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規 則
広島市規則第５６号

平成３０年６月２９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２３条第４項生活課の分掌事務第６号中「及び指導」を「，

指導等」に改め，同分掌事務第９号中「就労自立給付金」の右に

「及び進学準備給付金」を加え，同条第５項生活課の分掌事務第

２号中「及び指導」を「，指導等」に改め，同分掌事務第５号中

「就労自立給付金」の右に「及び進学準備給付金」を加える。

　第２６条第３項生活課の分掌事務第６号中「及び指導」を「，

指導等」に改め，同分掌事務第９号中「就労自立給付金」の右に

「及び進学準備給付金」を加え，同条第４項生活課の分掌事務第

２号中「及び指導」を「，指導等」に改め，同分掌事務第５号中

「就労自立給付金」の右に「及び進学準備給付金」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５７号

平成３０年６月２９日

　国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の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

国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関す

る規則の一部を改正する規則

　国民健康保険料等の滞納処分に係る事務の委任に関する規則

（昭和４７年広島市規則第６２号）の一部を次のように改正す

る。

　第２条第１号中「昭和２５年法律第１４４号）」の右に「第７�

７条の２第１項及び」を加える。

附　則

　この規則は，平成３０年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５８号

平成３０年６月２９日

　広島市福祉事務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

広島市福祉事務所長に対する事務委任規則の一部を改

正する規則

　広島市福祉事務所長に対する事務委任規則（昭和２９年広島市

規則第５７号）の一部を次のように改正する。

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 31

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　３件� 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（佐伯区）� 31

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（佐�

伯区）� 31

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 31

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　２件� 31

〇建築基準法による道路の位置の指定（佐伯�

区）� 32

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 32

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 32

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 32

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 32

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（佐�

伯区）� 32

区 告 示

〇住民基本台帳法による請求に係る住民基本�

台帳の一部の写しの閲覧（西区）� 33

公 告

〇広島農業振興地域整備計画の変更� 33

選 管 告 示

〇平成３０年６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� 33

〇公職の候補者の選挙運動に関する収支報告�

書の要旨� 34

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 35

監 査 公 表

〇定期監査及び行政監査結果公表� 35

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体�

等監査結果公表� 36

〇定期監査及び行政監査結果公表　５件� 36

〇定期監査及び行政監査並びに財政援助団体�

監査結果公表� 39

〇定期監査及び行政監査並びに出資団体監査�

結果公表� 39

職員共済組合公告

〇平成２９年度決算の要旨� 39
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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２の表中「⑹」を「⑺」に，「⑺」を「⑻」に，

「⑻」を「⑼」に，「⑼」を「⑽」に，「⑽」を「⑾」に，

「⑾」を「⑿」に，「⑿」を「⒀」に，「⒀」を「⒁」に，

「⒁」を「⒂」に，「⒂」を「⒃」に，「⒃」を「⒄」に，

「⒄」を「⒅」に，「⒅」を「⒆」に，「⒆」を「⒇」に，

「⒇」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「�」に，

「�」を「�」に，「�」を「�」に，「�」を「（101）」に，

「（101）」を「（102）」に，「（102）」を「（103）」に，「（103）」を「（104）」に，

「（104）」を「（105）」に，「（105）」を「（106）」に，「（106）」を「（107）」に，

「（107）」を「（108）」に，「（108）」を「（109）」に，「（109）」を「（110）」に，

「（110）」を「（111）」に，「（111）」を「（112）」に，「（112）」を「（113）」に，

「（113）」を「（114）」に，「（114）」を「（115）」に，「（115）」を「（116）」に，

「（116）」を「（117）」に，「（117）」を「（118）」に，「（118）」を「（119）」に，

「（119）」を「（120）」に，「（120）」を「（121）」に改め，同表中１０１の

項を１０２の項とし，６の項から１００の項までを１項ずつ繰り

下げ，５の項の次に次のように加える。

６ 給与課専
用市長印

⑹ て
ん
書

正
方
形

方
２
４

給与課の分掌
事務に関する
文書

人事部
給与課

給与課
長

　第１条第１項第９号中「第５５条の６第１項」を「第５５条の

７第１項」に改め，同項に次の１号を加える。

⒄　生活保護法第８１条の３の規定による情報の提供，助言そ

の他適切な措置に関すること。

　第１条第２項中「第５５条の４第２項」の右に「（同法第５５

条の５第２項において準用する場合を含む。）」を加え，第３号

を第４号とし，同項第２号中「第５５条の５」を「第５５条の

６」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　生活保護法第５５条の５第１項の規定による進学準備給付

金の支給に関すること。

　第５条第２項第１号中「第７７条第１項」の右に「，第７７条

の２第１項」を加え，「費用徴収の決定」を「費用等の徴収」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１条第１項に

１号を加える改正規定及び第５条第２項第１号の改正規定は，平

成３０年１０月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第５９号

平成３０年６月２９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号中タをチとし，シからソまでをスからタま

でとし，同号サ中「命令」の右に「及び立入検査」を加え，同号

中サをシとし，コの次に次のように加える。

サ　第２４条の２第１項の規定による措置命令及び同条第２

項の規定による業務の停止命令に関すること。

　第１条第１項第７号の２中ウをオとし，その前に次のように加

える。

エ　第２４条の２第１項の規定による必要な措置の申出及び

同条第２項の規定による業務の停止の申出に関すること。

　第１条第１項第７号の２中イをウとし，アをイとし，同号にア

として次のように加える。

ア　第１８条ただし書の規定による病院又は診療所に専属の

薬剤師を置かないことに係る通知の受理に関すること。

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６０号

平成３０年６月２９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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ポシブル医科
学株式会社

ポシブルＪＲ
広島駅東店

広島市南区東
駅町１番５－
５号

地域密着型通所介
護

株式会社絆 リハプライド
大原駅前

広島市安佐南
区伴東七丁目
５５番９号

地域密着型通所介
護

社会福祉法人
共助会

デイサービス
畑賀時計台

広島市安芸区
畑賀二丁目２�
３番３３号

認知症対応型通所
介護及び介護予防
認知症対応型通所
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１９号

平成３０年６月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６号第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６月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社キア
ン

居宅介護支援
事業所キアン

広島市中区国
泰寺町一丁目
９番４－３０�
２号

居宅介護支援

社会福祉法人
信々会

居宅介護支援
事業所春日野
園

広島市安佐南
区山本新町二
丁目１８番９
－１４号

居宅介護支援

日本サポート
アットホーム
株式会社

アットホーム
介護相談室

広島市安佐南
区伴東一丁目
１３番２１号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２０号

平成３０年６月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成３０年６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

株式会社絆 リハプライド
大原駅前

広島市安佐南
区伴東七丁目
５５番９号

１日型デイサービ
ス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２１号

平成３０年６月１日

　土地区画整理法（昭和２９年法律第１１９号）第２９条第１項

の規定により広島市朝見原土地区画整理組合から次のとおり新た

　別表第２の２の表中第１２０号を第１２１号とし，第６号から

第１１９号までを１号ずつ繰り下げ，第５号の次に次の１号を加

える。

⑹

広 島

市 長

給 与 課

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

告 示
広島市告示第３１７号

平成３０年６月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項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，同法第

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６月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
寿老園老人ホ
ーム

特別養護老人
ホームあけぼ
の寿老園

広島市東区曙
一丁目１番２�
８号

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
寿老園老人ホ
ーム

特別養護老人
ホームあけぼ
の寿老園ショ
ートステイ

広島市東区曙
一丁目１番２�
８号

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

株式会社Ｓｅ
ｉｗａ

福祉用具貸与
事業所ハピネ
ス

広島市安佐南
区山本新町一
丁目１１番１
号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具
貸与

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１８号

平成３０年６月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項又

は第５４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

又は指定地域密着型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，同法第７８条の１１第１号又は第１１５条の２�

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３０年６月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地
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　本市とモントリオール市の交流は，昭和６１年（１９８６年）

