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規 則
広島市規則第６８号

平成２６年６月２７日

　広島市事務組織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

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部を

次のように改正する。

　　　　　　　　「　第三整理係

　　　　　　　　　　第四整理係　　
「徴収第二課

　　　　　　　　　徴収第二課　　　
　　第一整理係

　　　　　　　　　　第一整理係　　
　　第二整理係

　　　　　　　　　　第二整理係　　
　徴収第三課

　第４条第１項中
　　第三整理係

　を　　第一整理係　に改める。
　　　　　　　　　　第四整理係　　

　　第二整理係
　　　　　　　　　徴収第三課　　　

　徴収第四課
　　　　　　　　　　第一整理係　　

　　第一整理係
　　　　　　　　　　第二整理係　　

　　第二整理係」
　　　　　　　　　　第三整理係

　　　　　　　　　　第四整理係」

　第７条第７項第４号中「，児童福祉施設徴収金及び下水道事業

受益者負担金並びにこれらに係る附帯金（以下「徴収金」とい

う。）」を「及びこれに係る附帯金」に改め，同項第５号を削

り，同項第６号中「，事業所税及び下水道事業受益者負担金」を

「及び事業所税」に改め，同号を同項第５号とし，同項中第７号

を第６号とし，第８号から第１２号までを１号ずつ繰り上げ，同

条第９項中「及び徴収第三課」を「，徴収第三課及び徴収第四

課」に改め，同項ただし書中「第４号から第８号までに掲げる分

掌事務については，徴収第一課に限り，」を「第２号に掲げる分

掌事務については徴収第四課に限り所掌し，第５号から第９号ま

でに掲げる分掌事務については徴収第一課に限り」に改め，同項

第１号中「徴収金の徴収（督促」を「市税及び国民健康保険料，

介護保険料その他の徴収金，後期高齢者医療保険料，児童福祉施

設徴収金，下水道事業受益者負担金並びに下水道事業分担金並び

にこれらに係る附帯金（以下「徴収金」という。）の徴収（督促

（市税」に，「及び児童福祉施設徴収金に係るものを除く。）」

を「に係るものを除く。）に限る。）」に，「関することに」を

「関すること（滞納処分に係る配当に関することを除く。）に」

に改め，同項第８号中「徴収第三課」の右に「，徴収第四課」を

加え，同号を同項第９号とし，同項中第７号を第８号とし，第３

号から第６号までを１号ずつ繰り下げ，同項第２号中「下水道事

業受益者負担金」の右に「及び下水道事業分担金（以下「下水道

事業受益者負担金等」という。）」を加え，同号を同項第３号と

し，同項第１号の次に次の１号を加える。

⑵　徴収金の滞納処分に係る配当に関すること。

　第９条第５項第２号中「介護保険事務」の右に「（滞納整理等

に関することを除く。）」を加え，同条第９項第２号中「国民健

康保険事務」の右に「（滞納整理等に関することを除く。）」を

加え，同項第１１号中「健康福祉企画課」を「地域福祉課」に改

め，同項第１５号中「後期高齢者医療事務」の右に「（滞納整理

等に関することを除く。）」を加える。

　第１６条第５項第６号及び第７号を削り，同項第８号中「下水

道事業分担金」を「下水道事業受益者負担金等」に改め，「徴

収」の右に「（滞納整理等に関することを除く。）」を加え，同

号を同項第６号とし，同項第９号中「下水道事業分担金」を「下

水道事業受益者負担金等」に改め，「（以下「下水道事業分担金

等」という。）」を削り，同号を同項第７号とし，同項第１０号

中「下水道事業分担金」を「下水道事業受益者負担金等」に改

め，同号を同項第８号とし，同項第１１号中「下水道事業分担

金」を「下水道事業受益者負担金等」に改め，同号を同項第９号

とし，同項第１２号中「下水道事業分担金に係る督促及び滞納処

分」を「下水道事業受益者負担金等に係る督促」に改め，同号を

同項第１０号とし，同項第１３号中「下水道事業分担金」を「下

水道事業受益者負担金等」に改め，同号を同項第１１号とし，同

項中第１４号を第１２号とし，第１５号から第１７号までを２号

ずつ繰り上げる。

　　　　　　　　　　　　　　　　　「保険年金課

　第２３条第１項第１号及び第２号中　　保険年金係　を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　国保収納係」

