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務の委託（佐伯区）� 52

○佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使�
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○広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老�

人いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの�

家さつき荘，広島市老人いこいの家八幡荘，�

広島市老人いこいの家倉重荘，広島市老人�

いこいの家中央荘，広島市老人いこいの家�

五日市荘，広島市老人いこいの家楽々荘及�

び広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の�

収納事務の委託（佐伯区）� 52

○広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収�

納事務の委託（佐伯区）� 52

○区出納員の事務の一部委任の解除（佐伯区）� 53

○区出納員の事務の一部委任（佐伯区）４件� 53

○五月が丘一丁目町内会の告示事項の変更（�

佐伯区）� 54

○五月が丘二丁目町内会の告示事項の変更（�

佐伯区）� 54

○広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納�

事務の委託（安佐南区）� 43

○区出納員の事務の一部委任（安佐南区）� 43

○道路の区域変更（安佐南区）� 43

○区出納員の事務の一部委任（安佐南区）� 44

○区出納員の事務の一部委任を解除（安佐南�

区）� 44

○別所第二自治会の告示事項の変更（安佐南�

区）� 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 44

○すみれが丘自治会の告示事項の変更（安佐�

南区）� 44

○路線名を定める法定外公共物の指定の廃止�

（安佐南区）� 44

○畑組自治会の告示事項の変更（安佐南区）� 45

○都市公園法に基づく都市公園の告示（安佐�

南区）� 45

○都市公園の区域の変更（安佐南区）� 45

○路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

佐北区）� 45

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐北区）� 45

○広島市安佐北区地域福祉センター及び広島�

市可部福祉センターの使用料の収納事務の�

委託（安佐北区）� 46

○広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事�

務の委託（安佐北区）� 46

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐北区）� 46

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（安佐北区）� 46

○上町屋４区町内会の告示事項の変更（安佐�

北区）� 46

○福原町内会の告示事項の変更（安佐北区）� 46

○加計・大屋敷・上倉・下手自治会の告示事�

項の変更（安佐北区）� 47

○区出納員の事務の一部委任（安佐北区）� 47

○路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐北区）� 47

○上中２区町内会の告示事項の変更（安佐北�

区）� 47

○建築基準法による道路の指定（安佐北区）� 47

○放置自転車等の撤去（安佐北区）� 48

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 48

○区出納員の事務の一部委任の解除（安佐北�

区）４件� 48

○区出納員の事務の一部委任（安佐北区）２�
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人事委員会規則

○管理職員等の範囲を定める規則の一部を改�

正する規則� 64

農業委員会規程

○広島市農業委員会が保有する保有個人情報�

の開示等に関する規程の一部を改正する規�

程� 65

教育委員会告示

○広島市教育委員会議（定例会）の開催� 65

水 道 局 規 程

○物品等又は特定役務の調達手続の特例を定�

める規程の一部を改正する規程（第１１号）� 65

監査結果公表

○監査の結果（指摘事項）に対する措置事項�

及び監査の意見に対する対応結果の公表� 65

○包括外部監査の意見に対する対応結果の公�

表� 67

告 示
広島市告示第１５５号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央勤労青少年ホーム，広島市安佐勤

労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

代表者　理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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１５６号

