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規 則
広島市規則第６２号

平成２７年８月１８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４条中「（法第８８条第１項及び第２項において準用する場

合を含む。）」を削り，「一に」を「いずれかに」改め，同条第

１号を次のように改める。

⑴　確認の申請に係る建築物（住居の用に供するものに限る。

以下この号において同じ。）の敷地が県条例第４条の２第１

項に定めるときに該当する場合　縮尺，擁壁の有無及び構

造，崖の高さ，勾配及び形状並びに崖の上端又は下端から建

築物までの水平距離を明示した図面

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

告 示
広島市告示第４００号

平成２７年８月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条第１項の規定

により，次に掲げる施設を介護老人保健施設として開設を許可し

たので，同法第１０４条の２第１号の規定により告示します。

　許可年月日　平成２７年８月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人社団
葵会

介護老人保健
施設葵の園・
広島

広島市中区平
野町３番３号 介護老人保健施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０１号

平成２７年８月３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名した

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８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
葵会

広島・あおい
ホームケアサ
ービス

広島市中区平
野町３番３号 居宅介護支援

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬ居宅介
護支援事業所
ベルビュー河
原町

広島市中区河
原町１１番１�
７号

居宅介護支援

医療法人社団
いでした内科�
・神経内科ク
リニック

いでした介護
支援センター

広島市安佐北
区口田三丁目
３０番１３号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０２号

平成２７年８月３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８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

株式会社河村
福祉サービス

株式会社河村
福祉サービス
広島支店

広島市東区温
品二丁目２２
番９号インタ
ーハイツ・パ
ートナー３０�
４号

訪問介護

株式会社河村
福祉サービス

株式会社河村
福祉サービス
広島支店

広島市東区温
品二丁目２２
番９号インタ
ーハイツ・パ
ートナー３０�
４号

介護予防訪問介護
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医療法人社団
緑雨会

医療法人社団
緑雨会訪問介
護事業所つば
さ

広島市安佐北
区落合一丁目
１７番１２号

訪問介護

医療法人社団
緑雨会

医療法人社団
緑雨会訪問介
護事業所つば
さ

広島市安佐北
区落合一丁目
１７番１２号

介護予防訪問介護

株式会社友 訪問看護ステ
ーションゆう

広島市佐伯区
海老園二丁目
４番１－１０�
１号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスベルビ
ュー河原町

