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〇放置自転車等の撤去（安芸区）� 117
〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 118
〇放置自転車の撤去（安芸区）� 118

区）� 103
〇都市公園法による都市公園の設置（中区）� 104
〇放置自転車等の撤去（中区）� 104
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�
区）� 104

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 104
〇長期間駐車されていた自転車の移動（中区）� 104
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�
区）� 104

〇放置自転車等の撤去（中区）� 104
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�
区）� 104

〇放置自転車等の撤去（中区）� 105
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�
区）� 105

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 105
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�
区）� 105

〇放置自転車等の撤去（中区）　３件� 105
〇放置自転車の撤去（東区）　３件� 105
〇市街化区域内の水路の廃止（東区）� 106
〇放置自転車の撤去（東区）　３件� 106
〇建築基準法による道路の位置の指定（東区）� 106
〇新福町内会の告示事項の変更（東区）� 106
〇放置自転車等の撤去（南区）　９件� 107
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�
区）� 107

〇放置自転車等の撤去（南区）　３件� 107
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（南�
区）� 108

〇放置自転車等の撤去（西区）　３件� 108
〇地方自治法による西部河岸緑地の指定管理�
者の指定の取り消し（西区）� 108

〇地方自治法による大迫第一公園の指定管理�
者の指定の取り消し（西区）� 108

〇放置自転車等の撤去（西区）　６件� 108
〇屋外広告物法による屋外広告物の除却保管�
（安佐南区）� 109

〇平成２８年第１回緑井財産区議会定例会の�
招集（安佐南区）� 109

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�
南区）� 109

〇屋外広告物法による屋外広告物の除却保管�
（安佐南区）� 109

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�
佐南区）� 110

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�
南区）　２件� 110

〇建築基準法による道路の位置の廃止（安佐�
南区）� 110

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�
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整理に関する規則（第５号）� 127
〇広島市職員の営利企業等の従事制限に関す�
る規則の一部を改正する規則（第６号）� 127
〇広島市教育長の営利企業等の従事制限に関�
する規則の一部を改正する規則（第７号）� 128
〇広島市人事委員会事務局の組織等に関する�
規則の一部を改正する規則（第８号）� 128
〇給料表の適用範囲に関する規則の一部を改�
正する規則（第９号）� 128
〇初任給，昇格，昇級等の基準に関する規則�
の一部を改正する規則（第１０号）� 128

農 業 委 規 則

〇広島市農業委員会の農地利用最適化推進委�
員設置規則（第１号）� 136

固定資産評価審査委員会規程

〇広島市固定資産評価審査委員会規程の一部�
を改正する規程（第１号）� 137

教 委 規 則

〇広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一�
部を改正する規則（第１号）� 137
〇広島市教育委員会職員の職名に関する規則�
の一部を改正する規則（第２号）� 138
〇広島市立学校の管理及び学校教育法の実施�
に関する規則の一部を改正する規則（第３�
号）� 138
〇広島市立高等学校学則の一部を改正する規�
則（第４号）� 138
〇広島市立中等教育学校学則の一部を改正す�
る規則（第５号）� 138
〇広島市立特別支援学校学則の一部を改正す�
る規則（第６号）� 139
〇広島市立高等学校の通学区域に関する規則�
の一部を改正する規則（第７号）� 139
〇広島市教育委員会会議規則等の一部を改正�
する規則（第８号）� 139
〇指導が不適切である教諭等の認定の手続，�
指導改善研修の実施等に関する規則の一部�
を改正する規則（第９号）� 139

教 委 告 示

〇広島市教育委員会議（臨時会）の開催� 140
水 道 局 規 程

〇広島市水道局職員の給与に関する規程等の�
一部を改正する規程（第１号）� 140

監 査 公 表

〇包括外部監査の結果（指摘事項）に対する�
措置事項及び監査の意見に対する対応結果�
の公表� 148

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 118
〇路線名等を定める法定外公共物の指定の変�
更（安芸区）� 118

〇瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用�
料収納事務の委託（安芸区）� 118

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 118
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 118

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 119
〇路線名等を定める法定外公共物の指定（佐�
伯区）� 119

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 119
〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�
伯区）� 119

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 119
〇道路の区域変更（佐伯区）� 119
〇道路の供用開始（佐伯区）� 119
〇道路の区域変更（佐伯区）� 120
〇道路の供用開始（佐伯区）� 120
〇道路の区域変更（佐伯区）� 120
〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 120
〇林道の区間変更（佐伯区）� 120
〇路線名を定める農道の指定（佐伯区）� 120
〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 121
〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�
区）� 121

公 告

〇都市再開発法による市街地再開発組合の定�
款及び事業計画の変更の認可� 121

〇都市再開発法による広島駅南口Ｂブロック�
市街地再開発組合の定款及び事業計画の変�
更の認可� 121

選 管 告 示

〇平成２８年３月２日現在における地方自治�
法及び市町村の合併の特例に関する法律に�
よる各種直接請求並びに地方教育行政の組�
織及び運営に関する法律による委員の解職�
請求をするに必要な選挙人の数� 122

〇広島市選挙管理委員会規程の一部を改正す�
る規程� 122

〇広島市区選挙管理委員会規程の一部を改正�
する規程� 122

人事委員会規則

〇広島市職員の任用に関する規則の一部を改�
正する規則（第１号）� 122

〇広島市職員の任用に関する権限の一部を委�
任する規則の一部を改正する規則（第２号）� 124

〇職員の退職管理に関する規則（第３号）� 124
〇不利益処分についての不服申立てに関する�
規則の一部を改正する規則（第４号）� 127

〇行政不服審査法等の施行に伴う関係規則の�
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　　　　広島市農業委員会の委員等の定数に関する条例

　第１条中「。以下「法」という。」を削り，「に関し，選挙

による委員の定数，選挙区の設置，各選挙区において選挙すべ

き委員の定数及び部会を構成する委員」を「の委員及び農地利

用最適化推進委員」に改める。

　第２条の見出し中「選挙による」を削り，同条中「選挙によ

る」を削り，「３０人」を「１９人」に改める。

　第３条を次のように改める。

　（農地利用最適化推進委員の定数）

第�３条　農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は，４４

人とする。

　第４条を削る。

　附則第２項を削り，附則第１項の項番号を削る。

　別表を削る。

（広島市報酬並びに費用弁償条例の一部改正）

第２条　広島市報酬並びに費用弁償条例（昭和２２年７月２８日

広島市条例第１０号）の一部を次のように改正する。

第２条第１項中「，農業委員会」を削り，「並びに選挙管理

委員及び監査委員」を「，選挙管理委員，監査委員並びに農業

委員会の委員及び農地利用最適化推進委員」に改める。

第３条中「及び選挙により選出された農業委員会の委員」を

削る。

第５条第１項中「，農業委員会」を削り，「並びに選挙管理

委員及び監査委員」を「，選挙管理委員，監査委員並びに農業

委員会の委員及び農地利用最適化推進委員」に改める。

別表農業委員会の項中

「
部会長 ５６，０００
委員 ４８，０００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
委員 ４８，０００
農地利用最適化推進委員 ４５，０００

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

　�（地方自治法第２０７条等による費用弁償額及び支給方法条例

の一部改正）

第３条　地方自治法第２０７条等による費用弁償額及び支給方法

条例（昭和２２年７月２８日広島市条例第１２号）の一部を次

のように改正する。

第１条第６号中「第２９条第１項」を「第３５条第１項」

に，「関係人」を「関係者」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の日から，農業協同組合法等の一部を改正す

る等の法律（平成２７年法律第６３号）附則第２９条第２項の

規定によりなお従前の例により在任する広島市農業委員会の委

員がその職務を終了する日までの間に限り，第１条の規定によ

る改正前の広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関す

る条例第２条及び第４条の規定並びに第２条の規定による改正

前の広島市報酬並びに費用弁償条例第３条及び別表の規定は，

なおその効力を有する。この場合において，第１条の規定によ

条 例
広島市条例第７号

平成２８年３月２９日

　広島市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市区の設置等に関する条例の一部を改正する条例

　広島市区の設置等に関する条例（昭和５４年広島市条例第５４

号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「並びに区」を「，区」に改め，「所管区域」の右に

「並びに区の事務所が分掌する事務」を加える。

　第３条に次の１項を加える。

２　区の事務所が分掌する事務は，市長の権限に属する事務のう

ち，次に掲げる事務とする。

⑴　広報及び広聴に関すること。

⑵　まちづくりの推進に関すること。

⑶　危機管理に関すること。

⑷　国民健康保険及び国民年金に関すること。

⑸　社会福祉に関すること。

⑹　保健衛生に関すること。

⑺　介護保険に関すること。

⑻　後期高齢者医療に関すること。

⑼　農林業その他産業に関すること。

⑽　建築及び住宅に関すること。

⑾　道路，公園その他施設に関すること。

⑿　その他住民に身近な行政サービスであつて市長が定めるも

のに関すること。

　第４条の次に次の１条を加える。

　（委任規定）

第５条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第８号

平成２８年３月２９日

　広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例等の

一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する

条例等の一部を改正する条例

　（広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例の

一部改正）

第１条　広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条

例（平成１３年広島市条例第４号）の一部を次のように改正す

る。

　　題名を次のように改める。
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第１０条第１項中「異議申立人等」を「審査請求人等」に改

め，同条第２項中「異議申立人」を「審査請求人」に改め，同

条第３項中「異議申立人等」を「審査請求人等」に改め，同条

第４項を次のように改める。

４　審査会は，前条第３項若しくは第４項又は前項の規定によ

る意見書又は資料の提出があったときは，当該意見書又は資

料の写し（電磁的記録（電子的方式，磁気的方式その他人の

知覚によっては認識することができない方式で作られる記録

であって，電子計算機による情報処理の用に供されるものを

いう。以下この項において同じ。）にあっては，当該電磁的

記録に記録された事項を記載した書面）を当該意見書又は資

料を提出した審査請求人等以外の審査請求人等に送付するも

のとする。ただし，第三者の利益を害するおそれがあると認

められるとき，その他正当な理由があるときは，この限りで

ない。

第１０条に次の１項を加える。

５　審査会は，前項の規定による送付をしようとするときは，

当該送付に係る意見書又は資料を提出した審査請求人等の意

見を聴かなければならない。ただし，審査会が，その必要が

ないと認めるときは，この限りでない。

第１１条中「異議申立人等」を「審査請求人等」に改める。

　（広島市附属機関設置条例の一部改正）

第３条　広島市附属機関設置条例（昭和２８年広島市条例第３５

号）の一部を次のように改正する。

別表市長の項中「異議申立て」を「審査請求」に改める。

　（広島市情報公開条例の一部改正）

第４条　広島市情報公開条例（平成１３年広島市条例第６号）の

一部を次のように改正する。

第７条第１号エ中「第２条第２項」を「第２条第４項」に，

「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

第２４条を第２５条とし，第１８条から第２３条までを１条

ずつ繰り下げる。

第１７条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め，

同条中「決定を」を「裁決を」に改め，同条第１号中「異議申

立て」を「審査請求」に，「棄却する決定」を「棄却する裁

決」に改め，同条第２号中「異議申立てに係る開示決定等」を

「審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る公文書の全部を

開示する旨の決定を除く。）」に，「当該開示決定等」を「当

該審査請求」に，「の決定」を「の裁決」に改め，同条を第

１８条とする。

第１６条第１項中「開示決定等について行政不服審査法（昭

和３７年法律第１６０号）による異議申立て」を「開示決定等

又は開示請求に係る不作為について審査請求」に，「異議申立

てに対する決定」を「審査請求に対する裁決」に改め，同項第

１号中「異議申立て」を「審査請求」に，「とき。」を「場

合」に改め，同項第２号を次のように改める。

⑵　裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る

公文書の全部を開示することとする場合（当該公文書の開

示について反対意見書が提出されている場合を除く。）

る改正前の広島市農業委員会の選挙による委員の定数等に関す

る条例第４条の表中「法」とあるのは，「農業協同組合法等の

一部を改正する等の法律（平成２７年法律第６３号）第２条の

規定による改正前の農業委員会等に関する法律（昭和２６年法

律第８８号）」とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第９号

平成２８年３月２９日

　行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する

条例

　（広島市固定資産評価審査委員会条例の一部改正）

第１条　広島市固定資産評価審査委員会条例（昭和２６年９月

２０日広島市条例第３６号）の一部を次のように改正する。

第４条第２項第１号中「住所」の右に「又は居所」を加え，

同項中第４号を第５号とし，第３号を第４号とし，第２号を第

３号とし，第１号の次に次の１号を加える。

⑵　審査の申出に係る処分の内容

第４条第３項中「住所」の右に「又は居所」を加え，「行政

不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）第１３条第１項」を

「行政不服審査法施行令（平成２７年政令第３９１号）第３条

第１項」に改め，同条に次の１項を加える。

６　審査申出人は，代表者若しくは管理人，総代又は代理人が

その資格を失つたときは，書面でその旨を委員会に届け出な

ければならない。

第６条第２項ただし書を削り，同条中第５項を第６項とし，

第４項を第５項とし，第３項の次に次の１項を加える。

４　委員会は，審査申出人から反論書の提出があつたときは，

これを市長に送付しなければならない。

第１１条第１項中「決定書」を「次に掲げる事項を記載し，

委員会が記名押印した決定書」に改め，同項に次の各号を加え

る。

⑴　主文

⑵　事案の概要

⑶　審査申出人及び市長の主張の要旨

⑷　理由

（広島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正）

第２条　広島市情報公開・個人情報保護審査会条例（平成２６年

広島市条例第７号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項第１号中「第１６条第１項」を「第１７条第１

項」に改める。

第９条第４項中「異議申立て」を「審査請求」に，「異議申

立人，参加人」を「審査請求人，参加人（行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第１３条第４項に規定する参加人をい

う。次条第２項において同じ。）」に，「異議申立人等」を

「審査請求人等」に改める。
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⑷　裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る

保有個人情報の利用停止をすることとする場合

　第３２条第２項第１号を次のように改める。

⑴　審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項

に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第２号にお

いて同じ。）

　第３２条第２項第２号中「異議申立人」を「審査請求人」に

改め，同項第３号中「異議申立てに係る開示決定等」を「審査

請求に係る保有個人情報の開示」に，「異議申立人」を「審査

請求人」に改め，第３章第４節中同条を第３３条とし，同条の

前に次の１条を加える。

　　（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第３２条　開示決定等，訂正決定等，利用停止決定等又は開示

請求，訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審

査請求については，行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）第９条第１項の規定は，適用しない。

　（広島市行政手続条例の一部改正）

第６条　広島市行政手続条例（平成７年広島市条例第５号）の一

部を次のように改正する。

第３条第１０号中「，異議申立て」及び「，決定」を削る。

第１９条第２項第４号中「ことのある」を削る。

　�（広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正）

第７条　広島市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平

成１７年広島市条例第１４号）の一部を次のように改正する。

第５条第４号中「不服申立て」を「審査請求」に改める。

　（一般職の職員の給与に関する条例の一部改正）

第８条　一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０

日広島市条例第６２号）の一部を次のように改正する。

第１９条の３第２項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）第１４条又は第４５条」を「行政不服審査法（平成

２６年法律第６８号）第１８条第１項本文」に改める。

　（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第９条　職員の退職手当に関する条例（昭和２８年広島市条例第

６２号）の一部を次のように改正する。

第１３条第４項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第

１６０号）第１４条第１項又は第４５条」を「行政不服審査法

（平成２６年法律第６８号）第１８条第１項本文」に改める。

　（広島市市税条例の一部改正）

第１０条　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の

一部を次のように改正する。

第１８条の２第１項中「不服申立て」を「審査請求」に，

「以下本条中」を「第３項において」に改める。

　（広島市消防団員等公務災害補償条例の一部改正）

第１１条　広島市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年広島

市条例第４３号）の一部を次のように改正する。

第２５条の見出しを「（審査請求）」に改め，同条中「行な

う」を「行う」に，「異議申立て」を「審査請求」に改め，同

条に次の１項を加える。

第１６条第２項第１号を次のように改める。

⑴　審査請求人及び参加人（行政不服審査法第１３条第４項

に規定する参加人をいう。以下この項及び次条第２号にお

いて同じ。）

第１６条第２項第２号中「異議申立人」を「審査請求人」に

改め，同項第３号中「異議申立てに係る開示決定等」を「審査

請求に係る公文書の開示」に，「異議申立人」を「審査請求

人」に改め，同条を第１７条とし，第１５条の次に次の１条を

加える。

（審理員による審理手続に関する規定の適用除外）

第１６条　開示決定等又は開示請求に係る不作為に係る審査請

求については，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）

第９条第１項の規定は，適用しない。

　（広島市個人情報保護条例の一部改正）

第５条　広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第４

号）の一部を次のように改正する。

目次中「異議申立て」を「審査請求」に，「（第３２条・第

３３条）」を「（第３２条～第３４条）」に，「（第３４条～

第３９条）」を「（第３５条～第４０条）」に，「（第４０条

～第４４条）」を「（第４１条～第４５条）」に改める。

第１１条第２号エ中「第２条第２項」を「第２条第４項」

に，「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改める。

第３章第４節の節名中「異議申立て」を「審査請求」に改め

る。

第４４条を第４５条とし，第４０条から第４３条までを１条

ずつ繰り下げる。

第４章中第３９条を第４０条とし，第３４条から第３８条ま

でを１条ずつ繰り下げる。

第３３条の見出し中「異議申立て」を「審査請求」に改め，

同条中「決定を」を「裁決を」に改め，同条第１号中「異議申

立て」を「審査請求」に，「棄却する決定」を「棄却する裁

決」に改め，同条第２号中「異議申立てに係る開示決定等」を

「審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る保有個人情報の

全部を開示する旨の決定を除く。）」に，「当該開示決定等」

を「当該審査請求」に，「の決定」を「の裁決」に改め，第３

章第４節中同条を第３４条とする。

第３２条第１項中「又は利用停止決定等」を「，利用停止決

定等又は開示請求，訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作

為」に，「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０号）によ

る異議申立て」を「審査請求」に，「異議申立てに対する決

定」を「審査請求に対する裁決」に改め，同項各号を次のよう

に改める。

⑴　審査請求が不適法であり，却下する場合

⑵　裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る

保有個人情報の全部を開示することとする場合（当該保有

個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合

を除く。）

⑶　裁決で，審査請求の全部を認容し，当該審査請求に係る

保有個人情報の訂正をすることとする場合
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４　第３条第４項の規定は，専門委員について準用する。

　（合議体）

第７条　審査会は，委員のうちから，審査会が指名する者３人を

もって構成する合議体で，審査請求に係る事件について調査審

議する。

２　合議体に長を置き，当該合議体を構成する委員の互選によっ

てこれを定める。

３　合議体は，これを構成する全ての委員の出席がなければ，会

議を開き，議決することができない。

４　合議体の議事は，その合議体を構成する委員の過半数をもっ

て決する。

　（庶務）

第８条　審査会の庶務は，企画総務局において処理する。

　（委任規定）

第９条　この条例に定めるもののほか，審査会の運営に関し必要

な事項は，会長が審査会に諮って定める。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１１号

平成２８年３月２９日

　広島市建築審査会条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市建築審査会条例の一部を改正する条例

　広島市建築審査会条例（昭和２７年広島市条例第３３号）の一

部を次のように改正する。

　第９条を第１０条とし，第３条から第８条までを１条ずつ繰り

下げ，第２条の次に次の１条を加える。

　（委員の任期）

第３条　審査会の委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委

員の任期は，前任者の残任期間とする。

２　委員は，再任されることができる。

３　委員は，任期が満了した場合においては，後任の委員が任命

されるまでその職務を行う。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１２号

平成２８年３月２９日

　広島市情報公開条例等の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市情報公開条例等の一部を改正する条例

　次に掲げる条例の表のカラー複写による写しの交付の項中

「１００円」を「２０円」に，「２００円」を「４０円」に改め

る。

２　市長は，前項の審査請求があつたときは，広島市消防団員

等公務災害補償審査会に諮問しなければならない。

附　則

１　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

２　行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立て

であってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為

又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係

るものについては，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１０号

平成２８年３月２９日

　広島市行政不服審査会条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市行政不服審査会条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号）第８１条第４項の規定に基づき，広島市行政不服審査会

（以下「審査会」という。）の組織及び運営に関し必要な事項

を定めるものとする。

　（組織）

第２条　審査会は，委員６人以内をもって組織する。

　（委員）

第３条　委員は，学識経験者その他市長が適当と認める者のうち

から，市長が任命する。

２　委員の任期は，２年とする。ただし，補欠の委員の任期は，

前任者の残任期間とする。

３　委員は，再任されることができる。

４　委員は，職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職

を退いた後も同様とする。

　（会長）

第４条　審査会に会長を置き，委員の互選によってこれを定め

る。

２　会長は，会務を総理し，審査会を代表する。

３　会長に事故があるときは，あらかじめその指名する委員が，

その職務を代理する。

　（会議）

第５条　審査会の会議は，会長が招集する。

２　審査会の会議は，委員の過半数が出席しなければ，開くこと

ができない。

３　審査会の議事は，会議に出席した委員の過半数で決し，可否

同数のときは，会長の決するところによる。

　（専門委員）

第６条　審査会に，専門の事項を調査審議させるため，専門委員

を置くことができる。

２　専門委員は，当該専門の事項に関して十分な知識又は経験を

有する者のうちから，市長が任命する。

３　専門委員は，その者の任命に係る当該専門の事項に関する調

査審議が終了したときは，解任されるものとする。
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を，「保護の実施」の右に「，保育所における保育の実施若し

くは措置」を加え，「措置（同法第２７条第１項第３号の措置

をいう。）」を「日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の

支援の実施」に改め，「法令による給付の支給に関する情報」

の右に「，中国残留邦人等支援給付等関係情報（同表の９の項

第４欄に規定する中国残留邦人等支援給付等関係情報をいう。

以下同じ。）」を加え，「同欄」を「同表の１の項第４欄」

に，「以下同じ。）又は」を「以下同じ。），」に改め，「自

立支援給付の支給に関する情報」の右に「，子ども・子育て支

援法による子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育

所に係る費用の徴収に関する情報又は広島市保育園条例若しく

は広島市阿戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関

する情報」を加え，同表の２の項中「母子生活支援施設におけ

る保護の実施，障害児入所支援若しくは措置（同法第２７条第

１項第３号の措置をいう。）」を「措置（同法第２１条の６又

は第２７条第１項第３号の措置をいう。），母子生活支援施設

における保護の実施，保育所における保育の実施若しくは措

置，障害児入所支援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並

びに就業の支援の実施」に改め，「地方税関係情報，」の右に

「児童扶養手当関係情報（法別表第２の１３の項第４欄に規定

する児童扶養手当関係情報をいう。以下同じ。），特別児童扶

養手当関係情報（同表の１６の項第４欄に規定する特別児童扶

養手当関係情報をいう。以下同じ。）若しくは」を加え，「介

護保険給付等関係情報又は」を「中国残留邦人等支援給付等関

係情報，介護保険給付等関係情報，」に改め，「自立支援給付

の支給に関する情報」の右に「，子ども・子育て支援法による

子どものための教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費

用の徴収に関する情報又は広島市保育園条例若しくは広島市阿

戸認定こども園条例による保育園等への入園等に関する情報」

を加え，同表の３の項中「障害児入所支援若しくは措置（同法

第２７条第１項第３号の措置をいう。）」を「措置（同法第

２１条の６又は第２７条第１項第３号の措置をいう。），保育

所における保育の実施若しくは措置，障害児入所支援若しくは

日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施」に，

「又は介護保険給付等関係情報」を「，介護保険給付等関係情

報，子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給

付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報又は広

島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保

育園等への入園等に関する情報」に改め，同表の４の項中「母

子生活支援施設における保護の実施，障害児入所支援若しくは

措置（同法第２７条第１項第３号の措置をいう。）」を「措置

（同法第２１条の６又は第２７条第１項第３号の措置をい

う。），母子生活支援施設における保護の実施，保育所におけ

る保育の実施若しくは措置，障害児入所支援若しくは日常生活

上の援助及び生活指導並びに就業の支援の実施」に，「又は介

護保険給付等関係情報」を「，介護保険給付等関係情報，子ど

も・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給

若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報又は広島市保育

園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保育園等へ

⑴　広島市情報公開条例（平成１３年広島市条例第６号）別表

⑵　広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条例第４号）

別表

⑶　広島市公文書館条例（昭和５２年広島市条例第９号）別表

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１３号

平成２８年３月２９日

　広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をこ

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の一部を改正する

条例

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）の一部を次のように改正する。

別表第１中４の項を１０の項とし，同表の３の項中「（昭和

２２年法律第１６４号）」を削り，同項を同表の９の項とし，

同表中２の項を８の項とし，１の項を４の項とし，同項の次に

次のように加える。

５　市長 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５
号）による保育所に係る委託費の支払又は費用
の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

６　市長 広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島
市条例第４４号）又は広島市阿戸認定こども園
条例（平成２７年広島市条例第１３号）による
保育園等（保育園及び広島市阿戸認定こども園
をいう。以下同じ。）への入園等に関する事務
であって規則で定めるもの

７　市長 広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第
３５号）による市営住宅（公営住宅法（昭和
２６年法律第１９３号）による公営住宅（同法
第２条第２号に規定する公営住宅をいう。以下
同じ。），住宅地区改良法による改良住宅及び
特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律に
よる賃貸住宅を除く。以下同じ。），市営住宅
等附設駐車場（市営店舗の使用者に係る駐車場
及びその附帯施設を除く。以下同じ。）及び自
動車保管場所（市営店舗の使用者に係る自動車
保管場所を除く。）の管理に関する事務であっ
て規則で定めるもの

別表第１に１の項から３の項までとして次のように加える。

１　市長 児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）によ
る費用の徴収に関する事務であって規則で定め
るもの

２　市長 住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）に
よる改良住宅（同法第２条第６項に規定する改
良住宅をいう。以下同じ。）の管理に関する事
務であって規則で定めるもの

３　市長 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
（平成５年法律第５２号）による賃貸住宅の管
理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第２の１の項中「障害児通所支援」の右に「，措置（同

法第２１条の６又は第２７条第１項第３号の措置をいう。）」
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付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する情報又は広

島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条例による保

育園等への入園等に関する情報」に改め，同項を同表の１３の

項とし，同表の１０の項中「母子生活支援施設における保護の

実施，障害児入所支援若しくは措置（同法第２７条第１項第３

号の措置をいう。）」を「措置（同法第２１条の６又は第２７

条第１項第３号の措置をいう。），母子生活支援施設における

保護の実施，保育所における保育の実施若しくは措置，障害児

入所支援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の

支援の実施」に，「又は介護保険給付等関係情報」を「，介護

保険給付等関係情報，子ども・子育て支援法による子どものた

めの教育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に

関する情報又は広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こど

も園条例による保育園等への入園等に関する情報」に改め，同

項を同表の１２の項とし，同表の９の項を同表の１１の項と

し，同表の８の項中「（法別表第２の１３の項第４欄に規定す

る児童扶養手当関係情報をいう。）」を削り，同項を同表の１�

０の項とし，同表中７の項を９の項とし，６の項を８の項と

し，同表の５の項中「母子生活支援施設における保護の実施，

障害児入所支援若しくは措置（同法第２７条第１項第３号の措

置をいう。）」を「措置（同法第２１条の６又は第２７条第１

項第３号の措置をいう。），母子生活支援施設における保護の

実施，保育所における保育の実施若しくは措置，障害児入所支

援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援の

実施」に，「又は介護保険給付等関係情報」を「，介護保険給

付等関係情報，子ども・子育て支援法による子どものための教

育・保育給付の支給若しくは保育所に係る費用の徴収に関する

情報又は広島市保育園条例若しくは広島市阿戸認定こども園条

例による保育園等への入園等に関する情報」に改め，同項を同

表の６の項とし，同項の次に次のように加える。

７　市長 住宅地区改良法に
よる改良住宅の管
理若しくは家賃若
しくは敷金の決定
若しくは変更又は
収入超過者に対す
る措置に関する事
務であって規則で
定めるもの

生活保護関係情報，地方税関
係情報，児童扶養手当関係情
報又は介護保険給付等関係情
報であって規則で定めるもの

別表第２の４の項の次に次のように加える。

５　市長 公営住宅法による
公営住宅の管理に
関する事務であっ
て規則で定めるも
の

生活保護関係情報，地方税関
係情報，児童扶養手当関係情
報又は介護保険給付等関係情
報であって規則で定めるもの

第２条　広島市個人番号の利用に関する条例の一部を次のように

改正する。

別表第２の１の項中「同表の１６の項第４欄」を「同表の

１０の項第４欄」に，「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による自立支援給付の支給に関する情

報」を「障害者自立支援給付関係情報（同表の８の項第４欄に

の入園等に関する情報」に改め，同表中１５の項を２０の項と

し，１４の項を１９の項とし，１３の項を１８の項とし，同表

の１２の項中「（法別表第２の９の項第４欄に規定する中国残

留邦人等支援給付等関係情報をいう。）」を削り，同項を同表

の１４の項とし，同項の次に次のように加える。

１�５　市
長

子ども・子育て支
援法による子ども
のための教育・保
育給付の支給，地
域子ども・子育て
支援事業の実施又
は保育所に係る委
託費の支払若しく
は費用の徴収に関
する事務であって
規則で定めるもの

医療保険給付関係情報，児童
福祉法による障害児通所支
援，措置（同法第２１条の６
又は第２７条第１項第３号の
措置をいう。），母子生活支
援施設における保護の実施，
保育所における保育の実施若
しくは措置，障害児入所支援
若しくは日常生活上の援助及
び生活指導並びに就業の支援
の実施に関する情報，障害者
関係情報，生活保護関係情
報，地方税関係情報，児童扶
養手当関係情報，特別児童扶
養手当関係情報，中国残留邦
人等支援給付等関係情報，介
護保険給付等関係情報，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
による自立支援給付の支給に
関する情報又は広島市保育園
条例若しくは広島市阿戸認定
こども園条例による保育園等
への入園等に関する情報であ
って規則で定めるもの

１�６　市
長

広島市保育園条例
又は広島市阿戸認
定こども園条例に
よる保育園等への
入園等に関する事
務であって規則で
定めるもの

医療保険給付関係情報，児童
福祉法による措置（同法第
２１条の６又は第２７条第１
項第３号の措置をいう。），
母子生活支援施設における保
護の実施，保育所における保
育の実施若しくは措置若しく
は日常生活上の援助及び生活
指導並びに就業の支援の実施
に関する情報，生活保護関係
情報，地方税関係情報，介護
保険給付等関係情報又は子ど
も・子育て支援法による子ど
ものための教育・保育給付の
支給若しくは保育所に係る費
用の徴収に関する情報であっ
て規則で定めるもの

１�７　市
長

広島市市営住宅等
条例による市営住
宅及び市営住宅等
附設駐車場の管理
に関する事務であ
って規則で定める
もの

障害者関係情報，生活保護関
係情報，地方税関係情報，児
童扶養手当関係情報又は介護
保険給付等関係情報であって
規則で定めるもの

別表第２の１１の項中「母子生活支援施設における保護の実

施，障害児入所支援若しくは措置（同法第２７条第１項第３号

の措置をいう。）」を「措置（同法第２１条の６又は第２７条

第１項第３号の措置をいう。），母子生活支援施設における保

護の実施，保育所における保育の実施若しくは措置，障害児入

所支援若しくは日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支

援の実施」に，「又は地方税関係情報」を「，地方税関係情

報，子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給
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附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２

条の規定は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（平成２５年法律第２７号）附則第１条第５

号に掲げる規定の施行の日から，第３条の規定は公布の日から起

算して１年６か月を超えない範囲内において規則で定める日から

施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１４号

平成２８年３月２９日

　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関す

る条例等の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇

等に関する条例等の一部を改正する条例

　�（外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関

する条例及び公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一

部改正）

第１条　次に掲げる条例の規定中「条件附採用」を「条件付採

用」に改める。

⑴　外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に

関する条例（昭和６３年広島市条例第１１号）第２条第２項

第３号

⑵　公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１３年

広島市条例第６２号）第１１条第３号

（職員の勤務時間，休暇等に関する条例及び高等学校等の教育

職員の給与等の特別措置に関する条例の一部改正）

第２条　次に掲げる条例の規定中「第２４条第６項」を「第２４

条第５項」に改める。

⑴　職員の勤務時間，休暇等に関する条例（昭和２６年８月１�

１日広島市条例第２３号）第１条

⑵　高等学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例

（昭和４６年広島市条例第１０６号）第１条

（一般職の職員の給与に関する条例及び職員の特殊勤務手当に

関する条例の一部改正）

第３条　次に掲げる条例の規定中「第２４条第６項」を「第２４

条第５項」に，「基き」を「基づき」に改める。

⑴　一般職の職員の給与に関する条例（昭和２６年３月３０日

広島市条例第６２号）第１条

⑵　職員の特殊勤務手当に関する条例（昭和２６年８月１１日

広島市条例第２１号）第１条

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１５号

平成２８年３月２９日

　行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例をここに公

布する。

規定する障害者自立支援給付関係情報をいう。以下同じ。）」

に改め，同表の２の項及び１５の項中「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による自立支援給付の

支給に関する情報」を「障害者自立支援給付関係情報」に改め

る。

第３条　広島市個人番号の利用に関する条例の一部を次のように

改正する。

別表第１中１０の項を１２の項とし，７の項から９の項まで

を２項ずつ繰り下げ，６の項の次に次のように加える。

７　市長 広島市重度心身障害者医療費補助条例（昭和
４８年広島市条例第６２号）による重度心身障
害者に係る医療費の補助に関する事務であって
規則で定めるもの

８　市長 広島市乳幼児等医療費補助条例（昭和４８年広
島市条例第１０２号）による乳幼児等に係る医
療費の補助に関する事務であって規則で定める
もの

別表第２の１の項及び６の項中「又は広島市保育園条例」を

「，広島市保育園条例」に改め，「入園等に関する情報」の右

に「，広島市重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障

害者に係る医療費の補助に関する情報又は広島市乳幼児等医療

費補助条例による乳幼児等に係る医療費の補助に関する情報」

を加え，同表１１の項中「地方税関係情報」の右に「，広島市

重度心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医

療費の補助に関する情報又は広島市乳幼児等医療費補助条例に

よる乳幼児等に係る医療費の補助に関する情報」を加え，同表

１３の項中「又は広島市保育園条例」を「，広島市保育園条

例」に改め，「入園等に関する情報」の右に「又は広島市重度

心身障害者医療費補助条例による重度心身障害者に係る医療費

の補助に関する情報」を加え，同表中２０の項を２２の項と

し，１７の項から１９の項までを２項ずつ繰り下げ，１６の項

の次に次のように加える。

１�７　市
長

広島市重度心身障
害者医療費補助条
例による重度心身
障害者に係る医療
費の補助に関する
事務であって規則
で定めるもの

医療保険給付関係情報，障害
者関係情報，生活保護関係情
報，地方税関係情報，母子保
健法による養育医療の給付若
しくは養育医療に要する費用
の支給に関する情報，中国残
留邦人等支援給付等関係情報
又は広島市乳幼児等医療費補
助条例による乳幼児等に係る
医療費の補助に関する情報で
あって規則で定めるもの

１�８　市
長

広島市乳幼児等医
療費補助条例によ
る乳幼児等に係る
医療費の補助に関
する事務であって
規則で定めるもの

医療保険給付関係情報，児童
福祉法による措置（同法第２�
７条第１項第３号の措置をい
う。）若しくは日常生活上の
援助及び生活指導並びに就業
の支援の実施に関する情報，
生活保護関係情報，地方税関
係情報，母子保健法による養
育医療の給付若しくは養育医
療に要する費用の支給に関す
る情報又は広島市重度心身障
害者医療費補助条例による重
度心身障害者に係る医療費の
補助に関する情報であって規
則で定めるもの
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⑵　広島市現代美術館条例（平成元年広島市条例第２５条）別

