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宮﨑　茂憲

４　検査済証交付年月日

平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０４号

平成３０年１２月３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１２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

有限会社メル
シー

ヘルパーステ
ーションメル
シー

広島市安佐北
区口田南八丁
目４２番２５
号

訪問介護

サンキ・ウエ
ルビィ株式会
社

サンキ・ウエ
ルビィ介護セ
ンター本店

広島市西区商
工センター六
丁目１番１１
号

訪問入浴介護

合同会社エー
アイシー

ＡＩＣ大手町
訪問看護ステ
ーション

広島市中区大
手町二丁目６
番１５－４０�
１号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

有限会社ワン
トップ・サポ
ート

ゆう訪問看護
リハビリステ
ーション

広島市安佐南
区大塚西三丁
目６番６－８
号大塚西マン
ション１０７

訪問看護及び介護
予防訪問看護

社会福祉法人
福祉広医会

悠悠タウン基
町デイサービ
スセンター

広島市中区基
町１９番２－
５１５号

通所介護

株式会社河村
福祉サービス

ひろき苑デイ
サービスセン
ター広島西

広島市西区山
田新町一丁目
２３番２２号

通所介護

有限会社エフ
ビーシー

スポーツ・リ
ハデイサービ
ス・グロービ
ー

広島市安芸区
矢野東一丁目
５番１０号

通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０５号

平成３０年１２月５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

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

医療法人松栄
会

ひびき居宅介
護支援事業所

広島市安芸区
瀬野三丁目１�
２番３５号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０１号

平成３０年１２月３日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９４条第１項の規定

により，次に掲げる施設を介護老人保健施設として開設を許可し

たので，同法第１０４条の２第１号の規定により告示します。

　許可年月日　平成３０年１２月３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

医療法人松栄
会

介護老人保健
施設あき

広島市安芸区
瀬野三丁目１�
２番３５号

介護老人保健施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０２号

平成３０年１２月３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１２月３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

医療法人松栄
会

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１�
２番３５号

訪問介護サービス�
・生活援助特化型
訪問サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０３号

平成３０年１２月３日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市安佐北区亀山南二丁目４４１番１

２　開発面積

２，９９８．７７㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐北区可部町大字今井田７４６番地
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ラブの事務の一部を次のとおり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた物品分任出納員

梅林放課後児童クラブ　指導員　山崎　良子

２　委任した事務

教育委員会青少年育成部放課後対策課に属する各放課後児童

クラブにおける物品の出納保管に関する事務

３　委任期間

平成３０年１２月１日から平成３１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０９号

平成３０年１２月７日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市佐伯区五日市町大字石内字有井の３９９０番５，３９�

９５番２，３９９６番１及び３９９６番２

２　開発面積

４９５．６９㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区五日市町大字石内３９１２番地

社会福祉法人　それいゆの会

理事長　岩本　美紀

４　検査済証交付年月日

平成３０年１２月７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１０号

平成３０年１２月１０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　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

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）

名称 所在地 指定年月日

大手町スマイル薬局 広島市中区大手町三丁
目１３－３３

平成３０年１０月
１日

ヘルパーステーショ
ン絆

広島市安佐南区伴東七
丁目５５番９号

平成３０年８月１
日

広島市宇品・似島地
域包括支援センター

広島市南区宇品神田三
丁目７番１５号坂本ビ
ル２Ｆ

平成３０年７月１
日

こばと薬局高須店 広島市西区庚午北二丁
目２２番４号

平成３０年１１月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０６号

平成３０年１２月５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３０年
７月３１日

ヘルパーステー
ション絆

広島市西区楠木
町四丁目１５番
３９号

株式会社絆

平成３０年
６月３０日

広島宇品・似島
地域包括支援セ
ンター

広島市南区宇品
御幸二丁目１３
－１２

社会福祉法人広
島和光園

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６０７号

平成３０年１２月５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

有限会社ふくろう 広島市中区弥生町６番６号 代表取締役　
西本　伸一

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６０８号

平成３０年１２月６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，教育委員会青少年育成部放課後対策課放課後児童ク
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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１１月２０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１２月１０日から平成３１年４月１０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４月１０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６１２号

平成３０年１２月１０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　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

別紙のとおり

（変更後）

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１１月２０日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市中区国泰寺町一丁目４番２１号

広島市中区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

平成３０年１２月１０日から平成３１年４月１０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４月１０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６１１号

平成３０年１２月１０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　コムズ安佐パーク

⑵　所在地　広島市安佐北区安佐町大字飯室１５９２番地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社コムズ

代表取締役社長　宗兼　陽一

広島市安佐北区安佐町大字飯室１５９２番地
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⑴　名　称　広島ステーションビル

⑵　所在地　広島市南区松原町２番３７号

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）中国ＳＣ開発株式会社

　　　　　代表取締役社長　湊　和則

　　　　　広島市南区松原町２番３７号

（変更後）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

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）別紙１のとおり

（変更後）別紙２のとおり

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

平成２９年６月１５日

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙１及び別紙２のとおり

５　届出年月日

平成３０年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１２月１０日から平成３１年４月１０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　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４月１０日

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

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２のとおり

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１２月１０日から平成３１年４月１０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　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４月１０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６１３号

平成３０年１２月１０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
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　その関係図面は，平成３０年１２月１３日から同年１２月２７

日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

整理
番号 路線名

起点
終点

17304 安佐南１区
１３４号線

安佐南区緑井五丁目乙３４０５番地地先
安佐南区緑井八丁目４９８番地２１地先

17305 安佐南１区
１３５号線

安佐南区緑井八丁目４９８番地３地先
安佐南区緑井八丁目４９８番地１９地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１７号

平成３０年１２月１３日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定に基づき，

市道の路線を次のように認定します。

　その関係図面は，平成３０年１２月１３日から同年１２月２７

日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

整理
番号 路線名

起点
終点

17306 中３区
３２９号線

中区江波南二丁目１４６８番地１３１地
先
中区江波南二丁目１４６８番地９３地先

17307 中３区
３３０号線

中区江波南二丁目１４６８番地１３２地
先
中区江波南二丁目１４６８番地１３６地
先

17308 中３区
３３１号線

中区江波南二丁目１４６８番地９５地先
中区江波南二丁目１４６８番地１４１地
先

17309 中３区
３３２号線

中区江波南二丁目１４６８番地８６地先
中区江波南二丁目１４６８番地１５２地
先

17310 安佐南１区
１３４号線

安佐南区緑井五丁目乙３４０５番地地先
安佐南区緑井八丁目５０７番地２地先

17311 安佐北２区
１１２２号線

安佐北区口田南一丁目８１８番地１地先
安佐北区口田南一丁目８１６番地１０地
先

17312 安佐北３区
９８４号線

安佐北区三入七丁目１２６５番地３地先
安佐北区三入七丁目１２５８番地９地先

17313 安佐北３区
９８５号線

安佐北区三入七丁目１２５８番地１４地
先
安佐北区三入七丁目１２５７番地１地先

17314 安佐北３区
９８６号線

安佐北区亀山二丁目１１３７番地６地先
安佐北区亀山二丁目１１３３番地９地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１８号

平成３０年１２月１３日

　道路の区域を次のように決定したので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき，告示します。

　その関係図面は，平成３０年１２月１３日から同年１２月２７

日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

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６１４号

平成３０年１２月１１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６１５号

平成３０年１２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

折口内科医院 広島市中区吉島東一丁
目４－１６

平成３０年１０月
３１日

瀬分内科医院 広島市中区江波西二丁
目８－１２

平成３０年１０月
３１日

林クリニック 広島市中区舟入南一丁
目１０－１３

平成３０年９月３�
０日

上原薬局
広島市中区東白島町１�
５－６第１西林ビル３
Ｆ

平成３０年１０月
１６日

くらかけ薬局 広島市中区舟入南四丁
目１６－８

平成３０年１０月
３１日

だんばら耳鼻咽喉科
クリニック

広島市南区段原南一丁
目３－５３広島イース
トビル１階

平成３０年１０月
３１日

吉光歯科病院 広島市南区宇品御幸四
丁目１０－１０

平成３０年９月８
日

浅田病院 広島市安芸区矢野町７�
００

平成３０年１０月
３１日

アルパカこども矯正
歯科

広島市佐伯区皆賀一丁
目１３－１４－１

平成３０年１０月
１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１６号

平成３０年１２月１３日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１０条第１項の規定に

基づき，次の市道の路線を廃止します。
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市　道
中３区
３３１
号線

中区江波南二丁目１４６８番
地９５地先 平成３０年１２

月１３日中区江波南二丁目１４６８番
地１４１地先

市　道
中３区
３３２
号線

中区江波南二丁目１４６８番
地８６地先 平成３０年１２

月１３日中区江波南二丁目１４６８番
地１５２地先

市　道

安佐南
１区１�
３４号
線

安佐南区緑井五丁目乙３４０�
５番地地先 平成３０年１２

月１３日安佐南区緑井八丁目５０７番
地２地先

市　道

安佐北
２区１�
１２２
号線

安佐北区口田南一丁目８１８
番地１地先 平成３０年１２

月１３日安佐北区口田南一丁目８１６
番地１０地先

市　道

安佐北
３区９�
８４号
線

安佐北区三入七丁目１２６５
番地３地先 平成３０年１２

月１３日安佐北区三入七丁目１２５８
番地９地先

市　道

安佐北
３区９�
８５号
線

安佐北区三入七丁目１２５８
番地１４地先 平成３０年１２

月１３日安佐北区三入七丁目１２５７
番地１地先

市　道

安佐北
３区９�
８６号
線

安佐北区亀山二丁目１１３７
番地６地先 平成３０年１２

月１３日安佐北区亀山二丁目１１３３
番地９地先

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２０号

平成３０年１２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三丁目の１３０番３，１３７番１，１４２

番３，１４２番４，１４７番３，１５９番１，１５９番３及び１�

６２番１の各一部並びに１６２番５，１６２番７及び１６２

番１０

２　開発面積

９，９７６．３３㎡

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１２月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２１号

平成３０年１２月１３日

広島市長　　松　井　一　實

道路の種類 路線名 敷地の幅員 敷地の延長

市　道 中３区
３２９号線

メートル
6.00
～
9.34

メートル

230.47

市　道 中３区
３３０号線

メートル
6.00
～
13.10

メートル

50.88

市　道 中３区
３３１号線

メートル
6.00
～
13.12

メートル

50.88

市　道 中３区
３３２号線

メートル
6.00
～
13.13

メートル

30.02

市　道 安佐南１区
１３４号線

メートル
2.80
～
31.00

メートル

1,703.78

市　道 安佐北２区
１１２２号線

メートル
6.20
～
12.73

メートル

91.60

市　道 安佐北３区
９８４号線

メートル
6.20
～
12.40

メートル

50.04

市　道 安佐北３区
９８５号線

メートル
6.20
～
12.60

メートル

52.00

市　道 安佐北３区
９８６号線

メートル
6.00
～
10.80

メートル

93.70

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６１９号

平成３０年１２月１３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１２月１３日から同年１２月２７

日まで広島市道路交通局道路管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
中３区
３２９
号線

中区江波南二丁目１４６８番
地１３１地先 平成３０年１２

月１３日中区江波南二丁目１４６８番
地９３地先

市　道
中３区
３３０
号線

中区江波南二丁目１４６８番
地１３２地先 平成３０年１２

月１３日中区江波南二丁目１４６８番
地１３６地先
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かとう整形外科
スポーツ運動器
クリニック