にモントリオール市で開催された「平和と安全に関する国際会

議」に広島市長が参加したことを契機に始まり，平和や経済など

の分野で交流を積み重ねた後，平成１０年（１９９８年）６月に

姉妹都市提携を行いました。提携後も平和を基調とした様々な交

流を継続し，今年で２０周年を迎えました。氏は，提携以来の活

発な交流の蓄積を踏まえつつ，両市の友好関係を一層発展させる

ため，積極的に取り組んでおられます。

　モントリオール市においては，毎年８月５日夜，本市の平和記

念式典の開催時刻に合わせ，モントリオール市植物園にある日本

庭園で平和記念式典を開催され，原爆投下時刻には，本市が姉妹

都市提携の記念に寄贈した「平和の鐘」を撞かれた後，広島市長

による平和宣言を読み上げていただいています。

　また，平成１０年（１９８９年）７月には，本市が長崎市と主

宰する平和首長会議に加盟いただき，平成２３年（２０１１年）

３月から理事都市，平成２７年（２０１５年）４月からはリーダ

ー都市として御活躍いただくなど，平和首長会議の活動に積極的

に取り組んでいただいています。

　さらに，本年４月には，ジュネーブでの２０２０年ＮＰＴ再検

討会議第２回準備委員会に合わせて開催した平和首長会議理事会

へ，モントリオール市から市議会議員と市職員を派遣していただ

きました。

　このように，氏は，核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け

て，これまでのモントリオール市の平和への取組を更に強化さ

れ，平和首長会議と連帯し，様々な活動を展開していただいてい

ます。

　また，氏は，この度，「市の発展の中心に市民を据え，より開

かれ，より緑の多い，より繁栄した都市を目指す」という将来ビ

ジョンを広島市と分かち合い，両市の友好関係を深めるととも

に，民間レベルでの経済交流や文化交流を推進するため，自らが

経済交流団と芸術団を率い，市長就任後初めて広島を訪問されま

した。

　さらに，広島市立大学とケベック大学モントリオール校，コン

コルディア大学の交流に関する協定締結においても，優れたリー

ダーシップを発揮されるなど，学術交流，青少年交流にも多大な

る貢献をされています。

　以上のように，氏は，姉妹都市の市長として，両市の交流に積

極的に取り組まれ，両市の友好・親善関係の一層の発展に貢献さ

れました。その功績は誠に顕著であります。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２４号

平成３０年６月６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

な理事の氏名及び住所の届出があったので，同条第２項の規定に

より公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　就任した理事

氏名　　喜田　實

住所　　呉市平原町６番５号

氏名　　大田　滋

住所　　広島市南区丹那町３０番６号

氏名　　加藤　弘吉

住所　　広島市南区丹那町１１番５号

氏名　　藤川　裕子

住所　　広島市南区丹那町９番５－４０１号

氏名　　三浦　賢彬

住所　　広島市安芸区瀬野一丁目１７番１２号

氏名　　菅　雅則

住所　　広島市南区丹那町２２番１１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２２号

平成３０年６月１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，学校法人広島国際学院から控除対象寄附

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�　特定公益増進法人であるこ
との証明書発行日
　　平成２１年２月１日
２　理事長
　　鶴　素直

１�　特定公益増進法人であるこ
との証明書発行日

　　平成２６年２月１日
２　理事長
　　田中　満彦

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２３号

平成３０年６月４日

　広島市名誉市民条例（昭和３７年広島市条例第１７号）第８条

の定めるところにより，広島市特別名誉市民として次の者を顕彰

しました。

広島市長　　松　井　一　實

氏　　名　　ヴァレリー・プラント

現 住 所　　カナダ・ケベック州モントリオール市

功績概要　　別紙のとおり。

功　績　概　要

　ヴァレリー・プラント氏は，モントリオール市初の女性市長と

して，平成２９年（２０１７年）１１月に就任して以来，広島と

モントリオール両市間の姉妹都市交流に深い理解を示され，行政

並びに市民レベルでの様々な分野における交流推進に，多大な貢

献をされています。
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大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年１０月９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３２５号

平成３０年６月６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　（仮称）エディオン広島本店増床計画

⑵　所在地　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社エディオン

　代表取締役　久保　允誉

　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（変更前）　７，３６９．１６平方メートル

（変更後）　１４，５７２平方メートル

⑵　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐車場の位置及び収容台数

　（変更前）１０１台

　（変更後）１５４台

イ　駐輪場の位置及び収容台数

　（変更前）３１０台

　（変更後）４９０台

ウ　荷さばき施設の位置及び面積

　（変更前）５７．６平方メートル

　（変更後）１２２．６平方メートル

エ　廃棄物等の保管施設の位置及び容量

　（変更前）４８．７６立方メートル

　（変更後）２６．７１立方メートル

⑶　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

ア　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び

閉店時刻

　ア　開店時刻

　　（変更前）午前１０時

⑴　名　称　（仮称）エディオン広島本店増床計画

⑵　所在地　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社エディオン

　代表取締役　久保　允誉

　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）名　称　デオデオ本店新館

　　　　　所在地　広島市中区大手町一丁目１番１ほか

（変更後）名　称　（仮称）エディオン広島本店増床計画

　　　　　所在地　広島市中区紙屋町二丁目１番１８号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住所

氏名（名称） 代表者
（法人の場合）

株式会社エディ
オン

代表取締役　
久保允誉

広島市中区紙屋町二丁目１
番１８号

（変更後）

小売業者
住所

氏名（名称） 代表者
（法人の場合）

株式会社エディ
オン

代表取締役　
久保允誉

広島市中区紙屋町二丁目１
番１８号

未定 ― ―

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

平成２９年１０月４日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成２９年１０月４日

５　届出年月日

平成３０年５月２４日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年６月６日から同年１０月９日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６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
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代表取締役　吉田　昭夫

千葉市美浜区中瀬一丁目５番地１

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）名　称　（仮称）西風新都プロジェクト

　　　　　所在地　�広島市佐伯区石内東四丁目５００番１２

ほか

（変更後）名　称　�ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨ

ＩＭＡ

　　　　　所在地　�広島市佐伯区石内東四丁目５００番１２

ほか

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住所

氏名又は名称 代表者
（法人の場合）

イオンリテール
株式会社

代表取締役社
長
　岡崎　双一

千葉県千葉市美浜区中瀬一
丁目５番地１

その他 ― ―

（変更後）

　別紙のとおり

４　変更年月日

平成３０年４月２４日

５　届出年月日

平成３０年５月３１日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号

広島市佐伯区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年６月６日から平成３０年１０月９日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６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項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年１０月９日

⑵　提出先

　　（変更後）午前８時３０分

　イ　閉店時刻

　　（変更前）午後９時

　　（変更後）午後９時３０分

イ　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　（変更前）午前９時３０分から午後９時３０分まで

　　（変更後）午前８時から午後１０時まで

４　変更年月日

平成３１年６月１日

５　届出年月日

平成３０年５月２４日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年６月６日から同年１０月９日まで（ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６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　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年１０月９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３２６号

平成３０年６月６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ＴＨＥ　ＯＵＴＬＥＴＳ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ

⑵　所在地　広島市佐伯区石内東四丁目５００番１２ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

イオンモール株式会社
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小売業者
住所

氏名又は名称 代表者
（法人の場合）

株式会社フレス
タ

代表取締役
　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２
番３６号

株式会社ライジ
ング企画広島

代表取締役
　鈴木　明

広島県尾道市因島土生町２�
２０１番地の１

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

平成３０年４月１３日

⑵　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

平成３０年４月１日

⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

平成３０年４月１３日

５　届出年月日

平成３０年６月４日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市東区東蟹屋町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６月７日から同年１０月９日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６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１０月９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３２８号

平成３０年６月７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第５条第１

項の規定により大規模小売店舗の新設の届出があったので，同条

第３項の規定により，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

〒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　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２７号

平成３０年６月７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第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　うしたみらいビル

⑵　所在地　広島市東区牛田本町六丁目１５０５番１

２　大規模小売店舗を設置する者

パナソニックホームズ株式会社

　代表取締役　松下　龍二

　大阪府豊中市新千里西町一丁目１番４号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）

名　称　（仮称）牛田本町複合商業施設

所在地　広島市東区牛田本町六丁目１５０５番１

（変更後）

名　称　うしたみらいビル

所在地　広島市東区牛田本町六丁目１５０５番１

⑵　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）

パナホーム株式会社

代表取締役　松下　龍二

大阪府豊中市新千里西町一丁目１番４号

（変更後）

パナソニックホームズ株式会社

代表取締役　松下　龍二

大阪府豊中市新千里西町一丁目１番４号

⑶　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住所

氏名又は名称 代表者
（法人の場合）

株式会社フレス
タ

代表取締役
　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２
番３６号

他未定 ― ―

（変更後）
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午前８時３０分から午後５時１５分まで

１１　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。

１２　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３０年１０月９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３２９号

平成３０年６月７日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第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　Ｊゾーン大町

⑵　所在地　広島市安佐南区大町東三丁目１３２９番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フォーライフコーポレーション

代表取締役　和泉　一之

広島市中区舟入中町１１番２号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

小売業者
住所 変更年月日・

理由氏名又は名称 代表者
（法人の場合）

株式会社リック
コーポレーショ
ン

代表取締役社
長
川西　良二

岡山市北区下
中野４６５番
地の４

株式会社松屋 代表取締役
奥畑　貴徳

広島市西区商
工センター三
丁目６番３０
号

平成３０年３
月３１日
退店

栗東総合産業株
式会社

代表取締役
井之口　二三
雄

滋賀県栗東市
十里２４４番
地

（変更後）

小売業者
住所 変更年月日・

理由氏名又は名称 代表者
（法人の場合）

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　万惣矢野南店

⑵　所在地　広島市安芸区矢野南二丁目１０１番

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社万惣

　代表取締役　山本　誠

　広島市佐伯区石内上一丁目８番１号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社万惣

　代表取締役　山本　誠

　広島市佐伯区石内上一丁目８番１号

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年２月６日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，１０９平方メートル