「保険年金課」に改め，同条第３項保険年金課の分掌事務第６号

中「徴収」の右に「（滞納整理等に関することを除く。）」を加

え，同分掌事務第１１号中「及びこれに係る附帯金」を削り，同

分掌事務第１５号中「及び滞納処分」を削り，同分掌事務中第

１７号を削り，第１８号を第１７号とし，第１９号から第２６号

までを１号ずつ繰り上げ，同分掌事務第２７号中「徴収」の右に

「（滞納整理等に関することを除く。）」を加え，同号を同分掌

事務第２６号とし，同分掌事務中第２８号を削り，第２９号を第

２７号とし，第３０号を第２８号とし，同条第４項生活課の分掌

事務中第３３号を第３４号とし，第９号から第３２号までを１号

ずつ繰り下げ，同分掌事務第８号の次に次の１号を加える。

⑼　生活保護法に規定する就労自立給付金の支給に関するこ

と。

　第２３条第４項健康長寿課の分掌事務第２８号中「延滞金の徴

収」を「滞納整理等に関すること」に改め，同分掌事務第３４号

中「及びこれに係る延滞金」を削り，同分掌事務中第４０号を削

り，第４１号を第４０号とし，第４２号を第４１号とし，第４３

号を第４２号とし，同分掌事務第４４号中「延滞金の徴収」を

「滞納整理等に関すること」に改め，同号を同分掌事務第４３号

とし，同分掌事務中第４５号を第４４号とし，第４６号を第４５

号とし，同分掌事務第４７号中「及びこれに係る延滞金」を削

り，同号を同分掌事務第４６号とし，同分掌事務中第４８号を第

４７号とし，第４９号から第５１号までを１号ずつ繰り上げ，同

分掌事務中第５２号を削り，第５３号を第５１号とし，第５４号

を第５２号とし，第５５号を第５３号とし，同項保健福祉課の分

掌事務第１４号中「及びこれに係る延滞金の徴収」を「の徴収

（滞納整理等に関することを除く。）」に改め，同条第５項建築
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課の分掌事務中第４１号及び第４２号を削り，第４３号を第４１

