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常選挙における期日前投票所の設置（西区）� 61

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が期日前投票を行うことが�

できる期日前投票所の指定（西区）� 61

選挙における期日投票所の設置（東区）� 57

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（東区）� 57

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（東区）� 58

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（東区）� 58

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における投票記載所の候補者�

の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを�

行う場所及び日時（東区）� 58

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票の場所及び日時（東区）� 58

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（東区）� 58

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における開票に関し，候補者�

から届出のあった開票立会人となるべき者�

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政�

党その他の政治団体に属する候補者の届出�

に係るものが３人以上あるときのくじを行�

う場所及び日時（東区）� 58

〇平成２８年７月１０日執行の参議院比例代�

表選出議員選挙における開票に関し，名簿�

届出政党等から届出のあった開票立会人と�

なるべき者が１０人を超えるときのくじを�

行う場所及び日時（東区）� 59

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

において，選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（南区）� 59

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

までに新たに在外選挙人名簿に登録した者�

の氏名，経由領事官の名称，最終住所及び�

生年月日（南区）� 59

〇平成２８年７月１０日執行予定の参議院広�

島県選出議員選挙におけるポスター掲示場�

の設置（南区）� 59

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票所の設置（南区）� 59

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の設置（南区）� 59

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が期日前投票を行うことが�
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〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（安佐�

南区）� 64

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における投票記載所の候補者�

の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを�

行う場所及び日時（安佐南区）� 64

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票の場所及び日時（安佐�

南区）� 64

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（安佐南区）� 64

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における開票に関し，候補者�

から届出のあった開票立会人となるべき者�

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政�

党その他の政治団体に属する候補者の届出�

に係るものが３人以上あるときのくじを行�

う場所及び日時（安佐南区）� 64

〇平成２８年７月１０日執行の参議院比例代�

表選出議員選挙における開票に関し，名簿�

届出政党等から届出のあった開票立会人と�

なるべき者が１０人を超えるときのくじを�

行う場所及び日時（安佐南区）� 64

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

において，選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（安佐北区）� 65

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

までに新たに在外選挙人名簿に登録した者�

の氏名，経由領事官の名称，最終住所及び�

生年月日（安佐北区）� 65

〇平成２８年７月１０日執行予定の参議院広�

島県選出議員選挙におけるポスター掲示場�

の設置（安佐北区）� 65

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票所の設置（安佐北区）� 65

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の設置（安佐�

北区）� 65

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が期日前投票を行うことが�

できる期日前投票所の指定（安佐北区）� 65

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安佐北区）� 66

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（西区）� 62

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（西区）� 62

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における投票記載所の候補者�

の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを�

行う場所及び日時（西区）� 62

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票の場所及び日時（西区）� 62

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（西区）� 62

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における開票に関し，候補者�

から届出のあった開票立会人となるべき者�

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政�

党その他の政治団体に属する候補者の届出�

に係るものが３人以上あるときのくじを行�

う場所及び日時（西区）� 62

〇平成２８年７月１０日執行の参議院比例代�

表選出議員選挙における開票に関し，名簿�

届出政党等から届出のあった開票立会人と�

なるべき者が１０人を超えるときのくじを�

行う場所及び日時（西区）� 62

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

において，選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（安佐南区）� 63

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

までに新たに在外選挙人名簿に登録した者�

の氏名，経由領事官の名称，最終住所及び�

生年月日（安佐南区）� 63

〇平成２８年７月１０日執行予定の参議院広�

島県選出議員選挙におけるポスター掲示場�

の設置（安佐南区）� 63

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票所の設置（安佐南区）� 63

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の設置（安佐�

南区）� 63

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が期日前投票を行うことが�

できる期日前投票所の指定（安佐南区）� 63

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安佐南区）� 64
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及びその職務を代理すべき者の選任（安芸�

区）� 68

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における投票記載所の候補者�

の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを�

行う場所及び日時（安芸区）� 68

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票の場所及び日時（安芸�

区）� 68

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（安芸区）� 68

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における開票に関し，候補者�

から届出のあった開票立会人となるべき者�

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政�

党その他の政治団体に属する候補者の届出�

に係るものが３人以上あるときのくじを行�

う場所及び日時（安芸区）� 68

〇平成２８年７月１０日執行の参議院比例代�

表選出議員選挙における開票に関し，名簿�

届出政党等から届出のあった開票立会人と�

なるべき者が１０人を超えるときのくじを�

行う場所及び日時（安芸区）� 68

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における投票記載所の候補者�

の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを�

行う場所の変更（安芸区）� 68

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

において，選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（佐伯区）� 69

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

までに新たに在外選挙人名簿に登録した者�

の氏名，経由領事官の名称，最終住所及び�

生年月日（佐伯区）� 69

〇平成２８年７月１０日執行予定の参議院広�

島県選出議員選挙におけるポスター掲示場�

の設置（佐伯区）� 69

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票所の設置（佐伯区）� 69

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の設置（佐伯�

区）� 69

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（佐伯区）� 69

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票所を閉じる時刻の繰り�

常選挙における期日前投票所の投票管理者�

及びその職務を代理すべき者の選任（安佐�

北区）� 66

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における投票記載所の候補者�

の氏名等の掲示の掲載順序を定めるくじを�

行う場所及び日時（安佐北区）� 66

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票の場所及び日時（安佐�

北区）� 66

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における開票管理者及びその職務を�

代理すべき者の選任（安佐北区）� 66

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�

選出議員選挙における開票に関し，候補者�

から届出のあった開票立会人となるべき者�

が１０人を超えるときのくじ又は同一の政�

党その他の政治団体に属する候補者の届出�

に係るものが３人以上あるときのくじを行�

う場所及び日時（安佐北区）� 66

〇平成２８年７月１０日執行の参議院比例代�

表選出議員選挙における開票に関し，名簿�

届出政党等から届出のあった開票立会人と�

なるべき者が１０人を超えるときのくじを�

行う場所及び日時（安佐北区）� 66

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

において，選挙人名簿に登録した者の氏名，�

住所及び生年月日（安芸区）� 67

〇公職選挙法による，平成２８年６月２１日�

までに新たに在外選挙人名簿に登録した者�

の氏名，経由領事官の名称，最終住所及び�

生年月日（安芸区）� 67

〇平成２８年７月１０日執行予定の参議院広�

島県選出議員選挙におけるポスター掲示場�

の設置（安芸区）� 67

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票所の設置（安芸区）� 67

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の設置（安芸�

区）� 67

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙において，在外選挙人名簿に登録さ�

れている選挙人が投票を行う期日前投票所�

の指定（安芸区）� 67

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票区の投票管理者及びそ�

の職務を代理すべき者の選任（安芸区）� 67

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における期日前投票所の投票管理者�
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常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（安佐南区）� 72

