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る。この場合において，同条第７項中「前項の規定にかかわ

らず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に

係る市民税及び施行令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限る。）」とある

のは，「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付

があつた日（その日が第５２条第１項の法人税額の課税標準

の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前である

場合には，同日）から同項の申告書の提出期限までの期間」

と読み替えるものとする。

３　第５０条第４項の規定は，第１項の延滞金額について準用

する。この場合において，同条第４項中「前項の規定にかか

わらず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民

税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべ

き市民税及び同条第４項に規定する市民税にあつては，第１

号に掲げる期間に限る。）」とあるのは，「当該当初申告書

の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が第

５２条第１項の法人税額の課税標準の算定期間の末日の翌日

以後２月を経過した日より前である場合には，同日）から同

項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものとす

る。

第５２条に次の２項を加える。

５　第４８条第７項の規定は，前項の延滞金額について準用す

る。この場合において，同条第７項中「前項の規定にかかわ

らず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民税

を免れた法人が法第３２１条の１１第１項又は第３項の規定

による更正があるべきことを予知して提出した修正申告書に

係る市民税及び施行令第４８条の１６の２第３項に規定する

市民税にあつては，第１号に掲げる期間に限る。）」とある

のは，「当該当初申告書の提出により納付すべき税額の納付

があつた日（その日が第５２条第４項の連結法人税額の課税

標準の算定期間の末日の翌日以後２月を経過した日より前で

ある場合には，同日）から同項の申告書の提出期限までの期

間」と読み替えるものとする。

６　第５０条第４項の規定は，第４項の延滞金額について準用

する。この場合において，同条第４項中「前項の規定にかか

わらず，次に掲げる期間（詐偽その他不正の行為により市民

税を免れた法人についてされた当該増額更正により納付すべ

き市民税及び同条第４項に規定する市民税にあつては，第１

号に掲げる期間に限る。）」とあるのは，「当該当初申告書

の提出により納付すべき税額の納付があつた日（その日が第

５２条第４項の連結法人税額の課税標準の算定期間の末日の

翌日以後２月を経過した日より前である場合には，同日）か

ら同項の申告書の提出期限までの期間」と読み替えるものと

する。

第９２条を第９２条の２とし，第２章第４節中同条の前に次

の１条を加える。

（製造たばこの区分）

条 例
広島市条例第３９号

平成３０年７月２日

　広島市市税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

広島市市税条例等の一部を改正する条例

　（広島市市税条例の一部改正）

第１条　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２４条第２項中「控除対象配偶者」を「同一生計配偶者」

に改める。

第３６条の２第１項中「該当する者は，法」を「掲げる者

は，法」に改め，同項第１号中「によつて」を「により」に改

め，「配偶者特別控除額」の右に「（所得税法第２条第１項第

３３号の４に規定する源泉控除対象配偶者に係るものを除

く。）」を加える。

第４７条の５第３項中「第４７条の５第１項」と」の右に

「，「の特別徴収義務者」とあるのは「（同項に規定する年金

所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別徴収義

務者」と」を加える。

第４８条第７項中「によつて」を「により」に，「及び第５�

２条第２項」を「及び第５２条第４項」に，「。第５２条第２

項」を「。同項」に改め，同項を同条第９項とし，同条中第６

項を第８項とし，同条第５項中「第３項の場合」を「第５項の

場合」に改め，同項を同条第７項とし，同条中第４項を第６項

とし，同条第３項中「第５項第１号」を「第７項第１号」に改

め，同項を同条第５項とし，同条第２項中「法の施行地に本店

若しくは主たる事務所若しくは事業所を有する法人」を「内国

法人」に，「においては」を「には」に，「前項」を「第１

項」に改め，同項を同条第４項とし，同条第１項の次に次の２

項を加える。

２　法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有す

る法人（以下この条において「内国法人」という。）が，租

税特別措置法第６６条の７第４項及び第１０項又は第６８条

の９１第４項及び第１０項の規定の適用を受ける場合には，

法第３２１条の８第２４項及び施行令第４８条の１２の２に

規定するところにより，控除すべき額を前項の規定により申

告納付すべき法人税割額から控除する。

３　内国法人が，租税特別措置法第６６条の９の３第４項及び

第１０項又は第６８条の９３の３第４項及び第１０項の規定

の適用を受ける場合には，法第３２１条の８第２５項及び施

行令第４８条の１２の３に規定するところにより，控除すべ

き額を第１項の規定により申告納付すべき法人税割額から控

除する。

第５２条中第２項を第４項とし，第１項の次に次の２項を加

える。

２　第４８条第７項の規定は，前項の延滞金額について準用す
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前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱式たばこの

重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における」に，「第９�

２条第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等」

を「売渡し等」に，「同欄に掲げる」を「第９２条に掲げる」

に，「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」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　加熱式たばこに係る第１項の製造たばこの本数は，第１号

に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗

じて計算した紙巻たばこの本数，第２号に掲げる方法により

換算した紙巻たばこの本数に０．２を乗じて計算した紙巻た

ばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算した紙巻たば

この本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数の合計

数によるものとする。

⒧　加熱式たばこ（特定加熱式たばこ喫煙用具を除く。）の

重量の１グラムをもつて紙巻たばこの１本に換算する方法

⑵　加熱式たばこの重量（フィルター及び施行規則第１６条

の２の２各号に定めるものに係る部分の重量を除く。）の

０．４グラムをもつて紙巻たばこの０．５本に換算する方法

⑶　次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ，それぞれ次に定

める金額の紙巻たばこの１本の金額に相当する金額（所得

税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７号）附

則第４８条第１項第１号に定めるたばこ税の税率，一般会

計における債務の承継等に伴い必要な財源の確保に係る特

別措置に関する法律（平成１０年法律第１３７号）第８条

第１項に規定するたばこ特別税の税率，法第７４条の５に

規定するたばこ税の税率及び次条に規定するたばこ税の税

率をそれぞれ１，０００で除して得た金額の合計額を１０�

０分の６０で除して計算した金額をいう。第８項において

同じ。）をもつて紙巻たばこの０．５本に換算する方法

ア　売渡し等の時における小売定価（たばこ事業法第３３

条第１項又は第２項の認可を受けた小売定価をいう。）

が定められている加熱式たばこ　当該小売定価に相当す

る金額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）の規定

により課されるべき消費税に相当する金額及び法第２章

第３節の規定により課されるべき地方消費税に相当する

金額を除く。）

イ　アに掲げるもの以外の加熱式たばこ　たばこ税法（昭

和５９年法律第７２号）第１０条第３項第２号ロ及び第

４項の規定の例により算定した金額

第９４条に次の３項を加える。

７　第３項第３号に掲げる方法により加熱式たばこに係る同号

ア又はイに定める金額を紙巻たばこの本数に換算する場合に

おける計算は，売渡し等に係る加熱式たばこの品目ごとの１

個当たりの同号ア又はイに定める金額に当該加熱式たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た金額を合計し，その合計額を紙

巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

８　第３項第３号及び前項の計算に関し，紙巻たばこの１本の

金額に相当する金額又は加熱式たばこの品目ごとの１個当た

りの同号アに定める金額に１銭未満の端数がある場合には，

第９２条　製造たばこの区分は，次に掲げるとおりとし，製造

たばこ代用品に係る製造たばこの区分は，当該製造たばこ代

用品の性状によるものとする。

⒧　喫煙用の製造たばこ

ア　紙巻たばこ

イ　葉巻たばこ

ウ　パイプたばこ

エ　刻みたばこ

オ　加熱式たばこ

⑵　かみ用の製造たばこ

⑶　かぎ用の製造たばこ

第９３条の次に次の１条を加える。

（製造たばことみなす場合）

第９３条の２　加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸

気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡

したもの（たばこ事業法第３条第１項に規定する会社（以下

この条において「会社」という。），加熱式たばこの喫煙用

具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又

はこれらの混合物を充塡したものを製造した特定販売業者，

加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリ

セリンその他の物品又はこれらの混合物を充塡したものを会

社又は特定販売業者から委託を受けて製造した者その他これ

らに準ずる者として施行規則第８条の２の２各号に掲げる者

により売渡し，消費等又は引渡しがされたもの及び輸入され

たものに限る。以下この条及び次条第３項第１号において

「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。）は，製造たばこと

みなして，この節の規定を適用する。この場合において，特

定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は，加熱式

たばことする。

第９４条第１項中「第９２条第１項」を「第９２条の２第１

項」に改め，「消費等」の右に「（以下この条及び第９８条第

１項において「売渡し等」という。）」を加え，同条第２項中

「前項の製造たばこ」の右に「（加熱式たばこを除く。）」を

加え，「喫煙用の紙巻たばこ」を「紙巻たばこ」に，「当該右

欄」を「同表の右欄」に改め，同項後段を削り，同項の表第１

号ア中「パイプたばこ」を「葉巻たばこ」に改め，同号イ中

「葉巻たばこ」を「パイプたばこ」に改め，同条第４項中「前

項」を「前２項」に改め，「関し，」の右に「第４項の」を，

「重量」の右に「又は前項の加熱式たばこの品目ごとの１個当

たりの重量」を加え，同項を同条第６項とし，同項の前に次の

１項を加える。

５　第３項第２号に掲げる方法により加熱式たばこの重量を紙

巻たばこの本数に換算する場合における計算は，売渡し等に

係る加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量（同号に規

定する加熱式たばこの重量をいう。）に当該加熱式たばこの

品目ごとの数量を乗じて得た重量を合計し，その合計重量を

紙巻たばこの本数に換算する方法により行うものとする。

第９４条第３項中「前項」を「第２項」に改め，「の重量

を」の右に「紙巻たばこの」を加え，「場合の」を「場合又は
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⒧　納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人

番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあつては，住

所及び氏名又は名称）

⑵　家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積

⑶　家屋が高齢者，障害者等の移動等の円滑化の促進に関す

る法律施行令（平成１８年政令第３７９号）第５条第３号

に規定する劇場若しくは演芸場又は同条第４号に規定する

集会場若しくは公会堂のいずれに該当するかの別

⑷　家屋の建築年月日及び登記年月日

⑸　法附則第１５条の１１第１項に規定する利便性等向上改

修工事（以下この条において「利便性等向上改修工事」と

いう。）が完了した年月日

⑹　利便性等向上改修工事に要した費用

２　前項の申告書は，利便性等向上改修工事が完了した日から

３月以内に提出しなければならない。ただし，当該期間内に

当該申告書を提出することができなかつたことについてやむ

を得ない理由があるときは，この限りでない。

３　前項ただし書の場合においては，第１項の申告書には同項

各号に掲げる事項のほか，利便性等向上改修工事が完了した

日から３月以内に当該申告書を提出することができなかつた

理由を記載しなければならない。

附則第１２条の２の見出し中「平成２８年度又は平成２９年

度」を「平成３１年度又は平成３２年度」に改め，同条第１項

中「平成２８年度分又は平成２９年度分」を「平成３１年度分

又は平成３２年度分」に，「修正価格（法附則第１７条の２第

１項」を「修正価格（同項」に改め，同条第２項中「平成２８

年度適用土地又は平成２８年度類似適用土地」を「平成３１年

度適用土地又は平成３１年度類似適用土地」に，「平成２９年

度分」を「平成３２年度分」に改める。

附則第１８条中「若しくは第４５項」を「，第４５項若しく

は第４８項」に改める。

附則第２０条の３の３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項中「平成３０年３月３１日」を「平成３３年３月３�

