉手当支給不承認通知書
○　遺児福祉手当額改定通知書
○　遺児福祉手当支給事由消滅通知書
○　未支払遺児福祉手当支給決定通知書
○　遺児福祉手当返還通知書
○　遺児福祉手当返還督促通知書
○　児童手当・特例給付関係書類返戻通知書
○　児童手当・特例給付関係書類の提出につい
て（督促）

○　児童手当・特例給付関係書類の提出につい
て（再督促）

○　児童手当・特例給付認定通知書
○　児童手当・特例給付認定請求却下通知書
○　児童手当・特例給付額改定通知書
○　児童手当・特例給付額改定請求却下通知書
○　児童手当・特例給付支給事由消滅通知書
○　未支払児童手当・特例給付支給決定通知書
○　未支払児童手当・特例給付請求却下通知書
○　児童手当・特例給付現況届の処理結果通知
書

○　児童手当・特例給付支払差止通知書
○　児童手当・特例給付返還通知書
○　児童手当・特例給付返還督促通知書
○　児童手当・特例給付の認定取消及び認定通
知書

○　母子生活支援施設に係る費用徴収額決定（変
更）通知書

○　母子・寡婦福祉資金貸付決定通知書

○　広島市地域活動支援センター事業に係る費
用支給却下決定通知書

○　広島市地域活動支援センター事業に係る費
用支給決定取消通知書

○　広島市障害者（児）移動支援事業に係る費
用支給決定通知書

○　広島市障害者（児）移動支援事業に係る費
用支給変更決定通知書

○　広島市障害者（児）移動支援事業に係る費
用支給却下決定通知書

○　広島市障害者（児）移動支援事業に係る費
用支給決定取消通知書

○　障害児施設給付費支給決定・利用者負担額
減免等決定通知書（通所用）

○　障害児施設給付費支給変更・利用者負担額
減免等変更決定通知書（通所用）

○　障害児施設給付費変更却下通知書（通所用）
○　障害児施設給付費支給却下決定通知書（通
所用）

○　障害児施設給付費支給決定取消通知書（通
所用）

○　障害福祉サービス介護給付費支給決定・利
用者負担額減免等決定通知書

○　障害福祉サービス介護給付費支給変更・利
用者負担額減免等変更決定通知書

○　障害福祉サービス介護給付費・訓練等給付
費変更却下通知書

○　障害福祉サービス介護給付費・訓練等給付
費却下決定通知書

○　社会福祉法人等利用者負担軽減対象決定通
知書

○　社会福祉法人等利用者負担軽減対象却下決
定通知書

○　障害福祉サービス介護給付費保留通知書
厚生部専用市
長印

○　社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認決
定取消通知書

○　障害福祉サービス介護給付費支給決定取消
通知書

○　障害福祉サービス障害程度区分認定通知書
○　障害福祉サービスにおけるサービス利用計
画作成対象障害者等認定通知書

○　障害福祉サービス事業所通所者交通費助成
決定通知書

○　障害福祉サービス事業所通所者交通費助成
却下通知書

○　高額障害福祉サービス費支給決定通知書
○　高額障害福祉サービス費不支給決定通知書
○　障害福祉サービス施設利用待機依頼書
○　障害福祉サービス障害程度区分認定医師意
見書提出依頼書

○　障害福祉サービス障害程度区分変更認定通
知書

○　広島市日中一時支援事業に係る費用支給決
定通知書

○　広島市日中一時支援事業に係る費用支給変
更決定通知書

○　広島市日中一時支援事業に係る費用支給却
下決定通知書

○　広島市日中一時支援事業に係る費用不支給
決定通知書

○　原爆養護ホームにおける養護申出結果通知
書

○　原爆養護ホームにおける養護申出の却下に
ついて（通知）

○　原爆養護ホームにおける養護決定通知書
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○　特別障害者手当喪失通知書
○　特別障害者手当受給者証明書
○　経過的福祉手当認定通知書
○　経過的福祉手当認定請求却下通知書
○　経過的福祉手当支給停止通知書
○　経過的福祉手当支給停止解除通知書
○　経過的福祉手当被災非該当通知書
○　経過的福祉手当喪失通知書
○　経過的福祉手当受給者証明書
○　更生医療給付補装具費支給券
○　更生医療給付補装具費支給決定通知書
○　更生医療給付補装具交付修理券
○　更生医療給付補装具交付修理決定通知書
○　更生医療給付補装具交付修理委託書
○　保育実施承諾通知書
○　保育実施不承諾通知書
○　保育実施解除通知書
○　保育実施期間変更承諾書
○　延長保育実施解除通知書
○　延長保育実施期間変更承諾書
○　母子生活支援施設入所承諾書
○　母子生活支援施設措置解除決定通知書
○　母子生活支援施設措置停止決定通知書
○　母子生活支援施設措置停止解除決定通知書
○　母子生活支援施設在所期間延長決定通知書

福祉事務所長
印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２３号

平成２６年３月１７日

　「固定資産税・都市計画税納税通知書」及び「固定資産税課税

明細書」については，印影印刷専用区長印の印影を印刷すること

により公印の押なつに代えることを承認し，昭和５５年３月３１

日付け広島市告示第９９号及び平成８年１月３０日付け広島市告

示第２７号で告示しましたが，平成２６年４月１日からは，印影

印刷専用市長印の印影を印刷することにより公印の押なつに代え

ることを承認したので，広島市公印管理規則（昭和２７年広島市

規則第３９号）第９条の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２４号

平成２６年３月１７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

の規定に基づき、次の文書について、平成２６年４月１日から印

影（電子計算機に記録したもの）の印刷により公印の押なつに代

えることを承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文　　　書　　　名 印影を印刷す
る公印の名称

○　市民税・県民税課税台帳記載事項証明書
○　価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税・
都市計画税納税通知書

○　価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税
納税通知書

○　価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税・
都市計画税賦課決定（減額）通知書

税務部専用市
長印

○　母子・寡婦福祉資金貸付不承認通知書
○　母子・寡婦福祉資金増額貸付決定通知書
○　母子・寡婦福祉資金増額貸付不承認通知書
○　母子・寡婦福祉資金貸付停止・減額通知書
○　母子・寡婦福祉資金貸付金一時償還決定通
知書

