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第５０条第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第

１２号の６の７」に改める。

附則第１１条の２第５項中「附則第１５条第３４項」を「附

則第１５条第３６項」に改め，同条第６項中「附則第１５条第

３７項」を「附則第１５条第３９項」に改め，同条第７項中

「附則第１５条第３８項」を「附則第１５条第４０項」に改め

る。

附則第１２条の見出し，附則第１３条の前の見出し及び同条

中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度か

ら平成２９年度まで」に改める。

附則第１３条の３中「地方税法及び国有資産等所在市町村交

付金法の一部を改正する法律（平成２４年法律第１７号）附則

第１０条第１項」を「地方税法等の一部を改正する法律（平成

２７年法律第２号）附則第１８条第１項」に，「平成２４年度

から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度ま

で」に改める。

附則第１４条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成

２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

める。

附則第１８条中「第１５項，第１６項，第１８項から第２２

項まで，第２４項，第２６項，第３０項，第３４項，第３５項

若しくは第４０項」を「第１７項，第１８項，第２０項から第

２４項まで，第２６項，第２８項，第３２項，第３６項，第３�

７項若しくは第４２項」に改める。

附則第１９条の前の見出し及び同条中「平成２４年度から平

成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に

改める。

附則第１９条の３中「地方税法及び国有資産等所在市町村交

付金法の一部を改正する法律附則第１０条第１項」を「地方税

法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）附則第

１８条第１項」に，「平成２４年度から平成２６年度まで」を

「平成２７年度から平成２９年度まで」に改める。

附則第２０条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成

２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改

める。

　（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２６年広

島市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

附則第１項第３号中「第８２条第１号から第３号まで」を

「第８２条第２号アイ及びウ」に，「第１８項」を「第１９

項」に改め，同項第４号中「第５２条第１項」の右に「，第８�

２条（第２号アイ及びウに係る部分を除く。）」を加え，「，

第１７項及び第１８項」を「から第１８項まで及び第１９項」

に改める。

附則第１５項中「第８２条」を「第８２条第２号アイ及び

ウ」に改める。

附則第１９項を附則第２０項とする。

附則第１８項の表中「附則第１８項」を「附則第１９項」に

改め，同項を附則第１９項とする。

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。

　第５条の３中「第７２条の４」を「第７２条の５」に改める。

　第６条の３第１号中「保険事業に要する費用の額」の右に「，

法第８１条の２第１項第１号に掲げる交付金を交付する事業に係

る同条第２項の規定による拠出金（当該事業に関する事務の処理

に要する費用に係るものを除く。）の納付に要する費用の額，同

条第１項第２号に掲げる交付金を交付する事業に係る同条第２項

の規定による拠出金（当該事業に関する事務の処理に要する費用

に係るものを除く。）の納付に要する費用の額の２分の１に相当

する額」を加え，同条第２号中「第７２条の４」を「第７２条の

５」に，「その他」を「，法第８１条の２第１項の規定による交

付金並びにその他の」に改める。

　附則第８条から第１５条までを次のように改める。

第８条から第１５条まで　削除

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６条の３及び附則第１５条の規定は，平成２７年

度以後の年度分の保険料について適用し，平成２６年度分まで

の保険料については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３５号

平成２７年３月３１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３１条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」

を「法第２９２条第１項第４号の５」に，「又は同条第１７号

の２に規定する連結個別資本金等の額（保険業法に規定する相

互会社にあつては，施行令第４５条の３の２に定めるところに

より算定した純資産額）をいう。以下この表」を「をいう。以

下この条」に，「除く。以下この表」を「除く。以下この条」

に改め，同条に次の１項を加える。

４　資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社

を除く。）の資本金等の額が，資本金の額及び資本準備金の

額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第２項の

規定の適用については，同項の表中「資本金等の額が」とあ

るのは，「資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資

金の額が」とする。

第４８条第６項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第

１２号の７」に改める。
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備考の１の⑵に規定する地色をいう。）のマンセル値（同表の

備考の１の⑶に規定するマンセル値をいう。）を表示するもの

とする。）」とする。

　第４条第２号中「広告物を掲出する物件」を「掲出物件」に改

める。

　第５条中「規定による」を削り，同条に次の１項を加える。

２　条例第１１条第２項に規定する景観計画の区域内における広

告物の表示又は掲出物件の設置に係る同条第１項の許可の基準

は，前項に定めるもののほか，別表第３に定めるとおりとす

る。

　第１８条を第１９条とする。

　第１７条第３項中「第１１条」を「第１２条」に改め，同条を

第１８条とする。

　第１６条を第１７条とし，第７条から第１５条までを１条ずつ

繰り下げる。

　第６条第１項中「（別表第１の備考に規定する表示面積をい

う。第１６条第１項において同じ。）」を削り，同条を第７条と

する。

　第５条の次に次の１条を加える。

　（届出に係る準用等）

第６条　第２条第１項（第１号から第３号までに限る。）及び第

２項の規定は，条例第１２条第６項本文の規定による届出につ

いて準用する。

２　条例第１２条第６項ただし書の規則で定める場合は，次に掲

げる広告物を表示し，又はこれを掲出する物件を設置しようと

する場合とする。

⑴　表示面積（別表第１の備考に規定する表示面積をいう。次

条第１項及び第１７条第１項において同じ。）が２平方メー

トル以下の広告物

⑵　第４条に規定する軽微な変更又は改造に係る広告物

⑶　車両，船舶又は航空機への表示に係る広告物

⑷　条例第６条第１項第１号，第３号及び第４号，第３項並び

に第５項第２号に掲げる広告物

⑸　その他市長が適当と認めて指定する広告物

　別表第２の２の⑴中「場合は，５１メートル以下」を「場合に

あつては５１メートル以下とし，別表第３に規定する広告物等の

表示又は設置に係る高さについての基準が適用される広告塔又は

平看板にあつては当該基準で定める高さ以下とする。」に改め，

同表の次に次の１表を加える。

別表第３（第５条関係）

　　　　　　　　景観計画の区域内における許可の基準

１　原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ａ地区，Ｂ地区及

びＣ地区に限る。）

⑴　壁面利用広告物の表示面積の総量

１壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が，

当該壁面利用広告物を表示し，又は設置する壁面（⑶の本

文に規定する基準の範囲内の部分に限る。）の面積の５分

の１以下であり，かつ，３０平方メートル以下であるこ

と。ただし，当該面積の５分の１が１０平方メートルに満

附則第１７項を附則第１８項とし，附則第１６項を附則第

１７項とし，附則第１５項の次に次の１項を加える。

　１６�　新条例第８２条（第２号アイ及びウに係る部分を除

く。）の規定は，平成２８年度以後の年度分の軽自動車税

について適用し，平成２７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。

附　則

１　この条例は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第

２条の規定は，公布の日から施行する。

２　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。）第３１条，第４８条第６項及び第５０条第３項

の規定は，この条例の施行の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。

３　新条例附則第１２条，第１３条，第１３条の３及び第１４条

の規定は，平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適

用し，平成２６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。

４　新条例附則第１２条，第１８条，第１９条，第１９条の３及

び第２０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。

規 則
広島市規則第４号

平成２７年３月５日

　広島市屋外広告物条例施行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

広島市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市屋外広告物条例施行規則（昭和５５年広島市規則第３０