６　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

⑴　駐車場の収容台数

４０台

⑵　駐輪場の収容台数

１４台

⑶　荷さばき施設の面積

５３平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

１２．６立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻：午前９時

イ　閉店時刻：午後９時３０分

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

午前８時３０分から午後１０時まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

１か所

⑷　荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯

午前４時から午後１０時まで

８　届出年月日

平成３０年６月５日

９　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

広島市安芸区役所市民部区政調整課

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年６月７日から平成３０年１０月９日まで。ただ

し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６日を

除く。

⑵　縦覧のできる時間帯



平成３０年７月３１日� 第１０５８号　―１１―広　　島　　市　　報

ニチイケアセン
ター白島訪問看
護ステーション

広島市中区白島
中町６－８

平成２４年１�
２月１日

平成３０年１�
１月３０日

緑風会薬局
広島市南区出汐
一丁目７－１松
下ビル１・２階

平成３０年５
月３日

平成３６年５
月２日

うえ眼科

広島市西区庚午
北二丁目２２－
４高須サンフラ
ワービル３階

平成３０年５
月１日

平成３６年４
月３０日

梅木歯科医院
広島市西区観音
本町二丁目７－
２８

平成３０年５
月１日

平成３６年４
月３０日

いるかクリニッ
ク

広島市安佐南区
相田一丁目３－
１８

平成３０年５
月１日

平成３６年４
月３０日

医療法人青心会
メリィハウス歯
科クリニック

広島市安佐南区
大塚西三丁目２
－９

平成２７年３
月１日

平成３３年２
月２８日

ぎおん牛田病院
訪問看護ステー
ション

広島市安佐南区
西原八丁目２９
－２４

平成２６年８
月１日

平成３２年７
月３１日

リハビリ訪問看
護ステーション
ともに

広島市安佐南区
伴中央二丁目８
－７

平成２９年４
月１日

平成３５年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３１号

平成３０年６月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

金築　
広信

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
６月１日

石井　
成之

ボディコ
ンディシ
ョニング
スペース
石井鍼灸
マッサー
ジ整骨院

広島市中区榎町５
－１４榎町ビル１
Ｆ

あん摩・マ
ッサージ

平成３０年
４月１日

はり・灸

丸吉　
浩二

まるよし
整骨院

広島市南区宇品神
田五丁目６－１６ 柔道整復 平成３０年

５月１日
濱下　
佳苗 整骨院Ｚ

ＥＮ　広
島院

広島市南区皆実町
二丁目８－１７ゆ
めタウン広島店内

柔道整復 平成３０年
５月１日岡崎　

寛之

株式会社アミー
ゴ

代表取締役社
長
中村　友秀

東京都千代田
区神田多町二
丁目１番地

平成２９年３
月１日
運営会社交代

栗東総合産業株
式会社

代表取締役
井之口　二三
雄

滋賀県栗東市
十里２４４番
地

４　変更年月日

上記３のとおり

５　届出年月日

平成３０年６月５日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号

　　広島市安佐南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年６月７日から同年１０月９日まで。ただし，日

曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第

１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６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１０月９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３３０号

平成３０年６月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

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

医療法人社団な
んぶ甲状腺クリ
ニック

広島市中区大手
町一丁目１－２�
０

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日
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杉屋内科胃腸科
医院

広島市東区光町
二丁目８－２５

平成３０年６
月３０日

平成３６年６
月２９日

功野皮膚科医院
広島市東区戸坂
山根一丁目２－
８

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

中谷整形外科 広島市東区愛宕
町９－１７

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

於保医院 広島市南区翠一
丁目１０－３６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

啓愛クリニック

広島市南区段原
一丁目３－１１
啓愛プラザビル
２Ｆ

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

おかの歯科医院

広島市南区宇品
神田一丁目１－
１９ラ・プルミ
エール１Ｆ

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

竹口歯科 広島市南区段原
二丁目１－７

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

大谷小児科医院
広島市西区己斐
本町一丁目６－
１５

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

津田医院
広島市安佐南区
長束三丁目１０
－３１

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

谷口歯科医院
広島市安佐南区
伴東四丁目７－
２７

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

やまさき歯科
広島市安佐南区
山本一丁目９－
２６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

勝田歯科医院
広島市安佐南区
毘沙門台三丁目
２２－１７

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

みむら歯科医院
広島市安佐北区
上深川町７８４
－５

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

くしだ耳鼻咽喉
科

広島市安芸区中
野三丁目９－６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

中山内科医院 広島市安芸区中
野三丁目９－６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

福原歯科医院
広島市安芸区瀬
野一丁目１６－
１

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

永野薬局
広島市安芸区中
野二丁目１８－
５

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

高田小児科医院
広島市佐伯区五
日市中央三丁目
１５－１９

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

いたくら歯科医
院

広島市佐伯区三
宅一丁目３－３�
０

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３４号

平成３０年６月７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

西原　
穣治

接骨鍼灸
院しろく
ま堂

広島市安佐南区山
本三丁目１２－９
ＪＰビル１階

はり・灸 平成３０年
１月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３２号

平成３０年６月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関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
医療法人社団　
田丸整形外科

広島市中区羽衣
町２－１５

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

ドレミ薬局 広島市中区舟入
南四丁目５－３

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

マツモト外科整
形外科

広島市安佐南区
伴東五丁目１２
－４

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

医療法人社団ひ
ろし会　だて子
どもクリニック

広島市安芸区矢
野東五丁目７－
１３

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

さとう歯科クリ
ニック

広島市安芸区矢
野西四丁目５６
－２２

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

タウン薬局　安
芸中野店

広島市安芸区中
野三丁目９－６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

薬局ドラッグス
　ソウフレスタ
　波出石店

広島市佐伯区五
日市中央七丁目
１６－２６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３３号

平成３０年６月７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関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

白島クリニック 広島市中区東白
島町１５－８

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

内田クリニック
広島市中区袋町
４－３滝口ビル
５Ｆ

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

滝口耳鼻咽喉科
広島市中区袋町
４－３滝口ビル
６Ｆ

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日
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定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

　　別紙のとおり

２　委任した事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

　　別紙のとおり

４　委任期間

　　別紙のとおり

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任
年月日 委任期間

競輪事務局 サテライト大
阪 吉野　博

平成３�
０年７
月１０
日
平成３�
０年８
月２１
日

平成３０年７月
１０日から平成
３０年８月２日
まで
平成３０年８月
２１日から平成
３０年１１月２�
２日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３７号

平成３０年６月８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

たかの橋訪問看護ス
テーション

広島市中区国泰寺町二
丁目３番８号

平成２９年７月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３８号

平成３０年６月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

　　別紙のとおり

２　委任した事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

　　別紙のとおり

４　委任期間

　　別紙のとおり

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任
年月日 委任期間

競輪事務局 松山競輪場 堀内　一甲 平成３�
０年６
月１日
平成３�
０年８
月２１
日

平成３０年６月
１日から平成
３０年８月２日
まで
平成３０年８月
２１日から平成
３０年１１月２�
２日まで

競輪事務局 サテライトこ
まつ 金子　工一

競輪事務局 サテライト西
予 竜子　浩之

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３５号

平成３０年６月７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部委任を次

のとおり解除したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた分任出納員

　　別紙のとおり

２　解除した事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　解除年月日

　　別紙のとおり

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 解除年月日

競輪事務局 松山競輪場 松花　光雄
平成３０年５
月３１日競輪事務局 サテライトこまつ 大原　文博

競輪事務局 サテライト西予 田中　傑計

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３６号

平成３０年６月７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４２号

平成３０年６月１２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

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

公立大学法人県立広島大学 広島市南区宇品東一丁目１番７�
１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４３号

平成３０年６月１２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３４５号

平成３０年６月１５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を印

刷することにより，公印の押なつに代えることを承認し，告示し

ましたが，平成３０年６月１２日をもって，印影の印刷により公

印の押なつに代えることをやめましたので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

文書名 告示日
告示番号

印影を印刷する
公印の名称

高齢者公共交通機関利
用券等交付決定通知書

平成２４年８月２２日
広島市告示第３８３号 市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４６号

平成３０年６月１５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

広島市長　　松　井　一　實

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）
の名称

平成２９年
６月３０日

たかの橋訪問看
護ステーション

広島市中区国泰
寺町二丁目４－
１８

医療法人社団仁
鷹会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３９号

平成３０年６月１１日

　平成３０年第２回広島市議会定例会を次のとおり招集します。

広島市長　　松　井　一　實

１　招 集 日　　平成３０年６月１８日

２　招集場所　　広島市役所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４０号

平成３０年６月１１日

　地域包括支援センターの所在地の変更の届出があったので，介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更の届出のあった地域包括支援センターの名称

広島市宇品・似島地域包括支援センター

２　変更事項及び変更内容

変更事項
変更内容

変更前 変更後

地域包括支援セン
ターの所在地

広島市南区宇品御幸
二丁目１３番１２号

広島市南区宇品神田
三丁目７番１５号坂
本ビル２階

３　変更の期日

平成３０年７月２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４１号

平成３０年６月１１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項の規定に基づき，広島市の事業ごみに係る固形状一般廃棄物処