○　母子・寡婦福祉資金償還方法変更承認通知
書

○　母子・寡婦福祉資金保証人変更承認通知書
○　母子・寡婦福祉資金違約金減免決定通知書
○　母子・寡婦福祉資金違約金減免却下通知書
○　母子・寡婦福祉資金償還金支払猶予承認通
知書

○　母子・寡婦福祉資金償還免除決定通知書
○　母子・寡婦福祉資金償還免除却下通知書
○　母子・寡婦福祉資金償還方法変更不承認通
知書

○　母子・寡婦福祉資金保証人変更不承認通知
書

○　母子・寡婦福祉資金償還金支払猶予不承認
通知書

○　母子・寡婦福祉資金償還金納入通知書
○　母子・寡婦福祉資金償還金の振替不能につ
いて（お知らせ）

○　母子・寡婦福祉資金の償還完了について（お
知らせ）

○　母子・寡婦福祉資金償還金の延滞に伴う違
約金について

○　母子・寡婦福祉資金貸付金に係る償還金の
督促状

○　母子・寡婦福祉資金貸付金に係る催告状
○　母子・寡婦福祉資金貸付金違約金の償還に
ついて

○　母子・寡婦福祉資金貸付連帯保証債務通知
○　母子・寡婦福祉資金貸付金償還金の連帯保
証債務請求通知

厚生部専用市
長印

○　保育料納付証明書
○　保育料ＡＢ階層宛通知書 区長印

○　自立支援医療費（更生医療）受給者証
印影印刷専用
福祉事務所長
印

○　重度心身障害者介護手当未支払手当支給決
定通知書

○　重度心身障害者介護手当未支払手当請求却
下通知書

○　自立支援医療費（更生医療）支給認定通知
書

○　自立支援医療費（更生医療）支給認定申請
却下通知書

○　自立支援医療費（更生医療）期間延長承認
通知書

○　障害児福祉手当認定通知書
○　障害児福祉手当認定請求却下通知書
○　障害児福祉手当支給停止通知書
○　障害児福祉手当支給停止解除通知書
○　障害児福祉手当被災非該当通知書
○　障害児福祉手当喪失通知書
○　障害児福祉手当受給者証明書
○　特別障害者手当認定通知書
○　特別障害者手当認定請求却下通知書
○　特別障害者手当額改定通知書
○　特別障害者手当支給停止通知書
○　特別障害者手当支給停止解除通知書
○　特別障害者手当被災非該当通知書

福祉事務所長
印
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広島市告示第１２６号

平成２６年３月１７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

の規定に基づき，次の文書について，平成２６年４月１日から印

影印刷により公印の押なつに代えることを承認したので告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

文　　　書　　　名 印影を印刷す
る公印の名称

○　市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知
書（当初）

○　市民税・県民税納税通知書（当初）
○　市民税・県民税税額決定通知書（当初）
○　市民税・県民税納税通知書兼税額決定通知
書（変更）

○　市民税・県民税納税通知書（変更）
○　市民税・県民税税額決定通知書（変更）
○　市民税・県民税納税通知書兼税額変更通知
書

○　市民税・県民税賦課決定通知書
○　市民税・県民税賦課決定通知書兼税額決定
通知書

○　市民税・県民税賦課決定通知書兼税額変更
通知書

○　市民税・県民税税額変更通知書
○　市民税・県民税賦課決定（減額）通知書
○　市民税・県民税賦課決定（減額）通知書兼
税額決定通知書

○　市民税・県民税賦課決定（減額）通知書兼
税額変更通知書

○　市民税・県民税（普通徴収分）賦課決定通
知書兼納税通知書

印影印刷専用
市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２７号

平成２６年３月１７日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区五日市町大字石内字押入山の１８７５番３

（Ⅲ－１９工区）

２　開発面積

２，０９１．９９㎡　（Ⅲ－１９工区）

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区石内北二丁目１番２号

西広島開発株式会社

代表取締役　林　直宏

４　検査済証交付年月日

平成２６年３月１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

○　価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税
賦課決定（減額）通知書

○　固定資産税・都市計画税賦課決定（減額）
通知書

○　固定資産税賦課決定（減額）通知書
○　固定資産税・都市計画税納税通知書
○　固定資産税納税通知書
○　固定資産税・都市計画税減免通知書
○　固定資産税減免通知書
○　固定資産税・都市計画税減免取消通知書
○　固定資産税減免取消通知書
○　固定資産証明書（固定資産課税台帳に登録
された固定資産のない証明）

○　固定資産証明書（固定資産課税台帳に登録
されていない証明）

○　固定資産税・都市計画税　課税証明書
○　固定資産税課税台帳登録事項証明書
○　固定資産（償却資産）課税台帳登録事項証
明書

○　標式交付証明書
○　軽自動車税納税証明書（継続審査用）
○　軽自動車税賦課額更正（決定）通知書
○　軽自動車税減免決定通知書
○　軽自動車税の減免否認について（通知）
○　軽自動車税納税通知書
○　法人市民税深刻事項等証明書
○　納税証明書（一般用）
○　過誤納金等　還付充当通知書（市税用）
○　納税証明書（行政提出用）
○　還付金受領催告書（市税用）
○　納税証明書（法人市民税）
○　返還金支払通知書（市税用）
○　納税証明書（固定資産税用）
○　市民税・県民税特別徴収税額（分離課税に
係る所得割）更正（決定）兼加算金額決定
通知書

税務部専用市
長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２５号

平成２６年３月１７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

の規定に基づき，次の文書について，平成２６年４月１日から印

影印刷により公印の押なつに代えることを承認したので告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

文　　　書　　　名 印影を印刷す
る公印の名称

○　市税等に係る納付書
○　市税等に係る納付書（中国５県外用）
○　市税等に係る納付書（第三債務者用）
○　口座振替不能用納付書（軽自動車税用）
○　口座振替不能用納付書（市税一般用）
○　市税に係る延滞金納付書
○　市税に係る延滞金督促状
○　市税に係る督促状
○　市税等に係る納付（納入）催告書
○　市税等に係る納付（納入）催告書（中国5県
外用）

○　納税証明書（口座振替分継続検査用）

印影印刷専用
市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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２　排水施設新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経