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（安佐北区）� 72

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（安芸区）� 72

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（佐伯区）� 72

農業委員会規則

〇広島市農業委員会会議規則の一部を改正す�
る規則（第２号）� 72

農業委員会規程

〇広島市農業委員会規程の一部を改正する規�
程（第１−２号）� 73

〇広島市農業委員会事務局規程の一部を改正�
する規程（第２号）� 73

〇広島市農業委員会公印規程の一部を改正す�
る規程（第３号）� 73

〇広島市農業委員会証票規程の一部を改正す�
る規程（第４号）� 74

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 74
監 査 公 表

〇包括外部監査の意見に対する対応結果の公表� 75
職員共済組合公告

〇平成２７年度決算の要旨� 77

条 例
広島市条例第３６号

平成２８年６月２０日

　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負

担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

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する条例の一部を改正する条例

　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する条例（平成５年広島市条例第３５号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第４条第２号ア中「１万５，３００円」を「１万５，８００円」

に改め，同号イ中「７，３５０円」を「７，５６０円」に改める。

　第６条中「７円３０銭」を「７円５１銭」に改める。

　第８条第１号中「７円３０銭」を「７円５１銭」に改め，同条

第２号中「３６万５，０００円と４円８８銭」を「３７万５，５０�

０円と５円２銭」に改める。

上げ（佐伯区）� 70
〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�

常選挙における投票区の投票管理者及びそ�
の職務を代理すべき者の選任（佐伯区）� 70

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における期日前投票所の投票管理者�
及びその職務を代理すべき者の選任（佐伯�
区）� 70

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における投票記載所の候補者の氏名�
等の掲示の掲載順序を定めるくじを行う場�
所及び日時（佐伯区）� 70

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における開票の場所及び日時（佐伯�
区）� 70

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における開票管理者及びその職務を�
代理すべき者の選任（佐伯区）� 70

〇平成２８年７月１０日執行の参議院広島県�
選出議員選挙における開票に関し，候補者�
から届出のあった開票立会人となるべき者�
が１０人を超えるときのくじ又は同一の政�
党その他の政治団体に属する候補者の届出�
に係るものが３人以上あるときのくじを行�
う場所及び日時（佐伯区）� 70

〇平成２８年７月１０日執行の参議院比例代�
表選出議員選挙における開票に関し，名簿�
届出政党等から届出のあった開票立会人と�
なるべき者が１０人を超えるときのくじを�
行う場所及び日時（佐伯区）� 71

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における期日前投票所の投票管理者�
の辞任に伴う選任（佐伯区）� 71

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における投票区の投票管理者の辞任�
に伴う選任（佐伯区）� 71

区選管委員長告示

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（中区）� 71

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（東区）� 71

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（南区）� 71

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
常選挙における不在者投票の投票記載場所�
（西区）� 71

〇平成２８年７月１０日執行の参議院議員通�
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４　第２項の場合において，所得税の納税義務者が修正申告書を

提出し，又は国の税務官署が所得税の更正（納付すべき税額を

増加させるものに限り，これに類するものとして施行令第４８

条の９の９第１項に規定する更正を含む。以下この項において

「増額更正」という。）をしたとき（国の税務官署が所得税の

更正（納付すべき税額を減少させるものに限り，これに類する

ものとして同条第２項に規定する更正を含む。以下この項にお

いて「減額更正」という。）をしたことに基因して，第１項の

規定によりその賦課した税額が減少した後に，その賦課した税

額が増加したときに限る。）は，その追徴すべき不足税額（当該

減額更正前に賦課した税額から当該減額更正に基因して変更し

た税額を控除した金額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分として同条第３項に規定する税額に相当す

る金額に限る。）については，次に掲げる期間（同条第４項各

号に掲げる市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限る。）

を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

⑴　第４０条の各納期限の翌日から当該減額更正に基因して変

更した税額に係る納税通知書が発せられた日までの期間

⑵　当該減額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書が

発せられた日（当該減額更正が更正の請求に基づくものであ

る場合には，同日の翌日から起算して１年を経過する日）の

翌日から増額更正に基因して変更した税額に係る納税通知書

が発せられた日までの期間

　第４８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　第３項の場合において，法第３２１条の８第２２項に規定す

る申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提

出があつたとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第

１項，第２項，第４項又は第１９項に規定する申告書（以下こ

の項において「当初申告書」という。）が提出されており，か

つ，当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものとして施行令第４８条の１６の２第１

項に規定する更正を含む。以下この項において「減額更正」と

いう。）があつた後に，当該修正申告書が提出されたときに限

る。）は，当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分として同条第２項に規定する税額に相当す

る金額に限る。）については，次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が法第３２１条の１１第１

項又は第３項の規定による更正があるべきことを予知して提出

した修正申告書に係る市民税及び施行令第４８条の１６の２第

３項に規定する市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限

る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から控除する。

⑴　当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつ

た日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である

場合には，当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をし

た日までの期間

⑵　当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が，更正の請

求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）で

　第１１条第１号中「５１０円４８銭」を「５２５円６銭」に，

「３０万１，８７５円」を「３１万５００円」に改め，同条第２

号中「２５万５，２４０円と２６円７３銭」を「２６万２，５３０

円と２７円５０銭」に，「３０万１，８７５円」を「３１万５０�

０円」に改める。

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。

２　改正後の広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運

動の公費負担に関する条例の規定は，この条例の施行の日以後

その期日を告示される選挙について適用し，この条例の施行の

日の前日までにその期日を告示された選挙については，なお従

前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３７号

平成２８年６月２０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

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。

　第１９条中「の申告書に係る部分」を「に規定する申告書に係

る部分」に，「においては」を「には」に，「及び第２号」を

「，第２号及び第５号」に，「次の各号に掲げる税額の区分に応

じ，当該各号に掲げる期間については」を「第１号から第４号ま

でに掲げる税額の区分に応じこれらの号に定める期間又は第５号

及び第６号に掲げる税額の区分に応じこれらの号に定める日まで

の期間にあつては」に改め，同条第２号中「第４８条第１項の申

告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を除

く。）に係る税額又は」を削り，「若しくは第１２３条の８第１

項の」を「又は第１２３条の８第１項に規定する」に，「第４

号」を「次号及び第４号」に改め，同条第３号中「第４８条第１

項の申告書（法第３２１条の８第２２項及び第２３項の申告書を

除く。）でその提出期限後に提出したものに係る税額又は」を削

り，「若しくは第１２３条の８第１項の」を「又は第１２３条の

８第１項に規定する」に改め，同条に次の２号を加える。

⑸　第４８条第１項に規定する申告書（法第３２１条の８第

２２項及び第２３項に規定する申告書を除く。）に係る税額

（次号に掲げる税額を除く。）　当該税額に係る納期限の翌

日から１月を経過する日

⑹　第４８条第１項に規定する申告書（法第３２１条の８第

２２項及び第２３項に規定する申告書を除く。）でその提出

期限後に提出したものに係る税額　当該提出した日又はその

日の翌日から１月を経過する日

　第４３条の見出し中「賦課後」を「賦課額」に改め，同条第１

項中「規定によつて」を「規定により」に，「においては，すで

に」を「には，既に」に，「次項」を「この条」に改め，同条第

２項中「次項」の右に「及び第４項」を加え，同条に次の１項を

加える。
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１６号の固定資産（同号の固定資産にあつては，独立行政法人労

