
平成３１年２月２８日� 第１０６５号　―１―広　　島　　市　　報

広 島 市 報広 島 市 報
定期第１０６５号
平成３１年２月２８日

発 行 所

広島市役所
（企画総務局法務課）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

目 次
規 則

〇児童福祉法に基づく措置等に関する規則の�

一部を改正する規則（第１号）� �2

告 示

〇介護保険法によ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の指定� �3

〇介護保険法による指定事業者の指定� �3

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定更新　２件� �4

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店�

舗の新設の届出� �5

〇市営店舗の使用料の決定ならびに市営店舗�

の廃止� �6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による介護扶助のための介護を担当する�

機関の指定� �6

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による指定介護機関の事業の廃止� �6

〇出納員の事務の一部委任� �6

〇路外駐車場の休止� �7

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定更新　２件� �7

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店�

舗の届出事項の変更の届出� �7

〇自転車等の所有権の取得� �8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店�

舗の届出事項の変更の届出　３件� �8

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店�

舗の廃止の届出� 10

〇広島市市税条例による公益財団法人広島観�

光コンベンションビューローの控除対象寄�

附金指定の届出事項の変更� 10

〇路上駐車場の休止� 10

〇公共下水道の供用開始� 10

〇公共下水道及び流域下水道の終末処理場に�

よる下水の処理開始� 11

〇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の委託� 11

〇広島市市税条例の寄附金の指定� 11

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店�

舗の届出事項の変更の届出　２件� 11

〇自転車等の所有権の取得� 13

〇開発行為に関する工事の完了� 13

〇市営住宅等附設駐車場の使用料を定める� 13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための医療を担当する�

機関の指定更新　２件� 13

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための施術者の指定� 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための施術者の廃止� 14

〇生活保護法及び中国残留邦人等の円滑な帰�

国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人�

等及び特定配偶者の自立の支援に関する法�

律による医療扶助のための施術者の変更� 14

〇広島市介護予防・日常生活支援総合事業の�

事業者指定等に関する要綱による指定事業�

者の廃止� 14

〇介護保険法による指定地域密着型サービス�

事業の廃止� 14

〇介護保険法による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� 14

〇介護保険法による指定介護老人福祉施設の�

辞退� 15

〇大規模小売店舗立地法による大規模小売店�

舗の届出事項の変更の届出� 15



―２―　第１０６５号� 平成３１年２月２８日広　　島　　市　　報

〇建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）� 24

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 24

〇放置自転車等の撤去（安佐北区）� 24

〇道路の区域変更（安芸区）� 24

〇道路の供用開始（安芸区）� 24

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 25

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 25

〇放置自転車の撤去（安芸区）� 25

〇長期間駐車されていた車両の移動（安芸区）� 25

〇道路の区域変更（安芸区）� 25

〇道路の供用開始（安芸区）� 25

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　３件� 25

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 26

〇路線名等を定める法定外公共物の指定の廃�

止（佐伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 26

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）　３件� 26

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 27

〇放置自転車等の撤去（佐伯区）� 27

〇長期間駐車されていた自転車等の移動（佐�

伯区）� 27

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）� 27

教育委員会告示

〇広島市教育委員会議（定例会）の開催� 27

〇選挙に係る個人演説会等の開催のために必�

要な設備の程度，個人演説会等の施設の使�

用のために候補者等が納付すべき費用額を�

定める� 27

規 則
広島市規則第１号

平成３１年１月２９日

　児童福祉法に基づく措置等に関する規則の一部を改正する規則

をここに公布する。
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する。

　別表第３備考中「備考の３まで」を「備考の６まで（備考の４

を除く。）」に改める。

附　則

１　この規則は，公布の日から施行する。

２　改正後の別表第１備考の５及び備考の６並びに別表第３備考

の規定は，平成３０年７月１日以後の児童福祉施設への入所そ

の他の措置に要した費用の徴収について適用し，同日前の児童

福祉施設への入所その他の措置に要した費用の徴収について

は，なお従前の例による。この場合において，同日から同年１�

２月３１日までの間における改正後の別表第１備考の５の規定

の適用については，同表備考の５の⑴中「同一生計配偶者」と

あるのは，「控除対象配偶者」とする。

告 示
広島市告示第１号

平成３１年１月４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３１年１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
特定非営利活
動法人みんな
でスクラム生
活支援センタ
ー