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「物件」の右に「（以下「掲出物件」とい

う。）」を加え，同条第２号中「広告物を掲出する物件」を「掲

出物件」に改め，同条に次の１項を加える。

２　景観計画（広島市景観条例（平成１８年広島市条例第３９

号）第６条第１項の景観計画をいう。以下同じ。）の区域内に

おける広告物等に係る前項の規定の適用については，同項第１

号中「図面」とあるのは「図面（別表第３に規定する壁面利用

広告物の表示面積の総量についての基準に係るものにあつて

は，広告物等を表示し，又は設置する建築物又は工作物の壁面

の面積その他市長が必要と認める事項を表示するものとす

る。）」と，同項第３号中「方法に関する図書」とあるのは

「方法に関する図書（別表第３に規定する広告物の地色の彩度

についての基準に係るものにあつては，広告物の地色（同表の



平成２７年４月３０日� 第１０１９号　―３３―広　　島　　市　　報

こと。ただし，表示面積が２平方メートル以下（平和大通

り沿道地区にあつては，５平方メートル以下）の広告物

（⑶のただし書の規定に適合するものを除く。）及び車

両，船舶又は航空機に表示する広告物については，この限

りでない。

⑶　広告物等の表示又は設置に係る高さ

地表から広告物等（建築物又は工作物の壁面等を利用し

て表示し，又は設置するものに限る。）の上端までの高さ

が１０メートル以下（不動院周辺地区にあつては，７メー

トル以下）であること。ただし，建築物又は工作物の壁面

に表示する広告物であつて，次に掲げる要件を満たすもの

については，この限りでない。

ア　ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号であること。

イ　直塗りし，又は付加して文字又は記号を表示するもの

であること。

ウ　文字又は記号の大きさが縦１．２メートル以下（商標

及び駐車場を表す案内用記号にあつては，縦横それぞれ

２．４メートル以下）であること。

エ　文字又は記号に使用する色のマンセル値が，０Ｒから

５Ｙまでの色相にあつては彩度８以下，その他の色相に

あつては彩度６以下であること。

オ　個数は，１壁面につき１個であること。

カ　光源を利用するものにあつては，光源が文字又は記号

の部分の内部若しくは裏面又は背後の壁面に取り付けら

れていること。

⑷　広告物等の内容

自家用広告物又は管理用広告物であること。ただし，表

示面積が１平方メートル以下の広告物等及び車両，船舶又

は航空機に表示し，又は設置する広告物等については，こ

の限りでない。

３　原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｅ地区に限る。），

リバーフロント・シーフロント地区，西風新都地区，広島駅

新幹線口地区（二葉の里歴史の散歩道に面する部分を除く。），

広島駅南口地区，広島市民球場周辺地区，都心幹線道路沿道

地区及び宇品みなと地区

⑴　壁面利用広告物の表示面積の総量

壁面利用広告物の表示面積が１個につき１００平方メー

トル以下（リバーフロント・シーフロント地区にあつて

は，６０平方メートル以下）であり，かつ，１壁面等にお

ける壁面利用広告物の表示面積の総量が，次に掲げる場合

の区分に応じ，それぞれ次に定める面積以下であること。

ア　当該壁面利用広告物を表示し，又は設置する壁面（⑶

の本文に規定する基準の範囲内の部分に限る。イにおい

て同じ。）の面積が３００平方メートル以下（リバーフ

ロント・シーフロント地区にあつては，１８０平方メー

トル以下）の場合　当該面積の３分の１。ただし，当該

面積の３分の１が１０平方メートルに満たない場合は，

この限りでない。

イ　当該壁面利用広告物を表示し，又は設置する壁面の面

たない場合は，この限りでない。

⑵　広告物の地色の彩度

広告物（⑶のただし書の規定に適合するものを除く。）

の地色のマンセル値が，０Ｒから５Ｙまでの色相にあつて

は彩度８以下，その他の色相にあつては彩度６以下である

こと。ただし，表示面積が２平方メートル以下の広告物

（⑶のただし書の規定に適合するものを除く。）及び車

両，船舶又は航空機に表示する広告物については，この限

りでない。

⑶　広告物等の表示又は設置に係る高さ

地表から広告物等（建築物又は工作物（塀，柵，工事現

場の仮囲いその他これらに類する工作物に限る。以下この

⑶，２の⑶及び３の⑶において同じ。）の壁面等を利用し

て表示し，又は設置するものに限る。）の上端までの高さ

が１０メートル以下であること。ただし，建築物又は工作

物の壁面に表示する広告物であつて，次に掲げる要件を満

たすものについては，この限りでない。

ア　ビル名称等又は駐車場を表す案内用記号であること。

イ　直塗りし，又は付加して文字又は記号を表示するもの

であること。

ウ　文字又は記号の大きさが縦１．２メートル以下（商標

及び駐車場を表す案内用記号にあつては，縦横それぞれ

２．４メートル以下）であること。

エ　文字又は記号に使用する色のマンセル値が彩度２以下

であること。

オ　個数は，１壁面につき１個であること。

カ　光源を利用しないものであること。

⑷　広告物等の内容

自家用広告物又は管理用広告物であること。ただし，表

示面積が１平方メートル以下の広告物等及び車両，船舶又

は航空機に表示し，又は設置する広告物等については，こ

の限りでない。

２　原爆ドーム及び平和記念公園周辺地区（Ｄ地区に限る。），

平和大通り沿道地区，縮景園周辺地区，不動院周辺地区，広

島東照宮・國前寺周辺地区，広島城・中央公園地区及び広島

駅新幹線口地区（二葉の里歴史の散歩道に面する部分に限

る。）

⑴　壁面利用広告物の表示面積の総量

１壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が，

当該壁面利用広告物を表示し，又は設置する壁面（⑶の本

文に規定する基準の範囲内の部分に限る。）の面積の５分

の１以下であり，かつ，３０平方メートル以下（不動院周

辺地区にあつては，２０平方メートル以下）であること。

ただし，当該面積の５分の１が１０平方メートルに満たな

い場合は，この限りでない。

⑵　広告物の地色の彩度

広告物（⑶のただし書の規定に適合するものを除く。）

の地色のマンセル値が，０Ｒから５Ｙまでの色相にあつて

は彩度８以下，その他の色相にあつては彩度６以下である
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定める案内用図記号のうち，車両が駐車してもよい施設

及び場所を表示する記号その他これに類する記号を自己

の住所，事業所，営業所又は作業場の壁面に表示するも

のをいう。

⑹　自家用広告物　自己の氏名，名称，店名若しくは商標

又は自己の事業若しくは営業の内容を表示するため，自

己の住所，事業所，営業所若しくは作業場又は車両，船

舶若しくは航空機に表示し，又は設置する広告物等をい

う。

⑺　管理用広告物　自己の管理する土地又は物件に管理上

の必要に基づき表示し，又は設置する広告物等で，自家

用広告物以外のものをいう。

⑻　一般区域　景観計画区域（広島市景観条例第６条第２

項の景観計画区域をいう。）のうち景観計画重点地区

（同項の景観計画重点地区をいう。）以外の区域をい

う。

２　表示面積については，別表第１の備考を準用する。

附　則

　この規則は，平成２７年７月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５号

平成２７年３月１３日

　広島市こども療育センター条例施行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

広島市こども療育センター条例施行規則の一部を改正

する規則

　広島市こども療育センター条例施行規則（昭和４９年広島市規

則第９９号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項中第３号を第４号とし，同項第２号中「（昭和

２２年法律第１６４号）」を削り，同号を同項第３号とし，同項

第１号の次に次の１号を加える。

⑵　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第６条の２の２

第５項に規定する保育所等訪問支援

　第２０条第３項を削る。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６号

平成２７年３月１３日

　広島市健康づくりセンター条例施行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

広島市健康づくりセンター条例施行規則の一部を改正

する規則

　広島市健康づくりセンター条例施行規則（平成元年広島市規則

積が３００平方メートル（リバーフロント・シーフロン

ト地区にあつては，１８０平方メートル）を超える場合

　３００平方メートル（リバーフロント・シーフロント

地区にあつては，１８０平方メートル）を当該面積から

減じた面積の５分の１の面積に１００平方メートル（リ

バーフロント・シーフロント地区にあつては，６０平方

メートル）を加えた面積

⑵　広告物の地色の彩度

広告物（⑶のただし書の規定に適合するものを除く。）

の地色のマンセル値が，彩度１０以下であること。ただ

し，表示面積が１０平方メートル以下の広告物（⑶のただ

し書の規定に適合するものを除く。）及び車両，船舶又は

航空機に表示する広告物については，この限りでない。

⑶　広告物等の表示又は設置に係る高さ

地表から広告物等（建築物又は工作物の壁面等を利用し

て表示し，又は設置するものに限る。）の上端までの高さ

が２０メートル以下であること。ただし，建築物又は工作

物の壁面に表示し，又は設置する広告物等であつて，次に

掲げる要件を満たすものについては，この限りでない。

ア　自家用広告物で，表示面積が２０平方メートル以下の

ものであること。

イ　広告物の地色のマンセル値が，０Ｒから５Ｙまでの色

相にあつては彩度８以下，その他の色相にあつては彩度

６以下であること。

４　一般区域

１壁面等における壁面利用広告物の表示面積の総量が，当

該壁面利用広告物を表示し，又は設置する壁面の面積の３分

の１以下であること。ただし，当該面積の３分の１が１０平

方メートルに満たない場合は，この限りでない。

備考

１　この表において，次に掲げる用語の意義は，それぞれ次

に定めるところによる。

⑴　壁面利用広告物　建築物の壁面等を利用して表示し，

又は設置する広告物等（屋上に設置する広告塔及び平看

板を含み，突出し看板及び気球広告並びに表示面積が１

平方メートル以下の広告物等及び条例第６条第４項第３

号に規定する広告物等を除く。）及び塀，柵，工事現場

の仮囲いその他これらに類する工作物の壁面等に表示

し，又は設置する広告物等（表示面積が１平方メートル

以下の広告物等及び条例第６条第４項第３号に規定する

広告物等を除く。）をいう。

⑵　地色　広告物の表示面積の３分の１以上の部分におい

て使用する色をいう。

⑶　マンセル値　日本工業規格Ｚ８７２１に定める色の三

属性（色相，明度及び彩度をいう。）の値をいう。

⑷　ビル名称等　自己の氏名，名称，店名又は商標を自己

の住所，事業所，営業所又は作業場の壁面に表示するも

のをいう。

⑸　駐車場を表す案内用記号　日本工業規格Ｚ８２１０に
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び各階平面図並びに同表の(ろ)項に掲げる図書