費

次のとおりとする。

⑴　側溝及び雨水ます新設工事に要する経費

種　　　別 単位 金額

側溝
新設
工事

Ｌ型側
溝とす
る場合

エプロン幅が30センチメ
ートルのもの

１メー
トルに
つき

10,320円

エプロン幅が40センチメ
ートルのもの 11,220円

Ｕ型側
溝とす
る場合

コンクリート蓋有りのも
の 44,850円

コンクリート蓋無しのも
の 31,860円

雨水ます設置工事 １箇所
につき 35,960円

⑵　排水管渠新設工事に要する経費

種　　　別 内径 単位 金額

硬質塩化
ビニール
管とする
場合

布設工事

150ミリ
メートル 1メ ー

トルに
つき

19,540円

200ミリ
メートル 21,270円

支管取付工事（硬
質塩化ビニール管
に取り付ける場合
に限る）

150ミリ
メートル

1箇 所
につき 14,680円

ヒューム
管とする
場合

布設工事

150ミリ
メートル 1メ ー

トルに
つき

25,160円

200ミリ
メートル 27,970円

３　交通安全施設新設工事に要する経費

次のとおりとする。

種　　　別 規格 単位 金額
転落防止
柵設置工
事

土中建込 ビーム式
支柱間隔３メー
トル

１メー
トルに
つき

11,660円

コンクリー
ト建込

ビーム式
支柱間隔３メー
トル

１メー
トルに
つき

9,680円

ガードレ
ール設置
工事

土中建込 塗装品 １メー
トルに
つき

11,550円

コンクリー
ト建込

塗装品 １メー
トルに
つき

11,390円

道路反射
鏡設置工
事

一面鏡 600ミリメートル
直柱

１基に
つき

121,500円

４　舗装補修工事に要する経費

次のとおりとする。

施　工　方　法 単位 金額

すべり止め舗装
人 力 施 工

１平方メ

ートルに

つき

3,350円
機 械 施 工 2,070円

その他
人 力 施 工 3,010円
機 械 施 工 1,730円

広島市告示第１２８号

平成２６年３月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条において準

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

及び永住帰国後の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術者の廃

止の届出があったので，生活保護法第５５条の２第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 廃止年月日
名称 所在地

福田　
聡

へさか整
骨院

広島市東区戸坂大
上四丁目２８－
２０－１０１

柔道整復 平成２６年
２月２８日

安藤　
博之

さつき鍼
灸整骨院

広島市中区白島北
町１０－５ 柔道整復 平成２６年

２月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２９号

平成２６年３月１９日

　広島市私道整備工事費補助金交付規則（昭和４８年広島市規則

第４７号）第４条第１項の規定に基づき私道の整備工事に要する

経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので，同

条第２項の規定により告示します。

　また，広島市私道整備工事費補助金交付規則第４条第１項の規

定により市長が認定する額は，実際の整備工事に要する経費と当

該上限となる額のいずれか低い額とします。

　これに伴い，平成２５年３月２５日付け広島市告示第１０６号

は廃止します。

広島市長　　松　井　一　實

１　舗装新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経費

次のとおりとする。

区　　　分 単位 金額

私
道
別

　土地区画整
理事業その他
により，将来
形状変更のあ
ることが明ら
かな区域内の
私道及び幅員
1.8メートル
未満の私道

人力施工による場合

１平方
メート
ルにつ
き

6,890円

機械施工による場合 2,720円

その他の一般
私道

すべり
止め舗
装

人力施工に
よる場合 8,070円

機械施工に
よる場合 3,670円

その他

人力施工に
よる場合 7,730円

機械施工に
よる場合 3,330円

舗　装　止　め　工
１メー
トルに
つき

6,490円
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２　申請内容

７１－２イ洗浄施設を１１基設置します。有害物質を含む

廃水は，すべて回収して外部委託処理するため，有害物質の

排水はありません。有害物質を含有していない廃水は，既存

の観音工場排水処理施設を経由して排水します。

これに伴う排水口における汚染状態，汚濁負荷量，排出水

の量は変更ありません。

⑴　特定施設の種類，能力及び使用方法

別紙１のとおり。

⑵　汚水等の処理の方法

別紙２のとおり。

⑶　排出水の汚染状態及び量

別紙３のとおり。

別紙１から別紙３まで　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３２号

平成２６年３月１９日

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号

イの規定に基づき，通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する道路の路線及び区間

次表のとおり。

道路の
種類　 路線名 区　　　　　間

市道 広島南道路
西区観音新町四丁目２８７６番地１地
先から西区扇一丁目１７番地２地先ま
で

２　指定する期日　平成２６年３月２３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３３号

平成２６年３月１９日

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号

の規定に基づき，通行する車両の高さの最高限度が４．１メート

ルである道路を下記のとおり指定し，併せて，同令第１０条第１

項の規定に基づき，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を下記のとおり定める。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり。

道路の
種類　 路線名 区　　　　　間

市道 広島南道路
西区観音新町四丁目２８７６番地１地
先から西区扇一丁目１７番地２地先ま
で

２　指定する期日　平成２６年３月２３日

５　交通安全施設補修工事に要する経費

次のとおりとする。

種　　　別 規格 単位 金額
転落防止
柵補修工
事

ビーム取換 42.7ミリメート
ル

１メー
トルに
つき

3,350円

ガードレ
ール補修
工事

レール取換 ４メートル
１メー
トルに
つき

7,120円

道路反射
鏡補修工
事

反射鏡取換 600ミリメート
ル

１基に
つき 84,880円

支柱取換 76.3ミリメート
ル

１メー
トルに
つき

7,200円

６　経費の額の特例

私道の状況により前各項に定める基準により難い場合におい

て，市長が特に認めたものについては，その都度別に定める額

とする。

７　施行期日

平成２６年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３０号

平成２６年３月１９日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３７条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３１号