分手数料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

名称 住所 代表者

株式会社シモジマ 東京都台東区浅草橋五丁目２�
９番８号

代表取締役　
下島　和光

２　委託した期間

契約締結日から平成３１年３月３１日まで
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　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）

正井　
すみれ たんぽぽ

堂
広島市南区宇品神
田三丁目６－３２

はり・きゅ
う

平成３０年
６月１日方京　

優太

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５０号

平成３０年６月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

　　平成３０年６月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町名

汚水を排除

東区 上温品一丁目及び中山新町二
丁目の各一部

分流
安佐南区

安東二丁目，上安二丁目，祇
園五丁目，長束三丁目，伴東
一丁目及び伴東二丁目の各一
部

安佐北区 深川一丁目及び亀山南二丁目
の各一部

佐伯区 屋代一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５１号

平成３０年６月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり開始するので，下水道法（昭和３３年法律第７９号）

第９条第２項において準用する同条第１項の規定により告示しま

す。

高齢者公共交通機関利用助成決定
通知書 市長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４７号

平成３０年６月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

アプコＵｎｉｔ
ｙ薬局　大手町

広島市中区大手
町一丁目１－２�
６大手町一番ビ
ル１階１０６

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

さくらんぼ薬局
　的場店

広島市南区的場
町一丁目７－１�
０　１階

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

うつのみや歯科
広島市安佐北区
亀山二丁目６－
１８

平成３０年４
月１日

平成３６年３
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４８号

平成３０年６月１８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から廃止の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 廃止年月日

吉田歯科医院 広島市東区中山東一丁
目３－２１

平成３０年４月３�
０日

ニチイケアセンター
牛田訪問看護ステー
ション

広島市東区牛田本町四
丁目２－２１倉本ビル
２Ｆ

平成３０年２月２�
８日

緑風会薬局 広島市南区出汐一丁目
４－３

平成３０年５月２
日

うえ眼科 広島市西区庚午北二丁
目２２－４

平成３０年４月３�
０日

梅木歯科医院 広島市西区観音本町二
丁目７－２８

平成３０年４月３�
０日

いるかクリニック 広島市安佐南区相田一
丁目３－１８

平成３０年４月３�
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４９号

平成３０年６月１８日
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　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　下水の処理を変更する年月日

　　平成３０年６月２０日

２　下水の処理を変更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）

下水の処理を変更する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町名

佐伯区 湯来町大字伏谷の一部

位置：�広島市佐伯区湯
来町大字和田２�
９３

名称：�広島市和田水資
源再生センター

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５４号

平成３０年６月２０日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場

広島市市営中島町第一駐車場及び広島市市営中島町第二駐車

場

２　休止する期間

平成３０年８月５日（日）午後７時から同月６日（月）午前

９時３０分まで

３　休止する理由

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第５条第１項の規

定に基づき，広島中央警察署長が同法第４条第１項の規定によ

る交通規制を行うため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５５号

平成３０年６月２１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任するので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける出納員

環境局施設部玖谷埋立地管理事務所　主査　西澤　光則

２　委任する事務

広島県産業廃棄物埋立税条例（平成１４年広島県条例第２６

号）第８条第３項に規定する産業廃棄物埋立税の収納

３　委任年月日

平成３０年６月２７日

４　委任期間

　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６月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

　　別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町名

東区 上温品一丁目及び中山新町二
丁目の各一部

位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

安佐南区

安東二丁目，上安二丁目，祇
園五丁目，長束三丁目，伴東
一丁目及び伴東二丁目の各一
部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター安佐北区 深川一丁目及び亀山南二丁目

の各一部
佐伯区 屋代一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５２号

平成３０年６月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり変更するので，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　供用を変更する年月日

　　平成３０年６月２０日

２　下水の排除を変更する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を変更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
下水の排除を変更する区域 排水施設

の方式　区名 町名
汚水を排除 佐伯区 湯来町大字伏谷の一部 分流

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５３号

平成３０年６月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

次のとおり変更するので，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。
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し，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日及び平成３０年８月６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１０月２２日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５７号

平成３０年６月２５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，環境局施設部施設課物品出納員の事務の一部を次の

とおり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた物品分任出納員

環境局施設部玖谷埋立地管理事務所　主査　西澤　光則

２　委任した事務

環境局施設部玖谷埋立地管理事務所における物品の出納保管

に関する事務

３　委任期間

平成３０年６月２７日から同年７月４日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５８号

平成３０年６月２６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３５９号

平成３０年６月２８日

　瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号）第

５条第１項の規定による特定施設の設置許可の申請があったの

で，同法第５条第４項の規定により，その概要を告示します。

平成３０年６月２７日から同年７月４日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３５６号

平成３０年６月２２日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第１

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　アルパーク東棟

⑵　所在地　広島市西区草津新町二丁目２６番地７５ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

フロンティア不動産投資法人

執行役員　岩藤　孝雄

東京都中央区銀座六丁目８番７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）

フロンティア不動産投資法人

執行役員　永田　和一

東京都中央区銀座六丁目８番７号

（変更後）

フロンティア不動産投資法人

執行役員　岩藤　孝雄

東京都中央区銀座六丁目８番７号

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）　別紙１のとおり

（変更後）　別紙２のとおり

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

平成３０年４月１日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成３０年６月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年６月２２日から同年１０月２２日まで。ただ
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17271 安芸１区
９９号線

安芸区中野一丁目８２９番地３地先
安芸区中野一丁目７８９番地２地先

17272 佐伯５区
４４号線

佐伯区湯来町大字麦谷字柏原２２５３番
地地先
佐伯区湯来町大字下字草谷２９０６番地
２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６１号

平成３０年６月２８日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，平成３０年６月２８日から同年７月１２日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起点
終点

17273 西５区
３９７号線

西区井口一丁目２５番地１４地先
西区井口一丁目２５番地１７地先

17274 西５区
３９８号線

西区井口四丁目８０番地３地先
西区井口四丁目７７番地１０地先

17275 西５区
３９９号線

西区井口四丁目７７番地２１地先
西区井口四丁目７７番地２４地先

17276 安佐南１区
５２０号線

安佐南区八木三丁目３０７６番地１地先
安佐南区八木三丁目３０６０番地１地先

17277 安佐南１区
長束八木線

安佐南区緑井八丁目７１０番地７地先
安佐南区八木町字上原５８５６番地１地
先

17278 安佐南１区
川の内線

安佐南区川内六丁目３０２１番地５地先
安佐南区緑井八丁目３２９番地地先

17279 安佐南２区
１１４８号線

安佐南区古市三丁目１７００番地８地先
安佐南区古市三丁目１７００番地７地先

17280 安佐南３区
５５５号線

安佐南区山本五丁目５５番地１４７地先
安佐南区山本六丁目７３３番地３地先

17281 安佐南３区
８０５号線

安佐南区山本四丁目４３２番地１地先
安佐南区山本町字小原９１１番地１地先

17282 安佐南４区
８４４号線

安佐南区伴東四丁目６８６０番地１地先
安佐南区伴東四丁目６８７７番地１地先

17283 安佐南４区
８４５号線

安佐南区伴東八丁目７００番地６００地
先
安佐南区伴東八丁目７００番地６０４地
先

17284 安佐南４区
８４６号線

安佐南区伴西五丁目１５７３番地１地先
安佐南区伴西五丁目１３５２番地１地先

17285 安佐北３区
９８２号線

安佐北区可部南三丁目１５６番地５地先
安佐北区可部南三丁目１６４番地１０地
先

17286 安佐北３区
９８３号線

安佐北区亀山南二丁目３２７番地３地先
安佐北区亀山南二丁目３３４番地１地先

17287 安芸１区
９９号線

安芸区中野三丁目８２８番地５地先
安芸区中野一丁目７８２番地３地先

　なお，当該特定施設を設置することが環境に及ぼす影響につい

ての調査の結果に基づく事前評価に関する事項を記載した書面

は，平成３０年６月２８日から平成３０年７月１８日までの間，

広島市環境局環境保全課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　申請者等

⑴　申請者の住所及び名称並びにその代表者の氏名

申請者の住所　　広島市中区国泰寺町二丁目２－２８

申請者の名称　　西松・大之木建設工事共同企業体

代表者の氏名　　西松建設株式会社中国支店

　　　　　　支店長　細川　雅一

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　広島市東区中山西二丁目

事業場の名称　　高速５号線ＮＡＴＭトンネル工事

２　申請内容

高速５号線トンネル工事のため，水質汚濁防止法施行令（昭

和４６年政令第１８８号）別表第１の第５５号生コンクリート

製造業の用に供するバッチャープラントを１基新設するととも

に，排水処理施設を１基新設する。

これらに伴い，排出口における排出水の汚染状態（汚濁負荷

量）及び量が増大する。

⑴　特定施設の種類，能力及び使用の方法

別紙１のとおり

⑵　汚水等の処理の方法

別紙２のとおり

⑶　排出水の汚染状態及び量

別紙３のとおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６０号

平成３０年６月２８日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年６月２８日から同年７月１２日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起点

