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規 則
広島市規則第５１号

平成２９年１１月３０日

　広島市会計規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市会計規則の一部を改正する規則

　広島市会計規則（昭和４３年広島市規則第２３号）の一部を次

のように改正する。

　別表第３の⑴の表市税事務所の項に次の１号を加える。

⒀　寄附金の収納

附　則

　この規則は，平成２９年１２月１日から施行する。

告 示
広島市告示第５０８号

平成２９年１１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１１月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社サン
ホーワ

ひまわり指定
居宅介護支援
事業所

広島市南区比
治山町３番１�
４号ダイアパ
レスリバーサ
イド比治山３�
０７

居宅介護支援

株式会社ワイ
ズ

居宅介護支援
事業所ケアサ
ービスこころ

広島市安芸区
矢野西一丁目
３番２号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５０９号

平成２９年１１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１１月１日

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 25

〇道路の区域変更（安芸区）� 25

〇道路の供用開始（安芸区）� 25

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 26

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 26

〇道路の区域変更（佐伯区）� 26

〇道路の供用開始（佐伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 26

〇路線名等を定める法定外公共物の指定変更�

（佐伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 27

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　５件� 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動� 27

区 選 管 告 示

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

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辞任に伴う選�

任（中区）� 27

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

選挙における期日前投票所の投票管理者の�

職務を代理すべき者から相互の交代につい�

ての申し出による選任（東区）� 28

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

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辞任に伴う選任（東�

区）� 28

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

選挙における宇品第三投票区の投票管理者�

の辞任に伴う選任（南区）� 28

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

選挙における投票区の投票管理者の職務を�

代理すべき者の辞任に伴う選任（安佐南区）� 28

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

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（安佐南区）　２件� 28

〇平成２９年１１月１２日執行の広島県知事�

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）　２件� 28

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 29

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� 29
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６番１３，３２６番１４，３２６番１５，３２６番１６，３２７

番１の一部，３２７番３の一部，３２７番７の一部，３２７

番９，３２７番１０，３２７番１１，３２７番１２，３２７番１�

３，３２７番１４，３３０番２，３３０番５，３３２番１の一

部，３３２番２，３３３番１の一部，３３３番２，３３４番１

の一部，３３４番２，３３５番１，３３５番２８，３３５番２�

９，４４３番２，４４４番２，４４５番１の一部，４４５番２，�

４４６番２，４４６番３並びに４４３番１～４４６番１地先

の里道及び水路

２　開発面積

２，９４４．１７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区草津新町二丁目２１番６９－１１号

大和ハウス工業株式会社広島市社

支配人　岡田　恵吾

４　検査済証交付年月日

平成２９年１１月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１２号

平成２９年１１月６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

広島市安佐北区深川八丁目の５７６番５，５７７番３並びに

５７６番１の一部

２　開発面積

４２７．９６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島県三次市南畑敷町１１９番地３４

向井　康太

４　検査済証交付年月日

平成２９年１１月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１３号

平成２９年１１月７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，同法第６条第３項が準用する同法第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　アルゾ五日市利松店

⑵　所在地　広島市佐伯区利松一丁目８９１番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社万惣

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

合同会社ケア
サポート以和
貴

ケアサポート
以和貴

広島市南区皆
実町五丁目２
番１－１０２
号

訪問介護

合同会社ケア
サポート以和
貴

ケアサポート
以和貴

広島市南区皆
実町五丁目２
番１－１０２
号

介護予防訪問介護

株式会社
elf�project

ケアーズ訪問
介護リハビリ
ステーション
広島佐伯

広島市佐伯区
城山二丁目１�
２番１１号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１０号

平成２９年１１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１１月１日

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

株式会社オム
エル

オムエル祇園
ヘルパーステ
ーション

広島市安佐南
区山本四丁目
１３番５４号

生活援助特化型訪
問サービス

株式会社いつ
くしま

訪問介護いつ
くしま

広島県廿日市
市大野２９９
番地１

訪問介護サービス
及び生活援助特化
型訪問サービス

株式会社アイ
メディカル

あいめでくる
デイサービス

広島市西区草
津東一丁目５
番１０号

１日型デイサービ
ス

株式会社希翼 絵手がみ
広島市安佐北
区三入一丁目
８番２号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
ＩＧＬ学園福
祉会

ＩＧＬ　ＳＷ
ＡＮ

広島市安佐北
区あさひが丘
三丁目１８番
５－１号

短時間型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１１号

平成２９年１１月６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３２６番６，３２６番１１，３２�



平成３０年１月４日� 第１０５１号　―５―広　　島　　市　　報

株式会社ココカ
ラファインヘル
スケア

代表取締役
石橋　一郎

横浜市港北区
新横浜三丁目
１７番６号

平成２８年４月
１日
代表者変更
平成２９年８月
３１日
退店

（変更後）

小売業者
住所 変更年月日・

変更理由氏名（名称） 代表者
（法人の場合）

株式会社万惣 代表取締役
山本　誠

広島市佐伯区
石内上一丁目
８番１号

株式会社セリア 代表取締役
河合　映治

岐阜県大垣市
外渕二丁目３�
８番地

平成２９年１０
月７日
入店

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１４号

平成２９年１１月７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）

三上　
直人
田中　
祥太
寺西　
義幸

庚午スマ
イル整骨
院

広島市西区庚午中
四丁目１９－２８ 柔道整復 平成２９年

７月２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１５号

平成２９年１１月７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）

代表取締役　山本　誠

広島市佐伯区石内上一丁目８番１号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）万惣五日市利松店

　　　　　広島市佐伯区利松一丁目８９１番地ほか

（変更後）アルゾ五日市利松店

　　　　　広島市佐伯区利松一丁目８９１番地ほか

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

別紙のとおり

４　変更年月日

⑴　平成２９年１０月２７日

⑵　別紙のとおり

５　届出年月日

平成２９年１０月２７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成２９年１１月７日から平成３０年３月７日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び平成２９年１２月２９

日から平成３０年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，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３０年３月７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）

