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広島市規則第４１号

平成２９年６月９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等の一部を改正する規則

（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改正）

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２条中「若しくは同条例第２５条の同居」を削る。

（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改正）

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（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１号中「次に掲げる」を「当該申請に係る小児慢性

特定疾病児童等（同法第６条の２第２項の小児慢性特定疾病児

童等をいう。以下この条において同じ。）又は医療費支給認定

基準世帯員（児童福祉法施行令（昭和２３年政令第７４号）第

２２条第１項第２号イの医療費支給認定基準世帯員をいう。以

下この条において同じ。）に係る国民健康保険の被保険者の資

格に関する」に改め，ア及びイを削り，同条第２号中「次に掲

げる」を「当該変更の認定に係る小児慢性特定疾病児童等又は
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設における保護を受ける児童，同法第２４条第５項若しくは第

６項の措置に係る児童，同法第２７条第１項第３号の措置に係

る児童若しくは同法第３３条の６の児童自立生活援助を受ける

満２０歳未満義務教育終了児童等（同法第６条の３第１項第１

号の満２０歳未満義務教育終了児童等をいう。以下この条にお

いて同じ。）又はこれらの者」に改め，同号ウを削り，同号エ

中「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」を削り，「）をいう。）を」を「以下同じ。）をいい，

都が同法第１条第２項の規定によって課する同号に掲げる税を

含む。以下同じ。）を」に改め，「（省令第１２条第５号に定

めるものに該当するものを除く。）」を削り，同号エを同号ウ

とし，同号オを削り，同号カ中「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」を削り，同号カを同号エと

し，同号キ中「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」を削り，同号キを同号オとし，同号ク中「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」

を削り，同号クを同号カとし，同号ケ中「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」を削り，同号ケを

同号キとし，同号を同条第９号とし，同条に次の３号を加え

る。

⑽　児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関する事務

（同法第５０条第７号（障害児入所施設に係る部分に限

る。）に係るものに限る。）　当該徴収に係る同法第２７

条第１項第３号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世

帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア　国民健康保険の被保険者の資格，国民健康保険法第６�

５条第１項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料

又は後期高齢者医療保険料に関する情報

イ　児童福祉法第２１条の５の３第１項の障害児通所給付

費，同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給付

費又は同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給に関する情報

ウ　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　児童福祉施設徴収金に関する情報

オ　市町村民税等に関する情報

カ　介護保険法第２２条第１項の規定による徴収金又は介

護保険料に関する情報

キ　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

ク　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

ケ　広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定子

ども園条例第７条第１項の保育料に関する情報

⑾　児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関する事務

（同法第５０条第７号の２に係るものに限る。）　当該徴

収に係る同法第２７条第２項の措置に係る児童又は当該児

童と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる情報

ア　児童福祉法第２１条の５の３第１項の障害児通所給付

医療費支給認定基準世帯員に係る国民健康保険の被保険者の資

格に関する」に改め，ア及びイを削り，同条第３号中「市町村

民税」の右に「（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第５

条第２項第１号に掲げる市町村民税（個人に係るものに限る。

以下同じ。）をいい，特別区が同法第１条第２項の規定によっ

て課する同号に掲げる税を含む。以下同じ。）」を加え，同条

第４号を削り，同条第５号中「当該児童の」を「その」に改

め，同号を同条第４号とし，同条第６号中「次に掲げる」を

「当該申請に係る障害児の保護者に係る同法第２１条の５の１�

２第１項の高額障害児通所給付費，同法第２４条の６第１項の

高額障害児入所給付費又は同法第２４条の７第１項の特定入所

障害児食費等給付費の支給に関する」に改め，アからエまでを

削り，同号を同条第５号とし，同条第７号中「次に」を「当該

申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属す

る者に係る次に」に改め，同号ア中「当該申請に係る障害児の

保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る」，「第

２１条の５の３第１項の障害児通所給付費，同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費，同法」及び「，同法第

２４条の２第１項の障害児入所給付費」を削り，同号イ中「当

該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属

する者に係る」を削り，「情報（」の右に「健康保険法等の一

部を改正する法律（平成１８年法律第８３号）附則第１３０条

の２第１項の規定によりなおその効力を有するものとされる同

法第２６条の規定による改正前の介護保険法第８条第２６項に

規定する介護療養型医療施設に係る保険給付に係るもの及び」

を加え，「又は第１４条第２項」を削り，「以下同じ。）」の�

　　「
右に　（行政手続における特定の個人を識別するための番号の�

利用等に関する法律別表第２の主務省令で定める事務及び情報

を定める命令（平成２６年
内閣府

　　　　　　　　　　　　総務省
令第７号。以下「省令」とい�

う。）第７条第３号ニに掲げるものに該当するものを除�

く。　を加え，同号ウを削り，同号を同条第６号とし，同条中
　　」

第８号を第７号とし，第９号を第８号とし，第１０号を削り，

同条第１１号中「及び第７号の３」を「（障害児入所施設に係

る部分を除く。）」に，「次に」を「当該徴収に係る同法第

２７条第１項第３号の措置に係る児童又は当該児童と同一の世

帯に属する者に係る次に」に改め，同号ア中「児童福祉法第

２７条第１項第３号の措置に係る児童若しくは同法第３３条の

６の日常生活上の援助及び生活指導並びに就業の支援を受ける

義務教育終了児童等（同法第６条の３第１項の義務教育終了児

童等をいう。）（以下この号において「措置児童等」とい

う。）又は当該措置児童等と同一の世帯に属する者に係る」を

削り，「国民健康保険法」の右に「（昭和３３年法律第１９２

号）」を加え，同号イ中「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」及び「又は第３項」を削り，「つ

いて措置児童等又は当該措置児童等」を「ついて同法第２１条

の６の措置に係る児童，同法第２３条第１項の母子生活支援施
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通所給付費，同法第２４条の２第１項の障害児入所給付費，同

法」を削り，同号イ中「当該申請に係る障害児の保護者又は当

該保護者と同一の世帯に属する者に係る」を削り，「情報」の

右に「（省令第１０条第３号ニに掲げるものに該当するものを

除く。）」を加え，同号ウを削り，同条第５号を削り，同条第

６号中「次に」を「当該調整若しくは要請に係る児童，その保

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

る次に」に改め，同号ア及びイ中「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」を削り，同号ウ中「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」を削り，「又は同法」の

右に「第５６条第１項の負担能力の認定若しくは同条第２項の

費用の徴収（同法」を，「措置」の右に「に係るものに限

る。）」を加え，同号エ中「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」を削り，「身体障害者福祉法」の右に

「（昭和２４年法律第２８３号）」を加え，同号オ中「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」を削り，「精神

保健及び精神障害者福祉に関する法律」の右に「（昭和２５年

法律第１２３号）」を加え，同号カ中「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」を削り，同号キ中「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」を削り，「市町村民

税」の右に「又は道府県民税」を加え，同号ク中「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」を削り，「情報」の

右に「（省令第１０条の３に定めるものに該当するものを除

く。）」を加え，同号ケ及びコ中「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」を削り，同号サ中「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」を削り，「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」の右に

「（平成１７年法律第１２３号）」を加え，同号を同条第５号

とし，同条第７号アからオまでの規定中「措置児童」を「被措

置児童」に改め，同号カ中「措置児童」を「被措置児童」に改

め，「児童福祉法」の右に「第５６条第１項の負担能力の認定

又は同条第２項の費用の徴収に関する情報（同法」を加え，

「関する情報」を「係るものに限る。）」に改め，同号キから

ツまでの規定中「措置児童」を「被措置児童」に改め，同号を

同条第６号とし，同条第８号中「第５６条第３項」を「第５６

条第２項」に改め，同号ア中「「措置児童」を「「被措置児

童」に，「当該措置児童の」を「その」に，「措置児童若しく

は」を「被措置児童若しくは」に改め，同号イ中「措置児童，

当該措置児童の」を「被措置児童，その」に，「措置児童若し

くは」を「被措置児童若しくは」に改め，「情報」の右に

費，同法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給付

費又は同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費の支給に関する情報

イ　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　市町村民税に関する情報

⑿　児童福祉法第５６条第２項の費用の徴収に関する事務

（同法第５０条第７号の３に係るものに限る。）　当該徴

収に係る同法第３３条の６の児童自立生活援助を受ける満

２０歳未満義務教育終了児童等又は当該満２０歳未満義務

教育終了児童等と同一の世帯に属する者に係る次に掲げる

情報

ア　国民健康保険の被保険者の資格，国民健康保険法第６�

５条第１項の規定による徴収金若しくは国民健康保険料

又は後期高齢者医療保険料に関する情報

イ　児童福祉施設徴収金に関する情報

ウ　生活保護実施関係情報（省令第８条第１号イに規定す

る生活保護実施関係情報をいう。以下同じ。）

エ　市町村民税等に関する情報（省令第１２条第７号に定

めるものに該当するものを除く。）

オ　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　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　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　広島市保育園条例第７条第１項又は広島市阿戸認定子

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１号中「次に掲げる」を「当該申請に係る障害児の

保護者に係る同法第２１条の５の１２第１項の高額障害児通所

給付費，同法第２４条の６第１項の高額障害児入所給付費又は

同法第２４条の７第１項の特定入所障害児食費等給付費の支給

に関する」に改め，アからエまでを削り，同条第２号ア中「第

２１条の５の３第１項の障害児通所給付費，同法第２１条の５

の４第１項の特例障害児通所給付費，同法」及び「，同法第

２４条の２第１項の障害児入所給付費」を削り，同号ウを削

り，同号イを同号ウとし，同号アの次に次のように加える。

イ　当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第２条第２号に次のように加える。

エ　当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一

の世帯に属する者に係る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２条第３号中「次に」を「当該申請に係る障害児の保護者

又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る次に」に改め，

同号ア中「当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同

一の世帯に属する者に係る」及び「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
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う。）」を「その同居者」に改め，同条第２号中「次に」を

「当該申請をした公営住宅の入居者又はその同居者に係る次

に」に改め，同号ア中「公営住宅入居者等に係る」を削り，同

号イ中「公営住宅入居者等に係る」及び「この条，第７条及び

第１７条において」を削り，同条第３号中「公営住宅入居者

等」を「当該申込みをした者又はその者と同居しようとする

者」に改め，同条第４号中「公営住宅入居者等」を「当該請求

等に係る公営住宅の入居者又はその同居者」に改める。

第７条第１号中「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。）」を「当該申込みをした者又はその者と同居しよう