平成２６年４月１日

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）第２５条の

２第２項の定めるところにより，指定代理納付者として次の者を

指定しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地

⑴　名　　　　称　株式会社クレディセゾン

代表者の氏名　代表取締役　林野　宏

主たる事務所の所在地　�東京都豊島区東池袋三丁目１番１

○放置自転車等の撤去（佐伯区）２件� 54

○中川角町内会の告示事項の変更（佐伯区）� 54

○放置自転車等の撤去（佐伯区）� 54

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 55

○放置自転車等の撤去（佐伯区）� 55

○路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（佐伯区）� 55

○放置自転車等の撤去（佐伯区）２件� 55

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 55

○放置自転車等の撤去（佐伯区）２件� 55

○長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 55

○道路の区域変更（佐伯区）� 56

○道路の供用開始（佐伯区）� 56

区 告 示

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（中区）２件� 56

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（東区）� 57

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（東区）� 58

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（西区）� 58

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（西区）� 58

○自動車臨時運行許可番号標の失効（安佐南�

区）� 59

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安佐北区）４件� 59

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安佐北区）４件� 60

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安芸区）� 61

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（安芸区）� 62

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（佐伯区）� 62

○住民基本台帳法による申出に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（佐伯区）� 63

選 管 告 示

○広島市選挙管理委員会規程の一部を改正す�

る規程� 64

区 選 管 告 示

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況（南区）� 64

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況（安佐南区）� 64

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況（安佐北区）� 64

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況（佐伯区）� 64
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項の規定に基づき，計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第

１項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので，同令第

１５８条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　受託を受けた者

広島市南区丹 町４番１２号

一般社団法人　広島県計量協会

会長　山本　和彦

２　委託した期間

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１６１号

平成２６年４月１日

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条に規定する特定計量

器の定期検査を，次のとおり実施するので，同法第２１条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　実施区域及び実施期日

⑴　非自動はかりでひょう量が２トン以下のもの，分銅及びお

もり

安佐北区　　平成２６年　５月　７日から平成２７年３月

３１日まで

安佐南区　　平成２６年　７月　１日から平成２７年３月

３１日まで

佐伯区　　　平成２６年１０月　１日から平成２７年３月

３１日まで

西区　　　　平成２６年１１月　４日から平成２７年３月

３１日まで

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

⑵　非自動はかりでひょう量が２トンを超えるもの

安佐北区，安佐南区，佐伯区及び西区　平成２６年１１月

１０日から平成２７年３月３１日まで

（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休

日を除く。）

２　実施場所

特定計量器の所在場所

ただし，特段の理由がある場合にあっては，広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

３　定期検査を実施する者

広島市指定定期検査機関　一般社団法人広島県計量協会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６２号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条の２

第１項の規定に基づき，市税の収納事務を次のとおり委託したの

号

⑵　名　　　　称　株式会社中国しんきんカード

代表者の氏名　代表取締役社長　髙木　一之

主たる事務所の所在地　広島市中区立町１番２４号

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間

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１５７号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，大芝公園ゴーカート使用料収納事務を次のと

おり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市中区基町４番４１号

名　称　公益財団法人広島市みどり生きもの協会

代表者　理事長　荒本　徹哉

２　委託した期間　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１５８号

平成２６年４月１日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第

１９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政

課，安佐南区役所農林建設部農林課，安佐北区役所農林建設部農

林課，安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農

林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５９号

平成２６年４月１日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１１条第１項の規

定に基づき，固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産（土地，家屋及び償却資産）の平成２６年度の価格等の

全てを登録しました。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６０号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１
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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１６４号

平成２６年４月１日

　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５６条第４項の規

定に基づき，保育料の収納事務を次のとおり委託したので，同条

第４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

名　称 住　所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

名　称 住　所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６５号

平成２６年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項又は第

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

で，同条第６項において準用する同令第１５８条第２項の規程に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名　称 住　所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名　称 住　所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６３号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松原町９番１号

広島駅南口開発株式会社

代表取締役　重藤　吉久

２　委託した期間
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社会福祉法人
広島県同胞援
護財団

居宅介護支援
事業所可部南
静養園

広島市安佐北区
可部南二丁目
１９番３３号

居宅介護支援

株式会社アイ
リーフ

アイリーフ居
宅介護支援事
業所五日市

広島市佐伯区八
幡二丁目２３番
２６号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６７号

平成２６年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項又

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４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社サル
ート