⑵　前号に掲げるもののほか，市長が必要と認める図書又は書

面

　（委任規定）

第４条　この規則の施行に関し必要な事項は，都市整備局指導担

当局長が定める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８号

平成２７年３月２４日

　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に規定する規則で

定める団体及び法人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

公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に規定す

る規則で定める団体及び法人に関する規則の一部を改

正する規則

　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例に規定する規則で

定める団体及び法人に関する規則（平成１４年広島市規則第１８

号）の一部を次のように改正する。

　第１条中第２２号を第２３号とし，第２号から第２１号までを

１号ずつ繰り下げ，第１号の次に次の１号を加える。

⑵　地方公共団体情報システム機構

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第９号

平成２７年３月２４日

　給料等の支給に関する規則及び職員の退職手当に関する条例施

行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

給料等の支給に関する規則及び職員の退職手当に関す

る条例施行規則の一部を改正する規則

　（給料等の支給に関する規則の一部改正）

第１条　給料等の支給に関する規則（昭和２６年３月３０日広島

市規則第９４号）の一部を次のように改正する。

　第５条第１項に次の２号を加える。

⑼　自己啓発等休業（地方公務員法第２６条の５第１項に規

定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。）を始め，又は

自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

⑽　配偶者同行休業（地方公務員法第２６条の６第１項に規

定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。）を始め，又は

配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合

第５条第２項中「派遣され，又は」を「派遣され，」に，

「承認されている」を「承認され，自己啓発等休業をし，又は

第１１３号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項第２号イを削り，同号ウ中「第４条第１号ウ」を

「第４条第１号イ」に改め，同号ウを同号イとし，同条第３項を

削る。

　第４条及び第５条を削る。

　第６条中「第９条第１項」を「第６条第１項」に改め，同条を

第４条とする。

　第７条中「第１２条第１項」を「第９条第１項」に改め，同条

を第５条とする。

　別表を削る。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７号

平成２７年３月１３日

　広島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施行細則を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市マンションの建替え等の円滑化に関する法律施

行細則

　（趣旨）

第１条　マンションの建替え等の円滑化に関する法律（平成１４

年法律第７８号。以下「法」という。）の施行については，マ

ンションの建替え等の円滑化に関する法律施行令（平成１４年

政令第３６７号）及びマンションの建替え等の円滑化に関する

法律施行規則（平成１４年国土交通省令第１１６号。以下「省

令」という。）に定めるもののほか，この規則の定めるところ

による。

　�（マンションの除却の必要性に係る認定の申請に係る添付書

類）

第２条　省令第４９条第１項第３号の規則で定める書類は，次に

掲げる書類とする。

⑴　法第１０２条第１項の規定による申請に係るマンションが

同条第２項の国土交通大臣が定める基準に適合していない旨

の耐震診断の結果の妥当性を市長が適切であると認める者が

証する書類

⑵　建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則（平成７年

建設省令第２８号）第３３条第１項第１号の表に掲げる付近

見取図，配置図及び各階平面図

⑶　前２号に掲げるもののほか，市長が必要と認める書類

２　法第１０２条第１項の規定による申請をしようとする者は，

省令第４９条第１項の規定にかかわらず，同項第２号に掲げる

構造計算書を添えることを要しない。

　（容積率の特例に係る許可の申請に係る添付図書等）

第３条　省令第５２条第１項の規則で定める図書又は書面は，次

に掲げる図書又は書面とする。

⑴　建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０号）第１

条の３第１項の表１の(い)項に掲げる付近見取図，配置図及
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第２５号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２項中「１か月前」を「６か月前」に改める。

附　則

　この規則は，平成２７年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１２号

平成２７年３月２４日

　広島市介護保険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

広島市介護保険規則の一部を改正する規則

　広島市介護保険規則（平成１２年広島市規則第５１号）の一部

を次のように改正する。

　第２条第１項中「３２」を「３３」に改める。

　第２７条を第２９条とし，第１６条から第２６条までを２条ず

つ繰り下げ，第１５条を第１６条とし，同条の次に次の１条を加

える。

　�（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例介護予防

サービス費等の額）

第１７条　法第５９条の２に規定する居宅要支援被保険者が本市

から受ける次の各号に掲げる予防給付について当該各号に定め

る規定を適用する場合においては，これらの規定中「１００分

の９０」とあるのは，「１００分の８０」とする。

⑴　特例介護予防サービス費の支給　第１３条

⑵　特例地域密着型介護予防サービス費の支給　第１４条

　第１４条を第１５条とし，第１３条を第１４条とする。

　第１２条中「第５３条第２項各号」の右に「（地域における医

療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に

関する法律（平成２６年法律第８３号）附則第１４条第２項の規

定によりなおその効力を有するものとされる同法第５条の規定

（同法附則第１条第３号に掲げる改正規定に限る。）による改正

前の法第５３条第２項各号を含む。）」を加え，同条を第１３条

とし，第１１条の次に次の１条を加える。

　（一定以上の所得を有する第１号被保険者に係る特例居宅介護

サービス費等の額）

第１２条　法第４９条の２に規定する要介護被保険者が本市から

受ける次の各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規

定を適用する場合においては，これらの規定中「１００分の９�

０」とあるのは，「１００分の８０」とする。

⑴　特例居宅介護サービス費の支給　第７条

⑵　特例地域密着型介護サービス費の支給　第８条

⑶　特例施設介護サービス費の支給　第１０条

附　則

１　この規則は，平成２７年８月１日から施行する。ただし，第

２条第１項及び第１２条の改正規定は，同年４月１日から施行

する。

２　この規則の施行の日前に行われた改正前の広島市介護保険規

則の規定による特例居宅介護サービス，特例地域密着型介護サ

ービス，特例介護予防サービス，特例地域密着型介護予防サー

配偶者同行休業をしている」に改める。

　（職員の退職手当に関する条例施行規則の一部改正）

第２条　職員の退職手当に関する条例施行規則（昭和５８年広島

市規則第８６号）の一部を次のように改正する。

第６条の３第１号中「又はこれに準ずる事由」を「若しくは

これに準ずる事由又は職員の自己啓発等休業及び配偶者同行休

業に関する条例（平成２７年広島市条例第６号）第２条の規定

による自己啓発等休業若しくは同条例第１２条の規定による配

偶者同行休業」に改める。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１０号

平成２７年３月２４日

　広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行

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

広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則（平成１３年広島市規則第４５号）の一部を次のように改正

する。

　第７条第１項第１号中「１５万３，９００円」を「１５万４，４�

００円」に改め，同項第２号中「１５万６，７００円」を

「１５万７，４００円」に改め，同項第３号中「１５万９，４００

円」を「１６万１００円」に改め，同項第４号中「１６万１，９�

００円」を「１６万２，６００円」に改め，同項第５号中「１６�

万４，４００円」を「１６万５，１００円」に改め，同項第６号中

「１６万６，９００円」を「１６万７，６００円」に改め，同項第

７号中「１６万９，４００円」を「１７万１００円」に改め，同

項８号中「以上　１７万１，９００円」を「以上３２年未満　１�

７万２，６００円」に改め，同項に次の１号を加える。

⑼　引き続き３２年以上　１７万５，１００円

　第７条第２項中「に１００分の１００」を「に１００分の

１０５」に，「１００分の１１０」を「１００分の１１４」に改

める。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１１号

平成２７年３月２４日

　広島市文化創造センター条例施行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

広島市文化創造センター条例施行規則の一部を改正す

る規則

　広島市文化創造センター条例施行規則（平成１３年広島市規則
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１６号

