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○住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（安佐�

北区）　２件� 49

○住民基本台帳法による請求に係る住民基本

台帳の一部の写しの閲覧状況の公表（安芸�

区）　２件� 51

　　　　　公　　　　　告

○広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建

設事業）西広島駅北口土地区画整理事業の

事務所所在地の変更� 52

○広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建

設事業）西広島駅北口土地区画整理事業の

事業計画において定める施行地区及び設計

の概要を表示する図書の写しの縦覧場所の�

の収納事務の委託（安佐南区）� 40

○広島市祇園福祉センターの使用料の収納事

務の委託（安佐南区）� 40

○広島市伴福祉センターの使用料及びイベン

ト広場照明点灯カード売払代金の収納事務

の委託（安佐南区）� 40

○広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納

事務の委託（安佐南区）� 40

○広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納

事務の委託（安佐南区）� 40

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

南区）� 41

○区出納員の事務の一部委任の解除（安佐南�

区）　２件� 41

○区出納員の事務の一部委任（安佐南区）　�

３件� 41

○瀬戸内苑団地自治会の告示事項の変更（安�

佐南区）� 42

○すみれが丘自治会の告示事項の変更（安佐�

南区）� 42

○若葉台町内会の告示事項の変更（安佐南区）� 42

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安

佐南区）　２件� 42

○勝木自治会の告示事項の変更（安佐北区）� 42

○上町屋三区町内会の告示事項の変更（安佐�

北区）� 43

○区出納員の事務の一部委任（安佐北区）� 43

○広島市安佐北区地域福祉センター及び広島

市可部福祉センターの使用料の収納事務の

委託（安佐北区）� 43

○広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事

務の委託（安佐北区）� 43

○建築基準法による道路の位置の指定（安佐�

北区）　２件� 43

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

佐北区）� 44

○放置自転車等の撤去（安佐北区）� 44

○広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広

島市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の

収納事務の委託（安芸区）� 44

○放置自転車の撤去又は移動（安芸区）� 44

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�

芸区）� 44

○区出納員の事務の一部委任（安芸区）　４�

件� 44

○路線名等を定める法定外公共物の指定（安�

芸区）� 45

○放置自転車の撤去又は移動（安芸区）� 45

○長期間駐車されていた自転車等の移動（安�
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○平成３１年４月７日執行の広島県議会議員

一般選挙，広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙における投票区の投票管理者及

びその職務を代理する者の辞任に伴う新た

な選任（安佐北区）� 56

　　　　　教育委員会告示

○広島市教育委員会議（定例会）の開催� 56

　　　　　監　査　告　示

○地方自治法第２５２条の３２第２項の規定�

に基づく告示� 56

変更� 53

○長期間駐車されていた自転車等の移動� 53

　　　　　選　管　告　示

○平成３１年４月７日執行の広島市長選挙に

おいて当選した者の住所及び氏名� 53

○平成３１年４月７日執行の広島市議会議員

一般選挙において当選した者の住所及び氏�

名� 53

○平成３１年４月７日執行の広島市議会議員

選挙安佐南区選挙区における選挙及び当選

の効力に関する異議の申出についての決定�

　３件� 54

○平成３１年４月７日執行の広島市長選挙に

おける選挙の効力に関する異議の申出につ�

いての決定� 54

○平成３１年４月７日執行の広島市長選挙に

おける当選の効力に関する異議の申出につ�

いての決定� 54

　　　　　区 選 管 告 示

○平成３１年４月７日執行の広島県議会議員

一般選挙，広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙における投票区の投票管理者の

辞任に伴う新たな選任（中区）� 54

○平成３１年４月７日執行の広島市議会議員

一般選挙及び広島市長選挙における期日前

投票所の投票管理者の辞任に伴う新たな選�

任（南区）� 55

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況（西区）� 55

○平成３１年４月７日執行の広島市議会議員

一般選挙及び広島市長選挙における投票区

の投票管理者の辞任に伴う新たな選任（安�

佐南区）� 55

○平成３１年４月７日執行の広島市議会議員

一般選挙及び広島市長選挙における投票区

の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任

に伴う新たな選任（安佐南区）� 55

○選挙人名簿の抄本の閲覧状況（安佐南区）� 55

○在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況（安佐南�

区）� 55

○平成３１年４月７日執行の広島県議会議員

一般選挙，広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙における期日前投票所の投票管

理者及びその職務を代理する者の辞任に伴

う新たな選任（安佐北区）� 55

○平成３１年４月７日執行の広島県議会議員

一般選挙，広島市議会議員一般選挙及び広

島市長選挙における期日前投票所の投票管

理者の職務を代理する者の辞任に伴う新た

な選任（安佐北区）� 55

広島市告示第１４８号

平成３１年４月１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，広島市永安館，広島市可部火葬場，広島市湯

来火葬場，広島市五日市火葬場，広島市西風館及び広島市高天原

納骨堂の使用料の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２

項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区袋町４番３１号

　　まごころサービスグループ（合人社計画研究所・日本斎苑）

　　代表者　株式会社合人社計画研究所

　　　　　　代表取締役　福井　滋

２　委託期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１４９号

平成３１年４月１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西蟹屋プロムナードの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　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

　　代表取締役社長　松田　元

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５０号

平成３１年４月１日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

告 示
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２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５４号

平成３１年４月１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，コンビニエンスストア等における証明書の自

動交付に係る証明書発行手数料の収納に関する事務を次のとおり

委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

委託先及び委託期間

１　委託先　　　東京都千代田区一番町２５番地

　　　　　　　　地方公共団体情報システム機構

　　　　　　　　理事長　吉本　和彦

２　委託期間　　�平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日

まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５５号

平成３１年４月１日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の２７第２

項の規定により，包括外部監査契約を締結したので，同法第２５

２条の３６第６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

１　包括外部監査契約の期間の始期

　　平成３１年４月１日

２�　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の額の算定方法

　�　基本費用並びに執務費用及び実費とする。

３　包括外部監査契約を締結した者の氏名及び住所

　　氏名　大濱　香織

　　住所　広島市東区牛田新町三丁目１８番２７号２Ｆ

４�　包括外部監査契約を締結した者に支払うべき監査に要する費

用の支払い方法

　　契約の定めるところによる。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５６号

平成３１年４月１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

城山北中学校 広島市安佐南区八木五
丁目３４－１ 地震

佐伯区スポーツセ
ンター湯来体育館

広島市佐伯区湯来町大
字白砂１２１５ 地震

広島市長　　松　井　一　實

項の規定に基づき，広島駅南口地下広場の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町９番１号

　　広島駅南口開発株式会社

　　代表取締役社長　若林　健祐

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５１号

平成３１年４月１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，広島市中央老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

　　池袋ＩＳＰタマビル

　　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

　　代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

　平成３１年４月１日から平成３２年（２０２０年）３月３１

日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５２号

平成３１年４月１日

　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第４４１条第１項の規

定に基づき，固定資産課税台帳に登録すべき広島市内に所在する

固定資産（土地，家屋及び償却資産）の平成３１年度の価格等の

全てを登録しました。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５３号

平成３１年４月１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，広島市男女共同参画推進センター使用料の収

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

　　広島市中区白島北町１８番２－６０１号

　　男女共同参画社会をめざす女性教育を考える会広島グループ

　　理事長　信政　ちえ子
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６０号

平成３１年４月１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，広島市こども療育センター療育相談所及び広

島市北部こども療育センター療育相談室の使用料及び手数料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市東区光町二丁目１５番５５号

　　社会福祉法人　広島市社会福祉事業団

　　代表者　　理事長　松井　一實

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６１号

平成３１年４月１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，広島市西部こども療育センター療育相談室の

使用料及び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

　　広島市中区八丁堀２番３１号

　　東宝ビル管理株式会社　中国支社

　　支社長　古谷　信司

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６２号

平成３１年４月１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，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金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

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　吉原　武

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６３号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５７号

平成３１年４月１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

古田中学校 広島市西区古江西町２
７－１ 土砂災害

田方集会所 広島市西区田方一丁目
２０－２１ 土砂災害

山田集会所 広島市西区山田町８８
５－２ 土砂災害

矢野福祉センター 広島市安芸区矢野西六
丁目１２－１ 土砂災害

矢野上集会所 広島市安芸区矢野西七
丁目６－２６ 土砂災害

湯来南小学校 広島市佐伯区湯来町大
字白砂３５５５－１ 土砂災害，地震

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５８号

平成３１年４月１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第

１項の規定により指定避難所を指定したので，同条第２項におい

て準用する第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
城山北中学校 広島市安佐南区八木五丁目３４－１
高陽中学校 広島市安佐北区深川六丁目２２－６
佐伯区スポーツセン
ター湯来体育館 広島市佐伯区湯来町大字白砂１２１５

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１５９号

平成３１年４月１日

　災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第４９条の７第

２項の規定により準用される第４９条の６第１項に基づき指定避

難所の指定を取り消したので，第４９条の７第２項の規定に準用

される第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
八木小学校 広島市安佐南区八木九丁目１７－１
深川小学校 広島市安佐北区深川五丁目１２－１
湯来南小学校 広島市佐伯区湯来町大字白砂３５５５－１
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医療法人社団
石田内科

ヘルパーステ
ーションおれ
んじ

広島市西区己
斐上四丁目２
６番１号

訪問介護

株式会社ウイ
ング

ヘルパーステ
ーションらい
と

広島市西区中
広町一丁目１
８番１７号

訪問介護

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
安佐南サービ
スセンター

広島市安佐南
区西原四丁目
３３番４１号
第２森下ビル
２０３号

訪問介護

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
佐伯サービス
センター

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目５番３３
号コラールＭ
Ｓ１０１号

訪問介護

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

ヘルパーステ
イションいつ
かいち福寿苑

広島市佐伯区
坪井一丁目３
１番７号

訪問介護

株式会社Ｎ・
フィールド

訪問看護ステ
ーションデュ
ーン広島北

広島市安佐北
区可部五丁
目１番２６号
ヴァーンベー
ル細田１階１
０３号室

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社麒麟 訪問看護うさ
ぎ

広島市安佐北
区落合五丁目
３０番２７－
１０６号

訪問看護及び介
護予防訪問看護

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ニュースデイ
サービスセン
ター

広島市中区吉
島西一丁目７
番２号

通所介護

社会福祉法人
交響

第一きつつき
共同作業所

広島市東区戸
坂南一丁目２
７番２号

通所介護

株式会社ＳＫ
Ｔ

リハビリデイ
サービスサル
ーン矢野

広島市安芸区
矢野東五丁目
５番２号フク
ナガビル１０
１号室

通所介護

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

短期入所生活
介護いつかい
ち福寿苑

広島市佐伯区
坪井一丁目３
１番７号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

株式会社まご
ころサポート

Ｒｅｎｔａｓ
＋

広島市安佐北
区亀山三丁目
２４番１７号

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１６６号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４２条の２第１項及

び第５４条の２第１項に規定する指定地域密着型サービス事業者

及び指定地域密着型介護予防サービス事業者として次に掲げる者

を指定したので，同法第７８条の１１第１号及び第１１５条の２

０第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３１年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所 サービスの種類

平成３１年４月１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，広島市自転車等駐車場の駐車料金及び回数駐

車券の売りさばき代金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

　　広島市西区己斐本町二丁目１９番３号

　　広島県ビルメンテナンス協同組合

　　理事長　澤田　英治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６４号

平成３１年４月１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，広島市自転車等保管所における自転車の撤

去・保管費用及び広島市自転車等保管所に移動された自転車等駐

車場内長期滞在自転車等に係る未納の駐車料金の収納事務を次の

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

　　広島市中区西白島町２３番９号

　　公益社団法人広島シルバー人材センター

　　理事長　山㟢　昌弘

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６５号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８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４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島東サービ
スセンター

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル４Ｆ
４号室

訪問介護

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島南サービ
スセンター

広島市南区皆
実町二丁目５
番３号村岡ビ
ル１階

訪問介護
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株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
佐伯ケアプラ
ンセンター

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目５番３３
号コラールＭ
Ｓ１０１号室

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６９号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項の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３１年４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

医療法人社団
石田内科

ヘルパーステ
ーションおれ
んじ

広島市西区己
斐上四丁目２
６番１号

訪問介護サービ
ス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島東サービ
スセンター

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル４Ｆ
４号室

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島南サービ
スセンター

広島市南区皆
実町二丁目５
番３号村岡ビ
ル１階

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
安佐南サービ
スセンター

広島市安佐南
区西原四丁目
３３番４１号
第２森下ビル
２０３号

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
佐伯サービス
センター

広島市佐伯区
五日市駅前三
丁目５番３３
号コラールＭ
Ｓ１０１号

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

社会福祉法人
かきつばた福
祉会

ヘルパーステ
イションいつ
かいち福寿苑

広島市佐伯区
坪井一丁目３
１番７号

訪問介護サービ
ス・生活援助特
化型訪問サービ
ス

株式会社コネ
クトケア・ア
ンド・パート
ナーズ

コネクトケア
町田

東京都町田市
森野一丁目３
２番１３号新
光森野ビル２
階Ａ号室

生活援助特化型
訪問サービス

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ニュースデイ
サービスセン
ター

広島市中区吉
島西一丁目７
番２号

１日型デイサー
ビス

株式会社サル
ート

とまと倶楽部
だんばら

広島市南区段
原二丁目１５
番２号

１日型デイサー
ビス

株式会社プレ
モ．ネット

デイサービス
センター可部
きらり

広島市安佐北
区可部南五丁
目１５番１６
号

１日型デイサー
ビス

広島市安芸区

名称 名称 所在地

広島中央保健
生活協同組合

定期巡回・随
時対応型訪問
介護看護生協
かんおん２４

広島市西区観
音町１６番１
９号

定期巡回・随時
対応型訪問介護
看護

広島中央保健
生活協同組合

生協かんおん
夜間対応ヘル
パーステーシ
ョン

広島市西区観
音町１６番１
９号

夜間対応型訪問
介護

株式会社百合
花

百合花デイサ
ービス

広島市中区広
瀬北町８番１
８号

地域密着型通所
介護

株式会社サル
ート

とまと倶楽部
だんばら

広島市南区段
原二丁目１５
番２号

地域密着型通所
介護

株式会社プレ
モ．ネット

デイサービス
センター可部
きらり

広島市安佐北
区可部南五丁
目１５番１６
号

地域密着型通所
介護

株式会社ニッ
クス

ニックスマル
チケア東

広島市東区尾
長東二丁目６
番２２－１０
１号

小規模多機能型
居宅介護及び介
護予防小規模多
機能型居宅介護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６７号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１０７条第１項の規

定により，次に掲げる施設を介護医療院として開設を許可したの

で，同法第１１４条の７第１号の規定により告示します。

　許可年月日　平成３１年４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

医療法人厚生
堂

長崎病院介護
医療院

広島市西区横
川新町３番１
１号

介護医療院

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１６８号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３１年４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

