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き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（中区）� 93

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し、名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

佐北区）� 85

〇道路の区域変更（安佐北区）� 85

〇道路の供用開始（安佐北区）� 86

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

芸区）� 86

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�

更（安芸区）� 86

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安芸区）� 86

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 87

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 87

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）　２件� 87

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 87

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 87

〇道路の区域変更（佐伯区）� 87

〇道路の供用開始（佐伯区）� 88

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　４件� 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 88

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 88

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 89

〇不動産又は不動産に関する権利等を保有す�

る団体の認可（佐伯区）� 89

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 89

〇道路の区域変更（佐伯区）� 89

〇道路の供用開始（佐伯区）� 89

区 告 示

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（中区）� 89

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（東区）� 90

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（南区）� 90

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（西区）� 90

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（安佐南区）� 90

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（安佐北区）� 90

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（安芸区）� 91

〇通知カード・個人番号カード関連事務の委�

任（佐伯区）� 91
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〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の設置（南区）� 95

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の開閉時刻の繰り上�

げ（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における投票記載所の候�

補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく�

じを行う場所及び日時（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（南区）� 96

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（南区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（南区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し，名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

を行う場所及び日時（南区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（南区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲�

示場の設置（西区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の設置（西区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（西区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

を行う場所及び日時（中区）� 93

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（中区）� 93

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙におけるポスター掲示場�

の設置（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の設置（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における投票記載所の候�

補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく�

じを行う場所及び日時（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（東区）� 94

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（東区）� 95

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（東区）� 95

〇開票立会人となるべき者のくじを行う場所�

及び日時を定めることについて（東区）� 95

〇最高裁判所裁判官の氏名等の掲示を行う場�

所を定めることについて（東区）� 95

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙等における広島市東区温品第二投票�

区投票所の投票管理者及び牛田第一投票区�

投票所の投票管理者を新たに選任する（東�

区）� 95

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲�

示場の設置（南区）� 95
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〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安佐南区）� 99

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（安佐�

南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における投票記載所の候�

補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく�

じを行う場所及び日時（安佐南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（安佐�

南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（安佐南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（安佐南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し，名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

を行う場所及び日時（安佐南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（安佐南区）� 100

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者の辞任�

に伴う選任（安佐南区）� 101

〇広島市祇園町外二ケ町土地改良区総代総選�

挙の期日等（安佐南区）� 101

〇土地改良法施行令による広島市祇園町外二�

ケ町土地改良区の総代総選挙に用いる投票�

用紙（安佐南区）� 101

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲�

示場の設置（安佐北区）� 101

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の設置（安佐北区）� 101

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（安佐�

北区）� 101

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（西区）� 97

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における投票記載所の候�

補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく�

じを行う場所及び日時（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し，名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

を行う場所及び日時（西区）� 98

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（西区）� 99

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者の職務�

を代理する者の辞任に伴い新たに選任（西�

区）� 99

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲�

示場の設置（安佐南区）� 99

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の設置（安佐南区）� 99

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（安佐�

南区）� 99

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（安佐南区）� 99
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の職務を代理すべき者の選任（安芸区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（安芸�

区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における投票記載所の候�

補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく�

じを行う場所及び日時（安芸区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（安芸�

区）� 104

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（安芸区）� 104

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（安芸区）� 104

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し，名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

を行う場所及び日時（安芸区）� 104

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（安芸区）� 104

〇安芸区投票区の設置の告示中表の一部変更�

（安芸区）� 104

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲�

示場の設置（佐伯区）� 104

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員104�

総選挙における投票所の設置（佐伯区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（佐伯�

区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（佐伯区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所を閉じる時刻の繰り�

上げ（佐伯区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における，投票管理者及びその職務�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（安佐北区）� 101

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（安佐�

北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票記載所の候補者の氏名�

等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場�

所及び日時（安佐北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（安佐�

北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（安佐北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（安佐北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し，名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

を行う場所及び日時（安佐北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（安佐北区）� 102

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安佐北区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

小選挙区選出議員選挙におけるポスター掲�

示場の設置（安芸区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票所の設置（安芸区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の設置（安芸�

区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（安芸区）� 103

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における投票区の投票管理者及びそ�
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〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（安佐北区）� 107