みんなでスク
ラム居宅介護
事業所

広島市安佐北
区落合一丁目
１３番１８号

訪問介護

有限会社オフ
ィスタカキ

さくらヘルパ
ーステーショ
ン

広島市佐伯区
湯来町大字白
砂甲２０２７
番地

訪問介護

有限会社慈恵
コーポレイシ
ョン

訪問看護愛

広島市南区翠
四丁目２番２
号第一落海ビ
ル３０３号

訪問看護及び介護
予防訪問看護

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

デイサービス
いつかいち福
寿苑

広島市佐伯区
坪井一丁目３�
１番７号

通所介護

社会福祉法人
三篠会

従来型特別養
護老人ホーム
リアライヴ高
陽

広島市安佐北
区真亀一丁目
１番８号

短期入所生活介護
及び介護予防短期
入所生活介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２号

平成３１年１月４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

　児童福祉法に基づく措置等に関する規則（昭和６２年広島市規

則第３１号）の一部を次のように改正する。

　別表第１中備考の８を備考の１０とし，同表備考の７中「情緒

障害児短期治療施設通園部」を「児童心理治療施設通園部」に改

め，同表中備考の７を備考の９とし，備考の６を備考の８とし，

備考の５を備考の７とし，備考の４の次に次のように加える。

５　次の⑴から⑶までのいずれかに該当する者（障害児入所

施設及び指定発達支援医療機関に係る被措置者等の扶養義

務者を除く。備考の６において同じ。）については，地方

税法第２９２条第１項第１１号イに規定する寡婦又は同項

第１２号に規定する寡夫とみなす。この場合において，前

年（措置等を受ける日の属する月が１月から６月までの場

合にあつては，前々年。以下同じ。）の所得（同法第３１�

３条第１項に規定する所得の合計額をいう。以下同じ。）

につき同法第２９５条第１項（第２号に係る部分に限

る。）の規定により市町村民税が課されないこととなる者

は，この表のＢ階層の認定に限り，市町村民税が課されな

い者とみなす。

⑴　婚姻によらないで母となつた女子であつて，現に婚姻

（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情に

ある場合を含む。）をしていないもののうち，扶養親族

その他その者と生計を一にする子（前年の所得が所得税

法第８６条の規定による基礎控除の額（以下「基礎控除

額」という。）以下である子（他の者の同一生計配偶者

又は扶養親族とされている者を除く。以下同じ。）に限

る。）を有するもの（⑵に該当する者を除く。）

⑵　婚姻によらないで母となつた女子であつて，現に婚姻

（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情に

ある場合を含む。）をしていないもののうち，扶養親族

である子を有し，かつ，前年の所得が５００万円以下で

あるもの

⑶　婚姻によらないで父となつた男子であつて，現に婚姻

（届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情に

ある場合を含む。）をしていないもののうち，その者と

生計を一にする子（前年の所得が基礎控除額以下である

子に限る。）を有し，かつ，前年の所得が５００万円以

下であるもの

６　備考の５の⑴から⑶までに掲げる者のうち，備考の５の

規定により市町村民税が課されない者とみなされる者以外

の者について，この表のＣ１階層及びＣ２階層における所

得割の額を計算する場合においては，その者に係る総所得

金額，退職所得金額又は山林所得金額から，備考の５の⑴

又は⑶に該当する者にあつては２６万円を，備考の５の⑵

に該当する者にあつては３０万円をそれぞれ控除するもの

とし，この表のＤ１階層からＤ１４階層までにおける所得

税の額を計算する場合においては，その者に係る総所得金

額，退職所得金額又は山林所得金額から，備考の５の⑴又

は⑶に該当する者にあつては２７万円を，備考の５の⑵に

該当する者にあつては３５万円をそれぞれ控除するものと
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有限会社ウエス
ギ薬局

広島市中区舟入
南一丁目３－１�
４

平成３０年１�
１月７日

平成３６年１�
１月６日

立町薬局
広島市中区立町
４－２大橋ビル
２Ｆ

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

あおぞら薬局　
電車通り店

広島市中区千田
町一丁目９－５

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

益田内科胃腸科
医院

広島市東区若草
町６－１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

広島ステーショ
ンクリニック

広島市東区若草
町１１－２グラ
ンアークテラス
３Ｆ

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

康仁薬局　矢賀
店

広島市東区矢賀
二丁目８－１７

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

広島南診療所
広島市南区宇品
御幸二丁目４－
７

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

吉崎整形外科
広島市南区的場
町二丁目４－
２８

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

有限会社　ライ
カ薬局

広島市南区段原
一丁目３－１２

平成３０年１�
１月１２日

平成３６年１�
１月１１日

エイコー堂薬局
　みどり店

広島市南区翠一
丁目１０－２５

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

大島内科循環器
内科

広島市西区己斐
本町一丁目１６
－１１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

医療法人　はま
だ小児クリニッ
ク

広島市西区己斐
本町一丁目２５
－８

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

商工センター薬
局

広島市西区井口
明神一丁目１４
－４９

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

医療法人社団　
片山内科小児科
医院

広島市安佐南区
上安六丁目２６
－１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

金尾医院
広島市安佐南区
上安二丁目２０
－４４

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

広島医療生活協
同組合　あすな
ろ生協診療所

広島市安佐北区
口田一丁目１０
－１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

高陽第一診療所
広島市安佐北区
落合一丁目１４
－９

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

栗岡共栄薬局
広島市安佐北区
安佐町大字飯室
１４９８－２

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

養神館病院
広島市佐伯区五
日市一丁目１２
－６

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

三宅クリニック
広島市佐伯区五
日市中央五丁目
１－３９

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

たかいしクリニ
ック

広島市佐伯区坪
井一丁目２１－
４３

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

松村循環器・外
科医院

広島市佐伯区楽�
々園二丁目２－
１９

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

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３１年１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
特定非営利活
動法人みんな
でスクラム生
活支援センタ
ー

みんなでスク
ラム居宅介護
事業所

広島市安佐北
区落合一丁目
１３番１８号

訪問介護サービス�
・生活援助特化型
訪問サービス

有限会社オフ
ィスタカキ

さくらヘルパ
ーステーショ
ン

広島市佐伯区
湯来町白砂甲
２０２７番地

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

１日型デイサービ
ス

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

デイサービス
いつかいち福
寿苑

広島市佐伯区
坪井一丁目３�
１番７号

１日型デイサービ
ス

株式会社みの
り

デイサービス
センターげん
きサポート

広島県安芸郡
海田町新町２�
１番１０号

１日型デイサービ
ス

都商事株式会
社

リハビリデイ
サービスｎａ
ｇｏｍｉ柴又
店

東京都葛飾区
柴又二丁目１�
４番１４号

１日型デイサービ
ス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３号

平成３１年１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，次に掲げる機関の指定の更新をしたので，生活

保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
医療法人　三和
会　おおうち病
院

広島市中区大手
町三丁目７－１�
１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

医療法人社団　
天野医院

広島市中区西白
島町７－３１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

石田歯科矯正歯
科クリニック

広島市中区八丁
堀４－４エイト
バレー八丁堀２
Ｆ

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

泰佳堂薬局 広島市中区上八
丁堀８－１６

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

コスモス薬局　
宝町店

広島市中区宝町
４－７笹尾ビル
１階

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

コスモス薬局　
白島店

広島市中区西白
島町７－２４

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日
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平成３１年１月８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　フレスタ東雲店

