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村越　
貴典

からだ元
気治療院
広島安佐
南　鍼灸�
・マッサ
ージ

広島市安佐南区中
筋一丁目２３－１�
５メゾン猫本１０�
３号

はり・きゅ
う

平成２７年
１０月２１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６５号

平成２７年１１月１８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

医療法人社団ハイマ
ート眼科クリニック

広島市中区三川町３－
１６ハイマートビル３
Ｆ

平成２７年１０月
６日
平成３３年１０月
５日

ベル薬局 広島市中区榎町３－３�
０　１Ｆ

平成２７年１０月
１日
平成３３年９月３�
０日

岩本内科循環器内科 広島市佐伯区五日市駅
前三丁目４－１７

平成２７年１０月
１日
平成３３年９月３�
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６６号

平成２７年１１月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５１条第２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，次に掲げる指定介護機関から事業の取消の届

出があったので，生活保護法第５５条の３第４号の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法
人）の名称

平成２７年１０
月３１日

総合福祉サー
ビススマイル

広島市西区庚午南
一丁目３１－１１

有限会社ス
マイル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６７号

平成２７年１１月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２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

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６３号

平成２７年１１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，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

一部を次のとおり委任したので，同項後段の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　谷　啓輔

２　委任した事務

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（動物管理センターの所掌事務に

係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成２７年１１月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６４号

平成２７年１１月１８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）

明賀　
結実

きらり鍼
灸接骨院

広島市東区光町二
丁目６－１８－１�
０２

柔道整復 平成２７年
８月１日

山本　
哲也

ほねつぎ
中山東は
りきゅう
接骨院

広島市東区中山東
三丁目２－２ 柔道整復 平成２７年

９月７日

井上　
智惠美

―（出張
専業）

広島市東区戸坂く
るめ木二丁目１９
－１０

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
１０月１日

井上　
智惠美

―（出張
専業）

広島市東区戸坂く
るめ木二丁目１９
－１０

はり・きゅ
う

平成２７年
１０月１日

村越　
貴典

からだ元
気治療院
広島安佐
南　鍼灸�
・マッサ
ージ

広島市安佐南区中
筋一丁目２３－１�
５メゾン猫本１０�
３号

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
１０月２１
日



平成２８年１月４日� 第１０２７号　―９―広　　島　　市　　報

平成２７年７月
３１日

寿老園金屋町
デイサービス
センター

広島市南区金屋町
４－１７

社会福祉法
人寿老園老
人ホーム

平成２７年９月
１日

総合病院福島
生協病院

広島市西区都町
４２－７

広島中央保
健生活協同
組合

平成２７年１月
３１日

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２７－８

メディカル
フィットネ
スジャパン
株式会社

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６９号

平成２７年１１月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４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，次に掲げる指定介護機関から事業の休止の届出

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

休止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法
人）の名称

平成２７年８月
３１日

サンキ・ウェ
ルビィ介護セ
ンター吉島

広島市中区光南四
丁目５－１

サンキ・ウ
ェルビィ株
式会社

平成２７年８月
１日

広島医療生活
協同組合協同
診療所

広島市安佐南区西
原九丁目８－２２

広島医療生
活協同組合

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７０号

平成２７年１１月１９日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２９条第１項の確認をしましたので，同法第５３条第

１号の規定により告示します。

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 事業の種類

一般社団法人
あおぞら会

リトル　グリー
ン　ガーデン

広島市佐伯区五
日市五丁目４番
３３号

小規模保育事
業Ａ型

確認年月日　平成２７年１１月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７１号

平成２７年１１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

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，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

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
居宅介護支援事業所
キララ

広島市中区舟入南一丁
目１０－１０

平成２７年９月１�
６日

ヘルパーステーショ
ンなみき

広島市中区中町２－１�
３

平成２５年４月１
日

河原町薬局 広島市中区河原町１１
－１９

平成２７年１０月
１日

あけぼの寿老園デイ
サービスセンター

広島市東区曙一丁目１
－２８

平成２７年８月１
日

ケアハウス東山 広島市東区東山町１－
９

平成２４年１月１
日

アコー薬局 広島市東区戸坂中町１
－１１

平成２７年９月１
日

有限会社ライカ薬局 広島市南区段原一丁目
３－１２

平成２７年１０月
１日

福島生協病院 広島市西区福島町一丁
目２４－７

平成２７年９月１
日

特別養護老人ホーム
川内の里

広島市安佐南区川内一
丁目２１－２９

平成２７年５月１
日

すずらん薬局川内店 広島市安佐南区川内一
丁目１５－３

平成２０年４月１
日

コスモス薬局緑井店
広島市安佐南区緑井二
丁目１２－２６－１０�
１

平成２７年１０月
１日

有限会社友愛薬局 広島市安佐北区可部五
丁目４－２１

平成２７年８月１
日

二井歯科クリニック 広島市安佐北区亀崎一
丁目３－２３

平成２７年５月１
日

有限会社ハート薬局 広島市安芸区船越南二
丁目１７－１

平成２７年９月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６８号

平成２７年１１月１９日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４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，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