株式会社ＮＥ
ＷＳ

ニュース居宅
介護支援事業
所

広島市中区吉
島西一丁目７
番２号

居宅介護支援

株式会社日本
エルダリーケ
アサービス

おおぞら介護
広島東ケアプ
ランセンター

広島市東区光
町二丁目１２
番１０号日宝
光町ビル４Ｆ
４号室

居宅介護支援



広　　島　　市　　報 令和元年５月３１日第１０６８号　―１０―

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
三篠会

ケアセンター
高陽荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７号

居宅介護支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７３号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第５３条第１項に規定

する指定介護予防支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第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４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
三篠会

広島市高陽・
亀崎・落合地
域包括支援セ
ンター

広島市安佐北
区深川六丁目
３番２６号

介護予防支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７４号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４５の３

第１項に規定する指定事業者として次に掲げる者を指定したの

で，広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関

する要綱第７条第１項の規定により告示します。

　指定年月日　平成３１年４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

社会福祉法人
三篠会

デイサービス
センター高陽
荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７号

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７５号

平成３１年４月１日

　計量法（平成４年法律第５１号）第１９条に規定する特定計量

器の定期検査を，次のとおり実施するので，同法第２１条第２項

の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　実施区域及び実施期日

⑴　非自動はかりでひょう量が２トン以下のもの，分銅及びお

もり

安芸区　　�平成３１年５月７日から平成３２年３月３１日

まで

東区　　　�平成３１年６月３日から平成３２年３月３１日

株式会社ＳＫ
Ｔ

リハビリデイ
サービスサ
ルーン矢野

矢野東五丁目
５番２号フク
ナガビル１０
１号室

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７０号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４１条第１項及び第

５３条第１項に規定する指定居宅サービス事業者及び指定介護予

防サービス事業者として次に掲げる者を指定したので，同法第７

８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４月１日

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
サービスの種類

名称 名称 所在地

社会福祉法人
三篠会

デイサービス
センター高陽
荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７号

通所介護

社会福祉法人
三篠会

特別養護老人
ホーム高陽荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７号

短期入所生活介
護及び介護予防
短期入所生活介
護

社会福祉法人
三篠会

ショートケア
高陽荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７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１７１号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４８条第１項第１号

の規定により，次に掲げる施設を指定介護老人福祉施設として指

定したので，同法第９３条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３１年４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

社会福祉法人
三篠会

特別養護老人
ホーム高陽荘

広島市安佐北
区深川八丁目
３６番７号

介護老人福祉施
設

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７２号

平成３１年４月１日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第４６条第１項に規定

する指定居宅介護支援事業者として次に掲げる者を指定したの

で，同法第８５条第１号の規定により告示します。

　指定年月日　平成３１年４月１日

広島市長　　松　井　一　實
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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

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　吉原　武

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

３　委託した区域

　広島市の区域のうち，東区の福田町，福田一丁目，福田二丁

目，福田三丁目，福田四丁目，福田五丁目，福田六丁目，福田

七丁目，福田八丁目，馬木町，馬木一丁目，馬木二丁目，馬木

三丁目，馬木四丁目，馬木五丁目，馬木六丁目，馬木七丁目，

馬木八丁目，馬木九丁目，温品町，温品一丁目，温品二丁目，

温品三丁目，温品四丁目，温品五丁目，温品六丁目，温品七丁

目，温品八丁目，上温品一丁目，上温品二丁目，上温品三丁目

及び上温品四丁目並びに安芸区を除いた区域

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７９号

平成３１年４月１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，広島市西部リサイクルプラザ及び広島市北部

資源選別センターの固形状一般廃棄物再生処理手数料の収納事務

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

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　吉原　武

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８０号

平成３１年４月１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，広島市玖谷埋立地管理事務所の固形状一般廃

棄物処分手数料及び固形状一般廃棄物再生処理手数料並びに産業

廃棄物の処分に要する費用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

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　吉原　武

２　委託した期間

まで

南区　　　�平成３１年８月１日から平成３２年３月３１日

まで

中区　　　�平成３１年１１月１８日から平成３２年３月３

１日まで

　（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年

法律第１７８号）に規定する休日を除く。）

⑵　非自動はかりでひょう量が２トンを超えるもの

　安芸区，東区，南区及び中区　平成３１年１１月１８日か

ら平成３２年３月３１日まで

　（土曜日，日曜日，国民の祝日に関する法律に規定する休

日を除く。）

２　実施場所

　特定計量器の所在場所

　ただし，特段の理由がある場合にあっては，広島市指定定期

検査機関が指定した場所とする。

３　定期検査を実施する者

　広島市指定定期検査機関　一般社団法人広島県計量協会

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７６号

平成３１年４月１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，計量法（平成４年法律第５１号）第２０条第

１項の規定による指定定期検査機関が行う特定計量器定期検査に

係る検査手数料収納業務を次のとおり委託したので，同令第１５

８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

　　広島市南区丹那町４番１２号

　　一般社団法人広島県計量協会

　　会長　山本　和彦

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７７号

平成３１年４月１日

　広島市廃棄物の処理及び清掃に関する条例（昭和４７年広島市

条例第１９号）第８条第１項の規定に基づき，平成３１年度広島

市一般廃棄物処理実施計画（平成３１年度一般廃棄物（ごみ）処

理実施計画及び生活排水処理実施計画）を次のとおり告示する。

広島市長　　松　井　一　實

　次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１７８号

平成３１年４月１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，液状一般廃棄物処理手数料の徴収事務を次の
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－２６ 重造

㈱万惣 広島市佐伯区石内上一
丁目８－１

代表取締役　山本　
誠

㈱ユアーズ 広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役社長　根
石　紀雄

㈱フレスタ 広島市西区横川町三丁
目２－３６

代表取締役社長　宗
兼　邦生

㈱サンリブ 北九州市小倉南区上葛
原二丁目１４－１

代表取締役　佐藤　
秀晴

㈱Ａコープ西日
本

広島市西区草津港二丁
目６－５０

代表取締役社長　草
場　浩

㈱フジマート 廿日市市阿品台三丁目
２－１

代表取締役　徳田　
知浩

㈱デイ・リンク 広島市中区吉島西一丁
目１４－６

代表取締役　川口　
護

西條商事㈱ 東広島市西条土与丸二
丁目６－４９

代表取締役　蔵田　
至

　⑶　地区商工会

業者名 所在地 代表者

高陽町商工会 広島市安佐北区深川五
丁目２１－２１ 会長　水口　弘士

　⑷　協同組合

業者名 所在地 代表者
生活協同組合ひ
ろしま

広島市西区草津港二丁
目８－４２ 理事長　惠木　尚

広島市農業協同
組合

広島市安佐南区中筋三
丁目２６－１６

代表理事組合長　籾
田　清

　⑸　一般商店等

業者名 所在地 代表者

今井商店 広島市南区似島町家下
４０１ 今井　忠則

㈲沖野商店 広島市南区似島町字家
下甲１－１

代表取締役　沖野　
紘憲

沖野商店 広島市南区似島町字大
黄２６５７－５ 沖野　武志

山田商店 広島市南区似島町家下
１６１－１ 代表者　山田　芳子

部村　豪 広島市南区宇品町金輪
島３５９ 部村　豪

合人社シティサ
ービス㈱

広島市中区袋町４－３
１

代表取締役　福原　
祥二

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８３号

平成３１年４月１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，広島市固形状一般廃棄物処分手数料収納事務

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

　　別紙のとおり

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８１号

平成３１年４月１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，広島市安佐南工場大型ごみ破砕処理施設の固

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

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　理事長　吉原　武

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８２号

平成３１年４月１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，広島市大型ごみ収集運搬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　委託した者

⑴　コンビニエンスストア

業者名 所在地 代表者
㈱セブン－イレ
ブン・ジャパン

東京都千代田区二番町
８－８

代表取締役　古屋　
一樹

㈱ポプラ 広島市安佐北区安佐町
大字久地６６５－１

代表取締役社長　目
黒　真司

山崎製パン㈱ 東京都千代田区岩本町
三丁目１０－１

デイリーヤマザキ事
業統括本部長　伊達�
　宏和

㈱ローソン　運
営本部　中四国
運営部

岡山県岡山市北区磨屋
町１０－１２ 運営部長　城戸　貢

㈱ファミリーマ
ート

東京都港区芝浦三丁目
１－２１

代表取締役社長　澤
田　貴司

⑵　スーパーマーケット
業者名 所在地 代表者

㈱イズミ 広島市東区二葉の里三
丁目３－１

代表取締役　山西　
泰明

マックスバリュ
西日本㈱

広島市南区段原南一丁
目３－５２

代表取締役　加栗　
章男

イオンリテール
㈱　イオンみゆ
き店

広島市南区宇品御幸一
丁目９－１２ 店長　石川　いずみ

㈱スパーク 広島市西区商工セン
ター二丁目１７－３７

代表取締役　長崎　
清忠

㈱フジ 松山市宮西一丁目２－
１

代表取締役　山口　
普

㈱藤三 呉市広本町三丁目１２ 代表取締役　藤村　
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１　下水の処理を開始する年月日

　　平成３１年４月１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

安佐北区 安佐町大字
久地の一部

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８７号

平成３１年４月１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，広島広域公園の使用料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　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　　　　　　　　　公益財団法人広島市スポーツ協会

　　　　　　　　　　代表者　会長　野坂　文雄

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８８号

平成３１年４月１日

　広島圏都市計画（広島平和記念都市建設計画）下水道事業受益

者負担に関する条例（昭和５４年広島市条例第６４号）第５条第

１項の規定に基づき，別紙のとおり平成３１年度の賦課対象区域

を告示します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８９号

平成３１年４月１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，広島市営さん橋の係船料，入場料及び船舶給

水施設使用料の徴収事務，広島市草津岸壁の係船料，荷さばき所

使用料及び港湾施設用地使用料の徴収事務，広島港さん橋，似島

さん橋及び似島学園前さん橋の定期券に係る入場料並びに広島港

さん橋の定期券に係る駐車場駐車料の徴収事務を次のとおり委託

したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人広島市都市整備公社

　　　代表者　理事長　吉原　武

２　委託した期間

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８４号

平成３１年４月１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，広島市総合福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区松原町５番１号

　　社会福祉法人広島市社会福祉協議会

　　会長　永野　正雄

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８５号

平成３１年４月１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３１年４月１日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

　　別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名
汚水を排除 安佐北区 安佐町大字久地の一部 分流

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１８６号

平成３１年４月１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



広　　島　　市　　報 令和元年５月３１日第１０６８号　―１４―

平成３１年４月１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，広島市湯来農村環境改善センターの使用料の

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

　　広島市佐伯区湯来町大字麦谷２５０１番地

　　広島市湯来農村環境改善センター運営協議会

　　代表者　会長　品川　国彦

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９４号

平成３１年４月１日

　農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条

第１項の規定により農用地利用集積計画を定めたので，同法第１

９条の規定により公告します。

　なお，この農用地利用集積計画（農業経営基盤強化促進法施行

規則（昭和５５年農林水産省令第３４号）第１７条に規定する農

業経営の状況を除く。）は，広島市経済観光局農林水産部農政

課，安佐南区役所農林建設部農林課，安佐北区役所農林建設部農

林課，安芸区役所農林建設部農林課及び佐伯区役所農林建設部農

林課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９５号

平成３１年４月１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，広島市市営住宅使用料等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

　　広島市中区国泰寺町一丁目４番１５号

　　一般財団法人　広島市都市整備公社

　　代表者　理事長　吉原　武

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９６号

平成３１年４月１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，広島市工業技術センターの使用料及び手数料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示する。

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９０号

平成３１年４月１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，広島市営さん橋及び広島港さん橋施設使用料

徴収等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

　　広島市西区三篠町一丁目１番１号

　　広島内外美装株式会社

　　代表取締役　梶谷　邦治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９１号

平成３１年４月１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，広島港さん橋の入場料（定期券に係る入場料

を除く。）の徴収事務を次のとおり委託したので，同条第２項の

規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市南区宇品海岸一丁目１３番１３号

　　宇品海運株式会社

　　代表取締役　塩本　廣文

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９２号

平成３１年４月１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，家畜人工授精料，家畜繁殖障害除去診療手数

料，家畜無血去勢手数料，家畜除角手数料及び農産物売払代金の

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

　　広島市安佐北区深川八丁目３０番１２号

　　公益財団法人　広島市農林水産振興センター

　　代表者　理事長　新谷　耕治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９３号
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　　広島市南区松川町５番９号

　　株式会社オオケン

　　代表者　代表取締役　大中　恒男

２　委託期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２００号

平成３１年４月１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，広島市母子父子寡婦福祉資金貸付金債権回収

等業務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

　福島県福島市大町２番３２号　並木通りコロールビル４階

　弁護士法人ブレインハート法律事務所　代表社員　菅野　晴

隆

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０１号

平成３１年４月１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，広島市中央勤労青少年ホーム，広島市安佐勤

労青少年ホーム及び広島市佐伯勤労青少年ホームの使用料の収納

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

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　代表者　理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

　平成３１（２０１９）年４月１日から２０２０年３月３１日

まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０２号

平成３１年４月１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，広島市三滝少年自然の家及び広島市グリーン

スポーツセンターの施設及び附属設備の使用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

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

　　広島市西区草津新町一丁目２１番３５号

　　公益財団法人広島市産業振興センター

　　代表者　理事長　住田　雄二

２　委託期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９７号

平成３１年４月１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，広島市立中央図書館及び広島市こども図書館

の複写手数料に係る収納事務並びに広島市立中央図書館における

刊行物売払収入に係る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

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９８号

平成３１年４月１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，広島市映像文化ライブラリーにおける刊行物

売払収入に係る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

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第１９９号

平成３１年４月１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，広島市留学生会館の使用料（交流施設に係る

使用料に限る。）の収納事務を次のとおり委託したので，同条第

２項の規定に基づき告示する。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者
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平成３１年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２９条第１項の確認をしましたので，同法第５３条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者の名称 事業所の名称 事業所の
所在地 事業の種類