小規模多機能
ホームとまと
あきやぐち

広島市安佐北区
口田一丁目１６
番３８号

小規模多機能型
居宅介護及び介
護予防小規模多
機能型居宅介護

社会福祉法人
共助会

グループホー
ム畑賀時計台

広島市安芸区畑
賀二丁目２３番
３３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

社会福祉法人
寿老園老人ホ
ーム

地域密着型介
護老人福祉施
設寿老園

広島市東区山根
町３８番２３号

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

医療法人社団
林医院 葵の家

広島市西区己斐
上四丁目３１番
７－１５号

複合型サービス

医療法人社団
長寿会

複合型サービ
スふるさと

広島市安芸区中
野七丁目２２番
６号

複合型サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６８号

平成２６年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の

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とし

て指定したので，同法第７８条の１１第１号の規定により告示し

ます。

　指定年月日　平成２６年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
広島聖光学園

地域密着型特
別養護老人ホ
ーム白滝園

三原市小泉町
１１６番地１

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

社会福祉法人
しらゆり会

地域密着型特
別養護老人ホ
ーム長寿苑

東広島市西条町
馬木４４４番地
１

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

ます。

　指定年月日　平成２６年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

有限会社エム
エヌティー

ケアセンター
ハルカ

広島市東区光町
二丁目１２番
１０号日宝光町
ビル６Ｆ１

訪問介護及び介
護予防訪問介護

株式会社八心 あーくすけあ
ういむい

広島市西区己斐
本町一丁目２３
番５号

訪問介護及び介
護予防訪問介護

社会福祉法人
広島県同胞援
護財団

訪問介護事業
所可部南静養
園

広島市安佐北区
可部南二丁目
１９番３３号

訪問介護及び介
護予防訪問介護

アサヒサンク
リーン株式会
社

アサヒサンク
リーン在宅介
護センタ一広
島中

広島市中区舟入
本町４番２４号
サンハイム１Ｆ

訪問入浴介護及
び介護予防訪問
入浴介護

医療法人健康
の風

リハビリ訪問
看護ステー�
ション　Life�
Loop

広島市南区段原
一丁目８番１号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社おか
えり

訪問看護ス�
テーションハ
ート　ぽっぽ

広島市西区観音
新町二丁目２番
１５号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ベル
アージュ

デイサービス
コパン

広島市中区小町
５番１号ラポー
ル小町２階

通所介護及び介
護予防通所介護

社会福祉法人
広島県同胞援
護財団

デイサービス
センター可部
南静養園

広島市安佐北区
可部南二丁目
１９番３３号

通所介護及び介
護予防通所介護

株式会社こも
れび

デイサービス
センターこも
れび

広島市安芸区船
越一丁目１５番
１２号

通所介護及び介
護予防通所介護

社会福祉法人
広島県同胞援
護財団

短期入所生活
介護事業所可
部南静養園

広島市安佐北区
可部南二丁目
１９番３３号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

社会福祉法人
広島県同胞援
護財団

特別養護老人
ホーム可部南
静養園

広島市安佐北区
可部南二丁目
１９番３３号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６６号

平成２６年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項の規定

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４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

有限会社エム
エヌティー

ケアセンター
ハルカ

広島市東区光町
二丁目１２番
１０号日宝光町
ビル６Ｆ１

居宅介護支援
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２　委託した期間

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１７２号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市公民館使用料の収納事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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１７３号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

公益財団法人広島市産業振興センター

代表者　理事長　三村　義雄

２　委託期間

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１７４号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

呉市中通一丁目３番１６号

株式会社エムケイ興産

代表者　代表取締役　宮下　佳昌

２　委託期間

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１７５号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

社会福祉法人
三篠会

地域密着型ユ
ニット型特別
養護老人ホー
ム甲田

安芸高田市甲田
町下小原３３６３
番地

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

社会福祉法人
山県東中部福
祉会

地域密着型特
別養護老人ホ
ームユニット
ゆりかご荘

山県郡北広島町
阿坂４６００番
地

地域密着型介護
老人福祉施設入
所者生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６９号

平成２６年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号

の規定により，次に掲げる施設を指定介護老人福祉施設として指

定したので，同法第９３条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成２６年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地
社会福祉法人
広島県同胞援
護財団

