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〇災害対策基本法による指定緊急避難場所の�

指定の取り消し� 82

〇介護保険法による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� 82

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の�

事業者指定等に関する要綱による指定事業�

者の廃止� 83

〇介護保険法による指定居宅介護支援事業の�

廃止� 85

〇介護保険法による指定地域密着型サービス�

事業の廃止� 86

〇生活保護法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�

律による医療扶助のための施術者の廃止� 86

〇特賃住宅を除く市営住宅の平成３０年４月�

から平成３１年３月までの家賃を定める� 86

〇広島市総合福祉センターの使用料の収納事�

務の委託� 86

〇河川法による河川工事の完了� 86

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 87

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 87

〇放置自転車等の撤去（中区）　９件� 87

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 88

〇放置自転車等の撤去（中区）　３件� 88

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 88

〇放置自転車等の撤去（中区）　２件� 88

〇広島市中区地域福祉センターの使用料の収�

納事務の委託（中区）� 89

〇広島市吉島福祉センターの使用料の収納事�

務の委託（中区）� 89

〇放置自転車等の撤去（中区）� 89

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�

区）� 89

〇放置自転車等の撤去（中区）� 89

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（中�
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〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 103

〇道路の供用開始（佐伯区）� 104

〇平成２９年６月１日付け広島市告示（佐伯�

区）第７５号の増設部分の取り消し（佐伯�

区）� 104

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　４件� 104

〇都市公園法による都市公園の設置（佐伯区）� 104

区 告 示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（中区）� 104

〇自動車臨時運行許可番号標の失効（中区）� 105

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（西区）� 105

〇土地収用法による通知（安佐北区）� 105

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（安芸区）� 105

公 告

〇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審議�

会委員の選挙期日� 105

〇平成３０年５月２７日執行の広島圏都市計�

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審議会委員の選挙�

に使用する選挙人名簿を公衆の縦覧に供す�

る� 105

〇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�

の事業計画の変更� 106

〇都市再開発法による市街地再開発組合の事�

業計画の変更の認可� 106

〇都市再開発法による市街地再開発組合の定�

款の変更の認可� 106

選 管 告 示

〇平成３０年３月１日現在における地方自治�

法及び市町村の合併の特例に関する法律に�

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組�

織及び運営に関する法律による委員の解職�

請求をするに必要な選挙人の数� 106

〇平成３０年３月８日現在における地方自治�

法及び市町村の合併の特例に関する法律に�

よる各種直接請求並びに地方教育行政の組�

織及び運営に関する法律による委員の解職�

請求をするに必要な選挙人の数� 107

〇平成３０年３月１８日執行予定の広島市議�

会議員安芸区選挙区補欠選挙において候補�

者がポスター掲示場にポスターを掲示する�

ことができる日� 107

〇公職選挙法による広島市議会議員の補欠選�

〇道路の供用開始（安佐南区）� 96

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐南区）� 96

〇住居表示の実施（安佐南区）� 96

〇道路の供用開始（安佐北区）　２件� 100

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

佐北区）� 100

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（安佐北区）　２件� 100

〇平成３０年第１回高南財産区議会定例会の�

招集（安佐北区）� 100

〇平成３０年第１回小河内財産区議会定例会�

の招集（安佐北区）� 100

〇道路の区域変更（安佐北区）� 100

〇道路の供用開始（安佐北区）� 101

〇都市公園法による都市公園の設置（安佐北�

区）� 101

〇建築基準法による道路の位置の変更（安佐�

北区）� 101

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 101

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 101

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 101

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 101

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）� 102

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 102

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 102

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 102

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 102

〇瀬野川公園照明点灯カード売払代金の使用�

料収納事務の委託（安芸区）� 102

〇広島市安芸区地域福祉センター，広島市畑�

賀福祉センター及び広島市阿戸福祉センタ�

ーの使用料の収納事務の委託（安芸区）� 102

〇広島市瀬野福祉センターの使用料の収納事�

務の委託（安芸区）� 102

〇広島市矢野福祉センターの使用料の収納事�

務の委託（安芸区）� 103

〇広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広�

島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の�

収納事務の委託（安芸区）� 103

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 103

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 103

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 103

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 103
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員安芸区選挙区補欠選挙における開票管理�

者及びその職務を代理すべき者の選任（安�

芸区）� 110

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における開票に関�

し、候補者から届出のあった開票立会人と�

なるべき者が１０人を超えるときのくじ又�

は同一の政党その他の政治団体に属する候�

補者の届出に係るものが３人以上あるとき�

のくじを行う場所及び日時（安芸区）� 110

区選管委員長告示

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における不在者投�

票の投票記載場所（安芸区）� 110

人事委員会規則

〇職員の勤務時間，休暇等に関する規則の一�

部を改正する規則（第１号）� 110

〇初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則�

等の一部を改正する規則（第２号）� 110

教育委員会規則

〇広島市教育委員会事務局事務分掌規則の一�

部を改正する規則（第１号）� 112

〇広島市立幼稚園園則の一部を改正する規則�

（第２号）� 112

〇広島市立高等学校学則の一部を改正する規�

則（第３号）� 112

〇広島市立中等教育学校学則の一部を改正す�

る規則（第４号）� 113

〇広島市教育委員会公印規則の一部を改正す�

る規則（第５号）� 113

教育委員会告示

〇平成３０年２月２８日付け広島市教育委員�

会告示第３号による広島市教育委員会議�

（定例会）の議題の取り下げ� 113

〇広島市教育委員会議（臨時会）の開催� 113

水 道 局 規 程

〇広島市水道局会計規程の一部を改正する規�

程（第２号）� 113

〇広島市水道局事務分掌規程の一部を改正す�

る規程（第３号）� 114

〇広島市水道局自家用電気工作物保安規程の�

一部を改正する規程（第４号）� 114

〇広島市水道局就業規則の一部を改正する規�

程（第５号）� 116

挙の実施� 107

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における候補者１�

人につき選挙運動に関して支出できる金額� 107

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における選挙長及�

びその職務を代理すべき者の選任� 108

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における選挙会の�

場所及び日時� 108

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における開票の事�

務� 108

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙において当選した�

者の住所及び氏名� 108

〇広島市選挙管理委員会規程の一部を改正す�

る規程� 108

区 選 管 告 示

〇公職の候補者の選挙運動に関する収支報告�

書の要旨（安佐北区）� 108

〇選挙人名簿の登録の移替えをしない期間�

（安芸区）� 108

〇平成３０年３月１８日執行予定の広島市議�

会議員安芸区選挙区補欠選挙におけるポス�

ター掲示場の設置（安芸区）� 108

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における投票所の�

設置（安芸区）� 109

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投�

票所の設置（安芸区）� 109

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における投票区の�

投票管理者及びその職務を代理すべき者の�

選任（安芸区）� 109

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における期日前投�

票所の投票管理者及びその職務を代理すべ�

き者の選任（安芸区）� 109

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における投票記載�

所の候補者の氏名等の掲示の掲載順序を定�

めるくじを行う場所及び日時（安芸区）� 109

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�

員安芸区選挙区補欠選挙における開票の場�

所及び日時（安芸区）� 109

〇平成３０年３月１８日執行の広島市議会議�



平成３０年５月１日� 第１０５５号　―７―広　　島　　市　　報

を処理するほか，次に掲げる事項について市長に意見を述べ

る。

⑴　法第２６条第１項に規定する中期計画の作成又は変更に係

る認可

⑵　法第２８条第１項に規定する当該事業年度における業務の

実績及び中期目標の期間における業務の実績に係る評価

⑶　前２号に掲げるもののほか，法人の業務運営に関し市長が

必要と認める事項

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第８号

平成３０年３月２９日

　職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

職員の退職手当に関する条例等の一部を改正する条例

（職員の退職手当に関する条例の一部改正）

第１条　職員の退職手当に関する条例（昭和２８年広島市条例第

６２号）の一部を次のように改正する。

附則第１１項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」�

に改める。

附則第１５項中「平成２９年４月１日（以下「移譲日」とい

う。）から」を削り，「（移譲日」を「（平成２９年４月１日

（以下「移譲日」という。）」に改め，「広島県の条例又はこ

れらに基づく規則等」の右に「（以下「県退職手当条例等」と

いう。）」を加え，「の額（以下「移譲前退職手当額」とい

う。）」を「の基本額を１００分の８７で除した額に１００分

の８３．７を乗じて得た額（その額に１円未満の端数があると

きは，これを切り捨てた額）に，県退職手当条例等の規定によ

り計算した退職手当の調整額を加えて得た額（以下「調整後移

譲前退職手当額」という。）」に，「移譲前退職手当額と」を

「調整後移譲前退職手当額と」に改め，第１号を削り，第２号

を第１号とし，第３号を第２号とする。

（職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例の一部改

正）

第２条　職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例（昭

和６３年広島市条例第４２号）の一部を次のように改正する。

附則第３項中「１００分の８７」を「１００分の８３．７」

に，「１００分の９２」を「１００分の８８．７」に改める。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例及

び第２条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例の

一部を改正する条例の規定は，この条例の施行の日以後の退職

に係る退職手当について適用し，同日前の退職に係る退職手当

については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

条 例
広島市条例第５号

平成３０年３月２９日

　広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市個人番号の利用に関する条例の一部を改正する

条例

　広島市個人番号の利用に関する条例（平成２７年広島市条例第

５２号）の一部を次のように改正する。

　別表第２の２の項中「第２１条の５の３０」を「第２１条の５

の３１」に改める。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第６号

平成３０年３月２９日

　広島市公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市公立大学法人評価委員会条例の一部を改正する

条例

　広島市公立大学法人評価委員会条例（平成２１年広島市条例第

５６号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第１１条第３項」を「第１１条第４項」に改める。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第７号

平成３０年３月２９日

　広島市病院事業地方独立行政法人評価委員会条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市病院事業地方独立行政法人評価委員会条例の一

部を改正する条例

　広島市病院事業地方独立行政法人評価委員会条例（平成２５年

広島市条例第７号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「法律第１１８号」の右に「。次条において「法」と

いう。」を加え，「第１１条第３項」を「第１１条第４項」に改

め，「組織」の右に「，所掌事務」を加える。

　第７条を第８条とし，第２条から第６条までを１条ずつ繰り下

げ，第１条の次に次の１条を加える。

（所掌事務）

第２条　委員会は，法の規定によりその権限に属させられた事項
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広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例

　広島市消防関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２５号）

の一部を次のように改正する。

　別表第３号ウ中「５３０，０００円」を「５７０，０００円」に

改め，同号エ中「８３０，０００円」を「８８０，０００円」に，

「１，０１０，０００円」を「１，０７０，０００円」に，「１，１�

２０，０００円」を「１，２００，０００円」に，「１，４２０，０�

００円」を「１，５２０，０００円」に，「１，６６０，０００円」

を「１，７８０，０００円」に，「３，８８０，０００円」を「４，

０７０，０００円」に，「５，１００，０００円」を「５，３４０，�

０００円」に，「６，２９０，０００円」を「６，４９０，０００

円」に改め，同号オ中「１，１３０，０００円」を「１，１８０，０�

００円」に，「１，３４０，０００円」を「１，４１０，０００円」

に，「１，５００，０００円」を「１，５８０，０００円」に，

「１，８３０，０００円」を「１，９４０，０００円」に，「２，１�

４０，０００円」を「２，２６０，０００円」に，「４，３５０，０�

００円」を「４，５５０，０００円」に，「５，５７０，０００円」

を「５，８２０，０００円」に，「６，７７０，０００円」を「７，

０７０，０００円」に改め，同号カ中「５，７５０，０００円」を

「５，９３０，０００円」に，「７，２５０，０００円」を「７，４�

７０，０００円」に，「１０，７００，０００円」を「１０，９０�

０，０００円」に改め，同表第１５号ウ中「４１０，０００円」を

「４２０，０００円」に，「５４０，０００円」を「５６０，００�

０円」に，「７００，０００円」を「７３０，０００円」に，「９�

２０，０００円」を「９６０，０００円」に，「１，０４０，０００

円」を「１，０９０，０００円」に，「１，６００，０００円」を

「１，６６０，０００円」に，「１，８２０，０００円」を「１，９�

００，０００円」に，「２，０３０，０００円」を「２，１２０，０�

００円」に改め，同号エ中「４９０，０００円」を「５３０，００�

０円」に，「６３０，０００円」を「６８０，０００円」に，「９�

９０，０００円」を「１，０３０，０００円」に，「１，３１０，０�

００円」を「１，４１０，０００円」に，「１，７２０，０００円」

を「１，７８０，０００円」に，「３，３２０，０００円」を「３，

４３０，０００円」に，「４，０６０，０００円」を「４，１９�

０，０００円」に，「４，６５０，０００円」を「４，８００，００�

０円」に改め，同号オ中「９，１００，０００円」を「９，３２０，�

０００円」に，「１２，４００，０００円」を「１２，６００，００�

０円」に，「１７，０００，０００円」を「１７，３００，０００

円」に改め，同表第１７号ア中「３１０，０００円」を「３２０，�

０００円」に，「４３０，０００円」を「４６０，０００円」に，

「７２０，０００円」を「７５０，０００円」に，「９６０，００�

０円」を「１，０２０，０００円」に，「１，２１０，０００円」を

「１，３００，０００円」に，「２，９５０，０００円」を「３，１�

５０，０００円」に，「３，６２０，０００円」を「３，８７０，０�

００円」に，「４，１７０，０００円」を「４，４６０，０００円」

に改め，同号イ中「２，６６０，０００円」を「２，６９０，０００

円」に，「３，１９０，０００円」を「３，２３０，０００円」に，

「４，７９０，０００円」を「４，８３０，０００円」に改め，同表

第３２号から第３５号までの規定中「県条例第２条の規定に基づ

広島市条例第９号

平成３０年３月２９日

　広島市農林水産関係手数料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市農林水産関係手数料条例の一部を改正する条例

　広島市農林水産関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２３

号）の一部を次のように改正する。

　附則に次の１項を加える。

３　農業保険法施行規則（平成２９年農林水産省令第６３号）附

則第１０条に規定する共済関係に係る家畜の繁殖障害を除去す

るための診療を行う場合における別表第２号の規定の適用につ

いては，同号中「第１１７条第１項」とあるのは，「附則第

１０条の規定により読み替えて適用する同令第１１７条第１

項」とする。

　別表第２号中「農業災害補償法施行規則（昭和２２年農林省令

第９５号）第３３条第１項」を「農業保険法施行規則第１１７条

第１項」に改める。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１０号

平成３０年３月２９日

　広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市都市計画関係手数料条例の一部を改正する条例

　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。

　別表第１４号中「第８項ただし書，第９項ただし書，第１０項

ただし書，第１１項ただし書，第１２項ただし書又は第１３項た

だし書（」を「第９項ただし書，第１０項ただし書，第１１項た

だし書，第１２項ただし書，第１３項ただし書又は第１４項ただ

し書（これらの規定を」に改め，同表第１７号，第２２号，第

２５号，第３１号及び第４２号中「建ぺい率」を「建蔽率」に改

め，同表第８２号中「３７，０００円」を「３３，９００円」に改

め，同表第８３号中「１７，０００円」を「１５，０００円」に改

める。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１１号

平成３０年３月２９日

　広島市消防関係手数料条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實
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　�７，１００円，１５０リットル以上
５００リットル未満のものにあって
は１個につき８００円，３０リット
ル以上１５０リットル未満のものに
あっては１個につき２１０円，５リ
ットル以上３０リットル未満のもの
にあっては１個につき１７０円，１
リットル以上５リットル未満のもの
にあっては１個につき１１０円，１
リットル未満のものにあっては１個
につき８０円

��　高圧ガス
保安法施行
令第１８条
第２項第４
号の規定に
基づく高圧
ガス保安法
第４９条第
１項に規定
する容器再
検査

高圧ガ
ス容器
再検査
手数料

ア�　温度零下５０度以下の液化ガスを
充てんするための容器で内容積が
１，０００リットル以上のものにあ
っては１個につき１６，０００円に
１，０００リットル又は１，０００リ
ットルに満たない端数を増すごとに
１，６００円を加えた金額，５００
リットル以上１，０００リットル未
満のものにあっては１個につき１�
６，０００円，５００リットル未満
のものにあっては１個につき６，６�
００円
イ�　繊維強化プラスチック複合容器又
は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器で内容積が１５０リットル以上の
ものにあっては１個につき３２０円
に１０リットル又は１０リットルに
満たない端数を増すごとに５７円を
加えた金額，３０リットル以上１５�
０リットル未満のものにあっては１
個につき３２０円，５リットル以上
３０リットル未満のものにあっては
１個につき２６０円，１リットル以
上５リットル未満のものにあっては
１個につき１６０円，１リットル未
満のものにあっては１個につき１５�
０円
ウ�　高強度鋼容器で内容積が３０リッ
トル以上のものにあっては１個につ
き２１０円に１０リットル又は１０
リットルに満たない端数を増すごと
に３円を加えた金額，５リットル以
上３０リットル未満のものにあって
は１個につき２１０円，１リットル
以上５リットル未満のものにあって
は１個につき１６０円，１リットル
未満のものにあっては１個につき１�
４０円
エ�　その他の容器で内容積が１，００�
０リットル以上のものにあっては１
個につき７，１００円に１，０００リ
ットル又は１，０００リットルに満
たない端数を増すごとに３８０円を
加えた金額，５００リットル以上
１，０００リットル未満のものにあ
っては１個につき７，１００円，１�
５０リットル以上５００リットル未
満のものにあっては１個につき８０�
０円，３０リットル以上１５０リッ
トル未満のものにあっては１個につ
き２１０円，５リットル以上３０リ
ットル未満のものにあっては１個に
つき１７０円，1リットル以上５リ
ットル未満のものにあっては１個に
つき１１０円，１リットル未満のも
のにあっては１個につき８０円

く」を削り，「に規定する」を「の規定に基づく」に改め，「審

査」の右に「（県条例第２条の規定に基づくものを含む。）」を

加え，同表第３６号中「県条例第２条の規定に基づく」を削り，

「に規定する」を「の規定に基づく」に改め，「施設の完成検

査」の右に「（県条例第２条の規定に基づくものを含む。）」を

加え，同表第３７号中「県条例第２条の規定に基づく」を削り，

「に規定する」を「の規定に基づく」に改め，「の完成検査」の

右に「（県条例第２条の規定に基づくものを含む。）」を加え，

同表第３８号中「県条例第２条の規定に基づく」を削り，「に規

定する」を「の規定に基づく」に改め，「施設の完成検査」の右

に「（県条例第２条の規定に基づくものを含む。）」を加え，同

表第３９号中「県条例第２条の規定に基づく」を削り，「に規定

する」を「の規定に基づく」に改め，「の完成検査」の右に

「（県条例第２条の規定に基づくものを含む。）」を加え，同表

第４０号中「県条例第２条の規定に基づく」を削り，「に規定す

る」を「の規定に基づく」に改め，「の検査」の右に「（県条例

第２条の規定に基づくものを含む。）」を加え，同表第４１号中

「県条例第２条の規定に基づく」を削り，「に規定する」を「の

規定に基づく」に改め，「の保安検査」の右に「（県条例第２条

の規定に基づくものを含む。）」を加え，同表に次の６号を加え

る。

��　高圧ガス
保安法施行
令（平成９
年政令第２�
０号）第１�
８条第２項
第３号の規
定に基づく
高圧ガス保
安法第４４
条第１項に
規定する容
器検査

高圧ガ
ス容器
検査手
数料

ア�　温度零下５０度以下の液化ガスを
充てんするための容器で内容積が
５００リットルのものにあっては１
個につき１６，０００円，５００リ
ットル未満のものにあっては１個に
つき６，６００円

イ�　繊維強化プラスチック複合容器又
は圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器（アに規定する容器を除く。次号
イにおいて同じ。）で内容積が１５�
０リットル以上５００リットル以下
のものにあっては１個につき３２０
円に１０リットル又は１０リットル
に満たない端数を増すごとに５７円
を加えた金額，３０リットル以上１�
５０リットル未満のものにあっては
１個につき３２０円，５リットル以
上３０リットル未満のものにあって
は１個につき２６０円，１リットル
以上５リットル未満のものにあって
は１個につき１６０円，１リットル
未満のものにあっては１個につき１�
５０円

ウ�　高強度鋼容器（ア又はイに規定す
る容器を除く。次号ウにおいて同
じ。）で内容積が３０リットル以上
５００リットル以下のものにあって
は１個につき２１０円に１０リット
ル又は１０リットルに満たない端数
を増すごとに３円を加えた金額，５
リットル以上３０リットル未満のも
のにあっては１個につき２１０円，
１リットル以上５リットル未満のも
のにあっては１個につき１６０円，
１リットル未満のものにあっては１
個につき１４０円

エ�　その他の容器で内容積が５００リ
ットルのものにあっては１個につき
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平成３０年３月２９日

　広島市印鑑条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市印鑑条例の一部を改正する条例

　広島市印鑑条例（昭和５５年広島市条例第１３号）の一部を次

のように改正する。

　第５条第３項第１号中「ちよう付された」を「表示された」に

改め，「もの」の右に「（以下「本人確認書類」という。）」を

加える。

　第９条第２項中「印鑑登録者が」の右に「第１６条第１項ただ

し書又は」を加え，「同条第２項」を「第１６条第２項（第１７

条第２項において読み替えて準用する場合を含む。）」に改め

る。

　第１６条中「添えて」を「添付して」に改め，同条に次のただ

し書を加える。

ただし，印鑑登録者が自ら印鑑登録証明書の交付を受けよう

とする場合において，その本人確認書類を市長に提示するとき

は，印鑑登録証を添付することを要しない。

　第１６条に次の１項を加える。

２　前項ただし書の規定による申請に係る第１８条及び第１９条

の規定の適用については，第１８条第１号中「印鑑登録証」と

あるのは「本人確認書類」と，「登録番号の判読」とあるのは

「当該本人確認書類が印鑑登録証明書の交付を受けようとする

印鑑登録者に係るものであることの確認」と，同条第２号中

「次条」とあるのは「第１６条第２項の規定により読み替えて

適用する次条」と，第１９条中「印鑑登録証及び印鑑登録原

票」とあるのは「印鑑登録原票」と，「者に対し」とあるのは

「印鑑登録者に対し」とする。

　第１７条第１項中「前条」を「前条第１項」に改め，同条第２

項を次のように改める。

２　前条第２項の規定は，前項の規定による申請について準用す

る。この場合において，同条第２項中「印鑑登録証」」とある

のは「印鑑登録証が著しく汚損し」」と，「「本人確認書類」

とあるのは「「前条第１項の個人番号カードのカード記録事項

が滅失し」と，「当該本人確認書類」とあるのは「当該個人番

号カード」と，「第１６条第２項」とあるのは「前条第２項に

おいて読み替えて準用する第１６条第２項」と，「印鑑登録者

に対し」とあるのは「印鑑登録者に対し第１７条第１項の電子

情報処理組織により」と読み替えるものとする。

　第２１条中「書類は」の右に「，他の法令（条例を含む。）に

定めがある場合を除き」を加える。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第

２１条の改正規定は，公布の日から施行する。

２　広島市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条

例（平成１６年広島市条例第５５号）の一部を次のように改正

する。

別表広島市印鑑条例の項中「第１６条」を「第１６条第１

��　高圧ガス
保安法施行
令第１８条
第２項第６
号の規定に
基づく高圧
ガス保安法
第４９条の
２第１項に
規定する附
属品検査

高圧ガ
ス附属
品検査
手数料

ア�　圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器，圧縮水素自動車燃料装置用容器
又は圧縮水素運送自動車用容器に装
置される附属品で内容積が１５０リ
ットル以上５００リットル以下の容
器に係るものにあっては１個につき
３１円，１５０リットル未満の容器
に係るものにあっては１個につき２�
４円

イ�　その他の容器に装置される附属品
で内容積が５００リットルの容器に
係るものにあっては１個につき５４�
０円，５００リットル未満の容器に
係るものにあっては１個につき２１
円

��　高圧ガス
保安法施行
令第１８条
第２項第７
号の規定に
基づく高圧
ガス保安法
第４９条の
４第１項に
規定する附
属品再検査

高圧ガ
ス附属
品再検
査手数
料

ア�　圧縮天然ガス自動車燃料装置用容
器，圧縮水素自動車燃料装置用容器
又は圧縮水素運送自動車用容器に装
置される附属品で内容積が１５０リ
ットル以上の容器に係るものにあっ
ては１個につき３１円，１５０リッ
トル未満の容器に係るものにあって
は１個につき２４円

イ�　その他の容器に装置される附属品
で内容積が１，０００リットル以上
の容器に係るものにあっては１個に
つき１，１００円，５００リットル
以上１，０００リットル未満の容器
に係るものにあっては１個につき５�
４０円，５００リットル未満の容器
に係るものにあっては１個につき２�
１円

��　高圧ガス
保安法施行
令第１８条
第２項第８
号の規定に
基づく高圧
ガス保安法
第５０条第
３項に規定
する容器検
査所の登録
又は登録の
更新の申請
に対する審
査

高圧ガ
ス容器
検査所
登録等
申請手
数料

１６，０００円

��　高圧ガス
保安法施行
令第１８条
第２項第３
号の規定に
基づく高圧
ガス保安法
第５４条第
２項に規定
する容器に
充てんする
高圧ガスの
種類又は圧
力の変更に
係る刻印等

高圧ガ
スの種
類又は
圧力の
変更に
係る刻
印等手
数料

１，４００円

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１２号
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　第３条中「前前年」を「前々年」に改め，同条第１号中「第８

条第２０項」を「第８条第２１項」に，「同条第２４項」を「同

条第２５項」に改め，「市町村」の右に「（特別区を含む。）」

を加える。

　附則第６項中「第５条第１５項」を「第５条第１７項」に改め

る。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第３

条第１号の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１６号

平成３０年３月２９日

　広島市幼保連携型認定こども園設備等基準条例の一部を改正す

る条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市幼保連携型認定こども園設備等基準条例の一部

を改正する条例

　広島市幼保連携型認定こども園設備等基準条例（平成２６年広

島市条例第５５号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

広島市認定こども園設備等基準条例

　第１条中「という。）」の右に「第３条第１項及び第３項並び

に」を加え，「幼保連携型認定こども園」を「認定こども園」に

改める。

　第３条を第４条とする。

　第２条第１項中「から第６項まで」を「及び第３項」に改め，

同条第２項から第５項までを削り，同条第６項中「（昭和２２年

法律第１６４号）」を削り，同項を同条第２項とし，同条に次の

１項を加える。

３　前条第２項及び第６項から第８項までの規定は，第１項の条

例で定める基準について準用する。この場合において，これら

の規定中「子ども」とあるのは「園児」と，「幼保連携型認定

こども園以外の認定こども園」とあるのは「幼保連携型認定こ

ども園」と読み替えるものとする。

　第２条を第３条とし，第１条の次に次の１条を加える。

（幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の設備及び運営

の基準）

第２条　法第３条第１項及び第３項に規定する条例で定める要件

は，次項から第９項までに規定するもののほか，次に掲げる規

定に規定する基準とする。

⑴　法第３条第２項各号及び第４項各号

⑵　就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推

進に関する法律第３条第２項及び第４項の規定に基づき内閣

総理大臣，文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設

� 内　閣　府

備及び運営に関する基準（平成２６年文部科学省告示第２

� 厚生労働省

号。以下「告示」という。）第２から第８まで（第３の３及

項」に改め，「第１７条第２項」の右に「において読み替えて

準用する第１６条第２項」を加える。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１３号

平成３０年３月２９日

　広島市湯の山温泉館条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市湯の山温泉館条例の一部を改正する条例

　広島市湯の山温泉館条例（平成１７年広島市条例第５４号）の

一部を次のように改正する。

　別表中「３５０」を「３８０」に，「７００」を「７３０」に

改める。

附　則

　この条例は，平成３１年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１４号

平成３０年３月２９日

　広島市湯来福祉会館条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市湯来福祉会館条例の一部を改正する条例

　広島市湯来福祉会館条例（平成１７年広島市条例第５９号）の

一部を次のように改正する。

　第３条第３号中「以下「第１号通所事業」という。」を削り，

同条第４号を削り，同条第５号中「第５条第２５項」を「第５条

第２７項」に改め，同号を同条第４号とし，同条中第６号を第５

号とし，第７号を第６号とする。

　第６条中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号を第４号

とする。

　第１０条第２項第３号を削り，同項第４号中「第６条第４号」

を「第６条第３号」に改め，同号を同項第３号とし，同項第５号

中「第６条第５号」を「第６条第４号」に改め，同号を同項第４

号とする。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１５号

平成３０年３月２９日

　広島市ひとり親家庭等医療費補助条例の一部を改正する条例を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市ひとり親家庭等医療費補助条例の一部を改正す

る条例

　広島市ひとり親家庭等医療費補助条例（昭和５４年広島市条例

第３０号）の一部を次のように改正する。
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じなければならない。

８　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は，非常災害時

に地域住民等との連携が円滑に行えるよう，日頃から地域住民

等との連携に努めなければならない。

９　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は，その行った

教育及び保育（満３歳未満の子どもにあっては，保育）並びに

子育て支援事業に関する子ども又はその保護者等からの苦情に

迅速かつ適切に対応するために，苦情を受け付けるための窓口

を設置する等の必要な措置を講じなければならない。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園以外

の認定こども園についてのこの条例の施行の日から起算して３

年を経過する日までの間における改正後の広島市認定こども園

設備等基準条例（次項において「新条例」という。）第２条第

２項の規定の適用については，同項中「３０人」とあるのは，

「３５人」とする。

３　この条例の施行の際現に存する幼保連携型認定こども園以外

の認定こども園の長である者が，この条例の施行後引き続きそ

の長である場合については，新条例第２条第５項の規定は適用

せず，なお就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提

供の推進に関する法律に基づく教育，保育等を総合的に提供す

る施設の認定の基準を定める条例（平成１８年広島県条例第４�

６号）第３条第１項の規定の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１７号

平成３０年３月２９日

　広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市児童福祉施設設備基準等条例の一部を改正する

条例

　広島市児童福祉施設設備基準等条例（平成２４年広島市条例第

５８号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の

５の１５第３項第１号」に，「，第２１条の５の１８第１項」を

「（これらの規定を法第２１条の５の１７第１項の規定により適

用する場合を除く。），第２１条の５の１９第１項」に，「第２�

４条の９第２項」を「第２４条の９第３項」に改め，「第２４条

の１０第４項」の右に「及び第２４条の１３第２項」を加える。

　第２条中「児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，

設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。

以下「指定通所支援基準省令」という。）第５４条の２から第５�

４条の８まで及び第７１条の２から第７１条の４まで」を「次に

掲げる規定」に改め，同条に次の各号を加える。

⑴　児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１５号。以

下「指定通所支援基準省令」という。）第５４条の６から第

び４を除く。）

２　一学級の子どもの数は，学年の初めの日の前日において満４

歳未満の子どもで学級を編制する場合にあっては，３０人以下

を原則とする。

３　告示第３の２の規定にかかわらず，学級担任は，幼稚園の教

員免許状（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第４

条第２項又は第４項に規定する免許状（幼稚園の教員の免許状

に限る。）をいう。以下この項及び次項において同じ。）を有

する者でなければならない。ただし，保育所型認定こども園又

は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であって，学級

担任を幼稚園の教員免許状を有する者とすることが困難である

ときは，次に掲げる要件のいずれにも該当する場合に限り，保

育士登録（児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号）第１８条

の１８第１項に規定する登録をいう。次項において同じ。）を

受けた者を学級担任とすることができる。

⑴　学級担任のうち１人以上の者が幼稚園の教員免許状を有す

ること。

⑵　学級担任のうち幼稚園の教員免許状を有する者以外の者の

全てについて，その者の意欲，適性，能力等を考慮して適当

であり，かつ，その者が幼稚園の教員免許状の取得に向けた

努力を行っていると市長が認めること。

４　告示第３の２の規定にかかわらず，満３歳以上の子どものう

ち教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者は，保育士

登録を受けた者でなければならない。ただし，幼稚園型認定こ

ども園又は地方裁量型認定こども園の認定を受ける場合であっ

て，当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者を保

育士登録を受けた者とすることが困難であるときは，次に掲げ

る要件のいずれにも該当する場合に限り，幼稚園の教員免許状

を有する者を当該教育及び保育時間相当利用児の保育に従事す

る者とすることができる。

⑴　教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者のうち１

人以上の者が保育士登録を受けていること。

⑵　教育及び保育時間相当利用児の保育に従事する者のうち保

育士登録を受けた者以外の者の全てについて，その者の意

欲，適性，能力等を考慮して適当であり，かつ，その者が保

育士となる資格を取得して保育士登録を受けようとし，又は

保育士となる資格の取得に向けた努力を行っていると市長が

認めること。

５　就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進

　　　　　　　　　　　　　　　　内　閣　府

に関する法律施行規則（平成２６年文部科学省令第２号）第１

　　　　　　　　　　　　　　　　　厚生労働省　　　　　　　

　２条及び第１３条の規定は，幼保連携型認定こども園以外の認

定こども園の長の資格について準用する。

６　乳児室の面積は，３．３平方メートルに満２歳未満の子ども

のうちほふくしないものの数を乗じて得た面積以上とする。

７　幼保連携型認定こども園以外の認定こども園は，子どもの虐

待の防止等のため，その責任者を設置する等必要な体制の整備

を行うとともに，その職員に対し研修を実施する等の措置を講
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　広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援

するための法律施行条例の一部を改正する条例

　広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため

の法律施行条例（平成１８年広島市条例第３３号）の一部を次の

ように改正する。

　第３条中「第１２５条の２，第１２５条の３」を「第１２５条

の５，第１２５条の６」に改める。

　第４条中「第３７条第２項」の右に「及び第４１条第４項」

を，「含む。）」の右に「（これらの規定（法第３７条第２項に

おいて準用する同号を除く。）を法第４１条の２第１項の規定に

より適用する場合を除く。）」を加える。

　第５条中「第３９条第２項」の右に「及び第４１条第４項」を

加える。

　第６条第１項第１号中「第２０７条から第２１３条の１２ま

で」を「第２０６条の２から第２１３条の２２まで」に，「附則

第５条」を「附則第４条」に，「第１４条まで」を「第１２条ま

で，第１４条」に改める。

　第７条第１項中「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支

援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員，設備及

び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）第３

条から第５６条まで及び附則第１５条から第２０条まで」を「次

に掲げる規定」に改め，同項に次の各号を加える。

⑴　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害者支援施設等の人員，設備及び運営に

関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号）第３条か

ら第５６条まで及び附則第１５条から第２０条まで

⑵　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員，設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０年厚