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査にお�

ける不在者投票の投票記載場所（安芸区）� 107

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（佐伯区）� 107

教 委 規 則

〇広島市立小学校及び中学校通学区域に関す�

る規則の一部を改正する規則（第９号）� 108

教 委 告 示

〇選挙に係る個人演説会等の開催のために必�

要な設備の程度，個人演説会等の施設の使�

用のために候補者等が納付すべき費用額� 108

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 108

〇平成２６年１２月１８日付け広島市教育委�

員会告示第１７号で告示した広島市教育委�

員会議（定例会）の議題の追加� 108

〇広島市国際青年会館の指定管理者の指定� 108

水 道 局 規 程

〇広島市水道局事務分掌規程等の一部を改正�

する規程（第１６号）� 109

〇広島市水道局職員の給与に関する規程等の�

一部を改正する規程（第１７号）� 109

監 査 公 表

〇包括外部監査の結果（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� 113

条 例
広島市条例第５９号

平成２６年１２月１９日

　広島市区の設置等に関する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

広島市区の設置等に関する条例等の一部を改正する条

例

　（広島市区の設置等に関する条例の一部改正）

第１条　広島市区の設置等に関する条例（昭和５４年広島市条例

第５４号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項の表安佐南区役所沼田出張所の項中「広島市安

佐南区沼田町大字伴６３０１番地の１」を「広島市安佐南区伴

東四丁目１８番６号」に改め，「伴東一丁目」の右に「，伴東

二丁目，伴東三丁目，伴東四丁目，伴東五丁目」を，「伴東六

を代理すべき者の選任（佐伯区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（佐伯�

区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における投票記載所の候�

補者の氏名等の掲示の掲載順序を定めるく�

じを行う場所及び日時（佐伯区）� 105

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票の場所及び日時（佐伯�

区）� 106

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（佐伯区）� 106

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院小選�

挙区選出議員選挙における開票に関し，候�

補者から届出のあった開票立会人となるべ�

き者が１０人を超えるときのくじ又は同一�

の政党その他の政治団体に属する候補者の�

届出に係るものが３人以上あるときのくじ�

を行う場所及び日時（佐伯区）� 106

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院比例�

代表選出議員選挙における開票に関し，名�

簿届出政党等から届出のあった開票立会人�

となるべき者が１０人を超えるときのくじ�

を行う場所及び日時（佐伯区）� 106

〇平成２６年１２月１４日執行の最高裁判所�

裁判官国民審査における審査に付される裁�

判官の氏名等の掲示を行う場所（佐伯区）� 106

区選管委員長告示

〇平成２６年１２月１４日執行予定の衆議院�

議員総選挙における不在者投票の投票記載�

場所（中区）� 106

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（東区）� 106

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（東区）� 107

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（南区）� 107

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（西区）� 107

〇平成２６年１２月１４日執行の衆議院議員�

総選挙における不在者投票の投票記載場所�

（安佐南区）� 107
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丁目」の右に「，伴東七丁目」を，「伴東八丁目」の右に「，

伴東町，伴中央一丁目，伴中央二丁目，伴中央三丁目，伴中央

四丁目，伴中央五丁目，伴中央六丁目，伴中央七丁目」を，

「伴西三丁目」の右に「，伴西四丁目，伴西五丁目，伴西六丁

目，伴西町」を，「伴南五丁目」の右に「，伴北四丁目，伴北

五丁目，伴北六丁目」を，「伴北七丁目」の右に「，伴北町」

を，「大塚東一丁目」の右に「，大塚東二丁目」を，「大塚東

三丁目」の右に「，大塚東町，大塚西一丁目，大塚西二丁目」

を，「大塚西七丁目」の右に「，大塚西町」を加える。

別表安佐南区の項中「伴東一丁目」の右に「，伴東二丁目，

伴東三丁目，伴東四丁目，伴東五丁目」を，「伴東六丁目」の

右に「，伴東七丁目」を，「伴東八丁目」の右に「，伴東町，

伴中央一丁目，伴中央二丁目，伴中央三丁目，伴中央四丁目，

伴中央五丁目，伴中央六丁目，伴中央七丁目」を，「伴西三丁

目」の右に「，伴西四丁目，伴西五丁目，伴西六丁目，伴西

町」を，「伴南五丁目」の右に「，伴北四丁目，伴北五丁目，

伴北六丁目」を，「伴北七丁目」の右に「，伴北町」を，「大

塚東一丁目」の右に「，大塚東二丁目」を，「大塚東三丁目」

の右に「，大塚東町，大塚西一丁目，大塚西二丁目」を，「大

塚西七丁目」の右に「，大塚西町」を加える。

　�（広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の

一部改正）

第２条　広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条

例（平成１３年広島市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。

別表第３選挙区の項中「伴東一丁目」の右に「，伴東二丁

目，伴東三丁目，伴東四丁目，伴東五丁目」を，「伴東六丁

目」の右に「，伴東七丁目」を，「伴東八丁目」の右に「，伴

東町，伴中央一丁目，伴中央二丁目，伴中央三丁目，伴中央四

丁目，伴中央五丁目，伴中央六丁目，伴中央七丁目」を，「伴

西三丁目」の右に「，伴西四丁目，伴西五丁目，伴西六丁目，

伴西町」を，「伴南五丁目」の右に「，伴北四丁目，伴北五丁

目，伴北六丁目」を，「伴北七丁目」の右に「，伴北町」を，

「大塚東一丁目」の右に「，大塚東二丁目」を，「大塚東三丁

目」の右に「，大塚東町，大塚西一丁目，大塚西二丁目」を，

「大塚西七丁目」の右に「，大塚西町」を加える。

　（広島市スポーツセンター条例の一部改正）

第３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２条の表広島市安佐南区スポーツセンターの項中「広島市

