
平成２８年２月１日� 第１０２８号　―１１―広　　島　　市　　報

８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は同条第７項

に規定する介護予防通所介護（以下「旧介護予防訪問介護等」

という。）に係る保険給付に係るものに限る。）

⑵　介護保険法第３７条第２項の介護給付等対象サービスの種

類の指定の変更申請の受理，その申請に係る事実についての

審査又はその申請に対する応答に関する事務（旧介護予防訪

問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）

⑶　介護保険法第６０条の介護予防サービス費等の額の特例の

申請の受理，その申請に係る事実についての審査又はその申

請に対する応答に関する事務（旧介護予防訪問介護等に係る

保険給付に係るものに限る。）

⑷　介護保険法第６６条の保険料滞納者に係る支払方法の変更

に関する事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に係る

ものに限る。）

⑸　介護保険法第６７条又は第６８条の保険給付の支払の一時

差止めに関する事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付

に係るものに限る。）

⑹　介護保険法第６９条の保険料を徴収する権利が消滅した場

合の保険給付の特例に関する事務（旧介護予防訪問介護等に

係る保険給付に係るものに限る。）

⑺　介護保険法第１２９条第２項の保険料の賦課に関する事務

（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）

第２条　条例別表第１の２の項の規則で定める事務は，次のとお

りとする。

⑴　介護保険法による介護サービス（社会福祉法人等が提供す

るもののうち，市長が定めるものに限る。）に係る利用者負

担の軽減の申請の受理，その申請に係る事実についての審査

又はその申請に対する応答に関する事務（旧介護予防訪問介

護等に係る保険給付に係るものを含む。）

⑵　前号の軽減に係る費用の支給に関する事務（旧介護予防訪

問介護等に係る保険給付に係るものを含む。）

⑶　介護保険法による介護サービス（市長が定めるものに限る。）

又は当該介護サービスに相当するものとして市長が定めるも

のに係る利用者負担（第３項に規定する基礎算定額を超過す

る部分に係るものに限る。）の軽減の申請の受理，その申請

に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関す

る事務

⑷　前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

２　前項第１号の軽減とは，同号の介護サービスの提供を受ける

本市の介護保険の被保険者（介護保険法第９条の被保険者をい

う。次項において同じ。）のうち，所得及び資産の状況その他

の事情をしん酌して市長が定める要件に該当するものを対象と

して同項の社会福祉法人等が実施するものをいう。

３　第１項第３号の軽減とは，同号の介護サービスの提供を受け

る本市の介護保険の被保険者であって，難病（介護保険法第７

条第３項第２号に規定する特定疾病のうち市長が定めるもの及

び難病の患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第

５０号）第５条の指定難病をいう。）又は認知症（介護保険法

第５条の２の認知症をいう。）により，その者の基礎算定額

広島市規則第７１号

平成２７年１２月１７日

　広島市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

広島市会計規則の一部を改正する規則

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）の一部を次

のように改正する。

　別表第５県手数料の項を削り，同表寄託金の項の次に次のよう

に加える。

電子証明書発
行手数料

電子証明書発
行手数料

電子証明書発
行手数料

電子証明書発
行手数料

附　則

　この規則は，平成２８年１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７２号

平成２７年１２月１７日

　広島市消防団の組織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

広島市消防団の組織に関する規則の一部を改正する規

則

　広島市消防団の組織に関する規則（昭和３０年広島市規則第

５８号）の一部を次のように改正する。

　別表佐伯消防団の項中「石内北二丁目」の右に「，石内北三丁

目」を加える。

附　則

　この規則は，平成２８年１月１８日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７３号

平成２７年１２月２８日

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事

務を定める規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で

定める事務を定める規則

第１条　広島市個人番号の利用に関する条例（平成２７年広島市

条例第５２号。以下「条例」という。）別表第１の１の項の規

則で定める事務は，次のとおりとする。

⑴　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１８条第１号の

介護給付又は同条第２号の予防給付の支給に関する事務（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１１条又は第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。）による改正前の介護保険法第
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ア　当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等（児童福祉法第