表第１備考の１

⑶　広島市総合屋内プール条例（平成３年広島市条例第４３

号）別表の⑴の表備考及び⑵のアの表備考の２

⑷　広島市スポーツセンター条例（昭和５５年広島市条例第

４２号）別表の⑴の表備考並びに⑵のアの表備考の６及びイ

の表備考の４

⑸　広島市運動場条例（昭和２６年６月１８日広島市条例第７

号）別表第１の⑴の表備考の４及び⑵の表備考の４並びに別

表第２備考の４

⑹　広島市民球場条例（平成２０年広島市条例第７号）別表の

⑴のアの表備考の３

⑺　広島市体育館条例（昭和４８年広島市条例第４０号）別表

第２の⑴の表備考の１

⑻　広島城条例（昭和３３年広島市条例第７号）別表備考の１

⑼　広島市勤労青少年ホーム条例（昭和４６年広島市条例第

４５号）別表の⑴のイの表備考の１及び⑵の表備考の２

⑽　広島市心身障害者福祉センター条例（昭和５８年広島市条

例第４１号）別表の⑴の表備考並びに⑵のアの表備考の２及

びイの表備考の１

⑾　広島市障害者デイサービスセンター条例（平成元年広島市

条例第３３号）別表の⑴の表備考

⑿　広島市健康づくりセンター条例（平成元年広島市条例第

３５号）別表備考

⒀　建築物における駐車施設の附置等に関する条例（昭和４３

年広島市条例第１５号）第３条ただし書

⒁　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）別表第

１備考，別表第２備考の２及び別表第３備考の４

⒂　広島市安佐動物公園条例（昭和４６年広島市条例第１３

号）別表第１備考

⒃　広島市安佐動物公園等年間共通券条例（平成１９年広島市

条例第４２号）別表備考

⒄　広島市国際青年会館条例（平成２年広島市条例第３９号）

別表の⑵のアの表備考

⒅　広島市少年自然の家条例（昭和５３年広島市条例第２２

号）第４条第１項第１号及び別表の⑴の表備考

⒆　広島市こども文化科学館条例（昭和５５年広島市条例第

４１号）別表備考

⒇　広島市江波山気象館条例（平成４年広島市条例第３０号）

別表備考

�　広島市交通科学館条例（平成６年広島市条例第５６号）別

表第１備考

�　広島市郷土資料館条例（昭和６０年広島市条例第７４号）

別表備考

�　広島市映像文化ライブラリー条例（昭和５７年広島市条例

第３５号）別表第２備考の１

�　広島市グリーンスポーツセンター条例（昭和５７年広島市

条例第３８号）第４条第１号及び別表備考

（広島市森林公園条例の一部改正）

広島市長　　松　井　一　實

行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，行政不服審査法（平成２６年法律第６８

号。以下「法」という。）第３８条第６項の規定により読み替

えて適用する同条第４項（公職選挙法（昭和２５年法律第

１００号）第２１６条第１項，地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第４３３条第１１項その他規則で定める法令の規定

（以下「他の法令の規定」という。）において準用する場合を

含む。）及び法第８１条第３項において読み替えて準用する法

第７８条第４項の規定により納付しなければならない書面の写

し等の交付に係る手数料に関し必要な事項を定めるものとす

る。

　（手数料の額）

第２条　手数料の額は，用紙１枚片面につき１０円（カラーで複

写され，又は出力された用紙にあっては，２０円）とする。

　（手数料の納付時期）

第３条　手数料は，法第３８条第１項（他の法令の規定において

準用する場合を含む。）に規定する交付又は法第８１条第３項

において準用する法第７８条第１項に規定する交付の際，納付

しなければならない。ただし，送付による交付を求める場合に

おける納付にあっては，この限りでない。

　（手数料の減免）

第４条　法第３８条第６項の規定により読み替えて適用する同条

第５項（他の法令の規定において準用する場合を含む。）及び

法第８１条第３項において読み替えて準用する法第７８条第５

項の規定により，特別の理由があると認めるときは，手数料を

減額し，又は免除することができる。

　（手数料の不返還）

第５条　既納の手数料は，返還しない。

　（委任規定）

第６条　この条例の施行に関し必要な事項は，規則その他の規程

で定める。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１６号

平成２８年３月２９日

　広島平和記念資料館条例等の一部を改正する条例をここに公布

する

広島市長　　松　井　一　實

広島平和記念資料館条例等の一部を改正する条例

　（広島平和記念資料館条例等の一部改正）

第１条　次に掲げる条例の規定中「中学校」の右に「，義務教育

学校」を加える。

⑴　広島平和記念資料館条例（平成６年広島市条例第１３号）

第５条第２項
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第５条　市長は，法第８条第２項各号に掲げる事務の実施により

得られた情報の漏えい，滅失又は毀損の防止その他の当該情報

を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１８号

平成２８年３月２９日

　広島市民生委員定数条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市民生委員定数条例の一部を改正する条例

　広島市民生委員定数条例（平成２６年広島市条例第２３号）の

一部を次のように改正する。

　本則中「１，９６４人」を「１，９７１人」に改める。

附　則

　この条例は，平成２８年１２月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１９号

平成２８年３月２９日

　広島市総合福祉センター条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市総合福祉センター条例

　（目的及び設置）

第１条　福祉を目的とする市民の交流及び活動の場の提供等によ

り，市民の自主的な福祉活動及び地域における福祉活動の充実

強化を支援し，もって福祉の総合的な推進を図るため，広島市

総合福祉センター（以下「総合福祉センター」という。）を設

置する。

　（位置）

第２条　総合福祉センターは，広島市南区松原町５番１号に置

く。

　（事業）

第３条　総合福祉センターは，第１条の目的を達成するため，次

に掲げる事業を行う。

⑴　福祉を目的とする市民の交流及び活動のための施設の提供

に関すること。

⑵　本市における福祉活動を担う人材の育成等に関すること。

⑶　地域福祉センターが行う事業に対する支援に関すること。

⑷　その他市長が必要と認める事業

　（使用の許可）

第４条　総合福祉センター（ホール，大会議室，会議室，ボラン

ティア研修室及び料理教室に限る。）を使用しようとする者

は，あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受

けた事項を変更しようとするときも，同様とする。

２　市長は，前項の許可をする場合において，総合福祉センター

の管理運営上必要があると認めるときは，その使用について条

第２条　広島市森林公園条例（平成元年広島市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。

　第２条中「広島市東区福田町字藤ヶ丸１７３番地」を「広島

市東区福田町字藤ヶ丸１０１７３番地」に改める。

　別表第１備考及び別表第２備考中「中学校」の右に，「，義

務教育学校」を加える。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１７号

平成２８年３月２９日

　広島市消費生活センター条例の一部を改正する条例をここに公

布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市消費生活センター条例の一部を改正する条例

　広島市消費生活センター条例（昭和４９年広島市条例第９７

号）の一部を次のように改正する。

　第１条に次の１項を加える。

２　消費生活センターは，消費者安全法（平成２１年法律第５０

号。以下「法」という。）第１０条の２第１項第１号に規定す

る消費生活センターとする。

　第３条中「第１条」を「第１条第１項」に改める。

　第１３条を第１５条とする。

　第１２条中「第９条」を「第１１条」に改め，同条を第１４条

とする。

　第１１条を第１３条とし，第１０条を第１２条とする。

　第９条中に「一に」を「いずれかに」に改め，同条第３号中

「第５条第１項」を「第７条第１項」に改め，同条を第１１条と

する。

　第８条を第１０条とし，第４条から第７条までを２条ずつ繰り

下げ，第３条の次に次の２条を加える。

　（職員）

第４条　消費生活センターに，所長，消費生活相談員その他必要

な職員を置く。

２　前項の消費生活相談員のうちには，法第１０条の３第１項に

規定する消費生活相談員資格試験に合格した者（不当景品類及

び不当表示防止法等の一部を改正する等の法律（平成２６年法

律第７１号）附則第３条の規定により当該試験に合格した者と

みなされる者を含む。）を含まなければならない。

３　市長は，消費生活相談員である職員が消費生活相談員として

の適格性を有し，かつ，市長が定める要件を備えていると認め

られるときはその者を再度任用することは排除されないことそ

の他の消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確

保に必要な措置を講じなければならない。

４　市長は，消費生活センターにおいて法第８条第２項各号に掲

げる事務に従事する職員に対し，その能力の向上のための研修

の機会を確保しなければならない。

　（情報の適正管理）



平成２８年５月２日� 第１０３１号　―１５―広　　島　　市　　報

い。前条の規定により使用許可を取り消されたときも，同様と

する。

　（損害賠償義務）

第１２条　総合福祉センターの施設等を損傷し，又は滅失した者

は，これを原状に復し，又はその損害を賠償しなければならな

い。

　（市の損害賠償責任）

第１３条　本市は，第１０条の規定による処分により，使用者が

損害を受けることがあっても，その賠償の責めを負わない。

　（指定管理者による管理）

第１４条　総合福祉センターの管理は，地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者

（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。

２　前項の規定により総合福祉センターの管理を指定管理者に行

わせる場合における第４条及び第１０条の規定の適用について

は，これらの規定中「市長」とあるのは，「第１４条第１項の

指定管理者」とする。

　（指定管理者の指定の手続）

第１５条　指定管理者の指定を受けようとするものは，規則で定

めるところにより，申請書に事業計画書その他規則で定める書

類を添えて，市長に提出しなければならない。

２　指定管理者の指定は，次に掲げる基準に適合するもの以外の

ものに対し行ってはならない。

⑴　市民の平等な総合福祉センターの使用が確保されること。

⑵　事業計画書の内容が，総合福祉センターの設置の目的を効

果的に達成し，かつ，その管理に要する経費を縮減できるも

のであること。

⑶　事業計画書に沿った総合福祉センターの管理を安定して行

う能力を有していること。

３　市長は，指定管理者を指定したときは，その旨を告示するも

のとする。指定管理者の指定を取り消し，又は管理の業務の全

部若しくは一部の停止を命じたときも，同様とする。

　（指定管理者が行う管理の基準）

第１６条　指定管理者は，総合福祉センターの管理を行うに当た

っては，この条例及びこの条例に基づく規則の規定に従わなけ

ればならない。

　（指定管理者が行う業務の範囲）

第１７条　指定管理者が行う業務の範囲は，次に掲げるとおりと

する。

⑴　総合福祉センターの事業の実施に関すること。

⑵　総合福祉センターの使用許可に関すること。

⑶　総合福祉センターへの入場の制限に関すること。

⑷　総合福祉センターの施設及び設備の維持管理に関すること。

⑸　その他市長が定める業務

　（委任規定）

第１８条　この条例の施行に関し必要な事項は，市長が定める。

附　則

１　この条例は，平成２８年１２月５日から施行する。ただし，

附則第３項の規定は，公布の日から施行する。

件を付することができる。

　（使用の制限）

第５条　次の各号のいずれかに該当するときは，前条第１項の許

可をしない。

⑴　秩序又は風俗を乱すおそれがあるとき。

⑵　総合福祉センターの施設又は設備（以下「施設等」とい

う。）を損傷するおそれがあるとき。

⑶　会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき。

⑷　その他管理運営上支障があるとき。

　（入場の制限）

第６条　次の各号のいずれかに該当する者に対しては，入場を拒

み，又は退場を命ずることができる。

⑴　伝染性の病気にかかっていると認められる者

⑵　他人に危害を及ぼし，又は他人の迷惑になる物品又は動物

の類を携帯する者

⑶　秩序又は風俗を乱すおそれがあると認められる者

⑷　管理運営上必要な指示に従わない者

⑸　その他管理運営上支障があると認められる者

　（使用料）

第７条　総合福祉センターの使用料は，無料とする。ただし，第

１条の目的以外の目的に使用する場合は，その使用許可の際，

別表に掲げる額の使用料を徴収する。

２　市長は，特別の理由があると認められるときは，使用料を減

免することができる。

　（使用料の不返還）

第８条　既納の使用料は，返還しない。ただし，次の各号のいず

れかに該当する場合は，当該各号に掲げる額を返還する。

⑴　使用者の責めに帰することができない理由により使用する

ことができない場合　全額

⑵　使用日の１週間前までに使用の取消し又は変更を申し出た

場合　全額

⑶　使用日の前日までに使用の取消し又は変更を申し出た場合

　半額

　（目的外使用等の禁止）

第９条　使用者は，総合福祉センターのホール，大会議室，会議

室，ボランティア研修室及び料理教室を許可を受けた目的以外

の目的に使用し，転貸し，又はその使用権を譲渡してはならな

い。

　（使用許可の取消し等）

第１０条　市長は，次の各号のいずれかに該当するときは，第４

条第１項の許可を取り消し，又は使用者に対し，使用の制限，

使用の停止若しくは退去を命ずることができる。

⑴　使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則若しくは命令

に違反したとき。

⑵　使用者が使用条件に違反したとき。

⑶　第５条各号に規定する事態が発生したとき。

　（原状回復義務）

第１１条　使用者は，総合福祉センターの施設等の使用を終了し

たときは，直ちにこれを原状に回復して返還しなければならな
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⑴　「子ども」とは，１５歳に達する日以後の最初の３月３１

日までの間にある者をいう。

　第２条中第２号から第１０号までを削り，第１１号を第２号と

し，第１２号を第３号とし，同条第１３号中「乳幼児等」を「子

ども」に改め，同号を同条第４号とする。

　第３条第１項中「乳幼児等」を「子ども」に改め，「市町村」

の右に「（特別区を含む。）」を加え，第１号を次のように改め

る。

⑴　その監護する子どもが１５歳に達する日の翌日の属する年

までの各年の前年（当該子どもが１月１日から６月１日まで

の間に出生した場合においては，前々年）の所得（規則の定

めるところにより算出した所得をいう。以下同じ。）が制限

額未満である者

　第３条第１項中第２号を削り，第３号を第２号とし，同条第２

項中「又は第２号」を削り，同項第２号中「児童」を「者」に，

「をいう」を「に限る」に改める。

　第５条を削る。

　第４条第１項中「前条第１項第１号又は第３号に規定する」を

削り，「乳幼児等」を「乳幼児又は児童」に改め，「（初診料の

算定の対象となるものに限る。）」を削り，「処方せん」を「処

方箋」に改め，「支給」の右に「，指定訪問看護又はあん摩マッ

サージ指圧師，はり師，きゆう師若しくは柔道整復師による施

術」を加え，「１日につき５００円（医療費の総額のうち健康保

険に関する法令及び他の法令の規定によつて対象者が負担すべき

額に相当する額（以下「自己負担金相当額」という。）が５００

円」を「次の各号に掲げる医療の区分に応じ当該各号に定める額

（自己負担金相当額が当該各号に定める額」に改め，同項に次の

各号を加える。

⑴　保護者の所得が基準額未満の乳幼児又は児童に対する医療

（初診料の算定の対象となるものに限る。）　１日につき５�

００円

⑵　保護者の所得が基準額以上の乳幼児（第４号に該当する乳

幼児を除く。）に対する医療　１日につき１，０００円

⑶　保護者の所得が基準額以上の児童（次号に該当する児童を

除く。）に対する医療　１日につき１，５００円

⑷　保護者の所得が基準額以上の乳幼児又は児童であつて，当

該保護者の監護する子どもが３人以上いる場合の当該子ども

のうち年長者２人を除いた者であるもの（当該保護者の監護

する子どものうちの１人又は数人が１５歳に達する日以後の

最初の３月３１日を経過したこと等により当該保護者の監護

する子どもに該当する者の数が３人未満となつた場合の当該

保護者の監護する乳幼児又は児童のうち，当該場合に該当す

ることとなつた日の前日において当該保護者の監護する子ど

ものうち年長者２人を除いた者に該当していた者であつて，

次条第１項の規定により交付された同項に規定する資格者証

の有効期間が満了していないものを含む。）に対する医療

（初診料の算定の対象となるものに限る。）　１日につき

５００円

　第４条第２項を次のように改める。

２　広島市女性福祉センター条例（昭和４３年広島市条例第２４

号）は，廃止する。

３　使用許可の手続，指定管理者の指定に関し必要な行為その他

必要な準備行為は，この条例の施行前においても行うことがで

きる。

別表（第７条関係）

区　分
使用料の額

３時間まで ３時間を超える１時間
までごとに

ホール
円

９，７５０　
円

３，２５０　
大会議室 ４，１７０　 １，３９０　
会議室 １室につき

１，３８０　
１室につき

４６０　
ボランティ
ア研修室

４，１７０　 １，３９０　

料理教室 ４，１７０　 １，３９０　

備考　ホールを区分してその３分の１を使用する場合又は大会

議室を区分してその２分の１を使用する場合は，この表に定

める額のそれぞれ３分の１又は２分の１の額（その額に１０

円未満の端数があるときは，その端数金額を切り上げた額）

とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２０号

平成２８年３月２９日

　広島市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市児童館条例の一部を改正する条例

　広島市児童館条例（昭和４０年広島市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。

　第２条の表広島市八木児童館の項の次に次のように加える。

広島市川内児童館 広島市安佐南区川内五丁目３９番３２号

附　則

　この条例は，平成２８年５月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２１号

平成２８年３月２９日

　広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例

　広島市乳幼児等医療費補助条例（昭和４８年広島市条例第１０�

２号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

　　　広島市こども医療費補助条例

　第１条中「乳幼児等」を「子ども」に改める。

　第２条第１号を次のように改める。
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び前項の規定にかかわらず，旧条例第６条第１項の規定により

交付された同項に規定する資格者証の有効期間が満了するまで

の間は，なお従前の例による。

５　施行日の前日において旧条例第３条第１項第１号（クに係る

部分に限る。）に該当する同項に規定する対象者であって，施

行日からその監護する旧条例第２条第９号に規定する発達障害

児が８歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間において

新条例第３条第１項に規定する対象者であるものに係る一部負

担金については，新条例第５条の規定及び附則第３項の規定に

かかわらず，同日までの間は，なお従前の例による。

６　広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例（平成１６年広島市条例第５５号）の一部を次のように改正

する。

別表広島市乳幼児等医療費補助条例（昭和４８年広島市条例

第１０２号）の項中「広島市乳幼児等医療費補助条例」を「広

島市こども医療費補助条例」に改める。

７　広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例

（平成２８年広島市条例第１３号）の一部を次のように改正す

る。

第３条のうち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）別表第１中１０の項を１２の項とし，

７の項から９の項までを２項ずつ繰り下げ，６の項の次に７の

項及び８の項を加える改正規定並びに同条例別表第２の１の

項，６の項，１１の項及び１３の項を改め，同表中２０の項を

２２の項とし，１７の項から１９の項までを２項ずつ繰り下

げ，１６の項の次に１７の項及び１８の項を加える改正規定中

「広島市乳幼児等医療費補助条例」を「広島市こども医療費補

助条例」に，「乳幼児等に」を「子どもに」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２２号

平成２８年３月２９日

　広島市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

の法律施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行条例の一部を改正する条例

　広島市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

の法律施行条例（平成１８年広島市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。

　第３条中「，第１６４条」を「から第１６４条まで」に，「，

第１７３条」を「から第１７３条まで」に改める。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２３号

平成２８年３月２９日

　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

２　前項各号に規定する基準額は，被扶養者がないときは２９５�

万２，０００円とし，被扶養者があるときは２９５万２，０００

円に当該被扶養者１人につき３８万円（扶養親族等が同項各号

の所得において所得税法に規定する老人控除対象配偶者又は老

人扶養親族であるときは，当該老人控除対象配偶者又は老人扶

養親族１人につき４４万円）を加算した額とする。

　第４条第３項中「前２項」を「第１項」に改め，同条第４項中

「入院に係る医療に対する第２項に規定する」を「第１項第１号

若しくは第４号に掲げる医療に係る」に，「１４日」を「４日」

に，「入院以外に係る医療に対する第１項若しくは第２項に規定

する」を「同項第２号若しくは第３号に掲げる医療に係る」に，

「を４日」を「を２日」に，「第１項又は第２項」を「同項」に

改め，「入院に係る医療又は」を削り，「対し，それぞれ」を

「関し，」に改め，同条を第５条とする。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（補助の範囲）

第４条　補助の対象となる医療は，次に掲げるものとする。

⑴　子どもに対する入院に係る医療

⑵　乳幼児（６歳に達する日以後の最初の３月３１日までの間

にある者をいう。以下同じ。）又は児童（９歳に達する日以

後の最初の３月３１日までの間にある者のうち乳幼児以外の

者をいう。以下同じ。）に対する入院以外に係る医療

２　対象者に対する補助の額は，次の各号のいずれかに該当する

場合における医療費の総額のうち健康保険に関する法令及び他

の法令の規定によつて対象者が負担すべき額に相当する額（以

下「自己負担金相当額」という。）から次条に規定する一部負

担金の額を控除した額とする。

⑴　子どもに係る疾病又は負傷につき療養の給付等を受けたと

き。

⑵　子どもに係る疾病につき，他の法令の規定によつて医療を

受けるための費用について公費負担を受けたとき。

　第６条第２項中「乳幼児等」を「子ども」に改める。

　第７条中「第５条」を「第４条」に改める。

　第８条第１項中「乳幼児等」を「子ども」に，「第５条」を

「第４条第２項」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２９年１月１日から施行する。ただし，次

項の規定は，公布の日から施行する。

２　改正後の広島市こども医療費補助条例（以下「新条例」とい

う。）第３条第１項に規定する対象者に対する新条例第６条第

１項に規定する資格者証の交付に関し必要な行為は，この条例

の施行前においても行うことができる。

３　新条例の規定は，この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）以後に行われる診療等に係る医療費の補助について適用

し，施行日前に行われた診療等に係る医療費の補助について

は，なお従前の例による。

４　施行日の前日において改正前の広島市乳幼児等医療費補助条

例（以下「旧条例」という。）第３条第１項に規定する対象者

である者に係る一部負担金については，新条例第５条の規定及
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環境計画書及び同条例第３６条の規定によるエネルギー環境報

告書の作成及び提出については，なお従前の例による。

３　この条例の施行の日前に第２条の規定による改正前の広島市

道路占用料徴収条例第３条に規定する道路の占用（同条例第５

条第３号の電気事業に係るものに限る。以下この項において同

じ。）の許可，占用の同意又は占用の協議の成立があった占用

物件であって，同条例第５条の規定により占用料の減額又は免

除が行われたもののうち，この条例の施行の際現に当該許可，

同意又は協議の成立に係る占用の期間が継続しているものに係

る占用料の減額又は免除については，当該占用の期間が満了す

るまでの間は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２５号

平成２８年３月２９日

　広島市診療所専属薬剤師配置条例の一部を改正する条例をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市診療所専属薬剤師配置条例の一部を改正する条

例

　広島市診療所専属薬剤師配置条例（平成２４年広島市条例第６�

１号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

広島市病院施設基準等条例

　本則中「医療法（昭和２３年法律第２０５号）」を「法」に，

「診療所」を「病院又は診療所」に改め，「昭和２３年厚生省令

第５０号」の右に「。以下「省令」という。」を加え，本則を第

２条とし，同条に見出しとして「（専属薬剤師の配置）」を付

し，同条の前に次の１条を加える。

　（趣旨）

第１条　この条例は，医療法（昭和２３年法律第２０５号。以下

「法」という。）第１８条並びに第２１条第１項第１号及び第

１２号の規定に基づき，病院の人員及び施設の基準等を定める

ものとする。

　本則に次の２条を加える。

　（病院の人員の基準）

第３条　法第２１条第１項第１号の条例で定める員数は，次項か

ら第４項までに規定するもののほか，次に掲げる規定に規定す

る員数とする。

⑴　省令第１９条第２項及び第５項並びに第４３条の２並びに

附則第５２条第５項及び第６項並びに第５３条

⑵　医療法施行規則等の一部を改正する省令（平成１３年厚生

労働省令第８号。次条第２号において「改正省令」という。）

附則第２０条

２　診療放射線技師，事務員その他の従業者の員数は，病院の入

院患者及び外来患者の数等の実状に応じた適当数とする。

３　理学療法士及び作業療法士の員数は，療養病床を有する病院

にあっては，病院の入院患者及び外来患者の数等の実状に応じ

た適当数とする。

広島市長　　松　井　一　實

広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

　第１０条の６中「５２万円」を「５４万円」に改める。

　第１０条の６の６中「１７万円」を「１９万円」に改める。

　第１４条第１項中「５２万円」を「５４万円」に改め，同条第

３項中「５２万円」を「５４万円」に，「１７万円」を「１９万

円」に改め，同条第４項中「５２万円」を「５４万円」に改め

る。

　附則第３条第６項中「５２万円」を「５４万円」に改め，同条

第１１項中「１７万円」を「１９万円」に改める。

　附則第７条第２項中「５２万円」を「５４万円」に，「１７万

円」を「１９万円」に改める。

附　則

１　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

２　改正後の第１０条の６，第１０条の６の６及び第１４条並び

に附則第３条及び第７条の規定は，平成２８年度以後の年度分

の保険料について適用し，平成２７年度分までの保険料につい

ては，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２４号

平成２８年３月２９日

　広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例及び広島市道路占

用料徴収条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例及び広島

市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例

（広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例の一部改正）

第１条　広島市地球温暖化対策等の推進に関する条例（平成２１

年広島市条例第３１号）の一部を次のように改正する。

第３４条第１項中「第２条第１項第２号の一般電気事業者及

び同項第８号の特定規模電気事業者」を「第２条第１項第３号

の小売電気事業者」に改める。

　（広島市道路占用料徴収条例の一部改正）

第２条　広島市道路占用料徴収条例（昭和４９年広島市条例第

２７号）の一部を次のように改正する。

第５条第３号中「第２条第１項第９号」を「第２条第１項第

１６号」に改める。

附則中第２項から第４項までを削り，第５項を第２項とし，

第６項を削る。

附　則

１　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の日の前日の属する年度以前の年度における

第１条の規定による改正前の広島市地球温暖化対策等の推進に

関する条例第３４条第１項に規定する特定エネルギー事業者に

係る同条例第３５条第１項又は第２項の規定によるエネルギー
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見書を提出することができる場合について準用する。

　第１８条第１項及び第２項中「前条の」を「前条第１項の規定

による」に改め，同条に次の２項を加える。

３　前２項の規定は，法第９条の３の２第２項の規定により適用

する法第９条の３第２項の規定による調査書の縦覧の場所及び

期間について適用する。この場合において，前項中「１か月

間」とあるのは，「１か月の範囲内で，非常災害の状況を勘案

して市長が必要と認める期間として当該告示で指定する期間」

とする。

４　第１項及び第２項の規定は，法第９条の３の３第２項の規定

による受託に係る調査書の縦覧の場所及び期間について準用す

る。この場合において，第２項中「１か月間」とあるのは，

「１か月の範囲内で，非常災害の状況を勘案して市長が必要と

認める期間として当該告示で指定する期間」と読み替えるもの

とする。

　第１９条第１項中「第１７条の」を「第１７条第１項の規定に

よる」に改め，同条に次の２項を加える。

３　前２項の規定は，法第９条の３の２第２項の規定により適用

する法第９条の３第２項の規定による意見書の提出先及び提出

期限について適用する。

４　第１項及び第２項の規定は，法第９条の３の３第２項の規定

による意見書の提出先及び提出期限について準用する。

　第２０条中「対象施設」を「第１６条第１項（同条第２項の規

定により適用する場合を含む。）に規定する一般廃棄物処理施

設」に改め，「前３条」を「第１７条第１項（同条第２項の規定

により適用する場合を含む。），第１８条第１項及び第２項（こ

れらの規定を同条第３項の規定により適用する場合を含む。）並

びに前条第１項及び第２項（これらの規定を同条第３項の規定に

より適用する場合を含む。）」に改める。

　第２１条中「生活環境影響調査」の右に「（受託に係る生活環

境影響調査を含む。）」を，「調査書」の右に「（受託に係る調

査書を含む。以下この条において同じ。）」を加える。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２７号

平成２８年３月２９日

　広島市墓地及び納骨堂条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市墓地及び納骨堂条例の一部を改正する条例

　広島市墓地及び納骨堂条例（昭和３９年広島市条例第１６号）

の一部を次のように改正する。

　第２条の次に次の１条を加える。

　（合葬墓）

第２条の２　広島市高天原墓園に合葬墓（多数の焼骨を共同で埋

蔵するための施設をいう。以下同じ。）を置く。

　第３条中「墓地」の右に「（墳墓を設けるために区画した土地

４　前２項の入院患者及び外来患者の数は，省令第１９条第５項

に規定する数とする。

　（病院の施設の基準）

第４条　法第２１条第１項第１２号の条例で定める施設は，次に

掲げる規定に規定する施設とする。

⑴　省令第２１条

⑵　改正省令附則第２２条

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２６号

平成２８年３月２９日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）の一部を次のように改正する。

　第１６条の見出しを「（公衆への縦覧等の対象となる施設の種

類）」に改め，同条中「において」の右に「読み替えて」を加

え，「（以下「対象施設」という。）」を削り，同条に次の２項

を加える。

２　前項の規定は，法第９条の３の２第２項の規定により適用す

る法第９条の３第２項（同条第９項において読み替えて準用す

る場合を含む。以下同じ。）の規定による同条第１項に規定す

る調査の結果を記載した書類の公衆への縦覧及び意見書を提出

する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設について適用

する。

３　第１項（第２号を除く。）の規定は，法第９条の３の３第２

項（同条第３項において読み替えて準用する法第９条の３第９

項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。）の規

定による法第９条の３の３第１項に規定する調査の結果を記載

した書類の公衆への縦覧の対象となる一般廃棄物処理施設につ

いて準用する。この場合において，第１項中「生活環境影響調

査」とあるのは「受託に係る生活環境影響調査」と，「調査

書」とあるのは「受託に係る調査書」と，「公衆への縦覧及び

意見書を提出する機会の付与」とあるのは「公衆への縦覧」と

読み替えるものとする。

　第１７条に次の２項を加える。

２　前項の規定は，法第９条の３の２第２項の規定により適用す

る法第９条の３第２項の規定により調査書を公衆の縦覧に供

し，意見書を提出する機会を付与しようとする場合について適

用する。

３　第１項の規定は，法第９条の３の３第２項の規定により同条

第１項の規定による届出をしようとする者が受託に係る調査書

を公衆の縦覧に供しようとし，及び同条第２項の利害関係を有

する者が同項の規定により当該届出をしようとする者に対し意
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附　則

　この条例は，平成２８年７月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２９号

平成２８年３月２９日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計

画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部

を改正する条例

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）地区計画の区域

内における建築物の制限に関する条例（平成８年広島市条例第７

号）の一部を次のように改正する。

　別表第２の⑹の表建築物の用途の制限の項中

「
⑷�　風営法第２条第１項第５号，第６号若し
くは第８号に掲げる風俗営業又は同条第６
項に規定する店舗型性風俗特殊営業に係る
建築物

�
」

を

　
「

⑷�　風営法第２条第１項第２号，第３号又は
第５号に掲げる風俗営業に係る建築物

⑸�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑶�　風営法第２条第１項第１号から第６号ま
で若しくは第８号に掲げる風俗営業又は同
条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業
に係る建築物

�
」

を

　
「

⑶�　風営法第２条第１項第１号から第３号ま
で又は第５号に掲げる風俗営業に係る建築
物

⑷�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑶�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
又は同条第６項に規定する店舗型性風俗特
殊営業に係る建築物

�
」

を

　
「

⑶�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

⑷�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の⑺の表建築物の用途の制限の項中

「
⑺�　風営法第２条第１項第１号から第７号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

�
」
を

　
「

⑺　風営法第２条第１項第２号から第４号ま

をいう。以下同じ。）」を加え，「でなければならない」を「と

する」に改める。

　第１０条の次に次の５条を加える。

　（合葬墓の使用者の資格）

第１０条の２　合葬墓を使用することができる者は，次の各号の

いずれかに該当する者とする。ただし，市長が特別の理由があ

ると認めたものについては，この限りでない。

⑴　本市に住所を有する者であつて，現に埋蔵しようとする焼

骨を所持しているもの

⑵　死亡の際本市に住所を有した者の焼骨を埋蔵しようとする

者

　（合葬墓の使用権の承継等）

第１０条の３　合葬墓の使用権は，移転することができない。た

だし，市長が特別の理由があると認める場合においては，この

限りでない。

２　合葬墓の使用許可を受けた者は，その使用許可に係る焼骨が

合葬墓に埋蔵されていない場合であつて合葬墓を使用する必要

がなくなつたときは，速やかにその旨を市長に届け出なければ

ならない。

　（合葬墓の使用許可の取消し）

第１０条の４　市長は，合葬墓の使用許可を受けた者が次の各号

のいずれかに該当するときは，その使用許可を取り消すことが

できる。

⑴　合葬墓の使用許可を受けた後１年を経過しても使用しない

とき。

⑵　法令又はこの条例若しくはこの条例に基づく市長の指示に

違反したとき。

　（焼骨の不返還）

第１０条の５　市長は，合葬墓に埋蔵された焼骨については，返

還しない。

　（準用規定）

第１０条の６　第５条，第５条の２及び第７条の規定は，合葬墓

について準用する。

　第１１条に次の１項を加える。

３　合葬墓を使用しようとする者は，焼骨１体につき５万円を超

えない範囲内において規則で定める額を使用料として使用許可

の際納付しなければならない。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２８号

平成２８年３月２９日

　広島市下水道条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市下水道条例の一部を改正する条例

　広島市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）の一部を

次のように改正する。

　第２１条第１項の表広島市杉並台下水道の項を削る。
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　別表第２の⒂の表建築物の用途の制限の項中

「
猿猴川沿
岸地区

　風営法第２条第１項に規定する風俗営業に
係る建築物は，建築してはならない。

�
」
を

　
「
猿猴川沿
岸地区

　次に掲げる建築物は，建築してはならな
い。
⑴�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑵�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に
　

改める。

　別表第２の⒆の表建築物の用途の制限の項中

「
⑸�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

�
」
を

　
「

⑸�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑹�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」
に　

改める。

　別表第２の⒇の表建築物の用途の制限の項中

「
商業地区
及び複合
住宅地区

　次に掲げる建築物は，建築してはならない。
⑴　住宅
⑵�　兼用住宅（延べ面積の２分の１以上を居
住の用に供するものをいう。）

⑶　自動車教習所
⑷�　畜舎（床面積の合計が１５平方メートル
を超えるもの（店舗等に附属するものを除
く。）に限る。）

⑸�　工場（店舗，事務所等に附属するものを
除く。）

⑹�　風営法第２条第１項第５号又は第６号に
掲げる風俗営業に係る建築物

�
」

を

　
「�

に

　
商業地区 　次に掲げる建築物は，建築してはならない。

⑴　住宅
⑵�　兼用住宅（延べ面積の２分の１以上を居
住の用に供するものをいう。）

⑶　自動車教習所
⑷�　畜舎（床面積の合計が１５平方メートル
を超えるもの（店舗等に附属するものを除
く。）に限る。）

⑸�　工場（店舗，事務所等に附属するものを
除く。）

⑹�　風営法第２条第１項第２号又は第３号に
掲げる風俗営業に係る建築物

⑺�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

複合住宅
地区

　次に掲げる建築物は，建築してはならない。
⑴　住宅
⑵�　兼用住宅（延べ面積の２分の１以上を居
住の用に供するものをいう。）

⑶　自動車教習所
⑷�　畜舎（床面積の合計が１５平方メートル
を超えるもの（店舗等に附属するものを除
く。）に限る。）

⑸�　工場（店舗，事務所等に附属するものを
除く。）

⑹�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

� 」

　　

　でに掲げる風俗営業に係る建築物
⑻�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑸　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

�
」
を
　

「
⑸�　劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又
はナイトクラブその他これに類する令第
１３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑾�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

�
」
を

　
「

⑾�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

� 」
に，

「
⑼�　風営法第２条第１項第１号から第７号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

�
」

を

　
「

⑼�　風営法第２条第１項第１号から第４号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物

⑽�　ナイトクラブその他これに類する令第�
１３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑺�　風営法第２条第１項第１号から第７号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物
（ホテルに附属する同条第１項第１号から
第５号まで又は第７号に掲げる風俗営業に
係る建築物を除く。）