（同）Hear t�
Line

HeartLine袋
町保育園

中区中町６番
３０号

小規模保育事業
Ａ型

（福）広島光
明学園

レインボー第
二光明

東区牛田本町
六丁目１番１
号

小規模保育事業
Ａ型

（株）はれコ
ーポレーショ
ン

あいら保育園
グラノード広
島

東区二葉の里
三丁目５番７
号

小規模保育事業
Ａ型

（有）リラッ
クス

りらっくす段
原保育園

南区段原三丁
目９番２６号

小規模保育事業
Ａ型

（学）村田学
園

キッズコート
宇品神田

南区宇品神田
二丁目１２番
２２号

小規模保育事業
Ａ型

（株）Ｈｉｄ
ａｍａｒｉ つぼみ保育園

西区楠木一丁
目１０番２２
号

小規模保育事業
Ａ型

（株）エクシ
オジャパン

サンライズキ
ッズ保育園観
音新町園

西区観音新町
一丁目１８番
１７号

小規模保育事業
Ａ型

（株）ＳＫＹ さくらんぼ保
育園

西区庚午北三
丁目１２番１
６号

小規模保育事業
Ａ型

（株）リュミ
エル

リュミエル広
島祇園保育園

安佐南区西原
一丁目２０番
３３号

小規模保育事業
Ａ型

さくらグルー
プ（株）

さくら保育園
伴東

安佐南区伴東
七丁目５６番
３３号

小規模保育事業
Ａ型

（株）あすか あん・すり～
る祇園保育園

安佐南区祇園
一丁目１４番
１０号

小規模保育事業
Ａ型

（株）悠結 おうち保育園
すまいる

安芸区瀬野二
丁目１６番４
－２０４号

小規模保育事業
Ａ型

（株）桜の杜 さくらの杜こ
はる保育園

佐伯区城山一
丁目４番１９
号

小規模保育事業
Ａ型

（株）桜の杜 さくらの杜ひ
より保育園

佐伯区海老園
一丁目１番１
５号

小規模保育事業
Ａ型

（株）ＨＯＰ
ＰＡ

ＨＯＰＰＡ五
日市三宅園

佐伯区三宅一
丁目３番３８
号

小規模保育事業
Ａ型

山口県東部ヤ
クルト販売�
（株）

おおぞら保育
園五日市（小
規模型）

佐伯区吉見園
６番４号

事業所内保育事
業（小規模型）

確認年月日　　平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０７号

平成３１年４月１日

　　理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０３号

平成３１年４月１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，広島市似島臨海少年自然の家の施設及び附属

設備の使用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

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０４号

平成３１年４月１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，広島市青少年センターの施設及び附属設備の

使用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

　　広島市中区加古町４番１７号

　　公益財団法人広島市文化財団

　　理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０５号

平成３１年４月１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，広島市西新天地公共広場の使用料収納事務を

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

　　呉市中通一丁目３番１６号

　　株式会社エムケイ興産

　　代表者　代表取締役　宮下　佳昌

２　委託期間

　　平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０６号
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平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０９号

平成３１年４月１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

一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた分任出納員

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　末本　実

狂犬病予防指導員　高良　忠邦

狂犬病予防指導員　浜村　達宏

狂犬病予防指導員　藤村　真也

狂犬病予防指導員　増田　智之

狂犬病予防指導員　尾田　英之

２　委任を解除させた事務

　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　解除年月日

平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１０号

平成３１年４月１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

一部について次のとおり委任させ，又は委任を解除させたので，

同項後段の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び任命年月日

広島市健康福祉局保健部動物管理センター

獣医師　　仙田　佳織

平成３１年４月１日

２　委任解除を受けた分任出納員及び解任年月日

健康福祉局保健部動物管理センター

主任技師　宮重　真美

獣医師　　河田　みなみ

平成３１年３月３１日

３　委任又は委任を解除させた事務

　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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１１号

平成３１年４月１日

　以下の者について，子ども・子育て支援法（平成２４年法律第

６５号）第２７条第１項の確認をしましたので，同法第４１条第

１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

設置者の名称 施設の名称 施設の所在地 施設の種類

（福）伴福祉会 とも認定こど
も園

安佐南区伴中
央四丁目３番
１号

幼保連携型認
定こども園

（学）織井学園 認定こども園
かつぎ幼稚園

安佐北区亀山
八丁目２２番
１１号

幼保連携型認
定こども園

（福）永照福祉
会

認定こども園
ロータスプリ
スクール横川

西区打越町１
０番１５号

保育所型認定
こども園

（福）永照福祉
会

認定こども園
ロータスプリ
スクール西原

安佐南区西原
六丁目２５番
３５号

保育所型認定
こども園

（株）くうねあ 認定こども園
くすの木

安佐南区西原
六丁目５番２
２号
安佐南区東原
一丁目４番１
７号

保育所型認定
こども園

（学）善教寺学
園

認定こども園
比治山幼稚園

南区比治山本
町１番１１号

幼稚園型認定
こども園

（学）広島城北
学園

広島城北幼稚
園

東区戸坂城山
町１番１号 幼稚園

（学）岩岡学園 親和幼稚園 南区翠二丁目
３番１号 幼稚園

（学）至徳学園 井口ルンビニ
ー幼稚園

西区鈴が峯町
３６番１号 幼稚園

（学）古田学園 古田幼稚園 西区古江東町
８番２８号 幼稚園

確認年月日　　平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２０８号

平成３１年４月１日

　次の者を指定代理納付者に指定したので，広島市会計規則（昭

和４３年広島市規則第２３号）第２５条の２第２項の定めるとこ

ろにより，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定代理納付者の名称，代表者の氏名及び主たる事務所の所

在地

⑴　名称　株式会社クレディセゾン

　代表者の氏名　代表取締役社長　山下　昌宏

　主たる事務所の所在地　東京都豊島区東池袋三丁目１番１

号

⑵　名称　株式会社中国しんきんカード

　代表者の氏名　代表取締役社長　武田　龍雄

　主たる事務所の所在地　広島市中区立町１番２４号

２　指定代理納付者に納付させる歳入の種類

広島市寄附金

３　指定代理納付者に歳入を納付させる期間
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介護を担当する機関として，次に掲げる介護機関を指定したの

で，生活保護法第５５条の３第１号の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

名称 所在地 指定年月日
ヘルパーステーショ
ン七福神

広島市安佐北区深川六丁
目６番３号

平成３１年４
月１日

かざぐるま居宅介護
支援事業所

広島市安佐北区亀山三丁
目１４－２０

平成３１年３
月１６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１５号

平成３１年４月３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３１年３
月３１日

広島市高陽・
亀崎・落合地
域包括支援セ
ンター

広島市安佐北区
深川八丁目３６
番７号

社会福祉法人
広島光明学園

平成３１年３
月３１日

ショートケア
高陽荘

広島市安佐北区
深川八丁目３６
番７号

社会福祉法人
広島光明学園

平成３１年３
月３１日

ケアセンター
高陽荘

広島市安佐北区
深川八丁目３６
番７号

社会福祉法人
広島光明学園

平成３１年３
月３１日

デイサービス
センター高陽
荘

広島市安佐北区
深川八丁目３６
番７号

社会福祉法人
広島光明学園

平成３１年３
月３１日

特別養護老人
ホーム高陽荘

広島市安佐北区
深川八丁目３６
番７号

社会福祉法人
広島光明学園

平成３１年３
月１５日

かざぐるま居
宅介護支援事
業所

広島市安佐北区
可部九丁目１－
３３

有限会社かざ
ぐるま

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１６号

平成３１年４月４日

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項において準用する同法第５条第３項の規定によ

り，次のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　スーパードラッグひまわり中山店

　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，広島市公民館使用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

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１２号

平成３１年４月１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，広島市江波山気象館，広島市郷土資料館及び

広島市交通科学館の複写手数料に係る収納事務並びに広島城，広

島市こども文化科学館及び広島市郷土資料館の刊行物売払収入に

係る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

広島市中区加古町４番１７号

公益財団法人広島市文化財団

理事長　円奈　勝治

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１３号

平成３１年４月２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，広島平和記念資料館の使用料の収納事務を次

のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区中島町１番２号

公益財団法人広島平和文化センター

理事長　小溝　泰義

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１４号

平成３１年４月３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
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広島市長　　松　井　一　實

１　設置の届出があった地域包括支援センターの名称

広島市高陽・亀崎・落合地域包括支援センター

２　告示事項

⑴　地域包括支援センターの設置者の名称

　社会福祉法人三篠会

⑵　地域包括支援センターの所在地

　広島市安佐北区深川六丁目３番２６号

⑶　地域包括支援センターの設置日

　平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１８号

平成３１年４月９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育成課の物品出納員事務の

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

江波放課後児童クラブ　　指導員　清水　明日香

早稲田放課後児童クラブ　指導員　林　真菜美

荒神町放課後児童クラブ　指導員　吉岡　敦子

元宇品放課後児童クラブ　指導員　久保田　敦子

古田台放課後児童クラブ　指導員　下村　明美

戸山放課後児童クラブ　　指導員　川波　美津子

高南放課後児童クラブ　　指導員　熊崎　直子

三田放課後児童クラブ　　指導員　新本　厚子

大林放課後児童クラブ　　指導員　梶　真澄

飯室放課後児童クラブ　　指導員　市場　京子

湯来南放課後児童クラブ　指導員　槙原　早苗

美の里放課後児童クラブ　指導員　明本　美和子

２　委任させた事務

　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３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２１９号

平成３１年４月９日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，会計管理者の事務の一部を次のとおり委任したので

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた出納員

健康福祉局地域福祉課

課長　藤井　伸朗

２　委任した事務

⑵　所在地　広島市東区中山東三丁目２１８８番ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

有限会社アキ・フタミ商事

代表取締役　三宅　邦明

広島市東区中山東三丁目３番３０号

３　変更事項

ア　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

　　（変更前）　午前９時から午後１０時まで

　　（変更後）　午前９時から午後１１時まで

⑵　来客が駐車場を利用することができる時間帯

　　（変更前）　午前８時３０分から午後１０時３０分まで

　　（変更後）　午前８時３０分から午後１１時３０分まで

４　変更年月日

平成３１年４月２１日

５　届出年月日

平成３１年３月２５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４月４日から平成３１年８月５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８月５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２１７号

平成３１年４月８日

　次のとおり地域包括支援センター設置の届出があったので，介

護保険法（平成９年法律第１２３号）第１１５条の４６第１１項

の規定により読み替えて適用される同法第６９条の１４第３項の

規定により告示します。
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４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３１年６月３０日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２２号

平成３１年４月１０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

鼻岡けいこ皮
フ科クリニッ
ク

広島市中区三川
町７－１香月メ
ディカルビル２
Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

吉島すぎもと
眼科

広島市中区吉島
西二丁目１４－
１２メディカル
モール吉島４・
５階

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

土橋きたの皮
ふ科

広島市中区堺町
一丁目３－１０　
２Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

そよかぜ薬局
広島市中区吉島
新町二丁目３－
１０

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ひらぐん皮ふ
科・アレルギ
ー科

広島市東区牛田
本町六丁目１－
２７うしたみら
いビル５Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

池田整形外科
リハビリテー
ションクリニ
ック

広島市東区戸坂
大上四丁目２９
－１３

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ひのでクリニ
ック

広島市南区段原
日出一丁目１２
－１８－１０１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

訪問看護ステ
ーションサポ
ートひらまつ

広島市南区比治
山本町１１－３
２

平成２７年２
月１日

令和３年１月
３１日

観音中村クリ
ニック

広島市西区南観
音七丁目１４－
２０第二藤島ビ
ル２階

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ウォンツ薬局　
庚午中店

広島市西区庚午
中三丁目５－１
０　峯野ビル１
Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

訪問看護ステ
ーションＦａ
ｒｍ

広島市西区南観
音一丁目８－３
－１０３

平成３１年２
月１日

令和７年１月
３１日

ぎおん皮膚科
婦人科スキン
ケアクリニッ
ク

広島市安佐南区
祇園五丁目２－
４５－２０２

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

おおえクリニ 広島市安佐南区 平成３１年４ 令和７年３月

⑴　平成２６年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑵　平成２７年度臨時福祉給付金の誤支給に伴う返還金の収納

⑶　年金生活者等支援臨時福祉給付金（高齢者向け）の誤支給

に伴う返還金の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２０号

平成３１年４月９日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局中央市税事務所出納員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　委任を受けた分任出納員

青崎連絡所

主任　　　信部　佳代子　　主事　矢野　弘明

主任　　　岩本　登志子　　主事　酒井　祐介

課長補佐　佐々木　直彦　　主事　大野木　博之

主査　　　沖中　康祐　　　主事　松浦　直樹

主事　　　小田　康二　　　主事　渡辺　千晶

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２３号，第２４号に規定する手数料（青崎連絡所の所

掌事務に係るものに限る。）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２１号

平成３１年４月９日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部を次のと

おり委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

戸坂連絡所

主任　　繁本　直子

主任　　吉良　典子

２　委任した事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２４号

平成３１年４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，企画総務局公文書館出納員の事務の一部を次のとお

り委任したので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

企画総務局東京事務所

次長　平山　高成

２　委任した事務

　刊行物の売払代金の収納（東京事務所において扱うものに限

る。）

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２５号

平成３１年４月１２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

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任させた事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

別紙のとおり

４　委任期間

別紙のとおり

（別　紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任
年月日 委任期間

競輪事務局 函館競輪場 米谷　公伸

平成３１
年４月１
日

平成３１
年４月１
日から平
成３１年
６月３０
日まで

競輪事務局 青森競輪場 石岡　尊広

競輪事務局 サテライト
六戸 工藤　慎也

競輪事務局 サテライト
石鳥谷 坂本　亮

競輪事務局 取手競輪場 山本　辰夫

競輪事務局 宇都宮競輪
場 戸室　秀朗

競輪事務局 京王閣競輪 長谷川　聡

ック　内科・
糖尿病内科

祇園五丁目２－
４５－３０１

月１日 ３１日

佐々木整形外�
科　s p i n e �
c l i n i c

広島市安佐南区
祇園五丁目２－
４５－４０１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

もりした歯科
クリニック

広島市安佐南区
東原二丁目６－
３２－１０１

平成２７年１
１月１日

令和３年１０
月３１日

らくらくえん　
ぶんのクリニ
ック

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５　２Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