安佐南区沼田町大字伴４７２０番地の１」を「広島市安佐南区

伴東三丁目１３番１６号」に改める。

　（広島市運動場条例の一部改正）

第４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１条第２項の表庭球場の項及び運動広場の項中「広島市安

佐南区沼田町大字伴３９８７番地の１」を「広島市安佐南区伴

北四丁目３９８７番地の１」に改め，同表近隣運動広場の項中

「広島市安佐南区沼田町大字伴２９２２番地の１」を「広島市

安佐南区伴北五丁目２９２２番地の１」に改める。

　（広島市市営プール条例の一部改正）

第５条　広島市市営プール条例（昭和４６年広島市条例第６５

号）の一部を次のように改正する。

第２条の表広島市市営椎原児童プールの項中「広島市安佐南

区沼田町大字伴２９２２番地の４」を「広島市安佐南区伴北五

丁目２９２２番地の４」に改める。

　（広島市老人いこいの家条例の一部改正）

第６条　広島市老人いこいの家条例（昭和４８年広島市条例第

１００号）の一部を次のように改正する。

第２条の表広島市沼田老人いこいの家の項中「広島市安佐南

区沼田町大字伴５７１５番地」を「広島市安佐南区伴東七丁目

６４番７号」に改める。

　（広島市保育園条例の一部改正）

第７条　広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島市条例第

４４号）の一部を次のように改正する。

別表沼田保育園の項中「広島市安佐南区沼田町大字伴」を

「広島市安佐南区伴東七丁目」に改める。

　（広島市児童館条例の一部改正）

第８条　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。

広島市伴東児童館 広島市安佐南区伴東七丁目１１番１号
広島市伴児童館 広島市安佐南区伴中央一丁目７番２号

第２条の表広島市伴児童館の項及び広島市伴東児童館の項を

削る。

　（広島市道路占用料徴収条例の一部改正）

第９条　広島市道路占用料徴収条例（昭和４９年広島市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。

別表備考の２の⑵中「伴東一丁目」の右に「，伴東二丁目，

伴東三丁目，伴東四丁目，伴東五丁目」を，「伴東六丁目」の

右に「，伴東七丁目」を，「伴東八丁目」の右に「，伴東町，

伴中央一丁目，伴中央二丁目，伴中央三丁目，伴中央四丁目，

伴中央五丁目，伴中央六丁目，伴中央七丁目」を，「伴西三丁

目」の右に「，伴西四丁目，伴西五丁目，伴西六丁目，伴西

町」を，「伴南五丁目」の右に「，伴北四丁目，伴北五丁目，

伴北六丁目」を，「伴北七丁目」の右に「，伴北町」を，「大

塚東一丁目」の右に「，大塚東二丁目」を，「大塚東三丁目」

の右に「，大塚東町，大塚西一丁目，大塚西二丁目」を，「大

塚西七丁目」の右に「，大塚西町」を加える。

　（広島市公民館条例の一部改正）

第１０条　広島市公民館条例（昭和２４年９月８日広島市条例第

４４号）の一部を次のように改正する。

別表第１広島市祇園西公民館の項の次に次のように加える。

広島市沼田公民館 広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

別表第１広島市沼田公民館の項を削る。

別表第２大集会室の項中「広島市大塚公民館，広島市沼田公

民館」を「広島市沼田公民館，広島市大塚公民館」に改める。
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超える部分の額に次の表の左欄に掲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を乗じて得た額を控除する。