（変更前）

小売業者
住所 変更年月日・

変更理由氏名（名称） 代表者
（法人の場合）

株式会社万惣 代表取締役
山本　誠

広島市佐伯区
石内上一丁目
８番１号



―６―　第１０５１号� 平成３０年１月４日広　　島　　市　　報

　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）

迫田　
美佐江

リーフマ
ッサージ
治療院広
島西店

広島市西区井口鈴
が台二丁目６－１�
６小西ビル１Ｆ

あん摩・マ
ッサージ

平成２９年
７月１日

山下　
綾一

ひかり鍼
灸接骨院
　中筋

広島市安佐南区中
筋三丁目１１－５ 柔道整復 平成２９年

８月１８日

八城　
裕也

らくだ鍼
灸院

広島市安佐南区伴
東八丁目７－３

はり・きゅ
う

平成２９年
７月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１９号

平成２９年１１月７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）

徳山　
明伸

―（出張
専業）

広島市中区鶴見町
１４－１２－２０�
２

あん摩・マ
ッサージ

平成２９年
７月１４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２０号

平成２９年１１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

から休止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 休止年月日

大下　
裕司

ふなやま
鍼灸院

広島市安佐北区亀
山五丁目４－１２

はり・きゅ
う

平成２９年
９月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１６号

平成２９年１１月７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）

折田　
沙織 パンダ接

骨鍼灸院
　中山院

広島市東区中山東
二丁目１－１４ 柔道整復 平成２９年

９月１日橋本　
紳吾

山根　
瑞貴

訪問マッ
サージ　
こころ広
島鍼灸治
療院

広島市西区大芝三
丁目１５－１５Ｖ
ｉｌｌａ大芝１Ｆ

はり・きゅ
う

平成２９年
１０月１０
日

高木　
和也 パンダ接

骨鍼灸院
　可部院

広島市安佐北区可
部七丁目１－２９ 柔道整復 平成２９年

９月１日大津　
敬一朗

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１７号

平成２９年１１月７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）

神田　
宗樹 つくし鍼

灸接骨院
　庚午院

広島市西区庚午中
一丁目６－１６－
１０３

柔道整復
平成２９年
７月３１日加藤　

大和
はり・きゅ
う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５１８号

平成２９年１１月７日



平成３０年１月４日� 第１０５１号　―７―広　　島　　市　　報

株式会社ホクト創建

代表取締役　工藤　剛

４　検査済証交付年月日

平成２９年１１月９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２３号

平成２９年１１月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第１項

及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国

残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年

法律第３０号）第１４条第４項の規定により，介護扶助のための

介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日

広島市井口台・井口
地域包括支援センタ
ー

広島市西区井口二丁目
５番１９号

平成１９年４月２�
６日

広島市城山・五日市
観音地域包括支援セ
ンター

広島市佐伯区千同一丁
目３０－６

平成２３年８月２�
７日

認知症対応型通所介
護デイサービスセン
ター千歳園

広島市西区山田新町二
丁目７番２号

平成２９年７月１
日

ほほえみ安芸路居宅
介護支援事業所

広島市安芸区矢野東五
丁目７番２３号

平成２９年４月１
日

クローバー居宅介護
支援事業所

広島市佐伯区海老山町
７番１０号

平成２８年１２月
１１日

クローバー訪問看護
ステーション

広島市佐伯区海老山町
７番１０号

平成２８年１２月
１２日

デイサービスセンタ
ーさくら

広島市安佐南区大塚西
三丁目１１番１４号

平成２９年１１月
１日

ショートステイさく
ら

広島市安佐南区大塚西
三丁目１１番１４号

平成２９年１１月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２４号

平成２９年１１月１０日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）
の名称

平成１９年
４月２５日

広島市井口台・
井口地域包括支
援センター

広島市西区井口
二丁目１５番２�
２号

社会福祉法人広
島県同胞援護財
団

原田病院 広島市中区広瀬町１－
８

平成２９年９月３�
０日

大黒薬局 広島市南区稲荷町４－
８稲荷ビル２Ｆ

平成２９年１０月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２１号

平成２９年１１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

三原皮ふ科アレ
ルギー科

広島市東区中山
東二丁目２－１
－２

平成２９年１�
０月１日

平成３５年９
月３０日

やましろ歯科ク
リニック

広島市東区福田
五丁目４０８４
－６

平成２９年１�
０月１日

平成３５年９
月３０日

中島歯科
広島市南区松原
町１０－２５芙
蓉ビル３階

平成２９年１�
０月１日

平成３５年９
月３０日

豊岡ヘルシー歯
科クリニック

広島市南区翠五
丁目２２－２６

平成２９年１�
０月１日

平成３５年９
月３０日

ハーモニー・ナ
ースケア

広島市南区皆実
町三丁目１－１�
８

平成２８年５
月１日

平成３４年４
月３０日

あさ薬局
広島市安佐北区
落合南一丁目１�
１－２０

平成２９年３
月１日

平成３５年２
月２８日

医療法人社団あ
きひろ会　やま
ね眼科

広島市佐伯区旭
園４－２７

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

薬局ドラッグス
　ソウ

広島市佐伯区旭
園４－２９　１
Ｆ

平成２９年１�
０月２３日

平成３５年１�
０月２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２２号

平成２９年１１月９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

広島市西区己斐上四丁目６２５番２の一部

２　開発面積

１，２３６．８５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区楠木町二丁目１３番１号
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医療法人社団　
古川医院

