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告 示
広島市告示第５４８号

平成３０年１１月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項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１１月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＡＫ
ＩＲＡ

訪問介護事業
所そら

広島市南区上
東雲町８番８
－２０４号

訪問介護

ＫＨＭ合同会
社

ヘルパーステ
ーションりゅ
うしん

広島市西区三
滝町４番１２
号ニューオオ
タビル１０２
号

訪問介護

株式会社ホロ
ン

訪問看護ステ
ーションすず
らん

広島市南区西
旭町１０番５
号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

株式会社慈莉
庵

デイサービス
センターけい
あい園

広島市中区江
波西二丁目８
番１２号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５４９号

平成３０年１１月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成３０年１１月１日

広島市長　　松　井　一　實

開設者 施設
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社良隣 訪問介護事業
所となり

広島市安佐南
区西原二丁目
２６番１３－
１０３号

訪問介護サービ
ス・生活援助特化
型訪問サービス

有限会社サン
レイ介護研究
所

サンレイ訪問
介護事業所

広島県廿日市
市新宮二丁目
１番１０号１�
０３号室

訪問介護サービ
ス・生活援助特化
型訪問サービス

株式会社慈莉
庵

デイサービス
センターけい
あい園

広島市中区江
波西二丁目８
番１２号

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
成城会

熊野町デイサ
ービスセンタ
ーせいわ園

広島県安芸郡
熊野町城之堀
二丁目２７番
１１号

１日型デイサービ
ス

北区）� 28

〇道路の区域変更（安芸区）� 28

〇道路の供用開始（安芸区）� 28

〇建築基準法による道路の位置の指定（安芸�

区）� 29

〇道路の区域変更（安芸区）� 29

〇道路の供用開始（安芸区）� 29

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 29

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 29

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 29

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 29

〇建築基準法による道路の位置の廃止（佐伯�

区）� 30

〇路線名等を定める法定外公共物の指定（佐�

伯区）� 30

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　９件� 30

区 告 示

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（東区）� 31

〇住民基本台帳法及び住民基本台帳法施行令�

による職権処理（安佐北区）� 31

公 告

〇広島圏都市計画事業西広島駅北口土地区画�

整理事業の事業計画を土地区画整理法によ�

り公衆の縦覧に供する� 31

区 選 管 告 示

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（中区）� 31

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（東区）� 31

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（南区）� 32
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日（西区）� 32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（安佐南区）� 32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（安佐北区）� 32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（安芸区）� 32

〇公職選挙法による選挙人名簿の登録を行う�

日（佐伯区）� 32

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 32

監 査 公 表

〇監査の結果（指摘事項）に対する措置事項�

の公表� 33



―４―　第１０６３号� 平成３１年１月４日広　　島　　市　　報

医療法人杉原歯
科医院

広島市南区大州
一丁目３－２４

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ウォンツ宇品東
薬局

広島市南区宇品
東二丁目３－１�
８

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
たなべ小児科内
科

広島市安佐南区
大町東二丁目７
－２５－５

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

竹下歯科医院
広島市安佐南区
大町西三丁目５
－２８－２０１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ペリカン薬局
広島市安佐南区
上安二丁目２０
－４０