６条の２第２項の小児慢性特定疾病児童等をいう。以下こ

の号から第４号までにおいて同じ。）又は医療費支給認定

基準世帯員（児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）

第２２条第１項第２号イの医療費支給認定基準世帯員をい

う。以下この号から第４号までにおいて同じ。）に係る国

民健康保険の被保険者の資格に関する情報

イ　当該申請に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療費支給

認定基準世帯員に係る市町村民税（地方税法（昭和２５年

法律第２２６号）第５条第２項第１号に掲げる市町村民税

（個人に係るものに限る。）をいう。以下同じ。）に関す

る情報

⑵　児童福祉法第１９条の５第２項の医療費支給認定の変更の

認定に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療

費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の被保険者の資

格に関する情報

イ　当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は医療

費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関する情報

⑶　児童福祉法第１９条の６第１項の医療費支給認定の取消し

に関する事務　当該医療費支給認定に係る小児慢性特定疾病

児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る市町村民税に関

する情報

⑷　児童福祉法第１９条の７の規定による小児慢性特定疾病医

療費の支給の調整に関する事務　当該調整に係る小児慢性特

定疾病児童等又は医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康

保険法（昭和３３年法律第１９２号）による保険給付の支給

に関する情報

⑸　児童福祉法第２０条第１項の療育の給付の申請に係る事実

についての審査に関する事務　当該申請に係る児童又は当該

児童の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報

⑹　児童福祉法第２４条の２第１項の障害児入所給付費の支給

の申請に係る事実についての審査に関する事務　次に掲げる

情報

ア　当該申請に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第２１

条の５の３第１項の障害児通所給付費，同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費，同法第２１条の５の

１２第１項の高額障害児通所給付費，同法第２４条の６第

１項の高額障害児入所給付費又は同法第２４条の７第１項

の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

イ　当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法（昭和２�

４年法律第２８３号）第１５条第１項の身体障害者手帳の

交付に関する情報

ウ　当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条第

１項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

エ　当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活

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６条の自立支援給付の支給に関する情

（同法第４３条第１項の規定により居宅介護サービス費等区分

支給限度基準額を基礎として，厚生労働省令で定めるところに

より算定される額をいう。）を超えて介護サービスを利用する

必要があると市長が認めたもののうち，所得の状況その他の事

情をしん酌して市長が定める要件に該当する者を対象として市

長が実施するものをいう。

第３条　条例別表第１の３の項の規則で定める事務は，次のとお

りとする。

⑴　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）による指定通所

支援に係る利用者負担の軽減の申請の受理，その申請に係る

事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵　前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

２　前項第１号の軽減とは，本市の区域内に居住する通所給付決

定保護者（児童福祉法第６条の２の２第８項の通所給付決定保

護者をいう。）のうち，所得の状況その他の事情をしん酌して

市長が定める要件に該当するものを対象として市長が実施する

ものをいう。

第４条　条例別表第１の４の項の規則で定める事務は，次のとお

りとする。

⑴　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）による補装具の購入等に

係る利用者負担の軽減の申請の受理，その申請に係る事実に

ついての審査又はその申請に対する応答に関する事務

⑵　前号の軽減に係る費用の支給に関する事務

２　前項第１号の軽減とは，本市の区域内に居住する補装具費支

給対象障害者等（障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律第７６条第１項の補装具費支給対象障害者等

をいう。）のうち，所得の状況その他の事情をしん酌して市長

が定める要件に該当するものを対象として市長が実施するもの

をいう。

附　則

　この規則は，平成２８年１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７４号

平成２７年１２月２８日

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事

務及び情報を定める規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で

定める事務及び情報を定める規則

第１条　広島市個人番号の利用に関する条例（平成２７年広島市

条例第５２号。以下「条例」という。）別表第２の１の項の規

則で定める事務は，次の各号に掲げる事務とし，同項の規則で

定める情報は，当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に

定める情報とする。

⑴　児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１９条の３第

３項の医療費支給認定の申請に係る事実についての審査に関

する事務　次に掲げる情報
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置児童等と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険法第

７６条第１項の保険料（以下「国民健康保険料」という。）

又は高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第

８０号）第１０４条第１項の保険料（以下「後期高齢者医

療保険料」という。）に関する情報

イ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る児童福祉施設徴収金（児童福祉法第５６条第２項の規定

により，同法第５０条第６号の２若しくは第７号又は第５�

１条第２号に掲げる費用について措置児童又は当該措置児

童と同一の世帯に属する者から徴収すべき金額をいう。以

下同じ。）に関する情報

ウ　措置児童等又は当該措置児童等と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第２の

主務省令で定める事務及び情報を定める命令（平成２６年

内閣府

　総務省
令第７号。以下「省令」という。）第８条第１号イ

に規定する生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。）

（省令第１２条第４号に定めるものに該当するものを除

く。）

エ　措置児童等又は当該措置児童等と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税等（市町村民税，固定資産税（地方税法