とする者」に改め，同条第２号中「改良住宅入居者等」を「当

該請求等に係る住宅地区改良法第２条第６項の改良住宅（以下

「改良住宅」という。）の入居者又はその同居者」に改め，同

条第３号中「改良住宅入居者等」を「当該決定に係る改良住宅

の入居者又はその同居者」に改め，同条第４号中「次に」を

「当該申請をした改良住宅の入居者又はその同居者に係る次

に」に改め，同号ア及びイ中「改良住宅入居者等に係る」を削

る。

第１０条第１号イ中「（省令第３４条第１号に定めるものに

該当するものを除く。）」を削る。

第１１条を次のように改める。

第１１条　削除

第１３条第２号中「第８号」を「以下この条」に改め，同条

第６号中「第６６条」を「第６６条第１項又は第２項」に改

め，「の変更」の右に「を行う際の特別な事情の確認」を加

え，「を含む」を「に限る」に改め，同号ア中「変更に係る第

１号被保険者（介護保険法第９条第１号の第１号被保険者をい

う。以下この条において同じ。）」を「確認に係る介護保険料

滞納者」に改め，同号イ中「変更」を「確認」に，「第１号被

保険者」を「介護保険料滞納者」に改め，同条中第１２号を第

１５号とし，同条第１１号中「事務」の右に「（旧介護予防訪

問介護等に係る保険給付に係るものに限る。）」を加え，同号

を同条第１４号とし，同条中第１０号を第１３号とし，同条第

９号中「第６９条」を「第６９条第１項ただし書」に，「保険

給付の特例」を「介護給付等の減額を行う際の特別な事情の確

認」に改め，同号ア中「特例」を「確認」に改め，「第１号被

保険者」の右に「（介護保険法第９条第１号の第１号被保険者

をいう。以下同じ。）」を，「生活保護実施関係情報」の右に

「（省令第４７条第１項第１２号イに掲げるものに該当するも

のを除く。）」を加え，同号イ中「特例」を「確認」に改め，

「情報」の右に「（省令第４７条第１項第１２号ロに掲げるも

のに該当するものを除く。）」を加え，同号を同条第１１号と

し，同号の次に次の１号を加える。

⑿　介護保険法第６９条第１項又は第２項の介護保険料を徴

収する権利が消滅した場合の介護給付等の額の減額等の記

載の消除を行う場合の特別な事情があることの確認に関す

る事務（旧介護予防訪問介護等に係る保険給付に係るもの

を含む。）　次に掲げる情報

「（省令第１２条第８号イに掲げるものに該当するものを除

く。）」を加え，同号ウ中「措置児童，当該措置児童の」を

「被措置児童又はその」に，「又は当該措置児童若しくは扶養

義務者」を「のいずれか」に改め，同号エ中「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」を「被措置

児童又は当該被措置児童若しくはその」に改め，「又は同法」

の右に「第５６条第１項の負担能力の認定若しくは同条第２項

の費用の徴収（同法」を，「の措置」の右に「に係るものに限

る。）」を，「情報」の右に「（省令第１２条第８号ホに掲げ

るものに該当するものを除く。）」を加え，同号オ中「措置児

童，当該措置児童の」を「被措置児童，その」に，「措置児童

若しくは」を「被措置児童若しくは」に改め，同号カからクま

での規定中「措置児童，当該措置児童の」を「被措置児童又は

その」に，「又は当該措置児童若しくは扶養義務者」を「のい

ずれか」に改め，同号ケ中「措置児童，当該措置児童の」を

「被措置児童，その」に，「措置児童若しくは」を「被措置児

童若しくは」に改め，同号コ中「措置児童，当該措置児童の」

を「被措置児童，その」に，「措置児童若しくは」を「被措置

児童若しくは」に改め，「情報」の右に「（省令第１２条第８

号ルに掲げるものに該当するものを除く。）」を加え，同号サ

中「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」を「被措置児童又は当該被措置児童若しくはその」に

改め，同号シ中「措置児童，当該措置児童の」を「被措置児童

又はその」に，「又は当該措置児童若しくは扶養義務者」を

「のいずれか」に改め，同号ス中「措置児童，当該措置児童

の」を「被措置児童，その」に，「措置児童若しくは」を「被

措置児童若しくは」に改め，同号セ中「措置児童，当該措置児

童の」を「被措置児童又はその」に，「又は当該措置児童若し

くは扶養義務者」を「のいずれか」に改め，同号ソからチまで

の規定中「措置児童，当該措置児童の」を「被措置児童，そ

の」に，「措置児童若しくは」を「被措置児童若しくは」に改

め，同号を同条第７号とし，同条第９号中「次に」を「保育を

受けた乳幼児（乳児又は幼児をいう。以下同じ。），その扶養

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

る者に係る次に」に改め，同号ア中「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」を削り，同号イからキ

までの規定中「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」を削り，同号を同条第８号とする。

第３条第３号中「又は当該保護児童」を削り，「生活保護実

施関係情報」の右に「（省令第１２条第４号リに掲げるものに

該当するものを除く。）」を加え，同条第４号中「情報」の右

に「（省令第１２条第４号ロに掲げるものに該当するものを除

く。）」を加える。

第５条第１号中「同法」を「当該決定に係る同法」に改め，

「の公営住宅」の右に「（以下「公営住宅」という。）」を加

え，「同居者（以下この条において「公営住宅入居者等」とい
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市町村民税に関する情報

第１４条第１号ア中「情報」の右に「（省令第５５条第１号

イ又は第７号イに掲げるものに該当するものを除く。）」を加

え，同号イ中「第２４条の２第１項の障害児入所給付費，同

法」を削り，同号ウからオまでを削り，同号カ中「当該障害者

の」を「その」に改め，「情報」の右に「（省令第５５条第１

号ニ又は第７号ロに掲げるものに該当するものを除く。）」を

加え，同号カを同号ウとし，同条第２号中「次に掲げる情報」

を「当該調整に係る障害児に係る介護保険法第１８条第１号の

介護給付，同条第２号の予防給付又は同条第３号の市町村特別

給付の支給に関する情報（省令第５５条の２第７号に掲げるも

のに該当するものを除く。）」に改め，ア及びイを削り，同条

第３号ア中「第２１条の５の３第１項の障害児通所給付費，同

法第２１条の５の４第１項の特例障害児通所給付費，同法」及

び「，第２４条の２第１項の障害児入所給付費」を削り，同号

ウ中「申請」を「変更」に改め，「情報」の右に「（省令第５�

５条第２号ロに掲げるものに該当するものを除く。）」を加

え，同号ウを同号オとし，同号イ中「申請」を「変更」に，

「当該障害者の」を「その」に改め，同号イを同号ウとし，そ

の次に次のように加える。

エ　当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と

同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実

施関係情報

第１４条第３号アの次に次のように加える。

イ　当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世

帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と

同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

第１４条第４号から第６号までを削り，同条第７号イ中「当

該障害者の」を「その」に改め，同号を同条第４号とする。

第１５条第１号中「次に」を「当該求めに係る同法第１９条

第１項各号に掲げる小学校就学前子ども（以下この条において

単に「小学校就学前子ども」という。），その保護者若しくは

扶養義務者又は当該小学校就学前子ども，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次に」に改め，同号ア中

「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」を削り，同号イ中「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」を

削り，「市町村民税」の右に「又は道府県民税」を加え，同条

第２号ア中「子ども，当該子ども」を「小学校就学前子ども，

その」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しく

は」に改め，「情報」の右に「（省令第５９条の２第１号イに

掲げるものに該当するものを除く。）」を加え，同号イ中「子

ども，当該子どもの」を「小学校就学前子ども，その」に，

「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しくは」に改

め，同号ウ中「子ども，当該子どもの」を「小学校就学前子ど

も，その」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若

ア　当該確認に係る第１号被保険者に係る生活保護実施関

係情報（省令第４７条第１項第１３号イに掲げるものに

該当するものを除く。）

イ　当該確認に係る第１号被保険者又は当該第１号被保険

者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る市町

村民税に関する情報（省令第４７条第１項第１３号ロに

掲げるものに該当するものを除く。）

第１３条第８号中「第６８条」を「第６８条第１項の第２号

被保険者」に改め，「の支払」を削り，「の一時差止め」の右

に「を行う際の特別な事情の確認」を加え，同号ア中「一時差

止めに係る第２号被保険者」を「確認に係る介護保険料滞納

者」に，「同条第１項」を「介護保険法第６８条第１項」に改

め，「をいう」の右に「。以下この条において同じ」を加え，

「（省令第４６条第１項第５号に定めるものに該当するものを

除く。）」を削り，同号イ中「一時差止めに係る第２号被保険

者」を「確認に係る介護保険料滞納者」に改め，「生活保護実

施関係情報」の右に「（省令第４７条第１項第１０号イに掲げ

るものに該当するものを除く。）」を加え，同号ウ中「一時差

止め」を「確認」に，「第２号被保険者」を「介護保険料滞納

者」に改め，「情報」の右に「（省令第４７条第１項第１０号

ロに掲げるものに該当するものを除く。）」を加え，同号を同

条第９号とし，同号の次に次の１号を加える。

⑽　介護保険法第６８条第２項の第２号被保険者の保険給付

の一時差止めの記載の消除を行う場合の特別な事情がある

ことの確認に関する事務（旧介護予防訪問介護等に係る保

険給付に係るものを含む。）　次に掲げる情報

ア　当該確認に係る介護保険料滞納者に係る未納医療保険

料等に関する情報

イ　当該確認に係る介護保険料滞納者に係る生活保護実施

関係情報（省令第４７条第１項第１１号イに掲げるもの

に該当するものを除く。）

ウ　当該確認に係る介護保険料滞納者又は当該介護保険料

滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る

市町村民税に関する情報（省令第４７条第１項第１１号

ロに掲げるものに該当するものを除く。）

第１３条第７号中「第６７条」を「第６７条第１項又は第２

項」に改め，「の一時差止め」の右に「を行う際の特別な事情

の確認」を加え，「を含む」を「に限る」に改め，同号ア及び

イ中「一時差止め」を「確認」に，「第１号被保険者」を「介

護保険料滞納者」に改め，同号を同条第８号とし，同条第６号

の次に次の１号を加える。

⑺　介護保険法第６６条第３項の介護保険料滞納者に係る支

払方法の変更の記載の消除を行う場合の特別な事情がある

ことの確認に関する事務（旧介護予防訪問介護等に係る保

険給付に係るものに限る。）　次に掲げる情報

ア　当該確認に係る介護保険料滞納者に係る生活保護実施

関係情報

イ　当該確認に係る介護保険料滞納者又は当該介護保険料

滞納者が属する世帯の生計を主として維持する者に係る
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め，「又は同法」の右に「第５６条第１項の負担能力の認定若

しくは同条第２項の費用の徴収（同法」を，「措置」の右に

「に係るものに限る。」）を，「情報」の右に「（省令第５９

条の２第３号に定めるものに該当するものを除く。）」を加

え，同号エからカまでの規定中「子ども，当該子ども」を「小

学校就学前子ども」に改め，「子ども若しくは」を削り，同号

キ中「子ども，当該子どもの保護者」及び「子ども若しくは保

護者」を「小学校就学前子ども」に改め，「市町村民税」の右

に「又は道府県民税」を加え，同号ク及びケ中「子ども，当該

子どもの」を「小学校就学前子ども，その」に，「子ども若し

くは」を「小学校就学前子ども若しくは」に改め，「情報」の

右に「（省令第５９条の２第３号に定めるものに該当するもの

を除く。）」を加え，同号コ及びサ中「子ども，当該子ども」

を「小学校就学前子ども」に改め，「子ども若しくは」を削

り，同条第５号ア中「子ども，当該子どもの」を「小学校就学

前子ども，その」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子

ども若しくは」に改め，「情報」の右に「（省令第５９条の２

第４号に定めるものに該当するものを除く。）」を加え，同号

イ中「子ども，当該子どもの」を「小学校就学前子ども，そ

の」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しく

は」に改め，同号ウ中「子ども，当該子どもの」を「小学校就

学前子ども，その」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前

子ども若しくは」に改め，「又は同法」の右に「第５６条第１

項の負担能力の認定若しくは同条第２項の費用の徴収（同法」

を，「措置」の右に「に係るものに限る。）」を，「情報」の

右に「（省令第５９条の２第４号に定めるものに該当するもの

を除く。）」を加え，同号エからカまでの規定中「子ども，当

該子ども」を「小学校就学前子ども」に改め，「子ども若しく

は」を削り，同号キ中「子ども，当該子どもの保護者」及び

「子ども若しくは保護者」を「小学校就学前子ども」に改め，

「市町村民税」の右に「又は道府県民税」を加え，同号ク及び

ケ中「子ども，当該子どもの」を「小学校就学前子ども，そ

の」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しく

は」に改め，「情報」の右に「（省令第５９条の２第４号に定

めるものに該当するものを除く。）」を加え，同号コ及びサ中

「子ども，当該子ども」を「小学校就学前子ども」に改め，

「子ども若しくは」を削り，同条第６号中「次に」を「当該徴

収に係る小学校就学前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

次に」に改め，同号アからキまでの規定中「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」を削る。

第１７条第１号中「の申込み」を「の入居の申込み」に，

「次に」を「市営住宅（公営住宅，改良住宅及び特賃住宅（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号の特賃住宅をいう。）を除く。以下この条において同