働者健康安全機構が設置する医療関係者の養成所において直接教

育の用に供するものに限る。第５９条において同じ。）」に，「独

立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安

全機構」に，「においては」を「には」に改める。

　第５９条中「又は第１２号」を「，第１２号又は第１６号」に，

「においては」を「には」に改める。

　第１０１条第１項中「第４８３条第５項又は第４８４条第４項」

を「第４８３条第６項又は第４８４条第５項」に，「基づく納付

の告知」を「よる通知」に，「通知書の」を「通知において」に

改める。

　第１２２条の１１第２項中「によつて」を「により」に改め，

同項第１号を次のように改める。

⑴　納税義務者の住所及び氏名又は名称（法人番号を有する法

人にあつては，住所，名称及び法人番号）

　第１２２条の１２第１項中「第６０９条第５項及び第６１０条

第４項」を「第６０９条第６項又は第６１０条第５項」に，「通

知書を」を「通知を」に，「においては」を「には」に，「通知

書に」を「通知において」に改める。

　第１２２条の２４第１項中「第７０１条の１２第５項又は第７�

０１条の１３第４項」を「第７０１条の１２第６項又は第７０１

条の１３第５項」に，「においては」を「には」に改める。

　第１２３条の１３第１項中「第７０１条の６１第５項又は第７�

０１条の６２第４項」を「第７０１条の６１第６項又は第７０１

条の６２第５項」に，「通知書を」を「通知を」に，「において

は」を「には」に，「通知書に」を「通知において」に改める。

　附則第７条を次のように改める。

　�（特定一般用医薬品等購入費を支払つた場合の医療費控除の特

例）

第７条　平成３０年度から平成３４年度までの各年度分の個人の

市民税に限り，法附則第４条の４第３項の規定に該当する場合

における第３４条の２の規定による控除については，その者の

選択により，同条中「法第３１４条の２第１項各号」とあるの

は「法第３１４条の２第１項各号（法附則第４条の４第３項の

規定により読み替えて適用する場合を含む。）」と，「同条第

１項」とあるのは「法第３１４条の２第１項（第２号に係る部

分を除く。）」と，「まで」とあるのは「まで並びに法附則第

４条の４第３項の規定により読み替えて適用される法第３１４

条の２第１項（第２号に係る部分に限る。）」と，「同条第２

項」とあるのは「法第３１４条の２第２項」として，第３４条

の２の規定を適用することができる。

　附則第１１条の２中第１１項を第１５項とし，第１０項を第１�

３項とし，同項の次に次の１項を加える。

１４　法附則第１５条第４２項に規定する条例で定める割合は，

５分の４とする。

　附則第１１条の２中第９項を第１２項とし，第８項を第１１項

とし，第７項を第８項とし，同項の次に次の２項を加える。

９　法附則第１５条第３３項第１号に規定する条例で定める割合

は，３分の２とする。

ある場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に

基づくものに限る。）によるものである場合には，当該減額

更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）

の翌日から当該修正申告書を提出した日（法第３２１条の８

第２３項の規定の適用がある場合において，当該修正申告書

がその提出期限前に提出されたときは，当該修正申告書の提

出期限）までの期間

　第５０条第３項中「の申告書」を「に規定する申告書」に，

「場合にあつては」を「場合には」に改め，「受けたこと」の右

に「。次項第２号において同じ。」を加え，同条に次の１項を加

える。

４　第２項の場合において，法第３２１条の８第２２項に規定す

る申告書（以下この項において「修正申告書」という。）の提

出があつたとき（当該修正申告書に係る市民税について同条第

１項，第２項，第４項又は第１９項に規定する申告書（以下こ

の項において「当初申告書」という。）が提出されており，か

つ，当該当初申告書の提出により納付すべき税額を減少させる

更正（これに類するものとして施行令第４８条の１５の５第１

項に規定する更正を含む。以下この項において「減額更正」と

いう。）があつた後に，当該修正申告書が提出されたときに限

る。）は，当該修正申告書の提出により納付すべき税額（当該

当初申告書に係る税額（還付金の額に相当する税額を含む。）

に達するまでの部分として同条第２項に規定する税額に相当す

る金額に限る。）については，次に掲げる期間（詐偽その他不

正の行為により市民税を免れた法人が提出した修正申告書に係

る市民税及び同条第３項に規定する市民税にあつては，第１号

に掲げる期間に限る。）を延滞金の計算の基礎となる期間から

控除する。

⑴　当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付があつ

た日（その日が当該申告に係る市民税の納期限より前である

場合には，当該納期限）の翌日から当該減額更正の通知をし

た日までの期間

⑵　当該減額更正の通知をした日（当該減額更正が，更正の請

求に基づくもの（法人税に係る更正によるものを除く。）で

ある場合又は法人税に係る更正（法人税に係る更正の請求に

基づくものに限る。）によるものである場合には，当該減額

更正の通知をした日の翌日から起算して１年を経過する日）

の翌日から当該修正申告書に係る更正の通知をした日までの

期間

　第５１条第２項中「によつて」を「により」に改め，同項第１

号を次のように改める。

⑴　納税義務者の住所若しくは居所又は事務所若しくは事業所

の所在地及び氏名又は名称（法人番号を有する法人にあつて

は，事務所又は事業所の所在地，名称及び法人番号）

　第５３条の１１第１項中「第３２８条の１１第５項又は第３２�

８条の１２第４項」を「第３２８条の１１第６項又は第３２８条

の１２第５項」に，「通知書を」を「通知を」に，「においては」

を「には」に，「通知書に」を「通知において」に改める。

　第５６条中「又は第１２号の固定資産」を「，第１２号又は第
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第１０項の熱損失防止改修専有部分に係る申告書について適用

し，同日前に改正法第１条の規定による改正前の地方税法附則

第１５条の９第９項に規定する熱損失防止改修工事が完了した

同項の熱損失防止改修住宅又は同条第１０項の熱損失防止改修

専有部分に係る申告書については，なお従前の例による。

９　新条例附則第１８条の規定は，平成２９年度以後の年度分の

都市計画税について適用し，平成２８年度分までの都市計画税

については，なお従前の例による。

１０　広島市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年広島

市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

　　附則第１６項の表第１９条第２号の項中

「
又は第９８条第１項若
しくは第２項，

又は

の申告書に 若しくは平成２７年改正
条例附則第１４項の申告
書に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