終点

17267 安佐南１区
川の内線

安佐南区川内六丁目２１０５番地地先

安佐南区緑井六丁目６２番地１地先

17268 安佐南１区
川の内線

安佐南区緑井六丁目４１番地９地先

安佐南区緑井六丁目１８１番地１地先

17269 安佐南３区
５５５号線

安佐南区山本五丁目５５番地１４７地先

安佐南区山本五丁目６８３番地１地先

17270 安佐南３区
８０５号線

安佐南区山本四丁目４３２番地１地先

安佐南区山本町字大迫田９４５番地地先
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市　道 安佐南２区
１１４８号線

メートル
4.30
～
9.30

メートル

70.56

市　道 安佐南３区
５５５号線

メートル
4.04
～
10.50

メートル

242.50

市　道 安佐南３区
８０５号線

メートル
2.00
～
15.00

メートル

1,516.75

市　道 安佐南４区
８４４号線

メートル
4.00
～
5.00

メートル

73.82

市　道 安佐南４区
８４５号線

メートル
4.20
～
8.30

メートル

50.57

市　道 安佐南４区
８４６号線

メートル
9.00
～
42.40

メートル

809.80

市　道 安佐北３区
９８２号線

メートル
4.50
～
9.00

メートル

28.83

市　道 安佐北３区
９８３号線

メートル
6.02
～
12.12

メートル

190.57

市　道 安芸１区
９９号線

メートル
4.50
～
9.00

メートル

269.18

市　道 安芸１区
６７３号線

メートル
6.00
～
11.07

メートル

82.07

市　道 安芸１区
６７４号線

メートル
4.04
～
7.21

メートル

95.10

市　道 安芸４区
４１２号線

メートル
4.30
～
7.98

メートル

70.33

市　道 佐伯４区
５６９号線

メートル
6.00
～
13.50

メートル

311.90

市　道 佐伯４区
５７０号線

メートル
5.50
～
14.00

メートル

132.80

市　道 佐伯４区
５７１号線

メートル
5.50
～
14.00

メートル

132.80

市　道 佐伯５区
４４号線

メートル
3.60
～
11.50

メートル

259.82

17288 安芸１区
６７３号線

安芸区瀬野西六丁目６番地１２地先
安芸区瀬野西六丁目６番地６地先

17289 安芸１区
６７４号線

安芸区中野一丁目７８２番地３地先
安芸区中野一丁目７８２番地３地先

17290 安芸４区
４１２号線

安芸区矢野西一丁目５３９７番地３４地
先
安芸区矢野西一丁目５３９７番地３４地
先

17291 佐伯４区
５６９号線

佐伯区楽々園五丁目１０６７番地１０９
地先
佐伯区楽々園五丁目１０６７番地１８地
先

17292 佐伯４区
５７０号線

佐伯区楽々園五丁目１０６７番地６０地
先
佐伯区楽々園五丁目１０６７番地４９地
先

17293 佐伯４区
５７１号線

佐伯区楽々園五丁目１０６７番地８２地
先
佐伯区楽々園五丁目１０６７番地７１地
先

17294 佐伯５区
４４号線

佐伯区湯来町大字下字乙出２７１５番地
１地先
佐伯区湯来町大字麦谷字日坂谷山６５７
番地２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６２号

平成３０年６月２８日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月２８日から同年７月１２日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 西５区
３９７号線

メートル
4.62
～
9.84

メートル

136.02

市　道 西５区
３９８号線

メートル
6.00
～
13.00

メートル

205.19

市　道 西５区
３９９号線

メートル
6.00
～
15.00

メートル

57.51

市　道 安佐南１区
５２０号線

メートル
6.00
～
18.00

メートル

189.80

市　道 安佐南１区
長束八木線

メートル
16.00
～
48.40

メートル

1,503.50

市　道 安佐南１区
川の内線

メートル
13.00
～
60.70

メートル

882.50
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市　道
安芸１
区９９
号線

安芸区中野三丁目８２８番地
５地先 平成３０年６月

２８日安芸区中野一丁目７８２番地
３地先

市　道
安芸１
区６７�
３号線

安芸区瀬野西六丁目６番地１�
２地先 平成３０年６月

２８日安芸区瀬野西六丁目６番地６
地先

市　道
安芸４
区４１�
２号線

安芸区矢野西一丁目５３９７
番地３４地先 平成３０年６月

２８日安芸区矢野西一丁目５３９７
番地３４地先

市　道
佐伯４
区５６�
９号線

佐伯区楽々園五丁目１０６７
番地１０９地先 平成３０年６月

２８日佐伯区楽々園五丁目１０６７
番地１８地先

市　道
佐伯４
区５７�
０号線

佐伯区楽々園五丁目１０６７
番地６０地先 平成３０年６月

２８日佐伯区楽々園五丁目１０６７
番地４９地先

市　道
佐伯４
区５７�
１号線

佐伯区楽々園五丁目１０６７
番地８２地先 平成３０年６月

２８日佐伯区楽々園五丁目１０６７
番地７１地先

市　道
佐伯５
区４４
号線

佐伯区湯来町大字下字乙出
２７１５番地１地先 平成３０年６月

２８日佐伯区湯来町大字麦谷字日坂
谷山６５７番地２地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６６号

平成３０年６月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居住サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

有限会
社百樹

高齢者総
合福祉施
設なだの
郷ヘルパ
ーステー
ション

広島市南区青崎二
丁目１０番２６号

平成３０年
６月３０日 訪問介護

有限会
社エム
エヌテ
ィー

ヘルパー
ステーシ
ョンのあ

広島市南区出汐一
丁目１１番１１号
アーバン出汐１０�
１号

平成３０年
６月３０日 訪問介護

ＳＯＭ
ＰＯケ
アネク
スト株
式会社

ＳＯＭＰ
Ｏケアラ
ヴィーレ
舟入

広島市中区舟入南
四丁目１番３号

平成３０年
６月３０日

特定施設入
居者生活介
護及び介護
予防特定施
設入居者生
活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６３号

平成３０年６月２８日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月２８日から同年７月１２日ま

で広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
西５区
３９７
号線

西区井口一丁目２５番地１４
地先 平成３０年６月

２８日西区井口一丁目２５番地１７
地先

市　道
西５区
３９８
号線

西区井口四丁目８０番地３地
先 平成３０年６月

２８日西区井口四丁目７７番地１０
地先

市　道
西５区
３９９
号線

西区井口四丁目７７番地２１
地先 平成３０年６月

２８日西区井口四丁目７７番地２４
地先

市　道
安佐南
１区川
の内線

安佐南区川内六丁目３０２１
番地５地先 平成３０年６月

２８日安佐南区緑井六丁目２０１０
番地１地先

市　道

安佐南
２区１�
１４８
号線

安佐南区古市三丁目１７００
番地８地先 平成３０年６月

２８日安佐南区古市三丁目１７００
番地７地先

市　道

安佐南
３区５�
５５号
線

安佐南区山本五丁目５５番地
１４７地先 平成３０年６月

２８日安佐南区山本六丁目７３３番
地３地先

市　道

安佐南
３区８�
０５号
線

安佐南区山本四丁目４３２番
地１地先 平成３０年６月

２８日安佐南区山本町字小原９１１
番地１地先

市　道

安佐南
４区８�
４５号
線

安佐南区伴東八丁目７００番
地６００地先 平成３０年６月

２８日安佐南区伴東八丁目７００番
地６０４地先

市　道

安佐南
４区８�
４６号
線

安佐南区伴西五丁目１５７３
番地１地先 平成３０年６月

２８日安佐北区伴西五丁目１３５２
番地１地先

市　道

安佐北
３区９�
８２号
線

安佐北区可部南三丁目１５６
番地５地先 平成３０年６月

２８日安佐北区可部南三丁目１６４
番地１０地先

市　道

安佐北
３区９�
８３号
線

安佐北区亀山南二丁目３２７
番地３地先 平成３０年６月

２８日安佐北区亀山南二丁目３３４
番地１地先
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広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

有限会
社エム
エヌテ
ィー

ヘルパー
ステーシ
ョンのあ

広島市南区出汐一
丁目１１番１１号
アーバン出汐１０�
１号

平成３０年
６月３０日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７０号

平成３０年６月２９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

中山大堤集会所 広島市東区中山南一丁
目５－３９ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

ＳＯＭ
ＰＯケ
アネク
スト株
式会社

ＳＯＭＰ
Ｏケアラ
ヴィーレ
広島光が
丘

広島市東区光が丘
２番４０号

平成３０年
６月３０日

特定施設入
居者生活介
護及び介護
予防特定施
設入居者生
活介護

旭機工
株式会
社

アサヒケ
アサポー
ト広島

広島市西区東観音
町６番９号八千代
ビル１０３号

平成３０年
６月３０日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

旭機工
株式会
社

アサヒケ
アサポー
ト広島

広島市西区東観音
町６番９号八千代
ビル１０３号

平成３０年
６月３０日

特定福祉用
具販売及び
特定介護予
防福祉用具
販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６７号