楽々園内科呼
吸器クリニッ
ク

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５－３０３

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

楽々園みみ・
はな・のどク
リニック

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５楽々園クリニ
ックビル２０１
号

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

まえはら歯科
クリニック

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５楽々園クリニ
ックビル２０２
号室

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

康仁薬局　楽
々園店

広島市佐伯区楽
々園五丁目９－
５　１Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２３号

平成３１年４月１０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
有限会社　アレス薬
局

広島市中区東白島町６－
１

平成３１年２
月２８日

緑風会薬局 広島市南区出汐一丁目７
－１松下ビル１・２階

平成３１年２
月１１日

ピーチ薬局　宇品店 広島市南区宇品神田一丁
目１－８　１階

平成３０年９
月２８日

ツノダ歯科三篠横川
クリニック

広島市西区三篠町二丁目
５－１０

平成３１年１
月２１日

ささき歯科医院 広島市西区三篠北町１９
－１６

平成３１年１
月３１日

医療法人博善会　長
尾医院

広島市安佐南区西原四丁
目１９４６－７．１９４
６－１の一部

平成３１年１
月３１日

もりした歯科クリニ
ック

広島市安佐南区東原二丁
目６－３２－１０１

平成２７年１
０月３１日

医療法人あざみ会　
あざみクリニック

広島市安佐北区白木町井
原１３０９－２

平成３１年１
月３１日

医療法人あざみ会　
あざみクリニック

広島市安佐北区白木町井
原１３０９－２

平成３１年１
月３１日
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成３１年
６月３０
日まで

競輪事務局
サテライト
しおさい鹿
島

海老原　孝之

平成３１
年５月４
日
平成３１
年８月１
３日

平成３１
年５月４
日から平
成３１年
６月３０
日まで
平成３１
年８月１
３日から
平成３１
年１１月
１５日ま
で

競輪事務局 サテライト
徳島 秋田　佐知子

平成３１
年５月４
日

平成３１
年５月４
日から平
成３１年
８月２３
日まで

競輪事務局 サテライト
市原 湯沢　秀臣

競輪事務局 玉野競輪場 中村　典男

平成３１
年５月４
日

平成３１
年５月４
日から平
成３１年
１１月１
５日まで

競輪事務局 防府競輪場 桑原　明哲

競輪事務局 サテライト
宇部 市川　龍一

競輪事務局 高松競輪場 楠　康弘

競輪事務局 小松島競輪
場 尾山　正

競輪事務局 高知競輪場 森岡　眞秋

競輪事務局 サテライト
南国 木村　祐介

競輪事務局 サテライト
安田 武市　知之

競輪事務局 サテライト
西予 竜子　浩之

競輪事務局 立川競輪場 中村　達也

競輪事務局 サテライト
横浜 木暮　慎二

競輪事務局 名古屋競輪
場 千賀　博通

競輪事務局 熊本競輪場 山浦　英樹

競輪事務局 サテライト
姫路 中島　秀介

競輪事務局 松阪競輪場 久保　秀朗
平成３１
年５月１
８日

平成３１
年５月１
８日から
平成３１
年１１月
１７日ま
で

競輪事務局 千葉競輪場 鴻㟢　豊宏
平成３１
年５月１
８日

平成３１
年５月１
８日から
平成３１
年１１月
２５日ま
で

競輪事務局 ラ・ピスタ
新橋 川㟢　昭彦

競輪事務局 松山競輪場 堀内　一甲 平成３１
年５月２
１日

平成３１
年５月２
１日から
平成３１
年１１月

場
競輪事務局 松戸競輪場 廣瀬　英樹
競輪事務局 川崎競輪場 南　誠

競輪事務局 伊東温泉競
輪場 福西　淳

競輪事務局 静岡競輪場 石橋　芳行
競輪事務局 岐阜競輪場 前田　仁
競輪事務局 大垣競輪場 高橋　武
競輪事務局 富山競輪場 佐野　浩之
競輪事務局 福井競輪場 重永　義之
競輪事務局 弥彦競輪場 斎藤　雄希

平成３１
年４月１
日
平成３１
年８月１
３日

平成３１
年４月１
日から平
成３１年
６月３０
日まで
平成３１
年８月１
３日から
平成３１
年１１月
１５日ま
で

競輪事務局 西武園競輪
場 森田　充

競輪事務局 武雄競輪場 黒尾　聖洋

競輪事務局 サテライト
宮崎 平山　憲

競輪事務局 サテライト
三股 吉丸　慎也

競輪事務局 サテライト
みぞべ 鳥越　秀雄

競輪事務局 サテライト
鹿児島 加古　亮太

競輪事務局 サテライト
札幌 山村　英次

平成３１
年４月１
日

平成３１
年４月１
日から平
成３１年
８月２３
日まで

競輪事務局 サテライト
石狩 野澤　和雄

競輪事務局 サテライト
男鹿 松村　めぐみ

競輪事務局 サテライト
鴨川 井上　馨

競輪事務局 四日市競輪
場 古市　一成

競輪事務局 奈良競輪場 南　英延

競輪事務局 京都向日町
競輪場 高野　秀雄

競輪事務局 和歌山競輪
場 松下　裕和

競輪事務局 小倉競輪場 窪田　浩二

競輪事務局 久留米競輪
場 豊福　浩二

競輪事務局 サテライト
中洲 原田　知典

競輪事務局 サテライト
北九州 堀　健一郎

競輪事務局 佐世保競輪
場 前田　知章

競輪事務局 別府競輪場 上田　亨

競輪事務局 サテライト
阿久根 中山　博照

競輪事務局 いわき平競
輪場 木村　丈二

平成３１
年４月１
日

平成３１
年４月１
日から平
成３１年
１１月１
５日まで

競輪事務局 豊橋競輪場 柘植　靖仁

競輪事務局 岸和田競輪
場 船橋　恵子

競輪事務局 前橋競輪場 中畝　剛 平成３１
年５月４
日

平成３１
年５月４
日から平競輪事務局 サテライト

船橋 染谷　覚
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（別　紙）

設置場所 取扱場所 氏名 解除年月日

競輪事務局 サテライト
船橋 齋藤　寛之 平成３１年３月３１

日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２８号

平成３１年４月１２日

　広島市市営駐車場条例（昭和４５年広島市条例第１３号）第６

条の規定に基づき，路上駐車場の休止を次のとおり告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　休止する駐車場，区画及び日時

駐車場名 区画数 日時
広島市市営富士見町第五駐
車場 ２６区画

平成３１年４月３０日
（火）午後３時から
令和元年５月６日：
（月）午前８時まで

広島市市営富士見町第六駐
車場 ３９区画

広島市市営中島町第一駐車
場 １９区画

広島市市営中島町第二駐車
場 ２３区画

広島市市営大手町第一駐車
場 １７区画 平成３１年４月３０日

（火）午後３時から
令和元年５月６日
（月）午前１時まで

広島市市営富士見町第四駐
車場 ２９区画

広島市市営小町第二駐車場 ３４区画

２　休止する理由

　２０１９ひろしまフラワーフェスティバルの開催に伴い，当

該駐車場が会場として使用されるため。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２９号

平成３１年４月１６日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条又は第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２３０号

平成３１年４月１７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

１５日ま
で

競輪事務局 サテライト
会津 石黒　和子

平成３１
年８月１
３日

平成３１
年８月１
３日から
平成３１
年１１月
１５日ま
で

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２６号

平成３１年４月１２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

おり委任させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任させた事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

別紙のとおり

（別　紙）

設置場所 取扱場所 氏名 委任期間

競輪事務局 サテライト
船橋 染谷　覚

平成３１年４月１日
から平成３１年５月
３日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２２７号

平成３１年４月１２日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，経済観光局競輪事務局出納員の事務の一部委任を次

のとおり解除させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任の解除を受けた分任出納員

別紙のとおり

２　委任を解除させた事務

⑴　広島市競輪特別会計規則（昭和２８年広島市規則第１０

号）第２条第２項に規定する収納金の収納

⑵　広島市競輪特別会計規則第４条の規定による支払（競輪場

外で行うものに限る。）

３　解除年月日

平成３１年３月３１日



広　　島　　市　　報 令和元年５月３１日第１０６８号　―２４―

平成３１年４月８日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市西区福島町二丁目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３１年４月１７日から平成３１年８月１９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３１年８月６日

を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　意見書の提出

　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定により，当該大規

模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持の

ために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告の

日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出により，

これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先

⑴　提出期限　平成３１年８月１９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２３２号

平成３１年４月１８日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局東部市税事務所出納員の事務の一部について

次のとおり委任させ，又は委任を解除させたので告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた分任出納員及び委任年月日

財政局東部市税事務所安芸税務室

室長　加藤　美和

平成３１年４月１日

２　委任の解除を受けた分任出納員及び解除年月日

財政局東部市税事務所安芸税務室

室長　山口　晶

平成３１年３月３１日

３　委任又は委任の解除をした事務

　財政局東部市税事務所において取り扱う次に掲げる事務（財

政局東部市税事務所安芸税務室において取り扱うものに限

る。）

⑴　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の収納

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限
あおぞら薬局�
　日赤病院前
店

広島市中区千田
町一丁目５－９
平勝ビル１Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

山陽堂薬局　
へさか茶臼城
山店

広島市東区戸坂
南二丁目８－１
３　１階

平成３１年４
月２２日

令和７年４月
２１日

観音みなみ薬
局

広島市西区南観
音七丁目１４－
２０

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ナースステー
ションみなみ

広島市佐伯区海
老園一丁目５－
４０

平成２８年１
０月１日

令和４年９月
３０日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３１号

平成３１年４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　ホームセンタータイム広島商工センター店

⑵　所在地　広島市西区商工センター八丁目６番３８ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

広島家具木工団地協同組合

　代表理事　本中　理夫

　広島市西区商工センター八丁目２番３４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名称及び住所並び

に代表者の氏名

（変更前）株式会社リックコーポレーション

　　　　　代表取締役　川西　良治

　　　　　岡山市北区下中野４６５番地の４

　　　　　株式会社ヒマラヤ

　　　　　代表取締役　小森　裕作

　　　　　岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号

（変更後）株式会社タイム

　　　　　代表取締役　吉原　重治

　　　　　岡山市北区下中野４６５番地の４

　　　　　株式会社ヒマラヤ

　　　　　代表取締役　後藤　達也

　　　　　岐阜県岐阜市江添一丁目１番１号

４　変更年月日

　平成２８年１１月２５日（株式会社ヒマラヤの代表者変更）

　平成２９年３月１日（株式会社リックコーポレーションの代

表者変更）

　平成３１年３月１日（株式会社リックコーポレーションの商

号変更）

５　届出年月日



広　　島　　市　　報令和元年５月３１日 第１０６８号　―２５―

ます。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称 事業所の名称 事業所の

住所
サービス
の種類

平成３１年
４月２０日

株式会社
ハニービ
ー

居宅介護支援
事業所みつば
ち南

南区堀越三
丁目３番９
号

居宅介護
支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３５号

平成３１年４月１９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３１年４月２０日

２　下水を排除する区域及び排水施設の方式

別紙のとおり。

３　供用を開始する排水施設の位置

　下水道局施設部計画調整課において縦覧に供する関係図面の

とおり。

（別　紙）

区分
下水を排除する区域 排水施設

の方式区名 町名

汚水を排除

東区 馬木六丁目及び戸坂南二丁
目の各一部

分流

西区 井口一丁目の一部

安佐南区
川内一丁目，相田五丁目，
山本四丁目，山本七丁目及
び伴東四丁目の各一部

安佐北区 亀山七丁目の一部
安芸区 中野七丁目の一部
佐伯区 三宅五丁目の一部

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３６号

平成３１年４月１９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４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

⑵　受託徴収金の収納

⑶　地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第１６条の２第１

項の規定により納税者又は特別徴収義務者から提供を受ける

証券の出納及び保管

⑷　児童福祉施設徴収金及び過料並びにこれらに係る延滞金及

び滞納処分による収納金の収納

⑸　市税及び県民税並びに過料並びにこれらに係る延滞金，過

少申告加算金，不申告加算金，重加算金及び滞納処分による

収納金の過誤納金の支払

⑹　市民税及び県民税の所得割から控除すべき配当割額又は株

式譲渡所得割額に係る控除不足額の還付後に生ずる戻入金の

収納

⑺　原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識再交付に係る弁

償金の収納

⑻　商品である原動機付自転車等の標識交付手数料の収納

⑼　合衆国軍隊構成員等の所有する軽自動車等に対する軽自動

車税に係る証紙売りさばき代金の収納

⑽　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０

号）第２条に規定する手数料の収納

⑾　広島市都市計画関係手数料条例（平成１２年広島市条例第

２４号）第２条に規定する手数料の収納

⑿　寄附金の収納

⒀　下水道事業受益者負担金等並びにこれに係る延滞金及び滞

納処分による収納金の収納

⒁　下水道事業受益者負担金等に係る納期前納付報奨金の繰替

払

⒂　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２３号に係る手数料（下水道事業に係るものに

限る。）の収納

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３３号

平成３１年４月１９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８４条第１項第３

号，第６号及び第７号の規定により，次の指定居宅介護支援事業

者の指定を取り消しましたので，同法第８５条第３号の規定に基

づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消年
月日

事業者の
名称 事業所の名称 事業所の

住所
サービス
の種類

平成３１年
４月２０日

有限会社
オフィス
ナダノ

ケアセンター
秋桜居宅介護
支援事業所

中区小町１
番１号

居宅介護
支援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３４号

平成３１年４月１９日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第８４条第１項第３号

及び第６号の規定により，次の指定居宅介護支援事業者の指定を

取り消しましたので，同法第８５条第３号の規定に基づき告示し



広　　島　　市　　報 令和元年５月３１日第１０６８号　―２６―

平成３１年４月２３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関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

医療法人ここ
ろ　本通くら
もと心療内科

広島市中区本通
３－１０本通サ
ザンビル３０１
号

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人社団�
　山岡産婦人
科

広島市中区羽衣
町１６－４３

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人　住
田医院

広島市中区大手
町五丁目６－２
３エスポワール
たかのばし１・
２階

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

松林内科医院 広島市中区千田
町二丁目１－８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

産婦人科内科�
　小松クリニ
ック

広島市中区鉄砲
町１０－１８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

林原歯科クリ
ニック

広島市中区舟入
南二丁目１－
１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

すずらん薬局�
　紙屋町ビル
店

広島市中区紙屋
町二丁目２－２

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

アルカス薬局
広島市東区牛田
本町一丁目４－
７

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ホーム薬局　
中山店

広島市東区中山
東二丁目２－１
－１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

アニー薬局
広島市東区戸坂
千足一丁目３－
１２

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人大安
会　大道内科

広島市南区東雲
本町二丁目１７
－５

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人　川
崎産婦人科医
院

広島市南区旭三
丁目１３－１６
－１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

わかた歯科医
院

広島市南区宇品
神田五丁目２０
－１３－１０２

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

やわらぎ会歯
科診療所

広島市南区仁保
一丁目６－２３
浜村ビル１Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

うさぎ薬局
広島市南区宇品
御幸二丁目５－
７

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人社団
秋月会　香月
産婦人科

広島市西区己斐
本町二丁目１４
－２４

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

別紙のとおり。

（別　紙）

下水を処理する区域 終末処理場の位置
及び名称区名 町名

東区 馬木六丁目及び戸坂南二
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

西区 井口一丁目の一部

安佐南区

川内一丁目，相田五丁
目，山本四丁目，山本七
丁目及び伴東四丁目の各
一部

安佐北区 亀山七丁目の一部
佐伯区 三宅五丁目の一部

安芸区 中野七丁目の一部

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３７号

平成３１年４月１９日

　障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

（平成１７年法律第１２３号）第５０条第１項第５号の規定に基

づき，次のとおり指定障害福祉サービス事業者の指定を取り消し

ますので，告示します。

広島市長　　松　井　一　實

指定取消
年月日

事業者の
名称 事業所の名称 事業所の所

在地
サービス
の種類

平成３１年
５月３１日

株式会社
大福 抹茶の大福

広島市東区
二葉の里一
丁目１番２
３号

就労継続
支援Ａ型

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３８号

平成３１年４月２２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

広島市安佐南区祇園三丁目５４８番７８

２　開発面積

６，５７３．４１㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市安佐南区西原五丁目１６番６号

積水ハウス株式会社　広島支店

支店長　近藤　隆裕

４　検査済証交付年月日

平成３１年４月２２日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２３９号



広　　島　　市　　報令和元年５月３１日 第１０６８号　―２７―

名称 所在地 指定年月日 指定有効期限

藏本内科
広島市中区大手
町三丁目１３－
６

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ウィミンズ・
ヴィセオ　ク
リニック広島

広島市東区若草
町１１－２グラ
ンアークテラス
３階

平成３１年４
月２日

令和７年４月
１日

東区役所前歯
科

広島市東区東蟹
屋町５－９

平成３１年４
月２日

令和７年４月
１日

新甲さなえ女
性クリニック

広島市南区段原
南一丁目３－５
３イーストビル
２Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

山本歯科医院 広島市南区旭一
丁目１８－２８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

水入皮フ科ク
リニック

広島市安佐南区
大町東二丁目８
－１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

安佐祇園デン
タルクリニッ
ク

広島市安佐南区
祇園二丁目１１
－１６ロイヤル
上祇園１Ｆ

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

吉本クリニッ
ク

広島市安芸区船
越南二丁目１７
－１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

なぎさ歯科 広島市佐伯区藤
垂園６－１

平成３１年４
月１８日

令和７年４月
１７日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４１号

平成３１年４月２３日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７１条第４項の規

定に基づき，財政局西部市税事務所出納員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　委任を受けた分任出納員