を

「
第９８条第１項若しく
は第２項，第１２２条
の１０第１項

第１２２条の１０第１項

又は第１２３条の８第
１項

若しくは第１２３条の８
第１項又は平成２７年改
正条例附則第１４項

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

に改め，

同表第１９条第３号の項中

「
又は第９８条第１項若
しくは第２項，

若しくは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」
を

「
第９８条第１項若しく
は第２項，第１２２条
の１０第１項，第１２�
２条の１７第１項又は

第１２２条の１０第１
項，第１２２条の１７第
１項若しくは

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 」

に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３８号

平成２８年６月２０日

　広島市市営住宅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

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　別表第２西白島店舗の項を削る。

附　則

　この条例は，平成２８年７月１日から施行する。

規 則
広島市規則第４７号

平成２８年６月２０日

１０　法附則第１５条第３３項第２号に規定する条例で定める割

合は，２分の１とする。

　附則第１１条の２中第６項を第７項とし，第５項の次に次の１

項を加える。

６　法附則第１５条第２９項に規定する条例で定める割合は，２

分の１とする。

　附則第１１条の３第１０項第５号中「費用」の右に「の額（施

行令附則第１２条第３６項に規定する補助金等の交付を受ける場

合にあつては，当該費用及び補助金等の額）」を加える。

　附則第１８条中「若しくは第４２項」を「，第４２項若しくは

第４５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

の各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

⑴　第４３条の見出し，第５６条及び第５９条並びに附則第

１１条の２，第１１条の３第１０項第５号及び第１８条の改

正規定並びに附則第５項から第９項までの規定　公布の日

⑵　附則第７条の改正規定及び附則第３項の規定　平成３０年

１月１日

２　改正後の広島市市税条例（以下「新条例」という。）第４３

条第４項の規定は，この条例の施行の日以後に同条第２項に規

定する納期限が到来する個人の市民税に係る延滞金について適

用し，同日前に当該納期限が到来した個人の市民税に係る延滞

金については，なお従前の例による。

３　新条例附則第７条の規定は，平成３０年度以後の年度分の個

人の市民税について適用する。

４　新条例第４８条第５項及び第５０条第４項の規定は，この条

例の施行の日以後に新条例第４８条第３項又は第５０条第２項

に規定する納期限が到来する法人の市民税に係る延滞金につい

て適用し，同日前に当該納期限が到来した法人の市民税に係る

延滞金については，なお従前の例による。

５　新条例附則第１１条の２第６項の規定は，平成２８年４月１

日以後に取得され，又は改良される地方税法等の一部を改正す

る等の法律（平成２８年法律第１３号。第８項において「改正

法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和２�

５年法律第２２６号。以下「新法」という。）附則第１５条第

２９項に規定する償却資産に対して課すべき平成２９年度以後

の年度分の固定資産税について適用する。

６　新条例附則第１１条の２第９項及び第１０項の規定は，平成

２８年４月１日以後に取得される新法附則第１５条第３３項各

号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備に対して課すべき

平成２９年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

７　新条例附則第１１条の２第１４項の規定は，平成２８年４月

１日以後に取得される新法附則第１５条第４２項に規定する家

屋及び償却資産に対して課すべき平成２９年度以後の年度分の

固定資産税又は都市計画税について適用する。

８　新条例附則第１１条の３第１０項第５号の規定は，平成２８

年４月１日以後に新法附則第１５条の９第９項に規定する熱損

失防止改修工事が完了する同項の熱損失防止改修住宅又は同条
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社会福祉法人
津浪福祉会

ケアステーシ
ョン八丁堀

広島市中区八
丁堀６番１１
−５０５号

訪問介護

社会福祉法人
津浪福祉会

ケアステーシ
ョン八丁堀

広島市中区八
丁堀６番１１
−５０５号

介護予防訪問介護

株式会社Ｂｅ
ｅ−Ｈｉｖｅ

訪問介護事業
所Ｂｅｅ−Ｈ
ｉｖｅ広島西
ケアセンター

広島市西区大
芝三丁目１２
番５号イトー
ビル１　１０�
９号

訪問介護

株式会社Ｂｅ
ｅ−Ｈｉｖｅ

訪問介護事業
所Ｂｅｅ−Ｈ
ｉｖｅ広島西
ケアセンター

広島市西区大
芝三丁目１２
番５号イトー
ビル１　１０�
９号

介護予防訪問介護

合同会社カー
ム

ヘルパーステ
ーション幸家

広島市安佐南
区長束四丁目
９番４−２０�
７

訪問介護

合同会社カー
ム

ヘルパーステ
ーション幸家

広島市安佐南
区長束四丁目
９番４−２０�
７

介護予防訪問介護

株式会社ＩＬ
ヘルパーステ
ーションつば
き

広島市佐伯区
五日市七丁目
９番１８号上
田ビル１階北
側

訪問介護

株式会社ＩＬ
ヘルパーステ
ーションつば
き

広島市佐伯区
五日市七丁目
９番１８号上
田ビル１階北
側

介護予防訪問介護

医療法人あす
か

あすか訪問看
護ステーショ
ン

広島市安佐南
区緑井二丁目
１１番１１−
１０２号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社ユカ
ワ

デイサービス
おかげさま

広島市南区宇
品西一丁目２
番３０号

介護予防通所介護

丸子硝子株式
会社

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ西区
己斐店

広島市西区己
斐本町二丁目
１８番２８号
ルミエール己
斐本町

介護予防通所介護

株式会社広の
島

リハビリデイ
サービス古の
市

広島市安佐南
区古市三丁目
５番３号

介護予防通所介護

株式会社シー
ズンモチベー
ション

デイサービス
季楽五月

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目１２番１１
号

介護予防通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９３号

平成２８年６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６月１日

　広島市安芸市民病院事業使用料及び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

広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規

則の一部を改正する規則

　広島市安芸市民病院事業使用料及び手数料条例施行規則（平成

２６年広島市規則第６１号）の一部を次のように改正する。

　第２条第３項第３号中「厚生労働大臣の定める評価療養及び選

定療養」を「厚生労働大臣の定める評価療養，患者申出療養及び

選定療養」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４８号

平成２８年６月３０日

　広島市市税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

広島市市税規則の一部を改正する規則

　広島市市税規則（昭和４３年広島市規則第５５号）の一部を次

のように改正する。

　別表第４第３項第６号中「中小企業の新たな事業活動の促進に

関する法律」を「中小企業等経営強化法」に改める。

附　則

　この規則は，平成２８年７月１日から施行する。

告 示
広島市告示第２９２号

平成２８年６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条若しくは第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６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
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武田　
誠児
又吉　
極

リラ鍼灸
整骨院　
古江院

広島市西区古江西
町１−２古江駅前
ビル１Ｆ　Ａ室

柔道整復 平成２８年
５月１８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９６号

平成２８年６月６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，次のとおり公示します。

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　Ｊゾーン大町

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東三丁目１３２９番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フォーライフコーポレーション

代表取締役　和泉　一之

広島市中区舟入中町１１番２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　荷さばき施設の位置及び面積

　　　（変更前）

No. 位　　置 面　積
３Ａ Ａ棟建物北東側 ５０平方メートル
３Ｂ Ａ棟建物南東側 ３０平方メートル
３Ｃ Ｂ棟建物北側 ３２平方メートル

合　　計 １１２平方メートル

　　　（変更後）

No. 位　　置 面　積
３Ａ Ａ棟建物北東側 ５０平方メートル
３Ｂ Ａ棟建物南東側 ３０平方メートル
３Ｃ Ｂ棟建物北側 ３２平方メートル
３Ｄ Ｄ棟建物南側 ３０平方メートル

