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規 則
広島市規則第３号

平成２７年２月２５日

　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例の施行期日を定

める規則をここに公布する。

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の施行

期日を定める規則

　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）の施行期日は，平成２７年３月１日とする。

告 示
広島市告示第４１号

平成２７年２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

訪問看護ステー
ションニーズ 0190717

広島市中区東
白島町１番２�
９－３０１号

平成27年２月１日～
平成33年１月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２号

平成２７年２月２日

　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第２１条の５の２３

第１項第５号及び第６号の規定に基づき，次のとおり指定障害児

通所支援事業者の指定を取り消しましたので，告示します。

　平成２７年１月３１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者の名称 事業所の名称 事業所の
所在地 サービスの種類

合同会社フレ
ンド ふれんど

広島市安佐南
区川内五丁目
３２番２４号

放課後等デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４３号

平成２７年２月２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２７年２月１日
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日本基準寝具
株式会社

エコール・デ
イ高陽

広島市安佐北
区亀崎一丁目
２番３３号

通所介護及び介護
予防通所介護

酒井医療株式
会社

楽リハデイサ
ービスセンタ
ー土橋

広島市中区土
橋町６番１４
号エスペラン
スモネ１階

通所介護及び介護
予防通所介護

酒井医療株式
会社

楽リハデイサ
ービスセンタ
ー広島己斐

広島市西区己
斐上四丁目４
番１２号

通所介護及び介護
予防通所介護

酒井医療株式
会社

楽リハデイサ
ービスセンタ
ー西原

広島市安佐南
区西原六丁目
２７番８号ア
ヴニール五軒
屋

通所介護及び介護
予防通所介護

日本基準寝具
株式会社

介護ショップ
エコールフジ
グラン高陽店

広島市安佐北
区亀崎一丁目
２番３３号

特定福祉用具販売
及び特定介護予防
福祉用具販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４５号

平成２７年２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２７年２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

株式会社冨山
学園

グループホー
ムほのぼの苑
光南

広島市中区光
南二丁目２０
番１５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４６号

平成２７年２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２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，医療扶助のための施術者の廃止の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 廃止年月日
名称 所在地

沖　有
三，大
元 　
曉，岡
野　里
佳

からだ工
房

広島市南区的場町
二丁目６－３　マ
ツシマビル２F

あん摩・マ
ッサージ

平成２６年
８月１５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

医療法人社団
まりも会

居宅介護支援
事業所ひらま
つ

広島市南区比
治山本町１１
番３２号

居宅介護支援

医療法人社団
ひがしの会

ケアプランセ
ンター井口

広島市西区井
口五丁目４番
１５号

居宅介護支援

日本基準寝具
株式会社

エコール居宅
介護支援事業
所安佐北

広島市安佐北
区亀崎一丁目
２番３３号

居宅介護支援

酒井医療株式
会社

楽リハケアプ
ラン広島己斐

広島市西区己
斐上四丁目４
番１２号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４４号

平成２７年２月２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２７年２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

医療法人社団
まりも会

訪問介護事業
所サポートひ
らまつ

広島市南区比
治山本町１１
番３２号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

医療法人社団
ひがしの会

ヘルパーステ
ーション井口

広島市西区井
口五丁目４番
１５号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

酒井医療株式
会社

楽リハヘルパ
ーステーショ
ン広島己斐

広島市西区己
斐上四丁目４
番１２号

訪問介護及び介護
予防訪問介護

医療法人社団
まりも会

訪問看護ステ
ーションサポ
ートひらまつ

広島市南区比
治山本町１１
番３２号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

ベーテル株式
会社

こでまりデイ
サービス江波
フィットネス

広島市中区江
波南一丁目７
番１６号ハイ
ネス江波１０�
１号室

通所介護及び介護
予防通所介護

医療法人社団
まりも会

デイサービス
サポートひら
まつ

広島市南区比
治山本町１１
番３２号

通所介護及び介護
予防通所介護

医療法人社団
ひがしの会

デイサービス
センターアル
ク井口

広島市西区井
口五丁目４番
１５号

通所介護及び介護
予防通所介護

医療法人おか
もと整形外科
クリニック

デイサービス
センターオー
クス上深川

広島市安佐北
区上深川町字
森乃木７３４
番地１

通所介護及び介護
予防通所介護
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１号

平成２７年２月９日

　平成２７年第１回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招 集 日　　平成２７年２月１６日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２号