じ。）に係る当該申込みをした者又はその者と同居しようとす

る者に係る次に」に改め，同号アを次のように改める。

ア　身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の

しくは」に改め，「又は同法」の右に「第５６条第１項の負担

能力の認定若しくは同条第２項の費用の徴収（同法」を，「措

置」の右に「に係るものに限る。）」を，「情報」の右に

「（省令第５９条の２第１号ホに掲げるものに該当するものを

除く。）」を加え，同号エからカまでの規定中「子ども，当該

子ども」を「小学校就学前子ども」に改め，「子ども若しく

は」を削り，同号キ中「子ども，当該子どもの保護者」及び

「子ども若しくは保護者」を「小学校就学前子ども」に改め，

「市町村民税」の右に「又は道府県民税」を加え，同号ク中

「子ども，当該子どもの」を「小学校就学前子ども，その」

に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しくは」に

改め，「情報」の右に「（省令第５９条の２第１号リに掲げる

ものに該当するものを除く。）」を加え，同号ケ中「子ども，

当該子どもの」を「小学校就学前子ども，その」に，「子ども

若しくは」を「小学校就学前子ども若しくは」に改め，「情

報」の右に「（省令第５９条の２第１号ヲに掲げるものに該当

するものを除く。）」を加え，同号コ及びサ中「子ども，当該

子ども」を「小学校就学前子ども」に改め，「子ども若しく

は」を削り，同条第３号ア中「子ども，当該子どもの」を「小

学校就学前子ども，その」に，「子ども若しくは」を「小学校

就学前子ども若しくは」に改め，「情報」の右に「（省令第

５９条の２第２号に定めるものに該当するものを除く。）」を

加え，同号イ中「子ども，当該子どもの」を「小学校就学前子

ども，その」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども

若しくは」に改め，同号ウ中「子ども，当該子どもの」を「小

学校就学前子ども，その」に，「子ども若しくは」を「小学校

就学前子ども若しくは」に改め，「又は同法」の右に「第５６

条第１項の負担能力の認定若しくは同条第２項の費用の徴収

（同法」を，「措置」の右に「に係るものに限る。）」を，

「情報」の右に「（省令第５９条の２第２号に定めるものに該

当するものを除く。）」を加え，同号エからカまでの規定中

「子ども，当該子ども」を「小学校就学前子ども」に改め，

「子ども若しくは」を削り，同号キ中「子ども，当該子どもの

保護者」及び「子ども若しくは保護者」を「小学校就学前子ど

も」に改め，「市町村民税」の右に「又は道府県民税」を加

え，同号ク及びケ中「子ども，当該子どもの」を「小学校就学

前子ども，その」に，「子ども若しくは」を「小学校就学前子

ども若しくは」に改め，「情報」の右に「（省令第５９条の２

第２号に定めるものに該当するものを除く。）」を加え，同号

コ及びサ中「子ども，当該子ども」を「小学校就学前子ども」

に改め，「子ども若しくは」を削り，同条第４号ア中「子ど

も，当該子どもの」を「小学校就学前子ども，その」に，「子

ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しくは」に改め，

「情報」の右に「（省令第５９条の２第３号に定めるものに該

当するものを除く。）」を加え，同号イ中「子ども，当該子ど

もの」を「小学校就学前子ども，その」に，「子ども若しく

は」を「小学校就学前子ども若しくは」に改め，同号ウ中「子

ども，当該子どもの」を「小学校就学前子ども，その」に，

「子ども若しくは」を「小学校就学前子ども若しくは」に改
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うに加える改定規定を次のように改める。

第１条第２号中「国民健康保険の被保険者の資格に関す

る」を「次に掲げる」に改め，同号に次のように加える。

ア　国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

イ　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

ウ　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２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１条第１１号エの改

正規定及び同規則第５条第２号イの改正規定を削る。

第２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１１条の改定規定を

次のように改める。

第１１条を次のように改める。

第１１条　条例別表第２の１１の項の規則で定める事務は，

母子保健法（昭和４０年法律第１４１号）第２１条の４第

１項の費用の徴収に関する事務とし，同表の１１の項の規

則で定める情報は，同法第２０条の措置に係る未熟児又は

その扶養義務者に係る次に掲げる情報とする。

⑴　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２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１３条第３号アの改

正規定中「第４７条第１項第３号イに定める」を「第４７条第

１項第４号イに掲げる」に改め，同号イの改正規定中「第４７

条第１項第３号ロに定める」を「第４７条第１項第４号ロに掲

げる」に改める。

第２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第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１号を加える改正規定中「第

１２号を第１４号」を「第１５号を第１７号」に，「第１１

号」を「第１４号」に改める。

第２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１３条第５号アの改

正規定中「第４７条第１項第５号イに定める」を「第４７条第

１項第６号イに掲げる」に改め，同号イの改正規定中「第４７

条第１項第５号ロに定める」を「第４７条第１項第６号ロに掲

げる」に改める。

第２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１７条を改め，同条

を第１９条とし，第１６条の次に２条を加える改正規定中「児

童福祉法」の右に「第５６条第１項の負担能力の認定又は同条

第２項の費用の徴収に関する情報（同法」を加え，「関する情

報」を「係るものに限る。)」に改める。

附　則

交付及び障害の程度に関する情報

第１７条第１号イ中「当該申込みに係る市営住宅入居者等に

係る」及び「その」を削り，同号ウ中「当該申込みに係る市営

住宅入居者等に係る」を削り，同条第２号中「の申告」を「の

収入の申告」に，「次に」を「当該申告に係る市営住宅の入居

者又はその同居者に係る次に」に改め，同号ア及びイ中「当該

申告に係る市営住宅入居者等に係る」及び「その」を削り，同

号ウ及びエ中「当該申告に係る市営住宅入居者等に係る」を削

り，同条第３号中「の申請」を「の減免又は徴収猶予の申請」

に，「次に」を「当該申請をした市営住宅の入居者又はその同

居者に係る次に」に改め，同号ア及びイ中「当該申請に係る市

営住宅入居者等に係る」及び「その」を削り，同号ウ及びエ中

「当該申請に係る市営住宅入居者等に係る」を削り，同条第４

号中「の徴収」を「の家賃又は敷金の徴収」に，「市営住宅入

居者等」を「市営住宅の入居者又はその同居者」に改め，同条

第５号中「の請求等」を「の報告の請求等」に，「市営住宅入

居者等」を「市営住宅の入居者又はその同居者」に改め，同条

第６号中「の申込み」を「の使用の申込み」に，「次に」を

「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。以下この条において同じ。）に係る当該

申込みをした者に係る次に」に改め，同号アを次のように改め

る。

ア　身体障害者福祉法第１５条第１項の身体障害者手帳の

交付及び障害の程度に関する情報

第１７条第６号イ中「当該申込みに係る市営住宅等附設駐車

場使用者に係る」及び「その」を削り，同条第７号中「の申

請」を「の減免の申請」に，「次に」を「当該申請をした市営

住宅等附設駐車場の使用者に係る次に」に改め，同号ア及びイ

中「当該申請に係る市営住宅等附設駐車場使用者に係る」及び

「その」を削る。

（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の一部改正）

第３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改正する規則（平成

２８年広島市規則第２０号）の一部を次のように改正する。

第２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１条第１号に次のよ

うに加える改正規定を次のように改める。

第１条第１号中「国民健康保険の被保険者の資格に関す

る」を「次に掲げる」に改め，同号に次のように加える。

ア　国民健康保険の被保険者の資格に関する情報

イ　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

ウ　広島市子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２条のうち広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の

規則で定める事務及び情報を定める規則第１条第２号に次のよ
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服の項中
「

襟　　　章 男性と同様とする。

�
」
を

「
襟　　　章 男性と同様とする。

エンブレム 冬服と同様とする。

�
」

に改め，同

表中
「
防寒衣 地　　　質

製　　　式 消防局長が別に定める。

�
」

を　　

「

応急手
当指導
用ポロ
シャツ

地　　　質 ピンク色の合成繊維織物
とする。

製
　
　
　
　
式

襟 折り襟とする。

前面

前立てにピンク色のボタ
ン２個を１行に付ける。
左胸部にポケットを１個
付ける。
形状は，第４図３のとお
りとする。

後面

上部に「ＨＩＲＯＳＨＩ
ＭＡ」の文字を，その下
に「消防団」の文字をそ
れぞれ紺色で印字する。
形状は，第４図３のとお
りとする。

袖
半袖とし，左袖に消防局
長が別に定める文字及び
図柄を印字する。

防寒衣 地　　　質
製　　　式 消防局長が別に定める。

�
」

に改める。

　別表第４図１⑴に次のように加える。

ウ　消防団章

エ　エンブレム

　別表第４図に次のように加える。

３　応急手当指導用ポロシャツ

製式

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４２号

平成２９年６月３０日

　広島市消防団員被服等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

広島市消防団員被服等貸与規則の一部を改正する規則

　広島市消防団員被服等貸与規則（昭和４２年広島市規則第４８

号）の一部を次のように改正する。

　別表夏活動服の項の次に次のように加える。

応急手当指導用ポロシャツ １着 ４年

　別表備考の１中「，夏帽」を「，応急手当指導用ポロシャツに

あつては女性の団員に，夏帽」に，「そのほか」を「その他」

に，「それぞれ」を「，それぞれ」に改める。

附　則

　この規則は，平成２９年７月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４３号

平成２９年６月３０日

　広島市消防団員の服制に関する規則の一部を改正する規則をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市消防団員の服制に関する規則の一部を改正する

規則

　広島市消防団員の服制に関する規則（昭和３０年広島市規則第

５９号）の一部を次のように改正する。

　別表の消防団員服制（女性）の表冬服の項中

「
襟　　　章 男性と同様とする。

�
」
を　　　

　
「

襟　　　章 男性と同様とする。

エンブレム

オレンジ色糸で縁取りし
た濃紺色の台地とし，中
央上部の黄色枠内のオレ
ンジ色の台地に「広島市
消防団」の文字を濃紺色
糸で，その下に「ＨＩＲ
ＯＳＨＩＭＡ　ＣＩＴＹ
　ＦＩＲＥ　ＣＯＲＰ
Ｓ」の文字を黄色糸で，
その下に市章を水色糸
で，消防団章を金色糸及
び銀色糸で，並びにキョ
ウチクトウの図柄を金色
糸及びピンク色糸で，そ
の下に「女性消防隊」の
文字を赤色糸でそれぞれ
刺しゆうする。
左袖の上腕部分に付け
る。
形状及び寸法は，第４図
１⑴エのとおりとする。

�
」

に，同表夏
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ほほえみ株式
会社

ほほえみ井口
訪問介護事業
所

広島市西区井
口一丁目９番
１７号

訪問介護

ほほえみ株式
会社

ほほえみ井口
訪問介護事業
所

広島市西区井
口一丁目９番
１７号

介護予防訪問介護

株式会社Ｍｅ
ｒｃｉ

ヘルパーステ
ーション梨杏

広島市安佐南
区上安二丁目
１１番１６号
マツバビル３
Ｆ

訪問介護

株式会社Ｍｅ
ｒｃｉ

ヘルパーステ
ーション梨杏

広島市安佐南
区上安二丁目
１１番１６号
マツバビル３
Ｆ

介護予防訪問介護

特定非営利活
動法人障害者
生活ケアＬｉ
ｎｋｓ広島

Ｌｉｎｋｓ広
島

広島市安佐南
区緑井二丁目
２５番２４号

訪問介護

アコースアイ
エヌシ―ジャ
パン株式会社

介護ステーシ
ョンアコース

広島市佐伯区
五日市中央五
丁目１８番７
－２０２号

訪問介護

株式会社アー
ルプラス

訪問看護ステ
ーションポプ
リ

広島市東区戸
坂大上四丁目
１５番２６号
第３ＳＴビル
２０５号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

有限会社咲楽
介護付き有料
老人ホーム湯
楽苑

広島市安佐北
区安佐町飯室
１５６３番地
３

特定施設入居者生
活介護及び介護予
防特定施設入居者
生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７７号

平成２９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項に

規定する指定地域密着型サービス事業者として次に掲げる者を指

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２９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ＬＡ
Ｔ

街かどデイ花
もよう

広島市西区庚
午北二丁目４
番６号

地域密着型通所介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７８号

平成２９年６月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成２９年６月１日

� 前面� 後面

附　則

　この規則は，平成２９年７月１日から施行する。

告 示
広島市告示第２７５号

平成２９年６月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

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２９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

有限会社エン
コー薬局

居宅介護支援
事業者エンコ
ー

広島市南区松
原町３番１－
１１８号

居宅介護支援

合同会社にこ
にこ

にこにこケア
オフィス

広島市西区井
口鈴が台一丁
目５番２２号

居宅介護支援

株式会社シス
テムフレンド

株式会社シス
テムフレンド
ケアプランニ
ング

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目３番１４
号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７６号

平成２９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項に規定す

る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

て次に掲げる者を指定したので，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２９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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株式会社広の
島

リハビリデイ
サービス古江
のひまわり

広島市西区古
江東町５番２�
６号

１日型デイサービ
ス

医療法人社団
花水木会

デイサービス
センターすず
はり

広島市安佐北
区安佐町鈴張
５００４番９

１日型デイサービ
ス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７９号

平成２９年６月１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

から再開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 開設者 再開年月日

医療法人社団　
向井眼科

広島市安佐南区
祇園二丁目４１
－１

医療法人社団
向井眼科　理
事長　向井健
治

平成２９年５
月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８０号

平成２９年６月１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

広島市安佐北区亀山二丁目の１０９７番４，１０９９番５及

び１１０５番１

２　開発面積

２，４９０．５４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区亀山一丁目９番３号

大下　登志男

４　検査済証交付年月日

平成２９年６月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８１号

平成２９年６月６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，財政局北部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任及び委任の解除をしたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局北部市税事務所安佐北税務室