�
」

を

　
「

⑺�　風営法第２条第１項第１号から第４号ま
でに掲げる風俗営業又は同条第６項に規定
する店舗型性風俗特殊営業に係る建築物
（ホテルに附属する同条第１項第１号，第
２号又は第４号に掲げる風俗営業に係る建
築物を除く。）

⑻�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物（ホテルに
附属するものを除く。）

� 」

に　

改める。

　別表第２の⒁の表建築物の用途の制限の項中

「
Ａ地区 　風営法第２条第１項に規定する風俗営業又

は同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営
業に係る建築物は，建築してはならない。

�
」

を

　
「
Ａ地区 　次に掲げる建築物は，建築してはならな

い。
⑴�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
又は同条第６項に規定する店舗型性風俗特
殊営業に係る建築物

⑵�　ナイトクラブその他これに類する令第
１３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。
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「
⑽�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業に
係る建築物

�
」
を　　　　

「
⑽�　風営法第２条第１項第２号から第５号までに
掲げる風俗営業に係る建築物

� 」
に改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑽�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

⑾�　物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途
に供するもの（それらの用途に供する部分
の床面積の合計が３００平方メートル以下
のものを除く。）

�
」

を

　
「

⑽�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑾�　物品販売業を営む店舗又は飲食店の用途
に供するもの（それらの用途に供する部分
の床面積の合計が３００平方メートル以下
のものを除く。）

� 」

に，

「
⑽�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

�
」
を

　
「

⑽�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

� 」に

　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑸�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業又は
同条第６項に規定する店舗型性風俗特殊営業に
係る建築物

�
」

を　　　　

「
⑸�　風営法第２条第１項第２号から第５号までに
掲げる風俗営業に係る建築物

⑹�　ナイトクラブその他これに類する令第１３０
条の７の３に定める建築物

� 」

に改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑾�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業に
係る建築物

�
」
を　　　　

「
⑾�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業に係
る建築物

⑿�　ナイトクラブその他これに類する令第１３０
条の７の３に定める建築物

� 」

に改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑶�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

�
」
を

　
「

⑶�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

⑷�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑶　ホテル又は旅館
⑷�　風営法第２条第１項第５号又は第６号に
掲げる風俗営業に係る建築物

�
」

を

　
「

⑶　ホテル又は旅館
⑷�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

� 」

に，

「
⑸�　風営法第２条第１項第５号又は第６号に
掲げる風俗営業に係る建築物

�
」
を

　
「

⑸�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑹�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑶�　工場（店舗，事務所等に附属するものを
除く。）

⑷�　風営法第２条第１項第５号又は第６号に
掲げる風俗営業に係る建築物

�
」

を

　
「

⑶�　工場（店舗，事務所等に附属するものを
除く。）

⑷�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

� 」

に，

「
⑺�　風営法第２条第１項第１号から第７号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

�
」
を

　
「

⑺�　風営法第２条第１項第２号から第４号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑻�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑶�　風営法第２条第１項第１号から第７号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

�
」
を

　
「

⑶�　風営法第２条第１項第１号から第４号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑷�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑶　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

�
」
を
　

「
⑶�　劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又
はナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中
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「
⑽�　風営法第２条第１項第２号から第５号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑾�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

附　則

１　この条例は，平成２８年６月２３日から施行する。

２　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３０号

平成２８年３月２９日

　広島市立学校条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市立学校条例の一部を改正する条例

　広島市立学校条例（昭和３９年広島市条例第１９号）の一部を

次のように改正する。

　第４条第１項中「中学校，」を削り，同条第２項中
「中学校　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校

２，２００円

　　　　　　」
を「高等学校」に改める。

　別表第１の⑶の表広島市立安佐北中学校の項を削る。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３１号

平成２８年３月２９日

　広島市火災予防条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市火災予防条例の一部を改正する条例

　広島市火災予防条例（昭和３７年広島市条例第１５号）の一部

を次のように改正する。

　第３９条第３項中「及び第３号」を「，第３号及び第４号」に，

「第１３条第１項及び第２項」を「第１３条（第１項第２号を除

く。）」に改める。

　第４１条第１項第２号中「別表第１⒃項ロ」を「別表第１⒃

項」に改め，「防火対象物」の右に「（同項イに掲げる防火対象

物（前号に掲げるものを除く。）にあつては，小規模特定用途複

合防火対象物に限る。）」を加え，同号を同項第３号とし，同項

第１号の次に次の１号を加える。

⑵　令別表第１⒃項イに掲げる防火対象物（小規模特定用途複

合防火対象物（規則第１３条第１項第２号に規定する小規模

特定用途複合防火対象物をいう。以下同じ。）であつて同表

⑸項ロに掲げる用途に供する部分の床面積が当該小規模特定

用途複合防火対象物において最も大きいものに限る。）（主

要構造部を耐火構造としたもの又は建築基準法第２条第９号

の３イ若しくはロのいずれかに該当するものを除く。）で，

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑶　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

�
」
を
　

「
⑶�　劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又
はナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⒀�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業に係
る建築物

�
」
を　　　　

「
⒀�　風営法第２条第１項第２号から第５号までに
掲げる風俗営業に係る建築物

� 」
に改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑻�　風営法第２条第１項第５号から第７号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

�
」
を

　
「

⑻�　風営法第２条第１項第２号から第４号ま
でに掲げる風俗営業に係る建築物

⑼�　ナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⒃　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

�
」
を
　

「
⒃�　劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又
はナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑺　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

�
」
を
　

「
⑺�　劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又
はナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に，

「
⑷　劇場，映画館，演芸場又は観覧場

�
」
を
　

「
⑷�　劇場，映画館，演芸場若しくは観覧場又
はナイトクラブその他これに類する令第１�
３０条の７の３に定める建築物

� 」

に　

改める。

　別表第２の�の表建築物の用途の制限の項中

「
⑽�　風営法第２条第１項に規定する風俗営業
に係る建築物

�
」
を
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面積の合計が３００平方メートル未満であるものを除く。）

の無窓階（１階及び２階を除く。）で床面積が１，０００平

方メートル以上のもの

　第４５条第１項中第２号を第３号とし，第１号の次に次の１号

を加える。

⑵　令別表第１⒃項イに掲げる防火対象物（小規模特定用途複

合防火対象物のうち，同表⑽項又は⒀項に掲げる用途のいず

れかに該当する用途に供する部分の床面積が当該小規模特定

用途複合防火対象物の延べ面積の１０分の９以上であるもの

に限る。）の無窓階（１階及び２階を除く。）で床面積が１，�

０００平方メートル以上のもの

　第４５条第２項中「前項第１号」の右に「及び第２号」を加え，

「同項第２号」を「同項第３号」に改め，同条第４項中「及び」

の右に「第２号並びに」を加える。

　別表第３厨
ちゅう

房設備の項中「ドロップイン式こんろ・キャビネッ

ト型グリル付こんろ」を「組込型こんろ・グリル付こんろ・グリ

ドル付こんろ，キャビネット型こんろ・グリル付こんろ・グリド

ル付こんろ」に改め，同表調理用器具の項中「・卓上型グリル付

こんろ」を「・グリル付こんろ・グリドル付こんろ」に改め，同

表中

「

電
気
こ
ん
ろ

電
気

不燃以外

４．８キロワット以
下（１口当たり２
キロワットを超え
３キロワット以下）

100 2 2 2

― 20
（注8） ― 20

（注8）

４．８キロワット以
下（１口当たり１
キロワットを超え
２キロワット以下）

100 2 2 2

― 15
（注8） ― 15

（注8）

４．８キロワット以
下（１口当たり１
キロワット以下）

100 2 2 2

― 10
（注8） ― 10

（注8）

不燃
４．８キロワット以
下（１口当たり３
キロワット以下）

80 0 ― 0
― 0
（注8） ― 0

（注8）

電
気
レ
ン
ジ

電
気

不燃以外

４．８キロワット以
下（１口当たり２
キロワットを超え
３キロワット以下）

100 2 2 2

― 20
（注8） ― 20

（注8）

― 10
（注9） ― 10

（注9）

４．８キロワット以
下（１口当たり１
キロワットを超え
２キロワット以下）

100 2 2 2

― 15
（注8） ― 15

（注8）

― 10
（注9） ― 10

（注9）

４．８キロワット以
下（１口当たり１
キロワット以下）

100 2 2 2

―
10

（注
８）

―
10

（注
８）

不燃
４．８キロワット以
下（１口当たり３
キロワット以下）

80 0 ― 0

― 0
（注8） ― 0

（注8）

電磁
誘導
加熱
式調
理器

電
気

不燃以外 こんろ形
態のもの

４．８キロワット�
以下（１口当たり
３キロワット以下）

100 2 2 2

― 10
（注8） ― 10

（注8）

不燃 こんろ形
態のもの

４．８キロワット�
以下（１口当たり
３キロワット以下）

80 0 ― 0

― 0
（注8） ― 0

（注8）� 」

を

「

電気こ
んろ，
電気レ
ンジ，

こんろ部
分の全部
又は一部
が電磁誘
導加熱式

４．８キロワッ
ト以下（１口当
たり２キロワッ
トを超え３キロ
ワット以下）

100 2 2 2

― 20
（注8） ― 20

（注8）

― 10
（注9） ― 10

（注9）

４．８キロワッ
ト以下（１口当
たり１キロワッ

100 2 2 2

― 15
（注8） ― 15

（注8）

同表⑴項から⑹項まで又は⑼項イに掲げる用途に供する部分

の床面積の合計が３００平方メートル以上のもの

　第４１条第２項を次のように改める。

２　前項の規定により設ける自動火災報知設備は，令第２１条第

２項及び第３項並びに規則第２３条（第４項第１号ヘを除

く。），第２４条及び第２４条の２の規定の例により設置し，

及び維持しなければならない。この場合において，規則第２４

条第５号ロ及びハ並びに第５号の２ロイ及びロ中「部分（前条

第４項第１号ヘに掲げる部分を除く。）」とあるのは「部分」

と，同条第５号ニ及び第８号の２イ中「階（前条第４項第１号

ヘに掲げる部分を除く。）」とあるのは「階」と読み替えるも

のとする。

　第４４条第１項及び第２項を次のように改める。

次に掲げる防火対象物には，避難口誘導灯を設けなければな

らない。

⑴　令別表第１⑸項ロ，⑺項（昼間（日出時から日没時までの

間をいう。以下同じ。）のみ使用するものを除く。次号にお

いて同じ。）及び⑿項に掲げる防火対象物で，延べ面積が３�

００平方メートル以上のもの

⑵　令別表第１⒃項イに掲げる防火対象物（小規模特定用途複

合防火対象物に限る。）の部分のうち，同表⑸項ロ，⑺項又

は⑿項に掲げる用途のいずれかに該当する用途に供する部分

の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象物において最も

大きいものであつて，当該用途に供する部分及び同表⑴項か

ら⑷項まで，⑸項イ，⑹項又は⑼項イに掲げる用途に供する

部分の床面積の合計が３００平方メートル以上のもの

２　次に掲げる防火対象物には，通路誘導灯を設けなければなら

ない。

⑴　令別表第１⑺項に掲げる防火対象物（昼間のみ使用する防

火対象物で採光が避難上十分であるものを除く。次号におい

て同じ。）で，延べ面積が３００平方メートル以上のもの

⑵　令別表第１⒃項イに掲げる防火対象物（小規模特定用途複

合防火対象物に限る。）の部分のうち，同表⑺項に掲げる用

途に供する部分の床面積が当該小規模特定用途複合防火対象

物において最も大きいものであつて，当該用途に供する部分

及び同表⑴項から⑷項まで，⑸項イ，⑹項又は⑼項イに掲げ

る用途に供する部分の床面積の合計が３００平方メートル以

上のもの

　第４４条第３項中「除く。）」の右に「並びに規則第２８条の

２（第１項第５号，第２項第４号及び第３項を除く。）及び第２�

８条の３（第５項を除く。）」を加える。

　第４５条第１項中「の各号」を削り，同項第１号を次のように

改める。

⑴　令別表第１⑵項，⑷項，⑽項，⒀項及び⒃項イに掲げる防

火対象物（同表⒃項イに掲げる防火対象物にあつては，小規

模特定用途複合防火対象物であるもの及び同表⑴項，⑶項，

⑸項イ，⑹項又は⑼項イに掲げる用途のいずれかに該当する

用途に供する部分の床面積が当該防火対象物の延べ面積の１�

０分の９以上であつて当該用途以外の用途に供する部分の床
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　　�第１４６条第１項第２号に規定する
小荷物専用昇降機（以下「小荷物専
用昇降機」という。）を除く。）
（以下「昇降機」という。）に係る
部分が含まれる場合においては，当
該昇降機１基につき，確認済証の交
付を受けた昇降機の計画の変更をし
て昇降機を設置するときは１０，００�
０円，その他の昇降機を設置すると
きは１９，０００円

　イ�　申請に係る計画に小荷物専用昇降
機に係る部分が含まれる場合におい
ては，当該小荷物専用昇降機１基に
つき，確認済証の交付を受けた小荷
物専用昇降機の計画の変更をして小
荷物専用昇降機を設置するときは５，�
０００円，その他の小荷物専用昇降
機を設置するときは９，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表第２

号中

「
ウ�　申請に係る建築物に建築基準法第８�
７条の２の昇降機に係る部分が含まれ
る場合においては，ア又はイに規定す
る額に，当該昇降機１基につき，２１，�
０００円を加算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
ウ�　次のア又はイに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ア又はイに定める額
　ア�　申請に係る建築物に昇降機に係る
部分が含まれる場合においては，ア
又はイに規定する額に，当該昇降機
１基につき，２１，０００円を加算
した額

　イ�　申請に係る建築物に小荷物専用昇
降機に係る部分が含まれる場合にお
いては，ア又はイに規定する額に，
当該小荷物専用昇降機１基につき，
１２，０００円を加算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表第５

号中

「
イ�　通知に係る計画に建築基準法第８７
条の２の昇降機に係る部分が含まれる
場合においては，当該昇降機１基につ
き，確認済証の交付を受けた昇降機の
計画の変更をして昇降機を設置すると
きは１０，０００円，その他の昇降機
を設置するときは１９，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
イ�　次のア又はイに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ア又はイに定める額
　ア�　通知に係る計画に昇降機に係る部
分が含まれる場合においては，当該
昇降機１基につき，確認済証の交付
を受けた昇降機の計画の変更をして
昇降機を設置するときは１０，０００
円，その他の昇降機を設置するとき
は１９，０００円

　イ�　通知に係る計画に小荷物専用昇降
機に係る部分が含まれる場合におい
ては，当該小荷物専用昇降機１基に
つき，確認済証の交付を受けた小荷
物専用昇降機の計画の変更をして小
荷物専用昇降機を設置するときは５，�
０００円，その他の小荷物専用昇降
機を設置するときは９，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表第６

電気
調理
用機
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
電
気

不燃
以外

電磁誘
導加熱
式調理
器（こ
んろ形
態のも
のに限
る。）

調理器で
ないもの

トを超え２キロ
ワット以下） ― 10

（注9） ― 10
（注9）

４．８キロワッ
ト以下（１口当
たり１キロワッ
ト以下）

100 2 2 2

―
10

（注8）
（注9）

―
10

（注8）
（注9）

こんろ部
分の全部
が電磁誘
導加熱式
調理器の
もの

５．８キロワッ
ト以下（１口当
たり３．３キロ
ワット以下）

100 2 2 2

― 10
（注9） ― 10

（注9）

不燃

電気こ
んろ，
電気レ
ンジ，
電磁誘
導加熱
式調理
器（こ
んろ形
態のも
のに限
る。）

こんろ部
分の全部
又は一部
が電磁誘
導加熱式
調理器で
ないもの

４．８キロワッ
ト以下（１口当
たり3キロワッ
ト以下）

80 0 ― 0

―
0

（注8）
（注9）

―
0

（注8）
（注9）

こんろ部
分の全部
が電磁誘
導加熱式
調理器の
もの

５．８キロワッ
ト以下（１口当
たり３．３キロ
ワット以下）

80 0 ― 0

― 0
（注9） ― 0

（注9）

� 」

に，

「（注８）　機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（発熱

　　　　　体の外周からの距離をいう。）を示す。

　（注９）　電気レンジでこんろ部分が電磁誘導加熱式調理　を

　　　　　器の場合の本体上方の側方又は後方の距離（発熱

　　　　　体の外周からの距離をいう。）を示す。　　　　」

「（注８）　機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こん

　　　　　ろ部分が電磁誘導加熱式調理器でない場合におけ

　　　　　る発熱体の外周からの距離をいう。）を示す。

　（注９）　機器本体上方の側方又は後方の離隔距離（こん　
に

　　　　　ろ部分が電磁誘導加熱式調理器の場合における発

　　　　　熱体の外周からの距離をいう。）を示す。　　　」

改める。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３２号

平成２８年３月２９日

　広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例

　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）の一部を次のように改正する。

　別表第１号中「
イ�　申請に係る計画に建築基準法第８７
条の２の昇降機に係る部分が含まれる
場合においては，当該昇降機１基につ
き，確認済証の交付を受けた昇降機の
計画の変更をして昇降機を設置すると
きは１０，０００円，その他の昇降機
を設置するときは１９，０００円

� 」

を

「
イ�　次のア又はイに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ア又はイに定める額

　ア�　申請に係る計画に建築基準法第
８７条の２の昇降機（建築基準法施
行令（昭和２５年政令第３３８号）
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　する審査 　　�３０条第１項各号に掲げ
る基準に適合することを
証する書面その他市長が
定める書面を申請に併せ
て提出した場合　次のａ
からｃまでに掲げる場合
に応じて，それぞれ当該
ａからｃまでに定める額

　　ａ�　一戸建ての住宅（人
の居住の用以外の用に
供する部分を有しない
ものに限る。以下この
号及び第５８号におい
て同じ。）に係る申請
の場合　５，０００円

　　ｂ�　１棟の建築物（一戸
建ての住宅を除く。以
下この号及び第５８号
において同じ。）の一
部に係る申請の場合　
次の⒜及び⒝に掲げる
部分に応じて，それぞ
れ当該⒜及び⒝に定め
る額を合計した額

　　　⒜�　１棟の建築物の住
戸部分（人の居住の
用に供する部分をい
う。以下この号にお
いて同じ。）　住戸
部分の床面積の合計
が３００平方メート
ル未満のときは１０，�
０００円，３００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のときは２２，�
０００円，２，０００�
平方メートル以上５，�
０００平方メートル
未満のときは４８，�
０００円，５，０００�
平方メートル以上の
ときは８６，０００円

　　　⒝�　１棟の建築物の非
住宅部分（居住のた
めに継続的に使用す
る室，廊下，玄関，
階段その他の人の居
住の用に供する建築
物の部分（以下この
号及び第５８号にお
いて「住宅部分」と
いう。）以外の建築
物の部分をいう。以
下この号及び第５８
号において同じ。）
　非住宅部分の床面
積の合計が３００平
方メートル未満のと
きは１０，０００円，
３００平方メートル
以上２，０００平方
メートル未満のとき
は２９，０００円，
２，０００平方メー
トル以上５，０００
平方メートル未満の
ときは８６，０００
円，５，０００平方メ

号中

「
ウ�　通知に係る建築物に建築基準法第
８７条の２の昇降機に係る部分が含ま
れる場合においては，ア又はイに規定
する額に，当該昇降機１基につき，
２１，０００円を加算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
ウ�　次のア又はイに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ア又はイに定める額

　ア�　通知に係る建築物に昇降機に係る
部分が含まれる場合においては，ア
又はイに規定する額に，当該昇降機
１基につき，２１，０００円を加算
した額

　イ�　通知に係る建築物に小荷物専用昇
降機に係る部分が含まれる場合にお
いては，ア又はイに規定する額に，
当該小荷物専用昇降機１基につき，
１２，０００円を加算した額

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表第４

５号及び第４７号中

「
　確認済証の交付を受けた建築設備の計
画の変更をして建築設備を設置する場合
にあっては１０，０００円，その他の建
築設備を設置する場合にあっては１９，�
０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

を

「
ア　確認済証の交付を受けた建築設備
（小荷物専用昇降機を除く。以下アにお
いて同じ。）の計画の変更をして建築設
備を設置する場合にあっては１０，００�
０円，その他の建築設備を設置する場合
にあっては１９，０００円
イ　確認済証の交付を受けた小荷物専用
昇降機の計画の変更をして小荷物専用昇
降機を設置する場合にあっては５，００�
０円，その他の小荷物専用昇降機を設置
する場合にあっては９，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表第４

９号及び第５１号中

「
　２１，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
　建築設備（小荷物専用昇降機を除く。）
に係る部分にあっては２１，０００円，
小荷物専用昇降機に係る部分にあっては
１２，０００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め，同表第５

６号を次のように改める。

��　建築物のエ
ネルギー消費
性能の向上に
関する法律（�
平成２７年法
律第５３号。
以下「建築物
省エネ法」と
いう。）第２�
９条第１項の
規定に基づく
建築物エネル
ギー消費性能
向上計画の認
定の申請に対

建築物
エネル
ギー消
費性能
向上計
画認定
申請手
数料

１件
につ
き

　次に掲げる額を合計した額
ア�　次のア又はイに掲げる場
合に応じて，それぞれ当該
ア又はイに定める額

　ア�　エネルギーの使用の合
理化等に関する法律第
７６条第１項に規定する
登録建築物調査機関
（ａ，ｂ⒜及びｃ⒜に掲
げる場合にあっては，住
宅の品質確保の促進等に
関する法律第５条第１項
に規定する登録住宅性能
評価機関を含む。）が発
行する建築物省エネ法第
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　　　　�メートル未満のとき
は２１１，０００円，
５，０００平方メー
トル以上のときは３�
０２，０００円

　　　⒝�　１棟の建築物の非
住宅部分　次のⅰ又
はⅱに掲げる場合に
応じて，それぞれ当
該ⅰ又はⅱに定める
額

　　　　ⅰ�　建築物エネルギ
ー消費性能基準等
を定める省令（平

成２８年経済産業　　　　　　　　　国土交通
　　　　　省
　　　　　省令第１号。以下
　　　　　�この号及び第５８

号において「省
令」という。）第
８条第１号イ⑴及
び同号ロ⑴の基準
に適合するかどう
かの審査を受ける
場合・非住宅部分
の床面積の合計が
３００平方メート
ル未満のときは２�
４５，０００円，
３００平方メート
ル以上２，０００
平方メートル未満
のときは３９６，�
０００円，２，００�
０平方メートル以
上５，０００平方
メートル未満のと
きは５６５，０００�
円，５，０００平
方メートル以上１�
０，０００平方メ
ートル未満のとき
は６９６，０００
円，１０，０００
平方メートル以上
２５，０００平方
メートル未満のと
きは８２２，０００�
円，２５，０００
平方メートル以上
のときは９３８，�
０００円

　　　　ⅱ�　省令第８条第１
号イ⑵及び同号ロ
⑵の基準に適合す
るかどうかの審査
を受ける場合　非
住宅部分の床面積
の合計が３００平
方メートル未満の
ときは９４，０００�
円，３００平方メ
ートル以上２，０�
００平方メートル
未満のときは１５�
７，０００円，２，�
０００平方メート
ル以上５，０００

　　　　�ートル以上１０，００�
０平方メートル未満
のときは１３７，００�
０円，１０，０００
平方メートル以上
２５，０００平方メ
ートル未満のときは
１７３，０００円，
２５，０００平方メ
ートル以上のときは
２１６，０００円

　　c�　１棟の建築物全体に
係る申請の場合　次の
⒜及び⒝に掲げる部分
に応じて，それぞれ当
該⒜及び⒝に定める額
を合計した額

　　　⒜�　１棟の建築物の住
宅部分　住宅部分の
床 面 積 の 合 計 が
３００平方メートル
未満のときは１０，�
０００円，３００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のときは２２，�
０００円，２，０００�
平方メートル以上
５，０００平方メー
トル未満のときは４�
８，０００円，５，００�
０平方メートル以上
のときは８６，０００�
円

　　　⒝�　１棟の建築物の非
住宅部分　非住宅部
分の床面積の合計に
応じて，ｂ⒝に規定
する額

　イ�　アに掲げる場合以外の
場合　次のａからｃまで
に掲げる場合に応じて，
それぞれ当該ａからｃま
でに定める額

　　ａ�　一戸建ての住宅に係
る申請の場合　床面積
の合計が２００平方メ
ートル未満のときは
３７，０００円，２００�
平方メートル以上のと
きは４１，０００円

　　ｂ�　１棟の建築物の一部
に係る申請の場合　次
の⒜及び⒝に掲げる部
分に応じて，それぞれ
当該⒜及び⒝に定める
額を合計した額

　　　⒜�　１棟の建築物の住
戸部分　住戸部分の
床 面 積 の 合 計 が
３００平方メートル
未満のときは７４，�
０００円，３００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のときは１２�
４，０００円，２，
０００平方メートル
以上５，０００平方
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　　�７条第１項において準用
する場合を含む。）若し
くは建築物省エネ法第３�
０条第５項の規定により
建築基準法第６条第１項
の確認済証の交付を受け
たものとみなされる建築
物の計画（次号において
「確認済証の交付を受け
た，又は受けたものとみ
なされる建築物の計画」
という。）の変更をして
行う建築物の建築に係る
申出の場合　当該変更に
係る部分の床面積の合計
に応じて，第１号アに規
定する額及び同号イに規
定する額を合計した額

ウ�　イの申出に係る建築物の
計画に大臣が定めた方法に
よる構造計算適合性判定又
は大臣認定プログラムによ
る構造計算適合性判定を求
める部分が含まれる場合
で，当該申出に係る計画が
第５３号ウア又はイに掲げ
る場合のいずれかに該当す
るときは，それぞれ同号ウ
ア又はイに定める床面積の
合計に応じて，同号ウに規
定する額に１．０８を乗じ
て得た額

　別表中第８０号を第８３号とし，第６１号から第７９号までを

３号ずつ繰り下げ，同表第６０号ア中「第５８号ア」を「第６１

号ア」に改め，同号イ中「第５８号イア」を「第６１号イア」に

改め，同号を同表第６３号とし，同表中第５９号を第６２号と

し，第５８号を第６１号とし，第５７号を第６０号とし，第５６

号の次に次の３号を加える。

��　建築物省エ
ネ法第３１条
第１項の規定
に基づく建築
物エネルギー
消費性能向上
計画の変更の
認定の申請に
対する審査

建築物
エネル
ギー消
費性能
向上計
画変更
認定申
請手数
料

１件
につ
き

　次に掲げる額を合計した額
ア�　次のア又はイに掲げる場
合に応じて，それぞれ当該
ア又はイに定める額
　ア�　前号アアに掲げる場合
　　�　前号アアａからｃまで
に掲げる場合に応じて，
それぞれ同号アアａから
ｃまでに定める額に２分
の１を乗じて得た額

　イ�　アに掲げる場合以外の
場合　前号アイａからｃ
までに掲げる場合に応じ
て，それぞれ同号アイａ
からｃまでに定める額に
２分の１を乗じて得た額

イ�　建築物省エネ法第３１条
第２項において準用する建
築物省エネ法第３０条第２
項の規定による申出をする
場合にあっては，次のア又
はイに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ア又はイ
に定める額
　ア�　建築物の建築に係る申
出の場合　当該建築に係
る部分の床面積の合計に

　　　　　�平方メートル未満
のときは２５４，�
０００円，５，００�
０平方メートル以
上１０，０００平
方メートル未満の
ときは３３２，００�
０円，１０，０００�
平方メートル以上
２５，０００平方
メートル未満のと
きは３９９，０００�
円，２５，０００
平方メートル以上
のときは４６８，�
０００円

　　ｃ�　１棟の建築物全体に
係る申請の場合　次の
⒜及び⒝に掲げる部分
に応じて，それぞれ当
該⒜及び⒝に定める額
を合計した額

　　　⒜�　１棟の建築物の住
宅部分　住宅部分の
床面積の合計が３０�
０平方メートル未満
のときは７４，００�
０円，３００平方メ
ートル以上２，００�
０平方メートル未満
のときは１２４，０�
００円，２，０００平�
方メートル以上５，
０００平方メートル
未満のときは２１１，�
０００円，５，０００�
平方メートル以上の
ときは３０２，００�
０円

　　　⒝�　１棟の建築物の非
住宅部分　非住宅部
分の床面積の合計に
応じて，ｂ⒝ⅰ又は
ⅱに規定する額

イ�　建築物省エネ法第３０条
第２項の規定による申出を
する場合にあっては，次の
ア又はイに掲げる場合に応
じて，それぞれ当該ア又は
イに定める額

　ア�　建築物の建築（建築物
を建築し，大規模の修繕
若しくは大規模の模様替
をし，又はその用途の変
更をすることをいう。以
下この号及び次号におい
て同じ。）に係る申出の
場合　当該建築に係る部
分の床面積の合計に応じ
て，第１号アに規定する
額及び同号イに規定する
額を合計した額

　イ�　建築基準法第６条第１
項（同法第８７条第１項
において準用する場合を
含む。）の規定による確
認済証の交付を受けた建
築物の計画又は同法第６
条の２第１項（同法第８
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　�合　次のア又はイに掲げる
場合に応じて，それぞれ当
該ア又はイに定める額
　ア�　一戸建ての住宅に係る
申請の場合　次のａ又は
ｂに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ａ又は
ｂに定める額

　　ａ�　省令第１条第１項第
２号イ⑴及び同号ロ⑴
の基準に適合するかど
うかの審査を受ける場
合　床面積の合計に応
じて，第５６号アイａ
に規定する額

　　ｂ�　省令第１条第１項第
２号イ⑵及び同号ロ⑵
の基準に適合するかど
うかの審査を受ける場
合　床面積の合計が
２００平方メートル未
満のときは１９，００�
０円，２００平方メー
トル以上のときは２０，�
０００円

　イ�　１棟の建築物全体に係
る申請の場合　次のａ及
びｂに掲げる部分に応じ
て，それぞれ当該ａ及び
ｂに定める額を合計した
額

　　ａ�　１棟の建築物の住宅
部分　次の⒜又は⒝に
掲げる場合に応じて，
それぞれ当該⒜又は⒝
に定める額

　　　⒜�　省令第１条第１項
第２号イ⑴及び同号
ロ⑴の基準に適合す
るかどうかの審査を
受ける場合　住宅部
分の床面積の合計に
応じて，第５６号ア
イｃ⒜に規定する額

　　　⒝�　省令第１条第１項
第２号イ⑵及び同号
ロ⑵の基準に適合す
るかどうかの審査を
受ける場合　住宅部
分の床面積の合計が
３００平方メートル
未満のときは３５，�
０００円，３００平
方メートル以上２，
０００平方メートル
未満のときは６１，�
０００円，２，０００�
平方メートル以上
５，０００平方メー
トル未満のときは１�
１１，０００円，５，�
０００平方メートル
以上のときは１６�
８，０００円

　　ｂ�　１棟の建築物の非住
宅部分　次の⒜又は⒝
に掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該⒜又
は⒝に定める額

応じて，第１号アに規定する
額及び同号イに規定する額を
合計した額
　イ�　確認済証の交付を受け
た，又は受けたものとみ
なされる建築物の計画の
変更をして行う建築物の
建築に係る申出の場合　
当該変更に係る部分の床
面積の合計に応じて，第
１号アに規定する額及び
同号イに規定する額を合
計した額

ウ�　イの申出に係る建築物の
計画に大臣が定めた方法に
よる構造計算適合性判定又
は大臣認定プログラムによ
る構造計算適合性判定を求
める部分が含まれる場合
で，当該申出に係る計画が
第５３号ウア又はイに掲げ
る場合のいずれかに該当す
るときは，それぞれ同号ウ
ア又はイに定める床面積の
合計に応じて，同号ウに規
定する額に１．０８を乗じ
て得た額

��　建築物省エ
ネ法第３６条
第１項の規定
に基づく建築
物のエネルギ
ー消費性能に
係る認定の申
請に対する審
査

建築物
のエネ
ルギー
消費性
能に係
る認定
申請手
数料

１件
につ
き

　次のア又はイに掲げる場合
に応じて，それぞれ当該ア又
はイに定める額
ア�　エネルギーの使用の合理
化等に関する法律第７６条
第１項に規定する登録建築
物調査機関（第５６号アア
ａ及びｃ⒜に掲げる場合に
係る場合にあっては，住宅
の品質確保の促進等に関す
る法律第５条第１項に規定
する登録住宅性能評価機関
を含む。）が発行する建築
物省エネ法第２条第３号に
規定する建築物エネルギー
消費性能基準に適合するこ
とを証する書面その他市長
が定める書面を申請に併せ
て提出した場合　次のア又
はイに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ア又はイ
に定める額

　ア�　一戸建ての住宅に係る
申請の場合　第５６号ア
アaに規定する額

　イ�　１棟の建築物全体に係
る申請の場合　次のａ及
びｂに掲げる部分に応じ
て，それぞれ当該ａ及び
ｂに定める額を合計した
額

　　ａ�　１棟の建築物の住宅
部分　住宅部分の床面
積の合計に応じて，第
５６号アアｃ⒜に規定
する額

　　ｂ�　１棟の建築物の非住
宅部分　非住宅部分の
床面積の合計に応じ
て，第５６号アアｂ⒝
に規定する額

イ�　アに掲げる場合以外の場
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　　ｂ�　建築物を増築し，又
は改築する場合　一戸
建ての住宅のときは１�
０，０００円，一戸建
ての住宅以外の建築物
で当該建築物の計画に
係る部分の床面積の合
計が５００平方メート
ル以下のときは１９，�
０００円，５００平方
メートルを超え１，０�
００平方メートル以下
のときは３５，０００
円，１，０００平方メー
トルを超え３，０００
平方メートル以下のと
きは５０，０００円，
３，０００平方メート
ルを超え５，０００平
方メートル以下のとき
は９３，０００円，５，�
０００平方メートルを
超え１０，０００平方
メートル以下のときは
１６０，０００円，１０，�
０００平方メートルを
超え２０，０００平方
メートル以下のときは
２６３，０００円，２０，�
０００平方メートルを
超え３０，０００平方
メートル以下のときは
３２４，０００円，３，�
０００平方メートルを
超えるときは３４５，�
０００円

　イ�　住宅の品質確保の促進
等に関する法律第５条第
１項に規定する住宅性能
評価書を申請に併せて提
出した場合　一戸建ての
住宅のときは１５，００�
０円，一戸建ての住宅以
外の建築物で当該建築物
の計画に係る部分の床面
積の合計が５００平方メ
ートル以下のときは５７，�
０００円，５００平方メ
ートルを超え１，０００
平方メートル以下のとき
は９２，０００円，１，０�
００平方メートルを超え
３，０００平方メートル
以下のときは１７４，００�
０円，３，０００平方メ
ートルを超え５，０００
平方メートル以下のとき
は２９９，０００円，
５，０００平方メートル
を超え１０，０００平方
メートル以下のときは
４６０，０００円，１０，０�
００平方メートルを超え
２０，０００平方メート
ル以下のときは８３７，�
０００円，２０，０００
平方メートルを超え３０，�
０００平方メートル以下
のときは１，１４２，００

　　　⒜�　省令第１条第１項
第１号イの基準に適
合するかどうかの審
査を受ける場合　非
住宅部分の床面積の
合計に応じて，第５�
６号アイｂ⒝ⅰに規
定する額

　　　⒝�　省令第１条第１項
第１号ロの基準に適
合するかどうかの審
査を受ける場合　非
住宅部分の床面積の
合計に応じて，第
５６号アイｂ⒝ⅱに
規定する額

��　長期優良住
宅の普及の促
進に関する法
律（平成２０
年法律第８７
号。以下「長
期優良住宅普
及促進法」と
いう。）第５
条第１項から
第３項までの
規定に基づく
長期優良住宅
建築等計画の
認定の申請に
対する審査