平成２７年３月２４日

　広島市道路占用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

広島市道路占用規則の一部を改正する規則

　広島市道路占用規則（昭和４５年広島市規則第４９号）の一部

を次のように改正する。

　第４条各号を次のように改める。

⑴　法第３６条第１項に規定する水管，下水道管，公衆の用に

供する鉄道，ガス管又は電柱，電線若しくは公衆電話所のた

めの占用　１０年以内

⑵　前号に掲げる占用以外の占用　５年以内

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１７号

平成２７年３月２４日

　広島市自転車等駐車場条例施行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

広島市自転車等駐車場条例施行規則の一部を改正する

規則

　広島市自転車等駐車場条例施行規則（昭和６０年広島市規則第

２９号）の一部を次のように改正する。

　別表第１の⑵の表広島市広島駅南口第一自転車等駐車場の項中

「午前７時から午後９時」を「午前５時３０分から翌日の午前零

時３０分」に改める。

　別表第２の⑵の表中「，広島市基町自転車等駐車場」を削り，

「広島市西新天地自転車等駐車場」を「広島市基町自転車等駐車

場，広島市西新天地自転車等駐車場」に改める。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１８号

平成２７年３月２４日

　土地譲渡益の重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則の

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

土地譲渡益の重課制度に係る優良宅地認定事務に関す

る規則の一部を改正する規則

　土地譲渡益の重課制度に係る優良宅地認定事務に関する規則

（昭和５３年広島市規則第６６号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条第２項第６号中「第１３条の３第８項第２号及び第２１

ビス若しくはこれらに相当するサービス又は特例施設介護サー

ビスに係る保険給付については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１３号

平成２７年３月２４日

　広島市環境影響評価条例施行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

広島市環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島市環境影響評価条例施行規則（平成１１年広島市規則第

７９号）の一部を次のように改正する。

　第３５条の表条例第８条第３項第１号の項中「第８７条の２第

３項」を「第８７条の２第４項」に改める。

附　則

　この規則は，平成２７年６月４日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１４号

平成２７年３月２４日

　広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市安芸市民病院事業財務会計規則の一部を改正す

る規則

　広島市安芸市民病院事業財務会計規則（平成２６年広島市規則

第６２号）の一部を次のように改正する。

　第３９条第４号及び第４５条第１１号中「，証紙」を削る。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１５号

平成２７年３月２４日

　広島市衛生研究所条例施行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

広島市衛生研究所条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市衛生研究所条例施行規則（昭和４４年広島市規則第２６

号）の一部を次のように改正する。

　別表試験検査手数料の項中「水蒸気蒸りゆう」を「水蒸気蒸

留」に，「色度，濁度，臭気，味，ｐＨ値，硝酸態窒素及び亜硝

酸態窒素，塩化物イオン並びに有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の

量）」を「亜硝酸態窒素，硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素，塩化物

イオン，有機物（全有機炭素（ＴＯＣ）の量），ｐＨ値，味，臭

気，色度並びに濁度」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。
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　　　　　　　　　　　　　　　　「　危機管理室　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　危機管理課

　第４条第１項中「企画総務局」を　　　災害予防課　に，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　災害対策課

　　　　　　　　　　　　　　　　　企画総務局　　」

　　　　　　　　「農林整備課

「農林整備課」を　　基盤整備係　に，「市街地整備係」を

　　　　　　　　　　森林係　　」

「市街地整備係　　　　　　　「段原再開発部

　復興まちづくり係　に改め，　　計画課　　　を削り，

　段原再開発係　　」　　　　　　工務課　　」

　　　　　　「河川課

「河川課」を　　河川係　　　　　に改める。

　　　　　　　　砂防事業推進係」

　第６条を削る。

　第５条第６項中第１２号を第１４号とし，第１１号を第１３号

とし，第１０号を第１２号とし，第９号の次に次の２号を加え

る。

⑽　総合教育会議に関すること。

⑾　教育，学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱に

関すること。

　第５条第１０項第１号中「情報システムの再構築の推進」を

「行政の情報化の総括」に改め，同条を第６条とし，第２章第２

節中同条の前に次の１条を加える。

　（危機管理室）

第５条　危機管理課の分掌事務は，次のとおりとする。

⑴　危機管理に関する調査，企画及び総合調整に関すること。

⑵　国民保護計画，地域防災計画及び水防計画に関すること。

⑶　災害対策本部等に関すること。

⑷　室の事務の基本方針及び基本計画並びに室の所掌事務につ

いての総合調整に関すること。

⑸　室の人事に関すること。

⑹　室の予算及び決算の総括並びに予算執行の調整に関するこ

と。

⑺　室の事務改善に関すること。

⑻　その他室の庶務に関すること。

⑼　課，災害予防課及び災害対策課の庶務に関すること。

２　災害予防課の分掌事務は，次のとおりとする。

⑴　災害予防対策及び災害復旧対策の企画及び調整に関するこ

と。

⑵　防災に関する調査及び研究に関すること。

⑶　防災・減災思想の啓発及び普及に関すること。

⑷　自主防災組織に関する企画及び調整に関すること。

３　災害対策課の分掌事務は，次のとおりとする。

⑴　災害応急対策の調整に関すること。

⑵　防災情報等の収集及び伝達に関すること。

⑶　防災訓練等に関すること。

　第９条第３項中第１５号を第１６号とし，第４号から第１４号

までを１号ずつ繰り下げ，第３号の次に次の１号を加える。

条の１９第９項第２号の規定に基づく認定を受けたことを証す

る」を「第１３条の３第９項第２号ロ又は第２１条の１９第１０

項第２号ロに掲げる」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１９号

平成２７年３月２４日

　広島市建築基準法施行細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

広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則

　広島市建築基準法施行細則（昭和５３年広島市規則第３１号）

の一部を次のように改正する。

　第３条の２第１項各号を次のように改める。

⑴　法第６条第４項（法第８７条第１項，第８７条の２並びに

第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含む。）

の規定による確認に関すること。

⑵　法第１８条第３項（法第８７条第１項，第８７条の２並び

に第８８条第１項及び第２項において準用する場合を含

む。）の規定による審査に関すること。

⑶　法第７条第４項及び第１８条第１７項（これらの規定を法

第８７条の２並びに第８８条第１項及び第２項において準用

する場合を含む。）の規定による検査に関すること。

⑷　法第７条の３第４項及び第１８条第２０項（これらの規定

を法第８７条の２及び第８８条第１項において準用する場合

を含む。）の規定による検査に関すること。

⑸　法第７条の６第１項第２号及び第１８条第２４項第２号

（これらの規定を法第８７条の２並びに第８８条第１項及び

第２項において準用する場合を含む。）の規定による認定に

関すること。

　第１０条の２を削る。

　第１２条中「第５条の４第４項」を「第５条の６第４項」に改

める。

附　則

　この規則は，平成２７年６月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２０号

平成２７年３月２７日

　広島市事務組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部を

次のように改正する。

　目次中「第７１条」の右に「・第７２条」を加える。

　第３条第２項中「局」の右に「及び室」を加える。
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　第１４条第４項第６号中「公有水面の埋立てに関する連絡調