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

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法
人）の名称

平成２７年９月
１５日

居宅介護支援
事業所キララ

広島市中区猫屋町
４－１７

株式会社ネ
クサス

平成２７年１月
３１日

楽リハデイサ
ービス土橋

広島市中区土橋町
６－１４エスペラ
ンスモネ１階

メディカル
フィットネ
スジャパン
株式会社
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平成２７年１１月２０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

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

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１・２のとおり。

５　届出年月日

平成２７年１０月２９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１１月２０日から平成２８年３月２２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１２

月２９日から平成２８年１月３日までを除く。

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２８年３月２２日

１　供用を開始する年月日

平成２７年１１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）

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 八幡一丁目の一部

分流式
汚水を排除

東区 馬木七丁目の一部

西区 南観音町，山田町及び古江西
町の各一部

安佐南区
川内一丁目，川内六丁目，東
野二丁目，西原八丁目，祇園
一丁目及び山本一丁目の各一
部

安佐北区 上深川町及び三入南二丁目の
各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７２号

平成２７年１１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１１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

東区 馬木七丁目の一部

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

西区 南観音町，山田町及び古江西
町の各一部

安佐南区
川内一丁目，川内六丁目，東
野二丁目，西原八丁目，祇園
一丁目及び山本一丁目の各一
部

安佐北区 上深川町及び三入南二丁目の
各一部

佐伯区 八幡一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７３号



平成２８年１月４日� 第１０２７号　―１１―広　　島　　市　　報

　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１２月１日

４　委任期間

平成２７年１２月１日から平成２８年３月３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 Ｈ27．12．１〜

Ｈ28．３．３競輪事務局 サテライト笠岡 若松　秀敏
競輪事務局 防府競輪場 小阪　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　善行
競輪事務局 サテライト石烏谷 坂本　亮
競輪事務局 いわき平競輪場 諏江　仁
競輪事務局 サテライトかしま 久保木　隆広
競輪事務局 サテライト大和 根本　茂信
競輪事務局 弥彦競輪場 熊木　克也
競輪事務局 サテライト新潟 水澤　正一
競輪事務局 サテライト会津 本多　正
競輪事務局 サテライト阿賀野 齋藤　雄希
競輪事務局 前橋競輪場 中林　靖夫
競輪事務局 取手競輪場 酒井　郁夫

競輪事務局 サテライトしおさ
い鹿島 石川　悟

競輪事務局 宇都宮競輪場 夏葉　恭弘
競輪事務局 大宮競輪場 佐々木　政司

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及び別紙２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７４号

平成２７年１１月２０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，平成２７年６月３０日付けで届出された次の大

規模小売店舗について，同法第８条第２項の規定により意見書の

提出がありましたので，同条第３項の規定により，その概要を公

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　ジュンテンドー古市店

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東一丁目７７番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社アクティオ

代表取締役　小沼　光雄

東京都中央区日本橋三丁目１２番２号

３　提出された意見の概要

変更内容は，開店２時間の繰り上げと閉店１時間３０分の繰

り下げとなっている。届出書では営業時間の変更による影響で

は，早朝においては建設業者を中心とした購買ニーズであり，

閉店においては来店客の時間帯の分散化において，周辺交通へ

の影響はほとんどないと記載されている。

しかし，開店時間の繰り上げについては，通勤時間帯と合致

しており，特にＪＲ可部線の運行本数の増便時間帯とも重な

る。更には，近隣の学校への通学時間帯とも一致しており，地

元としては交通渋滞や交通事故への不安は払拭できない。「ジ

ュンテンドー古市店」様には，この点を充分にご理解いただ

き，事態が起こらない様十分な対応をお願いするものである。

４　提出された意見書の縦覧場所

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

５　提出された意見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１１月２０日から同年１２月２１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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７５号