長期優
良住宅
建築等
計画認
定申請
手数料

１件
につ
き

　次に掲げる額を合計した額
ア�　次のアからウまでに掲げ
る場合に応じて，それぞれ
当該アからウまでに定める
額

　ア�　住宅の品質確保の促進
等に関する法律第５条第
１項に規定する登録住宅
性能評価機関が発行する
長期優良住宅普及促進法
第６条第１項各号（第３
号を除く。）の基準に適
合することを証する書面
を申請に併せて提出した
場合　次のａ又はｂに掲
げる場合に応じて，それ
ぞれ当該ａ又はｂに定め
る額

　　ａ�　建築物を新築する場
合　一戸建ての住宅の
ときは６，０００円，
一戸建ての住宅以外の
建築物で当該建築物の
計画に係る部分の床面
積の合計が５００平方
メートル以下のときは
１２，０００円，５００�
平方メートルを超え１，�
０００平方メートル以
下のときは２２，００�
０円，１，０００平方
メートルを超え３，０�
００平方メートル以下
のときは３２，０００
円，３，０００平方メー
トルを超え５，０００
平方メートル以下のと
きは６１，０００円，
５，０００平方メートル
を超え１０，０００平方
メートル以下のときは
１０５，０００円，１０，�
０００平方メートルを
超え２０，０００平方
メートル以下のときは
１７４，０００円，２０，�
０００平方メートルを
超え３０，０００平方
メートル以下のときは
２１４，０００円，３０，�
０００平方メートルを
超えるときは２２８，�
０００円



平成２８年５月２日� 第１０３１号　―３１―広　　島　　市　　報

　　　�０円，１０，０００平
方メートルを超え
２０，０００平方メー
トル以下のときは３，
０９３，０００円，２０，�
０００平方メートルを
超え３０，０００平方
メートル以下のときは
４，４２０，０００円，３�
０，０００平方メート
ルを超えるときは５，
４１４，０００円

イ�　長期優良住宅普及促進法
第６条第２項の規定による
申出をする場合にあって
は，次のア又はイに定める
額
　ア�　建築物を建築する場合
（新築し，増築し，又は
改築する場合をいう。以
下この号及び次号におい
て同じ。）にあっては，
当該建築に係る部分の床
面積の合計に応じ，第１
号アに規定する額及び同
号イに規定する額を合計
した額

　イ�　建築基準法第６条第１
項の規定による確認済証
の交付を受けた建築物の
計画又は同法第６条の２
第１項若しくは長期優良
住宅普及促進法第６条第
５項の規定により建築基
準法第６条第１項の確認
済証の交付を受けたもの
とみなされる建築物の計
画（次号において「確認
済証の交付を受けた，又
は受けたものとみなされ
る建築物の計画」とい
う。）の変更をして建築
物を建築する場合にあっ
ては，当該変更に係る部
分の床面積の合計に応
じ，第１号アに規定する
額及び同号イに規定する
額を合計した額

ウ�　イの申出に係る建築物の
計画に大臣が定めた方法に
よる構造計算適合性判定又
は大臣認定プログラムによ
る構造計算適合性判定を求
める部分が含まれる場合
で，当該申出に係る計画が
第５３号ウア又はイに掲げ
る場合のいずれかに該当す
るときは，それぞれ同号ウ
ア又はイに定める床面積の
合計に応じ，同号ウに規定
する額に１．０８を乗じて
得た額

　別表備考の３中「建築基準法第８７条の２の昇降機」を「昇降

機又は小荷物専用昇降機」に改め，同表備考の６中「又は第５７

号ア若しくはイイ」を「，第５７号イイ，第５９号イイ又は第

６０号ア若しくはイイ」に改め，同表中備考の６を備考の７と

し，同表備考の５中「第５６号ウ又は第５７号ウ」を「第５９号

　　�０円，３０，０００平方
メートルを超えるときは
１，３８２，０００円

　ウ�　ア又はイに掲げる場合
以外の場合　次のａ又は
ｂに掲げる場合に応じ
て，それぞれ当該ａ又は
ｂに定める額

　　ａ�　建築物を新築する場
合　一戸建ての住宅の
ときは４８，０００円，
一戸建ての住宅以外の
建築物で当該建築物の
計画に係る部分の床面
積の合計が５００平方
メートル以下のときは
１１３，０００円，５０�
０平方メートルを超え
１，０００平方メート
ル以下のときは１８１，�
０００円，１，０００
平方メートルを超え
３，０００平方メート
ル以下のときは３５９，�
０００円，３，０００
平方メートルを超え
５，０００平方メートル
以下のときは６４４，�
０００円，５，０００
平方メートルを超え１�
０，０００平方メート
ル以下のときは１，１０�
７，０００円，１０，００�
０平方メートルを超え
２０，０００平方メー
トル以下のときは２，
０４８，０００円，２０，�
０００平方メートルを
超え３０，０００平方
メートル以下のときは
２，９２７，０００円，
３０，０００平方メー
トルを超えるときは３，�
５８５，０００円

　　ｂ�　建築物を増築し，又
は改築する場合　一戸
建ての住宅のときは７�
３，０００円，一戸建
ての住宅以外の建築物
で当該建築物の計画に
係る部分の床面積の合
計が５００平方メート
ル以下のときは１７２，�
０００円，５００平方
メートルを超え１，０�
００平方メートル以下
のときは２７５，００�
０円，１，０００平方
メートルを超え３，０�
００平方メートル以下
のときは５４３，００�
０円，３，０００平方
メートルを超え５，０�
００平方メートル以下
のときは９７２，０００�
円，５，０００平方メー
トルを超え１０，００�
０平方メートル以下の
ときは１，６７２，００
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広島市市税条例の一部を改正する条例

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

　附則第１１条の２第４項中「附則第１５条第２項第６号」を

「附則第１５条第２項第７号」に改める。

　附則第１９条及び第２０条中「第２０項」を「第１９項」に改

める。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

規 則
広島市規則第７号

平成２８年３月２９日

　広島市消防団員等公務災害補償審査会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

広島市消防団員等公務災害補償審査会規則の一部を改

正する規則

　広島市消防団員等公務災害補償審査会規則（昭和３３年広島市

規則第５０号）の一部を次のように改正する。

　第２条を次のように改める。

　（所掌事務）

第２条　審査会は，広島市消防団員等公務災害補償条例（昭和

４１年広島市条例第４３号）第２５条第２項の規定による市長

の諮問に応じ，同条第１項の審査請求を審査するものとする。

　第８条中「委員会」を「委員長」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８号

平成２８年３月２９日

　広島市情報公開条例施行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

広島市情報公開条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市情報公開条例施行規則（平成１３年広島市規則第２０

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「第１６条第２項」を「第１７条第２項」に改

める。

　別表その他の項中
「
１枚につき　　　　１００円
Ａ３大までごとに　１００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
１枚につき　　　　　２０円
Ａ３大までごとに　　２０円

　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

附　則

ウ又は第６０号ウ」に改め，同表中備考の５を備考の６とし，備

考の４の次に次のように加える。

５　第５６号ウ又は第５７号ウにおける第５３号ウア又はイ

に定める床面積の合計の算定についての備考の４の適用に

ついては，備考の４⑴中「建築物の建築」とあるのは「建

築物の建築（建築物を建築し，大規模の修繕若しくは大規

模の模様替をし，又はその用途の変更をすることをいう。

⑵において同じ。）」と，備考４⑵中「確認済証の交付を

受けた，又は受けたものとみなされる建築物の計画」とあ

るのは「建築基準法第６条第１項（同法第８７条第１項に

おいて準用する場合を含む。）の規定による確認済証の交

付を受けた建築物の計画又は同法第６条の２第１項（同法

第８７条第１項において準用する場合を含む。）若しくは

建築物省エネ法第３０条第５項の規定により建築基準法第

６条第１項の確認済証の交付を受けたものとみなされる建

築物の計画」とする。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，別表

第１号，第２号，第５号，第６号，第４５号，第４７号，第４９

号，第５１号及び備考の３の改正規定は，同年６月１日から施行

する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３３号

平成２８年３月２９日

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を

改正する条例

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成２４年広島

市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項第１号中「第１０５条の１９」を「第１０５条」

に改める。

　第１０条第１項第１号中「第１８条」を「第４７条」に，「第

４１条」を「第５０条から第５２条まで，第５４条，第６０条か

ら第８４条まで，第８６条」に改め，同条第３項中「及び」とあ

るのは「」の右に「指定地域密着型通所介護事業者，」を加え

る。

　第２０条第１項中「から」の右に「第６０条まで及び第６２条

から」を加える。

附　則

　この条例は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３４号

平成２８年３月３１日

　広島市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實
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（昭和２５年法律第１００号）第２１６条第１項

⑸　市町村の合併の特例に関する法律第５条第３２項において

準用する公職選挙法第２１６条第１項

　（交付の求め）

第３条　行政不服審査法（平成２６年法律第６８号。以下「法」

という。）第８１条第３項において準用する法第７８条第１項

の規定による交付の求めは，次に掲げる事項を記載した書面を

提出してしなければならない。

⑴　交付に係る法第８１条第３項において準用する法第７８条

第１項に規定する主張書面若しくは資料（以下「対象主張書

面等」という。）又は交付に係る同項に規定する電磁的記録

（以下「対象電磁的記録」という。）を特定するに足りる事

項

⑵　対象主張書面等又は対象電磁的記録について第５条に規定

する送付による交付を求める場合にあっては，その旨

　（交付の方法）

第４条　法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の

規定による交付は，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に

定める方法によってする。

⑴　対象主張書面等の写しの交付　当該対象主張書面等を複写

機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したも

のの交付

⑵　対象電磁的記録に記録された事項を記載した書面の交付　

当該事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力した

ものの交付

　（送付による交付）

第５条　法第８１条第３項において準用する法第７８条第１項の

規定による交付を受ける審査請求人又は参加人（第７条におい

て「審査請求人等」という。）は，法第８１条第３項において

読み替えて準用する法第７８条第４項の規定により納付しなけ

ればならない手数料のほか送付に要する費用を納付して，対象

主張書面等の写し又は対象電磁的記録に記録された事項を記載

した書面の送付を求めることができる。この場合において，当

該送付に要する費用は，市長が別に指定する方法により納付し

なければならない。

　（用紙の規格）

第６条　条例第２条の用紙の規格は，日本工業規格のＡ列３番又

はＡ列４番とする。

　（手数料の減免）

第７条　条例第４条の規定により手数料を減額し，又は免除する

ことができる場合は，次の各号のいずれかに該当する場合とす

る。

⑴　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項

各号に掲げる扶助を受けているとき。

⑵　その他経済的困難により手数料を納付する資力がないと認

められるとき。

２　手数料の減額又は免除は，法第３８条第１項又は法第８１条

第３項において準用する法第７８条第１項の規定による交付の

求め１件につき２，０００円を限度とする。

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第９号

平成２８年３月２９日

　広島市個人情報保護条例施行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

広島市個人情報保護条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島市個人情報保護条例施行規則（平成８年広島市規則第９０

号）の一部を次のように改正する。

　第８条中「第３３条」を「第３４条」に，「第３２条第２項」

を「第３３条第２項」に改める。

　別表その他の項中
「
１枚につき　　　　１００円
Ａ３大までごとに　１００円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
１枚につき　　　　　２０円
Ａ３大までごとに　　２０円

　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１０号

平成２８年３月２９日

　行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例施行規則を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例施

行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，行政不服審査法による書面の写し等交付手

数料条例（平成２８年広島市条例第１５号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し，他の規則その他の規程に定めがあるもの

のほか，必要な事項を定めるものとする。

　（条例第１条の規則で定める法令の規定）

第２条　条例第１条の規則で定める法令の規定は，次に掲げるも

のとする。

⑴　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５８条第１項

⑵　市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法律第５９

号）第５条第３０項において準用する地方自治法第７４条の

２第４項の規定による異議の申出に係る同法第２５８条第１

項

⑶　地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法

律第１６２号）第８条第２項において準用する地方自治法第

８６条第４項前段において準用する同法第７４条の２第４項

の規定による異議の申出に係る同法第２５８条第１項

⑷　地方自治法第８５条第１項において準用する公職選挙法
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いう。）の休館日及び開館時間は，次のとおりとする。ただ

し，都合により休館日又は開館時間を変更することがある。

⑴　休館日

ア　月の第３日曜日

イ　８月６日及び１２月２９日から翌年１月３日まで

⑵　開館時間

　　　午前９時から午後９時まで

２　条例第１４条第１項の規定により総合福祉センターの管理を

同項の指定管理者（以下「指定管理者」という。）に行わせる

場合においては，当該指定管理者は，あらかじめ市長の承認を

得て，前項に規定する休館日に開館し，又は同項に規定する開

館時間を延長することができる。

　（使用の許可の手続）

第３条　条例第４条第１項の規定により許可を受けようとする者

は，所定の申請書を市長に提出しなければならない。

２　条例第４条第１項の許可の申請は，その申請に係る使用日か

ら３か月前（条例第１条の目的以外の目的に使用する場合にあ

っては，１か月前）のものについては，これを受け付けない。

ただし，市長において特に必要があると認めるときは，この限

りでない。

３　市長は，条例第４条第１項の許可をしたときは，所定の許可

書を申請者に交付する。

４　条例第１４条第１項の規定により総合福祉センターの管理を

指定管理者に行わせる場合における第１項及び前項の規定の適

用については，これらの規定中「市長」とあるのは，「指定管

理者」とする。

　（指定管理者の指定に係る申請書の提出等）

第４条　条例第１５条第１項の規定による提出は，市長が定める

期間に所定の申請書によりしなければならない。

２　条例第１５条第１項の規則で定める書類は，次に掲げる書類

とする。

⑴　収支予算書

⑵　定款その他これに準ずるもの

⑶　法人にあっては，当該法人の登記事項証明書

⑷　決算その他の経営状況に関する書類

⑸　その他市長が必要と認める書類

附　則

　この規則は，平成２８年１２月５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１３号

平成２８年３月２９日

　広島市女性福祉センター条例施行規則を廃止する規則をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市女性福祉センター条例施行規則を廃止する規則

　広島市女性福祉センター条例施行規則（昭和４３年広島市規則

第２６号）は，廃止する。

附　則

３　手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は，法

第３８条第１項又は法第８１条第３項において準用する法第

７８条第１項の規定による交付を求める際に，併せて当該減額

又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を提出しなけ

ればならない。

４　前項の書面には，審査請求人等が第１項各号のいずれかに該

当することを証する書面を添付しなければならない。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１１号

平成２８年３月２９日

　広島市消費生活センター管理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

広島市消費生活センター管理規則の一部を改正する規

則

　広島市消費生活センター管理規則（昭和４９年広島市規則第

１２２号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「管理」の右に「及び運営」を加える。

　第２条の見出しを「（開館日及び開館時間等）」に改め，同条

中「の休館日及び開館時間は，次のとおり」を「は，第１号に掲

げる日（以下この項において「休館日」という。）を除き開館す

るものとし，開館の時間は，第２号に掲げる時間」に改め，同条

ただし書中「開館時間」を「開館の時間」に改め，同条第１号イ

を次のように改める。

イ　１２月２９日から翌年１月３日まで

　第２条第２号中「開館時間」を「開館の時間」に改め，同条に

次の１項を加える。

２　消費者安全法（平成２１年法律第５０号）第１０条の３第２

項に規定する消費生活相談の事務を行う日及び時間は，前項の

規定により開館する日及び時間とする。

　第３条第１項中「第４条」を「第６条」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１２号

平成２８年３月２９日

　広島市総合福祉センター条例施行規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市総合福祉センター条例施行規則

　（趣旨）

第１条　この規則は，広島市総合福祉センター条例（平成２８年

広島市条例第１９号。以下「条例」という。）の施行について

必要な事項を定めるものとする。

　（休館日及び開館時間）

第２条　広島市総合福祉センター（以下「総合福祉センター」と
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　第６条第３項を同条第２項とし，同条第４項中「乳幼児等医療

費受給者資格更新申請書」を「こども医療費受給者資格更新申請

書」に改め，同項に次のただし書を加える。

ただし，市長が公簿等により受給者証の更新に必要な事項を

確認することができるときは，この限りでない。

　第６条第４項を同条第３項とし，同条第５項中「次の各号に掲

げる区分に応じ，それぞれ当該各号に定める日」を「子どもが１

歳から１５歳までのそれぞれの年齢に達する日の属する月の翌月

の初日」に改め，同項各号を削り，同項を同条第４項とする。

　第７条第１項及び第２項中「乳幼児等医療費受給者証再交付申

請書」を「こども医療費受給者証再交付申請書」に改める。

　第１０条中「乳幼児等医療費受給者証記載事項等変更届」を

「こども医療費受給者証変更届」に改める。

附　則

１　この規則は，平成２９年１月１日から施行する。

２　広島市乳幼児等医療費補助条例の一部を改正する条例（平成

２８年広島市条例第２１号。以下「改正条例」という。）の施

行の際現に交付されている改正前の第６条第１項に規定する受

給者証の有効期間の末日については，改正後の第６条第２項の

規定にかかわらず，なお従前の例による。

３　改正条例附則第５項の規定の適用を受ける者について，その

監護する同項の発達障害児が８歳に達する日以後の最初の３月

３１日において現に交付されている改正後の第６条第１項に規

定する受給者証（以下「受給者証」という。）の有効期間の末

日は，同条第２項の規定にかかわらず，当該発達障害児が８歳

に達する日以後の最初の３月３１日とする。

４　第２項又は前項の規定の適用を受ける者がこれらの項に規定

する末日に引き続く期間に係る受給者証の更新を受ける場合の

当該更新は，改正後の第６条第４項の規定にかかわらず，第２

項又は前項に規定する末日の翌日に行うものとする。この場合

における当該受給者証の有効期間の初日は，同条第２項の規定

にかかわらず，当該更新を行った日とする。

５　改正条例の施行により新たに改正条例による改正後の広島市

こども医療費補助条例（昭和４８年広島市条例第１０２号）第

３条第１項に規定する対象者となる者に係る受給者証の有効期

間の初日は，改正後の第６条第２項の規定にかかわらず，この

規則の施行の日とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１５号

平成２８年３月２９日

　広島市廃棄物の処理及び清掃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

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改

正する規則

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（昭和４７年広島市

規則第４０号）の一部を次のように改正する。

　第１９条第１項中「一般廃棄物」の右に「及び産業廃棄物」を

　この規則は，平成２８年１２月５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１４号

平成２８年３月２９日

　広島市乳幼児等医療費補助条例施行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

広島市乳幼児等医療費補助条例施行規則の一部を改正

する規則

　広島市乳幼児等医療費補助条例施行規則（昭和４８年広島市規

則第１０３号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

　　　広島市こども医療費補助条例施行規則

　第１条中「広島市乳幼児等医療費補助条例」を「広島市こども

医療費補助条例」に改める。

　第１条の２を削り，第１条の３を第１条の２とする。

　第２条中「第３条第１項第１号」の右に「及び第５条第１項各

号」を加え，「同法第５条第２項第１号」を「同号」に改める。

　第３条第１項中「に定める」を「及び第５条第１項各号に規定

する」に改める。

　第４条第１項中「第６条」を「第６条第１項」に，「第５条」

を「第４条」に，「乳幼児等に」を「子どもに」に，「同条」を

「同条第２項」に改め，同項後段を削り，同条第２項中「第５

条」を「第４条」に，「乳幼児等」を「子ども」に改め，同条第

３項中「第５条」を「第４条第２項」に改める。

　第５条第２項中「第５条」を「第４条第２項」に改める。

　第６条第１項中「第６条」を「第６条第１項」に，「乳幼児等

医療費受給者証」を「こども医療費受給者証」に，「乳幼児等医

療費受給者資格認定申請書」を「こども医療費受給者資格認定申

請書」に改め，同項第２号中「乳幼児等」を「子ども」に，「市

町村に」を「市町村（特別区を含む。）に」に，「に定める所

得」を「及び第５条第１項各号に規定する所得」に改め，「でき

る市町村長」の右に「（特別区長を含む。以下この号において同

じ。）」を加え，「同条第２項第１号に定める」を「条例第３条

第２項第１号に規定する」に改め，同項中第３号を削り，第４号

を第３号とし，同条第２項を削り，同条第３項各号を次のように

改める。

⑴　１歳に達する日の属する月の末日までの間にある者　出生

の日から１歳に達する日の属する月の末日まで

⑵　１歳に達する日の属する月の翌月の初日から１５歳に達す

る日の属する月の末日までの間にある者　１歳から１４歳ま

でのそれぞれの年齢に達する日の属する月の翌月の初日から

当該年齢に１年を加えた年齢に達する日の属する月の末日ま

で

⑶　１５歳に達する日の属する月の翌月の初日から同日以後の

最初の３月３１日までの間にある者（１５歳に達する日の属

する月が３月である者を除く。）　１５歳に達する日の属す

る月の翌月の初日から同日以後の最初の３月３１日まで
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とあるのは「合葬墓への埋蔵を予定する焼骨の数」と，第３条

中「使用者は，焼骨」とあるのは「合葬墓の使用許可を受けた

者は，その使用許可に係る焼骨」と，「そのつど，許可証」と

あるのは「許可証」と読み替えるものとする。

　第６条に次の１項を加える。

５　広島市高天原墓園の合葬墓の使用料の額は，焼骨１体につき

５万円とする。

　第７条中「又は納骨堂の使用料又は」を「，納骨堂若しくは合

葬墓の使用料又は墓地の」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１７号

平成２８年３月３１日

　広島市事務組織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

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部を

次のように改正する。

　目次中「第８９条」を「第９０条」に改める。

　
第４条第１項中「事務管理係」を

「事務管理係　
に，
「　広域

　　　　　　　　　　　　　　　　　審理係　　」　　　政策企

連携推進係　
を
「広域都市圏推進課　

に改め，
「生涯学習係　

を
画課　　　」　　政策企画課　　　」　　　　　振興係　　」

　　　
「　福祉係　　

　「　福祉係

削り，
　介護保険課」

を　地域包括ケア推進課　に，「保健予防

　　　　　　　　　　　　介護保険課　　　　」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「道路計画課

　　　　　　「保健予防係　　　　　　　　　　　　　事業調整
・指導係」を

　保健指導係」
に，「道路計画課」を

　　計画係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高速道路

係　　　
に，「橋りよう係」を

「橋りよう係　　　　
に改める。

　　　　　　　　　　　　　　　　東部地区整備係」

整備係」

　第６条第２項中第８号を第９号とし，第５号から第７号までを

１号ずつ繰り下げ，第４号の次に次の１号を加える。

⑸　行政不服審査に係る審理員による審理手続に関すること。

　第６条第６項第３号中「市長会」の右に「（指定都市市長会に

限る。）」を加え，同項中第７号から第９号までを削り，第１０

号を第７号とし，第１１号から第１３号までを３号ずつ繰り上

げ，同項第１４号中「課，」を「課，広域都市圏推進課，」に改

め，同号を同項第１１号とし，同条中第１４項を第１５項とし，

第１３項を第１４項とし，第１２項を第１３項とし，同条第１１

項中第４号を削り，第３号を第４号とし，第２号の次に次の１号

を加え，同項を同条第１２項とする。

⑶　職員の人事評価に関すること。

　第６条中第１０項を第１１項とし，第７項から第９項までを１

加える。

　第２０条中「第１７条」を「第１７条第１項」に改め，同条に

次の２項を加える。

２　前項の規定は，条例第１７条第２項の規定により適用する同

条第１項の規定による告示について適用する。

３　第１項の規定は，条例第１７条第３項の規定により準用する

同条第１項の規定による告示について準用する。この場合にお

いて，第１項第３号中「処理能力（一般廃棄物の最終処分場で

ある場合にあつては，一般廃棄物の埋立処分の用に供される場

所の面積及び埋立容量）」とあるのは，「処理能力」と読み替

えるものとする。

　第２１条中「第１９条」を「第１９条第１項及び第２項」に改

め，同条に次の２項を加える。

２　前項の規定は，条例第１９条第３項の意見書について適用す

る。

３　第１項の規定は，条例第１９条第４項の意見書について準用

する。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１６号

平成２８年３月２９日

　広島市墓地及び納骨堂条例施行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

広島市墓地及び納骨堂条例施行規則の一部を改正する

規則

　広島市墓地及び納骨堂条例施行規則（昭和３９年広島市規則第

１４号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「墓地」の右に「（墳墓を設けるために区画し

た土地をいう。以下同じ。）」を加える。

　第５条の見出しを削り，同条の前に見出しとして「（使用地又

は使用納骨堂の返還等）」を付し，同条の次に次の２条を加え

る。

第５条の２　合葬墓（多数の焼骨を共同で埋蔵するための施設を

いう。以下同じ。）の使用許可を受けた者は，その使用許可に

係る焼骨が合葬墓に埋蔵されていない場合であつて合葬墓を使

用する必要がなくなつたときは，所定の様式による届書を提出

し，許可証を返還しなければならない。

　（準用規定）

第５条の３　第２条から第３条までの規定は，合葬墓について準

用する。この場合において，第２条第２項中「前項」とあるの

は「第５条の３において準用する前項」と，同条第３項中「使

用者は，」とあるのは「第５条の３において準用する第１項の

許可証の交付を受けた者は，当該許可証に係る焼骨が合葬墓に

埋蔵されるまでの間に」と，第２条の２第１項及び第２項中

「条例第５条の２」とあるのは「条例第１０条の６において準

用する条例第５条の２」と，「使用させるべき墓地の区画数」
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する。

⑴　地域包括ケアの推進に関する企画及び総合調整に関するこ

と。

⑵　地域包括支援センターの設置及び運営の総括に関するこ

と。

⑶　介護保険法の規定による介護予防事業の総括に関するこ

と。

⑷　介護保険法の規定による在宅医療・介護連携推進事業の総

括に関すること。

⑸　認知症に関する施策の企画及び調整に関すること。

⑹　高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関す

る法律（平成１７年法律第１２４号）の施行に関すること。

　第１２条第７項第６号中「，不服申立て」を削り，同項第１６

号中「中山間地域等直接支払に関する事務」を「多面的機能発揮

促進事業」に改める。

　第１４条第１項第４号中「及び行政不服審査請求」を削り，同

条第９項中第１１号を第１２号とし，第１０号を第１１号とし，

第９号の次に次の１号を加える。

⑽　空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第

１２７号）の施行に関する総合調整に関すること。

　第１４条第１３項第５号及び第１５条第３項第２号中「，不服

申立て」を削る。

　第１６条第１項第６号及び同条第２項第２号中「，不服申立

て」を削り，同条第５項第６号中「，賦課及び徴収（滞納整理等

に関することを除く。）」を「及び賦課」に改め，同項第７号中

「附帯金の」の右に「徴収及び」を加え，同項中第１５号を第

１６号とし，第９号から第１４号までを１号ずつ繰り下げ，第８

号の次に次の１号を加える。

⑼　下水道事業受益者負担金等及びこれに係る附帯金の徴収嘱

託及び徴収受託に関すること。

　第２０条第２項中「部に」を「危機管理室又は部に」に改め

る。

　第２２条を次のように改める。

第２２条　広島市区の設置等に関する条例（昭和５４年広島市条

例第５４号）第３条第２項第１２号に規定する市長が定める事

務は，次に掲げる事務とする。

⑴　交通安全対策に関すること。

⑵　青少年対策に関すること。

⑶　消費者保護対策に関すること。

⑷　印鑑に関すること。

⑸　個人番号に関すること。

⑹　税外収納金の収納に関すること。

　　　　　　　　　　　　「高齢福祉係（安芸区役所を除く。）

　第２３条第１項第２号中
　健康長寿係（安芸区役所に限る。）

　　　　　　　　　　　　　介護保険係

　　　　　　　　　　　　　保健予防係（安芸区役所を除く。）」

　「高齢福祉係

を　介護保険係　に改め，同条第３項地域起こし推進課の分掌事

　　保健予防係」

項ずつ繰り下げ，第６項の次に次の１項を加える。

７　企画調整部広域都市圏推進課の分掌事務は，次のとおりとす

る。

⑴　広域行政に関すること。

⑵　市町村合併に関すること。

⑶　広島広域行政圏協議会に関すること。

⑷　市長会（指定都市市長会を除く。）に関すること。

　第７条第５項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号か

ら第１１号までを１号ずつ繰り上げ，同条第７項第２号中「い

う。）」の右に「（延滞金の減免にあつては，滞納整理の開始後

において行うものに限る。以下この条及び第３１条第２項第６号

において同じ。）」を加え，同条第９項ただし書中「第２号」を

「第３号」に，「第５号から第９号」を「第６号から第１０号」

に改め，同項第１号中「徴収（督促（市税（給与所得又は退職所

得に係る特別徴収に係る個人の市民税等に係るものを除く。）に

限る。）及び滞納整理等に関すること（滞納処分に係る配当に関

することを除く。）に限り，特別滞納整理課の所掌に属するもの

を除く。）及び」を削り，同項中第９号を第１０号とし，第４号

から第８号までを１号ずつ繰り下げ，同項第３号中「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。）」を「下水道事業受益者負担金等」に改め，

同号を同項第４号とし，同項中第２号を第３号とし，第１号の次

に次の１号を加える。

⑵　徴収金（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。）及びこれに

係る附帯金を除く。次号，第５号及び次項第１号において同

じ。）の徴収（督促（市税（給与所得又は退職所得に係る特

別徴収に係る個人の市民税等に係るものを除く。）に限

る。）及び滞納整理等に関すること（滞納処分に係る配当に

関することを除く。）に限り，特別滞納整理課の所掌に属す

るものを除く。）に関すること。

　第９条第４項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号か

ら第６号までを１号ずつ繰り上げ，第７号を削り，第８号を第６

号とし，第９号を第７号とし，同号の次に次の１号を加える。

⑻　部の庶務に関すること。

　第９条第４項第１０号中「課」の右に「及び地域包括ケア推進

課」を加え，同号を同項第９号とし，同条第１５項を同条第１６

項とし，同条第１４項第５号中「特別用途食品」を「健康増進法

（平成１４年法律第１０３号）に基づく特別用途食品」に改め，

「収去」の右に「並びに誇大表示の禁止に係る勧告等」を加え，

同項を同条第１５項とし，同条中第１３項を第１４項とし，第７

項から第１２項までを１項ずつ繰り下げ，同条第６項中第１１号

を第１２号とし，第２号から第１０号までを１号ずつ繰り下げ，

第１号の次に次の１号を加える。

⑵　障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律（平成

２５年法律第６５号）の施行に関すること。

　第９条中第６項を第７項とし，第５項を第６項とし，第４項の

次に次の１項を加える。

５　高齢福祉部地域包括ケア推進課の分掌事務は，次のとおりと
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　　　第二工務係

　第８９条の表計量検査所長の項の次に次のように加える。

復興工事事務所長 都市整備局長

　第８９条の表中「復興工事事務所長」を削り，同条を第９０条

とし，第８８条の次に次の１条を加える。

　（審査請求の審査に係る事務）

第８９条　第２章及び第３章に定める所掌事務のほか，審査請求

の審査に係る事務は，市長等が別に指定する事務を除き，審査

請求の対象となる処分又はその不作為に係る制度を総括して所

管する課等において所掌するものとする。ただし，次に掲げる

処分又はその不作為に係る審査請求に関する事務は，当該処分

又はその不作為に係る事務を所掌する課等において所掌するも

のとする。

⑴　広島市情報公開条例の規定による開示請求に係る公文書の

全部又は一部を開示しない旨の市長の決定その他の処分

⑵　広島市個人情報保護条例の規定による開示請求に係る保有

個人情報の全部又は一部を開示しない旨の市長の決定その他

の処分

　別表の⑴の表広島市国民保護協議会の項の次に次のように加え

る。

広島市行政不服審
査会

行政不服審査法（平
成２６年法律第６８
号）の規定により，
市長の諮問に応じ，
行政庁の処分その他
公権力の行使に当た
る行為についての審
査請求に関する事項
を調査審議するこ
と。

企画総務局法務課

　別表の⑴の表広島市地域包括支援センター運営協議会の項中

「健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課」を「健康福祉局高齢福祉部

地域包括ケア推進課」に改め，同表広島市病院事業地方独立行政

法人評価委員会の項の次に次のように加える。

広島市食育推進会
議

食育基本法（平成１�
７年法律第６３号）
の規定により，本市
の食育推進計画を作
成し，及びその実施
を推進するほか，食
育の推進に関する重
要事項について審議
し，及び食育の推進
に関する施策の実施
を推進すること。

健康福祉局保健部保
健医療課

　別表の⑴の表広島市建築審査会の項中「異議申立ての裁定」を

「審査請求の裁決」に改め，同表広島市食育推進会議の項を削

る。

　別表の⑵の表広島市消防団員等公務災害補償審査会の項中「広

島市消防団員等公務災害補償審査会規則（昭和３３年広島市規則

第５０号）の規定により，市長の諮問に応じ，広島市消防団員等

公務災害補償条例（昭和４１年広島市条例第４３号）の規定によ

る処分に対する異議申立て」を「広島市消防団員等公務災害補償

務第１４号中「に関する地域組織活動の推進」を削り，同条第４

項健康長寿課の分掌事務第４号中「（平成１４年法律第１０３

号）」を削り，同分掌事務第９号中「介護予防事業」を「介護保

険法の規定による介護予防事業」に改め，同分掌事務中第５３号

を第５４号とし，第１０号から第５２号までを１号ずつ繰り下

げ，第９号の次に次の１号を加える。

⑽　介護保険法の規定による在宅医療・介護連携推進事業に

関すること。

　第２３条第４項保健福祉課の分掌事務中第７６号を第７７号と

し，第２７号から第７５号までを１号ずつ繰り下げ，同分掌事務

第２６号中「及び父子家庭自立支援給付金」を「，父子家庭自立

支援給付金等」に改め，同号を同分掌事務第２７号とし，同分掌

事務中第２５号を第２６号とし，第５号から第２４号までを１号

ずつ繰り下げ，第４号の次に次の１号を加える。

⑸　子ども・子育て支援法の規定による実費徴収に係る補足給

付事業に関すること（市立幼稚園に係るものを除く。）。

　第２３条第５項維持管理課の分掌事務第１号中「第１４条第９

項第５号」を「第１４条第７項第５号」に改め，同分掌事務第

１７号中「，不服申立て」を削り，同分掌事務第３２号中「第

１４条第１０項第５号」を「第１４条第７項第５号」に改め，同

項地域整備課の分掌事務第９号中「公園等及び第１４条第１０項

第５号に掲げる公園（以下この条において「全ての公園」とい

う。）」を「全ての公園」に改め，同条第６項維持管理課の分掌

事務第１５号中「，不服申立て」を削り，同項農林課の分掌事務

第１２号中「中山間地域等直接支払」を「多面的機能発揮促進事

業」に改める。

　第２６条第１項中
「高齢福祉係（安芸区役所を除く。）　

を
　　　　　　　　　　健康長寿係（安芸区役所に限る。）」

「高齢福祉係」に改め，同条第２項保健福祉課の分掌事務第２０

号中「及び父子家庭自立支援給付金」を「，父子家庭自立支援給

付金等」に改める。

　
第２８条第１項中

「保健予防係（安芸区役所を除く。）

　　　　　　　　　　健康長寿係（安芸区役所に限る。）」
を

「保健予防係」に改める。

　第４３条第３項生活科学部の分掌事務中第５号を第６号とし，

第４号の次に次の１号を加える。

⑸　衛生研究所における感染症に係る検査の信頼性の確保に

関すること。

　第６１条第２項中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号

を第３号とする。

　第７１条第２項第１３号中「及び行政不服審査請求」を削る。

　第７２条第２項第２号及び第３号中「八木・緑井地区」の右に

「並びに可部東地区，三入南・桐原地区及び大林地区」を加え，

同項第６号中「管理」を「取得，管理」に改め，同条に次の１項

を加える。

３　復興工事事務所に次の係を置く。

　　　第一用地係

　　　第一工務係

　　　第二用地係
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定による新感染症の所見がある者の退院の措置及び同条第４項」