１日」に改める。

附則第２１条の２第３項中「第３７条の７」を「第３７条の

６」に，「第３７条の９の４又は第３７条の９の５」を「第３�

７条の８又は第３７条の９」に改める。

附則第２６条の見出し中「固定資産税の」の右に「課税免除

又は」を加え，同条第１項中「平成３０年３月３１日」を「平

成３２年３月３１日」に，「地方活力向上地域特定業務施設整

備計画」を「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」に改

め，「この項」の右に「及び次項」を，「前日まで」の右に

「。次項において同じ。」を加え，「）に従つて」を「）（同

条第１項第１号に掲げる事業に係る部分に限る。）に従つて」

に，「について，」を「については，」に改め，「限る」の右

に「。同項において「特別償却設備である機械等又はこれらの

敷地である土地」という」を加え，「課する固定資産税の税率

は，第６２条の規定にかかわらず」を削り，「次の各号に掲げ

その端数を切り捨てるものとする。

９　第３項各号に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数

に同項に規定する数を乗じて計算した紙巻たばこの本数に１

本未満の端数がある場合には，その端数を切り捨てるものと

する。

第９５条中「５，２６２円」を「５，６９２円」に改める。

第９６条第３項中「第９２条」を「第９２条の２」に改め

る。

第９８条第１項中「第９２条第１項の売渡し又は同条第２項

の売渡し若しくは消費等」を「売渡し等」に改める。

附則第５条第１項中「第４８条第３項」を「第４８条第５

項」に改め，同条第２項中「第５２条」を「第５２条第１項及

び第４項」に，「同条」を「これら」に改める。

附則第５条の２第１項中「第５２条に」を「第５２条第１項

及び第４項に」に，「同項」を「前条第２項」に，「ついて

は」を「あつては」に，「同条」を「これらの規定」に改め

る。

附則第１１条の２第１項中「３分の１」を「２分の１」に改

め，同条第６項中「附則第１５条第２９項」を「附則第１５条

第２９項第１号」に，「２分の１」を「３分の２」に改め，同

条中第１４項を第１８項とし，第１０項から第１３項までを４

項ずつ繰り下げ，同条第９項中「２分の１」を「４分の３」に

改め，同項を同条第１２項とし，同項の次に次の１項を加え

る。

１３　法附則第１５条第３２項第３号に規定する条例で定める

割合は，２分の１とする。

附則第１１条の２中第８項を第１１項とし，同条第７項中

「附則第１５条第３０項」を「附則第１５条第３０項第１号」

に，「２分の１」を「３分の２」に改め，同項を同条第９項と

し，同項の次に次の１項を加える。

１０　法附則第１５条第３０項第２号に規定する条例で定める

割合は，２分の１とする。

附則第１１条の２第６項の次に次の２項を加える。

７　法附則第１５条第２９項第２号に規定する条例で定める割

合は，２分の１とする。

８　法附則第１５条第２９項第３号に規定する条例で定める割

合は，２分の１とする。

附則第１１条の３の次に次の１条を加える。

（改修実演芸術公演施設に対する固定資産税及び都市計画税

の減額の規定の適用を受けようとする者がすべき申告）

第１１条の４　法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公

演施設について，同項の規定の適用を受けようとする者は，

次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者，障害者等の移動

等の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交

通省令第１１０号）第１０条第２項に規定する通知書の写し

及び主として劇場，音楽堂等の活性化に関する法律（平成２�

４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演

の用に供する施設である旨を証する書類を添付して市長に提

出しなければならない。
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る。

第４８条第１項中「による申告書」の右に「（第１０項及び

第１１項において「納税申告書」という。）」を加え，「によ

つて」を「により」に改め，同条に次の３項を加える。

１０　法第３２１条の８第４２項に規定する特定法人である内

国法人は，第１項の規定により，納税申告書により行うこと

とされている法人の市民税の申告については，同項の規定に

かかわらず，同条第４２項及び施行規則で定めるところによ

り，納税申告書に記載すべきものとされている事項（次項に

おいて「申告書記載事項」という。）を，法第７６２条第１

号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し，

かつ，地方税共同機構（第１２項において「機構」とい

う。）を経由して行う方法その他施行規則で定める方法によ

り市長に提供することにより，行わなければならない。

１１　前項の規定により行われた申告については，申告書記載

事項が記載された納税申告書により行われたものとみなし

て，この条例又はこの条例に基づく規則の規定を適用する。

１２　第１０項の規定により行われた申告は，法第７６２条第

１号の機構の使用に係る電子計算機（入出力装置を含む。）

に備えられたファイルへの記録がされた時に市長に到達した

ものとみなす。

第９４条第３項中「０．６」を「０．４」に，「０．４を」を

「０．６を」に改め，同項第３号中「附則第４８条第１項第１

号」を「附則第４８条第１項第２号」に改める。

第９５条中「５，６９２円」を「６，１２２円」に改める。

附則第６条第１項中「得た金額」の右に「に１０万円を加算

した金額」を加える。

第５条　広島市市税条例の一部を次のように改正する。

第９４条第３項中「０．４を」を「０．２を」に，「０．６」

を「０．８」に改め，同項第３号中「所得税法等の一部を改正

する法律（平成３０年法律第７号）附則第４８条第１項第２号

に定める」を「たばこ税法（昭和５９年法律第７２号）第１１

条第１項に規定する」に改め，同号イ中「（昭和５９年法律第

７２号）」を削る。

第９５条中「６，１２２円」を「６，５５２円」に改める。

第６条　広島市市税条例の一部を次のように改正する。

第９３条の２中「及び次条第３項第１号」を削る。

第９４条第３項中「第１号」を「次」に改め，「紙巻たばこ

の本数に０．２を乗じて計算した紙巻たばこの本数，第２号に

掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて

計算した紙巻たばこの本数及び第３号に掲げる方法により換算

した紙巻たばこの本数に０．８を乗じて計算した」及び第１号

を削り，第２号を第１号とし，第３号を第２号とし，同条第４

項中「又は前項第１号に掲げる方法により同号に規定する加熱

式たばこの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合」を削り，

同条第５項中「第３項第２号」を「第３項第１号」に改め，同

条第７項及び第８項中「第３項第３号」を「第３項第２号」に

改め，同条第９項を削る。

（広島市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

る年度の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める税率とする」

を「固定資産税を課さない」に改め，各号を削り，同条第２項

を次のように改める。

２　平成３２年３月３１日までに地域再生法第１７条の２第３

項の規定に基づき，特定業務施設整備計画の認定を受けた同

条第４項に規定する認定事業者であつて，当該認定を受けた

日から同日の翌日以後２年を経過するまでの間に，認定特定

業務施設整備計画（同条第１項第２号に掲げる事業に係る部

分に限る。）に従つて，特別償却設備を新設し，又は増設し

たものについて，特別償却設備である機械等又はこれらの敷

地である土地に対して課する固定資産税の税率は，第６２条

の規定にかかわらず，初年度以後３年度に限り，次の各号に

掲げる年度の区分に応じ，それぞれ当該各号に定める税率と

する。

⒧　初年度　零

⑵　第２年度（初年度の翌年度をいう。）　１００分の０．

４６７

⑶　第３年度（初年度の翌々年度をいう。）　１００分の

０．９３３

附則第２６条第３項中「第１項（前項の規定により読み替え

て適用する場合を含む。次項において同じ。）」を「前２項」

に改め，同条第４項中「第１項」の右に「又は第２項」を加え

る。

第２条　広島市市税条例の一部を次のように改正する。

附則第１１条の２中第１８項を第１９項とし，第１７項の次

に次の１項を加える。

１８　法附則第１５条第４７項に規定する条例で定める割合

は，零とする。

第３条　広島市市税条例の一部を次のように改正する。

第９４条第３項中「０．８」を「０．６」に，「０．２」を

「０．４」に改める。

附則第１１条の２第１６項中「附則第１５条第４４項」を

「附則第１５条第４３項」に改め，同条第１７項中「附則第１�

５条第４５項」を「附則第１５条第４４項」に改め，同条第１�

８項中「附則第１５条第４７項」を「附則第１５条第４６項」

に改める。

附則第１８条中「第４４項，第４５項」を「第４３項，第４�

４項」に，「第４８項」を「第４７項」に改める。

第４条　広島市市税条例の一部を次のように改正する。

第２３条第３項中「この節」の右に「（第４８条第１０項か

ら第１２項までを除く。）」を加える。

第２４条第１項中「によつて」を「により」に改め，同項第

２号中「１２５万円」を「１３５万円」に改め，同条第２項中

「得た金額」の右に「に１０万円を加算した金額」を加える。

第３４条の２中「同条第１項及び第３項」を「同項及び同条

第３項」に改め，「扶養控除額を，」の右に「前年の合計所得

金額が２，５００万円以下である」を加える。

第３４条の５中「所得割の納税義務者」を「前年の合計所得

金額が２，５００万円以下である所得割の納税義務者」に改め
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第３８項の規定　都市再生特別措置法等の一部を改正する法

律（平成３０年法律第２２号）の施行の日又はこの条例の施

行の日のいずれか遅い日

⑾　第２条及び附則第１７項の規定　生産性向上特別措置法

（平成３０年法律第２５号）の施行の日又はこの条例の施行

の日のいずれか遅い日

２　第１条の規定による改正後の広島市市税条例（以下「新条

例」という。）第２４条第２項，第３６条の２第１項及び附則

第２１条の２第３項の規定は，平成３１年度以後の年度分の個

人の市民税について適用し，平成３０年度分までの個人の市民

税については，なお従前の例による。

３　附則第１項第７号に掲げる規定による改正後の広島市市税条

例第２４条，第３４条の２，第３４条の５及び附則第６条第１

項の規定は，平成３３年度以後の年度分の個人の市民税につい

て適用し，平成３２年度分までの個人の市民税については，な

お従前の例による。

４　新条例第４８条第２項の規定は，同項に規定する内国法人に

係る所得税法等の一部を改正する法律（平成３０年法律第７

号。以下「所得税法等改正法」という。）第１５条の規定によ

る改正後の租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号。以下こ

の項及び次項において「新租税特別措置法」という。）第６６

条の６第２項第１号に規定する外国関係会社の平成３０年４月

１日以後に開始する事業年度に係る新租税特別措置法第６６条

の７第４項に規定する課税対象金額，部分課税対象金額若しく

は金融子会社等部分課税対象金額に係る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８項において「改

正法」という。）第１条の規定による改正後の地方税法（昭和

２５年法律第２２６号。以下「新法」という。）第３２１条の

８第２４項に規定する控除対象所得税額等相当額又は新租税特

別措置法第６８条の９１第４項に規定する個別課税対象金額，

個別部分課税対象金額若しくは個別金融子会社等部分課税対象

金額に係る新法第３２１条の８第２４項に規定する個別控除対

象所得税額等相当額に係る新条例第４８条第２項の規定により

法人税割額から控除すべき金額について適用する。

５　新条例第４８条第３項の規定は，同項に規定する内国法人に

係る新租税特別措置法第６６条の９の２第１項に規定する外国

関係法人の平成３０年４月１日以後に開始する事業年度に係る

新租税特別措置法第６６条の９の３第４項に規定する課税対象

金額，部分課税対象金額若しくは金融関係法人部分課税対象金

額に係る新法第３２１条の８第２５項に規定する控除対象所得

税額等相当額又は新租税特別措置法第６８条の９３の３第４項

に規定する個別課税対象金額，個別部分課税対象金額若しくは

個別金融関係法人部分課税対象金額に係る新法第３２１条の８

第２５項に規定する個別控除対象所得税額等相当額に係る新条

例第４８条第３項の規定により法人税割額から控除すべき金額

について適用する。

６　新条例第５２条第２項，第３項，第５項及び第６項の規定

は，平成２９年１月１日以後に同条第１項又は第４項の申告書

の提出期限が到来する法人の市民税に係る延滞金について適用

第７条　広島市市税条例等の一部を改正する条例（平成２７年広

島市条例第４０号）の一部を次のように改正する。

附則第１１項中「新条例」を「広島市市税条例」に改め，同

項第３号中「平成３１年３月３１日」を「平成３１年９月３０

日」に改める。

附則第１３項中「をいう。」の右に「附則第２２項を除

き，」を加える。

附則第２２項中「平成３１年４月１日」を「平成３１年１０

月１日」に改め，「所持する卸売販売業者等」の右に「（広島

市市税条例第９２条の２第１項に規定する卸売販売業者等をい

う。以下この項において同じ。）」を加え，「１，２６２円」

を「１，６９２円」に改める。

附則第２３項の表附則第１４項の項中「平成３１年４月３０

日」を「平成３１年１０月３１日」に改め，同表附則第１５項

の項中「平成３１年９月３０日」を「平成３２年３月３１日」

に改め，同表附則第１７項の項を次のように改める。

附則第
１７項

卸売販売業者等が， 卸売販売業者等（広島市市税条
例第９２条の２第１項に規定す
る卸売販売業者等をいう。以下
この項において同じ。）が，

附則第１３項 附則第２２項

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。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。