平成２６年度 １００分の１００
平成２７年度 １００分の７５
平成２８年度 １００分の５０
平成２９年度 １００分の２５

２　前項の市民税方式保険料相当額とは，平成２６年度から平成

２９年度までの各年度分の保険料の算定について，広島市国民

健康保険条例の一部を改正する条例（平成２５年広島市条例第

４５号）による改正前の広島市国民健康保険条例（以下「旧条

例」という。）の規定を適用したとした場合に得られる旧条例

第６条の２に規定する保険料の賦課額に相当する金額を標準と

して，市長の定めるところにより算定した額をいう。この場合

における旧条例の規定の適用については，旧条例第１０条の６

の６中「１４万円」とあるのは「１６万円」と，旧条例第１０

条の１１中「１２万円」とあるのは「１４万円」と，旧条例第

１４条第１項第２号中「被保険者（当該世帯主を除く。）」と

あるのは「被保険者」と，「特定同一世帯所属者（当該世帯主

を除く。）」とあるのは「特定同一世帯所属者」と，同条第３

項中「１４万円」とあるのは「１６万円」と，同条第４項中

「１２万円」とあるのは「１４万円」と，旧条例附則第３条第

１１項中「１４万円」とあるのは「１６万円」とする。

３　平成２７年度から平成２９年度までの各年度における前条第

２項の規定により読み替えられた第６条の３，第１０条の６の

２及び第１０条の７の規定の適用については，同項の規定によ

る読替え後の第６条の３中「見込額を合算した額」とあるのは

「見込額及び附則第７条第１項の規定により控除する額のうち

基礎賦課額に相当する額に係るものの総額の見込額を合算した

額」と，当該読替え後の第１０条の６の２中「見込額を合算し

た額」とあるのは「見込額及び附則第７条第１項の規定により

控除する額のうち後期高齢者支援金等賦課額に相当する額に係

るものの総額の見込額を合算した額」と，当該読替え後の第

１０条の７中「見込額を合算した額」とあるのは「見込額及び

附則第７条第１項の規定により控除する額のうち介護納付金賦

課額に相当する額に係るものの総額の見込額を合算した額」と

する。

４　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例（平成２６年

広島市条例第６１号）の施行の日前に，平成２６年度分の保険

料について第２１条第１項の規定による減免を受けた者に係る

第１項の規定の適用については，当該減免後の金額を同項に規

定する保険料の賦課額とみなす。

５　前各項に定めるもののほか，第１項の規定による保険料の減

額に関し必要な事項は，市長が定める。

第８条から第１４条まで　削除

附　則

１　この条例は，公布の日から起算して３か月を超えない範囲内

において規則で定める日から施行する。

２　改正後の附則第７条の規定は，平成２６年度以後の年度分の

保険料について適用し，平成２５年度分までの保険料について

　（広島市水道事業の設置等に関する条例の一部改正）

第１１条　広島市水道事業の設置等に関する条例（昭和４１年広

島市条例第６１号）の一部を次のように改正する。

別表安佐南区の項中「伴東一丁目」の右に「，伴東二丁目，

伴東四丁目，伴東五丁目」を，「伴東六丁目」の右に「，伴東

七丁目」を，「伴東八丁目」の右に「，伴中央一丁目，伴中央

二丁目，伴中央三丁目，伴中央四丁目，伴中央五丁目，伴中央

六丁目，伴中央七丁目」を，「伴西三丁目」の右に「，伴西四

丁目，伴西五丁目」を，「伴南五丁目」の右に「，伴北四丁

目，伴北五丁目，伴北六丁目」を，「大塚東一丁目」の右に

「，大塚東二丁目」を，「大塚東三丁目」の右に「，大塚西一

丁目，大塚西二丁目」を加え，「及び大塚西七丁目」を「，大

塚西七丁目，大塚西町及び沼田町大字伴」に改め，「山本町」

の右に「，伴東三丁目，伴東町，伴西六丁目，伴西町，伴北

町，大塚東町」を加え，「，大字吉山，大字伴及び大字大塚」

を「及び大字吉山」に改める。

附　則

　この条例は，平成２７年２月２日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６０号

平成２６年１２月１９日

　広島市こども療育センター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

広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例

　広島市こども療育センター条例（昭和４９年広島市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。

　第８条第３号中「第６条の２第６項」を「第６条の２の２第６

項」に改める。

附　則

　この条例は，平成２７年１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６１号

平成２６年１２月１９日

　広島市国民健康保険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

広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

　附則第７条から第１４条までを次のように改める。

第７条　平成２６年度から平成２９年度までの各年度分の保険料

の賦課に限り，当該各年度における保険料の賦課額（前条の規

定による保険料の減額を受ける場合にあつては，当該減額後の

額。以下この項において同じ。）が市民税方式保険料相当額に

１００分の１５０を乗じて得た額を超える納付義務者について

は，当該納付義務者に対して課する保険料の賦課額から，その
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護保険法施行規則第１４０条の６６に規定する基準とする。