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社不二
ビルサービス

ヘルパーステ
ーションふじ
白島

広島市中区東
白島町６番１�
１号ホワイト
ハイツ１Ｆ

訪問介護サービス

有限会社ゆう
サービス

ゆう介護サー
ビス

広島市中区十
日市町二丁目
２番３４－３�
０３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社フロ
ムワン

さやか訪問介
護サービス

広島市中区住
吉町６番６号
カーサ住吉１
Ｆ

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社ＹＷ 愛ヘルパース
テーション

広島市東区牛
田南一丁目４
番２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人社団
まりも会

訪問介護事業
所サポートひ
らまつ

広島市南区比
治山本町１１
番３２号

生活援助特化型訪
問サービス

有限会社コス
モケア・サポ
ート

コスモケア訪
問介護事業所

広島市西区大
宮一丁目２２
番１２－２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

ポスモプラザ
株式会社

あいわ訪問介
護ステーショ
ン

広島市西区観
音本町二丁目
１１番１５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社トリ
プル.Ａ

ヘルパーステ
ーションここ
あ

広島市西区都
町９番３号ハ
イツ達川１Ｆ

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社広の
島

ヘルパーステ
ーション古の
市

広島市安佐南
区古市三丁目
５番３号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人あす
か

ヘルパーステ
ーションあす
か大町

広島市安佐南
区中須一丁目
２６番１２号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人信愛
会

医療介護セン
ター

広島市安佐南
区伴東五丁目
８番２４号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

有限会社すば
る

すばる訪問介
護事業所

広島市安佐南
区緑井六丁目
３４番３１号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ドエ
ル

ファミーユ祇
園ヘルパース
テーション

広島市安佐南
区祇園二丁目
５番１５号

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

医療法人和同
会

訪問介護事業
所グリーンヒ
ル・ヘルパー
ステーション

広島市佐伯区
五日市町下河
内１８８番地
６

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社ニッ
クス

ニックスデイ
サービスセン
ター東

広島市東区尾
長東二丁目６
番６号

１日型デイサービ
ス

株式会社あい
スマイル

アシストケア
クラブ庚午

広島市西区庚
午中四丁目１�
５番３５号

１日型デイサービ
ス

株式会社あい
スマイル

アシストケア
クラブ庚午

広島市西区庚
午中四丁目１�
５番３５号

短時間型デイサー
ビス

Ｔ＆ＴＷＡＭ
サポート株式
会社

ここからキャ
ンパス

広島市西区己
斐上四丁目２
番３８号

１日型デイサービ
ス
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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
さくらの森訪問
看護ステーショ
ン

広島市東区曙三
丁目３－１９

平成２９年４
月１日

平成３５年５
月３１日

訪問看護ステー
ションプーラビ
ダ向洋

広島市南区向洋
新町二丁目２４
－２０－１０１

平成２９年３
月１日

平成３５年２
月２８日

もみじ訪問看護
ステーション

広島市安佐南区
中須二丁目１９
－６虹の会館２
階

平成２８年
１０月８日

平成３２年８
月３１日

訪問看護ステー
ション　ファイ
ネス

広島市佐伯区
楽々園三丁目９
－６コープ大和
１０３号室

平成２９年５
月１日

平成３５年４
月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８３号

平成２９年６月８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
コトブキ調剤薬
局　広島日赤前
店

広島市中区千田
町一丁目６－１�
０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

ウォンツ薬局　
日赤病院前３号
店

広島市中区千田
町一丁目５－２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

さくら薬局
広島市中区千田
町一丁目７－１�
２

平成２９年２
月１日

平成３２年５
月３１日

おちあい循環器
内科クリニック

広島市東区温品
四丁目６－２２

平成２９年５
月１日

平成３５年４
月３０日

ダリア薬局

広島市南区翠一
丁目２－２８　
グリーンビル翠
１Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

カンナ薬局

広島市南区大州
二丁目１５－１�
２　大州ビル１�
０１号

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

つばさ往診クリ
ニック

広島市西区己斐
上二丁目３１－
１

平成２９年５
月１日

平成３５年４
月３０日

エルク薬局
広島市西区小河
内町２－１５－
８

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

室長　真倉　哲哉

平成２９年４月１日

２　委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局北部市税事務所安佐北税務室

室長　有坂　敏樹

平成２９年３月３１日

３　委任又は委任の解除をした事務

財政局北部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局北部市税事務所安佐北税務室において取り扱うものに限

る。）

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び延滞処分による

収納金の収納

⑵　受託徴収金の収納

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収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

⑷　児童福祉施設徴収金及び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

⑸　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑹　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑺　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑻　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽　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条に規定する手数料の収納

⑾　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）第２条に規定する手数料の収納

⑿　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。）並びにこれに係る延滞

金及び滞納処分による収納金の収納

⒀　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

⒁　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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８２号

平成２９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
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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

広島市安佐南区伴西二丁目２番１

２　開発面積

１７，２４２．２１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東広島市黒瀬町国近クリエイトパーク８番地１

株式会社エムケー

代表取締役　松川　慎

４　検査済証交付年月日

平成２９年６月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８８号

平成２９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）

石丸　
茂

マッサー
ジ　レイ
ス治療院
広島横川

広島市西区横川町
三丁目１２－１５

あん摩・マ
ッサージ

平成２９年
４月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８９号

平成２９年６月１６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　広島本通共同ビル・広島新天地共同ビル

⑵　所在地　�広島市中区本通１０番１号，広島市中区新天地２

番１号ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島本通共同ビル所有者協議会　管理者　仁田　吉彦

広島県安芸郡府中町大須二丁目１番１号キリンビール株式

会社　中国支社内

すぎたクリニッ
ク

広島市安佐南区
祇園三丁目５－
１１

平成２９年５
月１日

平成３５年４
月３０日

きたがわ歯科ク
リニック

広島市安佐南区
祇園三丁目６４
－６

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

いつかいち駅前
内科

広島市佐伯区五
日市駅前一丁目
５－１８－４０�
１

平成２９年５
月１日

平成３５年４
月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８４号

平成２９年６月１２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

広島市段原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

広島市南区段原南二
丁目１２番２７号

広島市南区段原南一
丁目３番５２号２階

３　変更の期日

平成２９年６月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８５号

平成２９年６月１３日

　平成２９年第２回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招 集 日　　平成２９年６月２０日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２８６号

平成２９年６月１３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２８７号

平成２９年６月１３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
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フロンティア不動産投資法人

執行役員　永田　和一

東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙１，２のとおり

５　届出年月日

平成２９年６月５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２９年６月１６日から同年１０月１６日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年１０月１６日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１・２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９１号

平成２９年６月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

広島新天地共同ビル所有者協議会　理事長　長尾　吉将

広島市中区小町２番３０号　第二有楽ビル内

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成２９年５月２９日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年６月１６日から同年１０月１６日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年１０月１６日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１・２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９０号

平成２９年６月１６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　アルパーク東棟

⑵　所在地　広島市西区草津新町二丁目２６番地７５ほか

２　大規模小売店舗を設置する者
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関する法律の規定による通知カード及び個人番号カード並びに情

報提供ネットワークシステムによる特定個人情報の提供等に関す

る省令（平成２６年総務省令第８５号）第４９条第１項の規定に

より，特定個人情報の提供の求め等に係る電子計算機の設置等関

連事務（以下「当該関連事務」という。）を次のとおり委任しま

した。

　なお，本市に設置されている執行機関から同機構への同事務の

委任も含みます。

広島市長　　松　井　一　實

１　当該関連事務実施機関の名称

地方公共団体情報システム機構

２　当該関連次医務実施機関の所在地

東京都千代田区一番町２５番地

３　当該関連事務を行わせることとした日

平成２９年６月２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９４号

平成２９年６月２２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　ＬＥＣＴ（レクト）

⑵　所在地　広島市西区扇二丁目１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社イズミ

代表取締役　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

株式会社カインズ

代表取締役　土屋　裕雅

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

株式会社イズミ

代表取締役　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

（変更後）

株式会社イズミ

代表取締役　山西　泰明

広島市東区二葉の里三丁目３番１号

株式会社カインズ

代表取締役　土屋　裕雅

埼玉県本庄市早稲田の杜一丁目２番１号

平成２９年６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

汚水を排除

南区 日宇那町の一部

分流

西区 山田町の一部

安佐南区 安東一丁目及び大塚西三丁目
の各一部

安佐北区 可部町大字勝木の一部
安芸区 上瀬野一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９２号

平成２９年６月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　下水の処理を開始する年月日

平成２９年６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

南区 日宇那町の一部

位置：�広島市南区宇品
東四丁目２番
２７号

名称：�広島市旭町水資
源再生センター

西区 山田町の一部 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

安佐南区 安東一丁目及び大塚西三丁目
の各一部

安佐北区 可部町大字勝木の一部

安芸区 上瀬野一丁目の一部

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２９３号

平成２９年６月２１日

　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
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名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

舟入槇殿胃腸科
内科

広島市中区舟入
中町２－２３舟
入コータース２
Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

小田耳鼻咽喉科 広島市中区白島
中町１－１７

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

中国歯科クリニ
ック

広島市中区土橋
町７－１中国新
聞ビル２Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

宮地デンタルク
リニック

広島市東区曙五
丁目３－３０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

だて歯科医院
広島市南区皆実
町六丁目１－４
佐々木ビル２Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

楠田歯科医院
広島市南区稲荷
町４－１住友生
命ビル７Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

かわはら歯科ク
リニック

広島市南区青崎
二丁目４－３２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

池田皮膚科クリ
ニック

広島市西区井口
台二丁目２３－
３２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

竹腰歯科医院
広島市安佐南区
相田一丁目１２
－６

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

ゆあさ歯科医院
広島市安佐北区
白木町大字小越
２４４－１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

佐々木歯科医院
広島市安佐北区
白木町大字市川
１４６

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

瀬川歯科医院

広島市安佐北区
口田三丁目２６
－５　ＭＤＲビ
ル３Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

ひらあき薬局
広島市安芸区畑
賀三丁目２９－
２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

こにし歯科医院
広島市佐伯区皆
賀一丁目１３－
５－３

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

にしえ歯科医院
広島市佐伯区観
音台四丁目３２
－２０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９６号

平成２９年６月２２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

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

平成２９年４月２５日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成２９年４月２５日

５　届出年月日

平成２９年６月８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２９年６月２２日から同年１０月２３日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成２９年１０月２３日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙１・２　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９５号

平成２９年６月２２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
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馬場クリニック
広島市安佐北区
深川五丁目３９
－２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

サカ整形外科
広島市安佐北区
亀山七丁目５－
１１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

医療法人恒和会
　松石病院

広島市安芸区船
越南三丁目２３
－３

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

なのはな薬局
広島市安芸区中
野東四丁目１８
－１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

生協さえき病院
広島市佐伯区八
幡東三丁目１１
－２９

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

医療法人　大江
内科医院

広島市佐伯区楽�
々園三丁目５－
２７

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

赤尾ファミリー
クリニック

広島市佐伯区海
老園一丁目４－
１９

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

ひまわり薬局　
佐伯店

広島市佐伯区八
幡東三丁目１１
－２８

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９７号

平成２９年６月２２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）ホームケアク
リニックもみじ 広島市東区福田六丁目

２０２３－８
平成２９年６月１
日（旧）山科循環器・

外科医院

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９８号

平成２９年６月２３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

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任した事務

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

山代眼科医院 広島市中区舟入
本町７－１５

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

杉本クリニック
広島市中区国泰
寺町二丁目４－
２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

医療法人社団　
藤田医院

広島市中区江波
本町５－１８

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

細川・内藤医院
広島市中区江波
東一丁目１３－
２８

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

いずみ整形外科
クリニック

広島市中区吉島
西一丁目２４－
３０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

横山歯科医院 広島市中区三川
町７－２１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

ファイアル薬局
広島市中区本川
町二丁目４－２�
２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

コスモス薬局

広島市中区八丁
堀１－１２マス
キ八丁堀ビル１
階

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

クルーズ薬局　
吉島店

広島市中区吉島
西１－２４－３�
０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

山科循環器・外
科医院

広島市東区福田
六丁目２０２３
－８

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

石田医院
広島市東区戸坂
出江二丁目１０
－３１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

山﨑歯科医院 広島市東区若草
町２１－１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

塩田病院 広島市南区堀越
一丁目７－３６

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

医療法人社団　
藤村医院

広島市南区大州
二丁目１５－１�
１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

山本整形外科病
院

広島市南区青崎
二丁目４－２０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

医療法人社団　
升島医院

広島市南区宇品
神田二丁目３－
１９

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

稲田皮ふ科クリ
ニック

広島市南区宇品
神田一丁目６－
１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

大黒薬局
広島市南区稲荷
町４－８稲荷ビ
ル２Ｆ

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

医療法人社団　
幸昌会　ウラベ
医院

広島市西区観音
町６－２

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

緑井整形外科
広島市安佐南区
緑井六丁目３５
－１

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

オズ薬局緑井店
広島市安佐南区
緑井三丁目１４
－８

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日

有限会社　加藤
薬局　中筋アト
ム薬局

広島市安佐南区
中筋一丁目９－
２０

平成２９年６
月１日

平成３５年５
月３１日
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競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二 H29．７．22～
H29．９．14競輪事務局 防府競輪場 熊谷　俊二