⒧　第１条中広島市市税条例第９２条を同条例第９２条の２と

し，同条例第２章第４節中同条の前に１条を加える改正規

定，同条例第９３条の次に１条を加える改正規定並びに同条

例第９４条，第９５条，第９６条第３項及び第９８条第１項

の改正規定並びに第７条並びに附則第１８項から第２３項ま

での規定　平成３０年１０月１日

⑵　第１条中広島市市税条例第２４条第２項，第３６条の２第

１項及び附則第２１条の２第３項の改正規定並びに次項の規

定　平成３１年１月１日

⑶　第３条（次号に掲げる改正規定を除く。）の規定　平成３�

１年４月１日

⑷　第３条中広島市市税条例第９４条第３項の改正規定及び附

則第２４項の規定　平成３１年１０月１日

⑸　第４条（次号及び第７号に掲げる改正規定を除く。）及び

附則第７項の規定　平成３２年４月１日

⑹　第４条中広島市市税条例第９４条第３項及び第９５条の改

正規定並びに附則第２５項から第３０項までの規定　平成３�

２年１０月１日

⑺　第４条中広島市市税条例第２４条，第３４条の２，第３４

条の５及び附則第６条第１項の改正規定並びに附則第３項の

規定　平成３３年１月１日

⑻　第５条及び附則第３１項から第３６項までの規定　平成３�

３年１０月１日

⑼　第６条及び附則第３７項の規定　平成３４年１０月１日

⑽　第１条中広島市市税条例附則第１８条の改正規定及び附則
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課すべき平成３１年度以後の年度分の固定資産税について適用

し，平成２８年４月１日から平成３０年３月３１日までの間に

新たに取得された旧法附則第１５条第３２項に規定する特定再

生可能エネルギー発電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。

１４　新条例附則第１１条の４の規定は，平成３０年４月１日以

後に新法附則第１５条の１１第１項の利便性等向上改修工事が

完了する同項に規定する改修実演芸術公演施設に対して課すべ

き平成３１年度以後の年度分の固定資産税又は都市計画税につ

いて適用する。

１５　新条例附則第２６条の規定は，平成３１年度以後の年度分

の固定資産税について適用する。

１６　前項の規定にかかわらず，平成３０年３月３１日までに地

域再生法の一部を改正する法律（平成３０年法律第３８号）に

よる改正前の地域再生法（平成１７年法律第２４号）第１７条

の２第３項の規定に基づき，同条第１項に規定する地方活力向

上地域特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第４項に規定

する認定事業者であって，当該認定を受けた地方活力向上地域

特定業務施設整備計画に従って，地域再生法第１７条の６の地

方公共団体等を定める省令の一部を改正する省令（平成３０年

総務省令第３３号）による改正前の地域再生法第１７条の６の

地方公共団体等を定める省令（平成２７年総務省令第７３号）

第２条第１号に規定する特別償却設備を新設し，又は増設した

ものについて，当該特別償却設備である機械及び装置，家屋若

しくは構築物又はこれらの敷地である土地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。

１７　第２条の規定による改正後の広島市市税条例附則第１１条

の２第１８項の規定は，生産性向上特別措置法の施行の日以後

に同法第４１条第２項に規定する認定先端設備等導入計画に従

って取得される新法附則第１５条第４７項に規定する機械装置

等に対して課すべき平成３１年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。

１８　附則第１項第１号に掲げる規定の施行の日前に課した，又

は課すべきであった市たばこ税については，なお従前の例によ

る。

１９　平成３０年１０月１日前に地方税法第４６５条第１項に規

定する売渡し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等

（同法第４６９条第１項第１号及び第２号に規定する売渡しを

除く。附則第２６項及び第３２項において「売渡し等」とい

う。）が行われた製造たばこ（広島市市税条例等の一部を改正

する条例附則第１０項に規定する紙巻たばこ３級品を除く。以

下この項及び附則第２３項において同じ。）を同日に販売のた

め所持する卸売販売業者等（新条例第９２条の２第１項に規定

する卸売販売業者等をいう。以下同じ。）又は小売販売業者が

ある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第５１

条第１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たば

こを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したもの

とみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなると

きは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ（こ

する。

７　附則第１項第５号に掲げる規定による改正後の広島市市税条

例第２３条第３項及び第４８条第１０項から第１２項までの規

定は，同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分

の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し，同日前に開始した事業年度分の法人

の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税

については，なお従前の例による。

８　新条例附則第１１条の２第１項の規定は，平成３０年４月１

日以後に取得される新法附則第１５条第２項第１号に規定する

施設又は設備に対して課すべき平成３１年度以後の年度分の固

定資産税について適用し，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改正法第１条の規定による改

正前の地方税法（附則第１０項，第１２項及び第１３項におい

て「旧法」という。）附則第１５条第２項第１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。

９　新条例附則第１１条の２第６項の規定は，平成３０年４月１

日以後に指定される新法附則第１５条第２９項に規定する指定

避難施設（同項に規定する指定避難施設避難用部分に限る。）

に対して課すべき平成３１年度以後の年度分の固定資産税につ

いて適用する。

１０　新条例附則第１１条の２第７項及び第８項の規定は，平成

３０年４月１日以後に締結される新法附則第１５条第２９項に

規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難家屋（同項に

規定する協定避難用部分に限る。）に対して課すべき平成３１

年度以後の年度分の固定資産税について適用し，平成２７年４

月１日から平成３０年３月３１日までの間に締結された旧法附

則第１５条第２９項に規定する管理協定に係る同項に規定する

協定避難家屋（同項に規定する協定避難用部分に限る。）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。

１１　新条例附則第１１条の２第９項の規定は，平成３０年４月

１日以後に指定される新法附則第１５条第３０項に規定する指

定避難施設に附属する避難の用に供する償却資産（同項に規定

する指定避難用償却資産に限る。）に対して課すべき平成３１

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

１２　新条例附則第１１条の２第１０項の規定は，平成３０年４

月１日以後に締結される新法附則第１５条第２９項第２号に規

定する管理協定に係る同条第３０項に規定する協定避難施設に

附属する避難の用に供する償却資産（同項に規定する協定避難

用償却資産に限る。）に対して課すべき平成３１年度以後の年

度分の固定資産税について適用し，平成２７年４月１日から平

成３０年３月３１日までの間に締結された旧法附則第１５条第

３０項に規定する管理協定に係る同項に規定する協定避難施設

に附属する避難の用に供する償却資産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。

１３　新条例附則第１１条の２第１２項及び第１３項の規定は，

平成３０年４月１日以後に新たに取得される新法附則第１５条

第３２項に規定する特定再生可能エネルギー発電設備に対して
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第１０１
条第２項

第９８条第１項又は第
２項

平成３０年改正条例附則第
２１項

２３　卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理

由により，市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡した製造たばこのうち，附則第１９項の規定により市たばこ

税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場合に

は，当該市たばこ税に相当する金額を，新条例第９９条の規定

に準じて，同条の規定による当該製造たばこにつき納付され

た，又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額に係る控

除又は還付に併せて，当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額

から控除し，又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合に

おいて，当該卸売販売業者等が新条例第９８条第１項から第３

項までの規定により市長に提出すべき申告書には，当該返還に

係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した施

行規則第１６号の５様式による書類を添付しなければならな

い。

２４　附則第１項第４号に掲げる規定の施行の日前に課した，又

は課すべきであった市たばこ税については，なお従前の例によ

る。

２５　附則第１項第６号に掲げる規定の施行の日前に課した，又

は課すべきであった市たばこ税については，なお従前の例によ

る。

２６　平成３２年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこ

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第

５１条第９項の規定により製造たばこの製造者として当該製造

たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出した

ものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ

（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所

在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合には市

の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所にお

いて所持されるものに限る。）を同日に市の区域内に営業所の

所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして，これらの

者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と

し，当該市たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円と

する。

２７　前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所又は営業所

ごとに，地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年

総務省令第２５号。附則第３３項において「平成３０年改正省

令」という。）別記第２号様式による申告書を平成３２年１１

月２日までに市長に提出しなければならない。

２８　前項の規定による申告書を提出した者は，平成３３年３月

３１日までに，その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の

５様式による納付書によって納付しなければならない。

２９　附則第２６項の規定により市たばこ税を課する場合には，

前３項に規定するもののほか，附則第１項第６号に掲げる規定

による改正後の広島市市税条例（以下この項及び次項において

れらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在す

る貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合には市の区

域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所において

所持されるものに限る。）を同日に市の区域内に営業所の所在

する小売販売業者に売り渡したものとみなして，これらの者に

市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準

は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし，

当該市たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円とする。

２０　前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所又は営業所

ごとに，地方税法施行規則の一部を改正する省令（平成３０年

総務省令第２４号）別記第２号様式による申告書を平成３０年

１０月３１日までに市長に提出しなければならない。

２１　前項の規定による申告書を提出した者は，平成３１年４月

１日までに，その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２�

９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第３４号

の２の５様式による納付書によって納付しなければならない。

２２　附則第１９項の規定により市たばこ税を課する場合には，

前３項に規定するもののほか，新条例第１９条，第９８条第４

項及び第５項，第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用

する。この場合において，次の表の左欄に掲げる新条例の規定

中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字

句とする。

第１９条
各号列記
以外の部
分

第８３条第２項，第９�
８条第１項若しくは第
２項

第８３条第２項

又は第１２６条 若しくは第１２６条又は広
島市市税条例等の一部を改
正する条例（平成３０年広
島市条例第３９号。以下こ
の条及び次章第４節におい
て「平成３０年改正条例」
という。）附則第２１項

第１９条
第２号

第９８条第１項若しく
は第２項，第１２２条
の１０第１項

第１２２条の１０第１項

又は第１２３条の８第
１項

若しくは第１２３条の８第
１項又は平成３０年改正条
例附則第２０項

第１９条
第３号

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

第１２２条の１０第１項，
第１２２条の１７第１項若
しくは

（次号 又は平成３０年改正条例附
則第２１項の納期限後に提
出した申告書に係る税額
（次号

第９８条
第４項

施行規則第３４号の２
様式又は第３４号の２
の２様式

地方税法施行規則の一部を
改正する省令（平成３０年
総務省令第２４号）別記第
２号様式

第９８条
第５項

第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第
２１項

第１００
条の２第
１項

第９８条第１項又は第
２項

平成３０年改正条例附則第
２０項

当該各項 同項
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る。

３２　平成３３年１０月１日前に売渡し等が行われた製造たばこ

を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者

がある場合において，これらの者が所得税法等改正法附則第５�

１条第１１項の規定により製造たばこの製造者として当該製造

たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出した

ものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとな

るときは，これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこ

（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所

在する貯蔵場所，これらの者が小売販売業者である場合には市

の区域内に所在する当該製造たばこを直接管理する営業所にお

いて所持されるものに限る。）を同日に市の区域内に営業所の

所在する小売販売業者に売り渡したものとみなして，これらの

者に市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税

標準は，当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数と

し，当該市たばこ税の税率は，１，０００本につき４３０円と

する。

３３　前項に規定する者は，同項に規定する貯蔵場所又は営業所

ごとに，平成３０年改正省令別記第２号様式による申告書を平

成３３年１１月１日までに市長に提出しなければならない。

３４　前項の規定による申告書を提出した者は，平成３４年３月

３１日までに，その申告に係る税金を施行規則第３４号の２の

５様式による納付書によって納付しなければならない。

３５　附則第３２項の規定により市たばこ税を課する場合には，

前３項に規定するもののほか，第５条の規定による改正後の広

島市市税条例（以下この項及び次項において「平成３３年新条

例」という。）第１９条，第９８条第４項及び第５項，第１０�

０条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合におい

て，次の表の左欄に掲げる平成３３年新条例の規定中同表の中

欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条
各号列記
以外の部
分

第８３条第２項，第９�
８条第１項若しくは第
２項

第８３条第２項

又は第１２６条 若しくは第１２６条又は広
島市市税条例等の一部を改
正する条例（平成３０年広
島市条例第３９号。以下こ
の条及び次章第４節におい
て「平成３０年改正条例」
という。）附則第３４項