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ミント薬局　川
内店

広島市安佐南区
川内五丁目３１
－１０

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ドレミ薬局　沼
田店

広島市安佐南区
伴東七丁目３８
－１１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

パール薬局　白
木店

広島市安佐北区
白木町大字三田
４２６９－１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

シラネ外科・胃
腸科

広島市安芸区中
野東一丁目２１
－２９

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人　長尾
クリニック

広島市佐伯区藤
垂園１－１６

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
林外科医院

広島市佐伯区五
日市中央二丁目
６－７

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
和容会　速水医
院

広島市佐伯区湯
来町大字白砂３�
５２７－２

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
いちこ歯科医院

広島市佐伯区五
日市中央五丁目
１０－１７

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

康仁薬局八幡東
店

広島市佐伯区八
幡東三丁目２８
－１７

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

たんぽぽ薬局
広島市佐伯区千
同一丁目２５－
３５

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

純薬株式会社　
八幡アゼリア薬
局

広島市佐伯区八
幡五丁目１０－
１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５１号

平成３０年１１月２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

次に掲げる者　略

株式会社慈莉
庵

デイサービス
センターけい
あい園

広島市中区江
波西二丁目８
番１２号

短時間型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５０号

平成３０年１１月２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

田辺泌尿器科医
院

広島市中区舟入
中町８－６

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

広島パークビル
内科

広島市中区大手
町三丁目７－５

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
仁鷹会　たかの
橋中央病院

広島市中区国泰
寺町二丁目４－
１６

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
仁鷹会　たかの
橋中央病院

広島市中区国泰
寺町二丁目４－
１６

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

心石形成外科
広島市中区基町
６－２７広島バ
スセンター９階

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
小町歯科クリニ
ック

広島市中区小町
２－２０小町メ
ールビル２階

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

センター薬局 広島市中区基町
６－２７

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

センター薬局９ 広島市中区基町
６－２７

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

広島第一病院
広島市東区戸坂
南二丁目９－１�
５

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

医療法人社団　
益田歯科クリニ
ック

広島市東区牛田
本町三丁目３－
１５

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

東宝薬局
広島市東区牛田
本町二丁目１－
１８

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

タウン薬局　曙
店

広島市東区曙一
丁目８－２８

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

康仁薬局　牛田
店

広島市東区牛田
中二丁目２－１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

アスカ薬局 広島市東区愛宕
町１－１０

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

大瀬戸リハビリ
整形外科

広島市南区宇品
御幸一丁目１７
－１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

石田診療所
広島市南区的場
町一丁目８－１�
９

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日



平成３１年１月４日� 第１０６３号　―５―広　　島　　市　　報

規定により，医療扶助のための施術者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

以下　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５４号

平成３０年１１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
訪問看護ステーショ
ンながさき

広島市西区横川新町３
番１１号

平成３０年９月２�
３日

蜂須賀歯科口腔外科
クリニック

広島県広島市東区戸坂
千足一丁目１０－１エ
クセルコート太田川２
Ｆ

平成３０年９月１
日

日本調剤みどり町薬
局

広島市南区翠五丁目１�
７－１０

平成３０年９月１
日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５５号

平成３０年１１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所等の変更の

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

事業所の名称 事業所の所在地 事業者（法
人）の名称 変更年月日

旧 協同診療所居宅
介護支援事業所 広島市安佐南区

西原九丁目８番
２２号

広島医療生
活協同組合

平成３０年
５月１日

新 協同居宅介護支
援事業所

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５６号

平成３０年１１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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５２号

平成３０年１１月５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

ハート薬局　温品店 広島市東区温品七丁目
１０－１１－１４

平成３０年９月３�
０日

若草薬局 広島市東区若草町５－
３

平成３０年９月３�
０日

あじさい薬局 広島市東区戸坂新町一
丁目５－３１

平成３０年１０月
２４日

たに歯科クリニック 広島市南区宇品御幸三
丁目２－６

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　海岸店 広島市南区宇品海岸二
丁目１１－６

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　みなみ
店

広島市南区皆実町四丁
目２２－２

平成３０年９月
３０日

ハート薬局　中央店 広島市南区宇品神田一
丁目４－２８

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　東雲店 広島市南区東雲本町一
丁目１－３４　１階

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　神田店 広島市南区宇品神田五
丁目２０－１３

平成３０年９月３�
０日

晴気薬局 広島市南区翠一丁目１�
０－３６

平成３０年９月３�
０日

もみじアイクリニッ
ク

広島市西区草津新町二
丁目２６－１

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　観音店 広島市西区南観音二丁
目７－１４

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　高陽店 広島市安佐北区口田三
丁目１－１８

平成３０年９月３�
０日

こころの休憩室・や
の　ささき神経科内
科クリニック

広島市安芸区矢野西四
丁目１０－１８

平成３０年９月３
日

ひらの歯科クリニッ
ク

広島市安芸区船越南三
丁目２７－３０ＮＴＴ
海田ビル１Ｆ

平成３０年９月３�
０日

ハート薬局　八幡店 広島市佐伯区八幡二丁
目６－１８

平成３０年９月３�
０日

クオール薬局広島駅
前通店

広島市南区松川町１－
１５ポエム松川１階

平成３０年９月３�
０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５３号

平成３０年１１月５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
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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

⒧　縦覧期間

平成３０年１１月８日から平成３１年３月８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１２月２９

日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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

⒧　提出期限　平成３１年３月８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５５８号

平成３０年１１月８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　マックスバリュ千田店

⑵　所在地　広島市中区東千田町二丁目１０番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役　椋田　昌夫

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙１のとおり

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２のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

⒧　大規模小売店舗の名称及び所在地

別紙１のとおり

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３０年
９月２２日

訪問看護ステー
ションながさき

広島市西区三篠
町一丁目８番２�
１号２階

医療法人厚生堂

平成３０年
９月３０日

クオール薬局広
島駅前通店

広島市南区松川
町１番１５号ポ
エム松川１Ｆ

クオール株式会
社

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５５７号

平成３０年１１月８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　マックスバリュ江波店

⑵　所在地　広島市中区江波西一丁目４７８番４

２　大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役　椋田　昌夫

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙１のとおり

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２のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

⒧　大規模小売店舗の名称及び所在地

別紙１のとおり

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２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１０月２４日

６　届出書の縦覧場所

⒧　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
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住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

４　変更年月日

別紙のとおり

５　届出年月日

平成３０年１０月２４日

６　届出書の縦覧場所

⒧　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

⒧　縦覧期間

平成３０年１１月８日から平成３１年３月８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１２月２９

日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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

⒧　提出期限　平成３１年３月８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５６０号

平成３０年１１月８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　ファミリータウン広電楽々園

⑵　所在地　広島市佐伯区楽々園四丁目４４１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島電鉄株式会社

代表取締役　椋田　昌夫

広島市中区東千田町二丁目９番２９号

３　変更事項

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２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１０月２４日

６　届出書の縦覧場所

⒧　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

⒧　縦覧期間

平成３０年１１月８日から平成３１年３月８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１２月２９

日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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

⒧　提出期限　平成３１年３月８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５５９号

平成３０年１１月８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　ショッピングセンターサンベルモ

⑵　所在地　広島市東区牛田旭二丁目７番５号

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ダイノー

代表取締役　古屋　健

広島市東区牛田旭二丁目６番１３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
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広島市安芸区矢野東四丁目２７番４３号

大石　清香

広島市安芸区矢野西五丁目１番６号

橋本　修二

広島市安芸区矢野西四丁目１番１１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）別紙１のとおり

（変更後）別紙１のとおり

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２のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

⒧　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙１のとおり

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２のとおり

（変更後）別紙２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１０月２４日

６　届出書の縦覧場所

⒧　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

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⒧　縦覧期間

平成３０年１１月８日から平成３１年３月８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１２月２９

日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　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