広島市南区東雲
本町一丁目１－
２

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人社団あ
やめ会　福原整
形外科医院

広島市南区宇品
西四丁目４－８

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人社団　
宏精クリニック

広島市南区宇品
御幸三丁目１－
１１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人　牛尾
内科医院

広島市南区宇品
神田五丁目２２
－１７

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

やまだ矯正歯科
クリニック

広島市南区金屋
町２－１５　４
F

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

康仁薬局　段原
店

広島市南区段原
南一丁目３－５�
３

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

旭薬局 広島市南区旭三
丁目１－８

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

有限会社　山陽
堂薬局中広店

広島市西区中広
町二丁目３－５

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

青葉薬局
広島市西区井口
台二丁目２２－
４

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

矢野脳神経外科�
・やのこどもク
リニック

広島市安佐南区
大塚西一丁目２�
４－１２

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

蔵本薬局
広島市安佐南区
西原八丁目２８
－７

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

もみじ薬局沼田
店

広島市安佐南区
伴東七丁目９－
１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

そうごう薬局　
安川通り店

広島市安佐南区
相田一丁目１４
－４

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人社団あ
と会　横山外科
胃腸科

広島市安佐北区
落合南一丁目１�
１－２２

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人社団光
会　中野内科医
院

広島市安佐北区
亀山七丁目１－
６

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

㈲友愛薬局
広島市安佐北区
可部五丁目４－
２１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

野間歯科医院
広島市安芸区矢
野東四丁目８－
３６

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

ふじえ小児科
広島市佐伯区八
幡東三丁目２８
－１７　３階

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２６号

平成２９年１１月１０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

平成２３年
８月２６日

広島市城山・五
日市観音地域包
括支援センター

広島市佐伯区三
宅六丁目１０５
番地

社会福祉法人双
樹会

平成２９年
４月３０日

デイサービスつ
る・かめ共和国

広島市南区西蟹
屋一丁目１番２�
９号

つる・かめ共和
国株式会社

平成２３年
９月３０日 五日市薬局 広島市佐伯区旭

園６番１２号
株式会社エスマ
イル

平成２８年
１２月１０
日

クローバー居宅
介護支援事業所

広島市佐伯区旭
園５番５８号

医療法人社団一
陽会

平成２８年
１２月１１
日

クローバー訪問
看護ステーショ
ン

広島市佐伯区旭
園５番５８号

医療法人社団一
陽会

平成２９年
９月３０日

にこやか訪問介
護事業所

広島市南区東雲
一丁目２２番２
－２０３号

株式会社エンジ
ェルハート

平成２９年
１０月３１
日

デイサービスセ
ンターさくら

広島市安佐南区
大塚西三丁目２�
２１２番地の１

社会福祉法人広
島良城会

平成２９年
１０月３１
日

ショートステイ
さくら

広島市安佐南区
大塚西三丁目２�
２１２番地の１

社会福祉法人広
島良城会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２５号

平成２９年１１月１０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

尾鍋外科病院
広島市中区国泰
寺町一丁目９－
１２

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人社団　
坂下外科

広島市中区吉島
東一丁目４－１�
８

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

瞳眼科 広島市中区本通
２－１０

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人あかね
会　土谷総合病
院

広島市中区中島
町３－３０

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

悠悠タウン基町
訪問看護ステー
ション

広島市中区基町
１９－２－４１�
１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

医療法人木村整
形外科リハビ
リ・ペインクリ
ニック

広島市東区若草
町１１－２グラ
ンアークテラス
３階

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

山下内科・消化
器科クリニック

広島市東区戸坂
出江一丁目１－
１０

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

㈲ミドリ薬局 広島市東区光町
二丁目６－３１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日
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広島市告示第５２８号

平成２９年１１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）

高田　
学

レイス治
療院　広
島中

広島市中区西川口
町１８－１２

あん摩・マ
ッサージ

平成２９年
８月１日

升広　
淳 ―（出張

専業）

広島市西区古江東
町２－３３ソフィ
アコート古江東４�
０３

あん摩・マ
ッサージ 平成２９年

７月２８日升広　
淳

はり・きゅ
う

関本　
結希

クレアー
レ整骨院
　緑井店

広島市安佐南区緑
井三丁目１５－２�
７

柔道整復 平成２９年
５月１日

澤田　
亨 クレアー

レはりき
ゅう院　
緑井店

広島市安佐南区緑
井三丁目１５－２�
７

あん摩・マ
ッサージ

平成２９年
５月１日

澤田　
亨
北郷　
直人

はり・きゅ
う

児玉　
敬介

―（出張
専業）

広島市安佐南区祇
園三丁目１２－５�
１－２０１号室

はり・きゅ
う

平成２９年
６月２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２９号

平成２９年１１月１４日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区二葉の里三丁目２番１

２　開発面積

２，０００．０４㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区富士見町１１番４２号

公益社団法人　広島県薬剤師会

代表理事　豊見　雅文

４　検査済証交付年月日

平成２９年１１月１４日

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
川村内科胃腸科
医院

広島市中区光南
一丁目５－１０

平成２９年１�
１月３日

平成３５年１�
１月２日

いわもとメンタ
ルクリニック

広島市中区胡町
４－２４クリタ
ビル２Ｆ

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

坪井眼科 広島市中区八丁
堀１１－１９

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

大西歯科医院

広島市中区八丁
堀１５－６広島
ちょうぎんビル
８階

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

安川眼科医院 広島市南区旭三
丁目１－８

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

児玉歯科
広島市南区西蟹
屋四丁目２－３�
８

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

森永歯科医院 広島市南区大州
三丁目９－２１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

たがしらクリニ
ック

広島市西区中広
町二丁目２２－
２１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

こうち内科・胃
腸科

広島市西区横川
新町１３－２２

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

真鍋歯科医院
広島市西区三篠
町一丁目１１－
１１

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

安達歯科医院
広島市西区楠木
町三丁目１３－
３６

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

林歯科医院
広島市安佐南区
川内六丁目８－
３

平成２９年１�
１月１日

平成３５年１�
０月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５２７号

平成２９年１１月１０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）

中島　
広観

パンダ接
骨鍼灸院
　中山院

広島市東区中山東
二丁目１－１４ 柔道整復 平成２９年

１１月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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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３０年３月１５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５３２号

平成２９年１１月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成２９年１１月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　
区名 町名

汚水及び雨
水を排除 安芸区 中野東七丁目の一部

分流
汚水を排除

東区 福田一丁目の一部

安佐南区 緑井一丁目，大町東一丁目及
び相田二丁目の各一部

安佐北区 口田三丁目，三入南一丁目及
び可部町大字綾ヶ谷の各一部

安芸区 船越一丁目の一部

佐伯区
城山一丁目，千同二丁目，三
宅五丁目及び五日市町大字石
内の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３３号

平成２９年１１月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３０号

平成２９年１１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５３１号

平成２９年１１月１５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　ホームセンターコーナン広島皆実町店

⑵　所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番１２

２　大規模小売店舗を設置する者

コーナン商事株式会社

代表取締役　疋田　直太郎

堺市西区鳳東町四丁４０１番地１

３　変更事項

大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）

名　称　（仮称）ホームセンターコーナン広島皆実町店

所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番１２

（変更後）

名　称　ホームセンターコーナン広島皆実町店

所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番１２

４　変更年月日

平成２９年１０月２５日

５　届出年月日

平成２９年１１月１０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　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市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２９年１１月１５日から平成３０年３月１５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２�

３年法律第１７８号）に規定する休日及び平成２９年１２月

２９日から平成３０年１月３日までを除く。
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薬局ドラッグス　ソ
ウ

広島市佐伯区旭園４－
３５

平成２９年１０月
２３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３５号

平成２９年１１月２０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
（旧）なか調剤薬局

広島市中区国泰寺町一
丁目５－１８

平成２９年３月１
日（新）エスマイル薬

局なか調剤店
（旧）ひので薬局広
島店 広島市中区猫屋町１－

１７
平成２９年３月１
日（新）エスマイル薬

局ひので店

訪問看護ステーショ
ンデューン広島

（旧）広島市中区東白
島町１２－２７室住ビ
ル１Ｆ 平成２９年５月１

日（新）広島市東区光が
丘８－５ツイン・ヒル
ズウェスト１０１号

（旧）夜陣外科医院 広島市南区大州二丁目
１４－１４

平成２７年２月２�
６日（新）夜陣医院

（旧）東雲薬局
広島市南区東雲本町二
丁目１－８

平成２９年３月１
日（新）エスマイル薬

局東雲店
（旧）ファーマシィ
宇品神田薬局 広島市宇品神田一丁目

４－３オオタビル１階
平成２９年１０月
１日（新）ファーマシィ

薬局宇品神田
（旧）口田南薬局

広島市安佐北区口田南
七丁目１２－２７

平成２９年３月１
日（新）エスマイル薬

局口田南店
（旧）おちあい薬局

広島市安佐北区落合一
丁目１３－６

平成２９年３月１
日（新）エスマイル薬

局おちあい店

なごみの郷訪問看護
ステーション

（旧）広島市安佐北区
落合南二丁目２６－１�
１ 平成２９年６月１

日
（新）広島市安佐北区
落合五丁目２４－８

（旧）平和薬局
広島市安芸区船越南三
丁目６－１３

平成２９年３月１
日（新）エスマイル薬

局平和店

訪問看護ステーショ
ンファイネス

（旧）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８月１�

１日
（新）広島市佐伯区楽�
々園三丁目２－１８

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１１月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称

区名 町名

東区 福田一丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 緑井一丁目，大町東一丁目及
び相田二丁目の各一部

安佐北区 口田三丁目，三入南一丁目及
び可部町大字綾ヶ谷の各一部

佐伯区
城山一丁目，千同二丁目，三
宅五丁目及び五日市町大字石
内の各一部

安芸区 中野東七丁目及び船越一丁目
の各一部

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５３４号

平成２９年１１月２０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
三原皮ふ科アレルギ
ー科

広島市東区中山東二丁
目２－１－２

平成２９年１０月
１日

やましろ歯科クリニ
ック

広島市東区福田五丁目
４０８４－６

平成２９年１０月
１日

豊岡ヘルシー歯科ク
リニック

広島市南区翠五丁目２�
２－２６

平成２９年１０月
１日

中島歯科 広島市南区松原町１０
－２５

平成２９年１０月
１日

医療法人瑠璃光会　
山田眼科医院

広島市西区己斐本町一
丁目６－１６

平成２９年９月３�
０日

医療法人博善会　長
尾医院

広島市安佐南区西原四
丁目１７－１１

平成２９年９月１
日
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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１２月１５日

４　委任期間

平成２９年１２月１５日から平成３０年２月２３日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 玉野競輪場 山下　浩二 H29．12．15～

H30．２．23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 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 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 千葉競輪場 鴻﨑　豊宏
競輪事務局 サテライト鴨川 井上　馨
競輪事務局 サテライト市原 湯沢　秀臣
競輪事務局 サテライト大阪 吉野　博
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５３９号

平成２９年１１月２０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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３６号

平成２９年１１月２０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）

國﨑　
太郎

広島マッ
サージサ
ービス

広島市東区中山上
二丁目３３－１１

あん摩・マ
ッサージ 平成２９年

１０月１３
日はり・きゅ

う

髙橋　
祐也

―（出張
専業）

広島市東区温品八
丁目７－１３－２�
０２

あん摩・マ
ッサージ 平成２９年

１０月１８
日はり・きゅ

う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３７号

平成２９年１１月２０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

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１１月２０日

４　委任期間

平成２９年１１月２０日から平成３０年２月２３日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 松山競輪場 松花　光雄 H29．11．20～
H30．２．23

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５３８号

平成２９年１１月２０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規
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　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 区画数 休止する日時

広島市市営広島駅新
幹線口駐車場 ３区画

平成２９年１１月２９日（水）
午後１１時から同月３０日
（木）午前５時まで及び同日
午後１１時から同年１２月１
日（金）午前５時まで

２　休止する理由

西日本旅客鉄道株式会社の市外ケーブル撤去作業に際し，広

島駅新幹線口駐車場内のマンホール蓋を開放する必要があり，

作業期間中当該駐車場（４０区画中３区画）への車両の入出庫

が困難になるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４３号

平成２９年１１月２２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１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，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３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 辞退年月日
さつき歯科クリニッ
ク

広島市安佐南区西原四
丁目１９－６

平成２９年８月１�
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４４号

平成２９年１１月２４日

　平成２９年第５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１２月１日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４５号

平成２９年１１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

広島市佐伯区五日市町大字下小深川字魚瀧の２３９番１の一

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１２月３１日

４　委任期間

平成２９年１２月３１日から平成３０年２月２３日まで

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間
競輪事務局 ラ・ピスタ新橋 曽我　訓久 H29．12．31～

H30．２．23競輪事務局 サテライト横浜 木暮　慎二

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４０号

平成２９年１１月２１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者
アサヒエコノス株
式会社

広島市安佐南区伴東四丁目２�
２番１２号

代表取締役　
山下　徹司

２　委託した期間

契約締結日から平成３０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４１号

平成２９年１１月２１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）

折田　
沙織 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２９年
１１月１日吉山　

杏奈
はり・きゅ
う

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４２号

平成２９年１１月２２日
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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
社ワイ
プラン
ニング