生労働省令第２号）附則第２項

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第４

条の改正規定（「第３７条第２項」の右に「及び第４１条第４

項」を加える部分に限る。），第５条の改正規定及び第６条第１

項第１号の改正規定（「附則第５条」を「附則第４条」に改める

部分に限る。）は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２０号

平成３０年３月２９日

　広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市こども療育センター条例の一部を改正する条例

　広島市こども療育センター条例（昭和４９年広島市条例第２３

５４条の１２まで及び第７１条の３から第７１条の６まで

⑵　児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員，設備及

び運営に関する基準等の一部を改正する省令（平成３０年厚

生労働省令第３号。以下「平成３０年改正省令」という。）

附則第３条

　第３条中「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１条の

５の１５第３項第１号」に改め，「含む。）」の右に「（これら

の規定を法第２１条の５の１７第１項の規定により適用する場合

を除く。）」を加える。

　第４条第１項中「第２１条の５の１８第１項」を「第２１条の

５の１９第１項」に，「指定通所支援基準省令第３条から第５４

条まで，第５５条から第７１条まで及び第７２条から第８２条ま

で並びに附則第２条及び第３条」を「次に掲げる規定」に改め，

同項に次の各号を加える。

⑴　指定通所支援基準省令第３条から第５４条まで，第５５条

から第７１条まで，第７１条の７から第７５条まで及び第

７９条から第８２条まで並びに附則第３条

⑵　平成３０年改正省令附則第２条

　第５条中「第２４条の９第２項」を「第２４条の９第３項」に

改め，「第２４条の１０第４項」の右に「及び第２４条の１３第

２項」を加え，「第２１条の５の１５第２項第１号」を「第２１

条の５の１５第３項第１号」に改める。

　第６条第１項中「児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の

人員，設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１�

６号）第３条から第５７条まで並びに附則第２条及び第３条」を

「次に掲げる規定」に改め，同項に次の各号を加える。

⑴　児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員，設備及

び運営に関する基準（平成２４年厚生労働省令第１６号）第

３条から第５７条まで並びに附則第２条及び第３条

⑵　平成３０年改正省令附則第４条

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１８号

平成３０年３月２９日

　広島市児童館条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市児童館条例の一部を改正する条例

　広島市児童館条例（昭和４０年広島市条例第３３号）の一部を

次のように改正する。

　第２条の表広島市吉島児童館の項の次に次のように加える。

広島市広瀬児童館 広島市中区広瀬町２番１７号

附　則

　この条例は，平成３０年５月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第１９号

平成３０年３月２９日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２３号

平成３０年３月２９日

　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

　目次中「行う国民健康保険」を「実施する国民健康保険事業」

に，「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保険事業の運営に

関する協議会」に改める。

　第１章の章名及び第１条の見出し中「行う国民健康保険」を

「実施する国民健康保険事業」に改め，同条中「行う国民健康保

険」を「実施する国民健康保険事業」に，「定が」を「定めが」

に改める。

　第２章の章名を次のように改める。

第２章　国民健康保険事業の運営に関する協議会

　第２条の見出し中「国民健康保険運営協議会」を「国民健康保

険事業の運営に関する協議会」に改め，同条中「国民健康保険運

営協議会（以下」を「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２

号。以下「法」という。）第１１条第２項に定める協議会（次条

において単に」に改め，同条に次の１号を加える。

⑷　高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号。以下「高齢者医療確保法」という。）第７条第３項に規

定する被用者保険等保険者を代表する委員　２人

　第４条中「４２万円」を「４０万４，０００円」に改め，同条

に次の１項を加える。

２　前項の出産育児一時金の額については，健康保険法施行令

（大正１５年勅令第２４３号）第３６条ただし書の規定の例に

より加算する。この場合において，同条ただし書中「費用の額

を基準として，３万円を超えない範囲内で保険者が定める金

額」とあるのは，「費用の支払に充てられるための１万６，０�

００円」と読み替えるものとする。

　第５条中「４万円」を「３万円」に改める。

　第５条の２の見出し中「他法令」を「他の法令」に改め，同条

中「高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０

号。以下「」及び「」という。）」を削る。

　第５条の３中「国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号。

以下「」を削り，「」という。）第７２条の５」を「第７２条の

５第１項」に改める。

　第６条中「（以下「世帯主」という。）」を削る。

　第６条の２中「被保険者である世帯主及びその」を「世帯主

の」に，「第２９条の７第１項」を「第２９条の７第１項第１

号」に，「後期高齢者支援金等賦課額（同項」を「後期高齢者支

援金等賦課額（同項第２号」に，「介護納付金賦課被保険者（同

項」を「介護納付金賦課被保険者（同項第３号」に，「介護納付

金賦課額（同項」を「介護納付金賦課額（同号」に改める。

号）の一部を次のように改正する。

　第８条第３号中「第６条の２の２第５項」を「第６条の２の２

第６項」に改め，同条第４号中「第６条の２の２第６項」を「第

６条の２の２第７項」に改め，同条第５号中「第５条第１６項」

を「第５条第１８条」に改める。

　第３１条第９項中「第２１条の５の２８第１項」を「第２１条

の５の２９第１項」に改める。

　附則に次の１項を加える。

４　平成３０年４月１日から規則で定める日までの間，第２条中

「広島市東区光町二丁目１５番５５号」とあるのは，「広島市

東区光町二丁目１５番５５号（次条第２項に規定する育成園及

び同条第４項に規定する山彦園にあつては，広島市南区南蟹屋

二丁目１番１１号）」とする。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２１号

平成３０年３月２９日

　広島市心身障害者福祉センター条例及び広島市障害者デイサー

ビスセンター条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市心身障害者福祉センター条例及び広島市障害者

デイサービスセンター条例の一部を改正する条例

　次に掲げる条例の規定中「第５条第２５項」を「第５条第２７

項」に改める。

⑴　広島市心身障害者福祉センター条例（昭和５８年広島市条

例第４１号）第３条第６号

⑵　広島市障害者デイサービスセンター条例（平成元年広島市

条例第３３号）第３条第２号

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２２号

平成３０年３月２９日

　広島市皆賀園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市皆賀園条例の一部を改正する条例

　広島市皆賀園条例（平成１０年広島市条例第８９号）の一部を

次のように改正する。

　第３条に次の１号を加える。

⑷　障害者総合支援法第５条第１５項に規定する就労定着支援

に係る事業

　第５条第１号中「又は同条第１４項」を「，同条第１４項」に

改め，「就労継続支援」の右に「又は同条第１５項に規定する就

労定着支援」を加える。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。
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担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分

に限る。次号において同じ。）の額

⑵　当該年度におけるア及びイに掲げる額の合算額

ア　法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）の額

イ　その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負

担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法

第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

　第１０条の６の３中「その」を「世帯主の」に改める。

　第１０条の６の５第１項第２号中「賦課期日」を「当該年度の

直前の３箇年度」に改め，「数」の右に「等を勘案して算定した

数」を加え，同項第３号ア中「賦課期日」を「当該年度の直前の

３箇年度」に改め，「属する世帯の数」の右に「等を勘案して算

定した数」を加える。

　第１０条の７各号を次のように改める。

⑴　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（広島県の国民健康保険に関する特別会計において負

担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。

次号において同じ。）の額

⑵　当該年度におけるア及びイに掲げる額の合算額

ア　法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）及び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民

健康保険事業費納付金の納付に要する費用に係るものに限

る。）の額

イ　その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負

担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険事業

費納付金の納付に要する費用に限る。）のための収入（法

第７２条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

　第１０条の８中「，当該世帯」を「，世帯主の世帯」に改め

る。

　第１０条の１０第１項第２号及び第３号中「賦課期日」を「当

該年度の直前の３箇年度」に改め，「数」の右に「等を勘案して

算定した数」を加える。

　第１４条第１項中「５４万円」を「５８万円」に改め，同項第

１号中「その世帯」を「当該世帯主の世帯」に改め，同条第３項

及び第４項中「５４万円」を「５８万円」に改める。

　第１４条の２中「世帯主又は当該」を「世帯主の」に，「若し

くは」を「又は」に改め，「規定する総所得金額（」の右に「令

第２９条の７の２第２項に規定する」を加える。

　第２１条の２第２項中「に規定する届出は」を「の規定による

届出に当たり」に，「を提示して行わなければ」を「の提示を市

長から求められた場合においては，これを提示しなければ」に改

める。

　附則第２条を次のように改める。

　第６条の３各号を次のように改める。

⑴　当該年度におけるアからカまでに掲げる額の合算額

ア　療養の給付に要する費用の額から当該給付に係る一部負

担金に相当する額を控除した額並びに入院時食事療養費，

入院時生活療養費，保険外併用療養費，療養費，訪問看護

療養費，特別療養費，移送費，高額療養費及び高額介護合

算療養費の支給に要する費用の額の合算額

イ　国民健康保険事業費納付金（法第７５条の７第１項の国

民健康保険事業費納付金をいう。以下同じ。）の納付に要

する費用（広島県の国民健康保険に関する特別会計におい

て負担する高齢者医療確保法の規定による後期高齢者支援

金等（以下「後期高齢者支援金等」という。）及び介護保

険法（平成９年法律第１２３号）の規定による納付金（以

下「介護納付金」という。）の納付に要する費用に充てる

部分を除く。）の額

ウ　法第８１条の２第４項の財政安定化基金拠出金の納付に

要する費用の額

エ　法第８１条の２第９項第２号に規定する財政安定化基金

事業借入金の償還に要する費用の額

オ　保健事業に要する費用の額

カ　その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負

担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事

務の執行に要する費用を除く。）の額

⑵　当該年度におけるアからエまでに掲げる額の合算額

ア　法第７４条の規定による補助金の額

イ　法第７５条の規定により交付を受ける補助金（国民健康

保険事業費納付金の納付に要する費用（広島県の国民健康

保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金

等及び介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限

る。以下このイにおいて同じ。）に係るものを除く。）及

び同条の規定により貸し付けられる貸付金（国民健康保険

事業費納付金の納付に要する費用に係るものを除く。）の

額

ウ　法第７５条の２第１項の国民健康保険保険給付費等交付

金の額

エ　その他本市の国民健康保険に関する特別会計において負

担する国民健康保険事業に要する費用（国民健康保険の事

務の執行に要する費用を除く。）のための収入（法第７２

条の３第１項の規定による繰入金を除く。）の額

　第７条中「その」を「世帯主の」に改める。

　第１０条第１項第２号中「賦課期日」を「当該年度の直前の３

箇年度」に改め，「数」の右に「等を勘案して算定した数」を加

え，同項第３号ア中「賦課期日」を「当該年度の直前の３箇年

度」に改め，「世帯の数」の右に「等を勘案して算定した数」を

加える。

　第１０条の６中「５４万円」を「５８万円」に改める。

　第１０条の６の２各号を次のように改める。

⑴　当該年度における国民健康保険事業費納付金の納付に要す

る費用（広島県の国民健康保険に関する特別会計において負



―１６―　第１０５５号� 平成３０年５月１日広　　島　　市　　報

を「世帯主の」に改める。

　附則第１６条中「世帯主又はその」を「世帯主の」に，「若し

くは」を「又は」に，「同項第１号」を「同条第１項第１号」に

改める。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の第４条の規定は，この条例の施行の日以後の出産に

係る出産育児一時金の支給について適用し，同日前の出産に係

る出産育児一時金の支給については，なお従前の例による。

３　改正後の第５条の規定は，この条例の施行の日以後の死亡に

係る葬祭費の支給について適用し，同日前の死亡に係る葬祭費

の支給については，なお従前の例による。

４　改正後の第６条の２，第６条の３，第１０条，第１０条の

６，第１０条の６の２，第１０条の６の５，第１０条の７，第

１０条の１０及び第１４条並びに附則第３条の規定は，平成３�

０年度以後の年度分の保険料について適用し，平成２９年度分

までの保険料については，なお従前の例による。

５　この条例の施行の際における国民健康保険運営協議会の委員

の定数は，当該委員である者の任期が満了するまでの間，持続

可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部

を改正する法律（平成２７年法律第３１号）附則第５条の規定

により本市に置かれたものとみなされる同法第４条の規定によ

る改正後の国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１�

１条第２項に定める協議会の委員の定数とみなす。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２４号

平成３０年３月２９日

　広島市介護保険条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市介護保険条例の一部を改正する条例

　広島市介護保険条例（平成１２年広島市条例３５号）の一部を

次のように改正する。

　第４条第１項中「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３�

０年度から平成３２年度」に改め，同項第１号中「３万５，２０�

５円」を「３万７，０２０円」に改め，同項第２号中「４万９，２�

８７円」を「５万１，８２８円」に改め，同項第３号中「５万２，�

８０８円」を「５万５，５３０円」に改め，同項第４号中「６万�

３，３６９円」を「６万６，６３６円」に改め，同項第５号中「７�

万４１０円」を「７万４，０４０円」に改め，同項第６号中「７�

万７，４５１円」を「８万１，４４４円」に改め，同号ア中「い

う」を「いい，租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第３�

３条の４第１項若しくは第２項，第３４条第１項，第３４条の２

第１項，第３４条の３第１項，第３５条第１項，第３５条の２第

１項又は第３６条の規定の適用がある場合には，当該合計所得金

額から令第３８条第４項に規定する特別控除額を控除して得た額

とする」に改め，同項第７号中「８万８，０１３円」を「９万２，�

５５０円」に改め，同項第８号中「１０万９，１３６円」を「１�

１万１，０６０円」に改め，同項第９号中「１１万６，１７７円」

第２条　削除

　附則第３条第１項の表第６条の３第１号の項及び第６条の３第

２号の項を次のように改める。

第６条の３
第１号ア

給付に要す
る費用

給付に要する費用（一般被保険者に
係るものに限る。）

支給に要す
る費用

支給に要する費用（一般被保険者に
係るものに限る。）

第６条の３
第１号イ

広島県 広島県が行う国民健康保険の一般被
保険者に係るものに限り，同県

第６条の３
第１号カ

額 額（退職被保険者等に係る療養の給
付に要する費用の額から当該給付に
係る一部負担金に相当する額を控除
した額並びに入院時食事療養費，入
院時生活療養費，保険外併用療養
費，療養費，訪問看護療養費，特別
療養費，移送費，高額療養費及び高
額介護合算療養費の支給に要する費
用の額並びに広島県が行う国民健康
保険の一般被保険者に係る国民健康
保険事業費納付金の納付に要する費
用（広島県の国民健康保険に関する
特別会計において負担する後期高齢
者支援金等及び介護納付金の納付に
要する費用に充てる部分に限る。）
及び退職被保険者等に係る国民健康
保険事業費納付金の納付に要する費
用の額を除く。）

第６条の３
第２号ウ

法第７５条
の２第１項
の国民健康
保険保険給
付費等交付
金

国民健康保険保険給付費等交付金
（法第７５条の２第１項の国民健康
保険保険給付費等交付金をいう。エ
において同じ。）（退職被保険者等
の療養の給付等に要する費用（法第
７０条第１項に規定する療養の給付
等に要する費用をいう。エにおいて
同じ。）に係るものを除く。）

第６条の３
第２号エ

第７２条の
３第１項

附則第９条第１項の規定により読み
替えられた法第７２条の３第１項

繰入金 繰入金及び国民健康保険保険給付費
等交付金（退職被保険者等の療養の
給付等に要する費用に係るものに限
る。）

　附則第３条第１項の表第１０条の６の２第１号の項中

「
額 額から後期高齢者支援金の額に退職被保険者

等所属割合を乗じて得た額を控除した額
� 」

を

「
部分 部分であつて，広島県が行う国民健康保険の

一般被保険者に係るもの
� 」

に

改め，同表第１０条の６の２第２号の項を次のように改める。

第１０条の６
の２第２号イ

第７２条の
３第１項

附則第９条第１項の規定により読
み替えられた法第７２条の３第１
項

　附則第３条第１項の表第１０条の７第２号の項を次のように改

める。

第１０条の７
第２号イ

第７２条の
３第１項

附則第９条第１項の規定により読
み替えられた法第７２条の３第１
項

　附則第３条第２項中「その」を「世帯主の」に改め，同条第６

項中「５４万円」を「５８万円」に改め，同条第７項中「その」
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改め，同項各号を削り，同条第２項中「基準該当訪問入浴介護事

業者」の右に「，基準該当通所介護事業者」を加え，「基準該当

介護予防訪問介護事業者，」を削り，「基準該当通所介護事業

者」とあるのは「基準該当介護予防通所介護事業者」と，「基準

該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「」を「，基準該当短

期入所生活介護事業者」とあるのは「，」に，「基準該当介護予

防訪問介護事業者等」を「基準該当介護予防訪問入浴介護事業者

等」に改め，「介護予防サービス事業者」と」の右に「，「（基

準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「（基準該当介護予

防短期入所生活介護事業者」と」を，「特例介護予防サービス

費」と」の右に「，同条第６項，第８項及び第９項中「基準該当

短期入所生活介護事業者」とあるのは「基準該当介護予防短期入

所生活介護事業者」と，同条第１０項中「基準該当通所介護事業

者及び基準該当短期入所生活介護事業者」とあるのは「基準該当

介護予防短期入所生活介護事業者」と」を加える。

　第６条中「含む。）」の右に「（これらの規定を法第７２条の

２第１項の規定により適用する場合を除く。）」を加える。

　第７条第１項第１号中「第１３条」を「第１６条」に改め，同

項第４号を次のように改める。

⑷　指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する

基準等の一部を改正する省令（平成３０年厚生労働省令第４

号。以下「平成３０年改正省令」という。）附則第２条の規

定によりなおその効力を有するものとされる平成３０年改正

省令第１条の規定による改正前の指定居宅サービス等基準省

令第８４条から第８６条まで及び第８９条第３項

　第７条第１項第５号及び第６号を削る。

　第９条中「含む。）」の右に「（これらの規定を法第７８条の

２の２第１項の規定により適用する場合を除く。）」を加える。

　第１０条第１項第１号中「第４７条まで（第３条の４第２項を

除く。）」を「第３７条まで，第３８条から第４７条まで」に改

め，「（第１３１条第１３項を除く。）」を削り，「第１６条」

を「第１８条」に改め，同項中第２号を削り，第３号を第２号と

し，第４号及び第５号を削る。

　第１３条第１項中「指定居宅介護支援等基準省令第１条の２，

第２章及び第３章」を「次に掲げる規定」に改め，同項に次の各

号を加える。

⑴　指定居宅介護支援等基準省令第１条の２，第２章及び第３

章

⑵　平成３０年改正省令附則第３条

　第１６条第１項第４号を削る。

　第１７条中「含む。）」の右に「（これらの規定を法第１１５

条の２の２第１項の規定により適用する場合を除く。）」を加え

る。

　第１８条第１項第１号中「第１８条」の右に「から第２１条ま

で」を加え，同項第２号を次のように改める。

⑵　平成３０年改正省令附則第４条の規定によりなおその効力

を有するものとされる平成３０年改正省令第４条の規定によ

る改正前の指定介護予防サービス等基準省令第８７条から第

８９条まで及び第９５条第３項

を「１２万５，８６８円」に改め，同項第１０号中「１２万６，７�

３８円」を「１３万６，９７４円」に改め，同項第１１号中「１�

４万８２０円」を「１５万１，７８２円」に改め，同項第１２号

中「１５万４，９０２円」を「１６万６，５９０円」に改め，同項

第１３号中「１６万８，９８４円」を「１８万１，３９８円」に改

め，同条第２項中「前項第１号」を「令第３９条第１項第１号」

に，「平成２７年度から平成２９年度」を「平成３０年度から平

成３２年度」に，「同号」を「前項第１号」に，「３万１，６８�

５円」を「３万３，３１８円」に改める。

　第６条第１項第１号中「収入金額及び合計所得金額」の右に

「（令第３９条第１項第１号から第５号までのいずれかに該当す

る第１号被保険者にあっては，当該合計所得金額から所得税法第

３５条第２項第１号に掲げる金額を控除して得た額（当該額が零

を下回る場合には，零とする。））」を加える。

　第１８条中「第１号被保険者」を「被保険者」に改める。

　附則第１８項中「（昭和３２年法律第２６号）」を削り，附則

第１９項及び第２０項を削る。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の第４条及び第６条第１項の規定は，平成３０年度分

の保険料から適用し，平成２９年度分までの保険料について

は，なお従前の例による。

３　この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２５号

平成３０年３月２９日

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例の一部を

改正する条例

　広島市指定居宅サービス事業設備基準等条例（平成２４年広島

市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「，第７４条第１項」を「（これらの規定を法第７２

条の２第１項の規定により適用する場合を除く。），第７４条第

１項」に，「，第７８条の４第１項」を「（これらの規定を法第

７８条の２の２第１項の規定により適用する場合を除く。），第

７８条の４第１項」に，「，第１１５条の４第１項」を「（これ

らの規定を法第１１５条の２の２第１項の規定により適用する場

合を除く。），第１１５条の４第１項」に改める。

　第２条第１項第３号及び第４号を削る。

　第４条第１項中「次に掲げる規定」を「指定介護予防サービス

等の事業の人員，設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１�

８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介護予防サービス等基準

省令」という。）第５８条から第６１条まで，第１７９条から第

１８５条まで，第２７９条及び第２８０条並びに附則第４条」に
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　広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例（平成２１年広島

市条例第６０号）の一部を次のように改正する。

　別表に次のように加える。

⑷�　法第２７条の２
第１項の承認の申
請に対する審査

汚染土壌処理業譲渡
及び譲受承認申請手
数料

１２０，０００

⑸�　法第２７条の３
第１項の承認の申
請に対する審査

汚染土壌処理業合併
又は分割承認申請手
数料

１２０，０００

⑹�　法第２７条の４
第１項の承認の申
請に対する審査

汚染土壌処理業相続
承認申請手数料

１２０，０００

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２８号

平成３０年３月２９日

　広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例の一部を改正

する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例の一

部を改正する条例

　広島市使用済自動車の引取業者登録等手数料条例（平成１６年

広島市条例第２２号）の一部を次のように改正する。

　別表第９号中「７５，０００」を「６７，０００」に改める。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２９号

平成３０年３月２９日

　広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づく過料に

関する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市難病の患者に対する医療等に関する法律に基づ

く過料に関する条例

第１条　市長は，次の各号のいずれかに該当する者に対し，１０�

万円以下の過料を科する。

⑴　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条

の３８の規定により読み替えて適用する難病の患者に対する

医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号。次号におい

て「法」という。）第１１条第２項の規定による医療受給者

証の返還を求められてこれに応じない者

⑵　正当な理由がなく，法第３５条第１項の規定による報告若

しくは物件の提出若しくは提示をせず，若しくは虚偽の報告

若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし，又は同項の規

定による当該職員の質問に対して，答弁せず，若しくは虚偽

　第１８条第１項第３号から第６号までを削り，同条第２項中

「指定介護予防通所介護事業者，」を削る。

　第２５条第１項第１号中「指定介護療養型医療施設の人員，設

備及び運営に関する基準」を「健康保険法等の一部を改正する法

律附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有する

ものとされる指定介護療養型医療施設の人員，設備及び運営に関

する基準」に改める。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２６号

平成３０年３月２９日

　広島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する

条例

　広島市後期高齢者医療に関する条例（平成２０年広島市条例第

２２号）の一部を次のように改正する。

　第３条第２号中「第５５条第１項」の右に「（法第５５条の２

第２項において準用する場合を含む。）」を加え，「病院等（同

項」を「病院等（法第５５条第１項」に改め，同条第３号中「第

５５条第２項第１号」の右に「（法第５５条の２第２項において

準用する場合を含む。）」を加え，同条第４号中「第５５条第２

項第２号」の右に「（法第５５条の２第２項において準用する場

合を含む。）」を加え，同条に次の１号を加える。

⑸　法第５５条の２第１項の規定の適用を受ける被保険者であ

って，国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第１１�

６条の２第１項又は第２項の規定の適用により本市の区域内

に住所を有するものとみなされた国民健康保険の被保険者で

あった被保険者

　附則中第２項から第４項までを削り，第５項を第２項とする。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の第３条の規定は，この条例の施行の日以後に後期高

齢者医療の被保険者となる者について適用し，同日前に後期高

齢者医療の被保険者となった者については，なお従前の例によ

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第２７号

平成３０年３月２９日

　広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例の一部を改正する

条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市汚染土壌処理業許可等申請手数料条例の一部を

改正する条例
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⒀�　法第１２条の７第
１項の規定に基づく
２以上の事業者によ
る産業廃棄物の処理
に係る特例の認定の
申請に対する審査

２以上の事
業者による
産業廃棄物
の処理に係
る特例認定
申請手数料

１件
につ
き

１４７，０００円

⒁�　法第１２条の７第
７項の規定に基づく
２以上の事業者によ
る産業廃棄物の処理
に係る特例の認定に
係る事項の変更の認
定の申請に対する審
査

２以上の事
業者による
産業廃棄物
の処理に係
る特例変更
認定申請手
数料

１件
につ
き

１３４，０００円

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３２号

平成３０年３月２９日

　広島市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例をここに公

布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市道路占用料徴収条例等の一部を改正する条例

　（広島市道路占用料徴収条例の一部改正）

第１条　広島市道路占用料徴収条例（昭和４９年広島市条例第２�

７号）の一部を次のように改正する。

別表中備考以外の部分を次のように改める。

　別表（第４条関係）

占用物件

占用料

単位
所在地

１級地 ２級地 ３級地

法第３２
条第１項
第１号に
掲げる工
作物

第１種電柱

１本につ
き１年

1,400 900 500

第２種電柱 2,100 1,400 770

第３種電柱 2,800 1,900 1,000

第１種電話柱 1,200 810 450

第２種電話柱 1,900 1,300 720

第３種電話柱 2,700 1,800 990

その他の柱類 120 81 45

共架電線その他上空に設
ける線類 長さ１メ

ートルに
つき１年

12 8 5

地下に設ける電線その他
の線類 7 5 3

路上に設ける変圧器 １個につ
き１年 1,200 790 440

地下に設ける変圧器

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１年

720 480 270

変圧塔その他これに類す
るもの及び公衆電話所 １個につ

き１年

2,400 1,600 900

郵便差出箱及び信書便差
出箱 1,000 680 380

広告塔

表示面積
１平方メ
ートルに
つき１年

13,000 3,500 1,600

その他のもの

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１年

2,400 1,600 900

の答弁をした者

第２条　前条の過料の額は，情状により，市長が定める。

２　前条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定

すべき納付期限は，その発付の日から起算して１０日以上を経

過した日とする。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３０号

平成３０年３月２９日

　広島市旅館業法施行条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市旅館業法施行条例の一部を改正する条例

　広島市旅館業法施行条例（平成２４年広島市条例第６２号）の

一部を次のように改正する。

　第２条の見出し中「ホテル営業」を「旅館･ホテル営業」に改

め，同条中「第１条第１項第１１号」を「第１条第１項第８号」

に改め，第１号を削り，第２号を第１号とし，同条第３号イ中

「が外部から見通せないよう設備されて」を「を外部から見通す

ことができないようにして」に改め，同号を同条第２号とし，同

条第４号を削る。

　第３条を削る。

　第４条中「第１条第３項第７号」を「第１条第２項第７号」

に，「次のとおり」を「前条各号に掲げる基準」に改め，各号を

削り，同条を第３条とする。

　第５条中「第１条第４項第５号」を「第１条第３項第５号」

に，「第２条第２号及び第３号並びに前条第１号」を「第２条各

号」に改め，同条を第４条とする。

　第６条中「から第４条まで」を「及び第３条」に改め，同条を

第５条とし，第７条から第１１条までを１条ずつ繰り上げる。

　附則第３項を削る。

附　則

　この条例は，平成３０年６月１５日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３１号

平成３０年３月２９日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改正する条

例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部を改

正する条例

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）の一部を次のように改正する。

　別表第４中第３０号を第３２号とし，第１３号から第２９号ま

でを２号ずつ繰り下げ，第１２号の次に次の２号を加える。
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アーチ

車道を
横断す
るもの １基につ

き１月

13,000 3,500 1,600

その他
のもの 6,300 1,800 780

令第７条第２号に掲げる工作物 占用面積
１平方メ
ートルに
つき１年

2,400 1,600 900

令第７条第３号に掲げる施設 Ａに0.034を乗じて得た額

令第７条第４号に掲げる工事用施
設及び同条第５号に掲げる工事用
材料

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１月

1,300 350 160

令第７条第６号に掲げる仮設建築
物及び同条第７号に掲げる施設 240 160 90

令第７条
第８号に
掲げる施
設

トンネルの上又は高架の
道路の路面下（当該路面
下の地下を除く。）に設
けるもの

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１年

Ａに0.0�
13を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
15を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
17を乗
じて得
た額

上空に設けるもの Ａに0.024を乗じて得た額

地下（トンネル
の上の地下を除
く。）に設ける
もの

階数が
１のも
の

Ａに0.005を乗じて得た額

階数が
２のも
の

Ａに0.008を乗じて得た額

階数が
３以上
のもの

Ａに0.01を乗じて得た額

その他のもの Ａに0.034を乗じて得た額

令第７条
第９号に
掲げる施
設

建築物

Ａに0.0�
13を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
15を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
17を乗
じて得
た額

その他のもの

Ａに0.0�
09を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
1を乗じ
て得た
額

Ａに0.0�
12を乗
じて得
た額

令第７条
第１０号
に掲げる
施設及び
自動車駐
車場

建築物 Ａに0.024を乗じて得た額

その他のもの

Ａに0.0�
09を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
1を乗じ
て得た
額

Ａに0.0�
12を乗
じて得
た額

令第７条
第１１号
に掲げる
応急仮設
建築物

トンネルの上又は高架の
道路の路面下に設けるも
の

Ａに0.0�
13を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
15を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
17を乗
じて得
た額

上空に設けるもの Ａに0.024を乗じて得た額

その他のもの Ａに0.034を乗じて得た額

令第７条第１２号に掲げる器具 Ａに0.034を乗じて得た額

令第７条
第１３号
に掲げる
施設

トンネルの上又は自動車
専用道路（高架のものに
限る。）の路面下に設け
るもの

Ａに0.0�
13を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
15を乗
じて得
た額

Ａに0.0�
17を乗
じて得
た額

上空に設けるもの Ａに0.024を乗じて得た額

その他のもの Ａに0.034を乗じて得た額

　別表備考の８中「１平方メートル若しくは１メートル」を

「０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル」に，「１平

方メートル又は１メートルとして」を「その全面積若しくは全

長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて」に改める。

（広島市湯来交流体験センター条例等の一部改正）

第２条　次に掲げる条例の規定中「面積が１平方メートル」を

「面積が０．０１平方メートル」に，「面積に１平方メート

ル」を「面積に０．０１平方メートル」に，「１平方メートル

未満は，１平方メートルとみなして」を「その全面積又はその

端数の面積を切り捨てて」に改める。

⑴　広島市湯来交流体験センター条例（平成２０年広島市条

法第３２
条第１項
第２号に
掲げる物
件

外径が0.07メートル未満
のもの

長さ１メ
ートルに
つき１年

51 34 19

外径が0.07メートル以上
0.1メートル未満のもの 72 48 27

外径が0.1メートル以上
0.15メートル未満のもの 110 73 41

外径が0.15メートル以上
0.2メートル未満のもの 140 97 54

外径が0.2メートル以上
0.3メートル未満のもの 220 150 81

外径が0.3メートル以上
0.4メートル未満のもの 290 190 110

外径が0.4メートル以上
0.7メートル未満のもの 510 340 190

外径が0.7メートル以上
１メートル未満のもの 720 480 270

外径が１メートル以上の
もの 1,400 970 540

法第３２条第１項第３号及び第４
号に掲げる施設

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１年

2,400 1,600 900

法第３２
条第１項
第５号に
掲げる施
設

地下街及び
地下室

階数が１の
もの Ａに0.005を乗じて得た額

階数が２の
もの Ａに0.008を乗じて得た額

階数が３以
上のもの Ａに0.01を乗じて得た額

上空に設ける通路 6,300 1,800 1,000

地下に設ける通路 3,800 1,100 520

その他のもの 2,400 1,600 900

法第３２
条第１項
第６号に
掲げる施
設

祭礼，縁日その他の催し
に際し，一時的に設ける
もの

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１日

130 35 16

その他のもの

占用面積
１平方メ
ートルに
つき１月

1,300 350 160

道路法施
行令（昭
和２７年
政令第４�
７９号。
以下「令」
という。）
第７条第
１号に掲
げる物件

看板（アー
チであるも
のを除く。）

一時的に設
けるもの

表示面積
１平方メ
ートルに
つき１月

1,300 350 160

そ
の
他
の
も
の

突出看
板等で
表裏２
面以上
に表示
してい
るもの
及び添
加看板

表示面積
１平方メ
ートルに
つき１年

9,100 2,500 840

その他
のもの 13,000 3,500 1,600

標識 １本につ
き１年 1,900 1,300 720

旗ざお

祭礼，
縁日そ
の他の
催しに
際し，
一時的
に設け
るもの

１本につ
き１日 130 35 16

その他
のもの

１本につ
き１月 1,300 350 160

幕（令第７条第
４号に掲げる工
事用施設である
ものを除く。）

祭礼，
縁日そ
の他の
催しに
際し，
一時的
に設け
るもの

その面積
１平方メ
ートルに
つき１日

130 35 16

その他
のもの

その面積
１平方メ
ートルに
つき１月

1,300 350 160
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項において「新条例」という。）別表の規定は，この条例の施

行の日（以下「施行日」という。）以後に広島市道路占用料徴

収条例第３条に規定する道路の占用の許可，占用の同意又は占

用の協議の成立（以下この項及び次項において「道路占用許可

等」という。）があったものについて適用し，施行日前に道路

占用許可等があったものについては，なお従前の例による。

３　前項の規定にかかわらず，施行日前に道路占用許可等があっ

たもののうち，施行日以後に道路占用許可等に係る占用の期間

が開始するもの又は道路占用許可等に係る占用の期間が１年を

超え，かつ，当該占用の期間が施行日以後にまたがるものにつ

いては，当該占用物件に係る新条例別表に定める占用料の額が

第１条の規定による改正前の広島市道路占用料徴収条例別表に

定める占用料の額より低いときは，施行日以後の占用の期間に

係る占用料については，新条例別表の規定を適用する。

４　施行日前に広島市安佐動物公園条例第５条第１項ただし書若

しくは第７条第２項，広島駅南口地下広場条例第６条第１項，

広島市森林公園条例第８条第１項，広島市西新天地公共広場条

例第４条第１項若しくは第５条第２項又は広島市西蟹屋プロム

ナード条例第４条第１項の規定による許可のあった行為等に係

る使用料については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３３号

平成３０年３月２９日

　広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　第２条第１８号中「の全部又は」を「（以下この号において

「市営住宅等の存していた土地」という。）の全部若しくは」

に，「建設し，又は」を「建設し，若しくは」に改め，「含

む。）」の右に「又は市営住宅等の存していた土地に近接する土

地に，新たに当該除却する市営住宅に代わるべき市営住宅を建設

し，若しくは新たに当該除却する市営住宅及び共同施設に代わる

べき市営住宅及び共同施設を建設する事業（複数の市営住宅の機

能を集約するために行うものに限る。）」を加える。

　第１３条の見出し中「申告」を「申告等」に改め，同条第６項

を同条第７項とし，同条第５項中「第２項」を「第３項」に改

め，同項を同条第６項とし，同条第４項中「第２項」を「第３

項」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３項を同条第４項と

し，同条第２項中「前項の規定による収入の申告」を「第１項の

規定により入居者が申告した収入又は前項の規定により市長が把

握した収入」に改め，「した者」の右に「又は同項の入居者」を

加え，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に次の１項を加え

る。

２　前項の規定にかかわらず，市営住宅の入居者（法第１６条第

４項の国土交通省令で定める者に該当する者に限る。）が前項

例第５６号）別表第２備考

⑵　広島市市民農園条例（平成１０年広島市条例第１００

号）別表第２備考

⑶　広島市安佐動物公園条例（昭和４６年広島市条例第１３

号）別表第３備考

⑷　広島駅南口地下広場条例（平成１１年広島市条例第２０

号）別表第２備考

　（広島市森林公園条例の一部改正）

第３条　広島市森林公園条例（平成元年広島市条例第４３号）の

一部を次のように改正する。

　第９条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第

３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

２　前項の使用料の額に１円未満の端数があるとき，又はその

全額が１円未満であるときは，その端数の額又はその全額を

切り捨てる。

　別表第４備考中「面積が１平方メートル」を「面積が０．

０１平方メートル」に，「面積に１平方メートル」を「面積に

０．０１平方メートル」に，「１平方メートル未満は，１平方

メートルとみなして」を「その全面積又はその端数の面積を切

り捨てて」に改める。

　（広島市西新天地公共広場条例の一部改正）

第４条　広島市西新天地公共広場条例（平成６年広島市条例第１�

４号）の一部を次のように改正する。

　第７条中第３項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加え

る。

３　使用料の額に１円未満の端数があるとき，又はその全額が

１円未満であるときは，その端数の額又はその全額を切り捨

てる。

　別表備考中「面積が１平方メートル」を「面積が０．０１平

方メートル」に，「面積に１平方メートル」を「面積に０．

０１平方メートル」に，「１平方メートル未満は，１平方メー

トルとみなして」を「その全面積又はその端数の面積を切り捨

てて」に改める。

　（広島市西蟹屋プロムナード条例の一部改正）

第５条　広島市西蟹屋プロムナード条例（平成２０年広島市条例

第６４号）の一部を次のように改正する。

　第６条第２項中「前項」を「第１項」に改め，同項を同条第

３項とし，同条第１項の次に次の１項を加える。

２　使用料の額に１円未満の端数があるとき，又はその全額が

１円未満であるときは，その端数の額又はその全額を切り捨

てる。

　別表備考の１中「面積が１平方メートル」を「面積が０．

０１平方メートル」に，「面積に１平方メートル」を「面積に

０．０１平方メートル」に，「１平方メートル未満は，１平方

メートルとみなして」を「その全面積又はその端数の面積を切

り捨てて」に改める。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の広島市道路占用料徴収条例（次
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トル若しくは０．０１メートル未満であるとき，又はその面積若

