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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

　（変更後）

名称 代表者 住所
ＤＣＭ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

平成２７年３月１日

５　届出年月日

平成２７年５月１３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２７年５月２５日から同年９月２５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同年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

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９月２５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２７６号

平成２７年５月２５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　ＤＣＭ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

広島市告示第２７４号

平成２７年５月２２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３項の規定により，自転車等放置規制区

域を次のとおり変更しますので，同条第４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，広島市南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　変更する自転車等放置規制区域の名称及び変更年月日

名称 変更年月日
広島駅南口周辺自転車等放置規制区域 平成２７年７月１日

２　広島駅南口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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７５号

平成２７年５月２５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　ＤＣＭ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　大規模小売店舗の名称及び所在地

　（変更前）

名称 住所

ダイキ宇品店 広島市南区宇品海岸３２８番地５４�
０ほか

　（変更後）

名称 住所
ＤＣＭダイキ宇品
店

広島市南区宇品海岸３２８番地５４�
０ほか

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
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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２７年５月２５日から同年９月２５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）に規定する休日及び同年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

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９月２５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２７７号

平成２７年５月２５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　ＤＣＭ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　大規模小売店舗の名称及び所在地

　（変更前）

名称 住所

ダイキ舟入南店 広島市中区舟入南一丁目６７６番５
ほか

　（変更後）

名称 住所
ＤＣＭダイキ舟入
南店

広島市中区舟入南一丁目６７６番５
ほか

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

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

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　（変更前）

名称 住所 変更年月日
・理由

ダイキ・ひまわり
可部店

広島市安佐北区亀山二丁目
９４０番ほか

　（変更後）

名称 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭダイキ・ひ
まわり可部店

広島市安佐北区亀山二丁目
９４０番ほか

平成２７年
３月１日
名称変更の
ため

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
小島　正之

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

ＤＣＭ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２７年
３月１日
名称変更の
ため

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

上記３のとおり

５　届出年月日

平成２７年５月１３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
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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

ＤＣＭ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

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　（変更前）

名称 住所 変更年月日
・理由

ダイキ・ひまわり
瀬野川店

広島市安芸区中野東四丁目
５３９５番地ほか

　（変更後）

名称 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭダイキ・ひ
まわり瀬野川店

広島市安芸区中野東四丁目
５３９５番地ほか

平成２７年
３月１日
名称変更の
ため

⑵　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）

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

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）

名称 代表者 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭ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２７年
３月１日
名称変更の
ため

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

⑶　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
小島　正之

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

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
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

　（変更後）

名称 代表者 住所
ＤＣＭ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

平成２７年３月１日

５　届出年月日

平成２７年５月１３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２７年５月２５日から同年９月２５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同年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９月２５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２７８号

平成２７年５月２５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　ＤＣＭダイキ・ひまわり瀬野川店
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２　大規模小売店舗を設置する者

ＤＣＭ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

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

　（変更前）

名称 住所 変更年月日
・理由

ダイキ祇園店 広島市安佐南区祇園四丁目
１２８５番１ほか

　（変更後）

名称 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭダイキ祇園
店

広島市安佐南区祇園四丁目
１２８５番１ほか

平成２７年
３月１日
名称変更の
ため

⑵　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）

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

　（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭ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２７年
３月１日
名称変更の
ため

⑶　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
小島　正之

愛媛県松山市美
沢一丁目９番１
号

　（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭ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２７年
３月１日
名称変更の
ため

４　変更年月日

上記３のとおり

５　届出年月日

平成２７年５月１３日

　（変更後）

名称 代表者 住所 変更年月日
・理由

ＤＣＭ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２７年
３月１日
名称変更の
ため

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

上記３のとおり。

５　届出年月日

平成２７年５月１３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２７年５月２５日から同年９月２５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同年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

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９月２５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２７９号

平成２７年５月２５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　ＤＣＭ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
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代表者　代表取締役社長　吉田　昭夫

住　所　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

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）別紙１のとおり。

（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

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

平成２７年２月１日

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

別紙２のとおり。

５　届出年月日

平成２７年５月１５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５月２５日から同年９月２５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同年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

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９月２５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

別紙１・別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８１号

平成２７年５月２５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，財政局中央市税事務所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

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５月２５日から同年９月２５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同年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

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９月２５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２８０号