第５条第２項第２号に掲げる固定資産税（個人に係るもの

に限る。）をいう。），軽自動車税（同項第３号に掲げる

軽自動車税（個人に係るものに限る。）をいう。），市町

村たばこ税（同項第４号に掲げる市町村たばこ税（個人に

係るものに限る。）をいう。），特別土地保有税（同項第

６号に掲げる特別土地保有税（個人に係るものに限る。）

をいう。），入湯税（同条第４項に掲げる入湯税（個人に

係るものに限る。）をいう。），事業所税（同条第５項に

掲げる事業所税（個人に係るものに限る。）をいう。），

都市計画税（同条第６項第１号に掲げる都市計画税（個人

に係るものに限る。）をいう。）若しくは国民健康保険税

（同項第５号に掲げる国民健康保険税をいう。）又は道府

県民税（同法第４条第２項第１号に掲げる道府県民税（個

人に係るものに限る。）をいう。）をいう。以下同じ。）

に関する情報（省令第１２条第５号に定めるものに該当す

るものを除く。）

オ　措置児童等又は当該措置児童等と同一の世帯に属する者

に係る介護保険法第１２９条第１項の保険料（以下「介護

保険料」という。）に関する情報

第２条　条例別表第２の２の項の規則で定める事務は，次の各号

に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号に掲

げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　児童福祉法第２１条の５の３第１項の障害児通所給付費又

は同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給付費の支

給の申請に係る事実についての審査に関する事務　次に掲げ

る情報

ア　当該申請に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第２１

報

⑺　児童福祉法第２４条の６第１項の高額障害児入所給付費の

支給の申請に係る事実についての審査に関する事務　次に掲

げる情報

ア　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る児童福祉法第２１条の５の３第１項

の障害児通所給付費，同法第２１条の５の４第１項の特例

障害児通所給付費，同法第２１条の５の１２第１項の高額

障害児通所給付費，同法第２４条の２第１項の障害児入所

給付費又は同法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費

等給付費の支給に関する情報

イ　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る介護保険法（平成９年法律第１２３

号）第１８条第１号の介護給付，同条第２号の予防給付又

は同条第３号の市町村特別給付の支給に関する情報（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１１条又は第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。）による改正前の介護

保険法第８条の２第２項に規定する介護予防訪問介護又は

同条第７項に規定する介護予防通所介護（以下「旧介護予

防訪問介護等」という。）に係る保険給付に係るものを含

む。以下同じ。）

ウ　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る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第６条の自立支援給付の支給に

関する情報

⑻　児童福祉法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給

付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務　

当該申請に係る障害児の保護者に係る同法第２４条の２第１

項の障害児入所給付費の支給に関する情報

⑼　児童福祉法第２４条の２０第１項の障害児入所医療費の支

給の申請に係る事実についての審査に関する事務　当該申請

に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当等の支給に関

する法律（昭和３９年法律第１３４号）第３条第１項の特別

児童扶養手当の支給に関する情報

⑽　児童福祉法第２４条の２２の規定による障害児入所医療費

の支給の調整に関する事務　当該調整に係る障害児の保護者

に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関する情報

⑾　児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関する事務（同

法第５０条第７号及び第７号の３に係るものに限る。）　次

に掲げる情報

ア　児童福祉法第２７条第１項第３号の措置に係る児童（イ

及び次条第６号において「措置児童」という。）若しくは

同法第３３条の６の日常生活上の援助及び生活指導並びに

就業の支援を受ける義務教育終了児童等（同法第６条の３

第１項の義務教育終了児童等をいう。）（以下この号（イ

を除く。）において「措置児童等」という。）又は当該措
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の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給

に関する情報

⑸　児童福祉法第２１条の５の３０の規定による肢体不自由児

通所医療費の支給の調整に関する事務　当該調整に係る障害

児の保護者に係る国民健康保険法による保険給付の支給に関

する情報

⑹　児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関する事務（同

法第５１条第２号に係るものに限る。）　次に掲げる情報

ア　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

イ　措置児童の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る児童福祉法第２１条の５の３第１項の障害児通所

給付費，同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給

付費又は同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給に関する情報

ウ　措置児童に係る児童福祉法第２３条第１項の母子生活支

援施設における保護の実施に関する情報

エ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る児童福祉施設徴収金に関する情報

オ　措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第２�

４条の２第１項の障害児入所給付費，同法第２４条の６第

１項の高額障害児入所給付費又は同法第２４条の７第１項

の特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

カ　措置児童と同一の世帯に属する者に係る児童福祉法第２�

７条第１項第３号の措置に関する情報

キ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交

付に関する情報

ク　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１

項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

ケ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る生活保護実施関係情報　

コ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る市町村民税等に関する情報

サ　措置児童の扶養義務者に係る特別児童扶養手当等の支給

に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支給に関

する情報

シ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る介護保険料に関する情報

ス　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に係

る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

の法律第６条の自立支援給付の支給に関する情報

第３条　条例別表第２の３の項の規則で定める事務は，児童福祉

法第５６条第２項の費用の徴収に関する事務（同法第５０条第

６号の２に係るものに限る。）とし，同表の３の項の規則で定

める情報は，次に掲げる情報とする。

⑴　児童福祉法第２３条第１項の母子生活支援施設における保

護を受ける児童（以下この条において「保護児童」という。）

条の５の３第１項の障害児通所給付費，同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費，同法第２１条の５の