しくは長さに０．０１平方メートル若しくは０．０１メートル未満

の端数があるときは，その全面積若しくは全長又はその端数の面

積若しくは長さを切り捨てる」に改める。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の第１０条及び別表第５の規定は，この条例の施行の

日以後に都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第５条第１項

若しくは第６条第１項若しくは第３項又は広島市公園条例第４

条第１項若しくは第３項の規定による許可のあった公園の占用

等に係る使用料について適用し，同日前に当該許可のあった公

園の占用等に係る使用料については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３５号

平成３０年３月２９日

　広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例をこ

こに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する

条例

　広島市消防団員等公務災害補償条例（昭和４１年広島市条例第

４３号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「同法第３６条」を「これらの規定を同法第３６条第

８項」に，「及び第３６条」を「及び第３６条第８項」に改め

る。

　第５条第３項中「，第１号」の右に「又は第３号から第６号ま

でのいずれか」を加え，「３３３円を」を「１人につき２１７円

を」に改め，「２６７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する

者がない場合には，そのうち１人については」及び「）を，第３

号から第６号までのいずれかに該当する扶養親族については１人

につき２１７円（非常勤消防団員等に第１号に該当する者及び扶

養親族たる子がない場合には，そのうち１人については３００

円）」を削り，同条第４項中「満１５歳」を「１５歳」に，「満

２２歳」を「２２歳」に改め，「以下」の右に「この項におい

て」を加える。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第

２条及び第５条第４項の改正規定は，公布の日から施行する。

２　改正後の第５条第３項の規定は，この条例の施行の日以後に

支給すべき事由の生じた損害補償（傷病補償年金，障害補償年

金及び遺族補償年金を除く。以下この項において同じ。）並び

に平成３０年４月分以後の月分の傷病補償年金，障害補償年金

及び遺族補償年金について適用し，同日前に支給すべき事由の

生じた損害補償並びに同年３月分以前の月分の傷病補償年金，

障害補償年金及び遺族補償年金については，なお従前の例によ

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３６号

の規定による収入の申告をすること及び第４７条の規定による

報告の請求に応じることが困難な事情にあると市長が認めると

きは，同項の規定による収入の申告をすることを要しない。こ

の場合において，市長は，同条の規定による書類の閲覧の請求

その他の規則で定める方法により当該入居者の収入を把握する

ものとする。

　第１４条第１項ただし書中「ない場合」の右に「（当該入居者

について市長が同条第２項の規定による収入の把握をした場合を

除く。）」を加え，「請求を」を「報告の請求を」に改める。

　第２８条第１項中「ない場合」の右に「（当該入居者について

市長が同条第２項の規定による収入の把握をした場合を除

く。）」を加える。

　第３０条第１項中「による」を「により」に，「した者」を

「した入居者及び同条第２項の規定により市長が収入を把握した

同項の入居者」に改め，同条第２項中「第８条第２項」の右に

「（同条第３項において読み替えて準用する場合を含む。以下こ

の項において同じ。）」を加え，「同項」を「同条第２項」に改

める。

　第３６条及び第３７条中「第１１条」を「第１２条」に改め

る。

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第２

条第１８号，第３６条及び第３７条の改正規定は，公布の日から

施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３４号

平成３０年３月２９日

　広島市公園条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市公園条例の一部を改正する条例

　広島市公園条例（昭和３９年広島市条例第１８号）の一部を次

のように改正する。

　第３条の２に次の１項を加える。

３　令第８条第１項の条例で定める割合は，１００分の５０とす

る。

　第１０条第１項及び第２項中「（その額に１円未満の端数があ

るときは，その端数金額を切り捨てた額）」を削り，同条中第３

項を第４項とし，第２項の次に次の１項を加える。

３　使用料の額に１円未満の端数があるとき，又はその全額が１

円未満であるときは，その端数金額又はその全額を切り捨て

る。

　別表第５の３の項中「１，２００円」を「１，４００円」に，

「１１円」を「１２円」に，「１，３００円」を「１，４００円」

に，「１，５００円」を「１，６００円」に，「２，１００円」を

「２，４００円」に，「１，７００円」を「１，９００円」に改

め，同表備考の３中「その単位に端数が生じたときは，１平方メ

ートル未満は１平方メートルとし，１メートル未満は１メートル

とする」を「占用等に係る面積若しくは長さが０．０１平方メー
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前条第１項
の規定によ
り読み替え
られた第６
条の３第２
号ウ

第７０条第
１項

附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７０条第１項

前条第１項
の規定によ
り読み替え
られた第１�
０条の６の
２第１号

後期高齢者
支援金等

後期高齢者支援金等及び病床転換支
援金等

第１０条の
６の２第２
号ア及び第
１０条の７
第２号ア

第７５条 附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７５条

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の附則第４条の規定は，平成３０年度以後の年度分の

保険料について適用し，平成２９年度分までの保険料について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３７号

平成３０年３月２９日

　広島市病院施設基準等条例の一部を改正する条例をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市病院施設基準等条例の一部を改正する条例

　広島市病院施設基準等条例（平成２４年広島市条例第６１号）

の一部を次のように改正する。

　第１条中「第１２号」の右に「並びに第２項第１号及び第３

号」を加える。

　第３条第１項第１号を次のように改める。

⑴　省令第１９条第２項（省令第４３条の２の規定により読み

替えて適用される場合を含み，省令第４３条の３の規定によ

り読み替えて適用される場合に限る。）及び第５項並びに省

令附則第５２条の２第１項（省令第４３条の３の規定により

読み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み替え

て適用される省令附則第５２条第５項及び第６項（これらの

規定が省令第４３条の３の規定により読み替えて適用される

場合に限る。）並びに省令附則第５３条の２第１項（省令第

４３条の３の規定により読み替えて適用される場合に限

る。）の規定により読み替えて適用される省令附則第５３条

（省令第４３条の３の規定により読み替えて適用される場合

に限る。）

　第３条第１項第２号中「次条第２号において」を「以下」に改

める。

　第４条第１号中「省令」の右に「第４３条の３の規定により読

み替えて適用される省令」を加える。

　本則に次の２条を加える。

平成３０年３月２９日

　広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市国民健康保険条例の一部を改正する条例

　広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号）の一

部を次のように改正する。

　附則第４条第１項中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年

３月３１日」に改め，同項の表第６条の２の項中「第２９条の７

第１項」を「第２９条の７第１項第１号」に改め，同表第６条の

３第１号の項及び第６条の３第２号の項を次のように改める。

第６条の３
第１号イ

第７５条の
７第１項

附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７５条の７第１項

という。）
及び

という。）及び高齢者医療確保法の
規定による病床転換支援金等（以下
「病床転換支援金等」という。）並
びに

第６条の３
第２号イ

第７５条 附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７５条

後期高齢者
支援金等及
び

後期高齢者支援金等及び病床転換支
援金等並びに

　附則第４条第１項の表第１０条の６の２第２号の項及び第１０

条の７第２号の項を次のように改める。

第１０条の
６の２第２
号ア及び第
１０条の７
第２号ア

第７５条 附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７５条

　附則第４条第２項中「平成３０年３月３１日」を「平成３６年

３月３１日」に改め，同項の表前条第１項の規定により読み替え

られた第６条の２の項中「前条第１項の規定により読み替えられ

た」を削り，「第２９条の７第１項」を「第２９条の７第１項第

１号」に，「同令」を「令」に改め，同表前条第１項の規定によ

り読み替えられた第６条の３第１号の項から前条第１項の規定に

より読み替えられた第１０条の７第２号の項までを次のように改

める。

前条第１項
の規定によ
り読み替え
られた第６
条の３第１
号イ

第７５条の
７第１項

附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７５条の７第１項

という。）
及び

という。）及び高齢者医療確保法の
規定による病床転換支援金等（以下
「病床転換支援金等」という。）並
びに

前条第１項
の規定によ
り読み替え
られた第６
条の３第１
号カ

後期高齢者
支援金等及
び

後期高齢者支援金等及び病床転換支
援金等並びに

第６条の３
第２号イ

第７５条 附則第２２条の規定により読み替え
られた法第７５条

後期高齢者
支援金等及
び

後期高齢者支援金等及び病床転換支
援金等並びに
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　附則第１１条の３第５項中「附則第１５条の８第３項」を「附

則第１５条の８第１項」に改め，同項第２号中「附則第１２条第

１７項」を「附則第１２条第８項」に改め，同条第６項中「附則

第１５条の８第４項」を「附則第１５条の８第２項」に，「附則

第１２条第２１項第１号ロ」を「附則第１２条第１２項第１号

ロ」に改め，同条第７項中「附則第１５条の８第５項」を「附則

第１５条の８第３項」に改め，同項第２号中「附則第１２条第２�

４項」を「附則第１２条第１５項」に，「同条第１７項」を「同

条第８項」に改め，同条第８項中「附則第１２条第２６項」を

「附則第１２条第１７項」に改め，同条第９項中「附則第７条第

９項各号」を「附則第７条第８項各号」に改め，同項第４号中

「附則第１２条第３０項」を「附則第１２条第２１項」に改め，

同項第６号中「附則第１２条第３１項」を「附則第１２条第２２

項」に改め，同条第１０項中「附則第７条第１０項各号」を「附

則第７条第９項各号」に改め，同項第５号中「附則第１２条第３�

８項」を「附則第１２条第２９項」に改め，同条第１１項中「附

則第７条第１１項各号」を「附則第７条第１０項各号」に改め，

同条第１２項中「附則第７条第１２項各号」を「附則第７条第１�

１項各号」に改め，同項第５号中「附則第１２条第３８項」を

「附則第１２条第２９項」に改め，同条第１３項中「附則第７条

第１４項」を「附則第７条第１３項」に，「附則第１２条第２６

項」を「附則第１２条第１７項」に改め，同項第５号中「附則第

７条第１４項」を「附則第７条第１３項」に改める。

　附則第１２条の見出し中「平成２７年度から平成２９年度ま

で」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め，同条第５

号及び第６号中「にあつては」を「には」に改める。

　附則第１３条の前の見出し及び同条第１項中「平成２７年度か

ら平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」

に改め，同条第２項及び第３項中「平成２７年度から平成２９年

度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に，「にあつ

ては」を「には」に改め，同条第４項中「平成２７年度から平成

２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に，

「当該課税標準額」を「前年度分の固定資産税の課税標準額」に

改め，同条第５項中「平成２７年度から平成２９年度まで」を

「平成３０年度から平成３２年度まで」に改める。

　附則第１３条の３中「地方税法等の一部を改正する法律（平成

２７年法律第２号）附則第１８条第１項」を「地方税法等の一部

を改正する法律（平成３０年法律第３号）附則第２２条第１項」

に，「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改める。

　附則第１４条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成

２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め

る。

　附則第１９条の前の見出し及び同条第１項中「平成２７年度か

ら平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」

に改め，同条第２項及び第３項中「平成２７年度から平成２９年

度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に，「にあつ

ては」を「には」に改め，同条第４項及び第５項中「平成２７年

度から平成２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度ま

　（療養病床を有する診療所の人員の基準）

第５条　法第２１条第２項第１号の条例で定める員数は，次項及

び第３項に規定するもののほか，次に掲げる規定に規定する員

数とする。

⑴　省令附則第５４条の２第１項（省令第４３条の３の規定に

より読み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み

替えて適用される省令附則第５４条（省令第４３条の３の規

定により読み替えて適用される場合に限る。）及び省令附則

第５５条の２第１項（省令第４３条の３の規定により読み替

えて適用される場合に限る。）の規定により読み替えて適用

される省令附則第５５条（省令第４３条の３の規定により読

み替えて適用される場合に限る。）

⑵　改正省令附則第２３条の２の規定により読み替えて適用さ

れる改正省令附則第２３条（第２号に係る部分に限る。）

２　事務員その他の従業者の員数は，療養病床を有する診療所の

入院患者及び外来患者の数等の実状に応じた適当数とする。

３　第３条第４項の規定は，前項の入院患者及び外来患者の数に

ついて準用する。

　（療養病床を有する診療所の施設の基準）

第６条　法第２１条第２項第３号の条例で定める施設は，次に掲

げる規定に規定する施設とする。

⑴　省令第４３条の３の規定により読み替えて適用される省令

第２１条の４

⑵　改正省令附則第２４条

附　則

　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第３８号

平成３０年３月３１日

　広島市市税条例の一部を改正する条例をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税条例の一部を改正する条例

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）の一部を次

のように改正する。

　第３６条の２第２項中「第２条第２項ただし書」を「第２条第

４項ただし書」に改める。

　第４８条第２項中「第３２１条の８第２４項」を「第３２１条

の８第２６項」に改める。

　第５３条の７中「第２条第２項ただし書」を「第２条第４項た

だし書」に改める。

　第５４条第８項中「第１０条の２の１０」を「第１０条の２の

１２」に改める。

　附則第１１条の２第３項を削り，同条第４項中「附則第１５条

第２項第７号」を「附則第１５条第２項第６号」に改め，同項を

同条第３項とし，同条中第５項を第４項とし，第６項から第１４

項までを１項ずつ繰り上げ，同条第１５項中「附則第１５条の８

第４項」を「附則第１５条の８第２項」に改め，同項を同条第１�

４項とする。
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　第１０条第１項第１号及び第２号中「（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。）」を削り，同条第３項中

「第５条の２」を「第５条の２第１項」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５号

平成３０年３月２９日

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で定める事

務及び情報を定める規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市個人番号の利用に関する条例別表第２の規則で

定める事務及び情報を定める規則の一部を改正する規

則

　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条中第８号を削り，第９号を第８号とし，第１０号から第

１２号までを１号ずつ繰り上げる。

　第２条第４号を削り，同条第５号ケ中「特別児童扶養手当等の

支給に関する法律」の右に「（昭和３９年法律第１３４号）」を

加え，同号を同条第４号とし，同条第６号ア中「徴収金，」を

「徴収金若しくは」に改め，同号を同条第５号とし，同条第７号

ア中「徴収金，」を「徴収金若しくは」に改め，同号を同条第６

号とし，同条第８号ア中「徴収金，」を「徴収金若しくは」に改

め，同号を同条第７号とする。

　第５条第１号中「第１６条第１項」及び「第２８条第２項」の

右に「若しくは第４項」を加え，同条第２号中「及び」の右に

「第５項並びに」を加える。

　第１３条第１号ア中「徴収金，」を「徴収金若しくは」に改

め，同条中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号から第７

号までを１号ずつ繰り上げ，第８号から第１０号までを削り，同

条第１１号中「第２号被保険者」の右に「（同法第９条第２号の

第２号被保険者をいう。以下この条において同じ。）」を加え，

「（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。）」を削り，「次に掲げる」を「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（介護保険法第６８条第１項の未

納医療保険料等をいう。以下この条において同じ。）に関する」

に改め，アからウまでを削り，同号を同条第７号とし，同条第１�

２号中「（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。）」を削り，「次に掲げる」を「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」に改め，アからウまで

を削り，同号を同条第８号とし，同条第１３号中「（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。）」を削り，同号

を同条第９号とし，同条第１４号中「（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。）」を削り，同号を同条第１０

号とし，同条中第１５号を削り，第１６号を第１１号とし，第１�

で」に改める。

　附則第１９条の３中「地方税法等の一部を改正する法律（平成

２７年法律第２号）附則第１８条第１項」を「地方税法等の一部

を改正する法律（平成３０年法律第３号）附則第２２条第１項」

に，「平成２７年度から平成２９年度まで」を「平成３０年度か

ら平成３２年度まで」に改める。

　附則第２０条（見出しを含む。）中「平成２７年度から平成

２９年度まで」を「平成３０年度から平成３２年度まで」に改め

る。

附　則

１　この条例は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の広島市市税条例（附則第４項において「新条例」と

いう。）附則第１２条，第１３条，第１３条の３及び第１４条

の規定は，平成３０年度以後の年度分の固定資産税について適

用し，平成２９年度分までの固定資産税については，なお従前

の例による。

３　平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に取

得された地方税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第

３号）第１条の規定による改正前の地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）附則第１５条第２項第３号に規定する施設又は設

備に対して課する固定資産税については，なお従前の例によ

る。

４　新条例附則第１２条，第１９条，第１９条の３及び第２０条

の規定は，平成３０年度以後の年度分の都市計画税について適

用し，平成２９年度分までの都市計画税については，なお従前

の例による。

規 則
広島市規則第４号

平成３０年３月２９日

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事

務を定める規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で

定める事務を定める規則の一部を改正する規則

　広島市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定める事

務を定める規則（平成２７年広島市規則第７３号）の一部を次の

ように改正する。

　第４条中第２号を削り，第３号を第２号とし，第４号から第７

号までを削る。

　第９条第１号中「第４号から第８号まで」を「第５号から第９

号まで」に改め，同条第３号中「除く。」の右に「次号において

同じ。」を加え，同条中第２０号を第２１号とし，第４号から第

１９号までを１号ずつ繰り下げ，第３号の次に次の１号を加え

る。

⑷　広島市市営住宅等条例第１３条第２項の収入の把握に関す

る事務（市営住宅に係るものに限る。）
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者との意思疎通を図り，情報の収集及び監査の環境の整備に努

めなければならない。ただし，会計監査人が公正不偏の態度及

び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係

の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

⑴　法人の役員（監事を除く。）及び職員

⑵　その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎

通を図るべき者

３　会計監査人は，法第３４条第１項に規定する財務諸表並びに

同条第２項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したと

きは，次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなけ

ればならない。

⑴　会計監査人の監査の方法及びその内容

⑵　財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除

く。以下この号及び次項において同じ。）が法人の財政状

態，運営状況，キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な

点において適正に表示しているかどうかについての意見があ

るときは，次のアからウまでに掲げる意見の区分に応じ，当

該アからウまでに定める事項

ア　無限定適正意見　監査の対象となった財務諸表が地方独

立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる

会計の慣行に準拠して，法人の財政状態，運営状況，キャ

ッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に

表示していると認められる旨

イ　除外事項を付した限定付適正意見　監査の対象となった

財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その

他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して，

法人の財政状態，運営状況，キャッシュ・フローの状況等

を全ての重要な点において適正に表示していると認められ

る旨及び除外事項

ウ　不適正意見　監査の対象となった財務諸表が不適正であ

る旨及びその理由

⑶　前号の意見がないときは，その旨及びその理由

⑷　追記情報

⑸　前各号に掲げるもののほか，利益の処分又は損失の処理に

関する書類，事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び

決算報告書に関して必要な報告

⑹　会計監査報告を作成した日

４　前項第４号に規定する「追記情報」とは，次に掲げる事項そ

の他の事項のうち，会計監査人の判断に関して説明を付する必

要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事

項とする。

⑴　正当な理由による会計方針の変更

⑵　重要な偶発事象

⑶　重要な後発事象

第１０条の次に次の１条を加える。

（事業報告書の作成）

第１１条　法第３４条第２項の規定により規則で定める事項につ

いては，この条の定めるところによる。

２　事業報告書には，次に掲げる事項を記載しなければならな

７号を第１２号とする。

　第１９条第７号中「第９条第１６号」を「第９条第１７号」に

改め，同号を同条第８号とし，同条第６号中「第９条第１５号」

を「第９条第１６号」に改め，同号を同条第７号とし，同条第５

号中「第９条第１４号」を「第９条第１５号」に改め，同号を同

条第６号とし，同条第４号中「第９条第６号」を「第９条第７

号」に改め，同号を同条第５号とし，同条第３号中「第９条第５

号」を「第９条第６号」に改め，同号を同条第４号とし，同条第

２号の次に次の１号を加える。

⑶　広島市個人番号の利用に関する条例別表第１の規則で定め

る事務を定める規則第９条第４号の収入の把握に関する事務

　当該把握に係る市営住宅の入居者又はその同居者に係る次

に掲げる情報

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

イ　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第４５条第１

項の精神障害者保健福祉手帳の交付及び障害の程度に関す

る情報

ウ　生活保護実施関係情報

エ　市町村民税に関する情報

　第２１条中「第６条の２の２第８項」を「第６条の２の２第９

項」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１

条，第２条及び第１３条第１号アの改正規定は，公布の日から施

行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６号

平成３０年３月２９日

　公立大学法人広島市立大学の業務運営並びに財務及び会計に関

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

公立大学法人広島市立大学の業務運営並びに財務及び

会計に関する規則の一部を改正する規則

　公立大学法人広島市立大学の業務運営並びに財務及び会計に関

する規則（平成２２年広島市規則第２８号）の一部を次のように

改正する。

　第１７条を第１９条とし，第１６条を第１８条とし，第１５条

を第１７条とする。

　第１４条中「第４０条第６項」を「第４０条第５項」に改め，

同条を第１６条とし，第１３条を第１５条とし，第１２条を第１�

４条とする。

　第１１条中「第３４条第４項」を「第３４条第３項」に改め，

同条を第１２条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（会計監査報告の作成）

第１３条　法第３５条第１項の規定により規則で定める事項につ

いては，この条の定めるところによる。

２　会計監査人は，その職務を適切に遂行するため，次に掲げる



平成３０年５月１日� 第１０５５号　―２７―広　　島　　市　　報

⑷　法人の役員の職務の遂行に関し，不正の行為又は法令等に

違反する重大な事実があったときは，その事実

⑸　監査のため必要な調査ができなかったときは，その旨及び

その理由

⑹　監査報告を作成した日

（監事の調査の対象となる書類）

第３条　法第１３条第６項第２号の規則で定める書類は，法，地

方独立行政法人法施行令（平成１５年政令第４８６号）及びこ

の規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。

　本則に次の３条を加える。

　（内部組織）

第２０条　法第５６条の２第１号に規定する離職前５年間に在職

していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定

めるものは，現に存する理事長の直近下位の内部組織として市

長が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であ

って再就職者（離職後２年を経過した者を除く。同項において

同じ。）が離職前５年間に在職していたものとする。

２　直近７年間に存し，又は存していた理事長の直近下位の内部

組織（地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第

５４号）の施行の日以後のものに限る。）として市長が定める

ものであって再就職者が離職前５年間に在職していたものが行

っていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である

場合にあっては，他の現内部組織）が行っている場合における

前項の規定の適用については，当該再就職者が離職前５年間に

当該現内部組織に在職していたものとみなす。

　（管理又は監督の地位）

第２１条　法第５６条の２第２号に規定する管理又は監督の地位

として規則で定めるものは，職員の退職管理に関する条例（平

成２７年広島市条例第５３号）第３条に規定する人事委員会規

則で定める職に相当するものとして市長が定めるものとする。

　（業務実績等報告書）

第２２条　法第７８条の２第２項に規定する報告書には，当該報

告書が次の各号に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ当

該各号に定める項目ごとに自ら評価を行った結果を記載しなけ

ればならない。

⑴　事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評

価を行った結果を明らかにした報告書　当該事業年度に係る

年度計画に定めた項目

⑵　中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間にお

ける業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果

を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の

実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかに

した報告書　中期計画に定めた項目

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第７号

平成３０年３月２９日

　地方独立行政法人広島市立病院機構の業務運営並びに財務及び

い。

⑴　法人に関する基礎的な情報

ア　目標，業務内容，沿革，設立に係る根拠法，組織図その

他の法人の概要

イ　事務所（従たる事務所を含む。）の所在地

ウ　資本金の額（前事業年度末からの増減を含む。）

エ　在学する学生の数

オ　役員の氏名，役職，任期，担当及び経歴

カ　常勤職員の数（前事業年度末からの増減を含む。）及び

平均年齢並びに法人への派遣者の数

キ　非常勤職員の数

⑵　財務諸表の要約

⑶　財務情報

ア　財務諸表に記載された事項の概要

イ　重要な施設等の整備等の状況

ウ　予算及び決算の概要

⑷　事業に関する説明

ア　財源の内訳

イ　財務情報及び業務の実績に基づく説明

⑸　その他事業に関する事項

　第８条を削り，第９条を第８条とし，第９条の２を第９条とす

る。

　第６条及び第７条を削り，第５条を第７条とし，第２条から第

４条までを２条ずつ繰り下げ，第１条の次に次の２条を加える。

　（監査報告の作成）

第２条　法第１３条第４項の規定により規則で定める事項につい

ては，この条の定めるところによる。

２　監事は，その職務を適切に遂行するため，次に掲げる者との

意思疎通を図り，情報の収集及び監査の環境の整備に努めなけ

ればならない。この場合において，役員（監事を除く。第１号

及び第５項において同じ。）は，監事の職務の執行のための必

要な体制の整備に留意しなければならない。

⑴　法人の役員及び職員

⑵　その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図

るべき者

３　前項の規定は，監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持

することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認

めるものと解してはならない。

４　監事は，その職務の遂行に当たり，必要に応じ，法人の他の

監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければなら

ない。

５　監査報告には，次に掲げる事項を記載しなければならない。

⑴　監事の監査の方法及びその内容

⑵　法人の業務が，法令等に従って適正に実施されているかど

うか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実

施されているかどうかについての意見

⑶　法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保す

るための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制

の整備及び運用についての意見
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　第８条を次のように改める。

　（業務実績等報告書）

第８条　法第２８条第２項の報告書には，当該報告書が次の表の

左欄に掲げる報告書のいずれに該当するかに応じ，同表の中欄

に掲げる項目ごとに同表の右欄に掲げる事項を記載しなければ

ならない。

１�　事業年
度におけ
る業務の
実績及び
当該実績
について
自ら評価
を行った
結果を明
らかにし
た報告書

当該事業
年度に係
る年度計
画に定め
た項目

⑴�　当該事業年度における業務の実
績。なお，当該業務の実績は，当該
項目が法第２５条第２項第２号に掲
げる事項に係るものである場合には
次のアからエまで，同項第３号から
第５号までに掲げる事項に係るもの
である場合には次のアからウまでに
掲げる事項を明らかにしたものでな
ければならない。
　ア�　中期計画及び年度計画の実施状
況

　イ�　当該事業年度における業務運営
の状況

　ウ�　当該項目に係る指標がある場合
には，当該指標及び当該事業年度
の属する中期目標の期間における
当該事業年度以前の毎年度の当該
指標の数値

　エ�　当該事業年度の属する中期目標
の期間における当該事業年度以前
の毎年度の当該項目に係る財務情
報及び人員に関する情報

⑵�　当該項目が法第２５条第２項第２
号から第５号までに掲げる事項に係
るものである場合には，前号に掲げ
る業務の実績について法人が評価を
行った結果。なお，当該評価を行っ
た結果は，次のアからウまでに掲げ
る事項を明らかにしたものでなけれ
ばならない。
　ア�　評定及び当該評定を付した理由
　イ�　業務運営上の課題が検出された
場合には，当該課題及び当該課題
に対する改善方策

　ウ�　過去の報告書に記載された改善
方策のうちその実施が完了した旨
の記載がないものがある場合に
は，その実施状況

２�　中期目
標の期間
の終了時
に見込ま
れる中期
目標の期
間におけ
る業務の
実績及び
当該実績
について
自ら評価
を行った
結果を明
らかにす
る報告書

中期計画
に定めた
項目

⑴�　中期目標の期間の終了時に見込ま
れる中期目標の期間における業務の
実績。なお，当該業務の実績は，当
該項目が法第２５条第２項第２号に
掲げる事項に係るものである場合に
は次のアからエまで，同項第３号か
ら第５号までに掲げる事項に係るも
のである場合には次のアからウまで
に掲げる事項を明らかにしたもので
なければならない。
　ア�　中期目標及び中期計画の実施状
況

　イ�　当該期間における業務運営の状
況

　ウ�　当該項目に係る指標がある場合
には，当該指標及び当該期間にお
ける毎年度の当該指標の数値

　エ�　当該期間における毎年度の当該
項目に係る財務情報及び人員に関
する情報

⑵�　当該項目が法第２５条第２項第２
号から第５号までに掲げる事項に係

会計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

地方独立行政法人広島市立病院機構の業務運営並びに

財務及び会計に関する規則の一部を改正する規則

　地方独立行政法人広島市立病院機構の業務運営並びに財務及び

会計に関する規則（平成２６年広島市規則第４０号）の一部を次

のように改正する。

　題名を次のように改める。

地方独立行政法人広島市立病院機構の業務運営，財務及び

会計並びに人事管理に関する規則

　第１条中「並びに財務及び会計」を「，財務及び会計並びに人

事管理」に改める。

　第６条及び第７条を削り，第５条を第７条とし，第２条から第

４条までを２条ずつ繰り下げ，第１条の次に次の２条を加える。

　（監査報告の作成）

第２条　法第１３条第４項の規定により規則で定める事項につい

ては，この条の定めるところによる。

２　監事は，その職務を適切に遂行するため，次に掲げる者との

意思疎通を図り，情報の収集及び監査の環境の整備に努めなけ

ればならない。この場合において，役員（監事を除く。第１号

及び第５項において同じ。）は，監事の職務の執行のための必

要な体制の整備に留意しなければならない。

⑴　法人の役員及び職員

⑵　その他監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図

るべき者

３　前項の規定は，監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持

することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認

めるものと解してはならない。

４　監事は，その職務の遂行に当たり，必要に応じ，法人の他の

監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければなら

ない。

５　監査報告には，次に掲げる事項を記載しなければならない。

⑴　監事の監査の方法及びその内容

⑵　法人の業務が，法令等に従って適正に実施されているかど

うか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実

施されているかどうかについての意見

⑶　法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保す

るための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制

の整備及び運用についての意見

⑷　法人の役員の職務の遂行に関し，不正の行為又は法令等に

違反する重大な事実があったときは，その事実

⑸　監査のため必要な調査ができなかったときは，その旨及び

その理由

⑹　監査報告を作成した日

（監事の調査の対象となる書類）

第３条　法第１３条第６項第２号の規則で定める書類は，法，地

方独立行政法人法施行令（平成１５年政令第４８６号）及びこ

の規則の規定に基づき市長に提出する書類とする。
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めなければならない。ただし，会計監査人が公正不偏の態度及

び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係

の創設及び維持を認めるものと解してはならない。

⑴　法人の役員（監事を除く。）及び職員

⑵　その他会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎

通を図るべき者

３　会計監査人は，法第３４条第１項に規定する財務諸表並びに

同条第２項に規定する事業報告書及び決算報告書を受領したと

きは，次に掲げる事項を内容とする会計監査報告を作成しなけ

ればならない。

⑴　会計監査人の監査の方法及びその内容

⑵　財務諸表（利益の処分又は損失の処理に関する書類を除

く。以下この号及び次項において同じ。）が法人の財政状

態，経営成績，キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な

点において適正に表示しているかどうかについての意見があ

るときは，次のアからウまでに掲げる意見の区分に応じ，当

該アからウまでに定める事項

ア　無限定適正意見　監査の対象となった財務諸表が地方独

立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる

会計の慣行に準拠して，法人の財政状態，経営成績，キャ

ッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に

表示していると認められる旨

イ　除外事項を付した限定付適正意見　監査の対象となった

財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その

他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して，

法人の財政状態，経営成績，キャッシュ・フローの状況等

を全ての重要な点において適正に表示していると認められ

る旨及び除外事項

ウ　不適正意見　監査の対象となった財務諸表が不適正であ

る旨及びその理由

⑶　前号の意見がないときは，その旨及びその理由

⑷　追記情報

⑸　前各号に掲げるもののほか，利益の処分又は損失の処理に

関する書類，事業報告書（会計に関する部分に限る。）及び

決算報告書に関して必要な報告

⑹　会計監査報告を作成した日

４　前項第４号に規定する「追記情報」とは，次に掲げる事項そ

の他の事項のうち，会計監査人の判断に関して説明を付す必要

がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項

とする。

⑴　正当な理由による会計方針の変更

⑵　重要な偶発事象

⑶　重要な後発事象

第１１条の次に次の１条を加える。

（事業報告書の作成）

第１２条　法第３４条第２項の規定により規則で定める事項につ

いては，この条の定めるところによる。

２　事業報告書には，次に掲げる事項を記載しなければならな

い。

　�るものである場合には，前号に掲げ
る業務の実績について法人が評価を
行った結果。なお，当該評価を行っ
た結果は，次のアからウまでに掲げ
る事項を明らかにしたものでなけれ
ばならない。

　ア�　評定及び当該評定を付した理由
　イ�　業務運営上の課題が検出された
場合には，当該課題及び当該課題
に対する改善方策

　ウ�　過去の報告書に記載された改善
方策のうちその実施が完了した旨
の記載がないものがある場合に
は，その実施状況

３�　中期目
標の期間
における
業務の実
績及び当
該実績に
ついて自
ら評価を
行った結
果を明ら
かにする
報告書

中期計画
に定めた
項目

⑴�　中期目標の期間における業務の実
績。なお，当該業務の実績は，当該
項目が法第２５条第２項第２号に掲
げる事項に係るものである場合には
次のアからエまで，同項第３号から
第５号までに掲げる事項に係るもの
である場合には次のアからウまでに
掲げる事項を明らかにしたものでな
ければならない。

　ア�　中期目標及び中期計画の実施状
況

　イ�　当該期間における業務運営の状
況

　ウ�　当該項目に係る指標がある場合
には，当該指標及び当該期間にお
ける毎年度の当該指標の数値

　エ�　当該期間における毎年度の当該
項目に係る財務情報及び人員に関
する情報

⑵�　当該項目が法第２５条第２項第２
号から第５号までに掲げる事項に係
るものである場合には，前号に掲げ
る業務の実績について法人が評価を
行った結果。なお，当該評価を行っ
た結果は，次のアからウまでに掲げ
る事項を明らかにしたものでなけれ
ばならない。

　ア�　評定及び当該評定を付した理由
　イ�　業務運営上の課題が検出された
場合には，当該課題及び当該課題
に対する改善方策

　ウ�　過去の報告書に記載された改善
方策のうちその実施が完了した旨
の記載がないものがある場合に
は，その実施状況

２　法人は，前項に規定する報告書を市長に提出したときは，速

やかに，当該報告書をインターネットの利用その他の適切な方

法により公表するものとする。

　第１７条を第１９条とし，第１６条を第１８条とし，第１５条

を第１７条とする。

　第１４条中「第４０条第６項」を「第４０条第５項」に改め，

同条を第１６条とし，第１３条を第１５条とする。

　第１２条中「第３４条第４項」を「第３４条第３項」に改め，

同条を第１３条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（会計監査報告の作成）

第１４条　法第３５条第１項の規定により規則で定める事項につ

いては，この条の定めるところによる。

２　会計監査人は，その職務を適切に遂行するため，次に掲げる

者との意思疎通を図り，情報の収集及び監査の環境の整備に努
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広島市長　　松　井　一　實