第１９条
第２号

第９８条第１項若しく
は第２項，第１２２条
の１０第１項

第１２２条の１０第１項

又は第１２３条の８第
１項

若しくは第１２３条の８第
１項又は平成３０年改正条
例附則第３３項

第１９条
第３号

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

第１２２条の１０第１項，
第１２２条の１７第１項若
しくは

（次号 又は平成３０年改正条例附
則第３４項の納期限後に提
出した申告書に係る税額
（次号

「平成３２年新条例」という。）第１９条，第９８条第４項及

び第５項，第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用す

る。この場合において，次の表の左欄に掲げる平成３２年新条

例の規定中同表の中欄に掲げる字句は，それぞれ同表の右欄に

掲げる字句とする。

第１９条
各号列記
以外の部
分

第８３条第２項，第９�
８条第１項若しくは第
２項

第８３条第２項

又は第１２６条 若しくは第１２６条又は広
島市市税条例等の一部を改
正する条例（平成３０年広
島市条例第３９号。以下こ
の条及び次章第４節におい
て「平成３０年改正条例」
という。）附則第２８項

第１９条
第２号

第９８条第１項若しく
は第２項，第１２２条
の１０第１項

第１２２条の１０第１項

又は第１２３条の８第
１項

若しくは第１２３条の８第
１項又は平成３０年改正条
例附則第２７項

第１９条
第３号

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

第１２２条の１０第１項，
第１２２条の１７第１項若
しくは

（次号 又は平成３０年改正条例附
則第２８項の納期限後に提
出した申告書に係る税額
（次号

第９８条
第４項

施行規則第３４号の２
様式又は第３４号の２
の２様式

地方税法施行規則の一部を
改正する省令（平成３０年
総務省令第２５号）別記第
２号様式

第９８条
第５項

第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第
２８項

第１００
条の２第
１項

第９８条第１項又は第
２項

平成３０年改正条例附則第
２７項

当該各項 同項
第１０１
条第２項

第９８条第１項又は第
２項

平成３０年改正条例附則第
２８項

３０　卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理

由により，市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡した製造たばこのうち，附則第２６項の規定により市たばこ

税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場合に

は，当該市たばこ税に相当する金額を，平成３２年新条例第９�

９条の規定に準じて，同条の規定による当該製造たばこにつき

納付された，又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額

に係る控除又は還付に併せて，当該卸売販売業者等に係る市た

ばこ税額から控除し，又は当該卸売販売業者等に還付する。こ

の場合において，当該卸売販売業者等が平成３２年新条例第９�

８条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告

書には，当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数について

の明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付

しなければならない。

３１　附則第１項第８号に掲げる規定の施行の日前に課した，又

は課すべきであった市たばこ税については，なお従前の例によ
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広島市長　　松　井　一　實

広島市市営住宅等条例の一部を改正する条例

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　別表第１安佐北原住宅の項を削る。

附　則

　この条例は，公布の日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４２号

平成３０年７月２日

　広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関する条例を

ここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市議会議員の選挙における選挙公報の発行に関す

る条例

　（趣旨）

第１条　この条例は，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１７２条の２の規定に基づき，広島市議会議員の選挙（選挙

の一部無効による再選挙を除く。以下同じ。）における選挙公

報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。

　（選挙公報の発行）

第２条　広島市選挙管理委員会（以下「委員会」という。）は，

広島市議会議員の選挙において，候補者の氏名，経歴，政見等

を掲載した選挙公報を選挙ごとに１回発行しなければならな

い。

２　選挙公報は，選挙区ごとに発行しなければならない。

　（掲載文の申請）

第３条　候補者が選挙公報に氏名，経歴，政見等の掲載を受けよ

うとするときは，その掲載文（候補者の写真の掲載を受けよう

とするときは，その写真を含む。）を添えて，委員会の指定す

る期日までに，当該区の選挙管理委員会を経由して委員会に文

書で申請しなければならない。

２　候補者は，その責任を自覚し，前項の掲載文には，他人若し

くは他の政党その他の政治団体の名誉を傷つけ，若しくは善良

な風俗を害し，又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝

をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なうような内容

を記載してはならない。

　（選挙公報の発行手続）

第４条　委員会は，前条第１項の規定による申請があったとき

は，掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。

２　一の用紙に２人以上の候補者の氏名，経歴，政見等を掲載す

る場合においては，その掲載の順序は，委員会がくじで定め

る。

３　前条第１項の規定による申請をした候補者又はその代理人

は，前項のくじに立ち会うことができる。

　（選挙公報の配布）

第５条　選挙公報は，委員会の定めるところにより，委員会が，

第９８条
第４項

施行規則第３４号の２
様式又は第３４号の２
の２様式

地方税法施行規則の一部を
改正する省令（平成３０年
総務省令第２５号）別記第
２号様式

第９８条
第５項

第１項又は第２項 平成３０年改正条例附則第
３４項

第１００
条の２第
１項

第９８条第１項又は第
２項

平成３０年改正条例附則第
３３項

当該各項 同項

第１０１
条第２項

第９８条第１項又は第
２項

平成３０年改正条例附則第
３４項

３６　卸売販売業者等が，販売契約の解除その他やむを得ない理

由により，市の区域内に営業所の所在する小売販売業者に売り

渡した製造たばこのうち，附則第３２項の規定により市たばこ

税を課された，又は課されるべきものの返還を受けた場合に

は，当該市たばこ税に相当する金額を，平成３３年新条例第９�

９条の規定に準じて，同条の規定による当該製造たばこにつき

納付された，又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金額

に係る控除又は還付に併せて，当該卸売販売業者等に係る市た

ばこ税額から控除し，又は当該卸売販売業者等に還付する。こ

の場合において，当該卸売販売業者等が平成３３年新条例第９�

８条第１項から第３項までの規定により市長に提出すべき申告

書には，当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数について

の明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を添付

しなければならない。

３７　附則第１項第９号に掲げる規定の施行の日前に課した，又

は課すべきであった市たばこ税については，なお従前の例によ

る。

３８　新条例附則第１８条の規定は，平成３１年度以後の年度分

の都市計画税について適用し，平成３０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。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４０号

平成３０年７月２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年広島市条例第３５号）の一部

を次のように改正する。

　第４条第１項第６号ア中「第３８条第４項」を「第２２条の２

第２項」に改める。

附　則

　この条例は，平成３０年８月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市条例第４１号

平成３０年７月２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。
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　�は同項第８号に
掲げる扶養親族
を含む。）の所
有に係る住宅又
は家財について
受けた損害の金
額（保険金，損
害賠償金等によ
り補てんされる
べき金額を除
く。）が当該住
宅又は家財の価
格の１０分の３
以上である者
で，前年の合計
所得金額が１，
０００万円以下
であるもの

　�の１０分
の５以上
のとき。

ｂ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円を超え７５�
０万円以下であ
るとき。

２分
の１

ｃ�　前年の合計所
得金額が７５０�
万円を超え１，
０００万円以下
であるとき。

４分
の１

イ�　損害の
金額が住
宅又は家
財の価格
の１０分
の３以上
１０分の
５未満の
とき。

ａ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円以下である
とき。

２分
の１

ｂ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円を超え７５�
０万円以下であ
るとき。

４分
の１

ｃ�　前年の合計所
得金額が７５０�
万円を超え１，
０００万円以下
であるとき。

８分
の１

�
」

を

「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

に

ウ�　自己（法第２�
９２条第１項第
７号に掲げる控
除対象配偶者又
は同項第８号に
掲げる扶養親族
を含む。以下同
じ。）の所有に
係る住宅又は家
財について受け
た損害の金額
（保険金，損害
賠償金等により
補塡されるべき
金額を除く。）
が当該住宅又は
家財の価格の１�
０分の３以上で
ある者で，前年
の合計所得金額
が１，０００万
円以下であるも
の（エによる減
免の適用を受け
る者を除く。）

ア�　損害の
金額が住
宅又は家
財の価格
の１０分
の５以上
のとき。

ａ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円以下である
とき。

免除

ｂ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円を超え７５�
０万円以下であ
るとき。

２分
の１

ｃ�　前年の合計所
得金額が７５０�
万円を超え１，
０００万円以下
であるとき。

４分
の１

イ�　損害の
金額が住
宅又は家
財の価格
の１０分
の３以上
１０分の
５未満の
とき。

ａ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円以下である
とき。

２分
の１

ｂ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円を超え７５�
０万円以下であ
るとき。

４分
の１

ｃ�　前年の合計所
得金額が７５０�
万円を超え１，
０００万円以下
であるとき。

８分
の１

エ�　特定災害（災
害救助法（昭和
２２年法律第１�
１８号）第２条
に規定する災害
その他これと同

ア�　被害の
程度が全
壊又は大
規模半壊
であると
き。

ａ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円以下である
とき。

免除

当該選挙に用いるべき選挙人名簿に登録された者の属する各世

帯に対して，選挙の期日前２日までに配布するものとする。

２　委員会は，前項の各世帯に選挙公報を配布することが困難で

あると認められる特別の事情があるときは，選挙公報につき，

同項の規定により配布すべき日までに新聞折込みその他これに

準ずる方法による配布を行うことによって，同項の規定による

配布に代えることができる。この場合においては，委員会は，

当該方法による選挙公報の配布を補完する措置を講ずることに

より，選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努

めなければならない。

　（選挙公報の発行を中止する場合）

第６条　公職選挙法第１００条第４項の規定に該当し投票を行う

ことを必要としなくなったとき又は天災その他避けることので

きない事故その他特別の事情があるときは，選挙公報発行の手

続は，中止する。

　（委任規定）

第７条　この条例の施行に関し必要な事項は，委員会が定める。

附　則

１　この条例は，公布の日から施行する。

２　この条例の規定は，この条例の施行の日以後その期日を告示

される一般選挙から適用する。

３　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。

　別表広島市表彰条例（昭和２４年４月１日広島市条例第１３

号）の項の次に次のように加える。

広島市議会議員の選挙における選
挙公報の発行に関する条例（平成
３０年広島市条例第４２号）

第３条第１項 第３条

規 則
広島市規則第６１号

平成３０年７月３０日

　広島市市税規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市長　　松　井　一　實

広島市市税規則の一部を改正する規則

　広島市市税規則（昭和４３年広島市規則第５５号）の一部を次

のように改正する。

　附則第２項から第４項までを削り，附則第１項の項番号を削

る。

　附則別表第１及び附則別表第２を削る。

　別表第１第５項第２号エを同号オとし，同号中

「
ウ�　自己（法第２�
９２条第１項第
７号に掲げる控
除対象配偶者又

ア�　損害の
金額が住
宅又は家
財の価格

ａ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円以下である
とき。

免除
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　　イ�　主要構造部分が著しく損傷し，大
修理を必要とする場合で，当該家屋
の価格の１０分の６以上の価値を減
じたとき。