特別養護老人
ホーム可部南
静養園

広島市安佐北区
可部南二丁目
１９番３３号

介護老人福祉施
設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７０号

平成２６年４月１日

　広島市民球場条例（平成２０年広島市条例第７号）第２０条第

１項の規定に基づき，広島市民球場の呼称を次のとおり定めたの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　呼称を定めた施設

広島市民球場

２　呼称

ＭＡＺＤＡ　Ｚｏｏｍ－Ｚｏｏｍ　スタジアム広島（公式略

称　マツダスタジアム）

３　呼称を使用する期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７１号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき広島市西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区南蟹屋二丁目３番１号

株式会社広島東洋カープ

代表取締役社長　松田　元



―１０―　第１００８号� 平成２６年６月２日広　　島　　市　　報

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市東区光町二丁目１５番５５号

社会福祉法人　広島市社会福祉事業団

代表者　理事長　松井　一實

２　委託した期間

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１７９号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区八丁堀２番３１号

東宝ビル管理株式会社　中国支社

支社長　水木　秀幸

２　委託した期間

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１８０号

平成２６年４月１日

　高齢者の医療保確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号）

第１１４条の規定に基づき，後期高齢者医療保険料の収納事務を

次のとおり委託したので，高齢者の医療の確保に関する法律施行

令第３３条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

名　称 住　所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名　称 住　所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地

項の規定に基づき，広島市永安館，広島市可部火葬場，広島市湯

来火葬場，広島市五日市火葬場，広島市西風館及び広島市高天原

納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２

項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

ひろしま斎苑管理グループ

代　表　澤田　英治

２　委託期間

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１７６号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島広域公園の使用料収納事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

公益財団法人広島市スポーツ協会

代表者　会長　山根　恒弘

２　委託した期間

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１７７号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市立中央図書館の複写手数料及び広島市

こども図書館の複写手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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１７８号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。
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　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等保管所における自転車等の撤

去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐

車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区西白島町２３番９号

公益社団法人広島市シルバー人材センター

理事長　山本　直行

２　委託した期間

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１８４号

平成２６年４月１日

　国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第８０条の２の

規定に基づき，国民健康保険料の収納事務を次のとおり委託した

ので，国民健康保険法施行令（昭和３３年政令第３６２号）第

２９条の２３の規定により告示します。

　また，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８

条の規定に基づき，国民健康保険税の収納事務を次のとおり委託

したので，同法第１５８条の２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

名　称 住　所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名　称 住　所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号

株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８１号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務並びに駐車料金の還付事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

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１８２号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金の収納事務並びに駐車料金の還付事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

広島県ビルメンテナンス協同組合

理事長　澤田　英治

２　委託した期間

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１８３号

平成２６年４月１日
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平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８６号

平成２６年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４４条の２の規定

に基づき，介護保険料の収納事務を次のとおり委託したので，介

護保険法施行令第４５条の７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

名　称 住　所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名　称 住　所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８７号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市郷土資料館及び広島市江波山気象館の

手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定

により告示します。

株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８５号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，母子寡婦福祉資金貸付金償還金の収納事務を

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

名　称 住　所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名　称 住　所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン－イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号
ゲートシティ大崎イーストタワー

２　委託した期間
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２　委託する期間

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１９２号

平成２６年４月１日

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２及

び地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市総合リハビリテーションセンター自立

訓練施設の利用料の徴収事務を次のとおり委託したので，地方公

営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第２６条の４第１

項及び地方自治法施行令第１５８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

東京都千代田区神田駿河台二丁目９番地

株式会社ニチイ学館

代表取締役　齊藤　正俊

２　委託した期間

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１９３号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市男女共同参画推進センター使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区白島北町１８番２－６０１号