に改め，同号中ハをムとし，ノをマとし，その次に次のように加

える。

ミ　第４７条の規定による新感染症の所見がある者の移送に

関すること。

　第１条第１項第４号中ネをホとし，ヌをフとし，その次に次の

ように加える。

ヘ　第４４条の７第１項の規定による新感染症に係る検体の

提出又は採取の勧告，同条第３項の規定による検体の採取

の措置，同条第５項の規定による検体の検査の実施及び同

条第６項の規定による検査の結果等の報告に関すること。

　第１条第１項第４号中ニをヒとし，テからナまでをネからハま

でとし，同号ツ中「第５０条第３項」を「第５０条第５項」に，

「第２７条第１項，第２８条第１項」を「第２６条の３第１項若

しくは第３項，第２６条の４第１項若しくは第３項，第２７条第

１項若しくは第２項，第２８条第１項若しくは第２項」に改め，

同号中ツをヌとし，チをニとし，タをナとし，同号ソ中「命令」

の右に「及び同条第２項の規定による物件に係る措置」を加え，

同号ソを同号トとし，同号セ中「命令」の右に「及び同条第２項

の規定によるねずみ族，昆虫等の駆除の措置」を加え，同号セを

同号テとし，同号ス中「命令」の右に「及び同条第２項の規定に

よる消毒の措置」を加え，同号スを同号ツとし，同号シ中「同条

第２項」を「第２４条の２第２項」に，「同条第３項」を「第

２４条の２第３項」に改め，同号シを同号ソとし，その次に次の

ように加える。

タ　第２６条の３第１項の規定による検体又は感染症の病原

体の提出の命令，同条第３項の規定による検体又は感染症

の病原体の収去の措置，同条第５項（第５０条第２項にお

いて準用する場合を含む。）の規定による検体又は感染症

の病原体の検査の実施及び第２６条の３第６項（第５０条

第２項において準用する場合を含む。）の規定による検査

の結果等の報告に関すること。

チ　第２６条の４第１項の規定による検体の提出又は採取の

命令，同条第３項の規定による検体の採取の措置，同条第

５項（第５０条第３項において準用する場合を含む。）の

規定による検体の検査の実施及び第２６条の４第６項（第

５０条第３項において準用する場合を含む。）の規定によ

る検査の結果等の報告に関すること。

　第１条第１項第４号サ中「第２２条第４項」を「第２２条第１

項（第２６条において読み替えて準用する場合を含む。）の規定

による患者の退院の措置及び第２２条第４項」に改め，「におい

て」の右に「読み替えて」を加え，同号サを同号セとし，同号コ

中「第２０条第１項（第２６条において」の右に「読み替えて」

を加え，「同条第２項（第２６条において」を「第２０条第２項

（第２６条において読み替えて」に，「同条第３項」を「第２０

条第３項」に，「同条第４項」を「第２０条第４項」に，「同条

第５項」を「第２０条第５項」に，「同条第６項」を「第２０条

第６項」に，「同条第８項」を「第２０条第８項」に改め，同号

コを同号シとし，その次に次のように加える。

条例（昭和４１年広島市条例第４３号）第２５条第２項の規定に

よる市長の諮問に応じ，同条第１項の審査請求」に改める。

附　則

１　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

２　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）の一

部を次のように改正する。

別表第１の２の表第６０の項中「復興工事事務所長」を「第

一用地担当課長」に，「安佐北区復興推進担当課長」を「第二

工務担当課長」に改める。

３　次に掲げる規則の規定中「中央卸売市場東部市場」の右に

「，復興工事事務所」を，「次長」の右に「（復興工事事務所

にあつては，同所の庶務を担当する次長をいう。）」を加え

る。

⑴　広島市財産規則（昭和５６年広島市規則第１９号）第２条

第１項

⑵　広島市債権管理事務取扱規則（昭和４１年広島市規則第

５７号）第２条第５号

４　広島市職員の給与等の支払に関する規則（昭和３３年広島市

規則第１８号）の一部を次のように改正する。

別表健康福祉局の項中「部長，高齢福祉課」の右に「，地域

包括ケア推進課」を加え，同表復興工事事務所の項中「所長」

を「次長（復興工事事務所の庶務を担当する次長に限る。）」

に改める。

５　広島市物品管理規則（昭和４４年広島市規則第６４号）の一

部を次のように改正する。

別表第１の⑴の表中「あつては健康福祉企画課」の右に「，

高齢福祉課及び地域包括ケア推進課にあつては高齢福祉課」を

加え，同表復興工事事務所の項中「所長」を「次長（復興工事

事務所の庶務を担当する次長に限る。）」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１８号

平成２８年３月３１日

　広島市衛生事務委任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

広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規

則

　広島市衛生事務委任に関する規則（昭和３１年広島市規則第

３５号）の一部を次のように改正する。

　第１条第１項第４号中メをルとし，ホからムまでをユからリま

でとし，同号へ中「，第４５条第１項」を「第４４条の７第１

項，第４５条第１項」に，「若しくは第４８条第４項」を「，第

４７条若しくは第４８条第１項若しくは第４項」に，「第２７

条」を「第２６条の３第１項，第２６条の４第１項，第２７条」

に改め，同号中ヘをヤとし，フをモとし，同号ヒ中「第２７条」

を「第２６条の３第１項及び第３項，第２６条の４第１項及び第

３項，第２７条」に，「及び」を「並びに」に改め，同号ヒを同

号メとし，同号ハ中「第４８条第４項」を「第４８条第１項の規
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し，同号セ中「登録簿」の右に「又は特定毒物研究者名簿」を加

え，同号セを同号ソとし，その次に次のように加える。

タ　第３６条の４第２項の規定による通知及び同条第３項の

規定による送付に関すること。

チ　第３６条の６の規定による行政処分に関する通知に関す

ること。

　第１条第１項第２２号ス中「登録票」の右に「又は許可証」を

加え，同号スを同号セとし，同号シ中「登録票」の右に「又は許

可証」を加え，同号シを同号スとし，同号サ中「登録票」の右に

「又は許可証」を加え，同号サを同号シとし，同号コ中「登録

票」の右に「又は許可証」を加え，同号コを同号サとし，同号ケ

の次に次のように加える。

コ　第３４条の規定による許可証の交付に関すること。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１９号

平成２８年３月３１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の一部を改正する規則

第１条　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）の一

部を次のように改正する。

第４条第１項中「４の項」を「１０の項」に改め，同項第１

号中「（平成１７年法律第１２３号）」を削り，同条を第１０

条とする。

第３条第１項中「３の項」を「９の項」に改め，同項第１号

中「（昭和２２年法律第１６４号）」を削り，同条を第９条と

する。

第２条第１項中「２の項」を「８の項」に改め，同条第３項

中「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「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１�

７年法律第１２３号）第４条第１項の政令で定める特殊の疾

病」に改め，同条を第８条とし，同条の前に次の３条を加え

る。

第５条　条例別表第１の５の項の規則で定める事務は，次のとお

りとする。

⑴　子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）附則第

６条第１項の委託費の支払に関する事務

⑵　子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による市長

が定める額の徴収に関する事務

第６条　条例別表第１の６の項の規則で定める事務は，次のとお

りとする。

ス　第２１条（第２６条において読み替えて準用する場合を

含む。）の規定による患者の移送に関すること。

　第１条第１項第４号ケ中「第１９条第１項（第２６条におい

て」の右に「読み替えて」を加え，「同条第２項」を「第１９条

第２項」に，「同条第３項（第２６条において」を「第１９条第

３項（第２６条において読み替えて」に，「同条第５項」を「第

１９条第５項」に，「同条第７項」を「第１９条第７項」に改

め，同号中ケをサとし，クをコとし，同号キ中「勧告，」を「勧

告及び」に改め，「，同条第３項（第２３条（第２６条において

準用する場合を含む。），第４５条第３項及び第４９条において

準用する場合を含む。）の規定による健康診断についての書面通

知及び同条第４項（第２３条（第２６条において準用する場合を

含む。），第４５条第３項及び第４９条において準用する場合を

含む。）の規定による健康診断についての書面交付」を削り，同

号中キをケとし，カをキとし，その次に次のように加える。

ク　第１６条の３第１項の規定による検体の提出又は採取の

勧告，同条第３項の規定による検体の採取の措置，同条第

５項（第２３条（第２６条において準用する場合を含

む。），第４４条の７第９項，第４５条第３項及び第４９

条において準用する場合を含む。）の規定による書面通

知，第１６条の３第６項（第２３条（第２６条において準

用する場合を含む。），第４４条の７第９項，第４５条第

３項及び第４９条において準用する場合を含む。）の規定

による書面交付，第１６条の３第７項の規定による検体の

検査の実施及び同条第８項の規定による検査の結果等の報

告に関すること。

　第１条１項第４号オを同号カとし，同号エ中「及び同条第５

項」を「，同条第３項の規定による検体若しくは感染症の病原体

の提出又は検体の採取の請求の指示，同条第４項の規定による検

体又は感染症の病原体の検査の実施及び同条第８項」に改め，同

号エを同号オとし，同号ウの次に次のように加える。

エ　第１４条の２第２項の規定により提出される検体又は感

染症の病原体の受理，同条第３項の規定による検体又は感

染症の病原体の検査の実施及び同条第４項の規定による検

査の結果等の報告に関すること。

　第１条第１項第６号に次のように加える。

オ　第３２条第１項の規定による勧告，同条第２項の規定に

よる措置命令及び同条第４項の規定による通知に関するこ

と。

　第１条第１項第２１号中サをシとし，クからコまでをケからサ

までとし，同号キ中「登録」の右に「又は許可」を加え，同号中

キをクとし，カをキとし，オをカとし，同号エ中「第１０条第１

項」の右に「及び第２項」を加え，同号中エをオとし，ウをエと

し，イをウとし，アの次に次のように加える。

イ　第６条の２の規定による特定毒物研究者の許可に関する

こと。

　第１条第１項第２２号タ及びチを削り，同号ソ中「交付」の右

に「，同条第２項の規定による登録簿の送付及び同条第３項の規

定による返納された登録票の受理」を加え，同号ソを同号ツと
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第２条第５号の改良住宅及び同条第９号の特賃住宅を除

く。）に係るものに限る。）

⑽　広島市市営住宅等条例第３０条第２項若しくは第３２条第

１項の家賃の決定又は同条第２項の金銭の徴収に関する事務

（市営住宅（同条例第３０条第２項の家賃の決定にあっては

公営住宅法による公営住宅，住宅地区改良法による改良住宅

及び同条例第２条第９号の特賃住宅を，同条例第３２条第１

項の家賃の決定又は同条第２項の金銭の徴収にあっては公営

住宅法による公営住宅，同条例第２条第５号の改良住宅及び

同条第９号の特賃住宅を除く。）に係るものに限る。）

⑾　広島市市営住宅等条例第３１条第１項又は第４０条第１項

の明渡しの請求に関する事務（市営住宅（同条例第３１条第

１項の明渡しの請求にあっては公営住宅法による公営住宅，

同条例第２条第５号の改良住宅及び同条第９号の特賃住宅

を，同条例第４０条第１項の明渡しの請求にあっては公営住

宅法による公営住宅，住宅地区改良法による改良住宅及び促

進法による賃貸住宅を除く。）に係るものに限る。）

⑿　広島市市営住宅等条例第３１条第４項の期限の延長の申出

の受理，その申出に係る事実についての審査又はその申出に

対する応答に関する事務（市営住宅（公営住宅法による公営

住宅，同条例第２条第５号の改良住宅及び同条第９号の特賃

住宅を除く。）に係るものに限る。）

⒀　広島市市営住宅等条例第３３条のあっせん等に関する事務

（市営住宅（公営住宅法による公営住宅，住宅地区改良法に

よる改良住宅及び同条例第２条第９号の特賃住宅を除く。）

に係るものに限る。）

⒁　広島市市営住宅等条例第４７条の収入状況の報告の請求等

に関する事務（市営住宅（公営住宅法による公営住宅，住宅

地区改良法による改良住宅及び同条例第２条第９号の特賃住

宅を除く。）に係るものに限る。）

⒂　広島市市営住宅等条例第５６条若しくは第６２条の使用の

申込みの受理，その申込みに係る事実についての審査又はそ

の申込みに対する応答に関する事務（市営住宅等附設駐車場

（市営店舗の使用者に係る駐車場及びその附帯施設を除く。

次号から第１９号までにおいて同じ。）又は自動車保管場所

（市営店舗の使用者に係る自動車保管場所を除く。第２０号

において同じ。）に係るものに限る。）

⒃　広島市市営住宅等条例第５８条第３項の附設駐車場使用料

の減免の申請の受理，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（市営住宅等附設駐車

場に係るものに限る。）

⒄　広島市市営住宅等条例第６１条において準用する同条例第

１２条第１項（第２号を除く。）の使用手続に関する事務

（市営住宅等附設駐車場に係るものに限る。）

⒅　広島市市営住宅等条例第６１条において準用する同条例第

１７条第１項又は第５項の附設駐車場使用料の徴収に関する

事務（市営住宅等附設駐車場に係るものに限る。）

⒆　広島市市営住宅等条例第６１条において読み替えて準用す

る同条例第４０条第１項の明渡しの請求に関する事務（市営

⑴　広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島市条例第４�

４号）第５条又は広島市阿戸認定こども園条例（平成２７年

広島市条例第１３号）第５条の保育園等（保育園及び広島市

阿戸認定こども園をいう。）への入園の申込みの受理，その

申込みに係る事実についての審査又はその申込みに対する応

答に関する事務

⑵　広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定こども

園条例第７条第１項の保育料の徴収に関する事務

第７条　条例別表第１の７の項の規則で定める事務は，次のとお

りとする。

⑴　広島市市営住宅等条例第９条第１項の入居の申込みの受

理，その申込みに係る事実についての審査又はその申込みに

対する応答に関する事務（市営住宅（公営住宅法（昭和２６

年法律第１９３号）による公営住宅（同法第２条第２号に規

定する公営住宅をいう。以下この条において同じ。），住宅

地区改良法による改良住宅及び促進法による賃貸住宅を除

く。次号及び第４号から第８号までにおいて同じ。）に係る

ものに限る。）

⑵　広島市市営住宅等条例第１２条第１項の入居手続に関する

事務（市営住宅に係るものに限る。）

⑶　広島市市営住宅等条例第１３条第１項の収入の申告の受

理，その申告に係る事実についての審査又はその申告に対す

る応答に関する事務（市営住宅（公営住宅法による公営住

宅，住宅地区改良法による改良住宅及び同条例第２条第９号

の特賃住宅を除く。）に係るものに限る。）

⑷　広島市市営住宅等条例第１４条の家賃の決定に関する事務

（市営住宅に係るものに限る。）

⑸　広島市市営住宅等条例第１５条（同条例第３０条第３項及

び第３２条第３項において準用する場合を含む。）の家賃若

しくは金銭若しくは同条例第１８条第２項の敷金の減免若し

くは徴収猶予の申請の受理，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（市営住宅に係

るものに限る。）

⑹　広島市市営住宅等条例第１７条第１項若しくは第５項（同

条例第３０条第３項及び第３２条第３項において準用する場

合を含む。）の家賃又は同条例第１８条第１項の敷金の徴収

に関する事務（市営住宅に係るものに限る。）

⑺　広島市市営住宅等条例第２４条第１項の入居の権利の承継

若しくは同条例第２５条の同居の承認の申請の受理，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（市営住宅に係るものに限る。）

⑻　広島市市営住宅等条例第２７条（第１号を除く。）の届出

の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

（市営住宅に係るものに限る。）

⑼　広島市市営住宅等条例第２８条第１項又は第２項の認定に

関する事務（市営住宅（同条例第２８条第１項の認定にあっ

ては公営住宅法による公営住宅，住宅地区改良法による改良

住宅及び同条例第２条第９号の特賃住宅を，同条例第２８条

第２項の認定にあっては公営住宅法による公営住宅，同条例
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める事務を定める規則の一部を次のように改正する。

第２条及び第３条第１号中「第７条」を「第９条」に改め

る。

第１０条第１項中「１０の項」を「１２の項」に改め，同条

を第１２条とする。

第９条第１項中「９の項」を「１１の項」に改め，同条を第

１１条とする。

第８条第１項中「８の項」を「１０の項」に改め，同条を第

１０条とする。

第７条中「７の項」を「９の項」に改め，同条を第９条と

し，第６条の次に次の２条を加える。

第７条　条例別表第１の７の項の規則で定める事務は，次のと

おりとする。

⑴　広島市重度心身障害者医療費補助条例（昭和４８年広島

市条例第６２号）第５条第１項の資格者証の交付に関する

事務

⑵　広島市重度心身障害者医療費補助条例第６条の医療費の

補助に関する事務

第８条　条例別表第１の８の項の規則で定める事務は，次のと

おりとする。

⑴　広島市こども医療費補助条例（昭和４８年広島市条例第

１０２号）第６条第１項の資格者証の交付に関する事務

⑵　広島市こども医療費補助条例第７条の医療費の支払等に

関する事務

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２

条の規定は，広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正す

る条例（平成２８年広島市条例第１３号）第３条の規定の施行の

日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２０号

平成２８年３月３１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の一部を改正する規

則

第１条　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（平成２７年広島市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。

第１条第１１号ア中「（イ及び次条第６号において「措置児

童」という。）」及び「（イを除く。）」を削り，「国民健康

保険法」を「国民健康保険の被保険者の資格，国民健康保険法

第６５条第１項の規定による徴収金若しくは同法」に改め，同

号イ中「措置児童又は当該措置児童」を「措置児童等又は当該

措置児童等」に改め，「第５６条第２項」の右に「又は第３

住宅等附設駐車場に係るものに限る。）

⒇　広島市市営住宅等条例第６２条の規定による自動車保管場

所に係る使用承認の取消しに関する事務

　第１条中「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。）」を「条例」に，「１

の項」を「４の項」に改め，同条を第４条とし，同条の前に次の

３条を加える。

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，子ども・子育て支援法及び就学前の子ども

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の一

部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

（平成２４年法律第６７号）第９条第１項の規定によりなお従

前の例によることとされる同法の施行の日前に行われた同法第

６条の規定による改正前の児童福祉法（昭和２２年法律第１６�

４号）第２４条第１項の規定による保育所における保育を行う

ことに要する費用の徴収に関する事務とする。

第２条　条例別表第１の２の項の規則で定める事務は，広島市市

営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第２４条第１項

の入居の権利の承継若しくは同条例第２５条の同居の承認の申

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（住宅地区改良法（昭和３５年法律第

８４号）による改良住宅（同法第２条第６項に規定する改良住

宅をいう。第７条において同じ。）に係るものに限る。）とす

る。

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　広島市市営住宅等条例第１２条第１項の入居手続に関する

事務（特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律（平成５

年法律第５２号。以下この条及び第７条において「促進法」

という。）による賃貸住宅に係るものに限る。）

⑵　広島市市営住宅等条例第１５条の家賃若しくは同条例第

１８条第２項の敷金の減免若しくは徴収猶予の申請の受理，

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（促進法による賃貸住宅に係るものに限

る。）

⑶　広島市市営住宅等条例第１７条第１項若しくは第５項の家

賃又は同条例第１８条第１項の敷金の徴収に関する事務（促

進法による賃貸住宅に係るものに限る。）

⑷　広島市市営住宅等条例第２４条第１項の入居の権利の承継

若しくは同条例第２５条の同居の承認の申請の受理，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（促進法による賃貸住宅に係るものに限る。）

⑸　広島市市営住宅等条例第２７条（第１号を除く。）の届出

の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務

（促進法による賃貸住宅に係るものに限る。）

⑹　広島市市営住宅等条例第４０条第１項の明渡しの請求に関

する事務（促進法による賃貸住宅に係るものに限る。）

第２条　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
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ツ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定

こども園条例第７条第１項の保育料に関する情報

　第２条第５号の次に次の１号を加える。

⑹　�児童福祉法第２４条第３項の調整又は要請に関する事務

次に掲げる情報

ア　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは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

付費若しくは同法第２１条の５の１２第１項の高額障害

児通所給付費の支給又は同法第２１条の６の措置に関す

る情報

イ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは保護者と同一の世帯に属する者に

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

ウ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは保護者と同一の世帯に属する者に

係る児童福祉法第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若

しくは同法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等

給付費の支給又は同法第２７条第１項第３号の措置に関

する情報

エ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは保護者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

オ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは保護者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

カ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは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

キ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは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

ク　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは保護者と同一の世帯に属する者に

係る児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第４

条第１項の児童扶養手当の支給に関する情報

ケ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは保護者と同一の世帯に属する者に

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

コ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは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

項」を加え，「若しくは第７号」を「，第７号若しくは第７号

の３」に改め，「第５１条第２号」の右に「，第４号若しくは

第５号」を加え，同号オ中「介護保険法」の右に「第２２条第

１項の規定による徴収金又は同法」を加え，同号オを同号カと

し，同号エの次に次のように加える。

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。以下同じ。）

第１条第１１号に次のように加える。

キ　措置児童等又は当該措置児童等と同一の世帯に属する

者に係る子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５

号）附則第６条第４項の規定による市長が定める額に関

する情報

ク　措置児童等又は当該措置児童等と同一の世帯に属する

者に係る子ども・子育て支援法及び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の

一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関

する法律（平成２４年法律第６７号）第９条第１項の規

定によりなお従前の例によることとされる同法の施行の

日前に行われた同法第６条の規定による改正前の児童福

祉法（以下「旧児童福祉法」という。）第２４条第１項

の規定による保育所における保育を行うことに要する費

用に関する情報

ケ　措置児童等又は当該措置児童等と同一の世帯に属する

者に係る広島市保育園条例（昭和２３年１０月４日広島

市条例第４４号）第７条第１項又は広島市阿戸認定こど

も園条例（平成２７年広島市条例第１３号）第７条第１

項の保育料に関する情報

　第２条第６号ア中「措置児童」を「児童福祉法第２１条の６

の措置に係る児童（以下この号において「措置児童」とい

う。）」に改め，「係る」の右に「国民健康保険の被保険者の

資格，国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金，」

を加え，同号スを同号ソとし，同号シ中「係る」の右に「介護

保険法第２２条第１項の規定による徴収金又は」を加え，同号

シを同号セとし，その前に次のように加える。

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

係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

　第２条第６号サを同号シとし，その前に次のように加える。

サ　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

　第２条第６号に次のように加え，同号を同条第７号とする。

タ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定によ

る市長が定める額に関する情報

チ　措置児童又は当該措置児童と同一の世帯に属する者に

係る旧児童福祉法第２４条第１項の規定による保育所に

おける保育を行うことに要する費用に関する情報
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童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児

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

サ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る特

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，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務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

ス　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る介

護保険法第２２条第１項の規定による徴収金又は介護保

険料に関する情報

セ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務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

ソ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る子

ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による市長

が定める額に関する情報

タ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る旧

児童福祉法第２４条第１項の規定による保育所における

保育を行うことに要する費用に関する情報

チ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る広

島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定こども

園条例第７条第１項の保育料に関する情報

⑼　旧児童福祉法第２４条第１項の規定による保育所におけ

る保育を行うことに要する費用の徴収に関する事務　次に

掲げる情報

ア　保育を受けた乳幼児（乳児又は幼児をいう。以下この

号及び第１６条において同じ。），当該乳幼児の扶養義

務者又は当該乳幼児若しくは扶養義務者と同一の世帯に

属する者に係る国民健康保険の被保険者の資格，国民健

康保険法第６５条第１項の規定による徴収金，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　保育を受けた乳幼児，当該乳幼児の扶養義務者又は当

該乳幼児若しくは扶養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　保育を受けた乳幼児，当該乳幼児の扶養義務者又は当

該乳幼児若しくは扶養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　保育を受けた乳幼児，当該乳幼児の扶養義務者又は当

該乳幼児若しくは扶養義務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

オ　保育を受けた乳幼児，当該乳幼児の扶養義務者又は当

サ　当該調整若しくは要請に係る児童，当該児童の保護者

又は当該児童若しくは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

　第２条に次の２号を加える。

⑻　児童福祉法第５６条第３項の費用の徴収に関する事務

（同法第５１条第４号及び第５号に係るものに限る。）　

次に掲げる情報

ア　児童福祉法第２４条第５項若しくは第６項の措置に係

る児童（以下この号において「措置児童」という。），

当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児童若しくは扶

養義務者と同一の世帯に属する者に係る国民健康保険の

被保険者の資格，国民健康保険法第６５条第１項の規定

による徴収金，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，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務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若

しくは同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給又は同法第２１条の６の措置に関する情報

ウ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児

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，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に係る児

童福祉法第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若しくは同

法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費の

支給又は同法第２７条第１項第３号の措置に関する情報

オ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養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

カ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者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

キ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務者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

ク　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養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

ケ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児

童若しくは扶養義務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

コ　措置児童，当該措置児童の扶養義務者又は当該措置児
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　第１２条中「１２の項」を「１４の項」に改め，同条第７号

オ中「（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。）」を削り，同条を第１４条とし，同

条の次に次の３条を加える。

第１５条　条例別表第２の１５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　子ども・子育て支援法第１６条の資料の提供等の求めに

関する事務　次に掲げる情報

ア　当該求めに係る子ども，当該子どもの保護者若しくは

扶養義務者又は当該子ども，保護者若しくは扶養義務者

と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

イ　当該求めに係る子ども，当該子どもの保護者若しくは

扶養義務者又は当該子ども，保護者若しくは扶養義務者

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

⑵　子ども・子育て支援法第２０条第１項の認定の申請に係

る事実についての審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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若

しくは同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給又は同法第２１条の６の措置に関する情報

イ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

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

ウ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

童福祉法第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若しくは同

法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費の

支給又は同法第２７条第１項第３号の措置に関する情報

エ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者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

オ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者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

カ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

キ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

ク　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

該乳幼児若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に

係る介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金又は

介護保険料に関する情報

カ　保育を受けた乳幼児，当該乳幼児の扶養義務者又は当

該乳幼児若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に

係る子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定によ

る市長が定める額に関する情報

キ　保育を受けた乳幼児，当該乳幼児の扶養義務者又は当

該乳幼児若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する者に

係る広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定

こども園条例第７条第１項の保育料に関する情報

　第３条第１号中「係る」の右に「国民健康保険の被保険者の

資格，国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金，」

を加え，同条第５号中「係る」の右に「介護保険法第２２条第

１項の規定による徴収金又は」を加え，同条に次の３号を加え

る。

⑹　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

る子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による市

長が定める額に関する情報

⑺　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

る旧児童福祉法第２４条第１項の規定による保育所におけ

る保育を行うことに要する費用に関する情報

⑻　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

る広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定こど

も園条例第７条第１項の保育料に関する情報

　第４条第３号ア中「係る」の右に「国民健康保険の被保険者

の資格，国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収

金，」を加え，同号エ中「係る」の右に「介護保険法第２２条

第１項の規定による徴収金又は」を加え，同号に次のように加

える。

オ　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定

による市長が定める額に関する情報

カ　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る旧児童福祉法第２４条第１項の規定による保育

所における保育を行うことに要する費用に関する情報

キ　納税義務者又は当該納税義務者と同一の世帯に属する

者に係る広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸

認定こども園条例第７条第１項の保育料に関する情報

　第１６条を第２１条とする。

　第１５条中「１５の項」を「２０の項」に，「第４条第１項

第１号」を「第１０条第１項第１号」に改め，同条を第２０条

とする。

　第１４条中「１４の項」を「１９の項」に，「第３条第１項

第１号」を「第９条第１項第１号」に改め，同条を第１９条と

する。

　第１３条中「１３の項」を「１８の項」に，「（平成２７年

広島市規則第７３号）第２条第１項第１号」を「第８条第１項

第１号」に改め，同条を第１８条とする。
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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

ケ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特

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

コ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

サ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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　子ども・子育て支援法第２３条第４項の職権による支給

認定の変更の認定に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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若

しくは同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給又は同法第２１条の６の措置に関する情報

イ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

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

ウ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

童福祉法第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若しくは同

法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費の

支給又は同法第２７条第１項第３号の措置に関する情報

エ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者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

オ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者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

カ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

キ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

ク　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

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

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

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

ケ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特

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

コ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

サ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

⑶　子ども・子育て支援法第２３条第１項の支給認定の変更

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　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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若

しくは同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給又は同法第２１条の６の措置に関する情報

イ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

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

ウ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児

童福祉法第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若しくは同

法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費の

支給又は同法第２７条第１項第３号の措置に関する情報

エ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者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

オ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者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

カ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

キ　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

ク　当該申請に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る児
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ケ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る

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

コ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは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

サ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは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

⑹　子ども・子育て支援法附則第６条第４項の規定による市

長が定める額の徴収に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する

者に係る国民健康保険の被保険者の資格，国民健康保険

法第６５条第１項の規定による徴収金，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　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養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　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養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　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養義務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

オ　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する

者に係る介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金

又は介護保険料に関する情報

カ　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する

者に係る旧児童福祉法第２４条第１項の規定による保育

所における保育を行うことに要する費用に関する情報

キ　当該徴収に係る子どもの保護者若しくは扶養義務者又

は当該保護者若しくは扶養義務者と同一の世帯に属する

者に係る広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸

認定こども園条例第７条第１項の保育料に関する情報

第１６条　条例別表第２の１６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６条第

２号の徴収に関する事務とし，条例別表第２の１６の項の規

則で定める情報は，次に掲げる情報とする。

⑴　当該徴収に係る乳幼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国民健康保険の被保険者の資格，国

民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金，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　当該徴収に係る乳幼児の保護者又は当該保護者と同一の

ケ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る特

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

コ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

サ　当該変更に係る子ども，当該子どもの保護者又は当該

子ども若しくは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

⑸　子ども・子育て支援法第２４条第１項の支給認定の取消

しに関する事務　次に掲げる情報

ア　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは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

費若しくは同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児

通所給付費の支給又は同法第２１条の６の措置に関する

情報

イ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る

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

ウ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る

児童福祉法第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若しくは

同法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費

の支給又は同法第２７条第１項第３号の措置に関する情

報

エ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは保護者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

オ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは保護者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

カ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは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

キ　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは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

ク　当該取消しに係る子ども，当該子どもの保護者又は当

該子ども若しくは保護者と同一の世帯に属する者に係る

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
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関する情報

⑶　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７条第５号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　当該申請に係る市営住宅入居者等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及びその障

害の程度に関する情報

イ　当該申請に係る市営住宅入居者等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及びその障害の程度に関する情報

ウ　当該申請に係る市営住宅入居者等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

エ　当該申請に係る市営住宅入居者等に係る要介護認定又

は要支援認定に関する情報

⑷　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７条第６号の徴収に関する事務　

当該徴収に係る市営住宅入居者等に係る生活保護実施関係

情報

⑸　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７条第１４号の請求等に関する事

務　当該請求等に係る市営住宅入居者等に係る市町村民税

に関する情報

⑹　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７条第１５号の申込みに係る事実

についての審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該申込みに係る市営住宅等附設駐車場（市営店舗の

使用者に係る駐車場及びその附帯施設を除く。）の使用

者（以下この号及び次号において「市営住宅等附設駐車

場使用者」という。）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及びその障害の程度に関

する情報

イ　当該申込みに係る市営住宅等附設駐車場使用者に係る

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及びその障害の程度

に関する情報

⑺　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７条第１６号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　当該申請に係る市営住宅等附設駐車場使用者に係る身

体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の交付

及びその障害の程度に関する情報

イ　当該申請に係る市営住宅等附設駐車場使用者に係る精

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及びその障害の程度に

関する情報

　第１１条中「１１の項」を「１３の項」に改め，同条第１号

中「第７号」を「第８号」に改め，同条中第９号を削り，第８

号を第９号とし，第１号から第７号までを１号ずつ繰り下げ，

同条に第１号として次の１号を加え，同条を第１３条とする。

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　当該徴収に係る乳幼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生活保護実施関係情報

⑷　当該徴収に係る乳幼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等に関する情報

⑸　当該徴収に係る乳幼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２２条第１項の規定に

よる徴収金又は介護保険料に関する情報

⑹　当該徴収に係る乳幼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子ども・子育て支援法附則第６条第

４項の規定による市長が定める額に関する情報

⑺　当該徴収に係る乳幼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旧児童福祉法第２４条第１項の規定

による保育所における保育を行うことに要する費用に関す

る情報

第１７条　条例別表第２の１７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　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７条第１号の申込みに係る事実に

ついての審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該申込みに係る市営住宅（公営住宅法による公営住

宅（同法第２条第２号に規定する公営住宅をいう。），

住宅地区改良法による改良住宅（同法第２条第６項に規

定する改良住宅をいう。）及び広島市市営住宅等条例

（平成９年広島市条例第３５号）第２条第９号の特賃住

宅を除く。）の入居者又は同居者（以下この条において

「市営住宅入居者等」という。）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及びその障害

の程度に関する情報

イ　当該申込みに係る市営住宅入居者等に係る精神保健及

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及びその障害の程度に関する情

報

ウ　当該申込みに係る市営住宅入居者等に係る要介護認定

又は要支援認定に関する情報

⑵　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７条第３号の申告に係る事実につ

いての審査に関する事務　次に掲げる情報

ア　当該申告に係る市営住宅入居者等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及びその障

害の程度に関する情報

イ　当該申告に係る市営住宅入居者等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及びその障害の程度に関する情報

ウ　当該申告に係る市営住宅入居者等に係る生活保護実施

関係情報

エ　当該申告に係る市営住宅入居者等に係る市町村民税に
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　第９条中「９の項」を「１１の項」に改め，同条を第１１条

とする。

　第８条中「８の項」を「１０の項」に改め，同条を第１０条

とする。

　第７条中「７の項」を「９の項」に改め，同条を第９条とす

る。

　第６条中「６の項」を「８の項」に改め，同条第１号中

「（昭和３６年法律第２３８号）」を削り，同条を第８条と

し，同条の前に次の１条を加える。

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　住宅地区改良法（昭和３５年法律第８４号）第２９条第

１項において準用する公営住宅法第２５条第１項の入居の

申込みに係る事実についての審査に関する事務　住宅地区

改良法第２条第６項の改良住宅の入居者又は同居者（以下

この条において「改良住宅入居者等」という。）に係る要

介護認定又は要支援認定に関する情報

⑵　住宅地区改良法第２９条第１項において準用する公営住

宅法第３４条の収入状況の報告の請求等に関する事務　改

良住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報

⑶　住宅地区改良法第２９条第３項の規定によりその例によ

ることとされる公営住宅法の一部を改正する法律（平成８

年法律第５５号）の規定による改正前の公営住宅法（次号

において「旧公営住宅法」という。）第１２条第１項の家

賃の決定に関する事務　改良住宅入居者等に係る生活保護

実施関係情報

⑷　住宅地区改良法第２９条第３項の規定によりその例によ

ることとされる旧公営住宅法第１２条第２項（旧公営住宅

法第２１条の２第３項において準用する場合を含む。）の

家賃の減免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　改良住宅入居者等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

イ　改良住宅入居者等に係る要介護認定又は要支援認定に

関する情報

　第５条中「５の項」を「６の項」に改め，「事務は，」の右

に「国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金又は」

を加え，同条第１号から第４号までの規定中「国民健康保険

料」を「国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは国民健康保険料」に改め，同条第５号中「国民健康保険

料」を「国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは国民健康保険料」に改め，「係る」の右に「介護保険法

第２２条第１項の規定による徴収金又は」を加え，同条に次の

３号を加え，同条を第６条とする。

⑹　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若し

くは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子ども・子育て支援法附則第

６条第４項の規定による市長が定める額に関する情報

⑴　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金又は介護

保険料の徴収に関する事務　次に掲げる情報

ア　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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の被保険者の資

格，国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収

金，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　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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

オ　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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子ども・子育て支援法附則第６

条第４項の規定による市長が定める額に関する情報

カ　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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旧児童福祉法第２４条第１項の