⒧　提出期限　平成３１年３月８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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１０月２４日

６　届出書の縦覧場所

⒧　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

⒧　縦覧期間

平成３０年１１月８日から平成３１年３月８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１２月２９

日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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

⒧　提出期限　平成３１年３月８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５６１号

平成３０年１１月８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　マックスバリュ矢野店

⑵　所在地　広島市安芸区矢野東五丁目４０３８番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

山根建設コンサルタント株式会社

代表取締役　山根　康弘
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ハート薬局　高
陽店

広島市安佐北区
口田三丁目１－
１８

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ひらの歯科クリ
ニック

広島市安芸区船
越南三丁目２７
－３０ＮＴＴ海
田ビル１Ｆ

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　八
幡店

広島市佐伯区八
幡二丁目６－１�
８

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６３号

平成３０年１１月９日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区小河原町の字寺林１５７２番１，１５７０番

１の一部，字末信１６１３番，１６１４番１の一部，字寺林

１５７２番１から１５７０番１地先里道及び字末信１６１３

番から１６１４番１地先水路

２　開発面積

４，１７０．０１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区小河原町１００番地の１

株式会社　センゴク木材

代表取締役　千代山　浩二

４　検査済証交付年月日

平成３０年１１月９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６４号

平成３０年１１月１３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，学校法人エリザベト音楽大学から控除対

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２５年１０月２９日

１�　特定公益増進法人であるこ
との証明書発行日

　　平成３０年１０月２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６５号

平成３０年１１月１３日

　広島市自動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。

広島市告示第５６２号

平成３０年１１月８日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関を指定したので，生活保護法第

５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

なかお耳鼻咽喉
科アレルギー科

広島市中区吉島
西二丁目１４－
１２メディカル
モール吉島２Ｆ

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

若草薬局 広島市東区若草
町５－３　１階

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　温
品店

広島市東区温品
七丁目１０－１�
１－１４

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ひろしま下肢静
脈瘤クリニック

広島市南区京橋
町１－２新京橋
ビル７階２号

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

たに歯科クリニ
ック

広島市南区宇品
御幸三丁目２－
６

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

よつば薬局 広島市南区翠一
丁目１０－３６

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　東
雲店

広島市南区東雲
本町一丁目１－
３４　１階

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　中
央店

広島市南区宇品
神田一丁目４－
２８　１Ｆ

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　神
田店

広島市南区宇品
神田五丁目２０
－１３　１Ｆ

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　海
岸店

広島市南区宇品
海岸二丁目１１
－６　１Ｆ

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　み
なみ店

広島市南区皆実
町四丁目２２－
２

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

クオール薬局　
広島駅前通店

広島市南区松川
町１－１５ポエ
ム松川１階

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

ハート薬局　観
音店

広島市西区南観
音二丁目７－１�
４

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

訪問看護リハス
テーションさく
ら

広島市西区井口
二丁目１９－４�
２－１０４

平成２９年８
月１日

平成３５年７
月３１日

やすクリニック
広島市安佐南区
上安一丁目１－
１８

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

こころ・やのフ
ァミリークリニ
ック

広島市安佐南区
伴南四丁目１－
１０

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日
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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

⒧　提出期限　平成３１年３月１５日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６７号

平成３０年１１月２０日

　公共下水道の供用を次のとおり開始するので，下水道法（昭和

３３年法律第７９号）第９条第１項の規定により告示します。

　なお，関係図面は，下水道局施設部計画調整課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　供用を開始する年月日

平成３０年１１月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式　区名 町名

汚水及び雨
水を排除

安佐南区 安東一丁目及び長束三丁目の
各一部

分流

佐伯区 観音台一丁目の一部

汚水を排除

東区 温品三丁目の一部
西区 新庄町の一部

安佐南区 大町西三丁目，安東二丁目及
び伴北六丁目の各一部

安佐北区
上深川町，深川六丁目，三入
二丁目，亀山南二丁目及び口
田南五丁目の各一部

安芸区 畑賀一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６８号

平成３０年１１月２０日

　公共下水道及び流域下水道の終末処理場による下水の処理を，

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

　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５６６号

平成３０年１１月１５日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第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　信和広島ビル

⑵　所在地　広島市中区紙屋町二丁目２番１０

２　大規模小売店舗を設置する者

今治造船株式会社

代表取締役　檜垣　幸人

愛媛県今治市小浦町一丁目４番５２号

３　変更事項

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

（変更前）午前１０時

（変更後）午前９時

⑵　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３０分から午後９時３０分まで

４　変更年月日

平成３０年１１月１７日

５　届出年月日

平成３０年１１月１２日

６　届出書の縦覧場所

⒧　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

⒧　縦覧期間

平成３０年１１月１５日から平成３１年３月１５日まで

（ただし，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和

２３年法律第１７８号）に規定する休日及び平成３０年１２

月２９日から平成３１年１月３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
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７２号

平成３０年１１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第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　コープ温品

⑵　所在地　広島市東区温品七丁目８８５番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事　惠木　尚

広島市西区草津港二丁目８番４２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

別紙１のとおり

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

別紙１のとおり

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２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１１月８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市東区東蟹屋町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１１月２６日から平成３１年３月２６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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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

平成３０年１１月２０日

２　下水を処理する区域並びに終末処理場の位置及び名称

別紙のとおり。

（別紙）

下水を処理する区域 終末処理場の
位置及び名称区名 町名

西区 新庄町の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区
大町西三丁目，安東一丁目，
安東二丁目，長束三丁目及び
伴北六丁目の各一部