平成２７年１１月２４日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７７号

平成２７年１１月２６日

　平成２７年第６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１２月３日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７８号

平成２７年１１月２６日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第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

森信建設株
式会社

居宅介護支
援事業所な
でしこ

広島市中区富
士見町１５番
２３号

平成27年
11月30日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７９号

平成２７年１１月３０日

　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

株式会社ラ
イフクリエ
ーション

はるみ戸坂

広島市東区戸
坂くるめ木一
丁目１番４８
号

平成27年
11月30日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

有限会社チ
ームウェル
ネットサー
ビス

訪問介護事
業所虹

広島市安佐北
区口田南四丁
目３５番２６
号

平成27年
11月30日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

シンコウ電
設株式会社

にこにこデ
イサービス

広島市東区曙
三丁目３番１�
９号

平成27年
11月30日

通所介護及
び介護予防
通所介護

有限会社チ
ームウェル
ネットサー
ビス

デイサービ
ス口田ハウ
ス

広島市安佐北
区口田南四丁
目３５番２６
号

平成27年
11月30日

通所介護及
び介護予防
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２３０号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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

競輪事務局 立川競輪場 久保　義彦
競輪事務局 サテライト水戸 網代　政巳
競輪事務局 サテライト中越 福家　賢三
競輪事務局 サテライト双葉 大野　孝之
競輪事務局 松戸競輪場 上野　真一
競輪事務局 サテライト船橋 廣瀬　英樹
競輪事務局 千葉競輪場 大堀　嘉昭
競輪事務局 サテライト鴨川 井上　馨
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 川崎競輪場 大石　陳郎
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久
競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二
競輪事務局 小田原競輪場 曽我　泰
競輪事務局 伊東温泉競輪場 福西　淳
競輪事務局 静岡競輪場 川口　英紀
競輪事務局 名古屋競輪場 児玉　英希
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 サテライト大阪 吉野　博
競輪事務局 小倉競輪場 窪田　浩二
競輪事務局 久留米競輪場 豊福　浩二
競輪事務局 サテライト中洲 石橋　克彦
競輪事務局 サテライト北九州 岡崎　明美
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 サテライト三股 福田　哲久
競輪事務局 サテライトみぞべ 黒尾　聖洋
競輪事務局 サテライト鹿児島 加古　亮太
競輪事務局 佐世保競輪場 松本　浩二
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５７６号

平成２７年１１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
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広島市告示（中区）第２３５号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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２３６号

平成２７年１１月１６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２３７号

平成２７年１１月１６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２３８号

平成２７年１１月１６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２３９号

平成２７年１１月１６日

　広島バスセンター西自転車等駐車場Ａ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，１１月

１４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。

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２３１号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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２３２号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ 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，１１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，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２３３号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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２３４号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

　新白島駅Ａ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，１１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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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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１０６号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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１０７号

平成２７年１１月２０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（南区）第１５２号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５３号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

　広島駅南口第一駐輪場及び広島駅南口第三駐輪場Ａ内に，長期

間駐車されていた下記の自転車等については，１１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（南区）第１５４号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ５ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２４０号

平成２７年１１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２４１号

平成２７年１１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２４２号

平成２７年１１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２４３号

平成２７年１１月２６日

　大手町自転車等駐車場及び広島バスセンター西Ａ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，１１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，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（東区）第１０５号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 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を撤去し，保
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５９号

平成２７年１１月２０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１６０号

平成２７年１１月２０日

　広島駅南口第二駐輪場，広島駅南口第四駐輪場，広島駅南口第

五駐輪場及び稲荷町駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の自

転車等については，１１月１９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１６１号

平成２７年１１月２０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１６２号

平成２７年１１月３０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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１６３号

平成２７年１１月３０日

　広島駅南口第二駐輪場及び広島駅南口第三駐輪場Ａ内に，長期

間駐車されていた下記の自転車等については，１１月２９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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

体として平成１８年１０月３１日付けで認可した堀越三丁目町内

会について，下記のとおり告示した事項に変更があったので同条

第１０項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

　変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

変　更　前 変　更　後
児玉　年
広島市南区堀越三丁目１３番
１３号

松浦　満
広島市南区堀越三丁目１０番
３０号

２　変更のあった年月日

平成２７年９月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５５号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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１５６号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ９ 日

　青崎一丁目自転車等駐車場及び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，１１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，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１５７号

平成２７年１１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１５８号

平成２７年１１月１６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
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１２２号