広島市安佐北区
可部五丁目１４
－１２

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

浅田心療クリニ
ック

広島市安芸区矢
野町７００番地

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

アルパカこども
矯正歯科

広島市佐伯区皆
賀一丁目１３－
１４－１

平成３０年１�
０月１８日

平成３６年１�
０月１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２３号

平成３０年１２月１７日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市国民宿舎湯来ロッジ，広島市湯来交流体

験センター及び広島市湯の山温泉館の指定管理者を次のとおり指

定したので，広島市国民宿舎湯来ロッジ条例（平成１７年広島市

条例第５３号）第１３条第３項，広島市湯来交流体験センター条

例（平成２０年広島市条例第５６号）第１７条第３項及び広島市

湯の山温泉館条例（平成１７年広島市条例第５４号）第７条第３

項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市国民宿舎湯来ロッジ，広島市湯来交流体験センター及

び広島市湯の山温泉館

２　指定の相手方

広島市西区井口三丁目１９番５号

東洋観光湯来コンソーシアム

構成員

東洋観光株式会社

特定非営利活動法人湯来観光地域づくり公社

湯来町観光協会

３　指定の期間

平成３１年４月１日から平成３６年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２４号

平成３０年１２月１７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

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定に基づき，広島市民球場及び広島市西蟹屋プロムナードの

指定管理者を次のとおり指定したので，広島市民球場条例（平成

２０年広島市条例第７号）第１５条第３項及び広島市西蟹屋プロ

ムナード条例（平成２０年広島市条例第６４号）第１５条第３項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定に係る公の施設

広島市民球場及び広島市西蟹屋プロムナード

２　指定の相手方

広島市南区南蟹屋二丁目３番１号

株式会社広島東洋カープ

３　指定の期間

平成３１年４月１日から平成４１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２２号

平成３０年１２月１４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

はるた呼吸器ク
リニック

広島市中区堺町
一丁目３－１０
　３Ｆ

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

折口医院
広島市中区吉島
東一丁目４－１�
６

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

まつおか内科・
脳神経内科

広島市中区本川
町一丁目１－２�
４－３０３

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

オール薬局　堺
町店

広島市中区堺町
一丁目３－１０
　１Ｆ

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

くらかけ薬局
広島市中区舟入
南四丁目１６－
８　１階

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

訪問看護ステー
ションひまわり

広島市中区羽衣
町１０－８コー
ポ宮２０２号

平成２９年８
月１日

平成３５年７
月３１日

だんばら耳鼻咽
喉科クリニック

広島市南区段原
南一丁目３－５�
３広島イースト
ビル１階

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

吉光歯科医院
広島市南区宇品
御幸四丁目１０
－１０

平成３０年９
月９日

平成３６年９
月８日

訪問看護ステー
ションすずらん

広島市南区西旭
町１０－５

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日



―３８―　第１０６４号� 平成３１年１月３１日広　　島　　市　　報

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 佐伯区

五日市町大字上河内，五日市
中央四丁目及び五日市中央五
丁目の各一部

分流

汚水を排除

東区
戸坂山根三丁目，中山上一丁
目及び牛田早稲田二丁目の各
一部

安佐南区

大町西三丁目，安東二丁目，
長楽寺一丁目，祇園一丁目，
山本六丁目及び伴東四丁目の
各一部

安佐北区 深川五丁目及び亀山南二丁目
の各一部

安芸区 上瀬野南二丁目，瀬野二丁目
及び中野東五丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２６号

平成３０年１２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１２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 戸坂山根三丁目及び牛田早稲
田二丁目の各一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区

大町西三丁目，安東二丁目，
長楽寺一丁目，祇園一丁目，
山本六丁目及び伴東四丁目の
各一部

安佐北区 深川五丁目及び亀山南二丁目
の各一部

佐伯区
五日市町大字上河内，五日市
中央四丁目及び五日市中央五
丁目の各一部

東区 中山上一丁目の一部 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 上瀬野南二丁目，瀬野二丁目
及び中野東五丁目の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２７号

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１２月３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１２月１７日から平成３１年４月１７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４月１７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６２５号

平成３０年１２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１２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
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広島市告示第６３１号

平成３０年１２月２５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　�広島フェスティバル・アウトレット　マリーナホ

ップ

⑵　所在地　広島市西区観音新町四丁目２８７４番９４ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社広島まちづくりファンド

代表取締役　杉川　聡

広島市中区大手町五丁目３番１２号

３　変更事項

大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び

住所並びに法人にあっては代表者の氏名

（変更前）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１２月１日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目２番１号

　　広島市西区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　平成３０年１２月２５日から平成３１年４月２５日まで。

ただし，日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２�

３年法律第１７８号）に規定する休日及び平成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４月２５日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

平成３０年１２月２０日

　農業集落排水処理施設の供用を次のとおり開始するので，広島

市下水道条例（昭和４７年広島市条例第９６号）第３３条第２項

の規定により告示します。

　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１２月２０日

２　汚水を排除し，及び処理する区域並びに排水処理施設の名称

汚水を排除し，及び処理する区域 排水処理施設の名称

安佐南区沼田町大字阿戸の一部 戸山農業集落排水処理施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６２９号

平成３０年１２月２５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６３０号

平成３０年１２月２５日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市西区観音新町四丁目の２８７６番２２の一部及び２８�

７６番２６の一部

２　開発面積

５，４５９．７５㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

東京都中央区日本橋室町二丁目１番１号

三井不動産株式会社

代表取締役社長　菰田　正信

島根県江津市桜江町川戸４７２番地１

今井産業株式会社

代表取締役　今井　久師

４　検査済証交付年月日

平成３０年１２月２５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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広島市健康福祉局保健部動物管理センター

狂犬病予防指導員　林　一旗

狂犬病予防指導員　濵村　眞帆

２　委任させた事務

広島市衛生関係手数料条例（平成１２年広島市条例第２２

号）第２条に規定する手数料（動物管理センターの所掌事務に

係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成３０年１２月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３５号

平成３０年１２月２８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
社オフ
ィスタ
カキ

さくらデ
イサービ
ス湯来

広島市佐伯区湯来
町大字白砂甲２０�
２７番地

平成３０年
１２月３１
日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３６号

平成３０年１２月２８日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８２条第２項の規定

により，次に掲げる者から指定居宅介護支援事業の廃止の届出が

あったので，同法第８５条第２号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

株式会
社ツク
イ

ツクイ広
島南

広島市南区皆実町
四丁目６番１－１�
０３号

平成３０年
１２月３１
日

居宅介護支
援

社会福
祉法人
グリー
ンコー
プ

グリーン
コープケ
アプラン
センター
広島

広島市安佐南区川
内六丁目２０番５
号

平成３０年
１２月３１
日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３７号

平成３０年１２月２８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

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６３２号

平成３０年１２月２５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６３３号

平成３０年１２月２５日

字の区域の変更について

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条第１項の規

定により，安佐南区沼田町大字吉山について，地方自治法施行令

（昭和２２年政令第１６号）第１７９条の規定により効力が生ず

る日から，次の表の左欄に掲げる区域を同表の右欄に掲げる字の

区域に変更するものとする。

広島市長　　松　井　一　實

左　欄 右　欄
字 地　番 字

鳥井原

５３５の一部，５３６の一部，５３７の２の
一部，５３９の一部，５４０の１，５４０の
６の一部及びこれらの区域に隣接する道路・
水路である市有地の一部

松ケ迫

松ケ迫

５８６の一部及びこれに隣接する道路である
市有地の一部並びに字鳥井原５３７の２に隣
接する道路・水路である市有地の一部

鳥井原

字田詰７７５，７７６の１の地先の道路・水
路である市有地の全部 田詰

田詰

７６２の１の一部，７６２の６の一部，７９�
８の１の一部，７９８の２の一部，７９８の
４の一部及びこれらの区域に隣接する道路・
水路である市有地の一部

大原郷

７７４の１の一部，７７４の２の一部及びこ
れらの区域に隣接する水路である市有地の全
部

松ケ迫

田詰メ １０３３９の１２ 田詰

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３４号

平成３０年１２月２６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，健康福祉局保健部動物管理センター出納員の事務の

一部を次のとおり委任させたので，同項後段の規定により告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員
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広島市長　　松　井　一　實

１　変更内容（対象住宅，変更後の家賃）

別紙のとおり。

２　変更期間

平成３１年１月１日から平成３１年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４１号

平成３０年１２月２８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４２号

平成３０年１２月２８日

　開発行為に関する工事が完了したので，都市計画法（昭和４３

年法律第１００号）第３６条第３項の規定により次のとおり公告

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　開発区域又は工区に含まれる地域の名称

広島市東区馬木四丁目の１９５０番３及び１９５５番１

２　開発面積

１，８７６．７３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市東区馬木五丁目１６８３番地７

宮崎　由紀江

４　検査済証交付年月日

平成３０年１２月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４３号

平成３０年１２月２８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

１　次の者に対する控除対象寄附金の指定を取り消す。

学校法人広島三育学院

２　取消日

平成３０年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４４号

平成３０年１２月２８日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

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
社オフ
ィスタ
カキ

玖島ヘル
パーステ
ーション

広島県廿日市市玖
島４８５０番地２

平成３０年
１２月３１
日

訪問介護サ
ービス

有限会
社オフ
ィスタ
カキ

さくらデ
イサービ
ス湯来

広島市佐伯区湯来
町白砂甲２０２７
番地

平成３０年
１２月３１
日

１日型デイ
サービス

株式会
社ウェ
ルウェ
ル

ウェルベ
ル

広島市佐伯区美鈴
が丘西一丁目３番
１３号

平成３０年
１２月３１
日

短時間型デ
イサービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３８号

平成３０年１２月２８日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の４第

１項に基づき指定緊急避難場所を指定したので，第４９条の４第

３項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 適応災害

口田南集会所 広島市安佐北区口田南
二丁目２１－２３ 洪水

矢野西保育園 広島市安芸区矢野西四
丁目１１－１２ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６３９号

平成３０年１２月２８日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の６第

１項に基づき指定緊急避難場所の指定を取り消したので，第４９

条の６第２項の規定に基づき下記のとおり告示します。

記

名称 所在地 取り消した
適応災害

仁保中学校 広島市南区仁保一丁目
５６－１ 土砂災害

仁保旭ヶ丘集会所 広島市南区仁保一丁目
６０－１７ 土砂災害

井口公民館 広島市西区井口鈴が台
二丁目１４－８ 土砂災害

矢野西児童館 広島市安芸区矢野西四
丁目５－１ 土砂災害

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６４０号

平成３０年１２月２８日

　広島市市営住宅等条例（平成９年広島市条例第３５号）第１４

条の規定に基づき，市営住宅の家賃を次のとおり変更します。
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次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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３２０号