号とし，同条第６項維持管理課の分掌事務中第３７号及び第３８

号を削り，第３９号を第３７号とし，第４０号から第４４号まで

を２号ずつ繰り上げる。

　第２４条第１項第６３号及び第２項第１８号中「下水道事業受

益者負担金及び下水道事業分担金」を「下水道事業受益者負担金

等」に改める。

　第２６条第２項生活課の分掌事務中第１５号を第１６号とし，

第９号から第１４号までを１号ずつ繰り下げ，同分掌事務第８号

の次に次の１号を加える。

⑼　生活保護法に規定する就労自立給付金の支給に関するこ

と。

　第２６条第２項保健福祉課の分掌事務第１４号中「及びこれに

係る延滞金の徴収」を「の徴収（滞納整理等に関することを除

く。）」に改める。

　第３１条第２項第４号中「（中央市税事務所に限る。）」を削

り，同項第６号中「徴収（」の右に「督促及び」を，「徴収金」

の右に「（国民健康保険料，介護保険料その他の徴収金及び後期

高齢者医療保険料並びにこれらに係る附帯金を除く。）」を加

え，同項第７号及び第１５号中「下水道事業受益者負担金」を

「下水道事業受益者負担金等」に改める。

　第３２条第２項第２号中「徴収金」の右に「（国民健康保険

料，介護保険料その他の徴収金及び後期高齢者医療保険料並びに

これらに係る附帯金を除く。）」を加え，同項第３号及び第８号

中「下水道事業受益者負担金」を「下水道事業受益者負担金等」

に改める。

附　則

　この規則は，平成２６年７月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６９号

平成２６年６月２７日

　広島市区長委任規則等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

広島市区長委任規則等の一部を改正する規則

（広島市区長委任規則の一部改正）

第１条　広島市区長委任規則（昭和５５年広島市規則第６号）の

一部を次のように改正する。

第１条第１５号中「，保育料及び」を「及び過料，保育料並

びに」に，「）及びこれ」を「）及び過料並びにこれら」に改

め，「（昭和４７年広島市規則第６２号）」の右に「第１条」

を加え，「並びに保育料及びこれ」を「及び同規則第２条の規

定により同条に規定する職員に委任する事務並びに国民健康保

険料，介護保険料その他の徴収金，後期高齢者医療保険料及び

過料，保育料並びにこれら」に改め，同条第１６号中「介護保

険料」の右に「その他の徴収金」を加え，「その他の徴収金，

保育料及び」を「及び過料，保育料並びに」に改め，同条第

１７号中「国民健康保険料，介護保険料，後期高齢者医療保険

料その他の徴収金及び」を削り，「並びにこれら」を「及びこ

れ」に，「の規定」を「第１条の規定」に改める。

（国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則

の一部改正）

第２条　国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する

規則（昭和４７年広島市規則第６２号）の一部を次のように改

正する。

第１条中第１号から第１０号までを削り，第１１号を第１号

とし，第１２号を第２号とし，第１３号を第３号とする。

第２条中第２号を第１２号とし，第１号を第１１号とし，同

条に第１号から第１０号までとして次の１０号を加える。

⑴　国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第４２条

第２項の規定により，保険医療機関等から滞納処分の請求

があつた一部負担金

⑵　国民健康保険法第６５条第１項及び第２項の規定による

徴収金

⑶　国民健康保険法第７６条の規定による保険料

⑷　国民健康保険法第８０条第１項の規定により，国民健康

保険組合から滞納処分の請求があつた徴収金

⑸　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９

号）第２５条から第２７条までの規定による過料

⑹　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２２条各項の

規定による徴収金

⑺　介護保険法第１２９条第１項の規定による保険料

⑻　広島市介護保険条例（平成１２年広島市条例第３５号）

第１６条から第１９条までの規定による過料

⑼　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１０４条第１項の規定による保険料

⑽　広島市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年広島市

条例第２２号）第１１条及び第１２条の規定による過料

第２条に次の１号を加える。

⒀　広島市下水道事業分担金条例（平成１７年広島市条例第

７１号）第４条第１項の規定による分担金

（職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部改正）

第３条　職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和５７年広

島市規則第２２号）の一部を次のように改正する。

第６条第１項中第２号を削り，第３号を第２号とする。

第１９条第１項中「，財政局収納対策部又は区役所市民部保

険年金課（国保収納係に限る。）」を「又は財政局収納対策

部」に改める。

（広島市下水道事業財務会計規則の一部改正）

第４条　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。

別表第４の⑴の表財政局の項中

「

　

税務部市民
税課

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



―６―　第１０１０号� 平成２６年７月３１日広　　島　　市　　報

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　

⑵�　下水道事業受益者負担金等の納
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等に係
る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第
四課

課長 ⑴�　下水道事業受益者負担金等並び
にこれに係る延滞金及び滞納処分
による収納金の収納
⑵�　下水道事業受益者負担金等の納
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等に係
る納期前納付報奨金の繰替払

特別滞
納整理
課

課長 ⑴�　下水道事業受益者負担金等並び
にこれに係る延滞金及び滞納処分
による収納金の収納
⑵�　下水道事業受益者負担金等の納
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等に係
る納期前納付報奨金の繰替払