平成３０年６月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
社会福
祉法人
エフア
イジイ
福祉会

グループ
ホームチ
ェリーゴ
ード

広島県安芸郡府中
町柳ヶ丘４０番１�
２号

平成３０年
６月３０日

認知症対応
型共同生活
介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６８号

平成３０年６月２９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

株式会
社ライ
フケア

らいふケ
アプラン
センター
広島

広島市安佐北区落
合一丁目２７番２�
９号

平成３０年
６月３０日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６９号

平成３０年６月２９日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。
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条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５０号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市富士見第一自転車等駐車場，及び広島市広島バスセンタ

ー西Ａ自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等

については，６月４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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広島市告示（中区）第１６３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市広島バスセンター西Ａ自転車等駐車場に，長期間駐車さ

れていた下記自転車等については，６月１８日に広島市西部自転

車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市富士見第二自転車等駐車場，及び広島市基町自転車等駐

車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，６月

１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市相生自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，６月１３日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１５９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市富士見第二自転車等駐車場，及び広島市袋町自転車等駐

車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，６月

１４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６０号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成３０年６月１２日から同年６月２６日ま

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

農　道
旧 梨ノ木谷農道 中山西二丁目３４０番１地先から

３４６番６地先まで

新 梨ノ木谷農道 中山西二丁目３４０番１地先から
３４３番８地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成３０年６月１２日から同年６月２６日ま

で，広島市東区役建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

農　道 梨ノ木谷農道 中山西二丁目３４３番８地先から３�
４６番６地先まで

農　道 梨ノ木谷農道
（３４６番８）

中山西二丁目３４６番２地先から３�
４６番６地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市小町第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，６月２１日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７０号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市大手町自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自

転車等については，６月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日
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平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１００号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月１３日から同月２７日まで南

区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線
種別 路線名 区域変更・

供用開始区間
新別
旧

幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道 南２区１�
０５号線

南区向洋大原町
３５０５番地１
地先から
南区向洋大原町
３５０５番地１
地先まで

旧
1.00
～
7.83

166.42

新
4.09
～
7.83

97.97

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月１３日から同月２７日まで南

区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線
種別 路線名 区域変更・供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南２区
１０５
号線

南区向洋大原町３５０５番地
１地先から
南区向洋大原町３５０５番地
１地先まで

平成３０年６月
１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

広島市告示（東区）第３８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成３０年６月２２日から同年７月６日ま

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 東２区２８９号里
道 戸坂新町一丁目３２４番１５地先

里　道 東３区２９４号里
道

中山新町一丁目３２４番９地先から
中山新町一丁目３２３番４地先まで

里　道 東３区２９５号里
道

中山西二丁目３４３番５地先から中
山西二丁目３４３番４地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９８号



―２６―　第１０５８号� 平成３０年７月３１日広　　島　　市　　報

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ５ 日

　広島市広島駅南口第一自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第

二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，平成３０年６月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１０号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　天神川南駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，平成３０年６月１４日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない自転車等については，

処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日

　広島市広島駅南口第三自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第

五自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，平成３０年６月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１０７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７８号

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第６９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７０号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。
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変
更
後
市　道 安佐南２区

９０２号線
安佐南区安東二丁目１２２１番地１地
先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月５日から同年６月１９日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
２区９�
０２号
線

広島市安佐南区安東二丁目１�
７７０番地１地先から
広島市安佐南区安東二丁目１�
２２１番地１地先まで

平成３０年６月
５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

号に規定する道路として指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　第１号

２　指定年月日　平成３０年６月５日

３　路　線　名　主要地方道広島湯来線

４　道路の位置　起点：�広島市安佐南区伴中央四丁目３４２６－

２地先

　　　　　　　　終点：�広島市安佐南区伴中央四丁目３４３９－

２０地先

５　道 路 延 長　１６０．７０メートル

６　道 路 幅 員　１０．００メートル～１２．６１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ６ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成３０年６月６日から同年６月２０日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

里　道 新 安佐南３区１�
１４１号里道

安佐南区祇園七丁目２９１番１地
先から
安佐南区祇園七丁目２９１番１地
先まで

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８０号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成３０年

５月１０日，２１日，３０日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ５ 日

　平成３年６月２１日付け広島市告示第２７８号で市道の路線の

認定を告示した次の路線について，その終点の表示を変更し，次

のとおりとします。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 終　　　点

変
更
前
市　道 安佐南２区

９０２号線
安佐南区安東二丁目１２２１番地７７
地先
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広島市告示（安佐北区）第８１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第４号

２．指定年月日　　平成３０年６月５日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区深川五丁目の１９１０番３，

１９１０番４及び１９１４番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．００～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　４２．６５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第1項

の規定に基づき，平成５年８月２４日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した今井田自治会（代

表者　本家　静夫）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区可部町今
井田２６１番地

広島市安佐北区可部町今
井田１９３番地

代表者の
氏名住所

本家　静夫
広島市安佐北区可部町今
井田２６１番地

竹井　盛之
広島市安佐北区可部町今
井田１９３番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第５号

２．指定年月日　　平成３０年６月１８日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区可部七丁目の１００番８，

１００番９，甲１１３・乙１１３番合併の一

部，１００番８地先市道，１００番９地先市

道，甲１１３・乙１１３番合併地先水路及び

甲１１３・乙１１３番合併地先市道

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ４ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成３０年６月１４日から同年６月２８日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｅ４－と－
１－４０－１３号
水路の一部

安佐南区伴中央六丁目４４２４番１
地先から
伴中央六丁目４４２４番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月２１日から同年７月５日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南３
区１２６
号線

広島市安佐南区
西原四丁目２０�
８２番地１０地
先から
広島市安佐南区
西原四丁目２０�
８２番地１地先
まで

旧
3.78
～
4.00

8.86

新
4.00
～
4.00

8.86

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第８８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年６月２１日から同年７月５日まで

広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
３区１�
２６号
線

広島市安佐南区西原四丁目２�
０８２番地１０地先から
広島市安佐南区西原四丁目２�
０８２番地１地先まで

平成３０年６月
２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日

　地方自治法第２６０条の２第１項の規定に基づき，平成８年

１２月１３日付けで，不動産又は不動産に関する権利等を保有す

る団体として認可した成岡自治会（代表者　三好　憲二）につい

て，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　事務所

広島市安芸区中野東二丁目１６番９号

２　代表者の氏名及び住所

三好　るみ

広島市安芸区中野東二丁目１６番９号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，６月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたので，

告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

４．幅員及び延長　幅員　４．００～６．１０メートル

　　　　　　　　　延長　４３．８４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　都市公園の区域を次のとおり変更するので，広島市公園条例

（昭和３９年広島市条例第１８号）第１６条の２の規定に基づき

告示します。

　なお，関係図書は，平成３０年６月２８日から安佐北区農林建

設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

（安佐北区農林建設部維持管理課）

記

名称 所在 面積（㎡） 変更の期日 区域

寺山
公園

広島市安佐北区可
部東四丁目２８番
外

変更前 103,969.73 平成３０年
６月２８日

別紙
のと
おり変更後 104,024.85

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第６号

２．指定年月日　　平成３０年６月２８日

３．道路の位置　　広島市安佐北区深川一丁目８４０番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．０メートル

　　　　　　　　　延長　４２．１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　河戸帆待川駅駐輪場，中島駅駐輪場，可部駅西口北側駐輪場，

玖村駅駐輪場及び安芸矢口駅駐輪場に長期間駐車されていた別紙

自転車等については，平成３０年６月２８日に広島市西部自転車

等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市
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す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は，平成３０年６月７日から同月２０日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ４－和田１２５
－１９号水路

広島市佐伯区湯来町大字和田字向吉
１５５３番２の地先から
広島市佐伯区湯来町大字和田字向吉
１５５２番５の地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は，平成３０年６月７日から同月２０日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路 Ｋ４－和田１２５
－２２号水路

広島市佐伯区湯来町大字和田字向吉
１５５２番４の地先から
広島市佐伯区湯来町大字和田字向吉
１５５２番４の地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１００号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成３０年６月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０１号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第４８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，６月２２日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成３０年５月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま



―３２―　第１０５８号� 平成３０年７月３１日広　　島　　市　　報

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ２ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成３０年６月２１日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０８号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は，平成３０年６月２８日から同年７月１２日ま

で，広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０２号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０３号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ４ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市佐伯区役所農林建設部建築課において

一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第２号

２　指定年月日　　平成３０年６月１４日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区千同三丁目の３５１番２の一

部，３５２番３の一部，３５５番２の一部，

３５６番１の一部，３５７番１の一部及び３�

５７番１地先里道

４　幅員及び延長　幅員　　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　　３９．５８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０４号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１０５号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ ８ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成３０年６月１５日に広島市西部自転車等保管所へ移動し
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号。以下「法」という。）第１３条第４項において準用する同法