平成２７年５月２５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　イオンモール広島祇園

⑵　所在地　広島市安佐南区祇園三丁目５４０番地１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社

代表取締役社長　吉田　昭夫

千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

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）

名　称　イオンモール株式会社

代表者　代表取締役社長　岡崎　双一

住　所　千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

（変更後）

名　称　イオンモール株式会社



―２４―　第１０２１号� 平成２７年６月３０日広　　島　　市　　報

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成２７年５月２６日

４　委任期間

平成２７年５月２６日から同年８月２４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 サテライト笠岡 若松　秀敏 Ｈ27．５．26～

Ｈ27．８．24競輪事務局 防府競輪場 小坂　一人
競輪事務局 サテライト宇部 酒井　孝子
競輪事務局 高松競輪場 櫻又　浩
競輪事務局 小松島競輪場 壽満　靖司
競輪事務局 サテライト徳島 増井　稔人
競輪事務局 高知競輪場 国沢　隆
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 松山競輪場 沖廣　善久
競輪事務局 サテライトこまつ 山野本　慶三
競輪事務局 サテライト西予 田中　傑計
競輪事務局 函館競輪場 中村　謙三
競輪事務局 サテライト札幌 村田　剛
競輪事務局 サテライト石狩 野澤　和雄
競輪事務局 サテライト男鹿 松村　めぐみ
競輪事務局 青森競輪場 鳴海　雄大
競輪事務局 サテライト六戸 秋元　義行
競輪事務局 サテライト石鳥谷 坂本　亮

競輪事務局 サテライトしおさ
い鹿島 石川　悟

競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久
競輪事務局 千葉競輪場 大堀　嘉昭
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 サテライト鴨川 井上　馨
競輪事務局 サテライト水戸 生田目　好
競輪事務局 岐阜競輪場 加藤　一義
競輪事務局 大垣競輪場 高橋　武
競輪事務局 豊橋競輪場 荒川　克己
競輪事務局 富山競輪場 黒田　光晴
競輪事務局 松阪競輪場 久保　秀朗
競輪事務局 四日市競輪場 石田　康郎
競輪事務局 福井競輪場 南　裕之
競輪事務局 奈良競輪場 丸谷　佳成
競輪事務局 京都向日町競輪場 岸本　勇雄
競輪事務局 和歌山競輪場 西　正也
競輪事務局 岸和田競輪場 牟田　親也
競輪事務局 久留米競輪場 豊福　浩二
競輪事務局 サテライト北九州 岡崎　明美
競輪事務局 サテライト中洲 石橋　克彦
競輪事務局 武雄競輪場 小田　修
競輪事務局 サテライト宮崎 松尾　博文
競輪事務局 サテライトみぞべ 黒尾　聖洋
競輪事務局 サテライト三股 福田　哲久

青崎連絡所

主任　　　信部　佳代子　　　主任　　岩本　登志子

課長補佐　片山　明治　　　　主幹　　山本　輝昭

主幹　　　梶山　英治　　　　主査　　木村　睦彦

主査　　　上瀬　俊也　　　　主査　　谷川　芳樹

主査　　　北野　裕臣　　　　主事　　小田　康二

主事　　　宮尾　めぐみ　　　主事　　笹原　さやか

２　委任した事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第２３号，第２４号に規定する手数料（青崎連絡所の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成２７年４月１日

４　委任期間

　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８２号

平成２７年５月２５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，財政局東部市税事務所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

戸坂連絡所

主任　　繁本　直子

主任　　吉良　典子

２　委任した事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２７年４月１日

４　委任期間

平成２７年４月１日から同年６月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８３号

平成２７年５月２５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（昭和２８年広島市規則第１０

号）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
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広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地
指定年月日
／