ピーチ訪
問介護事
業所

広島市東区戸坂新
町一丁目５番３１
号

平成２９年
１１月３０
日

訪問介護サ
ービス

ヒュー
マンラ
イフケ
ア株式
会社

ヒューマ
ンライフ
ケア広島

広島市南区東雲本
町二丁目１４番１�
８号

平成２９年
１１月３０
日

訪問介護サ
ービス

株式会
社アイ
メディ
カル

アイメデ
ィカルヘ
ルパース
テーショ
ン

広島市西区草津東
一丁目５番１０号

平成２９年
１１月３０
日

訪問介護サ
ービス

医療法
人社団
広島厚
生会

デイサー
ビス元気
塾

広島市南区東本浦
町２６番８号

平成２９年
１１月３０
日

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１５番３５
号

平成２９年
１１月３０
日

１日型デイ
サービス

株式会
社広の
島

デイサー
ビスセン
ター古の
市

広島市安佐南区古
市三丁目５番２号

平成２９年
１１月３０
日

１日型デイ
サービス

社会福
祉法人
かつぎ
会

谷和の里
通所介護
事業所

広島市安佐北区可
部町綾ケ谷字谷和
２１７５番地

平成２９年
１１月３０
日

１日型デイ
サービス

社会福
祉法人
ＩＧＬ
学園福
祉会

ＩＧＬデ
イサービ
ス美鈴が
丘

広島市佐伯区美鈴
が丘東四丁目１４
番１号

平成２９年
１１月３０
日

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１５番３５
号

平成２９年
１１月３０
日

短時間型デ
イサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５１号

平成２９年１１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。

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
社会福
祉法人
かつぎ
会

谷和の里
居宅介護
支援事業
所

広島市安佐北区可
部町綾ケ谷字谷和
２１７５番地

平成２９年
１１月３０
日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

部，２４１番の一部，２４３番１の一部，２４３番４の一

部，２５８番２の一部，２５８番３の一部，２５８番５の一

部，２５９番１，２５９番２の一部，２５９番３，２５９番

４，２５９番５の一部及び２６０番

２　開発面積

２，６０２．５０㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市町大字下小深川２７６番地

沖本　行雄

４　検査済証交付年月日

平成２９年１１月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４６号

平成２９年１１月２８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５４７号

平成２９年１１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。

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

広島市西区井口四丁目の７７番，７８番，８１番１の一部，

８１番２，８２番１の一部，甲５１０番１の一部，甲５１０

番２，５１０番３の一部，甲５１０番４，甲５１０番５及び

５１６番２８の一部

２　開発面積

６，４９７．３３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区井口四丁目３番１号

株式会社イワキ

代表取締役　河内　正晴

４　検査済証交付年月日

平成２９年１１月２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５０号

平成２９年１１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。
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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１５番３５
号

平成２９年
１１月３０
日

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

平成２９年
１１月３０
日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２５７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

　東新天地自転車等駐車場，小町第２自転車等駐車場，及び基町

自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転車等について

は，１０月２５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２５８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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２５９号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

　西新天地自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１０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

広島市告示第５５２号

平成２９年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
ヒュー
マンラ
イフケ
ア株式
会社

ヒューマ
ンライフ
ケア広島

広島市南区東雲本
町二丁目１４番１�
８号

平成２９年
１１月３０
日

訪問介護及
び介護予防
訪問介護

有限会
社ワイ
プラン
ニング

訪問看護
ステーシ
ョンマロ
ン

広島市東区戸坂新
町一丁目５番３１
号

平成２９年
１１月３０
日

介護予防訪
問看護

医療法
人社団
広島厚
生会

デイサー
ビス元気
塾

広島市南区東本浦
町２６番８号

平成２９年
１１月３０
日

通所介護及
び介護予防
通所介護

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１５番３５
号

平成２９年
１１月３０
日

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

平成２９年
１１月３０
日

介護予防通
所介護

社会福
祉法人
かつぎ
会

谷和の里
通所介護
事業所

広島市安佐北区可
部町綾ケ谷字谷和
２１７５番地

平成２９年
１１月３０
日

通所介護及
び介護予防
通所介護

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
１１月３０
日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

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
１１月３０
日

特定福祉用
具販売及び
特定介護予
防福祉用具
販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５３号

平成２９年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
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　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２６５号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　袋町小学校地下自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下

記自転車等については，１１月１日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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２６８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６９号

平成２９年１１月１０日

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６０号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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２６１号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

　東新天地自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１０月２７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２６２号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２６３号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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２６４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　西新天地自転車等駐車場，広島バスセンター西Ａ自転車等駐車

場，及び基町自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１０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。
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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２７４号

平成２９年１１月１７ 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２７５号

平成２９年１１月１７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２７６号

平成２９年１１月２１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２７７号

平成２９年１１月２１日

　西新天地自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転車

等については，１１月１６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２７８号

公　　　告

　下記植樹帯の樹木は，道路の管理及び道路の交通の支障となる

ので，所有者又は管理者は，平成２９年１１月２４日までに速や

かに伐採されたい。

　なお，期限までに伐採されない場合には，広島市において処置

します。

広島市長　　松　井　一　實

（中区役所建設部維持管理課）

記

所在地　広島市中区富士見町４番１７地先植樹帯

� 以上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２７０号

平成２９年１１月１７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２７１号

平成２９年１１月１７日

　新白島駅Ａ自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自

転車等については，１１月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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２７２号

平成２９年１１月１７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２７３号

平成２９年１１月１７日

　袋町自転車等駐車場及び，小町第二自転車等駐車場に，長期間

駐車されていた下記自転車等については，１１月１０日に広島市
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８３号

平成２９年１１月３０日

　広島バスセンター西Ｂ自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記自転車等については，１１月２１日に広島市西部自転車等

保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８４号

平成２９年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２８５号

平成２９年１１月３０日

　広島市富士見第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下

記自転車等については，１１月２４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２８６号

平成２９年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８７号

平成２９年１１月３０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（変更）しまし

た。

　この関係図書は，中区役所建設部建築課にて縦覧します。

平成２９年１１月２１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２７９号

平成２９年１１月２１日

　富士見第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１１月１７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２８０号

平成２９年１１月２１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２８１号

平成２９年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２８２号

平成２９年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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
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里　道 東４区８０号里道
の一部