安佐北区
上深川町，深川六丁目，三入
二丁目，亀山南二丁目及び口
田南五丁目の各一部

佐伯区 観音台一丁目の一部

東区 温品三丁目の一部
位置：�広島市南区向洋

沖町１番１号
名称：�太田川流域下水

道東部浄化セン
ター

安芸区 畑賀一丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５６９号

平成３０年１１月２１日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき策定した平成３０年

度一般廃棄物（ごみ）処理実施計画（平成３０年４月１日告示）

の一部改正を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７０号

平成３０年１１月２２日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第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の廃止の届出が

あったので，同法第７８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
アース
サポー
ト株式
会社

アースサ
ポート広
島安佐

広島市安佐北区可
部三丁目３７番３�
２号

平成３０年
１１月２４
日

訪問介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５７１号

平成３０年１１月２６日

　平成３０年第６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１２月３日

２　招集場所　　広島市役所
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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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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３１年３月２６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５７４号

平成３０年１１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第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　コープ高陽

⑵　所在地　広島市安佐北区口田南八丁目２番１６ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事　惠木　尚

広島市西区草津港二丁目８番４２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

別紙１のとおり

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

別紙１のとおり

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２のとおり

５　届出年月日

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３１年３月２６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５７３号

平成３０年１１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第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　コープ安東

⑵　所在地　広島市安佐南区安東一丁目２１１２番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事　惠木　尚

広島市西区草津港二丁目８番４２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

別紙１のとおり

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

別紙１のとおり

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２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１１月８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市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１１月２６日から平成３１年３月２６日まで。
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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

別紙１のとおり

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２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１１月８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市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

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１１月２６日から平成３１年３月２６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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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３１年３月２６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５７６号

平成３０年１１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第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　コープ五日市北

⑵　所在地　広島市佐伯区八幡東二丁目７３３番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

平成３０年１１月８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安佐北区可部四丁目１３番１３号

広島市安佐北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１１月２６日から平成３１年３月２６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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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３１年３月２６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５７５号

平成３０年１１月２６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第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　コープ矢野東

⑵　所在地　広島市安芸区矢野東四丁目３６３３番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

生活協同組合ひろしま

代表理事　惠木　尚

広島市西区草津港二丁目８番４２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

別紙１のとおり

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
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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１２月５日（水）午
後１１時から同月６日（木）午
前５時まで，同日午後１１時か
ら同月７日（金）午前５時まで
及び同日午後１１時から同月８
日（土）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新設作業に際し，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５７８号

平成３０年１１月２７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

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　（仮称）スーパードラッグひまわり伴東店

⑵　所在地　広島市安佐南区伴東五丁目７８２７番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ププレひまわり

代表取締役　梶原　秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社ププレひまわり

代表取締役　梶原　秀樹

広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年７月２２日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，７１９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

５４台

⑵　駐輪場の収容台数

４９台

⑶　荷さばき施設の面積

３７．５平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

６．０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

生活協同組合ひろしま

代表理事　惠木　尚

広島市西区草津港二丁目８番４２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

別紙１のとおり

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

別紙１のとおり

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２のとおり

５　届出年月日

平成３０年１１月８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市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１１月２６日から平成３１年３月２６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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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３１年３月２６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５７７号

平成３０年１１月２６日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６
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中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

駐輪場の位置

（変更前）

位置 収容台数
建物北東側 １２０台

（変更後）

位置 収容台数
建物東側隔地 １２０台

４　変更年月日

平成３０年１１月２８日

５　届出年月日

平成３０年１１月２２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１１月２７日から平成３１年３月２７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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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３１年３月２７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５８０号

平成３０年１１月２７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。

店時刻

ア　開店時刻：午前９時

イ　閉店時刻：午後１０時

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３０分まで

⑶　駐車場の自動車の出入口の数

４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

２４時間

８　届出年月日

平成３０年１１月２１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

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１１月２７日から平成３１年３月２７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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

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３１年３月２７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５７９号

平成３０年１１月２７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項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島新幹線名店街（東区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者
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広島市告示第５８１号

平成３０年１１月２７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

吉島ましの皮ふ
科クリニック

広島市中区吉島
西二丁目１４－
１２メディカル
モール吉島３Ｆ

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

医療法人社団秋
月会　広島中央
通り　こどもク
リニック

広島市中区三川
町７－１　３階

平成３０年８
月１日

平成３６年７
月３１日

医療法人社団秋
月会　広島中央
通り　内科

広島市中区三川
町７－１　４階

平成３０年８
月１日

平成３６年７
月３１日

医療法人社団秋
月会　広島中央
通り　ふじたか
眼科

広島市中区三川
町７－１　３階

平成３０年１�
０月１１日

平成３６年１�
０月１０日

林クリニック
広島市中区舟入
南一丁目１０－
１３

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

もみじアイクリ
ニック

広島市西区草津
新町二丁目２６
－１

平成３０年１�
０月１日

平成３６年９
月３０日

サンライズ薬局
広島市安佐南区
沼田町阿戸３６�
３４－１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８２号

平成３０年１１月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５０条の２及び中

国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第

３０号）第１４条第４項の規定により，次に掲げる指定医療機関

から変更の届出があったので，生活保護法第５５条の３第２号の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 変更年月日