平成２７年１１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条第２項又は第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（西区）第１２３号

平成２７年１１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条第２項又は第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（西区）第１２４号

平成２７年１１月３０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項又は第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（安佐南区）第１１７号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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ように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２２号

２　指定年月日　　平成２７年１１月１１日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区伴東四丁目の６７４７番１２，�

６７４７番１０の一部及び６７４４番３の一

部

４　幅員及び延長　幅員　５．００〜６．２６ｍ

　　　　　　　　　延長　３６．２８ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１８号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ８ 日

広島市告示（西区）第１１７号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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項又は第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（西区）第１１８号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 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項又は第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（西区）第１１９号

平成２７年１１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条第２項又は第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（西区）第１２０号

平成２７年１１月１６日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２７年１１月１６日から同月３０日まで，

広島市西区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

新 里道 西３区１９４
号里道

己斐上三丁目１６６５番２地先か
ら１７５６番地先まで

旧 里道 西３区１９４
号里道

己斐上三丁目１７５６番地先から
１７５６番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１２１号

平成２７年１１月２０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項又は第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。
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平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 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１１月２７日から同年１２月１１

日まで広島市安佐南区役所農林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 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南４
区３６５
号線

広島市安佐南区
伴中央七丁目１�
３３８番地１地
先から
広島市安佐南区
伴中央七丁目１�
３４１番地５地
先まで

旧
14.00
〜
16.50

5.20

新
5.30
〜
5.30

5.20

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２２号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ７ 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１１月２７日から同年１２月１１

日まで広島市安佐南区役所農林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 供用開始の期日

市　道

安佐南
４区３�
６５号
線

広島市安佐南区伴中央七丁目
１３３８番地１地先から
広島市安佐南区伴中央七丁目
１３４１番地５地先まで

平成２７年１１
月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４４号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ４ 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１１月４日から同月１８日まで安

佐北区役所農林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
（ｍ）

敷地の
延長
（ｍ）

市　道
安佐北２
区７７４
号線

安佐北区狩留家
町字下中須賀３�
１４４番１地先
から
安佐北区狩留家
町字下中須賀３�
１３７番１地先
まで

旧
2.20
〜
8.00

58.50

新
8.50
〜
14.80

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２７年１１月１８日から同年１２月２日

まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ３－Ｅ３－な－
４－２－３号水路 安佐南区長束三丁目１２７３番５

水　路
Ｋ３－Ｅ３－可部
線－８－１１号水
路

安佐南区長束三丁目１２７３番４

水　路
Ｋ３－Ｅ３－可部
線－８－１４号水
路

安佐南区長束三丁目１２７２番５
地先

水　路
Ｋ３－Ｅ３－可部
線－８－１５号水
路

安佐南区長束三丁目１２７２番５

水　路
Ｋ３－Ｅ３－な－
４－２－９号水路
の一部

安佐南区長束三丁目１２６８番４

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１９号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ５ 日

　長期間駐車されていた別紙自転車等については，平成２７年

１１月１２日及び同月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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２０号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ６ 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ように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２３号

２　指定年月日　　平成２７年１１月２６日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区伴中央二丁目の３２３０番

６，３２３４番１，３２３４番９及び３２３４

番１０

４　幅員及び延長　幅員　４．１０〜６．２０ｍ

　　　　　　　　　延長　６１．３０ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２１号



―１８―　第１０２７号� 平成２８年１月４日広　　島　　市　　報

広島市長　　松　井　一　實

１　変更する区域

　　安佐北区亀山南三丁目の街区の一部

２　変更の内容

　　別図のとおり。

３　変更年月日

　　平成２７年１１月２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４５号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ４ 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１１月４日から同月１８日まで安

佐北区役所農林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

安佐北
２区７�
７４号
線

安佐北区狩留家町字下中須賀
３１４４番１地先から
安佐北区狩留家町字下中須賀
３１３７番１地先まで

平成２７年１１
月４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４６号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ６ 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。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般縦覧に供します。

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１１月６日

３　道路の位置　　�広島市安佐北区亀山三丁目の１２６６番１１，�

１２７７番８，及び１２７８番２５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．９３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４７号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 １ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２７年１１月１７日から同年１２月１日

まで，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐北３区１５４�
７号里道

安佐北区亀山七丁目３６４番１地先
から
安佐北区亀山七丁目３６４番１地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１４８号

平 成 ２ ７ 年 １ １ 月 ２ ０ 日

　次のとおり住居表示実施区域の街区の区域の変更を行います。