市税事務所 所長 ⑴�　下水道事業受益者負担金等並び
にこれに係る延滞金及び滞納処分
による収納金の収納
⑵�　下水道事業受益者負担金等の納
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等に係
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（昭和
３２年広島市条例第２０号）第２
条第２３号に係る手数料（下水道
事業に係るものに限る。）の収納　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

改め，同表下水道局の項中「（昭和３２年広島市条例第２０

号）」を削り，「下水道事業分担金」を「下水道事業受益者負

担金等」に改める。

　別表第４の⑵の表区役所の項中

「

　

⑴�　下水道敷占用料並びにこれに係る督
促手数料及び延滞金の収納
⑵�　広島市証明等手数料条例第２条第
２６号に係る手数料（下水道事業に係
るものに限る。）の収納（南区役所，
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限る。）
⑶�　広島市証明等手数料条例第２条第
３０号に係る手数料（下水道事業に係
るものに限る。）の収納（安佐南区役
所，安佐北区役所，安芸区役所及び佐
伯区役所に限る。）
⑷�　水洗便所設備資金貸付償還金及び排
水設備改修資金貸付償還金並びにこれ
らに係る延滞利子の収納（安佐南区役
所，安佐北区役所，安芸区役所及び佐
伯区役所に限る。）
⑸�　下水道事業分担金及びこれに係る延
滞金の収納（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限
る。）
⑹�　下水道事業分担金に係る納期前納付
報奨金の繰替払（安佐南区役所，安佐
北区役所，安芸区役所及び佐伯区役所
に限る。） 　

を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

　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

収
　
納
　
対
　
策
　
部

徴収第
一課

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

徴収第
二課

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

徴収第
三課

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　

収
　
納
　
対
　
策
　
部

徴収第
一課

課長 ⑴�　下水道事業受益者負担金及び下
水道事業分担金（以下「下水道事
業受益者負担金等」という。）並
びにこれらに係る延滞金及び滞納
処分による収納金の収納

⑵�　下水道事業受益者負担金等の納
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等に係
る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第
二課

課長 ⑴�　下水道事業受益者負担金等並び
にこれに係る延滞金及び滞納処分
による収納金の収納

⑵�　下水道事業受益者負担金等の納
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等に係
る納期前納付報奨金の繰替払

徴収第
三課

課長 ⑴　下水道事業受益者負担金等並び
にこれに係る延滞金及び滞納処分に
よる収納金の収納



平成２６年７月３１日� 第１０１０号　―７―広　　島　　市　　報

広島市会計規則の一部を改正する規則

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）の一部を次

のように改正する。

　第５４条に次の２号を加える。

　�　臨時福祉給付金

　�　子育て世帯臨時特例給付金

　別表第３の⑴の表財政局税務部市民税課の項第１号中「督促手

数料，」を削り，同項第４号及び第５号を削り，同項第６号中

「督促手数料，」を削り，同号を同項第４号とし，同項中第７号

を第５号とし，第８号を第６号とし，同表財政局収納対策部徴収

第一課の項第１号中「督促手数料，」を削り，同項第４号中「児

童福祉施設徴収金及び」を「国民健康保険料（国民健康保険税を

含む。以下同じ。），介護保険料その他の徴収金，後期高齢者医

療保険料及び児童福祉施設徴収金（以下「国民健康保険料等」と

いう。）並びに」に改め，同項第５号中「児童福祉施設徴収金

の」を「国民健康保険料等の納付義務者，納税義務者及び」に改

め，同項中第６号を削り，第７号を第６号とし，同項に次の１号

を加える。

　⑺　入札保証金の出納

　別表第３の⑴の表財政局収納対策本部徴収第二課の項第１号中

「督促手数料，」を削り，同項第４号中「児童福祉施設徴収金」

を「国民健康保険料等」に改め，同項第５号中「児童福祉施設徴

収金の」を「国民健康保険料等の納付義務者，納税義務者及び」

に改め，同項第６号を削り，同表財政局の項中

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を

　