井口連絡所

主任　三木　洋子　　　　主任　藤井　洋子

主事　吉信　里美　　　　主事　岩本　洸

主事　秋山　幸範　　　　主事　山西　里衣

主査　矢川　めぐみ　　　主査　楊井　信子

主事　池田　博行　　　　主事　柿元　澄香

２　委任した事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（井口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４２号

平成３１年４月２４日

医療法人　川
口クリニック

広島市西区庚午
中三丁目６－１
１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

奥田整形外科
皮膚科医院

広島市西区井口
明神一丁目１５
－２１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

吉田整形外科
広島市西区井口
鈴が台三丁目１
６－２１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

マザー薬局　
己斐店

広島市西区己斐
本町一丁目１４
－１２

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

ふるもと眼科
広島市安佐南区
緑井二丁目１２
－２６

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人社団
和楽会　伊藤
内科医院

広島市安佐南区
伴中央四丁目７
－１０

平成３１年４
月８日

令和７年４月
７日

石井整形外科
リハビリクリ
ニック

広島市安佐南区
山本一丁目９－
２６

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

医療法人社団
さつき会　三
上整形外科医
院

広島市安佐南区
長楽寺一丁目８
－９

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

とよた内科ク
リニック

広島市安佐南区
大塚西三丁目１
１－５

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

沼田スマイル
薬局

広島市安佐南区
伴中央四丁目７
－８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

パール薬局　
佐東店

広島市安佐南区
緑井五丁目８－
１０

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

田村医院
広島市安佐北区
安佐町くすの木
台６２－１

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

野田耳鼻咽喉
科医院

広島市安佐北区
可部三丁目３８
－１８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

可部中央薬局
広島市安佐北区
可部四丁目１５
－１８

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

中野皮ふ科泌
尿器科医院

広島市佐伯区五
日市七丁目８－
３３

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

林クリニック
広島市佐伯区湯
来町大字下９８
７

平成３１年４
月１日

令和７年３月
３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４０号

平成３１年４月２３日

　生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第４９条及び中国残

留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等

及び特定配偶者の自立の支援に関する法律（平成６年法律第３０

号）第１４条第４項の規定により，医療扶助のための医療を担当

する機関として，次に掲げる機関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



広　　島　　市　　報 令和元年５月３１日第１０６８号　―２８―

⑴　提出期限　平成３１年８月２６日

⑵　提出先

　〒７３０－８５８６

　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４３号

平成３１年４月２６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日以降に支出された当該寄附金について，広

島市市税条例第３４条の６第１項第３号の規定を適用する。

広島市長　　松　井　一　實

寄附金を受領する者 寄附金を受領する者の所在地

社会福祉法人広島良城会 広島市安佐南区伴東二丁目３０番１
１号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４４号

平成３１年４月２６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。

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

令和元年５月１日から令和２年３月３１日まで

３　変更理由

浴槽・風呂釜設置等

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４５号

平成３１年４月２６日

　介護保険法（平成９年法律第１２３号）第７８条の５第２項及

び第１１５条の１５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及び指定地域密着型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条の１１第２号及び第

１１５条の２０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
緑

小規模多
機能型居
宅介護施
設楽々苑

広島市安佐北
区安佐町飯室
１５６３番地
２

平成３１年
４月３０日

小規模多機
能型居宅介
護及び介護
予防小規模
多機能型居
宅介護

　大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号）第６条第２

項の規定により大規模小売店舗の届出事項の変更の届出があった

ので，同条第３項が準用する同法第５条第３項の規定により，次

のとおり公告します。

広島市長　　松　井　一　實

１　大規模小売店舗の名称及び所在地

⑴　名　称　マックスバリュ矢野店

⑵　所在地　広島市安芸区矢野東五丁目４０３８番１　ほか

２　大規模小売店舗を設置する者

　山根建設コンサルタント株式会社

　代表取締役　山根　康弘

　広島市安芸区矢野東四丁目２７番４３号

　大石　清香

　広島市安芸区矢野西五丁目１番６号

　橋本　修二

　広島市安芸区矢野西四丁目１番１１号

３　変更事項

⑴　荷さばき施設の位置及び面積

　　　　（変更前）　建物北側　６０平方メートル

　　　　（変更後）　建物北側　６０平方メートル

　　　　　　　　　　建物南側　４０平方メートル

⑵　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

　　　　（変更前）　開店時刻　午前６時

　　　　　　　　　　閉店時刻　午後８時

　　　　（変更後）　開店時刻　午前６時

　　　　　　　　　　閉店時刻　午後１０時

４　変更年月日

平成３１年４月２０日

５　届出年月日

平成３１年４月１９日

６　届出書の縦覧場所

⑴　広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

　　広島市経済観光局産業振興部商業振興課

⑵　広島市安芸区船越南三丁目４番３６号

　　広島市安芸区役所市民部区政調整課

７　届出書の縦覧期間及び縦覧のできる時間帯

⑴　縦覧期間

　平成３１年４月２４日から同年８月２６日まで。ただし，

日曜日，土曜日，国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律

第１７８号）に規定する休日及び同月６日を除く。

⑵　縦覧のできる時間帯

　午前８時３０分から午後５時１５分まで

８　大規模小売店舗立地法第８条第２項の規定に基づき，当該大

規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持

のために配慮すべき事項について意見を有する者は，この公告

の日から４月以内に限り，広島市に対し，意見書の提出によ

り，これを述べることができます。

９　意見書の提出期限及び提出先



広　　島　　市　　報令和元年５月３１日 第１０６８号　―２９―

８番１地先の水路

２　開発面積

３，８２７．１２㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島市中区住吉町４番１２号

株式会社トーシン住宅

代表取締役　竹本　哲也

４　検査済証交付年月日

平成３１年４月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４９号

平成３１年４月２６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３１年４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

医療法人信愛
会

デイサービス
とも

広島市安佐南
区伴東八丁目
１７番５号

１日型デイサー
ビス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５０号

平成３１年４月２６日

　広島市介護予防・日常生活支援総合事業の事業者指定等に関す

る要綱第６条第５項の規定により，次に掲げる者から指定事業者

の廃止の届出があったので，同要綱第７条第１項の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

事業者 事業所
廃止年月日 サービスの

種類名称 名称 所在地

医療法人
信愛会

デイサー
ビスとも

広島市安佐南
区伴東八丁目
１７番５号

平成３１年
３月３１日

１日型デイ
サービス

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２５１号

平成３１年４月２６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

広島市安佐南区伴東五丁目の７７９２番１の一部，７７９９

番２の一部，７８００番，７８０１番１，７８０５番３の一

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４６号

平成３１年４月２６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
ユニマッ
トリタイ
アメント
・コミュ
ニティ

広島中筋
ケアセン
ターそよ
風

広島市安佐南
区中筋一丁目
１５番１０号

平成３１年
４月３０日

居宅介護支
援

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４７号

平成３１年４月２６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
松栄会

訪問看護
ステーシ
ョンこだ
ま

広島市安芸区
瀬野三丁目１
２番３５号

平成３１年
４月３０日

訪問看護及
び介護予防
訪問看護

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示第２４８号

平成３１年４月２６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

広島市安佐南区祇園八丁目の２６６番３，２７５番２の一

部，２７７番１，２７８番１，２７８番３，２７９番，２８

０番，２８１番２，１０６７番１，１０６８番，１０６９

番，１０７０番，１０７１番３，１０９４番の一部，１０９

５番１，１０９６番２，１０９７番２，１０９７番４，１０

９８番，１０９９番２，１１０１番４，１０９７番２地先か

ら１０９５番１地先の里道，２７８番２地先から１０９５番

１地先の里道，２７８番１地先から２７８番２地先の里道，

２７８番３地先から１０７１番３地先の水路，２６６番１地

先から１０９６番２地先の水路及び２７５番２地先から２７
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　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，広島市吉島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区吉島東一丁目２２番２号

一般社団法人福祉キャリアセンター

代表理事　岡田　敬之

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，中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

　中区役所市民部市民課（市役所サービス・コーナー及び旅券

センター）

　所長　馬場　勇治ほか１９名　別紙のとおり。

２　委任させた事務

⑴�　戸籍全部事項証明書等，戸籍及び除かれた戸籍の謄本・

抄本，住民票の写し，住民票の記載事項証明書，戸籍の附

票の写し，外国人登録記載事項証明書，身分証明書並びに

印鑑登録証明書の手数料の収納

⑵　徴収金に係る諸証明書の手数料の収納

⑶　収入印紙売りさばき代金の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

（別紙）

市役所サービス・コーナー及び旅券センター区分任出納員

所長　　　　　　馬場　勇治

主任　　　　　　古田　精樹

主事（シニア）　引地　健司

事務推進員　　　岩田　和枝

事務推進員　　　小池　由美

事務推進員　　　小川　純枝

事務推進員　　　畝川　愛子

事務推進員　　　星野　直子

事務推進員　　　山本　富士子

事務推進員　　　森本　直子

事務推進員　　　酒井　美恵

事務推進員　　　沖元　紀子

部，７８２６番１の一部，７８２６番３の一部，７８２６番

４の一部，７８２６番５の一部，７８２６番６の一部，７８

２７番１の一部，７８２９番１，７８３０番，７８３２番

１，７８３３番１，７８３５番２，７８００番から７７９２

番１地先までの里道，７８２６番４から７８２９番１地先ま

での里道，７８２７番１地先里道，７８３３番１から７８２

９番１地先までの水路及び７８３５番２地先里道

２　開発面積

５，１７２．８６㎡

３　許可を受けた者の住所及び氏名

広島県福山市西新涯町二丁目１０番１１号

株式会社ププレひまわり

代表取締役　梶原　秀樹

４　検査済証交付年月日

平成３１年４月２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第７９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市吉島老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

　平成３１年４月１日から平成３２年（２０２０年）３月３１

日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市中区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区大手町四丁目１番１号

社会福祉法人広島市中区社会福祉協議会

会長　近藤　聿興

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日
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３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（中区）告示第８５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ９ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４月２日に広島市西部自転車等保管所へ移動したの

で告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申し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８６号

平 成 ３ １ 年 ４ 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８７号

平 成 ３ １ 年 ４ 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８８号

平 成 ３ １ 年 ４ 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８９号

平 成 ３ １ 年 ４ 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

事務推進員　　　　鉙　聖子

事務推進員　　　永田　美幸

事務推進員　　　塩尻　幸智江

事務推進員　　　有田　佳世

事務推進員　　　堤本　深雪

事務推進員　　　國澤　有記

事務推進員　　　有馬　千代

事務推進員　　　井ノ口　公子

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，中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

中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　戸籍係長　安藤　雅子

　主　　査　大石　誠

　主　　事　村岡　恭子

　主　　事　奥　真貴

　主　　事　天田　佳子

　主　　事　久保　健司

　主　　事　永光　和弥

２　委任させた事務

　住民票の写し，戸籍の附票の写し，印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（中区）第８４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，中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

中区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　日直員　河野　絋二

　日直員　森本　久仁子

　日直員　松尾　寿美

　日直員　福原　泰徳

２　委任させた事務

　住民票の写し，戸籍の附票の写し，印鑑登録証明書及び身分

証明書の手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限る。）
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平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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９５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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（中区）告示第９６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４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，申し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９７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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９８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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

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９０号

平 成 ３ １ 年 ４ 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（中区）第９１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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（中区）告示第９２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間駐車されていた下記自転車

については，４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，申し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９３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項及び第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９４号
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項第１号の規定に基づき，広島市温品福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

テルウェル西日本株式会社

代表取締役　山本　博敏

２　委託した期間

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２３号

２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市戸坂福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２４号

２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市中山福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 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，東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。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第１９号

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ６ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３１年３月２６日から平成３１年４月９

日まで東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線名 変更区間 旧新
別 敷地の幅員 敷地の延長

市道東４区
９５号線

東区牛田早稲田
三丁目９１－２
５２地先から
東区牛田早稲田
三丁目９１－２
５２地先まで

旧
7.0ｍ
～
8.5ｍ

40.3ｍ

新
9.3ｍ
～
11.8ｍ

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２０号

平 成 ３ １ 年 ３ 月 ２ ６ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３１年３月２６日から平成３１年４月９

日まで東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市道東４区９５
号線

東区牛田早稲田三丁目９１
－２５２地先から
東区牛田早稲田三丁目９５
－２５２地先まで

平成３１年３月
２６日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２１号

２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１

項第１号の規定に基づき，広島市東区地域福祉センターの使用料

の収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づ

き告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市東区東蟹屋町９番３４号

社会福祉法人　広島市東区社会福祉協議会

代表者　会長　中井　公孝

２　委託した期間

２０１９年４月１日から２０２０年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２２号

２ ０ １ ９ 年 ４ 月 １ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１
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　広島市証明等手数料条例（昭和３２年広島市条例第２０号）

第２条に規定する手数料（戸坂連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２８号

平 成 ３ １ 年 ４ 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４月１５日から同年５月７日まで

広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長

市　道
東４区
１４７
号線

東区牛田本
町四丁目１
３３３番地
４地先から
東区牛田本
町四丁目１
３３３番地
１２地先ま
で

旧

メートル
2.82
～
3.23

メートル

9.75

新

メートル
2.82
～
3.84

メートル

9.75

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２９号

平 成 ３ １ 年 ４ 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。

　その関係図面は，平成３１年４月１５日から同年５月７日まで

広島市東区役所建設部維持管理課において縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

道路の
種類 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
東４区
１４７
号線

東区牛田本町四丁目１３３
３番地４地先から
東区牛田本町四丁目１３３
３番地１２地先まで

平成３１年４月
１５日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３１年４月１日から同月１５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

広島市長　　松　井　一　實

１　委任を受けた区分任出納員

東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　日直員　竹内　昌子　　　　日直員　和田　和代

　日直員　和高　百貴代　　　日直員　村上　俊明

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３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 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，東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

東区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　係長　　五百藏　一博　　　主査　　増田　孝枝

　主事　　渡部　有紀　　　　主事　　武田　拓斗

　係長　　秋田　一恵　　　　主査　　若佐　淑佳

　主事　　新田　耕司

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３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（東区）第２７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 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，東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