⑵　所在地　広島市南区東雲一丁目９５９番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

３　大規模小売店舗において小売業を行う者

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

４　大規模小売店舗の新設をする日

平成３１年８月２９日

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

１，７８０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

５６台

⑵　駐輪場の収容台数

５１台

⑶　荷さばき施設の面積

３５平方メートル

⑷　廃棄物等の保管施設の容量

１２立方メートル

７　大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項

⑴　大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉

店時刻

ア　開店時刻：午前９時

イ　閉店時刻：午後１１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１１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

午前６時から午後１０時まで

８　届出年月日

平成３０年１２月２８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

１０　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

コープ五日市診
療所

広島市佐伯区千
同一丁目２５－
３６

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

平尾クリニック
広島市佐伯区五
日市駅前一丁目
１１－３９

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

すずらん薬局　
五日市観音店

広島市佐伯区坪
井一丁目２１－
４４

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４号

平成３１年１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

藤堂眼科医院 広島市中区銀山
町１－６

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

津田歯科医院
広島市中区大手
町三丁目６－１�
９

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

ながたクリニッ
ク

広島市東区矢賀
二丁目８－１８

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

青山クリニック 広島市東区曙一
丁目４－３０

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

小谷歯科医院 広島市南区青崎
一丁目６－１２

平成３０年１�
１月２日

平成３６年１�
１月１日

丸高薬局 広島市南区出島
一丁目５－１４

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

佐々木歯科
広島市西区商工
センター一丁目
１４－１

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

河毛クリニック

広島市安佐南区
中筋三丁目２８
－１３中筋駅前
ビル２階

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

横引歯科医院
広島市安佐南区
毘沙門台二丁目
４２－２７

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

高陽ニュータウ
ン薬局

広島市安佐北区
落合三丁目８－
１３

平成３０年１�
１月６日

平成３６年１�
１月５日

くわばら歯科医
院

広島市佐伯区八
幡四丁目７－２�
５ウィンディア
八幡２Ｆ

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

あわや歯科クリ
ニック

広島市佐伯区五
日市中央五丁目
１１－２６

平成３０年１�
１月１日

平成３６年１�
０月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第５号
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広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日
医療法人社団聖愛会
介護老人保健施設と
やま

広島市安佐南区沼田町
吉山９８０－１

平成３０年１２月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第８号

平成３１年１月１０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
１２月２日

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

医療法人のぞみ

平成３０年
１２月２日

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

医療法人のぞみ

平成３０年
１２月２日

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

医療法人のぞみ

平成３０年
１１月２４
日

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３２号

アースサポート
株式会社

平成３０年
７月３１日

ヘルパーステー
ション・アイラ
ブ

広島市中区吉島
東一丁目１６－
１４－１０１

特定非営利活動
法人広島聴覚障
害者福祉会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第９号

平成３１年１月１０日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部を次のと

おり委任させるので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受ける分任出納員

別紙のとおり

２　委任させる事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

別紙のとおり

⑴　縦覧期間

平成３１年１月８日から平成３１年５月８日まで。ただ

し，日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３

年法律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

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５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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第６号

平成３１年１月８日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市条例第９８

号）第３４条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

下記１により市営店舗の使用料を定めるとともに，下記２により

市営店舗を廃止します。

広島市長　　松　井　一　實

１　市営店舗の使用料

店舗名 所在地 床面積 使用料
基町店舗４２９
号

中区基町１９番
２号 ３８．３０㎡ ４７，０８０円

基町店舗４７５
号

中区基町１９番
２号 ３４．４７㎡ ４２，３３０円

２　廃止する市営店舗

店舗名 所在地
基町店舗４３０号 中区基町１９番２号
基町店舗４７６号 中区基町１９番２号

３　変更日

平成３１年１月１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第７号

平成３１年１月１０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。
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イオン薬局　み
ゆき店

広島市南区宇品
御幸一丁目９－
１２

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

秋山クリニック
広島市安佐南区
大町東二丁目１�
２－２４

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

医院　ふるいち
歯の健康ドクタ
ー

広島市安佐南区
古市一丁目１６
－１７

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

有限会社ジェイ�
・ウィル　さく
ら薬局大町店

広島市安佐南区
大町東二丁目１�
２－２５

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

医療法人社団　
恵正会　にのみ
や往診クリニッ
ク

広島市安佐北区
可部五丁目９－
３

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

伊丹歯科クリニ
ック

広島市佐伯区八
幡東二丁目２８
－５４　２Ｆ

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

オズ薬局五日市
八幡東店

広島市佐伯区八
幡東二丁目２８
－５５

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１２号

平成３１年１月１１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
ひふみクリニッ
ク

広島市中区西白
島町１８－２６

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

ひらの眼科

広島市西区己斐
本町三丁目１１
－１５ドミエー
ル高村ビル１Ｆ

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

井上産婦人科ク
リニック

広島市安佐南区
大塚西三丁目１�
１－３６

平成３０年１�
２月２５日

平成３６年１�
２月２４日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１３号

平成３１年１月１１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

名　称　藤三向洋店

４　委任期間

別紙のとおり

（別紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任年月日 委任期間

競輪事務局 ラ・ピス
タ新橋

川﨑　
昭彦

平成３１年
５月４日

平成３１年５月４
日から平成３１年
５月１７日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１０号

平成３１年１月１０日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条及び第１１条の規定に基づき，路外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
西広島駅南駐車場 ３区画