競輪事務局 サテライト宇部 市川　龍一
競輪事務局 高松競輪場 楠　康弘
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 秋田　佐知子
競輪事務局 高知競輪場 森岡　眞秋
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 武市　知之
競輪事務局 松山競輪場 松花　光雄
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 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久
競輪事務局 名古屋競輪場 千賀　博通
競輪事務局 奈良競輪場 増田　勝彦
競輪事務局 京都向日町競輪場 高野　秀雄
競輪事務局 和歌山競輪場 松下　裕和
競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３００号

平成２９年６月２６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

条に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場

広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車

場

２　休止する期間

平成２９年８月５日（土）午後７時から同月６日（日）午前

９時３０分まで

３　休止する理由

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５条第１項の規

定に基づき，広島中央警察署長が同法第４条第１項の規定によ

る交通規制を行うため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０１号

平成２９年６月２７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

広島市安佐南区の山本五丁目の６８３番１の一部並びに山本

六丁目の７３３番３，７５７番１，７５７番２，７５７番３，

７５７番４の一部及び７５８番

２　開発面積

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２９年６月１３日

４　委任期間

平成２９年６月１３日から同年９月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 函館競輪場 米田　剛 H29．６．13～
H29．９．14競輪事務局 サテライト札幌 山村　英次

競輪事務局 サテライト石狩 野澤　和雄

競輪事務局 サテライト男鹿 松村　めぐみ

競輪事務局 青森競輪場 鳴海　雄大

競輪事務局 サテライト六戸 秋元　善行

競輪事務局 サテライト石鳥谷 坂本　亮

競輪事務局 四日市競輪場 石田　康郎

競輪事務局 福井競輪場 南　裕之

競輪事務局 岸和田競輪場 船橋　恵子

競輪事務局 久留米競輪場 豊福　浩二

競輪事務局 サテライト中洲 原田　知典

競輪事務局 サテライト北九州 掘　健一郎

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 平山　憲

競輪事務局 サテライト三股 福田　哲久

競輪事務局 サテライトみぞべ 黒尾　聖洋

競輪事務局 サテライト鹿児島 加古　亮太

競輪事務局 佐世保競輪場 前田　知章

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２９９号

平成２９年６月２３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２９年７月２２日

４　委任期間

平成２９年７月２２日から同年９月１４日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
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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

広島市東区中山南一丁目の甲５番２の一部，１５３番，１６�

２番１の一部，１７９番，１８０番の一部，１６２番１地先の

里道及び１７９番地先～１８０番地先の水路

２　開発面積

２，９９２．３０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市南区荒神町３番５号

有限会社トラストホーム

代表取締役　澤井　伸顕

４　検査済証交付年月日

平成２９年６月２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０６号

平成２９年６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

有限会
社英光
工業

訪問介護
ステーシ
ョンひよ
こ

広島市西区福島町
二丁目１６番７号

平成２９年
６月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会
社シー
ズンモ
チベー
ション

訪問介護
事業所き
らく

広島市西区井口四
丁目３５番２６号

平成２９年
６月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会
社ワー
ドコー
ポレー
ション

ケア介助
ゆう香

広島市安佐南区川
内二丁目１３番１�
８号

平成２９年
６月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

株式会
社楽

介護ステ
ーション
楽

広島市安芸区矢野
町７５２番地６９�
６

平成２９年
６月３０日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

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

平成２９年
６月３０日

介護予防訪
問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０７号

平成２９年６月３０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。

２，２１１．１３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区河原町５番４号西村ビル１Ｆ

グレイトコーポレイション株式会社

代表取締役　見森　雅史

４　検査済証交付年月日

平成２９年６月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０２号

平成２９年６月２７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３０３号

平成２９年６月２９日

　健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法律第８３

号）附則第１３０条の２第１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２６条の規定による改正前の介護保険法

（平成９年法律第１２３号）第１１３条の規定により，次に掲げ

る者から指定介護療養型医療施設の辞退の届出があったので，同

法第１１５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
辞退年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
医療法
人土本
病院

医療法人
土本病院

広島市中区橋本町
４番７号

平成２９年
５月３１日

介護療養型
医療施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０４号

平成２９年６月２９日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０５号

平成２９年６月２９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。
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株式会
社ワー
ドコー
ポレー
ション

ケア介助
ゆう香

広島市安佐南区川
内二丁目１３番１�
８号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

有限会
社東洋
住建

ヘルパー
ステーシ
ョン七福
神

広島市安佐北区深
川六丁目６番３号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社広島
福祉サ
ービス

株式会社
広島福祉
サービス
訪問介護
事業部

広島県安芸郡海田
町大正町２番２２
号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０９号

平成２９年６月３０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２９年６月３０日から同年７月１４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

17208 南１区
１４号線

南区松原町４番地６地先
南区松原町４番地２地先

17209 南１区
１５号線

南区猿猴橋町１番地１地先
南区猿猴橋町１番地１３地先

17210 西５区
７９号線

西区井口三丁目４６１番地１地先
西区井口三丁目４５９番地１地先

17211 安佐南１区
１５９号線

安佐南区緑井七丁目２０６１番地１地先
安佐南区緑井七丁目２１１５番地１２地
先

17212 安佐南１区
３５９号線

安佐南区緑井七丁目２１１８番地地先
安佐南区緑井七丁目２１１５番地１７地
先

17213 安芸１区
３７３号線

安芸区上瀬野南一丁目１７８８番地１地
先
安芸区上瀬野南一丁目１７９１番地地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１０号

平成２９年６月３０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２９年６月３０日から同年７月１４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

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
居宅介
護支援
事業所
さくら
合同会
社

居宅介護
支援事業
所さくら

広島市南区向洋新
町一丁目２０番８
号

平成２９年
６月３０日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３０８号

平成２９年６月３０日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
株式会
社seco�
nd�hou�
se

訪問介護
セカンド
ハウス

広島市中区東白島
町１５番１－２０�
１号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

メディ
ベル有
限会社

ヘルパー
ステーシ
ョンポプ
リ

広島市中区江波栄
町２番１６号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

有限会
社エム
エヌテ
ィー

ケアセン
ターハル
カ

広島市東区光町二
丁目１２番１０号
日宝光町ビル６Ｆ
１

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

有限会
社カイ
タック

コスモス
訪問介護
事業所

広島市南区宇品神
田五丁目２６番７
号　今徳ビル１０�
８号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社広島
福祉サ
ービス

株式会社
広島福祉
サービス
広島南訪
問介護事
業部

広島市南区東雲一
丁目６番１８号ユ
ーバーハイツ２０�
６

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社八心

あーくす
けあうい
むい

広島市西区己斐本
町一丁目２３番５
号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

有限会
社英光
工業

訪問介護
ステーシ
ョンひよ
こ

広島市西区福島町
二丁目１６番７号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社シー
ズンモ
チベー
ション

訪問介護
事業所き
らく

広島市西区井口四
丁目３５番２６号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス

株式会
社オム
エル

オムエル�
・園ヘル
パーステ
ーション

広島市安佐南区山
本四丁目１３番５�
４号

平成２９年
６月３０日

訪問介護サ
ービス
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17233 佐伯４区
５６５号線

佐伯区新宮苑１４番地２０地先
佐伯区新宮苑１４番地２４地先

17234 佐伯４区
５６６号線

佐伯区美の里一丁目７９０番地１地先
佐伯区美の里一丁目７９０番地１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１１号

平成２９年６月３０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２９年６月３０日から同年７月１４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 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 東１区
５４４号線

メートル
4.20
～
6.70

メートル

40.00

市　道 西４区
５２０号線

メートル
6.00
～
16.24

メートル

72.24

市　道 西４区
５２１号線

メートル
4.20
～
7.96

メートル

52.81

市　道 西５区
７９号線

メートル
3.90
～
6.40

メートル

203.82

市　道 安佐南１区
１５９号線

メートル
2.80
～
5.20

メートル

68.65

市　道 安佐南２区
１１４４号線

メートル
5.00
～
9.90

メートル

78.58

市　道 安佐南２区
１１４５号線

メートル
4.22
～
8.19

メートル

63.65

市　道 安佐南２区
中筋温品線

メートル
25.00
～
50.00

メートル

820.00

市　道 安佐南４区
８４０号線

メートル
4.10
～
10.27

メートル

63.55

市　道 安佐北３区
９７８号線

メートル
6.60
～
41.00

メートル

470.50

市　道 安佐北３区
９７９号線

メートル
6.40
～
9.30

メートル

183.70

17214 東１区
５４４号線

東区温品四丁目１０１１番地４地先
東区温品四丁目１０１２番地３地先

17215 西４区
５２０号線

西区古江上一丁目７１１番地１１地先
西区古江上一丁目７１１番地４地先

17216 西４区
５２１号線

西区古江上一丁目６４１番地１地先
西区古江上一丁目６０３番地１地先

17217 西５区
７９号線

西区井口三丁目４６１番地１地先
西区井口三丁目４７８番地５４地先

17218 安佐南１区
１５９号線

安佐南区緑井七丁目２０６１番地１地先
安佐南区緑井七丁目２１２０番地８地先

17219 安佐南２区
１１４４号線

安佐南区古市二丁目１６２３番地５地先
安佐南区古市二丁目１６３３番地１地先

17220 安佐南２区
１１４５号線

安佐南区高取南一丁目１０１２番地１２
地先
安佐南区高取南一丁目１０１０番地１３
地先

17221 安佐南２区
中筋温品線

安佐南区中筋四丁目１１８番地１地先
安佐南区東野三丁目１１９６番地４地先

17222 安佐南４区
８４０号線

安佐南区伴中央二丁目３２３４番地３地
先
安佐南区伴中央二丁目３２３０番地４地
先

17223 安佐北３区
９７８号線

安佐北区三入東二丁目２６３８番地地先
安佐北区大林町字高谷２９８５番地１地
先

17224 安佐北３区
９７９号線

安佐北区大林町字高谷２９０１番地１地
先
安佐北区大林町字高谷２８２０番地地先

17225 安佐北３区
９８０号線

安佐北区亀山一丁目１００６番地８地先
安佐北区亀山一丁目９９７番地１５地先

17226 安芸１区
６６８号線

安芸区上瀬野南一丁目１７８９番地２地
先
安芸区上瀬野南一丁目１７９１番地１地
先

17227 安芸１区
６６９号線

安芸区上瀬野町字大元谷山１０００１番
地１０６地先
安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地３８０地先

17228 安芸１区
６７０号線

安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地４０２地先
安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地３６４地先

17229 安芸１区
６７１号線

安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地４００地先
安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地６０５地先

17230 安芸１区
６７２号線

安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地３９６地先
安芸区上瀬野町字瀬野越山１０６１９番
地６０６地先

17231 佐伯３区
３３０号線

佐伯区三宅一丁目１００３番地７地先
佐伯区三宅一丁目１００３番地４地先

17232 佐伯４区
５６４号線

佐伯区五日市二丁目１１３０番地２地先
佐伯区五日市二丁目２１０番地４地先
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市　道
西４区
５２１
号線