東区役所市民部市民課（戸坂連絡所）

　主任　　繁本　直子

　主任　　吉良　典子

２　委任させた事務
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市　道
南４区
４２７
号線

南区西旭町
１４１６番
地２地先か
ら
南区翠三丁
目１１５０
番地５地先
まで

旧

メートル
5.40
～
30.40

メートル

401.79

新

メートル
30.00
～
47.76

メートル

401.79

市　道
南４区
８６１
号線

南区旭二丁
目１６７８
番地２地先
から
南区旭三丁
目１４０２
番地６地先
まで

旧

メートル
15.00
～
40.50

メートル

276.05

新

メートル
30.00
～
51.12

メートル

276.05

市　道
南４区
２１９
号線

南区旭一丁
目１３４２
番地４地先
から
南区西霞町
２３８番地
地先まで

旧

メートル
6.69
～
10.84

メートル

607.08

新

メートル
30.00
～
34.14

メートル

607.08

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３１年４月１日から同月１５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 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道
南４区
４２７
号線

南区西旭町１４１６番地２
地先から
南区翠三丁目１１５０番地
５地先まで

平成３１年４月
１日

市　道
南４区
８６１
号線

南区旭二丁目１６７８番地
２地先から
南区旭三丁目１４０２番地
６地先まで

平成３１年４月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市東雲老人福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　大阪市中央区森ノ宮中央一丁目７番１２号

名　称　テルウェル西日本株式会社

代表者　代表取締役社長　山本　博敏

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
南３区
８９号
線

南区東雲本
町一丁目２
１５番地１
地先から
南区東雲本
町一丁目３
０１番地１
地先まで

旧

メートル
8.90
～
17.00

メートル

550.00

新

メートル
25.00
～
46.20

メートル

550.00

市　道 南４区
４号線

南区東雲本
町三丁目２
０８番地２
地先から
南区東雲本
町一丁目２
１１番地３
地先まで

旧

メートル
9.00
～
10.40

メートル

23.00

新

メートル
9.00
～
18.00

メートル

23.00

市　道
南３区
１３９
号線

南区東雲本
町一丁目２
８０番地１
地先から
南区東雲本
町一丁目２
８０番地１
地先まで

旧

メートル
3.40
～
3.40

メートル

21.50

新

メートル
3.40
～
6.90

メートル

21.50

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　道路の供用を次のように開始するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３１年４月１日から同月１５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 路線名 供用開始区間 供用開始の期日

市　道 南４区
４号線

南区東雲本町三丁目２０８
番地２地先から
南区東雲本町一丁目２１１
番地３地先まで

平成３１年４月
１日

市　道
南３区
１３９
号線

南区東雲本町一丁目２８０
番地１地先から
南区東雲本町一丁目２８０
番地１地先まで

平成３１年４月
１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　道路の区域を次のように変更するので，道路法（昭和２７年法

律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき告示します。

　その関係図面は，平成３１年４月１日から同月１５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 路線名 変更区間 旧新

別 敷地の幅員 敷地の延長
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〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７１号

平 成 ３ １ 年 ４ 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７２号

平 成 ３ １ 年 ４ 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７３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ９ 日

　広島市広島駅南口第一自転車等駐車場及び広島市広島駅南口第

四自転車等駐車場に，長期間駐車されていた下記の自転車等につ

いては，平成３１年４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（南区）第７５号

平 成 ３ １ 年 ４ 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条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ １ 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３１年４月１０日に広島市西部自転車

２　委託期間

　平成３１年（２０１９年）４月１日から平成３２年（２０２

０年）３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市宇品老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市南区宇品海岸二丁目５番５号

名　称　特定非営利活動法人環境保全創生委員会

代表者　理事長　中原　健治

２　委託期間

　平成３１年（２０１９年）４月１日から平成３２年（２０２

０年）３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第６９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市南区地域福祉センターの使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市南区皆実町一丁目４番４６号

名　称　社会福祉法人広島市南区社会福祉協議会

代表者　会長　向江　清

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市出島福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市中区基町５番４４号

名　称　三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで
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広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

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８４号

平 成 ３ １ 年 ４ 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８５号

平 成 ３ １ 年 ４ 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８６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 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，南区役所市民部市民課区出納員事務の

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

南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　　矢野　秀樹　　　　　　課長補佐　藤川　薫

日直員　　八倉　淑恵　　　　　　主　査　　森下　直明

日直員　　星島　環　　　　　　　主　事　　田中　知文

日直員　　渡辺　美幸　　　　　　主　事　　仲野　真由美

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７７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第７８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島駅前南口第２自転車等駐車場及び広島駅南口第４自転車等

駐輪場に，長期間駐車されていた下記の自転車等については，平

成３１年４月１１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７９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

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

１　委託を受けた者

東京都豊島区東池袋一丁目４４番３号

池袋ＩＳＰタマビル

特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市南観音老人福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号（広島商工会議所ビル内）

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，竜王公園照明点灯カード売払代金の収納事務

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　広島市中区大手町五丁目３番１２号

　　　　　　　　　　株式会社第一ビルサービス

　　　　　　　　　　代表取締役　杉川　聡

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，西部埋立第五公園照明点灯カード売払代金の

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　広島市南区松川町５番９号

　　　　　　　　　　株式会社オオケン

　　　　　　　　　　　　　　　　主　事　　柞磨　慎吾

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

（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 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，南区役所市民部市民課区出納員事務の

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

南区役所市民部区政調整課（青崎連絡所）

主　　任　　信部　佳代子　　　　主　　事　矢野　宏明

主　　任　　岩本　登志子　　　　主　　事　酒井　祐介

課長補佐　　佐々木　直彦　　　　主　　事　大野木　博之

主　　査　　沖中　康祐　　　　　主　　事　松浦　直樹

主　　事　　小田　康二　　　　　主　　事　渡辺　千晶

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１号，第３号，第９号，第１０号，第１３号及び第１

６号に規定する手数料の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（南区）第８８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ４ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第３９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市草津老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。
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広島市告示（西区）第４７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ １ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ２ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５０号

平 成 ３ １ 年 ４ 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項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５１号

平 成 ３ １ 年 ４ 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項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

　　　　　　　　　　代表取締役　大中　恒男

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市西区地域福祉センターの使用料収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市西区福島町二丁目２４番１号

社会福祉法人　広島市西区社会福祉協議会

代表者　会長　水戸川　旭

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４４号

平 成 ３ １ 年 ４ 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

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４５号

平 成 ３ １ 年 ４ 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

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第４６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ８ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰
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平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市祇園福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　東京都豊島区東池袋１丁目４４番３号

名　称　特定非営利活動法人ワーカーズコープ

代表者　代表理事　田嶋　羊子

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市伴福祉センターの使用料及びイベント

広場照明点灯カード売払代金の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市中区基町５番４４号

名　称　三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市佐東老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市安佐南区中須一丁目３８番１３号

名　称　社会福祉法人　広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者　会長　寺尾　一秀

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５２号

平 成 ３ １ 年 ４ 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項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５３号

平 成 ３ １ 年 ４ 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項又は第１１条第２項の規定により

別表の自転車等を撤去し，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

別表　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（西区）第５４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次の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１号

２　指定年月日　　平成３１年４月２６日

３　道路の位置　　�広島市西区観音新町四丁目の２８７４番１０

４の一部及び２８７４番７の一部

４　幅員及び延長　幅員　４．１９メートル

　　　　　　　　　延長　３８．６４４メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市安佐南区地域福祉センターの使用料の

収納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき

告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市安佐南区中須一丁目３８番１３号

名　称　社会福祉法人広島市安佐南区社会福祉協議会

代表者　会長　寺尾　一秀

２　委託した期間
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　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，安佐南区役所農林建設部建築課区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所農林建設部建築課

主幹　松浦　伸二

２　解除させた事務

市営住宅使用料の収納事務

３　解除年月日

平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 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沼田出張所区出納

員の事務の一部委任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の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　委任を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所　　主任　佐藤　京子

　　　　　　　　　　　　　　　　主査　西㟢　直美

３　委任させた事務

　広島市会計規則（昭和４３年４月１日規則第２３号）第８５

条第１項中別表第３の出張所長が行う収納事務

４　委任年月日

平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 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，安佐南区役所農林建設部建築課区出納

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

安佐南区役所農林建設部建築課

主査　服部　義昭

２　委任させた事務

市営住宅使用料の収納事務

３　委任年月日

平成３１年４月１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，広島市沼田老人いこいの家の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

所在地　広島市安佐南区伴東七丁目６４番８号

名　称　伴学区社会福祉協議会

代表者　会長　伴　　晴英

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ３ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のように指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐南区役所農林建設部建築課におい

て一般に縦覧します。

広島市長　　松　井　一　實

１　指定番号　　　第１号

２　指定年月日　　平成３１年４月３日

３　道路の位置　　�広島市安佐南区安東二丁目１５２６番１の一

部

４　幅員及び延長　幅員　６．００メートル

　　　　　　　　　延長　３９．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 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沼田出張所区出納

員の事務の一部委任を次のとおり解除させたので，同項後段の規

定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員の設置場所

安佐南区役所市民部沼田出張所戸山連絡所

２　解除を受けた区分任出納員

安佐南区役所市民部沼田出張所　　主任　濱本　康敬

　　　　　　　　　　　　　　　　主査　佐藤　京子

３　解除させた事務

　広島市会計規則（昭和４３年４月１日規則第２３号）第８５

条第１項中別表第３の出張所長が行う収納事務

４　解除年月日

平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第２８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 日
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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

氏　名　　佐々木雄三

住　所　　広島市安佐南区安東一丁目２５番１７号

２　事務所

広島市安佐南区安東一丁目２５番１７号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ２ 日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項

の規定に基づき，平成１８年３月９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若葉台町内会（旧代

表者　河村　将伍）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

変更があった事項及びその内容

　代表者の氏名及び住所

　氏　名　　田中　孝典

　住　所　　広島市安佐南区伴北七丁目６０番２５号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（安佐南区）告示第３５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ５ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，平成３１年４

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

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市（安佐南区）告示第３６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　長期間駐車されていた下記自転車等については，平成３１年４

月２４日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので告示しま

す。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

下記　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第３６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 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４年８月２６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勝木自治会（代表

者　引地　正信）について，次のとおり告示事項を変更しまし

た。

広島市告示（安佐南区）第３１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 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

安佐南区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

　佐古　康則

　松川　智美

　田邊　幸美

　下谷　久美

　加藤　　豊

　藤井　三郎

　住井　真佐江

２　委任させた事務

　広島市証明等手数料条例（昭和３２年１０月１０日条例第２

０号）第２条第９号，第１４号及び第１６号に規定する手数料

の収納（区役所時間外窓口の収納に限る）

３　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 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１８年１０月１８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瀬戸内苑団地自

治会（旧代表者　安部　和男）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

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

氏　名　　岡田　覚

住　所　　広島市安佐南区伴東二丁目４４番４号

２　事務所

広島市安佐南区伴東二丁目４４番４号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐南区）第３３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 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６年６月１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すみれが丘自治会（旧

代表者　古城　謙二）について，次のとおり告示事項を変更しま

した。

広島市長　　松　井　一　實
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　広島市証明等手数料条例第２条第９号，第１４号及び第１

６号に規定する手数料の収納（区役所時間外窓口の収納に限

る。）

４　引継ぎの方法

　翌日（区役所の閉庁日の場合，最も近い開庁日）までに引

継ぐ。

５　委任期間

　平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第３９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市安佐北区地域福祉センター及び広島市

可部福祉センターの使用料の収納事務を次のとおり委託したの

で，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市安佐北区可部三丁目１９番２２号

社会福祉法人　広島市安佐北区社会福祉協議会

代表者　会長　伊藤　昭善

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市筒瀬福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託する期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第１号

２．指定年月日　　平成３１年４月１８日

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 広島市安佐北区亀山九丁
目１０番５号

広島市安佐北区亀山九丁
目２７番１８号

代表者の
氏名住所

引地　正信
広島市安佐北区亀山九丁
目１０番５号

迎川　康樹
広島市安佐北区亀山九丁
目２７番１８号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第３７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 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三区町内会

（代表者　松田　博志）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六丁
目１７番２４－２号

広島市安佐北区三入六丁
目１７番７－２号

代表者の
氏名住所

松田　博志
広島市安佐北区三入六丁
目１７番２４－２号

平川　耐
広島市安佐北区三入六丁
目１７番７－２号

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第３８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ０ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４

４第４項の規定に基づき，安佐北区役所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　区分任出納員設置箇所

　安佐北区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

２　委任を受けた区分任出納員

　主　査　　上原　ゆかり

　主　事　　髙岡　智幸

　主　事　　宮嶋　春奈

　嘱託員　　壹柳　　協

　嘱託員　　岸　　芳江

　嘱託員　　大藤　令子

　嘱託員　　浜田　明子

３　委任させた事務
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広島市安芸区船越南三丁目２番１６号

社会福祉法人　広島市安芸区社会福祉協議会

代表者　会長　中島　幸子

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２９号

平 成 ３ １ 年 ４ 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項の規定により下記自転車につ

いては，４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，申し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（安芸区）第３０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ６ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，４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，申し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（安芸区）第３１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 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，安芸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

安芸区役所市民部市民課　　課長補佐　石井　範子

（区役所時間外窓口）　　　主　　査　増満　裕子

　　　　　　　　　　　　　主　　事　田口　美智子

　　　　　　　　　　　　　主　　事　山田　あすか

　　　　　　　　　　　　　主　　事　大下　馨

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

（区役所の時間外窓口の事務）

３　委任年月日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区口田南一丁目４１７番１の一

部

４．幅員及び延長　幅員　４．００メートル

　　　　　　　　　延長　４２．００メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ８ 日

　建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５

号の規定による道路の位置を次のとおり指定しました。

　この関係図書は，広島市安佐北区役所農林建設部建築課におい

て一般の縦覧に供します。

広島市長　　松　井　一　實

１．指定番号　　　第２号

２．指定年月日　　平成３１年４月１８日

３．道路の位置　　�広島市安佐北区三入二丁目３８９番４の一部

４．幅員及び延長　幅員　４．９５～５．００メートル

　　　　　　　　　延長　２４．７８メートル

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安佐北区）第４３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　安佐北区の無料駐輪場内に，長期間駐車されていた別紙の自転

車等については，４月２５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，申し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４４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１１条第２項の規定により，４月２５日に別紙

のとおり自転車等を撤去し，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

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第２８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市船越老人いこいの家鼓が浦荘及び広島

市矢野老人いこいの家清風荘の使用料の収納事務を次のとおり委

託したので，同条第２項の規定に基づき告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者



広　　島　　市　　報令和元年５月３１日 第１０６８号　―４５―

４第４項の規定に基づき，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

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

安芸区役所市民部中野出張所　　主任（嘱託）　岩根　雅代

（畑賀連絡所）　　　　　　　　主任（嘱託）　内本　直美

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条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物を指定します。

