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条 例
広島市条例第３９号

平成２６年７月４日

　広島市いじめ防止対策推進審議会条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市いじめ防止対策推進審議会条例

（設置）

第１条　いじめ防止対策推進法（平成２５年法律第７１号）第

１４条第３項の規定に基づき，広島市いじめ防止対策推進審議

会（以下「審議会」という。）を設置する。

（所掌事務）

第２条　審議会は，教育委員会の諮問に応じ，本市のいじめ防止

基本方針（いじめ防止対策推進法第１２条の規定により本市が

定める方針をいう。）に基づくいじめの防止等（同法第１条の

いじめの防止等をいう。）のための対策に関する重要な事項を

調査審議するものとする。

（組織）

第３条　審議会は，委員５人以内をもって組織する。

（委員）

第４条　委員は，学識経験のある者その他教育委員会が必要と認

める者のうちから，教育委員会が任命する。

２　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。

３　委員は，再任されることができる。

４　委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。

（会長及び副会長）

第５条　審議会に，会長及び副会長各１人を置き，委員の互選に

よってこれを定める。

２　会長は，会務を総理する。

３　副会長は，会長を補佐し，会長に事故があるときは，その職

務を代理する。

（専門委員）

第６条　審議会に，専門の事項を調査させるため必要があるとき

は，専門委員若干人を置くことができる。

２　専門委員は，当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を

有する者のうちから，教育委員会が任命する。

３　専門委員は，当該専門の事項に関する調査が終了したとき

は，解任されるものとする。

４　第４条第４項の規定は，専門委員について準用する。

（会議）

第７条　審議会の会議は，会長が招集する。

２　審議会の会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くこと

ができない。

３　審議会の議事は，会議に出席した委員の過半数で決し，可否

同数のときは，会長の決するところによる。

（庶務）

第８条　審議会の庶務は，教育委員会事務局において処理する。

（委任規定）

第９条　この条例に定めるもののほか，審議会の運営に関し必要

な事項は，会長が審議会に諮って定める。

附　則

　この条例は，平成２６年７月１５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４０号

平成２６年７月４日

　広島市市税条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税条例等の一部を改正する条例

（広島市市税条例の一部改正）

第１条　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一

部を次のように改正する。

第２３条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主

たる事務所若しくは事業所を有しない法人（以下この節におい

て「外国法人」という。）」に，「その事業が行われる場所で

地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「施行令」

という。）第４６条の４に規定する場所をもつて」を「恒久的

施設（法人税法第２条第１２号の１８に規定する恒久的施設を

いう。）をもつて，」に改める。

第３１条第２項の表第１号オ中「施行令」を「地方税法施行

令（昭和２５年政令第２４５号。以下「施行令」という。）」

に改める。

第３４条の４中「１００分の１４．７」を「１００分の

１２．１」に改める。

第３４条の４の２第１項中「１４．７分の２．４」を

「１２．１分の２．４」に改める。

第４８条第２項中「施行地に」の右に「本店若しくは」を加

え，「，法の施行地外にその源泉がある所得について」を削

り，同条第５項中「第７４条第１項」の右に「又は第１４４条

の６第１項」を加え，「第１４５条」を「第１４４条の８」に

改める。

第５２条第１項中「第７４条第１項」の右に「又は第１４４

条の６第１項」を加える。

第５７条及び第５９条中「第１０号の７」を「第１０号の

９」に改める。

第８２条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改

め，同号イ中「１，２００円」を「２，０００円」に改め，同号

ウ中「１，６００円」を「２，４００円」に改め，同号エ中

「２，５００円」を「３，７００円」に改め，同条第２号アア中

「２，４００円」を「３，６００円」に改め，同号アイ中「３，

１００円」を「３，９００円」に改め，同号アウ中「５，５００

円」を「６，９００円」に，「７，２００円」を「１万８００

円」に，「３，０００円」を「３，８００円」に，「４，０００

円」を「５，０００円」に改め，同号アエ中「２，４００円」を

「３，６００円」に改め，同号イア中「１，６００円」を「２，
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⑷　耐震改修が完了した年月日