指定有効期限

風呂中内科 広島市中区紙屋町一丁
目４－１９

平成27年４月１日
平成33年３月31日

澤野甲状腺・糖尿病
専門予約クリニック

広島市中区大手町三丁
目８－５
エイトバレー大手町９
Ｆ

平成27年５月１日
平成33年４月30日

サン薬局大手町店

広島市中区大手町三丁
目８－５
エイトバレー大手町４
Ｆ

平成27年５月１日
平成33年４月30日

わかくさ薬局 広島市東区若草町１７
－８　１Ｆ

平成27年４月１日
平成33年３月31日

みなみストレスクリ
ニック

広島市南区皆実町一丁
目１３－２７

平成27年４月１日
平成33年３月31日

あさひ整形外科クリ
ニック

広島市南区旭二丁目１�
５－１８

平成27年５月15日
平成33年５月14日

みやた眼科 広島市西区井口四丁目
２－３４

平成27年４月１日
平成33年３月31日

かがわファミリーク
リニック

広島市安佐南区西原二
丁目３２－１９

平成27年４月１日
平成33年３月31日

緑井脳神経外科
広島市安佐南区緑井五
丁目２９－１８－２０�
１

平成27年４月１日
平成33年３月31日

ほほえみ歯科クリニ
ック

広島市安佐南区緑井四
丁目１１－２２
サーラシティ緑井２Ｆ

平成27年４月１日
平成33年３月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８７号

平成２７年５月２７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

風呂中内科 広島市中区紙屋町一丁
目４－１９ 平成27年３月31日

吉田歯科医院 広島市中区本通８－
３２ 平成27年４月30日

わかくさ薬局 広島市東区若草町１７
－８　１Ｆ 平成27年３月31日

みなみストレスクリ
ニック

広島市南区皆実町一丁
目１３－２７　２Ｆ 平成27年３月31日

みやた眼科 広島市西区井口四丁目
２－３４ 平成27年３月31日

緑井脳神経外科
広島市安佐南区緑井五
丁目２９－１８－２０�
１

平成27年３月31日

かがわファミリーク
リニック

広島市安佐南区西原二
丁目３２－１９ 平成27年３月31日

競輪事務局 サテライト鹿児島 加古　亮太
競輪事務局 別府競輪場 伊藤　雅一
競輪事務局 熊本競輪場 山浦　英樹
競輪事務局 サテライト阿久根 内藤　豊

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８４号

平成２７年５月２５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（昭和２８年広島市規則第１０

号）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３１日

４　委任期間

平成２７年５月３１日から同年８月２４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 H27．５．31 ～

H27．８．24競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二
競輪事務局 名古屋競輪場 児玉　英希
競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８５号

平成２７年５月２６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２８６号

平成２７年５月２７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。
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� ４，１２１円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに掲げる額

� ６，１８１円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９１号

平成２７年５月２７日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年３月２６日広島市条例第

９号。以下「条例」という。）第１０条の１０第１項の規定に基

づき，平成２７年度の介護納付金賦課被保険者に係る介護納付金

賦課額の保険料率を次のとおり決定しましたので，同条第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割　　１００分の２．４３

２　被保険者均等割　　８，４２０円

３　世帯別平等割　　６，７３０円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９２号

平成２７年５月２７日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年３月２６日広島市条例第

９号。以下「条例」という。）第１４条第１項に規定する平成

２７年度の国民健康保険料の基礎賦課額から減額すべき額を次の

とおり決定しましたので，同条第２項において準用する条例第

１０条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第１項第１号アに掲げる額� １６，５６９円

２　条例第１４条第１項第１号イに掲げる額

条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

� １８，５９７円

条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

� ９，２９９円

条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

� １３，９４８円

３　条例第１４条第１項第２号アに掲げる額� １１，８３５円

４　条例第１４条第１項第２号イに掲げる額

条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

� １３，２８３円

条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

� ６，６４２円

条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

� ９，９６３円

５　条例第１４条第１項第３号アに掲げる額� ４，７３４円

６　条例第１４条第１項第３号イに掲げる額

条例第１０条第１項第３号アに規定する世帯に係る額

� ５，３１４円

条例第１０条第１項第３号イに規定する世帯に係る額

� ２，６５７円

条例第１０条第１項第３号ウに規定する世帯に係る額

ほほえみ歯科クリニ
ック

広島市安佐南区緑井四
丁目１１－２２ 平成27年３月31日

全快堂薬局本店 広島市安芸区船越三丁
目１３－１２ 平成27年４月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８８号