　第１６条を第２０条とし，第１２条から第１５条までを４条ず

つ繰り下げる。

　第１１条第３項中「第８条第２項」を「第１０条第２項」に改

め，同条を第１５条とする。

　第１０条を第１４条とし，第９条を第１１条とし，同条の次に

次の２条を加える。

　（指定居宅介護支援事業者の指定に係る対象者）

第１２条　法第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４項にお

いて準用する場合を含む。）の条例で定める者は，介護保険法

施行規則第１３２条の３の２に規定する者とする。

　（指定居宅介護支援事業の人員及び運営の基準等）

第１３条　法第８１条第１項及び第２項に規定する条例で定める

員数及び基準は，次項に規定するもののほか，指定居宅介護支

援等基準省令第１条の２，第２章及び第３章に規定する員数及

び基準とする。

２　第２条第４項及び第７項並びに第３条第２項及び第３項の規

定は，前項に規定する条例で定める基準について準用する。こ

の場合において，これらの規定中「基準該当訪問介護事業者

等」及び「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「指定居

宅介護支援事業者」と，「法第４０条第８号の特例居宅介護サ

ービス計画費の支給（基準該当居宅介護支援に係る支給に限

る。）」とあるのは「法第４０条第７号の居宅介護サービス計

画費の支給」と，「基準該当居宅介護支援の」とあるのは「指

定居宅介護支援の」と読み替えるものとする。

　第８条を第１０条とし，第４条から第７条までを２条ずつ繰り

下げる。

　第３条第２項中「前条第２項」を「第２条第２項」に改め，同

条を第４条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（基準該当介護予防支援事業の人員及び運営の基準等）

第５条　法第５９条第１項第１号の条例で定めるものは，次項に

規定するもののほか，指定介護予防支援等の事業の人員及び運

営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。

以下「指定介護予防支援等基準省令」という。）第３２条に規

定する基準及び員数とする。

２　第２条第４項及び第７項並びに第３条第２項及び第３項の規

定は，前項の条例で定めるものについて準用する。この場合に

おいて，これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び

「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「基準該当介護予

防支援事業者」と，「法第４０条第８号の特例居宅介護サービ

ス計画費の支給（基準該当居宅介護支援」とあるのは「法第

５２条第８号の特例介護予防サービス計画費の支給（基準該当

介護予防支援」と，「指定居宅サービス事業者等」とあるのは

「指定介護予防サービス事業者等」と，「居宅介護支援台帳」

とあるのは「介護予防支援台帳」と，「基準該当居宅介護支援

の」とあるのは「基準該当介護予防支援の」と読み替えるもの

とする。

　第２条の次に次の１条を加える。

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６２号

平成２６年１２月１９日

　広島市指定居宅サービス事業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

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を

改正する条例

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成２４年広島

市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第５４条第１項第２号」を「第４７条第１項第１

号，第５４条第１項第２号，第５９条第１項第１号」に，「第

８６条第１項」を「第７９条第２項第１号（法第７９条の２第４

項において準用する場合を含む。），第８１条第１項及び第２

項，第８６条第１項」に，「並びに第１１５条の１４第１項及び

第２項」を「，第１１５条の１４第１項及び第２項，第１１５条

の２２第２項第１号（法第１１５条の３１において準用する法第

７０条の２第４項において準用する場合を含む。），第１１５条

の２４第１項及び第２項並びに第１１５条の４６第５項」に改め

る。

　第１８条第２項中「第１１条第２項」を「第１５条第２項」に

改め，同条を第２５条とする。

　第１７条を第２１条とし，同条の次に次の３条を加える。

　（指定介護予防支援事業者の指定に係る対象者）

第２２条　法第１１５条の２２第２項第１号（法第１１５条の

３１において準用する法第７０条の２第４項において準用する

場合を含む。）の条例で定める者は，介護保険法施行規則第

１４０条の３４の２に規定する者とする。

　（指定介護予防支援事業の人員及び運営の基準等）

第２３条　法第１１５条の２４第１項及び第２項に規定する条例

で定める基準及び員数は，次項に規定するもののほか，指定介

護予防支援等基準省令第１条の２及び第２章から第４章までに

規定する基準及び員数とする。

２　第２条第４項及び第７項並びに第３条第２項及び第３項の規

定は，前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，これらの規定中「基準該当訪問介護事業者等」及び