広島市東区牛田早稲田二丁目８６２
番２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９８号

平成２９年１１月１７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９９号

平成２９年１１月２１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１００号

平成２９年１１月２１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１０１号

平成２９年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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（南区）第１６７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

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１１月３０日

３　道路の位置　　�広島市中区江波東一丁目２９３番２の一部，

２９４番４の一部

４　幅員及び延長　幅　員　４．１０ｍ

　　　　　　　　　延　長　３４．３２ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第９４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車を撤去し，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９５号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 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９６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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９７号

平成２９年１１月１６日

　次のとおり市街化区域内の里道を廃止します。

　その関係図面は，平成２９年１１月１６日から平成２９年１１

月２９日まで，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）
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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，

平成２９年１１月１３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１７４号

平成２９年１１月１７ 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１７５号

平成２９年１１月１７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１７６号

平成２９年１１月１７日

　青崎一丁目駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては，平成２９年１１月１６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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７７号

平成２９年１１月２０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７８号

平成２９年１１月２１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１６８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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１６９号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 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１７０号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ７ 日

　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，平成２９年１１月６日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７１号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１７２号

平成２９年１１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１７３号

平成２９年１１月１４日

　広島市広島駅南口第三自転車等駐車場及び広島市稲荷町自転車
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５　道路の幅員

１６～１７ｍ

６　道路の延長

３０９．６ｍ

別添　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８３号

平成２９年１１月３０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８４号

平成２９年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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１８５号

平成２９年１１月３０日

　旭町駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等について

は，平成２９年１１月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので，告示します。

　なお，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（西区）第９４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９５号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 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（南区）第１７９号

平成２９年１１月２２日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第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１８０号

平成２９年１１月２８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１８１号

平成２９年１１月２８日

　広島市広島駅南口第三自転車等駐車場及び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，平成２９年１１月２７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１８２号

平成２９年１１月３０日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

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，南区役所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２号

２　指定年月日

平成２９年１１月３０日

３　路線名

都市計画道路３・４・０１７号青崎中店線

４　道路の位置

広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）向洋駅周

辺

青崎土地区画整理事業内（別添の道路指定図による）
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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１０１号

平成２９年１１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１０２号

平成２９年１１月２８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１２５号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 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

１０月３０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１２６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ 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１６号

２　指定年月日　　平成２９年１１月１０日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区古市二丁目の１３３６番１，

１３３７番２，１３３７番３，１３３８番４，

１３３８番５，１３３８番６，１３３９番６の

一部，１３３６番１地先里道及び１３３８番

６地先里道

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第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９７号

平成２９年１１月１０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　廃止番号　　　第４号

２　廃止年月日　　平成２９年１１月１０日

３　道路の位置　　�広島市西区観音新町一丁目１４－１，１４－

２，１５－１，１５－２

４　幅員及び延長　幅　員　４．００メートル

　　　　　　　　　延　長　３６．８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第９８号

平成２９年１１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９９号

平成２９年１１月２０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１００号

平成２９年１１月２１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
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　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１１月２０日から同年１２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縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区１�
５７号
線

広島市安佐南区緑井七丁目２�
２００番１地先から
広島市安佐南区緑井七丁目２�
１３６番１地先まで

平成２９年１１
月２０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３１号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 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

１１月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３２号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ３ 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１８号

２　指定年月日　　平成２９年１１月３０日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区山本四丁目の２７２番１の一

部，２７０番の一部，２６５番２，２７２番

１地先里道及び２６５番２地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．００～６．４０メートル

　　　　　　　　　延長　２１．２１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３３号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ３ 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

４　幅員及び延長　幅員　４．１０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．６３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ３ 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

１１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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ４ 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１７号

２　指定年月日　　平成２９年１１月１４日

３　道路の位置　　広島市安佐南区長束一丁目１３２番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．３０メートル

　　　　　　　　　延長　２９．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２９号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ ０ 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１１月２０日から同年１２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縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南１
区１５７
号線

広島市安佐南区
緑井七丁目２２�
００番１地先か
ら
広島市安佐南区
緑井七丁目２１�
３６番１地先ま
で

旧
2.19
～
2.55

66.70

新
2.19
～
3.40

66.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３０号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ ０ 日
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１　変更があった事項

事務所及び代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区可部五丁
目１番２６－８０１号

広島市安佐北区可部五丁
目１１番４３号

代表者の
氏名住所

細田　雅之
広島市安佐北区可部五丁
目１番２６－８０１号

増田　英男
広島市安佐北区可部五丁
目１１番４３号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 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１１月９日から同月２３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２区４３２
号里道の一部

安佐北区狩留家町字原開地３４７４
番１地先から
安佐北区狩留家町字原開地３４７１
番５地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９９号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ 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，地域的な共同活動のための不動産又は不動産に

関する権利等を保有する地縁による団体として，下記のとおり認

可しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　名　称

今田自治会

２　規約に定める目的

この会は，過疎化，高齢化の進むなかにあって，会員相互お

よび内外の諸団体との協力調和をもとに，会員の福祉を増進

し，地域生活環境の整備や防災，安全などに努める。また，

行政との連絡，協力を進めつつ，住民のための地域的な共同

活動を行うことを目的とする。

３　区　域

広島市安佐北区白木町秋山今田地区

４　事務所

広島市安佐北区白木町秋山１１４２番地３

５　代表者の氏名及び住所

住田　幸治

広島市安佐北区白木町秋山１１２８番地１

６　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行

１　指定番号　　　第１９号

２　指定年月日　　平成２９年１１月３０日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区山本七丁目の５６７番３の一

部及び５６８番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３１．４４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ３ 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２０号

２　指定年月日　　平成２９年１１月３０日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区東野二丁目の１０２０番１の

一部及び１０２１番１の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　２６．０７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ 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１１年３月３０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桐山自治会（代

表者　西光　道雄）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

事務所及び代表者の氏名住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区可部町桐
原４８５番地１５

広島市安佐北区可部町桐
原５８３番地

代表者の
氏名住所

西光　道雄
広島市安佐北区可部町桐
原４８５番地１５

藤本　悦雄
広島市安佐北区可部町桐
原５８３番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 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９年１２月１８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上中１区町内会

（代表者　細田　雅之）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



平成３０年１月４日� 第１０５１号　―２５―広　　島　　市　　報

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８６号

平成２９年１１月１４ 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，１１月１０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８７号