平成２６年３月１９日

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項の規定による特定施設の設置許可の申請があったの

で，同法第５条第４項及び第８条第３項において準用する第５条

第４項の規定により，その概要を告示します。

　なお，当該特定施設の設置をすることが環境に及ぼす影響につ

いての事前評価に関する事項を記載した書面は，平成２６年３月

１９日から同年４月８日までの間，広島市環境局環境保全課にお

いて縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　申請者等

⑴　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所　　東京都港区港南二丁目１６番５号

申請者の名称　　三菱重工業株式会社

代表者の氏名　　取締役社長　宮永　俊一

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　広島市西区観音新町四丁目６番２２号

事業場の名称　　三菱重工業株式会社広島製作所観音工場
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超え４．１メートル以下の車両の通行方法を下記のとおり定める。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する道路の路線名及び区間

次表のとおり。

道路の
種類　 路線名 区　　　　　間

市道 安芸１区
瀬野線

安芸区上瀬野一丁目１６１１番地地先
から安芸区上瀬野南一丁目１７８８番
地２地先まで

市道 安芸１区
中野瀬野線

安芸区瀬野一丁目２３９番地６６地先
から安芸区上瀬野南一丁目１７８８番
地２地先まで

２　指定する期日　平成２６年３月２９日

３　通行方法

１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メート

ル以下の車両は，次の通行方法によらなければならない。

①走行位置の指定　�　トンネル等の上空障害箇所では，車両又

は車両に積載する貨物が建築限界を侵すお

それがあるので，車線からはみ出さないよ

う走行するとともに，道路に隣接する施設

等に出入りするためやむを得ず車線からは

み出す場合は，標識や樹木等の上空障害物

に接触しないよう十分に注意すること。

②後方警戒措置　　�　後方車両に対し十分な車間距離を取ら

せ，交通の危険を防止するため，横寸法

０．２３メートル以上，縦寸法０．１２メー

トル以上（又は横寸法０．１２メートル以

上，縦寸法０．２３メートル以上）の地が

黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性

を有する材料で「背高」と表示した標識を，

車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

③道路情報の収集　�　道路の状況は，工事の実施等により変化

することがあるので，あらかじめ道路情報

を収集し，上空障害箇所のないことを確認

のうえ走行すること。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３６号

平成２６年３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

平成２６年３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

３　通行方法

１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メート

ル以下の車両は，次の通行方法によらなければならない。

①走行位置の指定　�　トンネル等の上空障害箇所では，車両又

は車両に積載する貨物が建築限界を侵すお

それがあるので，車線からはみ出さないよ

う走行するとともに，道路に隣接する施設

等に出入りするためやむを得ず車線からは

み出す場合は，標識や樹木等の上空障害物

に接触しないよう十分に注意すること。

②後方警戒措置　　�　後方車両に対し十分な車間距離を取ら

せ，交通の危険を防止するため，横寸法

０．２３メートル以上，縦寸法０．１２メー

トル以上（又は横寸法０．１２メートル以

上，縦寸法０．２３メートル以上）の地が

黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性

を有する材料で「背高」と表示した標識を，

車両の後方の見やすい箇所に掲げること。

③道路情報の収集　�　道路の状況は，工事の実施等により変化

することがあるので，あらかじめ道路情報

を収集し，上空障害箇所のないことを確認

のうえ走行すること。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３４号

平成２６年３月１９日

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号

イの規定に基づき，通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する道路の路線及び区間

　　次表のとおり。

道路の
種類　 路線名 区　　　　　間

市道 安芸１区
瀬野線

安芸区上瀬野一丁目１６１１番地地先
から安芸区上瀬野南一丁目１７８８番
地２地先まで

市道 安芸１区
中野瀬野線

安芸区瀬野一丁目２３９番地６６地先
から安芸区上瀬野南一丁目１７８８番
地２地先まで

２　指定する期日　平成２６年３月２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３５号

平成２６年３月１９日

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号

の規定に基づき，通行する車両の高さの最高限度が４．１メート

ルである道路を下記のとおり指定し，併せて，同令第１０条第１

項の規定に基づき，当該道路を通行する高さが３．８メートルを
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３８号

平成２６年３月２０日

　道路の併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，平成２６年３月２０日から同年４月３日まで

広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の

期　日

市道 広島南道路

広島市中区光南四丁目８９１
番地６４地先から広島市西区
観音新町四丁目２８７６番地
１８地先まで

平成２６年
３月２３日
１５時

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３９号

平成２６年３月２５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　広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

　⑵　所在地　�広島市中区本通１０番１号，広島市中区新天地２

番１号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会　管理者　仁田　吉彦

広島県安芸郡府中町大須二丁目１番１号キリンビール株式

会社中国支社内

広島新天地共同ビル所有者協議会　理事長　長尾　吉将

広島市中区小町２番３０号　第二有楽ビル内

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり。

（変更後）　別紙２のとおり。

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり。

５　届出年月日

平成２６年３月１４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

　⑴　縦覧期間

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）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び雨
水を排除

東区 牛田南二丁目の一部

分流式

安佐北区 小河原町及び可部東一丁目の
各一部

汚水を排除

東区 上温品三丁目及び牛田本町四
丁目の各一部

西区 山田町の一部

安佐南区
古市一丁目，古市四丁目，長
束一丁目及び沼田町大字伴の
各一部

安佐北区 狩留家町，可部八丁目及び亀
山七丁目の各一部

安芸区 中野七丁目の一部

佐伯区 五日市町大字石内及び利松三
丁目の各一部

雨水を排除 安佐北区 口田南三丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３７号

平成２６年３月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２６年３月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置及
び名称区名 町名

東区 牛田本町四丁目及び牛田南二
丁目の各一部

位置：広島市西区扇一
丁目１番１号
名称：広島市西部水資
源再生センター

西区 山田町の一部

安佐南区
古市一丁目，古市四丁目，長
束一丁目及び沼田町大字伴の
各一部

安佐北区
狩留家町，小河原町，可部八
丁目，可部東一丁目及び亀山
七丁目の各一部

佐伯区 五日市町大字石内及び利松三
丁目の各一部

東区 上温品三丁目の一部 位置：広島市南区向洋
沖町１番１号
名称：太田川流域下水
道東部浄化センター

安芸区 中野七丁目の一部
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１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 休止する期間
広島市市営広島駅新幹線
口駐車場