平成３０年１２月１１ 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３２１号

平成３０年１２月１１ 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３２２号

平成３０年１２月１１ 日

　広島市新白島駅Ａ自転車等駐車場及び広島市西新天地自転車等

駐車場内に，長期間駐車されていた下記自転車等については，

１２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３２３号

平成３０年１２月１１ 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

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４月１日以後に支出された当該寄附金について，広

島市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

学校法人三育学院 千葉県夷隅郡大多喜町久我原１�
５００番地

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１５号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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３１６号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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３１７号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ５ 日

　広島市東新天地自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１１月３０日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３１８号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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
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広島市告示（中区）第３２８号

平成３０年１２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３２９号

平成３０年１２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３３０号

平成３０年１２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３３１号

平成３０年１２月１９ 日

　広島市東新天地自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１２月１３日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３３２号

平成３０年１２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３２４号

平成３０年１２月１１日

　広島市基町自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１２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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３２５号

平成３０年１２月１１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３２６号

平成３０年１２月１１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３２７号

平成３０年１２月１３日

　都市公園法（昭和３１年法律第７９号）第２条の２の規定に基

づき，都市公園を次のように設置します。

　その関係図書は，広島市中区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 供用開始の期日 区域
江波南第二公
園

中区江波南二
丁目地内

平成３０年１２
月１３日 別紙のとおり

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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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３３８号

平成３０年１２月２８ 日

　広島市新白島駅Ａ自転車等駐車場，広島市西新天地等駐車場及

び広島市小町第二自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１２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３３９号

平成３０年１２月２８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により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３４０号

平成３０年１２月２８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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３４１号

平成３０年１２月２８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により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３４２号

平成３０年１２月２８ 日

　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東新天

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３３３号

平成３０年１２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３３４号

平成３０年１２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３３５号

平成３０年１２月２８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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３３６号

平成３０年１２月２８日

　広島市東新天地自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記

自転車等については，１２月１８日に広島市西部自転車等保管所

へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３３７号

平成３０年１２月２８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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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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２０１号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２０２号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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２０３号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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２０４号

平成３０年１２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２０５号

平成３０年１２月１１ 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２０６号

平成３０年１２月１１ 日

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，１２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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第３４３号

平成３０年１２月２８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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５２号

平成３０年１２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１１条第２項の規定により自転車を撤去し，保

管したので，同条例第１２条第１項の規定により次のとおり告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１９８号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１９９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２００号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 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１２月３日に広島市西部自転車
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広島市告示（南区）第２１２号

平成３０年１２月２５ 日

　次のとおり市街化区域の公共下水道を廃止します。

　その関係図面は，平成３０年１２月２５日から平成３１年１月

８日まで南区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 所在（起点及び終点）

公共下水道 南区仁保四丁目１１１７番６地先から
南区仁保四丁目１１２４番１４地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２１３号

平成３０年１２月２５ 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２１４号

平成３０年１２月２５ 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２１５号

平成３０年１２月２８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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１３９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１４０号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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

　広島市広島駅南口第二自転車等駐車場に，長期間駐車されてい

た下記の自転車等については，平成３０年１２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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２０７号

平成３０年１２月１４日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２０８号

平成３０年１２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２０９号

平成３０年１２月１７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第２１０号

平成３０年１２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２１１号

平成３０年１２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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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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１４６号

平成３０年１２月１７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第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１４７号

平成３０年１２月１８ 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１４８号

平成３０年１２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１４９号

平成３０年１２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１５０号

平成３０年１２月２５ 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。

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１４１号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１４２号

平成３０年１２月１１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１４３号

平成３０年１２月１１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１４４号

平成３０年１２月１２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６号

２　指定年月日　　平成３０年１２月１２日

３　道路の位置　　�広島市西区南観音町の６６０番１の一部及び

６６０番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．１０メートル

　　　　　　　　　延長　２２．６７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１４５号

平成３０年１２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
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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５５６
号線

安佐南区高取南
一丁目１００２
番１３地先から
安佐南区高取南
一丁目９９８番
１地先まで

旧
3.50
～
5.80

233.00

新
5.80
～
9.00

233.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 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１２月１２日から同年１２月２６

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５�
５６号
線

安佐南区高取南一丁目１００�
２番１３地先から
安佐南区高取南一丁目９９８
番１地先まで

平成３０年１２
月１２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３０号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１２月１３日から同年１２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）

市　道
安佐南４
区４３１
号線

安佐南区伴東五
丁目１３７番６�
２地先から
安佐南区伴東五
丁目７９４３番
地先まで

旧
11.80
～
14.00

18.00

新
10.40
～
11.80

18.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３１号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１５１号

平成３０年１２月２７日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２６号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 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１２月１１日から同年１２月２５

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）

県　道 広島豊平
線

安佐南区伴東二
丁目４９３８番
地９地先から
安佐南区伴東二
丁目４９３８番
地５地先まで

旧
62.50
～
66.20

20.00

新
62.50
～
63.80

20.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２７号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 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１２月１１日から同年１２月２５

日まで広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において縦覧に

供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用区間 供用開始の期日

県　道 広島豊
平線

安佐南区伴東二丁目４９３８
番地９地先から
安佐南区伴東二丁目４９３８
番地５地先まで

平成３０年１２
月１１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１２８号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 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１２月１２日から同年１２月２６
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　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１２月２８日から平成３１年１月

１１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）

県　道 古市広島
線

広島市安佐南区
長束三丁目８５�
５番地２地先か
ら
広島市安佐南区
長束三丁目１１�
１９番地２地先
まで

旧
6.10
～
6.70

305.00

新
6.10
～
6.70

305.00

新
2.00
～
4.30

341.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３６号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ８ 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１２月２８日から平成３１年１月

１１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

県　道 古市広
島線

広島市安佐南区長束三丁目８�
５５番地２地先から
広島市安佐南区長束三丁目１�
１１９番地２地先まで

平成３０年１２
月２８日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１２９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第８６条の２第１項

の規定に基づき，一つの敷地とみなすこと等による下記の一団地

を認定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区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

記

１　申請者

広島県知事　湯﨑　英彦

２　一団地の名称

県営（広島）高陽Ｃアパート

３　一団地の区域

広島市安佐北区落合四丁目５番１，５番２

　その関係図面は，平成３０年１２月１３日から同年１２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
４区４�
３１号
線

安佐南区伴東五丁目１３７番
６２地先から
安佐南区伴東五丁目７９４３
番地先まで

平成３０年１２
月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３２号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成３０年

１２月１２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１３３号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ５ 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１２月２５日から平成３１年１月

８日まで，広島市安佐南区役所農林建設部維持管理課において一

般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水　路
Ｋ３－Ｅ４－と－
１－５５－３２号
水路の一部

安佐南区伴中央一丁目６１２６番１
地先から
安佐南区伴中央一丁目６１２０番２
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３４号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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

１２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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第１３５号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ８ 日
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　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１６号

２．指定年月日　　平成３０年１２月１７日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区亀山南二丁目４４３番１の一

部

４．幅員及び延長　幅員　４．３５メートル

　　　　　　　　　延長　３８．７５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３４号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

　安芸矢口駅駐輪場，玖村駅駐輪場，可部駅東口駐輪場，可部駅

西口北側駐輪場及び可部駅西口南側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１２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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３５号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８８号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条第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８９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 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３０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

４　認定番号

第Ｈ３０認定通知広島市建６０００１号

５　認定年月日

平成３０年１２月３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３０号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ５ 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１２月５日から同月１９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に縦覧に

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７９６
号里道

安佐北区可部三丁目１３９番５地先
から同所１３９番５地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３１号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 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１２月６日から同月２０日まで安

佐北区役所農林建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道

安佐北
２区８�
０４号
線

安佐北区口田南二丁目９８６
番地１２地先から
安佐北区口田南二丁目９６９
番地２地先まで

平成３０年１２
月６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３２号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ 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１５号

２．指定年月日　　平成３０年１２月１１日

３．道路の位置　　広島市安佐北区亀山南二丁目１０番の一部

４．幅員及び延長　幅員　５．２０メートル

　　　　　　　　　延長　５７．１４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１３３号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ ７ 日
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９４号

平成３０年１２月２８ 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，１２月２７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１８２号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 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１２月４日から同月１８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４区
２５０号
線

佐伯区五日市五
丁目１５１番地
４地先から
佐伯区五日市五
丁目１５１番地
４地先まで

旧

メートル
2.71
～
2.89

メートル

9.60

新

メートル
3.30
～
3.47

メートル

9.60

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１８３号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ４ 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１２月４日から同月１８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 供用開始 供用開始の期日

市　道
佐伯４
区２５�
０号線

佐伯区五日市五丁目１５１番
地４地先から
佐伯区五日市五丁目１５１番
地４地先まで

平成３０年１２
月４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１８４号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ５ 日

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９０号

平成３０年１２月１８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，保管したので，同条例第１２条第１項の規定に

より告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９１号

平成３０年１２月１８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，１２月１４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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９２号

平成３０年１２月２５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６号

２　指定年月日　平成３０年１２月２５日

３　道路の位置　�広島市安芸区中野東五丁目５１６９番４，

５１８１番３，５２１４番２の一部，５２１５

番の一部，５１８１番３から５２１４番２地先

里道，５２１３番１から５２１５番地先里道

４　幅　　　員　５．３０～６．８０メートル

５　延　　　長　２５．０７メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第９３号

平成３０年１２月２８日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車を撤去し，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。
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一般
国道 ４３３号

佐伯区湯来町大
字葛原字大古谷
甲３５４番地１
地先から
佐伯区湯来町大
字白砂宇大別当
山１２３０番地
８地先まで

旧

メートル
6.60
～
104.70

メートル

1,170.00

新

メートル
6.60
～
104.70

メートル

1,170.00

新

メートル
8.70
～
63.50

メートル

800.00

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１８９号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１２月１３日から同月２７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 供用開始 供用開始の期日

一般
国道

４３３
号

佐伯区湯来町大字葛原字大古
谷甲３５４番地１地先から
佐伯区湯来町大字白砂字大別
当山１２３０番地８地先まで

平成３０年１２
月１３日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１９０号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１９１号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１９２号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１８５号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１８６号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ７ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により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１８７号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１８８号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１２月１３日から同月２７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
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広島市東区長　　篠　原　富　子

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第７号

平成３０年１２月１０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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第８号

平成３０年１２月１１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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市東区告示第９号

平成３０年１２月１１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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第４号

　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。

平成３０年１２月２６日

広島市安芸区長　　山　本　秀　樹

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第５号

　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１９３号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１９４号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 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１９５号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ７ 日