１２第１項の高額障害児通所給付費，同法第２４条の２第

１項の障害児入所給付費，同法第２４条の６第１項の高額

障害児入所給付費又は同法第２４条の７第１項の特定入所

障害児食費等給付費の支給に関する情報

イ　当該申請に係る障害児に係る身体障害者福祉法第１５条

第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報

ウ　当該申請に係る障害児に係る精神保健及び精神障害者福

祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保健福祉手帳

の交付に関する情報

エ　当該申請に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条の自立

支援給付の支給に関する情報

⑵　児童福祉法第２１条の５の８第２項の通所給付決定の変更

に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該変更に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第２１

条の５の３第１項の障害児通所給付費，同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費，同法第２１条の５の

１２第１項の高額障害児通所給付費，同法第２４条の２第

１項の障害児入所給付費，同法第２４条の６第１項の高額

障害児入所給付費又は同法第２４条の７第１項の特定入所

障害児食費等給付費の支給に関する情報

イ　当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税に関する情報

ウ　当該変更に係る障害児の保護者に係る障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律第６条の自立

支援給付の支給に関する情報

⑶　児童福祉法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所給

付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務　

次に掲げる情報

ア　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る児童福祉法第２１条の５の３第１項

の障害児通所給付費，同法第２１条の５の４第１項の特例

障害児通所給付費，同法第２４条の２第１項の障害児入所

給付費，同法第２４条の６第１項の高額障害児入所給付費

又は同法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付

費の支給に関する情報

イ　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る介護保険法第１８条第１号の介護給

付，同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給

付の支給に関する情報

ウ　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る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第６条の自立支援給付の支給に

関する情報

⑷　児童福祉法第２１条の５の２８第１項の肢体不自由児通所

医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務

　当該申請に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当等
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の世帯に属する者に係る介護保険料に関する情報

第６条　条例別表第２の６の項の規則で定める事務は，次の各号

に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号に掲

げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第６条の児

童扶養手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実に

ついての審査に関する事務　当該請求を行う者に係る生活保

護実施関係情報

⑵　児童扶養手当法第８条第１項の手当の額の改定の請求に係

る事実についての審査に関する事務　当該請求を行う者に係

る生活保護実施関係情報

⑶　児童扶養手当法施行規則（昭和３６年厚生省令第５１号）

第３条の２第１項又は第２項の支給停止に関する届出に係る

事実についての審査に関する事務　当該届出を行う者に係る

生活保護実施関係情報

⑷　児童扶養手当法施行規則第４条の現況の届出に係る事実に

ついての審査に関する事務　当該届出を行う者に係る生活保

護実施関係情報

⑸　児童扶養手当法施行規則第６条第１項又は第２項の住所変

更の届出に係る事実についての審査に関する事務　当該届出

を行う者に係る生活保護実施関係情報

第７条　条例別表第２の７の項の規則で定める事務は，次の各号

に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号に掲

げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）第１１条の福祉

の措置の実施に関する事務　当該措置に係る者（以下この条

において「被措置者」という。）又は当該被措置者の扶養義

務者に係る市町村民税に関する情報

⑵　老人福祉法第２１条の費用の支弁に関する事務　次に掲げ

る情報

ア　被措置者に係る介護保険法第１８条第１号の介護給付，

同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付の

支給に関する情報（省令第３２条第３号に定めるものに該

当するものを除く。）

イ　被措置者に係る介護保険料に関する情報

⑶　老人福祉法第２８条第１項の費用の徴収に関する事務　次

に掲げる情報

ア　被措置者に係る国民健康保険法又は高齢者の医療の確保

に関する法律による保険給付の支給に関する情報（省令第

３３条第１号に掲げるものに該当するものを除く。）

イ　被措置者に係る国民健康保険料又は後期高齢者医療保険

料に関する情報

ウ　被措置者又は当該被措置者の扶養義務者に係る市町村民

税に関する情報

エ　被措置者に係る介護保険法第１８条第１号の介護給付，

同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付の

支給に関する情報（省令第３３条第５号に掲げるものに該

当するものを除く。）

オ　被措置者に係る介護保険料に関する情報

又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る国民健康保

険料又は後期高齢者医療保険料に関する情報

⑵　保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る

児童福祉施設徴収金に関する情報

⑶　保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る

生活保護実施関係情報

⑷　保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る

市町村民税等に関する情報

⑸　保護児童又は当該保護児童と同一の世帯に属する者に係る

介護保険料に関する情報

第４条　条例別表第２の４の項の規則で定める事務は，次の各号

に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号に掲

げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　地方税法第３４条第１項第３号又は第３１４条の２第１項