「基準該当居宅介護支援事業者」とあるのは「指定介護予防支

援事業者」と，「法第４０条第８号の特例居宅介護サービス計

画費の支給（基準該当居宅介護支援に係る支給に限る。）」と

あるのは「法第５２条第７号の介護予防サービス計画費の支

給」と，「指定居宅サービス事業者等」とあるのは「指定介護

予防サービス事業者等」と，「居宅介護支援台帳」とあるのは

「介護予防支援台帳」と，「基準該当居宅介護支援の」とある

のは「指定介護予防支援の」と読み替えるものとする。

　（地域包括支援センターにおける包括的支援事業の実施に係る

基準）

第２４条　法第１１５条の４６第５項の条例で定める基準は，介



―１２―　第１０１６号� 平成２７年２月２日広　　島　　市　　報

の方式をいう。以下同じ。）を用いて食品等の製造，加工等に

おける衛生管理を行う場合は次章に規定する基準とし，危害分

析・重要管理点方式を用いないで食品等の製造，加工等におけ

る衛生管理を行う場合は第３章に規定する基準とする。

第１条の次に次の章名を付する。

第２章　�危害分析・重要管理点方式を用いる場合の食品衛

生措置基準

第２条に次の１号を加える。

⑼　施設においておう吐があった場合は，直ちに殺菌剤を用い

て適切に消毒すること。

第５条を次のように改める。

（班の編成等）

第５条　営業者は，食品等の製造，加工等における衛生管理を実

施させるため，食品衛生管理者，第１３条第１項の食品衛生責

任者その他の製品についての知識及び専門的な技術を有する者

により構成される班を編成しなければならない。

２　営業者は，製品についての食品衛生上の安全性に関する必要

な事項を記載した製品説明書を作成しなければならない。

３　営業者は，製品の全ての製造，加工等の工程が記載された一

覧図を作成しなければならない。

　第１８条第１項中「汚染防止方法等」を「汚染防止方法，適切

な手洗いの方法，健康管理等」に改め，同条を第１９条とする。

　第１７条に次の１項を加え，同条を第１８条とする。

２　営業者は，消費者から，製造し，加工し，又は輸入した食品

等についての異臭又は異味の発生，異物の混入等に係る苦情で

あって健康被害につながるおそれがあるものの申出を受けた場

合は，速やかに保健所長に報告するものとする。

　第１６条を第１７条とし，第１５条を第１６条とする。

　第１４条第３項中「第１項」の右に「，第２項及び第３項」を

加え，同項を同条第６項とし，同条第２項中「前項の」を「第１

項，第２項又は第３項の規定による」に改め，同項を同条第５項

とし，同条第１項の次に次の３項を加え，同条を第１５条とす

る。

２　営業者は，第６条第１号の規定による特定，管理措置の検討

並びに重要管理点，管理基準，モニタリングの方法及び改善措

置の設定に関する記録を作成し，及び保存しなければならな

い。

３　営業者は，モニタリング，改善措置及び第６条第８号の検証

の実施に関する記録を作成し，及び保存しなければならない。

４　モニタリングの実施に関する記録には，モニタリングを実施

した担当者及び責任者が署名しなければならない。

　第１３条を第１４条とし，第９条から第１２条までを１条ずつ

繰り下げる。

　第８条第３号中「第１２条第１項」を「第１３条第１項」に改

め，同条第５号中「用いさせるとともに，」を「用いさせ，並び

に」に，「着用させること」を「着用させるとともに，これらを

身に着けたまま便所に入らせないこと」に改め，同条第７号中

「つめ」を「爪」に，「切らせ」を「切らせるとともに」に，

「手指」を「，手指」に改め，「消毒を」の右に「行わせ，並び

　（基準該当居宅介護支援事業の人員及び運営の基準等）

第３条　法第４７条第１項第１号の条例で定めるものは，次項か

ら第４項までに規定するもののほか，指定居宅介護支援等の事

業の人員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８

号。以下「指定居宅介護支援等基準省令」という。）第３０条

に規定する員数及び基準とする。

２　基準該当居宅介護支援事業者は，その運営規程に利用者の虐

待の防止のための措置に関する事項を定めなければならない。

３　基準該当居宅介護支援事業者は，次に掲げる記録のうち，法

第４０条第８号の特例居宅介護サービス計画費の支給（基準該

当居宅介護支援に係る支給に限る。）の根拠となるものについ

て，その完結の日から５年間，これを保存しなければならな

い。

⑴　指定居宅サービス事業者等との連絡調整に関する記録

⑵　居宅介護支援台帳

⑶　その他基準該当居宅介護支援の提供に関する記録

４　前条第４項及び第７項の規定は，第１項の条例で定めるもの

について準用する。この場合において，これらの規定中「基準

該当訪問介護事業者等」とあるのは，「基準該当居宅介護支援

事業者」と読み替えるものとする。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。

２　改正後の第３条第２項（改正後の第５条第２項，第１３条第

２項及び第２３条第２項において準用する場合を含む。）の規

定は，平成２８年４月１日から適用する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６３号

平成２６年１２月１９日

　広島市食品衛生措置基準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

広島市食品衛生措置基準条例の一部を改正する条例

　広島市食品衛生措置基準条例（平成１２年広島市条例第３９

号）の一部を次のように改正する。

　題名の次に次の目次及び章名を付する。

目次

第１章　総則（第１条）

第２章　�危害分析・重要管理点方式を用いる場合の食品衛生措

置基準（第２条～第１９条）

第３章　�危害分析・重要管理点方式を用いない場合の食品衛生

措置基準（第２０条・第２１条）

附則

第１章　総則

　第１条に次の１項を加える。

２　前項の基準は，危害分析・重要管理点方式（食品等の安全性

を確保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発

生するおそれのある工程の特定，評価及び管理を行う衛生管理
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度，表示等について点検すること。