　広電佐伯区役所前駅駐輪場及び広電楽々園駅駐輪場内に長期間

駐車されていた別紙自転車等については，平成３０年１２月２６

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので，次のとおり告示

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

次のとおり　略

区 告 示
広島市東区告示第６号

平成３０年１２月６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。
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を合算して得た数

　　　　　　　　　　　　　　２２２，６６６人

３　地方自治法第８０条第１項（議員の解職の請求）及び地方自

治法第８６条第１項（区の選挙管理委員の解職の請求）の規定

による選挙権を有する者の総数の３分の１の数

　　　　　　　　　中　　区　　３７，５５０人

　　　　　　　　　東　　区　　３３，１４５人

　　　　　　　　　南　　区　　３９，２４９人

　　　　　　　　　西　　区　　５１，９０５人

　　　　　　　　　安佐南区　　６４，４６６人

　　　　　　　　　安佐北区　　４０，９２８人

　　　　　　　　　安 芸 区　　２１，８１１人

　　　　　　　　　佐 伯 区　　３８，０５７人

４　市町村の合併の特例に関する法律第４条第１１項（合併請求

市町村の選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の

請求）及び第５条第１５項（合併協議会設置協議否決市町村の

選挙管理委員会に対する合併協議会設置協議の投票の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の６分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　１６３，５５４人

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２３号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ６ 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。

　目次中「第４節　土地改良区総代選挙（第１８３条～第１９５

条）」を「第４節　削除」に改める。

　第３章第４節を次のように改める。

第４節　削除

第１８３条から第１９５条まで　削除

　第１９８条中「長，」を「長及び」に改め，「及び土地改良区

の総代」を削る。

　別記目次中

「第１７３号様式　選挙期日の告示

　第１７４号様式　選挙長（選挙長の職務代理者）（選挙立

　　　　　　　　　会人）選任承諾書

　第１７５号様式　選挙長等の選任書

　第１７６号様式　選挙長及びその職務代理者の氏名等の告

　　　　　　　　　示

　第１７７号様式　選挙立会人の選任告示

　第１７８号様式　選挙長の事務取扱場所の告示

　第１７９号様式　選挙会の会場の告示

　第１８０号様式　選挙会場の表示

　第１８１号様式　投票用紙の告示

平成３０年１２月２６日

広島市安芸区長　　山　本　秀　樹

下記　略

市 議 会 規 則
広島市議会規則第１号

平成３０年１２月１３日

　広島市議会会議規則の一部を改正する規則をここに公布する。

広島市議会議長　　永　田　雅　紀

広島市議会会議規則の一部を改正する規則

　広島市議会会議規則（昭和３１年広島市議会規則第１号）の一

部を次のように改正する。

　別表議会改革推進会議の項の次に次のように加える。

政策立案
検討会議

議会による政策の立案及び
提言に関し協議又は調整を
行うこと。

各会派から選出
された委員

代表

附　則

　この規則は，公布の日から施行する。

選管告示
広島市選挙管理委員会告示第２２号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ３ 日

　平成３０年１２月３日現在における地方自治法（昭和２２年法

律第６７号）及び市町村の合併の特例に関する法律（平成１６年

法律第５９号）の規定による各種直接請求並びに地方教育行政の

組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）の規定

による委員の解職請求をするに必要な選挙人の数は，次のとおり

です。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

１　地方自治法第７４条第１項（条例の制定又は改廃の請求）及

び第７５条第１項（市の事務の執行に関する監査の請求）並び

に市町村の合併の特例に関する法律第４条第１項（合併請求市

町村の長に対する合併協議会設置の請求）及び第５条第１項

（同一請求関係市町村の長に対する合併協議会設置の請求）の

規定による選挙権を有する者の総数の５０分の１の数

　　　　　　　　　　　　　　　１９，６２７人

２　地方自治法第７６条第１項（議会の解散の請求），第８１条

第１項（市長の解職の請求）及び第８６条第１項（副市長，市

の選挙管理委員又は監査委員の解職の請求）並びに地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第８条第１項（教育委員会の教

育長又は委員の解職の請求）の規定による選挙権を有する者の

総数の８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に

６分の１を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数と
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担に関する規程（平成５年広島市選挙管理委員会告示第２１号）

の一部を次のように改正する。

　別記第１号様式その２中「広島市長選挙」を「何選挙（何選挙

区）」に，「備考　契約届出書には，契約書の写しを添付してく

ださい。」を

　「備考１　契約届出書には，契約書の写しを添付してくださ

い。

　　　　２　広島市長の選挙にあっては広島市選挙管理委員会に

提出し，広島市議会議員の選挙にあっては，当該区の選挙管理委

員会に提出してください。」に改める。

　別記第２号様式その２中「広島市長選挙」を「何選挙（何選挙

区）」に改め，「から広島市選挙管理委員会」の右に「（広島市

議会議員の選挙にあっては当該区の選挙管理委員会）」を加え

る。

　別記第３号様式その２中「広島市長選挙」を「何選挙（何選挙

区）」に改める。

　別記第５号様式その１中「広島市長選挙」を「何選挙（何選挙

区）」に改め，「⑴　枚　数　７０，０００枚」を

「⑴　枚　数

　　ア　広島市議会議員の選挙　８，０００枚　に改める。

　　イ　広島市長の選挙　　　７０，０００枚」

　別記第６号様式その２中「広島市長選挙」を「何選挙（何選挙

区）」に改める。

附　則

　この規程は，平成３１年３月１日から施行する。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２５号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　平成３１年４月７日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙において，選挙管理委員会が候補者に交付するものの

うち，次のものに押なつする公印は，印影の印刷により代えるも

のとします。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

１　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１４１条第５項

の規定による選挙運動のために使用する自動車又は船舶及び拡

声機に取り付ける表示板

２　同法第１４１条の２第２項の規定による自動車又は船舶に乗

車又は乗船する者が着用する腕章

３　同法第１６４条の５第２項の規定による街頭演説のために使

用する標旗

４　同法第１６４条の７第２項の規定による街頭演説において選

挙運動に従事する者が着用する腕章

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２６号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　平成３１年４月７日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙において，選挙管理委員会が，公職選挙法（昭和２５

　第１８２号様式　成年後見人等である旨の証明書

　第１８３号様式　委任状

　第１８４号様式　候補者の届出書

　第１８５号様式　土地改良区の組合員である旨の証明書　　を

　第１８６号様式　候補者の辞退届出書

　第１８７号様式　候補者届出の告示

　第１８８号様式　候補者辞退届出の告示

　第１８９号様式　無投票の告示

　第１９０号様式　選挙録

　第１９１号様式　選挙の結果報告

　第１９２号様式　当選の告知書及び同受領書

　第１９３号様式　当選人の住所及び氏名の告示

　第１９４号様式　当選証書及び同受領書

　第１９５号様式　当選証書付与の告示

　第１９６号様式　当選人がないとき又は当選人が不足する

　　　　　　　　　ときの告示

　第１９７号様式　再選挙の告示

　第１９８号様式　補欠選挙の告示　　　　　　　　　　　」

「第１７３号様式から第１９８号様式まで　削除」に改める。

　別記第１１１号様式中「候補者氏名」の右に「（推薦届出

者）」を加え，「万枚」を「枚」に改める。

　別記第１７３号様式から第１９８号様式までを次のように改め

る。

別記第１７３号様式から第１９８号様式まで　削除

　別記第２０１号様式中「（市長）（農業委員会委員）（財産区

議会議員）（土地改良区総代）」を「（市長）（財産区議会議

員）」に改め，「（委員）（総代）」を削る。

附　則

１　この規程は，平成３１年４月１日から施行する。ただし，別

記様式の改正規定（別記第１１１号様式に係る部分に限る。）

は，平成３１年３月１日から施行する。

２　この規程（別記第１１１号様式の改正規定を除く。）の施行

の際，現に在任している総代並びにその手続が開始されている

土地改良区の総代の選挙及び当該選挙により選任される総代に

ついては，改正前の同規程第１８３条から第１９５条まで及び

第１９８条の規定並びに別記第１７３号様式から第１９８号様

式及び別記第２０１号様式については，なおその効力を有す

る。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２４号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負

担に関する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

広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動

の公費負担に関する規程の一部を改正する規程

　広島市議会議員及び広島市長の選挙における選挙運動の公費負



―５６―　第１０６４号� 平成３１年１月３１日広　　島　　市　　報

農業委員会規則
農業委員会規則第１号

平成３０年１２月１７日

　広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則の一部を

改正する規則をここに公布する。

広島市農業委員会会長　　河　野　信　義

広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則

の一部を改正する規則

　広島市農業委員会の農地利用最適化推進委員設置規則（平成２�

８年農業委員会規則第１号）の一部を次のように改正する。

　第２条第１項の表第５地区の項及び第１０地区の項中，「３

人」を「２人」に改める。

附　則

　この規則は，平成３１年６月１７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１８号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ５ 日

　広島市教育委員会公印規則（昭和２５年１２月１日広島市教育

委員会規則第４号）第８条第１項の規定に基づき，次の文書につ

いては，印影（電子計算機に記録したものを含む。）の印刷によ

り，公印の押なつに代えることを承認したので，告示します。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

文書名 印影を印刷する公印の名称

卒業証書 広島市立広島商業高等学校長印

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第１９号

平成３０年１２月１４ 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１２月２１日（金）　午前９時３０分

２　場　所　中区役所６階教育委員室

３　議　題

【公開予定議題】

⑴　広島市の学校における働き方改革推進プラン（案）及び広

島市立中・高等学校部活動の方針（案）について（報告）

⑵　平成３１年広島市成人祭の開催について（報告）

⑶　市長が作成する議会の議案に対する意見の申出について

（代決報告）

⑷　広島市立安佐北高等学校の廃止について（議案）

⑸　博物館に相当する施設の指定の取消しについて（議案）

年法律第１００号）第２０１条の８第１項ただし書又は同法第２�

０１条の９第１項ただし書の規定の適用を受けた政党その他の政

治団体に交付するもののうち，同法第２０１条の１１第３項の規

定による政治活動のために使用する自動車に取り付ける表示板に

押なつする公印は，印影の印刷により代えるものとします。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２７号

平 成 ３ ０ 年 １ ２ 月 ２ ６ 日

　平成３１年４月７日執行予定の広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙において，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第１０５条の規定により選挙管理委員会が当選人に付与する当選