⑸　施行規則附則第７条第１１項に規定する補助の算定の基

礎となつた当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修に要した

費用

附則第１８条中「若しくは第３５項」を「，第３５項若しく

は第４０項」に改める。

附則第２０条の３の４の次に次の１条を加える。

（軽自動車税の税率の特例）

第２０条の３の５　法附則第３０条第１項に規定する３輪以上

の軽自動車に対する当該軽自動車が初めて道路運送車両法

（昭和２６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規定に

よる車両番号の指定を受けた月から起算して１４年を経過し

た月の属する年度以後の年度分の軽自動車税に係る第８２条

第２号の規定の適用については，当分の間，次の表の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれの同表の

右欄に掲げる字句とする。

第８２条第２号アイ ３，９００円 ４，６００円

第８２条第２号アウ ６，９００円 ８，２００円

１万８００円 １万２，９００円

３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

附則第２１条の２第１項及び第２項中「平成２６年度」を

「平成２９年度」に改める。

附則第２２条の２の２第２項中「租税特別措置法」」を「第

３７条の１０第１項」」に，「租税特別措置法第３７条の１１

第６項の規定により読み替えて準用される同法」を「第３７条

の１１第１項」に改める。

附則第２２条の２の３第２項中「同法第３７条の１１の３第

２項に規定する上場株式等」を「株式等」に改め，「したもの

と」の右に「，同項第２号に掲げる贈与又は相続若しくは遺贈

により払出しがあつた非課税口座上場株式等を取得した市民税

の所得割の納税義務者については，当該贈与又は相続若しくは

遺贈の時に，その払出し時の金額をもつて当該非課税口座内上

場株式等と同一銘柄の株式等を取得したものと」を加える。

附則第２４条第１項を次のように改め，同条第２項を削る。

第５６条の規定は，法第３４８条第２項第９号，第９号の

２又は第１２号の固定資産について法附則第４１条第３項の

規定の適用を受けようとする一般社団法人又は一般財団法人

について準用する。この場合において，第５６条中「公益社

団法人若しくは公益財団法人」とあるのは，「法附則第４１

条第３項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と

読み替えるものとする。

附則第２４条の３及び第２５条を削り，附則第２６条を附則

第２５条とする。

（広島市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条　広島市市税条例等の一部を改正する条例（平成２５年広

島市条例第３３号）の一部を次のように改正する。

第１条のうち広島市市税条例附則第２４条第２項の改正規定

４００円」に改め，同号イイ中「４，０００円」を「５，０００

円」に改め，同条第３号中「４，０００円」を「６，０００円」

に改める。

第１２３条の８第１項第１号中「外国法人」の右に「（法の

施行地に本店又は主たる事業所等を有しない法人をいう。）」

を加える。

附則第５条の３中「第４０条第３項後段（同条第６項から第

１０項まで」の右に「及び第１１項（同条第１２項において準

用する場合を含む。以下この条において同じ。）」を加え，

「第１０項までの規定により特定贈与等」を「第１１項までの

規定により特定贈与等」に改める。

附則第７条を次のように改める。

第７条　削除

附則第７条の２を削る。

附則第９条第１項中「平成２７年度」を「平成３０年度」に

改める。

附則第１１条の２の見出し中「附則第１５条第２項第６号及

び第３４項」を「附則第１５条第２項第１号等」に改め，同条

中第２項を第５項とし，第１項を第４項とし，同条に第１項か

ら第３項までとして次の３項を加える。

法附則第１５条第２項第１号に規定する条例で定める割合

は，３分の１とする。

２　法附則第１５条第２項第２号に規定する条例で定める割合

は，２分の１とする。

３　法附則第１５条第２項第３号に規定する条例で定める割合

は，２分の１とする。

附則第１１条の２に次の２項を加える。

６　法附則第１５条第３７項に規定する条例で定める割合は，

３分の２とする。

７　法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は，

４分の３とする。

附則第１１条の３第２項中「附則第７条第２項各号に掲げる

書類」を「附則第７条第２項に規定する通知書の写し」に改

め，同条第１２項中「第１０項」を「第１１項」に改め，同項

を同条第１３項とし，同条第１１項中「前３項」を「第８項か

ら前項まで」に改め，同項を同条第１２項とし，同条第１０項

の次に次の１項を加える。

１１　法附則第１５条の１０第１項の耐震基準適合家屋につい

て，同項の規定の適用を受けようとする者は，次に掲げる事

項を記載した申告書に，施行規則附則第７条第１１項に規定

する補助に係る補助金確定通知書の写し，建築物の耐震改修

の促進に関する法律（平成７年法律第１２３号）第７条又は

附則第３条第１項の規定による報告に係る報告書の写し及び

当該耐震基準適合家屋に係る耐震改修後の家屋が施行令附則

第１２条第２４項に規定する基準を満たすことを証する書類

を添付して市長に提出しなければならない。

⑴　納税義務者の住所及び氏名又は名称

⑵　家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積

⑶　家屋の建築年月日及び登記年月日
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の法人の市民税について適用し，同日前に開始した事業年度分