甲斐内科・漢方内科
クリニック

（旧）広島市中区大手
町二丁目７－２ウエノ
ヤビル大手町５Ｆ 平成３０年７月３�

０日（新）広島市中区大手
町二丁目７－２Ｂａｌ
ｃｏｍ大手町ビル５Ｆ

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　広島新幹線名店街（西区画）

⑵　所在地　広島市南区松原町１１８５番地

２　大規模小売店舗を設置する者

中国ＳＣ開発株式会社

代表取締役社長　藤岡　秀樹

広島市南区松原町２番３７号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

駐輪場の位置

（変更前）

位置 収容台数

建物北東側 １２０台

（変更後）

位置 収容台数
建物東側隔地 １２０台

４　変更年月日

平成３０年１１月２８日

５　届出年月日

平成３０年１１月２２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１１月２７日から平成３１年３月２７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１２

月２９日から平成３１年１月３日までを除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，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３１年１１月２７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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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　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

以下　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８７号

平成３０年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項又は第

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

ービス事業又は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号又は第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
さんぽ

ヘルパー
センター
さんぽ

広島市東区若草町
１５番１５号

平成３０年
１１月３０
日

訪問介護

プログ
レ合同
会社

ケイズケ
アセンタ
ー

広島市西区三篠町
二丁目３番１９－
２０３号

平成３０年
１１月３０
日

訪問介護

プログ
レ合同
会社

リオン訪
問看護リ
ハビリス
テーショ
ン

広島市西区三篠町
二丁目３番１９－
２０３号

平成３０年
１１月３０
日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８８号

平成３０年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
医療法
人社団
和恒会

通所介護
ふたばの
憩い

広島県呉市広四丁
目１番１１号

平成３０年
１１月３０
日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８９号

平成３０年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

（旧）医療法人社団
秋月会　広島中央通
り　内科 広島市中区三川町７－

１　４階
平成３０年９月１�
０日（新）医療法人社団

秋月会　広島中央通
り　内科クリニック

（旧）広島南診療所
広島市南区宇品御幸二
丁目４－７

平成３０年９月２�
８日（新）医療法人　広

島南診療所

訪問看護ステーショ
ンながさき

（旧）広島市西区三篠
町一丁目８－２１ 平成３０年９月２�

３日（新）広島市西区横川
新町３－１１

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８３号

平成３０年１１月２７日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第５５条第１項及び

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留

邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律

第３０号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための施術

者として次に掲げる者を指定したので，生活保護法第５５条の３

第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

次に掲げる者　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８４号

平成３０年１１月２７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

以下　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５８５号

平成３０年１１月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第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５８６号

平成３０年１１月２９日
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広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
医療法
人のぞ
み

介護老人
保健施設
あき

広島市安芸区瀬野
三丁目１２番３５
号

平成３０年
１２月２日

介護老人保
健施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９３号

平成３０年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
医療法
人のぞ
み

ひびき居
宅介護支
援事業所

広島市安芸区瀬野
三丁目１２番３５
号

平成３０年
１２月２日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９４号

平成３０年１１月３０日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

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

医療法
人のぞ
み

訪問介護
ステーシ
ョンやま
びこ

広島市安芸区瀬野
三丁目１２番３５
号

平成３０年
１２月２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５９５号

平成３０年１１月３０日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第１�

９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政

課，安佐南区役所農林建設部農林課，安佐北区役所農林建設部農

林課，安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農

林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

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
企業組
合労協
センタ
ー事業
団

ワーカー
ズコープ
ケアプラ
ンぱーち
ぇ

広島市安芸区矢野
町７５２番地１９�
０

平成３０年
１１月３０
日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９０号

平成３０年１１月３０日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

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
社アネ
シス

あっとほ
ーむデイ
サービス

広島市中区広瀬町
３番２９号

平成３０年
１１月３０
日

短時間型デ
イサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９１号

平成３０年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７５条第２項又は第

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

ービス事業又は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号又は第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

医療法
人のぞ
み

訪問介護
ステーシ
ョンやま
びこ

広島市安芸区瀬野
三丁目１２番３５
号

平成３０年
１２月２日 訪問介護

医療法
人のぞ
み

訪問看護
ステーシ
ョンこだ
ま

広島市安芸区瀬野
三丁目１２番３５
号

平成３０年
１２月２日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５９２号

平成３０年１１月３０日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９９条第２項の規定

により，次に掲げる者から介護老人保健施設の廃止の届出があっ

たので，同法第１０４条の２第２号の規定により告示します。
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市富士見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，１０月３１日に広島市西部自転車等保

管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８６号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２８７号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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２８８号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市江波広電車庫前駐輪場内に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１１月１日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ 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１１月２日から同月１６日まで広

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

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 中３区２�
８４号線

広島市中区江波
南二丁目１４６�
８番地８９地先
から
広島市中区江波
南二丁目１４６�
８番地１２５地
先まで

旧

メートル
5.97
～
5.98

メートル

102.60

新
メートル

6.00

メートル

102.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ 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１１月２日から同月１６日まで広

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

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
中３区
２８４
号線

広島市中区江波南二丁目１４�
６８番地８９地先から
広島市中区江波南二丁目１４�
６８番地１２５地先まで

平成３０年１１
月２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２８３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２８４号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２９４号

平成３０年１１月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２９５号

平成３０年１１月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２９６号

平成３０年１１月１４日

　広島市新白島駅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，１１月８日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２９７号

平成３０年１１月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２９８号

平成３０年１１月１４日

　広島市広島バスセンター西Ｂ自転車等駐車場，広島市大手町自

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に，長期

間駐車されていた下記自転車等については，１１月９日に広島市

西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

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２９０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市江波広電車庫前駐輪場内に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１１月５日に広島市西部自転車等保管所へ