証書に押なつする公印は，印影の印刷により代えるものとしま

す。

広島市選挙管理委員会

委員長　　二　國　則　昭

人事委員会規則
広島市人事委員会規則第４号

平成３０年１２月２６日

　初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規

則をここに公布する。

広 島 市 人 事 委 員 会

委員長　　飯　田　恭　示

初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則の一部を改

正する規則

　初任給，昇格，昇給等の基準に関する規則（昭和５４年広島市

人事委員会規則第７号）の一部を次のように改正する。

　別表第７のアの表中

「　　　　　「
１７ １８
１８ １９
１８ ２０
１９ ２１
１９

を
２１

　に改める。
２０ ２２
２０ ２２
２１ ２３
２２ ２３
２３ ２４

　　　　」　　　　　」　

附　則

　この規則は，公布の日から施行し，改正後の初任給，昇格，昇

給等の基準に関する規則の規定は，平成３０年４月１日から適用

する。
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指定区分 広島市指定重要有形文化財（建造物）

名称 旧
きゅう

重
しげ

谷
たに

家
け

土
ど

蔵
ぞう

（伝
でん

広
ひろ

島
しま

城
じょう

土
ど

蔵
ぞう

）
所在地 広島市中区南千田西町８番１号

所有者 氏名　学校法人修道学園
住所　広島市安佐南区大塚東一丁目１番１号

代表者 理事長　林　正夫
員数 １棟

概要

土蔵造
桁
けた

行
ゆき

５．９１ｍ（三
さん

間
けん

）
梁
はり

間
ま

３．９４ｍ（二
に

間
けん

）
二階建，切

きり

妻
づま

造
づくり

，妻
つま

入
いり

，本
ほん

瓦
がわら

葺
ぶき

１９世紀前期頃の江戸時代後期に建築されたと推定
される。

水 道 局 規 程
広島市水道局規程第６号

平成３０年１２月２６日

　広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程

を次のように定める。

広 島 市 水 道 事 業 管 理 者

広島市水道局長　　野津山　　　宏

広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正

する規程

（広島市水道局職員の給与に関する規程の一部改正）

第１条　広島市水道局職員の給与に関する規程（昭和３２年広島

市水道局規程第１７号）の一部を次のように改正する。

　別表第１を次のように改める。

⑹　広島市指定重要文化財の指定について（議案）

【非公開予定議題】

⑺　教職員の人事について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２０号

平成３０年１２月２１日

　次の博物館に相当する施設の指定を平成３０年１２月２４日に

取り消す。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

設置者の名称 トーホー株式会社
設置者の住所 広島市西区三篠町二丁目１９番６号
施設の名称 ガラス博物館
施設の所在地 広島市安佐北区大林二丁目１２番５５号
指定年月日 平成８年６月１４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２１号

平成３０年１２月２１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

条第１項の規定により，平成３０年１２月２１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

別表第１（第２条関係）

企　業　職　給　料　表

職員
の区
分

職務の級 １級 ２級 ３級 ４級 ５級 ６級 ７級 ８級

号　給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

再任
用職
員以
外の
職員

円 円 円 円 円 円 円 円
1 134,400 158,100 216,400 261,100 315,500 355,400 400,000 453,400
2 135,400 160,100 218,400 263,000 317,800 357,900 402,600 456,100
3 136,400 162,000 220,400 264,900 320,100 360,400 405,200 458,800
4 137,400 163,900 222,400 266,800 322,400 363,000 407,800 461,600

5 138,400 165,700 224,200 268,500 324,500 365,400 410,200 464,300
6 139,500 167,700 226,000 270,700 326,500 367,900 412,600 467,300
7 140,600 169,700 227,800 272,900 328,500 370,400 415,000 470,300
8 141,700 171,600 229,600 275,100 330,500 373,000 417,400 473,400

9 142,800 173,400 231,000 277,000 332,200 375,500 419,700 476,400
10 143,900 175,300 232,900 279,100 334,300 378,000 422,100 479,700
11 145,000 177,200 234,800 281,200 336,500 380,500 424,500 482,900
12 146,100 179,100 236,700 283,400 338,700 383,000 426,900 486,100

13 147,200 181,000 238,700 285,300 340,700 385,400 429,100 489,300
14 148,400 182,700 240,600 287,600 342,600 387,700 431,400 491,900
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15 149,600 184,400 242,500 289,900 344,500 390,000 433,700 494,500
16 150,800 186,100 244,400 292,200 346,500 392,400 436,100 497,100

17 152,000 187,600 246,300 294,200 348,200 394,700 438,300 499,600
18 153,400 189,300 247,900 296,500 349,900 396,800 440,600 501,200
19 154,800 191,000 249,500 298,800 351,700 398,900 442,900 502,700
20 156,200 192,700 251,100 301,100 353,400 401,100 445,300 504,200

21 157,700 194,100 252,500 303,300 355,000 403,200 447,600 505,700
22 159,200 196,000 254,200 305,200 356,600 405,200 449,400 507,100
23 160,700 197,900 255,900 307,200 358,200 407,200 451,200 508,500
24 162,100 199,800 257,600 309,200 359,800 409,200 453,100 509,900

25 163,400 201,500 259,100 311,000 361,300 411,100 454,800 511,100
26 165,500 203,300 260,800 313,100 363,300 413,000 456,500 512,200
27 167,600 205,100 262,400 315,200 365,400 414,900 458,300 513,300
28 169,700 206,900 264,100 317,400 367,500 416,800 460,100 514,500

29 171,600 208,200 265,700 319,300 369,400 418,600 461,700 515,600
30 173,600 209,900 267,100 321,400 371,500 420,100 462,600 516,400
31 175,600 211,600 268,600 323,500 373,600 421,700 463,500 517,200
32 177,600 213,400 270,100 325,700 375,700 423,300 464,400 518,000

33 179,500 215,100 271,300 327,700 377,600 424,700 465,300 518,800
34 181,300 216,700 273,100 329,800 379,500 426,100 466,100 519,600
35 183,100 218,300 274,900 332,000 381,500 427,500 466,900 520,400
36 184,900 220,000 276,800 334,200 383,500 429,000 467,700 521,200

37 186,500 221,400 278,600 336,200 385,300 430,300 468,300 521,900
38 188,100 223,100 280,600 338,200 386,900 431,400 469,100 522,700
39 189,700 224,800 282,500 340,200 388,500 432,500 469,900 523,500
40 191,300 226,600 284,400 342,300 390,100 433,600 470,700 524,300

41 192,700 228,200 286,200 344,100 391,500 434,500 471,400 525,100
42 194,300 229,900 288,100 345,800 392,800 435,300 472,200 525,900
43 195,900 231,600 290,000 347,600 394,100 436,100 473,000 526,700
44 197,500 233,300 292,000 349,400 395,400 436,900 473,800 527,500

45 198,900 234,900 293,600 350,900 396,700 437,600 474,600 528,300
46 200,500 236,300 295,500 352,400 397,600 438,500 475,300 529,100
47 202,100 237,700 297,400 353,900 398,600 439,400 476,000 529,900
48 203,700 239,100 299,300 355,500 399,600 440,400 476,700 530,700

49 205,400 240,600 301,000 356,900 400,400 441,300 477,500 531,500
50 207,000 242,100 302,800 358,100 401,400 442,000 478,300 532,300
51 208,600 243,600 304,600 359,400 402,400 442,700 479,100 533,100
52 210,200 245,100 306,500 360,600 403,400 443,500 479,900 534,000

53 211,600 246,400 308,000 361,500 404,200 444,200 480,500 534,500
54 213,000 248,000 309,800 362,800 405,000 444,900 481,200 535,300
55 214,300 249,600 311,600 364,200 405,900 445,600 481,900 536,100
56 215,700 251,200 313,500 365,500 406,700 446,300 482,600 536,900

57 217,100 252,700 315,100 366,700 407,300 446,900 483,300 537,700
58 218,400 254,500 316,800 367,800 408,000 447,600 484,000
59 219,600 256,300 318,500 368,900 408,800 448,300 484,700
60 220,900 258,100 320,300 370,000 409,600 449,000 485,400

61 221,800 259,700 321,900 371,000 410,200 449,500 486,100
62 223,000 261,300 323,600 371,900 411,000 450,100 486,800
63 224,100 263,000 325,300 372,800 411,800 450,700 487,500
64 225,300 264,700 327,000 373,700 412,500 451,300 488,200

65 226,200 266,100 328,600 374,500 413,100 451,900 488,900
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66 227,400 267,400 330,000 375,300 413,800 452,500 489,700
67 228,500 268,700 331,400 376,100 414,500 453,100 490,500
68 229,600 270,000 332,800 376,900 415,200 453,700 491,300

69 230,400 271,100 334,000 377,500 415,800 454,400 491,900
70 231,500 272,400 335,200 378,400 416,600 455,100
71 232,500 273,800 336,500 379,300 417,400 455,800
72 233,600 275,100 337,800 380,200 418,200 456,500

73 234,400 276,200 338,800 380,900 418,800 457,100
74 235,500 277,500 340,200 382,000 419,300 457,700
75 236,500 278,900 341,700 383,100 419,800 458,300
76 237,600 280,300 343,200 384,200 420,400 458,900

77 238,400 281,400 344,400 385,100 420,900 459,400
78 239,400 282,700 346,100 385,800 421,500 460,100
79 240,400 283,900 347,800 386,600 422,100 460,800
80 241,400 285,200 349,500 387,400 422,700 461,500

81 242,100 286,500 351,000 388,000 423,100 462,000
82 243,200 287,600 352,500 388,800 423,700
83 244,300 288,800 353,900 389,700 424,300
84 245,400 290,000 355,400 390,600 424,900

85 246,300 290,900 356,600 391,300 425,500
86 247,100 292,000 357,800 392,000 426,100
87 247,900 293,200 359,100 392,700 426,700
88 248,700 294,400 360,400 393,400 427,300

89 249,400 295,400 361,500 393,900 427,800
90 250,100 296,400 362,300 394,700 428,300
91 250,800 297,400 363,100 395,500 428,800
92 251,500 298,400 363,900 396,300 429,400

93 252,000 299,100 364,500 396,900 429,900
94 252,500 300,000 365,200 397,700 430,500
95 253,000 300,900 365,900 398,500 431,100
96 253,500 301,800 366,600 399,300 431,700

97 253,900 302,600 367,100 400,200 432,200
98 303,500 367,800 400,700 432,800
99 304,400 368,500 401,200 433,400
100 305,300 369,200 401,700 434,000

101 305,900 369,800 402,300 434,400
102 306,700 370,400 402,800 435,100
103 307,600 371,000 403,300 435,800
104 308,500 371,600 403,800 436,500

105 309,100 372,300 404,300 437,100
106 309,700 372,800 404,800
107 310,300 373,300 405,300
108 310,900 373,800 405,800

109 311,400 374,200 406,300
110 311,900 374,700 406,800
111 312,400 375,200 407,300
112 312,900 375,700 407,800

113 313,200 376,100 408,300
114 313,700 376,600 408,800
115 314,200 377,100 409,300
116 314,700 377,600 409,800
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る規程，第２条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与