平成２７年２月９日

　広島市流域関連公共下水道築造事業計画を変更するため，下水

道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により，

変更に係る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図

面は，公告した日から２週間まで広島市下水道局施設部計画調整

課において一般の縦覧に供します。

　なお，利害関係人は，この公示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画の名称

広島市流域関連公共下水道築造事業計画

２　変更に係る予定処理区域

広島市東　区　　上温品一丁目，山根町

　　　安芸区　　�矢野西四丁目，矢野西五丁目，畑賀町，上

瀬野町

３　変更に係る工事の完成の予定年月日

平成３３年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３号

平成２７年２月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の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，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２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 廃止年月日
医療法人新でしお病
院

広島市南区段原山崎二
丁目９－１８ 平成26年１月12日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４号

平成２７年２月１０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

沖　有
三，大
元 　
曉，渡
部　真
実，井
上　真
希，豊
田　竜
士

からだ工
房

広島市南区的場町
二丁目６－３　マ
ツシマビル２Ｆ

はり・きゅ
う

平成２６年
８月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４７号

平成２７年２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５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，医療扶助のための施術者とし

て次に掲げる者を指定したので，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

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

沖　有
三，大
元　曉

からだ工
房

広島市南区的場町
二丁目６－３　マ
ツシマビル２Ｆ

あん摩・マ
ッサージ

平成２６年
８月１６日

沖　有
三，大
元 　
曉，井
上　真
希，豊
田　竜
士，寺
井　小
百合

からだ工
房

広島市南区的場町
二丁目６－３　マ
ツシマビル２Ｆ

はり・きゅ
う

平成２６年
８月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４８号

平成２７年２月５日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 区画数 休止する日時
広島市市営
中島町第二
駐車場

１０台 平成27年２月28日（土）午後６時から
平成27年３月２日（月）午前０時まで

２　休止する理由

駐車場前面道路の反対側の隣接地における建物改修工事に伴

い，駐車場前面道路を工事で使用し，駐車場としての利用がで

きなくなるため。
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佐伯小児歯科 広島市中区吉島西一丁
目２２－８ 平成27年１月31日

岡村歯科医院 広島市東区曙一丁目８
－９ 平成27年１月14日

沼田小児科医院 広島市安佐南区祇園一
丁目３２－８ 平成24年２月22日

伊藤内科胃腸科 広島市安佐北区可部四
丁目１－２３ 平成13年10月31日

サンテール薬局 広島市佐伯区五日市中
央五丁目１３－３１ 平成27年１月23日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８号

平成２７年２月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

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，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３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 辞退年月日

竹野内科消化器科ク
リニック

広島市中区紙屋町二丁
目２－２紙屋町ビル３
Ｆ

平成27年３月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９号

平成２７年２月１３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
／

指定有効期限

大橋内科医院 広島市中区白島中町１�
１－１０

平成27年１月１日
平成32年12月31日

あおぞら健診・内科
クリニック

広島市中区三川町１－
２０　ピンクリボン３�
９ビル７Ｆ８Ｆ

平成27年２月12日
平成33年２月11日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０号

平成２７年２月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の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，次に掲げる指定医療機関

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
医療法人新でしお病
院

広島市南区出汐一丁目
３－９ 平成26年１月12日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５号

平成２７年２月１０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６号

平成２７年２月１２日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，次の者に対する寄附金を指定し

たので，同条第５項の規定により告示する。

　平成２７年１月１日以後に支出された当該寄附金について，広

島市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

社会福祉法人　やぎ 広島市安佐北区亀山南三丁目
１５番２８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７号

平成２７年２月１３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の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，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２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 廃止年月日

大橋内科医院 広島市中区白島中町１�
１－１０ 平成27年１月１日

野田産婦人科医院 広島市中区千田町三丁
目１１－２２ 平成26年５月１日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２号

平成２７年２月１６日

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項

の規定により広島市沼田町伴土地区画整理組合から次のとおり新

たな理事の氏名及び住所の届出があったので，同条第２項の規定

により公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　就任した理事

住　所　　広島市安佐南区八木九丁目１０番３６－３０１号

氏　名　　森下　由啓

２　退任した理事

住　所　　東広島市西条町寺家７０５０番地１

氏　名　　小栗　昭彦

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３号

平成２７年２月１７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，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年４月１１日