西区古江上一丁目６４１番地
１地先 平成２９年６月

３０日西区古江上一丁目６０３番地
１地先

市　道
西５区
７９号
線

西区井口三丁目４６１番地１
地先 平成２９年６月

３０日西区井口三丁目４７８番地５�
４地先

市　道

安佐南
１区１�
５９号
線

安佐南区緑井七丁目２０６１
番地１地先 平成２９年６月

３０日安佐南区緑井七丁目２１２０
番地８地先

市　道

安佐南
２区１�
１４４
号線

安佐南区古市二丁目１６２３
番地５地先 平成２９年６月

３０日安佐南区古市二丁目１６３３
番地１地先

市　道

安佐南
２区１�
１４５
号線

安佐南区高取南一丁目１０１�
２番地１２地先 平成２９年６月

３０日安佐南区高取南一丁目１０１�
０番地１３地先

市　道

安佐南
４区８�
４０号
線

安佐南区伴中央二丁目３２３�
４番地３地先 平成２９年６月

３０日安佐南区伴中央二丁目３２３�
０番地４地先

市　道

安佐北
３区９�
８０号
線

安佐北区亀山一丁目１００６
番地８地先 平成２９年６月

３０日安佐北区亀山一丁目９９７番
地１５地先

市　道
安芸１
区６６�
９号線

安芸区上瀬野町字大元谷山１�
０００１番地１０６地先 平成２９年６月

３０日安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地３８０地先

市　道
安芸１
区６７�
０号線

安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地４０２地先 平成２９年６月

３０日安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地３６４地先

市　道
安芸１
区６７�
１号線

安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地４００地先 平成２９年６月

３０日安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地６０５地先

市　道
安芸１
区６７�
２号線

安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地３９６地先 平成２９年６月

３０日安芸区上瀬野町字瀬野越山１�
０６１９番地６０６地先

市　道
佐伯３
区３３�
０号線

佐伯区三宅一丁目１００３番
地７地先 平成２９年６月

３０日佐伯区三宅一丁目１００３番
地４地先

市　道
佐伯４
区５６�
４号線

佐伯区五日市二丁目１１３０
番地２地先 平成２９年６月

３０日佐伯区五日市二丁目２１０番
地４地先

市　道
佐伯４
区５６�
５号線

佐伯区新宮苑１４番地２０地
先 平成２９年６月

３０日佐伯区新宮苑１４番地２４地
先

市　道
佐伯４
区５６�
６号線

佐伯区美の里一丁目７９０番
地１地先 平成２９年６月

３０日佐伯区美の里一丁目７９０番
地１地先

市　道 安佐北３区
９８０号線

メートル
6.00
～
12.00

メートル

61.89

市　道 安芸１区
６６８号線

メートル
7.21
～
34.10

メートル

203.80

市　道 安芸１区
６６９号線

メートル
4.00
～
45.50

メートル

239.70

市　道 安芸１区
６７０号線

メートル
4.80
～
23.50

メートル

469.90

市　道 安芸１区
６７１号線

メートル
4.03
～
6.15

メートル

91.90

市　道 安芸１区
６７２号線

メートル
5.70
～
8.52

メートル

101.97

市　道 佐伯３区
３３０号線

メートル
5.00
～
10.84

メートル

68.20

市　道 佐伯４区
５６４号線

メートル
8.00
～
15.47

メートル

85.14

市　道 佐伯４区
５６５号線

メートル
4.53
～
8.61

メートル

23.00

市　道 佐伯４区
５６６号線

メートル
2.20
～
14.70

メートル

38.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１２号

平成２９年６月３０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２９年６月３０日から同年７月１４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
５４４
号線

東区温品四丁目１０１１番地
４地先 平成２９年６月

３０日東区温品四丁目１０１２番地
３地先

市　道
西４区
５２０
号線

西区古江上一丁目７１１番地
１１地先 平成２９年６月

３０日西区古江上一丁目７１１番地
４地先
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　東新天地自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，５月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　基町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，６月２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１３９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實
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条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日

　東新天地自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，６月１２日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　袋町自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，６月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ４ 日

　広島バスセンター西自転車等駐車場内に，長期間駐車されてい

た下記自転車等については，６月５日に広島市西部自転車等保管

所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　相生，富士見第２及び小町第２自転車等駐車場内に，長期間駐

車されていた下記自転車等については，６月２２日に広島市西部

自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日

公　　　　　　　告

　下記の物件を拾得した旨，水難救護法第２４条により届け出が

ありましたので同法２５条に基づき公告します。

　心当たりの方は，広島市中区役所建設部維持管理課まで申し出

てください。

広島市長　　松　井　一　實

（中区役所建設部維持管理課）

拾得物件
拾得場所 拾得年月日

品目 数量
内訳

長さ 幅 広島市中区基
町２２番沖

平成２９年
６月２７日釣り舟 １艇 ７．３ｍ １．１ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　大手町及び小町第２自転車等駐車場内に，長期間駐車されてい

た下記自転車等については，６月１８日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年６月１４日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したライブヒルズ未

来町内会について，次のとおり変更したので，同条第１０項後段

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

吉田　篤子　　広島市東区中山西二丁目２３番２０号を

高橋　真由美　広島市東区中山西二丁目２９番５号に変更す

る。

２　事務所の所在地の変更

広島市東区中山西二丁目２３番２０号を

広島市東区中山西二丁目２９番５号に変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ０ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２６年１２月２日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可したサンヒルズ中山

町内会について，次のとおり変更しましたので，同条第１０項後

段の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

長船　秀樹　広島市東区中山上一丁目１３番１７号を

末永　健介　広島市東区中山上一丁目２２番５号に変更す

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ０ 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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のように設置します。

　その関係図書は，広島市中区建設部維持管理課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 供用開始の期日 区域
東部河岸緑地
（京橋川右岸
（御幸橋～宇
品橋））

中区千田町３
丁目
中区南千田東
町

平成２９年６月
３０日 別紙のとおり

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月１３日から同月２７日まで東

区建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

広島市
道

東５区１
号線

東区山根町字大
内越５０番１３�
０地先から
東区山根町字大
内越５０番１６�
５地先まで

旧
5.0ｍ
～
10.0ｍ

17.0ｍ

新
5.0ｍ
～
10.0ｍ
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月１日から同年６月１５日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 南１区７
号線

南区松原町１０�
０番地地先から
南区松原町１０�
０番地地先まで

旧

メートル
10.70
～
10.90

メートル

39.00

新

メートル
15.80
～
16.00

メートル

39.00

市　道 南１区１�
２号線

南区猿猴橋町４
番地１地先から
南区猿猴橋町４
番地１４地先ま
で

旧

メートル
9.90
～
17.03

メートル

45.50

新

メートル
11.00
～
18.03

メートル

45.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 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２９年６月１日から同年６月１５日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道 南１区
７号線

南区松原町１００番地地先か
ら
南区松原町１００番地地先ま
で

平成２９年６月
１日

市　道
南１区
１２号
線

南区猿猴橋町４番地１地先か
ら
南区猿猴橋町４番地１４地先
まで

平成２９年６月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月２７日から同年７月１１日ま

で東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線名 変更区間 旧新
別

敷地の
幅員

敷地の
延長

市道東１
区５２５
号線

東区福田一丁目７８５
番６地先から
東区福田一丁目７８６
番２地先まで

旧
6.0ｍ
～
7.7ｍ

30.0ｍ

新
6.0ｍ
～
8.0ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月２７日から同年７月１１日ま

で東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道東１区５�
２５号線

東区福田一丁目７８５番６地先
から
東区福田一丁目７８６番２地先
まで

平成２９年６月
２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第６０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日
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道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

主要地
方道

広島中
島線

南区松原町８８番地地先から
南区松原町９０番地地先まで

平成２９年６月
８日

市　道
南１区
１３号
線

南区松原町８８番地地先から
南区松原町８８番地地先まで

平成２９年６月
８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ２ 日

　広島市広島駅南口第三自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，６月１０日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日

　青崎一丁目駐輪場，天神川南駐輪場に，長期間駐車されていた

下記の自転車等については，６月１２日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ６ 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

広島市告示（南区）第８０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月８日から同年６月２２日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

主要地
方道

広島中島
線

南区松原町８８
番地地先から
南区松原町９０
番地地先まで

旧

メートル
9.95
～
20.70

メートル

114.94

新

メートル
12.95
～
24.20

メートル

114.94

市　道 南１区１�
３号線

南区松原町８８
番地地先から
南区松原町８８
番地地先まで

旧

メートル
9.90
～
22.70

メートル

216.01

新

メートル
12.00
～
41.50

メートル

216.01

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 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２９年６月８日から同年６月２２日まで

南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　広島市広島駅南口第五自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，６月２６日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ５ 日

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ６ 日

　広島市広島駅南口第二自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，６月１５日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市広島駅南口第三自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，６月２０日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　平成２９年６月１９日

３　道路の位置　　�広島市西区己斐西町の２２６５番１４の一部

及び２２６５番１７の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．９０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一の敷地とみなすこと等による制限の緩和を，

下記の対象区域について認定しました。

　この関係図書は，西区役所建設部建築課において縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　対象区域の名称　　草津港二丁目

２　対象区域の位置　　広島市西区草津港二丁目

　　　　　　　　　　　�１７－８，１７－１７，１７－１８，１�

７－１９，１７－２０，１７－２１，１�

７－２２，１７－２３，１７－２４，１�

７－２５，１７－２６，１７－２７，１�

７－２８，１７－２９，１７－３０，１�

７－３１，１７－３２，１７－３３，１�

７－３４，１７－３５，１７－３６，１�

７－３７，１７－３８，１７－３９，１�

７－４０，１７－４１，１７－４２，１�

７－４３，１７－４４，１７－４５，１�

７－４６

３　認定番号　　　　　第Ｈ２９認定通知広島市建４０００２号

４　認定年月日　　　　平成２９年６月９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　平成２９年６月６日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区緑井五丁目の３５４６番５の

一部，３５４９番の一部，３５４９番地先市

道（安佐南１区１８４号）及び３５５４番８

の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２１～６．２１メートル

　　　　　　　　延長　４８．８７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ７ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり告示します。

　その関係図書は，広島市安佐南区農林建設部維持管理課におい

て縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 供用開始の期日 区域

春日野第十公
園

安佐南区山本
新町四丁目４�
１７番

平成２９年６月
７日 別図のとおり

春日野第十一
公園

安佐南区山本
新町四丁目４�
１６番１

平成２９年６月
７日 別図のとおり

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ７ 日

　都市公園の区域を次のとおり変更するので，広島市公園条例

（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の２の規定に基づき

告示します。

　その関係図書は，広島市安佐南区農林建設部維持管理課におい

て縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 面積 変更の期日 区域

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　平成２９年６月２８日

３　道路の位置　　広島市西区井口三丁目２４７番５６の一部

４　幅員及び延長　幅員　�５．２０～６．２０メートル，６．２０

メートル

　　　　　　　　　延長　２３．５０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　平成２９年６月２８日

３　道路の位置　　�広島市西区井口一丁目の２５番１２の一部，

１５５６番１の一部，１５５６番４の一部，

１５５８番２の一部，１６０７番の一部，

１６１２番１の一部，１６１０番の一部及び

１６０７番地先市道

４　幅員及び延長　幅員　４．６２～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　１３５．４５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２９年６月５日から同年６月１９日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｅ４－と－
１－４３－４４号
水路

広島市安佐南区伴中央六丁目４８７�
６番地先から
広島市安佐南区伴中央六丁目４８７�
６番地先まで
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３　一団地の区域

広島市安佐南区伴東六丁目の１５２番３，１５３番，１５３

番２，１５４番５，１５６番２，１５７番２，１５７番３，１５�

８番３，１９０番１，１９０番８，１９３番２，２０６番１，２�

０８番２，２１４番２，２２０番３，２３５番２，２３５番３，

８０４７番１，８０４７番１０，８０４９番７，８０４９番１�

０，８０６１番，８０７２番１，８０７２番５，８０７２番７，�

８０７２番１０，８０７６番４，８０７７番１，８０８０番，

８０８０番２，８０８０番３，８０８２番２及び８０８３番

４　認定番号

第Ｈ２９認定通知広島市建５０００１号

５　認定年月日

平成２９年６月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２９年６月２０日から同年７月４日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南１区８４１
号里道

広島市安佐南区八木四丁目１６５１
番２５地先から
安佐南区八木四丁目１６５１番３０
地先

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南１区８４２
号里道

広島市安佐南区八木四丁目１６４５
番地先から
安佐南区八木四丁目１６５１番２７
地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　平成２９年６月２０日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区川内三丁目の６５５番１の一

部，６５５番２の一部及び６５６番５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　延長　１８．５６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７３号

安東下
第二公
園

変更
前

安佐南区安東四丁
目　地内 2,488㎡

平成２９年
６月７日

別紙の
とおり変更

後
安佐南区安東四丁
目　地内 2,523㎡

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　第２号

２　指定年月日　平成２９年６月９日

３　路　線　名　県道　八木緑井線

４　道路の位置　起点：�広島市安佐南区緑井五丁目３５６３－１

地先

　　　　　　　　終点：�広島市安佐南区緑井五丁目３５２７－３

地先

５　道 路 延 長　１２４．００メートル

６　道 路 幅 員　１０．３４～１３．７８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ２ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成２９年

