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中において，「図書館並びに」を「図書館，」に改め，「特別養

護老人ホーム」の下に「並びに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２条第７項に規定する幼保連携型認定こども園」を加え

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０７号

平成２７年４月１４日

　広島市祇園町外二ケ町土地改良区から土地改良法（昭和２４年

法律第１９５号）第１８条第１６項の規定に基づき，役員の就

（退）任届が提出されたので，同条第１７項の規定により，公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　就任役員

職名 氏名 住所 新任重任
の別

理事 石本　誠治 広島市安佐南区八木八
丁目１０番３号 新任

理事 加藤　紘一 広島市安佐南区八木二
丁目７番１５号 重任

理事 海 　裕志
広島市安佐南区緑井一
丁目５番１－２８０１
号

新任

理事 植竹　正彦 広島市安佐南区緑井八
丁目１０番２９号 重任

理事 横田　淳子 広島市安佐南区中須二
丁目１７番３号 重任

理事 天満　茂生 広島市安佐南区西原九
丁目２０番１２号 重任

理事 増原　康昭 広島市安佐南区西原八
丁目４０番１４号 重任

理事 竹中　勝 広島市安佐南区西原八
丁目３１番１３号 重任

理事 松本　政誼 広島市安佐南区西原六
丁目２４番２７号 重任

理事 石田　賢治 広島市安佐南区西原五
丁目９番２５号 重任

理事 島本　啓司 広島市安佐南区西原五
丁目１７番２７号 重任

理事 米田　清 広島市安佐南区西原一
丁目３番１１－８号 新任

監事 西河内　齊 広島市安佐南区八木九
丁目８番２４号 重任

監事 川井　孝治 広島市安佐南区緑井一
丁目１１番１０号 重任

監事 岡本　正明 広島市安佐南区西原八
丁目４番３３号 新任

２　就任の事由及び任期

⑴　就任の事由

役員の任期満了に伴う選任による。

⑵　任期

平成２７年３月５日から平成３１年３月４日まで（４年

間）

広島市告示第２０３号

平成２７年４月１３日

　国土調査法（昭和２６年法律第１８０号）第２条第１項第３号

の規定による地籍調査の数値情報化事業を次のとおり実施するの

で，同法第７条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画が公示された年月日

平成２７年４月１３日

２　数値情報化を実施する者の名称

広　島　市

３　実施地域

広島市佐伯区湯来町大字麦谷の一部

４　実施期間

平成２７年４月１３日から平成２８年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０４号

平成２７年４月１３日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき，平成２６年４月１日付け広島市告示第

２１０号で告示した地番のうち，別紙の地番については取り消し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０５号

平成２７年４月１３日

　騒音の規制に関する定め（昭和６１年４月１日広島市告示第

９６号）の一部を次のように改正し，平成２７年４月１３日から

適用する。

広島市長　　松　井　一　實

　第３号の表特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する

基準別表の第１号ニに該当する区域の項中において，「図書館並

びに」を「図書館，」に改め，「特別養護老人ホーム」の下に

「並びに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２条第７項に規

定する幼保連携型認定こども園」を加える。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０６号

平成２７年４月１３日

　振動の規制に関する定め（昭和６１年４月１日広島市告示第

９７号）の一部を次のように改正し，平成２７年４月１３日から

適用する。

広島市長　　松　井　一　實

　第３号の表規則別表第１の付表の第１号ニに該当する区域の項
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２（敷地西側） １３台
合　計 ７４台

イ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

（変更前）

保管施設№ 容量
１（建物北東側） ８．４㎡
２（建物北東側） １２．６㎡

合　計 ２１．０㎡

（変更後）

保管施設№ 容量
１（建物北東側） ８．４㎡
２（建物北側） １２．６㎡

合　計 ２１．０㎡

４　変更年月日

平成２７年１０月１日

５　届出年月日

平成２７年４月１０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　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西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年度４月１５日から平成２７年８月１７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２７年８月

６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　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，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８月１７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２１０号

平成２７年４月１５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

３　退任役員

職名 氏名 住所

理事 海 　貢 広島市安佐南区緑井六丁目３�
６番１２号

理事 米田　聖 広島市安佐南区西原一丁目３
番１１－８号

監事 大谷　賢治 広島市安佐南区西原八丁目１�
５番３８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０８号

平成２７年４月１４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２０９号

平成２７年４月１５日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

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，同法第６条第３項が準用する同法第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　フレスタ上天満店

⑵　所在地　広島市西区上天満町１０番３０ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（変更前）　１，４８８㎡

（変更後）　１，９２２㎡

⑵　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）

駐車場№ 収容台数
１（敷地北側） ６１台
２（建物北西側） １３台

合　計 ７４台

（変更後）

駐車場№ 収容台数
１（敷地北側） ６１台
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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８月１７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２１１号

平成２７年４月１５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

　広島市東区中山北町の３０６番２の一部，１３７２番４の一

部，２６４１番及び２６４２番の一部並びに３０６番２の地先

水路

２　開発面積

７，４０１．７５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

呉市倉橋町１８２４３番地

株式会社大竹山工業所

代表取締役　大竹山　眞之介

４　検査済証交付年月日

平成２７年４月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

平成２７年４月１６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

はしもと内科 広島市中区吉島東一丁
目２７－２０

平成27年３月１日
平成33年２月28日

上田循環器八丁堀ク
リニック

広島市中区八丁堀１４
－７　八丁堀宮田ビル
５階

平成27年４月１日
平成33年３月31日

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　Jゾーン大町

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東三丁目１３２９番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フォーライフコーポレーション

代表取締役　和泉　一之

広島市中区舟入中町１１番２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

（変更前）

小売業者
住所 変更年月

日・理由氏名又は名称 代表者
株式会社リッ
クコーポレー
ション

代表取締役社
長
川西　良二

岡山市北区下中
野４６５番地の
４

株式会社イト
ウゴフク

代表取締役
伊藤　龍夫

岡山市南区千鳥
町５番１号

平成２６年
１０月１日
退店

（変更後）

小売業者
住所 変更年月

日・理由氏名又は名称 代表者
株式会社リッ
クコーポレー
ション

代表取締役社
長
川西　良二

岡山市北区下中
野４６５番地の
４

株式会社松屋 代表取締役
奥畑　貴徳

広島市西区商工
センター三丁目
６番３０号

平成２７年
３月２１日
入店

４　変更年月日

上記３のとおり。

５　届出年月日

平成２７年４月１０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

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年度４月１５日から平成２７年８月１７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２７年８月

６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