第３号の社会保険料控除の適用に関する事務　次に掲げる情

報

ア　納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者

その他の親族に係る国民健康保険料又は後期高齢者医療保

険料に関する情報

イ　納税義務者又は当該納税義務者と生計を一にする配偶者

その他の親族に係る介護保険料に関する情報

⑵　地方税法第３２１条の７の２第１項の公的年金等に係る所

得に係る市町村民税の特別徴収に関する事務　次に掲げる情

報

ア　納税義務者に係る国民健康保険料又は後期高齢者医療保

険料に関する情報

イ　納税義務者に係る介護保険料に関する情報

⑶　市町村民税等の徴収に関する事務　次に掲げる情報

ア　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者

に係る国民健康保険料又は後期高齢者医療保険料に関する

情報

イ　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者

に係る児童福祉施設徴収金に関する情報

ウ　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者

に係る生活保護実施関係情報

エ　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する者

に係る介護保険料に関する情報

第５条　条例別表第２の５の項の規則で定める事務は，国民健康

保険料の徴収に関する事務とし，同項の規則で定める情報は，

次に掲げる情報とする。

⑴　国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る後期高齢者医療保険料に関する情報

⑵　国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る児童福祉施設徴収金に関する情報

⑶　国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

⑷　国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一

の世帯に属する者に係る市町村民税等に関する情報

⑸　国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一
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ア　当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

イ　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に

係る市町村民税に関する情報

⑶　介護保険法第６０条の介護予防サービス費等の額の特例の

申請に係る事実についての審査に関する事務（旧介護予防訪

問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）　次に掲げる

情報

ア　当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

イ　当該申請を行う者又は当該者が属する世帯の生計を主と

して維持する者に係る市町村民税に関する情報

⑷　介護保険法第６１条第１項の高額介護予防サービス費の支

給の申請に係る事実についての審査に関する事務（旧介護予

防訪問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）　次に掲

げる情報

ア　当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

イ　当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に

係る市町村民税に関する情報

⑸　介護保険法第６６条の介護保険料滞納者に係る支払方法の

変更に関する事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に

係るものを含む。）　次に掲げる情報

ア　当該変更に係る第１号被保険者（介護保険法第９条第１

号の第１号被保険者をいう。以下この条において同じ。）

に係る生活保護実施関係情報

イ　当該変更に係る第１号被保険者又は当該第１号被保険者

が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民

税に関する情報

⑹　介護保険法第６７条の保険給付の支払の一時差止めに関す

る事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に係るものを

含む。）　次に掲げる情報

ア　当該一時差止めに係る第１号被保険者に係る生活保護実

施関係情報

イ　当該一時差止めに係る第１号被保険者又は当該第１号被

保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市

町村民税に関する情報

⑺　介護保険法第６８条の保険給付の支払の一時差止めに関す

る事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に係るものを

含む。）　次に掲げる情報

ア　当該一時差止めに係る第２号被保険者に係る未納医療保

険料等（同条第１項の未納医療保険料等をいう。）に関す

る情報（省令第４６条第１項第５号に定めるものに該当す

るものを除く。）

イ　当該一時差止めに係る第２号被保険者に係る生活保護実

施関係情報

ウ　当該一時差止めに係る第２号被保険者又は当該第２号被

保険者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市

町村民税に関する情報

⑻　介護保険法第６９条の介護保険料を徴収する権利が消滅し

た場合の保険給付の特例に関する事務（旧介護予防訪問介護

等に係る保険給付に係るものを含む。）　次に掲げる情報

第８条　条例別表第２の８の項の規則で定める事務は，次の各号

に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号に掲

げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２９

号）第１３条第１項，第３１条の６第１項若しくは第３２条

第１項又は附則第３条若しくは第６条の資金の貸付けの申請

に係る事実についての審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

イ　当該申請を行う者又は当該申請に係る保証人に係る市町

村民税に関する情報（省令第３４条第１号に定めるものに

該当するものを除く。）

ウ　当該申請を行う者に係る児童扶養手当法第４条第１項の

児童扶養手当の支給に関する情報

⑵　母子及び父子並びに寡婦福祉法第１５条第２項の償還免除

の申請に係る事実についての審査に関する事務　当該申請を

行う者又は当該申請に係る保証人若しくは連帯債務を負担す

る借主に係る生活保護実施関係情報

第９条　条例別表第２の９の項の規則で定める事務は，母子保健

法（昭和４０年法律第１４１号）第２１条の４第１項の費用の

徴収に関する事務とし，同表の９の項の規則で定める情報は，

同法第２０条の措置に係る未熟児の扶養義務者に係る市町村民

税に関する情報とする。

第１０条　条例別表第２の１０の項の規則で定める事務は，後期

高齢者医療保険料の徴収に関する事務とし，同項の規則で定め

る情報は，次に掲げる情報とする。

⑴　後期高齢者医療保険料を納付する義務を負う者又は当該者

と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険料に関する情報

⑵　後期高齢者医療保険料を納付する義務を負う者又は当該者

と同一の世帯に属する者に係る児童福祉施設徴収金に関する

情報

⑶　後期高齢者医療保険料を納付する義務を負う者又は当該者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