合　　計 １４２平方メートル

イ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　　　（変更前）

No. 位　　置 容　量
４Ａ Ａ棟１階南東側 １２．５立方メートル
４Ｂ Ｂ棟建物南東側 ６．７立方メートル

合　　計 １９．２立方メートル

　　　（変更後）

No. 位　　置 容　量
４Ａ Ａ棟１階南東側 １２．５立方メートル
４Ｂ Ｂ棟建物南東側 ６．７立方メートル
４Ｃ Ｄ棟建物南側 ２．０立方メートル

合　　計 ２１．２立方メートル

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社愛和
ハーモニー居
宅介護支援事
業所

広島市佐伯区
五日市中央三
丁目９番５８
−２０１号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９４号

平成２８年６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。

　指定年月日　平成２８年６月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ユカ
ワ

デイサービス
おかげさま

広島市南区宇
品西一丁目２
番３０号

地域密着型通所介
護

丸子硝子株式
会社

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ西区
己斐店

広島市西区己
斐本町二丁目
１８番２８号
ルミエール己
斐本町

地域密着型通所介
護

株式会社広の
島

リハビリデイ
サービス古の
市

広島市安佐南
区古市三丁目
５番３号

地域密着型通所介
護

株式会社シー
ズンモチベー
ション

デイサービス
季楽五月

広島市佐伯区
五月が丘一丁
目１２番１１
号

地域密着型通所介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９５号

平成２８年６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）

田中　
恵理子

八丁堀接
骨院

広島市中区八丁堀
１１−１８−２Ｆ 柔道整復 平成２８年

４月７日
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広島市西区観音本町二丁目９番３１号

有限会社金尾

代表取締役　金尾　富子

広島市安佐南区川内六丁目２０番３号

有限会社キタオコーポレーション

代表取締役　石田　和子

広島市安佐南区八木一丁目６番５号

山陽綿業株式会社

代表取締役　三田　弘之

広島市東区曙一丁目２番７号

有限会社乗末地所

代表取締役　乗末　正文

広島市安佐南区八木三丁目１０番１号

有限会社ひろとよ商事

代表取締役　奥田　博文

広島市西区己斐中三丁目３３番９号

有限会社泰富

代表取締役　田村　亮

広島市安佐南区川内六丁目２２番８号

３　変更事項

　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住　　所

氏名又は名称 代表者
大黒天物産株式会
社

代表取締役
　大賀　昭司

岡山県倉敷市堀南７０�
４番地の５

未定 ― ―

（変更後）

小売業者
住　　所

氏名又は名称 代表者
大黒天物産株式会
社

代表取締役
　大賀　昭司

岡山県倉敷市堀南７０�
４番地の５

株式会社ツルハグ
ループドラッグ＆
ファーマシー西日
本

代表取締役
　村上　正一

広島市西区井口明神一
丁目１番１０号

４　変更年月日

平成２８年４月２８日

５　届出年月日

平成２８年４月２８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年６月６日から同年１０月６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

４　変更年月日

平成２８年６月３日

５　届出年月日

平成２８年６月１日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２８年６月６日から同年１０月６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

２　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年１０月６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２９７号

平成２８年６月６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ラ・ムー八木店

⑵　所在地　広島市安佐南区八木一丁目１０２８番４ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社アイコーポレーション

代表取締役　松田　正文

広島市安佐南区川内五丁目１０番９号

有限会社エフォート中尾

代表取締役　中尾　裕司

広島市安佐南区川内六丁目１４番１５号

奥田商事有限会社

代表取締役　奥田　悦子
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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

あかりホームケアク
リニック

広島市中区舟入南一丁
目４−５０Ｍフラッツ
１Ｆ

平成２８年６月１
日
平成３４年５月３�
１日

リウマチ内科銀山町
クリニック

広島市中区幟町１３−
４広島マツダビル５Ｆ

平成２８年５月１
日
平成３４年４月３�
０日

ミント薬局大手町店 広島市中区大手町五丁
目５−２３

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

ミント薬局舟入店 広島市中区舟入本町１�
３−２２

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

ふよう薬局 広島市中区舟入中町１�
１−１３　１Ｆ

平成２８年５月１
日
平成３４年４月３�
０日

ＪＲ広島病院 広島市東区二葉の里三
丁目１−３６

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

ＪＲ広島病院 広島市東区二葉の里三
丁目１−３６

平成２８年４月１
日
平成３４年３月３�
１日

沢村歯科医院 広島市東区福田二丁目
３４２−３

平成２８年５月１
日
平成３４年４月３�
０日

ヒロシマ平松歯科口
腔外科クリニック

広島市南区比治山本町
１１−３２

平成２８年５月１
日
平成３４年４月３�
０日

ミモザ歯科 広島市安佐南区西原一
丁目１１−１０

平成２８年６月１
日
平成３４年５月３�
１日

やまぐちホームケア
クリニック

広島市安佐北区口田一
丁目２１−２５

平成２８年５月１
日
平成３４年４月３�
０日

みどり坂の歯医者さ
んこうもと歯科

広島市安芸区瀬野西一
丁目２−２

平成２８年５月１
日
平成３４年４月３�
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３００号

平成２８年６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

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

２　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２８年１０月６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２９８号

平成２８年６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
リウマチ内科銀山町
クリニック

広島市中区幟町１４−
１４広島教販ビル２Ｆ

平成２８年５月１
日

ふよう薬局 広島市中区舟入中町１�
１−９

平成２８年４月３�
０日

広島鉄道病院 広島市東区二葉の里三
丁目１−３６

平成２８年３月３�
１日

広島鉄道病院 広島市東区二葉の里三
丁目１−３６

平成２８年３月３�
１日

沢村歯科医院 広島市東区福田二丁目
３４２−３

平成２８年４月３�
０日

古本歯科医院 広島市安佐南区西原一
丁目１１−１０

平成２８年５月３�
１日

やまぐちホームケア
クリニック

広島市安佐北区口田一
丁目２１−２５

平成２８年４月３�
０日

みどり坂の歯医者さ
んこうもと歯科

広島市安芸区瀬野西一
丁目２−２

平成２８年５月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９９号

平成２８年６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
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鈴張薬局
広島市安佐北区
安佐町鈴張２０�
１２−１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人社団小
野耳鼻咽喉科