　その関係図面は，平成３１年４月２３日から同年５月７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一般の縦覧

に供します。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 安芸１区２６
６０号里道

広島市安芸区上瀬野町字道林７７５番４
地先から
広島市安芸区上瀬野町字道林７６６番５
地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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項の規定により下記自転車につ

いては，４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，申し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（安芸区）第３７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　本市が管理する駐輪場内に，長期間放置されていた下記自転車

等については，４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。

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 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，安芸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

安芸区役所市民部市民課　　日直員　中本　尋子

（区役所時間外受付窓口）　日直員　寺崎　明子

　　　　　　　　　　　　　日直員　山㟢　桂子

　　　　　　　　　　　　　日直員　黒川　博代

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３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 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，安芸区役所市民部中野出張所区出納員

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

安芸区役所市民部中野出張所　　主任　瀬戸　一郎

（畑賀連絡所）　　　　　　　　主査　重田　美恵子

　　　　　　　　　　　　　　　主事　前　和秀

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条に規定する手数料（連絡所の所管事務に係るものに限

る）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（安芸区）第３４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 日

　地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１７４条の４
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広島市佐伯区海老園一丁目４番５号

社会福祉法人広島市佐伯区社会福祉協議会

会長　久保田　詳三

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市石内福祉センターの使用料の収納事務

を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市中区基町５番４４号

三栄パブリックサービス株式会社

代表者　代表取締役　田口　智之

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，佐伯運動公園照明点灯カード売払代金の使用

料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

広島市中区基町５番４４号

　�三栄パブリックサービス株式会社　代表取締役　田口　智

之

２　委託した期間

平成３１年４月１日から平成３２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は，平成３１年４月２日から同月１６日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

里道 佐伯１区１２
５６号里道

広島市佐伯区五日市町下小深川２５３番
地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川２５３番

　なお，今後相当の間保管した後，申し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（佐伯区）第５０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市老人いこいの家新宮山荘，広島市老人

いこいの家窓山荘，広島市老人いこいの家さつき荘，広島市老人

いこいの家八幡荘，広島市老人いこいの家倉重荘，広島市老人い

こいの家中央荘，広島市老人いこいの家五日市荘，広島市老人い

こいの家楽々荘，広島市老人いこいの家美隅荘の使用料の収納事

務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区海老園一丁目４番５号

社会福祉法人　広島市佐伯区社会福祉協議会

代表者　会長　久保田　詳三

２　委託する期間

平成３１年４月１日から翌年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市老人いこいの家坪井荘の使用料の収納

事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告示

します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者

広島市佐伯区坪井一丁目２８番１１号

佐伯区観音社会福祉協議会

代表者　会長　佐々木　昇

２　委託する期間

平成３１年４月１日から翌年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 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，広島市佐伯区地域福祉センターの使用料の収

納事務を次のとおり委託したので，同条第２項の規定に基づき告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　委託を受けた者
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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６０号

平 成 ３ １ 年 ４ 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６１号

平 成 ３ １ 年 ４ 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６２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ３ 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

地先まで

里道 佐伯１区１２
７６号里道

広島市佐伯区五日市町下小深川２５６番
地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川２５６番
地先まで

里道 佐伯１区１２
８８号里道

広島市佐伯区五日市町下小深川２７５番
１地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川２７５番
１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ 日

　次のとおり路線名等を定める法定外公共物の指定を廃止しま

す。

　その関係図書は，平成３１年４月２日から同月１６日まで，広

島市佐伯区役所農林建設部維持管理課において一般の縦覧に供し

ます。

広島市長　　松　井　一　實

区分 路線名等 所在（起点及び終点）

水路
Ｋ３－Ｈ－５
２－９－２１
号水路

広島市佐伯区五日市町下小深川２７５番
１地先から
広島市佐伯区五日市町下小深川２７５番
１地先まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ５ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第１０条第２項の規定により自転車等を撤去し，

保管したので，同条例第１２条の規定により次のとおり告示しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 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４月２日に広島市西部自転車等保管所へ移動した

ので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第５９号

平 成 ３ １ 年 ４ 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，
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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３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯区役所湯来出張所区出納員の事務

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

佐伯区役所湯来出張所（砂谷連絡所）

主任　　　辻本　恵子

主任　　　合田　茂

主任　　　木元　幸

主事　　　正国　顕寿

主事　　　砂木　和志

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条に規定する手数料（砂谷連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯区役所農林建設部維持管理課区物

品出納員の事務の一部を次のとおり解除させたので，同項後段の

規定により告示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区物品分任出納員

佐伯区役所農林建設部維持管理課

地籍調査担当課長　入口　康幸

２　解除させた事務

　佐伯区役所農林建設部維持管理課に係る物品（備品を除

く。）の出納保管に関する事務のうち地籍調査係の所管に関す

るもの

３　解除年月日

平成３１年３月３１日

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４月１９日に広島市西部自転車等保管所へ移動し

たので告示します。

　なお，今後相当の間保管した後，申出のない自転車等について

は，処分します。

広島市長　　松　井　一　實

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯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解除させたので，同項後段の規定により告

示します。

広島市長　　松　井　一　實

１　解除を受けた区分任出納員

　佐伯区役所市民部市民課（五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所）

係長　田口　美智子

２　解除させた事務

　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条に規定する手数料（窓口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　解除年月日

平成３１年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯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

佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

課長補佐　西田　悦子

係長　　　土谷　澄江

主査　　　洲加本　有衣子

主査　　　長嶺　展江

主査　　　野㟢　淳子

主事　　　高野　紀子

主事　　　藤川　恭子

主事　　　河野　晃子

主事　　　益村　晶子

主事　　　金川　智哉

主事　　　古本　彩
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平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯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
佐伯区役所市民部市民課（区役所時間外受付窓口）

日直員　　大江　真弓

日直員　　椙山　真介

日直員　　廣實　節子

日直員　　角　静香

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３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日まで

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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４月２５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７３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　広島市自転車等の放置の防止に関する条例（昭和６０年広島市

条例第９８号）第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

広島市安佐北区告示第７号

平成３１年４月１１日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第６９号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯区役所農林建設部維持管理課区物

品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　委任を受けた区物品分任出納員

佐伯区役所農林建設部維持管理課

地籍調査担当課長　大浴　勉

２　委任させた事務

　佐伯区役所農林建設部維持管理課に係る物品（備品を除

く。）の出納保管に関する事務のうち地籍調査係の所管に関す

るもの

３　委任年月日

平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 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，佐伯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

　佐伯区役所市民部市民課（五月が丘窓口連絡所及び美鈴が丘

窓口連絡所）

課長補佐　西田　悦子

主査　　　洲加本　有衣子

主査　　　長嶺　展江

主事　　　高野　紀子

主事　　　藤川　恭子

主事　　　益村　晶子

主事　　　古本　彩

非常勤嘱託員　　勝原　かおり

非常勤嘱託員　　川上　真奈美

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条に規定する手数料（窓口連絡所の所掌事務に係るものに

限る。）の収納

３　委任年月日

平成３１年４月１日

４　委任期間

平成３１年４月１日から令和２年３月３１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市告示（佐伯区）第７１号

区 告 示
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リサーチセン
ター
代表取締役　
鈴木　稲博

６月全国
個人視聴
率調査

平成３０
年５月１
７日

７歳以上の男女（平成２
３年１２月３１日生まれ
まで）

１２件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

国民生活
に関する
郵送世論
調査

平成３０
年５月２
９日

可部五丁目
満１８歳以上（平成１２
年５月末日までに生まれ
た）日本人の男女

１４件

一般社団法人�
新情報センタ
ー
会長　安藤　
昌弘

家計消費
状況調査

平成３０
年５月３
０日

可部南一丁目，亀山三丁
目
１６歳以上の男女個人
（平成１４年４月１日以
前に出生の男女）

１００件

株式会社中国
新聞社
代表取締役社
長　岡谷　義
則

世論調査
（広島市
広域商圏
調査）

平成３０
年６月２
６日

可部五丁目，可部南四丁
目，可部東四丁目，可部
町大字綾ケ谷，亀山五丁
目，亀山西一丁目，亀山
南五丁目，三入東一丁目

８地点　１２０件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

第１１回
メディア
に関する
全国世論
調査

平成３０
年６月２
７日

亀山南二丁目
満１８歳以上（平成１２
年７月末日までに生まれ
た）日本人男女個人

１９件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

地域の暮
らしに関
する意識
調査

平成３０
年７月２
４日

三入四丁目
平成３０年９月末日時点
で１８歳以上の日本人の
男女（平成１２年９月末
日まで生まれ）

２４件
一般社団法人�
新情報センタ
ー
会長　美添　
泰人

家計消費
状況調査

平成３０
年１０月
４日

亀山南一丁目～二丁目
１６歳以上の男女個人
（平成１４年４月１日以
前に出生の男女）

５０件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

高齢化社
会におけ
る製品安
全に関す
る課題調
査

平成３０
年１０月
１０日

可部一丁目
満４０歳以上（昭和５
３年１０月末日まで生ま
れ）の日本人男女

１９件

株式会社日本
リサーチセン
ター
代表取締役　
鈴木　稲博

日本人の
国民性
第１４次
全国調査

平成３０
年１０月
１１日

可部南二丁目
２０歳以上８４歳以下の
男女（昭和８年１０月１
日～平成１０年９月３０
日生まれ）

１６件

一般社団法人�
新情報センタ
ー
会長　美添　
泰人

メディア
接触と政
治につい
ての調査

平成３０
年１０月
３１日

亀山西一丁目
平成３０年１２月末時点
で日本国籍を有する１８
歳以上の男女（平成１２
年１２月３１日以前に出
生）

１２件

一般社団法人�
新情報センタ
ー
会長　美添　
泰人

インター
ネット使
用と生活
習慣に関
する実態
調査

平成３０
年１２月
１１日

亀山七丁目～八丁目
満１０歳以上３０歳未満
の日本国籍を有する者で
男女を問わない（昭和６
４年１月１日～平成２０
年１２月３１日に生まれ
た者）

２０件
一般社団法人

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長　　國　重　俊　彦

（平成３０年度の状況）� （安佐北区市民課）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等
の募集に
伴う広報

平成３０
年１２月
１９日

安佐北区（白木・高陽・
安佐出張所管内を除く）
全域
平成１３年４月２日から
平成１４年４月１日まで
の間に生まれた男子

２８５件

（白木出張所）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等
の募集に
伴う広報

平成３０
年１２月
１８日

安佐北区白木出張所管内
全域
平成１３年４月２日から
平成１４年４月１日まで
の間に生まれた男子

２５件

（高陽出張所）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等
の募集に
伴う広報

平成３０
年１２月
１８日

高陽出張所管内全域
平成１３年４月２日から
平成１４年４月１日まで
の間に生まれた男子

２４８件

（安佐出張所）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

防衛省
自衛隊広島地
方協力本部長

自衛官等
の募集に
伴う広報

平成３０
年１２月
１９日

安佐北区安佐出張所管内
全域
平成１３年４月２日から
平成１４年４月１日まで
の間に生まれた男子

６７件

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区告示第８号

平成３１年４月１１日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安佐北区長　　國　重　俊　彦

（平成３０年度の状況）� （安佐北区市民課）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の�
年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社日本 可部六丁目
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一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「宝くじ
に 関 す
る世論調
査」の実
施のため
の対象者
抽出

平成３１
年２月８
日

口田南二丁目
満１８歳以上の日本人の
男女

２２件

株式会社日本
リサーチセン
ター
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

「生活意
識 に 関
するアン
ケート調
査」（第
７８回）
の対象者
抽出のた
め

平成３１
年２月２
６日

亀崎一丁目，上深川町
２０歳以上の男女

１５件

（安佐出張所）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「日本人
の意識調
査」の実
施

平成３０
年５月１
６日

安佐町大字くすの木台
（１６歳以上（平成１
４年１２月末日まで生ま
れ）日本人男女）

１５件
株式会社中国
新聞社
代表取締役社
長　岡谷　義
則

世論調査
「広島市
広域商圏
調査」の
実施

平成３０
年６月２
１日

安佐町大字小河内・あさ
ひが丘一丁目

２地点３０件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「第５回
犯 罪 被
害者実態
（暗数）
調査（安
全・安心
な社会づ
くりのた
めの基礎
調査）」
の実施の
ため

平成３０
年１１月
２０日

あさひが丘六丁目～（１
６歳以上の男女（平成１
４年１２月末日までに生
まれた男女）

２４件

備考

１�　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１年

３月３１日までのものです。

２�　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合に

あっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいます。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第３号

平成３１年４月２３日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条第１項の

規定による請求に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（犯罪捜

査等のための請求に係るものを除く。）の状況について，同条第

３項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　山　本　秀　樹

（平成３０年度の状況）

国又は地方公
共団体の機関 請求事由 閲覧の年月日

閲覧に係
る住民の

新情報センタ
ー
会長　美添　
泰人

消費動向
調査

平成３１
年２月５
日

可部東二丁目～八丁目
単身世帯の世帯主

４０件

一般社団法人�
新情報センタ
ー
会長　美添　
泰人

家計消費
状況調査

平成３１
年２月２
０日

亀山七丁目～八丁目
１６歳以上の男女個人
（平成１５年４月１日以
前に出生の男女）

５０件

一般社団法人�
新情報センタ
ー
会長　美添　
泰人

親子関係
について
の人生振
り返り調
査（３世
代調査）

平成３１
年２月２
０日

亀山七丁目～八丁目
１６歳以上の男女個人
（平成１５年４月１日以
前に出生の男女）

５０件

（白木出張所）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

株式会社中国
新聞社
代表取締役社
長　岡谷　義
則

世論調査
「広島市
広域商圏
調査」の
実施

平成３０
年６月２
８日

白木町大字井原，白木町
大字三田
２地点　３０件（女性）

（高陽出張所）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の
年月日 閲覧に係る住民の範囲

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「テレビ
視 聴 に
関する調
査」の実
施のため
の対象者
抽出

平成３０
年５月２
２日

亀崎三丁目
１６歳以上の男女

１４件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「国民生
活に関す
る世論調
査」の実
施のため
の対象者
抽出

平成３０
年５月２
９日

落合三丁目
満１８歳以上の日本人の
男女

３１件

株式会社中国
新聞社
代表取締役社
長　岡谷　義
則

世論調査
（広島市
広域商圏
調査）の
実施

平成３０
年６月２
８日

落合五丁目・落合南一丁
目・落合南四丁目・亀崎
一丁目・口田四丁目・口
田南二丁目・口田南九丁
目・深川一丁目・深川六
丁目

９地点　１３５件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「平成３
０年度　
食育に関
する意識
調査」の
実施のた
めの対象
者抽出