　　ウ�　屋根，内壁，外壁，建具等に損傷
を受け，居住又は使用目的を著しく
損じた場合で，当該家屋の価格の１�
０分の４以上１０分の６未満の価値
を減じたとき。

　　エ�　下壁，畳等に損傷を受け，居住又
は使用目的を損じ，修理又は取替え
を必要とする場合で，当該家屋の価
格の１０分の２以上１０分の４未満
の価値を減じたとき。

　イ�　特定災害により著しく価値を減じた
家屋（アによる減免の適用を受けたい
旨の申出があつたものを除く。）

　　ア　被害の程度が全壊であるとき。
　　イ�　被害の程度が大規模半壊であると

き。
　　ウ　被害の程度が半壊であるとき。

１０分の８

１０分の６

１０分の４

免除
１０分の６

１０分の４

⑶　償却資産
　�　家屋（前号アの家屋に限る。以下この
号において同じ。）の場合に準ずる。

家屋の場合
に準じて軽
減又は免除

�
」

に

改める。

附　則

１　この規則は，公布の日から施行する。

２　改正後の別表第１第５項第２号ウ及びエの規定は，平成３０

年７月５日以後に発生した災害により被害を受けた者に係る個

人の市民税の減免について適用し，同日前に発生した災害によ

り被害を受けた者に係る個人の市民税の減免については，なお

従前の例による。

３　改正後の別表第２第３項第２号及び第３号の規定は，平成

３０年７月５日以後に発生した災害又は天候の不順により著し

く価値を減じた固定資産に係る固定資産税の減免について適用

し，同日前に発生した災害又は天候の不順により著しく価値を

減じた固定資産に係る固定資産税の減免については，なお従前

の例による。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市規則第６２号

平成３０年７月３０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。

　第９条に次の１項を加える。

３　前２項の規定にかかわらず，災害救助法（昭和２２年法律第

１１８号）第２条に規定する災害その他これと同程度の災害と

して市長が認めるものが生じた場合において，前２項の規定に

よる手続により難いと市長が認めるときは，市長が別に定める

手続によるものとする。

　�程度の災害とし
て市長が認める
ものをいう。以
下同じ。）によ
り自己の居住に
係る住宅につい
て被害を受けた
者で，前年の合
計所得金額が
１，０００万円
以下であるもの
（ウによる減免
の適用を受けた
い旨の申出をし
た者を除く。）

ｂ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円を超え７５�
０万円以下であ
るとき。

２分
の１

ｃ�　前年の合計所
得金額が７５０�
万円を超え１，
０００万円以下
であるとき。

４分
の１

イ�　被害の
程度が半
壊である
とき。

ａ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円以下である
とき。

２分
の１

ｂ�　前年の合計所
得金額が５００�
万円を超え７５�
０万円以下であ
るとき。

４分
の１

ｃ�　前年の合計所
得金額が７５０�
万円を超え１，
０００万円以下
であるとき。

８分
の１

�
」

　

改め，同表に備考として次のように加える。

備考　特定災害により受けた被害が，全壊，大規模半壊又は半

壊に該当するかどうかの判定は，災害対策基本法（昭和３６

年法律第２２３号）第９０条の２第１項に規定する罹
り

災証明

書その他市長が認める書類の記載によるものとする。次表に

おいて同じ。

別表第２第３項中「因り」を「より」に，

「
⑵　家屋
　ア�　全壊，流失，埋没等により家屋の原
形をとどめないとき，又は復旧不能の
とき。

　イ�　主要構造部分が著しく損傷し，大修
理を必要とする場合で，当該家屋の価
格の１０分の６以上の価値を減じたと
き。

　ウ�　屋根，内壁，外壁，建具等に損傷を
受け，居住又は使用目的を著しく損じ
た場合で，当該家屋の価格の１０分の
４以上１０分の６未満の価値を減じた
とき。

　エ�　下壁，畳等に損傷を受け，居住又は
使用目的を損じ，修理又は取替えを必
要とする場合で，当該家屋の価格の１�
０分の２以上１０分の４未満の価値を
減じたとき。

免除

１０分の８

１０分の６

１０分の４

⑶　償却資産
　　家屋の場合に準ずる。

家屋の場合
に準じて軽
減又は免除

�
」

を

「
⑵　家屋
　ア�　著しく価値を減じた家屋（イによる
減免の適用を受けるものを除く。）

　　ア�　全壊，流失，埋没等により家屋の
原形をとどめないとき，又は復旧不
能のとき。

免除
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　指定年月日　平成３０年７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

医療法人社団
石田内科

おれんじ己斐
上てらす

広島市西区己
斐上四丁目２�
６番１号

地域密着型通所介
護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７３号

平成３０年７月２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７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

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
佐伯ケアプラ
ンセンター

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目５番３３
号コラールＭ
Ｓ１０１号室

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７４号

平成３０年７月２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７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

株式会社ワー
ルドステイ

訪問介護ホー
ムヘルプ春日
和平政

広島市安佐北
区可部七丁目
１９番８号

訪問介護サービス

有限会社かざ
ぐるま

小春のヘルパ
ー

広島市安佐北
区可部九丁目
１番３３号

生活援助特化型訪
問サービス

株式会社プロ
ヴァンス

レッツ倶楽部
仁保新町

広島市南区仁
保新町二丁目
１番２５号プ
ロヴァンスエ
クラ仁保新町
１階

１日型デイサービ
ス

医療法人社団
石田内科

おれんじ己斐
上てらす

広島市西区己
斐上四丁目２�
６番１号

１日型デイサービ
ス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

附　則

　この規則は，公布の日から施行し，改正後の広島市国民健康保

険規則の規定は，平成３０年７月５日から適用する。

告 示
広島市告示第３７１号

平成３０年７月２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７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

株式会社ワー
ルドステイ

訪問介護ホー
ムヘルプ春日
和平政

広島市安佐北
区可部七丁目
１９番８号

訪問介護

株式会社ひか
り

訪問看護ステ
ーションそれ
いゆ安佐南事
業所

広島市安佐南
区緑井二丁目
１５番１３号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社プロ
ヴァンス

レッツ倶楽部
仁保新町

広島市南区仁
保新町二丁目
１番２５号プ
ロヴァンスエ
クラ仁保新町
１階

通所介護

株式会社カー
ゴウエストジ
ャパン

福祉カーゴ広
島営業所

広島市西区東
観音町６番９
号八千代ビル
１０３号

福祉用具貸与及び
介護予防福祉用具
貸与

株式会社カー
ゴウエストジ
ャパン

福祉カーゴ広
島営業所

広島市西区東
観音町６番９
号八千代ビル
１０３号

特定福祉用具販売
及び特定介護予防
福祉用具販売

ＳＯＭＰＯケ
ア株式会社

ＳＯＭＰＯケ
アラヴィーレ
舟入

広島市中区舟
入南四丁目１
番３号

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

ＳＯＭＰＯケ
ア株式会社

ＳＯＭＰＯケ
アラヴィーレ
広島光が丘

広島市東区光
が丘２番４０
号

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３７２号

平成３０年７月２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。



平成３０年８月３１日� 第１０５９号　―１５―広　　島　　市　　報

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１１月２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３７６号

平成３０年７月２日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項の確認をしましたので，同法第４１条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 施設の種類
（福）丘の上
福祉会

もみのき保育
園

西区草津新町一丁
目８番１号 保育所

確認年月日　平成３０年７月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７７号

平成３０年７月３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

庭尾　
京子

たんぽぽ
堂

広島市南区宇品神
田三丁目６－３２

あん摩・マ
ッサージ 平成３０年

６月１日はり・きゅ
う

神戸　
太一

はな鍼灸
整骨院

広島市安佐南区安
東一丁目１－８

はり・きゅ
う

平成３０年
４月９日

阿部　
隆宏

だいこく
接骨鍼灸
院　高陽
院

広島市安佐北区深
川五丁目４１－９
深川ビル１号室

はり・きゅ
う

平成３０年
６月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７５号

平成３０年７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，次のとおり公示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ゆめタウン広島

⑵　所在地　広島市南区皆実町二丁目２２４番７

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　平成３０年４月１日

⑵　別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成３０年６月１９日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市南区皆実町一丁目５番４４号

広島市南区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年７月２日から同年１１月２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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３　委任期間

平成３０年６月１８日から中央地区学校事務センター所長の

職務復帰の日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８１号

平成３０年７月４日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所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

戸坂連絡所

主任　　繁本　直子

主任　　吉良　典子

２　委任した事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３０年７月１日

４　委任期間

平成３０年７月１日から平成３１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８３号

平成３０年７月６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。

　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７月６日から同月２６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　　東京都港区港南二丁目１６番５号

申請者の名称　　三菱重工業株式会社

代表者の氏名　　取締役社長　宮永　俊一

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　広島市西区観音新町四丁目６番２２号

事業場の名称　　三菱重工業株式会社広島製作所観音工場

２　申請内容

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１の特定施設（第７１の２　科学技術に関する研究等の用に供

する施設（イ）洗浄施設）を１基新設する。

また，排水処理施設における設置・変更はなく，排出水量及

び汚濁負荷量に変更はない。

広島市告示第３７８号

平成３０年７月４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
どれみ訪問介護ステ
ーション

広島市西区庚午北一丁
目２５番２３号

平成２９年５月１
日

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
番８号

平成３０年３月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３７９号

平成３０年７月４日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５４条の２第４項

において準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な

帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の

自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４

項の規定により，次に掲げる指定介護機関から事業の廃止の届出

があったので，生活保護法第５５条の３第２号の規定により告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

廃止年月日 事業所の名称 所在地 事業者（法人）
の名称

平成２９年
４月３０日

どれみ訪問介護
ステーション

広島市西区観音
新町二丁目２－
１５

特定非営利活動
法人シンフォニ
ー

平成３０年
２月２８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

株式会社ニチイ
学館

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８０号

平成３０年７月４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させまし

たので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた物品出納員

中央地区学校事務センター　管理係長　竹内　直子

２　委任した事務

中央地区学校事務センターにおける物品の出納保管に関する

事務
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８７号

平成３０年７月１２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

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画数及び期間

駐車場名 区画数 休止する日時

広島市市営
広島駅新幹線口駐車
場

３区画

平成３０年７月２４日（火）午
後１１時から同月２５日（水）
午前５時まで及び同日午後１１
時から同月２６日（木）午前５
時まで

２　休止する理由

西日本旅客鉄道株式会社の市外ケーブル撤去作業に際し，広

島駅新幹線口駐車場内のマンホール蓋を開放する必要があり，

作業期間中当該駐車場（４０区画中３区画）への車両の入出庫

が困難になるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８８号

平成３０年７月１２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　榎木
内科・循環器科
医院

広島市中区江波
南一丁目３９－
９

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

水野内科クリニ
ック

広島市中区紙屋
町一丁目６－７

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

くすのきクリニ
ック

広島市中区光南
一丁目１５－１�
０

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

京口門クリニッ
ク

広島市中区八丁
堀１２－１０

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

医療法人　坪井
皮膚科泌尿科性
病科医院

広島市中区八丁
堀１１－１８

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

めいぷる薬局

広島市中区白島
北町１７－１原
田フラットビル
１Ｆ

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

濱崎漢方薬局
広島市中区舟入
南五丁目６－１�
２山中ビル１Ｆ

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

有限会社ウエム
ラ薬局

広島市中区住吉
町８－２

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

それらに伴い，排水口における排出水の汚染状態及び量に変

更はない。

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３８４号

平成３０年７月９日

新たに生じた土地の確認及び当該土地を町の区域に編

入することについて

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９条の５第１項の規

定により，次の表の左欄に掲げる土地が本市の区域内に新たに生

じたことを確認し，及び同法第２６０条第１項の規定により，当

該土地を同表の右欄に掲げる町の区域に編入するものとする。

広島市長　　松　井　一　實

左　　　　　欄
右　　欄

位　　置 面　　積

佐伯区五日市港一丁目１の
地先

２７万６，５４０．２５
平方メートル

佐伯区五日
市港一丁目

佐伯区の五日市港一丁目１
の地先並びに五日市港二丁
目の２，３，６の１及び６の
５の地先

４，４９１．５４平方メ
ートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８５号

平成３０年７月９日

　平成３０年７月５日からの大雨に伴う災害に係る，建築基準法

（昭和２５年法律第２０１号）第８５条第１項の規定に基づく区

域として，広島市全域を指定したので，公告します。

　これにより，災害が発生した日から１月以内に同項に規定する

工事に着手するものについては，防火地域内を除き，建築基準法

令の規定は適用しません。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８６号

平成３０年７月１０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
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８９号