平成２６年４月１４日（月）から
平成２８年３月３１日（木）まで

２　休止する理由

　　本市が実施する広島駅新幹線口ペデストリアンデッキの新設

工事に伴い，広島市市営広島駅新幹線口駐車場が駐車不能とな

るため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４４号

平成２６年３月２８日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条１項

の規定に基づき，広島市民球場東バス駐車場利用料金の収納事務

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

（受託者の住所）　広島市中区舟入幸町１５番３号

（受託者名）　　　�株式会社ニツトー　代表取締役　橋本　

満

２　受託した期間

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４５号

平成２６年３月２８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４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 草津病院 瀬野川病院

所在地 広島市西区草津梅が
台１０番１号

広島市安芸区中野東
四丁目１１番１３号

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

年間を通じて，毎日
２４時間

年間を通じて，毎日
２４時間

２　指定期間

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４６号

平成２６年３月２８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４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

平成２６年３月２５日から平成２６年７月２５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　平成２６年７月２５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１４０号

平成２６年３月２５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１４２号

平成２６年３月２６日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第９

条の規定に基づき，広島市市営基町駐車場の駐車規模，供用時間，

休日及び駐車できる自動車を定めた昭和４５年４月１日付け広島

市告示第４７号の一部を平成２６年４月１日から次のように改正

します。

広島市長　　松　井　一　實

　表広島市市営基町駐車場の項中「駐車台数６７６台」を「駐車

台数７６３台」に改め，「で総排気量１２５㏄を超えるもの」を

削る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４３号

平成２６年３月２６日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實



―９０―　第１００７号� 平成２６年４月３０日広　　島　　市　　報

１　特定病院

病院名 草津病院 瀬野川病院

所在地 広島市西区草津梅が
台１０番１号

広島市安芸区中野東
四丁目１１番１３号

特例措置を採る
特定医師の数 ３名 ３名

２　認定期間

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４８号

平成２６年３月２８日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第２

条及び第３条の規定に基づき，路上駐車場の名称，位置，駐車規

模，駐車することのできる車両の範囲及び料金を徴収する時間を

定めるため，平成１９年３月１９日付け広島市告示第９７号を，

平成２６年４月１日から別紙のとおり改正します。

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 草津病院 瀬野川病院

所在地 広島市西区草津梅が
台１０番１号

広島市安芸区中野東
四丁目１１番１３号

特例措置を採る
特定医師の数 ３名 ３名

２　指定期間

平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４７号

平成２６年３月２８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２２条の４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

（別紙）

名称 位置 駐車場の規模 駐車することのできる車両
の範囲 料金を徴収する時間

広島市市営大手町第一駐車場 広島市中区大手町三丁目 駐車台数　１７台

道路交通法（昭和35年法律
第105号）第３条に規定す
る普通自動車で車長5メー
トル以下のもの

午前０時から
午後１２時まで

広島市市営小町第二駐車場 広島市中区小町 駐車台数　３４台
広島市市営富士見町第四駐車場 広島市中区富士見町 駐車台数　２９台
広島市市営富士見町第五駐車場 広島市中区富士見町 駐車台数　２６台
広島市市営富士見町第六駐車場 広島市中区富士見町 駐車台数　３９台
広島市市営鶴見町第一駐車場 広島市中区鶴見町 駐車台数　３４台
広島市市営鶴見町第二駐車場 広島市中区鶴見町 駐車台数　２１台
広島市市営中島町第一駐車場 広島市中区中島町 駐車台数　１９台
広島市市営中島町第二駐車場 広島市中区中島町 駐車台数　２３台
広島市市営河原町第一駐車場 広島市中区河原町 駐車台数　２９台
広島市市営河原町第二駐車場 広島市中区河原町 駐車台数　２５台
広島市市営舟入町第一駐車場 広島市中区舟入町 駐車台数　３５台
広島市市営舟入町第二駐車場 広島市中区舟入町 駐車台数　２６台
広島市市営広島駅新幹線口駐車場 広島市南区松原町 駐車台数　４０台
広島市市営猿猴橋町駐車場 広島市南区猿猴橋町 駐車台数　３５台
広島市市営的場町駐車場 広島市南区的場町一丁目 駐車台数　２５台

広島市市営稲荷町第一駐車場 広島市南区稲荷町 駐車台数　２１３台

道路交通法第３条に規定す
る大型自動二輪車（側車付
きのものを除く。定期駐車
券による利用に限る。）及
び普通自動二輪車（側車付
きのものを除く。定期駐車
券による利用に限る。）並
びに普通自動車で車長５メ
ートル以下のもの

広島市市営稲荷町第二駐車場 広島市南区稲荷町 駐車台数　１７台

道路交通法第３条に規定す
る普通自動車で車長５メー
トル以下のもの

広島市市営稲荷町第三駐車場 広島市南区稲荷町 駐車台数　１４台
広島市市営福島町駐車場 広島市西区福島町二丁目 駐車台数　２１台
広島市市営東観音町第一駐車場 広島市西区東観音町 駐車台数　１８台
広島市市営東観音町第二駐車場 広島市西区東観音町 駐車台数　１８台
広島市市営西観音町駐車場 広島市西区西観音町 駐車台数　２４台



平成２６年４月３０日� 第１００７号　―９１―広　　島　　市　　報

広島市告示第１５１号

平成２６年３月３１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２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（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２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