収納対
策部徴
収第三
課

課長 ⑴�　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　公売保証金の出納

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

「

　

収納対
策部徴
収第三
課

課長 ⑴�　市税及び県民税並びに過料並びにこ
れらに係る延滞金，過少申告加算金，
不申告加算金，重加算金及び滞納処分
による収納金の収納
⑵�　受託徴収金の収納
⑶�　地方税法第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�　国民健康保険料等及び過料並びにこ
れらに係る延滞金及び滞納処分による
収納金の収納
⑸�　国民健康保険料等の納付義務者，納
税義務者及び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

　

⑴�　広島市証明等手数料条例第２条第
２６号に係る手数料（下水道事業に係
るものに限る。）の収納（南区役所を
除く。）

⑵�　水洗便所設備資金貸付償還金及び排
水設備改修資金貸付償還金並びにこれ
らに係る延滞利子の収納

⑶�　下水道事業分担金及びこれに係る延
滞金の収納

⑷�　下水道事業分担金に係る納期前納付
報奨金の繰替払

⑴�　下水道敷占用料並びにこれに係る督
促手数料及び延滞金の収納

⑵�　下水道事業受益者負担金並びにこれ
に係る督促手数料及び延滞金の収納

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�　下水道事業分担金及びこれに係る延
滞金の収納

⑸�　下水道事業分担金に係る納期前納付
報奨金の繰替払

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

「

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に改める。

　

⑴�　下水道敷占用料並びにこれに係る督
促手数料及び延滞金の収納

⑵�　広島市証明等手数料条例第２条第
２６号に係る手数料（下水道事業に係
るものに限る。）の収納（南区役所，
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限る。）

⑶�　広島市証明等手数料条例第２条第
３０号に係る手数料（下水道事業に係
るものに限る。）の収納（安佐南区役
所，安佐北区役所，安芸区役所及び佐
伯区役所に限る。）

⑷�　水洗便所設備資金貸付償還金及び排
水設備改修資金貸付償還金並びにこれ
らに係る延滞利子の収納（安佐南区役
所，安佐北区役所，安芸区役所及び佐
伯区役所に限る。）

⑴�　広島市証明等手数料条例第２条第
２６号に係る手数料（下水道事業に係
るものに限る。）の収納（南区役所を
除く。）

⑵�　水洗便所設備資金貸付償還金及び排
水設備改修資金貸付償還金並びにこれ
らに係る延滞利子の収納

⑴�　下水道敷占用料並びにこれに係る督
促手数料及び延滞金の収納

⑵�　下水道事業受益者負担金等及びこれ
に係る延滞金の収納

⑶�　下水道事業受益者負担金等に係る納
期前納付報奨金の繰替払

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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

附　則

　この規則は，平成２６年７月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７０号

平成２６年６月２７日

　広島市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實
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する世帯に該当するものと仮定した場合における当該世帯に係る

別表第１に定める額の合計額に満たない場合は，同表」に改め，

同項第４号中「別表第３」の右に「及び別表第４」を加え，「同

表」を「ア又はイ」に改め，同号に次のように加える。

ア�　小学校就学後第３学年修了前の者がいない世帯に属する

者にあつては，別表第３に定める額

イ�　小学校就学後第３学年修了前の者がいる世帯に属する者

にあつては，別表第４に定める額（その額の合計額が，当

該世帯がアに規定する世帯に該当するものと仮定した場合

における当該世帯に係る別表第３に定める額の合計額に満

たない場合は，同表に定める額）

　別表第１備考中「及び別表第３」を「から別表第４まで」に改

める。

　別表第２中「３５，０００」を「５０，０００」に改める。

　別表第３を次のように改める。

別表第３（第２条関係）

区　　　　分 金　　額

１�　当該年度に納付すべき市民税の所得
割が課税となる世帯において幼稚園在
籍者等が２人以上である場合であつ
て，これらの者のうち広島市立幼稚園
に在籍する者があるときの当該者（幼
稚園在籍者等のうち最も年長である者
の次に年長である者に限る。）