職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正す

る規則の一部を改正する規則

　職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則

（昭和６３年広島市規則第９７号）の一部を次のように改正す

る。

　附則第２項中「１００分の８８」を「１００分の８４．７」

に，「１００分の８９」を「１００分の８５．７」に，「１００

分の９０」を「１００分の８６．７」に，「１００分の９１」を

「１００分の８７．７」に，「１００分の９２」を「１００分の

８８．７」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第９号

平成３０年３月２９日

　広島市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市印鑑条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市印鑑条例施行規則（昭和５５年広島市規則第１１０号）

の一部を次のように改正する。

　第２条第２項中「前項の」を「前項本文の」に，「同項」を

「同項本文」に，「に対して提出できる」を「の」に，「掲げる

区役所」を「定める区役所」に改め，同項第１号中「第１６条」

を「第１６条第１項」に，「前項」を「前項本文」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１０号

平成３０年３月２９日

　広島市湯来福祉会館条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市湯来福祉会館条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島市湯来福祉会館条例施行規則（平成１７年広島市規則第１�

０４号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「第６条第５号」を「第６条第４号」に改め，同条第

１号中「から第３号まで」を「及び第２号」に改める。

　第５条第２項中「。次項において「整備省令」という。」を削

り，同条第３項を削る。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１１号

⑴　法人に関する基礎的な情報

ア　目的，業務内容，沿革，設立に係る根拠法，組織図その

他の法人の概要

イ　事務所（従たる事務所を含む。）の所在地

ウ　資本金の額及び出資者ごとの出資額（前事業年度末から

のそれぞれの増減を含む。）

エ　役員の氏名，役職，任期，担当及び経歴

オ　常勤職員の数（前事業年度末からの増減を含む。）及び

平均年齢並びに法人への派遣者の数

⑵　財務諸表の要約

⑶　財務情報

ア　財務諸表に記載された事項の概要

イ　重要な施設等の整備等の状況

ウ　予算及び決算の概要

エ　経費の削減及び効率化に関する目標及びその達成状況

⑷　事業に関する説明

ア　財源の内訳

イ　財務情報及び業務の実績に基づく説明

３　事業報告書には，法第２７条第１項に規定する年度計画に記

載された予算及び当該予算の執行実績を明らかにした資料を添

付するものとする。

　本則に次の２条を加える。

　（内部組織）

第２０条　法第５６条の２第１号に規定する離職前５年間に在職

していた当該一般地方独立行政法人の内部組織として規則で定

めるものは，現に存する理事長の直近下位の内部組織として市

長が定めるもの（次項において「現内部組織」という。）であ

って再就職者（離職後２年を経過した者を除く。同項において

同じ。）が離職前５年間に在職していたものとする。

２　直近７年間に存し，又は存していた理事長の直近下位の内部

組織（地方自治法等の一部を改正する法律（平成２９年法律第

５４号）の施行の日以後のものに限る。）として市長が定める

ものであって再就職者が離職前５年間在職していたものが行っ

ていた業務を現内部組織（当該内部組織が現内部組織である場

合にあっては，他の現内部組織）が行っている場合における前

項の規定の適用については，当該再就職者が離職前５年間に当

該現内部組織に在職していたものとみなす。

　（管理又は監督の地位）

第２１条　法第５６条の２第２号に規定する管理又は監督の地位

として規則で定めるものは，職員の退職管理に関する条例（平

成２７年広島市条例第５３号）第３条に規定する人事委員会規

則で定める職に相当するものとして市長が定めるものとする。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第８号

平成３０年３月２９日

　職員の退職手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の

一部を改正する規則をここに公布する。
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項」に改め，同条第２号中「第４条」を「第４条第１項」に改

め，同条に次の１項を加える。

２　条例第４条第２項の規定により読み替えてその例によるもの

とされた健康保険法施行令（大正１５年勅令第２４３号）第３�

６条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は，前項

の出産育児一時金請求書に同条ただし書に規定する出産である

と市長が認める際に必要となる書類を添付しなければならな

い。

　第１０条の２第２項中「保険医」の右に「又は主治の医師」を

加える。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１�

０条の２第２項の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１４号

平成３０年３月２９日

　広島市土壌汚染対策法施行細則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市土壌汚染対策法施行細則の一部を改正する規則

　広島市土壌汚染対策法施行細則（平成２２年広島市規則第１６

号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項中「第１４条第１項」を「第１７条第１項」に改

める。

　第３条中「法第２２条第１項又は第２３条第１項の規定により

許可を受けた者（以下「許可を受けた者」という。）で，き損」

を「許可証の交付を受けた者で毀損」に，「第１４条第２項」を

「第１７条第２項」に，「き損した」を「毀損した」に改める。

　第４条中「許可を受けた者は，」を「許可証の交付を受けた者

は，当該」に改める。

　第５条第１項中「許可を受けた者は，当該許可の有効期間が満

了した」を「許可証の交付を受けた者は，次の各号のいずれかに

該当することとなった」に，「許可証」を「当該許可証（第２号

の場合にあっては同号に規定する変更の前の事項を記載した許可

証，第３号又は第４号の場合にあってはこれらの号に規定する承

認の前の事項を記載した許可証）」に改め，同項に次の各号を加

える。

⑴　許可証に係る許可の有効期間が満了した場合

⑵　法第２３条第１項の規定により変更の許可を受けた場合

⑶　法第２７条の２第１項の規定により譲渡及び譲受の承認を

受けた場合

⑷　法第２７条の３第１項の規定により分割の承認を受けた場

合

　第５条第２項中「許可を受けた者」を「許可証の交付を受けた

者」に，「該当する」を「該当することとなった」に改め，「遅

滞なく，」の右に「当該」を加え，第５号を削り，同条第３項中

「許可を受けた者が当該」を「許可証の交付を受けた者が当該許

可証に係る」に改め，同条第４項中「許可を受けた者が」を「前

平成３０年３月２９日

　広島市こども療育センター条例施行規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市こども療育センター条例施行規則の一部を改正

する規則

　広島市こども療育センター条例施行規則（昭和４９年広島市規

則第９９号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第２号中「第６条の２の２第５項」を「第６条の

２の２第６項」に改め，同項第３号中「第６条の２の２第６項」

を「第６条の２の２第７項」に改め，同項第４号中「第５条第１�

６項」を「第５条第１８項」に改める。

　第１８条の表中「自動車損害賠償保障保険」を「自動車損害賠

償責任保険」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第

１８条の表の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１２号

平成３０年３月２９日

　広島市皆賀園条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市皆賀園条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市皆賀園条例施行規則（平成１０年広島市規則第９２号）

の一部を次のように改正する。

　第６条中「第３条各号」を「第３条第１号から第３号まで」に

改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１３号

平成３０年３月２９日

　広島市国民健康保険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

広島市国民健康保険規則の一部を改正する規則

　広島市国民健康保険規則（昭和３４年広島市規則第２２号）の

一部を次のように改正する。

　目次及び第１章の章名中「運営協議会」を「協議会」に改め

る。

　第１条中「国民健康保険運営協議会（以下」を「広島市国民健

康保険条例（昭和３４年広島市条例第９号。以下「条例」とい

う。）第２条に規定する協議会（以下単に」に改める。

　第６条中「広島市国民健康保険条例（昭和３４年広島市条例第

９号。以下「」を削り，「」という。）第４条」を「第４条第１
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　第１０条の３第１項及び第１０条の４第１項中「省令」の右に

「第８条の３８の９若しくは」を加える。

　第１０条の５第１項中「，認定」の右に「（法第１２条の７第

１項の認定及び同条第７項の変更の認定を除く。）」を加える。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１７号

平成３０年３月２９日

　広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市営住宅等条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）の一部を次のように改正する。

　第８条第３項中「第１３条第２項」を「第１３条第３項」に，

「同条第４項」を「同条第５項」に改め，同項を同条第４項と

し，同条第２項の次に次の１項を加える。

３　条例第１３条第２項の規則で定める方法は，入居者の雇主，

取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な

書類を閲覧させ，若しくはその内容を記録させることを求める

方法とする。

　第９条第１項中「第１３条第３項」を「第１３条第４項」に改

め，同条第２項中「第１３条第４項」を「第１３条第５項」に改

める。

　第１０条第１項中「第１３条第５項」を「第１３条第６項」に

改め，同条第２項中「第１３条第６項」を「第１３条第７項」に

改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１８号

平成３０年３月２９日

　消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

消防局長に対する事務委任に関する規則の一部を改正

する規則

　消防局長に対する事務委任に関する規則（昭和３４年広島市規

則第７１号）の一部を次のように改正する。

　本則中第１０６号を第１９９号とし，第１０２号から第１０５

号までを９３号ずつ繰り下げ，第１０１号の次に次の９３号を加

える。

（102）　高圧ガス保安法（昭和２６年法律第２０４号）第５条第１

項並びに一般高圧ガス保安規則（昭和４１年通商産業省令第

５３号）第３条，液化石油ガス保安規則（昭和４１年通商産

項の規定により許可証を提出した者が」に，「前項」を「同項」

に，「許可を受けた者から」を「その者から」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１５号

平成３０年３月２９日

　広島市旅館業法施行条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市旅館業法施行条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島市旅館業法施行条例施行規則（昭和５５年広島市規則第２�

３号）の一部を次のように改正する。

　第３条中「次条第１項の許可証」を「保健所長が必要と認める

書類」に改め，同条に次の２項を加える。

３　第１項の規定により承認を申請した者は，その承認を受けた

ときは，合併又は分割に関する登記をした後速やかに，その承

認前の事項を記載した許可証に保健所長が必要と認める書類を

添えて保健所長に提出しなければならない。

４　第２項の規定により承認を申請した者は，その承認を受けた

ときは，速やかに，その承認前の事項を記載した許可証を保健

所長に提出しなければならない。

　第５条中「届出書に前条第１項の許可証を添えて」を「届出書

を」に改め，同条に後段として次のように加える。

この場合において，当該届出が前条第１項の許可証の記載事

項の変更に係るものであるとき，又は営業の廃止に係るもので

あるときは，当該許可証を添付しなければならない。

　第６条第１項中「第９条第５号ク」を「第８条第５号ク」に改

め，同条第２項中「第９条第５号ス」を「第８条第５号ス」に改

める。

　第８条第１項中「第４条の２第２号」を「第４条の２第３項第

２号」に改め，同条第２項を削る。

附　則

　この規則は，平成３０年６月１５日から施行する。ただし，第

３条の改正規定，同条に２項を加える改正規定，第５条の改正規

定及び同条に後段を加える改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１６号

平成３０年３月２９日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改

正する規則

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する規則（昭和４７年広島市

規則第４０号）の一部を次のように改正する。
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（117）　高圧ガス保安法第１９条第１項並びに一般高圧ガス保安規

則第２７条及び液化石油ガス保安規則第２８条に規定する第

１種貯蔵所の位置，構造又は設備の変更の工事の実施の申請

書の受理及び許可に関すること。

（118）　高圧ガス保安法第１９条第２項に規定する軽微な変更の工

事の実施の届出の受理に関すること。

（119）　高圧ガス保安法第１９条第４項に規定する第２種貯蔵所の

位置，構造又は設備の変更の工事の実施の届出の受理に関す

ること。

（120）　高圧ガス保安法第２０条第１項本文及び第３項本文並びに

一般高圧ガス保安規則第３１条，液化石油ガス保安規則第３�

２条及び冷凍保安規則第２１条に規定する完成検査の申請書

の受理，検査及び完成検査証の交付並びに同法第２０条第１

項ただし書及び第３項各号に規定する完成検査の受検の届出

の受理に関すること。

（121）　高圧ガス保安法第２０条第４項並びに一般高圧ガス保安規

則第３４条，液化石油ガス保安規則第３５条及び冷凍保安規

則第２４条に規定する完成検査の結果報告書の受理に関する

こと。

（122）　高圧ガス保安法第２０条の４に規定する高圧ガスの販売の

事業の届出の受理に関すること。

（123）　高圧ガス保安法第２０条の４の２第２項に規定する販売業

者の地位の承継の届出の受理に関すること。

（124）　高圧ガス保安法第２０条の５第２項の規定により，同条第

１項の規定により周知させ，又は周知の方法を改善すべきこ

とを勧告すること。

（125）　高圧ガス保安法第２０条の５第３項の規定により，同条第

２項の規定による勧告に従わなかつた旨を公表すること。

（126）　高圧ガス保安法第２０条の６第２項の規定により法令の基

準に従つて高圧ガスの販売をすべきことを命ずること。

（127）　高圧ガス保安法第２０条の７に規定する販売をする高圧ガ

スの種類の変更の届出の受理に関すること。

（128）　高圧ガス保安法第２１条第１項に規定する高圧ガスの製造

の開始又は廃止の届出の受理に関すること。

（129）　高圧ガス保安法第２１条第２項に規定する高圧ガスの製造

の事業の廃止の届出の受理に関すること。

（130）　高圧ガス保安法第２１条第３項に規定する高圧ガスの製造

の廃止の届出の受理に関すること。

（131）　高圧ガス保安法第２１条第４項に規定する第１種貯蔵所又

は第２種貯蔵所の用途の廃止の届出の受理に関すること。

（132）　高圧ガス保安法第２１条第５項に規定する高圧ガスの販売

の事業の廃止の届出の受理に関すること。

（133）　高圧ガス保安法第２２条第１項本文並びに一般高圧ガス保

安規則第４５条，液化石油ガス保安規則第４５条及び冷凍保

安規則第３１条に規定する輸入検査の申請書の受理，検査及

び輸入検査合格証の交付並びに同項第１号に規定する輸入検

査の受検の届出の受理に関すること。

（134）　高圧ガス保安法第２２条第２項並びに一般高圧ガス保安規

則第４６条の２，液化石油ガス保安規則第４５条の５及び冷

業省令第５２号）第３条及び冷凍保安規則（昭和４１年通商

産業省令第５１号）第３条に規定する高圧ガスの製造の申請

書の受理及び許可に関すること。

（103）　高圧ガス保安法第５条第２項に規定する高圧ガスの製造の

届出の受理に関すること。

（104）　高圧ガス保安法第９条の規定により同法第５条第１項の規

定による許可を取り消すこと。

（105）　高圧ガス保安法第１０条第２項に規定する第１種製造者の

地位の承継の届出の受理に関すること。

（106）　高圧ガス保安法第１０条の２第２項（同法第２４条の２第

２項において準用する場合を含む。）に規定する第２種製造

者又は特定高圧ガス消費者の地位の承継の届出の受理に関す

ること。

（107）　高圧ガス保安法第１１条第３項の規定により法令の基準に

適合するように第１種製造者の製造のための施設を修理し，

改造し，若しくは移転し，又は法令の基準に従つて高圧ガス

の製造をすべきことを命ずること。

（108）　高圧ガス保安法第１２条第３項の規定により法令の基準に

適合するように第２種製造者の製造のための施設を修理し，

改造し，若しくは移転し，又は法令の基準に従つて高圧ガス

の製造をすべきことを命ずること。

（109）　高圧ガス保安法第１４条第１項並びに一般高圧ガス保安規

則第１４条，液化石油ガス保安規則第１５条及び冷凍保安規

則第１６条に規定する第１種製造者の製造のための施設の位

置，構造若しくは設備の変更の工事の実施又は製造をする高

圧ガスの種類若しくは製造の方法の変更の申請書の受理及び

許可に関すること。

（110）　高圧ガス保安法第１４条第２項に規定する軽微な変更の工

事の実施の届出の受理に関すること。

（111）　高圧ガス保安法第１４条第４項に規定する第２種製造者の

製造のための施設の位置，構造若しくは設備の変更の工事の

実施又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法の変

更の届出の受理に関すること。

（112）　高圧ガス保安法第１５条第２項の規定により法令の基準に

従つて高圧ガスを貯蔵すべきことを命ずること。

（113）　高圧ガス保安法第１６条第１項（同条第３項の規定により

みなして適用する場合を含む。）並びに一般高圧ガス保安規

則第２０条及び液化石油ガス保安規則第２１条に規定する第

１種貯蔵所の設置の申請書の受理及び許可に関すること。

（114）　高圧ガス保安法第１７条第２項に規定する第１種貯蔵所の

設置の許可を受けた者の地位の承継の届出の受理に関するこ

と。

（115）　高圧ガス保安法第１７条の２第１項（同条第２項において

準用する同法第１６条第３項の規定によりみなして適用する

場合を含む。）に規定する第２種貯蔵所の設置の届出の受理

に関すること。

（116）　高圧ガス保安法第１８条第３項の規定により法令の基準に

適合するように，第１種貯蔵所又は第２種貯蔵所を修理し，

改造し，又は移転すべきことを命ずること。
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（149）　高圧ガス保安法第３５条第３項並びに一般高圧ガス保安規

則第８１条，液化石油ガス保安規則第７９条及び冷凍保安規

則第４２条に規定する保安検査の結果報告書の受理に関する

こと。

（150）　高圧ガス保安法第３６条第２項に規定する同条第１項の事

態を発見した旨の届出の受理に関すること。

（151）　高圧ガス保安法第３８条第１項の規定により同法第５条第

１項若しくは第１６条第１項の規定による許可を取り消し，

又は期間を定めて高圧ガスの製造若しくは貯蔵の停止を命ず

ること。

（152）　高圧ガス保安法第３８条第２項の規定により期間を定めて

高圧ガスの製造，貯蔵，販売又は消費の停止を命ずること。

（153）　高圧ガス保安法第３９条の規定により同条各号に掲げる措

置をすること。

（154）　高圧ガス保安法第３９条の１１第１項に規定する完成検査

の記録の届出の受理に関すること。

（155）　高圧ガス保安法第３９条の１１第２項に規定する保安検査

の記録の届出の受理に関すること。

（156）　高圧ガス保安法第４１条第２項及び高圧ガス保安法施行令

（平成９年政令第２０号）第１８条第２項第２号の規定によ

り法令の基準に従つて容器の製造をすべきことを命ずるこ

と。

（157）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第４４条第１項及び容器保安規則（昭和４�

１年通商産業省令第５０号）第４条に規定する容器検査の申

請書の受理及び検査に関すること。

（158）　高圧ガス保安法第４５条第１項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号の規定により容器に刻印をすること。

（159）　高圧ガス保安法第４５条第２項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号の規定により容器に標章を掲示するこ

と。

（160）　高圧ガス保安法第４８条第５項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号の規定により許可をすること。

（161）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第４号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第４９条第１項に規定する容器再検査に関

すること。

（162）　高圧ガス保安法第４９条第１項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第５号の規定により容器検査所の登録を行う

こと。

（163）　高圧ガス保安法第４９条第３項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第４号の規定により容器に刻印をすること。

（164）　高圧ガス保安法第４９条第４項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第４号の規定により容器に標章を掲示するこ

と。

（165）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第６号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第４９条の２第１項及び容器保安規則第１�

４条に規定する附属品検査の申請書の受理及び検査に関する

こと。

（166）　高圧ガス保安法第４９条の３第１項，高圧ガス保安法施行

凍保安規則第３１条の４に規定する輸入検査の結果報告書の

受理に関すること。

（135）　高圧ガス保安法第２２条第３項の規定により輸入された高

圧ガス又はその容器の廃棄その他の必要な措置をとるべきこ

とを命ずること。

（136）　高圧ガス保安法第２４条の２第１項に規定する特定高圧ガ

スの消費の届出の受理に関すること。

（137）　高圧ガス保安法第２４条の３第３項の規定により法令の基

準に適合するように特定高圧ガス消費者の消費のための施設

を修理し，改造し，若しくは移転し，又は法令の基準に従つ

て特定高圧ガスの消費をすべきことを命ずること。

（138）　高圧ガス保安法第２４条の４第１項に規定する消費のため

の施設の位置，構造若しくは設備の変更の工事の実施又は消

費をする特定高圧ガスの種類若しくは消費の方法の変更の届

出の受理に関すること。

（139）　高圧ガス保安法第２４条の４第２項に規定する特定高圧ガ

スの消費の廃止の届出の受理に関すること。

（140）　高圧ガス保安法第２６条第１項に規定する危害予防規程の

制定又は変更の届出の受理に関すること。

（141）　高圧ガス保安法第２６条第２項の規定により危害予防規程

の変更を命ずること。

（142）　高圧ガス保安法第２６条第４項の規定により危害予防規程

を守るべきこと又は第１種製造者の従業者に危害予防規程を

守らせるため必要な措置をとるべきことを命じ，又は勧告す

ること。

（143）　高圧ガス保安法第２７条第２項の規定により保安教育計画

の変更を命ずること。

（144）　高圧ガス保安法第２７条第５項の規定により保安教育計画

を忠実に実行し，又は第２種製造者等の従業者に保安教育を

施し，若しくはその内容若しくは方法を改善すべきことを勧

告すること。

（145）　高圧ガス保安法第２７条の２第５項（同法第２７条の４第

２項，第２８条第３項及び第３３条第３項において準用する

場合を含む。）に規定する保安統括者，冷凍保安責任者，販

売主任者，取扱主任者又は保安統括者若しくは冷凍保安責任

者の代理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。

（146）　高圧ガス保安法第２７条の２第６項（同法第２７条の３第

３項において準用する場合を含む。）に規定する保安技術管

理者，保安係員，保安主任者又は保安企画推進員の選任又は

解任の届出の受理に関すること。

（147）　高圧ガス保安法第３４条の規定により保安統括者等若しく

はその代理者，販売主任者又は取扱主任者の解任を命ずるこ

と。

（148）　高圧ガス保安法第３５条第１項本文並びに一般高圧ガス保

安規則第７９条第４項から第６項まで，液化石油ガス保安規

則第７７条第４項から第６項まで並びに冷凍保安規則第４０

条第３項及び第４項に規定する保安検査の申請書の受理，検

査及び保安検査証の交付並びに同法第３５条第１項第１号に

規定する保安検査の受検の届出の受理に関すること。
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第１８条第２項第３号及び第６号の規定により容器（同法第

５６条第４項に規定する附属品が装置される容器を含む。次

号において同じ。）をくず化し，その他容器又は附属品とし

て使用することができないように処分すべきことを命ずるこ

と。

（179）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第３号及び第６号の

規定に基づく高圧ガス保安法第５６条第２項（同条第４項に

おいて読み替えて準用する場合を含む。）並びに容器保安規

則第６９条及び第７０条に規定する容器の規格不適合の報告

書の受理に関すること。

（180）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第５６条の２に規定する容器再検査又は附

属品再検査の業務の廃止の届出の受理に関すること。

（181）　高圧ガス保安法第５６条の４第３項（同法第５６条の６の

１４第４項において準用する場合及び同法第５６条の８第３

項において読み替えて準用する場合を含む。）に規定する特

定設備検査合格証，特定設備基準適合証又は指定設備認定証

の再交付の申請の経由に関すること。

（182）　高圧ガス保安法第６１条第１項に規定する業務に関する報

告の徴収に関すること。

（183）　高圧ガス保安法第６２条第１項の規定により職員に高圧ガ

スの製造をする者の事務所等への立入検査等をさせること。

（184）　高圧ガス保安法第６３条第１項の規定による同項各号に掲

げるときに該当した場合の届出の受理に関すること。

（185）　高圧ガス保安法第６３条第２項の規定による災害発生の日

時，場所及び原因，高圧ガスの種類及び数量，被害の程度そ

の他必要な事項に関する報告を命ずること。

（186）　高圧ガス保安法第６４条に規定する高圧ガスによる災害が

発生したときにおける現状変更の指示に関すること。

（187）　高圧ガス保安法第７４条第１項に規定する広島県公安委員

会等に対する通報に関すること。

（188）　高圧ガス保安法第７４条第２項に規定する警察官による通

報の受理に関すること。

（189）　高圧ガス保安法第７４条第３項に規定する消防吏員等によ

る通報の受理に関すること。

（190）　高圧ガス保安法第７４条第４項に規定する経済産業大臣へ

の報告に関すること。

（191）　高圧ガス保安法第７６条第１項に規定する聴聞（同法第３�

８条及び第５３条の規定による命令に係るものに限る。）に

関すること。

（192）　一般高圧ガス保安規則第７９条第２項ただし書及び液化石

油ガス保安規則第７７条第２項ただし書に規定する休止届書

の受理に関すること。

（193）　一般高圧ガス保安規則第９６条，液化石油ガス保安規則第

９４条及び冷凍保安規則第６６条に規定する収去証の交付に

関すること。

（194）　容器保安規則第３６条第１項の規定により放射線検査を行

い，及び同条第２項の規定により放射線検査に合格した容器

に打刻等により文字を明示すること。

令第１８条第２項第６号及び容器保安規則第１８条の規定に

より附属品に刻印等をすること。

（167）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第７号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第４９条の４第１項に規定する附属品再検

査に関すること。

（168）　高圧ガス保安法第４９条の４第３項，高圧ガス保安法施行

令第１８条第２項第７号及び容器保安規則第３８条の規定に

より附属品に刻印等をすること。

（169）　高圧ガス保安法第４９条の３０（同法第４９条の３３第２

項において読み替えて準用する場合を含む。）の規定により

製造した容器（同条第１項の承認に係る型式の容器を含

む。）又は附属品（当該承認に係る型式の附属品を含む。）

の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品の装置され

た容器に充塡した高圧ガスによる災害の拡大を防止するため

必要な措置をとるべきことを命じ，又は請求すること。

（170）　高圧ガス保安法第４９条の３５の規定により輸入した容器

又は附属品の回収を図ることその他当該容器又は当該附属品

の装置された容器に充塡した高圧ガスによる災害の拡大を防

止するため必要な措置をとるべきことを命ずること。

（171）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第５０条第３項並びに容器保安規則第３０

条から第３２条まで及び国際相互承認に係る容器保安規則

（平成２８年経済産業省令第８２号）第２１条から第２３条

までに規定する容器検査所の登録若しくはその更新の申請書

の受理，登録若しくはその更新又は容器検査所登録票の交付

若しくは返納の受理に関すること。

（172）　高圧ガス保安法第５０条第４項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第８号の規定により容器検査所において容器

再検査又は附属品再検査を行うことができる容器又は附属品

の種類を制限すること。

（173）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第８号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第５２条第２項に規定する検査主任者の選

任又は解任の届出の受理に関すること。

（174）　高圧ガス保安法第５２条第４項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第８号の規定により検査主任者の解任を命ず

ること。

（175）　高圧ガス保安法第５３条及び高圧ガス保安法施行令第１８

条第２項第８号の規定により同法第５０条第１項の規定によ

る容器検査所の登録を取り消し，又は期間を定めて容器再検

査若しくは附属品再検査の停止を命ずること。

（176）　高圧ガス保安法施行令第１８条第２項第３号の規定に基づ

く高圧ガス保安法第５４条第１項及び容器保安規則第９条に

規定する容器に充塡しようとする高圧ガスの種類又は圧力の

変更の申請書の受理に関すること。

（177）　高圧ガス保安法第５４条第２項及び高圧ガス保安法施行令

第１８条第２項第３号の規定により容器に刻印等をし，及び

当該容器にされていた刻印等を抹消すること。

（178）　高圧ガス保安法第５６条第１項（同条第４項において読み

替えて準用する場合も含む。）並びに高圧ガス保安法施行令
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５条（第３条及び第４条」に，「申請書の提出」を「申請書，届

出書又は報告書の提出又は経由」に改め，同条を第７条とし，第

５条を第６条とする。

　第４条中「前条」を「第２条」に改め，同条を第５条とする。

　第３条の次に次の１条を加える。

　（容器再検査等の申請）

第４条　高圧ガス保安法第４９条第１項の容器再検査を受けよう

とする者は，市長に申請しなければならない。

２　高圧ガス保安法第４９条の４第１項の附属品再検査を受けよ

うとする者は，市長に申請しなければならない。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２０号

平成３０年３月３０日

　広島市表彰条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布す

る。

広島市長　　松　井　一　實

広島市表彰条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市表彰条例施行規則（昭和２７年広島市規則第１号）の一

部を次のように改正する。

　第２条第３号中「教育委員会」の右に「の教育長，教育委員

会」を加える。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２１号

平成３０年３月３０日

　広島市事務組織規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市事務組織規則の一部を改正する規則

　広島市事務組織規則（昭和５５年広島市規則第５号）の一部を

次のように改正する。

　第３条第２項中「消費生活センター」の右に「，地域共生社会

推進室」を加える。

　第４条第１項中「個人番号係」及び「分権・行政改革推進課」

を削り，
「調整係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「行

　　　　　企画係」
を「企画調整係」に，「情報政策部」を

政経営部

行政経営課」
に，「組織管理係」を「定数管理係」に，「健康福

祉企画課」を「健康福祉・地域共生社会課」に，「監査指導室」

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「医療政策課

　　　　　　　　　　　　　　
「保健医療課

　　　　　地域医療

　　　　　　　　　　　　　　　
　保健医療係

　　　　医務係

を
「地域共生社会推進室　　　　

　市立病院係
　
を
　　薬務係

　　監査指導室　　　　」
に，
　
　保健予防係

　　　　市立病院

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康推進課

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第１９号

平成３０年３月２９日

　広島市火薬類取締法，高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安

の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則の一部を改正する

規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市火薬類取締法，高圧ガス保安法及び液化石油ガ

スの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細

則の一部を改正する規則

　広島市火薬類取締法，高圧ガス保安法及び液化石油ガスの保安

の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則（平成１２年広島

市規則第８４号）の一部を次のように改正する。

　第１条中「及び冷凍保安規則」を「，冷凍保安規則」に改め，

「昭和４１年通商産業省令第５１号）」の右に「，容器保安規則

（昭和４１年通商産業省令第５０号）及び国際相互承認に係る容

器保安規則（平成２８年経済産業省令第８２号）」を加える。

　第９条を第１１条とする。

　第８条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，第２項の

次に次の１項を加える。

３　市長は，高圧ガス保安法第４４条第１項の容器検査若しくは

同法第４９条第１項の容器再検査において容器を合格とすると

き，同法第４９条の２第１項の附属品検査若しくは同法第４９

条の４第１項の附属品再検査において附属品を合格とすると

き，又は同法第５４条第１項に規定する容器が同法第４４条第

４項の規格に適合すると認めるときは，所定の通知書を申請者

に交付するものとする。

　第８条を第９条とし，同条の次に次の１条を加える。

　（立入検査の証票等）

第１０条　法第４３条第４項の証票，高圧ガス保安法第６２条第

６項の証票及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に

関する法律第８３条第８項の証明書の様式は，市長が別に定め

る。

　第７条中「第４条」を「第５条」に改め，「除く。）」の右に

「，同表の指定都市の長の項に該当するもの」を加え，同条を第

８条とする。

　第６条中「第４条の」を「第５条の」に改め，同条ただし書中

「第６５条」の右に「，高圧ガス保安法第５６条の４第３項（同

法第５６条の６の１４第４項において準用する場合及び同法第５�

６条の８第３項において読み替えて準用する場合を含む。）」を

加え，「第７９条第３項」を「第７９条第４項」に，「第７７条

第３項」を「第７７条第４項」に，「又は第４条（第３条」を

「，容器保安規則第４条，第９条，第１４条，第２３条，第３０

条第１項，第３１条第１項，第３５条，第３９条，第６９条若し

くは第７０条，国際相互承認に係る容器保安規則第１４条，第２�

１条第１項，第２２条第１項，第２６条若しくは第２９条又は第
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　第８条第１項中第３号を削り，第４号を第３号とし，第５号か

ら第１８号までを１号ずつ繰り上げる。

　第９条第１項中「健康福祉企画課」を「健康福祉・地域共生社

会課」に改め，第６号を削り，第７号を第６号とし，第８号から

第１２号までを１号ずつ繰り上げ，同項第１３号中「課」の右に

「，地域共生社会推進室」を加え，同号を同項第１２号とし，同

条第１６項第２号中「医療関係施設，薬事関係施設及び」を削

り，同項第３号を削り，同項第４号中「医療，薬事，」及び「及

び食品衛生（病院及び診療所の給食施設に関連するものに限

る。）」を削り，同号を同項第３号とし，同項中第５号から第７

号までを削り，第８号を第４号とし，第９号から第１５号までを

４号ずつ繰り上げ，同項に次の１号を加える。

⑿　住宅宿泊事業に関すること。

　第９条第１６項を同条第１８項とする。

　第９条第１５項第２号及び第６号中「環境衛生課」を「医療政

策課」に改め，同項を同条第１７項とし，同条中第１４項を第１�

６項とし，同条第１３項中「保健部保健医療課」を「保健部医療

政策課」に改め，同項第１号及び第２号中「保健衛生行政」を

「医療行政」に，「高齢福祉部高齢福祉課」を「高齢福祉部地域

包括ケア推進課」に改め，同項中第５号を削り，第６号を第５号

とし，第７号を第６号とし，同号の次に次の１号を加える。

⑺　医療関係施設及び薬事関係施設の許認可に関すること。

　第９条第１３項第８号から第１３号までを次のように改める。

⑻　医療法人の認可等に関すること。

⑼　生活保護法に基づく指定医療機関に関すること。

⑽　医療，薬事及び食品衛生（病院及び診療所の給食施設に関

連するものに限る。）に係る監視，指導及び規制に関するこ

と。

⑾　死体解剖保存法（昭和２４年法律第２０４号）に基づく死

体の解剖及び保存に関すること。

⑿　毒物及び劇物販売業等の登録等に関すること。

⒀　毒物及び劇物販売業等に係る監視，指導及び規制に関する

こと。

　第９条第１３項中第１４号及び第１５号を削り，第１６号を第

１４号とし，第１７号を削り，第１８号を第１５号とし，第１９

号から第２１号までを３号ずつ繰り上げ，同項第２２号中「食品

保健課」を「健康推進課，食品保健課」に改め，同号を同項第１�

９号とし，同項を同条第１４項とし，同項の次に次の１項を加え

る。

１５　保健部健康推進課の分掌事務は，次のとおりとする。

⑴　保健衛生行政の企画及び調整に関すること（高齢福祉部の

高齢福祉課及び地域包括ケア推進課，障害福祉部の障害福祉

課及び精神保健福祉課並びにこども未来局こども・家庭支援

課の所掌に属するものを除く。）。

⑵　保健衛生行政の調査及び統計に関すること（高齢福祉部の

高齢福祉課及び地域包括ケア推進課，障害福祉部の障害福祉

課及び精神保健福祉課並びにこども未来局こども・家庭支援

課の所掌に属するものを除く。）。

⑶　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

　　　　　　　　　　　　　　　　保健指導係」　　　保健指導

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　保健予防

係

　　
に改め，

「医務係　
を削り，「花と緑の施策係」を

「花と緑

係　　　　　　薬務係」　　　　　　　　　　　　　　　全国都

係

係」

の施策係

市緑化フェア推進係」
に改める。

　第６条中第３項を削り，第４項を第３項とし，第５項を第４項

とし，第６項を第５項とし，同条第７項中第１１号を削り，第１�

２号を第１１号とし，第１３号を第１２号とし，同項を同条第６

項とし，同条中第８項を第７項とし，第９項を第８項とし，第１�

０項を第９項とし，同項の次に次の１項を加える。

１０　行政経営部行政経営課の分掌事務は，次のとおりとする。

⑴　行政運営の改革及び改善に係る調査，企画及び総合調整に

関すること。

⑵　行政組織及び職務権限に関すること。

⑶　公益的法人等の設立，運営等に係る総合調整に関するこ

と。

⑷　事務事業の検証及び見直しに関すること。

⑸　指定管理者制度に関すること。

⑹　公民連携の推進に関すること。

⑺　公共施設等マネジメントの推進に関すること。

⑻　地方分権及び大都市制度に関すること。

⑼　公立大学法人広島市立大学に関すること。

⑽　部の庶務に関すること。

⑾　課の庶務に関すること。

　第６条第１１項中「情報政策部情報政策課」を「行政経営部情

報政策課」に改め，第３号を削り，第４号を第３号とし，同条第

１２項中「情報政策部情報システム課」を「行政経営部情報シス

テム課」に改め，同条第１３項第１号中「行政組織，」及び「及

び職務権限」を削る。

　第７条第８項第２号中「，第５号及び次項第１号」を「及び第

５号並びに次項第２号及び第４号」に改め，同項第３号中「配

当」の右に「（特別滞納整理課の所掌に属するものを除く。）」

を加え，同項第５号中「徴収受託」の右に「（特別滞納整理課の

所掌に属するものを除く。）」を加え，同条第９項第１号中「市

長が定める基準に適合する」及び「徴収（滞納整理等に関するこ

とに限る。）及び」を削り，同項に次の３号を加える。

⑵　市長が定める基準に適合する徴収金の徴収（滞納整理等に

関することに限る。）に関すること。

⑶　下水道事業受益者負担金等の納期前納付に係る報奨金の交

付に関すること。

⑷　市長が定める基準に適合する徴収金の徴収嘱託及び徴収受

託に関すること。
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第４号を第５号とし，第３号の次に次の１号を加える。