⑵　原材料として使用する食品は，適切なものを選択し，当該

食品に適した状態及び方法で衛生的に保存すること。

⑶　冷凍された原材料を解凍する場合は，衛生的な場所で，衛

生的な器具，容器及び流水を用いて，衛生的に行い，解凍し

た原材料の陳列及び保管に当たっては，冷凍食品と区別して

取り扱うこと。

⑷　冷蔵庫又は冷蔵室内では，収蔵物は，相互汚染が生じない

よう，区画して保存すること。

⑸　添加物を使用する場合は，正確に計量し，適正に使用する

こと。

⑹　食品は，その特性に応じて冷蔵保存する等調理，製造，保

管，運搬，配達，販売等の各過程において時間及び温度の管

理に十分配慮して衛生的に取り扱うこと。

⑺　食品等の製造及び加工に当たっては，原材料として使用し

ていないアレルギー物質が製造及び加工の工程において混入

しないよう措置を講ずること。

⑻　原材料及び製品の運搬及び配達に当たっては，露出運搬等

を行わないよう衛生的に取り扱うこと。

⑼　洗剤，殺虫剤，殺菌剤等は，添加物，食品等と区別して保

管すること。

⑽　おう吐物等により汚染された可能性のある食品は，適切に

廃棄すること。

（準用）

第２１条　第２条から第４条まで，第７条から第１４条まで，第

１５条第１項，第５項及び第６項並びに第１６条から第１９条

までの規定は，危害分析・重要管理点方式を用いないで食品等

の製造，加工等における衛生管理を行う場合の食品衛生措置基

準について準用する。この場合において，第１５条第５項中

「第１項，第２項又は第３項」とあるのは「第１項」と，同条

第６項中「第１項，第２項及び第３項」とあるのは「第１項」

と読み替えるものとする。

附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６４号

平成２６年１２月１９日

　広島市自転車等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

広島市自転車等駐車場条例の一部を改正する条例

　広島市自転車等駐車場条例（昭和６０年広島市条例第３６号）

の一部を次のように改正する。

　別表第１の⑴の表に次のように加える。

広島市稲荷町自転車等駐車場 広島市南区稲荷町

　別表第１の⑵の表広島市広島バスセンター西自転車等駐車場の

項の前に次のように加える。

に使い捨て手袋を使用する場合には交換を」を加え，同条を第９

条とする。

　第７条を第８条とし，第６条を第７条とし，第５条の次に次の

１条を加える。

　（食品等の取扱い）

第６条　営業者は，次に掲げる方法により，食品等の安全性を確

保する上で重要な危害の原因となる物質及び当該危害が発生す

るおそれのある工程を特定し，評価し，及び管理しなければな

らない。

⑴　発生するおそれのある食品衛生上の危害の原因となる全て

の物質を製造，加工等の工程ごとに記載した一覧表（次号に

おいて「危害要因一覧表」という。）を作成し，及び当該物

質が人の健康に悪影響を及ぼす可能性，製品の特性等を考慮

して各工程における食品衛生上の危害の原因となる物質を特

定すること。

⑵　食品衛生上の危害が発生するおそれのある工程ごとに，当

該危害の原因となる物質及び当該危害の発生を防止するため

の措置（以下「管理措置」という。）を検討し，危害要因一

覧表に記載すること。

⑶　製造，加工等の工程のうち，管理措置の実施状況を連続的

に，又は相当の頻度で確認すること（以下「モニタリング」

という。）が必要であるもの（以下「重要管理点」とい

う。）を定めること。ただし，重要管理点を定めることが困

難な場合は，その理由を記載した文書を作成し，これを定め

ないことができる。

⑷　重要管理点ごとに，食品衛生上の危害の原因となる物質を

排除し，又は人の健康を損なうおそれのない程度に低減する

ための基準（以下「管理基準」という。）を定めること。

⑸　管理基準の遵守状況を確認し，及び管理基準が遵守されて

いない製造，加工等の工程を経た製品の出荷を防止するため

のモニタリングの方法を定め，製品の特性等に応じた適切な

頻度でモニタリングを実施すること。

⑹　重要管理点ごとに，モニタリングにより重要管理点に係る

管理措置が適切に講じられていないと認められたときに講ず

べき措置（以下「改善措置」という。）を定め，適切に実施

すること。

⑺　改善措置には，管理基準の不遵守により影響を受けた製品

を適切に処理することができるようにするための措置を含む

こと。

⑻　製品の製造，加工等の工程について，食品衛生上の危害の

発生が適切に防止されていることを確認するため，製品の特

性等に応じた適切な頻度で検証を行うこと。

　本則に次の１章を加える。

第３章　�危害分析・重要管理点方式を用いない場合の食品

衛生措置基準

　（食品等の取扱い）

第２０条　食品等の取扱いは，次に掲げる基準によらなければな

らない。

⑴　原材料，添加物，製品等の仕入れに当たっては，品質，鮮
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の項及び広島市立小河内小学校の項を削る。

　別表第１の⑶の表広島市立長束中学校の項の次に次のように加

える。

広島市立伴中学校 広島市安佐南区伴中央一丁目

　別表第１の⑶の表広島市立伴中学校の項を削る。

附　則

　この条例中別表第１の⑵の表広島市立小河内小学校の項を削る

改正規定は平成２７年４月１日から，その他の規定は同年２月２

日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６７号

平成２６年１２月２５日