規定による保育所における保育を行うことに要する費用

に関する情報

キ　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金若しく

は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広島市保育園条例第７条第１項

又は広島市阿戸認定こども園条例第７条第１項の保育料

に関する情報

　第１０条中「１０の項」を「１２の項」に改め，同条第１号

中「係る」の右に「国民健康保険の被保険者の資格，国民健康

保険法第６５条第１項の規定による徴収金又は」を加え，同条

第５号中「係る」の右に「介護保険法第２２条第１項の規定に

よる徴収金又は」を加え，同条に次の３号を加え，同条を第１�

２条とする。

⑹　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子ども・子育て支援法附

則第６条第４項の規定による市長が定める額に関する情報

⑺　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旧児童福祉法第２４条第

１項の規定による保育所における保育を行うことに要する

費用に関する情報

⑻　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広島市保育園条例第７条

第１項又は広島市阿戸認定こども園条例第７条第１項の保

育料に関する情報
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療費補助条例第５条第１項の資格者証の交付に関する情

報

エ　当該変更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広島市こども医療費補助条例第

６条第１項の資格者証の交付に関する情報

第１条第１１号エ中「をいう。）を」を「をいう。第１７条

第１号エにおいて同じ。）を」に改める。

第５条第２号イ中「第１７条」を「第１９条」に改める。

第６条中「国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収

金又は国民健康保険料の徴収に関する」を「次の各号に掲げ

る」に，「次に掲げる」を「当該各号に掲げる事務の区分に応

じ当該各号に定める」に改め，同条各号を次のように改める。

⑴　国民健康保険法第９条第６項の被保険者資格証明書の交

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　当該交付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る広島市重度心身障害者医療費補助条例第５条第１

項の資格者証の交付に関する情報

イ　当該交付に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者

に係る広島市こども医療費補助条例第６条第１項の資格

者証の交付に関する情報

⑵　国民健康保険法第５４条の療養費又は同法第５４条の３

の特別療養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　当該申請に係る療養を受けた者に係る広島市重度心身

障害者医療費補助条例第５条第１項の資格者証の交付に

関する情報

イ　当該申請に係る療養を受けた者に係る広島市こども医

療費補助条例第６条第１項の資格者証の交付に関する情

報

⑶　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金又は

国民健康保険料の徴収に関する事務　次に掲げる情報

ア　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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

イ　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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

ウ　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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

エ　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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

オ　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは国民健康保険料を納付する義務を負う者又は当該

⑺　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若し

くは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旧児童福祉法第２４条第１項

の規定による保育所における保育を行うことに要する費用

に関する情報

⑻　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若し

くは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広島市保育園条例第７条第１

項又は広島市阿戸認定こども園条例第７条第１項の保育料

に関する情報

　第４条の次に次の１条を加える。

第５条　条例別表第２の５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　公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第１６条第１

項又は第２８条第２項の家賃の決定に関する事務　同法第

２条第２号の公営住宅の入居者又は同居者（以下この条に

おいて「公営住宅入居者等」という。）に係る生活保護実

施関係情報

⑵　公営住宅法第１６条第４項（同法第２８条第３項及び第

２９条第８項において準用する場合を含む。）の家賃又は

金銭の減免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　公営住宅入居者等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

イ　公営住宅入居者等に係る要介護認定（介護保険法第

１９条第１項の要介護認定をいう。以下この条，第７条

及び第１７条において同じ。）又は要支援認定（同法第

１９条第２項の要支援認定をいう。以下この条，第７条

及び第１７条において同じ。）に関する情報

⑶　公営住宅法第２５条第１項の入居の申込みに係る事実に

ついての審査に関する事務　公営住宅入居者等に係る要介

護認定又は要支援認定に関する情報

⑷　公営住宅法第３４条の収入状況の報告の請求等に関する

事務　公営住宅入居者等に係る市町村民税に関する情報

第２条　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の一部を次のように改正する。

第１条第１号に次のように加える。

ウ　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広島市重度心身障害者医療費補

助条例（昭和４８年広島市条例第６２号）第５条第１項

の資格者証の交付に関する情報

エ　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広島市こども医療費補助条例

（昭和４８年広島市条例第１０２号）第６条第１項の資

格者証の交付に関する情報

第１条第２号に次のように加える。

ウ　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広島市重度心身障害者医
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中「情報」の右に「（省令第４７条第１項第５号ロに定めるも

のに該当するものを除く。）」を加え，同号に次のように加

え，同号を同条第６号とする。

ウ　当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医療費

補助条例第５条第１項の資格者証の交付に関する情報

　第１３条中第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加

える。

⑷　介護保険法第５１条の２第１項の高額医療合算介護サー

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を含

む。）　当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医

療費補助条例第５条第１項の資格者証の交付に関する情報

　第２１条を第２３条とする。

　第２０条中「２０の項」を「２２の項」に，「第１０条第１

項第１号」を「第１２条第１項第１号」に改め，同条を第２２

条とする。

　第１９条中「１９の項」を「２１の項」に，「第９条第１項

第１号」を「第１１条第１項第１号」に改め，同条を第２１条

とする。

　第１８条中「１８の項」を「２０の項」に，「第８条第１項

第１号」を「第１０条第１項第１号」に改め，同条を第２０条

とする。

　第１７条中「１７の項」を「１９の項」に改め，同条第１号

中「第７条第１号」を「第９条第１号」に改め，同条第２号中

「第７条第３号」を「第９条第３号」に改め，同条第３号中

「第７条第５号」を「第９条第５号」に改め，同条第４号中

「第７条第６号」を「第９条第６号」に改め，同条第５号中

「第７条第１４号」を「第９条第１４号」に改め，同条第６号

中「第７条第１５号」を「第９条第１５号」に改め，同条第７

号中「第７条第１６号」を「第９条第１６号」に改め，同条を

第１９条とし，第１６条の次に次の２条を加える。

第１７条　条例別表第２の１７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　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７条第１号の資格者証の交付の申

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　当該申請に係る重度心身障害者に係る国民健康保険の

被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する

情報

イ　当該申請に係る重度心身障害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

ウ　当該申請に係る重度心身障害者に係る生活保護実施関

係情報

エ　当該申請に係る重度心身障害者又は当該重度心身障害

者の配偶者若しくは扶養義務者に係る市町村民税又は道

府県民税に関する情報

者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第２２条第

１項の規定による徴収金又は介護保険料に関する情報

カ　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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子ども・子育て支援法

附則第６条第４項の規定による市長が定める額に関する

情報

キ　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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旧児童福祉法第２４条

第１項の規定による保育所における保育を行うことに要

する費用に関する情報

ク　国民健康保険法第６５条第１項の規定による徴収金若

しくは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広島市保育園条例第７

条第１項又は広島市阿戸認定こども園条例第７条第１項

の保育料に関する情報

第１１条中「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」を「次に掲げる」に改め，同条に

次の各号を加える。

⑴　母子保健法第２０条の措置に係る未熟児（以下この条に

おいて「被措置未熟児」という。）の扶養義務者に係る市

町村民税に関する情報

⑵　被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る

広島市重度心身障害者医療費補助条例第５条第１項の資格

者証の交付に関する情報

⑶　被措置未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る

広島市こども医療費補助条例第６条第１項の資格者証の交

付に関する情報

　第１３条第３号中「に限る」を「を含む」に改め，同号ア中

「生活保護実施関係情報」の右に「（省令第４７条第１項第３

号イに定めるものに該当するものを除く。）」を加え，同号イ

中「情報」の右に「（省令第４７条第１項第３号ロに定めるも

のに該当するものを除く。）」を加え，同号に次のように加え

る。

ウ　当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害者医療費

補助条例第５条第１項の資格者証の交付に関する情報

　第１３条中第１２号を第１４号とし，第７号から第１１号ま

でを２号ずつ繰り下げ，第６号を第８号とし，同号の前に次の

１号を加える。

⑺　介護保険法第６１条の２第１項の高額医療合算介護予防

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

を含む。）　当該申請を行う者に係る広島市重度心身障害

者医療費補助条例第５条第１項の資格者証の交付に関する

情報

　第１３条第５号中「に限る」を「を含む」に改め，同号ア中

「生活保護実施関係情報」の右に「（省令第４７条第１項第５

号イに定めるものに該当するものを除く。）」を加え，同号イ
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布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市住民投票条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市住民投票条例施行規則（平成１５年広島市規則第９０

号）の一部を次のように改正する。

　第６条第３項中「行政不服審査法（昭和３７年法律第１６０

号）」を「行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）」に，

「不服申立て」を「審査請求」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２２号

平成２８年３月３１日

　職員の職名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

職員の職名に関する規則の一部を改正する規則

　職員の職名に関する規則（昭和４９年広島市規則第２６号）の

一部を次のように改正する。

　本則に次の１条を加える。

　（再任用職員の職名）

第５条　前３条の規定によるもののほか，再任用職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項，第

２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規

定により採用された職員をいう。以下この条において同じ。）

の職名には，再任用職員であることを示す文字を用いることが

できる。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２３号

平成２８年３月３１日

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特定事業主

等を定める規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

女性の職業生活における活躍の推進に関する法律の特

定事業主等を定める規則

　女性の職業生活における活躍の推進に関する法律施行令（平成

２７年政令第３１８号）第１条第２項の規定に基づき，女性の職

業生活における活躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４

号）第１５条第１項に規定する地方公共団体の機関，その長又は

その職員で規則で定めるものは，次の表の左欄に掲げるものと

し，それぞれ同表の右欄に掲げる職員についての特定事業主行動

計画を策定するものとする。

市長 市長が任命する職員

オ　当該申請に係る重度心身障害者に係る中国残留邦人等

支援給付実施関係情報

カ　当該申請に係る重度心身障害者に係る広島市こども医

療費補助条例第６条第１項の資格者証の交付に関する情

報

⑵　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７条第２号の医療費の補助の申請

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　当該申請に係る重度心身障害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　当該申請に係る重度心身障害者に係る母子保健法第２�

０条第１項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用

の支給に関する情報

第１８条　条例別表第２の１８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　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８条第１号の資格者証の交付の申

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　当該申請に係る子どもに係る国民健康保険の被保険者

の資格に関する情報

イ　当該申請に係る子どもに係る児童福祉法第２７条第１

項第３号の措置に関する情報

ウ　当該申請に係る子どもに係る生活保護実施関係情報

エ　当該申請に係る子どもの保護者に係る市町村民税に関

する情報

オ　当該申請に係る子どもに係る広島市重度心身障害者医

療費補助条例第５条第１項の資格者証の交付に関する情

報

⑵　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８条第２号の医療費の支払等の申

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　当該申請に係る子ども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　当該申請に係る子どもに係る母子保健法第２０条第１

項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に

関する情報

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２

条の規定は，広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正す

る条例（平成２８年広島市条例第１３号）第３条の規定の施行の

日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２１号

平成２８年３月３１日

　広島市住民投票条例施行規則の一部を改正する規則をここに公
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「１，０５５万円」に改め，同条第３号イ中「７９０万円」を「７�

４０万円」に改め，同条第４号イ中「４５０万円」を「４２０万

円」に改める。

　附則第１６項の表及び第１７項の表中「０．８６」を「０．８８」�

に改める。

附　則

１　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

２　改正後の第１９条の１０及び第１９条の１１の規定は，この

規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた障害補償及び遺

族補償の受給権者について適用し，同日前に支給すべき事由の

生じた障害補償及び遺族補償の受給権者については，なお従前

の例による。

３　改正後の附則第１６項及び第１７項の規定は，この規則の施

行の日以後に支給すべき事由の生じた休業補償及び傷病補償年

金並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係

る傷病補償年金について適用し，同日前に支給すべき事由の生

じた休業補償及び同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期

間に係る傷病補償年金については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２６号

平成２８年３月３１日

　一般職の職員の給与に関する条例施行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

一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部を改

正する規則

　一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和２６年３月

３０日広島市規則第９３号）の一部を次のように改正する。

　
別表第１の１種の項中

「
１　局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
１　局長及び担当局長

　　　　　　　　　　　　」
に改め，同表２種の項中

「
１　局次長及び部長
２　区役所の部長及び副区長
３�　東京事務所長，精神保健福祉センター所長，児童相
談所長，衛生研究所長，看護専門学校長，競輪事務局
長，関東圏企業誘致センター所長及び中央卸売市場長
４　復興工事事務所長及び西部水資源再生センター所長
１　局次長及び部長
２　消防署の署長
事務局次長

�
」

を　

「�

に，

１�　局次長，部長，担当部長及び室長（健康福祉局監査
指導室長を除く。）
２　区役所の部長，担当部長及び副区長
３�　東京事務所長，精神保健福祉センター所長，衛生研
究所長，看護専門学校長，児童相談所長，競輪事務局
長，関東圏企業誘致センター所長，中央卸売市場長及
び復興工事事務所長
１　局次長，部長及び担当部長
２　署長

議会の議長 議会の議長が任命する職員
市選挙管理委員会 市選挙管理委員会が任命する職員
代表監査委員 代表監査委員が任命する職員
人事委員会 人事委員会が任命する職員
農業委員会 農業委員会が任命する職員
消防長 消防長が任命する職員
水道事業管理者 水道事業管理者が任命する職員

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２４号

平成２８年３月３１日

　広島市職員安全衛生管理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

広島市職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則

　広島市職員安全衛生管理規則（昭和６２年広島市規則第１０

号）の一部を次のように改正する。

　別表第２本庁の項中「４」を「５」に改める。

　別表第４復興工事事務所の項中「主任」を「第一用地係長」に

改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２５号

平成２８年３月３１日

　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

施行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

議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関

する条例施行規則の一部を改正する規則

　議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例

施行規則（昭和４３年広島市規則第４号）の一部を次のように改

正する。

　第１９条の１０第２号ア中「９７５万円」を「９１５万円」に

改め，同号イ中「９４０万円」を「８８５万円」に改め，同号ウ

中「９０５万円」を「８５５万円」に改め，同号エ中「５５０万

円」を「５２０万円」に改め，同号オ中「４７０万円」を「４４�

５万円」に改め，同号カ中「３９０万円」を「３７５万円」に改

め，同号キ中「３１０万円」を「３００万円」に改め，同号ク中

「１９５万円」を「１９０万円」に改め，同号コ中「１２０万

円」を「１２５万円」に改め，同号サ中「９０万円」を「９５万

円」に改め，同号シ中「６５万円」を「７５万円」に改め，同号

ス中「４５万円」を「５５万円」に改め，同号セ中「３０万円」

を「４０万円」に改める。

　第１９条の１１第１号イ及び第２号イ中「１，１３０万円」を
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職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正

する規則

　職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和５７年広島市規

則第２２号）の一部を次のように改正する。

　第９条第２項第１号中「２万７００円」を「１万９，４００

円」に改め，同項第２号中「８，８００円」を「７，５００円」に

改め，同項第３号中「７，２００円」を「５，９００円」に改め，

同項第５号中「１００円」を「２００円」に改める。

　第２１条第２項第４号中「２，４００円」を「２，６００円」に

改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２８号

平成２８年３月３１日

　広島市職員被服貸与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

広島市職員被服貸与規則の一部を改正する規則

　広島市職員被服貸与規則（昭和３２年広島市規則第２１号）の

一部を次のように改正する。

　
別表第４４項中

「
帽 子 １ ３
作 業 服 １ ３

　　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「
盛夏シャツ １ ２
夏 ズ ボ ン １ ２
冬 事 務 服 １ ３
ズ ボ ン １ ３

　　　　　　　　　　」

に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２９号

平成２８年３月３１日

　広島市南千田職員寮管理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

広島市南千田職員寮管理規則の一部を改正する規則

　広島市南千田職員寮管理規則（昭和４８年広島市規則第８２

号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項中「２，０８０円」を「２，３３０円」に，「３，

２８０円」を「３，７１０円」に改め，同条第２項中「４，３７０

円」を「５，４７０円」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

事務局次長，担当部長及び室長
� 」　　

「教育次長及び部長」を「教育次長，部長及び担当部長」に改

め，同表３種の項中「本庁の課長」の右に「，担当課長及び健康

福祉局監査指導室長」を，「区役所の課長」の右に「及び担当課

長（地籍調査担当課長を除く。）」を加え，「（西部水資源再生

センター所長を除く。）」及び「，児童相談所」を削り，「及び

競輪事務局」を「，児童相談所，競輪事務局及び復興工事事務

所」に，

「
　　　　　　　　　　　　　「

　
１　局の課長
２　消防署の副署長
課長

」

を　

１�　局の課長，担当課
長及び室長

２　通信司令官
３　副署長
課長及び担当課長

」

に，

「　　　　　　　　　　　 「
教育委員
会事務局 課長 を 教育委員

会事務局
課長及び
担当課長

　　　　　　　　　 　」　　　　　　　　　　　 」
に改め，

同表４種の項中
「
消防署の課長で市長が
認めたもの

　　　　　　　　　　　　　　　　　　��
」
を

「
１�　消防署の課長及び
担当課長で市長が認
めたもの

２　警防司令官
　　　　　　　　　　　��

」

に改め，同表６種の項中

「
１�　食肉衛生検査所長，動物管理センター所長及び出張所
長

２�　地域交流センター館長，玖谷埋立地管理事務所長及び
計量検査所長

３�　中央卸売市場東部市場の次長並びに精神保健福祉セン
ター，児童相談所，看護専門学校，中央卸売市場中央市
場及び中央卸売市場食肉市場の課長

４　認定こども園長及び保育園長で市長が認めたもの
� 」

を

「
１　地籍調査担当課長
２�　食肉衛生検査所長，動物管理センター所長及び出張所
長

３�　地域交流センター館長，玖谷埋立地管理事務所長及び
計量検査所長

４�　中央卸売市場東部市場の次長並びに精神保健福祉セン
ター，看護専門学校，児童相談所，中央卸売市場中央市
場及び中央卸売市場食肉市場の課長

４　認定こども園長及び保育園長で市長が認めたもの
� 」

に

改め，「課長及び」の右に「担当課長並びに」を加える。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２７号

平成２８年３月３１日

　職員の特殊勤務手当の支給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
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「
基金繰入金 都市整備事業基金繰

入金
都市整備事業基金繰
入金

� 」
を　

「
基金繰入金 防災まちづくり基金

繰入金
防災まちづくり基金
繰入金

都市整備事業基金繰
入金

都市整備事業基金繰
入金

� 」

に，

「原爆ドーム保存事業基金繰入金」を「原爆ドーム保存事業等基

金繰入金」に改め，同表市債の項中

「
農林業施設災害復旧債
商工施設災害復旧債
土木施設災害復旧債

� 」

を

「
衛生施設災害復旧債
農林業施設災害復旧債
商工施設災害復旧債
土木施設災害復旧債

　　　　　　　　　　　　��
」

に改める。

　別表第２災害復旧費の項中

「
民生施設災害復旧費 児童福祉施設災害復旧費

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」
を

「
民生施設災害復旧費 児童福祉施設災害復旧費
衛生施設災害復旧費 保健衛生施設災害復旧費

環境施設災害復旧費
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�」

に改める。

　別表第３の開発事業特別会計歳入の表広島駅南口地区市街地再

開発事業収入の項中

「
広島駅南口地区市街地
再開発事業財産収入

財産運用収入 財産貸付収入

� 」
を

「
広島駅南口地区市街地
再開発事業財産収入

財産運用収入 財産貸付収入
財産売払収入 不動産売払収入

� 」
に

改める。

　別表第５健康福祉局の項中

「
高齢福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　��」
を

「
高齢福祉課，地域包括ケア推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　��」
に改め，同表都市整備局

の項中「復興工事事務所長」を「復興工事事務所の庶務を担当す

る次長」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。ただし，第２�

０条第１１号の改正規定は，平成２９年１月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３２号

平成２８年３月３１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

広島市規則第３０号

平成２８年３月３１日

　広島市証明等手数料条例施行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

広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島市証明等手数料条例施行規則（昭和３２年広島市規則第

７０号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１項中第１６号を第１７号とし，第１５号の次に次の

１号を加える。

⒃　行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第３８条第１

項（公職選挙法第２１６条第１項，地方税法（昭和２５年法

律第２２６号）第４３３条第１１項その他行政不服審査法に

よる書面の写し等交付手数料条例（平成２８年広島市条例第

１５号）第１条に規定する他の法令の規定において準用する

場合を含む。）又は行政不服審査法第８１条第３項において

準用する同法第７８条第１項の規定による閲覧

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３１号

平成２８年３月３１日

　広島市予算の編成及び執行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

広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正

する規則

　広島市予算の編成及び執行に関する規則（昭和４３年広島市規

則第２２号）の一部を次のように改正する。

　第２０条第１１号中「広島市乳幼児等医療費補助条例」を「広

島市こども医療費補助条例」に改める。

　別表第１分担金及び負担金の項中
「
教育総務費負担金
保健体育費負担金

�
」
を

「
教育総務費負担金
青少年育成費負担金
保健体育費負担金

　　　　　　　　　　　
」

に改め，同表国庫支出金の項中

「
土木施設災害復旧費補助金
災害廃棄物処理費補助金

　　　　　　　　　　　　　��」
を

「
衛生施設災害復旧費補助金
土木施設災害復旧費補助金
災害廃棄物処理費補助金

　　　　　　　　　　　　　��」

に改め，同表寄附金の項中「農

林業施設災害復旧費寄附金」を「災害復旧費寄附金」に改め，同

表繰入金の項中
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「
保険年金課 課長 ⑴�　国民健康保険料及び後期高齢者

医療保険料並びに過料並びにこれ
らに係る延滞金及び滞納処分によ
る収納金の収納

⑵�　国民健康保険療養給付費及び療
養費の誤払過渡返還金及び納付
金，未収納一部負担金並びに過料
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

⑶�　第三者行為に係る損害賠償金の
収納

原爆被害対策
部調査課

課長 ⑴　寄附金の収納

� 」

に

改め，同表環境局環境政策課の項に次の１号を加える。

⑵　寄附金の収納

　別表第３の⑴の表環境局業務部業務第一課の項に次の１号を加

える。

⑹　寄附金の収納

　別表第３の⑴の表都市整備局緑化推進部緑政課の項に次の１号

を加える。

⑵　寄附金の収納

　別表第３の⑴の表市税事務所の項第３号中「保管」の右に「並

びに証券の取立てに要する費用の出納」を加え，同項中第５号を

削り，第６号を第５号とし，第７号から第１３号までを１号ずつ

繰り上げ，同表動物管理センターの項第１号を次のように改め

る。

⑴　犬その他動物管理センターが収容した動物の飼養管理費の

収納

　別表第３の⑴の表動物管理センターの項第３号を同項第４号と

し，同項第２号の次に次の１号を加える。

⑶　広島市証明等手数料条例第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

　別表第３の⑴の表復興工事事務所の項中「所長」を「次長（復

興工事事務所の庶務を担当する次長に限る。）」に改め，同表教

育委員会事務局総務課の項に次の２号を加える。

⑶　寄附金の収納

⑷　行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第２条

に規定する手数料（他の法令の規定において行政不服審査法

の規定を準用する場合のものを除き，教育委員会事務局の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

　別表第３の⑴の表教育委員会事務局学校教育部健康教育課の項

に次の１号を加える。

⑵　寄附金の収納

　別表第３の⑴の表安佐北中学校の項を削り，同表市選挙管理委

員会事務局啓発課の項に次の１号を加える。

⑶　行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第２条

に規定する手数料（市選挙管理委員会事務局の所掌事務に係

るものに限る。）の収納

　別表第３の⑵の表区選挙管理委員会事務局の項に次の１号を加

える。

⑵　行政不服審査法による書面の写し等交付手数料条例第２条

に規定する手数料（区選挙管理委員会事務局の所掌事務に係

　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。

　第５４条第３４号を次のように改める。

�　年金生活者等支援臨時福祉給付金

　第１１８条第１項ただし書中「ただし」の右に「，会計管理者

が特に認めた場合は，受託者であることを表示することを要しな

いものとし」を加える。

　第１１９条第２項ただし書中「ただし」の右に「，会計管理者

が特に認めた場合は，納付書により払い込むことを要しないこと

とし」を加え，同条第４項中「計算書」の右に「（当該計算書に

記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。）」を加える。

　別表第１健康福祉局の項中
「
高齢福祉課

� 」
を

「
高齢福祉課，地域包括ケア
推進課

　　　　　　　　　　　　　　
」
に改め，同表都市整備局の項中

「復興工事事務所長」を「復興工事事務所次長（復興工事事務所

の庶務を担当する復興工事事務所次長に限る。）」改める。

　別表第３の⑴の表危機管理室危機管理課の項第２号を同項第３

号とし，同項第１号の次に次の１号を加える。

⑵　寄附金の収納

　別表第３の⑴の表企画総務局の項中

「
秘書課 課長 ⑴　寄附金の収納

� 」を

「
法務課 課長 ⑴�　行政不服審査法による書面の写

し等交付手数料条例（平成２８年
広島市条例第１５号）第２条に規
定する手数料（他の法令の規定に
おいて行政不服審査法（平成２６
年法律第６８号）の規定を準用す
る場合のものを除く。）の収納

� 」

に

改め，同表市民局の項中

「
国際平和推進
部平和推進課

課長 ⑴�　広島平和都市記念碑に対する浄
財の収納

⑵　寄附金の収納
� 」

を

「
国際平和推進
部平和推進課

課長 ⑴�　広島平和都市記念碑に対する
浄財の収納

⑵　寄附金の収納
国際平和推進
部国際交流課

課長 ⑴　寄附金の収納

� 」

に

改め，同表健康福祉局の項中

「
保険年金課 課長 ⑴�　国民健康保険料及び後期高齢者

医療保険料並びに過料並びにこれ
らに係る延滞金及び滞納処分によ
る収納金の収納

⑵�　国民健康保険療養給付費及び療
養費の誤払過渡返還金及び納付
金，未収納一部負担金並びに過料
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

⑶�　第三者行為に係る損害賠償金の
収納

� 」

を
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３５号

平成２８年３月３１日

　広島市総合屋内プール条例施行規則等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

広島市総合屋内プール条例施行規則等の一部を改正す

る規則

　次に掲げる規則の規定中「中学校」の右に「，義務教育学校」

を加える。

⑴　広島市総合屋内プール条例施行規則（平成１３年広島市規

則第２６号）第５条第１項

⑵　広島市民球場条例施行規則（平成２０年広島市規則第２１

号）別表第１備考の２並びに別表第３の⑴のアの表備考の３

及びイの表備考の２

⑶　広島市勤労青少年ホーム条例施行規則（昭和４６年広島市

規則第４６号）別表備考の１

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３６号

平成２８年３月３１日

　広島市工業技術センター条例施行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

広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正す

る規則

　広島市工業技術センター条例施行規則（昭和６２年広島市規則

第４７号）の一部を次のように改正する。

　別表第一試験設備の項中

「
硬度計
表面粗さ輪郭形状測
定器

１時間につき
１時間につき

１００円
１４０円

� 」

を

　

「
硬度計（ロックウェ
ル硬度計を除く。）
ロックウェル硬度計
表面粗さ輪郭形状測
定器

１時間につき

１時間につき
１時間につき

１００円

２４０円
４２０円

� 」

に，

高速鏡面仕上機 １時間につき １００円
� 」

を
　

「�

に　

高速鏡面仕上機
イオンミリング装置

１時間につき
１時間につき

１００円
３，０８０円

（本市のイオン源
を使用しないとき
は２，７５０円，
本市の液化窒素を
使用しないときは
２，２７０円，本市

るものに限る。）の収納

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３３号

平成２８年３月３１日

　広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行

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

広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則（平成１３年広島市規則第４５号）の一部を次のように改正

する。

　 第 ７ 条 第 １ 項 第 １ 号 中「 １ ５ 万 ４，４ ０ ０ 円 」 を

「１５万５，１００円」に改め，同項第２号中「１５万７，４００

円」を「１５万８，３００円」に改め，同項第３号中

「１６万１００円」を「１６万１，２００円」に改め，同項第４

号中「１６万２，６００円」を「１６万３，７００円」に改め，同

項第５号中「１６万５，１００円」を「１６万６，２００円」に改

め，同項第６号中「１６万７，６００円」を「１６万８，７００

円」に改め，同項第７号中「１７万１００円」を「１７万１，２�

００円」に改め，同項第８号中「１７万２，６００円」を「１７�

万３，７００円」に改め，同項第９号中「１７万５，１００円」を

「１７万６，２００円」に改め，同条第２項中「１００分の１０�

５」を「１００分の１１０」に，「１００分の１１４」を「１０�

０分の１１５」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３４号

平成２８年３月３１日

　広島平和記念資料館条例施行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

広島平和記念資料館条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島平和記念資料館条例施行規則（平成６年広島市規則第７４

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１号中「１２月２９日から翌年１月１日まで」を

「１２月３０日及び同月３１日」に改め，同号ただし書中「及び

イ」を「からウまで」に改め，同号中イをウとし，アは次に次の

ように加える。

イ　情報資料室

１２月２９日から翌年１月１日まで

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。



―５８―　第１０３１号� 平成２８年５月２日広　　島　　市　　報

「
⑴�　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。）並びにこれらに
係る延滞金及び滞納処分による収納金
の収納
⑵�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

に，

「
⑴�　下水道事業受益者負担金等並びにこ
れに係る延滞金及び滞納処分による収
納金の収納
⑵�　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
⑶�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

を

「
⑴�　下水道事業受益者負担金等並びにこ
れに係る延滞金及び滞納処分による収
納金の収納
⑵�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

に，

⑴�　下水道事業受益者負担金等並びにこ
れに係る延滞金及び滞納処分による収
納金の収納
⑵�　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
⑶�　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
⑷�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

を

「
⑴�　下水道事業受益者負担金等並びにこ
れに係る延滞金及び滞納処分による収
納金の収納
⑵�　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
⑶�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

に，改め，同表下

水道局の項中

「
⑴　入札保証金の出納
⑵�　広島市証明等手数料条例第２条第３�
０号に係る手数料（下水道事業に係る
ものに限る。）の収納
⑶�　下水道事業受益者負担金等及びこれ
に係る延滞金の収納
⑷�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

を

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　��　

に改める。

⑴　入札保証金の出納
⑵�　広島市証明等手数料条例第２条第３�
０号に係る手数料（下水道事業に係る
ものに限る。）の収納
⑶�　下水道事業受益者負担金等並びにこ
れに係る延滞金及び滞納処分による収
納金の収納

のイオン源及び液
化窒素を使用しな
いときは１，９３�
０円）

� 」　　
改める。

　別表第２試験用試料の作成の項中

「
機械試験用試料
物理試験用試料

１件につき
１件につき

１，６４０円
２，６４０円

皮膜試験用試料 １件につき ５，０１０円
� 」

を

　

「
機械試験用試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
もの

⑵�　イオンミリング
装置を使用するも
の

物理試験用試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
もの

⑵�　イオンミリング
装置を使用するも
の

分析試験用試料

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１，６４０円

４，９８０円

２，６４０円

４，９８０円

４，９８０円
皮膜試験用試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
もの

⑵�　イオンミリング
装置を使用するも
の

１件につき

１件につき

５，０１０円

４，９８０円

� 」

に

　

改める。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３７号

平成２８年３月３１日

　広島市下水道事業財務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

広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則

　広島市下水道事業財務会計規則（昭和６０年広島市規則第７６

号）の一部を次のように改正する。

　別表第４の⑴の表財政局の項中

「
⑴�　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。）並びにこれらに
係る延滞金及び滞納処分による収納金
の収納

⑵�　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

⑶�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

を
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び第６号」を「政令第１６条第１項第３号に掲げる建築物（前

号に規定するものを除く。），同項第４号に掲げる建築物並び

に前条第１号及び第２号」に改め，同項第３号中「前条第７号

から第９号まで」を「政令第１６条第１項第５号に掲げる建築

物及び前条第３号」に改める。

第１７条を次のように改める。

（定期報告を要する特定建築設備等）

第１７条　法第１２条第３項の規定により，同項に規定する政

令で定める特定建築設備等以外のもので市長が指定するもの

は，次に掲げる建築設備等とする。

⑴　第１５条各号に掲げる建築物に設けた防火設備のうち，

随時閉鎖又は作動をできるもの（防火ダンパーを除く。）

⑵　第１５条第３号に掲げる建築物又は次に掲げる建築物に

設けた換気設備（法第２８条第２項ただし書又は同条第３

項の規定に基づき設けたものに限る。），排煙設備（法第

３５条に規定する排煙設備で，排煙機又は送風機を設けた

ものに限る。）及び非常用の照明装置（同条に規定する非

常用の照明装置に限る。）

ア　劇場，映画館又は演芸場の用途に供する建築物で，そ

の用途に供する部分の床面積の合計が３００平方メート

ル以上のもの

イ　観覧場（屋外観覧場を除く。），公会堂又は集会場の

用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床面積

の合計が地階又は３階以上の階に２００平方メートル以

上あるもの

ウ　病院，診療所（患者の入院施設があるものに限る。），

老人ホーム又は児童福祉施設等（幼保連携型認定こども

園を含む。）の用途に供する建築物で，その用途に供す

る部分の床面積の合計が４００平方メートル以上あり，

かつ，地階又は３階以上の階にその用途に供する部分が

あるもの

エ　ホテル又は旅館の用途に供する建築物で，その用途に

供する部分の床面積の合計が４００平方メートル以上あ

り，かつ，地階又は３階以上の階にその用途に供する部

分があるもの

オ　学校又は体育館の用途に供する建築物で，その用途に

供する部分の床面積の合計が２，０００平方メートル以

上あり，かつ，地階又は３階以上の階にその用途に供す

る部分があるもの

カ　博物館，美術館，図書館，ボーリング場，スキー場，

スケート場，水泳場又はスポーツの練習場の用途に供す

る建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計が２，�

０００平方メートル以上あり，かつ，地階又は３階以上

の階にその用途に供する部分があるもの

キ　百貨店，マーケット，展示場又は物品販売業を営む店

舗の用途に供する建築物で，その用途に供する部分の床

面積の合計が１，０００平方メートル以上あり，かつ，

地階又は３階以上の階にその用途に供する部分があるも

の

⑷�　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

⑸�　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

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　��」

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３８号

平成２８年３月３１日

　広島市景観条例施行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

広島市景観条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市景観条例施行規則（平成２６年広島市規則第７３号）の

一部を次のように改正する。

　別表第２備考の１中「並びに電気事業法」を「及び電気事業

法」に，「第２条第１項第１０号」を「第２条第１項第１７号」

に改め，「及び同項第１２号に規定する卸供給事業者」を削る。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３９号

平成２８年３月３１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

第１条　広島市建築基準法施行細則（昭和５３年広島市規則第３�

１号）の一部を次のように改正する。

第１５条の見出し中「特殊建築物」を「特定建築物」に改

め，同条中「により」の右に「，同項に規定する政令で定める

建築物以外の特定建築物で」を加え，「建築物は」を「もの

は」に改め，第１号及び第２号を削り，同条第３号中「病院，

診療所（患者の入院施設があるものに限る。），老人ホーム又

は児童福祉施設等」を「児童福祉施設等（幼保連携型認定こど

も園を含み，高齢者，障害者等の就寝の用に供する施設を除

く。）」に改め，同号を同条第１号とし，同条第４号を削り，

同条第５号中「体育館」の右に「（学校に附属するものに限

る。）」を加え，同号を同条第２号とし，同条中第６号から第

８号までを削り，第９号を第３号とする。

第１６条の見出し中「特殊建築物」を「特定建築物」に改

め，同条第１項第１号中「前条第１号，第２号及び第４号」を

「政令第１６条第１項第１号及び第２号に掲げる建築物並びに

同項第３号に掲げる建築物（ホテル又は旅館の用途に供するも

のに限る。）」に改め，同項第２号中「前条第３号，第５号及
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と，同項第２号中「昭和６２年以後３年ごとの年」とあるのは