平成２７年５月２７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
医療法人社団井原ク
リニック

広島市中区基町６－２�
７ 平成27年６月30日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８９号

平成２７年５月２７日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年３月２６日広島市条例第

９号。以下「条例」という。）第１０条第１項の規定に基づき，

平成２７年度の被保険者に係る基礎賦課額の保険料率を次のとお

り決定しましたので，同条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割　　１００分の８．５３

２　被保険者均等割　　２３，６７０円

３　世帯別平等割

　条例第１０条第１項第３号アに掲げる額　２６，５６６円

　条例第１０条第１項第３号イに掲げる額　１３，２８３円

　条例第１０条第１項第３号ウに掲げる額　１９，９２５円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９０号

平成２７年５月２７日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年３月２６日広島市条例第

９号。以下「条例」という。）第１０条の６の５第１項の規定に

基づき，平成２７年度の被保険者に係る後期高齢者支援金等賦課

額の保険料率を次のとおり決定しましたので，同条第３項の規定

により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　所得割　　１００分の２．５８

２　被保険者均等割　　７，３４３円

３　世帯別平等割

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに掲げる額

� ８，２４１円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに掲げる額
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第１４条第４項において準用する同条第２項において準用する条

例第１０条の１０第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額� ５，８９４円

２　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額� ４，７１１円

３　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額� ４，２１０円

４　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額� ３，３６５円

５　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額� １，６８４円

６　条例第１４条第４項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額� １，３４６円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９５号

平成２７年５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，財政局西部市税事務所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

井口連絡所

主任　　西村　有紀子　　　主事　　青谷　早苗

主任　　三木　洋子　　　　主事　　竹原　正之

主幹　　小畑　真弓　　　　主事　　桜井　加代

主査　　桧谷　裕子　　　　主事　　矢川　めぐみ

主査　　宮田　美恵

２　委任した事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第２３号，第２４号に規定する手数料（井口連絡所の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成２７年４月１日

４　委任期間

　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９６号

平成２７年５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，財政局西部市税事務所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

財政局西部市税事務所佐伯税務室

� ３，９８５円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９３号

平成２７年５月２７日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年３月２６日広島市条例第

９号。以下「条例」という。）第１４条第３項において準用する

同条第１項に規定する平成２７年度の国民健康保険料の後期高齢

者支援金等賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたの

で，条例１４条第３項において準用する同条第２項において準用

する条例第１０条の６の５第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号アに

掲げる額� ５，１４１円

２　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第１号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額� ５，７６９円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額� ２，８８５円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額� ４，３２７円

３　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号アに

掲げる額� ３，６７２円

４　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第２号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額� ４，１２１円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額� ２，０６１円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額� ３，０９１円

５　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号アに

掲げる額� １，４６９円

６　条例第１４条第３項において準用する同条第１項第３号イに

掲げる額

　条例第１０条の６の５第１項第３号アに規定する世帯に係る

額� １，６４９円

　条例第１０条の６の５第１項第３号イに規定する世帯に係る

額� ８２５円

　条例第１０条の６の５第１項第３号ウに規定する世帯に係る

額� １，２３７円

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９４号

平成２７年５月２７日

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年３月２６日広島市条例第

９号。以下「条例」という。）第１４条第４項において準用する

同条第１項に規定する平成２７年度の国民健康保険料の介護納付

金賦課額から減額すべき額を次のとおり決定しましたので，条例
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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

から休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 休止年月日
医療法人児玉内科ク
リニック

広島市西区天満町７－
２４ 平成26年７月26日

広島睡眠クリニック 広島市西区観音町１３
－１８ 平成27年３月31日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９８号

平成２７年５月２８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

条及び第１１条の規定に基づき，路外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
西広島駅南
駐車場

３区画 平成２７年６月５日（金）午後１時から
同月６日（土）午前３時まで

２　休止する理由

　�　駐車場隣接地における建物改装工事を施工するに伴い，駐車

場としての利用ができなくなるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９９号

平成２７年５月２８日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第２４条の２第１項の

規定により，次のとおり同項第２号に規定する事務を委託したの

で，同条第５項の規定により告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　当該委託に係る事務所の名称及び所在地

⑴　名　称

社会福祉法人京都福祉サービス協会

⑵　所在地

　京都市下京区西木屋町通上ノ口上る海湊町８３番地の１　

ひと・まち交流館京都４Ｆ

２　委託する指定市町村事務受託法人の名称及び主たる事務所の

所在地並びにその代表者の氏名

⑴　名　称

社会福祉法人京都福祉サービス協会

⑵　主たる事務所の所在地

　京都市下京区西木屋町通上ノ口上る海湊町８３番地の１　

ひと・まち交流館京都４Ｆ

⑶　代表者の氏名

理事長　田邉　眞人

室長　龍田　順子

２　委任した事務

　財政局西部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局西部市税事務所佐伯税務室において取り扱うものに限