　　　　　　　　　円
年額　４０，０００

２�　当該年度に納付すべき市民税の所得
割が課税となる世帯において幼稚園在
籍者等が３人以上である場合であつ
て，これらの者のうち広島市立幼稚園
に在籍する者があるときの当該者（幼
稚園在籍者等のうち最も年長である者
及びその次に年長である者を除く。）

年額　７９，０００

　別表第３の次に次の１表を加える。

別表第４（第２条関係）

区　　　　分 金　　額

１�　当該年度に納付
すべき市民税の所
得割が課税となる
世帯において広島
市立幼稚園に在籍
する者が１人であ
る場合（次項に該
当する場合を除
く。）の当該者

⑴�　小学校就学後
第３学年修了前
の者が１人いる
世帯に属する者

　　　　　　　　　円
年額　４０，０００

⑵�　小学校就学後
第３学年修了前
の者が２人以上
いる世帯に属す
る者

年額　７９，０００

２�　当該年度に納付
すべき市民税の所
得割が課税となる
世帯において幼稚
園在籍者等が２人
以上である場合で
あつて，これらの
者のうち広島市立
幼稚園に在籍する
者があるときの当
該者

⑴�　小学校就学後
第３学年修了前
の者が１人いる
世帯に属する者
であつて，幼稚
園在籍者等のう
ち最も年長であ
るもの

年額　４０，０００

⑵�　前号に掲げる
者以外の者

年額　７９，０００

附　則

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　

収納対
策部徴
収第四
課

課長 ⑴�　市税及び県民税並びに過料並びにこ
れらに係る延滞金，過少申告加算金，
不申告加算金，重加算金及び滞納処分
による収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納
⑶�　地方税法第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�　国民健康保険料等及び過料並びにこ
れらに係る延滞金及び滞納処分による
収納金の収納

⑸�　国民健康保険料等の納付義務者，納
税義務者及び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　公売保証金の出納
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

改め，同表財政局収納対策部特別滞納整理課の項第１号中「督促

手数料，」を削り，同項第３号中「児童福祉施設徴収金」を「国

民健康保険料等」に改め，同項第４号中 ｢児童福祉施設徴収金

の」を「国民健康保険料等の納付義務者，納税義務者及び」に改

め，同表健康福祉局保険年金課の項第１号中「（国民健康保険税

を含む。以下同じ。）」及び「督促手数料，」を削り，同項第２

号及び第３号を削り，同項第４号中「督促手数料，」を削り，同

号を同項第２号とし，同項第５号を同項第３号とし，同表市税事

務所の項第１号及び第６号中「督促手数料，」を削る。

　別表第３の⑵の表区役所市民部保険年金課の項第１号及び第２

号中「督促手数料，」を削り，同項第３号及び第４号を削り，同

項第５号中「督促手数料，」を削り，同号を同項第３号とし，同

項第６号中「督促手数料，」を削り，同号を同項第４号とし，同

項中第７号を第５号とし，第８号を削り，同表区役所厚生部健康

長寿課の項中第３号及び第４号を削り，第５号を第３号とし，第

６号を第４号とし，第７号を第５号とし，同表出張所の項第１号

中「督促手数料，」を削り，同項第２号中「督促手数料及び」を

削り，同項第４号及び第７号中「並びに」を「及び」に改め，

「督促手数料及び」を削る。

附　則

　この規則は，平成２６年７月１日から施行する。ただし，第

５４条に２号を加える改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７１号

平成２６年６月２７日

　広島市立学校の授業料等の減免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

広島市立学校の授業料等の減免に関する規則の一部を

改正する規則

　広島市立学校の授業料等の減免に関する規則（昭和４８年広島

市規則第５３号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第３号イ中「当該世帯に係る別表第１に定める額