６月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区農林建設部建築課において，

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　申請者

広島市長　　松井　一實

２　一団地の名称

沼田高等学校
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３　道路の位置　　広島市安佐南区長束一丁目１５２番５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．０００メートル

　　　　　　　　延長　１２．９３５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のとおり告示します。

　その関係図書は，広島市安佐南区農林建設部維持管理課におい

て縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

記

名称 所在地 供用開始の期日 区域
伴中央第一公
園

安佐南区伴中
央一丁目

平成２９年７月
１日 別図のとおり

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　次のとおり市街化区域内の里道及び水路を廃止します。

　その関係図面は，平成２９年６月２８日から同年７月１２日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南２区１０７
号里道

安佐南区上安六丁目１２５４番２地
先から丙１２５４番地先まで

水　路
Ｋ４－Ｅ２－か－
６－３－２５号水
路

安佐南区上安１２５２番１地先から
１２５５番６地先まで

水　路
Ｋ４－Ｅ２－か－
６－３－２６号水
路

安佐南区上安１２５２番１地先から
１２５２番１地先まで

水　路
Ｋ４－Ｅ２－か－
６－３－２７号水
路

安佐南区上安１２５２番１地先から
１２５２番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２９年６月２８日から同年７月１２日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線
名等 路線名等 所在（起点及び終点）

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ １ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成２９年

６月２０日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　廃止番号　　　第７号

２　廃止年月日　　平成２９年６月２２日

３　道路の位置　　広島市安佐南区長束三丁目９８６番５の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　延長　３６．４２５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第８号

２　指定年月日　　平成２９年６月２６日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区川内五丁目の１２４０番１の

一部及び１２４８番の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　延長　２９．３６メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように廃止しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　廃止番号　　　第５号

２　廃止年月日　　平成２９年６月２６日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．廃止番号　　　第２号

２．廃止年月日　　平成２９年６月１６日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区可部南五丁目の１７４６番

５，１７４６番８，１７５１番５，１７５１番

８及び１７５１番４の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　３３．４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成４年１２月２２日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した新宮自治会（代

表者　中山　義明）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

　代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

代表者の
氏名及び
住所

中山　義明 蜂須賀　純二
広島市安佐北区白木町大
字井原１５６４番地の４

広島市安佐北区白木町大
字井原１４２４番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日

　可部駅東口駐輪場，下深川駅北口駐輪場，下深川駅南口駐輪

場，安芸矢口駅駐輪場及び玖村駅駐輪場に長期間駐車されていた

別紙自転車等については，平成２９年６月２９日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日

里　道
旧

安佐南２区１�
１４号里道

安佐南区上安六丁目１２５１番２
地先～１２５５番６地先

新 安佐南区上安六丁目１２５１番２
地先～１２５１番１地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成２９年６月８日から同月２２日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ４－Ｆ３－Ｋ臺
－５－６５号水路

安佐北区大林町字台５２１番地先か
ら
安佐北区大林町字台５５６番地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２９年６月８日から同月２２日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐北３区４４７�
５号里道

安佐北区大林町字台５２１番地先か
ら
安佐北区大林町字台５５６番地先ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成２９年６月８日から同月２２日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

旧 安佐北３区４�
４７５号里道

安佐北区大林町字台５２１番地先
から
安佐北区大林町字台５５６番地先
まで

新 安佐北３区４�
４７５号里道

安佐北区大林町字台５２１番地先
から
安佐北区大林町字台５５６番地先
まで
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，６月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので，

告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，６月２３日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市公園条例第１６条の２の規定に基づき，都市公園の区域

を次のとおり変更します。

　その関係図面は，平成２９年６月１５日まで広島市佐伯区役所

農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

公園名称 所在地 供用開始の期日 区域

美鈴が丘西第
一公園

広島市佐伯区
美鈴が丘西三
丁目６番

平成２９年６月
１日 別図のとおり

別図　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７６号

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成７年１

月１９日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として認可した瀬野川団地自治会（代表者　宮本　秀一）につ

いて，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

区域

改定前

広島市安芸区中野７丁目１番地のうち土地地番３７８６番３

の区域，２番～１６番の区域，１７番のうち土地地番８４０番

１５，８４０番１６，８４０番７４の区域，１８番，２０番の区

域，広島市安芸区瀬野１丁目のうち土地地番３７０５番２の区

域，広島市安芸区中野町のうち土地地番８４９番４０，８４９

番４５の区域

改定後

広島市安芸区中野７丁目１番～１８番の区域，２０番の区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成１８年

６月１４日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有する

団体として認可した神立自治会（代表者　中川　和博）につい

て，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区上瀬野町３７０番地１１６

２　代表者の氏名及び住所

稲田　俊彦

広島市安芸区上瀬野町３７０番地１１６

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。
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　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（佐伯区）第８１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ９ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２９年６月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８３号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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（佐伯区）第８４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ０ 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

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成２９年５月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により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（佐伯区）第７９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第４号

２　指定年月日　　平成２９年６月６日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区海老園一丁目の２７０９番５の

一部，２７１０番７の一部及び２７１０番８

の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　４０．０９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ９ 日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８８号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月２７日から同年７月１１日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道
佐伯４区
３３８号
線

佐伯区五日市六
丁目８５８番１�
６０地先から
佐伯区五日市六
丁目８５８番１�
６２地先まで

旧

メートル
3.07
～
7.00

メートル

18.60

新

メートル
4.10
～
8.00

メートル

18.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８９号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成２９年６月２７日から同年７月１１日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区３３�
８号線

佐伯区五日市六丁目８５８番
１６０地先から
佐伯区五日市六丁目８５８番
１６２地先まで

平成２９年６月
２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９１号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 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，

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ １ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は，平成２９年６月２１日から同年７月５日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ４－２－１６２
－１３号水路

佐伯区五日市町大字石内字大津５８�
６０番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字大津５８�
６０番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８６号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ １ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は，平成２９年６月２１日から同年７月５日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 佐伯１区１５８０
号里道

佐伯区五日市町大字石内字大津５８�
６０番１地先から
佐伯区五日市町大字石内字大津５８�
６０番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８７号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を変更します。

　その関係図面は，平成２９年６月２６日から同年７月１０日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 新旧
別 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ４－Ｈ－７�
０－１－６

旧 広島市佐伯区坪井三丁目２４番５
地先～２４番５地先

新 広島市佐伯区坪井三丁目２４番５
地先～２３番１地先

水　路 Ｋ４－Ｈ－１�
２２－４－７

旧 広島市佐伯区三宅六丁目１０４番
地先～１０４番地先

新 広島市佐伯区三宅六丁目１０４番
地先～１０２番２地先

里　道 佐伯３区２７�
０号

旧 広島市佐伯区三宅六丁目１０２番
１地先～８９番２地先

新 広島市佐伯区三宅六丁目１０２番
１地先～８９番３地先
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備考　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

� （佐東出張所）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

平成２８年１�
１月３０日

安佐南区佐東出
張所管内全域

備考　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

� （祇園出張所）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

平成２８年１�
１月１６日

安佐南区祇園出
張所管内全域

備考　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

� （沼田出張所）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

広島県健康福
祉局健康対策
課

平成２８年度広
島県歯科保健実
態調査を実施す
るため

平成２８年８
月１９日

伴南一丁目３１�
・３２・３３・
３４番

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

平成２８年１�
１月２９日

安佐南区沼田出
張所管内全域

備考　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第５号

平成２９年６月３０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長　　品　川　弘　司

（平成２８年度の状況）� （安佐南区市民課）

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

一般社団法人
中央調査社
会長　西澤　
豊

日本放送協会が
実施する「テレ
ビ放送に関する
アンケート」

平成２８年５
月１８日 相田五丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２８年５
月３１日 安東四丁目

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（佐伯区）第９２号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ３ ０ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成２９年６月３０日から同年７月１４日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 佐伯５区麦谷９９�
９－１号里道

起点　�広島市佐伯区湯来町大字麦谷
字不明山４８６番１３８地先
から

終点　�広島市安佐南区沼田町大字阿
戸字須山１１３９６番１地先
まで

区 告 示
広島市南区告示第４号

平成２９年６月１５日

　自動車臨時運行に関する取扱規則第２条第５項の規定により，

つぎの自動車臨時運行許可番号標は失効しました。

広島市南区長　　胡麻田　泰　江

自動車臨時運行許可番号標　　広島　１８－０２

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区告示第４号

平成２９年６月３０日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安佐南区長　　品　川　弘　司

（平成２８年度の状況）� （安佐南区市民課）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

広島県健康福
祉局健康対策
課

平成２８年度広
島県歯科保健実
態調査を実施す
るため

平成２８年７
月２６日 毘沙門台三丁目

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部

自衛官等の募集
に伴う広報

平成２８年１�
１月２５日

安佐南区市民課
管内全域
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（平成２８年度の状況）� （佐東出張所）

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

株式会社
サーベイリサ
ーチセンター
代表取締役　
戸祭　浩

環境についての
意識調査

平成２８年５
月１３日 川内三丁目

株式会社
中国新聞社
代表取締役社
長　岡谷義則

広島市広域商圏
調査

平成２８年６
月２３日

川内二丁目
緑井三，八丁目
八木一，六，九丁
目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

参院選の政治意
識調査

平成２８年７
月１２日 緑井七，八丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

２０１６年１０
月東京オリンピ
ック・パラリン
ピックに関する
世論調査

平成２８年８
月１７日 八木二，五丁目

株式会社
日本リサーチ
センター
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

第３回くらしと
生活設計に関す
る調査

平成２８年１�
０月２７日 川内六丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２９年２
月８日 緑井一，二丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

（平成２８年度の状況）� （祇園出張所）

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

一般社団法人
中央調査社
会長　西澤　
豊

日本放送協会が
実施する「テレ
ビ放送に関する
アンケート」

平成２８年５
月１８日 西原二丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２８年５
月３１日 祇園二丁目

株式会社
中国新聞社
代表取締役社
長　岡谷義則

広島市広域商圏
調査

平成２８年６
月２８日

祇園二丁目・八
丁目，長束五丁
目，長束西四丁
目，西原二丁目�
・九丁目，東原
三丁目，山本二
丁目・六丁目，
山本新町五丁目

株式会社毎日
新聞社
代表取締役社
長
朝比奈　豊

読書世論調査 平成２８年６
月２日 安東一丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　西澤　
豊

国民生活に関す
る世論調査

平成２８年６
月７日 相田三丁目

株式会社
中国新聞社
代表取締役社
長　岡谷義則

広島市広域商圏
調査

平成２８年６
月１５日

相田一丁目，七
丁目，大町西二
丁目，大町東一
丁目，上安四丁
目，高取北二丁
目，長楽寺三丁
目，中須二丁
目，中筋三丁
目，毘沙門台四
丁目，安東七丁
目

一般社団法人
中央調査社
会長　西澤　
豊

２０１６年新聞
及びウエブ利用
に関する総合調
査

平成２８年６
月２２日 高取北一丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

消費動向調査 平成２８年８
月９日 大町東三丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　西澤　
豊

土地問題に関す
る国民の意識調
査

平成２８年１�
１月１０日 安東二丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２８年１�
１月１０日 毘沙門台二丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

生活と意識につ
いての国際比較
調査

平成２８年１�
２月２０日 上安二丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

日本人と憲法２�
０１７調査

平成２９年１
月１８日 上安五丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

暮らしのなかの
困りごとに関す
る全国調査

平成２９年１
月２４日 中筋一丁目

株式会社
日本リサーチ
センター
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

生活意識に関す
るアンケート調
査

平成２９年２
月２３日

古市三丁目，古
市四丁目，毘沙
門台東一丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。
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一般社団法人
中央調査社
会長　西澤　
豊

道路に関する世
論調査

平成２８年７
月１２日 大塚西七丁目

株式会社
サーベイリサ
ーチセンター
代表取締役　
戸祭　浩

参院選の政治意
識調査２０１６
ミックスモード
（ＷＥＢ・郵
送）並行調査

平成２８年７
月２７日 伴北七丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

外交に関する世
論調査

平成２８年１�
０月６日 大塚西六丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２８年１�
１月８日 大塚西三丁目

株式会社
インテージリ
サーチ
代表取締役社
長　井上孝志

家庭部門のＣＯ
２排出実態統計
調査

平成２８年１�
２月８日 大塚西七丁目

株式会社
ビデオリサー
チ
代表取締役社
長　加藤　譲

全国たばこ喫煙
者調査

平成２８年１�
２月２０日 伴南一丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２９年２
月１４日 沼田町大字阿戸