「初回の報告にあつては一部改正規則の施行の日から平成３０

年１２月２０日まで，次回以降の報告にあつては昭和６２年以

後３年ごとの年（初回の報告を行った日の属する年の翌年以後

の年に限る。）」とする。

３　この規則の施行の際現に存する新規則第１８条第１項第１号

に掲げる昇降機（小荷物専用昇降機に限る。）及び同項第２号

に掲げる防火設備に係る同項第１号又は第２号の規定の適用に

ついては，同項第１号中「毎年の法第７条第５項又は第７条の

２第５項の規定による検査済証の交付を受けた日の属する月

（法第７条第５項若しくは第７条の２第５項の規定による検査

済証を受けていない場合又は」とあるのは「初回の報告（広島

市建築基準法施行細則の一部を改正する規則（平成２８年広島

市規則第３９号。次号において「一部改正規則」という。）の

施行の日以後最初に行うべき報告をいう。以下この項において

同じ。）にあつては同日の属する月から平成３１年３月までの

月，次回以降の報告（初回の報告後において行うべき報告をい

う。次号において同じ。）にあつては毎年の初回の報告を行っ

た日に応答する日（応答する日がない場合にあつては，その前

日）の属する月（」と，同項第２号中「毎年」とあるのは「初

回の報告にあつては一部改正規則の施行の日から平成３０年

１２月２０日まで，次回以降の報告にあつては初回の報告を行

つた日の属する年の翌年以後における毎年」とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４０号

平成２８年３月３１日

　広島市消防局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

広島市消防局の組織に関する規則の一部を改正する規

則

　広島市消防局の組織に関する規則（昭和３２年広島市規則第

６９号）の一部を次のように改正する。

　第２条中
「庶務係　

を
「庶務係　　　

に改め，「調査係」を削
　　　　　　企画係」　　企画広報係」

り，「予防広報係」を
「予防係　

に改める。
　　　　　　　　　　　調査係」

　第３条第１項中「，局に」の右に「担当局長，」を加え，同条

第２項中「消防司監」の右に「，担当局長」を加える。

　第６条総務課の分掌事務中第１７号を削り，第１６号を第１７

号とし，第１５号を第１６号とし，第１４号の次に次の１号を加

える。

⒂　消防広報及び広聴の総括に関すること。

　第６条警防部警防課の分掌事務中第６号を削り，第７号を第６

号とし，第８号から第１０号までを１号ずつ繰り上げ，同条予防

部予防課の分掌事務中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５

号から第８号までを１号ずつ繰り上げ，第９号を第８号とし，同

号の次に次の１号を加える。

ク　キャバレー，カフェー，ナイトクラブ，バー，ダンス

ホール，遊技場，公衆浴場，料理店又は飲食店の用途に

供する建築物で，その用途に供する部分の床面積の合計

が５００平方メートル以上あり，かつ，地階又は３階以

上の階にその用途に供する部分があるもの

第１８条の見出し中「建築設備等」を「特定建築設備等」に

改め，同条第１項を次のように改める。

省令第６条第１項の規定により市長が定める報告の時期

は，次の各号に掲げる特定建築設備等の区分に応じ，当該各

号に定める時期とする。

⑴　政令第１６条第３項第１号に掲げる昇降機及び政令第１�

３８条の３に規定する昇降機等　毎年の法第７条第５項又

は第７条の２第５項の規定による検査済証の交付を受けた

日の属する月（法第７条第５項若しくは第７条の２第５項

の規定による検査済証を受けていない場合又は市長が特別

の理由があると認めた場合は，市長が定める月）

⑵　政令第１６条第３項第２号に掲げる防火設備及び前条各

号に掲げる建築設備等　毎年（省令第６条第１項に規定す

る国土交通大臣が定める検査の項目にあつては，３年ごと

の年）の４月１日から１２月２０日まで

第１８条第２項中「又は工作物」を「，防火設備又は政令第

１３８条第２項各号に掲げる工作物」に改める。

第１８条の２の見出し中「特殊建築物等」を「特定建築物

等」に改め，同条に次の１号を加える。

⑶　省令第６条の３第２項第９号の書類　当該書類による報

告の日から起算して２年間

第２条　広島市建築基準法施行細則の一部を次のように改正する。

第１７条第２号を次のように改める。

⑵　政令第１６条第１項各号に掲げる建築物又は第１５条各

号に掲げる建築物に設けた換気設備（法第２８条第２項た

だし書又は同条第３項の規定に基づき設けたものに限る。），

排煙設備（法第３５条に規定する排煙設備で，排煙機又は

送風機を設けたものに限る。）及び非常用の照明装置（同

条に規定する非常用の照明装置に限る。）とする。

附　則

１　この規則は，平成２８年６月１日から施行する。ただし，第

２条の規定は，平成３０年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の際現に存する第１条の規定による改正後の

広島市建築基準法施行細則（次項において「新規則」とい

う。）第１６条第１項第１号及び第２号に掲げる建築物に係る

同項第１号又は第２号の規定の適用については，同項第１号中

「昭和６１年以後３年ごとの年」とあるのは「初回の報告（広

島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則（平成２８年広

島市規則第３９号。次号において「一部改正規則」という。）

の施行の日以後最初に行うべき報告をいう。以下この項におい

て同じ。）にあつては同日から平成３０年１２月２０日まで，

次回以降の報告（初回の報告後において行うべき報告をいう。

次号において同じ。）にあつては昭和６１年以後３年ごとの年

（初回の報告を行った日の属する年の翌年以後の年に限る。）」
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問は，行政不服審査法（平成２６年法律第６８号）第４２条第

１項に規定する審理員意見書及び同法第４１条第３項に規定す

る事件記録の写しを添えてしなければならない。

２　市長は，条例第２５条第２項の規定により審査会に諮問をし

たときは，審査請求人及び参加人に対し，当該諮問をした旨を

通知するとともに，前項の審理員意見書の写しを送付しなけれ

ばならない。

　第１２条から第１５条までを削り，第１６条を第１２条とし，

第１７条を第１３条とする。

　附則第５項の表中「０．８６」を「０．８８」に，「０．９１（第

１級又は第２級」を「０．９２（第１級」に，「０．９０」を「０．�

９１」に改める。

　附則第８項の表中「０．８６」を「０．８８」に改める。

附　則

１　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

２　改正後の第４条の２の５の規定は，この規則の施行の日以後

の期間に係る介護補償について適用し，同日前の期間に係る介

護補償については，なお従前の例による。

３　改正後の附則第５項及び第８項の規定は，この規則の施行の

日以後に支給すべき事由の生じた傷病補償年金及び休業補償並

びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る傷

病補償年金について適用し，同日前に支給すべき事由の生じた

同日前の期間に係る傷病補償年金及び同日前に支給すべき事由

の生じた休業補償については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４３号

平成２８年３月３１日

　広島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例の

施行期日を定める規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例の施行期日を定める規則

　広島市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例

（平成２７年広島市条例第５７号）の施行期日は，平成２８年４

月１日とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４４号

平成２８年３月３１日

　広島市子ども・子育て支援法施行細則等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

広島市子ども・子育て支援法施行細則等の一部を改正

する規則

（広島市子ども・子育て支援法施行細則の一部改正）

第１条　広島市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年広島

市規則第１号）の一部を次のように改正する。

別表第１備考の７中「場合の保育料」の右に「（備考の９の

⑼　火災の原因及び損害の調査に関すること。

　第６条予防部予防課の分掌事務中第１０号を第１１号とし，同

号の前に次の１号を加える。

⑽　総合防災センターに関すること。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４１号

平成２８年３月３１日

　広島市消防職員の階級及び職名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

広島市消防職員の階級及び職名に関する規則の一部を

改正する規則

　広島市消防職員の階級及び職名に関する規則（昭和３２年広島

市規則第８０号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第１号ア中「局長」の右に「，担当局長」を加

え，同項第２号中「局次長」を「担当局長，局次長」に改める。

　本則に次の１条を加える。

　（再任用職員の職名）

第４条　前条の規定によるもののほか，再任用職員（地方公務員

法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項，第２８

条の５第１項又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定に

より採用された職員をいう。以下この条において同じ。）の職

名には，再任用職員であることを示す文字を用いることができ

る。

附　則

　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４２号

平成２８年３月３１日

　広島市消防団員等公務災害補償条例施行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

広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を

改正する規則

　広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和３３年広島

市規則第４０号）の一部を次のように改正する。

　第４条の２の５の表常時介護を要する状態の項中「１０万４，�

５７０円」を「１０万４，９５０円」に，「５万６，７９０円」を

「５万７，０３０円」に改め，同表随時介護を要する状態の項中

「５万２，２９０円」を「５万２，４８０円」に，「２万８，４０�

０円」を「２万８，５２０円」に改める。

　第１１条を次のように改める。

　（消防団員等公務災害補償審査会への諮問の手続）

第１１条　条例第２５条第２項の規定による広島市消防団員等公

務災害補償審査会（次項において「審査会」という。）への諮
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　　　　　ア�　特定被監護者のうち小学校就学前子ども以外の者

が１人のみである場合における最年長負担額算定基

準小学校就学前子どもである支給認定こども

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る支給認定子ども

⑵　次のアからウまでに掲げる支給認定子ども　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである支給認定子ども

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である支給認定子ども

別表第３備考の５中「Ｃ３階層までの世帯」を「Ｃ７階層ま

での世帯（所得割合算額が７万７，１０１円未満の世帯に限

る。）」に，「保育料の額は，」を「保育料（備考の７の適用

があるものを除く。）の額は，Ｃ１階層からＣ３階層までにあ

っては」に改め，「減じた額」の右に「に１００分の５０を乗

じて得た額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを

切り捨てた額）とし，Ｃ４階層からＣ７階層までにあっては当

該階層の保育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）」を

加え，同表備考の６中「の世帯」の右に「（備考の７の適用が

ある世帯を除く。）」を加え，同表備考の６の⑴のア中「備考

の６」の右に「及び備考の７」を加え，同表中備考の７を備考

の８とし，備考の６の次に次のように加える。

７　Ｃ１階層からＣ７階層までの世帯（所得割合算額が５�

万７，７００未満（当該世帯に属する者が要保護者等に

該当するときは，７万７，１０１円未満）の世帯に限る。）

において，特定被監護者等が２人以上いる場合の次の⑴

又は⑵に掲げる支給認定子どもに関する保育料の額は，

当該⑴又は⑵に定める額（当該世帯に属する者が要保護

者等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる支給認定子ども　当該階層の

保育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てた

額）

　　　　　ア�　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る支給認定子ども

⑵　次のアからウまでに掲げる支給認定子ども　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

適用があるものを除く。）」を，「減じた額」の右に「に

１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数が

あるときは，これを切り捨てた額）」を加え，同表備考の８中

「の世帯」の右に「（備考の９の適用がある世帯を除く。）」

を加え，同表備考の８の⑴のイ中「備考の８」の右に「及び備

考の９」を加え，同表備考に次のように加える。

９　Ｃ１階層からＣ６階層までの世帯（所得割合算額が７�

万７，１０１円未満の世帯に限る。）において，特定被

監護者等（政令第１４条の２第１項に規定する特定被監

護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる場合の次の

⑴又は⑵に掲げる支給認定子どもに関する保育料の額

は，当該⑴又は⑵に定める額（当該世帯に属する者が要

保護者等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる支給認定子ども　当該階層の

保育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てた

額）

　　　　　ア�　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る支給認定子ども

⑵　次のアからウまでに掲げる支給認定子ども　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである支給認定こども

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである支給認定子ども

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である支給認定子ども

別表第２備考の１中「場合の保育料」の右に「（備考の３の

適用があるものを除く。）」を，「減じた額」の右に「に１０�

０分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数がある

ときは，これを切り捨てた額）」を加え，同表備考の２中「の

世帯」の右に「（備考の３の適用がある世帯を除く。）」を加

え，同表備考の２の⑴のイ中「備考の２」の右に「及び備考の

３」を加え，同表備考に次のように加える。

３　Ｃ１階層からＣ８階層までの世帯において，特定被監

護者等が２人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる支給

認定子どもに関する保育料の額は，当該⑴又は⑵に定め

る額（当該世帯に属する者が要保護者等に該当するとき

は，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる支給認定子ども　当該階層の

保育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額

に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てた

額）
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た額）とし，Ｃ４階層からＣ７階層までにあっては当該階層の

保育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）」を加え，同

表備考の６中「の世帯」の右に「（備考の７の適用がある世帯

を除く。）」を加え，同表備考の６の⑴のア中「備考の６」の

右に「及び備考の７」を加え，同表備考に次のように加える。

７　Ｃ１階層からＣ７階層までの世帯（所得割合算額が

５万７，７００円未満（当該世帯に属する者が要保護者

等に該当するときは，７万７，１０１円未満）の世帯に

限る。）において，特定被監護者等が２人以上いる場合

の次の⑴又は⑵に掲げる乳幼児に関する保育料の額は，

当該⑴又は⑵に定める額（当該世帯に属する者が要保護

者等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる乳幼児　当該階層の保育料の

額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）

　　　　　ア�　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである乳幼児

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る乳幼児

⑵　次のアからウまでに掲げる乳幼児　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである乳幼児

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである乳幼児

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である乳幼児

　（広島市保育の実施等に関する規則の一部改正）

第３条　広島市保育の実施等に関する規則（昭和６２年広島市規

則第２９号）の一部を次のように改正する。

別表備考の９中「Ｃ３階層までの世帯」を「Ｃ７階層までの

世帯（所得割合算額が７万７，１０１円未満の世帯に限る。）」

に改め，「いう」の右に「。備考の１１において同じ」を加え，

「保育料の額は，」を「保育料（備考の１１の適用があるもの

を除く。）の額は，Ｃ１階層からＣ３階層までにあつては」に

改め，「減じた額」の右に「に１００分の５０を乗じて得た額

（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てた

額）とし，Ｃ４階層からＣ７階層までにあつては当該階層の保

育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未

満の端数があるときは，これを切り捨てた額）」を加え，同表

備考の１０中「の世帯」の右に「（備考の１１の適用がある世

帯を除く。）」を加え，同表備考の１０の⑴のア中「備考の１�

０」の右に「及び備考の１１」を加え，同表備考の１１中「又

は１０」を「から１１まで」に改め，同表中備考の１１を備考

基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである支給認定子ども

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である支給認定子ども

（広島市阿戸認定こども園条例施行規則の一部改正）

第２条　広島市阿戸認定こども園条例施行規則（平成２７年広島

市規則第４９号）の一部を次のように改正する。

別表第１備考の７中「場合の保育料」の右に「（備考の９の

適用があるものを除く。）」を，「減じた額」の右に「に１０�

０分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数がある

ときは，これを切り捨てた額）」を加え，同表備考の８中「の

世帯」の右に「（備考の９の適用がある世帯を除く。）」を加

え，同表備考の８の⑴のイ中「備考の８」の右に「及び備考の

９」を加え，同表備考に次のように加える。

９　Ｃ１階層からＣ６階層までの世帯（所得割合算額が７�

万７，１０１円未満の世帯に限る。）において，特定被

監護者等（支援法施行令第１４条の２第１項に規定する

特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２人以上いる場

合の次の⑴又は⑵に掲げる乳幼児に関する保育料の額

は，当該⑴又は⑵に定める額（当該世帯に属する者が要

保護者等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる乳幼児　当該階層の保育料の

額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）

　　　　　ア�　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである乳幼児

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る乳幼児

⑵　次のアからウまでに掲げる乳幼児　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである乳幼児

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである乳幼児

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である乳幼児

別表第２備考の５中「Ｃ３階層までの世帯」を「Ｃ７階層ま

での世帯（所得割合算額が７万７，１０１円未満の世帯に限る。）」

に，「保育料の額は，」を「保育料（備考の７の適用があるも

のを除く。）の額は，Ｃ１階層からＣ３階層までにあっては」

に改め，「減じた額」の右に「に１００分の５０を乗じて得た

額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨て
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得た額（その額に１０円未満の端数があるときは，こ

れを切り捨てた額）

　　　　　ア�　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る支給認定子ども

⑵　次のアからウまでに掲げる支給認定子どもに該当す

る園児　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである支給認定子ども

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである支給認定子ども

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である支給認定子ども

附　則

１　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

２　第１条から第４条までの規定による改正後の広島市子ども・

子育て支援法施行細則，広島市阿戸認定こども園条例施行規

則，広島市保育の実施等に関する規則及び広島市立幼稚園の授

業料に関する規則の規定は，この規則の施行の日以後に支給認

定子どもが受ける特定教育・保育等（子ども・子育て支援法施

行令（平成２６年政令第２１３号）第１４条の２第１項に規定

する特定教育・保育等をいう。以下この項において同じ。）に

係る保育料又は授業料について適用し，同日前に支給認定子ど

もが受けた特定教育・保育等に係る保育料又は授業料について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４５号

平成２８年３月３１日

　広島市保育園条例施行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

広島市保育園条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市保育園条例施行規則（昭和２３年１０月４日広島市規則

第３８号）の一部を次のように改正する。

　第５条の表福木保育園の項中「１５８人」を「１６４人」に改

め，同表仁保保育園の項中「１０７人」を「９６人」に改め，同

表緑井保育園の項中「７１人」を「７４人」に改め，同表原保育

園の項中「１１６人」を「１１９人」に改め，同表大林保育園の

項及び亀山南保育園の項中「７７人」を「８０人」に改め，同表

矢野西保育園の項中「１４３人」を「１３５人」に改め，同表湯

来保育園の項中「４５人」を「２６人」に改める。

　別表第１備考の９中「Ｃ３階層までの世帯」を「Ｃ７階層まで

の１２とし，備考の１０の次に次のように加える。

１１　Ｃ１階層からＣ７階層までの世帯（所得割合算額が

５万７，７００円未満（当該世帯に属する者が要保護者

等に該当するときは，７万７，１０１円未満）の世帯に

限る。）において，特定被監護者等（支援法施行令第１�

４条の２第１項に規定する特定被監護者等をいう。以下

この備考の１１において同じ。）が２人以上いる場合の

次の⑴又は⑵に掲げる乳幼児に関する保育料の額は，当

該⑴又は⑵に定める額（当該世帯に属する者が要保護者

等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる乳幼児　当該階層の保育料の

額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円

未満の端数があるときは，これを切り捨てた額）

　　　　　ア�　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の

者が１人のみである場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである乳幼児

　　　　　イ�　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場

合における負担額算定基準小学校就学前子どもであ

る乳幼児

⑵　次のアからウまでに掲げる乳幼児　零

　　　　　ア�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者が２人以上いる場合における最年長負担額算定

基準小学校就学前子どもである乳幼児

　　　　　イ�　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外

の者がいる場合における負担額算定基準小学校就学

前子どもである乳幼児

　　　　　ウ�　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小

学校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前

子どもを除く。）である乳幼児

　（広島市立幼稚園の授業料に関する規則の一部改正）

第４条　広島市立幼稚園の授業料に関する規則（平成２７年広島

市規則第５２号）の一部を次のように改正する。

別表備考の７中「いう」の右に「。備考の９において同じ」

を，「場合の授業料」の右に「（備考の９の適用があるものを

除く。）」を，「減じた額」の右に「に１００分の５０を乗じ

て得た額（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切

り捨てた額）」を加え，同表備考の８中「の世帯」の右に「（備

考の９の適用がある世帯を除く。）」を加え，同表備考に次の

ように加える。

９　Ｃ１階層からＣ６階層までの世帯（所得割合算額が７�

万７，１０１円未満の世帯に限る。）において，特定被

監護者等（支援法施行令第１４条の２第１項に規定する

特定被監護者等をいう。以下この備考の９において同

じ。）が２人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる園児

に関する授業料の額は，当該⑴又は⑵に定める額（当該

世帯に属する者が要保護者等に該当するときは，零）と

する。

⑴　次のア又はイに掲げる支給認定子どもに該当する園

児　当該階層の授業料の額に１００分の５０を乗じて
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関する保育料の額は，当該⑴又は⑵に定める額（当該世帯

に属する者が要保護者等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる乳幼児　当該階層の保育料の額

に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満

の端数があるときは，これを切り捨てた額）

ア　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者

が１人のみである場合における最年長負担額算定基準

小学校就学前子どもである乳幼児

イ　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合

における負担額算定基準小学校就学前子どもである乳

幼児

⑵　次のアからウまでに掲げる乳幼児　零

ア　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の

者が２人以上いる場合における最年長負担額算定基準

小学校就学前子どもである乳幼児

イ　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の

者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子

どもである乳幼児

ウ　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学

校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子ど

もを除く。）である乳幼児

附　則

１　この規則は，平成２８年４月１日から施行する。

２　改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この規則の施行の

日以後に乳幼児が受ける特定教育・保育（子ども・子育て支援

法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定

教育・保育をいう。以下この項において同じ。）及び特別利用

保育（同法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育をい

う。以下この項において同じ。）に係る保育料について適用

し，同日前に乳幼児が受けた特定教育・保育及び特別利用保育

に係る保育料については，なお従前の例による。

告 示
広島市告示第８１号

平成２８年３月１日

　以下の者について，こども・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

株式会社アイ
グラン

広島県・広島銀
行事業所内保育
施設

中区基町９番４�
２号

小規模型事業
所内保育事業

株式会社ヤク
ルト山陽

ヤクルト保育園
プティットひろ
しま

西区福島町一丁
目２３番１３号

小規模型事業
所内保育事業

確認年月日　平成２８年３月１日

の世帯（所得割合算額が７万７，１０１円未満の世帯に限る。）」

に，「保育料の額は，」を「保育料（備考の１１の適用があるも

のを除く。）の額は，Ｃ１階層からＣ３階層までにあつては」に

改め，「減じた額」の右に「に１００分の５０を乗じて得た額

（その額に１０円未満の端数があるときは，これを切り捨てた

額）」とし，Ｃ４階層からＣ７階層までにあつては当該階層の保

育料の額に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満

の端数があるときは，これを切り捨てた額）」を加え，同表備考

の１０中「の世帯」の右に「（備考の１１の適用がある世帯を除

く。）」を加え，同表備考の１０の⑴のア中「備考の１０」の右

に「及び備考の１１」を加え，同表中備考の１１を備考の１２と

し，備考の１０の次に次のように加える。

１１　Ｃ１階層からＣ７階層までの世帯（所得割合算額が５�

万７，７００円未満（当該世帯に属する者が要保護者等に該

当するときは，７万７，１０１円未満）の世帯に限る。）

において，特定被監護者等（支援法施行令第１４条の２第

１項に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。）が２

人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる乳幼児に関する保

育料の額は，当該⑴又は⑵に定める額（当該世帯に属する

者が要保護者等に該当するときは，零）とする。

⑴　次のア又はイに掲げる乳幼児　当該階層の保育料の額

に１００分の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満

の端数があるときは，これを切り捨てた額）

ア　特定被監護者等のうち小学校就学前子ども以外の者

が１人のみである場合における最年長負担額算定基準

小学校就学前子どもである乳幼児

イ　全ての特定被監護者等が小学校就学前子どもの場合

における負担額算定基準小学校就学前子どもである乳

幼児

⑵　次のアからウまでに掲げる乳幼児　零

ア　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の

者が２人以上いる場合における最年長負担額算定基準

小学校就学前子どもである乳幼児

イ　特定被監護者等のうちに小学校就学前子ども以外の

者がいる場合における負担額算定基準小学校就学前子

どもである乳幼児

ウ　負担額算定基準子ども（最年長負担額算定基準小学

校就学前子ども及び負担額算定基準小学校就学前子ど

もを除く。）である乳幼児

　別表第２備考の３中「場合の保育料」の右に「（備考の５の適

用があるものを除く。）」を，「減じた額」の右に「に１００分

の５０を乗じて得た額（その額に１０円未満の端数があるとき

は，これを切り捨てた額）」を加え，同表備考の４中「の世帯」

の右に「（備考の５の適用がある世帯を除く。）」を加え，同表

備考の４の⑴のイ中「備考の４」の右に「及び備考の５」を加

え，同表備考に次のように加える。

５　Ｃ１階層からＣ６階層までの世帯（所得割合算額が７万�

７，１０１円未満の世帯に限る。）において，特定被監護

者等が２人以上いる場合の次の⑴又は⑵に掲げる乳幼児に
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　指定年月日　平成２８年３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

特定非営利活
動法人地域の
絆

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護事業
所川内

広島市安佐南
区川内五丁目
１番４９号

定期巡回・随時対
応型訪問介護看護

有限会社慈恵
コーポレイシ
ョン

小規模多機能
型居宅介護憩

広島市南区翠
四丁目７番３�
８号

小規模多機能型居
宅介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８５号

平成２８年３月１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

条の規定に基づき，広島市市営広島駅新幹線口駐車場の休止を定

めた平成２６年３月２６日付け広島市告示第１４３号を次のとお

り改正します。

広島市長　　松　井　一　實

　表広島市市営広島駅新幹線口駐車場の項中，「平成２８年３月

３１日（木）まで」を「平成２９年３月３１日（金）まで」に改

める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８６号

平成２８年３月２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

広島市東区牛田旭二町目の１１６０番１，１１６３番１の一

部，１１６３番２の一部，１１６３番３の一部及び１１４３

番の一部

２　開発面積

１，６８７．８５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市東区牛田旭二町目２番４０号

伊藤喜美代

上記成年後見人

広島市中区紙屋町一丁目１番１３号　長崎ビル２階

成年後見人　臼田耕造

４　検査済証交付年月日

平成２８年３月２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８７号

平成２８年３月２日

　広島市公共下水道築造事業計画を変更するため，下水道法施行

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８２号

平成２８年３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２８年３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

ほほえみ株式
会社

ほほえみみゆ
き居宅介護支
援事業所

広島市南区宇
品御幸一丁目
１５番７号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８３号

平成２８年３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２８年３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
特定非営利活
動法人地域の
絆

訪問看護事業
所川内

広島市安佐南
区川内五丁目
１番４９号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社プラ
ンハウス

デイサービス
センターみい
り

広島市安佐北
区三入六丁目
１８番７号

通所介護

株式会社プラ
ンハウス

デイサービス
センターみい
り

広島市安佐北
区三入六丁目
１８番７号

介護予防通所介護

偕楽総合ケア
株式会社

アロハ己斐小
の西新館

広島市西区己
斐上二丁目４
番５－３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８４号

平成２８年３月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項の

規定により，次に掲げる者を指定地域密着型サービス事業者とし

て指定したので，同法第７８条の１１第１号の規定により告示し

ます。
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４　委任期間

平成２８年４月２９日から同年５月３１日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 高松競輪場 櫻又　浩 H28．４．29～

H28．５．31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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９０号

平成２８年３月２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２８年５月１７日

４　委任期間

平成２８年５月１７日から同月３１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 H28．５．17～

H28．５．31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 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 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 サテライトこまつ 大原　文博
競輪事務局 サテライト西予 田中　傑計
競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９１号

平成２８年３月３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

令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により，変更に係

る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図面は，平

成２８年３月３日から平成２８年３月１６日まで広島市下水道局

施設部計画調整課において一般の縦覧に供します。

　なお，利害関係人は，この公示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画の名称

広島市公共下水道築造事業計画

２　変更に係る予定処理区域

広島市西区　　　　山田町

　　　　　安佐南区　　上安六丁目，上安町，伴西五丁目，

　　　　　　　　　　　沼田町，緑井七丁目，緑井町

　　　　　安佐北区　　安佐町，小河原町

　　　　　佐伯区　　　五日市町大字石内

３　変更に係る工事の完成の予定年月日

平成３２年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８８号

平成２８年３月２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２８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

寄付金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地
公益財団法人広島原爆
被爆者援護事業団 広島市安佐北区倉掛三丁目５０番１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８９号

平成２８年３月２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２８年４月２９日
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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
猿猴橋町駐
車場

１４台 平成２８年３月２７日（日）午前９時か
ら同月２８日（月）午後９時まで

２　休止する理由

猿猴橋復元工事の完成式典の開催に伴い，当該駐車場が会場

として使用されるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９５号

平成２８年３月７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

しんや眼科 広島市西区南観音六丁
目８－７

平成２８年１月１
日

安佐歯科クリニック 広島市安佐南区安東二
丁目９－２４

平成２８年１月１�
６日

エルク薬局
広島市安佐南区緑井二
丁目１３－１７サング
リーンビル２Ｆ

平成２８年１月３�
１日

岩上薬局 広島市安佐北区落合一
丁目４２－１０

平成２８年１月３�
１日

ふじ薬局 広島市安佐北区三入東
一丁目３１－２６

平成２８年２月３
日

くにし歯科医院
広島市佐伯区八幡東三
丁目２８－１７クロス
ロード４Ｆ

平成２７年１１月
３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９６号

平成２８年３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

加藤歯科医院 広島市中区千田
町一丁目５－８

平成２８年２
月３日

平成３４年２
月２日

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）

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
４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９２号

平成２８年３月３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

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
７月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９３号

平成２８年３月３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）

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
８月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９４号

平成２８年３月４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

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。
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安佐南区

安佐南区役所（�安佐南区古市一丁目３３番１�４号）

佐東出張所（�安佐南区緑井六丁目２９番２�８号）

祇園出張所（�安佐南区祇園二丁目４８番７号）

沼田出張所（�安佐南区伴東四丁目１８番６番）

安佐北区

安佐南区役所（�安佐南区古市一丁目３３番１�４号）

安佐北区役所（�安佐北区可部四丁目１３番１�３号）

白木出張所（�安佐北区白木町大字秋山２３�９１番地の４）

高陽出張所（�安佐北区深川五丁目１３番７号）

安佐出張所（�安佐北区安佐町大字飯室３０�５２番地の１）

安 芸 区

東 区 役 所（東区東蟹屋町９番３８号）

安芸区役所（�安芸区船越南三丁目４番３６号）
中野出張所（�安芸区中野三丁目２０番９号）

阿戸出張所（�安芸区阿戸町６２５７番地の２）

矢野出張所（�安芸区矢野東五丁目７番１８号）

佐 伯 区

西 区 役 所（西区福島町二丁目２番１号）

佐伯区役所（�佐伯区海老園二丁目５番２８号）

湯来出張所（�佐伯区湯来町大字和田１６６番地）

４　縦覧できる人

⑴　土地価格等縦覧帳簿

　固定資産税が課税されている土地を所有する人（縦覧でき

るのは，その土地の所在する区に係る縦覧帳簿に限りま

す。）

⑵　家屋価格等縦覧帳簿

　固定資産税が課税されている家屋を所有する人（縦覧でき

るのは，その家屋の所在する区に係る縦覧帳簿に限りま

す。）

※　なお，上記の人の代理人及び納税管理人も縦覧することが

できます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９８号

平成２８年３月８日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

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　（仮称）ドラッグコスモス可部南店

⑵　所在地　広島市安佐北区可部南二丁目２５－３１

いなな薬局　鉄
砲町店

広島市中区鉄砲
町５－１ヴィゴ
レ１Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

しんや眼科
広島市西区南観
音二丁目３－３�
５

平成２８年１
月１日

平成３３年１�
２月３１日

エルク薬局

広島市西区小河
内町二丁目１５
－８ミリオンビ
ル１Ｆ

平成２８年２
月１日

平成３４年１
月３１日

安佐歯科クリニ
ック

広島市安佐南区
安東二丁目９－
２４

平成２８年１
月１７日

平成３４年１
月１６日

いくなが歯科医
院

広島市安芸区矢
野東五丁目３－
１５ベガッソ木
村ビル１Ｆ

平成２８年１
月１日

平成３３年１�
２月３１日

くにし歯科医院
広島市佐伯区八
幡東三丁目２８
－１７－４０３

平成２７年１�
２月１日

平成３３年１�
１月３０日

アルパカこども
矯正歯科

広島市佐伯区皆
賀一丁目１３－
１４－１

平成２７年９
月１日

平成３３年８
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９７号

平成２８年３月８日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規

定に基づき，土地及び家屋に関する平成２８年度の土地価格等縦

覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　縦覧期間

平成２８年４月１日（金）から５月２日（月）までとしま

す。

ただし，土曜日，日曜日及び祝日を除きます。

２　縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

３　縦覧場所

固定資産（土地又は家屋）の所在地により，次のとおりとし

ます。

なお，出張所においては，当該出張所管内に所在する土地又

は家屋についてのみ縦覧することができます。

固定資産
の所在地 縦覧場所

中 区 中 区 役 所（�中区国泰寺町一丁目４番２１号）

東 区
東 区 役 所（東区東蟹屋町９番３８号）

温品出張所（東区温品五丁目１番１８号）

南 区
中 区 役 所（�中区国泰寺町一丁目４番２１号）

南 区 役 所（�南区皆実町一丁目５番４４号）

西 区 西 区 役 所（西区福島町二丁目２番１号）
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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。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年７月８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９９号

平成２８年３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１００号

平成２８年３月１０日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第1項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

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，下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　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，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時１５分まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０１号

平成２８年３月１０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，農業集落排水処理施設の指定管理者を次のとお

り指定したので，広島市下水道条例（昭和４７年広島市条例第

９６号）第６０条第３項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社コスモス薬品

代表取締役　宇野　正晃

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号　第一福岡ビ

ルＳ館４階

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社コスモス薬品

代表取締役　宇野　正晃

福岡県福岡市博多区博多駅東二丁目１０番１号　第一福岡ビ

ルＳ館４階

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成２８年１０月３０日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，６１９．９平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の収容台数

　５０台

⑵　駐輪場の収容台数

　１２台

⑶　荷さばき施設の面積

　２７．０平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

　９．００立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻　午前１０時

イ　閉店時刻　午後１０時

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前９時３０分から午後１０時３０分

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

１か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

平成２８年２月２９日

９　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

１０　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２８年３月８日から同年７月８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

１１　意見書の提出
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０５号

平成２８年３月１１日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，電子計

算機に記録した印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文　書　名 印影を印刷する公印の名称
住民票コード通知票 共通区長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０６号

平成２８年３月１１日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，印影の印刷により公印の押な

つに代えることを承認した次の文書については，平成２８年３月

１４日をもって印影の印刷により公印の押なつに代えることをや

めるとともに，新たに電子計算機に記録した印影の用紙への出力

により，公印の押なつに代えることを承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名
過去の告示日
及び
告示番号

新たに印影に
使用する
公印の名称

・印鑑登録証明書
・�印鑑登録事務に関する
照会書・回答書

平成８年２月９日
広島市告示第３６号

・市長印
・�市長職務代理
者印

・住民票の写し
・�削除された住民票の写
し
・住民票記載事項証明書
・転出証明書
・�転出証明書に準ずる証
明書

平成８年２月９日
広島市告示第３６号 共通区長印

・�全部事項証明書（戸籍�
・除籍）
・�個人事項証明書（戸籍�
・除籍）
・除籍謄本
・除籍抄本
・改製原戸籍謄本
・改製原戸籍抄本
・�一部事項証明書（戸籍�
・除籍）
・�全部証明（附票・除票）
・一部証明（附票・除票）
・婚姻要件具備証明書
・独身証明書
・除籍記載事項証明書
・戸籍記載事項証明書
・受理証明書
・不受理証明書
・�戸籍法４１条証書提出
の証明書
・届書預り証明書
・�一部証明書（学術研究
用）

平成２３年４月１９
日
広島市告示第２１３
号

共通区長印

１　指定に係る公の施設

戸山農業集落排水処理施設

２　指定の相手方

広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

一般財団法人広島市都市整備公社

３　指定の期間

平成２８年４月１日から平成３０年月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０２号

平成２８年３月１０日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の徴収及び収納に関する事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

委託先及び委託期間

１　委託先　　東京都千代田区一番町２５番地

　　　　　　　地方公共団体情報システム機構

　　　　　　　理事長　西尾　勝

２　委託期間　�平成２８年３月１４日から平成２８年３月３１日

まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０３号

平成２８年３月１１日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影

（電子計算機に記録したもの）を印刷することにより，公印の押

なつに代えることを承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文　書　名 印影を印刷する公印の名称
市民税・県民税課税台帳記載事項
証明書（一般用）（コンビニエン
スストアで交付するものに限る。）

・市長印
・市長職務代理者印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０４号

平成２８年３月１１日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，電子計

算機に記録した印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文　書　名 印影を印刷する公印の名称
・�　国民年金保険料免除・納付猶
予申請（市町村確認書）

・�　国民年金保険料学生納付特例
申請（市町村確認書）

共通区長印
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・身分証明書
・死産受理証明書
・再製証明書
・�焼失により再製した旨
の証明書