広島市中区河
原町１１番１�
７号

通所介護

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬデイサ
ービスベルビ
ュー河原町

広島市中区河
原町１１番１�
７号

介護予防通所介護

有限会社アネ
シス

あっとほーむ
デイサービス

広島市中区広
瀬町３番２９
号

通所介護

有限会社アネ
シス

あっとほーむ
デイサービス

広島市中区広
瀬町３番２９
号

介護予防通所介護

株式会社ビッ
グサン

リハプライド
広島不動院前

広島市東区牛
田新町四丁目
４番２９号

通所介護

株式会社ビッ
グサン

リハプライド
広島不動院前

広島市東区牛
田新町四丁目
４番２９号

介護予防通所介護

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島観音

広島市西区観
音本町二丁目
２番５号

通所介護

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島観音

広島市西区観
音本町二丁目
２番５号

介護予防通所介護

社会福祉法人
寿老園老人ホ
ーム

あけぼの寿老
園ショートス
テイ

広島市東区曙
一丁目１番２�
８号

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０３号

平成２７年８月３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
上大須賀町
駐車場

４区画 平成２７年８月４日から平成２９年３月
３１日まで

２　休止する理由

駐車場上空の橋脚補修等を行うため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０４号

平成２７年８月３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

みなみストレス
クリニック 0124600

広島市南区皆
実町一丁目１�
３－２７

平成２７年４月１日
から
平成３３年３月３１
日まで

日本調剤広大前
薬局 0147928

広島市南区出
汐一丁目５－
１５　岩本ビ
ル１階

平成２７年６月１日
から
平成３３年５月３１
日まで

有限会社ジェイ�
・ウィルさくら
薬局中筋店

0247132
広島市安佐南
区中筋三丁目
２７－２１

平成２７年７月１日
から
平成３３年６月３０
日まで

ウォンツ県病院
前店 0147936

広島市南区翠
五丁目１７番
１２号

平成２７年７月１日
から
平成３３年６月３０
日まで

ぱんだ薬局千田
町店 0147894

広島市中区千
田町一丁目３
－３

平成２７年８月１日
から
平成３３年７月３１
日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０５号

平成２７年８月４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
公益財団法人西川記念財団 広島市西区三篠町二丁目２番８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０６号

平成２７年８月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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０７号
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広島市告示第４１０号

平成２７年８月１１日

　広島市名誉市民条例（昭和３７年広島市条例第１７号）第８条

の定めるところにより，広島市特別名誉市民として次の者を顕彰

しました。

広島市長　　松　井　一　實

氏　　名　　アンドレイ・ウラジーミロヴイッチ・コソラポフ

現 住 所　　ロシア連邦ボルゴグラード市

功績概要　　別紙のとおり。

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１１号

平成２７年８月１１日

　広島市名誉市民条例（昭和３７年広島市条例第１７号）第８条

の定めるところにより，広島市特別名誉市民として次の者を顕彰

しました。

広島市長　　松　井　一　實

氏　　名　　シュテファン・ショストック

現 住 所　　ドイツ連邦共和国ハノーバー市

功績概要　　別紙のとおり。

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１２号

平成２７年８月１１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４１３号

平成２７年８月１２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）通路を変更したので，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，同条第２項により同法第１４条第１項に規定す

る図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）通路３０１号

　広島駅自由通路

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市南区松原町

平成２７年８月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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０８号

平成２７年８月５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

広島市佐伯区五日市町大字石内の字大影の６４９９番１，６�

５００番１，６５０１番１，６５０１番６，６５０３番３及び

６４９９番１～６５０１番１地先水路の一部，宇野原の６６８�

８番１，６６８９番１及び６６９０番１並びに字黒谷３７４５

番１

２　開発面積

４，１７１，０６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区井口四丁目３番１号

株式会社イワキ

代表取締役　河内正晴

４　検査済証交付年月日

平成２７年８月５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０９号

平成２７年８月７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，次に掲げる機関の指定の更新したので，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

段原さくら歯科クリ
ニック

広島市南区段原日出一
丁目１５－１３－３０�
１

平成27年７月21日
平成33年７月20日

橋本薬局 広島市南区松原町９－
１

平成27年７月９日
平成33年７月８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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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４１６号

平成２７年８月１２日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）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

画を決定したので，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，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及び安佐南区役所農林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，名称，位置及び区域

⑴　種類

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
西風新都奥畑地区地
区計画（決定） 広島市安佐南区伴西五丁目の一部

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�　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号　安佐南区役所農

林建設部建築課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１７号

平成２７年８月１４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　脇本　和男

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

３　図書の縦覧場所

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１４号

平成２７年８月１２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）道路を変更したので，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，同条第２項により同法第１４条第１項に規定す

る図書を縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画の種類

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）道路

３・５・７８６号　可部宇津線

３・４・７８４号　藤ノ森大毛寺線

２　都市計画を変更する土地の区域

３・５・７８６号　可部宇津線

広島市安佐北区可部四丁目，亀山二丁目，亀山南一丁目

３・４・７８４号　藤ノ森大毛寺線

広島市安佐北区可部一丁目，亀山一丁目，亀山二丁目，亀山

四丁目

３　図書の縦覧場所

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１５号

平成２７年８月１２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
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９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２７年１２月１４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１，２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１８号