⑷　後期高齢者医療保険料を納付する義務を負う者又は当該者

と同一の世帯に属する者に係る市町村民税等に関する情報

⑸　後期高齢者医療保険料を納付する義務を負う者又は当該者

と同一の世帯に属する者に係る介護保険料に関する情報

第１１条　条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は，次の

各号に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号

に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　介護保険法第３７条第２項の介護給付等対象サービスの種

類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務（第

２号被保険者（同法第９条第２号の第２号被保険者をいう。

第７号において同じ。）に係るものであって，旧介護予防訪

問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）　当該申請を

行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

⑵　介護保険法第５１条第１項の高額介護サービス費の支給の

申請に係る事実についての審査に関する事務（旧介護予防訪

問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）　次に掲げる

情報
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条の２第１項の障害児入所給付費，同法第２４条の６第１

項の高額障害児入所給付費又は同法第２４条の７第１項の

特定入所障害児食費等給付費の支給に関する情報

ウ　当該申請に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉

法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報

エ　当該申請に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保

健福祉手帳の交付に関する情報

オ　当該申請に係る障害児の保護者に係る特別児童扶養手当

等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の

支給に関する情報

カ　当該申請に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は

障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る介護保険法第１８条第１号の介護給付，同条第２

号の予防給付又は同条第３号の市町村特別給付の支給に関

する情報

⑵　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

法律第７条の規定による自立支援給付の支給の調整に関する

事務　次に掲げる情報

ア　当該調整に係る障害者又は障害児の保護者に係る国民健

康保険法による保険給付の支給に関する情報

イ　当該調整に係る障害者に係る介護保険法第１８条第１号

の介護給付，同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町

村特別給付の支給に関する情報

⑶　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

法律第２４条第２項の支給決定の変更に関する事務　次に掲

げる情報

ア　当該変更に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第２１

条の５の３第１項の障害児通所給付費，同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費，同法第２１条の５の

１２第１項の高額障害児通所給付費，第２４条の２第１項

の障害児入所給付費，同法第２４条の６第１項の高額障害

児入所給付費又は同法第２４条の７第１項の特定入所障害

児食費等給付費の支給に関する情報

イ　当該申請に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は

障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る市町村民税に関する情報

ウ　当該申請に係る障害者に係る介護保険法第１８条第１号

の介護給付，同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町

村特別給付の支給に関する情報

⑷　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

法律第５３条第１項の支給認定の申請に係る事実についての

審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該申請に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉

法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報

イ　当該申請に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保

健福祉手帳の交付に関する情報

⑸　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

ア　当該特例に係る第１号被保険者に係る生活保護実施関係

情報

イ　当該特例に係る第１号被保険者又は当該第１号被保険者

が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町村民

税に関する情報

⑼　介護保険料の徴収に関する事務　次に掲げる情報

ア　介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る国民健康保険料又は後期高齢者医療

保険料に関する情報

イ　介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る児童福祉施設徴収金に関する情報

ウ　介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

エ　介護保険料を納付する義務を負う者又は当該者と同一の

世帯に属する者に係る市町村民税等に関する情報

⑽　介護保険法第１２９条第２項の介護保険料の賦課に関する

事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に係るものに限

る。）　次に掲げる情報

ア　第１号被保険者に係る生活保護実施関係情報

イ　第１号被保険者又は当該第１号被保険者と同一の世帯に

属する者に係る市町村民税に関する情報

⑾　介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号）第２�

８条の２第１項に規定する負担割合証の交付に係る事実につ

いての審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該交付に係る第１号被保険者に係る生活保護実施関係