平成２９年１１月２０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１１月２０日から同年１２月４日

まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の幅
員

敷地の延
長

市　道
安芸１区
１８９号
線

広島市安芸区中
野東二丁目６８�
７９番地３地先
から
広島市安芸区中
野東二丁目６８�
７９番地１地先
まで

旧

メートル
3.01
～
4.80

メートル

28.00

新

メートル
4.01
～
5.85

メートル

28.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８８号

平成２９年１１月２０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１１月２０日から同年１２月４日

まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区１８�
９号線

広島市安芸区中野東二丁目６�
８７９番地３地先から
広島市安芸区中野東二丁目６�
８７９番地１地先まで

平成２９年１１
月２０日

者の選任の有無

無

７　代理人の有無

無

８　解散事由

無

９　認可年月日

平成２９年１１月１０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１００号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　可部駅西口北側駐輪場，可部駅東口駐輪場，下深川駅駐輪場，

玖村駅駐輪場及び安芸矢口駅前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１１月２９日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１０１号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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，

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８４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 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１１月２日から同月１６日まで，

広島市安芸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 安芸４区１０９号
里道

広島市安芸区矢野西五丁目１５１６
番地１地先から
広島市安芸区矢野西五丁目１５１６
番地１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８５号

平成２９年１１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
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路線の
種類　 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯３
区１７�
５号線

佐伯区倉重二丁目６４６番２
地先から
佐伯区倉重二丁目１１８３番
６地先まで

平成２９年１１
月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４２号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４３号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 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１１月１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図書は，平成２９年１１月７日から同年１１月２１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）

旧 佐伯４区１６８号
里道

佐伯区五日市六丁目２０番１地先か
ら
佐伯区五日市六丁目１８番１０地先
まで
（経過点：佐伯区五日市六丁目２０
番１地先～佐伯区五日市六丁目２０
番２地先）

新 佐伯４区１６８号
里道

佐伯区五日市六丁目２０番１地先か
ら
佐伯区五日市六丁目１８番１０地先
まで
（経過点：佐伯区五日市六丁目２０
番７，２０番８，２０番９）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８９号

平成２９年１１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。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９０号

平成２９年１１月２７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，１１月２４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１４０号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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１１月１日から同月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

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３区
１７５号
線

佐伯区倉重二丁
目６４６番２地
先から

旧

メートル
3.20
～
3.70

メートル

127.30

佐伯区倉重二丁
目１１８３番６
地先まで

新

メートル
14.10
～
23.00

メートル

127.30

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４１号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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１１月１日から同月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
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１５０号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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１５１号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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１５２号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ ８ 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１１月２７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

区 選 管 告 示
広島市中区選挙管理委員会告示第２７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ４ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事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辞任に伴い，

新たに選任する必要が生じたため，公職選挙法（昭和２５年法律

第１００号）第４８条の２第５項の規定により適用される同法第

３７条第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）

第４９条の７の規定により適用される第２４条第１項の規定によ

り，別紙のとおり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会

委員長　　中　村　信　介

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４５号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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１４６号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ ３ 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１１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１４７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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（佐伯区）第１４８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１４９号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 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条の規定により次のとおり告示しま

す。
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委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生じた

ため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

５項の規定により適用される同法第３７条第２項の規定により，

次のとおり選任します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４５号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ２ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生じた

ため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

５項の規定により適用される同法第３７条第２項の規定により，

次のとおり選任します。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３３号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ４ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生じた

ため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

５項の規定により適用される同法第３７条第２項の規定により，

次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第３４号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ６ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生じた

ため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の２第

５項の規定により適用される同法第３７条第２項の規定により，

次のとおり選任しました。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第２７号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における期日前

投票所の投票管理者の職務を代理すべき者から相互の交代につい

ての申し出があったため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第４９条の７の規定により読み替えて適用される第２４条第

１項の規定により，選任替えする必要があることから，地方自治

法施行令第１３７条第１項（昭和２２年政令第１６号）の規定に

より，次のとおり選任しました。

平成２９年１１月１日

広島市東区選挙管理委員会

委員長　　前　川　秀　雅

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第２８号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事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辞任に伴い，新たに

選任する必要が生じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１０�

０号）第３７号第２項及び公職選挙法施行令（昭和２５年政令第

８９号）第２４条第１項の規定により，別紙のとおり選任しまし

た。

広島市東区選挙管理委員会

委員長　　前　川　秀　雅

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第２９号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ １ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における宇品第

三投票区の投票管理者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生じ

たため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第２

項の規定により，別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４３号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 １ 日

　平成２９年１１月１２日執行の広島県知事選挙における投票区

の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任に伴い，新たに選任す

る必要が生じたため，公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９

号）第２４条第１項の規定により，次のとおり選任します。

広島市安佐南区選挙管理委員会
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⑶　平成２９年度全国学力・学習状況調査及び「基礎･基本」

定着状況調査の結果について（報告）

⑷　平成２８年度における不登校・いじめ・暴力行為の状況に

ついて（報告）

監査公表
広島市監査公表第３０号

平成２９年１１月１５日

広島市監査委員　佐　伯　克　彦

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

　広島市長から監査の意見に対する対応結果について通知があっ

たので，当該通知に係る事項を別紙のとおり公表する。

次のとおり　略

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第２０号

平 成 ２ ９ 年 １ １ 月 ７ 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１１月１４日（火）　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　「青少年からのメッセージ」の募集結果について（報告）

⑵　第３１回広島市青少年健全育成市民大会の開催について

（報告）

（別　紙）

平成２７年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（ 健 康 福 祉 局 ）

１　監査意見公表年月日

平成２８年２月３日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

村田　賢治

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２９年１１月９日（広高高第２２８号）

４　監査のテーマ

高齢者施策に関する事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

⑴　軽費老人ホームに対する補助金額の検証について
　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課）