　市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する条例の

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

市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関す

る条例の一部を改正する条例

第１条　市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する

条例（昭和３１年広島市条例第３９号）の一部を次のように改

正する。

第５条第２項中「１００分の４０」を「１００分の５５」に

改める。

第２条　市議会議員の議員報酬，費用弁償及び期末手当に関する

条例の一部を次のように改正する。

第５条第２項中「１００分の５５」を「１００分の４０」

に，「１００分の１７０」を「１００分の１７７．５」に，

「１００分の１８５」を「１００分の１９２．５」に改める。

附　則

　この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成

２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６８号

平成２６年１２月２５日

　特別職の職員の給与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

特別職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例

第１条　特別職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０

日広島市条例第６１号）の一部を次のように改正する。

第４条中「１００分の４０」を「１００分の５５」に改め

る。

第２条　特別職の職員の給与に関する条例の一部を次のように改

正する。

第４条中「１００分の５５」を「１００分の４０」に，

広島市新白島駅自転車等駐車場 広島市中区白島北町・西白島町

附　則

　この条例中別表第１の⑴の表の改正規定は平成２７年４月１日

から，別表第１の⑵の表の改正規定は公布の日から起算して４か

月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６５号

平成２６年１２月１９日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限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

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例（平成８年広島市条例第７

号）の一部を次のように改正する。

　第６条第２項第１号中「改築後に」の右に「おいてエレベータ

ーの昇降路の部分（当該エレベーターの設置に付随して設けられ

る共同住宅の共用の廊下又は階段の用に供する部分を含

む。），」を加え，同項第２号中「増築前における」の右に「エ

レベーターの昇降路の部分，共同住宅の共用の廊下又は階段の用

に供する部分，」を加え，「基準時における自動車車庫等部分，

備蓄倉庫部分，蓄電池設置部分，自家発電設備設置部分及び貯水

槽設置部分以外の」を「基準時における当該」に改める。

　第７条第１項第７号中「共同住宅」を「エレベーターの昇降路

の部分又は共同住宅」に，「又は」を「若しくは」に改める。

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。

２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６６号

平成２６年１２月１９日

　広島市立学校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

広島市立学校条例の一部を改正する条例

　広島市立学校条例（昭和３９年広島市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。

　別表第１の⑵の表広島市立春日野小学校の項の次に次のように

加える。

広島市立伴東小学校 広島市安佐南区伴東七丁目
広島市立伴小学校 広島市安佐南区伴中央一丁目

　別表第１の⑵の表広島市立伴小学校の項，広島市立伴東小学校
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「１００分の１７０」を「１００分の１７７．５」に，

「１００分の１８５」を「１００分の１９２．５」に改める。

附　則

　この条例中第１条の規定は公布の日から，第２条の規定は平成

２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６９号

平成２６年１２月２５日

　一般職の職員の給与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

一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条

例

第１条　一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０

日広島市条例第６２号）の一部を次のように改正する。

第９条の２第１項第１号中「２４万９，１００円」を

「２４万９，８００円」に改める。

第１９条第２項中「１００分の４０」を「１００分の５５」

に改め，同条第３項中「１００分の４０」を「１００分の５�

５」に，「１００分の２５」を「１００分の３０」に改める。

別表第１及び別表第２を次のように改める。