平成３０年７月１２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

梶山内科医院
広島市中区三川
町２－１サンリ
バービル４Ｆ

平成３０年７
月２８日

平成３６年７
月２７日

平野歯科医院 広島市中区光南
一丁目９－１８

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

花本歯科医院 広島市東区温品
六丁目２－１１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

玉田歯科
広島市南区段原
三丁目３－２７
－３Ｆ

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

とよた歯科
広島市南区出汐
四丁目２－１１
－１Ｆ

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

藤浪医院 広島市西区草津
南二丁目６－７

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

古閑歯科医院

広島市西区東観
音町２－１５ロ
ッコ東観音コー
ポ

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

豊田歯科医院
広島市西区井口
明神二丁目１－
１８

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

ふじた消化器内
科クリニック

広島市安佐南区
中筋四丁目１３
－１５

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

原田リハビリ整
形外科

広島市安佐南区
東野二丁目２１
－２０

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

桑原脳神経外科�
・神経内科クリ
ニック

広島市安佐南区
祇園二丁目２２
－１０

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

吉光歯科医院
広島市安佐南区
長束三丁目３８
－２７

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

みつい歯科医院
広島市安佐南区
長束三丁目３８
－１３

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

マスダ薬局
広島市安佐南区
祇園六丁目１７
－１２

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

新田歯科医院
広島市佐伯区楽�
々園四丁目１３
－１４

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

たなべ歯科医院 広島市佐伯区新
宮苑１１－１６

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

東蟹屋調剤薬局 広島市東区東蟹
屋町１０－１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

温品スマイル薬
局

広島市東区温品
四丁目６－１１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

医療法人　神経
内科　山中クリ
ニック

広島市南区比治
山本町１６－３�
５

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

ひとみ薬局
広島市南区宇品
神田一丁目６－
９

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

オリタ薬局 広島市南区猿猴
橋町２－１１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

ほり整形外科
広島市西区草津
新町二丁目６－
１０

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

生協歯科ひろし
ま

広島市西区観音
町１６－１９

平成３０年７
月２日

平成３６年７
月１日

あすか薬局
広島市西区南観
音七丁目３－１�
７

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

さんよう水野病
院

広島市安佐南区
川内四丁目１３
－３３

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

マザー薬局中筋
店

広島市安佐南区
中筋二丁目５－
２０中田ビル

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

康仁薬局中筋店
広島市安佐南区
中筋四丁目１３
－１５

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

沼田おおつか薬
局

広島市安佐南区
大塚西一丁目２�
４－１１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

訪問看護ステー
ションかがやき

広島市安佐南区
西原四丁目３５
－２１－１０２

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

高陽ニュータウ
ン病院

広島市安佐北区
亀崎四丁目７－
１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

医療法人秀仁会
　ないとう内科�
・循環器科

広島市安佐北区
可部五丁目４－
２４

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

のぞみ薬局　本
店

広島市安佐北区
可部五丁目１４
－１９

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

東部健診センタ
ー

広島市安芸区船
越南三丁目２４
－２７

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

いいだ眼科
広島市安芸区船
越三丁目１０－
６

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

加藤内科胃腸科
医院

広島市安芸区中
野東三丁目３－
１４

平成３０年７
月７日

平成３６年７
月６日

石原脳神経外科
病院

広島市佐伯区五
日市七丁目４－
２４

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

医療法人社団あ
きひろ会　山根
歯科医院

広島市佐伯区旭
園４－２９山根
ビル２階

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

はんざわ歯科医
院

広島市佐伯区利
松二丁目２２－
３

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日



平成３０年８月３１日� 第１０５９号　―１９―広　　島　　市　　報

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 変更年月日

（旧）医療法人社団
樹会　袋町深井歯科
医院

広島市中区袋町６－４�
２

平成３０年６月１
日（新）医療法人社団

樹会　袋町Ｄｅｎｔ
ａｌ　Ｃｌｉｎｉｃ
樹

たかの橋訪問看護ス
テーション

（旧）広島市中区国泰
寺町二丁目４－２－３�
０１ 平成２９年７月１

日
（新）広島市中区国泰
寺町二丁目３－８

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９３号

平成３０年７月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

施術者

施術所

業務の種類 指定年月日
名称

所在地
（出張専業の場合
は施術者の住所）

三上　
洋平

ほねつぎ
中山東は
りきゅう
接骨院

広島市東区中山東
三丁目２－２ 柔道整復 平成３０年

７月１日廣重　
望

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９４号

平成３０年７月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第２項にお

いて準用する同法第５０条の２及び中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立

の支援に関する法律（平成６年法律第３０号）第１４条第４項の

規定により，医療扶助のための施術者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

中林歯科クリニ
ック

広島市佐伯区海
老園二丁目６－
２２

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９０号

平成３０年７月１２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

おやまクリニック　
リウマチ科・内科

広島市中区白島北町１�
０－１０

平成３０年３月３�
１日

あかりホームケアク
リニック

広島市中区舟入南一丁
目４－５０Ｍフラッツ
１Ｆ

平成３０年５月３�
１日

中西歯科クリニック 広島市東区牛田中一丁
目１１－１２

平成３０年５月３�
１日

森本歯科医院 広島市南区東雲二丁目
７－１９

平成３０年５月３�
１日

河野産婦人科医院 広島市西区庚午中二丁
目１－３

平成２８年８月３�
１日

三戸歯科医院 広島市安芸区中野二丁
目１５－７

平成３０年５月３�
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９１号

平成３０年７月１２日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５１条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機

関から指定辞退の届出があったので，生活保護法第５５条の３第

３号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 辞退年月日

おだ内科クリニック 広島市中区幟町１３－
４広島マツダビル２階

平成３０年６月３�
０日

おか内科循環器科 広島市東区光町二丁目
４－６

平成３０年６月１
日

平山歯科医院 広島市安芸区瀬野一丁
目１７－４

平成３０年６月３�
０日

大村クリニック 広島市佐伯区新宮苑３
－３２

平成３０年５月３�
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９２号

平成３０年７月１２日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９７号

平成３０年７月１８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

広島市大州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

広島市南区大州一丁
目１番２５号

広島市南区大州一丁
目１番２６号

３　変更の期日

平成３０年８月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９８号

平成３０年７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７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 馬木四丁目及び温品四丁目の
各一部

分流

西区 井口一丁目の一部

安佐南区
川内六丁目，緑井八丁目，相
田六丁目及び山本九丁目の各
一部

安佐北区
狩留家町，深川五丁目，深川
七丁目，可部五丁目及び可部
七丁目の各一部

安芸区
上瀬野南一丁目，瀬野三丁
目，中野東六丁目，中野東七
丁目及び畑賀町の各一部

佐伯区 千同三丁目及び屋代一丁目の
各一部

施術者
施術所

業務の種類 廃止年月日
名称 所在地

前田　
志信

あい整骨
院

広島市中区十日市
町二丁目１０－１�
８ラフィネ十日市
１Ｆ

柔道整復 平成３０年
６月２５日

岩田　
知士

安芸整骨
院

広島市中区中町５
－１－４０１ 柔道整復 平成２５年

４月１日

今西　
孝雄

ほねつぎ
中山東は
りきゅう
接骨院

広島市東区中山東
三丁目２－２ 柔道整復 平成３０年

６月３０日

藤本　
淳三

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

４月３０日
上垣内
　良二 リーフ治

療院

広島市西区井口鈴
が台二丁目６－１�
６小西ビル１Ｆ

あん摩・マ
ッサージ

平成３０年
５月３１日

杉本　
利則

平成３０年
５月１日

見附　
晃洋

だいこく
接骨鍼灸
院　高陽
院

広島市安佐北区深
川五丁目４１－９
深川ビル１号室

はり・きゅ
う

平成３０年
５月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９５号

平成３０年７月１３日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

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

広島市安佐北区可部六丁目の１３６４番１

２　開発面積

１，７９３．２５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市西区己斐上四丁目３１番２号１Ｆ

株式会社前正ホーム

代表取締役　前本　光央

４　検査済証交付年月日

平成３０年７月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９６号

平成３０年７月１３日

　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）第３４条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営店舗の使用料を次のとおり変更します。

広島市長　　松　井　一　實

１　市営店舗名および変更後使用料

宇品西店舗３号（広島市南区宇品西六丁目２番４号）

５５，７２０円

２　変更日

平成３０年７月１７日



平成３０年８月３１日� 第１０５９号　―２１―広　　島　　市　　報

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第１８条の

２第１項の規定に基づき，地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）又は同条例に定める申告，申請，請求その他書類の提出（審

査請求に関するものを除く。）又は納付若しくは納入に関する期

限のうち，次に掲げる地域に住所又は居所を有する個人及び同地

域に主たる事務所又は事業所を有する法人等に係るもので，その

期限が平成３０年７月５日以降に到来するものについては，その

期限を別途広島市告示で定める期日まで延長する。

広島市長　　松　井　一　實

都道府県 指　定　地　域

広島県

広島市東区のうち馬木二丁目，馬木四丁目，馬木七
丁目，馬木八丁目，馬木九丁目，福田一丁目，福田
二丁目，福田三丁目，福田五丁目，福田七丁目，福
田八丁目
広島市南区のうち似島町，丹那町，日宇那町，楠那
町
広島市安佐北区のうち口田一丁目，口田南一丁目，
口田南二丁目，口田南三丁目，口田南五丁目，口田
南六丁目，口田南七丁目，深川一丁目，深川二丁
目，深川四丁目，深川五丁目，深川六丁目，深川七
丁目，深川八丁目，上深川町，狩留家町，白木町大
字井原，白木町大字古屋，白木町大字志路，白木町
大字秋山，白木町大字小越，白木町大字市川，白木
町大字有留，白木町大字三田
広島市安芸区
呉市
竹原市
三原市
尾道市
東広島市
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

岡山県

岡山市北区
岡山市東区
倉敷市真備町
笠岡市
井原市
総社市
高梁市
小田郡矢掛町

山口県 岩国市周東町

愛媛県
宇和島市
大洲市
西予市

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０２号

平成３０年７月２３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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９９号

平成３０年７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７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 馬木四丁目及び温品四丁目の
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

安芸区
上瀬野南一丁目，瀬野三丁
目，中野東六丁目，中野東七
丁目及び畑賀町の各一部

西区 井口一丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
川内六丁目，緑井八丁目，相
田六丁目及び山本九丁目の各
一部

安佐北区
狩留家町，深川五丁目，深川
七丁目，可部五丁目及び可部
七丁目の各一部

佐伯区 千同三丁目及び屋代一丁目の
各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４００号

平成３０年７月２０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ｔｏ　ｗ
ａｉｔ 広島市中区八丁堀１番２２号 代表取締役　

竹長　篤史

２　委託した期間

契約締結日から平成３１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０１号

平成３０年７月２１日
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　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示