情報

イ　当該交付に係る第１号被保険者又は当該第１号被保険者

と同一の世帯に属する他の第１号被保険者に係る市町村民

税に関する情報

⑿　介護保険法施行規則第８３条の６（同令第９７条の４にお

いて読み替えて準用する場合を含む。）の市町村の認定の申

請に係る事実についての審査に関する事務　当該申請を行う

者の配偶者（同令第８３条の５第１号の配偶者（同令第９７

条の４において読み替えて準用する場合にあっては，同令第

９７条の３第１号の配偶者）をいう。）に係る市町村民税に

関する情報

第１２条　条例別表第２の１２の項の規則で定める事務は，次の

各号に掲げる事務とし，同項の規則で定める情報は，当該各号

に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

⑴　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

法律第６条の自立支援給付（自立支援医療費を除く。）の支

給の申請に係る事実についての審査に関する事務　次に掲げ

る情報

ア　当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の

世帯に属する者に係る児童福祉法第２１条の５の３第１項

の障害児通所給付費，同法第２１条の５の４第１項の特例

障害児通所給付費又は同法第２１条の５の１２第１項の高

額障害児通所給付費の支給に関する情報

イ　当該申請に係る障害児の保護者に係る児童福祉法第２４
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情報は，当該申請に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又

は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者

に係る市町村民税に関する情報とする。

第１６条　この規則に定めるもののほか，条例第３条第２項の規

定により利用することができる情報の属する年度その他の条例

別表第２の規則で定める事務及び情報の範囲に関し必要な事項

は，市長が定めるものとする。

附　則

　この規則は，平成２８年１月１日から施行する。

告 示
広島市告示第５８０号

平成２７年１２月１日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第１�

９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政

課，安佐南区役所農林建設部農林課，安佐北区役所農林建設部農

林課，安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農

林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８１号

平成２７年１２月１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

株式会社政徳 ちびっこすくす
く園

南区青崎二丁目
４番３２号

小規模型事業
所内保育事業

確認年月日　平成２７年１２月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８２号

平成２７年１２月１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項又は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１１条又は第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た同法第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）による改正前の介護保険法第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，介護保険

法律第５６条第２項の支給認定の変更に関する事務　当該変

更に係る障害者又は障害児の保護者に係る特別児童扶養手当

等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手当の支

給に関する情報

⑹　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

法律第５８条第１項の自立支援医療費の支給に関する事務　

当該支給に係る障害者又は障害児の保護者に係る特別児童扶

養手当等の支給に関する法律第３条第１項の特別児童扶養手

当の支給に関する情報

⑺　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

法律第７７条の地域生活支援事業の実施に関する事務　次に

掲げる情報

ア　当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯

に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ　当該実施に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は

障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する

者に係る市町村民税に関する情報

ウ　当該実施に係る障害者又は障害児に係る身体障害者福祉

法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付に関する情報

エ　当該実施に係る障害者又は障害児に係る精神保健及び精

神障害者福祉に関する法律第４５条第１項の精神障害者保

健福祉手帳の交付に関する情報

オ　当該実施に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯

に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係

情報（省令第８条第１号ロに規定する中国残留邦人等支援

給付実施関係情報をいう。）

第１３条　条例別表第２の１３の項の規則で定める事務は，広島

市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事務を

定める規則（平成２７年広島市規則第７３号）第２条第１項第

１号又は第３号の申請に係る事実についての審査に関する事務

とし，条例別表第２の１３の項の規則で定める情報は，次に掲

げる情報とする。

⑴　当該申請に係る者に係る生活保護実施関係情報

⑵　当該申請に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係

る市町村民税に関する情報

第１４条　条例別表第２の１４の項の規則で定める事務は，広島

市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事務を

定める規則第３条第１項第１号の申請に係る事実についての審

査に関する事務とし，条例別表第２の１４の項の規則で定める

情報は，当該申請に係る通所給付決定保護者（児童福祉法第６

条の２の２第８項の通所給付決定保護者をいう。）又は当該通

所給付決定保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税に

関する情報とする。

第１５条　条例別表第２の１５の項の規則で定める事務は，広島

市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事務を

定める規則第４条第１項第１号の申請に係る事実についての審

査に関する事務とし，条例別表第２の１５の項の規則で定める
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株式会社だん
だん

だんだん居宅
介護支援事業
所

広島市西区中
広町一丁目１�
８番２６号２�
０２号室

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８４号

平成２７年１２月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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８５号

平成２７年１２月１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

星　繁
尚

―（出張
専業） ― あん摩・マ

ッサージ
平成２７年
１０月２７
日

星　繁
尚

―（出張
専業） ― はり・きゅ

う
平成２７年
１０月２７
日

籠宮　
敏夫

株式会社
ケアプラ
ス　まご
ころベル
サービス

広島市安佐南区西
原三丁目１６－２�
７

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
７月３日

藤井　
友和

風車鍼灸
整骨院

広島市安佐南区上
安五丁目１２－１�
６

柔道整復
平成２７年
１１月１０
日

藤井　
友和

風車鍼灸
整骨院

広島市安佐南区上
安五丁目１２－１�
６

はり・きゅ
う

平成２７年
１１月１０
日

渕上　
辰男

たつお針
灸院

広島市安芸区船越
南三丁目３－７　
２Ｆ

あん摩・マ
ッサージ

平成２３年
５月３１日

山根　
誠

訪問医療
マッサー
ジ　一期
一縁

広島市佐伯区五日
市駅前一丁目１１
－１－６０２

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
７月３１日

山根　
誠

訪問医療
マッサー
ジ　一期
一縁

広島市佐伯区五日
市駅前一丁目１１
－１－６０２

はり・きゅ
う

平成２７年
７月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８６号

平成２７年１２月１日

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１２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