広島市安芸区矢
野東四丁目１−
６

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

中野中央薬局
広島市安芸区中
野東一丁目２０
−２５

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人くが眼
科医院

広島市佐伯区五
日市中央七丁目
１２−１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０２号

平成２８年６月９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

鶴見クリニック 広島市中区鶴見
町１２−２０

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

やすらぎクリニ
ック

広島市中区袋町
３−１１味噌会
館２Ｆ

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

貞岡耳鼻咽喉科
クリニック

広島市中区基町
６−２７バスセ
ンタービル８Ｆ

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

中村歯科クリニ
ック

広島市中区本川
町二丁目１−２�
４

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

藤岡歯科診療所 広島市中区猫屋
町３−２８

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

三宅歯科 広島市中区住吉
町２−１０

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

スミイ薬局 広島市中区西十
日市町１−２

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

梶谷歯科医院
広島市東区牛田
旭一丁目１３−
１１

平成２８年６
月１６日

平成３４年６
月１５日

沢近医院
広島市南区宇品
御幸一丁目１７
−８

平成２８年６
月１１日

平成３４年６
月１０日

槇殿放射線科本
院

広島市南区猿猴
橋町６−３０

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

有馬歯科医院 広島市南区東本
浦町２２−２６

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

中島歯科 広島市南区松原
町１０−２５

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

和田歯科医院
広島市南区宇品
神田五丁目５−
１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

から変更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 変更年月日
（新）リオン訪問看
護リハビリステーシ
ョン 広島市西区三篠町二丁

目３−１９−２０３
平成２８年４月１
日（旧）華（はな）訪

問看護リハビリステ
ーション

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０１号

平成２８年６月９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
ちゃたに胃腸科
外科

広島市中区榎町
３−２４

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人社団千
田診療所

広島市中区千田
町三丁目９−１�
０

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

藤田内科医院 広島市中区西白
島町１３−１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人社団え
とむ会　神人ク
リニック

広島市東区若草
町１８−４６

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人社団
佐々木内科クリ
ニック

広島市南区京橋
町１−２−２０�
１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

京橋心療クリニ
ック

広島市南区京橋
町１−２

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

京橋薬局
広島市南区京橋
町１−２新京橋
ビル５Ｆ

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

段原薬局
広島市南区段原
南二丁目３−２�
４

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

住元皮ふ科クリ
ニック

広島市西区己斐
本町一丁目１４
−３

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

広島医療生活協
同組合　津田診
療所

広島市安佐北区
可部二丁目１３
−２２

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人社団花
水木会　鈴張ク
リニック

広島市安佐北区
安佐町鈴張２０�
１３−１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

医療法人社団陽
明会　松島歯科
医院

広島市安佐北区
口田南八丁目１
−１３

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日
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平成２８年６月１３日

　地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので，介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市己斐・己斐上地域包括支援センター

２　変更事項及び変更内容

変更事項
変更内容

変更前 変更後
地域包括支援セン
ターの所在地

広島市西区己斐本町
二丁目１２番３号

広島市西区己斐本町
二丁目７番１３号

３　変更の期日

平成２８年６月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０５号

平成２８年６月１４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３０６号

平成２８年６月１４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）

今西　
健

東平塚接
骨院

広島市中区東平塚
町１２−８木村ア
パート１階

柔道整復 平成２８年
６月１日

土井　
惣太

やわら鍼
灸接骨院
　長束西

広島市安佐南区長
束西二丁目１５−
１１大下ビル２０�
１

柔道整復 平成２８年
３月１日

岡峰　
勝広
古谷　
文美

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

はり・きゅ
う

平成２８年
５月１日

みどり歯科医院
広島市西区南観
音二丁目４−４�
８

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

萬歯科医院 広島市西区新庄
町１４−３

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

きし歯科医院
広島市西区観音
本町一丁目２０
−１６

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

末井内科
広島市安佐南区
八木四丁目６−
４

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

今井整形外科ク
リニック

広島市安佐南区
安東二丁目１１
−２７

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

緑井皮ふ科クリ
ニック

広島市安佐南区
緑井二丁目１１
−１６

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

耳鼻咽喉科くに
もと医院

広島市安佐南区
伴東七丁目５９
−２８

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

あさひ齒科醫院
広島市安佐南区
東原一丁目３−
１−１０１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

第一歯科医院
広島市安佐南区
伴東５丁目８−
１８

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

横山歯科医院
広島市安佐南区
長束西三丁目１
−４０

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

ゆめ歯科クリニ
ック

広島市安佐南区
伴南一丁目５−
１８−８−３０�
２

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

平野眼科
広島市安佐北区
口田南七丁目１�
２−３１

平成２８年６
月１日

平成３４年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０３号

平成２８年６月１３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から変更の届出があったの

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 変更年月日
名称 所在地

佐戸谷
　迅人

（旧）佐
戸谷接骨
院鍼灸院

（旧）広島市南区
旭二丁目１７−１�
８ はり・きゅ

う
平成２８年
６月１日（新）佐

戸谷鍼灸
接骨院

（新）広島市南区
旭一丁目１５−３�
２

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０４号



平成２８年８月１日� 第１０３４号　―１７―広　　島　　市　　報

17135 安佐南４区
８０９号線

安佐南区伴南一丁目８０００番地４７地
先
安佐南区沼田町大字伴字境ヶ谷１３９２
番地９地先

17136 安佐南４区
８３７号線

安佐南区沼田町大字伴字境ヶ谷１４２１
番地４地先
安佐南区沼田町大字伴字境ヶ谷１４２１
番地４地先

17137 佐伯１区
４５８号線

佐伯区石内北二丁目５００５番地１０地
先
佐伯区五日市町大字石内字押入山２０４�
０番地１地先

17138 佐伯１区
４８４号線

佐伯区石内北四丁目１８１６番地１２地
先
佐伯区五日市町大字石内字押入山２０４�
０番地２９地先

17139 佐伯３区
１９９号線

佐伯区五日市町大字倉重字城録２６７番
地１３地先
佐伯区五日市町大字倉重字城録２２１番
地２地先

17140 佐伯３区
３０１号線

佐伯区倉重二丁目７０６番地１地先
佐伯区観音台三丁目１番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１０号

平成２８年６月１７日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，平成２８年６月１７日から同年７月１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

整理
番号 路線名

起　　　　　点
終　　　　　点

17141 東１区
５３９号線

東区福田四丁目４０８番地１５１地先
東区福田四丁目４０８番地１４９地先

17142 東１区
５４０号線

東区馬木七丁目２０６５番地１５地先
東区馬木七丁目２０４９番地２地先

17143 東１区
５４１号線

東区馬木七丁目２０６６番地１０地先
東区馬木七丁目２０４９番地５地先

17144 東１区
５４２号線

東区馬木七丁目２０６５番地２１地先
東区馬木七丁目２０７０番地２１地先

17145 東１区
５４３号線

東区温品四丁目９８２番地５地先
東区温品四丁目９８６番地７地先

17146 東２区
７５号線

東区戸坂大上二丁目２２８０番地１地先
東区戸坂数甲二丁目２３１１番地地先

17147 東２区
２７２号線

東区戸坂数甲二丁目２３３０番地１地先
東区戸坂数甲二丁目２４２８番地１地先

17148 東３区
８５号線

東区中山南一丁目１９番地９地先
東区中山南一丁目１９番地８地先

17149 東４区
２３４号線

東区牛田新町三丁目６５番地１地先
東区牛田新町三丁目６５番地３地先

17150 東４区
３０７号線

東区牛田新町一丁目１５７番地８地先
東区牛田新町一丁目１６６番地１地先

福島　
安美

整骨院　
こころ　
玖村院

広島市安佐北区落
合二丁目２１−
２４ドミール玖村
１Ｆ

柔道整復 平成２８年
４月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０７号

平成２８年６月１５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

一部を次のとおり委任したので，同項後段の規定により告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　尾田　英之