⑷　中小企業に対する経営の支援に関すること。

　第１２条第４項中第２号から第４号までを削り，第５号を第２

号とし，第６号を第３号とし，同条第５項第３号中「関東圏企業

誘致センター」を「中小企業の金融」に改め，同項第４号中「及

び関東圏企業誘致センター」を削る。

　第１４条第１項第２０号中「青崎地区区画整理事務所及び」を

削り，同条第５項中第２４号を第２７号とし，第２３号を第２５

号とし，同号の次に次の１号を加える。

�　青崎地区区画整理事務所に関すること。

　第１４条第５項中第２２号を第２４号とし，第３号から第２１

号までを２号ずつ繰り下げ，第２号の次に次の２号を加える。

⑶　広島西飛行場跡地の整備に係る総合調整に関すること。

⑷　広島西飛行場跡地の整備に係る道路の事業計画，新設工事

及び改良工事に関すること。

　第１５条第５項第１号中「都市整備調整課」を「都市機能調整

部」に改め，同条第７項第１号及び第２号中「都市整備局西風新

都整備部」を「都市整備局の都市機能調整部及び西風新都整備

部」に改め，同項第６号中「都市整備局西風新都整備部」を「都

市整備局の都市機能調整部及び西風新都整備部」に，「及び」を

「並びに」に改める。

　第２０条中「所長を，」の右に「地域共生社会推進室及び」を

加える。

　第２３条第１項第１号中「，東区役所」，「（東区役所を除

く。）」，「及び西区役所」，「維持係（東区役所に限る。）」

及び
「第一整備係（東区役所に限る。）

　　　第二整備係（東区役所に限る。）」
を削り，同項第２号中

「第三保護係（安芸区役所を除く。）」を「第三保護係（安佐南

区役所に限る。）」に改め，同号を同項第３号とし，同項第１号

の次に次の１号を加える。

⑵　東区役所

市民部

区政調整課

地域起こし推進課

市民課

住民係

戸籍係

保険年金課

厚生部

地域支えあい課

地域包括支援係

地域支援第一係

地域支援第二係

福祉課

高齢介護係

児童福祉係

障害福祉係

生活課

管理係

（平成１０年法律第１１４号）に基づく指定医療機関に関す

ること。

⑷　感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律

に基づく医療費等の支給及び給付決定に関すること。

⑸　予防接種及び健康診査等に係る費用の支給に関すること

（こども未来局こども・家庭支援課の所掌に属するものを除

く。）。

⑹　感染症の予防に関すること。

⑺　感染症発生時における消毒に関すること。

⑻　歯科保健に関すること（こども未来局こども・家庭支援課

の所掌に属するものを除く。）。

⑼　精神保健及び精神障害者の福祉に係る申請等の受付に関す

ること（障害福祉部精神保健福祉課，区役所厚生部及び精神

保健福祉センターの所掌に属するものを除く。）。

⑽　難病対策に関すること。

⑾　健康づくりセンターに関すること。

⑿　保健センターに対する保健予防及び保健指導に係る技術指

導及び技術援助に関すること（精神保健福祉センターの所掌

に属するものを除く。）。

⒀　保健師の保健活動の総合調整等に関すること。

　第９条中第１２項を第１３項とし，第１１項を第１２項とし，

同条第１０項第１０号中「乳幼児等医療」を「こども医療」に改

め，同項を同条第１１項とし，同条中第９項を第１０項とし，第

４項から第８項までを１項ずつ繰り下げ，同条第３項第２号中

「こと」の右に「（保健部医療政策課の所掌に属するものを除

く。）」を加え，同項中第９号を削り，第１０号を第９号とし，

第１１号を第１０号とし，第１２号を第１１号とし，第１３号を

削り，第１４号を第１２号とし，第１５号を第１３号とし，第１�

６号を第１４号とし，同項を同条第４項とし，同条中第２項を第

３項とし，第１項の次に次の１項を加える。

２　地域共生社会推進室の分掌事務は，次のとおりとする。

⑴　地域共生社会の実現に向けた企画及び総合調整に関するこ

と（他課等の所掌に関するものを除く。）。

⑵　地域福祉計画に関すること。

⑶　社会福祉行政に関する調査及び企画に関すること。

⑷　福祉のまちづくりに関すること。

⑸　福祉事業基金及び地域福祉基金に関すること。

⑹　福祉事務所との連絡調整に関すること。

　第１０条第４項第６号中「区役所厚生部保健福祉課」の右に

「（東区役所にあつては，東区役所厚生部地域支えあい課）」を

加える。

　第１２条第１項第１１号中「計量検査所」の右に「，ひろしま

プロモーションセンター」を加え，同項第１３号中「課」の右に

「及びひろしまプロモーションセンター」を加え，同条第３項中

第９号を第１１号とし，第８号を第１０号とし，第７号を第８号

とし，同号の次に次の１号を加える。

⑼　公益財団法人広島市産業振興センターに対する指導調整に

関すること。

　第１２条第３項中第６号を第７号とし，第５号を第６号とし，
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すること。

�　健康診断受診者証の交付申請の受付及び同受診者証の交

付に関すること。

�　原爆被爆者に対する葬祭料等の支給に関すること。

�　原爆被爆者に対する医療特別手当，特別手当，原子爆弾

小頭症手当，健康管理手当，保健手当及び介護手当その他

原爆被爆者援護に関する申請又は届出の受付に関するこ

と。

�　原爆被爆者に係る相談事業及び健康づくり事業の実施に

関すること。

�　広島原爆養護ホームへの入所及び通所に関すること。

�　その他原爆被爆者の厚生指導及び援護措置に関するこ

と。

�　母子及び児童に係る健康増進に関すること。

�　母子及び児童に係る保健及び療育の指導に関すること。

�　母子及び児童に係る歯科保健指導に関すること。

�　母子及び児童に係る栄養改善指導に関すること。

�　母子に係る健康診査に関すること。

�　不妊治療費助成事業の申請の受付に関すること。

�　地域子育て支援センターに関すること。

�　難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の保健及び福祉に

係る相談及び指導に関すること。

�　精神保健及び精神障害者の福祉の相談及び指導に関する

こと（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

�　精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること

（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

�　その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること

（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

�　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療

保護入院に係る市長の入院同意に関すること。

�　こども家庭相談コーナーに関すること。

�　課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。

�　その他社会福祉及び健康の増進に関すること（福祉課及

び生活課の所掌に属するものを除く。）。

�　部の庶務に関すること。

�　課の庶務に関すること。

福祉課

⑴　老人福祉法の規定による福祉の措置及びこれに伴う費用

の賦課徴収並びにこれらに伴う相談，調査及び指導に関す

ること。

⑵　児童福祉法，母子及び父子並びに寡婦福祉法，身体障害

者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による福祉の措置並

びに児童福祉法の規定による保育の実施及び母子保護の実

施並びにこれらに伴う相談，調査及び指導に関すること。

⑶　高齢者等住宅改修費補助に関すること。

⑷　老人集会所等の管理運営に関すること。

⑸　高齢者配食サービスその他高齢者等に係る福祉の増進に

関すること。

⑹　介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

第一保護係

第二保護係

第三保護係

建設部

維持管理課

管財係

維持係

建築課

施設係

建築係

地域整備課

第一整備係

第二整備係

　第２３条第４項中「各区役所」の右に「（東区役所を除

く。）」を加え，同項生活課の分掌事務第２４号中「中区役

所，」を削り，同項保健福祉課の分掌事務第１０号中「乳幼児等

医療」を「こども医療」に改め，同条中第７項を第８項とし，第

６項を第７項とし，同条第５項地域整備課の分掌事務第１号中

「都市整備局都市整備調整課」を「都市整備局都市機能調整部」

に改め，同項を同条第６項とし，同条第４項の次に次の１項を加

える。

５　東区役所厚生部の各課の分掌事務は，次のとおりとする。

地域支えあい課

⑴　社会福祉行政の遂行に必要な調査に関すること。

⑵　民生委員・児童委員に関すること。

⑶　保健衛生の推進に係る団体との連絡調整に関すること。

⑷　地域保健・医療・福祉推進事業に関すること（福祉課及

び生活課の所掌に属するものを除く。）。

⑸　公衆衛生推進組織の育成に関すること。

⑹　地域包括支援センターに関すること。

⑺　健康増進法に基づく健康手帳の交付に関すること。

⑻　老人福祉団体の育成その他高齢者の生きがい対策の推進

に関すること。

⑼　高齢者虐待の防止に関すること。

⑽　介護保険法に規定する介護予防・日常生活支援総合事業

に関すること（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

⑾　介護保険法の規定による在宅医療・介護連携推進事業に

関すること。

⑿　成人及び高齢者に係る健康増進に関すること。

⒀　成人及び高齢者に係る保健及び療養の指導に関するこ

と。

⒁　成人及び高齢者に係る歯科保健指導に関すること。

⒂　成人及び高齢者に係る栄養改善指導に関すること。

⒃　成人及び高齢者に係る健康診断に関すること。

⒄　予防接種に関すること。

⒅　疾病の予防に関すること。

⒆　高齢者の地域保健・医療・福祉推進事業に関すること。

⒇　保健・医療・福祉総合相談窓口に関すること。

�　被爆者健康手帳の交付申請の受付及び同手帳の交付に関
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及び特定地域型保育事業に係る情報の提供，相談，助言，

あつせん及び利用の要請に関すること。

�　子ども・子育て支援法の規定による実費徴収に係る補足

給付事業に関すること（市立幼稚園に係るものを除

く。）。

�　障害者総合支援法の規定による介護給付費等の支給決定

に関すること。

�　障害者総合支援法の規定による補装具費の支給（支弁に

関する事務を除く。）に関すること。

�　障害者総合支援法の規定による自立支援給付に係る支弁

（補装具費以外の給付に係る支弁にあつては，償還払いに

限る。）に関すること。

�　こども医療，ひとり親家庭等医療及び重度心身障害者医

療の資格認定，医療費等の支給に関すること。

�　母子・父子自立支援員，手話相談員，身体障害者相談員

及び知的障害者相談員に関すること。

�　児童手当，子ども手当及び遺児福祉手当等の資格認定及

び支給に関すること。

�　児童扶養手当の受給世帯に係る特定者用定期乗車券購入

証明書及び製造たばこの小売販売業の許可申請に係る証明

書の交付に関すること。

�　児童扶養手当に関する認定請求，届出等の受理，審査及

び決定（認定請求に係る決定を除く。）並びに証書の交付

に関すること。

�　特別児童扶養手当に関する認定請求，届出等の受理及び

審査並びに証書の交付に関すること。

�　子育て短期支援事業の登録及び利用の決定に関するこ

と。

�　児童福祉施設徴収金（母子生活支援施設の入所に伴う負

担金及び保育料に限る。）の賦課に関すること。

�　保育料の徴収（滞納整理等に関することを除く。）並び

に児童福祉施設徴収金及びこれに係る延滞金の収納に関す

ること。

�　保育料の口座振替に関すること。

�　保育料に係る過誤納金の還付又は充当に関すること。

�　保育料に係る督促に関すること。

�　保育料の不納欠損処分に関すること。

�　保育料の納付に係る諸証明に関すること。

�　母子福祉資金，父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け

に関すること。

�　母子福祉資金，父子福祉資金及び寡婦福祉資金並びにこ

れらに係る附帯金の収納に関すること。

�　母子家庭自立支援給付金，父子家庭自立支援給付金等の

支給申請の受付に関すること。

�　障害者住宅整備資金の貸付申請の受付に関すること。

�　障害者住宅改造費補助に関すること。

�　重度身体障害者入浴サービス事業に関すること。

�　身体障害者手帳及び療育手帳の交付申請の受付及び交付

に関すること。

に関すること（地域支えあい課の所掌に属するものを除

く。）。

⑺　原爆被爆者に対する老人福祉措置負担金の助成に関する

こと。

⑻　介護保険被保険者の資格の得喪及び届出事項の変更並び

に被保険者証の交付に関すること。

⑼　介護保険料の賦課及び徴収（滞納整理等に関することを

除く。）に関すること。

⑽　介護保険被保険者台帳に関すること。

⑾　介護保険の給付に関すること。

⑿　要介護・要支援認定に関すること。

⒀　介護保険被保険者の資格及び所得の調査に関すること。

⒁　介護保険料及び過誤給付返還金並びにこれらに係る附帯

金の収納に関すること。

⒂　介護保険料の減免に関すること。

⒃　介護保険に係る諸証明に関すること。

⒄　介護保険の給付事由が第三者の行為によつて生じた場合

の届出の受付に関すること。

⒅　介護保険料に係る過誤納金の還付又は充当に関するこ

と。

⒆　介護保険料に係る督促に関すること。

⒇　介護保険料の不納欠損処分に関すること。

�　介護保険の統計に関すること。

�　介護保険料の納付の奨励に関すること。

�　後期高齢者医療の資格認定及び医療費の支給に関する申

請等の受付等に関すること。

�　後期高齢者医療保険料の徴収（滞納整理等に関すること

を除く。）に関すること。

�　後期高齢者医療被保険者の資格及び所得の調査に関する

こと。

�　後期高齢者医療保険料及びこれに係る附帯金の収納に関

すること。

�　後期高齢者医療保険料の減免に関すること。

�　後期高齢者医療に係る諸証明に関すること。

�　後期高齢者医療保険料に係る過誤納金の還付又は充当に

関すること。

�　後期高齢者医療保険料に係る督促に関すること。

�　後期高齢者医療保険料の不納欠損処分に関すること。

�　後期高齢者医療の統計に関すること。

�　後期高齢者医療保険料の納付の奨励に関すること。

�　児童福祉法の規定による障害児通所給付費等の支給決定

に関すること。

�　児童福祉法の規定による障害児通所給付費，障害児入所

給付費等の支弁（償還払いに限る。）に関すること。

�　子ども・子育て支援法の規定による子どものための教

育・保育給付に係る支給認定に関すること（市立幼稚園に

係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関する事

項の通知に関することを除く。）。

�　子ども・子育て支援法の規定による特定教育・保育施設
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すること。

�　精神障害者に係る各種証明書の発行に関すること。

�　精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること

（地域支えあい課の所掌に属するものを除く。）。

�　その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること

（地域支えあい課の所掌に属するものを除く。）。

�　児童福祉団体，母子・父子福祉団体，身体障害者福祉団

体及び知的障害者福祉団体との連絡に関すること。

�　障害者，児童，母子及び父子の地域保健・医療・福祉推

進事業に関すること。

�　障害者総合支援法の規定による自立支援医療費の支給認

定（精神通院医療に係るものにあつては，精神通院医療の

要否の判定に関する事務を除く。）に関すること。

�　課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。

�　その他障害者，児童，母子及び父子に係る福祉の増進に

関すること。

�　課の庶務に関すること。

生活課

⑴　生活保護法の規定による措置費の支弁に関すること。

⑵　生活保護法の規定による保護の決定及び実施並びにこれ

に伴う相談，調査及び指導に関すること。

⑶　生活保護法に規定する指定医療機関に係る連絡調整に関

すること。

⑷　生活保護法による要保護世帯への生活福祉資金貸付に係

る意見書に関すること。

⑸　生活保護法に規定する就労自立給付金の支給に関するこ

と。

⑹　生活保護世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書の交

付に関すること。

⑺　行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

⑻　死体解剖保存法の規定による死体の交付に関すること。

⑼　献血の推進に関すること。

⑽　地域福祉センター及び福祉センターの管理運営に関する

こと。

⑾　地域防災計画に基づく災害応急救助に関すること。

⑿　災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に係る調査並びに

災害援護資金の貸付けに係る調査及び申請の受付に関する

こと。

⒀　被災者生活再建支援金の支給に係る申請の受付に関する

こと。

⒁　日本赤十字社地区に関すること。

⒂　厚生部が管理する庁舎の維持管理に関すること。

⒃　課の所掌事務に関する諸統計に関すること。

⒄　課の庶務に関すること。

　第２４条第１項第４６号中「乳幼児等医療費」を「こども医療

費」に改め，同項第５２号中「（昭和６０年法律第３４号）」を

削り，同条第２項第１２号中「乳幼児等医療費」を「こども医療

費」に改める。

　第２６条第１項中「設置された福祉事務所」の右に「（東福祉

�　身体障害者，身体障害児，知的障害者及び知的障害児に

係る各種証明書の発行に関すること。

�　身体障害者世帯等に係る寝具の乾燥消毒事業に関するこ

と。

�　障害者有料道路通行料金割引証の交付に関すること。

�　特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障

害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一

部を改正する法律の規定による福祉手当の支給に関するこ

と。

�　重度心身障害者介護手当の支給に関すること。

�　心身障害者扶養共済制度への加入申込みの受付に関する

こと。

�　手話奉仕員，要約筆記奉仕員及び盲ろう者通訳介助者の

派遣に関すること。

�　移動支援事業及び社会参加支援ガイドヘルパーの派遣に

関すること。

�　地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業に関す

ること。

�　身体障害者の自動車運転免許取得費用及び自動車改造費

用の助成に関すること。

�　重度心身障害者福祉タクシー乗車券の交付に関するこ

と。

�　障害者福祉バス運行事業の受付に関すること。

�　身体障害者に係る施設入所者就職支度金の支給に関する

こと。

�　知的障害者に係る施設通所者交通費助成に関すること。

�　視覚障害者あて文書への点字サービス事業に関するこ

と。

�　在宅重度心身障害者に対する訪問診査事業に関するこ

と。

�　身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による措

置費負担金の賦課徴収に関すること。

�　身体障害者世帯及び知的障害者世帯への生活福祉資金貸

付に係る意見書に関すること。

�　売春防止法の規定による要保護女子の保護更生に関する

こと。

�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律の規定による被害者の相談及び自立支援に関すること。

�　未熟児養育医療及び療育給付の給付決定に関すること。

�　小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関す

ること。

�　小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関するこ

と。

�　特定医療費支給認定の申請の受付に関すること。

�　精神保健及び精神障害者の福祉の相談及び指導に関する

こと（地域支えあい課の所掌に属するものを除く。）。

�　精神障害者通院医療費補助に係る受給者証の発行に関す

ること。

�　精神障害者保健福祉手帳の交付申請の受付及び交付に関
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関する事務を除く。）に関すること。

⑿　障害者総合支援法の規定による自立支援給付に係る支弁

（補装具費以外の給付に係る支弁にあつては，償還払いに

限る。）に関すること。

⒀　こども医療，ひとり親家庭等医療及び重度心身障害者医

療の資格認定，医療費等の支給に関すること。

⒁　母子・父子自立支援員，手話相談員，身体障害者相談員

及び知的障害者相談員に関すること。

⒂　児童手当，子ども手当及び遺児福祉手当等の資格認定及

び支給に関すること。

⒃　児童扶養手当の受給世帯に係る特定者用定期乗車券購入

証明書及び製造たばこの小売販売業の許可申請に係る証明

書の交付に関すること。

⒄　児童扶養手当に関する認定請求，届出等の受理，審査及

び決定（認定請求に係る決定を除く。）並びに証書の交付

に関すること。

⒅　特別児童扶養手当に関する認定請求，届出等の受理及び

審査並びに証書の交付に関すること。

⒆　子育て短期支援事業の登録及び利用の決定に関するこ

と。

⒇　児童福祉施設徴収金（母子生活支援施設の入所に伴う負

担金に限る。）の賦課に関すること。

�　児童福祉施設徴収金及びこれに係る延滞金の収納に関す

ること。

�　母子福祉資金，父子福祉資金及び寡婦福祉資金の貸付け

に関すること。

�　母子福祉資金，父子福祉資金及び寡婦福祉資金並びにこ

れらに係る附帯金の収納に関すること。

�　母子家庭自立支援給付金，父子家庭自立支援給付金等の

支給申請の受付に関すること。

�　障害者住宅整備資金の貸付申請の受付に関すること。

�　障害者住宅改造費補助に関すること。

�　重度身体障害者入浴サービス事業に関すること。

�　身体障害者手帳及び療育手帳の交付申請の受付及び交付

に関すること。

�　身体障害者，身体障害児，知的障害者及び知的障害児に

係る各種証明書の発行に関すること。

�　身体障害者世帯等に係る寝具の乾燥消毒事業に関するこ

と。

�　障害者有料道路通行料金割引証の交付に関すること。

�　特別児童扶養手当等の支給に関する法律の規定による障

害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一

部を改正する法律の規定による福祉手当の支給に関するこ

と。

�　重度心身障害者介護手当の支給に関すること。

�　心身障害者扶養共済制度への加入申込みの受付に関する

こと。

�　手話奉仕員，要約筆記奉仕員及び盲ろう者通訳介助者の

派遣に関すること。

事務所を除く。）」を加え，生活課の分掌事務中「第三保護係

（」の右に「安佐北区役所，」を，「安芸区役所」の右に「及び

佐伯区役所」を加え，「中区役所及び西区役所」を「中区役所」

に改め，同条第４項中「第１項」の右に「（東福祉事務所にあつ

ては，第２項）」を加え，同項を同条第６項とし，同条中第３項

を第５項とし，同条第２項中「福祉事務所」の右に「（東福祉事

務所を除く。）」を加え，保健福祉課の分掌事務第９号中「乳幼

児等医療」を「こども医療」に改め，同項を同条第３項とし，同

項の次に次の１項を加える。

４　東福祉事務所は，東区役所厚生部の分掌事務のうち次に掲げ

る事務を所掌する。

地域支えあい課

⑴　社会福祉行政の遂行に必要な調査に関すること。

⑵　民生委員・児童委員に関すること。

⑶　地域保健・医療・福祉推進事業に関すること（福祉課及

び生活課の所掌に属するものを除く。）。

⑷　高齢者の地域保健・医療・福祉推進事業に関すること。

⑸　保健・医療・福祉総合相談窓口に関すること。

⑹　こども家庭相談コーナーに関すること。

⑺　課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。

⑻　その他社会福祉の増進に関すること（福祉課及び生活課

の所掌に属するものを除く。）。

福祉課

⑴　老人福祉法の規定による福祉の措置及びこれに伴う費用

の賦課徴収並びにこれらに伴う相談，調査及び指導に関す

ること。

⑵　児童福祉法，母子及び父子並びに寡婦福祉法，身体障害

者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による福祉の措置並

びに児童福祉法の規定による保育の実施及び母子保護の実

施並びにこれらに伴う相談，調査及び指導に関すること。

⑶　高齢者等住宅改修費補助に関すること。

⑷　高齢者配食サービスその他高齢者等に係る福祉の増進に

関すること。

⑸　児童福祉法の規定による障害児通所給付費等の支給決定

に関すること。

⑹　児童福祉法の規定による障害児通所給付費，障害児入所

給付費等の支弁（償還払いに限る。）に関すること。

⑺　子ども・子育て支援法の規定による子どものための教

育・保育給付に係る支給認定に関すること（市立幼稚園に

係る利用者負担額の算定及び当該利用者負担額に関する事

項の通知に関することを除く。）。

⑻　子ども・子育て支援法の規定による特定教育・保育施設

及び特定地域型保育事業に係る情報の提供，相談，助言，

あつせん及び利用の要請に関すること。

⑼　障害者総合支援法の規定による介護給付費等の支給決定

に関すること。

⑽　障害者総合支援法の規定による自立支援医療費（更生医

療に係るものに限る。）の支給認定に関すること。

⑾　障害者総合支援法の規定による補装具費の支給（支弁に
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地域支えあい課

地域包括支援係

福祉課

高齢介護係

児童福祉係

障害福祉係

生活課

管理係

第一保護係

第二保護係

第三保護係

　第２８条第１項中「設置された保健センター」の右に「（広島

市東保健センターを除く。）」を加え，同条第４項中「第１項」

の右に「（広島市東保健センターにあつては，第２項）」を加

え，同項を同条第６項とし，同条中第３項を第５項とし，同条第

２項中「保健センター」の右に「（広島市東保健センターを除

く。）」を加え，同項を同条第３項とし，同項の次に次の１項を

加える。

４　広島市東保健センターは，東区役所厚生部の分掌事務のうち

次に掲げる事務を所掌する。

地域支えあい課

⑴　保健衛生の推進に係る団体との連絡調整に関すること。

⑵　地域保健・医療・福祉推進事業に関すること（福祉課及

び生活課の所掌に属するものを除く。）。

⑶　公衆衛生推進組織の育成に関すること。

⑷　健康増進法に基づく健康手帳の交付に関すること。

⑸　成人及び高齢者に係る健康増進に関すること。

⑹　成人及び高齢者に係る保健及び療養の指導に関するこ

と。

⑺　成人及び高齢者に係る歯科保健指導に関すること。

⑻　成人及び高齢者に係る栄養改善指導に関すること。

⑼　成人及び高齢者に係る健康診断に関すること。

⑽　予防接種に関すること。

⑾　疾病の予防に関すること。

⑿　高齢者の地域保健・医療・福祉推進事業に関すること。

⒀　保健・医療・福祉総合相談窓口に関すること。

⒁　母子及び児童に係る健康増進に関すること。

⒂　母子及び児童に係る保健及び療育の指導に関すること。

⒃　母子及び児童に係る歯科保健指導に関すること。

⒄　母子及び児童に係る栄養改善指導に関すること。

⒅　母子に係る健康診査に関すること。

⒆　不妊治療費助成事業の申請の受付に関すること。

⒇　地域子育て支援センターに関すること。

�　難病患者及び小児慢性特定疾病児童等の保健及び福祉に

係る相談及び指導に関すること。

�　精神保健及び精神障害者の福祉の相談及び指導に関する

こと（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

�　精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること

（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

�　移動支援事業及び社会参加支援ガイドヘルパーの派遣に

関すること。

�　地域活動支援センター事業及び日中一時支援事業に関す

ること。

�　身体障害者の自動車運転免許取得費用及び自動車改造費

用の助成に関すること。

�　重度心身障害者福祉タクシー乗車券の交付に関するこ

と。

�　障害者福祉バス運行事業の受付に関すること。

�　身体障害者に係る施設入所者就職支度金の支給に関する

こと。

�　知的障害者に係る施設通所者交通費助成に関すること。

�　視覚障害者あて文書への点字サービス事業に関するこ

と。

�　在宅重度心身障害者に対する訪問診査事業に関するこ

と。

�　身体障害者福祉法及び知的障害者福祉法の規定による措

置費負担金の賦課徴収に関すること。

�　身体障害者世帯及び知的障害者世帯への生活福祉資金貸

付に係る意見書に関すること。

�　売春防止法の規定による要保護女子の保護更生に関する

こと。

�　配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法

律の規定による被害者の相談及び自立支援に関すること。

�　児童福祉団体，母子・父子福祉団体，身体障害者福祉団

体及び知的障害者福祉団体との連絡に関すること。

�　障害者，児童，母子及び父子の地域保健・医療・福祉推

進事業に関すること。

�　課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。

�　その他障害者，児童，母子及び父子に係る福祉の増進に

関すること。

生活課

⑴　生活保護法の規定による措置費の支弁に関すること。

⑵　生活保護法の規定による保護の決定及び実施並びにこれ

に伴う相談，調査及び指導に関すること。

⑶　生活保護法に規定する指定医療機関に係る連絡調整に関

すること。

⑷　生活保護法による要保護世帯への生活福祉資金貸付に係

る意見書に関すること。

⑸　生活保護法に規定する就労自立給付金の支給に関するこ

と。

⑹　生活保護世帯に係る特定者用定期乗車券購入証明書の交

付に関すること。

⑺　行旅病人及び行旅死亡人に関すること。

⑻　死体解剖保存法の規定による死体の交付に関すること。

⑼　課の所掌事務に関する諸統計に関すること。

　第２６条第１項の次に次の１項を加える。

２　東福祉事務所においては，東区役所厚生部の次に掲げる課及

び係をもつて構成する。
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　（ひろしまプロモーションセンター）

第６２条　ひろしまプロモーションセンターを次のとおり設置す

る。

名称 位置

ひろしまプロモーション
センター

東京都千代田区日比谷公園１番３
号広島市東京事務所内

２　ひろしまプロモーションセンターにおいては，次に掲げる事

務を所掌する。

⑴　関東圏における企業誘致に関すること。

⑵　関東圏における修学旅行の誘致及び観光プロモーションに

関すること。

⑶　関東圏におけるＵＩＪターンの促進に関すること。

　第６４条から第６６条までを次のように改める。

第６４条から第６６条まで　削除

　第６７条第３項中「施設整備係」を
「施設整備係

　　　　　　　　　　　　　　　　　　新市場建設係」
に改め，

同条第４項中央市場の分掌事務中第１７号を第１８号とし，第７

号から第１６号までを１号ずつ繰り下げ，第６号の次に次の１号

を加える。

⑺　新中央市場の建設に関すること。

　第８款中第７１条を削り，第７２条を第７１条とし，同条の次

に次の１条を加える。

　（青崎地区区画整理事務所）

第７２条　青崎地区区画整理事務所を次のとおり設置する。

名称 位置

広島市青崎地区区画整理
事務所

広島市南区青崎一丁目１５番２４
号

２　青崎地区区画整理事務所においては，次に掲げる事務を所掌

する。

⑴　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の計画及び調整に関する

こと。

⑵　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の事業計画に関するこ

と。

⑶　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う土地，建築

物等の調査に関すること。

⑷　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う換地に関す

ること。

⑸　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う測量に関す

ること。

⑹　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う建築物等の

移転又は除却に関すること。

⑺　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う工事に関す

ること。

⑻　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う不動産の取

得に関すること。

⑼　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の事業用地の管理及び処

分に関すること。

⑽　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行地区内における建

�　その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること

（福祉課の所掌に属するものを除く。）。

�　精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づく医療

保護入院に係る市長の入院同意に関すること。

�　課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。

�　その他健康の増進に関すること（福祉課及び生活課の所

掌に属するものを除く。）。

福祉課

⑴　未熟児養育医療及び療育給付の給付決定に関すること。

⑵　障害者総合支援法の規定による自立支援医療費（育成医

療に係るものに限る。）の支給認定に関すること。

⑶　小児慢性特定疾病医療費支給認定の申請等の受付に関す

ること。

⑷　小児慢性特定疾病児童日常生活用具の給付に関するこ

と。

⑸　特定医療費支給認定の申請の受付に関すること。

⑹　精神保健及び精神障害者の福祉の相談及び指導に関する

こと（地域支えあい課の所掌に属するものを除く。）。

⑺　障害者総合支援法の規定による自立支援医療費（精神通

院医療に係るものに限る。）の支給認定（精神通院医療の

要否の判定に関する事務を除く。）に関すること。

⑻　精神障害者通院医療費補助に係る受給者証の発行に関す

ること。

⑼　精神障害者保健福祉手帳の交付申請の受付及び交付に関

すること。

⑽　精神障害者に係る各種証明書の発行に関すること。

⑾　精神障害者に係る施設及び事業の利用調整に関すること

（地域支えあい課の所掌に属するものを除く。）。

⑿　その他精神障害者に係る保健福祉の増進に関すること

（地域支えあい課の所掌に属するものを除く。）。

⒀　障害者，児童，母子及び父子の地域保健・医療・福祉推

進事業に関すること。

⒁　課の所掌事務に係る報告及び諸統計に関すること。

生活課

⑴　献血の推進に関すること。

　第２８条第１項の次に次の１項を加える。

２　広島市東保健センターにおいては，東区役所厚生部の次に掲

げる課及び係をもつて構成する。

地域支えあい課

地域包括支援係

地域支援第一係

地域支援第二係

福祉課

児童福祉係

障害福祉係

生活課

管理係

　第６３条を削り，第６２条を第６３条とし，第６１条の次に次

の１条を加える。
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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
理審議会

土地区画整理法（昭和２９年法
律第１１９号）の規定により，
土地区画整理事業に関する換地
計画，仮換地の指定及び減価補
償金の交付に関する事項を調査
審議すること。

青崎地区区
画整理事務
所

　別表の⑵の表広島市健康福祉局指定管理者指定審議会の項中

「健康福祉局健康福祉企画課」を「健康福祉局健康福祉・地域共

生社会課」に改め，同表広島市予防接種健康被害調査委員会の項

中「健康福祉局保健部保健医療課」を「健康福祉局保健部健康推

進課」に改める。

附　則

１　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

２　広島市健康福祉局指定管理者指定審議会規則（平成２５年広

島市規則第３２号）の一部を次のように改正する。

第９条中「健康福祉局健康福祉企画課」を「健康福祉局健康

福祉・地域共生社会課」に改める。

３　広島市予防接種健康被害調査委員会規則（昭和５６年広島市

規則第１２号）の一部を次のように改正する。

第７条中「健康福祉局保健部保健医療課」を「健康福祉局保

健部健康推進課」に改める。

４　一般職の職員の給与に関する条例施行規則（昭和２６年３月

３０日広島市規則第９３号）の一部を次のように改正する。

別表第１の２種の項中「競輪事務局長，関東圏企業誘致セン

ター所長」を「ひろしまプロモーションセンター所長，競輪事

務局長」に改め，同表３種の項中「，中央卸売市場食肉市場長

及び青崎地区区画整理事務所長」を「及び中央卸売市場食肉市

場長」に，「工業技術センター所長」を「青崎地区区画整理事

務所長」に改める。

５　広島市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律施行条例施行規則（平成１８年広島市規則第７８号）