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

２工区

広島市中区江波南二丁目の１４６８番２の一部，１４６８番

２８

２　開発面積

２工区

９，０５７．２３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

福山市南蔵王町六丁目１２番２２号

ワウハウス株式会社

代表取締役　藤井　義男

４　検査済証交付年月日

平成３０年７月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０６号

平成３０年７月３１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。

　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

ての事前評価に関する事項を記載した書面は，平成３０年７月３�

１日から同年８月２０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　　広島県安芸郡府中町新地３番１号

申請者の名称　　マツダ株式会社

代表者の氏名　　代表取締役社長　丸本　明

⑵　工場又は事業場の所在地及び名称

事業場の所在地　広島市南区小磯町１７４番地ほか

事業場の名称　　マツダ株式会社

２　申請内容

新たに廃ガス洗浄施設を１基設置する。

また，汚水処理施設等の設置・変更はなく，排出水量及び汚

濁負荷量に変化はない。

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

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

学校法人広陵学園 広島市安佐南区伴東三丁目１４
番１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０３号

平成３０年７月２３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

大成呼吸器クリ
ニック

広島市中区八丁
堀１４－１

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

広島中央通りメ
ンタルクリニッ
ク

広島市中区三川
町７－１

平成３０年７
月２３日

平成３６年７
月２２日

あかりホームケ
アクリニック

広島市中区舟入
南一丁目４－５�
０Ｍフラッツ１
Ｆ

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

おやまクリニッ
ク　リウマチ科�
・内科

広島市中区白島
北町１０－１０

平成３０年４
月１日

平成３６年３
月３１日

コスモス薬局　
舟入店

広島市中区舟入
中町１１－９

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

森本歯科医院 広島市南区東雲
二丁目７－１９

平成３０年６
月１日

平成３６年５
月３１日

Ｋ’ｓデンタル
広島市西区中広
町二丁目２－１�
５

平成３０年７
月１日

平成３６年６
月３０日

訪問看護ステー
ションきさらぎ
広島

広島市西区大芝
一丁目１４－３

平成３０年２
月１日

平成３６年１
月３１日

アルパカ歯科
広島市安佐北区
安佐町大字鈴張
１９５３

平成２９年９
月１日

平成３５年８
月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０４号

平成３０年７月２４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４０５号

平成３０年７月２６日



平成３０年８月３１日� 第１０５９号　―２３―広　　島　　市　　報

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０９号

平成３０年７月３１日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

株式会
社ケア
２１

ケア２１
吉島通り

広島市中区羽衣町
１番３７号

平成３０年
７月３１日

訪問介護サ
ービス

特定非
営利活
動法人
広島聴
覚障害
者福祉
会

ヘルパー
ステーシ
ョン・ア
イラブ

広島市中区吉島東
一丁目２０番１９
号２階

平成３０年
７月３１日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

株式会
社優

ヘルパー
ステーシ
ョン結

広島市西区己斐大
迫一丁目７番１１
号

平成３０年
７月３１日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

株式会
社ケア
２１

ケア２１
横川

広島市西区三篠町
一丁目４番５号さ
くらビル１階

平成３０年
７月３１日

訪問介護サ
ービス

有限会
社スマ
イル

ヘルパー
ステーシ
ョングリ
ーンヒル
ズ

広島県安芸郡府中
町八幡三丁目１０
番１０号ミヤイビ
ル１０１号

平成３０年
７月３１日

訪問介護サ
ービス及び
生活援助特
化型訪問サ
ービス

有限会
社スマ
イル

リハビリ
デイサー
ビススマ
イル矢野

広島市安芸区矢野
東一丁目５番１０
号

平成３０年
７月３１日

１日型デイ
サービス

社会福
祉法人
エフア
イジイ
福祉会

リハビリ
型デイサ
ービスチ
ェリーゴ
ード石井
城

広島県安芸郡府中
町石井城一丁目９
番１０号ラフィー
ネ府中１０２号室

平成３０年
７月３１日

１日型デイ
サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１７５号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０７号

平成３０年７月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項及び第

１１５条の５第２項の規定により，次に掲げる者から指定居宅サ

ービス事業及び指定介護予防サービス事業の廃止の届出があった

ので，同法第７８条第２号及び第１１５条の１０第２号の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
特定非
営利活
動法人
広島聴
覚障害
者福祉
会

ヘルパー
ステーシ
ョン・ア
イラブ

広島市中区吉島東
一丁目２０番１９
号２階

平成３０年
７月３１日 訪問介護

株式会
社優

ヘルパー
ステーシ
ョン結

広島市西区己斐大
迫一丁目７番１１
号

平成３０年
７月３１日 訪問介護

有限会
社スマ
イル

リハビリ
デイサー
ビススマ
イル矢野

広島市安芸区矢野
東一丁目５番１０
号

平成３０年
７月３１日 通所介護

有限会
社ケア
ネット
広島

福祉用具
事業所ケ
アインパ
クト

広島市中区舟入川
口町６番９号

平成３０年
７月３１日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

有限会
社ケア
ネット
広島

福祉用具
事業所ケ
アインパ
クト

広島市中区舟入川
口町６番９号

平成３０年
７月３１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４０８号

平成３０年７月３１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

有限会
社スマ
イル

デイサー
ビススマ
イル

広島県安芸郡府中
町山田二丁目２番
１５号土井ビル１�
０１号

平成３０年
７月３１日

地域密着型
通所介護

宗教法
人妙覚
寺

デイサー
ビスセン
ター「江
田島ビハ
ーラ」

広島県江田島市大
柿町飛渡瀬１６１�
９番地

平成３０年
７月３１日

地域密着型
通所介護
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広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１８１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１８２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ０ 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２７日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ０ 日

　広島市富士見第二自転車等駐車場，及び広島市東新天地自転車

等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，

７月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ８ 日

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１７６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ０ 日

　広島市富士見第二自転車等駐車場，及び広島市袋町小学校地下

自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等につい

ては，６月２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告

示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１７７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１７８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１７９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ０ 日

　広島市袋町自転車等駐車場，広島市基町自転車等駐車場，及び

広島市富士見第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，７月５日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。
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広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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１８９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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１９０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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１９１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市袋町小学校地下自転車等駐車場，広島市東新天地自転車

等駐車場，広島市広島バスセンター西Ａ自転車等駐車場，及び広

島市富士見第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自

転車等については，７月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移

動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１９２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日

公　　　　　　　告

　下記の物件を拾得した旨，水難救護法第２４条により届け出が

ありましたので同法２５条に基づき公告します。

　心当たりの方は，広島市中区役所建設部維持管理課まで申し出

てください。

広島市長　　松　井　一　實

（中区役所建設部維持管理課）

拾得物件

拾得場所 拾得年月日
品目 数量

内訳

長さ 幅

ボート １艇 ２．８ｍ ０．９ｍ
広島市中区舟
入中町１４番
沖

平成３０年
７月１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ０ 日

　広島市公園条例（昭和３９年条例第１８号）第１６条の２の規

定に基づき，都市公園の区域を次のように変更します。

　その関係図書は，広島市中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

名称 所在地

変更前の
当該公園区域の面積

区域
変更後の

当該公園区域の面積

西部河岸緑地
（天満川左岸）

広島市中区寺町
２番～舟入南三
丁目１７番地先

30,811.30㎡ 別紙の
とおり33,207.21㎡

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１８６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により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１８７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市西新天地自転車等駐車場，及び広島市相生自転車等駐車

場内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，７月１�

２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。
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広島市告示（中区）第１９７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第３９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　関係図書は，広島市東区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　廃止する道路の番号　第２号

２　廃　止　年　月　日　平成３０年７月１９日

３　廃止する道路の位置　�広島市東区中山中町１０７７番１の一

部

４　廃止する道路の幅員　４．００メートル

５　廃止する道路の延長　２６．５０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１１４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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１１５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

　広島市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１９３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１９４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１９５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１９６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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平 成 ３ ０ 年 ７ 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１２３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１２５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ ０ 日

　広島市広島駅南口第二自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第

四自転車等駐車場に，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７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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第（西区）８２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律２０１号）第４２条第１項第５号

の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において一般の

広島市告示（南区）第１１６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１１７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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１１８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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１１９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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１２０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ 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１２２号
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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８８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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８９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ 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（安佐南区）第８９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成３０年

６月８日，１９日，２９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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７月１３日から同年７月２７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）

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第３号

２　指定年月日　　平成３０年７月９日

３　道路の位置　　�広島市西区井口四丁目の６６番７，５０６番

４１の一部，５０６番４３の一部及び５０６

番５７の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．２０～５．００メートル

　　　　　　　　　延長　３２．５１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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８６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ０ 日
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水　路
Ｋ３－Ｅ３－き－
７－５－４４号水
路の一部

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

水　路
Ｋ３－Ｅ３－き－
７－５－４５号水
路の一部

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第６号

２　指定年月日　　平成３０年７月２３日

３　道路の位置　　広島市安佐南区長束一丁目１７７番１

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　３１．１８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ７ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第７号

２　指定年月日　　平成３０年７月２７日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区上安二丁目の２９３番３，２�

９３番４，２９３番５の一部，３０３番３の

一部，３０３番４の一部，３０３番５の一

部，２９３番４地先里道及び３０３番４地先

水路

４　幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　１７．７３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２０年３月２８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大杉自治会（代

表者　有井　清司）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

市　道
安佐南１
区３４３
号線

広島市安佐南区
川内一丁目９６�
５番３地先から
広島市安佐南区
川内一丁目９６�
５番３地先まで

旧
2.50
～
2.70

7.50

新
2.70
～
2.90

7.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ３ 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７月１３日から同年７月２７日ま

で広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類　 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区３�
４３号
線

広島市安佐南区川内一丁目９�
６５番３地先から
広島市安佐南区川内一丁目９�
６５番３地先まで

平成３０年７月
１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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。

　その関係図面は，平成３０年７月１７日から同年７月３１日ま

で，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南３区１１４�
１号里道の一部

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第９３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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。

　その関係図面は，平成３０年７月１７日から同年７月３１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）
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市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７号

２．指定年月日　　平成３０年７月６日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区深川六丁目の１４４０番１１

及び１４４１番の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．１８～６．００メートル

　　　　　　　　　延長　３０．４５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成３０年７月１８日から８月１日まで，広

島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐北２区４１号
里道

安佐北区深川二丁目１７４３番３地
先から安佐北区深川二丁目１７４２
番３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成３０年７月１８日から同年８月１日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｒ五
郎丸－１０－７１
号水路

広島市安佐北区亀山七丁目４８４番
１地先から同所４８４番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

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 広島市安佐北区大林三丁
目５番８号

広島市安佐北区大林三丁
目１０番３０号

代表者の
氏名住所

有井　清司
広島市安佐北区大林三丁
目５番８号

竹岡　義文
広島市安佐北区大林三丁
目１０番３０号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８９号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ５ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

４第４項の規定に基づき，安佐北区役所安佐出張所区出納員の事

務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規定によ

り告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

安佐北区役所安佐出張所　事務推進員　郷端　由美子

２　解除する事務

⒧　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る督促手数

料，延滞金，過少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び

滞納処分による収納金の収納

⑵　国民健康保険料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑶　国民健康保険未収納一部負担金の収納

⑷　国民健康保険療養給付費及び療養費の誤払過渡返還金及び

納付金の収納

⑸　介護保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑹　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及

び納付金の収納

⑺　後期高齢者医療保険料及びこれに係る延滞金の収納

⑻　児童福祉施設徴収金及び道路占用料並びにこれらに係る督

促手数料及び延滞金の収納

⑼　市営住宅使用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⑽　幼稚園授業料の収納

⑾　広島市証明等手数料条例第２条に規定する手数料（出張所

の所掌事務に係るものに限る。）の収納

⑿　下水道敷占用料並びにこれに係る督促手数料及び延滞金の

収納

⒀　下水道事業受益者負担金並びにこれに係る督促手数料及び

延滞金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

⒂　下水道事業分担金及びこれに係る延滞金の収納

⒃　下水道事業分担金に係る納期前納付報奨金の繰替払

３　解除年月日

平成３０年６月３０日
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ １ 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１０号