の合計額が当該世帯に係る別表第２に定める額の合計額を超える

場合は，別表第１」を「その額の合計額が，当該世帯がアに規定
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社会福祉法人
藤愛会

地域密着型特
別養護老人ホ
ームリバーサ
イド中広

広島市西区中
広町二丁目
１５番１５号

短期入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０４号

平成２６年６月２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

ゆう介護サービス 広島市中区十日市町二丁
目２－３４－３０３号

平成26年
５月１日

ゆう支援サービス 広島市中区十日市町二丁
目２－３４－３０３号

平成26年
５月１日

アップル居宅介護支援事
業所

広島市南区西霞町１５－
２２

平成25年
３月１日

ケアセンターハルカ
広島市東区光町二丁目
１２－１０　日宝光町ビ
ル６Ｆ１

平成26年
４月１日

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－
２３

平成26年
４月１日

デイサービスつどい高取 広島市安佐南区高取北四
丁目４１－１７

平成25年
12月１日

ヘルパーステーション
「みんなの家」

広島市安佐北区口田南八
丁目１５－２

平成25年
11月１日

ショートステイセンター
レールサイドこころ

広島市安芸区矢野西四丁
目３０－１８

平成26年
５月１日

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
１５－１２

平成26年
４月１日

アサヒサンクリーン在宅
介護センター安芸

広島市安芸区矢野東四丁
目２５－４３　イーグル
１Ｆ

平成26年
５月１日

平尾クリニック 広島市佐伯区五日市駅前
一丁目１１－３９

平成24年
11月１日

ショートステイすみれ 広島市佐伯区海老園二丁
目１０－２

平成26年
５月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０５号

平成２６年６月２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

護機関から事業所等の変更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

１　この規則は，公布の日から施行する。

２�　改正後の第２条第１項第４号及び別表第１から別表第４まで

の規定は，平成２６年４月分以降の広島市立幼稚園の授業料の

減免について適用する。

告 示
広島市告示第３０２号

平成２６年６月２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の

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６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
藤愛会

地域密着型特
別養護老人ホ
ームリバーサ
イド中広

広島市西区中
広町二丁目
１５番１５号

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
可部大文字会

特別養護老人
ホーム山まゆ
２号館（ユニ
ット型）

広島市安佐北
区大林町字根
谷１６２番地
の２

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３０３号

平成２６年６月２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６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

ＧＩＦＴＲ＆
Ｄ．Ｍ合同会
社

ヘルパーステ
ーションギフ
ト

広島市中区三
川町３番１８
号カルチェ並
木通５０２号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

有限会社リラ
ックス

訪問介護事業
所りらっくす
五日市

広島市佐伯区
新宮苑８番
１７号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

株式会社つな
ぐ

つなぐデイサ
ービス己斐

広島市西区己
斐中一丁目
１０番１０－
１２号

介護予防通所介護

株式会社ニッ
クス

ニックスデイ
サービスセン
ター西

広島市西区小
河内町一丁目
４番１３号

通所介護及び介護
予防通所介護
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地方独立行政法
人広島市立病院
機構
広島市立舟入市
民病院

0223600
広島市中区舟
入幸町１４－
１１

平成26年４月１日～
平成32年３月31日

内科・脳神経内
科・リハビリテ
ーション科
宮﨑ゆうこクリ
ニック

0124360

広島市中区中
町７－３５和
光中町ビル２
Ｆ

平成26年６月１日～
平成32年５月31日

横田メンタルク
リニック 0124386

広島市東区若
草町１１番２
号グランアー
クテラス３階

平成26年５月１日～
平成32年４月30日

海老山薬局 0247223
広島市佐伯区
海老山町７－
１１

平成26年６月１日～
平成32年５月31日

ハーティ薬局広
大前店 0147621 広島市南区出

汐１－２－４
平成26年６月１日～
平成32年５月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０８号