男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

理事長　信政　ちえ子

２　委託した期間

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１９４号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋の係船料，入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務，広島市草津岸壁の係船料，荷さばき所

使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務，広島港さん橋，似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車料の徴収事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺一丁目４番１５号

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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１８８号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市交通科学館の手数料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐南区長楽寺二丁目１２番１号

広島高速交通株式会社

代表取締役社長　濱本　康男

２　委託した期間

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１８９号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

別紙のとおり。

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９１号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市健康づくりセンターの健康増進事業に

係る使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区千田町三丁目８番６号

公益財団法人広島原爆障害対策協議会

代表者　会長　平松　恵一
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住所　広島市南区松川町１番１７－４０３号

４　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払方法

契約の定めるところによる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９８号

平成２６年４月１日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき，平成２６年度広島

市一般廃棄物処理実施計画（平成２６年度固形状一般廃棄物処理

実施計画及び生活排水処理実施計画）を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９９号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市大型ごみ収集運搬手数料の収納事務を

次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託した者

⑴　コンビニエンスストア

業　者　名 所　在　地 代　表　者
㈱ココストア 名古屋市中区栄一丁目７

－３４
代表取締役　盛田　
宏

㈱セブン－イレ
ブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８
－８

代表取締役　井坂　
隆一

㈱ポプラ 広島市安佐北区安佐町大
字久地６６５－１

代表取締役社長　目
黒　真司

山崎製パン㈱ 東京都千代田区岩本町三
丁目１０－１

デイリーヤマザキ事業
統括本部長　水野　渉

㈱ローソン
中四国ローソン
支社

東京都品川区大崎一丁目
１１－２

支社長　清水　俊英

㈱サークルＫサ
ンクス

愛知県稲沢市天池五反田
町１

代表取締役　竹内　
修一

㈱ファミリーマ
ート

東京都豊島区東池袋三丁
目１－１

代表取締役　上田　
準二

⑵　スーパーマーケット

業　者　名 所　在　地 代　表　者
㈱イズミ 広島市南区京橋町２－

２２
代表取締役社長　山
西　泰明

マックスバリュ
西日本㈱

広島市南区段原南一丁目
３－５２

代表取締役　加栗　
章男

イオンリテール㈱
イオンみゆき店

広島市南区宇品御幸一丁
目９－１２

店長　上沖　敬子

㈱スパーク 広島市西区商工センター
二丁目１７－３７

代表取締役　長崎　
清忠

㈱広電ストア 広島市中区東千田町二丁
目９－２９

代表取締役　尾崎　
義昭

一般財団法人広島市都市整備公社

代表者　理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

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１９５号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区三篠町一丁目１番１号

広島内外美装株式会社

代表取締役　梶谷　勲

２　委託した期間

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１９６号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島港さん橋の入場料（定期券に係る入場料

を除く。）の徴収事務を次のとおり委託したので，同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号

宇品海運株式会社

代表取締役　塩本　廣文

２　委託した期間

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１９７号

平成２６年４月１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２７第２

項の規定により，包括外部監査契約を締結したので，同法第

２５２条の３６第５項の規定により，次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　包括外部監査契約の期間の始期

平成２６年４月１日

２　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

基本費用及び執務費用とする。

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

氏名　村田　賢治
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山田商店 広島市南区似島町家下
１６１－１

山田　義次

部村　豪 広島市南区宇品町金輪
島３５９

部村　豪

㈱マルシン小
野本店

広島市中区舟入中町６
－５

代表取締役社長　
小野　哲彦

合人社シティ
ーサービス㈱

広島市中区袋町４－
３１

代表取締役　　　
福原　祥二

２　委託した期間

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２００号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