平成３１年１月２１日（月）午
前０時から同月２７日（日）午
後１２時まで

２　休止する理由

西日本旅客鉄道株式会社による西広島駅改良工事に伴う線路

内準備作業のため，駐車場の一部区画（８０区画中３区画）を

利用する必要があり，当該区画への車両の入出庫ができなくな

るため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１１号

平成３１年１月１１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

はらだ小児科医
院

広島市中区堺町
二丁目６－２２

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

原田内科医院 広島市中区堺町
二丁目６－２２

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

ピーチ薬局　鉄
砲町店

広島市中区鉄砲
町３－１８

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

ニチイケアセン
ター白島訪問看
護ステーション

広島市中区白島
中町６－８

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日

ファーマシイ薬
局宇品神田

広島市南区宇品
神田一丁目４－
３オオタビル１
階

平成３０年１�
２月１日

平成３６年１�
１月３０日
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　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１５号

平成３１年１月１６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　ホームプラザナフコ西風新都店

⑵　所在地　広島市安佐南区大塚西三丁目７００６番

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役　石田　卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

３　変更事項

⒧　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　深町　勝義

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

（変更後）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　石田　卓巳

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０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）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　深町　勝義

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

（変更後）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　石田　卓巳

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

４　変更年月日

平成２９年６月１日

５　届出年月日

平成３１年１月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市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３１年１月１６日から同年５月１６日まで。ただし，

所在地　�広島圏都市計画事業向洋駅周辺青崎土地区画整理事業

施行区域内仮換地７街区３画地ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

ＪＲ西日本不動産開発株式会社

代表取締役　柴田　信

大阪市北区中之島二丁目２番７号

３　変更事項

⒧　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）ＪＲ西日本不動産開発株式会社

　　　　　代表取締役　柴田　信

　　　　　兵庫県尼崎市潮江一丁目１番６０号

（変更後）ＪＲ西日本不動産開発株式会社

　　　　　代表取締役　柴田　信

　　　　　大阪市北区中之島二丁目２番７号

４　変更年月日

平成３０年７月１７日

５　届出年月日

平成３０年１２月１８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３１年１月１１日から同年５月１３日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３１年５月１３日

⑵　提出先

〒７３０－８５８６

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４号

平成３１年１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。
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　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

４　変更年月日

平成２９年６月１日

５　届出年月日

平成３１年１月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市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３１年１月１６日から同年５月１６日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３１年５月１６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１７号

平成３１年１月１６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　ホームプラザナフコ西広島店

⑵　所在地　広島市佐伯区五日市港四丁目１１番１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役　石田　卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

３　変更事項

⒧　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）株式会社ナフコ

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）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５月１６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１６号

平成３１年１月１６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　ホームプラザナフコ白木店

⑵　所在地　�広島市安佐北区白木町大字市川字向川原１５０番

１ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役　石田　卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

３　変更事項

⒧　大規模小売店舗を設置する者の氏名又は名称及び住所並び

に法人にあっては代表者の氏名

（変更前）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　深町　勝義

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

（変更後）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　石田　卓巳

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０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）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　深町　勝義

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

（変更後）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　石田　卓巳
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１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　ホームプラザナフコ五日市店

⑵　所在地　広島市佐伯区五日市四丁目１３９９番１号

２　大規模小売店舗を設置する者

株式会社ナフコ

代表取締役　石田　卓巳

福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

３　大規模小売店舗内の廃止前の店舗面積の合計

１，５９０平方メートル

４　大規模小売店舗内の廃止後の店舗面積の合計

０平方メートル

５　大規模小売店舗内の店舗面積の合計が１，０００平方メート

ル以下となる日

平成２７年５月２８日

６　届出年月日

平成３１年１月７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９号

平成３１年１月１７日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第４項の規定により，公益財団法人広島観光コンベンションビ

ューロー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�　広島市内における事務所の
所在地

　�　広島市中区中島町１番１号
平和記念公園内レストハウス

１�　広島市内における事務所の
所在地

　�　広島市中区基町５番４４号
広島商工会議所ビル６階

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０号

平成３１年１月１７日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場及び期間

駐車場名 休止する日時

広島市市営小町第二駐車場

平成３１年１月２１日（月）午
前０時から
平成３１年３月８日（金）午後
５時まで

２　休止する理由

当該施設の機器改修工事のため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２号

平成３１年１月１８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。

　　　　　代表取締役　深町　勝義

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

（変更後）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　石田　卓巳

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０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）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　深町　勝義

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

（変更後）株式会社ナフコ

　　　　　代表取締役　石田　卓巳

　　　　　福岡県北九州市小倉北区魚町二丁目６番１０号

４　変更年月日

平成２９年６月１日

５　届出年月日

平成３１年１月７日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市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３１年１月１６日から同年５月１６日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３１年５月１６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１８号

平成３１年１月１６日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第５

項の規定により大規模小売店舗の廃止の届出があったので，同条

第５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
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東区 馬木二丁目の一部 位置：�広島市南区向洋
沖町１番１号

名称：�太田川流域下水
道東部浄化セン
ター

安芸区 中野六丁目及び中野東二丁目
の各一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５号

平成３１年１月２２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
コーナンＰＲＯ広
島観音店

広島市西区南観音町２０番２�
０号

店長　上条　
晃裕

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２６号

平成３１年１月２４日

　広島市市税条例（昭和２９年広島市条例第２５号）第３４条の

６第１項第３号の寄附金として，次の者に対する寄附金を指定し

たので，同条第５項の規定により告示する。

　平成３１年１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

公益財団法人ヒロシマ平和創造
基金

広島市中区土橋町７番１号中国
新聞ビル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２７号

平成３１年１月２８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　フレスタ温品店

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

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

　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３１年１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

西区 井口四丁目の一部

分流

安佐南区 祇園四丁目の一部

佐伯区 三筋二丁目及び五日市四丁目
の各一部

安芸区 中野東二丁目の一部

汚水を排除

東区 馬木二丁目の一部

安佐南区 大町東一丁目及び西原八丁目
の各一部

安佐北区 可部町大字南原及び可部二丁
目の各一部

安芸区 中野六丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３号

平成３１年１月１８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３１年１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 井口四丁目の一部