大塚歯科　あいりす
広島市中区紙屋町二丁
目２－９　松原ビル３
階

平成25年９月１日

キララ薬局 広島市中区猫屋町４－
１７ 平成25年12月16日

ツクイ広島南千田 広島市中区南千田東町
４－２８ 平成26年１月１日

ツクイ広島南千田 広島市中区南千田東町
４－２８ 平成26年１月１日

ニチイケアセンター
江波

広島市中区江波西一丁
目２８－１０ 平成26年３月１日

ニチイケアセンター
江波通所介護事業所

広島市中区江波西一丁
目２８－１０ 平成26年３月１日

仙境堂薬局　戸坂店 広島市東区戸坂千足一
丁目２２－９ 平成26年２月１日

有限会社エンコー薬
局

広島市南区猿猴橋町６
－１８

平成25年10月１３
日

慈恵コーポレイショ
ンサービスセンター
豊

広島市南区翠四丁目７
－３８ 平成26年３月１日

慈恵コーポレイショ
ンケアセンターユタ
カ

広島市南区翠四丁目７
－３８ 平成26年３月１日

グループホーム憩 広島市南区翠四丁目７
－３８ 平成26年３月１日

リハビリデイサロン
満天

広島市南区松川町６－
１６　第３佐野ビル
１０１号

平成26年３月１日

あなぶきケアプラン
センター中広

広島市西区中広町二丁
目１－７ 平成23年11月１日

愛・ケアプランセン
ター広島西

広島市西区中広町三丁
目１３－２　エム・シ
ービル１Ｆ

平成26年２月１日

デイサービスセンタ
ーロマン

広島市西区三篠町三丁
目２１－１４　高品ビ
ル１Ｆ

平成26年３月１日

訪問介護事業所えが
お

広島市安佐南区祇園三
丁目３－１－２０２号 平成26年３月１日

協同短期入所生活介
護事業所

広島市安佐南区西原九
丁目８－２２ 平成25年10月１日

訪問介護事業所もみ
じ

広島市佐伯区八幡四丁
目５－１５ 平成26年２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５２号

平成２６年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４９号

平成２６年３月３１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

平成２６年３月３１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）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水及び雨
水を排除 西区 己斐本町三丁目，高須一丁目

及び高須四丁目の各一部

分流式
汚水を排除

安佐北区 落合南五丁目の一部

佐伯区 五日市町大字石内及び三宅五
丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５０号

平成２６年３月３１日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２６年３月３１日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域
終末処理場の位置及び名称

区分 町名

西区
己斐本町三丁目，高須一
丁目及び高須四丁目の各
一部

位置：�広島市西区扇一丁目
１番１号

名称：�広島市西部水資源再
生センター

安佐北区 落合南五丁目の一部

佐伯区 五日市町大字石内及び三
宅五丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第５１号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ６ 日

　袋町小学校地下自転車駐車場内に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，２月２８日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申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５２号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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５３号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ６ 日

　西新天地自転車駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，３月１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（中区）第５４号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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５５号

　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５０条の２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（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

２第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止
年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）

の名称
平成25年
12月16日 キララ薬局 広島市中区猫屋

町８－２４
株式会社ネクサ
ス

平成26年
２月28日

慈恵コーポレイ
ションサービス
センター豊

広島市南区西旭
町８－８

有限会社慈恵コ
ーポレイション

平成26年
２月28日

慈恵コーポレイ
ションケアセン
ターユタカ

広島市南区西旭
町８－８

有限会社慈恵コ
ーポレイション

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５３号

平成２６年３月３１日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第１１条の規定に基づき，特賃住宅を除く市営住宅の平成

２６年４月から平成２７年３月までの家賃について別添のとおり

定めます。

広島市長　　松　井　一　實

別添のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５４号

平成２６年３月３１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，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

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　委任を受けた分任出納員

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　足立　理良

２　委任させた事務

広島市衛生関係手数料条例第２条に規定する手数料（動物管

理センターの所掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成２６年３月１４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第５０号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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，
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６０号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日

　袋町自転車駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等に

ついては，３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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６１号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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６２号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ７ 日

　広島バスセンター西自転車等駐車場Ｂ，基町自転車等駐車場内

に長期間駐車されていた下記自転車等については，３月１２日に

広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

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６３号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６４号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

平 成 ２ ６ 年 ３ 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５６号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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５７号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日

　富士見町第二自転車駐車場内に，長期間駐車されていた下記自

転車等については，３月７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（中区）第５８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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５９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
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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（中区）第７０号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７１号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ８ 日

　富士見町第二自転車駐車場内に，長期間駐車されていた下記自

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，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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１１条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１９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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１１条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２０号

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略
〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第６５号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ０ 日
　広島バスセンター西自転車等駐車場Ａ，広島バスセンター西自
転車等駐車場Ｂ及び基町自転車等駐車場内に長期間駐車されてい
た下記自転車等については，３月１８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（中区）第６７号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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６８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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６９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ８ 日
　東新天地自転車駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車
等については，３月１０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し
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１　認定の取消しを行った区域の場所

広島市東区牛田本町六丁目１５０５番１，１５０５番

１１６，１５０５番１１７

２　認定の取消しを行った認定番号

第Ｓ５０－２（東－１）号

３　認定の取消しを行った認定年月日

昭和５０年５月２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２５号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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１１条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２６号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２６年３月２７日から平成２６年４月

１０日まで東区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４区
１９８
号線

東区牛田新町三
丁目２番地６７
地先から
東区牛田新町三
丁 目 ２ 番 地
２６２地先まで

旧

メートル
6.00
～
6.74

メートル
17.43

新

メートル
6.00
～
6.76

メートル
17.43

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２７号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２６年３月２７日から平成２６年４月

１０日まで東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
東４区
１９８
号線

東区牛田新町三丁目２番地
６７地先から
東区牛田新町三丁目２番地
２６２地先まで

平成26年３月27日

平 成 ２ ６ 年 ３ 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１１条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２１号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ 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１１条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２２号

平 成 ２ ６ 年 ３ 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２３号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条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

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の５第２項

の規定に基づき，公告認定対象区域の認定を取消しましたので，

同条第４項の規定に基づき告示します。

　この関係図書は，広島市東区役所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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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２４号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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２５号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ４ 日

　旭町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記の自転車

等については，２月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，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（南区）第２６号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ 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２７号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ 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２８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ １ 日

　広島駅南口第３自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下

記の自転車等については，３月５日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ２ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２６年３月２７日から平成２６年４月

１０日まで東区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１区
３５号
線

東区温品四丁目
１０３３番地６
地先から
東区温品四丁目
１０３３番地１
地先まで

旧

メートル
3.77
～
3.84

メートル
14.09

新

メートル
3.97
～
4.04

メートル
14.09

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２６年３月２７日から平成２６年４月

１０日まで東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道
東１区
３５号
線

東区温品四丁目１０３３番
地６地先から
東区温品四丁目１０３３番
地１地先まで

平成26年３月27日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３０号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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１１条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（南区）第２３号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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　青崎自転車等駐車場，天神川自転車等駐車場内に，長期間駐車

されていた下記の自転車等については，３月１８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，１か月間保管した後，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（南区）第３４号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ９ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり設置します。

　その関係図書は，広島市南区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

名称 所在地 供用開始の
期日 区域

東部河岸緑地
（駅西高架橋～駅前
大橋）

南区松原町１２
（猿猴川左岸）

平成２６年
３月１９日

別紙図面の
とおり。

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３５号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２６年３月２０日から同年４月３日まで，