の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の

市民税については，なお従前の例による。

６　新条例第３４条の４及び第３４条の４の２の規定は，附則第

１項第１号に定める日以後に開始する事業年度分の法人の市民

税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税につ

いて適用し，同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び

同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税については，

なお従前の例による。

７　新条例附則第２４条の規定は，平成２６年度以後の年度分の

固定資産税について適用し，平成２５年度分までの固定資産税

については，なお従前の例による。

８　新条例附則第１１条の２第１項の規定は，平成２６年４月１

日以後に取得される地方税法等の一部を改正する法律（平成

２６年法律第４号）第１条の規定による改正後の地方税法（昭

和２５年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５

条第２項第１号に規定する処理施設に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

９　新条例附則第１１条の２第２項の規定は，平成２６年４月１

日以後に取得される新法附則第１５条第２項第２号に規定する

施設に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。

１０　新条例附則第１１条の２第３項の規定は，平成２６年４月

１日以後に取得される新法附則第１５条第２項第３号に規定す

る施設に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産

税について適用する。

１１　新条例附則第１１条の２第６項の規定は，平成２６年４月

１日以後に取得される新法附則第１５条第３７項に規定する設

備に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。

１２　新条例附則第１１条の２第７項の規定は，平成２６年４月

１日以後に取得される新法附則第１５条第３８項に規定する機

器に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。

１３　新条例附則第１１条の３第１１項の規定は，平成２６年４

月１日以後に耐震改修が行われる同項に規定する耐震基準適合

家屋に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税

について適用する。

１４　新条例第５７条及び第５９条の規定は，附則第１項第７号

に定める日の属する年の翌年の１月１日（当該定める日が１月

１日である場合には，同日）を賦課期日とする年度以後の年度

分の固定資産税について適用する。

１５　新条例第８２条の規定は，平成２７年度以後の年度分の軽

自動車税について適用し，平成２６年度分までの軽自動車税に

ついては，なお従前の例による。

１６　新条例附則第２０条の３の５の規定は，平成２８年度以後

の年度分の軽自動車税について適用する。

１７　平成１５年１０月１４日前に初めて道路運送車両法（昭和

２６年法律第１８５号）第６０条第１項後段の規定による車両

を削り，同条例附則第２４条の２の改正規定中「附則第４１条

第１５項各号」を「附則第４１条第９項各号」に，「附則第

４１条第１４項各号」を「附則第４１条第８項各号」に，「附

則第４１条第１５項」」を「附則第４１条第９項」」に，「附

則第４１条第１４項」」を「附則第４１条第８項」」に改め

る。

附則第１項第３号中「附則第２４条第２項及び第２４条の

２」を「附則第２２条の４第５項第３号及び第２４条の２」に

改める。

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。ただし，次の各号に掲

げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

⑴　第１条中広島市市税条例第３４条の４及び第３４条の４の

２第１項の改正規定並びに附則第６項の規定　平成２６年

１０月１日

⑵　第１条中広島市市税条例附則第５条の３及び第２２条の２

の３第２項の改正規定，同条例附則第２４条の３及び第２５

条を削り，同条例附則第２６条を同条例附則第２５条とする

改正規定並びに次項及び附則第３項の規定　平成２７年１月

１日

⑶　第１条中広島市市税条例第８２条第１号から第３号までの

改正規定並びに附則第１５項及び第１８項（第１条の規定に

よる改正後の広島市市税条例（以下「新条例」という。）附

則第２０条の３の５に係る部分を除く。）の規定　平成２７

年４月１日

⑷　第１条中広島市市税条例第２３条第２項，第３１条第２

項，第４８条第２項及び第５項，第５２条第１項並びに第

１２３条の８第１項第１号の改正規定，同条例附則第２０条

の３の４の次に１条を加える改正規定並びに附則第５項，第

１６項，第１７項及び第１８項（新条例附則第２０条の３の

５に係る部分に限る。）の規定　平成２８年４月１日

⑸　第１条中広島市市税条例附則第２２条の２の２第２項の改

正規定及び附則第４項の規定　平成２９年１月１日

⑹　第１条中広島市市税条例附則第１８条の改正規定及び附則

第１９項の規定　都市再生特別措置法等の一部を改正する法

律（平成２６年法律第３９号）の施行の日

⑺　第１条中広島市市税条例第５７条及び第５９条の改正規定

並びに附則第１４項の規定　子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）の施行の日

２　新条例附則第５条の３の規定は，平成２７年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し，平成２６年度分までの個人の