４　委任期間

平成２７年４月１１日から同月１６日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 サテライト大阪 根耒　慶悟 Ｈ27．４．11～
Ｈ27．４．16

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４号

平成２７年２月１７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，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２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 変更年月日
（旧）森田神経科・
内科・心療内科医院 広島市中区大手町二丁

目１－４広島本通マー
クビル５階

平成27年１月１日
（新）もりた心療内
科クリニック

マツモト外科整形外
科

（旧）広島市安佐南区
沼田町伴８１５７－２

平成27年２月２日
（新）広島市安佐南区
伴東五丁目１２－４

かしわ歯科医院

（旧）広島市安佐南区
沼田町伴７７９０－１

平成27年２月２日
（新）広島市安佐南区
伴東五丁目２０－４４

フラワー歯科

（旧）広島市安佐南区
沼田町伴４２５４－１
－３Ａ

平成27年２月２日
（新）広島市安佐南区
伴中央六丁目１３－３�
１－３Ａ

もみじ薬局沼田店

（旧）広島市安佐南区
沼田町伴７９５７－１

平成27年２月２日
（新）広島市安佐南区
伴東七丁目９－１

沼田スマイル薬局

（旧）広島市安佐南区
沼田町伴３６０１－１

平成27年２月２日
（新）広島市安佐南区
伴中央四丁目７－８

訪問看護よりしま

（旧）広島市安佐南区
祇園二丁目４４－６

平成26年12月15日
（新）広島市安佐南区
祇園六丁目２２－１６

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１号

平成２７年２月１３日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第９条第１項の規定により，自転車等放置規制区

域を次のとおり指定しますので，同条第２項の規定により告示し

ます。

　なお，区域図については，広島市道路交通局自転車都市づくり

推進課，広島市中区役所建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する自転車等放置規制区域の名称及び指定年月日

名　　　称 指定年月日
新白島駅周辺自転車等放置規制区域 平成27年３月14日

２　新白島駅周辺自転車等放置規制区域の区域図

別図のとおり。

別図　略
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競輪事務局 サテライト横浜 石川　寿幸
競輪事務局 名古屋競輪場 藤田　吉克

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６６号

平成２７年２月１７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，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年４月１７日

４　委任期間

平成２７年４月１７日から同年５月２１日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 サテライト大阪 根耒　慶悟 Ｈ27．４．17～
Ｈ27．５．21

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６７号

平成２７年２月１８日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第９

条の規定に基づき，広島市市営基町駐車場の駐車規模，供用時

間，休日及び駐車できる自動車を定めた昭和４５年４月１日付け

広島市告示第４７号の一部を平成２７年２月１８日から次のよう

に改正します。

広島市長　　松　井　一　實

　表広島市市営基町駐車場の項中「（定期駐車券による利用に限

る。）」を削る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６８号

平成２７年２月１９日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，次の者に対する寄附金を指定し

たので，同条第５項の規定により告示する。

　平成２７年１月１日以後に支出された当該寄附金について，広

島市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年２月２７日

４　委任期間

平成２７年２月２７日から同年５月２１日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 サテライト石鳥谷 小山　和紀

Ｈ27．２．27～
Ｈ27．５．21

競輪事務局 前橋競輪場 中林　靖夫

競輪事務局 サテライトしおさ
い鹿島 石川　悟

競輪事務局 サテライト鴨川 井上　馨

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６５号

平成２７年２月１７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，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年４月１１日

４　委任期間

平成２７年４月１１日から同年５月２１日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二

Ｈ27．４．11～
Ｈ27．５．21

競輪事務局 サテライト宇部 酒井　孝子
競輪事務局 サテライト徳島 増井　稔人
競輪事務局 サテライト南国 木村　祐介
競輪事務局 サテライト安田 武田　昌史
競輪事務局 サテライトこまつ 大原　文博
競輪事務局 サテライト西予 内藤　雅英
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 齊藤　憲悟
競輪事務局 サテライト船橋 廣瀬　英樹
競輪事務局 サテライト成田 齋藤　敬一
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 サテライト水戸 生田目　好
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区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町　　　名
汚水及び雨
水を排除 佐伯区 五日市三丁目の一部