に関する規程等の一部を改正する規程附則及び第３条の規定に

よる改正後の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規

程（以下「改正後の規程等」という。）の規定は，平成３０年

４月１日から適用する。

３　第１条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与に関す

る規程，第２条の規定による改正前の広島市水道局職員の給与

に関する規程等の一部を改正する規程附則又は第３条の規定に

よる改正前の広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規

程の規定に基づいて平成３０年４月１日からこの規程の施行の

日の前日までの間に支払われた給与は，改正後の規程等の規定

による給与の内払とみなす。

４　前項に定めるもののほか，この規程の施行に関し必要な事項

は，管理者が定める。

監査公表
広島市監査公表第３７号

平成３０年１２月２７日

　平成３０年１０月３１日付けで受け付けた広島市職員に関する

措置請求について，その監査結果を地方自治法第２４２条第４項

の規定により，別紙のとおり公表する。

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

広 監 第 ２ ４ ０ 号

117 315,200 377,900 410,400
118 315,700 378,400 410,900
119 316,200 378,900 411,400
120 316,700 379,400 411,900

121 317,100 380,000 412,500
122 413,100
123 413,700
124 414,300

125 414,800
126 415,400
127 416,000
128 416,600

129 417,000
再任
用職
員　

214,300 230,600 246,900 270,400 287,100 326,900 372,600 420,300

備考

１　この表は，別表第２の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。

２　この表において「再任用職員」とは，地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第２８条の４第１項，第２８条の５第１項

又は第２８条の６第１項若しくは第２項の規定により採用された職員をいう。

　別表第２中「３７３，０００」を「３７４，０００」に，

「４２１，０００」を「４２２，０００」に，「４７１，

０００」を「４７２，０００」に，「５３２，０００」を

「５３３，０００」に，「６０７，０００」を「６０８，

０００」に，「７０９，０００」を「７１０，０００」に，

「８２９，０００」を「８３０，０００」に，「９４９，

０００」を「９５０，０００」に改める。

（広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規

程の一部改正）

第２条　広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正す

る規程（平成２８年広島市水道局規程第１号）の一部を次のよ

うに改正する。

　附則第５項中「平成２９年４月１日」を「平成３０年４月１

日」に，「広島市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改

正する規程（平成２９年広島市水道局規程第７号）」を「広島

市水道局職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程（平

成３０年広島市水道局規程第６号）」に改める。

　附則第６項及び第７項中「平成２９年４月１日」を「平成

３０年４月１日」に改める。

（広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程の一部改

正）

第３条　広島市水道局職員の管理職手当の支給に関する規程（昭

和４２年広島市水道局規程第２号）の一部を次のように改正す

る。

　別表中「９３，３００円」を「９３，４００円」に改める。

附　則

１　この規程は，公布の日から施行する。

２　第１条の規定による改正後の広島市水道局職員の給与に関す
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いて，上記⑸の事業実績報告の際に添付されるべき本件施

設に係る工事監理費（以下「本件工事監理費」といいま

す。）相当分の費用の支払に係る領収証書等の確認をして

いない状況でありながら，本件工事監理費相当分の額を含

めて本件補助金の額を確定し，これを交付しています。

これはすなわち，本件事業者が，実際には支払が行われ

ていない本件工事監理費相当分の補助金を不当に受給して

いることになります。

高齢福祉課長は，これらの事実を認識しているにもかか

わらず，何ら対応をしていません。

これらの行為により，広島市において，本来交付すべき

でない本件工事監理費相当分の額の損額が発生していま

す。

よって，広島市長において，本件事業者に対して本件工

事監理費相当分の額の不当利得返還請求を行うことを請求

します。

地方自治法第２４２条第１項の規定により，別紙事実証

明書を添え，必要な措置を請求します。

（事実を証する事実証明書として次の書類が提出されてい

るが，添付を省略する。）

資料①　�平成３０年６月４日広島市役所市民相談センター

にて，口頭での質問に対する回答

　　②　�広島市補助金等交付規則に関して市民相談センタ

ーへの質問に対する財政課からの回答

　　③　広島市補助金等交付規則

　　④　社会福祉施設等整備の手引き　抜粋

　　⑤　設計契約書　写し

　　⑥　工事費目別内訳書

第２　請求の受理

本件措置請求は，地方自治法第２４２条第１項の所定の要

件を具備するものと認め，平成３０年１１月７日に，同年１�

０月３１日付けでこれを受理することを決定した。

第３　監査の実施

１　請求人による証拠の提出及び陳述

地方自治法第２４２条第６項の規定に基づき，平成３０年

１１月２１日に請求人に対し証拠の提出及び陳述の機会を設

けたところ，請求人は新たな証拠として次の書類を提出する

とともに，陳述を行った。

（新たな証拠として次の書類が提出されているが，添付を

省略する。）

資料Ⓐ　補助金交付申請書類の一部

　　Ⓑ　実績報告書の一部

請求人は，本件措置請求に沿った内容の説明について，陳

述した。

平成３０年１２月２７日

請求人

（略）

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

広島市職員に関する措置請求に係る監査結果について

（通知）

　平成３０年１０月３１日付けで受け付けた広島市職員に関する

措置請求（以下「本件措置請求」という。）について，地方自治

法第２４２条第４項の規定により監査を行ったので，その結果を

同項の規定により次のとおり通知する。

第１　請求の要旨

平成３０年１０月３１日付けで提出のあった広島市職員措

置請求書に記載された内容は，以下のとおりである。

広島市民間社会福祉施設整備費補助金の不当な交付に関す

る措置請求の要旨

１　請求の要旨

社会福祉法人Ａ（理事長：Ｂ。以下「本件事業者」とい

います。）が運営する特別養護老人ホームＣ（以下「本件

施設」といいます。）は，平成３０年３月１日に開設しま

した。

本件施設は，平成２９年度に広島市民間社会福祉施設整

備費補助金（以下「本件補助金」といいます。）の交付を

受けて整備されたものです。

そもそも，本件補助金の交付までの流れとしては，広島

市補助金等交付規則によると，

⑴　事業者による広島市長への補助金の申請

⑵　広島市長による補助金交付の決定

⑶　事業者による施設整備に係る工事着手

⑷　事業者による施設整備の完了

⑸　事業者による広島市長への事業実績報告

⑹　広島市長による補助金の額の確定

⑺　広島市長による補助金の交付

とされているものと解されます。

また，本件補助金に係る制度においては，施設本体の工

事費，各種設備の工事費，設計監理費のうちの工事監理費

等が補助対象経費とされています。

こうした中，本件事業者は，本件施設に係る工事監理を

行った業者に対して工事監理費相当分の費用の支払を行っ

ていません。

それにもかかわらず，広島市長は，本件補助金の交付に

係る事務の責任者である広島市健康福祉局高齢福祉部高齢

福祉課長（以下単に「高齢福祉課長」といいます。）にお



―６２―　第１０６４号� 平成３１年１月３１日広　　島　　市　　報

よる完了検査を経て，平成３０年４月１９日に補助金

交付決定額と同額の補助金をＡに対して支出してい

る。

　本件補助金は，「補助対象経費の２分の１」などと

いった定率補助とは異なり，前述のとおり「基準単価

×定員」により補助額を決定する定額補助であること

から，本件補助金を補助対象経費のうちのいずれに充

てるかはＡの裁量の範囲内である。

　したがって，Ａが補助金交付決定額以上に補助対象

となる経費を支出していれば，仮に本件補助金の全額

を工事監理費以外の補助対象経費に充てたとしても何

ら問題はない。

　実際に本市は，Ａが補助金交付決定額以上の工事請

負費を工事請負業者に対して支払済みであることを規

則第２４条第１項に規定されている調査権に基づき通

帳等収支の事実を証する書類により確認するととも

に，後日Ａから提出された補助事業実績報告書によ

り，本件補助金の全額が補助対象経費のうちの工事請

負費に充てられていることを確認している。

　よって，本件補助金の支出は適正であり，本市への

損害は発生していない。

イ　請求人の主張への反論

ａ　請求人は，本市が事業実績報告の際に添付される

べき本件工事監理費相当分の費用の支払に係る領収

証書等の確認をしていないと主張している。

　しかしながら，規則第１５条第４項の規定によ

り，「国又は地方公共団体その他市長が定める機関

によって財務に関する調査，監査等を定期的に受け

ている者」は，領収証書等の書類の添付を省略する

ことができることとなっており，本件補助金がこれ

に該当する社会福祉法人に対するものであることか

ら，領収証書等の収支の事実を証する書類の提出は

不要としているものである。

　なお，平成３０年７月２０日に，規則第２４条第

１項に規定されている調査権に基づき本件施設への

調査を実施し，補助対象経費である工事請負費につ

いて，Ａが補助金交付決定額以上の金額を工事請負

業者に対して支出していることを通帳等収支の事実

を証する書類により確認している。

ｂ　請求人は，実際には支払が行われていない本件施

設に係る工事監理費相当分の補助金をＡが不当に受

給し，高齢福祉課長はこれらの事実を認識している

にもかかわらず，何ら対応していないと主張してい

る。

　しかしながら，要綱第２条第１項及び別表３にお

いては，対象経費は，「補助事業の施設の整備に必

要な工事費又は工事請負費及び工事事務費」として

おり，「設計監督料」は工事事務費の例示として記

載されているにすぎない。また，本件補助金は，

２　広島市長の意見書の提出及び陳述

広島市長に対し，意見書及び関係書類等の提出を求めたと

ころ，平成３０年１１月２０日付け広高高第１７１号により

意見書が提出された。なお，陳述は行わなかった。

意見書の内容は，以下のとおりである。

⑴　本市の意見

請求人の主張には理由がないため，本件措置請求は棄却

されるべきである。

⑵　本市の意見の理由等

ア　本件措置請求の要旨

本件措置請求の要旨は，おおむね次のとおりであると

解される。

広島市民間社会福祉施設整備費補助金（以下「本件補

助金」という。）の交付を受けて整備された特別養護老

人ホームＣ（以下「本件施設」という。）を運営する社

会福祉法人Ａ（以下「Ａ」という。）は，本件施設の工

事監理を行った業者に対して工事監理費（以下「本件工

事監理費」という。）相当分の費用を支払っていない。

本件補助金は，施設本体及び各種設備の工事費並びに

設計監理費のうちの工事監理費等が補助対象経費とされ

ている。

高齢福祉課長は，事業実績報告の際に添付されるべき

本件工事監理費相当分の費用の支払に係る領収証書等の

確認をしていない状況でありながら，本件工事監理費相

当分の額を含めて本件補助金の額を確定し，これを交付

している。

これはすなわち，Ａが，実際には支払が行われていな

い本件工事監理費相当分の補助金を不当に受給している

ことになる。

高齢福祉課長は，これらの事実を認識しているにもか

かわらず，何ら対応をしていない。

これらの行為により，広島市において，本来交付すべ

きでない本件工事監理費相当分の額の損害が発生してい

る。

よって，広島市長において，Ａに対して本件工事監理

費相当分の額の不当利得返還請求を行うことを請求す

る。

イ　本市の意見の理由

本件補助金の交付は，本市に何ら損害を発生させるも

のではなく，次のとおり，請求人の主張には理由がな

い。

ア　本市に損害を発生させていないことについて

　本市は，広島市補助金等交付規則（以下「規則」と

いう。）及び民間社会福祉施設整備費補助金交付要綱

（以下「要綱」という。）に基づき，平成２９年６月

９日付けで，本件施設に対する補助金として，１億�

２，２５１万２，０００円（＝基準単価（３７１万２，�

５００円）×定員（３３名分）（限度額，千円未満切

捨））を交付決定し，その後，高齢福祉課等の職員に
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他の財産を譲り渡し，若しくは貸し付けることができる