整」を「公有水面埋立法に基づく広島県への意見提出」に改め，

同条第６項及び第７項を削り，同条第８項第７号中「第１２号」

を「第１５号」に改め，同項中第１３号を第１６号とし，第１０

号から第１２号までを３号ずつ繰り下げ，同項第９号中「（道路

交通局道路部道路計画課の所掌に属するもの及び佐伯区役所農林

建設部地域整備課の所掌に属するもの（石内東工区に係るものに

限る。）を除く。）」を削り，同号を同項第１２号とし，同項第

８号の次に次の３号を加え，同項を同条第６項とする。

⑼　計画区域内における幹線道路（道路交通局道路部道路計画

課及び佐伯区役所農林建設部地域整備課の所掌に属するもの

（石内東工区に係るものに限る。）を除く。次号から第１２

号までにおいて同じ。）の整備に係る不動産の取得及びこれ

に伴う補償並びに管理に関すること。

⑽　計画区域内における幹線道路の整備に係る不動産の登記に

関すること。

⑾　計画区域内における幹線道路の整備に係る事業用代替地の

管理及び処分に関すること。

　第１４条中第９項を第７項とし，第１０項を第８項とし，第

１１項を第９項とし，同条第１２項中第８号を第９号とし，第７

号の次に次の１号を加え，同項を同条第１０項とする。

⑻　岩石採取計画の認可に関すること。

　第１４条中第１３項を第１１項とし，第１４項を第１２項と

し，同条第１５項第９号を次のように改め，同項を同条第１３項

とする。

⑼　マンションの建替え等の円滑化に関すること（指導部建築

指導課の所掌に属するものを除く。）。

　第１４条中第１６項を第１４項とする。

　第１５条第４項第３号中「こと」の右に「（他課等の所掌に属

するものを除く。）」を加え，同条第５項第１号中「，段原再開

発部計画課」を削り，「並びに青崎地区区画整理事務所」を「，

青崎地区区画整理事務所並びに復興工事事務所」に改め，同条第

７項第１号中「及び」を「，街路課，」に改め，「都市整備局西

風新都整備部」の右に「，恵下埋立地建設事務所及び復興工事事

務所」を加え，同項第２号及び第６号中「及び都市整備局西風新

都整備部」を「，都市整備局西風新都整備部，恵下埋立地建設事

務所及び復興工事事務所」に改め，同条第８項第１号中「及び都

市整備局西風新都整備部」を「，都市整備局西風新都整備部及び

復興工事事務所」に改め，「除く。）」の右に「及び道路事業に

よる道路の事業計画（広島市民球場アクセス道路及び温品二葉の

里線に係るものに限る。）」を加え，同項第２号中「及び佐伯区

役所農林建設部地域整備課」を「，佐伯区役所農林建設部地域整

備課及び復興工事事務所」に改め，同項第３号中「の整備」を

「及び温品二葉の里線の整備並びに猿猴橋復元事業の施行」に改

め，同項第８号中「及び都市整備局西風新都整備部」を「，都市

整備局西風新都整備部及び復興工事事務所」に改める。

　第１７条第２号中「振り出し」を「振出し」に改める。

　第１８条に次の１項を加える。

２　前項に定めるもののほか，危機管理室の分掌事務について指

⑷　第三者行為に係る損害賠償金の求償に関すること。

　第９条第１３項第４号を次のように改める。

⑷　食品表示法（平成２５年法律第７０号）に基づく食品表示

の適正化に関する企画及び調整に関すること。

　第９条第１４項第５号中「及び栄養表示食品」を削り，同項第

６号を次のように改める。

⑹　食品表示法に基づく食品表示に係る調査，指示及び命令に

関すること（環境衛生課の所掌に属するものを除く。）。

　第１０条第２項第２号から第６号までの規定中「市立保育園」

を「市立認定こども園及び市立保育園」に改め，同項中第７号を

削り，第８号を第７号とし，第９号を第８号とし，同条第３項第

１号中「その他」を「及び休廃止の承認その他」に改め，同項第

２号中「私立保育所」の右に「及び家庭的保育事業等」を加え，

同項第３号中「保育所」の右に「及び家庭的保育事業等」を加

え，同項第５号中「認可」の右に「並びに幼保連携型認定こども

園以外の認定こども園の認定その他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）の施行」を加え，同項第６号中「確認」の右に「その

他子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行（特

定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者に係るもの並びに施

設型給付費及び地域型保育給付費等の支給に係るものに限

る。）」を加え，同号を同項第８号とし，同項第５号の次に次の

２号を加える。

⑹　認定こども園の育成に関すること。

⑺　認定こども園の教育・保育内容の指導及び監査に関するこ

と。

　第１０条第４項第３号中「児童福祉施設（保育所」の右に「，

幼保連携型認定こども園」を加え，「施行（保育所」の右に「，

認定こども園」を加える。

　第１１条第１項中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号

から第１２号までを１号ずつ繰り上げ，同条第６項中第１１号を

第１２号とし，第６号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ，第

５号の次に次の１号を加える。

⑹　固形状一般廃棄物の減量化及び資源化に関すること。

　第１２条第８項中第１５号を第１６号とし，第１４号を第１５

号とし，第１３号を第１４号とし，第１２号の次に次の１号を加

える。

⒀　民有林の開発行為の規制に関すること。

　第１４条第１項第３号中「段原再開発部，」を削り，「第１０

号」を「第９号」に改め，同項中第８号を削り，第９号を第８号

とし，第１０号から第２５号までを１号ずつ繰り上げ，第２６号

を第２５号とし，同号の次に次の１号を加える。

�　復興まちづくりに係る総合調整に関すること。

　第１４条第１項第３３号中「青崎地区区画整理事務所」の右に

「及び復興工事事務所」を加え，同条第３項第１０号を次のよう

に改める。

⑽　公有水面埋立の免許その他公有水面埋立法（大正１４年法

律第５７号）の施行に関すること（みなと振興課の所掌に属

するものを除く。）。
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し，第５号から第１９号までを１号ずつ繰り下げ，第４号の次に