広島市南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 南３区３号里道
段原日出町２０５番地１３地先か
ら段原末広町２０５番地３地先ま
で

里　道 南３区４号里道 段原末広町２４２番地９地先から
段原末広町２４２番地７地先まで

里　道 南３区５号里道 段原日出町２３６番地１地先から
段原日出町２４４番地６地先まで

里　道 南３区６号里道 上東雲町８２９番地地先から上東
雲町８２９番地地先まで

里　道 南３区７号里道 上東雲町８３３番地８地先から上
東雲町８２８番地３地先まで

里　道 南３区８号里道 上東雲町８３４番地６地先から上
東雲町８３４番地６地先まで

里　道 南３区９号里道 段原日出町２７８番地地先から段
原日出町２７０番地４地先まで

里　道 南３区１１号里道 段原日出町２４４番地２地先から
段原日出町２４４番地２地先まで

　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。

　この関係図書は，広島市南区建設部建築課において，一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　申請者

マツダ株式会社　代表取締役社長　小飼　雅道

２　一団地の名称

マツダ

３　一団地の区域

広島市南区大州五丁目４６１番地の３外２６筆

４　認定番号

第Ｈ２５認定通知広島市建３０００３号

５　認定年月日

平成２６年３月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３０号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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３１号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３２号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ９ 日

　広島駅南口第一，二自転車等駐車場内に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，３月１７日，１８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（南区）第３３号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 １ ９ 日
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下記の自転車等については，３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（南区）第３９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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変更しま

す。

　その関係図面は，平成２６年３月２７日から同年４月１０日ま

で，広島市南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
旧 南４区１０１号里
道

仁保一丁目１３３番地３地先か
ら本浦町８６６番地１地先まで

新 南４区１０１号里
道

仁保一丁目１１６番地６地先か
ら本浦町８６６番地１地先まで

里　道

旧 南４区１０８号里
道

仁保一丁目１５３番地２地先か
ら仁保一丁目１５６番地地先ま
で

新 南４区１０８号里
道

仁保一丁目１５３番地２地先か
ら仁保一丁目１２３番地４地先
まで

里　道

旧 南４区１１８号里
道

仁保一丁目９４７番地４地先か
ら仁保一丁目９５９番地地先ま
で

新 南４区１１８号里
道

仁保一丁目８６６番地４地先か
ら仁保一丁目９５９番地地先ま
で

里　道
旧 南４区１４２号里
道

黄金山町６１２番地地先から黄
金山町４８２番地８地先まで

新 南４区１４２号里
道

黄金山町１１番地１地先から黄
金山町４８２番地８地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４０号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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，平成２６年３月２７日から同年４月１０日ま

で，広島市南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 南４区１４５号里道 黄金山町５３５番地４地先から黄
金山町５３７番地２地先まで

里　道 南４区２２３号里道 丹那新町７４番地３地先から丹那
新町６６番地１地先まで

里　道 南３区１４号里道 段原日出町２８０番地８地先から
段原日出町２８４番地１地先まで

里　道 南３区１５号里道 段原日出町２８４番地７地先から
段原日出町２４７番地３地先まで

里　道 南３区１６号里道 段原新町２９５番地３地先から段
原新町２９５番地３地先まで

里　道 南３区１８号里道 段原新町２９０番地２地先から段
原新地２９５番地１１地先まで

里　道 南３区２６号里道 段原山崎町５６５番地７地先から
段原山崎町５６５番地７地先まで

里　道 南３区２７号里道
段原南二丁目４６５番地１７地先
から段原山崎町４７９番地３地先
まで

里　道 南３区３１号里道 段原山崎町６０９番地７地先から
段原山崎町６０９番地７まで

里　道 南３区３２号里道 段原山崎町６０９番地２地先から
段原山崎町６０９番地８地先まで

里　道 南３区３４号里道 段原山崎町６０９番地２地先から
段原山崎町６０９番地２地先まで

水　路 Ｋ３－Ｃ－３０９－
４－３号水路

上東雲町８４０番地２地先から上
東雲町８３９番地１地先まで

水　路 Ｋ３－Ｃ－３０９－
４－４号水路

上東雲町８３９番地１地先から上
東雲町８３９番地１地先まで

水　路 Ｋ３－Ｃ－３０９－
４－５号水路

上東雲町８３７番地４地先から上
東雲町８３７番地２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３６号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ 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。

　その関係図面は，平成２６年３月２０日から同年４月３日まで，

広島市南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
旧 南３区２４号里道 上東雲町４１１番地地先から上

東雲町３９４番地２地先まで

新 南３区２４号里道 上東雲町４１１番地地先から上
東雲町５６３番地３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３７号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第３８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ６ 日

　広島駅南口第３Ｂ自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた
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広島市告示（南区）第４４号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２３年３月９日付け広島市告示第９３号で市道の路線の認

定を公示した次の路線について，その起点及び終点の表示を変更

し，次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区１０１
号線

南区段原山崎一丁目１２番地２地先
南区段原山崎一丁目８番地１地先

南３区２７４
号線

南区段原山崎二丁目１１番地６地先
南区段原山崎二丁目２番地１地先

南３区２７５
号線

南区段原山崎二丁目１３番地４地先
南区段原山崎二丁目１２番地１地先

南３区２７６
号線

南区段原山崎二丁目１４番地８地先
南区段原山崎二丁目１４番地１地先

南３区２７７
号線

南区段原山崎二丁目１３番地１地先
南区段原山崎二丁目１３番地１４地先

南３区２７９
号線

南区段原山崎一丁目１１番地２地先
南区段原山崎一丁目９番地１地先

南３区２８０
号線

南区段原山崎一丁目１１番地１地先
南区段原山崎一丁目１２番地１４地先

南３区２８１
号線

南区段原四丁目２２番地１地先
南区段原四丁目２２番地１３地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４５号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２３年３月９日付け広島市告示第９３号で市道の路線の認

定を公示した次の路線について，その起点の表示を変更し，次の

とおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区２５４
号線

南区段原三丁目２４番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４６号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２３年９月２９日付け広島市告示第４３７号で市道の路線