２．指定年月日　　平成３０年７月３１日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区亀山南三丁目の７８６番１の

一部，７８６番４，７８７番１の一部，７８�

７番３及び７８７番４

４．幅員及び延長　幅員　４．２０メートル

　　　　　　　　　延長　３４．７５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 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１１１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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１１２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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

　その関係図面は，平成３０年７月１８日から同年８月１日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ４－Ｆ３－Ｒ五
郎丸－１０－７１
号水路

広島市安佐北区亀山七丁目４８４番
１地先から同所４８４番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市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８号

２．指定年月日　　平成３０年７月１９日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区亀山七丁目の３４１番２の一

部，３４３番３の一部，３４４番の一部及び

３４４番地先里道・水路

４．幅員及び延長　幅員　４．５０～６．１０メートル

　　　　　　　　　延長　６３．６３メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ７ 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９号

２．指定年月日　　平成３０年７月２７日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区深川一丁目の２０６番１，２�

０７番１の一部，２０８番１，２１２番２３

及び２０６番１地先里道

４．幅員及び延長　幅員　４．０２～６．０２メートル

　　　　　　　　　延長　８４．４４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第９６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ 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条の規定により告示します。
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路線の
種類　 路線名 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯２
区１４�
３号線

佐伯区八幡東一丁目３０２番
地４　地先から
佐伯区八幡東一丁目３０２番
地１　地先まで

平成３０年７月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１７号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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１１８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ３ １ 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３号

２　指定年月日　　平成３０年７月３１日

３　道路の位置　　広島市佐伯区皆賀四丁目６９３番２の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　２０．７０メートル

公 告
公　　　　　　　告

平成３０年７月９日

　次のとおり，広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証を紛失

した届出があったので，紛失の日以降，当該証票を無効としま

す。

広島市長　　松　井　一　實

紛 失 証 票　　広島市徴税吏員証・固定資産評価補助員証

交 付 番 号　　第６３７号

交付年月日　　平成３０年４月１日

紛失年月日　　平成３０年７月５日

紛失者氏名　　財政局北部市税事務所

　　　　　　　広島市徴税吏員

　　　　　　　固定資産評価補助員

　　　　　　　栗原　えり奈

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１３号

平 成 ３ ０ 年 ７ 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１１４号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ 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１１５号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 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７月２６日から同年８月９日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

路線の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道
佐伯２区
１４３号
線

佐伯区八幡東一
丁目３０２番地
４　地先から
佐伯区八幡東一
丁目３０２番地
１　地先まで

旧

メートル
4.10
～
9.00

メートル

19.50

新

メートル
7.00
～
9.00

メートル

19.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１６号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ６ 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７月２６日から同年８月９日まで

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實
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� 広何選第何号　

� 平成何年何月何日　

　　　広島市選挙管理委員会

　　　　委員長　氏名　　　　あて

広島市何区選挙管理委員会

委員長　氏名　　　　印

指定在外選挙投票区の指定について（通知）

このことについて，公職選挙法（昭和２５年法律第１００

号）第３０条の３第２項の規定により，在外選挙人名簿を編

成する投票区として，何投票区を指定したので通知します。

　別記第１８号様式の４の見出し中「登録」を「登録等」に，同

様式中「登録に関する」を「登録等に関する」に，「登録に関

し」を「登録（への登録の移転）に関し」に，「登録（抹消）」

を「在外選挙人名簿に登録（から抹消）（に登録を移転）（から

抹消と同時に選挙人名簿に登録）」に，

「
（ふりがな）
氏名

�
」
を　　　　

「
（ふりがな）
氏名

　　　　　　　�　　　　　　　　　　　　　　　　」
に改める。

　別記第１８号様式の５の見出し中「登録」を「登録等」に，同

様式中「登録に係る」を「登録等に係る」に，「登録に関し」を

「登録（への登録の移転）に関し」に改め，「において準用する

第２４条第２項」を削り，同様式備考１中「本文中」を削る。

　別記第１８号様式の６中「登録に関する」を「登録等に関す

る」に改め，「において準用する第２４条第２項」を削り，「登

録（抹消）」を「在外選挙人名簿に登録（から抹消）（に登録を

移転）（から抹消と同時に選挙人名簿に登録）」に，別紙中「登

録（抹消）年月日」を「登録（抹消）（登録移転）（抹消及び選

挙人名簿登録）年月日」に改める。

　別記第１８号様式の７備考１中「住民票作成」を「戸籍の附票

に記載された住所を定めた年月日」に改める。

　別記第１８号様式の９の次に次の１様式を加える。

第１８号様式の９の２（在外選挙人名簿から抹消した場合の通知

の様式）（第１８条の６の２関係）

� 広何選第何号　

� 平成何年何月何日　

　　氏名　あて

広島市何区選挙管理委員会

委員長　氏名　　　　印

在外選挙人名簿から抹消したことについて（通知）

　このことについて，次のとおり在外選挙人名簿から抹消しまし

たので通知します。

１　抹消年月日　平成何年何月何日

２　抹消の理由

附　則

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第１８号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程を次のよう

に定めます。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

広島市公職選挙事務取扱規程の一部を改正する規程

　広島市公職選挙事務取扱規程（昭和５５年広島市選挙管理委員

会告示第１７号）の一部を次のように改正する。

　第１８条の２の見出し中「指定の」の右に「通知及び」を加

え，同条中「第１８号様式の２」の右に「（その２）」を加え，

同条を同条第２項とし，同項の前に次の１項を加える。

区の委員会は，法第３０条の３第２項の規定により，指定在

外選挙投票区を指定した場合は，別記第１８号様式の２（その

１）に準じて，市の委員会に通知しなければならない。

　第１８条の４の見出し中「登録」を「登録等」に改め，同条第

１項中「登録」の右に「又は在外選挙人名簿への登録の移転」を

加え，同条第２項中「において準用する法第２４条第２項」を削

る。

　第１８条の６第３項中「による」を「によらなければならな

い」に改め，同条の次に次の１条を加える。

（在外選挙人名簿から抹消した場合の通知）

第１８条の６の２　令第２３条の１４第２項の規定による通知

は，別記第１８号様式の９の２に準じてしなければならない。

　別記目次中「第１８号様式の２　指定在外選挙投票区の指定の

告示」を「第１８号様式の２　指定在外選挙投票区の指定の通知

及び告示」に，「第１８号様式の４　在外選挙人名簿の登録に関

する異議申出書」を「第１８号様式の４　在外選挙人名簿の登録

等に関する異議申出書」に，「第１８号様式の５　在外選挙人名

簿の登録に係る異議申出に関する決定通知書」を「第１８号様式

の５　在外選挙人名簿の登録等に係る異議申出に関する決定通知

書」に，

「第１８号様式の９　在外選挙人名簿に関する調査

　結果の通知　　　　　　　　　　　　　　　　　」
を

「第１８号様式の９　在外選挙人名簿に関する調査

　結果の通知

　第１８号様式の９の２　在外選挙人名簿から抹消　
に改める。

　した場合の通知　　　　　　　　　　　　　　　」

　別記第１２号様式備考２中「及び市外に転出後４箇月を経過し

た者」を「，市外に転出後４箇月を経過した者及び在外選挙人名

簿への登録の移転」に改める。

　別記第１８号様式の２の見出し中「指定の」の右に「通知及

び」を加え，同様式中「何区」を削り，「規定により，」の右に

「広島市何区の」を加え，同様式を同様式その２とし，同様式の

前に次の１様式を加える。

　その１
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（別紙）

平成２８年度監査の結果に対する措置事項の公表

（ こ ど も 未 来 局 ）

１　監査結果公表年月日

平成２８年９月９日（広島市監査公表第２６号）

２　監査結果に対する措置事項の通知年月日

平成３０年６月１日（広こ家第６６号）

３　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

児童手当等返還金に係る債権管理事務について
（所管課：こども未来局こども・家庭支援課）

監査の結果 措置の内容
　児童手当等の支給に当たり，受給資格が消滅したにもかかわら
ず届出がなかったために支給した場合などは，地方自治法等関係
法令に基づき，児童手当等返還金として調定し，債務者に対して
納入の通知を行わなければならない。さらに，指定した納期限ま
でに債務を履行しない債務者（以下「滞納者」という。）に対し
ては，期限を指定して督促等を行わなければならない。

　監査の結果を受け，督促が未実施であった児童手当等返還金債
権について，各区役所厚生部保健福祉課（以下「各区保健福祉
課」という。）において速やかに督促を行うとともに，時効によ
り債権が消滅したものは不納欠損処理を行った。
　また，債権管理事務についての法的知識及びノウハウの共有化
を図り，全市で統一的に適正な債権管理事務が行えるよう，福祉

条第１項の規定により，平成３０年７月２５日付けで別記の物件

について，広島市指定重要文化財に指定したので，同条例第３条

第３項の規定により告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

広島市指定重要文化財

指定区分 広島市指定重要有形文化財（美術工芸品・工芸品，
彫刻）

名　称 浅野家旧蔵饒津神社能関係資料
所在地
（寄託中）

愛知県名古屋市東区徳川町１０１７
（公益財団法人徳川黎明会　徳川美術館）

所有者 氏名　宗教法人饒津神社
住所　広島市東区二葉の里二丁目６番３４号

員　数 ３２点
附

内　容 能装束 能面

概　要
紅白段毘沙門亀甲に飛
龍波丸唐花火炎太鼓文
様厚板唐織

少尉ほか
計３１面

能装束　３領
能面　３面
小道具類　３３点

監査公表
広島市監査公表第１６号

平成３０年７月５日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　西　田　　　浩

同　　　　　　　三　宅　正　明

監査の結果（指摘事項）に対する措置事項の公表

　地方自治法第１９９条第１２項の規定により，広島市長から監

査の結果に基づき措置を講じた旨の通知があったので，当該通知

に係る事項を別紙のとおり公表する。

　この規定は，告示の日から施行する。

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第１０号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 １ 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７月２５日（水）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　青少年交流事業の開催について（報告）

⑵　広島市指定重要文化財の指定について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１１号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ４ 日

　平成３０年７月１８日付け広島市教育委員会告示第１０号で告

示した広島市教育委員会議（定例会）の議題に，次の議題を追加

する。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

議　題

【非公開予定議題】

⑶　教職員の人事について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１２号

平 成 ３ ０ 年 ７ 月 ２ ５ 日

　広島市文化財保護条例（昭和４３年広島市条例第２０号）第３
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　しかしながら，ほとんどの児童手当等返還金について，滞納者
に対する督促，催告等が行われておらず，すでに時効を迎え，債
権が消滅していたものも見受けられた。
　ついては，適正な債権管理に組織的に取り組まれたい。

情報システム及び財務会計システムへの入力手順や入力箇所など
児童手当等返還金の債権管理に係る具体的な手順や方法を記載し
た「児童手当等債権管理の手引」を平成２８年１２月に作成し，
各区保健福祉課へこの手引に基づき事務処理を行うよう周知徹底
を図った。
　さらに，平成２８年度から毎年度，各区保健福祉課（平成３０
年度から東区役所にあっては，福祉課。以下同じ。）の担当職員
に向けた債権管理に関する認識を深めるための研修等を実施する
とともに，毎月，「児童手当等返還金債権管理状況一覧」を各区
保健福祉課からこども・家庭支援課に報告させ，滞納者に対する
適切な督促，催告や納付指導などが漏れなく行われていることを
同課においても確認している。
　今後とも，債権管理に関する研修等を定期的に実施するほか，
各区保健福祉課における処理状況を把握するなどしながら，適正
な債権管理に組織的に取り組んでいく。