分流式
汚水を排除

南区 東青崎町の一部

安佐南区 東野三丁目及び大町東二丁目
の各一部

安芸区 矢野東五丁目の一部

佐伯区 利松三丁目，八幡東三丁目及
び八幡三丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７１号

平成２７年２月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２７年２月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町　　　名

安佐南区 東野三丁目及び大町東二丁目
の各一部 位置：�広島市西区扇一

丁目１番１号
名称：�広島市西部水資

源再生センター佐伯区
利松三丁目，八幡東三丁目，
八幡三丁目及び五日市三丁目
の各一部

南区 東青崎町の一部
位置：�広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：�太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 矢野東五丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７２号

平成２７年２月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２７年２月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

社会福祉法人　清流 広島市安佐北区三入南二丁目
３３番２１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６９号

平成２７年２月２０日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２１条第２項にお

いて準用する同法第１９条第１項の規定により，広島圏都市計画

（広島平和記念都市建設計画）地区計画を変更したので，同法第

２１条第２項において準用する同法第２０条第１項の規定によ

り，次のとおり告示します。

　なお，都市計画法第２１条第２項において準用する同法第２０

条第２項の規定により，関係図書を広島市都市整備局都市計画

課，東区役所建設部建築課及び南区役所建設部建築課において縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

⑴　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画

⑵　名称，位置及び区域

名称 位置及び区域

広島駅新幹線口周辺地区
地区計画（変更）

広島市東区の二葉の里三丁目の全
部並びに二葉の里一丁目，二葉の
里二丁目，上大須賀町及び若草町
の各一部
広島市南区松原町の一部

２　縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　　　　　　　　　　　　　　　広島市都市整備局都市計画課

⑵　広島市東区東蟹屋町９番３８号　　　東区役所建設部建築課

⑶　広島市南区皆実町一丁目５番４４号　南区役所建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７０号

平成２７年２月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２７年２月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別紙）
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○　�固定資産税・都市計画税減免取
消通知書

○　固定資産税減免取消通知書
○　�固定資産証明書（固定資産課税
台帳に登録された固定資産のな
い証明）

○　�固定資産証明書（固定資産課税
台帳に登録されていない証明）

○　�固定資産税・都市計画税　課税
証明書

○　�固定資産課税台帳登録事項証明
書

○　�固定資産（償却資産）課税台帳
登録事項証明書

○　標識交付証明書
○　�軽自動車税納税証明書（継続検
査用）

○　�軽自動車税賦課額更正（決定）
通知書

○　�軽自動車税課税免除承認通知書
○　�軽自動車税減免決定通知書
○　�軽自動車税の減免否認について
（通知）

○　�軽自動車税納税通知書
○　�法人市民税申告事項証明書
○　�納税証明書（一般用）
○　�過誤納金等　還付充当通知書
（市税用）

○　納税証明書（行政提出用）
○　還付金受領催告書（市税用）
○　納税証明書（法人市民税）
○　返還金支払通知書（市税用）
○　納税証明書（固定資産税用）
○　�市民税・県民税特別徴収税額
（分離課税に係る所得割）更正
（決定）兼加算金額決定通知書

財政局専用市長職務代理
社印⑶

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７５号

平成２７年２月２４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２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，医療扶助のための施術者から変更の届出があったの

で，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者
施術所

業務の種類 変更年月日
名称 所在地

西尾　
龍伸

みどりい
整骨院

（旧）広島市安佐
南区緑井五丁目３
－８

柔道整復 平成２７年
１月１日（新）広島市安佐

南区緑井二丁目１�
４－１３

青景　
典子

あおぞら
鍼灸接骨
院

（旧）広島市安佐
南区沼田町大字伴
７７９０－１

柔道整復 平成２７年
２月２日（新）広島市安佐

南区伴東五丁目２�
０－４４

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐北区白木町大字三田の一部 下三田農業集落排水処理施
設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７３号

平成２７年２月２３日

　広島市単独公共下水道築造事業計画を変更するため，下水道法

施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により，変更

に係る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図面

は，平成２７年２月２４日から平成２７年３月９日まで広島市下

水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

　なお，利害関係人は，この公示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画の名称

広島市単独公共下水道築造事業計画

２　変更に係る予定処理区域

広島市安佐南区　　沼田町

　　　安佐北区　　口田南町，三入六丁目

　　　佐伯区　　　五日市町大字石内

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７４号

平成２７年２月２３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

（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 印影を印刷する公印の名称
○　�市民税・県民税課税課税台帳記
載事項証明書