位置：�広島市西区扇一
丁目１番１号

名称：�広島市西部水資
源再生センター

安佐南区 大町東一丁目，西原八丁目及
び祇園四丁目の各一部

安佐北区
可部町大字南原，可部二丁
目，可部町大字勝木，可部町
大字桐原及び大林町の各一部

佐伯区 三筋二丁目及び五日市四丁目
の各一部
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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　フレスタ温品店

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

株式会社フレスタ

代表取締役　宗兼　邦生

広島市西区横川町三丁目２番３６号

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗内の店舗面積の合計

（変更前）　１，３７４平方メートル

（変更後）　１，６２２平方メートル

⑵　大規模小売店舗の施設の配置に関する事項

ア　駐車場の位置及び収容台数

（変更前）　建物東側　１３１台

（変更後）　建物東側　１００台

イ　駐輪場の位置及び収容台数

（変更前）　建物東側　３０台

（変更後）　建物東側　　３０台

　　　　　　建物南東側　１６台

４　変更年月日

⑴　駐輪場の位置及び収容台数

平成３１年３月２３日

⑵　その他の変更

平成３１年７月１日

５　届出年月日

平成３１年１月２３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３１年１月２８日から平成３１年５月２８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２�

３年法律第１７８号）に規定する休日及を除く。

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

３　変更事項

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

（変更前）

名　称　コープ温品

所在地　広島市東区温品七丁目８８５番１ほか

（変更後）

名　称　フレスタ温品店

所在地　広島市東区温品七丁目８８５番１ほか

⑵　大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及

び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

別紙のとおり

４　変更年月日

⑴　大規模小売店舗の名称及び所在地

平成３１年３月２３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

別紙のとおり

５　届出年月日

平成３１年１月２３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３１年１月２８日から同年５月２８日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３１年５月２８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２８号

平成３１年１月２８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
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広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３２号

平成３１年１月３０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

わかば薬局　袋
町店

広島市中区袋町
４－１８酒井ビ
ル２階

平成３１年１
月４日

平成３７年１
月３日

すずらん薬局　
本店

広島市中区袋町
４－１

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

せんだ訪問看護
ステーション

広島市中区千田
町一丁目１１－
３エスパース千
田８０１号

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

紀美薬局 広島市東区温品
六丁目３－１８

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

薮本歯科医院
広島市南区皆実
町一丁目１３－
２８

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

小島歯科医院 広島市南区西霞
町７－１３

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

宮脇耳鼻咽喉科
医院

広島市西区横川
町三丁目１０－
１９

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

木下クリニック
広島市西区観音
本町二丁目３－
１

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

康仁薬局　庚午
店

広島市西区庚午
北二丁目１７－
１０

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

西大薬局　北店

広島市西区観音
本町二丁目３－
３第３サンパレ
ス１０１号

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

めぐみ薬局 広島市西区東観
音町２０－１８

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３３号

平成３１年１月３０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。

⑴　提出期限　平成３１年５月２８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２９号

平成３１年１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３０号

平成３１年１月３０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

Ⅲ－１４－５工区（別紙のとおり）

Ⅲ－１６－２工区（別紙のとおり）

Ⅲ－１６－７工区（別紙のとおり）

Ⅲ－１６－９工区（別紙のとおり）

Ⅲ－１６－１０工区（別紙のとおり）

２　開発面積

Ⅲ－１４－５工区　　１９０，２８０．６６㎡

Ⅲ－１６－２工区　　　１２，５１７．８３㎡

Ⅲ－１６－７工区　　　１３，５５１．５０㎡

Ⅲ－１６－９工区　　　１０，８６２．３７㎡

Ⅲ－１６－１０工区　　２５，２４６．２３㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市佐伯区石内北二丁目１番２号

西広島開発株式会社

代表取締役　下紺　秀則

４　検査済証交付年月日

平成３１年１月３０日

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３１号

平成３１年１月３０日

　広島市市営住宅等条例施行規則（平成９年広島市規則第９８

号）第３７条において準用する同規則第１１条の規定に基づき，

市営住宅等附設駐車場の使用料を別紙のとおり定めます。
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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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３８号

平成３１年１月３１日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

有限会
社かざ
ぐるま

ミニデイ
ホーム小
春

広島市安佐北区可
部九丁目１番３３
号

平成３１年
１月３１日

１日型デイ
サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３９号

平成３１年１月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項の

規定により，次に掲げる者から指定地域密着型サービス事業の廃

止の届出があったので，同法第７８条の１１第２号の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
有限会
社かざ
ぐるま

ミニデイ
ホーム小
春

広島市安佐北区可
部九丁目１番３３
号

平成３１年
１月３１日

地域密着型
通所介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４０号

平成３１年１月３１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
人比治
山病院

訪問看護
ステーシ
ョン比治
山

広島市南区上東雲
町３３番２０号

平成３１年
１月３１日

介護予防訪
問看護

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

金林耳鼻咽喉科
広島市中区大手
町四丁目１－１
大手町平和ビル

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

スマイル歯科医
院

広島市南区旭三
丁目１－８コー
ポ山本２Ｆ

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

あゆみ歯科 広島市南区東雲
三丁目３－２１

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

三浦歯科医院
広島市西区庚午
中二丁目１３－
１０

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

山崎歯科医院
広島市西区観音
本町一丁目２２
－３０

平成３１年１
月１５日

平成３７年１
月１４日

あまき内科泌尿
器科医院

広島市佐伯区五
日市中央二丁目
１－１０

平成３１年１
月１日

平成３６年１�
２月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３４号

平成３１年１月３０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３５号

平成３１年１月３０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

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第３６号

平成３１年１月３０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から変更の届出があったの
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１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　丸善ビル