平成２７年８月１４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　マダムジョイ千田店

⑵　所在地　広島市中区東千田町二丁目１０番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

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）

氏名（名称） 代表者 住所 変更年月日・理由

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

有限会社広電
商事

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

有限会社サイ
クルショップ
カナガキ

代表取締役
金垣　聡一
郎

広島市西区横
川町三丁目６
番１３号

（変更後）

氏名（名称） 代表者 住所 変更年月日・理由

株式会社広電
ストア

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更

有限会社広電
商事

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更

有限会社サイ
クルショップ
カナガキ

代表取締役
金垣　聡一
郎

広島市西区横
川町三丁目６
番１３号

４　変更年月日

平成２７年６月１１日

５　届出年月日

平成２７年７月３１日

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

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）

氏名又は名称 代表者 住所 変更年月日・理由

株式会社広電
ストア

代表取締役
尾崎　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

（変更後）

氏名又は名称 代表者 住所 変更年月日・理由

株式会社広電
ストア

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更

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

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６月１１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７月３１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年度８月１４日から同年１２月１４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。
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有限会社広電
商事

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

奥田商事株式
会社

代表取締役
奥田　耕造

広島市西区横
川町一丁目１�
０番１号

岡野食品産業
株式会社

代表取締役
岡野　吉純

兵庫県姫路市
御国野町国分
寺３９１

株式会社御菓
子所高木

代表取締役
加藤　博基

広島市西区商
工センター七
丁目１番１０
号

株式会社いと
や

代表取締役
小川　嘉彦

広島市中区本
通２番７号

（変更後）

小売業者
住所 変更年月日

その理由氏名又は名称 代表者

株式会社広電
ストア

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更

有限会社広電
商事

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更

奥田商事株式
会社

代表取締役
奥田　耕造

広島市西区横
川町一丁目１�
０番１号

岡野食品産業
株式会社

代表取締役
岡野　吉純

兵庫県姫路市
御国野町国分
寺３９１

株式会社御菓
子所高木

代表取締役
加藤　博基

広島市西区商
工センター七
丁目１番１０
号

株式会社いと
や

代表取締役
小川　嘉彦

広島市中区本
通２番７号

４　変更年月日

上記３のとおり

５　届出年月日

平成２７年７月３１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８月１４日から同年１２月１４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

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年度８月１４日から同年１２月１４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１２月１４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４１９号

平成２７年８月１４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　マダムジョイ己斐店

⑵　所在地　広島市西区己斐本町一丁目１８番１

２　大規模小売店舗を設置する者

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）

小売業者
住所 変更年月日

その理由氏名又は名称 代表者

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
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有限会社広電
商事

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更

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６月１１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

上記３⑵のとおり

５　届出年月日

平成２７年７月３１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８月１４日から同年１２月１４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）に規定する休日は除く。

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１２月１４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４２１号

平成２７年８月１４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　ショッピングセンターサンベルモ

⑵　所在地　広島市東区牛田旭二丁目７番５号

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ダイノー

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１２月１４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４２０号

平成２７年８月１４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　マダムジョイ矢野店

⑵　所在地　広島市安芸区矢野東五丁目４０３８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　脇本　和男

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

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　株式会社広電ストア

　　　　　代表者　代表取締役　尾﨑　義昭

　　　　　所在地　広島市中区東千田町二丁目９番２９号

（変更後）名　称　株式会社広電ストア

　　　　　代表者　代表取締役　脇本　和男

　　　　　所在地　広島市中区東千田町二丁目９番２９号

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）

氏名（名称） 代表者 住所 変更年月日・理由

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

有限会社広電
商事

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

エトワール株
式会社

代表取締役
北原　一人

広島県安芸郡
海田町窪町９
番２２号

平成27年７月25
日
退店

（変更後）

氏名（名称） 代表者 住所 変更年月日・理由

株式会社広電
ストア

代表取締役
脇本　和男

広島市中区東
千田町二丁目
９番２９号

平成27年６月11
日
代表者変更