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第４号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ８ 日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　立　岩　　　薫

記

氏名 住民票記載の住所 職権処理の内容

横田　一松 広島市安佐北区小河原町２７０
番地３ハイツ西光寺Ａ１０１ 職権消除

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第２号

株式会社
インテージリ
サーチ
代表取締役社
長　井上　孝
志

平成２８年度市
民の社会貢献に
関する実態調査

平成２８年８
月３０日 祇園三丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

第８回男女の生
活と意識に関す
る調査

平成２８年９
月７日 山本四丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

自殺対策に関す
る意識調査

平成２８年９
月２７日 山本新町五丁目

株式会社
日本リサーチ
センター
代表取締役社
長　鈴木稲博

１１月全国個人
視聴率調査

平成２８年９
月２７日 西原九丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

職業に関する意
識調査

平成２８年１�
１月２９日 西原八丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

低年齢層の子供
のインターネッ
ト利用環境実態
調査

平成２８年１�
２月８日 長束五丁目

株式会社
ビデオリサー
チ
代表取締役社
長　加藤　譲

全国たばこ喫煙
者調査

平成２８年１�
２月２０日

西原三丁目，山
本新町二丁目

一般社団法人
中央調査社
会長　大室　
真生

社会意識に関す
る世論調査

平成２８年１�
２月２０日 山本七丁目

備考

１　公表の対象は，閲覧日が平成２８年４月１日から平成２９

年３月３１日までのものです。

２　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

（平成２８年度の状況）� （沼田出張所）

申出者の氏名 利用目的の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

株式会社
日本リサーチ
センター
代表取締役社
長　鈴木稲博

６月全国個人視
聴率調査

平成２８年５
月１１日 伴南四丁目

一般社団法人
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費状況調
査

平成２８年６
月１６日 伴東八丁目

株式会社
中国新聞社
代表取締役社
長　岡谷義則

世論調査（広島
市広域商圏調
査）

平成２８年６
月８日

大塚西七丁目
伴中央二丁目
伴東三丁目
伴東五丁目
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により平成２９年４月１日失職した。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

１　住　所　　北海道余市郡仁木町北町２丁目１番地１

２　氏　名　　萩　みゆき

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第１０号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ９ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　平成２９年６月１６日（金）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　広島市立学校児童生徒数等（平成２９年５月１日現在）に

ついて（報告）

⑵　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

⑶　平成３０年度広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育

学校入学者選抜の基本方針について（議案）

⑷　平成３０年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考

の基本方針について（議案）

監査公表
広島市監査公表第６号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

財　政　局　　　税　務　部　　　税　制　課

　　　　　　　　　　　　　　　　�（旧納税推進課から移管

された事務を含む。）

　　　　　　　　　　　　　　　　市 民 税 課

　　　　　　　　　　　　　　　　固定資産税課

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ 日

　平成２９年６月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定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（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

よる委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次のとおりで

す。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５６４人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，２７４人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３６，９６２人

　　　　　　　　　東　　区　　３３，１１９人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，０５７人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，８７２人

　　　　　　　　　安佐南区　　６３，８１９人

　　　　　　　　　安佐北区　　４１，３４１人

　　　　　　　　　安 芸 区　　２１，９２２人

　　　　　　　　　佐 伯 区　　３７，９７３人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，０３２人

区 選 管 告 示
広島市安佐南区選挙管理委員会告示第５号

平 成 ２ ９ 年 ６ 月 ２ 日

　広島市安佐南区選挙管理委員補充員である次の者は，区外転出
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平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

健康福祉局　　　高齢福祉部　　　高齢福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域包括ケア推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　介護保険課

　　　　　　　　保　健　部　　　保健医療課

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　厚　生　部　　　生　活　課

　　　　　　　　　　　　　　　　健康長寿課

公益財団法人広島市老人クラブ連合会

地方独立行政法人広島市立病院機構

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２８年１１月１４日から平成２９年５月２５日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

また，消耗品費の支出に係る事務について，抽出により地方

自治法第１９９条第８項の規定に基づく関係人調査を実施し

た。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

６　監査の意見

（バーコード付郵便物の料金割引について）

所定のバーコードを記載した郵便物を，同時に一定数以上出

す場合には，料金の割引が受けられることとなっている。

しかしながら，健康福祉局高齢福祉部介護保険課及び中区厚

生部健康長寿課においては，料金の割引を受けられる場合であ

　　　　　　　　　　　　　　　　�市税事務所（中央，東部，

西部，北部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　�税務室（南，安芸，佐

伯，安佐北）

　　　　　　　　収納対策部　　　徴収第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　�（旧納税推進課から移管

された事務を含む。）

　　　　　　　　　　　　　　　　徴収第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　徴収第三課

　　　　　　　　　　　　　　　　徴収第四課

　　　　　　　　　　　　　　　　特別滞納整理課

区　役　所　　（中）

　　　　　　　　市　民　部　　　市　民　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　�市役所サービス・コー

ナー

　　　　　　　（�東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，佐

伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　出　張　所（１２か所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　連　絡　所（６か所）

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２８年１１月７日から平成２９年５月２５日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

６　監査の意見

（バーコード付郵便物の料金割引について）

所定のバーコードを記載した郵便物を，同時に一定数以上出

す場合には，料金の割引が受けられることとなっている。

しかしながら，西部市税事務所及び北部市税事務所において

は，料金の割引を受けられる場合であるにもかかわらず，料金

後納郵便物差出票にバーコード付郵便物であることを記載しな

かったため，郵便局において割引対象であるとの認識がなされ

ず，料金の割引を受けられなかった事例が見受けられた。

ついては，今後，確実に料金の割引を受けられるよう，料金

後納郵便物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの

改善を図られたい。

また，内部統制の観点から，同様の事務を行っている部局間

での情報共有などの対策を講じられたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第７号
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定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

都市整備局　　　都市機能調整部

東 区 役 所　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

広島駅南口開発株式会社

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２８年１１月１４日から平成２９年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１０号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

道路交通局　　　道　路　部　　　道路計画課

　　　　　　　　　　　　　　　　道　路　課

　　　　　　　　　　　　　　　　街　路　課

区　役　所　　（中，西，安佐北）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

るにもかかわらず，料金後納郵便物差出票にバーコード付郵便

物であることを記載しなかったため，郵便局において割引対象

であるとの認識がなされず，料金の割引を受けられなかった事

例が見受けられた。

ついては，今後，確実に料金の割引を受けられるよう，料金

後納郵便物差出票にバーコード付郵便物の区分を設けるなどの

改善を図られたい。

また，内部統制の観点から，同様の事務を行っている部局間

での情報共有などの対策を講じられたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第８号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

こども未来局　　　　　　　　　　阿戸認定こども園

　　　　　　　　　　　　　　　　保　育　園（２３園）

（注）保育園（２３園）のうち１園については，直前通知型定

期監査を実施した。

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年２月１５日から同年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第９号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫
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　　　　　　　　　　　　　　　　徴収第四課

区　役　所　　（中，東，南，西）

　　　　　　　　建　設　部　　　建　築　課

　　　　　　　（東，南，西）

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　（安佐南，安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

公益財団法人広島県下水道公社

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（出資団体にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２８年１１月１４日から平成２９年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（出

資団体の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事務が適

正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検査照合

するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１２号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

消　防　局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　　消　防　署　　（�中，東，南，西，安佐南，

安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　　　　　　　　　水上出張所

　　　　　　　　　　　　　　　　　出張所（１４か所）

一般財団法人広島市都市整備公社

　　　　　　　（中，東，南，西）

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　（安佐南，安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

広島高速道路公社

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２８年１１月２２日から平成２９年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１１号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

下 水 道 局　　　　　　　　　　　経営企画課

　　　　　　　　　　　　　　　　河川防災課

　　　　　　　　　　　　　　　　（旧河川課）

　　　　　　　　施　設　部　　　計画調整課

財　政　局　　　税　務　部　　　�市税事務所（中央，東部，

西部，北部）

　　　　　　　　　　　　　　　　　�税務室（南，安芸，佐

伯，安佐北）

　　　　　　　　収納対策部　　　徴収第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　徴収第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　徴収第三課
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平成２８年１１月１０日から平成２９年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１４号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

固定資産評価審査委員会

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

３　監査の期間

平成２９年２月１６日から同年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１５号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１月１６日から同年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１３号

平成２９年６月１３日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　米　津　欣　子

同　　　　　　　八　軒　幹　夫

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

教育委員会　事　務　局　青少年育成部　育 成 課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　放課後対策課

　　　　　（教 育 機 関）　　　　　　幼 稚 園（７園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小 学 校（２５校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中 学 校（１５校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高等学校（２校）

区　役　所　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，佐

伯）

　　　　　　　　　　　　市　民　部　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　児童館（８館）

（注）小学校（２５校）及び中学校（１５校）のうち各１校

については直前通知型定期監査を実施した。

２　監査の範囲

平成２８年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間
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流動資産
百万円
2,148 流動負債

固定負債
剰余金

百万円
39
524
1,585

資産合計 2,148 負債・資本合計 2,148

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損益
繰入金

次年度繰越支払準備
金
当期利益金

百万円
6,936
3
8

524

7

経常収益

前年度繰越支払準備
金
特別利益

当期損失金

百万円
6,591

539

4

344
合　計 7,478 合　計 7,478

２　厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円
1,532 流動負債

百万円
1,532

資産合計 1,532 負債・資本合計 1,532

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
17,606 経常収益

百万円
17,606

合　計 17,606 合　計 17,606

３　退職等年金経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円
107 流動負債

百万円
107

資産合計 107 負債・資本合計 107

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
1,169 経常収益

百万円
1,169

合　計 1,169 合　計 1,169

４　経過的長期経理

１　監査の対象

都市整備局　　　　　　　　　　　青崎地区区画整理事務所

　　　　　　　　復興工事事務所

　　　　　　　　西風新都整備部

　　　　　　　　緑化推進部　　　公園整備課

　　　　　　　　住　宅　部　　　住宅整備課

道路交通局　　　道　路　部　　　街　路　課

　　　　　　　　都市交通部

下 水 道 局　　　管　理　部　　　維　持　課

　　　　　　　　　　　　　　　　�水資源再生センター（千

田，江波，旭町，西部）

　　　　　　　　施　設　部　　　管　路　課

　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

水　道　局　　　技　術　部　　　施　設　課

　　　　　　　　　　　　　　　　管路設計課

　　　　　　　　　　　　　　　　管路工事課

　　　　　　　　　　　　　　　　�管理事務所（中部，東部，

西部，北部）

２　監査の範囲

平成２８年度に属する契約金額が１００万円以上の工事，工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

３　監査の期間

平成２８年１１月１６日から平成２９年５月１７日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，工事の設計，積算，契約，施工等並びに

委託業務の内容及び積算等が，関係法令等に基づき適正に行わ

れているかどうか，また，経済的，効率的及び有効的に行われ

ているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書類の審

査及び実地監査を行うとともに，関係職員から説明を聴取し

た。

特に工事の施工状況を的確に確認しているかどうかについ

て，より詳細に実地監査を行った。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

職員共済組合公告
広職共公告第４号

平成２９年６月１５日

　広島市職員共済組合定款第５条及び第３６条の規定により，平

成２８年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広 島 市 職 員 共 済 組 合

理事長　　及　川　　　享

１　短期経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額
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７　保健経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
644
2
流動負債

剰余金

百万円
77

569
資産合計 646 負債・資本合計 646

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
340 経常収益

特別利益
当期損失金

百万円
333
3
4

合　計 340 合　計 340

８　貸付経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
182
3,776

流動負債
固定負債
剰余金

百万円
7

2,020
1,931

資産合計 3,958 負債・資本合計 3,958

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
84
0
23

経常収益
百万円
107

合　計 107 合　計 107

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

1 流動負債
百万円

1

資産合計 1 負債・資本合計 1

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
135 経常収益

百万円
135

合　計 135 合　計 135

５　経過的長期預託金管理経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
28

2,020
固定負債

百万円
2,048

資産合計 2,048 負債・資本合計 2,048

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
63 経常収益

百万円
63

合　計 63 合　計 63

６　業務経理

貸借対照表の要旨

� 平成２９年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
21
0
流動負債

剰余金

百万円
12

9

資産合計 21 負債・資本合計 21

損益計算書の要旨

� 自　平成２８年４月　１日

� 至　平成２９年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
77
0
1

経常収益

繰入金

百万円
71

7

合　計 78 合　計 78