⑵　所在地　広島市中区堀川町７番５　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

齊藤　尊ほか３名

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）別紙のとおり

（変更後）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

（変更前）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３１年１月２３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３１年１月３１日から同年５月３１日まで。ただし，

日曜日，土曜日及び国民の祝日に関する法律（昭和２３年法

律第１７８号）に規定する休日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３１年５月３１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（中区）第１号

平成３０年１月１７日

　広島市新白島駅Ａ自転車等駐車場，広島市東新天地自転車等駐

車場及び広島市袋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，１月５日に広島市西部自転車等保管所へ

株式会
社ゆた
か

訪問看護
ステーシ
ョンゆた
か

広島市西区中広二
丁目２０番１０号
寺本ビル２０２号
室

平成３１年
１月３１日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

富士メ
ディカ
ル株式
会社

メリィ訪
問看護ス
テーショ
ン

広島市安佐南区八
木一丁目１９番１
号

平成３１年
１月３１日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

医療法
人社団
林医院

ルネッサ
ンス気ま
まデイサ
ービス

広島市安佐北区亀
山一丁目１４番１�
７－５

平成３１年
１月３１日 通所介護

社会福
祉法人
広島光
明学園

ショート
ステイ光
明

広島市東区牛田本
町五丁目１番２号

平成３１年
１月３１日

短期入所生
活介護

社会福
祉法人
広島光
明学園

特別養護
老人ホー
ム光明

広島市東区牛田本
町五丁目１番２号

平成３１年
１月３１日

短期入所生
活介護

社会福
祉法人
広島良
城会

ショート
ステイさ
くら

広島市安佐南区大
塚西三丁目１１番
１４号

平成３１年
１月３１日

短期入所生
活介護及び
介護予防短
期入所生活
介護

株式会
社睦設
計

生活創造
館むつみ

広島市佐伯区皆賀
二丁目８番３０号

平成３１年
１月３１日

福祉用具貸
与及び介護
予防福祉用
具貸与

株式会
社睦設
計

生活創造
館むつみ

広島市佐伯区皆賀
二丁目８番３０号

平成３１年
１月３１日

特定福祉用
具販売及び
特定介護予
防福祉用具
販売

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４１号

平成３１年１月３１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第９１条の規定によ

り，次に掲げる者から指定介護老人福祉施設の辞退の届出があっ

たので，同法第９３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
辞退年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地
社会福
祉法人
広島光
明学園

特別養護
老人ホー
ム光明

広島市東区牛田本
町五丁目１番２号

平成３１年
１月３１日

介護老人福
祉施設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第４２号

平成３１年１月３１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
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広島市告示（中区）第６号

平成３０年１月１７日

　広島市西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，１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７号

平成３１年１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８号

平成３１年１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９号

平成３１年１月２２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１０号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

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２号

平成３１年１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３号

平成３１年１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４号

平成３０年１月１７日

　広島市相生自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記自転

車等については，１月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第５号

平成３０年１月１７日

　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，１月７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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広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１６号

平 成 ３ １ 年 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１７号

平 成 ３ １ 年 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１８号

平 成 ３ １ 年 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１９号

平 成 ３ １ 年 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２０号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ ０ 日

　広島市広島バスセンター西Ｂ自転車等駐車場及内に，長期間駐

車されていた下記自転車等については，１月２４日に広島市西部

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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１３号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市西新天地自転車等駐車場及び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，１月１７

日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第１４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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１５号

平 成 ３ １ 年 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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里　道
旧 東２区２７５

号里道
東区戸坂南二丁目１８８１番１地
先から１８６９番１地先まで

新 東２区２７５
号里道

東区戸坂南二丁目１８６５番１２
地先から１８６５番１２地先まで

里　道
旧 東２区２７６

号里道
東区戸坂南二丁目１８８５番４地
先から１８７６番１地先まで

新 東２区２７６
号里道

東区戸坂南二丁目２９１番１地先
から２８９番４地先まで

里　道
旧 東２区２７７

号里道
東区戸坂南二丁目１８８０番１地
先から１８８０番１地先まで

新 東２区２７７
号里道

東区戸坂南二丁目１８７９番１地
先から２８７番１地先まで

里　道
旧 東２区２８０

号里道
東区戸坂南二丁目１８７９番地先
から１８７６番２地先まで

新 東２区２８０
号里道

東区戸坂南二丁目１８８７番８地
先から２８８番１地先まで

水　路

旧 東２区２８１
号里道

東区戸坂南二丁目３０６番２地先
から２８８番１地先まで

新
Ｋ３－戸坂南
二丁目００１
－８号水路

東区戸坂南二丁目１８６９番１地
先から２７４番２２地先まで

水　路

旧
Ｋ３－Ｂ－２�
００－１－４
号水路

東区戸坂南二丁目１８８７番８地
先から１８８８番１地先まで

新
Ｋ３－戸坂南
二丁目００１
－９号水路

東区戸坂南二丁目２９１番１地先
から２８７番１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２号

平成３１年１月３０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３１年１月３０日から同年２月１３日ま

で，広島市東区役建設部維持管理課において一般の縦覧に供しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 線路名等 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１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１地
先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１号

平 成 ３ １ 年 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，

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２１号

平 成 ３ １ 年 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２２号

平 成 ３ １ 年 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１号

平成３１年１月２４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３１年１月２４日から同年２月７日ま

で，広島市東区役所建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 新旧
別 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道
旧 東２区２６８