○　�価格等の決定（修正）通知書兼
固定資産税・都市計画税納税通
知書

○　�価格等の決定（修正）通知書兼
固定資産税納税通知書

○　�価格等の決定（修正）通知書兼
固定資産税・都市計画税賦課決
定（減額）通知書

○　�価格等の決定（修正）通知書兼
固定資産税賦課決定（減額）通
知書

○　�固定資産税・都市計画税賦課決
定（減額）通知書

○　�固定資産税賦課決定（減額）通
知書

○　�固定資産税・都市計画税納税通
知書

○　�固定資産税納税通知書
○　�固定資産税・都市計画税減免通
知書

○　固定資産税減免通知書

財政局専用市長職務代理
社印⑶
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　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１５条の１７第１項の規定により廃棄物が地下にある土地

の区域を指定区域として指定するので，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　指定区域

広島市安佐北区安佐町大字鈴張字今節　１５２５番１の一

部，１５４１番の一部，甲１５４２番の一部，乙１５４２番

の一部，１５４４番の一部，１５４５番の一部

字堀越　３７８２番の一部，３７８３番の一部，３７８３番

２の一部，３７８４番，３７８４番２，３７８４番３の一

部，３７８５番の一部，３７８６番の一部，３７８７番の一

部

２　埋立地の区分

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第１３条の２第１

号

（廃止確認を受けて廃止された産業廃棄物の最終処分場に係

る埋立地）

３　指定区域台帳の閲覧

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市役所４階環境局業務部産業廃棄物指導課

午前８時３０分から午後５時００分まで（ただし，土曜日，

日曜日及び休日は除く。）　

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７９号

平成２７年２月２５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

広島市東区矢賀二丁目の８９３番１，８９３番３，８９４番

１，１０２９番１，１０３０番１，１０３１番１の一部，

１０３２番１，１０３８番３の一部及び１０３８番４の一部

２　開発面積

２，５５０．３０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区西観音町１８番４号ＢＪＣ，ｂｌｄｇ．

株式会社ＢＪＣ

代表取締役　川中　実

４　検査済証交付年月日

平成２７年２月２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８０号

平成２７年２月２６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

青景　
健太

あおぞら
鍼灸接骨
院

（旧）広島市安佐
南区沼田町大字伴
７７９０－１ はり・きゅ

う
平成２７年
２月２日（新）広島市安佐

南区伴東五丁目２�
０－４４

児玉　
敬介

―（出張
専業）

（旧）広島市安佐
南区沼田町大字伴
３５３２－１ はり・きゅ

う
平成２７年
２月２日（新）広島市安佐

南区伴中央二丁目
３－３６－３０８

赤瀨　
修

―（出張
専業）

（旧）広島市安佐
南区長束五丁目１�
１－６ あん摩・マ

ッサージ
平成２７年
２月２日（新）広島市安佐

南区長束三丁目３�
０－２９

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７６号

平成２７年２月２４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

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，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，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

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

若狭　
大二朗

さざんか
針灸院

広島市西区井口五
丁目１５－２５

はり・きゅ
う

平成２７年
１月５日

八城　
裕也

らくだ接
骨院

広島市安佐南区大
町東三丁目３１－
２７

柔道整復 平成２７年
１月２９日

八城　
裕也

らくだ鍼
灸院

広島市安佐南区大
町東三丁目３１－
２７

はり・きゅ
う

平成２７年
１月２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７７号

平成２７年２月２４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第１１条の規定に基づき保管してい

る自転車等について，所有権を取得したので告示します。

　なお，関係台帳は，広島市道路交通局自転車都市づくり推進課

において閲覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７８号

平成２７年２月２５日
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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２７年２月２７日から平成２７年６月２９日まで。た

だし，日曜日，土曜日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６月２９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８２号

平成２７年２月２７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，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任するので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり。