移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第２９１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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２９２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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２９３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市東新天地自転車等駐車場及び広島市広島バスセンター西

Ｂ自転車等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等につ

いては，１１月６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので

告示します。

　なお，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
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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３０４号

平成３０年１１月２６ 日

　広島市新白島駅Ａ自転車等駐車場及び広島市小町第一自転車等

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，１�

１月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３０５号

平成３０年１１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３０６号

平成３０年１１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３０７号

平成３０年１１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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

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２９９号

平成３０年１１月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により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３００号

平成３０年１１月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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３０１号

平成３０年１１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３０２号

平成３０年１１月２６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，１１月１�

５日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３０３号

平成３０年１１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
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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１３号

平成３０年１１月２９ 日

　広島市基富士見第二自転車等駐車場及び広島市小町第一自転車

等駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，

１１月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（中区）第３１４号

平成３０年１１月２９日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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４９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 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。

　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　指 定 番 号　第５号

２　指定年月日　平成３０年１１月１日

３　道路の位置　�広島市東区戸坂くるめ木一丁目４３番１９の一

部

４　幅　　　員　４．５メートル

５　延　　　長　２６．２０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ８ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を変更しま

す。

　その関係図面は，平成３０年１１月８日から同年１１月２２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

広島市告示（中区）第３０８号

平成３０年１１月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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３０９号

平成３０年１１月２７日

　広島市広島バスセンター西Ａ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，１１月２０日に広島市西部

自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１０号

平成３０年１１月２７日

　広島市基町自転車等駐車場及び広島市小町第一自転車等駐車場

内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，１１月

２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１１号

平成３０年１１月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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３１２号

平成３０年１１月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

次のとおり告示します。
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広島市告示（南区）第１８１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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１８３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８４号

平成３０年１１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条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８５号

平成３０年１１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１８６号

平成３０年１１月１２日

　広島市稲荷町自転車等駐車場に，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１１月１０日に広島市西部自転

車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧

Ｋ３－Ｂ－１�
９０－３－１�
６号水路

東区戸坂くるめ木二丁目３１０番
地先から３１２番２地先まで

新 東２区２８８
号里道

東区戸坂くるめ木二丁目３１０番
地先から３１２番２地先まで

里　道

旧
Ｋ３－Ｂ－１�
９０－３－１�
７号水路

東区戸坂くるめ木二丁目３０９番
内第１地先から３０９番内第地先
まで

新 東２区２８９
号里道

東区戸坂くるめ木二丁目３０９番
内第１地先から３０９番内第地先
まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第５１号

平成３０年１１月２０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１１月２０日から同年１２月４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１区４２６号里
道

東区福田町４４２２番地先から４４�
２２番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１７９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 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。

　関係図書は，広島市南区役所建設部建築課において一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　第２号

２　指定年月日　平成３０年１１月１日

３　道路の位置　�広島市南区西本浦町１番１６，１番１７の各一

部

４　幅　　　員　４．２１～６．７１メートル

５　延　　　長　２５．８９メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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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１９３号

平成３０年１１月２６ 日

　広島市広島駅南口第二自転車等駐車場，広島市広島駅南口第三

自転車等駐車場，広島市広島駅南口第四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１１月２４日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので，告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１９４号

平成３０年１１月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１９５号

平成３０年１１月２７日

　青崎一丁目駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等に

ついては，平成３０年１１月２６日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので，告示します。

　なお，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１９６号

平成３０年１１月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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１９７号

平成３０年１１月２９日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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。

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８７号

平成３０年１１月１５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１１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１８８号

平成３０年１１月１５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１８９号

平成３０年１１月１６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１９０号

平成３０年１１月１９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１９１号

平成３０年１１月２１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１９２号

平成３０年１１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条第２項の規定により自転車等を撤去し，
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平成３０年１１月１３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第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１３２号

平成３０年１１月１５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１３３号

平成３０年１１月１９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１３４号

平成３０年１１月２０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１３５号

平成３０年１１月２１日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

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１３６号

平成３０年１１月２９日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１２６号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 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１２７号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第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１２８号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１２９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 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１３０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１３１号
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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１１月２日から同年１１月１６日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 供用開始の期日

市　道

安佐南
１区１�
３８号
線

広島市安佐南区緑井八丁目８�
１３番地２地先から
広島市安佐南区緑井八丁目７�
９３番地１地先まで

平成３０年１１
月２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ９ 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

１１月８日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１７号

２　指定年月日　　平成３０年１１月２６日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区西原八丁目の９６３番２，９�

６３番５の一部，９６３番６の一部，９６８

番４，９６８番５及び９６８番５地先里道

４　幅員及び延長　幅員　４．２５～５．２３メートル

　　　　　　　　　延長　５９．７５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１８号

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１３７号

平成３０年１１月２９日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市西区役所建設部建築課において一般の

縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第５号

２　指定年月日　　平成３０年１１月２９日

３　道路の位置　　広島市西区田方二丁目９５５番２３の一部

４　幅員及び延長　幅員　５．００メートル

　　　　　　　　　延長　４０．１０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１３８号

平成３０年１１月３０日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第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１１７号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ 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１１月２日から同年１１月１６日

まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 新旧

別
幅員
（ｍ）

延長
（ｍ）

市　道
安佐南１
区１３８
号線

広島市安佐南区
緑井八丁目８１�
３番地２地先か
ら
広島市安佐南区
緑井八丁目７９�
３番地１地先ま
で

旧
2.10
～
2.25

22.80

新
2.10
～
3.15

22.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１１８号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ 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
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１１月２９日から平成３０年１２

月１３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

里　道 安佐南２区４２６
号里道 安佐南区上安二丁目４３０３番

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次の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１３号

２．指定年月日　　平成３０年１１月１２日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区三入二丁目の６９５番１の一

部及び６９６番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．９５メートル～６．２０メートル

　　　　　　　　　延長　４６．６１メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ９ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１１月１９日から同年１２月３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
Ｋ３－Ｆ３－Ｍ遠
道－１２－４７号
水路の一部

広島市安佐北区三入三丁目７７９番
３地先から同所７７９番３地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ９ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図面は，平成３０年１１月２９日から同年１２月１３

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。

２　指定年月日　　平成３０年１１月２６日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区緑井四丁目の３２０５番１の

一部及び３２０５番４の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　２９．５４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１１月２７日から同年１２月１２

日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に

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２
区１５号
線

広島市安佐南区
東野二丁目６１�
９番１地先から
広島市安佐南区
東野二丁目６２�
０番１地先まで

旧
2.20
～
2.40

34.00

新
4.00
～
4.00

34.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ７ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１１月２７日から同年１２月１２

日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に

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
２区１�
５号線

広島市安佐南区東野二丁目６�
１９番１地先から
広島市安佐南区東野二丁目６�
２０番１地先まで

平成３０年１１
月２７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２４号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ７ 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

１１月２６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示し

ます。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略
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広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２７号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２８号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次の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１４号

２．指定年月日　　平成３０年１１月３０日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区口田南四丁目の１０７１番５

の一部及び１０７１番７の一部

４．幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　３８．９４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１１月１日から同月１５日まで広

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 安芸１区
３４号線

安芸区畑賀三丁
目９３１番地４
地先から
安芸区畑賀三丁
目９６３番地５
地先まで

旧

メートル
5.25
～
6.00

メートル

89.50

新

メートル
5.45
～
6.00

メートル

89.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３０年１１月１日から同月１５日まで広

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐北３区３０５�
４号里道

広島市安佐北区三入二丁目４０２番
２地先から同所４３１番６地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２４号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ９ 日

　次のとおり市街化区域内の水路を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１１月２９日から同年１２月１３

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
Ｋ３－Ｆ３－Ｍ難
波－８－２８号水
路

広島市安佐北区三入二丁目４０２番
２地先から同所４３１番６地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 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１１月３０日から１２月１４日ま

で，広島市安佐北区役所農林建設部維持管理課において一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐北３区１号里
道

安佐北区可部南一丁目１３１８番２
地先から
安佐北区可部南一丁目１３１５番２
地先まで

里　道 安佐北３区２号里
道

安佐北区可部南一丁目１３１６番地
先から
安佐北区可部南一丁目１３１６番地
先まで

里　道 安佐北３区３号里
道

安佐北区可部南一丁目１３１９番１
地先から
安佐北区可部南一丁目１３１６番地
先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２６号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　安芸矢口駅駐輪場，玖村駅駐輪場，下深川駅南口駐輪場，下深

川駅北口駐輪場，可部駅東口駐輪場，可部駅西口北側駐輪場，河

戸帆待川駐輪場及びあき亀山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１１月２９日に広島市西部自

転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。
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します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸３
区２号
線

安芸区船越六丁目１４６１番
地１地先から
安芸区船越六丁目１４６１番
地１地先まで

平成３０年１１
月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８６号

平成３０年１１月１３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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８７号

平成３０年１１月１３日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，１１月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１６９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 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１０月３１日に広島市西部自転車等保管所へ移動

したので告示します。

　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

島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３４
号線

安芸区畑賀三丁目９３１番地
４地先から
安芸区畑賀三丁目９６３番地
５地先まで

平成３０年１１
月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 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。

　関係図書は，広島市安芸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１１月７日

３　道路の位置　�広島市安芸区瀬野五丁目１７１８番２の一部・

１７１９番１の一部

４　幅　　　員　４．０メートル

５　延　　　長　３４．７０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８４号

平成３０年１１月１２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１１月１２日から同年１１月２６

日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 安芸３区
２号線

安芸区船越六丁
目１４６１番地
１地先から
安芸区船越六丁
目１４６１番地
１地先まで

旧

メートル
3.10
～
4.50

メートル

7.70

新

メートル
5.70
～
7.10

メートル

7.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８５号

平成３０年１１月１２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１１月１２日から同年１１月２６

日まで広島市安芸区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供
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平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１７５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 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（佐伯区）第１７６号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 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１７７号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

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１７８号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり廃止しました。

　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　廃止番号　　　第７号

２　廃止年月日　　平成３０年１１月２日

３　道路の位置　　�広島市佐伯区屋代三丁目８８－１，８８－

３，８８－４

４　幅員及び延長　幅員　　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　　２４．２０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７２号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ５ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図書は，平成３０年１１月５日から同月１９日まで，

広島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供

します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道

佐伯１区８７－
１５－２号里道

佐伯区五日市町大字保井田字稗畑３�
５０番６地先から
佐伯区五日市町大字保井田字稗畑３�
５０番６地先まで

佐伯１区８７－
１５－３号里道

佐伯区五日市町大字保井田字稗畑３�
５０番１４３地先から
佐伯区五日市町大字保井田字稗畑３�
５０番１３９地先まで

佐伯１区８６－６
－３号里道

佐伯区五日市町大字保井田字横尾６�
３８番２地先から
佐伯区五日市町大字保井田字横尾６�
３９番地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７３号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７４号
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号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市安佐北区長　　國　重　俊　彦