る。）

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管

⑷　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

⑸　児童福祉施設徴収金の納入義務者から提供を受ける証券の

出納及び保管

⑹　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑺　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑻　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑼　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑽　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑾　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条に規定する手数料の収納

⑿　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

⒀　下水道事業受益者負担金及び下水道事業分担金（以下「下

水道事業受益者負担金等」という。）並びにこれに係る延滞

金及び滞納処分による収納金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金等の納入義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管並びに証券の取立てに要する費用の出納

⒂　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

⒃　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条第２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成２７年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９７号

平成２７年５月２７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
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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　フジグラン緑井

⑵　所在地　広島市安佐南区緑井一丁目１番

２　大規模小売店舗を設置する者

緑井まちづくり株式会社

代表取締役　吉本　泰徳

広島市安佐南区緑井一丁目５番１－３０８号

ほか４法人，１６名

３　変更事項

　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）

氏名（名称） 代表者 住所

下紺　恵子 ― 広島市安佐南区緑井一丁目
５番１－２５０３号

　（変更後）

氏名（名称） 代表者 住所

下紺　恵子 ― 広島市安佐北区口田南一丁
目１９番２７号

４　変更年月日

平成２７年４月２日

５　届出年月日

平成２７年５月２２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５月２９日から同年９月２９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同年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

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９月２９日

３　委託開始年月日

平成２７年５月１８日

４　委託事務の内容

　介護保険法第２４条の２第１項第２号に規定する事務（要介

護認定調査事務）

５　居宅サービス等の提供の有無

無し

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３００号

平成２７年５月２８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，健康福祉局保健部食品保健課出納員の事務の一部委

任を次のとおり解除したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた分任出納員

別紙のとおり。

２　解除した事務

　健康福祉局保健部（広島市保健所）の分室において取り扱う

次に掲げる事務

⑴　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（保健部

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

⑵　広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（保健部の所掌事務に係るもの

に限る。）の収納

⑶　広島市化製場等に関する条例（昭和５９年広島市条例第

４４号）第３条に規定する手数料の収納

⑷　証紙売りさばき代金の収納

⑸　食品衛生責任者資格者証の実費の収納

３　解除年月日

平成２７年３月３１日

（別紙）

設置場所 職名 氏名
健康福祉局保健部東区分室 生活衛生専門員 桝田　猛司
健康福祉局保健部南区分室 技師 佐伯　幸三
健康福祉局保健部西区分室 生活衛生専門員 新本　晴信
健康福祉局保健部安佐南区
分室 生活衛生専門員 岩田　敬二

健康福祉局保健部安佐北区
分室 生活衛生専門員 井堰　正文

健康福祉局保健部安芸区分
室 生活衛生専門員 柳　加起

健康福祉局保健部佐伯区分
室 生活衛生専門員 岡田　可人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０１号

平成２７年５月２９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
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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９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

別紙１・別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０３号

平成２７年５月２９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

中久保
　直樹

ほたる整
骨院

広島市安佐北区深
川七丁目１２－８ 柔道整復 平成２７年

５月１０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０４号

平成２７年５月２９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）

高木　
和也

パンダ接
骨鍼灸院
中山院

広島市東区中山東
二丁目１－１４ 柔道整復 平成２７年

５月１日

源　成
穂

パンダ接
骨鍼灸院
中山院

広島市東区中山東
二丁目１－１４

はり・きゅ
う

平成２７年
５月１日

中村　
公則

こころ安
佐南鍼灸
治療院

広島市安佐南区大
町東三丁目２４－
７コスモハイツシ
バタⅡ２階

はり・きゅ
う

平成２７年
５月７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０５号

平成２７年５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３０２号

平成２７年５月２９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　ファミリータウン広電楽々園

⑵　所在地　広島市佐伯区楽々園四丁目４４１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社広電ストア

代表取締役　尾﨑　義昭

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

広島電鉄株式会社

代表取締役　椋田　昌夫

広島市中区東千田町二丁目９番２９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）別紙１のとおり。

（変更後）別紙２のとおり。

４　変更年月日

別紙２のとおり。

５　届出年月日

平成２７年５月２２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　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯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５月２９日から同年９月２９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同年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