市民税については，なお従前の例による。

３　新条例附則第２２条の２の３第２項の規定は，平成２７年度

以降の年度分の個人の市民税について適用する。

４　新条例附則第２２条の２の２第２項の規定は，平成２９年度

以後の年度分の個人の市民税について適用する。

５　次項に定めるものを除き，新条例の規定中法人の市民税に関

する部分は，附則第１項第４号に定める日以後に開始する事業

年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分
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２　改正後の第１条第２号の規定は，平成２６年度の予算から適

用し，母子寡婦福祉資金貸付特別会計の平成２５年度の収入及

び支出並びに同年度の決算については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４２号

平成２６年７月４日

　広島市ひとり親家庭等医療費補助条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市ひとり親家庭等医療費補助条例の一部を改正す

る条例

　広島市ひとり親家庭等医療費補助条例（昭和５４年広島市条例

第３０号）の一部を次のように改正する。

　第２条第２号中「母子及び寡婦福祉法」を「母子及び父子並び

に寡婦福祉法」に改める。

附　則

　この条例は，平成２６年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４３号

平成２６年７月４日

　広島市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市児童館条例の一部を改正する条例

　広島市児童館条例（昭和４０年広島市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。

　第２条の表広島市山本児童館の項の次に次のように加える。

広島市伴南児童館 広島市安佐南区伴南一丁目２１番１号

附　則

　この条例は，平成２６年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４４号

平成２６年７月４日

　広島市市営駐車場条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市営駐車場条例の一部を改正する条例

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）の一

部を次のように改正する。

　第８条の表広島市市営横川駐車場の項を削る。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４５号

平成２６年７月４日

番号の指定を受けた３輪以上の軽自動車に対して課する軽自動

車税に係る新条例附則第２０条の３の５の規定の適用について

は，同条中「受けた月」とあるのは，「受けた月の属する年の

１２月」とする。

１８　平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０

条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた３輪以上の

軽自動車に対して課する軽自動車税に係る新条例第８２条及び

新条例附則第２０条の３の５の規定の適用については，次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

新条例第８２条
第２号アイ

３，９００円 ３，１００円

新条例第８２条
第２号アウ

６，９００円 ５，５００円
１万８００円 ７，２００円
３，８００円 ３，０００円
５，０００円 ４，０００円

新条例附則第
２０条の３の５
の表以外の部分

第８２条第２号 広島市市税条例等の一部を
改正する条例（平成２６年
広島市条例第４０号。以下
この項において「平成２６
年改正条例」という。）附
則第１８項の規定により読
み替えて適用される第８２
条第２号

新条例附則第
２０条の３の５
の表第８２条第
２号アイの項

第８２条第２号
アイ

平成２６年改正条例附則第
１８項の規定により読み替
えて適用される第８２条第
２号アイ

３，９００円 ３，１００円
新条例附則第
２０条の３の５
の表第８２条第
２号アウの項

第８２条第２号
アウ

平成２６年改正条例附則第
１８項の規定により読み替
えて適用される第８２条第
２号アウ

６，９００円 ５，５００円
１万８００円 ７，２００円
３，８００円 ３，０００円
５，０００円 ４，０００円

１９　新条例附則第１８条の規定は，平成２７年度以後の年度分

の都市計画税について適用し，平成２６年度分までの都市計画

税については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４１号

平成２６年７月４日

　広島市特別会計条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市特別会計条例の一部を改正する条例

　広島市特別会計条例（昭和３９年広島市条例第１２号）の一部

を次のように改正する。

第１条第２号を次のように改める。

⑵　母子父子寡婦福祉資金貸付特別会計　母子福祉資金，父子

福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け

附　則

１　この条例は，平成２６年１０月１日から施行する。
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　５００平方メートル以上のもの
⑵�　屋外における土石，廃棄物（廃棄物の処理
及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第
１３７号）第２条第１項に規定する廃棄物を
いう。），再生資源（資源の有効な利用の促進
に関する法律（平成３年法律第４８号）第２
条第４項に規定する再生資源をいう。）その
他の物件（以下「土石等」という。）の堆積
であって，当該堆積の区域の面積が５００平
方メートル以上のもの又は当該堆積に係る土
石等の体積が５００立方メートル以上のもの