と規定されている。

これを受けて，広島市では，「社会福祉法人に対する

助成の手続に関する条例（以下「条例」という。）」第

２条において，社会福祉法人が助成を受けようとすると

きの申請書及び添える書類について規定している。ま

た，第３条において，当該条例に定めるもののほか助成

の手続に関して必要な事項は市長が定めると規定してお

り，交付の申請，決定等に関する基本的事項については

「広島市補助金等交付規則（以下「規則」という。）」

において，具体的な制度内容については「民間社会福祉

施設整備費補助金交付要綱（以下「要綱」という。）」

において規定している。

イ　制度内容（本件措置請求に係る施設整備の補助制度に

ついて規定した要綱第２条第１項及び別表３の内容）

ア　補助対象施設

　「老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号）」第１�

５条第４項の規定により設置する特別養護老人ホーム

及びこれに併設する同条第２項の規定により設置する

老人短期入所施設

イ　補助対象法人

　社会福祉法人

ウ　補助対象事業

　特別養護老人ホーム及びこれに併設する老人短期入

所施設を創設（新たに施設を整備することをいう。）

及び増改築（既存施設の現在定員を増員するための増

築整備，既存施設の現在定員を増員するため既存施設

を取り壊して改築整備（移転改築，一部改築を含

む。）又は改修（増築整備又は改築整備に付随して行

われる躯体工事に及ばない屋内改修工事（壁撤去

等））を行うことをいう。）する事業

エ　補助対象経費

　補助事業の施設の整備に必要な工事費又は工事請負

費及び工事事務費（工事施工のため直接必要な事務に

要する費用であって，旅費，消耗品費，通信運搬費，

印刷製本費及び設計監督料等をいい，その額は，工事

費又は工事請負費の額の２．６％に相当する額を限度

とする。）。

　ただし，次に掲げる費用については補助の対象とし

ないものとする。

ａ　土地の買収又は整地に要する費用

ｂ　職員の宿舎，車庫又は倉庫の建設に要する費用

ｃ　その他施設整備費として適当とは認められない費

用

オ　補助額

　対象経費の実支出額の合計額と定員１人当たり基準

単価（３，７１２，５００円（ただし，改修に係る部分

は１，８５６，２５０円）（※１））に補助事業により

設置する施設の定員（現在定員を除く。）を乗じて得

「基準単価×定員」により補助額を決定する定額補

助であることから，補助対象経費のうちのいずれに

補助金を充てるかはＡの裁量の範囲内であり，後日

Ａから提出された補助事業実績報告書により，本件

補助金の全額が補助対象経費のうちの工事請負費に

充てられていることを確認していることから，補助

金の不当な受給については当たらない。

　さらに，職員に指示して平成３０年７月２０日に

規則第２４条第１項に規定されている調査権に基づ

き本件施設への調査を実施し，補助対象経費である

工事請負費について，Ａが補助金交付決定額以上の

金額を工事請負業者に対して支出していることを通

帳等収支の事実を証する書類により確認するなど，

適切に対応している。

ｃ　請求人は，本件工事監理費相当分は本来交付すべ

きではないものと主張している。

　しかしながら，本件補助金は，「基準単価×定

員」により補助額を決定する定額補助であることか

ら，補助対象経費のうちのいずれに補助金を充てる

かはＡの裁量の範囲内である。

　後日提出のあった補助事業実績報告書によると，

本件補助金の全額が補助対象経費のうちの工事請負

費に充てられていることから，工事監理費相当分の

補助金は存在せず，請求人の主張は失当である。

３　監査対象事項

平成２９年度民間社会福祉施設整備費補助金は，「広島市

補助金等交付規則」及び「民間社会福祉施設整備費補助金交

付要綱」等に基づき適正に交付されているか。

第４　監査の結果

１　事実関係の確認

請求人から提出された広島市職員措置請求書及び事実を証

する書類，請求人の陳述，広島市長から提出された意見書及

び関係書類並びに広島市の関係職員への聞取りにより，次の

とおり確認した。

⑴　民間社会福祉施設整備費の補助制度について

広島市は，社会福祉法人等の負担軽減を図り，もって社

会福祉施設の整備を促進するため，社会福祉法人等がその

設置経営する社会福祉施設の整備事業を行う場合，事業者

に対する補助制度を設けており，その概要は次のとおりで

ある。

ア　関係法令等

地方公共団体の社会福祉法人に対する助成等について

は，「社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）」第５８

条第１項において，地方公共団体は，必要があると認め

るときは，条例で定める手続に従い，社会福祉法人に対

し，補助金を支出し，又は通常の条件よりも当該社会福

祉法人に有利な条件で，貸付金を支出し，若しくはその
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円）に補助事業により設置する施設の定員を乗じて得た

額とを比較して少ない方の額と，総事業費から寄付金収

入額を除いた収入額を控除した額の合計額とを比較して

少ない方の額とすることと規定しており，これに基づ

き，Ａから提出された事業計画書等からそれぞれの額を

算定した結果，次のとおりであった。

ア　補助対象経費の支出予定額の合計額

区　分 総事業費
左のうち補助
対象経費の支
出予定額

工事費 373,194,000円 232,633,655円

工事事務費

設計費 20,412,000円 0円

監理費 3,618,000円 2,297,396円

　計 24,030,000円 2,297,396円

設備整備費（備品） 12,096,000円 0円

合　計 409,320,000円 234,931,051円

イ　定員１人当たり基準単価に補助事業により設置する

施設の定員を乗じて得た額

区　分

施設定員

基準単価
（B）

計
（A×B）

事業計画
書記載の
定員

左のうち
補助対象
数（※）
（A）

特別養
護老人
ホーム

30人 30人 3,712,500円 111,375,000円

老人短
期入所
施設

10人 3人 3,712,500円 11,137,500円

合　計 122,512,500円

（※） �「広域型特別養護老人ホーム整備運営事業

者募集要領」において，特別養護老人ホー

ムについては入所定員数，老人短期入所施

設については利用定員数（特別養護老人ホ

ームの入所定員数の１０％以内）としてい

る。

ウ　総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除し

た額の合計額

総事業費
（A）

寄付金収入額を
除いた収入額　（B）

差引額
（A－B）

409,320,000円 9,450,000円 399,870,000円

これについて，まずアとイの額を比較するとイの方が

少ない額であり，次にイとウの額を比較するとイの方が

少ない額であることから，広島市は，イの額から１，０�

００円未満の端数を切り捨てた１２２，５１２，０００円

を補助限度額として交付することを決定し，交付の条件

を付した上で，規則第７条第１項の規定に基づき，平成

２９年６月９日付け広島市指令高高第１１１号によりＡ

に通知している。

エ　着手届について

要綱第６条において，補助事業を行う者には，事業に

着手した日から１週間以内に所定の着手届を提出させる

た額とを比較して少ない方の額と，総事業費から寄付

金その他の収入額（社会福祉法人の場合は，寄付金収

入額を除く。）を控除した額の合計額とを比較して少

ない方の額（※２）

（※１）　平成２９年度補助事業における基準単価

（※２）�　補助金の交付額に１，０００円未満の端数

を生じたときは，その端数は切り捨てるもの

とする（要綱第２条第２項）。

⑵　社会福祉法人Ａに対する民間社会福祉施設整備費補助金

について

ア　経緯

社会福祉法人Ａ（以下「Ａ」という。）は，広島市が

平成２８年３月２８日に開始した平成２８年度から平成

２９年度を整備年度とする広域型特別養護老人ホームの

整備運営事業者（以下「事業者」という。）の募集に応

募し，同年１０月３日に開催された社会福祉施設等の施

設整備選定委員会において事業者として選定され，さら

に同月２７日に開催された広島市社会福祉法人設立認可

等審査会において選定の承認を得て，事業者として決定

されている。

その後，平成２９年２月１日，要綱第３条に基づく民

間社会福祉施設整備費補助金（以下「補助金」とい

う。）交付申請に係る広島市との事前協議を行い，同月

１６日に内定の通知を受けている。

イ　交付申請について

Ａは，条例第２条の規定に基づき，平成２９年度にお

ける施設整備（創設）に当たり，平成２９年６月１日，

広島市に補助金の交付を申請しており，交付申請書の内

容は次のとおりであった。

ア　申請者

　社会福祉法人Ａ　理事長　Ｂ

イ　申請額

　１２２，５１２，０００円

ウ　施設の種類

　広域型特別養護老人ホーム

エ　施設の名称

　特別養護老人ホームＣ

オ　事業名

　特別養護老人ホーム施設整備（創設）事業

カ　関係書類

理由書，事業計画書，収支予算書（抄本），申請額

算出内訳（※），財産目録，見積書

（※）所定の様式における名称は，施設整備申請額内

訳書としている。

ウ　交付額の決定・通知について

特別養護老人ホーム創設の場合における補助金額につ

いては，要綱第２条第１項及び別表３において，補助対

象経費の実支出額（交付申請時においては支出予定額）

の合計額と定員１人当たり基準単価（３，７１２，５００
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ウ　領収証書その他の収支の事実を証する書類又はその