２　委任した事務

広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（動物管理センターの所掌事務に

係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成２８年６月１０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０９号

平成２８年６月１７日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，平成２８年６月１７日から同年７月１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

整理
番号 路線名

起　　　　　点
終　　　　　点

17127 東２区
７５号線

東区戸坂大上二丁目２２８０番地１地先
東区戸坂数甲二丁目２４２８番地１地先

17128 東３区
８５号線

東区中山南一丁目１９番地９地先
東区中山南一丁目１７２番地２地先

17129 東４区
２３４号線

東区牛田新町三丁目６５番地１地先
東区牛田新町三丁目７８番地１地先

17130 西３区
３４号線

西区己斐東一丁目乙１６７７番地地先
西区山手町６１２番地１地先

17131 西５区
３４号線

西区井口一丁目８９６番地地先
西区井口一丁目甲１６９５番地２地先

17132 西５区
５５号線

西区井口二丁目８００番地１地先
西区井口二丁目甲２３８番地１１地先

17133 安佐南１区
２０６号線

安佐南区緑井三丁目２６４５番地１地先
安佐南区緑井三丁目２６５０番地２地先

17134 安佐南２区
４６４号線

安佐南区相田三丁目３１０番地７４１地
先
安佐南区相田町字畑４８９番地地先



―１８―　第１０３４号� 平成２８年８月１日広　　島　　市　　報

道路の
種類　 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 東１区
５３９号線

 4.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

10.20　　　　　

� メートル
29.50

市　道 東１区
５４０号線

 6.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

11.00　　　　　

� メートル
168.50

市　道 東１区
５４１号線

 6.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

13.00　　　　　

� メートル
56.00

市　道 東１区
５４２号線

 6.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

13.00　　　　　

� メートル
97.50

市　道 東１区
５４３号線

 4.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

11.00　　　　　

� メートル
163.00

市　道 東２区
７５号線

2.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

5.00　　　　　

� メートル
201.00

市　道 東２区
２７２号線

 2.40　メートル

～ 　 　 　 　 　

11.90　　　　　

� メートル
167.00

市　道 東３区
８５号線 1.80　メートル � メートル

17.00

市　道 東４区
２３４号線

4.40　メートル

～ 　 　 　 　 　

6.50　　　　　

� メートル
76.00

市　道 東４区
３０７号線

4.00　メートル
～ 　 　 　 　 　

6.10　　　　　

� メートル
188.30

市　道 南２区
１７９号線

 3.23　メートル

～ 　 　 　 　 　

12.77　　　　　

� メートル
115.93

市　道 南２区
１８０号線

 6.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

14.44　　　　　

� メートル
127.03

市　道 南２区
１８１号線

 6.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

13.80　　　　　

� メートル
182.97

市　道 西２区
２０５号線 4.50　メートル � メートル

35.31

市　道 西３区
３４号線

4.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

8.00　　　　　

� メートル
579.96

市　道 西３区
５０８号線

4.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

8.00　　　　　

� メートル
299.68

市　道 西５区
５５号線

2.50　メートル

～ 　 　 　 　 　

4.30　　　　　

� メートル
85.43

市　道 西５区
３９５号線

3.60　メートル

～ 　 　 　 　 　

8.30　　　　　

� メートル
102.30

市　道 安佐南１区
５１６号線

4.52　メートル

～ 　 　 　 　 　

9.57　　　　　

� メートル
40.73

市　道 安佐南２区
４６４号線

 4.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

22.00　　　　　

� メートル
722.21

17151 南２区
１７９号線

南区東青崎町９番地１８地先
南区東青崎町９番地１８地先

17152 南２区
１８０号線

南区東青崎町９番地２２地先
南区東青崎町９番地２２地先

17153 南２区
１８１号線

南区東青崎町９番地２地先
南区東青崎町９番地１９地先

17154 西２区
２０５号線

西区観音新町三丁目６５番地９地先
西区観音新町三丁目６５番地６地先

17155 西３区
３４号線

西区己斐東一丁目乙１６７７番地地先
西区山手町６１７番地２地先

17156 西３区
５０８号線

西区山手町６１１番地６地先
西区山手町６１５番地５地先

17157 西５区
５５号線

西区井口二丁目８００番地１地先
西区井口二丁目甲７９８番地地先

17158 西５区
３９５号線

西区井口二丁目２３８番地１９地先
西区井口二丁目２４２番地１地先

17159 安佐南１区
５１６号線

安佐南区緑井八丁目８６９番地８地先
安佐南区緑井八丁目８６９番地６地先

17160 安佐南２区
４６４号線

安佐南区相田三丁目３１０番地７４１地
先
安佐南区相田町字畑４９０番地４地先

17161 安佐南３区
８３９号線

安佐南区祇園七丁目２８８番地１２地先
安佐南区祇園七丁目２８８番地１０地先

17162 安佐南４区
８０９号線

安佐南区伴南一丁目８０００番地４７地
先
安佐南区伴南一丁目８０００番地３３地
先

17163 安芸４区
４１１号線

安芸区矢野東二丁目４０７６番地５地先
安芸区矢野東二丁目４０７６番地１１地
先

17164 佐伯１区
４５８号線

佐伯区石内北二丁目５００５番地１０地
先
佐伯区石内北二丁目１４２１番地１地先

17165 佐伯１区
４８４号線

佐伯区石内北四丁目１８１６番地１２地
先
佐伯区石内北二丁目４１６３番地２地先

17166 佐伯１区
５１１号線

佐伯区石内北三丁目１４２１番地８地先
佐伯区石内北三丁目１３９２番地１地先

17167 佐伯１区
５１２号線

佐伯区石内北三丁目５０１４番地２４地
先
佐伯区石内北三丁目１３９２番地９地先

17168 佐伯３区
３０１号線

佐伯区倉重二丁目２６７番地１９地先
佐伯区観音台四丁目３５番地９地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１１号

平成２８年６月１７日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，平成２８年６月１７日から同年７月１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