２　前項の表の右欄に掲げる行為に係る法第１６条第１項の規定

による届出は，同項に規定する事項を記載した届出書に規則で

定める図書を添付して行わなければならない。

３　第１項の表の右欄に掲げる行為に係る法第１６条第１項に規

定する条例で定める事項は，当該行為をしようとする者の氏名

及び住所（法人その他の団体にあっては，その名称及び主たる

事務所の所在地）並びに当該行為の完了予定日とする。

４　第１項の表の右欄に掲げる行為に係る法第１６条第２項に規

定する条例で定める事項は，設計又は施行方法（以下「設計

等」という。）のうち，その変更により同条第１項の規定によ

る届出に係る行為が同条第７項各号に掲げる行為に該当するこ

ととなる設計等以外の設計等とする。

（届出を要しない行為）

第１０条　法第１６条第７項第１１号の条例で定める行為は，次

に掲げる行為以外の行為とする。

⑴　建築物（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条

第１号に規定する建築物で規則で定める規模のものに限

る。）の新築，増築，改築若しくは移転，外観を変更するこ

ととなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更（外壁面その他

の規則で定める物件に係るもので規則で定める態様のものに

限る。）

⑵　工作物（煙突その他の規則で定める工作物で規則で定める

規模のものに限る。）の新設，増築，改築若しくは移転，外

観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更

（外壁面その他の規則で定める物件に係るもので規則で定め

る態様のものに限る。）

⑶　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項

に規定する開発行為で規則で定める規模のもの

２　前項各号に掲げる行為は，景観計画区域内において定められ

た区域ごとに同項各号の規則で定めるものとする。

（特定届出対象行為）

第１１条　法第１７条第１項に規定する条例で定める行為は，法

第１６条第１項第１号又は第２号の届出を要する行為とする。

附　則

１　この条例は，平成２７年１月１日から施行する。ただし，第

１条の規定及び次項の規定は，平成２６年１０月２０日から施

行する。

２　広島市屋外広告物条例（昭和５４年広島市条例第６５号）の

一部を次のように改正する。

第２７条の見出しを「（広島市景観審議会の意見の聴取）」

　広島市景観条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市景観条例の一部を改正する条例

第１条　広島市景観条例（平成１８年広島市条例第３９号）の一

部を次のように改正する。

第１３条第１項中「第９条第２項」の右に「並びに広島市屋

外広告物条例（昭和５４年広島市条例第６５号）第２７条」を

加え，同条第２項中「事項」の右に「及び屋外広告物（屋外広

告物法（昭和２４年法律第１８９号）第２条第１項に規定する

屋外広告物をいう。）に関する重要な事項」を加える。

第２条　広島市景観条例の一部を次のように改正する。

第１条中「条例は，」の右に「景観法（平成１６年法律第

１１０号。以下「法」という。）の規定に基づく景観計画の策

定，行為の規制等に関し必要な事項その他」を加える。

第４条を削り，第５条を第４条とし，第６条を第５条とし，

同条の次に次の１条を加える。

（景観計画）

第６条　市長は，良好な景観の形成を総合的かつ計画的に推進す

るため，景観計画（法第８条第１項の景観計画をいう。以下同

じ。）を定めるものとする。

２　市長は，景観計画において，景観計画区域（法第８条第２項

第１号の景観計画区域をいう。以下同じ。）のうち，良好な景

観の形成を特に推進することが適当と認める区域を景観計画重

点地区として定めるものとする。

３　市長は，前項の規定により景観計画重点地区を定めたとき

は，景観計画重点地区ごとに法第８条第２項各号に掲げる事項

及び同条第３項に規定する方針を定めるものとする。

　第７条第１項中「（景観法（平成１６年法律第１１０号。以下

「法」という。）第８条第１項の景観計画をいう。以下同

じ。）」を削る。

　第１４条を第１８条とする。

　第１３条第１項中「第４条第３項（同条第５項において準用す

る場合を含む。），」を削り，「第９条第２項」を「第１３条第

２項」に改め，同条を第１７条とする。

　第１２条を第１６条とし，第８条から第１１条までを４条ずつ

繰り下げ，第７条の次に次の４条を加える。

（届出に係る添付図書）