２　委任する事務

⑴　広島市競輪特別会計規則第２条第２項に規定する収納金の

収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年５月２２日

４　委任期間

平成２７年５月２２日から同月３０日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二

Ｈ27．５．22～
Ｈ27．５．30

競輪事務局 サテライト横浜 石川　寿幸
競輪事務局 名古屋競輪場 藤田　吉克
競輪事務局 サテライト大阪 根耒　慶悟

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８３号

平成２７年２月２７日

（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 印影を印刷する公印の名称
○　辞令書
○　委嘱書
○　育児休業承認書
○　育児短時間勤務承認書
○　介護休暇承認書
○　旧姓使用届出証明書
○　臨時職員任用決定通知書

市長職務代理者印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８１号

平成２７年２月２７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　ショージみどり坂店

⑵　所在地　広島市安芸区瀬野西一丁目２番地

２　大規模小売店舗を設置する者

積水ハウス株式会社

代表取締役　和田　勇

大阪市北区大淀中一丁目１番８８号

３　変更事項

⑴　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）

小売業者
住所

名称 代表者
西條商事株式会
社

代表取締役社長
蔵田　憲

広島県東広島市西条土与丸
二丁目６番４９号

（変更後）

小売業者
住所

名称 代表者
西條商事株式会
社

代表取締役社長
蔵田　至

広島県東広島市西条土与丸
二丁目６番４９号

４　変更年月日

平成２６年１１月２７日

５　届出年月日

平成２７年２月２０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
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広島市告示（中区）第２５号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ３ 日

　広島バスセンター西自転車等駐車場Ｂ内に，長期間駐車されて

いた下記自転車については，２月２日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２７号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ６ 日

　相生自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，２月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　関係書類は，広島市中区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　番号　　第１号

２　年月日　平成２７年２月９日

３　道路の位置（地名・地番）

　　�広島市中区南千田西町の１０３１番の２の一部，１０３１番

７の一部，１０３１番８の一部，１０３１番１７の一部及び

１０３１番２５の一部

４　幅員及び延長

　　幅員　４．００ｍ

　　延長　２５．６０ｍ

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

株式会社ニ
チイ学館

ニチイケア
センター五
日市

広島市佐伯区
五日市駅前二
丁目１５－２
ＫＤＣビル１
Ｆ

平成27年
２月28日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会社誠
人

デイサービ
スセンター
いつかいち
の風

広島市佐伯区
五日市一丁目
５番４８号

平成27年
２月28日

通所介護及
び介護予防
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２２号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ 日

　西新天地自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１月３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３４号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３５号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３６号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ８ 日

　富士見町第二自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，２月１３日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３７号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３８号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ９ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２９号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３０号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　基町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，２月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３２号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３３号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ０ 日

　基町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，２月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。
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広島市告示（中区）第４３号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　基町自転車等駐車場及び富士見町第二自転車等駐車場内に，長

期間駐車されていた下記自転車等については，２月２３日に広島

市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第４４号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条２項の規定により自転車等を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１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

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１０号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条２項の規定により自転車等を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１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

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１１号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条２項の規定により自転車等を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１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

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３９号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第４０号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第４１号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ３ 日

　大手町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，２月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第４２号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条２項の規定により自転車等を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１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

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１６号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ０ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年２月１０日から平成２７年２月

２５日まで東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 東５区５�
３号線

東区尾長西一丁
目２２９番１地
先から
東区尾長西一丁
目２２９番８地
先まで

旧

メートル
6.00
～
11.70

メートル

84.60

新

メートル
12.00
～
21.20

メートル

84.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１７号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ０ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年２月１０日から平成２７年２月

２５日まで東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東５区
５３号
線

東区尾長西一丁目２２９番１
地先から
東区尾長西一丁目２２９番８
地先まで

平成２７年２月
１０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１８号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条２項の規定により自転車等を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１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

次のとおり　略

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１２号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　　第４号

２　指定年月日　　平成２７年２月９日

３　道路の位置　　広島市東区戸坂惣田一丁目１１７４番の一部

４　幅　　　員　　４．５２メートル

５　延　　　長　　３４．９０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１３号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年２月９日から平成２７年２月２４

日まで東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 東５区２�
４号線

東区光が丘１番
２６地先から
東区光が丘１番
８地先まで

旧

メートル
3.44
～
4.20

メートル

5.63

新

メートル
3.73
～
4.20

メートル

5.63

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１４号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 ９ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２７年２月９日から平成２７年２月２４

日まで東区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東５区
２４号
線

東区光が丘１番２６地先から
東区光が丘１番８地先まで

平成２７年２月
９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１５号

平 成 ２ ７ 年 ２ 月 １ ０ 日


