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（平成30年12月１日掲示済）　

奈良市告示第651号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定
により告示します。

平成30年12月３日
奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成30年12月３日掲示済）　

奈良市告示第652号

平成30年12月２日を選挙期日として執行予定であった
大和都市計画事業（奈良国際文化観光都市建設事業）近
鉄西大寺駅南土地区画整理審議会委員選挙にあたっては、
立候補者が８名を越えなかったため、土地区画整理法施
行令（昭和30年政令第47号）第35条第４項の規定により
選挙期日後直ちにその候補者をもって当選人と定め、下
記のとおり決定したので、同条第５項の規定により公告
します。

平成30年12月３日
奈良市長　仲　川　元　庸　

記
宅地の所有者から選挙される委員の当選人
氏 名（ 法 人 名 ）住所（法人にあっては主たる所在地）

森　田　裕　之 奈良市菅原町609番地の６

西　上　晴　樹 奈良市菅原町199番地の５

植　原　善　行 奈良市青野町一丁目９番９号
株式会社
マルワクリエイト 奈良市西大寺本町１番６号

岡　本　　　博 奈良市西大寺芝町一丁目３番８号

今　中　脩　雄 奈良市横領町407番地の１

鮫　田　二　郎 奈良市菅原町280番地の１

西　野　辰　敏 奈良市菅原町115番地の１

（平成30年12月３日掲示済）　

奈良市告示第653号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第１項
の認可をしたので、同条第10項の規定により次のとおり
告示します。

平成30年12月３日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　名称
　東笹鉾町自治会

２　規約に定める目的
　本会は会員相互の親睦と連帯感を高め、公共に奉仕
すると共に地域社会の発展と住民福祉の向上を図るこ
とを目的とする。

３　区域

　本会は東笹鉾町全域とする。
４　事務所

事務所を自治会長宅に置く。
５　代表者の氏名及び住所

　会長　紺木　久彌
　奈良市東笹鉾町13番地

６　裁判所による代表者の職務執行の停止の有無及び職
務代行者の選任の有無
　いずれもなし

７　代理人の有無
　なし

８　規約に定めた解散の事由
⑴　本会は、地方自治法第260条の20第２号から第５号

の規定により解散する。
⑵　総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の

５分の４以上の承諾を得なければならない。
９　認可年月日

　平成30年11月30日
（平成30年12月３日掲示済）　

奈良市告示第654号

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項の規定により、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を指定しましたので、同
法第78条第１号及び第115条の10第１号の規定により公示
します。

平成30年12月３日
奈良市長　仲　川　元　庸　

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

うえだ歯科クリニック 奈良県奈良市押熊町512番地の１ 平成30年７月１日
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（平成30年12月３日掲示済）　

奈良市告示第655号

奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第10条第３項の規定により利用者又は
所有者から引取りのない自転車等を次のとおり処分しま
すので、奈良市自転車等の安全利用に関する条例施行規
則（昭和59年奈良市規則第35号）第５条の規定により告
示します。

平成30年12月４日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　処分の根拠
　告示日から60日経過したにもかかわらず、引取りが
ないため。

２　処分対象自転車等の保管場所
　奈良市大安寺西二丁目288番地の１
　奈良市自転車等保管施設

３　処分年月日
　平成30年12月４日

４　処分対象自転車等の移動年月日
　平成30年５月２日、同月８日、同月11日、同月17日、
同月19日、同月21日及び同月29日

（平成30年12月４日掲示済）　

奈良市告示第656号

　奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止
区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、
保管したので、同条例第10条第１項の規定により告示し
ます。

平成30年12月４日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
　平成30年12月４日

３　移動対象区域
　近鉄学園前駅周辺、近鉄富雄駅周辺、近鉄菖蒲池駅
周辺及び JR 奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

４　保管場所
　奈良市大安寺西二丁目288番地の１

　奈良市自転車等保管施設
５　引取期間

　告示日から60日間。ただし、奈良市の休日を定める条
例（平成元年奈良市条例第３号）第１条第１項に規定す
る市の休日（毎月の第２及び第４土曜日を除く。）を除く。

６　引取時間
　午前９時から午後４時30分まで

７　引取りのための必要事項
⑴　印鑑、自転車等の鍵並びに住所及び氏名を確認で

きるもの（学生証・運転免許証・保険証等）をお持
ちください。

⑵　次のとおり移動及び保管に要した費用を徴収します。
　　ア　移動費　　自転車　　　　　2,000円
　　　　　　　　　原動機付自転車　4,000円
　　イ　保管費　 　1,000円（ただし、移動日から14日以