監　査　の　意　見　の　要　旨 対　応　の　内　容
　広島市軽費老人ホーム運営費補助金交付要綱によると，補助金
額の確定に当たっては，交付先から提出される報告書に記載され
た「サービスの提供に要する費用の実支出額」と「１人当たりの
費用月額×各月初日在籍人員」の少ない方の額が算出基礎となる
ため，費用の実支出額及び在籍人員が正しいことを，信憑性の高
い証ひょう等によって確認することが必要である。
　広島市補助金等交付規則第１５条第１項第３号においては，補
助事業者等が提出する実績報告書に領収証書等を添付することと
されており，領収証書等の確認を前提としている。しかしなが
ら，同条第４項において，「・・・監査等を定期的に受けている
者は，同号に掲げる書類の添付を省略することができる」と定め
られていることから，軽費老人ホーム運営費補助団体は事後的に
広島市の監査を受けているため，領収証書等との確認を省略して
いる。
　他方，在籍人員に関しては，確認を省略できることが明文化さ
れていないにもかかわらず，交付先から提出される報告書に記載
された在籍人員の根拠を，信憑性の高い証ひょう等で確認してい
なかった。この点，広島市では，在籍人員を記載した書類は，交
付先からの正式な提出書類であるとともに，事後的に広島市の監
査において確認していることで，十分な確認をしているとのこと
であった。在籍人員を用いて算出した金額が，費用の実支出額を
下回っていることから，在籍人員を用いて算出した金額によって

　監査の意見を受けて，他の政令指定都市等における在籍人員の
確認方法について調査を行ったところ，４都市で入所者名簿を提
出させることにより確認を行っていた。また，在籍人員の根拠と
なる信ぴょう性の高い証ひょうとしてどのようなものが有効であ
るか軽費老人ホームへの調査を行った。
　これらの調査結果を参考に検討を行い，平成２９年度以降，補
助金額を確定する際は，補助金事業実績報告書と併せて入所者名
簿及び入所者の各口座から施設利用料が引き落とされた際に金融
機関で作成される口座引落し状況を記録した書類等を交付先から
提出させ，補助金事業実績報告書に記載された在籍人員と交付先
から提出させた書類の人数とが一致しているかどうかについての
確認を行うこととした。
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補助金額が決定している現状からすると，在籍人員の確認は重要
で，より信憑性の高い根拠書類をもって確認する必要があった。
　他都市でも，当該補助金額の確定に当たっては，社会福祉法人
から入所者の収入申告書等を取り寄せるなどして確認している事
例がある。また，入所者一人当たり平均年間約６３万円（平成２�
６年度実績）の補助金を交付しているため，作業に対する確認の
効果は十分にあるものと考えられる。
　広島市においてどういった資料が信憑性の高い書類であるかを
検討し，報告書に記載された在籍人員の根拠を当該書類によって
確認した上で，補助金額を確定するように改善されたい。

⑵　有料老人ホームから収集した財務諸表の分析について
　　（所管課：健康福祉局高齢福祉部高齢福祉課）

監　査　の　意　見 対　応　の　内　容
　広島市は，有料老人ホームからの定期報告の中で毎年７月末日
までに財務諸表の収集を行っているが，当該財務諸表の分析等は
行っていない。
　事業運営主体が継続して健全な事業運営を行っていくことは，
入居者保護の観点からも重要であり，そのためには，当該事業運
営主体の財務諸表を分析し事業運営主体の健全性について検討す
べきである。そのためには，広島市として注視すべき財務指標を
定めることが有用である。

　監査の意見を受けて，注視すべき財務指標として，指定管理者
制度における財務諸表チェックリストを参考に有料老人ホームに
おける財務諸表チェックリストを作成した。平成２８年度から
は，この作成したチェックリストを基に，定期報告時に有料老人
ホームから収集した財務諸表について，純資産及び経常利益等の
分析を行っている。
　今後も毎年度分析を行うことにより経営状況を確認し，その結
果，３か年連続して経営状態に難があると判断された事業運営主
体等に対しては，施設運営に関する聞き取り等を行い，健全性に
ついて検討するとともに，必要に応じて経営に関する相談窓口の
紹介等を行うこととしたい。

平成２７年度包括外部監査の意見に対する対応結果の公表

（ 健 康 福 祉 局 ）

１　監査意見公表年月日

平成２８年２月３日（広島市監査公表第３号）

２　包括外部監査人

村田　賢治

３　監査意見に対する対応結果通知年月日

平成２９年１１月８日（広高介第１６３号）

４　監査のテーマ

高齢者施策に関する事務の執行について

５　監査の意見及び対応の内容

要介護認定の調査の実施者について（所管課：健康福祉局高齢福祉部介護保険課）
監　査　の　意　見 対　応　の　内　容

　厚生労働省老健局からの「「介護給付適正化計画」について
（平成１９年６月２９日）」に基づき，変更・更新の認定調査に
ついて適正化を図るため，全国の政令指定都市では，市職員によ
る調査，若しくは認定調査を専門に実施する指定市町村事務受託
法人への調査の委託を進めている状況である。
　一方，広島市においては，他の政令指定都市と比較し指定居宅
介護支援事業者等への委託の比率が高い状況にあり，変更・更新
の認定調査の一層の適正化を図るためには，指定居宅介護支援事
業者等への委託の比率を下げ，市職員による調査あるいは指定市
町村事務受託法人への委託を進める必要がある。
　このうち，市職員による調査については，現行の市の実施体制
を考慮すると，新規申請への対応で限界であり，変更・更新時の
認定調査を市職員が実施することは困難であることから，変更・
更新の認定調査は指定市町村事務受託法人への委託を進めるべき
である。

　要介護認定の更新に係る調査について，指定市町村事務受託法
人への委託を推進するために，広島市の区域をサービス提供地域
とする２つ指定市町村事務受託法人と，調査体制の強化及び調査
依頼方法の改善に向けて協議を行った。この協議により，当該委
託に当たっては，認定調査員の人数や認定調査員一人当たりの調
査件数を増やすこと，月ごとの依頼締切日以降も個別対応により
追加の調査依頼を可能とすること，調査対象区の組み合わせを可
能な限り近隣の区となるようにして調査時の移動負担を軽減する
ことなどを決定し，平成２８年度から必要な見直しを行った。
　こうした見直しの結果，要介護認定の更新に係る調査の指定市
町村事務受託法人への委託について，平成２８年度の年間委託件
数は，平成２７年度実績を１８９件上回る２，２０７件となり，
平成２９年度についても，平成２８年度実績を上回るよう努めて
いる。
　今後も委託件数の増加に努め，認定調査の一層の適正化を図る
こととしている。