第１１条第１項の規定により公告し，当該計画の変更案及び変更

等理由書を，次により縦覧に供します。

平成３０年６月８日

広島市長　　松　井　一　實

１　計画の変更案及び変更等理由書の縦覧期間

自　　　平成３０年６月８日

至　　　平成３０年７月９日

２　計画の変更案及び変更等理由書の縦覧場所

広島市役所経済観光局農林水産部農政課

　　（広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号）

広島市安佐南区役所農林建設部農林課

　　（広島市安佐南区古市一丁目３３番１４号）

広島市安佐北区役所農林建設部農林課

　　（広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号）

広島市安芸区役所農林建設部農林課

　　（広島市安芸区船越南三丁目４番３６号）

広島市佐伯区役所農林建設部農林課

　　（広島市佐伯区海老園二丁目５番２８号）

３　意見書の提出

法第１１条第２項の規定に基づき，広島市の区域内に住所を

有する者は，縦覧期間満了の日までに，計画変更案について，

市に意見書を提出することができます。

⑴　提出先

計画の変更案及び変更等理由書の縦覧窓口

⑵　記載すべき事項

ア　提出者氏名及び住所

イ　対象となる計画の名称

ウ　意見

⑶　その他

法第１２条第１項の規定に基づき，提出された意見書の要

旨及び当該意見書の処理の結果は，個人が特定できないよう

にした上で縦覧に供します。

４　異議の申出

法第１１条第３項の規定に基づき，計画のうち農用地利用計

画の変更案に係る農用地区域内にある土地の所有者その他その

土地に関し権利を有する者は，当該農用地利用計画の変更案に

対して異議があるときは，平成３０年７月９日の翌日から起算

して１５日以内に市にこれを申し出ることができます。

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 １ 日

　平成３０年６月１日現在における地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年法

律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の組

織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定に

里　道 佐伯５区麦谷１３�
７－３号里道

広島市佐伯区湯来町大字麦谷字渦２�
２５７番２地先から
広島市佐伯区湯来町大字麦谷字渦２�
２８１番地先まで

区 告 示
広島市西区告示第５号

平成３０年６月５日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市西区長　　福　岡　美　鈴

（平成２９年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関
の名称

請求事由の概要 閲覧の年月日 閲覧に係る住民
の範囲

東京税関
成田税関支署 税務調査等 平成２９年５

月１８日
三滝町
１件

中国四国厚生
局麻薬取締部 捜査のため 平成２９年５

月２３日

三滝本町１丁
目，庚午中３丁
目，南観音町
１７件

中国四国厚生
局麻薬取締部 捜査のため 平成２９年５

月２３日 南観音町　１件

廿日市警察署 捜査のため 平成２９年６
月３０日 三篠北町　１件

中国四国厚生
局麻薬取締部 捜査のため 平成２９年９

月２０日

中広町１丁目，
山田町
３８件

国税庁 査察調査等 平成３０年１
月３０日

井口台２丁目
１件

自衛隊広島地
方協力本部

募集案内の郵送
等を行うため

平成３０年２
月６～８日

西区全域
出生の年月日が
平成１２年４月
２日から平成１�
３年４月１日ま
での男子及び女
子（日本人住民
に限る）
７１２件

広島西警察署 捜査のため 平成３０年３
月２０日

中広町３丁目
４件

京都府南警察
署 捜査のため 平成３０年３

月２６日

横川新町，中広
町３丁目
１８件

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成２９年４月１日から平成３０

年３月３１日までのものです。

公 告
公　　　　　　　告

　広島農業振興地域整備計画（以下「計画」という。）を変更

し，農業振興地域の整備に関する法律（昭和４４年法律第５８
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平成３０年３月１８日執行　広島市議会議員安芸区選挙区補

欠選挙

２　選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額）

６，１４３，８００円

３　報告書の要旨

別紙のとおり。

（別紙）

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名熊本　純子
所属
党派 無所属

期間　２月13日から３月27日まで

出納責任者氏名畠山　勲 第１回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 140,000円

（氏名，団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 89,954

熊本じゅんこ
後援会 政治団体 1,000,096円 選挙事務所費 74,854

熊本　憲三 無職 9,000 集合会場費 15,100

通信費 ―

交通費 27,615

印刷費 745,874

広告費 478,980

文具費 ―

食糧費 239,007

休泊費 ―

雑　費 33,540

その他の寄附 件

その他の収入

今回計 1,009,096 今回計 1,754,970

前回計 前回計

総　計 1,009,096 総　計 1,754,970

支出のうち公費�
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 745,874円

計 745,874円

報告書受理年月日 平成30年３月29日 第１回報告分

（別紙）

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名熊本　純子
所属
党派 無所属

期間　４月８日から５月10日まで

出納責任者氏名畠山　勲 第２回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 ― 円

（氏名，団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 ―

よる委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次のとおりで

す。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，５９９人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と

を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，４９４人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３７，２３２人

　　　　　　　　　東　　区　　３３，１７８人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，１７４人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，８５７人

　　　　　　　　　安佐南区　　６４，２３９人

　　　　　　　　　安佐北区　　４１，０６３人

　　　　　　　　　安 芸 区　　２１，８７５人

　　　　　　　　　佐 伯 区　　３８，０３４人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，３２５人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第１７号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ２ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１８９条の規定に

基づき提出された公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の

要旨を同法第１９２条の規定により，次のとおり公表します。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書の要旨

１　選挙の種類
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今回計 248,532 今回計 898,532

前回計 前回計

総　計 248,532 総　計 898,532

支出のうち公費�
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 650,000円

計 650,000円

報告書受理年月日 平成30年３月29日 第１回報告分

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第９号

平 成 ３ ０ 年 ６ 月 ８ 日

　広島市教育委員会議（定例会）を次のとおり開催する。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

１　日　時　平成３０年６月１５日（金）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　広島市立学校児童生徒数等（平成３０年５月１日現在）に

ついて（報告）

⑵　平成３１年度広島市立高等学校及び広島市立広島中等教育

学校入学者選抜の基本方針について（議案）

⑶　平成３１年度広島市立広島特別支援学校高等部入学者選考

の基本方針について（議案）

【非公開予定議題】

⑷　広島市いじめ防止対策推進審議会委員の任命について（議

案）

監査公表
広島市監査公表第７号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

企画総務局　　　　　　　　　　　総　務　課

熊本じゅんこ
後援会 政治団体 16,567円 選挙事務所費 ―

集合会場費 ―

通信費 5,589

交通費 ―

印刷費 ―

広告費 ―

文具費 ―

食糧費 ―

休泊費 ―

雑　費 10,978

その他の寄附 ―　件 ―

その他の収入 ―

今回計 16,567 今回計 16,567

前回計 1,009,096 前回計 1,754,970

総　計 1,025,663 総　計 1,771,537

支出のうち公費�
負 担 相 当 額

項　　　　　　　　目 金　額

ポスターの作成 745,874円

計 745,874円

報告書受理年月日 平成30年５月17日 第２回報告分

（別紙）

安芸区選挙区

候 補 者 氏 名中石　仁
所属
党派 日本共産党

期間　２月28日から３月18日まで

出納責任者氏名小寺　利輝 第１回分

収　入 支　出

主たる寄附 人件費 ― 円

（氏名，団体名）（職　業） （寄附額） 家屋費 60,000

日本共産党広島
市東地区委員会 政党 42,400円 選挙事務所費 60,000

中石　一也 会社員 50,000 集合会場費 ―

日本共産党広島
県委員会 政党 156,132 通信費 ―

交通費 ―

印刷費 787,230

広告費 51,302

文具費 ―

食糧費 ―

休泊費 ―

雑　費 ―

その他の寄附 件
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　　　　　　　　　　　　　　　　　生物科学部

　　　　　　　　　　　　　　　　　環境科学部

区　役　所　　（�中，南，西，安佐南，安佐北，安芸，佐

伯）

　　　　　　　　厚　生　部　　　　生　活　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　保健福祉課

　　　　　　　（東）

　　　　　　　　厚　生　部　　　　福　祉　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　�（生活課，旧保健福祉

課から移管された事

務）

社会福祉法人広島市社会福祉事業団

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体等にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１１月１６日から平成３０年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財

政援助団体等の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事

務が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検

査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第９号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

こども未来局　　　　　　　　　　保　育　園（２２園）

（注�）保育園（２２園）のうち１園については，直前通知型

定期監査を実施した。

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

区　役　所　　（�中，東，南，西，安佐南，安佐北，安芸，

佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　　連　絡　所（３か所）

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　市　民　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　�市役所サービス・コー

ナー

　　　　　　　　　　　　　　　　　旅券センター

　　　　　　　　　　　　　　　　出　張　所（１２か所）

　　　　　　　　　　　　　　　　　連　絡　所（３か所）

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１１月９日から平成３０年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第８号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体等監査結果

公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

健康福祉局　　　障害福祉部　　　　障害福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　障害自立支援課

　　　　　　　　　　　　　　　　　精神保健福祉課

　　　　　　　　　　　　　　　　　身体障害者更生相談所

　　　　　　　　　　　　　　　　　知的障害者更生相談所

　　　　　　　　精神保健福祉センター　　相　談　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　デイ・ケア課

　　　　　　　　保　健　部　　　　食肉衛生検査所

　　　　　　　　　　　　　　　　　動物管理センター

　　　　　　　　衛生研究所　　　　生活科学部



平成３０年７月３１日� 第１０５８号　―３７―広　　島　　市　　報

広島市監査公表第１１号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

道路交通局　　　　　　　　　　　自転車都市づくり推進課

　　　　　　　　　　　　　　　　道路管理課

区　役　所　　（中）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　（東，南，西）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　建　設　部　　　維持管理課