・廃棄証明

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０７号

平成２８年３月１１日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり。

２　変更期間

平成２８年３月１１日から同年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置
（
別
紙
）

住
　
宅
�

種
　
別

住
　
宅
　
名

号
室

構
造

建
設
年
度
利
便
性
係
数

近
傍
同
種
家
賃

（
家
賃
限
度
額
）

本
　
来
　
家
　
賃
　
（
　
月
　
額
　
）

単
位
：
円

政
　
令
　
月
　
収

0 ～
10
4,0
00
�

10
4,0
01
�

～
12
3,0
00
�

12
3,0
01

～
13
9,0
00
�

13
9,0
01
�

～
15
8,0
00
�

15
8,0
01
�

～
18
6,0
00
�

18
6,0
01
�

～
21
4,0
00
�

21
4,0
01
�

～
25
9,0
00
�

25
9,0
01
�

～

公
営

宇
品
母
子
住
宅
２
号
棟

１
０
６
号

中
耐

昭
和
42
年

0.9
08
4

19
,80
0

11
,10
0

12
,80
0

14
,60
0

16
,50
0

18
,90
0

19
,80
0

19
,80
0

19
,80
0

公
営

宇
品
あ
か
つ
き
住
宅
３
号
棟

１
０
５
号

中
耐

昭
和
56
年

0.9
06
7

44
,40
0

21
,90
0

25
,30
0

28
,90
0

32
,60
0

37
,20
0

43
,00
0

44
,40
0

44
,40
0

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
霞
Ａ
－
１
住
宅

６
０
７
号

高
耐

昭
和
54
年

0.8
95
2

56
,10
0

（
63
,60
0）

20
,80
0

24
,00
0

27
,40
0

31
,00
0

35
,40
0

40
,80
0

47
,80
0

55
,10
0

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
霞
Ａ
－
５
住
宅

７
１
１
号

高
耐

昭
和
55
年

0.8
92
5

40
,20
0

（
57
,50
0）

14
,50
0

16
,80
0

19
,20
0

21
,60
0

24
,70
0

28
,50
0

33
,40
0

38
,50
0

　
　
　
��＊
収
入
超
過
者
の
家
賃
：
本
来
家
賃
に
収
入
区
分
及
び
収
入
超
過
者
と
な
っ
て
か
ら
の
経
過
年
数
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
額
を
加
算
し
た
額
。
（
本
来
家
賃
＋
（
近
傍
同
種
家
賃
－
本
来
家
賃
）
×
割
増
率
）

【
割
増
率
】

収
　
入
　
区
　
分

１
年
目

２
年
目

３
年
目

４
年
目

５
年
目

15
8,0
01
円
～
18
6,0
00
円

1
／
5

2
／
5

3
／
5

4
／
5

1
18
6,0
01
円
～
21
4,0
00
円

1
／
4

2
／
4

3
／
4

1
―

21
4,0
01
円
～
25
9,0
00
円

1
／
2

1
―

―
―

25
9,0
01
円
～

1
―

―
―

―
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有限会社緑大橋
薬局

広島市西区観音
町６－２

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

コイ薬局

広島市西区己斐
本町一丁目５－
８センテニアル
己斐本町１Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ己斐駅
前薬局

広島市西区己斐
本町一丁目９－
２４

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ横川駅
ビル薬局

広島市西区横川
町三丁目２－２�
９

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

医療法人　社団
追風会　大本内
科医院

広島市安佐南区
上安二丁目４－
３６

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

小田歯科・矯正
歯科

広島市安佐南区
大町西三丁目２�
１－１３アド・
グレイス１Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ長楽寺
薬局

広島市安佐南区
長楽寺一丁目２�
９－２５

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

クルーズ薬局　
西風新都店

広島市安佐南区
伴南一丁目５－
１８－８－１０�
１

平成２８年３
月２５日

平成３４年３
月２４日

ウォンツ相田薬
局

広島市安佐南区
相田一丁目３－
１８

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ高陽矢
口薬局

広島市安佐北区
口田一丁目２１
－２３

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ薬局　
安佐市民病院前
店

広島市安佐北区
可部南二丁目２
－２８

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ユアヘルス薬局

広島市佐伯区五
日市駅前一丁目
４－５五日市福
屋１Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０９号

平成２８年３月１４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

基町診療所 広島市中区基町
１８－２－１

平成２８年３
月３１日

平成３４年３
月３０日

本川クリニック 広島市中区本川
二丁目４－２２

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

山崎病院
広島市中区大手
町二丁目６－１�
１

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０８号

平成２８年３月１４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

東雲眼科医院
広島市中区紙屋
町二丁目２－２
紙屋町ビル３Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

医療法人社団　
誠美会　川原歯
科医院

広島市中区幟町
６－２６

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

アルファ歯科ク
リニック

広島市中区八丁
堀３－１２砂原
ビル２Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ薬局　
日赤病院前店

広島市中区千田
町一丁目７－１�
０

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ薬局　
鉄砲町店

広島市中区鉄砲
町９－１０

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ吉島薬
局

広島市中区吉島
西二丁目１５－
１２

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ八丁堀
薬局

広島市中区八丁
堀１１－８

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ平和大
通り薬局

広島市中区中町
７－１６

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ舟入本
町薬局

広島市中区舟入
本町１３－６

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ薬局白
島通り店

広島市中区八丁
堀１２－３

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

大手町調剤薬局
広島市中区大手
町三丁目１３－
８

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

山地内科医院
広島市東区牛田
旭二丁目４－１�
４

平成２８年３
月２５日

平成３４年３
月２４日

ウォンツ下温品
薬局

広島市東区温品
七丁目１１－３�
４

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ウォンツ薬局　
光町店

広島市東区光町
二丁目７－１７

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

おちうみ内科消
化器クリニック

広島市南区西旭
町８－８

平成２８年３
月５日

平成３４年３
月４日

岡田クリニック
広島市南区仁保
新町一丁目９－
１２

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

㈲東部薬局 広島市南区東本
浦町４－２７

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

ミント薬局　仁
保店

広島市南区仁保
新町一丁目８－
１０

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１１号

平成２８年３月１６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

竹岡　
伸章

楽らく接
骨鍼灸院
　東雲店

広島市南区東雲一
丁目２２－２１ 柔道整復 平成２８年

２月２９日

政本　
恵也

安佐南鍼
灸訪問マ
ッサージ
院

広島市安佐南区伴
東一丁目１４－６
－１－２０３

あん摩・マ
ッサージ

平成２７年
７月３１日

政本　
恵也，
千川　
勝也

安佐南鍼
灸訪問マ
ッサージ
院

広島市安佐南区伴
東一丁目１４－６
－１－２０３

はり・きゅ
う

平成２７年
７月３１日

綿谷　
剛史

創生接骨
院

広島市安佐南区伴
東七丁目３６－７ 柔道整復 平成２８年

１月３１日

下田　
玲子

りんどう
鍼灸整骨
院

広島市佐伯区五日
市中央三丁目１－
３１サンシャイン
中央Ⅰ　１Ｆ

柔道整復 平成２８年
３月５日

下田　
将司

りんどう
鍼灸整骨
院

広島市佐伯区五日
市中央三丁目１－
３１サンシャイン
中央Ⅰ　１Ｆ

あん摩・マ
ッサージ

平成２８年
３月５日

下田　
将司

りんどう
鍼灸整骨
院

広島市佐伯区五日
市中央三丁目１－
３１サンシャイン
中央Ⅰ　１Ｆ

はり・きゅ
う

平成２８年
３月５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１２号

平成２８年３月１６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）

大石歯科医院
広島市中区新天
地６－１２新天
地ＭＲビル２Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

山崎病院
広島市中区大手
町二丁目６－１�
１

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

平岡歯科医院

広島市東区光町
二丁目５－３第
１１平勝ビル２�
０１

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

石田医院 広島市西区庚午
中三丁目１－１

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

澄川内科医院
広島市西区横川
町二丁目１０－
２３

平成２８年３
月２２日

平成３４年３
月２１日

山下内科医院
広島市西区山田
新町二丁目２３
－１

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

橋本歯科医院 広島市南区翠三
丁目１１－１２

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

にほ耳鼻咽喉科
アレルギー科ク
リニック

広島市南区仁保
新町二丁目５－
３２グレイスコ
ート仁保新町１
Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

わんぱくキッズ
クリニック

広島市安佐南区
東原一丁目１－
２　４Ｆ

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

小早川歯科医院
広島市安佐北区
口田四丁目９－
２３

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

しまづつ歯科医
院

広島市安佐北区
可部南五丁目１�
５－１６

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

片岡歯科医院
広島市佐伯区五
日市町下河内６�
０－１

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

川崎歯科医院
広島市佐伯区五
月が丘一丁目２�
２－１８

平成２８年３
月１日

平成３４年２
月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１０号

平成２８年３月１５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

訪問看護ステー
ションそれいゆ

広島市佐伯区五
日市町美鈴園４�
０番地６住屋ハ
イツＡ棟１０５
号室

平成２８年１
月１日

平成３３年
１２月３１日
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藤本　
寛嗣

中山東は
りきゅう
院

広島市東区中山東
三丁目２－２

はり・きゅ
う

平成２８年
１月２６日

結城　
英俊

楽らく接
骨鍼灸院
　東雲店

広島市南区東雲一
丁目２２－２１ 柔道整復 平成２８年

３月１日

干川　
勝也

さくらモ
ンデック
ス　安佐
南院

広島市安佐南区伴
東一丁目１４－６
－１　エターナル
ナカタ２０３

はり・きゅ
う

平成２７年
８月１日

綿谷　
剛史

創生接骨
院

広島市安佐南区伴
東七丁目３６－７ 柔道整復 平成２８年

２月１日

大明地
　早苗

紗来衣鍼
灸院

広島市佐伯区海老
園二丁目１８－１�
８　メゾン海老園
Ｃ－１０１

はり・きゅ
う

平成２８年
２月８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１３号

平成２８年３月１６日

　平成２８年度の路面復旧監督費の単価を別紙のとおり定める。

　なお，この単価は，平成２８年４月１日以後に申請を受理した

道路の占用の許可又は工事の承認に基づき施工される掘削跡の復

旧工事について適用する。

広島市長　　松　井　一　實
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（別紙）路面復旧監督費単価表

種別 単位 路面復旧監督費

車　道

アスファルト舗装道

舗装厚� ３９㎝

１㎡当たり 1,180円
下層路盤� １０㎝
上層路盤� １０㎝
基層� ９㎝
中間層� ５㎝
表層� ５㎝
舗装厚� ３５㎝

〃 770円
下層路盤� １５㎝
上層路盤� １０㎝
中間層� ５㎝
表層� ５㎝
舗装厚� ３５㎝

〃 500円下層路盤� ２０㎝
上層路盤� １０㎝
表層� ５㎝
舗装厚� ２５㎝

〃 480円下層路盤� １０㎝
上層路盤� １０㎝
表層� ５㎝
舗装厚� １９㎝

〃 370円路盤� １５㎝
表層� ４㎝
舗装厚� １４㎝

〃 360円路盤� １０㎝
表層� ４㎝

インターロッキング
ブロック舗装道

舗装厚� ２６㎝

〃 710円下層路盤� １５㎝
上層路盤� ３㎝
表層� ８㎝

滑り止めタイル舗装道
（テラゾータイル）

舗装厚� ４１㎝

〃 3,490円
下層路盤� １５㎝
上層路盤� ２０㎝
中間層� ３㎝
表層� ３㎝

歩　道

アスファルト舗装道
舗装厚� １３㎝

〃 300円路盤� １０㎝
表層� ３㎝

アスファルト舗装道
（透水性）

舗装厚� １４㎝
〃 450円路盤� １０㎝

表層� ４㎝

コンクリート舗装道
舗装厚� １７㎝

〃 300円路盤� １０㎝
表層� ７㎝

インターロッキング
ブロック舗装道

舗装厚� １９㎝

〃 670円下層路盤� １０㎝
上層路盤� ３㎝
表層� ６㎝

滑り止めタイル舗装道
（テラゾータイル）

舗装厚� ２１㎝

〃 3,050円
下層路盤� １０㎝
上層路盤� ５㎝
中間層� ３㎝
表層� ３㎝

舗装道以外の道路 路盤� １０㎝ 〃 90円

１　植樹帯の掘削工事にかかる路面復旧監督費は，この表の舗装道以外の道路の項に定める額とする。

２　この表に定めのない道路及び特殊な箇所の掘削にかかる路面復旧監督費は，別に定めるところによる。
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島公共下水道

２　施行者の名称

広島市

３　事業所の所在地

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市下水道局施設部計画調整課

４　事業地

⑴　収用の部分

変更なし。

⑵　使用の部分

平成二十五年広島県告示第二百八十四号の事業地のうち，

佐伯区海老園二丁目，五日市町大字石内を変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１７号

平成２８年３月１８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

１　供用を開始する年月日

平成２８年３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

東区 馬木七丁目の一部

分流式

佐伯区 海老山町の一部

汚水を排除

西区 井口三丁目及び山田町の各一
部

安佐南区 東野三丁目，上安二丁目及び
伴中央二丁目の各一部

安佐北区 落合南九丁目，三入六丁目及
び亀山南二丁目の各一部

安芸区 瀬野二丁目の一部

佐伯区 五日市町大字下小深川及び五
日市一丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１８号

平成２８年３月１８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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１４号

平成２８年３月１７日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１９条第１項の規定に

基づき，広島市の区域の境界に係る道路の管理の方法について別

紙のとおり定めたので，同条第５項の規定により，告示します。

　その関係図書は，平成２８年３月１７日から同月３１日まで広

島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１５号

平成２８年３月１７日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項にお

いて準用する同法第６２条第１項の規定により，広島県知事から

同法第６０条第３項第１号及び第２号に掲げる図書の写しの送付

を受けましたので，同法第６３条第２項において準用する同法第

６２条第２項の規定により，縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　施行者の名称

広島市

２　都市計画事業の種類および名称

広島圏都市計画下水道事業（広島平和記念都市建設事業）広

島公共下水道

３　事業施行期間

昭和２６年４月１日から平成３３年３月３１日まで

４　図書の写しの縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市下水道局施設部計画調整課

５　事業地

⑴　収用の部分

変更なし。

⑵　使用の部分

平成二十五年広島県告示第二百八十四号の事業地のうち，

佐伯区海老園二丁目，五日市町大字石内を変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１６号

平成２８年３月１７日

　広島圏都市計画下水道事業（広島平和記念都市建設事業）につ

いて，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項

において準用する，同法第６２条第１項の規定による認可の告示

があったので，同法第６６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

１　都市計画事業の種類及び名称

広島圏都市計画下水道事業（広島平和記念都市建設事業）広
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二丁目，同三丁目，同四丁目，同五丁目，美鈴
が丘西一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁
目，同五丁目，美鈴が丘南一丁目，同二丁目，
同三丁目，同四丁目，美鈴が丘緑一丁目，同二
丁目，同三丁目，城山一丁目，同二丁目

別表

安佐南区

伴南一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁目，
同五丁目，伴北四丁目，同五丁目，同六丁目，
同七丁目，伴北町，伴西一丁目，同二丁目，同
三丁目，同四丁目，同五丁目，同六丁目，伴西
町，伴東一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁
目，同五丁目，同六丁目，同七丁目，同八丁
目，伴東町，伴中央一丁目，同二丁目，同三丁
目，同四丁目，同五丁目，同六丁目，同七丁
目，大塚東一丁目，同二丁目，同三丁目，大塚
東町，大塚西一丁目，同二丁目，同三丁目，同
四丁目，同五丁目，同六丁目，同七丁目，大塚
西町，沼田町

安佐北区

深川一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁目，
同五丁目，同六丁目，同七丁目，同八丁目，深
川町，上深川町，小河原町，狩留賀町，可部東
一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁目，同五
丁目，同六丁目，三入一丁目，同二丁目，同三
丁目，同四丁目，同五丁目，同六丁目，同七丁
目，三入東一丁目，同二丁目，三入南一丁目，
同二丁目，大林一丁目，同二丁目，同三丁目，
同四丁目，大林町，亀山西一丁目，同二丁目，
可部町，安佐町（大字くすのき台を除く。），
白木町

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２０号

平成２８年３月２２日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課及び安佐南区役所農林建設部

農林課において，下記のとおり一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　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，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２１号

平成２８年３月２２日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課及び佐伯区役所農林建設部農

林課において，下記のとおり一般の縦覧に供します。

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２８年３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 井口三丁目及び山田町の各一
部

安佐南区 東野三丁目，上安二丁目及び
伴中央二丁目の各一部

安佐北区 落合南九丁目，三入六丁目及
び亀山南二丁目の各一部

佐伯区
五日市町大字下小深川，五日
市一丁目及び海老山町の各一
部

安芸区 瀬野二丁目の一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１９号

平成２８年３月１８日

動物の飼養又は収容施設の許可を必要とする区域の指

定

　化製場等に関する法律（昭和２３年法律第１４０号）第９号第

１項の規定に基づき，動物の飼養又は収容施設の許可を必要とす

る区域を次のように指定し，昭和５９年広島市告示第２７３号，

昭和６０年広島市告示第７６号及び昭和６２年広島市告示第

１６５号は廃止する。

広島市長　　松　井　一　實

中　　区 全域
東　　区 温品町，福田町及び馬木町を除く区域
南　　区 宇品町及び似島町を除く区域
西　　区 全域
安佐南区 別表に掲げる町目を除く区域
安佐北区 別表に掲げる町目を除く区域
安 芸 区 阿戸町を除く区域
佐 伯 区 五日市一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁

目，同五丁目，同六丁目，同七丁目，五日市駅
前一丁目，同二丁目，同三丁目，新宮苑，五日
市中央一丁目，同二丁目，同三丁目，同四丁
目，同五丁目，同六丁目，同七丁目，藤垂園，
吉見園，旭園，海老山町，海老園一丁目，同二
丁目，同三丁目，同四丁目，楽々園一丁目，同
二丁目，同三丁目，同四丁目，同五丁目，同六
丁目，隅の浜一丁目，同二丁目，同三丁目，美
の里一丁目，同二丁目，美鈴が丘東一丁目，同
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広島市告示第１２５号

平成２８年３月２３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

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１２６号

平成２８年３月２５日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第６号

及び第１１５条の９第１項第１０号の規定により，次の指定（介

護予防）居宅サービス事業者の指定を取り消しましたので，告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

平成28年
４月30日

あい・のぞ
み株式会社

あい・のぞ
み訪問介護
センター

佐伯区五日市
町美鈴園５０
番地４３

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２７号

平成２８年３月２５日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７７条第１項第９号

の規定により，次の指定居宅サービス事業者の指定を取り消しま

したので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　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，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２２号

平成２８年３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１２３号

平成２８年３月２３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１２４号

平成２８年３月２３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）公園を変更したので，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）公園

２・２・７２８　沼田公園

２　都市計画を変更する土地の区域

広島市安佐南区伴東七丁目

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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文書名 過去の告示日
及び告示番号

・市民税・県民税課税台帳記載事項証明書
・�価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税・
都市計画税納税通知書
・�価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税納
税通知書
・�価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税・
都市計画税賦課決定（減額）通知書
・�価格等の決定（修正）通知書兼固定資産税賦
課決定（減額）通知書
・�固定資産税・都市計画税賦課決定（減額）通
知書
・固定資産税賦課決定（減額）通知書
・固定資産税・都市計画税納税通知書
・固定資産税納税通知書
・固定資産税・都市計画税減免通知書
・固定資産税減免通知書
・固定資産税・都市計画税減免取消通知書
・固定資産税減免取消通知書
・�固定資産証明書（固定資産課税台帳に登録さ
れた固定資産のない証明）
・�固定資産証明書（固定資産課税台帳に登録さ
れていない証明）
・固定資産税・都市計画税　課税証明書
・固定資産課税台帳登録事項証明書
・�固定資産（償却資産）課税台帳登録事項証明
書
・軽自動車税納税証明書（継続検査用）
・軽自動車賦課額更正（決定）通知書
・軽自動車税課税免除承認通知書
・軽自動車税減免決定通知書
・軽自動車税の減免否認について（通知）
・軽自動車税納税通知書
・法人市民税申告事項等証明書
・納税証明書（一般用）
・過誤納金等　還付充当通知書（市税用）
・納税証明書（行政提出用）
・納税証明書（法人市民税）
・返還金支払通知書（市税用）
・納税証明書（固定資産税用）
・�市民税・県民税特別徴収税額（分離課税に係
る所得割）更正（決定）兼加算金額決定通知
書

（税務部専用
市長印）
平成２６年３
月１７日
広島市告示第
１２４号
（財政局専用
市長職務代理
者印⑶）
平成２７年２
月２３日
広島市告示第
７４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３１号

平成２８年３月２９日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，税務部

専用市長印及び財政局専用市長職務代理者印⑶の印影の印刷によ

り公印の押なつに代えることを承認し，告示しましたが，平成

２８年４月３日をもって，印影の印刷により公印の押なつに代え

ることを辞めましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文　書　名 告示日及び
告示番号

・標識交付証明書

・還付金受領催告書（市税用）

（税務部専用市長印）
平成２６年３月１７日
広島市告示第１２４号

（財政局専用市長職務代理
者印⑶

指定取消
年月日

事業者の
名称

事業所の
名称

事業所の
住所

サービスの
種類

平成28年
３月25日

有限会社す
みれ

訪問看護ス
テーション
すみれ

広島市佐伯区
海老園二丁目
９番３号

訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２８号

平成２８年３月２５日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

及び第５項において準用する同法第５１条第２項第４号及び第９

号，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

護機関の指定を取消したため，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２８年４月
３０日

あい・のぞみ
訪問介護セン
ター

広島市佐伯区五日
市町美鈴園５０番
地４３

あい・のぞ
み株式会社

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２９号

平成２８年３月２５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５０条第１項第５号の規定に基

づき，次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消し

ますので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称

事業所の
名称

事業所の
所在地

サービスの
種類

平成28年
４月30日

あい・のぞ
み株式会社

あい・のぞ
み訪問介護
センター

広島市佐伯区
五日市町美鈴
園５０番地４�
３

居宅介護
重度訪問介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３０号

平成２８年３月２９日

　広島市公印管理規制（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，税務部

専用市長印及び財政局専用市長職務代理者印⑶の印影の印刷によ

り公印の押なつに代えることを承認し，告示しましたが，平成

２８年４月４日から新たに電子計算機に記録した市長印及び市長

職務代理者印の印影の用紙への出力により，公印の押なつに代え

ることを承認したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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ルネサンス
ケアカーネ
リアン株式
会社

居宅介護支
援事業所幸
せプラン広
島

広島市中区猫
屋町１番７号
２階

平成２８
年３月３�
１日

居宅介護支
援

パナソニッ
クエイジフ
リーショッ
プス株式会
社

パナソニッ
クエイジフ
リーショッ
プスケアプ
ランセンタ
ー広島中央

広島市南区出
汐三丁目１０
番６号

平成２８
年３月３�
１日

居宅介護支
援

株式会社ア
ール・プラ
グレス

クロスプラ
ンニング

広島市安佐南
区八木四丁目
２６番１－１�
１０１号

平成２８
年３月３�
１日

居宅介護支
援

株式会社フ
ァイネス

居宅介護支
援事業所フ
ァイネス

広島市佐伯区
観音台四丁目
３２番２０号

平成２８
年３月３�
１日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３５号

平成２８年３月２９日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市女性福祉センターの指定管理者の指定の

期間を次のとおり変更したので，広島市女性福祉センター条例

（昭和４３年広島市条例第２４号）第１３条第３項の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市女性福祉センター

２　指定の相手方

広島市中区千田町一丁目９番４３号

社会福祉法人広島市社会福祉協議会

３　指定の期間

変更前　平成２６年４月１日から平成２８年６月３０日まで

変更後　平成２６年４月１日から平成２８年１２月４日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３６号

平成２８年３月２９日

　広島市私道整備工事費補助金交付規則（昭和４８年広島市規則

第４７号）第４条第１項の規定に基づき私道の整備工事に要する

経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので，同

条第２項の規定により告示します。

　また，広島市私道整備工事費補助金交付規則第４条第１項の規

定により市長が認定する額は，実際の整備工事に要する経費と当

該上限となる額のいずれか低い額とします。

　これに伴い，平成２７年３月２６日付け広島市告示第１３８号

を廃止します。

広島市長　　松　井　一　實

１　舗装新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経費

次のとおりとする。

平成２７年２月２３日
広島市告示第７４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３２号

平成２８年３月２９日

　平成２８年３月２８日付けで認可申請のあった西風新都グリー

ンフォートそらの緑地協定について，都市緑地法（昭和４８年法

律第７２号）第４６条第１項の規定により公告し，次のとおり関

係人の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．緑地協定の名称

西風新都グリーンフォートそらの緑地協定

２．緑地協定の区域

広島市佐伯区石内東二丁目の一部

（緑地協定書添付図面のとおり）

３．緑地協定の縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局緑化推進部緑政課

４．緑地協定の縦覧期間

平成２８年３月２９日から平成２８年４月１２日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３３号

平成２８年３月２９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）

北嵐　
丈夫 脉鍼堂 広島市中区袋町８

－１４－７０４
はり・きゅ
う

平成２６年
７月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３４号

平成２８年３月２９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
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転落防止
柵設置工
事

土中建込
ビーム式
支柱間隔３
メートル

１メート
ルにつき

13,030円

コンクリート
建込

ビーム式
支柱間隔３
メートル

10,800円

ガードレ
ール設置
工事

土中建込 塗装品 12,900円
コンクリート
建込 塗装品 12,740円

道路反射
鏡設置工
事

一面鏡
６００ミリ
メートル
直柱

１基につ
き 135,640円

４　舗装補修工事に要する経費

次のとおりとする。

施　工　方　法 単位 金額

すべり止め舗装
人力施工

１平方メ
ートルに
つき

3,740円
機械施工 2,310円

その他
人力施工 3,360円
機械施工 1,930円

５　交通安全施設補修工事に要する経費

次のとおりとする。

種　　　　別 規格 単位 金額
転落防止
柵補修工
事

ビーム取換 ４２．７ミ
リメートル

１メート
ルにつき

3,740円

ガードレ
ール補修
工事

レール取換 ４メートル 7,960円

道路反射
鏡補修工
事

反射鏡取換 ６００ミリ
メートル

１基につ
き 94,820円

支柱交換 ７６．３ミ
リメートル

１メート
ルにつき 8,100円

６　経費の額の特例

私道の状況により前各項に定める基準により難い場合におい

て，市長が特に認めたものについては，その都度別に定める額

とする。

７　施行期日

平成２８年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３７号

平成２８年３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

区　　　　分 単位 金額

私
　
　
　
道
　
　
　
別

土地区画整理
事業その他に
より，将来形
状変更のある
ことが明らか
な区域内の私
道及び幅員１．�
８メートル未
満の私道

人力施工による場
合

１平方メ
ートルに
つき

7,670円

機械施工による場
合 3,030円

その他の一般
私道

すべ
り止
め舗
装　

人力施工に
よる場合 8,990円

機械施工に
よる場合 4,090円

その
他　

人力施工に
よる場合 8,610円

機械施工に
よる場合 3,710円

舗 装 止 め 工 １メート
ルにつき 7,230円

２　排水施設新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経

費

次のとおりとする。

⑴　側溝及び雨水ます新設工事に要する経費

種　　　　別 単位 金額

側溝
新設
工事

Ｌ型側溝と
する場合

エプロン幅が３０
センチメートルの
もの

１メート
ルにつき

11,520円

エプロン幅が４０
センチメートルの
もの

12,510円

Ｕ型側溝と
する場合

コンクリート蓋有
りのもの 50,060円

コンクリート蓋無
しのもの 35,560円

雨 水 ま す 設 置 工 事 １箇所に
つき 40,060円

⑵　排水管渠新設工事に要する経費

種　　　　別 内径 単位 金額

硬質
塩化
ビニ
ール
管と
する
場合

　布設工事　

１５０ミリ
メートル １メート

ルにつき

21,600円

２００ミリ
メートル 23,540円

支管取付工事（硬
質塩化ビニール管
に取り付ける場合
に限る）

１５０ミリ
メートル

１箇所に
つき 16,200円

ヒュ
ーム
管と
する
場合

　布設工事　

１５０ミリ
メートル １メート

ルにつき

28,080円

２００ミリ
メートル 31,210円

３　交通安全施設新設工事に要する経費

次のとおりとする。

種　　　　別 規格 単位 金額
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広島市告示第１４０号

平成２８年３月３１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

１　供用を開始する年月日

平成２８年３月３１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 安佐南区

山本新町一丁目，山本新町二
丁目及び山本新町五丁目の各
一部

分流式汚水を排除
安佐南区 安東二丁目及び沼田町大字大

塚の各一部

佐伯区 五日市町大字石内及び八幡東
四丁目の各一部

雨水を排除 安佐南区 山本六丁目及び山本七丁目の
各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４１号

平成２８年３月３１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２８年３月３１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

安佐南区

安東二丁目，山本新町一丁
目，山本新町二丁目，山本新
町五丁目及び沼田町大字大塚
の各一部

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

佐伯区 五日市町大字石内及び八幡東
四丁目の各一部

医療法人せ
のがわ

ヘルパース
テーション
なみき

広島市中区中
町２番１３号

平成２８
年３月３�
１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

有限会社ク
ロストーン

ケアステー
ションなな
か

広島市中区光
南二丁目３番
４６号

平成２８
年３月３
１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

社会福祉法
人グリーン
コープ

ふくしサー
ビスセンタ
ーおりーぶ
ネット

広島市東区牛
田旭二丁目１�
１番１３－２�
０２号

平成２８
年３月３�
１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会社オ
レンジ

オレンジケ
アサービス

広島市西区南
観音七丁目１�
３番２６号

平成２８
年３月３�
１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

社会福祉法
人平和会

訪問介護や
すらぎの里
広域公園

広島市安佐南
区大塚西四丁
目２番２０号

平成２８
年３月３�
１日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

社会福祉法
人藤田長生
会

神田山長生
園戸坂デイ
サービスセ
ンター

広島市東区戸
坂中町２番２�
９号

平成２８
年３月３�
１日

通所介護及
び介護予防
通所介護

富士メディ
カル株式会
社

デイサービ
ス相田

広島市安佐南
区相田二丁目
６番９号

平成２８
年３月３�
１日

通所介護及
び介護予防
通所介護

パナソニッ
クエイジフ
リーショッ
プス株式会
社

パナソニッ
クエイジフ
リー介護チ
ェーン広島
中央

広島市南区出
汐三丁目１０
番６号

平成２８
年３月３�
１日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

株式会社リ
プルケアー
センター

リプル福祉
用具貸与事
業所

広島市佐伯区
湯来町伏谷乙
１３６１番地

平成２８
年３月３�
１日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

パナソニッ
クエイジフ
リーショッ
プス株式会
社

パナソニッ
クエイジフ
リー介護チ
ェーン広島
中央

広島市南区出
汐三丁目１０
番６号

平成２８
年３月３�
１日

特定福祉用
具販売及び
特定介護予
防福祉用具
販売

株式会社リ
プルケアー
センター

リプル福祉
用具販売事
業所

広島市佐伯区
湯来町伏谷乙
１３６１番地

平成２８
年３月３�
１日

特定福祉用
具販売及び
特定介護予
防福祉用具
販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３８号

平成２８年３月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項

の規定により，次に掲げる者から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

医療法人社
団仁鷹会

たかの橋訪
問看護ステ
ーション

広島市中区国
泰寺町二丁目
４番２１号た
かの橋中央ビ
ル３０１号室

平成２８
年３月３�
１日

介護予防訪
問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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広島市道
南１区比
治山蟹屋
線　　　

南区段原大畑町１２５番地１地先
から
南区西蟹屋一丁目２４３番地１地
先まで

広島市道 南１区１�
０４号線

南区南蟹屋二丁目６６１番地１２
地先から
南区東駅町６２４番地６地先まで

２　指定する期日　平成２８年４月１日

３　通行方法

１の道路を通行する高さが３．８メートルを超え４．１メート

ル以下の車両は，次の通行方法によらなければならない。

①走行位置の指定　�　トンネル等の上空障害箇所では，車両又

は車両に積載する貨物が建築限界を侵すお

それがあるので，車線からはみ出さないよ

う走行するとともに，道路に隣接する施設

等に出入りするためやむを得ず車線からは

み出す場合は，標識や樹木等の上空障害物

に接触しないよう十分に注意すること。

②後方警戒措置　　�　後方車両に対し十分な車間距離を取ら

せ，交通の危険を防止するため，横寸法

０．２３メートル以上，縦寸法０．１２メー

トル以上（又は横寸法０．１２メートル以

上，縦寸法０．２３メートル以上）の地が

黒色の板等に黄色の反射塗装その他反射性

を有する材料で「背高」と表示した標識

を，車両の後方の見やすい箇所に掲げるこ

と。

③道路情報の収集　�　道路の状況は，工事の実施等により変化

することがあるので，あらかじめ道路情報

を収集し，上空障害箇所のないことを確認

のうえ走行すること。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４５号

平成２８年３月３１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　ユアーズ庚午店

⑵　所在地　広島市西区庚午中三丁目１５番地１９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社森川不動産

代表取締役　森川　幸二

広島市西区古江新町１３番９号

宮本　里美

広島市佐伯区五日市中央四丁目１番３号

杉本　慎平

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４２号

平成２８年３月３１日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第１１条の規定に基づき，特賃住宅を除く市営住宅の平成

２８年４月から平成２９年３月までの家賃について別紙のとおり

定めます。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４３号

平成２８年３月３１日

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第２号

イの規定に基づき，通行する車両の総重量の最高限度が車両の長

さ及び軸距に応じ最大２５トンである道路を次のとおり指定す

る。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する道路の路線及び区間

次表のとおり

道路の種類 路線名 区　　間

一般国道 １８３号

安佐北区可部南四丁目４４番地３
地先から
安佐北区大林町字浜ヶ谷９０８番
地１地先まで

２　指定する期日　平成２８年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４４号

平成２８年３月３１日

　車両制限令（昭和３６年政令第２６５号）第３条第１項第３号

の規定に基づき，通行する車両の高さの最高限度が４．１メート

ルである道路を次のとおり指定し，併せて，同令第１０条第１項

の規定に基づき，当該道路を通行する高さが３．８メートルを超

え４．１メートル以下の車両の通行方法を次のとおり定める。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定する道路の路線及び区間

次表のとおり

道路の種類 路線名 区　　間

一般国道 １８３号

安佐北区可部南四丁目４４番地３
地先から
安佐北区大林町字浜ヶ谷９０８番
地１地先まで

広島県道 ３７号広
島三次線

南区比治山本町１０５１番地２地
先から
南区段原大畑町１２５番地１まで

広島県道
１６４号
広島海田
線　　　

南区西蟹屋一丁目２４３番地１地
先から
南区南蟹屋二丁目６６１番地１２
地先まで



平成２８年５月２日� 第１０３１号　―８５―広　　島　　市　　報

　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８月１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１４６号

平成２８年３月３１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項の規定により指定緊急避難場所を指定したので，同条第３項

の規定に基づき別添のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

広島市西区古江東町８番１号

杉本　春子

広島市西区古江東町８番３号

３　変更事項

⑴　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）

№ 位　　置 収容台数
１ 建物北側 　６２台
２ 建物東側 　７５台
３ 建物南側（道路側） 　１３台

合　　計 １５０台

（変更後）

№ 位　　置 収容台数
１ 建物北側 　６２台
２ 建物東側 　７５台
３ 建物南側（店舗側） 　１３台

合　　計 １５０台

イ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

（変更前）

№ 位　　置 容　　量
１ 建物南側 １２立方メートル
２ 建物南側 　７立方メートル
３ 建物南側（店舗側） 　９立方メートル

合　　計 ２８立方メートル

（変更後）

№ 位　　置 容量
１ 建物南側 １２立方メートル
２ 建物南側 　７立方メートル
３ 建物南側（道路側） 　９立方メートル

合　　計 ２８立方メートル

４　変更年月日

平成２８年４月１日

５　届出年月日

平成２８年３月２５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２８年３月３１日から同年８月１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