第８条　景観法施行規則（平成１６年国土交通省令第１００号）

第１条第２項第４号の条例で定める図書は，平面図，断面図そ

の他規則で定める図書とする。

（届出を要する行為等）

第９条　法第１６条第１項第４号の条例で定める行為は，次の表

の左欄に掲げる景観計画上の地区における同表の右欄に掲げる

行為とする。

地　　区 行　　　　　為

西風新都地区 ⑴�　土石の採取，鉱物の掘採その他の土地の形
質の変更（以下「土石の採取等」という。）
であって，土石の採取等に係る区域の面積が



平成２６年９月１日� 第１０１１号　―９―広　　島　　市　　報

に改める。

　第１９条第１項中第１号を削り，第２号を第１号とし，第３号

を第２号とし，同項第４号中「転倒」を「転倒し，」に改め，同

号を同項第３号とし，同項中第５号を第４号とし，第６号から第

８号までを１号ずつ繰り上げ，第９号を第８号とし，同号の次に

次の１号を加える。

⑼　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者の集合す

る催しに際して使用する場合にあつては，消火器の準備をし

た上で使用すること。

　第２２条第２項中「第７号まで及び第９号」を「第９号まで

（第７号を除く。）」に，「同項第２号及び第５号から第７号」

を「同項第１号及び第４号から第６号」に改める。

　第２３条中「第７号まで及び第９号」を「第９号まで（第７号

を除く。）」に改める。

　第６章の次に次の１章を加える。

第６章の２　屋外催しに係る火災予防

（催しの指定）

第５４条の３　消防署長（この項に規定する催しに係る区域が２

以上の消防署の管轄区域にわたる場合にあつては，消防長。以

下この章において同じ。）は，祭礼，縁日，花火大会その他の

多数の者の集合する屋外での催しであつて大規模なものとして

消防長が定める要件に該当するもののうち，対象火気器具等

（令第５条の２第１項に規定する対象火気器具等をいう。以下

同じ。）の周囲において火災が発生した場合に人命又は財産に

重大な被害を与えるおそれがあると認める催しを，指定催しと

して指定するものとする。

２　消防署長は，前項の規定により催しを指定しようとするとき

は，あらかじめ，当該催しの主催者の意見を聴かなければなら

ない。ただし，当該催しの主催者から指定の求めがあつたとき

は，この限りでない。

３　消防署長は，第１項の規定により催しを指定したときは，遅

滞なく，その旨を当該催しの主催者に通知するとともに，公示

しなければならない。

（指定催しに係る火災予防）

第５４条の４　前条第１項に規定する催しの主催者は，同項の規

定による指定があつたときは，速やかに防火担当者を定め，規

則で定めるところにより火災予防上必要な業務に関する計画を

作成させるとともに，当該計画に基づく業務を行わせなければ

ならない。

２　前条第１項の規定により指定された催しの主催者は，当該催

しを開催する日（２日以上継続して開催される催しにあつて

は，その初日）の１４日前の日（同日以後に同項の規定による

指定があつた場合その他やむを得ない場合にあつては，消防署

長が定める日）までに，前項に規定する計画をその指定をした

消防署長に提出しなければならない。

　第５７条の見出し中「まぎらわしい」を「紛らわしい」に改

め，同条に次のただし書を加える。

ただし，第６号に掲げる行為については，当該行為をしよう

とする者に代わつて，同号に掲げる催しの主催者その他消防署

に改め，同条第１項，第３項及び第４項を削り，同条第２項中

「審議会」を「広島市景観条例（平成１８年広島市条例第３９

号）第１３条第１項の広島市景観審議会」に改め，同項を同条

とする。

３　広島市屋外広告物条例の一部を次のように改正する。

第２７条中「第１３条第１項」を「第１７条第１項」に改め

る。

４　第２条の規定による改正後の広島市景観条例第１０条の規定

にかかわらず，この条例の施行の日から起算して３５日以内に

着手する景観法（平成１６年法律第１１０号）第１６条第１項

第１号から第４号までに掲げる行為は，同条第７項第１１号の

条例で定める行為とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４６号

平成２６年７月４日

　広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　第７条第２項第１号オ中「又は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」を「又は中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」に改め，「附則第４

条第１項に規定する支援給付」の右に「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の一部

を改正する法律（平成２５年法律第１０６号）附則第２条第１項

又は第２項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法に

よる改正前の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第１４条第１項に規定する支援給付」

を加える。

附　則

　この条例は，平成２６年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４７号

平成２６年７月４日

　広島市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市火災予防条例の一部を改正する条例

　広島市火災予防条例（昭和３７年広島市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。

　目次中「第７章　雑則（第５５条～第６１条）」を

「第６章の２　屋外催しに係る火災予防（第５４条の３・第５

　　　　　　　４条の４）

　第７章　雑則（第５５条～第６１条）　　　　　　　　　　」
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退　職　報　償　金　支　給　額　表

階 級

勤　　　　務　　　　年　　　　数
５年以
上１０
年未満

１０年
以上１�
５年未
満

１５年
以上２�
０年未
満

２０年
以上２�
５年未
満

２５年
以上３�
０年未
満

３０年
以上

団 長 円
239,000

円
344,000

円
459,000

円
594,000

円
779,000

円
979,000

副 団 長 229,000 329,000 429,000 534,000 709,000 909,000
分 団 長 219,000 318,000 413,000 513,000 659,000 849,000
副分団長 214,000 303,000 388,000 478,000 624,000 809,000
部長及び
班長 204,000 283,000 358,000 438,000 564,000 734,000

団 員 200,000 264,000 334,000 409,000 519,000 689,000

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。

２　改正後の広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関

する条例（以下「新条例」という。）別表の規定は，平成２６

年４月１日以後に退職した非常勤消防団員（以下「新条例の適

用を受ける非常勤消防団員」という。）について適用し，同日

前に退職した非常勤消防団員については，なお従前の例によ

る。

３　平成２６年４月１日からこの条例の施行の日の前日までの間

において，新条例の適用を受ける非常勤消防団員について支給

された改正前の広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給

に関する条例の規定に基づく退職報償金は，新条例の規定に基

づく退職報償金の内払とみなす。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４９号

平成２６年７月４日

　広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例の一

部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する

条例の一部を改正する条例

　広島市議会議員定数及び各選挙区選出議員数に関する条例（平

成６年広島市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「５５人」を「５４人」に改める。

　第２条中「南区　７人」を「南区　６人」に改める。

附　則

　この条例は，次の一般選挙から施行する。

規 則
広島市規則第７２号

平成２６年７月４日

　失業者の退職手当支給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

長が適当と認める者が届け出ることができる。

　第５７条第１号中「まぎらわしい」を「紛らわしい」に改め，

同条に次の１号を加える。

⑹　祭礼，縁日，花火大会，展示会その他の多数の者の集合す

る催しにおける露店，屋台その他これらに類するもの（対象

火気器具等を使用するものに限る。）の開設

　第６０条の次に次の１条を加える。

（公表）

第６０条の２　消防長は，防火対象物における消防の用に供する

設備（令第７条第１項に規定する消防の用に供する設備をい

う。）の設置状況が法，令若しくはこれらに基づく命令又はこ

の条例の規定に違反する場合は，防火対象物を利用しようとす

る者の防火に関する安全性の判断に資するため，その旨を公表

することができる。

２　消防長は，前項の規定による公表をしようとする場合は，当

該防火対象物の関係者にその旨を通知するものとする。

３　第１項の規定による公表の対象となる防火対象物及び違反の

内容並びに公表の手続は，規則で定める。

　第６２条に次の１号を加える。

⑷　第５４条の４第２項の規定に違反して，同条第１項に規定

する火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかつた者

　第６３条中「の代表者」を「（法人でない団体で代表者又は管

理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。）の代

表者若しくは管理人」に，「各本条に係る罰金刑」を「，同条の

刑」に改め，ただし書を削り，同条に次の１項を加える。

２　法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には，

その代表者又は管理人がその訴訟行為につき法人でない団体を

代表するほか，法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟

に関する法律の規定を準用する。

附　則

１　この条例は，平成２６年８月１日から施行する。

２　改正後の第６章の２及び第６２条（同条第４号に係るものに

限る。）の規定は，平成２６年８月１５日以後に開催される催

し（同日前から継続して開催されているものを除く。）につい

て適用する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４８号

平成２６年７月４日

　広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例の

一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関す

る条例の一部を改正する条例

　広島市非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例

（昭和３９年広島市条例第３７号）の一部を次のように改正す

る。

　別表を次のように改める。

別表（第２条関係）