３　委託した区域

広島市の区域のうち，東区の福田町，福田一丁目，福田二丁

目，福田三丁目，福田四丁目，福田五丁目，福田六丁目，福田

七丁目，福田八丁目，馬木町，馬木一丁目，馬木二丁目，馬木

三丁目，馬木四丁目，馬木五丁目，馬木六丁目，馬木七丁目，

馬木八丁目，馬木九丁目，温品町，温品一丁目，温品二丁目，

温品三丁目，温品四丁目，温品五丁目，温品六丁目，温品七丁

目，温品八丁目，上温品一丁目，上温品二丁目，上温品三丁目

及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０１号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで

㈱フジ 松山市宮西一丁目２－１ 代表取締役　尾﨑　
英雄

㈱藤三 呉市広本町三丁目１２－
２６

代表取締役　藤村　
重造

㈱万惣 広島市佐伯区石内上一丁
目８－１

代表取締役　山本　
誠

㈱ユアーズ 安芸郡海田町南堀川町４
－１１

代表取締役社長　根
石　紀雄

㈱フレスタ 広島市西区横川町三丁目
２－３６

代表取締役　宗兼　
邦生

㈱サンリブ 北九州市小倉南区上葛原
二丁目１４－１

代表取締役　佐藤　
秀晴

㈱Ａコープ西日
本

広島市西区草津港二丁目
６－５０

代表取締役社長　草
場　浩

㈱レッツ 広島市安佐南区長束六丁
目８－４６

代表取締役　宗兼　
邦生

㈱フジマート 安芸郡坂町北新地二丁目
３－４１

代表取締役社長　束
村　道夫

㈱デイ・リンク 広島市中区吉島西一丁目
１４－６

代表取締役　川口　
護

⑶　地区商工会

業　者　名 所　在　地 代　表　者
五日市商工会 広島市佐伯区五日市中央

四丁目１５－３
会長　藤田　博之

祇園町商工会 広島市安佐南区祇園二丁
目４８－７

会長　川本　宜彦

高陽町商工会 広島市安佐北区深川五丁
目２１－２１

会長　大下　秀明

沼田町商工会 広島市安佐南沼田町大字
伴６３０１－１

会長　田村　司

安古市町商工会 広島市安佐南区古市三丁
目２４－２２

会長　杜師　章夫

広島安佐商工会 広島市安佐北区可部三丁
目２６－２２

会長　井手　修

広島安芸商工会 安芸郡海田町南つくも町
５－１５

会長　植田　賢治

広島東商工会 広島市安芸区中野五丁目
２０－３

会長　松島　洋一

⑷　協同組合

業　者　名 所　在　地 代　表　者
生活協同組合ひ
ろしま

広島市西区草津港二丁目
８－４２

理事長　林　辰也

広島市農業協同
組合

広島市安佐南区中筋三丁
目２６－１６

代表理事組合長　籾
田　清

⑸　一般商店等

業　者　名 所　在　地 代　表　者
今井商店 広島市南区似島町家下

４０１
今井　忠治

㈲沖野商店 広島市南区似島町字家
下甲１－１

代表取締役　沖野
　敏範

沖野商店 広島市南区似島町字大
黄２６５７－５

沖野　武志

向江薬店 広島市南区似島町字家
下６２５－２

向江　洋子
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　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用料の収納事務を次の

とおり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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２０６号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属

設備の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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２０７号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区中島町１番２号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長　小溝　泰義

２　委託した期間

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２０８号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０２号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃

棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業

廃棄物の処分に要する費用の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

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２０３号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

形状一般廃棄物処分手数料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

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２０４号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　渡田　春男

２　委託した期間

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２０５号

平成２６年４月１日
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平成２６年４月１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき，別紙のとおり平成２６年度の賦課対象区域

を告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１１号

平成２６年４月１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定にもとづき，平成２３年４月１日付広島市告示第

１６３号で告示した地番及び平成２５年４月１日付広島市告示第

１６７号で告示した地番のうち，別紙の地番については取り消し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