号里道
東区戸坂南二丁目１８４９番地先
から２６６番２地先まで

新 東２区２６８
号里道

東区戸坂南二丁目２７２番１地先
から２６５番２３地先まで

里　道
旧 東２区２６９

号里道
東区戸坂南二丁目１８４６番地先
から１８４６番地先まで

新 東２区２６９
号里道

東区戸坂南二丁目２７０番地先か
ら２７０番地先まで

里　道
旧 東２区２７０

号里道
東区戸坂南二丁目２７４番１地先
から２７４番１地先まで

新 東２区２７０
号里道

東区戸坂南二丁目１８６９番１地
先から２７４番２２地先まで
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　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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７号

平成３１年１月１５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３１年１月１５日から同月２９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

道路の
種類 線路名 変更区間 旧新

別
敷地の
幅員

敷地の
延長

市　道 南４区４�
８９号線

南区宇品神田二
丁目６６７番２�
７地先から
南区宇品神田二
丁目６６７番３�
４地先まで

旧

メートル
5.36
～
5.40

メートル

35.48

新

メートル
6.00
～
6.00

メートル

35.48

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８号

平成３１年１月１５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３１年１月１５日から同月２９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

道路の
種類 線路名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南４区
４８９
号線

南区宇品神田二丁目６６７番
２７地先から
南区宇品神田二丁目６６７番
３４地先まで

平成３１年１月
１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第９号

平成３１年１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１０号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ７ 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四

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２号

平 成 ３ １ 年 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３号

平成３１年１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４号

平成３１年１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５号

平成３１年１月１５日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，不動産又は不動産に関する権利等を保有する団

体として平成２２年１０月２９日付けで認可した東霞町内会につ

いて，下記のとおり告示した事項に変更があったので同条第１０

項の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

記

変更があった事項及びその内容

１　代表者の氏名及び住所

変更前 変更後

利田　昭雄
広島市南区東霞町１７番５号

石丸　勝
広島市南区東霞町１５番２３号

２　変更のあった年月日

　　平成３０年４月２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６号

平成３１年１月１５日
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平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１５号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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１６号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１７号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１８号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項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１９号

平 成 ３ １ 年 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ８ 日

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３１年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（南区）第１１号

平 成 ３ １ 年 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ １ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第４

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，南区役所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１号

２　指定年月日

　　平成３１年１月２１日

３　路線名

　　都市計画道路　３・３・３２１号比治山東雲線

４　道路の位置

　　起点　南区東雲本町一丁目２１５－６

　　終点　南区東雲本町一丁目２１９－２

５　道路の幅員

　　１６．０～２６．５ｍ

６　道路の延長

　　３４．５ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１３号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第１４号
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告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第７号

平成３１年１月１８日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

４第４項の規定に基づき，西区役所市民部市民課区出納員の事務

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　委任を受けた区分任出納員

西区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　　藤原　智之

２　委任させた事務

広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条第９号，第１３号及び第１６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成３０年１２月１５日

４　委任期間

平成３０年１２月１５日から平成３１年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第８号

平成３１年１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９号

平成３１年１月２２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１０号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

自転車等を撤去し，保管したので，同条例第１２条の規定により

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

　広島市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２号

平成３１年１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３号

平成３１年１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４号

平成３１年１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５号

平成３１年１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６号

平成３１年１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
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区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里　道 安佐南１区８１５
号里道

安佐南区
川内二丁目１６５４番３地先から
川内二丁目１６５２番２地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 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３１年１月９日から平成３１年１月２３

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－Ｅ１－か－
１０－６－６号水
路

安佐南区
川内二丁目１６５４番３地先から
川内二丁目１６５２番２地先まで

水　路
Ｋ３－Ｅ１－か－
１１－５－２１号
水路

安佐南区
川内二丁目７９８番３地先から
川内二丁目７９７番４地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ 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３１年

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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ８ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４�

４第４項の規定に基づき，安佐南区役所市民部伴児童館区物品分

任出納員の事務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　委任を受けた区物品分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部伴児童館

２　委任を受けた区物品分任出納員

安佐南区役所市民部伴児童館　　児童館指導員　門脇　和宏

３　委任させた事務

広島市物品管理規則（昭和４４年１１月１０日　規則第６４

号）第７条第２項中別表第２の児童館長が行う物品分任出納員

の事務

４　委任年月日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市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７号

２　指定年月日　　平成３１年１月２５日

３　道路の位置　　�広島市西区己斐上二丁目の２０４４番１の一

部，２０４４番６の一部，２０４５番３及び

２０４７番３の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．００メートル，６．００メートル

　　　　　　　　　延長　４４．２０メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ５ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市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８号

２　指定年月日　　平成３１年１月２５日

３　道路の位置　　広島市西区田方二丁目９５５番７の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．５０メートル

　　　　　　　　　延長　７６．７８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第１３号

平 成 ３ １ 年 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１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 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３１年１月９日から平成３１年１月２３

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
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　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成５年２月２日付けで，不動産又は不動産に

関する権利等を保有する団体として認可した吹屋町内会（代表者

　伊藤敏文）について，次のとおり告示事項を変更しました。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区可部三丁
目３０番１４号

広島市安佐北区可部三丁
目３３番３号

代表者の
氏名住所

伊藤　敏文
広島市安佐北区可部三丁
目３０番１４号

壹貫田　康博
広島市安佐北区可部三丁
目３３番３号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第２号

平 成 ３ １ 年 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。

　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１７号

２．指定年月日　　平成３１年１月７日

３．道路の位置　　広島市安佐北区落合一丁目４４８番１の一部

４．幅員及び延長　幅員　５．０～６．０メートル

　　　　　　　　　延長　４８．６１５メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第３号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ １ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成２６年３月１４日付けで，不動産又は不動

産に関する権利等を保有する団体として認可した海戸古川町内会

（代表者　谷﨑幸治）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区白木町大
字三田１５０１番地

広島市安佐北区白木町大
字三田５２２番地１３

代表者の
氏名住所

谷﨑　幸治
広島市安佐北区白木町大
字三田１５０１番地

鈴木　務
広島市安佐北区白木町大
字三田５２２番地１３

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

平成３１年１月２１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第５号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ９ 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３１年１月２９日から同年２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４８１
号線