写し（市長が必要と認めるものに限る。）

エ　その他市長が必要と認める書類

また，補助金交付決定に係る通知である平成２９年６

月９日付け広島市指令高高第１１１号における２交付の

条件⑼において，補助事業が完了したときは，その完了

の日から４０日以内，又は平成３０年３月３１日のいず

れか早い日までにその事業実績について，事業実績報告

書，決算書及び精算額内訳書（所定の様式における名称

は施設整備精算額内訳書としている。）を添えて文書で

市長に報告しなければならないとしている。

これらに基づき，Ａは，平成３０年３月３０日，広島

市に実績報告書及び所定の添付書類を提出しており，当

該報告書における総事業費及び実支出額は，次のとおり

であった。

区　分 総事業費 実支出額

工事費 373,140,000円 373,140,000円

工事事務費

設計費 20,412,000円 20,412,000円

監理費 3,618,000円 3,618,000円

　計 24,030,000円 24,030,000円

設備整備費（備品） 12,150,000円 12,150,000円

合　計 409,320,000円 409,320,000円

キ　交付額の確定・通知・交付について

規則第１６条において，市長は実績報告書に提出を受

けた場合において，当該書類の審査及び必要に応じて行

う現地調査等により，当該提出に係る補助事業等の実績

が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に

適合すると認めるときは，交付すべき補助金額等を確定

し，当該補助事業者等に通知するものとすると規定して

おり，これに基づき，広島市は，Ａから提出された実績

報告書の審査を行い，補助金交付額を確定している。

なお，規則第１５条第１項各号に規定する添付書類の

うち，第３号の「領収証書その他の収支の事実を証する

書類又はその写し（市長が必要と認めるものに限る。）

（以下「領収証書等」という。）」については，同条第

４項において，補助事業者等のうち国又は地方公共団体

その他市長が定める機関によって財務に関する調査，監

査等を定期的に受けている者は，添付を省略することが

できると規定している。本件補助事業者であるＡは，社

会福祉法人として社会福祉法第５６条に基づき広島市健

康福祉局監査指導室による定期的な監査を受けることか

ら，これに該当するため，領収証書等の添付を省略して

おり，よって広島市は領収証書等の確認を行っていな

い。

補助金交付確定額については，実績報告書に基づき，

要綱第２条第１項及び別表第３に規定する算定方法によ

りそれぞれの金額を算定した結果，次のとおりであっ

た。

ア　補助対象経費の実支出額の合計額

ことと規定しており，これに基づき，Ａから広島市に工

事着工報告書及び添付書類として工事請負契約書等の写

しが提出されている。

工事請負契約書及び建築設計・監理業務委託契約書の

主な内容は，次のとおりである。

ア　工事請負契約書（発注者，請負者及び監理者による

三者契約）

ａ　契約締結日　　平成２９年６月１４日

ｂ　発注者　　　　社会福祉法人Ａ

ｃ　請負者　　　　Ｄ社

ｄ　監理者　　　　Ｅ社

ｅ　工　期　　　　着手　平成２９年６月１４日

　　　　　　　　　　　　　　完成　�平成２９年１２月３１日予

定

ｆ　請負代金　　　３７３，１４０，０００円

ｇ　引渡時期　　　平成３０年１月３１日

イ　建築設計・監理業務委託契約書

ａ　契約締結日　　平成２９年６月１４日

ｂ　委託者　　　　社会福祉法人Ａ

ｃ　受託者　　　　Ｅ社

ｄ　実施期間　　　�（監理業務）平成２９年６月１４

日～同年１２月３１日

ｅ　業務報酬額　　�２４，０３０，０００円（基本・実

施設計業務及び監理業務の合計

額）

オ　完了検査について

要綱第５条第２号において，補助事業は，予定の期間

内に完了させ，指定期日までに市長が指定する職員の完

了検査を受けることと規定しており，これに基づき，広

島市は，平成３０年２月１日，現地施設において，Ａの

ほか工事請負者及び建築設計・監理業務受託者の立ち会

いの下で，施設整備に係る完了検査を実施している。

その結果，建築基準法及び消防法上の検査済証を受け

ており，計画どおりの規模・施設配置で完了しているこ

とや，構造体・内部仕上げ・諸設備とも建築主であるＡ

と協議し施工されており，品質管理が適切に行われてい

ることなどを確認している。また，工事の関係書類につ

いても，工事契約書等の必要書類が整備されており，監

理の状況についても，検査，打合せ，承認等の状況が記

録され，Ａへの報告も随時なされていることなどを確認

している。

カ　実績報告書について

規則第１５条第１項において，補助事業者等は，当該

補助事業等が完了したときは，その完了の日から４０日

以内に補助事業等実績報告書（以下「実績報告書」とい

う。）に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければ

ならないと規定している。

ア　事業実施報告書

イ　決算書
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２４条第１項に基づき，Ａに対する立入検査を実施し，

振込依頼書や預金通帳等収支の事実を証する書類を調査

した。

その結果，工事費については，工事請負契約額の全額

３７３，１４０，０００円の工事請負者への支払が証拠書

類により確認された。

一方，工事事務費については，証拠書類により建築設

計・監理業務委託契約額２４，０３０，０００円のうち

１５，３９０，０００円が受託者に支払われており，残る

８，６４０，０００円は未払いとなっていることを確認し

たが，設計費と監理費の内訳は書類上記載されていなか

ったため，補助対象経費である監理費の支払状況につい

ては確認できなかった。

区　分 契約額
（A）+（B） 支払済額（A） 未払額（B）

工事費 373,140,000円 373,140,000円 0円

工事事
務費

設計費 20,412,000円 15,390,000円
（※）

8,640,000円
（※）監理費 3,618,000円

　計 24,030,000円 15,390,000円 8,640,000円

合　計 397,170,000円 388,530,000円 8,640,000円

（※）設計費と監理費の内訳は不明である。

なお，調査の結果，Ａには工事事務費の一部において

未払額があることで，広島市に提出した実績報告書の工

事事務費の内容と相違していることが判明したため，そ

のことをＡに伝えている。

ケ　実績報告書の修正について

Ａは，広島市の立入検査後，実績報告書を修正し，支

出状況が不明な監理費を補助対象経費から外した内容の

実績報告書を平成３０年８月１３日付けで広島市に提出

している。

これについて，当該修正後の金額により，改めて要綱

第２条第１項及び別表３に基づき比較した結果，次のと

おり，基準単価に施設定員を乗じて得た額が最も少ない

額であることから，当該修正に伴う補助金交付確定額の

変更は必要ないことを確認した。

区　分 総事業費
左のうち補助
対象経費の実
支出額

補助金交付
確　定　額
（基準単価×
施設定員）

総事業費から
寄付金収入額
を除いた収入
額を控除した
額の合計額

工事費 373,140,000円 234,645,815円

工事事
務費

設計費 20,412,000円 0円

監理費 3,618,000円 0円

計 24,030,000円 0円

設備整備費
（備品） 12,150,000円 0円

合　計 409,320,000円 234,645,815円 122,512,000円 399,870,000円

なお，規則第１８条第１項には補助事業者等の事業遂

行義務違反等に対する補助金等の交付決定の取消しがで

きる場合として，⑴補助金等の交付の決定の内容又はこ

れに付した条件その他この規則又はこれに基づく市長の

処分に違反したとき，⑵決算総額が予算総額に比して著

区　分 総事業費
左のうち補助
対象経費の実
支出額

工事費 373,140,000円 234,645,815円

工事事務費

設計費 20,412,000円 0円

監理費 3,618,000円 2,326,010円

　計 24,030,000円 2,326,010円

設備整備費（備品） 12,150,000円 0円

合　計 409,320,000円 236,971,825円

イ　定員１人当たり基準単価に補助事業により設置する

施設の定員を乗じて得た額

区　分

施設定員

基準単価
（B）

計
（A×B）

事業計画
書記載の
定員

左のうち
補助対象
数（※）
（A）

特別養
護老人
ホーム

30人 30人 3,712,500円 111,375,000円

老人短
期入所
施設

10人 3人 3,712,500円 11,137,500円

合　計 122,512,500円

（※） �「広域型特別養護老人ホーム整備運営事業

者募集要領」において，特別養護老人ホー

ムについては入所定員数，老人短期入所施

設については利用定員数（特別養護老人ホ

ームの入所定員数の１０％以内）としてい

る。

ウ　総事業費から寄付金収入額を除いた収入額を控除し

た額の合計額

総事業費
（A）

寄付金収入額を
除いた収入額　（B）

差引額
（A－B）

409,320,000円 9,450,000円 399,870,000円

これについて，補助金交付額の決定時と同様に，まず

アとイの額を比較するとイの方が少ない額であり，次に

イとウの額を比較するとイの方が少ない額であることか

ら，広島市は，イの額から１，０００円未満の端数を切

り捨てた１２２，５１２，０００円を補助金交付額として

確定し，平成３０年３月３０日付け広島市指令高高第２�

８０号によりＡに通知しており，同年４月６日にＡから

補助金交付請求書の提出を受けて，同月１９日に交付し

ている。

ク　立入検査について

広島市は，補助金交付後，本件の建築設計・監理業務

受託者から建築設計・監理業務委託契約の業務報酬の一

部がＡから支払われていないとする申出を受けたため，

Ａから事情を聴取したところ，追加の工事費用をめぐる

理由により業務報酬の一部を支払っていないとのことで

あった。

このため，広島市は，工事費及び工事事務費の支払状

況を直接確認するため，平成３０年７月２０日，規則第
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ない。

また，請求人は，広島市が補助金交付額の確定・交付に当

たり領収証書等を確認していない点についての違法性を主張

しているが，規則第１５条第４項によれば，社会福祉法人で

あるＡは領収書等の添付を省略することができるとされてい

るところであり，請求人が主張している違法性は認められな

い。

３　結論

以上のとおり，本件措置請求については，請求人の主張に

理由がないことから，これを棄却する。

しく相違し，予算の執行が不適当と認められるとき，⑶

補助金等の交付の対象となった使途に用いた経費の合計

決算額が当該経費に係る合計予算額に比し著しく減少し

たとき，⑷補助金等の額に比し過大な剰余金が生じたと

き，⑸事業遂行の見込みがないときが掲げられている

が，補助金交付の目的は達成されており，補助金の交付

決定の取消事由には該当しないことから，補助金の一部

取消は行っていない。

２　判断

請求人は，Ａに対する平成２９年度民間社会福祉施設整備

費補助金の交付において，広島市が，Ａからの交付申請書に

おける工事監理費を補助対象経費として含んだ事業費に基づ

き補助金を交付することを決定したが，Ａは工事監理業務を

行った者に対して工事監理費を支払っていないにもかかわら

ず，これを支出したとする実績報告書を提出し，広島市はこ

れに基づき補助金額を確定し交付したため，工事監理費相当

額に対する補助金が過払いとなっており，広島市は損害を被

っているので，Ａに対し過払分の補助金の返還請求をすべき

であると主張しているものと認められることから，以下検討

する。

広島市は，平成３０年３月３０日にＡから提出された実績

報告書に記載された支出済事業費の内訳金額に基づき補助交

付額を１２２，５１２，０００円に確定し交付したことが認め

られる。

その後，建築設計・監理業務受託者から広島市に対し工事

監理費が未払いであるとの申出があったため，広島市がＡに

対して立入検査を行ったところ，工事監理費等が支払われて

いないことが確認された。その際，広島市がその他の費用の

実支出額について確認したところによれば，補助対象経費の

実支出額の合計額は２３４，６４５，８１５円，定員１人当た

り基準単価に補助事業により設置する施設の定員を乗じて得

た額は１２２，５１２，５００円，総事業費から寄付金収入額

を除いた収入額を控除した額の合計額は３９９，

８７０，０００円であり，補助金の交付確定額は，このうち

最少額である１２２，５１２，５００円から１，０００円未満

の端数を切り捨てた１２２，５１２，０００円となるべきであ

るところ，この額は前述の決定額と同額であるため，補助金

の過払いは生じておらず，広島市が損害を被っているとの主

張には理由がない。

なお，Ａが実績報告書に支払債務総額を実支出済額と記載

をした点について，規則第１８条第１項には補助金等の交付

決定の全部又は一部取消しができる場合が規定されており，

その適用の要否について検討したところ，本件補助金につい

ては，補助対象事業である施設整備が事業計画どおり完了し

ていることが完了検査において確認され，その目的が達成さ

れているとともに，補助対象経費が補助交付額を大きく上回

っていることから，同項に規定するいずれの取消事由にも該

当せず，補助金の交付決定の取消しをすべき場合には当たら