平成２６年４月１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。

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

やちよクリニッ
ク 0221596 広島市安佐南区大

塚西３－２－９
平成26年4月1日～
平成32年3月31日

コスモ薬局白島
店 0145237 広島市中区白島北

町１０－４
平成26年4月1日～
平成32年3月31日

なかがわ薬局舟
入店 0247629 広島市中区舟入川

口町４－１６
平成26年4月1日～
平成32年3月31日

メリィ訪問看護
ステーション 0290616 広島市安佐南区大

塚西３－２－９
平成26年4月1日～
平成32年3月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１３号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

１　委託を受けた者

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

代表者　理事長　堀内　雅晴

２　委託した期間

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２０９号

平成２６年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市市営住宅使用料等の収納事務を次のと

おり委託したので，同条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

名称 住所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン―イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号　
ゲートシティ大崎イーストタワー

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１０号



―１８―　第１００８号� 平成２６年６月２日広　　島　　市　　報

株式会社セーブオン 群馬県前橋市亀里町９００番地
山崎製パン株式会社 東京都千代田区岩本町三丁目１０番１

号
株式会社ファミリー
マート

東京都豊島区東池袋三丁目１番１号

株式会社ポプラ 広島県広島市安佐北区安佐町大字久地
６６５番地の１

ミニストップ株式会
社

東京都千代田区神田錦町１丁目１番地

株式会社ローソン 東京都品川区大崎一丁目１１番２号　
ゲートシティ大崎イーストタワー

（提携コンビニエンスストア本部一覧）

２　委託した期間

平成２６年４月１日から平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１６号

平成２６年４月７日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，家畜人工授精料，家畜繁殖障害除去診療手数

料，家畜無血去勢手数料，家畜除角手数料及び農産物売払代金の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

公益財団法人広島市農林水産振興センター

代表者　理事長　戸田　均史

２　委託した期間

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２１７号

平成２６年４月７日

　住居表示に関する法律（昭和３７年法律第１１９号）第２条第

１号に規定する街区方式による住居表示の実施のため，別図第１

に示す町及び字の区域を別図第２に示すとおり変更することにつ

いて，同法第５条の２第１項の規定により公示します。

　なお，公示した案に係る町又は字の区域内に住所を有する者で

市議会議員及び市長の選挙権を有するものは，この案に異議があ

るときは，市長に対し，平成２６年５月７日までに，５０人以上

の連署をもって，理由を附して，この案に対する変更の請求をす

ることができます。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

東京都豊島区池袋三丁目１番２号

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　藤田　徹

２　委託する期間

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２１４号

平成２６年４月２日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市留学生会館の使用料（交流施設に係る

使用料に限る。）の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定に基づき告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市南区松原町５番９号

株式会社オオケン

代表者　代表取締役　大中　恒男

２　委託期間

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２１５号

平成２６年４月４日

　地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第３３条の２の

規定に基づき，下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金の

収納事務を次のとおり委託したので，同法施行令（昭和２７年政

令第４０３号）第２６条の４第１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

名称 住所 代表者
三菱ＵＦＪニコス
株式会社

東京都文京区本郷３丁
目３３番５号

代表取締役社長
和田　哲哉

名称 住所
国分グローサーズチ
ェーン株式会社

東京都中央区日本橋一丁目１番１号

株式会社ココストア 愛知県名古屋市中区栄一丁目７番３４
号

株式会社ココストア
イースト

茨城県土浦市小松二丁目１３番１号

株式会社ココストア
ウエスト

熊本市南区流通団地２丁目１１番地

株式会社サークルＫ
サンクス

愛知県稲沢市天池五反田町１番地

株式会社しんきん情
報サービス

東京都港区港南１丁目８番２７号　日
新ビル１２階

株式会社スリーエフ 神奈川県横浜市中区日本大通１７番地
株式会社セイコーマ
ート

北海道札幌市中央区南９条西５丁目
４２１番地

株式会社セブン―イ
レブン・ジャパン

東京都千代田区二番町８番地８