の一部を次のように改正する。

第４条第２項中「区役所厚生部保健福祉課」の右に「（東区

役所にあっては，東区役所厚生部福祉課）」を加える。

６　広島市安芸市民病院事業財務会計規則（平成２６年広島市規

則第６２号）の一部を次のように改正する。

第１６条中「健康福祉局保健部保健医療課長」を「健康福祉

局保健部医療政策課長」に，「「保健医療課長」を「「医療政

策課長」に改める。

第１８条第２項，第２３条第２項，第３０条，第３５条，第

３６条，第４０条第１項ただし書及び第２項，第４７条第１項

第２号，第５０条第３項，第５５条第４項，第８４条並びに第

８５条中「保健医療課長」を「医療政策課長」に改める。

第８７条第１項中「保健医療課長」を「医療政策課長」に，

「健康福祉局保健部保健医療課保健医療係長」を「健康福祉局

保健部医療政策課市立病院係長」に，「「保健医療係長」を

「「市立病院係長」に改め，同条第２項中「保健医療課長」を

「医療政策課長」に，「保健医療係長」を「市立病院係長」に

改める。

第８８条，第９０条，第９１条第１項，第９２条から第９６

築行為等の許可に関すること。

⑾　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業の施行に伴う土地及び建

物の登記に関すること。

⑿　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業に係る清算金の徴収及び

交付並びに滞納処分に関すること。

⒀　向洋駅周辺青崎土地区画整理事業に係る訴訟に関するこ

と。

⒁　青崎地区区画整理事務所の維持管理に関すること。

⒂　青崎地区区画整理事務所の庶務に関すること。

　第８０条中「工業技術センター，関東圏企業誘致センター」を

「ひろしまプロモーションセンター」に改める。

　第９０条の表中
「競輪事務局長　　　　　　　　

を
「ひろしま

　　　　　　　　　関東圏企業誘致センター所長」　　競輪事務

プロモーションセンター所長

局長　　　　　　　　　　　」
に改め，工業技術センター所長の

項を削り，「都市整備局次長」を「都市機能調整部長」に改め

る。

　別表の⑴の表広島市公立大学法人評価委員会の項中「企画総務

局企画調整部政策企画課」を「企画総務局行政経営部行政経営

課」に改め，同表広島市社会福祉審議会の項中「健康福祉局健康

福祉企画課」を「健康福祉局健康福祉・地域共生社会課」に改

め，同表広島市介護認定審査会の項中「区役所厚生部健康長寿

課」の右に「（東区役所にあつては，東区役所厚生部福祉課）」

を加え，同表広島市障害支援区分認定等審査会の項中「区役所厚

生部保健福祉課」の右に「（東区役所にあつては，東区役所厚生

部福祉課）」を加え，同表広島市病院事業地方独立行政法人評価

委員会の項中「関する評価を行うこと」を「係る評価に関して意

見を述べること」に，「健康福祉局保健部保健医療課」を「健康

福祉局保健部医療政策課」に改め，同表広島市食育推進会議の項

を次のように改める。

広島市指定難病
審査会

地方自治法施行令（昭和２２年
政令第１６号）第１７４条の３�
８の規定により読み替えて適用
する難病の患者に対する医療等
に関する法律（平成２６年法律
第５０号）の規定により，市長
の求めに応じ，特定医療費の支
給に係る認定に関し審査を行う
こと。

健康福祉局
保健部健康
推進課

広島市食育推進
会議

食育基本法（平成１７年法律第
６３号）の規定により，本市の
食育推進計画を作成し，及びそ
の実施を推進するほか，食育の
推進に関する重要事項について
審議し，及び食育の推進に関す
る施策の実施を推進すること。

　別表の⑴の表広島市保健所運営協議会の項中「保健所保健医療

課」を「保健所医療政策課」に改め，同表広島市感染症診査協議

会の項中「保健所保健医療課」を「保健所健康推進課」に改め，

同表中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審議会の項を削り，広島市都市計画審議会

の項の次に次のように加える。
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　第２条第８号中「第７項及び第９項」を「第９項及び第１１

項」に改め，同条中第９号を削り，第１０号を第９号とし，第１�

１号から第２４号までを１号ずつ繰り上げる。

附　則

　この規則は，平成３０年４月２日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２４号

平成３０年３月３０日

　広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市衛生事務委任に関する規則の一部を改正する規

則

　広島市衛生事務委任に関する規則（昭和３１年広島市規則第３�

５号）の一部を次のように改正する。

　第１条第１項第７号中クを削り，ケをクとし，コからチまでを

ケからタまでとする。

　第１条第１項第８号の２の次に次の１号を加える。

⑻の３　医療法施行規則（昭和２３年厚生省令第５０号）に規

定する事務のうち，次に掲げるもの

ア　第９条の１５の２の規定による医師の宿直の免除の認定

に関すること。

イ　附則第５１条の２（第４３条の３の規定により読み替え

て適用される場合に限る。）の規定により読み替えて適用

される附則第５１条及び附則第５２条の２第１項（第４３

条の３の規定により読み替えて適用される場合に限る。）

の規定により読み替えて適用される附則第５２条第１項

（同条第３項の規定により読み替えて適用される場合を含

み，第４３条の３の規定により読み替えて適用される場合

に限る。）の規定による精神病床又は療養病床の転換の届

出の受理に関すること。

ウ　附則第５３条の２第１項（第４３条の３の規定により読

み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み替え

て適用される附則第５３条（第４３条の３の規定により読

み替えて適用される場合に限る。）の規定による特定介護

療養型医療施設である旨又は特定病院である旨の届出の受

理に関すること。

エ　附則第５４条の２第１項（第４３条の３の規定により読

み替えて適用される場合に限る。）の規定により読み替え

て適用される附則第５４条（第４３条の３の規定により読

み替えて適用される場合に限る。）及び附則第５５条の２

第１項（第４３条の３の規定により読み替えて適用される

場合に限る。）の規定により読み替えて適用される附則第

５５条（第４３条の３の規定により読み替えて適用される

場合に限る。）の規定による特定介護療養型医療施設であ

る旨又は特定診療所である旨の届出の受理に関すること。

　第１条第１項中第１９号及び第２０号を削り，第２１号を第１�

９号とし，第２２号を第２０号とし，同号の次に次の２号を加え

条までの規定，第１００条，第１０１条，第１０２条第３項，

第１０３条から１０５条までの規定，第１１０条第１項及び第

３項，第１１１条，第１１２条第２項，第１１３条，第１１４

条第１項，第１１５条第１項，第１１８条，第１１９条第１項

及び第２項並びに第１３０条中「保健医療課長」を「医療政策

課長」に改める。

第１３７条第１項中「健康福祉局健康福祉企画課長」を「健

康福祉局健康福祉・地域共生社会課長」に改める。

第１４４条から第１４９条までの規定，第１５２条，第１５�

３条，第１５４条第３項及び第４項並びに第１５５条中「保健

医療課長」を「医療政策課長」に改める。

別表第１健康福祉局保健部保健医療課の項を次のように改め

る。

健康福祉局保健部医療政策課 医療政策課長

別表第２健康福祉局保健部保健医療課の項中「健康福祉局保

健部保健医療課」を「健康福祉局保健部医療政策課」に改め

る。

別表第６保管箇所の項中「健康福祉局保健部保健医療課」を

「健康福祉局保健部医療政策課」に改め，同表管理者の項中

「保健医療課長」を「医療政策課長」に改める。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２２号

平成３０年３月３０日

　広島市会計管理者及び区会計管理者の事務代理者に関する規則

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

広島市会計管理者及び区会計管理者の事務代理者に関

する規則の一部を改正する規則

　広島市会計管理者及び区会計管理者の事務代理者に関する規則

（平成１９年広島市規則第２８号）の一部を次のように改正す

る。

　第１条中「第１７４条の４５第２項」を「第１７４条の４３第

２項」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２３号

平成３０年３月３０日

　広島市児童相談所長に対する事務委任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

広島市児童相談所長に対する事務委任規則の一部を改

正する規則

　広島市児童相談所長に対する事務委任規則（昭和５５年広島市

規則第１６号）の一部を次のように改正する。
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広島市長　　松　井　一　實

広島市公印管理規則の一部を改正する規則

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）の一部

を次のように改正する。

　別表第１の１の表２６の項及び２９の項中「区役所生活課」の

右に「（東区役所にあつては，地域支えあい課）」を，「生活課

長」の右に「（東区役所にあつては，地域支えあい課長）」を加

え，同表４０の項を削り，同表４１の項中「�」を「�」に改

め，同項を同表４０の項とし，同表４２の項中「�」を「�」に

改め，同項を同表４１の項とし，同表４３の項中「�」を「�」

に改め，同項を同表４２の項とする。

　別表第１の２の表２５の項及び２６の項中「健康福祉局健康福

祉企画課」を「健康福祉局健康福祉・地域共生社会課」に，「健

康福祉企画課長」を「健康福祉・地域共生社会課長」に改め，同

表３１の項及び３２の項中「保健部保健医療課」を「保健部の医

療政策課（地域医療係及び市立病院係に限る。）及び健康推進

課」に改め，同表４５の項中「計量検査所専用市長印」の右に

「，ひろしまプロモーションセンター専用市長印」を加え，「，

関東圏企業誘致センター専用市長印」を削り，同表５０の項を削

り，同表４９の項中「�」を「�」に改め，同項を同表５０の項

とし，同表４８の項中「�」を「�」に改め，同項を同表４９の

項とし，同表４７の項の次に次の１項を加える。

48 ひろしま
プロモー
ションセ
ンター専
用市長印

�て
ん
書

正
方
形

方
２
４

ひろしまプロ
モーションセ
ンターの分掌
事務に関する
文書

ひろし
まプロ
モーシ
ョンセ
ンター

ひろし
まプロ
モーシ
ョンセ
ンター
所長

　別表第１の２の表５７の項中「青崎地区区画整理事務所専用市

長印，」を削り，「復興工事事務所専用市長印」の右に「，青崎

地区区画整理事務所専用市長印」を加え，同表５９の項を削り，

同表６０の項中「�」を「�」に改め，同項を同表５９の項と

し，同項の次に次の１項を加える。

60 青崎地区
区画整理
事務所専
用市長印

�て
ん
書

正
方
形

方
２
４

青崎地区区画
整理事務所の
分掌事務に関
する文書

青崎地
区区画
整理事
務所

青崎地
区区画
整理事
務所長

　別表第１の２の表７０の項中

「
区役所連絡所
区役所出張所
連絡所

区政調整課長
出張所長

�
」

及び「中区役所，」を削り，

「
市役所サービ
ス・コーナー

中区役所市民
課長

�
」
を　　　　　　　　　　　

　
「
区役所連絡所
区役所出張所
連絡所
市役所サービ
ス・コーナー

区政調整課長
出張所長

中区役所市民
課長

� 」

に改め，　　　　　　　　　

る。

�　有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律（昭和４�

８年法律第１１２号）に規定する事務のうち，次に掲げるも

の

ア　第６条の規定による措置命令に関すること。

イ　第７条第１項の規定による報告の要求，立入検査及び収

去に関すること。

�　温泉法（昭和２３年法律第１２５号）に規定する事務のう

ち，次に掲げるもの

ア　第１５条第１項の規定による温泉の利用の許可に関する

こと。

イ　第１６条第１項又は第１７条第１項の規定による地位の

承継の承認に関すること。

ウ　第１８条第４項の規定による温泉の成分等の掲示又はそ

の内容の変更の届出の受理に関すること。

エ　第１８条第５項の規定による届出に係る掲示の内容の変

更命令に関すること。

オ　第３１条第１項の規定による許可の取消しに関するこ

と。

カ　第３１条第２項の規定による温泉の利用の制限及び危害

予防の措置命令に関すること。

キ　第３３条第１項の規定により行う聴聞（第３１条第２項

の規定による温泉の利用の制限及び危害予防の措置命令に

係るものに限る。）に関すること。

ク　第３４条の規定による報告の徴収（温泉を湧出させる目

的で土地を掘削する者に対するものを除き，公衆衛生上必

要なものに限る。）に関すること。

ケ　第３５条第１項の規定による立入検査（温泉を湧出させ

る目的で行う土地の掘削の工事の場所へのものを除き，公

衆衛生上必要なものに限る。）に関すること。

コ　第３６条第２項の規定による通知に関すること。

　第１条第１項第２７号ア及びイ中「営業」を「旅館業」に改

め，同号ウ中「第７条第１項」の右に「又は第２項」を加え，

「及び立入検査」を「，立入検査及び質問」に改め，同号エを次

のように改める。

エ　第７条の２第１項から第３項までの規定による措置命令

に関すること。

　第１条第１項第２７号オ及び同項第２８号中「営業」を「旅館

業」に改め，同項第２９号ア中「第９条第７号」を「第８条第７

号」に改め，同号イ中「第１０条」を「第９条」に，「第９条各

号」を「第８条各号」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１

条第１項第２７号から第２９号までの改正規定は，同年６月１５

日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２５号

平成３０年３月３０日

　広島市公印管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。
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広島市規則第２６号

平成３０年３月３０日

　広島市職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市職員安全衛生管理規則の一部を改正する規則

　広島市職員安全衛生管理規則（昭和６２年広島市規則第１０

号）の一部を次のように改正する。

　別表第２玖谷埋立地管理事務所の項から環境局安佐北工場の項

までを削る。

　別表第４中工業技術センターの項及び青崎地区区画整理事務所

の項を削り，復興工事事務所の項の次に次のように加える。

青崎地区区画整理事務所　 主任　

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２７号

平成３０年３月３０日

　職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

職員の特殊勤務手当の支給に関する規則の一部を改正

する規則

　職員の特殊勤務手当の支給に関する規則（昭和５７年広島市規

則第２２号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項第２号中「区役所厚生部健康長寿課」の右に

「（東区役所にあつては，東区役所厚生部地域支えあい課）」を

加え，同項第３号中「区役所厚生部保健福祉課」の右に「（東区

役所にあつては，東区役所厚生部福祉課）」を加え，同条第２項

第１号中「区役所厚生部保健福祉課」の右に「（東区役所にあつ

ては，東区役所厚生部地域支えあい課）」を加える。

　第８条第１項第２号中「青崎地区区画整理事務所，」を削り，

「復興工事事務所」の右に「，青崎地区区画整理事務所」を加え

る。

　第２１条第１項第４号を次のように改める。

⑷　条例第２２条第１項第６号に掲げる業務

週休日等又は正規の勤務時間が４時間である日について，

正規の勤務時間以外の時間等において業務に従事した時間が

引き続き４時間程度

　第２１条第２項第１号中「生徒」を「児童又は生徒」に改め，

同項第３号中「３，６００円」を「４，１００円」に改め，同項第

４号中「３，４００円（前項第４号イに掲げる程度のものにあつ

ては，２，８００円）」を「３，６００円」に改め，同条第３項を

削る。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

　　　　　　　「
区役所連絡所
区役所出張所
連絡所

区政調整課長
出張所長同表７１の項中

�
」

を削り，　　

「
市役所サービ
ス・コーナー

中区役所市民
課長

�
」
を　　　　　　　　　　　

　
「
区役所連絡所
区役所出張所
連絡所
市役所サービ
ス・コーナー

区政調整課長
出張所長

中区役所市民
課長

�
」

に改め，同表７２の項中「区

役所生活課」の右に「（東区役所にあつては，地域支えあい

課）」を，「生活課長」の右に「（東区役所にあつては，地域支

えあい課長）」を加え，同表７４の項中「東区役所生活課」を

「東区役所地域支えあい課」に，「生活課長」を「地域支えあい

課長」に改め，同表９５の項中「中区役所，」を削り，同表９８

の項中「区役所保健福祉課」の右に「（東区役所にあつては，福

祉課）」を，「保健福祉課長」の右に「（東区役所にあつては，

福祉課長）」を加え，同表９９の項中「（保健部保健医療課」を

「（保健部の医療政策課（地域医療係に限る。）及び健康推進

課」に改め，「保健福祉課」の右に「（東区役所にあつては，地

域支えあい課及び福祉課）」を加え，
「
保健部保健医療課

」
を

「
保健部医療政策課

」
に，「保健医療課長」を「医療政策課

長」に改め，同表１００の項中「保健部保健医療課」を「保健部

の医療政策課（地域医療係に限る。）及び健康推進課」に改め，

「保健福祉課」の右に「（東区役所にあつては，地域支えあい

課）」を加える。

　別表第２の１の表中第５３号を削り，第５４号を第５３号と

し，第５５号を第５４号とし，第５６号を第５５号とする。

　別表第２の２の表中第５３号を削り，第５２号を第５３号と

し，第５１号を第５２号とし，第５０号の次に次の１号を加え

る。

�
広 島

市 長
ひろしまプロモ
ーションセンター

　別表第２の２の表中第６２号を削り，第６３号を第６２号と

し，同号の次に次の１号を加える。

�
広 島

市 長
青崎地区区画
整 理 事 務 所

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　第２条第１号ア中「及び第２０号の証明」を「，第２０号及び

第２３号の証明（同号にあつては，租税（個人の市民税（これと

併せて課する個人の県民税を含む。）に限る。）の賦課に関する

証明に限る。）」に改め，同号中イを削り，ウをイとし，同条第

２号イ中「授業料」の右に「若しくは受講料」を加える。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３１号

平成３０年３月３０日

　広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市予算の編成及び執行に関する規則の一部を改正

する規則

　広島市予算の編成及び執行に関する規則（昭和４３年広島市規

則第２２号）の一部を次のように改正する。

　第２０条第１２号中「特定入所者介護サービス等費」の右に

「並びに同法（第１１５条の４５第１項第１号の規定に限る。）

に基づく負担金及びこれに係る審査支払手数料」を加える。

　別表第１分担金及び負担金の項中「市民生活費負担金」を
「市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　税

民生活費負担金

務費負担金　　」
に改める。

　別表第３の国民健康保険事業特別会計歳入の表国庫支出金の項

中

「
国庫負担金 総務費国庫負

担金
総務管理費負
担金

保険給付費国
庫負担金

保険給付費負
担金

�
」

を　　　　

　
「
国庫負担金 総務費国庫負

担金
総務管理費負
担金

�
」
に改め，同表

県支出金の項を次のように改める。

県支出金 県補助金 総務費県補助
金

徴収費補助金

財政調整交付
金

財政調整交付
金

保険給付費等
交付金

保険給付費等
交付金

財政安定化基
金交付金

財政安定化基
金交付金

財政安定化基
金交付金

　別表第３の国民健康保険事業特別会計歳入の表療養給付費交付

金の項から共同事業交付金の項までを削り，同表に次のように加

える。

市債 市債 財政安定化基
金事業債

財政安定化基
金事業債

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２８号

平成３０年３月３０日

　広島市南千田職員寮管理規則の一部を改正する規則をここに公

布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市南千田職員寮管理規則の一部を改正する規則

　広島市南千田職員寮管理規則（昭和４８年広島市規則第８２

号）の一部を次のように改正する。

　第７条第１項中「２，３３０円」を「２，５８０円」に，「３，

７１０円」を「４，１３０円」に改め，同条第２項中「５，４７０

円」を「６，５７０円」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第２９号

平成３０年３月３０日

　広島市市税規則及び広島市家畜繁殖障害除去診療等実施規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税規則及び広島市家畜繁殖障害除去診療等実

施規則の一部を改正する規則

（広島市市税規則の一部改正）

第１条　広島市市税規則（昭和４３年広島市規則第５５号）の一

部を次のように改正する。

別表第１第５項第２号中「農業災害補償法」を「農業保険

法」に，「あん分した」を「按
あん

分した」に改める。

（広島市家畜繁殖障害除去診療等実施規則の一部改正）

第２条　広島市家畜繁殖障害除去診療等実施規則（昭和３５年広

島市規則第２７号）の一部を次のように改正する。

第４条第１号中「農業災害補償法」を「農業保険法」に，

「第１１１条」を「第１４０条」に，「家畜共済」を「疾病傷

害共済」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３０号

平成３０年３月３０日

　広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市証明等手数料条例施行規則の一部を改正する規

則

　広島市証明等手数料条例施行規則（昭和３２年広島市規則第７�

０号）の一部を次のように改正する。
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「
都市機能調整
部都市機能調
整担当課長

都市機能調整
部

�
」

を　　　　　　　　　　　　

「
都市機能調整
部都市機能調
整担当課長

都市機能調整
部

青崎地区区画
整理事務所長

青崎地区区画
整理事務所

� 」

に改め，同表区役所の項中　

「
生活課長 厚生部

�
」
を　　　　　　　　　　　　

「
生活課長 厚生部（東区

役所にあつて
は，生活課）

地域支えあい
課長（東区役
所に限る。）

地域支えあい
課（東区役所
に限る。）

福祉課長（東
区役所に限
る。）

福祉課（東区
役所に限る。）

�
」

に改める。　　　　　　　　

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３２号

平成３０年３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。

　第１９条第２項第１２号中「授業料」の右に「，高等学校受講

料」を加える。

　第３１条の２に次の１項を加える。

２　前項の規定にかかわらず，納入義務者からの振替納付をする

旨の申出が電子情報処理組織（本市の使用に係る電子計算機と

市長が指定する電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情

報処理組織をいう。次条第３項において同じ。）を使用して行

われた場合には，同項の規定による届出書の提出を要しない。

第３１条の３を削る。

第３１条の４に次の１項を加える。

３　前項の規定にかかわらず，納入義務者からの振替納付の方法

を変更する旨の申出が電子情報処理組織を使用して行われた場

合には，同項の規定による届出書の提出を要しない。

　第３１条の４を第３１条の３とし，同条の次に次の１条を加え

る。

（納入通知書等の送付）

第３１条の４　主管課長は，第３１条の２第１項又は前条第２項

の申出を受けたときは，当該申出に係る納入通知書等又は納入

の内容を記録した電磁的記録を，納期限の５日前までに，該当

　別表第４の国民健康保険事業特別会計歳出の表保険給付費の項

中「，後期高齢者支援金，前期高齢者納付金，老人保健拠出金，

介護納付金，共同事業拠出金」を削り，同項の次に次のように加

える。

国民健康保険事業
費納付金

国民健康保険事業
費納付金

医療給付費分

後期高齢者支援金等分

介護納付金分

財政安定化基金拠
出金

財政安定化基金拠
出金

財政安定化基金拠出金

公債費 公債費 財政安定化基金償還金

　

別表第５企画総務局の項中

「
法務課長 法務課
分権・行政改
革推進課長

分権・行政改
革推進課

�
」

を
「
法務課長 法務課

�
」
に，　　　　　　　　　　

「
情報政策課長 情報政策部

�
」
を　　　　　　　　　　　　

「
行政経営課長 行政経営課
情報政策課長 情報政策課，

情報システム
課

�
」

に改め，同表健康福祉局の項

中「健康福祉企画課長」を「健康福祉・地域共生社会課長」に，

「健康福祉企画課，」を「健康福祉・地域共生社会課，地域共生

社会推進室，」に，「保健医療課長」を「医療政策課長」に，

「保健医療課，」を「医療政策課，健康推進課，」に改め，同表

経済観光局の項中

　　　　　　　　　　「

「
を

経済企画課，
ひろしまプロ
モーションセ
ンター

経済企画課
」

�
　　　　　　　　　」

に，　　　　　　　　

「
産業立地推進
課長

産業立地推進
課，関東圏企
業誘致センタ
ー

工業技術セン
ター所長

工業技術セン
ター

�
」

を　　　　　　　　　　　　

「
産業立地推進
課長

産業立地推進
課

�
」
に改め，同表都市整備局の項

中

「
都市整備調整
課長

都市整備調整
課

青崎地区区画
整理事務所長

青崎地区区画
整理事務所

�
」

を　　　　　　　　　　　

「
都市整備調整
課長

都市整備調整
課

�
」
に，　　　　　　　　　　　
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地域支えあい課（東
区役所に限る。） 地域支えあい課長

福祉課（東区役所に
限る。） 福祉課長

生活課（東区役所に
限る。） 生活課長

� 」

に改める。

　別表第３の⑴の表企画総務局情報政策部情報政策課の項中「情

報政策部情報政策課」を「行政経営部情報政策課」に改め，同表

財政局収納対策部徴収第一課の項中第７号を第８号とし，第６号

を第７号とし，第５号の次に次の１号を加える。

⑹　公売保証金の出納

　別表第３の⑴の表財政局収納対策部徴収第二課の項に次の１号

を加える。

⑹　公売保証金の出納

　別表第３の⑴の表財政局収納対策部徴収第三課の項に次の１号

を加える。

⑹　公売保証金の出納

　別表第３の⑴の表財政局収納対策部特別滞納整理課の項中第５

号を第６号とし，第２号から第４号までを１号ずつ繰り下げ，第

１号の次に次の１号を加える。

⑵　受託徴収金の収納

　別表第３の⑴の表市民局人権啓発部人権啓発課の項第３号及び

第４号を削り，同表健康福祉局健康福祉企画課の項中「健康福祉

企画課」を「健康福祉・地域共生社会課」に改め，同表経済観光

局産業振興部ものづくり支援課の項中「産業振興部ものづくり支

援課」を「産業振興部産業立地推進課」に改め，同表西地域交流

センターの項中「西地域交流センター」を「地域交流センター」

に改め，同表中青崎地区区画整理事務所の項を削り，復興工事事

務所の項の次に次のように加える。

青崎地区区
画整理事務
所

所長 ⑴�　広島市証明等手数料条例第２条に規定
する手数料（青崎地区区画整理事務所の
所掌事務に係るものに限る。）の収納
⑵　入札保証金の出納
⑶�　徴収清算金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

　別表第３の⑴の表高等学校の項第３号中「授業料」の右に「及

び受講料」を加える。

　別表第３の⑵の表区役所厚生部生活課の項第２号及び第３号中

「収納」の右に「（東区役所を除く。）」を加え，同項第４号中

「中区役所，」を削り，「厚生部の生活課」を「厚生部生活課」

に，「東区役所」を「中区役所」に改め，「収納」の右に「（東

区役所を除く。）」を加え，同項第５号中「収納」の右に「（東

区役所を除く。）」を加え，同表区役所厚生部健康長寿課の項中

「健康長寿課」の右に「（東区役所を除く。）」を加え，同表区

役所厚生部保健福祉課の項中「保健福祉課」の右に「（東区役所

を除く。）」を加え，

「
⑸�　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部保健福
祉課の所掌事務に係るものに限
る。）の収納

�
」

を

の振替金融機関に送付するものとする。

　第５４条第１２号，第５５条第１項ただし書及び第５６条第１

項第１号ただし書中「関東圏企業誘致センター」を「ひろしまプ

ロモーションセンター」に改める。

　別表第１企画総務局の項中

「
分権・行政改革推進課 分権・行政改革推進

課長
�

」
を削り，

「
情報政策部 情報政策課長

�
」
を　　　

「
行政経
営部

行政経営課 行政経営課長
情報政策課，情報シ
ステム課

情報政策課長

�
」

に改め，

同表健康福祉局の項中「健康福祉企画課，」を「健康福祉・地域

共生社会課，地域共生社会推進室，」に，「健康福祉企画課長」

を「健康福祉・地域共生社会課長」に，「保健医療課，」を「医

療政策課，健康推進課，」に，「保健医療課長」を「医療政策課

長」に改め，同表経済観光局の項中

　　　　　　　　　　　　　「
「

を
経済企画課，ひろしま
プロモーションセンタ
ー

経済企画課
」

�
　　　　　　　　　」

に，　

「
産業振
興部

商業振興課 商業振興課長
ものづくり支援課 ものづくり支援課長

産業振興部産業立地推進課，
関東圏企業誘致センター 産業立地推進課長

工業技術センター 工業技術センター所
長

�
」

を　　　

「
産業振
興部

商業振興課 商業振興課長
ものづくり支援課 ものづくり支援課長
産業立地推進課 産業立地推進課長

�
」

に改め，

同表都市整備局の項中

「
青崎地区区画整理事務所 青崎地区区画整理事

務所長
�

」
を削り，

「
都市機能調整部 都市機能調整部都市

機能調整担当課長
�

」
を　　　

「
都市機能調整部 都市機能調整部都市

機能調整担当課長
青崎地区区画整理事務所 青崎地区区画整理事

務所長
�

」

に改め，

同表区役所の項中

「
厚生部 生活課長

�
」
を　　　

「
厚生部 厚生部（東区役所を

除く。） 生活課長
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附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，次の

各号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。

⑴　別表第３の⑴の表財政局収納対策部徴収第一課の項，財政

局収納対策部徴収第二課の項及び財政局収納対策部徴収第三

課の項の改正規定　平成３０年７月１日

⑵　第３１条の２に１項を加える改正規定，第３１条の３を削

る改正規定，第３１条の４に１項を加える改正規定及び同条

を第３１条の３とし，同条の次に１条を加える改正規定　平

成３０年１０月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３３号

平成３０年３月３０日

　広島市職員の給与等の支払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

広島市職員の給与等の支払に関する規則の一部を改正

する規則

　広島市職員の給与等の支払に関する規則（昭和３３年広島市規

則第１８号）の一部を次のように改正する。

　第１５条第１項中「健康福祉局保健部保健医療課長」を「健康

福祉局保健部医療政策課長」に改める。

　別表企画総務局の項中

「
分権・行政改革推進課 課長 分権・行政改革推進

課
�

」
を削り，

「
情報政策部情報政策課 課長 情報政策部

�
」
を　　　

「
行
政
経
営
部

行政経営課 課長 部長，行政経営課

情報政策課 課長 情報政策課，情報シ
ステム課

�
」

に改め，

同表健康福祉局の項中
「
健康福祉企画課

� 」
を
　　　　　　　

「
健康福祉・地域共
生社会課

　　　　　　　　　　」
に，「，健康福祉企画課」を「，健康福

祉・地域共生社会課，地域共生社会推進室」に，「保健部保健医

療課」を「保健部医療政策課」に，「，保健医療課」を「，医療

政策課，健康推進課」に改め，同表区役所の項中

「
厚生部生活課 課長 厚生部

�
」
を　　　

「
厚
生
部

生活課 課長 厚生部（東区役所に
あつては，生活課）

地域支えあい課（東
区役所に限る。）

課長 部長，地域支えあい
課

福祉課（東区役所に
限る。）

課長 福祉課

�
」

に改め，

「
⑸�　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部保健福
祉課の所掌事務に係るものに限
る。）の収納

地域支え
あい課
（東区役所
に限る。）

課長 ⑴�　保健センター使用料及び手数料
の収納

⑵　予防接種料の収納
⑶�　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部地域支
えあい課，福祉事務所及び保健セ
ンターの所掌事務に係るものに限
る。）の収納

⑷　寄附金の収納
福祉課
（東区役所
に限る。）

課長 ⑴�　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料並びに過料並びにこれらに
係る延滞金及び滞納処分による収
納金の収納

⑵�　介護保険の介護給付費及び予防
給付費の誤払過渡返還金，納付金
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

⑶�　介護保険料及び後期高齢者医療
保険料並びに過料並びにこれらに
係る延滞金及び滞納処分による収
納金の過誤納金の支払

⑷�　介護保険の介護給付費及び予防
給付費の誤払過渡返還金，納付金
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過
誤納金の支払

⑸�　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の収納

⑹�　保育料及びこれに係る延滞金の
過誤納金の支払

⑺�　母子福祉資金償還金，父子福祉
資金償還金及び寡婦福祉資金償還
金並びにこれらに係る違約金及び
返還金の収納

⑻�　広島市証明等手数料条例第２条
に規定する手数料（厚生部福祉課
の所掌事務に係るものに限る。）
の収納

�
」

に

改める。

　別表第３の⑵の表区役所建設部（安佐南区役所，安佐北区役

所，安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部をいう。）

維持管理課の項第３号及び第５号中「収納（南区役所，」を「収

納（」に改め，同項第８号中「南区役所にあつては建設部の維持

管理課及び地域整備課，」を削り，「収納（南区役所，」を「収

納（」に改め，同表区役所建設部（安佐南区役所，安佐北区役

所，安芸区役所及び佐伯区役所にあつては農林建設部をいう。）

建築課の項第８号及び第９号中「東区役所」の右に「，南区役

所」を加え，同項第１０号中「東区役所」の右に「，南区役所」

を加え，「，南区役所にあつては建設部建築課」を削り，同表に

次のように加える。

農業委員会
事務局

次長 ⑴�　広島市証明等手数料条例第２条に規
定する手数料（農業委員会事務局の所
掌事務に係るものに限る。）の収納

⑵�　行政不服審査法による書面の写し等
交付手数料条例第２条に規定する手数
料（農業委員会事務局の所掌事務に係
るものに限る。）の収納
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祉・地域共生社会課，地域共生社会推進室」に，「健康福祉企画

課，」を「健康福祉・地域共生社会課，」に，「保健医療課」を

「医療政策課」に，「あつては所長」を「あつては，所長」に改

め，工業技術センターの項及び青崎地区区画整理事務所の項を削

り，復興工事事務所の項の次に次のように加える。

青崎地区区画整理事務所 所長

　別表第１の⑵の表中「厚生部」の右に「（東区役所を除く。）

に属する課」を加え，「主任」を「，主任」に改める。

　別表第２の⑴の表中「生活衛生専門員」の右に「（生活衛生専

門員の職が置かれていないものにあつては，技師）」を加え，

「健康福祉局保健部保健医療課長」を「健康福祉局保健部医療政

策課長」に改め，同表関東圏企業誘致センターの項を次のように

改める。

ひろしまプロモー
ションセンター

所長 経済観光局経済企画課長

　別表第２の⑴の表中「救急救命士養成担当課長」を「救急教育

担当課長」に改め，同表に次のように加える。

放課後児童クラブ 主任指導員 教育委員会事務局青少年育成
部育成課長

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３６号

平成３０年３月３０日

　広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市工業技術センター条例施行規則の一部を改正す

る規則

　広島市工業技術センター条例施行規則（昭和６２年広島市規則

第４７号）の一部を次のように改正する。

　第１０条中「第５条まで」の右に「及び第８条」を加える。

　別表第１工作設備の項中

「
研削盤
ラジアルボール盤
精密旋盤

１時間につき
１時間につき
１時間につき

５７０円
４２０円
１２０円

� 」

及び

「
金属抵抗電気マッフ
ル炉
万能レーザ測長シス
テム

１時間につき

１時間につき

３８０円

３００円

� 」

を削

り，同表試験設備の項中「金属摩耗試験機」を「摩耗試験機」

に，「高温回転曲げ疲れ試験機」を「回転曲げ疲労試験機」に改

め，「（ロックウェル硬度計」の右に「及びビッカース硬度計」

を加え，

「
ロックウェル硬度計 １時間につき ２４０円

�
」
を　

同表計量検査所の項の次に次のように加える。

ひろしまプロモーショ
ンセンター

所長 ひろしまプロモーションセンタ
ー

　別表中工業技術センターの項，関東圏企業誘致センターの項及

び青崎地区区画整理事務所の項を削り，復興工事事務所の項の次

に次のように加える。

青崎地区区画整理事務
所

所長 青崎地区区画整理事務所

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３４号

平成３０年３月３０日

　広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する

条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市議会の会派に対する政務活動費の交付に関する条例施行

規則（平成１３年広島市規則第４５号）の一部を次のように改正

する。

　第７条第１項第１号中「１５万５，６００円」を「１５万６，０�

００円」に改め，同項第２号中「１５万９，１００円」を「１５�

万９，８００円」に改め，同項第３号中「１６万２，３００円」を

「１６万３，３００円」に改め，同項第４号中「１６万４，８００

円」を「１６万５，８００円」に改め，同項第５号中「１６万７，�

３００円」を「１６万８，３００円」に改め，同項第６号中「１�

６万９，８００円」を「１７万８００円」に改め，同項第７号中

「１７万２，３００円」を「１７万３，３００円」に改め，同項第

８号中「１７万４，８００円」を「１７万５，８００円」に改め，

同項第９号中「１７万７，３００円」を「１７万８，３００円」に

改め，同条第２項中「１００分の１２０」を「１００分の１２�

５」に改め，同条第６項中「６，５５０円」を「６，８００円」に

改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３５号

平成３０年３月３０日

　広島市物品管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市物品管理規則の一部を改正する規則

　広島市物品管理規則（昭和４４年広島市規則第６４号）の一部

を次のように改正する。

　別表第１の⑴の表中「情報政策部に属する課」を「情報政策課

及び情報システム課」に，「，健康福祉企画課」を「，健康福
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改め，