平成２６年６月３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　広島センター・基町ビル

⑵　所在地　広島市中区基町１０番地１１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社

代表取締役社長　牧　貞夫

東京都千代田区外神田四丁目１４番１号

株式会社広島バスセンター

代表取締役社長　南部　盛一

広島市中区基町６番２７号

株式会社そごう・西武

代表取締役社長　松本　隆

東京都千代田区二番町５番地２５

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３のとおり。

５　届出年月日

平成２６年５月２８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

事業所の名称 事業所の所在地 事業者（法人）
の名称

旧 居宅介護支援事業所五日
市・みどりの家 広島市中区南千

田東町４－３２
株式会社エポカ
ケアサービス

新 居宅介護支援事業所エポ
カ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０６号

平成２６年６月２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26年
３月31日

ココカラファイ
ン薬局　紙屋町
東店

広島市中区基町
１２－８

株式会社ココカ
ラファインヘル
スケア

平成25年
５月７日 岡田外科医院

広島市南区段原
山崎町１８－
２９

岡田外科医院

平成26年
４月30日

アサヒサンクリ
ーン在宅介護セ
ンター広島西

広島市西区観音
町９－２２小山
ビル１階

アサヒサンクリ
ーン株式会社

平成26年
２月１日

居宅介護支援事
業所五日市・み
どりの家

広島市佐伯区五
日市中央三丁目
１６－１５

株式会社エポカ
ケアサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０７号

平成２６年６月２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

落久保外科循環
器内科クリニッ
ク

0223634
広島市西区己
斐本町三丁目
２番８号

平成26年５月１日～
平成32年４月30日

地方独立行政法
人広島市立病院
機構
広島市立安佐市
民病院

0223618
広島市安佐北
区可部南二丁
目１－１

平成26年４月１日～
平成32年３月31日

地方独立行政法
人広島市立病院
機構
広島市立広島市
民病院

0124378 広島市中区基
町７－３３

平成26年４月１日～
平成32年３月31日
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の規定に基づき，次の文書については，印影（電子計算機に記録

したもの）を印刷することにより，公印の押なつに代えることを

承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文　　書　　名 印影に使用する公印の名称
幼稚園授業料納入通知書兼納付書

市長印
幼稚園入園料納入通知書兼納付書

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１２号

平成２６年６月３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　前田　克志

狂犬病予防指導員　大川　拓洋

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５月２３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１３号

平成２６年６月３日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐南区沼田町大字伴字小野原の９２３２番・

９２３３番合併の一部，９２３６番１１の一部，９２５２番

１４の一部，９２５２番１９，９２６０番２の一部，９２６３

番の一部，９２６５番１の一部，９２６５番２，９２６６番

１，９２６６番２，９２６７番の一部，９２６８番，９２６９

番，９２７０番の一部，９２５２番１４から９２６０番２地先

水路，９２３２番・９２３３番合併地先里道，９２３１番４地

先里道

２　開発面積

２，９８４．１９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐南区長楽寺一丁目１９番６号

株式会社　ニムラ

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

平成２６年６月３日から平成２６年１０月３日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日及び平成２６年８月６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１０月３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～別紙３　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０９号

平成２６年６月３日

　「高齢者公共交通機関利用券等不交付決定通知書」について

は，印影印刷専用市長印の印影の印刷により，公印の押なつに代

えることを承認し，平成５年６月２５日付け広島市告示第２７７

号で告示しましたが，印影の印刷により，公印の押なつに代える

ことをやめましたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１０号

平成２６年６月３日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により，公印の押なつに代えることを承認したので，告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

文　　書　　名 印影を印刷する公印の名称
高齢者公共交通機関利用助成不交
付決定通知書 印影印刷専用市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１１号

平成２６年６月３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
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代表取締役　二村　隆信

４　検査済証交付年月日

平成２６年６月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１４号

平成２６年６月４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

に示す区域をもって別図第２に示すとおり町の区域を新たに設定

し，並びに別図第１に示す字の区域を別図第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７月４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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰




