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　削る。

附　則

　この条例中第１条の規定は平成２６年１１月１日から，第２条

の規定は平成２７年１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５２号

平成２６年１０月１日

　広島市衛生関係手数料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

広島市衛生関係手数料条例の一部を改正する条例

　広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２号）

の一部を次のように改正する。

　別表第９２号中「薬事法」を「医薬品，医療機器等の品質，有

効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め，「昭和３５年法

律第１４５号」の右に「。以下「医薬品医療機器等法」とい

う。」を加え，同表第９３号中「薬事法」を「医薬品医療機器等

法」に改め，同表第９４号中「薬事法」を「医薬品医療機器等

法」に，「薬事法施行令（昭和３６年政令第１１号）第３条第３

号」を「医薬品，医療機器等の品質，有効性及び安全性の確保等

に関する法律施行令（昭和３６年政令第１１号。以下「医薬品医

療機器等法施行令」という。）第３条ただし書」に改め，同表第

９５号から第１０２号までの規定中「薬事法」を「医薬品医療機

器等法」に改め，同表第１０３号及び第１０４号中「薬事法」を

「医薬品医療機器等法」に，「賃貸業」を「貸与業」に，「高度

管理医療機器等販売業」を「高度管理医療機器等の販売業」に改

め，同表中第１１７号を第１１９号とし，第１１１号から第

１１６号までを２号ずつ繰り下げ，同表第１１０号中「薬事法施

行令」を「医薬品医療機器等法施行令」に改め，「薬局開設，」

を削り，「賃貸業」を「貸与業」に，「高度管理医療機器等販売

業」を「高度管理医療機器等の販売業」に改め，同号を同表第

１１２号とし，同表第１０９号中「薬事法施行令」を「医療品医

療機器等法施行令」に改め，「薬局開設，」を削り，「賃貸業」

を「貸与業」に，「高度管理医療機器等販売業」を「高度管理医

療機器等の販売業」に改め，同号を同表第１１１号とし，同表第

１０８号中「薬事法施行令」を「医薬品医療機器等法施行令」に

改め，同号を同表第１１０号とし，同表第１０７号中「薬事法施

行令」を「医薬品医療機器等法施行令」に改め，同号を同表第

１０９号とし，同表第１０６号中「薬事法施行令」を「医薬品医

療機器等法施行令」に改め，同号を同表第１０８号とし，同表第

１０５号中「薬事法施行令」を「医薬品医療機器等法施行令」に

改め，同号を同表第１０７号とし，同表第１０４号の次に次の２

号を加える。
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の許可証の書換え
交付

薬局開設許
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条 例
広島市条例第５０号

平成２６年１０月１日

　広島市社会福祉審議会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

広島市社会福祉審議会条例の一部を改正する条例

　広島市社会福祉審議会条例（平成１２年広島市条例第７号）の

一部を次のように改正する。

　第１条第１項中「及び子ども・子育て支援法」を「，子ども・

子育て支援法」に改め，「第７７条第１項」の右に「及び就学前

の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法

律（平成１８年法律第７７号）第２５条」を加える。

附　則

１　この条例は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的

な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成２４年

法律第６６号。以下「改正法」という。）の施行の日から施行

する。ただし，次項の規定は，公布の日から施行する。

２　広島市社会福祉審議会は，この条例の施行の日前において

も，改正法附則第９条の規定に基づき，改正法による改正後の

就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に

関する法律（平成１８年法律第７７号）第２５条に規定する事

項について，市長の諮問に応じて，調査審議するとともに，市

長に意見を述べることができる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５１号

平成２６年１０月１日

　広島市附属機関設置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

広島市附属機関設置条例の一部を改正する条例

第１条　広島市附属機関設置条例（昭和２８年広島市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

　　　　　「

　　別表中　
広島市小児慢
性特定疾患治
療研究審議会

市長の諮問に応じ，小児慢性
特定疾患の治療研究に関する
重要な事項を審議すること。

� を
� 」　

　「

�

」

に改める。

　　

広島市小児
慢性特定疾
病審査会

市長の諮問に応じ，児童福祉法の一
部を改正する法律（平成２６年法律
第４７号）の規定による小児慢性特
定疾病医療費の支給に係る認定等に
関する事項を調査審議すること。

�
第２条　広島市附属機関設置条例の一部を次のように改正する。

　　　　　「

　　別表中　

広島市小児慢
性特定疾病審
査会

市長の諮問に応じ，児童福祉
法の一部を改正する法律（平
成２６年法律第４７号）の規
定による小児慢性特定疾病医
療費の支給に係る認定等に関
する事項を調査審議すること。

� を

� 」　



平成２６年１２月１日� 第１０１４号　―５―広　　島　　市　　報

第４条　広島市総合屋内プール条例（平成３年広島市条例第４３

号）の一部を次のように改正する。

第１８条を第１９条とし，第１７条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１８条　市長は，総合プールの全部又は一部の呼称を定める

ことができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市スポーツセンター条例の一部改正）

第５条　広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第

４２号）の一部を次のように改正する。

第１９条を第２０条とし，第１８条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１９条　市長は，スポーツセンターの全部又は一部の呼称を

定めることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市クアハウス湯の山条例の一部改正）

第６条　広島市クアハウス湯の山条例（平成１７年広島市条例第

５０号）の一部を次のように改正する。

第１１条を第１２条とし，第１０条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１１条　市長は，クアハウスの全部又は一部の呼称を定める

ことができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。　

　（広島市運動場条例の一部改正）

第７条　広島市運動場条例（昭和２６年６月１８日広島市条例第

７号）の一部を次のように改正する。

第１６条を第１７条とし，第１５条の次に次の１条を加え

る。

第１６条　市長は，運動場の全部又は一部の呼称を定めること

ができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市体育館条例の一部改正）

第８条　広島市体育館条例（昭和４８年広島市条例第４０号）の

一部を次のように改正する。

第１８条を第１９条とし，第１７条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１８条　市長は，体育館の全部又は一部の呼称を定めること

�106 �　医薬品医療機器
等法施行令第１条
の６第１項の規定
に基づく薬局開設
の許可証の再交付

薬局開設許
可証再交付
手数料

１件につき ２，９００円

附　則

　この条例は，平成２６年１１月２５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５３号

平成２６年１０月１日

　広島市まちづくり市民交流プラザ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

広島市まちづくり市民交流プラザ条例等の一部を改正

する条例

　（広島市まちづくり市民交流プラザ条例の一部改正）

第１条　広島市まちづくり市民交流プラザ条例（平成１４年広島

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第１８条を第１９条とし，第１７条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１８条　市長は，市民交流プラザの全部又は一部の呼称を定

めることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市区民文化センター条例の一部改正）

第２条　広島市区民文化センター条例（昭和５８年広島市条例第

５号）の一部を次のように改正する。

第１７条を第１８条とし，第１６条の次に次の１条を加える。

（呼称）

第１７条　市長は，区民文化センターの全部又は一部の呼称を

定めることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市文化創造センター条例の一部改正）

第３条　広島市文化創造センター条例（平成２年広島市条例第

４０号）の一部を次のように改正する。

第１８条を第１９条とし，第１７条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１８条　市長は，文化創造センターの全部又は一部の呼称を

定めることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市総合屋内プール条例の一部改正）
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１３号）の一部を次のように改正する。

第１７条を第１８条とし，第１６条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１７条　市長は，動物公園の全部又は一部の呼称を定めるこ

とができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島駅南口地下広場条例の一部改正）

第１４条　広島駅南口地下広場条例（平成１１年広島市条例第

２０号）の一部を次のように改正する。

第２１条を第２２条とし，第２０条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第２１条　市長は，広場の全部又は一部の呼称を定めることが

できる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市港湾施設条例の一部改正）

第１５条　広島市港湾施設条例（昭和２８年広島市条例第４２

号）の一部を次のように改正する。

第１２条を第１３条とし，第１１条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１２条　市長は，港湾施設の全部又は一部の呼称を定めるこ

とができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市立中央図書館条例の一部改正）

第１６条　広島市立中央図書館条例（昭和４９年広島市条例第

７０号）の一部を次のように改正する。

第１１条を第１２条とし，第１０条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１１条　教育委員会は，中央図書館の全部または一部の呼称

を定めることができる。

２　教育委員会は，前項の規定により呼称を定めたときは，こ

れを告示するものとする。これを変更し，又は廃止したとき

も，同様とする。

　（広島市こども図書館条例の一部改正）

第１７条　広島市こども図書館条例（昭和２８年広島市条例第

１９号）の一部を次のように改正する。

第１０条を第１１条とし，第９条の次に次の１条を加える。

（呼称）

第１０条　教育委員会は，こども図書館の全部又は一部の呼称

を定めることができる。

ができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市中小企業会館条例の一部改正）

第９条　広島市中小企業会館条例（昭和５４年広島市条例第４５

号）の一部を次のように改正する。

第１６条を第１７条とし，第１５条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１６条　市長は，中小企業会館の全部又は一部の呼称を定め

ることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市市民農園条例の一部改正）

第１０条　広島市市民農園条例（平成１０年広島市条例第１００

号）の一部を次のように改正する。

第２０条を第２１条とし，第１９条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第２０条　市長は，市民農園の全部又は一部の呼称を定めるこ

とができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市健康づくりセンター条例の一部改正）

第１１条　広島市健康づくりセンター条例（平成元年広島市条例

第３５号）の一部を次のように改正する。

第１５条を第１６条とし，第１４条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１５条　市長は，健康づくりセンターの全部又は一部の呼称

を定めることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市バスターミナル条例の一部改正）

第１２条　広島市バスターミナル条例（平成６年広島市条例第

４０号）の一部を次のように改正する。

第１０条を第１１条とし，第９条の次に次の１条を加える。

（呼称）

第１０条　市長は，バスターミナルの全部又は一部の呼称を定

めることができる。

２　市長は，前項の規定により呼称を定めたときは，これを告

示するものとする。これを変更し，又は廃止したときも，同

様とする。

　（広島市安佐動物公園条例の一部改正）

第１３条　広島市安佐動物公園条例（昭和４６年広島市条例第
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５４号

平成２６年１０月１日

　広島市特定教育・保育施設等運営基準条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市特定教育・保育施設等運営基準条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号。以下「法」という。）第３４条第２項及び第４６条第

２項の規定に基づき，特定教育・保育施設及び特定地域型保育

事業の運営の基準を定めるものとする。

　（特定教育・保育施設の運営の基準）

第２条　法第３４条第２項に規定する条例で定める基準は，次項

に規定するもののほか，特定教育・保育施設及び特定地域型保

育事業の運営に関する基準（平成２６年内閣府令第３９号。以

下「府令」という。）第３条から第３６条まで並びに附則第２

条及び第３条第１項に規定する基準とする。

２　特定教育・保育施設は，その職員，設備及び会計に関する諸

記録並びに特定教育・保育の提供に関する記録のうち，本市が

支給する施設型給付費若しくは特例施設型給付費又は本市が支

払う法附則第６条第１項前段の委託費に係る記録について，そ

れらの費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から５年

間，これを保存しなければならない。

　（特定地域型保育事業の運営の基準）

第３条　法第４６条第２項に規定する条例で定める基準は，次項

に規定するもののほか，府令第３条及び第３７条から第５２条

まで並びに附則第３条第２項，第４条及び第５条に規定する基

準とする。

２　特定地域型保育事業者は，その職員，設備及び会計に関する

諸記録並びに特定地域型保育の提供に関する記録のうち，本市

が支給する地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費に係る

記録について，それらの費用を受領した日の属する年度の末日

の翌日から５年間，これを保存しなければならない。

　（委任規定）

第４条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附　則

　この条例は，法の施行の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５５号

平成２６年１０月１日

　広島市幼保連携型認定こども園設備等基準条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市幼保連携型認定こども園設備等基準条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総

２　教育委員会は，前項の規定により呼称を定めたときは，こ

れを告示するものとする。これを変更し，又は廃止したとき

も，同様とする。

　（広島市国際青年会館条例の一部改正）

第１８条　広島市国際青年会館条例（平成２年広島市条例第３９

号）の一部を次のように改正する。

第１７条を第１８条とし，第１６条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１７条　教育委員会は，国際青年会館の全部又は一部の呼称

を定めることができる。

２　教育委員会は，前項の規定により呼称を定めたときは，こ

れを告示するものとする。これを変更し，又は廃止したとき

も，同様とする。

　（広島市こども文化科学館条例の一部改正）

第１９条　広島市こども文化科学館条例（昭和５５年広島市条例

第４１号）の一部を次のように改正する。

第１２条を第１３条とし，第１１条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１２条　教育委員会は，こども文化科学館の全部又は一部の

呼称を定めることができる。

２　教育委員会は，前項の規定により呼称を定めたときは，こ

れを告示するものとする。これを変更し，又は廃止したとき

も，同様とする。

　（広島市江波山気象館条例の一部改正）

第２０条　広島市江波山気象館条例（平成４年広島市条例第３０

号）の一部を次のように改正する。

第１３条を第１４条とし，第１２条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１３条　教育委員会は，気象館の全部又は一部の呼称を定め

ることができる。

２　教育委員会は，前項の規定により呼称を定めたときは，こ

れを告示するものとする。これを変更し，又は廃止したとき

も，同様とする。

　（広島市交通科学館条例の一部改正）

第２１条　広島市交通科学館条例（平成６年広島市条例第５６

号）の一部を次のように改正する。

第１３条を第１４条とし，第１２条の次に次の１条を加え

る。

（呼称）

第１３条　教育委員会は，交通科学館の全部又は一部の呼称を

定めることができる。

２　教育委員会は，前項の規定により呼称を定めたときは，こ

れを告示するものとする。これを変更し，又は廃止したとき

も，同様とする。

附　則

　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。
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え，同条第２項中「保育所」の右に「，幼保連携型認定こども

園」を加え，同条第３項中「児童福祉施設（」の右に「幼保連携

型認定こども園，」を加え，同項第１号中「第５０条第６号の

３」を「第５０条第６号の２」に改め，同条第４項中「保育所」

の右に「，幼保連携型認定こども園」を加え，同条第５項を削

り，同条第６項を同条第５項とし，同条第７項中「並びに前条第

２項及び第３項」を「，第６条第２項及び第３項並びに前条第４

項」に，「児童福祉施設」」を「児童福祉施設（幼保連携型認定

こども園を除く。）」」に，「（児童厚生施設」を「（幼保連携

型認定こども園及び児童厚生施設」に，「，前条第２項」を「，

第６条第２項」に改め，「保育所」の右に「，幼保連携型認定こ

ども園」を，「職員等」と」の右に「，前条第４項中「保育所型

事業所内保育事業所」とあるのは「保育所」と」を加え，同項を

同条第６項とし，同条を第９条とし，第６条の次に次の２条を加

える。

　（放課後児童健全育成事業の設備及び運営の基準）

第７条　法第３４条の８の２第１項に規定する条例で定める基準

は，次項及び第３項に規定するもののほか，放課後児童健全育

成事業の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令

第６３号。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」とい

う。）第２条から第２１条まで及び附則第２条に規定する基準

とする。

２　放課後児童健全育成事業所には，利用者（放課後児童健全育

成事業基準省令第１条第２項に規定する利用者をいう。）の安

全上及び衛生上支障がないと認められるときは，専用区画（放

課後児童健全育成事業基準省令第９条第１項に規定する専用区

画をいう。）を設けることに代えて，遊び及び生活の場として

の機能を備えた区画（その面積が，児童１人につきおおむね

１．６５平方メートル以上のものに限る。）と静養するための

機能を備えた区画とを分離して設けることができる。

３　第４条第２項の規定は，第１項の条例で定める基準について

準用する。この場合において，同条第２項中「指定障害児通所

支援事業者」とあるのは「放課後児童健全育成事業者」と，

「当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権の擁

護，」とあるのは「利用者（放課後児童健全育成事業の設備及

び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号）第１

条第２項に規定する利用者をいう。）の」と，「従業者及び管

理者」とあるのは「職員」と読み替えるものとする。　

　（家庭的保育事業等の設備及び運営の基準）

第８条　法第３４条の１６第１項に規定する条例で定める基準

は，次項から第５項までに規定するもののほか，家庭的保育事

業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第

６１号。以下「家庭的保育事業等基準省令」という。）第２条

から第４８条まで及び附則第２条から第５条までに規定する基

準とする。

２　家庭的保育事業者等は，その職員，財産，収支及び利用乳幼

児（家庭的保育事業等基準省令第１条第２項に規定する利用乳

幼児をいう。次項において同じ。）の処遇の状況を明らかにす

る帳簿のうち，本市が支弁する法第５１条第５号に規定する費

合的な提供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以

下「法」という。）第１３条第１項の規定に基づき，幼保連携

型認定こども園の設備及び運営の基準を定めるものとする。

　（幼保連携型認定こども園の設備及び運営の基準）

第２条　法第１３条第１項に規定する条例で定める基準は，次項

から第６項までに規定するもののほか，幼保連携型認定こども

園の学級の編制，職員，設備及び運営に関する基準（平成２６

　　内　閣　府
　年文部科学省令第１号）第２条から第１４条まで及び附則第２
　　厚生労働省

　条から第４条までに規定する基準とする。

２　一学級の園児数は，学年の初めの日の前日において満４歳未

満の園児で学級を編成する場合にあっては，３０人以下を原則

とする。

３　乳児室の面積は，３．３平方メートルに満２歳未満の園児の

うちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上とする。

４　幼保連携型認定こども園は，園児の虐待の防止等のため，そ

の責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに，その

職員に対し研修を実施する等の措置を講じなければならない。

５　幼保連携型認定こども園は，非常災害時に地域住民等との連

携が円滑に行えるよう，日頃から地域住民等との連携に努めな

ければならない。

６　幼保連携型認定こども園は，その職員，財産，収支及び園児

の処遇の状況を明らかにする帳簿を整備するとともに，本市が

支弁する児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第５１条第

５号に規定する費用に係る帳簿及びその根拠となる記録につい

て，その費用を受領した日の属する年度の末日の翌日から５年

間，これを保存しなければならない。

　（委任規定）

第３条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附　則

　この条例は，就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律（平成２４年法律

第６６号）の施行の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５６号

平成２６年１０月１日

　広島市児童福祉施設設備基準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

広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する

条例

　広島市児童福祉施設設備基準等条例（平成２４年広島市条例第

５８号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第２４条の１２第１項及び第２項」の右に「，第

３４条の８の２第１項，第３４条の１６第１項」を加える。

　第７条第１項中「第７項」を「第６項」に改め，同項第１号中

「第２条から」の右に「第３６条の２まで，第３７条から」を加
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広島市条例第５７号

平成２６年１０月１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条の表中

「
広島市翠町児童館 広島市南区翠四丁目１０番２号

」
を

「
広島市翠町児童館 広島市南区翠四丁目１０番２号
広島市大河児童館 広島市南区旭一丁目５番２５号

」
に

改める。

附　則

　この条例は，平成２６年１１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第５８号

平成２６年１０月１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。

別表第１吉島アパートの項の次に次のように加える。

吉島住宅 広島市中区吉島新町１丁目

　別表第３吉島アパート附設駐車場の項の次に次のように加え

る。

吉島住宅附設駐車場 広島市中区吉島新町１丁目

附　則

この条例は，平成２７年１月１日から施行する。

規 則
広島市規則第８２号

平成２６年１０月１日

　広島市小児慢性特定疾患治療研究審議会規則及び広島市事務組

織規則の一部を改正する等の規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市小児慢性特定疾患治療研究審議会規則及び広島

市事務組織規則の一部を改正する等の規則

　（広島市小児慢性特定疾患治療研究審議会規則の一部改正）

第１条　広島市小児慢性特定疾患治療研究審議会規則（平成２５

年広島市規則第３７号）の一部を次のように改正する。

用に係る帳簿及びその根拠となる記録について，その費用を受

領した日の属する年度の末日の翌日から５年間，これを保存し

なければならない。

３　第１項において引用する家庭的保育事業等基準省令第２３条

第３項，第３１条第２項（保育従事者の数のうちに保育士の数

が占める割合に係る部分に限る。），第３４条第２項及び第

４７条第２項（保育従事者の数のうちに保育士の数が占める割

合に係る部分に限る。）に規定する基準については，市長は，

保育士の供給状況等に応じた適切な事業運営の確保又は利用乳

幼児の安全を確保するための体制の充実のため，規則で定める

ところにより，当該基準に従う範囲内で加重することができ

る。

４　保育所型事業所内保育事業所の乳児室の面積は，乳児又は満

２歳に満たない幼児１人につき３．３平方メートル以上とする。

５　第４条第２項及び第５項の規定は，第１項の条例で定める基

準について準用する。この場合において，同条第２項中「指定

障害児通所支援事業者」とあるのは「家庭的保育事業者等」

と，「当該指定障害児通所支援事業者を利用する障害児の人権

の擁護，」とあるのは「利用乳幼児（家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号）第

１条第２項に規定する利用乳幼児をいう。）の」と，「従業者

及び管理者」とあるのは「職員」と，同条第５項中「指定障害

児通所支援事業者」とあるのは「家庭的保育事業者等」と読み

替えるものとする。

　本則に次の１条を加える。

　（委任規定）

第１０条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

　附則第３項中「第７条第５項」を「第９条第６項において読み

替えて準用する第８条第４項」に改める。

附　則

１　この条例は，子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関

する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を

改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律（平

成２４年法律第６７号）の施行の日から施行する。

２　この条例の施行の際現に利用者（放課後児童健全育成事業の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３

号。以下「放課後児童健全育成事業基準省令」という。）第１

条第２項に規定する利用者をいう。）の支援を行う放課後児童

健全育成事業についてのこの条例の施行の日から起算して５年

を経過する日までの間における改正後の第７条第１項において

引用する放課後児童健全育成事業基準省令第９条第２項及び第

１０条第４項並びに改正後の第７条第２項の規定の適用につい

ては，同条第１項において引用する放課後児童健全育成事業基

準省令第９条第２項及び改正後の第７条第２項の規定中「おお

むね１．６５平方メートル」とあるのは「１．００平方メート

ル」と，同条第１項において引用する放課後児童健全育成事業

基準省令第１０条第４項中「おおむね４０人」とあるのは

「６０人」とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰



―１０―　第１０１４号� 平成２６年１２月１日広　　島　　市　　報

広島市規則第８３号

平成２６年１０月１日

　広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市児童福祉施設設備基準等条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，広島市児童福祉施設設備基準等条例（平成

２４年広島市条例第５８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。

　�（保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める

者）

第２条　条例第８条第１項において引用する家庭的保育事業等の

設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１

号。以下「省令」という。）第２３条第２項に規定する保育士

と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者は，保健

師，看護師又は幼稚園教諭であり，かつ，保育所，乳児院，児

童養護施設，幼稚園その他の乳幼児の保育，養育，養護又は教

育を行う施設又は事業所に連続して６か月以上勤務した経験を

有する者であって，市長が行う研修（市長が指定する都道府県

知事その他の機関が行う研修を含む。）を修了したものとす

る。

（省令第２３条第３項及び第３４条第２項に規定する基準の加

重）

第３条　条例第８条第１項において引用する省令第２３条第３項

又は第３４条第２項に規定する基準の適用に当たっては，家庭

的保育者及び家庭的保育補助者の数は，一の家庭的保育事業を

行う場所又は一の小規模保育事業所Ｃ型につき，２人を下回る

ことのないようにしなければならない。

（省令第３１条第２項及び第４７条第２項に規定する基準の加

重）

第４条　条例第８条第１項において引用する省令第３１条第２項

又は第４７条第２項の規定にかかわらず，一の小規模保育事業

所Ｂ型又は一の小規模型事業所内保育事業所における保育従事

者の数のうちに保育士の数が占める割合は，９０パーセント以

上としなければならない。

　（事業所内保育事業の利用定員の地域枠）

第５条　条例第８条第１項において引用する省令第４２条第１項

に規定する本市が定める乳幼児数は，同項の表の上欄に掲げる

利用定員数の区分に応じ，それぞれ同表の下欄に定めるその他

の乳児又は幼児の数とする。

附　則

１　この規則は，広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改

正する条例（平成２６年広島市条例第５６号）の施行の日から

施行する。

２　平成３０年度までの間における小規模保育事業Ｂ型又は小規

模型事業所内保育事業についての第４条の規定の適用について

は，同条中「９０パーセント」とあるのは，次の表の左欄に掲

題名を次のように改める。

広島市小児慢性特定疾病審査会規則

第１条中「広島市小児慢性特定疾患治療研究審議会（以下

「審議会」を「広島市小児慢性特定疾病審査会（以下「審査

会」に改める。

第２条中「審議会」を「審査会」に，「小児慢性特定疾患の

治療研究に関する重要な事項を審議する」を「児童福祉法の一

部を改正する法律（平成２６年法律第４７号）の規定による小

児慢性特定疾病医療費の支給に係る認定等に関する事項を調査

審議する」に改める。

第３条中「審議会」を「審査会」に改める。

第４条第２項中「２年」を「広島市附属機関設置条例の一部

を改正する条例（平成２６年広島市条例第５１号）第２条の規

定の施行の際まで」に改め，同項ただし書及び同条第３項を削

る。

第５条第１項及び第６条から第９条までの規定中「審議会」

を「審査会」に改める。

　（広島市事務組織規則の一部改正）

第２条　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。

別表の⑵の表中

　「

　　

広島市小児慢性特定
疾患治療研究審議会

広島市小児慢性特定疾患治療研究
審議会規則（平成２５年広島市規
則第３７号）の規定により，市長
の諮問に応じ，小児慢性特定疾患
の治療研究に関する重要な事項を
審議すること。

� 」

を

　「

　　

広島市小児慢性特定
疾病審査会

広島市小児慢性特定疾病審査会規
則（平成２５年広島市規則第３７
号）の規定により，市長の諮問に
応じ，児童福祉法の一部を改正す
る法律（平成２６年法律第４７
号）の規定による小児慢性特定疾
病医療費の支給に係る認定等に関
する事項を調査審議すること。

� 」

に

　改める。

第３条　広島市事務組織規則の一部を次のように改正する。

別表の⑴の表広島市感染症診査協議会の項の次に次のように

加える。

広島市小児慢性
特定疾病審査会

児童福祉法の規定により，市
長の求めに応じ，小児慢性特
定疾病医療費の支給に係る認
定に関し審査を行うこと。

こども未来
局こども・
家庭支援課

別表の⑵の表広島市小児慢性特定疾病審査会の項を削る。

　（広島市小児慢性特定疾病審査会規則の廃止）

第４条　広島市小児慢性特定疾病審査会規則は，廃止する。

附　則

　この規則中第１条及び第２条の規定は平成２６年１１月１日か

ら，第３条及び第４条の規定は平成２７年１月１日から施行す

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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し，第３号から第５１号までを２号ずつ繰り下げ，第２号の次に

次の２号を加える。

⑶　子ども・子育て支援法の規定による子どものための教

育・保育給付に係る支給認定に関すること。

⑷　子ども・子育て支援法の規定による特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業に係る情報の提供，相談，助言，

あつせん及び利用の要請に関すること。

　別表の⑴の表広島市社会福祉審議会の項中「（平成２４年法律

第６５号）」を削る。

附　則

　この規則は，平成２６年１１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８５号

平成２６年１０月３１日

　広島市福祉事務所長に対する事務委任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

広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改

正する規則

　広島市福祉事務所長に対する事務委任規則（昭和２９年広島市

規則第５７号）の一部を次のように改正する。

　第５条第１項中第１７号を第１８号とし，第１２号から第１６

号までを１号ずつ繰り下げ，第１１号の次に次の１号を加える。

⑿　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第

１２条の規定により同法の施行前においても行うことができ

ることとされた同法第２０条，第４２条及び第５４条の規定

による子どものための教育・保育給付に係る支給認定並びに

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業に係る情報の提

供，相談，助言，あつせん及び利用の要請に関すること。

附　則

　この規則は，平成２６年１１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８６号

平成２６年１０月３１日

　広島市衛生事務委任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

広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規

則

　広島市衛生事務委任に関する規則（昭和３１年広島市規則第

３５号）の一部を次のように改正する。

　第１条第１項第１６号中「薬事法」を「医薬品，医療機器等の

品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律」に改め，同号ス

中「営業所管理者」を「医薬品営業所管理者」に改め，同号セ中

「賃貸業」を「貸与業」に改め，同号フ及びヘを削り，同号タか

らヒまでを同号テからホまでとし，同号ソ中「賃貸業」を「貸与

げる年度の区分に応じ，それぞれ同表の右欄に定める割合とす

る。

平成２７年度 ５０パーセント
平成２８年度 ６０パーセント
平成２９年度 ７０パーセント
平成３０年度 ８０パーセント

３　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第３４条の１５第

５項の規定による認可を受けた小規模保育事業Ｂ型又は小規模

型事業所内保育事業について保育士を確保することが特に困難

であると市長が認める場合には，これらの事業の保育従事者の

数のうちに保育士の数が占める割合は，第４条及び前項の規定

にかかわらず，平成２８年度から平成３１年度までの間に限

り，当該認可の際に適用された基準に係る割合から当該各年度

において適用されるべき基準に係る割合までの範囲内において

市長が定める割合以上とすることができる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８４号

平成２６年１０月３１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１０条第２項第７号中「関すること」の右に「（保育指導課

及び区役所厚生部保健福祉課の所掌に属するものを除く。）」を

加え，同条第３項に次の２号を加える。

⑸　幼保連携型認定こども園の設置及び廃止等の認可に関する

こと。

⑹　特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に係る確認

に関すること。

　第２３条第４項保健福祉課の分掌事務中第６９号を第７１号と

し，第３号から第６８号までを２号ずつ繰り下げ，第２号の次に

次の２号を加える。

⑶　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の規

定による子どものための教育・保育給付に係る支給認定に

関すること。

⑷　子ども・子育て支援法の規定による特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業に係る情報の提供，相談，助言，

あつせん及び利用の要請に関すること。

　第２４条第１項ただし書中「第３６号」を「第３７号」に，

「第４０号」を「第４１号」に，「第４８号」を「第４９号」に

改め，同項中第７２号を第７３号とし，第３４号から第７１号ま

でを１号ずつ繰り下げ，第３３号の次に次の１号を加える。

�　子ども・子育て支援法の規定による子どものための教育・

保育給付に係る支給認定についての申請の受付に関するこ

と。

　第２６条第２項保健福祉課の分掌事務中第５２号を第５４号と
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の規定の適用については，同号ウ中「住宅又は家財」とあるの

は，「家財」とする。

４　平成２６年豪雨災害により固定資産が被害を受けた場合にお

ける固定資産税の減免（別表第２第３項第２号に係るものに限

る。）については，第１４条の規定にかかわらず，附則別表第

２に定めるところによる。この場合における別表第２第３項第

３号の規定の適用については，同号中「家屋」とあるのは，

「前号の家屋」とする。

　附則の次に附則別表として次の２表を加える。

附則別表第１（附則第２項関係）

　市民税の減免

減免の対象となる者
減免
の割
合等

摘要

　居住
に係る
住宅に
ついて
の平成
２６年
豪雨災
害によ
る被害
の程度
が 全
壊，大
規模半
壊又は
半壊で
ある者
で，前
年の合
計所得
金額が
１，０�
００万
円以下
である
もの

１�　被害
の程度
が全壊
又は大
規模半
壊であ
る と
き。

⑴�　前年の合計
所得金額が５�
００万円以下
であるとき。

免除 　軽減又は免除
は，平成２６年豪
雨災害による被害
を受けた日の属す
る年度において同
日以後に到来する
納期限に係る税額
（条例第４４条の
規定により特別徴
収の方法によつて
徴収されるものに
あつては同日の属
する月から同日の
属する年の翌年５
月までの各月分の
月割額，条例第４�
７条の２又は第４�
７条の５の規定に
より特別徴収の方
法によつて徴収さ
れるものにあつて
は同日の属する月
から同日の属する
年の翌年３月まで
の特別徴収対象年
金給付（条例第４�
７条の３の特別徴
収対象年金給付を
いう。）の各支払
分の支払回数割特
別徴収税額又は支
払回数割仮特別徴
収税額）について
適用する。

⑵�　前年の合計
所得金額が５�
００万円を超
え７５０万円
以下であると
き。

２分
の１

⑶�　前年の合計
所得金額が７�
５０万円を超
え１，０００�
万円以下であ
るとき。

４分
の１

２�　被害
の程度
が半壊
である
とき。

⑴�　前年の合計
所得金額が５�
００万円以下
であるとき。

２分
の１

⑵�　前年の合計
所得金額が５�
００万円を超
え７５０万円
以下であると
き。

４分
の１

⑶�　前年の合計
所得金額が７�
５０万円を超
え１，０００�
万円以下であ
るとき。

８分
の１

備考　全壊，大規模半壊又は半壊に該当するかどうかの判定

は，災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第９０条

の２第１項に規定する罹
り

災証明書その他市長が認める書類の

記載によるものとする。次表において同じ。

附則別表第２（附則第４項関係）

　固定資産税の減免

減免の対象となる固定資産 減免の
割合等 摘要

業」に改め，同号ソを同号タとし，同号タの次に次のように加え

る。

チ　第６８条の６の規定による特定医療機器の販売業者，貸

与業者等に対する指導及び助言に関すること。

ツ　第６８条の１１の規定による医薬品の回収の報告の受理

に関すること。

　第１条第１項第１６号セの次に次のように加える。

ソ　第３９条の２第２項ただし書の規定による高度管理医療

機器等営業所管理者に係る許可に関すること。

　第１条第１項第１７号中「薬事法施行令」を「医薬品，医療機

器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行令」に

改め，同号アからツまでを同号カからヌまでとし，同号にアから

オまでとして次のように加える。

ア　第１条の４の規定による薬局開設の許可証の交付に関す

ること。

イ　第１条の５第１項の規定による薬局開設の許可証の書換

え交付に関すること。

ウ　第１条の６第１項の規定による薬局開設の許可証の再交

付に関すること。

エ　第１条の６第３項及び第１条の７の規定による返納され

た薬局開設の許可証の受理に関すること。

オ　第１条の８の規定による薬局開設の許可台帳の整備に関

すること。

　第１条第１項第１８号中「薬事法施行規則」を「医薬品，医療

機器等の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規

則」に改め，同号ア中「営業所管理者」を「医薬品，医療機器等

の品質，有効性及び安全性の確保等に関する法律第３５条第２項

の厚生労働省令で定める者」に改める。

附　則

　この規則は，平成２６年１１月２５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８７号

平成２６年１０月３１日

　広島市市税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

広島市市税規則の一部を改正する規則

　広島市市税規則（昭和４３年広島市規則第５５号）の一部を次

のように改正する。

　附則を附則第１項とし，附則に次の３項を加える。

２　平成２６年８月１９日及び同月２０日の豪雨による本市の区

域に係る災害（以下「平成２６年豪雨災害」という。）により

居住に係る住宅が被害を受けた場合における市民税の減免（別

表第１第５項第２号ウに係るものに限る。）については，第

１１条の規定にかかわらず，附則別表第１に定めるところによ

る。

３　前項の規定は，同項に規定する市民税の減免を受けようとす

る者から第１１条の規定の適用を受けたい旨の申出があつたと

きは，適用しない。この場合における別表第１第５項第２号ウ
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平成２６年１０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１０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