株式会社サー
ビスセンター
めぐみ

ヘルパーステ
ーションめぐ
み

広島市東区温
品四丁目７番
２０号サンラ
イズビューあ
んしん１０１
号

介護予防訪問介護

株式会社優空 ゆうそら広島

広島市東区戸
坂くるめ木一
丁目１番４８
号

訪問介護

株式会社優空 ゆうそら広島

広島市東区戸
坂くるめ木一
丁目１番４８
号

介護予防訪問介護

スターアテン
ダント株式会
社

スターアテン
ダントホーム
ヘルプサービ
ス

広島市安佐南
区中筋二丁目
３番４－１０�
３号

訪問介護

スターアテン
ダント株式会
社

スターアテン
ダントホーム
ヘルプサービ
ス

広島市安佐南
区中筋二丁目
３番４－１０�
３号

介護予防訪問介護

医療法人社団
八千代会

メリィ訪問看
護ステーショ
ン西風新都

広島市安佐南
区大塚西三丁
目２番９号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社河村
福祉サービス

ひろきデイサ
ービスセンタ
ー

広島市東区曙
三丁目３番１�
９号

通所介護

株式会社河村
福祉サービス

ひろきデイサ
ービスセンタ
ー

広島市東区曙
三丁目３番１�
９号

介護予防通所介護

有限会社誠友 デイサービス
こもれびの家

広島市安佐北
区可部七丁目
１５番４３号

通所介護

有限会社誠友 デイサービス
こもれびの家

広島市安佐北
区可部七丁目
１５番４３号

介護予防通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８３号

平成２７年１２月１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定した

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１２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

株式会社広島
厚生会

居宅介護支援
センター広島
萬象園

広島市中区羽
衣町１番２６
号

居宅介護支援
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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をしたので，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

ごこちデンタルクリ
ニック

広島市中区小町３－
２２マスダビル３０１

平成２７年１１月
１８日
平成３３年１１月
１７日

ジュン歯科クリニッ
ク

広島市西区井口四丁目
２－２７

平成２７年１１月
１日
平成３３年１０月
３１日

つぼみ薬局 広島市安佐南区川内四
丁目７番２７号

平成２７年１１月
１日
平成３３年１０月
３１日

びーだま薬局 広島市安佐南区大町西
一丁目１－１１

平成２７年１１月
１日
平成３３年１０月
３１日

地主クリニック 広島市安佐南区祇園二
丁目１２番１９号

平成２７年１１月
１日
平成３３年１０月
３１日

川上内科クリニック 広島市安芸区中野東五
丁目１番７号

平成２７年１１月
１日
平成３３年１０月
３１日

エイコー堂薬局スパ
ーク佐方店

広島市佐伯区三筋二丁
目１０－４１

平成２７年１１月
１日
平成３３年１０月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８９号

平成２７年１２月７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１２月１８日

４　委任期間

平成２７年１２月１８日から平成２８年３月２５日まで

（別紙）

　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）

德山　
大志

いしはら
鍼灸接骨
院南竹屋
院

広島市中区南竹屋
町１－２４坂下ビ
ル１Ｆ

柔道整復 平成２６年
１２月１日

星　繁
尚，長
岡　康
博，山
本　忍

まごころ
鍼灸マッ
サージ治
療院

広島市中区白島中
町１２－１６ＴＫ
ビル１階

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
１０月２７
日

星　繁
尚，長
岡　康
博，山
本　忍

まごころ
鍼灸マッ
サージ治
療院

広島市中区白島中
町１２－１６ＴＫ
ビル１階

はり・きゅ
う

平成２７年
１０月２７
日

藤井　
翔

ひなた鍼
灸接骨院

広島市安佐北区亀
崎一丁目２－１０

はり・きゅ
う

平成２７年
１１月１０
日

渕上　
辰男

たつお針
灸院

広島市安芸区船越
五丁目２１－１１

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
１１月１８
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８７号

平成２７年１２月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５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）

三樹　
寿三鈴

在宅マッ
サージ楽
楽広島施
術所

広島市中区富士見
町８－３第一木村
ビル３０１

はり・きゅ
う

平成２６年
７月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８８号

平成２７年１２月４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