「
燃焼性試験 １試料（６試

片以内）につ
き

１，９７０円

�
」

を　

削り，

「
常態接着力試験

耐水接着力試験

耐熱接着力試験

耐温水接着力試験

耐煮沸接着力試験

煮沸繰返し試験

浸せきはく離試験

１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き

２，１００円

２，１００円

１，７１０円

１，７１０円

１，７１０円

２，４６０円

１，７１０円

�
」

を　

「
常態接着力試験
耐水接着力試験
耐熱接着力試験
耐温水接着力試験
耐煮沸接着力試験
煮沸繰返し試験
浸せき剝離試験

１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき

２，１００円
２，１００円
１，７１０円
１，７１０円
１，７１０円
２，４６０円
１，７１０円

�
」

に，

「
熱硬化試験 １試料（６試

片以内）につ
き

２，１００円

�
」

を　

「
熱硬化試験 １試料につき ２，１００円

�
」
に　

改め，

「
顕微鏡検査 １件（写真１

枚）につき
１，０００円

�
」
を　

削り，

「
摩耗試験 １件（６試片

以内）につき
２，１６０円

�
」
を　

「
摩耗試験 １件につき ２，１６０円

�
」
に　

改め，同表金属又は非金属等関係の項中

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

⑴　異形材料
⑵�　異形材料以外の
材料

圧縮試験
抗折試験

１試片につき
１試片につき

１試片につき
１試片につき

１，７７０円
１，５７０円

（伸び計を使用す
るときは，４９０
円加算）

１，５７０円
１，５７０円

「
ロックウェル硬度計
ビッカース硬度計

１時間につき
１時間につき

２４０円
３００円

�
」
に，

「
大型恒温恒湿低温槽 １時間につき ６００円

�
」
を　

「
大型恒温恒湿低温槽 １時間につき ６４０円

�
」
に，

「非金属抵抗電気マッフル炉」を「電気炉」に，

「
金属試片切断機 １時間につき ２００円

�
」
を　

「
金属試片切断機
試料埋込機

１時間につき
１時間につき

２００円
１００円

�
」
に，

「
振動試験機
電力計

１時間につき
１時間につき

２６０円
１００円

�
」
を　

「
振動試験機
大型振動試験機
電力計
天びん

１時間につき
１時間につき
１時間につき
１時間につき

３００円
２，５７０円
１００円
１００円

�
」

に　

改める。

　別表第２木材等又は木製品関係の項中

「
引張試験

圧縮試験

曲げ試験

せん断試験

衝撃曲げ試験

硬さ試験

引抜抵抗試験

木ねじ保持力試験

１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き

２，１００円

２，１００円

２，１００円

２，１００円

２，１００円

２，１００円

２，１００円

２，１００円

�
」

を　

「
引張試験
圧縮試験
曲げ試験
せん断試験
衝撃曲げ試験
硬さ試験
引抜抵抗試験
木ねじ保持力試験

１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき

２，１００円
２，１００円
２，１００円
２，１００円
２，１００円
２，１００円
２，１００円
２，１００円

�
」

に　
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１時間を超える１
時間までごとに
１，６３０円加算）

�
」　　

「
⑴　引張試験

⑵　曲げ試験

⑶　圧縮試験

⑷　抗折試験

⑸　せん断試験

振動試験

大型振動試験

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１試片（試験
時間１時間以
内）につき

１試片（試験
時間１時間以
内）につき

２，６８０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

２，６８０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

２，６８０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

２，６８０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

２，６８０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

３，３４０円
（１時間を超える
試験にあつては，
１時間を超える１
時間までごとに
１，６３０円加算）

４，４７０円
（１時間を超える
試験にあつては，
１時間を超える１
時間までごとに
２，５７０円加算）

�
」

に，

「２，０６０円」を「２，０７０円」に，

「
　イ�　非接触式三次
元測定機

１試料につき ３，３６０円

�
」
を　

「
　イ�　非接触式三次
元測定機

質量測定

１試料につき

１試料につき

３，３６０円

３１０円
�

」

に　

改め，

「
超音波探傷検査 １試料につき ２，５００円

�
」
を　

削り，

「
⑴　化学試験
　ア　鉄鋼材料
　イ�　非鉄金属材料
　ウ　特殊材料
⑵　発光分光分析

１成分につき
１成分につき
１成分につき
１試料（１元
素）につき

２，８２０円
３，０１０円
３，２４０円
３，７６０円

（１元素増すごと
に９００円加算）

�
」

を　

「
⑴　鉄鋼材料
⑵　非鉄金属材料
⑶　特殊材料

１成分につき
１成分につき
１成分につき

２，８２０円
３，０１０円
３，２４０円

�
」

に，

「１，９３０円」を「１，９５０円」に改め，同表塗料又は皮膜関

係の項中

曲げ試験
⑴　異形材料
⑵�　異形材料以外の
材料

１試片につき
１試片につき

１，７７０円
１，５７０円

�
」

　　

「
⑴　異形材料

⑵�　異形材料以外の
材料

圧縮試験

抗折試験

曲げ試験
⑴　異形材料

⑵�　異形材料以外の
材料

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１試片につき

１，７７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

１，５７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

１，５７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

１，５７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

１，７７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

１，５７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

�
」

に，

「
せん断試験
へんぺい試験

１試片につき
１試片につき

１，５７０円
１，５７０円

�
」
を　

「
せん断試験

へんぺい試験

１試片につき

１試片につき

１，５７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

１，５７０円
（変位計を使用す
るときは，５００
円加算）

�
」

に，

「
回転曲げ疲労試験 １試片につき ４，８４０円

�
」
を　

「
回転曲げ疲労試験 １試片（試験

時間１時間以
内）につき

４，８４０円
（１時間を超える
試験にあつては，
１時間を超える１
時間までごとに１�
２０円加算）

�
」

に，

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

⑴　引張試験

⑵　曲げ試験
⑶　圧縮試験
⑷　抗折試験
⑸　せん断試験
振動試験

１試片につき

１試片につき
１試片につき
１試片につき
１試片につき
１試片（試験
時間１時間以
内）につき

２，６８０円
（伸び計を使用す
るときは，４９０
円加算）

２，６８０円
２，６８０円
２，６８０円
２，６８０円
３，３４０円

（１時間を超える
試験にあつては，
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付着性試験

付着量試験

表面性試験

１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き

１，９７０円

３，３００円

１，９７０円

�
」　　

「
耐汚染性試験
測色試験
エリクセン試験
耐カッピング性試験
付着性試験
付着量試験
表面性試験

１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき

１，９７０円
１，９７０円
１，５７０円
１，５７０円
１，９７０円
３，３００円
１，９７０円

�
」

に　

改め，

「
耐湿性試験（連続結
露法）

１件１時間に
つき

３４０円

�
」
を　

削り，

「
屋外暴露耐候性試験

前処理試験

ガス腐食試験

１件１か月に
つき
１件１時間に
つき
１件１時間に
つき

２，０７０円

１，６００円

５８０円

�
」

を　

「
屋外暴露耐候性試験 １件１か月に

つき
２，０７０円

�
」
に　

改め，同表試験用試料の作成の項中

「
機械試験用試料
物理試験用試料
接着試験用試料

１件につき
１件につき
１件につき

１，６００円
１，６００円
３，２４０円

機械試験用試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
もの
⑵�　イオンミリング
装置を使用するも
の
物理試験用試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
もの
⑵�　イオンミリング
装置を使用するも
の
分析試験用試料

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１，６４０円

４，９８０円

２，６４０円

４，９８０円

４，９８０円
皮膜試験用試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
もの
⑵�　イオンミリング
装置を使用するも
の

１件につき

１件につき

５，０１０円

４，９８０円

�
」

を　

「
接着試験用試料
接着試験用試料以外

１件につき
１件につき

３，２４０円
１，６００円

「
鏡面光沢度試験

不粘着乾燥性試験

膜厚試験

耐おもり落下性試験

耐屈曲性試験

引つかき硬度試験

耐摩耗性試験

耐液体性試験

硫酸銅試験

１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）１液
体につき
１試料（６試
片以内）につ
き

１，９７０円

１，６２０円

１，９７０円

１，５７０円

１，５７０円

１，９７０円

２，０６０円

１，９７０円

１，９７０円

�
」

を　

「
鏡面光沢度試験
不粘着乾燥性試験
膜厚試験
耐おもり落下性試験
耐屈曲性試験
引つかき硬度試験
耐摩耗性試験
耐液体性試験
硫酸銅試験

１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき
１試料につき

１，９７０円
１，６２０円
１，９７０円
１，５７０円
１，５７０円
１，９７０円
２，０６０円
１，９７０円
１，９７０円

�
」

に，

「５９０円」を「６７０円」に，「２９０円」を「３３０円」

に，

「
促進耐候性試験（キ
セノンランプ法）

１件１時間に
つき

１，１１０円

�
」
を　

「
促進耐候性試験（キ
セノンランプ法）

１件１時間に
つき

１，１６０円
（本市のランプを
使用しないとき
は，９３０円）

�
」

に，

「８００円」を「８３０円」に，

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

を

キャス試験

耐汚染性試験

測色試験

エリクセン試験

耐カッピング性試験

１件１時間に
つき
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き
１試料（６試
片以内）につ
き

２００円

１，９７０円

１，９７０円

１，５７０円

１，５７０円
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第１条　広島市競輪実施規則（昭和３８年広島市規則第３６号）

の一部を次のように改正する。

目次中「競輪場等内取締り」を「競輪場等内取締り等」に，

「取締り（第７０条・」を「取締り等（第７０条～」に改め

る。

第７章の章名中「競輪場等内取締り」を「競輪場等内取締り

等」に改める。

第７章第２節の節名中「取締り」を「取締り等」に改める。

第７０条第１項中「禁止すること」の右に「（以下「入場禁

止」という。）」を加え，同項に次の１号を加える。

⑾　他の競輪施行者において，本人又はその家族からの申請

により当該競輪施行者が開催する競輪に係る競輪場及び場

外車券売場に入場することを禁止した者

第７０条の次に次の２条を加える。

（本人申請による入場禁止）

第７０条の２　委員長は，入場禁止を希望する者から委員長

が定める書面により入場禁止の申請があつたときは，委員

長が定める期間中，当該申請を行つた者に対して，入場禁

止とすることができる。

２　委員長は，前項の規定により入場禁止とした者から委員

長が定める書面により入場禁止の解除の申請があつたとき

は，当該申請を行つた者の入場禁止を解除することができ

る。

３　第１項の規定により入場禁止とされた者は，委員長が定

める日までの間は，前項の規定による入場禁止の解除を申

請することができない。

（家族申請による入場禁止）

第７０条の３　車券の購入により，本人若しくはその家族の

日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にある

者又はそのおそれがある者の家族（本人と同居する親族

（成年者に限る。）その他委員長が特に認めた者をいう。

以下同じ。）は，委員長が定める書面及び書類により，そ

の者を入場禁止とすることを申請することができる。

２　委員長は，前項の規定による申請があつた場合におい

て，入場禁止としようとする者（以下「入場禁止候補者」

という。）が，委員長が定める事由に該当すると認めると

きは，入場禁止候補者及び同項の申請を行つた家族（以下

「申請家族」という。）に対して，入場禁止候補者を入場

禁止とする旨及び入場禁止とする期間として委員長が定め

る期間を通知しなければならない。

３　前項の規定による通知を受けた入場禁止候補者は，入場

禁止を不服とするときは，入場禁止開始予定日の前日まで

に，委員長に対して，書面により意見を申し出ることがで

きる。

４　委員長は，前項の規定による申出があつたときは，その

内容を検討の上，入場禁止の可否について判断し，直ちに

その結果を当該申出をした入場禁止候補者及び申請家族に

通知しなければならない。

５　委員長は，第２項の規定により入場禁止とした者又は申

の試料
⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
で作成する試料

　ア�　簡易なもの
（切断その他こ
れと同等の工数
を必要とするも
の）

　イ�　複雑なもの
（研磨その他こ
れと同等の工数
を必要とするも
の）

　ウ�　非常に複雑な
もの（研削，塗
布その他これら
と同等の工数を
必要とするも
の）

⑵�　イオンミリング
装置を使用して作
成する試料

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１，６４０円

２，６４０円

５，０１０円

４，９８０円

⑴�　イオンミリング
装置を使用しない
で作成する試料

　ア�　簡易なもの
（切断その他こ
れと同等の工数
を必要とするも
の）

　イ�　複雑なもの
（研磨その他こ
れと同等の工数
を必要とするも
の）

　ウ�　非常に複雑な
もの（研削，塗
布その他これら
と同等の工数を
必要とするも
の）

⑵�　イオンミリング
装置を使用して作
成する試料

１件につき

１件につき

１件につき

１件につき

１，６４０円

２，６４０円

５，０１０円

４，９８０円

�
」

に　

改める。

附　則

１　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

２　この規則の施行の日前に依頼のあった試験若しくは検査又は

試作に係る手数料及び試験等に関する表示又は広告について

は，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３７号

平成３０年３月３０日

　広島市競輪実施規則及び広島市自転車競走電話投票実施規則の

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

広島市競輪実施規則及び広島市自転車競走電話投票実

施規則の一部を改正する規則

　（広島市競輪実施規則の一部改正）
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は，利用停止候補者及び同項の申請を行った家族（以下「申

請家族」という。）に対して，利用停止候補者を利用停止と

する旨及び利用停止とする期間として市長が別に定める期間

を通知しなければならない。

３　前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は，利用停

止を不服とするときは，利用停止開始予定日の前日までに，

市長に対して，書面により意見を申し出ることができる。

４　市長は，前項の規定による申出があったときは，その内容

を検討の上，利用停止の可否について判断し，直ちにその結

果を当該申出をした利用停止候補者及び申請家族に通知しな

ければならない。

５　市長は，第２項の規定により利用停止とした者又は申請家

族から市長が別に定める書面により利用停止の解除の申請が

あった場合において，市長が別に定める事由に該当すると認

めるときは，利用停止を解除することができる。

６　第２項の規定により利用停止とされた加入者及び申請家族

は，市長が別に定める日までの間は，前項の規定による解除

を申請することができない。

７　市長は，第１項又は第５項の規定による書面の提出を受け

たときは，当該各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の

提出を求めることができる。

（その他事由による利用停止）

第１２条の４　市長は，他の競輪施行者が電話投票の利用を停

止する措置を行った加入者に対して，利用停止とすることが

できる。

２　前項の規定により利用停止となった加入者が，他の競輪施

行者において同項の措置を解除されたときは，市長はその加

入者の利用停止を解除することができる。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第１

条の規定は，同年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３８号

平成３０年３月３０日

　児童福祉法に基づく措置等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

児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正

する規則

　児童福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広島市規

則第３１号）の一部を次のように改正する。

　別表第１備考の１中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４

の２第６項」に改め，同表備考の３の⑵中「第２項及び第６項」

を「第２項，第６項及び第２５項」に改め，同表備考の６中「第

２１条の５の２８第１項」を「第２１条の５の２９第１項」に改

める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，別表

請家族から委員長が定める書面により入場禁止の解除の申

請があつた場合において，委員長が定める事由に該当する

と認めるときは，入場禁止を解除することができる。

６　第２項の規定により入場禁止とされた者及び申請家族

は，委員長が定める日までの間は，前項の規定による解除

を申請することができない。

７　委員長は，第１項又は第５項の規定による書面の提出を

受けたときは，当該各項の申請の内容を疎明するに足りる

資料の提出を求めることができる。

第７１条第１項中「場内取締委員は，」に右に「既に競輪

場等に入場している者が」を加え，「者に対して，競輪場等

から」を「場合においては，」に改め，同項第１号中「前条

第１項各号」を「第７０条第１項各号」に改め，同項中第４

号を第５号とし，同項第３号中「はり付けた」を「貼り付け

た」に改め，同号を同項第４号とし，同項中第２号を第３号

とし，第１号の次に次の１号を加える。

⑵　第７０条の２第１項又は前条第２項の規定により入場

禁止となつた者

第７１条第２項中「前条第２項」を「第７０条第２項」に

改める。

（広島市自転車競走電話投票実施規則の一部改正）

第２条　広島市自転車競走電話投票実施規則（平成元年広島市規

則第１１７号）の一部を次のように改正する。

第４条に次の１号を加える。

⑹　車券の購入により，本人若しくはその家族の日常生活若

しくは社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそ

れのある者

第１２条の次に次の３条を加える。

（本人申請による利用停止）

第１２条の２　市長は，加入者から市長が別に定める書面によ

り電話投票の利用を停止すること（以下「利用停止」とい

う。）の申請があつたときは，市長が別に定める期間中，当

該加入者に対して，利用停止とすることができる。

２　市長は，前項の規定により利用停止とした加入者から市長

が別に定める書面により利用停止の解除の申請があったとき

は，当該加入者の利用停止を解除することができる。

３　第１項の規定により利用停止とされた加入者は，市長が別

に定める日までの間は，前項の規定による利用停止の解除を

申請することができない。

（家族申請による利用停止）

第１２条の３　車券の購入により，加入者本人若しくはその家

族の日常生活若しくは社会生活に支障が生じている状態にあ

る者又はそのおそれがある者の家族（加入者と同居する親族

（成年者に限る。）その他市長が特に認めた者をいう。以下

同じ。）は，市長が別に定める書面及び書類により，当該加

入者を利用停止とすることを申請することができる。

２　市長は，前項の規定のよる申請があった場合において，利

用停止としようとする加入者（以下「利用停止候補者」とい

う。）が，市長が別に定める事由に該当すると認めるとき
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る重度訪問介護（以下「重度訪問介護」という。），同条第５

項」に，「同条第１５項」を「同条第１７項」に改める。

　別表第２備考の３ただし書中「第５条の４の２第５項」を「第

５条の４の２第６項」に改め，同表備考の４の⑵中「及び第６

項」を「，第６項及び第２５項」に改める。

　別表第３中

「　　　　　　　　　「
居宅介護及び
行動援護３０
分当たり

　を

居宅介護及び
行動援護３０
分当たり

重度訪問介護
３０分当たり

０円 ０円 ０円
０円 ０円 ０円

５０円 ５０円 ５０円
１００円 １００円 １００円

１５０円
２００円
２５０円
３００円
４００円
５００円
６００円
８００円

１，０００円
１，２００円
１，４００円
１，６００円
１，９００円
支弁額

１５０円
２００円
２５０円
３００円
４００円
５００円
６００円
８００円

１，０００円
１，２００円
１，４００円
１，６００円
１，９００円
支弁額

１５０円
２００円
２５０円
３００円
４００円
５００円
６００円
８００円

１，０００円
１，２００円
１，４００円
１，６００円
１，９００円
支弁額

�
」　　　　　　　　　　　　　　　　」

に改め

る。

附　則

１　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第４条第１項

第３号の改正規定（「同条第１５項」を「同条第１７項」に改

める部分に限る。）は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の別表第３の規定は，この規則の施行の日以後の障害

福祉サービスの提供に係る措置その他の措置に要した費用の徴

収について適用し，同日前の障害福祉サービスの提供に係る措

置その他の措置に要した費用の徴収については，なお従前の例

による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４２号

平成３０年３月３０日

　広島市介護保険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

広島市介護保険規則の一部を改正する規則

　広島市介護保険規則（平成１２年広島市規則第５１号）の一部

を次のように改正する。

　第５条第２項中「区役所厚生部健康長寿課」の右に「（東区役

所にあっては，東区役所厚生部福祉課）」を加える。

　第１２条の見出し中「第１号被保険者」を「要介護被保険者」

に改め，同条中「第４９条の２」を「第４９条の２第１項」に改

め，同条に次の１項を加える。

２　法第４９条の２第２項に規定する要介護被保険者が本市から

第１備考の１及び備考の３の⑵の改正規定は，公布の日から施行

する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第３９号

平成３０年３月３０日

　広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市母子保健法施行細則の一部を改正する規則

　広島市母子保健法施行細則（昭和４１年広島市規則第３９号）

の一部を次のように改正する。

　別表備考の１中「第５条の４の２第５項」を「第５条の４の２

第６項」に改め，同表備考の２の⑵中「第２項及び第６項」を

「第２項，第６項及び第２５項」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４０号

平成３０年３月３０日

　身体障害者福祉法に基づく措置等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

身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則の一部

を改正する規則

　身体障害者福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広

島市規則第３４号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項第３号中「同条第１５項」を「同条第１７項」に

改める。

　別表第２備考の３ただし書中「第５条の４の２第５項」を「第

５条の４の２第６項」に改め，同表備考の４の⑵中「及び第６

項」を「，第６項及び第２５項」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，別表

第２備考の３ただし書及び備考の４の⑵の改正規定は，公布の日

から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４１号

平成３０年３月３０日

　知的障害者福祉法に基づく措置等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

知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則の一部

を改正する規則

　知的障害者福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広

島市規則第３５号）の一部を次のように改正する。

　第４条第１項第３号中「同条第５項」を「同条第３項に規定す
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定医療費の支給を受けた指定医療機関に係る徴収金の請求は，

所定の通知書により行う。

３　前２項の規定による徴収金の督促は，所定の督促状の発付に

より行う。

　（過料）

第３条　条例第１条の規定により過料を科するときは，所定の過

料決定書によりその旨を通知し，所定の納入通知書によりこれ

を徴収する。

２　前項の過料の督促は，所定の督促状の発付により行う。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４４号

平成３０年３月３０日

　広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則をここに

公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市下水道事業財務会計規則の一部を改正する規則

　広島市下水道事業財務会計規則（昭和６０年広島市規則第７６

号）の一部を次のように改正する。

　第４９条中「第３１条の４まで」を「第３１条まで，第３１条

の２第１項，第３１条の３第１項及び第２項，第３１条の４」に

改める。

　別表第４の⑵の表区役所の項中「収納（南区役所，」を「収納

（」に改め，「（南区役所を除く。）」を削る。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４５号

平成３０年３月３０日

　広島市排水設備指定工事店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

広島市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則

　広島市排水設備指定工事店規則（平成１０年広島市規則第９６

号）の一部を次のように改正する。

　第３条第１項中「第３４条において」の右に「読み替えて」を

加え，同項第１号中「区域内」の右に「又は山口県の区域（別表

の山口県の項に掲げる市町の区域に限る。）内」を加える。

　第６条第４項中「ときは，直ちに」を「ときには直ちに，第８

条第１項の規定による提出をするときには当該提出と同時に，」

に改める。

　第８条第３項中「第４条」の右に「若しくは第５条第２項」を

加える。

　第１７条を第１８条とし，第１６条の次に次の１条を加える。

（連携協約による事務の共同処理に係る指定の手続等の特例）

第１７条　連携市町所在指定工事店が，指定の期間満了後引き続

受ける前項各号に掲げる介護給付について当該各号に定める規

定を適用する場合においては，これらの規定中「１００分の９�

０」とあるのは，「１００分の７０」とする。

　第１３条中「（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

される同法第５条の規定（同法附則第１条第３号に掲げる改正規

定に限る。）による改正前の法第５３条第２項各号を含む。）」

を削る。

　第１７条の見出し中「第１号被保険者」を「居宅要支援被保険

者」に改め，同条中「第５９条の２」を「第５９条の２第１項」

に改め，同条に次の１項を加える。

２　法第５９条の２第２項に規定する居宅要支援被保険者が本市

から受ける前項各号に掲げる予防給付について当該各号に定め

る規定を適用する場合においては，これらの規定中「１００分

の９０」とあるのは，「１００分の７０」とする。

附　則

１　この規則は，平成３０年８月１日から施行する。ただし，第

５条第２項及び第１３条の改正規定は，同年４月１日から施行

する。

２　この規則の施行の日前に行われた改正前の広島市介護保険規

則の規定による特例居宅介護サービス（これに相当するサービ

スを含む。），特例地域密着型介護サービス（これに相当する

サービスを含む。），特例施設介護サービス，特例介護予防サ

ービス（これに相当するサービスを含む。）又は特例地域密着

型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。）に係

る保険給付については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４３号

平成３０年３月３０日

　広島市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則をここ

に公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細

則

　（趣旨）

第１条　この規則は，地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６

号）第１７４条の３８の規定により読み替えて適用する難病の

患者に対する医療等に関する法律（平成２６年法律第５０号。

次条において「法」という。）及び広島市難病の患者に対する

医療等に関する法律に基づく過料に関する条例（平成３０年広

島市条例第２９号。第３条第１項において「条例」という。）

の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。

　（不正利得の徴収）

第２条　法第３４条第１項の偽りその他不正の手段により特定医

療費の支給を受けた者に係る徴収金の請求は，所定の通知書に

より行う。

２　法第３４条第２項に規定する偽りその他不正の行為により特
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備の新設，増設又は改築に係る施工をすることができるとし

た指定工事店をいい，本市の区域内に所在する営業所に関し

指定を受けているものを除く。

　附則の次に別表として次の表を加える。

別表（第３条，第１７条関係）

区　分 市　　　　　町
広島県 呉市，竹原市，三原市，大竹市，東広島市，廿日

市市，安芸高田市，江田島市，安芸郡府中町，安
芸郡海田町，安芸郡熊野町，安芸郡坂町，山県郡
安芸太田町，山県郡北広島町，豊田郡大崎上島町
及び世羅郡世羅町

山口県 岩国市，柳井市，大島郡周防大島町，玖珂郡和木
町，熊毛郡田布施町及び熊毛郡平生町

附　則

１　この規則は，平成３０年７月１日から施行する。

２　改正後の第１７条第１項の規定は，連携市町所在指定工事店

がこの規則の施行の日以後に行う指定の期間満了後引き続き指

定を受けようとする場合の申請について適用し，指定工事店が

同日前に行った当該場合の申請については，なお従前の例によ

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４６号

平成３０年３月３０日

　広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する

条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整

に関する条例施行規則の一部を改正する規則

　広島市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する

条例施行規則（平成９年広島市規則第１３１号）の一部を次のよ

うに改正する。

　第５条第１号中「第１１項までの各項ただし書」を「第７項ま

で若しくは第９項から第１２項までの各項のただし書」に改め，

同条第２号中「第４条」を「第４条ただし書，第４条の２第２項

第４号，第１３条第１項ただし書（同条例第１４条第１項及び第

１５条第１項において準用する場合を含む。），第１８条第２項

第１号若しくは第２０条」に改める。

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。ただし，第５

条第２号の改正規定は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４７号

平成３０年３月３０日

　広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則をここに公布

する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市建築基準法施行細則の一部を改正する規則

き指定を受けようとする場合は，第５条第２項後段の規定にか

かわらず，市長が指定する期日までに，所定の申請書に次に掲

げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

⑴　市町の長が，期間の設定をして，その連携市町の区域内に

所在する営業所に関し，排水設備の新設，増設又は改築に係

る施工をすることができるとしたことを証する書類

⑵　第４条第３号に掲げる書類

⑶　法人にあっては，役員の氏名を記載した名簿

２　連携市町所在指定工事店に対する第８条第３項及び第１５条

第４号の規定の適用については，同項中「若しくは第５条第２

項」とあるのは「，第５条第２項若しくは第１７条第１項」

と，「記載事項」とあるのは「記載事項（第４条又は第５条第

２項に規定する添付書類にあっては，役員に係る事項（法人で

ある場合に限る。）及び専属する責任技術者に係る事項に限

る。）」と，「書類等」とあるのは「第１７条第１項各号に掲

げる書類等」と，同号中「第８条第３項」とあるのは「第１７

条第２項の規定により読み替えて適用する第８条第３項」とす

る。

３　連携市町所在指定工事店に該当しなくなった指定工事店は，

所定の届出書に第４条各号（第３号を除く。）に掲げる書類を

添付して，遅滞なく，その旨を市長に届け出なければならな

い。

４　前項の規定による届出があった場合において，当該届出が第

８条第３項の規定による届出を要する事項に係るものであると

きは，当該届出があったものとみなす。

５　市長は，前各項に規定する手続に関する事務を共同して処理

するため，指定工事店の営業所（本市の区域内に所在するもの

に限る。）に関し保有する情報を，市町の長に提供するものと

する。ただし，広島市個人情報保護条例（平成１６年広島市条

例第４号）第２条第３号に規定する保有個人情報にあっては，

同条例第８条第１項第２号に該当する場合に限る。

６　この条において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ

当該各号に定めるところによる。

⑴　連携市町　本市との間で広島広域都市圏に係る連携協約

（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２第

１項に規定する連携協約をいう。）（指定工事店に関する事

務の共同処理に係る部分に限る。）を締結している別表に掲

げる市町をいう。

⑵　市町の長　連携市町の長をいい，公共下水道（下水道法

（昭和３３年法律第７９号）第２条第３号に規定する公共下

水道をいい，これに類するものを含む。次号において同

じ。）の業務の執行に関し地方公営企業法（昭和２７年法律

第２９２号）第７条に規定する管理者を置いている連携市町

にあっては，当該管理者をいう。

⑶　排水設備　一の連携市町の公共下水道に係る排水区域内に

おいて設置される排水設備（下水道法第１０条第１項に規定

する排水設備をいい，これに類するものを含む。）をいう。

⑷　連携市町所在指定工事店　市町の長が，期間の設定をし

て，その連携市町の区域内に所在する営業所に関し，排水設
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寄宿舎使用料の減免を受けている者が，当該減免を受けている

事由が消滅し，かつ，当該事由以外の事由により引き続き当該

授業料若しくは受講料又は寄宿舎使用料の減免を受けようとす

る場合について準用する。

　第３条第５項を同条第６項とし，同条第４項中「又は第２項」

を「から第３項まで」に改め，同項を同条第５項とし，同条第３

項中「第１項又は前項」を「前３項」に改め，同項を同条第４項

とし，同条第２項第１号中「前条第２項第１号」を「前条第５項

第１号」に改め，同項第２号中「前条第２項第２号」を「前条第

５項第２号」に改め，同項を同条第３項とし，同条第１項の次に

次の１項を加える。

２　入学料の減免を受けようとする者は，所定の申請書に市長が

定める書類を添え，学校長を経由して市長に提出しなければな

らない。

　第３条を第４条とする。

　第２条第１項中「の減免」を「（広島市立広島みらい創生高等

学校の授業料を除く。）の減免」に改め，同項第１号中「全日数

を通じて」を「初日から末日まで引き続いて」に，「授業料」を

「当該授業料」に改め，同条第３項中「授業料等」を「授業料及

び受講料並びに寄宿舎使用料」に改め，同項を同条第６項とし，

同条中第２項を第５項とし，第１項の次に次の３項を加える。

２　前項の規定は，授業料（広島市立広島みらい創生高等学校の

授業料に限る。次項において同じ。）及び受講料の減免につい

て準用する。

３　前項において準用する第１項の規定にかかわらず，広島市立

広島みらい創生高等学校に在籍する者が，次の各号のいずれか

に該当する場合には，当該者に対し，当該各号に定める額をも

つて授業料又は受講料の減免を行うものとする。

⑴　高等学校等就学支援金の支給に関する法律（平成２２年法

律第１８号）第４条の認定を受けた通信制の課程に在籍する

者が，定時制の課程の科目を履修する場合　授業料の額と受

講料の額との差額に相当する額

⑵　一の年度において履修する科目の単位数の合計が３０を超

える者　当該年度における授業料の額と受講料の額との合計

額から当該年度において支給される高等学校等就学支援金の

額を控除して得た額

⑶　広島市立広島みらい創生高等学校に在籍した期間において

履修した科目の単位数の合計が７４を超える者（市長が定め

る数以下の者に限る。）　当該期間における授業料の額と受

講料の額との合計額から当該期間において支給される高等学

校等就学支援金の額を控除して得た額

⑷　前３号に掲げるもののほか，市長が特に減免の必要がある

と認める場合　市長が定める額

４　市長は，災害，疾病その他の特別の事由があると認めるとき

は，入学料の額を減免することができる。

　第２条を第３条とし，第１条の次に次の１条を加える。

（年度の途中における入学，退学又は転学があつた場合の授業

料及び受講料）

第２条　条例第３条の３第３項ただし書に規定する年度の途中に

　広島市建築基準法施行細則（昭和５３年広島市規則第３１号）

の一部を次のように改正する。

　第１３条中「第４条第１項第５号」を「第４条第１項第６号」

に改める。

　第２０条中「第３２条第１項の表中，」を「第３２条第１項第

１号の表に掲げる」に改め，「認めて」の右に「規則で」を加え

る。

　第２２条第１項中「県条例第４条の２第２項第４号，県条例」

を「第４条の２第２項第４号，」に，「及び県条例」を「及び」

に，「又は県条例第１８条第２項第１号」を「，第１８条第２項

第１号又は第２０条」に改め，「第４条ただし書の規定による」

の右に「市長の認定を受けようとする者に限り，第５号に掲げる

図書にあつては，県条例第２０条の規定による」を加え，同項中

第５号を第６号とし，第４号の次に次の１号を加える。

⑸　第３３条第２号に掲げる書類

　第２８条の見出し中「建ぺい率」を「建蔽率」に改め，同条中

「の各号」を削り，同条第３号中「前各号の一」を「前２号のい

ずれか」に改める。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。ただし，第２８条の見出

しの改正規定は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４８号

平成３０年３月３０日

　広島市立高等学校等の授業料等の減免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

広島市立高等学校等の授業料等の減免に関する規則の

一部を改正する規則

　広島市立高等学校等の授業料等の減免に関する規則（昭和４８

年広島市規則第５３号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

広島市立高等学校等の授業料等に関する規則

　第１条中「第５条第１項及び第３項並びに第８条」を削り，

「）及び」を「），受講料及び入学料並びに」に改め，「の減免

の取扱い」を削る。

　第５条を第６条とし，第４条を第５条とする。

　第３条第１項中「授業料」の右に「又は受講料」を加え，同項

第１号中「前条第１項第１号」の右に「（同条第２項において準

用する場合を含む。）」を加え，同項第２号中「前条第１項第２

号」の右に「（同条第２項において準用する場合を含む。）」を

加え，同項第３号中「前条第１項第３号」の右に「（同条第２項

において準用する場合を含む。）」を加え，同項に次の１号を加

える。

⑷　前条第３項の規定に該当する者にあつては，学校長の証明

書及び市長が定める書類

　第３条第５項を次のように改める。

５　第１項及び第３項の規定は，現に授業料若しくは受講料又は
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附　則

１　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の第４条の２の５の規定は，この規則の施行の日以後

の期間に係る介護補償について適用し，同日前の期間に係る介

護補償については，なお従前の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５０号

平成３０年３月３１日

　広島市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正する規則を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市子ども・子育て支援法施行細則の一部を改正す

る規則

　広島市子ども・子育て支援法施行細則（平成２７年広島市規則

第１号）の一部を次のように改正する。

　第２条中「３０時間」を「４８時間」に改める。

　附則に次の１項を加える

７　平成３０年４月１日から平成３７年３月３１日までの間に行

われる子どものための教育・保育給付（法第１１条に規定する

子どものための教育・保育給付をいう。）を受けようとする小

学校就学前子ども（法第６条第１項に規定する小学校就学前子

どもをいう。）の保護者に対する第２条の規定の適用について

は，同条中「４８時間」とあるのは，「３０時間」とする。

　別表第１中「４，５１０」を「３，２３０」に，「５，１６０」

を「３，６９０」に，「６，２１０」を「４，４４０」に，「７，２�

６０」を「５，２００」に，「７，７００」を「５，５１０」に改

める。

　別表第２中「４，５１０」を「３，２３０」に，「５，１６０」

を「３，６９０」に，「６，２１０」を「４，４４０」に，「７，２�

６０」を「５，２００」に，「８，７５０」を「６，２６０」に，

「１０，６８０」を「７，６５０」に，「１０，９４０」を「７，８�

３０」に改める。

附　則

１　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の別表第１及び別表第２の規定は，この規則の施行の

日以後に支給認定子どもが受ける子ども・子育て支援法（平成

２４年法律第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保

育，同法第２８条第１項第２号に規定する特別利用保育，同項

第３号に規定する特別利用教育，同法第３０条第１項第２号に

規定する特別利用地域型保育又は同項第４号に規定する特例保

育（以下この項において「特定教育・保育等」という。）に係

る保育料について適用し，同日前に支給認定子どもが受けた特

定教育・保育等に係る保育料については，なお従前の例によ

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５１号

平成３０年３月３１日

おける入学があつた場合（４月に入学があつた場合を除く。）

の授業料又は受講料は，別表の左欄に掲げる入学した月の区分

に応じ，それぞれ同表の中欄に定める日に同表の右欄に定める

額を徴収する。

２　条例第３条の３第３項ただし書に規定する年度の途中におけ

る退学又は転学があつた場合（３月に退学又は転学があつた場

合を除く。）の授業料又は受講料の額は，退学又は転学があつ

た月の末日に，同条第２項の規定により算出した額（当該年度

において徴収した授業料又は受講料がある場合にあつては，同

項の規定により算出した額から当該徴収した額の合計額を控除

して得た額）を徴収する。

　附則の次に次の別表を加える。

別表（第２条関係）

入学した
月 徴収する日 徴収する額

５月又は
６月

６月３０日，
９月３０日，
１月４日及び
３月３１日

条例第３条の３第２項の規定により
算出した額に４分の１を乗じて得た
額。ただし，その金額に１円未満の
端数があるときは，その端数金額
は，全て６月３０日において徴収す
べき額に合算する。