次の１号を加える。

⑸　阿戸認定こども園における保育の実施に関すること。

　第２３条第５項建築課の分掌事務第２０号中「承認」を「認

定」に改め，同条第６項維持管理課の分掌事務第３９号中「不動

産」を「区役所の所掌に属する事業の施行に伴う不動産」に改

め，同項建築課の分掌事務第２０号中「承認」を「認定」に改

め，同項地域整備課の分掌事務第１号中「及び道路交通局道路部

街路課」を「，道路交通局道路部街路課，恵下埋立地建設事務所

及び復興工事事務所」に改め，同分掌事務第２号中「改良工事」

の右に「（復興工事事務所の所掌に属するものを除く。）」を加

え，同分掌事務第１３号中「水内川処理区以外の市街化区域外」

を「市街化区域外の区域（水内川処理区の区域を除く。）におい

て施行されるもの」に改め，同分掌事務第１９号中「下水道建設

事業」の右に「（市街化区域外の区域（水内川処理区の区域を除

く。）において施行されるものを除く。）」を加える。

　第２４条第１項中「は除く」を「を除く」に改め，同項ただし

書中「第４１号」を「第４０号」に，「第４９号」を「第４８

号」に改め，同項第３１号中「実施」を「利用」に改め，同項第

３７号中「小児慢性特定疾患治療研究事業の申請」を「小児慢性

特定疾病医療費支給認定の申請等」に改め，同項中第３８号を削

り，第３９号を第３８号とし，第４０号から第７３号までを１号

ずつ繰り上げる。

　第２６条第１項中「中区役所，東区役所，南区役所，西区役

所，安佐南区役所及び安佐北区役所に限る」を「安芸区役所を除

く」に，

「児童福祉係（安芸区役所を除く。）　　　　
「児童福祉係

　障害福祉係（安芸区役所を除く。）　　　を　　　　　　　に

　児童障害福祉係（安芸区役所に限る。）」　　
障害福祉係」

改め，同条第２項保健福祉課の分掌事務第３号中「こと」の右に

「（市立幼稚園に係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額

に関する事項の通知に関することを除く。）」を加え，同分掌事

務中第１７号を削り，同分掌事務第１６号中「保育料の徴収（滞

納整理等に関することを除く。）並びに」を削り，同号を同分掌

事務第１７号とし，同分掌事務第１５号中「及び保育料」を削

り，同号を同分掌事務第１６号とし，同分掌事務中第１４号を第

１５号とし，同分掌事務第１３号中「，審査及び進達」を「及び

審査」に改め，同号を同分掌事務第１４号とし，同分掌事務中第

１２号を第１３号とし，第５号から第１１号までを１号ずつ繰り

下げ，第４号の次に次の１号を加える。

⑸　阿戸認定こども園における保育の実施に関すること。

　第２６条第２項保健福祉課の分掌事務中第１８号から第２１号

までを削り，第２２号を第１８号とし，第２３号から第５４号ま

でを４号ずつ繰り上げる。

　第２８条第２項生活課の分掌事務中第１号を削り，第２号を第

１号とし，第３号を第２号とし，第４号から第６号までを削り，

第７号を第３号とし，第８号から第１０号までを４号ずつ繰り上

げ，同項保健福祉課の分掌事務中第１９号を第２２号とし，第

１８号を第２１号とし，同分掌事務第１７号中「措置入院者等の

揮監督等をするため，担当局長を置く。

　第１９条中「部に部長」を「危機管理室に室長を，部に部長」

に，「参事」を「参与」に，「，部」を「，危機管理室又は部」

に改める。

　第２０条第２項中「担当課長」の右に「，専門監」を加える。

　第２３条第１項第２号中「安佐南区役所及び安佐北区役所に限

る」を「安芸区役所を除く」に，

「児童福祉係（安芸区役所を除

　　　　　　　　　　　　　　　　障害福祉係（安芸区役所を除

　　　　　　　　　　　　　　　　児童障害福祉係（安芸区役所

く。）　　　　
「児童福祉係

く。）　　　を　　　　　　　に改め，同条第３項中「第２３号，

に限る。）」　　
障害福祉係」

第２６号から第３０号まで及び第３３号」を「第２４号，第２７

号から第３１号まで及び第３４号」に改め，同項地域起こし推進

課の分掌事務中第３４号を第３５号とし，第５号から第３３号ま

でを１号ずつ繰り下げ，第４号の次に次の１号を加える。

⑸　自主防災組織に関すること。

　第２３条第４項に次のただし書を加える。

　ただし，保健福祉課の分掌事務のうち，第５号及び第２３号に

掲げる分掌事務については，安芸区役所厚生部保健福祉課に限

り，所掌する。

　第２３条第４項生活課の分掌事務中第１５号を削り，第１６号

を第１５号とし，第１７号を第１６号とし，第１８号から第２０

号までを削り，第２１号を第１７号とし，第２２号から第３４号

までを４号ずつ繰り上げ，同項保健福祉課の分掌事務第３号中

「（平成２４年法律第６５号）」を削り，「こと」の右に「（市

立幼稚園に係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関す

る事項の通知に関することを除く。）」を加え，同分掌事務中第

７１号を第７６号とし，第６８号から第７０号までを５号ずつ繰

り下げ，同分掌事務第６７号中「措置入院者等の市長保護同意」

を「医療保護入院に係る市長の入院同意」に改め，同号を同分掌

事務第７２号とし，同分掌事務中第６６号を第７１号とし，第６�

０号から第６５号までを５号ずつ繰り下げ，同分掌事務第５９号

中「特定疾患治療研究事業」を「特定医療費支給認定」に改め，

同号を同分掌事務第６４号とし，同分掌事務第５８号中「難病患

者」の右に「及び小児慢性特定疾病児童等」を加え，同号を同分

掌事務第６３号とし，同分掌事務中第５７号を第６２号とし，第

５６号を第６１号とし，第５５号を第５７号とし，同号の次に次

の３号を加える。

�　未熟児養育医療及び療育給付の給付決定に関すること。

�　小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関す

ること。

�　小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関すること。

　第２３条第４項保健福祉課の分掌事務中第５４号を第５６号と

し，第２２号から第５３号までを２号ずつ繰り下げ，第２１号を

第２２号とし，同号の次に次の１号を加える。

�　阿戸認定こども園における入園料及び給食料の徴収に関

すること。

　第２３条第４項保健福祉課の分掌事務中第２０号を第２１号と
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２　復興工事事務所においては，次に掲げる事務を所掌する。

⑴　八木・緑井地区及び可部東地区における都市計画道路（長

束八木線，川の内線，可部大毛寺線及び高陽可部線に限

る。）の事業計画及び建設に関すること。

⑵　八木・緑井地区における道路等の新設工事及び改良工事

（復興まちづくりに係るものに限る。）に関すること。

⑶　八木・緑井地区における河川の改良工事（復興まちづくり

に係るものに限る。）に関すること。

⑷　復興工事事務所の所掌に属する事業の施行に伴う不動産の

取得及びこれに伴う補償に関すること。

⑸　復興工事事務所の所掌に属する事業の施行に伴う不動産の

登記に関すること。

⑹　復興工事事務所の所掌に属する事業用代替地の管理及び処

分に関すること。

⑺　復興工事事務所の庶務に関すること。

　第８１条中「，参事」を削り，「に参事及び医務監」を「に医

務監」に改める。

　第８２条第１項中「，参事」を削る。

　第８３条中「税務室」の右に「，阿戸認定こども園」を加え

る。

　
第８９条の表中「保育園長」を

「阿戸認定こども園長

　　　　　　　　　　　　　　　　保育園長　　　　　」
に，

「青崎地区区画整理事務所長」を
「青崎地区区画整理事務所長

　　　　　　　　　　　　　　　　復興工事事務所長　　　　」

に改める。

　別表の⑴の表広島市公立大学法人評価委員会の項の前に次のよ

うに加える。

広島市防災会議 １�　災害対策基本法（昭和３６
年法律第２２３号）の規定に
より，広島市地域防災計画の
作成及びその実施の推進その
他防災に関する事務をつかさ
どること。

２�　水防法（昭和２４年法律第
１９３号）の規定により，水
防計画その他水防に関する重
要事項を調査審議すること。

危機管理室
危機管理課

広島市国民保護
協議会

武力攻撃事態等における国民の
保護のための措置に関する法律
（平成１６年法律第１１２号）
の規定により，市長の諮問に応
じて国民の保護のための措置に
関する重要事項について審議
し，又は意見を述べること。

　別表の⑴の表広島市社会福祉審議会の項中

「

　　　　　　　　　　　　��
「 ５�　子ども・子育て支

援法の規定により，
特定教育・保育施設
の利用定員の設定等
に関し意見を述べる
こと並びに子ども・
子育て支援に関する
施策の総合的かつ計
画的な推進に関し必
要な事項及び当該施
策の実施状況を調査
審議すること。

５�　子ども・子育て支
援法の規定により，
特定教育・保育施設
の利用定員の設定等
に関し意見を述べる
こと並びに子ども・
子育て支援に関する

を 　に改め

市長保護同意」を「医療保護入院に係る市長の入院同意」に改

め，同号を同分掌事務第２０号とし，同分掌事務中第１６号を第

１９号とし，第１０号から第１５号までを３号ずつ繰り下げ，同

分掌事務第９号中「特定疾患治療研究事業」を「特定医療費支給

認定」に改め，同号を同分掌事務第１２号とし，同分掌事務第８

号中「難病患者」の右に「及び小児慢性特定疾病児童等」を加

え，同号を同分掌事務第１１号とし，同分掌事務中第７号を第

１０号とし，第６号を第９号とし，第５号の次に次の３号を加え

る。

⑹　未熟児養育医療及び療育給付の給付決定に関すること。

⑺　小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関す

ること。

⑻　小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関するこ

と。

　第４５条から第５２条までを次のように改める。

　（阿戸認定こども園）

第４５条　広島市阿戸認定こども園条例（平成２７年広島市条例

第１３号）の定めるところにより設置された広島市阿戸認定こ

ども園においては，乳児又は幼児の保育に関する事務を所掌す

る。

　（保育園）

第４６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）の定めるところにより，児童福祉法第３９条に定め

る保育所として設置された保育園においては，乳児又は幼児の

保育に関する事務を所掌する。

第４７条から第５２条まで　削除

　第５７条第２項中第７号を第１１号とし，第６号の次に次の４

号を加える。

⑺　広島湯来線（佐伯区湯来町大字麦谷のバイパス道路交差点

から廃棄物の埋立地に係る取付道路入口までの区間に限る。）

（以下この項において「広島湯来線（麦谷２工区）」とい

う。）の事業計画に関すること。

⑻　広島湯来線（麦谷２工区）の道路及び橋りようの新設工事

及び改良工事に関すること。

⑼　広島湯来線（麦谷２工区）の整備に係る不動産の取得及び

これに伴う補償並びに管理に関すること。

⑽　広島湯来線（麦谷２工区）の整備に係る不動産の登記に関

すること。

　第６２条第２項中第１０号を削り，第１１号を第１０号とし，

同条第３項を削る。

　第３章第３節第９款を次のように改める。

第９款　削除

第７３条及び第７４条　削除

　第３章第３節第８款中第７１条の次に次の１条を加える。

　（復興工事事務所）

第７２条　復興工事事務所を次のとおり設置する。

名称 位置

広島市復興工事事務所 広島市安佐南区緑井六丁目２９番
２８号
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田詰，鳥越，風呂ノ
元，﨑ノ師郷及び中河
原の地区をいう。以下
同じ。）において市営
土地改良事業として行
う区画整理に係る土地
の評価に関する事項を
調査審議すること。

�
」

を

「
広島市沼田大原地区土
地改良事業評価委員会

広島市沼田大原地区土
地改良事業評価委員会
等設置条例（平成２６
年広島市条例第１２
号）の規定により，市
長の諮問に応じ，安佐
南区沼田町の大原地区
（安佐南区沼田町大字
吉山の大迫谷郷，鳥井
原，松ケ迫，大原郷，
田詰，鳥越，風呂ノ
元，﨑ノ師郷及び中河
原の地区をいう。以下
同じ。）において市営
土地改良事業として行
う区画整理に係る土地
の評価に関する事項を
調査審議すること。