株式会社ユー
ステイブル

介護支援事業
所プラスサポ
ート

広島市南区宇
品神田二丁目
９番１３号

居宅介護支援

株式会社ユニ
ティー

居宅介護支援
事業所ふるー
る

広島市南区宇
品海岸二丁目
１４番４号ヴ
ィラ海岸通り
３０４

居宅介護支援

サンキ・ウエ
ルビィ株式会
社

サンキ・ウエ
ルビィ介護セ
ンター祇園

広島市安佐南
区山本四丁目
１１番２４号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４９９号

平成２６年１０月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

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

業者及び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号及び第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１０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

株式会社ニッ
クス

ニックス西訪
問介護事業所

広島市西区小
河内町一丁目
４番１３号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

一般社団法人
アリエスケア アリエスケア

広島市西区古
江西町１８番
５－１０２号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

有限会社クロ
ストーン

ケアステーシ
ョンななか

広島市中区光
南二丁目３番
４６号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

サンキ・ウエ
ルビィ株式会
社

サンキ・ウエ
ルビィ訪問看
護ステーショ
ン江波

広島市中区江
波本町１６番
１４号

訪問介護及び介護
予防訪問看護

株式会社ユー
ワ

訪問看護ステ
ーションえが
お

広島市中区白
島中町１７番
２６－１０１
号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社オア
シスワーク

デイサービス
木蔭

広島市東区中
山上二丁目５
番１７号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５００号

　平成２６年
豪雨災害によ
る被害の程度
が全壊，大規
模半壊又は半
壊である家屋

１�　被害の程度
が全壊である
とき。

免除 　軽減又は免除は，
平成２６年豪雨災害
により被害を受けた
日の属する年度にお
いて同日以後に到来
する納期限に係る税
額について適用す
る。

２�　被害の程度
が大規模半壊
であるとき。

１０分
の６

３�　被害の程度
が半壊である
とき。

１０分
の４

附　則

１　この規則は，公布の日から施行する。

２　改正後の附則第２項，第３項及び第４項の規定は，この規則

の施行の日以後に行う市民税又は固定資産税の減免について適

用し，同日前に行った市民税又は固定資産税の減免について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８８号

平成２６年１０月３１日

　広島市契約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

広島市契約規則の一部を改正する規則

　広島市契約規則（昭和３９年広島市規則第２８号）の一部を次

のように改正する。

　第２条第１号中「若しくは製造を粗雑にし」を「，製造その他

の役務を粗雑に行い」に改め，同条第６号を同条第７号とし，同

条第５号の次に次の１号を加える。

⑹　契約により，契約の後に代価の額を確定する場合におい

て，当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で

行つたとき。

附　則

１　この規則は，平成２６年１１月１日から施行する。

２　改正後の第２条第１号（第１８条及び第２５条第１項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定

は，一般競争入札，指名競争入札又はせり売り（次項において

「一般競争入札等」という。）に参加しようとする者がこの規

則の施行の日以後の事実により同号に該当すると認められると

きについて適用し，同日前の事実により改正前の第２条第１号

（第１８条及び第２５条第１項において準用する場合を含

む。）に該当すると認められる者については，なお従前の例に

よる。

３　改正後の第２条第６号（第１８条及び第２５条第１項におい

て準用する場合を含む。以下この項において同じ。）の規定

は，一般競争入札等に参加しようとする者がこの規則の施行の

日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて

適用する。

告　 示
広島市告示第４９８号
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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

なかしま薬局 0247744

広島市安佐北
区可部南四丁
目１７－１０
－１０１

平成26年９月１日～
平成32年８月31日　

有限会社林薬局
上祇園店 0247769

広島市安佐南
区祇園二丁目
２２番２４号

平成26年９月１日～
平成32年８月31日　

薬局ドラッグス
ソウ北口店 0247736

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目４番１５
－１号

平成26年９月１日～
平成32年８月31日　

ウォンツ薬局日
赤病院前２号店 0147803

広島市中区千
田町一丁目５
番６号

平成26年10月１日～
平成32年９月30日　

オール薬局八丁
堀店 0147795

広島市中区八
丁堀１４番７
号　１Ｆ

平成26年10月１日～
平成32年９月30日　

ミント薬局せせ
らぎ店 0247728

広島市安佐南
区川内五丁目
１４番２４－
１０１号

平成26年10月１日～
平成32年９月30日　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０５号

平成２６年１０月２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　ダイキ祇園店

⑵　所在地　広島市安佐南区祇園四丁目１２８５番１ほか

２　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　髙橋　宰

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　（変更後）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　小島　正之

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９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）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　髙橋　宰

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　（変更後）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　小島　正之

平成２６年１０月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第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及び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号及び第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１０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

日本基準寝具
株式会社

エコールenta
２４安佐北

広島市安佐北
区深川二丁目
３７番３４－
４号

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

サンキ・ウエ
ルビィ株式会
社

サンキ・ウエ
ルビィ介護セ
ンター江波（�
定期・随時）

広島市中区江
波二本松一丁
目１０番３号

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

有限会社咲楽
グループホー
ム井口・楽々
苑

広島市西区井
口四丁目１５
番２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５０１号

平成２６年１０月１日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条第１項の２

及び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（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
居宅介護支援事業所きず
な

広島市中区光南二丁目１
－４

平成26年
５月１日

デイサービスセンターな
ごみの丘

広島市安佐南区大塚東三
丁目３－９

平成25年
12月１日

ぎおん牛田病院訪問看護
ステーション

広島市安佐南区西原八丁
目２９－２４

平成26年
８月１日

ぎおん牛田病院ヘルパー
ステーション

広島市安佐南区西原八丁
目２９－２４

平成26年
８月１日

医療法人社団三矢会原田
医院

広島市安佐南区川内四丁
目１５－１８

平成26年
６月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０２号

平成２６年１０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。
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３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　髙橋　宰