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，
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平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 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９５号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 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，５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９６号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 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９７号

平 成 ２ ７ 年 ５ 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９８号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ３ 日

　袋町自転車等駐車場，西新天地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，５月８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。

　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，健康福祉局保健部食品保健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

別紙のとおり。

２　委任した事務

　健康福祉局保健部（広島市保健所）の分室において取り扱う

次に掲げる事務

⑴　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条に規定する手数料（保健部の所掌事務に係るもの

に限る。）の収納

⑵　広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（保健部の所掌事務に係るもの

に限る。）の収納

⑶　広島市化製場等に関する条例（昭和５９年広島市条例第

４４号）第３条に規定する手数料の収納

⑷　食品衛生責任者資格者証の実費の収納

３　委任年月日

平成２７年４月１日

４　委任期間

　平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで

（別紙）

設置場所 職名 氏名
健康福祉局保健部東区分室 生活衛生専門員 桝田　猛司
健康福祉局保健部南区分室 技師 佐伯　幸三
健康福祉局保健部西区分室 技師 伊藤　文明
健康福祉局保健部安佐南区
分室 生活衛生専門員 岩田　敬二

健康福祉局保健部安佐北区
分室 技師 木下　研視

健康福祉局保健部安芸区分
室 生活衛生専門員 新本　晴信

健康福祉局保健部佐伯区分
室 生活衛生専門員 岡田　可人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９３号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 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９４号
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いては，５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１０４号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ５ 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１０５号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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１０６号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ２ 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，５月１５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１０７号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第９９号

平 成 ２ ７ 年 ５ 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１００号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ３ 日

　東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，５月１０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１０１号

平 成 ２ ７ 年 ５ 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１０２号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ５ 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１０３号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ５ 日

　東新天地自転車等駐車場，富士見町第二自転車等駐車場及び基

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
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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１１３号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ６ 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，５月２５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１１４号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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１１５号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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（東区）第５７号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 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５８号

平 成 ２ ７ 年 ５ 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

広島市告示（中区）第１０８号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ２ 日

　広島バスセンター西自転車等駐車場Ａ，富士見町第二自転車等

駐車場及び西新天地自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた

下記自転車については，５月１７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１０９号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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１１０号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ６ 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，５月２２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１１１号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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１１２号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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
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　その関係図面は，平成２７年５月２８日から平成２７年６月

１２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

主要地
方道

広島中
島線

東区上温品三丁目２２４８番
２　地先から
東区上温品三丁目２２８８番
８　地先まで

平成２７年５月
２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６４号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６５号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ７ 日

　青崎一丁目自転車等駐車場，天神川南自転車等駐車場及び旭町

自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては、５月１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，１か月間保管した後，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（南区）第６６号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６７号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ８ 日

　広島駅南口第二駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の自転

車等については、５月７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

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，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５９号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ 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項の規定により自転車を撤去し，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６０号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ５ 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条第２項の規定により自転車を撤去し，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６１号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ８ 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５月２８日から平成２７年６月

１２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

主要地
方道

広島中島
線

東区上温品三丁
目２２４８番２
　地先から
東区上温品三丁
目２２８８番８
　地先まで

旧

メートル
6.30
～
26.00

メートル

185.50

新

メートル
12.30
～
47.60

メートル

185.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６２号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ８ 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。
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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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７３号

平 成 ２ ７ 年 ５ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７４号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７５号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７６号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ ２ 日

　天神川駅南自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記の

自転車等については、５月２１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，１か月間保管した後，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（南区）第７７号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 ２ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６８号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 日

　天神川南自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記の自

転車等については、５月１０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，１か月間保管した後，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（南区）第６９号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７０号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ １ 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，広島市南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６号

２　指定年月日　　平成２７年５月１１日

３　道路の位置　　�広島市南区仁保新町一丁目１０９９番２の一

部

４　幅　　　員　　５．００メートル

５　延　　　長　　２３．０１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７１号

平 成 ２ ７ 年 ５ 月 １ ８ 日

　広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第二駐輪場内に，長期間

駐車されていた下記の自転車等については、５月１５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（南区）第７２号

平 成 ２ ７ 年 ５ 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