の認定を公示した次の路線について，その起点及び終点の表示を

変更し，次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区２７８
号線

南区段原山崎一丁目１０番地６地先
南区段原山崎一丁目１番地１地先

南３区２８２
号線

南区段原山崎二丁目１１番地１地先
南区段原山崎二丁目１４番地１４地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４１号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成１６年１０月４日付け広島市告示第３６３号で市道の路線

の認定を公示した次の路線について，その終点の表示を変更し，

次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区比治山
東雲線 南区上東雲町８番地１１地先

南３区新町上
東雲線 南区段原日出二丁目１番地２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４２号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成１６年１０月４日付け広島市告示第３６３号で市道の路線

の認定を公示した次の路線について，その起点及び終点の表示を

変更し，次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区段原蟹
屋線

南区段原三丁目２４番地４地先
南区段原四丁目８番地７地先

南３区東雲大
州線

南区段原日出二丁目１２番地６地先
南区段原日出二丁目３番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４３号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２２年９月２８日付け広島市告示第４７７号で市道の路線

の認定を公示した次の路線について，その起点及び終点の表示を

変更し，次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区２６７
号線

南区段原山崎三丁目７番地５地先
南区段原山崎三丁目５番地１地先

南３区２６８
号線

南区段原山崎三丁目７番地１地先
南区段原山崎三丁目７番地９地先

南３区２６９
号線

南区段原山崎三丁目４番地９地先
南区段原山崎三丁目１番地１地先

南３区２７０
号線

南区段原山崎三丁目６番地６地先
南区段原山崎三丁目５番地１地先

南３区２７１
号線

南区段原山崎三丁目６番地１地先
南区段原山崎三丁目６番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区２８６
号線

南区段原山崎一丁目５番地１０地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４８号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２３年１２月１６日付け広島市告示第５４２号で市道の路

線の認定を公示した次の路線について，その起点及び終点の表示

を変更し，次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区３０６
号線

南区段原日出二丁目２番地３地先
南区段原日出二丁目２番地１地先

南３区３０７
号線

南区段原日出二丁目６番地３地先
南区段原日出二丁目７番地１１地先

南３区３０８
号線

南区段原日出二丁目７番地７地先
南区段原日出二丁目７番地１地先

南３区３０９
号線

南区段原日出二丁目４番地１地先
南区段原日出二丁目４番地１２地先

南３区３１０
号線

南区段原日出二丁目６番地１地先
南区段原日出二丁目６番地１４地先

南３区３１１
号線

南区段原日出一丁目４番地１地先
南区段原日出一丁目６番地１０地先

南３区３１２
号線

南区段原日出一丁目６番地３地先
南区段原日出一丁目５番地１地先

南３区３１３
号線

南区段原日出一丁目６番地１地先
南区段原日出一丁目６番地１１地先

南３区３１４
号線

南区段原日出一丁目２番地２地先
南区段原日出一丁目２番地１地先

南３区３１５
号線

南区段原日出一丁目７番地１地先
南区段原日出一丁目７番地１６地先

南３区上東雲
日出線

南区段原日出一丁目１３番地３地先
南区段原日出一丁目３番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４９号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２４年２月２４日付け広島市告示第６６号で市道の路線の

認定を公示した次の路線について，その起点及び終点の表示を変

更し，次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

路　線　名
起　　　点
終　　　点

南３区３１７
号線

南区上東雲町４番地１地先
南区上東雲町４番地５地先

南３区３１８
号線

南区上東雲町３番地１地先
南区上東雲町３番地３地先

南３区２８３
号線

南区段原山崎一丁目１０番地１地先
南区段原山崎一丁目８番地９地先

南３区２８４
号線

南区段原山崎一丁目３番地１地先
南区段原山崎一丁目４番地１４地先

南３区２８５
号線

南区段原山崎一丁目２番地１地先
南区段原山崎一丁目２番地１３地先

南３区２８７
号線

南区段原山崎一丁目４番地７地先
南区段原山崎一丁目４番地１地先

南３区２８８
号線

南区段原山崎一丁目５番地７地先
南区段原山崎一丁目５番地１地先

南３区２８９
号線

南区段原山崎一丁目６番地７地先
南区段原山崎一丁目６番地１地先

南３区２９０
号線

南区段原山崎一丁目７番地１地先
南区段原山崎一丁目７番地１地先

南３区２９１
号線

南区段原日出二丁目１１番地１地先
南区段原日出二丁目８番地１４地先

南３区２９２
号線

南区段原日出二丁目１２番地１地先
南区段原日出二丁目１４番地１３地先

南３区２９３
号線

南区段原日出二丁目１０番地３地先
南区段原日出二丁目９番地１地先

南３区２９４
号線

南区段原日出二丁目８番地７地先
南区段原日出二丁目８番地１地先

南３区２９５
号線

南区段原日出二丁目１０番地１地先
南区段原日出二丁目１０番地１３地先

南３区２９６
号線

南区段原日出二丁目１２番地１２地先
南区段原日出二丁目１４番地１５地先

南３区２９７
号線

南区段原日出二丁目１４番地２地先
南区段原日出二丁目１４番地１地先

南３区２９８
号線

南区段原日出一丁目１２番地１地先
南区段原日出一丁目８番地２０地先

南３区２９９
号線

南区段原日出一丁目１３番地１地先
南区段原日出一丁目１５番地８地先

南３区３００
号線

南区段原日出一丁目１１番地２地先
南区段原日出一丁目９番地１地先

南３区３０１
号線

南区段原日出一丁目８番地１１地先
南区段原日出一丁目８番地１地先

南３区３０２
号線

南区段原日出一丁目１０番地１地先
南区段原日出一丁目１０番地１０地先

南３区３０３
号線

南区段原日出二丁目１１番地１地先
南区段原日出二丁目１１番地１２地先

南３区３０４
号線

南区段原日出一丁目１３番地１３地先
南区段原日出一丁目１５番地８地先

南３区３０５
号線

南区段原日出一丁目１５番地２地先
南区段原日出一丁目１５番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第４７号

平 成 ２ ６ 年 ３ 月 ２ ７ 日

　平成２３年９月２９日付け広島市告示第４３７号で市道の路線

の認定を公示した次の路線について，その起点の表示を変更し，

次のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實