平成３０
年９月１
３日

亀崎一丁目
満２０歳以上の日本人の
男女

１４件

一般社団法人�
中央調査社
会長　大室　
真生

「文化と
意識に関
する全国
調査」実
施のため
の対象者
抽出

平成３０
年１１月
２９日

口田二丁目
１８～５９歳の日本人男
女

２０件
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長　岡谷　義
則

者抽出 ８日 矢野東七丁目
矢野南三丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

日常生活
に関する
アンケー
トの対象
者抽出

平成３０
年６月２
８日

中野東一丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

メディア
利用動向
調査の対
象者抽出

平成３０
年１０月
２日

矢野町

一般社団法人�
　新情報セン
ター
会長　美添　
泰人

平成３０
年度青少
年のイン
ターネッ
ト利用環
境実態調
査の対象
者抽出

平成３０
年１０月
２日

船越一丁目
船越二丁目

一般社団法人�
　新情報セン
ター
会長　美添　
泰人

平成３０
年度青少
年のイン
ターネッ
ト利用環
境実態調
査の対象
者抽出

平成３０
年１０月
２日

瀬野西三丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

文化と国
際化につ
いての調
査の対象
者抽出

平成３０
年１０月
１０日

船越南三丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

働き方と
ライフス
タイルの
変化に関
する全国
調査の対
象者抽出

平成３０
年１２月
１９日

矢野東一丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

日本家計
パネル調
査「就業
と生活に
ついて」
の対象者
抽出

平成３１
年１月２
９日

矢野南二丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

宝くじに
関する世
論調査の
対象者抽
出

平成３１
年２月１
３日

中野七丁目

備考

１�　公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

２�　この表において「申出者の氏名」は，申出者が法人の場合

にあっては，その名称及び代表者又は管理人の氏名をいいま

す。

公　　　　　　　告

の名称 の概要 範囲

自衛隊広島地
方協力本部

自衛官等
の募集に
伴う広報

平成３０年１２月５日
平成３０年１２月１０日
平成３０年１２月１１日
平成３０年１２月１３日

安芸区全
域

備考　�公表の対象は，閲覧日が平成３０年４月１日から平成３１

年３月３１日までのものです。

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安芸区告示第４号

平成３１年４月２３日

　住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第１１条の２第１

項の規定による申出に係る住民基本台帳の一部の写しの閲覧（同

項第３号に掲げる活動に係るものを除く。）の状況について，同

条第１２項の規定に基づき公表します。

広島市安芸区長　　山　本　秀　樹

（平成３０年度の状況）

申出者の氏名 利用目的
の概要

閲覧の年
月日 閲覧に係る住民の範囲

㈱日本リサー
チセンター
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

家計の金
融行動に
関する世
論調査の
対象者抽
出

平成３０
年５月８
日

矢野東一丁目
矢野東二丁目

㈱日本リサー
チセンター
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

情報とメ
ディア利
用に関す
る世論調
査の対象
者抽出

平成３０
年５月２
２日

矢野西一丁目

一般社団法人�
　中央調査社
会長　大室　
真生

国民生活
に関する
世論調査
の対象者
抽出

平成３０
年６月５
日

船越二丁目

株式会社　毎
日新聞社
代表取締役社
長　丸山　昌
宏

読書世論
調査の対
象者抽出

平成３０
年６月６
日

船越南三丁目

㈱日本リサー
チセンター
代表取締役社
長　鈴木　稲
博

旅行・観
光消費動
向調査の
対象者抽
出

平成３０
年６月１
２日

船越五丁目

株式会社　中
国新聞社
代表取締役社
長　岡谷　義
則

広島市広
域商圏調
査の対象
者抽出

平成３０
年６月２
７日

船越二丁目
船越五丁目

株式会社　中
国新聞社
代表取締役社
長　岡谷　義
則

広島市広
域商圏調
査の対象
者抽出

平成３０
年６月２
７日

瀬野一丁目
瀬野西三丁目
中野四丁目
中野東一丁目
畑賀町

株式会社　中
国新聞社
代表取締役社

広島市広
域商圏調
査の対象

平成３０
年６月２

矢野西二丁目
矢野西四丁目
矢野東五丁目

公 告
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広島市選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ８ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市長選挙において，当選した者

の住所及び氏名は，次のとおりです。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

　広島市中区上幟町２番６号　　　　松　井　一　實

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第１７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ８ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員一般選挙において，

当選した者の住所及び氏名は，別紙のとおりです。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

（別紙）

中区選挙区（６人）

　広島市中区吉島東一丁目９番５号� 永田　雅紀

　広島市中区南千田西町３番３０号� 木山　德和

　広島市中区吉島新町二丁目１３番７号� 並川　雄一

　広島市中区白島北町６番１４－３０１号� 近松　里子

　広島市中区大手町二丁目５番４－８０２号� 馬庭　恭子

　広島市中区橋本町６番１４－２０１号� 平岡　優一

東区選挙区（６人）

　広島市東区牛田本町五丁目１番１３号� 碓井　法明

　広島市東区福田八丁目７番６号� 森畠　秀治

　広島市東区戸坂惣田二丁目５番１８号� 山路　英男

　広島市東区愛宕町９番２９号� 佐々木　壽吉

　広島市東区中山鏡が丘２０番１６号� 川村　真治

　広島市東区牛田中一丁目６番１８－２０２号� 吉瀨　康平

南区選挙区（６人）

　広島市南区仁保南一丁目９番６号� 中本　弘

　広島市南区東雲本町二丁目４番１９－５０６号� 八軒　幹夫

　広島市南区翠四丁目８番６－２０４号� 渡邉　好造

　広島市南区皆実町五丁目１４番１－１２０７号� 川㟢　賢治

　広島市南区向洋新町三丁目７番５６号� 中原　洋美

　広島市南区翠一丁目１１番１３－１０１号� 岡村　和明

西区選挙区（９人）

　広島市西区南観音三丁目１３番６号� 平野　太祐

　広島市西区庚午北二丁目３番２４号� 豊島　岩白

　広島市西区己斐本町二丁目３番９－６０６号� 田中　勝

　広島市西区己斐本町三丁目９番３－１２０１号� 山田　春男

　広島市西区南観音町３番４－６０１号� 定野　和広

　広島市西区中広町二丁目２３番１号� 大野　耕平

　広島市西区己斐本町三丁目５番１４－３０６号� 中森　辰一

　広島市西区中広町三丁目１番５１－１０５号� 太田　憲二

平成３１年４月１日

　広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）西広島駅北

口土地区画整理事業の事務所の所在地を変更したので，土地区画

整理法（昭和２９年法律第１１９号）第５５条第９項の規定によ

り，下記の事項を公告します。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　事務所の所在地（変更前）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号　広島市役所

２　事業計画決定の年月日

平成３１年３月２９日

３　事務所の所在地（変更後）

　広島市西区福島町二丁目２番１号　西広島駅北口地区区画整

理事務所

４　変更の年月日

平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公　　　　　　　告

平成３１年４月１日

　広島圏都市計画事業（広島平和記念都市建設事業）西広島駅北

口土地区画整理事業の事業計画において定める施行地区及び設計

の概要を表示する図書の写しを，土地区画整理法（昭和２９年法

律第１１９号）第５５条第１０項の規定により公衆の縦覧に供し

ていますが，下記のとおり，縦覧場所を変更したので公告しま

す。

広島市長　　松　井　一　實

記

１　縦覧場所（変更前）

広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号

広島市都市整備局都市機能調整部西広島駅北口地区整備担当

２　縦覧場所（変更後）

広島市西区福島町二丁目２番１号

　広島市都市整備局都市機能調整部西広島駅北口地区区画整理

事務所

３　変更の年月日

平成３１年４月１日

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

公　　　　　　　告

平成３１年４月１６日

　別紙駐輪場内に，長期間駐車されていた別表の自転車等につい

ては，４月１６日に広島市西部自転車等保管所へ移動したので公

告します。

　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

選管告示
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平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区

における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について，公職

選挙法第２１６条第１項において準用する行政不服審査法第４５

条第２項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２０号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区

における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について，公職

選挙法第２１６条第１項において準用する行政不服審査法第４５

条第２項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２１号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市長選挙における選挙の効力に

関する異議の申出について，公職選挙法第２１６条第１項におい

て準用する行政不服審査法第４５条第２項により別紙のとおり決

定した。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第２２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ６ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市長選挙における当選の効力に

関する異議の申出について，公職選挙法第２１６条第１項におい

て準用する行政不服審査法第４５条第２項により別紙のとおり決

定した。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

別紙　略

広島市中区選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　平成３１年４月７日執行の広島県議会議員一般選挙，広島市議

会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者の

　広島市西区己斐上二丁目６９番１４号� 山本　昌宏

安佐南区選挙区（１０人）

　広島市安佐南区緑井一丁目５番１－２８０１号� 海德　裕志

　広島市安佐南区東野一丁目２１番１１号� 石橋　竜史

　広島市安佐南区伴東二丁目１４番２４－５号� 川本　和弘

　広島市安佐南区川内三丁目９番１４号� 碓氷　芳雄

　広島市安佐南区伴東七丁目５５番２６号� 谷口　修

　広島市安佐南区高取北一丁目５１番７－１２号� 藤井　敏子

　広島市安佐南区高取南二丁目２０番４号� 八條　範彦

　広島市安佐南区東原三丁目１８番２０－３０２号

� 椋木　太一

　広島市安佐南区上安七丁目３番２１号� 竹田　康律

　広島市安佐南区山本四丁目２７番１６号� 水野　考

安佐北区選挙区（７人）

　広島市安佐北区大林四丁目２番１７号� 今田　良治

　広島市安佐北区あさひが丘三丁目２４番２９号� 西田　浩

　広島市安佐北区口田三丁目７番１９号� 山内　正晃

　広島市安佐北区落合南二丁目５０番５号� 木戸　経康

　広島市安佐北区三入東二丁目４７番１６号� 若林　新三

　広島市安佐北区口田南二丁目１２番７－６０２号

� 伊藤　昭善

　広島市安佐北区上深川町８２２番地１� 木島　丘

安芸区選挙区（４人）

　広島市安芸区中野五丁目２８番９号� 沖宗　正明

　広島市安芸区中野二丁目４６番２２号� 金子　和彦

　広島市安芸区矢野西四丁目２４番２９－１０４号

� 川口　茂博

　広島市安芸区瀬野西三丁目７番１６号� 三宅　正明

佐伯区選挙区（６人）

　広島市佐伯区城山一丁目１３番３０号� 藤田　博之

　広島市佐伯区五月が丘三丁目５番２４号� 石田　祥子

　広島市佐伯区吉見園６番２４号� 兒玉　光禎

　広島市佐伯区湯来町大字白砂甲６５３番地３� 宮㟢　誠克

　広島市佐伯区河内南二丁目２８番１０号� 𥸮田　恭子
　広島市佐伯区美鈴が丘西一丁目１番７－６５０４号

� 母谷　龍典

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第１８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ ５ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員選挙安佐南区選挙区

における選挙及び当選の効力に関する異議の申出について，公職

選挙法第２１６条第１項において準用する行政不服審査法第４５

条第２項により別紙のとおり決定した。

広島市選挙管理委員会�

委員長　　二　國　則　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市選挙管理委員会告示第１９号

区 選 管 告 示
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広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２４号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ９ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における在外選挙人名簿の抄本の閲

覧状況について，別紙のとおり公表します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　平成３１年４月７日執行の広島県議会議員一般選挙，広島市議

会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管

理者及びその職務を代理する者の辞任に伴い，新たに選任する必

要が生じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４

８条の２第５項の規定により適用される同法第３７条第２項の規

定により，別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ 日

　平成３１年４月７日執行の広島県議会議員一般選挙，広島市議

会議員一般選挙及び広島市長選挙における期日前投票所の投票管

理者の職務を代理する者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生

じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第４８条の

２第５項の規定により適用される同法第３７条第２項の規定によ

り，別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

辞任に伴い，新たに選任する必要が生じたため，公職選挙法（昭

和２５年法律第１００号）第３７条第２項の規定により，次のと

おり選任しました。

広島市中区選挙管理委員会�

委員長　　中　村　信　介

次のとおり略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市南区選挙管理委員会告示第１７号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ２ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市

長選挙における期日前投票所の投票管理者の辞任に伴い，新たに

選任する必要が生じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１０

０号）第４８条の２第５項の規定により適用される同法第３７条

第２項の規定により，別紙のとおり選任しました。

広島市南区選挙管理委員会�

委員長　　大　原　貞　夫

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市西区選挙管理委員会告示第１６号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ７ 日

　公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２８条の４第７項

の規定により，平成３０年度における選挙人名簿の抄本の閲覧状

況について，別紙のとおり公表します。

広島市西区選挙管理委員会�

委員長　　舩　木　孝　和

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２２号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ６ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市

長選挙における投票区の投票管理者の辞任に伴い，新たに選任す

る必要が生じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）

第３７条第２項の規定により，次のとおり選任します。

広島市安佐南区選挙管理委員会�

委員長　　渡　部　邦　昭

次のとおり　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐南区選挙管理委員会告示第２３号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ６ 日

　平成３１年４月７日執行の広島市議会議員一般選挙及び広島市

長選挙における投票区の投票管理者の職務を代理すべき者の辞任

に伴い，新たに選任する必要が生じたため，公職選挙法施行令

（昭和２５年政令第８９号）第２４条第１項の規定により，次の

とおり選任します。



広　　島　　市　　報 令和元年５月３１日第１０６８号　―５６―

５－５号

谷井　　智 広島県広島市西区南観音三丁目２番４３－
１００５号

福元　智代 広島県広島市西区天満町１２番１５－２０
２号

加藤　和弘 広島県広島市南区松原町３番２－３８０３
号

松岡　　賢 広島県広島市南区東雲二丁目１１番３３－
７０３号

２　包括外部監査人の監査の事務を補助できる期間

平成３１年４月１９日から平成３２年３月３１日まで

別紙　略

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

広島市安佐北区選挙管理委員会告示第１８号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 ５ 日

　平成３１年４月７日執行の広島県議会議員一般選挙，広島市議

会議員一般選挙及び広島市長選挙における投票区の投票管理者及

びその職務を代理する者の辞任に伴い，新たに選任する必要が生

じたため，公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３７条第

２項の規定により，別紙のとおり選任しました。

広島市安佐北区選挙管理委員会�

委員長　　大　本　和　則

別紙　略

広島市教育委員会告示第５号

平 成 ３ １ 年 ４ 月 １ ７ 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４月２４日（水）　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　「１０オフ運動」の平成３０年度取組結果及び平成３１年

度取組概要について（報告）

⑵　広島市いじめ防止等のための基本方針の改定について（議

案）

【非公開予定議題】

⑶　教職員の人事について（議案）

広島市監査告示第１号

平成３１年４月１９日

　地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２

項の規定に基づき，次のとおり告示します。

広島市監査委員　谷　本　睦　志�

同　　　　　　　井　戸　陽　子�

同　　　　　　　西　田　　　浩�

同　　　　　　　三　宅　正　明

１　包括外部監査の事務を補助する者の氏名及び住所

氏名 住所

城所　美智子 広島県広島市安佐南区中須一丁目２５番１
５－２０１号

野田　隆史 広島県広島市安佐南区西原三丁目１８番１

教育委員会告示

監査公表