広島市安佐南区
相田三丁目３１�
０番地８７３地
先から
広島市安佐南区
相田三丁目３１�
０番地６４４地
先まで

旧
4.70
～
9.90

70.80

新
5.90
～
9.90

70.80

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第６号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ９ 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３１年１月２９日から同年２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４�
８１号
線

広島市安佐南区相田三丁目３�
１０番地８７３地先から
広島市安佐南区相田三丁目３�
１０番地６４４地先まで

平成３１年１月
２９日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第７号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ １ 日

　長期間駐車されていた別紙の自転車等については，平成３１年

１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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ７ 日
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一部，１６８０番１０，１６８０番１１の一

部，１６８０番１２，１６８１番３，１６８２

番４，１６８３番１の一部及び１６８４番の

一部

４．幅員及び延長　幅員　４．２０～６．２０メートル

　　　　　　　　　延長　１２３．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第７号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ １ 日

　安芸矢口駅駐輪場，玖村駅駐輪場，可部駅東口駐輪場及び可部

駅西口北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３１年１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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第８号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ５ 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３１年１月１５日から同月２９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
３００号
線

安芸区瀬野四丁
目１３７３番地
２地先から
安芸区瀬野四丁
目１３７３番地
２地先まで

旧

メートル
2.92
～
3.90

メートル

49.10

新

メートル
3.09
～
7.00

メートル

49.10

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ５ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

広島市告示（安佐北区）第４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　道路法（昭和２７年法律第１８０号）による事業計画のある次

の道路を，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第

１項第４号に規定する道路と指定しました。

　この関係書類は，安佐北区役所農林建設部建築課にて一般の縦

覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指 定 番 号　第４号

２　指定年月日　平成３１年１月２２日

３　線　路　名　安佐北３区８８８号線

４　指 定 区 間　（起点）�安佐北区大林三丁目１４０８番地１地

先

　　　　　　　　（終点）�安佐北区大林四丁目３７６３番地１地

先

５　幅　　　員　１０．２５ｍ～２７．８０ｍ

６　延　　　長　３２６ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第５号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ４ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１５年９月５日付けで，不動産又は不動産

に関する権利等を保有する団体として認可した上町屋二区町内会

（代表者　砂本　栄）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實

１　変更があった事項

事務所，代表者の氏名及び住所

２　変更の内容

旧 新

事務所 広島市安佐北区三入五丁
目１０番６３号

広島市安佐北区三入五丁
目８番２４－３６号

代表者の
氏名住所

砂本　栄
広島市安佐北区三入五丁
目１０番６３号

清水　英俊
広島市安佐北区三入五丁
目８番２４－３６号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第６号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ９ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第１８号

２．指定年月日　　平成３１年１月２９日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区深川六丁目の１６８０番９の
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第７号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ 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３１年１月３１日から同年２月１４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４区
１５９号
線

安芸区矢野東六
丁目２６４０番
地８地先から
安芸区矢野東六
丁目２６４０番
地８地先まで

旧

メートル
2.50
～
4.21

メートル

25.50

新

メートル
2.50
～
5.13

メートル

25.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第８号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ 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３１年１月３１日から同年２月１４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 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸４
区１５�
９号線

安芸区矢野東六丁目２６４０
番地８地先から
安芸区矢野東六丁目２６４０
番地８地先まで

平成３１年１月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１号

平 成 ３ １ 年 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２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

　その関係図面は，平成３１年１月１５日から同月２９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 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
安芸１
区３０�
０号線

安芸区瀬野四丁目１３７３番
地２地先から
安芸区瀬野四丁目１３７３番
地２地先まで

平成３１年１月
１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３号

平 成 ３ １ 年 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４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ６ 日

　安芸区駐輪場内に，長期間駐車されていた下記の車両について

は，１月１１日に広島市西部自転車等保管所へ移動しましたの

で，告示します。

　なお，１か月間保管した後，申出のない車両については，処分

します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第５号

平 成 ３ １ 年 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６号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ３ ０ 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，１月２５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



―２６―　第１０６５号� 平成３１年２月２８日広　　島　　市　　報

里　道 佐伯１区４号里道

佐伯区五日市町石内２１８８番１地
先から
佐伯区五日市町石内乙２１８５番地
先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第８号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ８ 日

　広島市五日市駅北口自転車等駐車場及び広島市五日市駅南口自

転車等駐車場内に，長期間駐車されていた別紙自転車等について

は，平成３１年１月１７日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第９号

平 成 ３ １ 年 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１０号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ５ 日

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３号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ０ 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３１年１月９日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６号

平 成 ３ １ 年 １ 月 １ ７ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は，平成３１年１月１７日から同年１月３１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）



平成３１年２月２８日� 第１０６５号　―２７―広　　島　　市　　報

広島市東区長　　篠　原　富　子

下記の者　略

教育委員会告示
広島市教育委員会告示第１号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 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３１年１月２９日（火）　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　平成３１年広島市成人祭の開催結果について（報告）

【非公開予定議題】

⑵　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

（議案）

⑶　広島市社会教育委員の委嘱について（議案）

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市教育委員会告示第２４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ２ 日

　公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８９号）第１１９条第２

項及び第１２１条の規定に基づき，選挙に係る個人演説会等の開

催のために必要な設備の程度を別表１，個人演説会等の施設（設

備を含む。）の使用のために候補者等が納付すべき費用額を別表

２のとおり定める。

広 島 市 教 育 委 員 会

教育長　　糸　山　　　隆

　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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１２号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ５ 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３１年１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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第１３号

平 成 ３ １ 年 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１４号

平 成 ３ １ 年 １ 月 ２ ９ 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３１年１月２８日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

区 告 示
広島市東区告示第１号

平成３１年１月３０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。