　　　　　　　（安佐南）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

　　　　　　　（安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　市　民　部　　　区政調整課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域起こし推進課

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１１月７日から平成３０年５月２４日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。

（道路占用料の徴収事務について）

道路占用料の督促事務について，督促状を送付していない事

例や送付時期を過ぎてまとめて送付している事例が見受けられ

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３０年２月１３日から同年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

また，消耗品費の支出に係る事務について，抽出により地方

自治法第１９９条第８項の規定に基づく関係人調査を実施し

た。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１０号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

環　境　局　　　施　設　部　　　施　設　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　玖谷埋立地管理事務所

　　　　　　　　　　　　　　　　工　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　中　工　場

　　　　　　　　　　　　　　　　南　工　場

　　　　　　　　　　　　　　　　安佐南工場

　　　　　　　　　　　　　　　　安佐北工場

　　　　　　　　　　　　　　　　恵下埋立地建設事務所

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１１月１６日から平成３０年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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して督促等を行わなければならない。

しかしながら，安佐南区農林建設部維持管理課及び地域整備

課においては，平成２１年度分，２３年度分及び２４年度分の

収入金の一部が未納となっているにもかかわらず，滞納者に対

する督促，催告等が行われず，すでに消滅時効期間が満了して

いたものがあった。

ついては，このようは不適正な債権管理事務を内部統制の取

組においてリスクとして認識し，適正な事務の執行に努められ

たい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１３号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

消　防　局　　　　　　　　　　　総　務　課

　　　　　　　　　　　　　　　　教　員　課

　　　　　　　　　　　　　　　　施　設　課

　　　　　　　　予　防　部　　　予　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　指　導　課

　　　　　　　　消　防　署　　（�中，東，南，西，安佐

南，安佐北，安芸，佐

伯）

　　　　　　　　　　　　　　　　警　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　予　防　課

　　　　　　　　　　　　　　　　　出　張　所

　　　　　　　　　　　　　　　　（１６か所）

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成３０年１月１０日から同年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

た。また，道路占用料の調定事務について，継続して許可をし

ているにもかかわらず調定漏れや誤って調定を削除した事例が

見受けられた。

ついては，内部統制の観点から，当該事務を行う各区の維持

管理課及び制度所管課である道路交通局道路管理課が連携し

て，適正な督促事務を行うとともに，調定漏れ等の防止策を講

じるなど法令を遵守した事務処理を徹底されたい。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１２号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項及び第４項の規定により標記の監

査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を下記のと

おり公表する。

記

１　監査の対象

下 水 道 局　　　管　理　部　　　管　理　課

　　　　　　　　　　　　　　　　維　持　課

　　　　　　　　　　　　　　　　�水資源再生センター（千

田，江波，旭町，西部）

区　役　所　　（安佐南，安佐北，安芸，佐伯）

　　　　　　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１１月１３日から平成３０年５月２４日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。

５　監査の結果

次に述べる事項を除いておおむね適正に処理されていた。

（排水設備取付管設置工事受託収入に係る債権管理事務につい

て）

排水設備取付管設置工事受託収入（以下「収入金」とい

う。）については，工事の申請者から工事着手前にあらかじめ

徴収し，設計変更等によりその額が増加した場合には工事完成

後に追加徴収することにしている。追加徴収となった場合は，

調定後，納入の通知を行い，指定した納期限までに債務を履行

しない者（以下「滞納者」という。）に対しては，期限を指定
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政援助団体の監査に当たっては，出納及び出納に関連した事務

が適正に執行されているかどうか，抽出により関係書類を検査

照合するとともに，関係職員から説明を聴取した。）。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市監査公表第１５号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査並びに出資団体監査結果公表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

都市整備局　　　営　繕　部　　　営　繕　課

　　　　　　　　　　　　　　　　設　備　課

東区役所，　　　建　設　部　　　維持管理課

南 区 役 所　　　　　　　　　　　地域整備課

及び西区役所

佐伯区役所　　　農林建設部　　　維持管理課

　　　　　　　　　　　　　　　　農　林　課

　　　　　　　　　　　　　　　　地域整備課

一般財団法人広島市都市整備公社

　　　　　　　　下 水 道 部

２　監査の範囲

平成２９年度に属する契約金額が１００万円以上の工事，工

事に関連する委託業務及び施設の維持管理業務

３　監査の期間

平成２９年１１月１７日から平成３０年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，工事の設計，積算，契約，施工等並びに

委託業務の内容及び積算等が，関係法令等に基づき適正に行わ

れているかどうか，また，経済的，効率的及び有効的に行われ

ているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書類の審

査及び実地監査を行うとともに，関係職員から説明を聴取し

た。

特に工事発注における設計仕様及び施工条件を適切に設定し

ているかどうかについて，より詳細に実地監査を行った。

５　監査の結果

おおむね適正に処理されていた。

職員共済組合公告
広職共公告第２号

広島市監査公表第１４号

平成３０年６月１１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　原　　　裕　治

同　　　　　　　桑　田　恭　子

定期監査及び行政監査並びに財政援助団体監査結果公

表

　地方自治法第１９９条第２項，第４項及び第７項の規定により

標記の監査を実施したので，同条第９項の規定によりその結果を

下記のとおり公表する。

記

１　監査の対象

教育委員会　事　務　局　学校教育部　教 職 員 課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校事務センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　�（中央地区，東部

地区，西部地区，

安佐南地区，安佐

北地区）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　健康教育課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導第一課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　指導第二課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　特別支援教育課

　　　　　　　　　　　　　　　　　　生徒指導課

　　　　　（教 育 機 関）　　　　　　幼　稚　園（１園）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　小　学　校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１７校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　中　学　校

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（１１校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　高 等 学 校（１校）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　学校給食センター

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（４施設）

　　　　　　　　　　　　教育センター

一般財団法人広島市学校給食会

（注�）小学校（１７校）及び中学校（１１校）のうち各１校

については直前通知型定期監査を実施した。

２　監査の範囲

平成２９年度に属する収入，支出，契約等財務に関する事務

等

（財政援助団体にあっては，出納その他の事務に限る。）

ただし，必要に応じて過年度の事務も対象とした。

３　監査の期間

平成２９年１１月８日から平成３０年５月１６日まで

４　監査の方法

監査に当たっては，財務事務が適正に執行されているかどう

か，並びに市の事務が合規的，経済的，効率的及び有効的に執

行されているかどうかを主眼として実施し，抽出により関係書

類を検査照合するとともに，関係職員から説明を聴取した（財
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資産合計 106 負債・資本合計 106

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
1,161 経常収益

百万円
1,161

合　計 1,161 合　計 1,161

４　経過的長期経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円

1 流動負債
百万円

1
資産合計 1 負債・資本合計 1

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
63 経常収益

百万円
63

合　計 63 合　計 63

５　経過的長期預託金管理経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
14

1,420
固定負債

百万円
1,434

資産合計 1,434 負債・資本合計 1,434

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
36 経常収益

百万円
36

合　計 36 合　計 36

６　業務経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
16
0
流動負債

剰余金

百万円
6

10

平成３０年６月１９日

　広島市職員共済組合定款第５条及び第３６条の規定により，平

成２９年度決算の要旨を次のとおり公告する。

広 島 市 職 員 共 済 組 合

理事長　　及　川　　　享

１　短期経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円
2,785 流動負債

固定負債
剰余金

百万円
44
475
2,266

資産合計 2,785 負債・資本合計 2,785

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損益
繰入金

次年度繰越支払準備
金
当期利益金

百万円
6,779
1
10

475

705

経常利益

前年度繰越支払準備
金
特別利益

当期損失金

百万円
7,410

524

13

23
合　計 7,970 合　計 7,970

２　厚生年金保険経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円
1,538 流動負債

百万円
1,538

資産合計 1,538 負債・資本合計 1,538

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
18,125 経常収益

百万円
181,215

合　計 18,125 合　計 181,215

３　退職等年金経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
百万円
106 流動負債

百万円
106
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資産合計 16 負債・資本合計 16

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
93
0
1

経常収益

繰入金

百万円
84

10
合　計 94 合　計 94

７　保健経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
645
2
流動負債

剰余金

百万円
89

558
資産合計 647 負債・資本合計 647

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
百万円
344 経常収益

特別利益
当期損失金

百万円
332
0
12

合　計 344 合　計 344

８　貸付経理

貸借対照表の要旨

平成３０年３月３１日現在

借　方 金　額 貸　方 金　額

流動資産
固定資産

百万円
211
3,169

流動負債
固定負債
剰余金

百万円
5

1,420
1,955

資産合計 3,380 負債・資本合計 3,380

損益計算書の要旨

自　平成２９年４月　１日

至　平成３０年３月３１日

損　失 金　額 利　益 金　額

経常費用
特別損失
当期利益金

百万円
53
0
25

経常収益
百万円
78

合　計 78 合　計 78