経済観光局
農林水産部
農林整備課

�
」

に改める。

附　則

１　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。ただし，第

２３条第５項建築課の分掌事務第２０号及び同条第６項建築課

の分掌事務第２０号の改正規定は，同年６月１日から施行す

る。

２　広島市総合計画策定に関する規則（昭和４３年広島市規則第

１号）の一部を次のように改正する。

　第９条を次のように改める。

第９条　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）

第１８条に規定する局長及び担当局長，区長，会計管理者，

消防局長，水道局長，教育長，市選挙管理委員会事務局長，

区選挙管理委員会事務局長，人事委員会事務局長，監査事務

局長，農業委員会事務局長並びに議会事務局長（以下「部局

の長等」という。）は，所管事務に属する事項について現状

を把握し，及びその問題点を摘出し，これを企画総務局長に

提出するものとする。

　第１０条第１項及び第２項中「部局の長及び都市整備局指導

担当局長」を「部局の長等」に改める。

３　広島市職員安全衛生管理規則（昭和６２年広島市規則第１０

号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「，都市整備局段原再開発部」を削る。

　別表第４看護専門学校の項の次に次の１項を加える。

阿戸認定こども園 園長

　別表第４競輪事務局の項中「計画係長」を「主任」に改め，

同表都市整備局段原再開発部の項を次のように改める。

復興工事事務所 主任

　�施策の総合的かつ計
画的な推進に関し必
要な事項及び当該施
策の実施状況を調査
審議すること。

６�　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
進に関する法律の規
定により，幼保連携
型認定こども園に関
する事項を調査審議
し，意見を述べるこ
と。

　　　　　　　　　　　��

」

　　　　　　　　　　　　�
」

，同表広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）向洋駅

周辺青崎土地区画整理審議会の項中「土地区画整理法」の右に

「（昭和２９年法律第１１９号）」を加え，同表中

「
広島圏都市計画事業
（広島平和記念都市
建設事業）段原土地
区画整理審議会

土地区画整理法（昭和
２９年法律第１１９
号）の規定により，土
地区画整理事業に関す
る換地計画，仮換地の
指定及び減価補償金の
交付に関する事項を調
査審議すること。

都市整備局
段原再開発
部計画課

広島圏都市計画事業
（広島平和記念都市
建設事業）段原東部
土地区画整理審議会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

を削り，同表広島市国民保護協議会の項及び広島市防災会議の項

を削る。

　別表の⑵の表中

「
広島市沼田中王地区土
地改良事業評価委員会

広島市沼田中王地区土
地改良事業評価委員会
等設置条例（平成２２
年広島市条例第２号）
の規定により，市長の
諮問に応じ，安佐南区
沼田町の中王地区（安
佐南区沼田町の大字阿
戸の大原，田鶴ノ木
原，中谷郷，横枕郷，
八幡原，岩原，引地
郷，天王原，上河原及
び津登ケ原並びに大字
吉山の山辺郷の地区を
いう。以下同じ。）に
おいて市営土地改良事
業として行う区画整理
に係る土地の評価に関
する事項を調査審議す
ること。

経済観光局
農林水産部
農林整備課

広島市沼田中王地区土
地改良事業換地委員会

広島市沼田中王地区土
地改良事業評価委員会
等設置条例の規定によ
り，市長の諮問に応
じ，安佐南区沼田町の
中王地区において市営
土地改良事業として行
う区画整理に係る換地
計画に関する事項を調
査審議すること。

広島市沼田大原地区土
地改良事業評価委員会

広島市沼田大原地区土
地改良事業評価委員会
等設置条例（平成２６
年広島市条例第１２
号）の規定により，市
長の諮問に応じ，安佐
南区沼田町の大原地区
（安佐南区沼田町大字
吉山の大迫谷郷，鳥井
原，松ケ迫，大原郷，
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広島市長　　松　井　一　實

広島市区長委任規則の一部を改正する規則

　広島市区長委任規則（昭和５５年広島市規則第６号）の一部を

次のように改正する。

　第１条中「，中区長」を「中区長に，第１６号に掲げる事務及

び第１７号に掲げる事務（認定こども園の入園料及び給食料に係

る部分に関するものに限る。）にあつては安芸区長」に改め，同

条第１５号中「徴収金及び過料，保育料」を「徴収金，保育料及

び過料」に改め，同条中第１７号を第１８号とし，同条第１６号

中「及び過料，保育料」を「，保育料及び過料，認定こども園の

入園料及び給食料」に改め，同号を同条第１７号とし，同条第

１５号の次に次の１号を加える。

⒃　認定こども園の入園料及び給食料並びにこれらに係る附帯

金の徴収に関すること。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２４号

平成２７年３月２７日

　国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関す

る規則の一部を改正する規則

　国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則

（昭和４７年広島市規則第６２号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条中第１３号を第１７号とし，第１２号を第１６号とし，