平成２８年８月１日� 第１０３４号　―１９―広　　島　　市　　報

市　道
東２区
２７２
号線

東区戸坂数甲二丁目２３３０
番地１地先 平成２８年６月

１７日東区戸坂数甲二丁目２４２８
番地１地先

市　道
東３区
８５号
線

東区中山南一丁目１９番地９
地先 平成２８年６月

１７日東区中山南一丁目１９番地８
地先

市　道
東４区
２３４
号線

東区牛田新町三丁目６５番地
１地先 平成２８年６月

１７日東区牛田新町三丁目６５番地
３地先

市　道
東４区
３０７
号線

東区牛田新町一丁目１５７番
地８地先 平成２８年６月

１７日東区牛田新町一丁目１６６番
地１地先

市　道
南２区
１７９
号線

南区東青崎町９番地１８地先 平成２８年６月
１７日南区東青崎町９番地１８地先

市　道
南２区
１８０
号線

南区東青崎町９番地２２地先 平成２８年６月
１７日南区東青崎町９番地２２地先

市　道
南２区
１８１
号線

南区東青崎町９番地２地先 平成２８年６月
１７日南区東青崎町９番地１９地先

市　道
西２区
２０５
号線

西区観音新町三丁目６５番地
９地先 平成２８年６月

１７日西区観音新町三丁目６５番地
６地先

市　道
西３区
３４号
線

西区己斐東一丁目乙１６７７
番地地先 平成２８年６月

１７日
西区山手町６１７番地２地先

市　道
西３区
５０８
号線

西区山手町６１１番地６地先 平成２８年６月
１７日西区山手町６１５番地５地先

市　道
西５区
５５号
線

西区井口二丁目８００番地１
地先 平成２８年６月

１７日西区井口二丁目甲７９８番地
地先

市　道
西５区
３９５
号線

西区井口二丁目２３８番地
１９地先 平成２８年６月

１７日西区井口二丁目２４２番地１
地先

市　道

安佐南
１区
５１６
号線

安佐南区緑井八丁目８６９番
地８地先 平成２８年６月

１７日安佐南区緑井八丁目８６９番
地６地先

市　道

安佐南
２区
４６４
号線

安佐南区相田三丁目３１０番
地７４１地先 平成２８年６月

１７日安佐南区相田町字畑４９０番
地４地先

市　道

安佐南
３区
８３９
号線

安佐南区祇園七丁目２８８番
地１２地先 平成２８年６月

１７日安佐南区祇園七丁目２８８番
地１０地先

市　道

安佐南
４区
８０９
号線

安佐南区伴南一丁目８０００
番地４７地先 平成２８年６月

１７日安佐南区伴南一丁目８０００
番地３３地先

市　道 安佐南３区
８３９号線

4.20　メートル

～ 　 　 　 　 　

8.00　　　　　

� メートル
28.90

市　道 安佐南４区
８０９号線

12.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

17.90　　　　　

� メートル
232.90

市　道 安芸４区
４１１号線

4.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

9.00　　　　　

� メートル
63.85

市　道 佐伯１区
４５８号線

12.00　メートル

～ 　 　 　 　 　
42.11　　　　　

� メートル
315.50

市　道 佐伯１区
４８４号線

12.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

45.42　　　　　

� メートル
1,702.30

市　道 佐伯１区
５１１号線

12.01　メートル

～ 　 　 　 　 　

20.49　　　　　

� メートル
157.20

市　道 佐伯１区
５１２号線

 6.01　メートル

～ 　 　 　 　 　

13.98　　　　　

� メートル
277.20

市　道 佐伯３区
３０１号線

11.00　メートル

～ 　 　 　 　 　

41.50　　　　　

� メートル
146.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１２号

平成２８年６月１７日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２８年６月１７日から同年７月１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

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東１区
５３９
号線

東区福田四丁目４０８番地１�
５１地先 平成２８年６月

１７日東区福田四丁目４０８番地１�
４９地先

市　道
東１区
５４０
号線

東区馬木七丁目２０６５番地
１５地先 平成２８年６月

１７日東区馬木七丁目２０４９番地
２地先

市　道
東１区
５４１
号線

東区馬木七丁目２０６６番地
１０地先 平成２８年６月

１７日東区馬木七丁目２０４９番地
５地先

市　道
東１区
５４２
号線

東区馬木七丁目２０６５番地
２１地先 平成２８年６月

１７日東区馬木七丁目２０７０番地
２１地先

市　道
東１区
５４３
号線

東区温品四丁目９８２番地５
地先 平成２８年６月

１７日東区温品四丁目９８６番地７
地先

市　道
東２区
７５号
線

東区戸坂大上二丁目２２８０
番地１地先 平成２８年６月

１７日東区戸坂数甲二丁目２３１１
番地地先



―２０―　第１０３４号� 平成２８年８月１日広　　島　　市　　報

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）ＤＣＭダイキ観音新町店

⑵　所在地　広島市西区観音新町四丁目２８７６番１９ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

ＤＣＭダイキ株式会社

代表取締役　小島　正之

愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

ＤＣＭダイキ株式会社

代表取締役　小島　正之

愛媛県松山市美沢一丁目９番１号

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成２９年２月１１日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

８，７６０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

位　　置 収容台数
建物北側 １６０台

⑵　駐輪場の収容台数

位　　置 収容台数
本館建物西側 ５０台

⑶　荷さばき施設の面積

位　　置 面積
本館建物西南側 ４０．０平方メートル
資材館建物北東側 ３７．５平方メートル

合　　計 ７７．５平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

位　　置 容量
本館建物南西側 ２０．７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

午前７時から午後９時３０分まで

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前６時３０分から午後１０時まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

位　　置 出入口の数
駐車場西北側 １か所
駐車場西南側 １か所
駐車場北西側 １か所
駐車場北側 １か所
駐車場北東側 １か所

合　　計 ５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

位　　置 荷さばき可能時間帯

市　道

安芸４
区
４１１
号線

安芸区矢野東二丁目４０７６
番地５地先 平成２８年６月

１７日安芸区矢野東二丁目４０７６
番地１１地先

市　道

佐伯１
区
４５８
号線

佐伯区石内北二丁目５００５
番地１０地先 平成２８年６月

１７日佐伯区石内北二丁目１４２１
番地１地先

市　道

佐伯１
区
４８４
号線

佐伯区石内北四丁目１８１６
番地１２地先 平成２８年６月

１７日佐伯区石内北二丁目４１６３
番地２地先

市　道

佐伯１
区
５１１
号線

佐伯区石内北三丁目１４２１
番地８地先 平成２８年６月

１７日佐伯区石内北三丁目１３９２
番地１地先

市　道

佐伯１
区
５１２
号線

佐伯区石内北三丁目５０１４
番地２４地先 平成２８年６月

１７日佐伯区石内北三丁目１３９２
番地９地先

市　道

佐伯３
区
３０１
号線

佐伯区倉重二丁目２６７番地
１９地先 平成２８年６月

１７日佐伯区観音台四丁目３５番地
９地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１３号

平成２８年６月１７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）

橋本　
紳吾
藤本　
和史

パンダ接
骨鍼灸院

広島市安佐南区緑
井三丁目２−３−
１０２

柔道整復 平成２８年
６月９日

笠原　
強

はり・きゅ
う

平成２８年
６月９日

橋本　
紳吾
藤本　
和史

パンダ接
骨鍼灸院
　山本院

広島市安佐南区山
本三丁目１２−９

柔道整復 平成２８年
６月９日

笠原　
強

はり・きゅ
う

平成２８年
６月９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１４号

平成２８年６月１７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。