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　　　　　　　株式会社スパーク

　　　　　　　代表取締役　長崎　清忠

　　　　　　　広島市西区商工センター二丁目１７番３７号

（変更後）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　小島　正之

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　　　　　　　株式会社スパーク

　　　　　　　代表取締役　長崎　清忠

　　　　　　　広島市西区商工センター二丁目１７番３７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）

名称 代表者 住所 変更年月日・理由

ダイキ株式会
社

代表取締役
　髙橋　宰

愛媛県松山市
美沢一丁目９
番１号

株式会社ププ
レひまわり

代表取締役
　梶原　秀樹

広島県福山市
西新涯町二丁
目１０番１１
号

（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日・理由

ダイキ株式会
社

代表取締役
　小島　正之

愛媛県松山市
美沢一丁目９
番１号

平成26年５月26
日　代表者交代

株式会社ププ
レひまわり

代表取締役
　梶原　秀樹

広島県福山市
西新涯町二丁
目１０番１１
号

４　変更年月日

　　平成２６年５月２６日

５　届出年月日

　　平成２６年９月１８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　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　広島市安芸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１０月２日から平成２７年２月２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１２月２９

日から平成２７年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

３　変更年月日

　　平成２６年５月２６日

４　届出年月日

　　平成２６年９月１８日

５　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　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

６　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１０月２日から平成２７年２月２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１２月

２９日から平成２７年１月３日までを除く。

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

７　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。

８　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２７年２月２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５０６号

平成２６年１０月２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　ダイキ・ひまわり瀬野川店

⑵　所在地　広島市安芸区中野東四丁目５３９５番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

ダイキ株式会社

　代表取締役　小島　正之

　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　株式会社スパーク

　代表取締役　長崎　清忠

　広島市西区商工センター二丁目１７番３７号
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５　届出年月日

　　平成２６年９月１８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１０月２日から平成２７年２月２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１２月２９

日から平成２７年１月３日までを除く。

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２７年２月２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５０８号

平成２６年１０月２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　ダイキ・ひまわり可部店

⑵　所在地　広島市安佐北区亀山二丁目９４０番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

大和重工株式会社

代表取締役　田中　保昭

広島市安佐北区可部一丁目２１番２３号

株式会社ププレひまわり

代表取締役　梶原　秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号

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

　　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２７年２月２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５０７号

平成２６年１０月２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　ダイキ宇品店

⑵　所在地　広島市南区宇品海岸３２８番地５４０ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

高島産業株式会社

代表取締役　田中　浩洋

東京都港区赤坂六丁目４番１９号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　髙橋　宰

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　（変更後）高島産業株式会社

　　　　　　　代表取締役　田中　浩洋

　　　　　　　東京都港区赤坂六丁目４番１９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）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　髙橋　宰

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

　（変更後）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　小島　正之

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

４　変更年月日

　⑴　平成２６年９月１８日

　⑵　平成２６年５月２６日



平成２６年１２月１日� 第１０１４号　―１７―広　　島　　市　　報

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５０９号

平成２６年１０月２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　ダイキ舟入南店

⑵　所在地　広島市中区舟入南一丁目６７６番５ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

ハセガワ化成株式会社

代表取締役　長谷川　千鶴

広島市中区舟入南一丁目６番４４号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する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）ハセガワ化成株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　伊藤　栄男

　　　　　　　広島市中区舟入南一丁目６番４４号

（変更後）ハセガワ化成株式会社

　　　　　　　代表取締役　長谷川　千鶴

　　　　　　　広島市中区舟入南一丁目６番４４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）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役社長　髙橋　宰

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

（変更後）ダイキ株式会社

　　　　　　　代表取締役　小島　正之

　　　　　　　愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

４　変更年月日

⑴　平成１９年１０月３１日

⑵　平成２６年５月２６日

５　届出年月日

平成２６年９月１８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

平成２６年１０月２日から平成２７年２月２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

（変更前）

名称 代表者 住所 変更年月日・理由

ダイキ株式会
社

代表取締役
　髙橋　宰

愛媛県松山市
美沢一丁目９
番１号

株式会社ププ
レひまわり

代表取締役
　梶原　秀樹

広島県福山市
西新涯町二丁
目１０番１１
号

株式会社エブ
リイ

代表取締役
　岡﨑　雅廣

広島県福山市
南蔵王町二丁
目１０番２２
号

（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日・理由

ダイキ株式会
社

代表取締役
　小島　正之

愛媛県松山市
美沢一丁目９
番１号

平成26年５月26
日　代表者交代

株式会社ププ
レひまわり

代表取締役
　梶原　秀樹

広島県福山市
西新涯町二丁
目１０番１１
号

株式会社エブ
リイ

代表取締役
　岡﨑　雅廣

広島県福山市
南蔵王町二丁
目１０番２２
号

４　変更年月日

　　平成２６年５月２６日

５　届出年月日

　　平成２６年９月１８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　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

　　広島市安佐北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１０月２日から平成２７年２月２日まで。ただ

し，日曜日，土曜及び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１２月２９

日から平成２７年１月３日までを除く。

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２７年２月２日

⑵　提出先

〒７３０―８５８６



―１８―　第１０１４号� 平成２６年１２月１日広　　島　　市　　報

　　地域交流センター使用料の収納

　　地域交流センター文書等複写代金の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１２号

平成２６年１０月６日

町の区域の設定等について

　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等のため，地方自

治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規定によ

り，平成２７年２月２日から，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その区域の大

字及び字の区域を廃止し，町の区域を変更し並びにその区域の大

字及び字の区域を廃止し，並びに町の区域を新たに設定し並びに

その区域の大字の区域を廃止するものとする。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

法律第１７８号）に規定する休日及び平成２６年１２月２９

日から平成２７年１月３日までを除く。

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２７年２月２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５１０号

平成２６年１０月６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（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３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
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
－１

平成26年
４月１日

訪問看護ステーション愛 広島市安佐北区安佐町飯
室１６６５－３

平成26年
７月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１１号

平成２６年１０月６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，市民局人権啓発部人権啓発課出納員の事務の一部を

次のとおり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任期間

　　東地域交流センター

　　館長　友廣　晴光

平成２６年１０月１日から平成２７年３月３１日まで

２　委任の解除を受ける分任出納員及び解除年月日

　　東地域交流センター

　　館長　小谷　秀幸

平成２６年９月３０日

３　委任又は委任の解除をした事務