公 告
公　　　　　　　告

平成３０年１１月１６日

　広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）西広島駅北

口土地区画整理事業の事業計画を土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第５５条第１項の規定により公衆の縦覧に供する

ので，土地区画整理法施行令（昭和３０年政令第４７号）第３条

の規定により，下記の事項を公告する。

　なお，当該事業計画（都市計画に定められた事項を除く）につ

いて意見のある利害関係者は，平成３０年１２月１６日までに広

島市長に意見書を提出することができる。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　縦覧期間

平成３０年１１月１９日から平成３０年１２月２日まで（土

曜日，日曜日，祝日を含む）

２　縦覧時間

午前８時３０分から午後５時１５分まで

３　縦覧場所

広島市西区福島町二丁目２番　１号　　西区地域整備課

広島市西区己斐中一丁目６番２０号　　己斐公民館

※己斐公民館の縦覧期間は平成３０年１１月２８日から平成

３０年１２月２日まで

区 選 管 告 示
広島市中区選挙管理委員会告示第５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市中区選挙管理委員会

委員長　　中　村　信　介

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１７９号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１８０号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 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１８１号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ３ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

区 告 示
広島市東区告示第５号

平成３０年１１月２２日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２

号）第１２条第１項の規定により職権で処理をしたので，同条第

４項の規定により公示する。

広島市東区長　　篠　原　富　子

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第６号

平成３０年１１月１４日

　下記の者について，住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１

号）第８条及び住民基本台帳法施行令（昭和４２年政令第２９２
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登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区選挙管理委員会告示第１５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ８ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市安芸区選挙管理委員会

委員長　　荒　井　秀　則

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市佐伯区選挙管理委員会告示第５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ １ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市佐伯区選挙管理委員会

委員長　　久　笠　信　雄

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第１７号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ５ 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１１月１２日（月）　午後１時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　「青少年からのメッセージ」の募集結果について（報告）

⑵　第３２回広島市青少年健全育成市民大会の開催について

（報告）

⑶　平成３０年度全国学力・学習状況調査の結果について（報

告）

⑷　平成２９年度における不登校・いじめ・暴力行為の状況に

ついて（報告）

【非公開予定議題】

⑸　教職員の人事について（議案）

監査公表

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市東区選挙管理委員会

委員長　　前　川　秀　雅

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第６号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ６ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市南区選挙管理委員会

委員長　　大　原　貞　夫

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第５号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ １ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市西区選挙管理委員会

委員長　　舩　木　孝　和

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第４号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 ２ １ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市安佐南区選挙管理委員会

委員長　　渡　部　邦　昭

登録を行う日　　平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ３ ０ 年 １ １ 月 １ ５ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項本文

の規定により，登録月の１日の直後の地方公共団体の休日以外の

日となる同項本文に規定する選挙人名簿の登録を行う日を，次の

とおり定めます。

広島市安佐北区選挙管理委員会

委員長　　大　本　和　則
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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。

広島市監査公表第３６号

平成３０年１１月２１日

広島市監査委員　谷　本　睦　志

同　　　　　　　井　上　周　子

同　　　　　　　西　田　　　浩

（別紙）

平成３０年度監査の結果に対する措置事項の公表

（ 下 水 道 局 ）

１　監査結果公表年月日

平成３０年６月１１日（広島市監査公表第１２号）

２　監査結果に対する措置事項の通知年月日

平成３０年１１月１３日（広管管第４４２号）

３　監査の結果（指摘事項）及び措置の内容

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
（所管課：下水道局管理部管理課）

監　査　の　結　果 措　置　の　内　容
　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額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，このような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。

　収入金に係る不適正な債権管理を防止するための措置として，
次の取組により，内部統制を強化し，適正な事務の執行に努める
こととした。
　ア�　平成３０年８月１日に改定した事務処理マニュアル（以下
「改定マニュアル」という。）において，債権管理台帳を作
成することやその記載方法等を新たに明記するなどの見直し
を行い，その上で，下水道局管理部管理課（以下「管理課」
という。）並びに各区役所農林建設部維持管理課（以下「維
持管理課」という。）及び同部地域整備課（以下「地域整備
課」という。）の排水設備担当職員を対象とした研修を同月
８日に実施し，債権管理事務の周知を図った。

　イ�　改定マニュアルにおいて，地域整備課が収入金に係る財務
事務の進行を管理するために作成する「取付管設置申請に係
る事務処理状況表」について，毎月管理課に提出するよう運
用を見直し，管理課が必要に応じて地域整備課に指導を行う
こととした。

　　�　また，納付折衝等の債権管理状況を記録する債権管理台帳
について，記載内容が十分でないものも見受けられたため，
改定マニュアルにおいて様式を整えるとともに，当該台帳に
基づいて管理課及び維持管理課の係長が折衝状況等を進行管
理することとした。

　ウ�　管理課並びに維持管理課及び地域整備課において，収入金
の追加徴収漏れの防止を徹底するため，平成３０年度以降の
「事務の適正化を確保するためのリスクマネジメントの取
組」の取組項目とし，事務が適正に行われていることを継続
的に複数の職員で点検することとした。

　なお，監査の結果を受け，消滅時効期間が既に満了した収入金
の債権回収に努めた結果，債務者から時効の援用があったものを
除き，回収することができた。