７月から
９月まで

９月３０日，
１月４日及び
３月末日

条例第３条の３第２項の規定により
算出した額に３分の１を乗じて得た
額。ただし，その金額に１円未満の
端数があるときは，その端数金額
は，全て９月３０日において徴収す
べき額に合算する。

１０月か
ら１２月
まで

１月４日及び
３月３１日

条例第３条の３第２項の規定により
算出した額に２分の１を乗じて得た
額。ただし，その金額に１円未満の
端数があるときは，その端数金額
は，全て１月４日において徴収すべ
き額に合算する。

１月から
３月まで

３月３１日 条例第３条の３第２項の規定により
算出した額

附　則

　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第４９号

平成３０年３月３０日

　広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を改正する

規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則の一部を

改正する規則

　広島市消防団員等公務災害補償条例施行規則（昭和３３年広島

市規則第４０号）の一部を次のように改正する。

　第４条の２の５の表常時介護を要する状態の項中「１０万５，�

１３０円」を「１０万５，２９０円」に，「５万７，１１０円」を

「５万７，１９０円」に改め，同表随時介護を要する状態の項中

「５万２，５７０円」を「５万２，６５０円」に，「２万８，５６�

０円」を「２万８，６００円」に改める。
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０」を「５，２００」に，「７，７００」を「５，５１０」に改め

る。

附　則

１　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の別表の規定は，この規則の施行の日以後に園児が受

ける特定教育・保育（子ども・子育て支援法（平成２４年法律

第６５号）第２７条第１項に規定する特定教育・保育をいう。

以下この項において同じ。）又は特別利用教育（同法第２８条

第１項第３号に規定する特別利用教育をいう。以下この項にお

いて同じ。）に係る授業料について適用し，同日前に園児が受

けた特定教育・保育又は特別利用教育に係る授業料について

は，なお従前の例による。

告 示
広島市告示第１０１号

平成３０年３月１日

　広島市公共下水道築造事業計画を変更するため，下水道法施行

令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により，変更に係

る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図面は，平

成３０年３月２日から平成３０年３月１６日（告示日から２週

間）まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の縦覧に

供します。

　なお，利害関係人は，この公示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画の名称

広島市公共下水道築造事業計画

２　変更に係る予定処理区域

広島市安佐南区　　�伴西四丁目，伴西五丁目，大塚西一丁

目，大塚西二丁目

　　　安佐北区　　小河原町，可部町，安佐町

　　　佐伯区　　　�五日市町，石内東一丁目，石内東二丁

目，石内東三丁目，石内東四丁目，倉重

一丁目

３　変更に係る工事の完成の予定年月日

平成３２年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０２号

平成３０年３月１日

　広島市流域関連公共下水道築造事業計画を変更するため，下水

道法施行令（昭和３４年政令第１４７号）第３条の規定により，

変更に係る予定処理区域等を次のとおり公示します。この関係図

面は，平成３０年３月２日から平成３０年３月１６日（告示日か

ら２週間）まで広島市下水道局施設部計画調整課において一般の

縦覧に供します。

　なお，利害関係人は，この公示の日から縦覧期間満了の日まで

に意見書を提出することができます。

　広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育園条例施

行規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市阿戸認定こども園条例施行規則及び広島市保育

園条例施行規則の一部を改正する規則

　次に掲げる規則の規定中「４，５１０」を「３，２３０」に，

「５，１６０」を「３，６９０」に，「６，２１０」を「４，４４�

０」に，「７，２６０」を「５，２００」に，「７，７００」を

「５，５１０」に改める。

⑴　広島市阿戸認定こども園条例施行規則（平成２７年広島市

規則第４９号）別表第１

⑵　広島市保育園条例施行規則（昭和２３年１０月４日広島市

規則第３８号）別表第２

附　則

１　この規則は，平成３０年４月１日から施行する。

２　改正後の広島市阿戸認定こども園条例施行規則別表第１及び

広島市保育園条例施行規則別表第２の規定は，この規則の施行

の日以後に乳幼児又は幼児が受ける特定教育・保育（子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第２７条第１項に規

定する特定教育・保育をいう。以下この項において同じ。）及

び特別利用保育（同法第２８条第１項第２号に規定する特別利

用保育をいう。以下この項において同じ。）に係る保育料につ

いて適用し，同日前に乳幼児又は幼児が受けた特定教育・保育

及び特別利用保育に係る保育料については，なお従前の例によ

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５２号

平成３０年３月３１日

　広島市立幼稚園の授業料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

広島市立幼稚園の授業料に関する規則の一部を改正す

る規則

　広島市立幼稚園の授業料に関する規則（平成２７年広島市規則

第５２号）の一部を次のように改正する。

　題名を次のように改める。

広島市立幼稚園の授業料等に関する規則

　第１条中「授業料」の右に「及び入園料」を加える。

　第３条を第４条とし，第２条の次に次の１条を加える。

　（入園料の額の変更）

第３条　前条第４項の規定は，入園料の額の変更について準用す

る。この場合において，同項中「前３項の規定による」とある

のは，「条例第４条の２第２項に規定する」と読み替えるもの

とする。

　別表中「４，５１０」を「３，２３０」に，「５，１６０」を

「３，６９０」に，「６，２１０」を「４，４４０」に，「７，２６�
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ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島五日市

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目４番１５
－２号

１日型デイサービ
ス

株式会社アー
ルプラス

デイサービス
トパーズ安芸
府中

広島県安芸郡
府中町宮の町
四丁目１７番
１９号

１日型デイサービ
ス

株式会社ウェ
ルウェル ウェルベル

広島市佐伯区
美鈴が丘西一
丁目３番１３
号

短時間型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０５号

平成３０年３月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項に

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３０年３月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島五日市

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目４番１５
－２号

地域密着型通所介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０６号

平成３０年３月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項又は地域における医療及び介護の総合的な確保を推

進するための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第

８３号）附則第１１条若しくは第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３０年３月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社あす
ｔｅａｍ

訪問介護事業
所あす

広島市南区宇
品御幸二丁目
１番２０号

訪問介護

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンデイサ
ービスセンタ
ー

広島市西区庚
午中四丁目１�
５番３５号

通所介護

広島市長　　松　井　一　實

１　事業計画の名称

広島市流域関連公共下水道築造事業計画

２　変更に係る予定処理区域

広島市南区　　　東青崎町

　　　安芸区　　瀬野町，畑賀町，矢野町

３　変更に係る工事の完成の予定年月日

平成３３年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０３号

平成３０年３月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

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３０年３月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社アイ
テック

居宅介護支援
事業所かなで

広島市西区己
斐中一丁目９
番１９－３０�
４号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０４号

平成３０年３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３０年３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

株式会社あす
ｔｅａｍ

訪問介護事業
所あす

広島市南区宇
品御幸二丁目
１番２０号

訪問介護サービス�
・生活援助特化型
訪問サービス

株式会社ほの
か ほのか

広島市佐伯区
八幡四丁目５
番１８号

訪問介護サービス�
・生活援助特化型
訪問サービス

株式会社みの
り

ホームケアセ
ンターみのり

広島市東区矢
賀新町四丁目
１番７号

１日型デイサービ
ス

Ｃｏｍｍｏｎ
株式会社

コモンデイサ
ービスセンタ
ー

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

株式会社アイ
テック

デイサービス
センターきず
な

広島市西区己
斐中二丁目２�
２番１４号

１日型デイサービ
ス
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医療法人社団あ
かしあ会　あか
しあクリニック
戸坂

広島市東区戸坂
山根三丁目１１
－１６

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

温品キララ薬局
広島市東区温品
七丁目１２－２�
１

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

おかもとリハビ
リ訪問看護ステ
ーション

広島市東区温品
七丁目５－１２

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

たちばな薬局宇
品店

広島市南区宇品
神田四丁目１２
－１２杉本ビル

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

あい愛薬局 広島市南区東本
浦町２３－２２

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

クオール薬局広
島駅前通店

広島市南区松川
町１－１５　ポ
エム松川１Ｆ

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

アイティ薬局
広島市南区段原
南二丁目８－１�
４

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

アルパーク検診
クリニック

広島市西区草津
新町二丁目２６
－１　アルパー
ク東棟９Ｆ－１�
０Ｆ

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

医療法人　細川
医院

広島市西区庚午
中三丁目１－１�
６

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

訪問看護ステー
ション古の市

広島市安佐南区
古市三丁目５－
３

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

医療法人社団み
ずほ会　高陽歯
科医院

広島市安佐北区
真亀三丁目３－
１６

平成３０年３
月３１日

平成３６年３
月３０日

山﨑歯科医院
広島市安佐北区
可部五丁目１５
－３３

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

黄内科医院
広島市佐伯区藤
の木一丁目３１
－１２

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

そうごう薬局　
五日市中央店

広島市佐伯区五
日市中央三丁目
８－１４

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０９号

平成３０年３月１日

　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第４４条第１

項の規定による認定特定非営利活動法人として認定したので，同

法第４９条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　名称

特定非営利活動法人コミュニティリーダー　ひゅーる　ぽん

２　代表者の氏名

川口　隆司

３　主たる事務所の所在地

広島市安佐南区川内六丁目２８番１５号

株式会社アイ
テック

デイサービス
センターきず
な

広島市西区己
斐中二丁目２�
２番１４号

通所介護

ヤマネホール
ディングス株
式会社

デイサービス
きたえるーむ
広島五日市

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目４番１５
－２号

介護予防通所介護

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

ショートステ
イサービスこ
ころ

広島市安佐北
区安佐町鈴張
２６８８番地

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

特別養護老人
ホームこころ

広島市安佐北
区安佐町鈴張
２６８８番地

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０７号

平成３０年３月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号

の規定により，次に掲げる施設を指定介護老人福祉施設として指

定したので，同法第９３条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３０年３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

社会福祉法人
ひろしま四季
の会

特別養護老人
ホームこころ

広島市安佐北
区安佐町鈴張
２６８８番地

介護老人福祉施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０８号

平成３０年３月１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

山本整形外科
広島市中区江波
二本松二丁目７
－３１

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

医療法人社団み
ずほ会　清水歯
科医院

広島市中区基町
１１－５和光紙
屋町ビル２Ｆ

平成３０年３
月３１日

平成３６年３
月３０日

そうごう薬局　
フジグラン広島
店

広島市中区宝町
２－１　フジグ
ラン広島４階

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

医療法人社団　
聖愛会　ぎおん
牛田病院附属牛
田クリニック

広島市東区牛田
本町一丁目５－
１４

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日
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河戸幼稚園 広島市安佐北区亀山二
丁目２１－１５

土砂災害，高潮，
洪水　　

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１１号

平成３０年３月２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　ロイヤルホームセンター矢賀

⑵　所在地　広島市東区矢賀五丁目７７－７番地

２　大規模小売店舗を設置する者

日本貨物鉄道株式会社

代表取締役　田村　修二

東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目３３番８号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　変更する理由

別紙のとおり

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　広島市東区東蟹屋町９番３８号

広島市東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３０年３月２日から同年７月２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１�

７８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３０年７月２日

４　当該認定の有効期間

平成３０年３月１日から平成３５年２月２８日まで

５　定款に記載された目的

本法人は，あたたかなまちづくりをテーマに，地域に対して

自発性にもとづいた多様な福祉活動，まちづくり活動を行い，

もって社会全体の利益の増進に寄与することを目的とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１０号

平成３０年３月１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項の規定により指定緊急避難場所を指定したので，同条第３項

の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 適応災害

長束西小学校 広島市安佐南区長束西一丁
目２６－１ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１０－２号

平 成 ３ ０ 年 ３ 月 １ 日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 取り消した
適応災害

まんが図書館 広島市南区比治山公園
１－４ 土砂災害

元宇品小学校 広島市南区元宇品町７
－１０ 土砂災害

似島中学校 広島市南区似島町字南
風泊２２５０ 土砂災害

三滝少年自然の家 広島市西区三滝本町一
丁目７３－２０ 土砂災害

三滝本町集会所 広島市西区三滝本町二
丁目１６－２５ 土砂災害

山手集会所 広島市西区山手町２６
－４ 土砂災害

己斐上小学校 広島市西区己斐上六丁
目４５５ 土砂災害

己斐上中学校 広島市西区己斐上六丁
目４５２－４ 土砂災害

己斐中学校 広島市西区己斐上三丁
目３５－１ 土砂災害

己斐上公民館 広島市西区己斐上四丁
目２－５５ 土砂災害

己斐大迫集会所 広島市西区己斐大迫三
丁目２４－１ 土砂災害

安北児童館 広島市安佐南区高取北
二丁目３０－１ 土砂災害

市立沼田高等学校 広島市安佐南区伴東六
丁目１－１ 土砂災害
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寄付金を受領する者 寄付金を受領する者の所在地
特定非営利活動法人
　乳がん患者友の会きらら

広島市中区橋本町３番１９－３�
０１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１４号

平成３０年３月６日

　広島農業振興地域整備計画を変更したので，農業振興地域の整

備に関する法律（昭和４４年法律第５８号）第１３条第４項にお

いて準用する同法第１２条第１項の規定により公告します。

　なお，変更後の広島農業振興地域整備計画書又はその写しは，

広島市経済観光局農林水産部農政課，安佐北区役所農林建設部農

林課及び安芸区役所農林建設部農林課において，下記のとおり一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

記

縦覧日及び縦覧時間

　日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日，１月２日，同月３日，８月６日及び

１２月２９日から同月３１日までを除き毎日午前８時３０分から

午後５時まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１５号

平成３０年３月７日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の５第２項

の規定により，次に掲げる者から指定介護予防サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第１１５条の１０第２号の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

株式会
社シー
ズンモ
チベー
ション

デイサー
ビス季楽

広島市佐伯区千同
二丁目１３番１０
号

平成３０年
２月２８日

介護予防通
所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１６号

平成３０年３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

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）

ロイヤルホーム
センター株式会
社

代表取締役
中山　正明

大阪市西区阿
波座一丁目５
番１６号

ブリヂストンリ
テールジャパン
株式会社

代表取締役
真鍋　利明

東京都中央区
京橋一丁目１�
２番２号

（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）

ロイヤルホーム
センター株式会
社

代表取締役
中山　正明

大阪市北区堂
島浜二丁目１
番２９号

平成２９年８月
３日
住所変更

ブリヂストンリ
テールジャパン
株式会社

代表取締役
苅宿　邦俊

東京都中央区
京橋一丁目１�
２番２号

平成２８年４月
１日
代表者変更

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１２号

平成３０年３月２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

川岡内科クリニック 広島市佐伯区海老園二
丁目３番８号

平成２９年１２月
１日

立町薬局
広島市中区立町４番２
号
大橋ビル２階

平成２８年２月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１３号

平成３０年３月２日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，次の者に対する寄附金を指定し

たので，同条第５項の規定により告示する。

　平成３０年１月１日以降に支出された当該寄附金について，広

島市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實
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⑵　区域

（第３－４工区）

次の各地点を順次に結んだ線及びＫ６８の地点とＫ６７－

１の地点とを結んだ線により囲まれた区域。

K68の地点　　広島市佐伯区海老山町258番1の国土地

理院三等三角点「五日市」（北緯34度21

分42秒942，東経132度21分56秒455，標

高53.29ｍ）から162度22分53秒，889.03

ｍの地点

K109の地点　K68の地点か

ら

73度14分59

秒

428.94ｍの

地点
66－2の地点　K109の地点

から

73度15分01

秒

269.13ｍの

地点
Z4－1の地点　66－2の地点

から

167度23分

46秒

422.61ｍの

地点
K67－1の地点　Z4－1の地点

から

253度14分

22秒

613.90ｍの

地点

（第４－２－１－２－５工区）

次の各地点を順次に結んだ線及び１４３の地点と１１９の

地点とを結んだ線により囲まれた区域。

143の地点　　広島市佐伯区海老山町258番1の国土地

理院三等三角点「五日市」（北緯34度21

分42秒942,東経132度21分56秒455,標高

53.29m）から163度04分31秒,888.93mの

地点

K68の地点　143の地点か

ら

73度14分59

秒

10.77m の

地点
K67－1の地点　K68の地点か

ら

156度00分

11秒

425.01mの

地点
X142の地点　K67－1の地

点から

253度14分

29秒

10.54m の

地点
119の地点　X142の地点

から

335度58分

22秒

185.77mの

地点

⑶　面積

（第３－４工区）

２７６，５４０．２５平方メートル

（第４－２－１－２－５工区）

４，４９１．５４平方メートル

４　埋立免許の告示の年月日及び番号

昭和６１年１２月１１日　広島県告示第１０８４号

（昭和６１年１２月８日付け指令港第４６７号で免許）

５　法第２２条第３項の市町名

広島市

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１９号

平成３０年３月１２日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４１６条第１項の規

定に基づき，土地及び家屋に関する平成３０年度の土地価格等縦

覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿を次のとおり縦覧に供します。

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

森泌尿器科皮フ
科クリニック

広島市南区宇品
神田一丁目２－
１６ペガサスメ
ディカル宇品２
階

平成３０年２
月１日

平成３６年１
月３１日

三上歯科医院
広島市南区宇品
御幸一丁目９－
２６－１０７

平成３０年１
月２２日

平成３６年１
月２１日

のだ内科ファミ
リークリニック

広島市西区井口
明神一丁目１４
－４９明神ビル
２Ｆ

平成３０年３
月１日

平成３６年２
月２９日

訪問看護ステー
ションかがやき
西広島

広島市西区庚午
中一丁目８－
２１－３０１

平成３０年２
月１日

平成３６年１
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１７号

平成３０年３月９日

　広島市公印管理規則（昭和２７年広島市規則第３９号）第９条

第１項及び第２項の規定に基づき，次の文書については，印影の

印刷により，公印の押なつに代えることを承認したので，告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

文　書　名 印影を印刷する公印の名称
３歳児精密健康診査受診票 市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１８号

平成３０年３月１２日

　公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号。以下「法」とい

う。）第２２条の規定によって，公有水面埋立ての竣
しゅん

功を次のと

おり認可した。

広島市長　　松　井　一　實

１　竣
しゅん

功認可年月日

平成３０年３月２日

２　竣
しゅん

功認可を受けた者の名称及び所在地並びにその代表者の氏

名

⑴　名称及び所在地

広島市中区基町１０番５２号

広島県

⑵　代表者の氏名

広島県知事　湯　﨑　英　彦

３　埋立区域

⑴　位置

（第３－４工区）

広島市佐伯区五日市港一丁目１番の地先公有水面

（第４－２－１－２－５工区）

広島市佐伯区五日市港二丁目２番，３番，６番１及び６番

５の地先公有水面
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佐 伯 区

西部市税事務所
（西区役所内）

（西区福島町二丁目２番１
号）

佐伯税務室
（佐伯区役所内）

（佐伯区海老園二丁目５番
２８号）

湯来出張所 （佐伯区湯来町大字和田１�
６６番地）

４　縦覧できる人

⑴　土地価格等縦覧帳簿

固定資産税が課税されている土地を所有する人（縦覧でき

るのは，その土地の所在する区に係る縦覧帳簿に限りま

す。）

⑵　家屋価格等縦覧帳簿

固定資産税が課税されている家屋を所有する人（縦覧でき

るのは，その家屋の所在する区に係る縦覧帳簿に限りま

す。）

※　なお，上記の人の代理人及び納税管理人も縦覧することが

できます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２０号

平成３０年３月１３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　スーパードラッグひまわり中山店

⑵　所在地　広島市東区中山東三丁目２１８８番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社アキ・フタミ商事

代表取締役　三宅　邦明

広島市東区中山東三丁目３番３０号

３　変更事項

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）

有限会社アキ・フタミ商事

代表取締役　古谷　義行

広島市東区中山東三丁目４番９号

（変更後）

有限会社アキ・フタミ商事

代表取締役　三宅　邦明

広島市東区中山東三丁目３番３０号

４　変更年月日

平成２４年３月１１日

５　届出年月日

平成３０年３月７日

６　届出書の縦覧場所

広島市長　　松　井　一　實

１　縦覧期間

平成３０年４月２日（月）から５月１日（火）までとしま

す。

ただし，土曜日，日曜日及び祝日を除きます。

２　縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分までとします。

３　縦覧場所

固定資産（土地又は家屋）の所在地により，次のとおりとし

ます。

なお，出張所においては，当該出張所管内に所在する土地又

は家屋についてのみ縦覧することができます。

固定資産
の所在地 縦覧場所

中 区 中央市税事務所
（中区役所内）

（中区国泰寺町一丁目４番
２１号）

東 区

東部市税事務所
（東区役所内）

（東区東蟹屋町９番３８
号）

温品出張所 （東区温品五丁目１番１８
号）

南 区

中央市税事務所
（中区役所内）

（中区国泰寺町一丁目４番
２１号）

南税務室
（南区役所内）

（南区皆実町一丁目５番４�
４号）

西 区 西部市税事務所
（西区役所内）

（西区福島町二丁目２番１
号）

安佐南区

北部市税事務所
（安佐南区役所内）

（安佐南区古市一丁目３３
番１４号）

佐東出張所 （安佐南区緑井六丁目２９
番２８号）

祇園出張所 （安佐南区祇園二丁目４８
番７号）

沼田出張所 （安佐南区伴東四丁目１８
番６号）

安佐北区

北部市税事務所
（安佐南区役所内）

（安佐南区古市一丁目３３
番１４号）

安佐北税務室
（安佐北区役所内）

（安佐北区可部四丁目１３
番１３号）

白木出張所 （安佐北区白木町大字秋山
２３９１番地の４）

高陽出張所 （安佐北区深川五丁目１３
番７号）

安佐出張所 （安佐北区安佐町大字飯室
３０５２番地の１）

安 芸 区

東部市税事務所
（東区役所内）

（東区東蟹屋町９番３８
号）

安芸税務室
（安芸区役所内）

（安芸区船越南三丁目４番
３６号）

中野出張所 （安芸区中野三丁目２０番
９号）

阿戸出張所 （安芸区阿戸町６２５７番
地の２）

矢野出張所 （安芸区矢野東五丁目７番
１８号）
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草津小学校 広島市西区草津東二丁
目１２－１ 洪水（２階以上）

草津児童館 広島市西区草津東二丁
目２０－１ 洪水（２階以上）

草津公民館・集会所 広島市西区草津東二丁
目２０－７ 洪水（２階以上）

草津保育園 広島市西区草津東二丁
目２０－２３ 洪水（２階以上）

井口明神小学校 広島市西区井口明神一
丁目１３－１ 洪水（２階以上）

大林集会所 広島市安佐北区大林二
丁目８－３３ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２３号

平成３０年３月１５日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 取り消した
適応災害

福木中学校 広島市東区馬木九丁目
１－５ 土砂災害

戸坂惣田集会所 広島市東区戸坂千足二
丁目１－６ 土砂災害

戸坂福祉センター 広島市東区戸坂大上一
丁目４－２２ 土砂災害

戸坂城山児童館 広島市東区戸坂城山町
１－２ 土砂災害

戸坂中学校 広島市東区戸坂新町三
丁目１－１ 土砂災害

東浄保育園 広島市東区戸坂新町一
丁目５－２５ 土砂災害

中山福祉センター 広島市東区中山南一丁
目５－３９ 土砂災害

牛田公民館 広島市東区牛田新町一
丁目８－３ 土砂災害

東区スポーツセンタ
ー

広島市東区牛田新町一
丁目８－３ 土砂災害

庚午南集会所 広島市西区庚午南二丁
目２８－１１ 高潮

安佐勤労青少年ホー
ム

広島市安佐南区大町東
三丁目２５－１２ 土砂災害

大町児童館 広島市安佐南区大町西
一丁目１６－１２ 土砂災害

交通科学館 広島市安佐南区長楽寺
二丁目１２－２ 土砂災害

伴中学校 広島市安佐南区伴中央
一丁目７－１ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２４号

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　広島市東区東蟹屋町９番３８号

広島市東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３０年３月１３日から同年７月１３日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び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３０年７月１３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１２１号

平成３０年３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１２２号

平成３０年３月１５日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項の規定により指定緊急避難場所を指定したので，同条第３項

の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 適応災害

中広・天満会館 広島市西区中広町一丁
目１８－９ 洪水（２階以上）

西区民文化センター 広島市西区横川新町６
－１ 洪水

横川会館 広島市西区横川町二丁
目１－１ 洪水

中広中学校 広島市西区中広町三丁
目１－４１ 洪水（２階以上）
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舗　装　止　め　工
１メー
トルに
つき

7,300円

２　排水施設新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経

費

次のとおりとする。

⑴　側溝及び雨水ます新設工事に要する経費

種　　　別 単位 金額

側溝
新設
工事

Ｌ型側
溝とす
る場合

エプロン幅が３０センチ
メートルのもの

１メー
トルに
つき

11,620円

エプロン幅が４０センチ
メートルのもの 12,620円

Ｕ型側
溝とす
る場合

コンクリート蓋有りのも
の 50,460円

コンクリート蓋無しのも
の 35,840円

雨水ます設置工事 １箇所
につき 40,390円

⑵　排水管渠新設工事に要する経費

種　　　別 内径 単位 金額

硬質塩化
ビニール
管とする
場合

布設工事

１５０ミ
リメート
ル １メー

トルに
つき

21,810円

２００ミ
リメート
ル

23,760円

支管取付工事（硬
質塩化ビニール管
に取り付ける場合
に限る）

１５０ミ
リメート
ル

１箇所
につき 16,410円

ヒューム
管とする
場合

布設工事

１５０ミ
リメート
ル １メー

トルに
つき

28,290円

２００ミ
リメート
ル

31,420円

３　交通安全施設新設工事に要する経費

次のとおりとする。

種　　　別 規格 単位 金額

転落防止
柵設置工
事

土中建込
ビーム式
支柱間隔３メー
トル

１メー
トルに
つき

13,140円

コンクリー
ト建込

ビーム式
支柱間隔３メー
トル

10,900円

ガードレ
ール設置
工事

土中建込 塗装品 13,010円

コンクリー
ト建込 塗装品 12,820円

道路反射
鏡設置工
事

一面鏡 ６００ミリメー
トル直柱

１基に
つき 136,720円

平成３０年３月１６日

　特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第４４条第１

項の規定による認定特定非営利活動法人として認定したので，同

法第４９条第２項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　名称

特定非営利活動法人ベトナム友の会－ヒロシマ

２　代表者の名前

東　輝滿

３　主たる事務所の所在地

広島市安佐北区口田南二丁目２１番１６－４号

４　当該認定の有効期間

平成３０年３月１４日から平成３５年３月１３日まで

５　定款に記載された目的

この法人は，援助が必要なベトナムの市民に対して，助け

合いの精神のもとに，教育・生活物資等の支援事業や交流事

業を行い，日本とベトナムとの友好関係の推進に寄与するこ

とを目的とする。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２５号

平成３０年３月１６日

　広島市私道整備工事費補助金交付規則（昭和４８年広島市規則

第４７号）第４条第１項の規定に基づき私道の整備工事に要する

経費を認定する場合の上限となる額を次のとおり定めたので，同

条第２項の規定により告示します。

　また，広島市私道整備工事費補助金交付規則第４条第１項の規

定により市長が認定する額は，実際の整備工事に要する経費と当

該上限となる額のいずれか低い額とします。

　これに伴い，平成２９年３月２４日付け広島市告示第１２２号

を廃止します。

広島市長　　松　井　一　實

１　舗装新設工事（これに準ずるものを含む。）に要する経費

次のとおりとする。

区　　　分 単位 金額

私
道
別

　土地区画整
理事業その他
により，将来
形状変更のあ
ることが明ら
かな区域内の
私道及び幅員
１．８メート
ル未満の私道

人力施工による場合

１平方
メート
ルにつ
き

7,740円

機械施工による場合 3,060円

その他の一般
私道

すべり
止め舗
装

人力施工に
よる場合 9,060円

機械施工に
よる場合 4,120円

その他

人力施工に
よる場合 8,680円

機械施工に
よる場合 3,750円
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汚水及び雨
水を排除

南区 青崎二丁目の一部

分流

安佐南区 東野二丁目の一部

汚水を排除

東区 馬木七丁目の一部

安佐南区

川内一丁目，大町東一丁目，
祇園七丁目，祇園八丁目，山
本九丁目，伴東一丁目及び伴
東七丁目の各一部

安佐北区 小河原町及び亀山七丁目の各
一部

安芸区 畑賀三丁目の一部

佐伯区 五日市町大字下小深川及び五
日市町大字石内の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２７号

平成３０年３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３０年３月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称

区名 町名
東区 馬木七丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区

川内一丁目，東野二丁目，大
町東一丁目，祇園七丁目，祇
園八丁目，山本九丁目，伴東
一丁目及び伴東七丁目の各一
部

安佐北区 小河原町及び亀山七丁目の各
一部

佐伯区 五日市町大字下小深川及び五
日市町大字石内の各一部

南区 青崎二丁目の一部 位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

安芸区 畑賀三丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２８号

平成３０年３月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

４　舗装補修工事に要する経費

次のとおりとする。

施　工　方　法 単位 金額

すべり止め舗装
人 力 施 工

１平方メ
ートルに
つき

3,760円

機 械 施 工 2,330円

その他
人 力 施 工 3,390円

機 械 施 工 1,950円

５　交通安全施設補修工事に要する経費

次のとおりとする。

種　　　別 規格 単位 金額

転落防止
柵補修工
事

ビーム取換 ４２．７ミリメ
ートル １メー

トルに
つき

3,780円

ガードレ
ール補修
工事

レール取換 ４メートル 8,010円

道路反射
鏡補修工
事

反射鏡取換 ６００ミリメー
トル

１基に
つき 95,580円

支柱取換 ７６．３ミリメ
ートル

１メー
トルに
つき

8,100円

６　経費の額の特例

私道の状況により前各項に定める基準により難い場合におい

て，市長が特に認めたものについては，その都度別に定める額

とする。

７　施行期日

平成３０年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２６号

平成３０年３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３０年３月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町名
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山下　
泰希

みらい鍼
灸庵

広島市安佐北区三
入東二丁目３－５

はり・きゅ
う

平成３０年
２月１３日

仲井　
卓雄
本木　
芳浩
早瀬　
隆紀

ひらりマ
ッサージ
治療院

広島市佐伯区八幡
一丁目１８－８ピ
ープルタウン八幡
２０５号

あん摩・マ
ッサージ

平成３０年
１月４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３１号

平成３０年３月２６日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，公益財団法人広島市みどり生きもの協会

から控除対象寄附金指定の届出事項の変更の届出があったので，

同条第５項の規定により，次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

変更前 変更後
１　理事長
　　荒本　徹哉
２　理事長
　　竹内　功

１　理事長
　　竹内　功
２　理事長
　　岡村　清治

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３２号

平成３０年３月２６日

　都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項にお

いて準用する同法第６２条第１項の規定により，広島県知事から

同法第６０条第３項第１号及び第２号に掲げる図書の写しの送付

を受けましたので，同法第６３条第２項において準用する同法第

６２条第２項の規定により，縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　施行者の名称

広島市

２　都市計画事業の種類および名称

広島圏都市計画下水道事業（広島平和記念都市建設事業）広

島公共下水道

３　事業施行期間

昭和２６年４月１日から平成３３年３月３１日まで

４　図書の写しの縦覧場所

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市下水道局施設部計画調整課

５　事業地

⑴　収用の部分

変更なし。

⑵　使用の部分

平成二十八年広島県告示第百五十一号の事業地に，広島市

安佐南区伴西町，伴西四丁目，伴西五丁目，佐伯区石内東一

丁目，石内東二丁目，石内東三丁目，石内東四丁目を追加

し，同告示の事業地のうち，佐伯区五日市町大字石内地内に

　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３０年３月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称
安芸区阿戸町の一部 阿戸農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２９号

平成３０年３月２２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

広島市安佐北区上深川町字高堰の４０６番１

２　開発面積

２，１０５．２９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区己斐本町二丁目１１番２８－９０１号

香川　峯子

４　検査済証交付年月日

平成３０年３月２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３０号

平成３０年３月２３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

田川　
友久

田川一貫
堂

広島市西区己斐本
町一丁目２３－５

あん摩・マ
ッサージ 平成３０年

２月２１日はり・きゅ
う

金川　
秀美

ねこのて
鍼灸院

広島市西区観音町
１６－３２

はり・きゅ
う

平成３０年
２月２０日

上垣内
　良二

リーフ治
療院　安
佐南店

広島市安佐南区古
市二丁目１６－１
－４０４

あん摩・マ
ッサージ

平成３０年
２月１日
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平成３０年３月３１日

６　届出年月日

平成３０年３月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３５号

平成３０年３月２７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）

仲井　
卓雄

ＫＥｉＲ
ＯＷ広島
中区ステ
ーション

広島市中区東白島
町２１－１３第一
鈴川ビル３０１号

あん摩・マ
ッサージ

平成３０年
４月１日

吉田　
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広島市告示第１３６号

平成３０年３月２７日

　平成３０年３月２７日，広島市名誉市民条例（昭和３７年広島

市条例第１７号）の定めるところにより，次の者を広島市名誉市

民として選定しました。

広島市長　　松　井　一　實

つぼ　い　　　　すなお

坪　　井　　　　　直

現 住 所　　広島市西区井口明神三丁目４番１８号

功績概要　　別紙のとおり。

（別紙）

功　績　概　要

　広島県安芸郡音戸町（現在の呉市音戸町）出身の氏は，昭和

２０年（１９４５年）８月６日，専門学校在学中の２０歳の時，

広島市において，爆心地から１．２キロの路上で被爆した。街全

体が地獄と化す中，自身も全身に負った火傷と多量の出血により

約４０日間意識不明となり，自宅でこん睡状態のまま終戦を迎え

た。

　療養後，昭和２２年（１９４７年）に中学校教諭となった氏

は，自身を「ピカドン先生」と称して生徒に被爆体験を話した。

熱線の影響で造血機能が破壊され，三度の危篤状態になりながら

も，周りの支えによって，昭和６１年（１９８６年）の定年まで

教員を続け，原爆の恐ろしさを伝え続けた。

おいて事業地を変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３３号

平成３０年３月２６日

　広島圏都市計画下水道事業（広島平和記念都市建設事業）につ

いて，都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第６３条第２項

において準用する，同法第６２条第１項の規定による認可の告示

があったので，同法第６６条の規定により，次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　都市計画事業の種類および名称

広島圏都市計画下水道事業（広島平和記念都市建設事業）広

島公共下水道

２　施行者の名称

広島市

３　事業所の所在地

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市下水道局施設部計画調整課

４　事業地

⑴　収用の部分

変更なし。

⑵　使用の部分

平成二十八年広島県告示第百五十一号の事業地に，広島市

安佐南区伴西町，伴西四丁目，伴西五丁目，佐伯区石内東一

丁目，石内東二丁目，石内東三丁目，石内東四丁目を追加

し，同告示の事業地のうち，佐伯区五日市町大字石内地内に

おいて事業地を変更する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３４号

平成３０年３月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので，同条

第６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　マダムジョイ己斐店

⑵　所在地　広島市西区己斐本町一丁目１８番１

２　大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役　椋田　昌夫

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

２，８５６平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日