第１１号を第１４号とし，同号の次に次の１号を加える。

⒂　児童福祉法第５６条第１１項及び第１２項の規定により，

保育所等の設置者又は家庭的保育事業等を行う者から滞納処

分の請求があつた徴収金

　第２条第１０号の次に次の３号を加える。

⑾　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１２

条第１項及び第２項の規定による徴収金

⑿　子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による徴収

金

⒀　広島市子ども・子育て支援法に基づく過料に関する条例

（平成２７年広島市条例第１２号）第１条の規定による過料

附　則

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２５号

平成２７年３月２７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

４　職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和５７年広島市

規則第２２号）の一部を次のように改正する。

　第８条第１項中「都市整備局段原再開発部計画課」を「復興

工事事務所」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２１号

平成２７年３月２７日

　広島市危機管理監設置規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市危機管理監設置規則

　（設置）

第１条　本市に係る危機管理に関する事務を統括するため，危機

管理監を置く。

　（危機管理監）

第２条　危機管理監は，危機管理室を担当する副市長をもって充

てる。

２　危機管理監に事故があるとき，又は危機管理監が欠けたとき

は，本市職員のうちから市長が指名する者が，その職務を代理

する。

３　危機管理監は，市長の命を受け，市民の生命，身体又は財産

に重大な被害が生じ，又は生ずるおそれがある緊急の事態への

対処及び当該事態の発生の防止に関する事務を統括する。

　（委任規定）

第３条　この規則に定めるもののほか，危機管理監に関し必要な

事項は，市長が定める。

附　則

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２２号

平成２７年３月２７日

　地方自治法第１５２条の規定による市長の職務代理者に関する

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

地方自治法第１５２条の規定による市長の職務代理者

に関する規則の一部を改正する規則

　地方自治法第１５２条の規定による市長の職務代理者に関する

規則（昭和３９年広島市規則第１８号）の一部を次のように改正

する。

　第４条中「局の長」の右に「及び危機管理担当局長」を加え

る。

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２３号

平成２７年３月２７日

　広島市区長委任規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２７号

平成２７年３月２７日

　広島市公印管理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

広島市公印管理規則の一部を改正する規則

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）の一部

を次のように改正する。

　第２条第２項第４号中「要望書」の右に「（東京事務所におい

て作成されるものを除く。）」を加える。

　第８条第２項中「月日」を「年月日」に改める。

　別表第１の１の表３７の項中「�」を「�」に改め，同項を同

表３８の項とし，同表３６の項中「�」を「�」に改め，同項を

同表３７の項とし，同表３５の項中「�」を ｢�｣ に改め，同項

を同表３６の項とし，同表３４の項中「�」を ｢�｣ に改め，同

項を同表３５の項とし，同表３３の項中「�」を ｢�｣ に改め，

同項を同表３４の項とし，同表３２の項中「�」を ｢�｣ に改

め，同項を同表３３の項とし，同表３１の項の次に次の１項を加

える。

32 認定こど
も園長印

� てん書 正方形 方　２�
４

こども未
来局保育
企画課

保育企
画課長

　別表第１の２の表６０の項を削り，同表５９の項中「�」を

「�」に改め，同項を同表６０の項とし，同表５８の項中「�」

を「�」に改め，「（都市整備局専用市長職務代理者印⑴を使用

するものを除く。）」を削り，同項を同表５９の項とし，同表

５７の項中「�」を「�」に，「段原再開発部専用市長印」を

「復興工事事務所専用市長印」に改め，同項を同表５８の項と

し，同表５６の項中「�」を「�」に改め，同項を同表５７の項

とし，同表５５の項中「�」を「�」に改め，同項を同表５６の

項とし，同表５４の項中「�」を「�」に改め，同項を同表５５

の項とし，同表５３の項中「�」を「�」に改め，同項を同表５�

４の項とし，同表５２の項中「�」を「�」に改め，同項を同表

５３の項とし，同表５１の項中「�」を「�」に改め，同項を同

表５２の項とし，同表５０の項中「�」を「�」に改め，同項を

同表５１の項とし，同表４９の項中「�」を「�」に改め，同項

を同表５０の項とし，同表４８の項中「�」を「�」に改め，同

項を同表４９の項とし，同表４７の項中「�」を「�」に改め，

同項を同表４８の項とし，同表４６の項中「�」を「�」に改

め，同項を同表４７の項とし，同表４５の項中「�」を「�」に

改め，同項を同表４６の項とし，同表４４の項中「�」を「�」

に改め，同項を同表４５の項とし，同表４３の項中「�」を

「�」に改め，同項を同表４４の項とし，同表４２の項中「�」

を「�」に改め，同項を同表４３の項とし，同表４１の項中

「�」を「�」に改め，同項を同表４２の項とし，同表４０の項

中「�」を「�」に改め，同項を同表４1の項とし，同表３９の

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２条第３号中「第２４条第１項本文」を「第２４条第１項」

に改め，「実施」の右に「，同条第３項の規定による調整及び要

請，同条第４項の規定による勧奨及び支援並びに同条第５項又は

第６項の規定による措置」を加える。

　第５条第１項中「事務」の右に「（安芸福祉事務所長以外の所

長にあつては，第１６号に掲げる事務を除く。）」を加え，同項

第１２号を次のように改める。

⑿　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第１６

条の規定による官公署に対する必要な文書の閲覧又は資料の

提供の請求及び機関又は関係人に対する報告の請求に関する

こと（広島市立学校条例（昭和３９年広島市条例第１９号）

別表第１に掲げる幼稚園に係る利用者負担額に関し必要なも

のに関することを除く。）。

　第５条第１項中第１９号を第２２号とし，第１５号から第１８

号までを３号ずつ繰り下げ，第１４号を削り，第１３号を第１７

号とし，第１２号の次に次の４号を加える。

⒀　子ども・子育て支援法第２０条第１項及び第３項の規定に

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（前号に規定する利用者負担額の算定及び当該利用者負

担額に関する事項の通知に関することを除く。）。

⒁　子ども・子育て支援法第４２条第１項の規定による特定教

育・保育施設に係る情報の提供，相談，助言，あつせん及び

利用の要請に関すること。

⒂　子ども・子育て支援法第５４条第１項の規定による特定地

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。

⒃　広島市阿戸認定こども園における保育の実施に関するこ

と。

附　則

この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２６号

平成２７年３月２７日

　広島市児童相談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

広島市児童相談所長に対する事務委任規則の一部を改

正する規則

　広島市児童相談所長に対する事務委任規則（昭和５５年広島市

規則第１６号）の一部を次のように改正する。

　第２条第６号中「保育所」の右に「，幼保連携型認定こども

園」を加え，同条第１２号中「報告」の右に「（母子生活支援施

設，保育所，幼保連携型認定こども園及び児童厚生施設の長に係

るものを除く。）」を加える。
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市長印 に所在する復興
工事事務所の事
務に関するもの
を除く。）

務所 所長

安佐北区
に置く復
興工事事
務所

安佐
北区
復興
推進
担当
課長

　別表第１の２の表１０３の項中「１０４の項の保健部保健医療

課の分掌事務」を「区役所の健康長寿課及び保健福祉課の職員が

行うもの」に改める。

　別表第２の１の表中第５２号を第５３とし，第４７号から第

５１号までを１号ずつ繰り下げ，第４６号の次に次の１号を加え

る。

�
広 島 市
認 定 こ ど
も 園 長

　別表第２の２の表中第６２号を削り，第６１号を第６２号と

し，第１号から第６０号までを１号ずつ繰り下げ，同表に第１号

として次の１号を加える。

⑴
広 島
市 長
危機管理室

　別表第２の２の表中第６３号を次のように改める。

�
広 島
市 長
復 興 工 事

事 務 所 �

附　則

　この規則は，平成２７年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２８号

平成２７年３月２７日

　広島市役所庁内取締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

広島市役所庁内取締規則の一部を改正する規則

　広島市役所庁内取締規則（昭和３２年広島市規則第６１号）の

一部を次のように改正する。

　第２条第２項第３号を削り，同条第４項中「次長」の右に「，

教育委員会事務局中央地区学校事務センターにあつては所長」を

加え，同項中第９号を第１０号とし，第８号を第９号とし，第７

号を第８号とし，第６号の次に次の１号を加える。

　⑺　教育委員会事務局中央地区学校事務センター

　第３条第１項中「，再開発部庁舎」を削り，同項第４号中

「（以下「局」という。）の長及び」を「及び室の長並びに」に

項中「�」を「�」に改め，同項を同表４０の項とし，同表３８

の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３９の項とし，同表

３７の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３８の項とし，同

表３６の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３７の項とし，

同表３５の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３６の項と

し，同表３４の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３５の項

とし，同表３３の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３４の

項とし，同表３２の項中「�」を「�」に改め，同項を同表３３

の項とし，同表３１の項中「�」を「�」に改め，同項を同表

３２の項とし，同表３０の項中「�」を「�」に改め，同項を同

表３1の項とし，同表２９の項中「�」を「�」に改め，同項を

同表３０の項とし，同表２８の項中「�」を「�」に改め，同項

を同表２９の項とし，同表２７の項中「�」を「�」に改め，同

項を同表２８の項とし，同表２６の項中「�」を「�」に改め，

同項を同表２７の項とし，同表２５の項中「�」を「�」に改

め，同項を同表２６の項とし，同表２４の項中「�」を「�」に

改め，同項を同表２５の項とし，同表２３の項中「�」を「�」

に改め，同項を同表２４の項とし，同表２２の項中「�」を

「�」に改め，同項を同表２３の項とし，同表２１の項中「�」

を「�」に改め，同項を同表２２の項とし，同表２０の項中

「�」を「�」に改め，同項を同表２1の項とし，同表１９の項

中「⒆」を「⒇」に，「⒇」を「�」に，「�」を「�」に改め，

同項を同表２０の項とし，同表１８の項中「⒃」を「⒄」に，

「⒄」を「⒅」に，「⒅」を「⒆」に改め，同項を同表１９の項

とし，同表１７の項中「⒂」を「⒃」に改め，同項を同表１８の

項とし，同表１６の項中「⒁」を「⒂」に改め，同項を同表１７

の項とし，同表１５の項中「⒀」を「⒁」に改め，同項を同表

１６の項とし，同表１４の項中「⑿」を「⒀」に改め，同項を同

表１５の項とし，同表１３の項中「⑾」を「⑿」に改め，同項を

同表１４の項とし，同表１２の項中「⑽」を「⑾」に改め，同項

を同表１３の項とし，同表１１の項中「⑼」を「⑽」に改め，同

項を同表１２の項とし，同表１０の項中「⑻」を「⑼」に改め，

同項を同表１１の項とし，同表９の項中「⑺」を「⑻」に改め，

同項を同表１０の項とし，同表８の項中「⑹」を「⑺」に改め，

同項を同表９の項とし，同表７の項中「⑴」を「⑵」に改め，同

項を同表８の項とし，同表６の項中「⑸」を「⑹」に改め，同項

を同表７の項とし，同表５の項中「⑴」を「⑵」に改め，同項を

同表６の項とし，同表４の項中「⑷」を「⑸」に改め，同項を同

表５の項とし，同表３の項中「⑶」を「⑷」に改め，同項を同表

４の項とし，同表２の項中「⑵」を「⑶」に改め，同項を同表３

の項とし，同表１の項中「⑴」を「⑵」に改め，同項を同表２の

項とし，同項の前に次の１項を加える。

１ 危機管
理室専
用市長
印

⑴ て
ん
書

正
方
形

方
２
４

危機管理室の分
掌事務に関する
文書

危機管理
室危機管
理課

危機
管理
課長

　別表第１の２の表６１の項を次のように改める。

61 復興工
事事務
所専用

� て
ん
書

正
方
形

方
２
４

復興工事事務所
の分掌事務に関
する文書（他区

安佐南区
に置く復
興工事事

復興
工事
事務