内は無料）
８　連絡先

　奈良市市民生活部　交通政策課
　電話0742－34－1111代表

（平成30年12月４日掲示済）　

奈良市告示第657号

建築基準法（昭和25年法律第201号）第86条の５第２項の
規定により認定対象区域内の建築物の位置及び構造の認定
を取り消しましたので同条第４項の規定により公告します。

平成30年12月５日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　認定の取消しを行った区域の場所
　奈良市右京一丁目３番地の１の一部

２　認定年月日及び認定番号
⑴　認定年月日　　昭和47年９月19日
⑵　認定番号　　　第12号（奈良県指令建第74号）

（平成30年12月５日掲示済）　

奈良市告示第658号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第55条第２項にお
いて準用する同法第50条の２の規定により施術者から事
業を廃止した旨の届出がありましたので、同法第55条の
３の規定により次のとおり告示します。

平成30年12月５日
奈良市長　仲　川　元　庸　

事業所番号
事業所 事業者

指定年月日
所在地 名称 法人所在地 法人名

2970107922 奈良市下狭川町
597番地の１

ケアサポートさくら
んぼ

京都府木津川市州見台
一丁目19番地16 株式会社さくらんぼ 平成30年

12月１日

2960190300 奈良市三碓六丁
目８番４号

訪問看護ステーショ
ン あったかい

奈良市三碓六丁目８番
４号

日本ウェルフェア株
式会社

平成30年
12月１日

2970108052 奈良市三条添川
町１番５－703号

土屋訪問介護事業所 
奈良

東京都中野区中央一丁目
35番６号レッチフィール
ド中野坂上ビル６Ｆ

ユースタイルラボラ
トリー株式会社

平成30年
12月１日
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指定施術者の氏名
廃止した施術の種類 廃止年月日

施術所の名称 施術所の所在地
奥端　英章

はり・きゅう 平成30年11月1日
和ごころ鍼灸治療院 奈良県奈良市今市町267番地

グランプロスペール川嶋106号
阪口　静香

はり・きゅう 平成30年11月1日
和ごころ鍼灸治療院 奈良県奈良市今市町267番地

グランプロスペール川嶋106号

西口　由加里
はり・きゅう 平成30年11月1日

和ごころ鍼灸治療院 奈良県奈良市今市町267番地
グランプロスペール川嶋106号

（平成30年12月５日掲示済）　

奈良市告示第 659 号

奈良市住居表示に関する条例（昭和42年奈良市条例第
21号）第３条の規定により、次のとおり住居番号をつけ
たので、同条第４項の規定により告示します。

平成30年12月５日
奈良市長　仲　川　元　庸　

次のとおり省略
（平成30年12月５日掲示済）　

奈良市告示第660号

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、開発行為に関する工事が完了したことを次の
とおり公告します。

なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整
備部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成30年12月５日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　許可の年月日及び番号
平成30年６月21日　奈良市指令整開　第18Ａ－９号
平成30年８月１日　 奈良市指令整開

第18Ａ－９－１号
２　検査済証の交付年月日及び番号

開発行為　平成30年12月５日　第1661号
３　開発区域に含まれる地域

　奈良市五条畑一丁目600番１、601番１及び601番６（１
工区）

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市五条畑二丁目１番６号
澤田　敏子
橿原市葛本町338番地の６
株式会社エターナル住宅流通
代表取締役　田中　昭治

（平成30年12月５日掲示済）　

奈良市告示第661号

奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止

区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、
保管したので、同条例第10条第１項の規定により告示し
ます。

平成30年12月６日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　移動理由
　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

２　移動年月日
　平成30年12月６日

３　移動対象区域
　近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺、近鉄平
城駅周辺及び近鉄奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年12月６日掲示済）　

奈良市告示第662号

奈良市観光案内所規則（平成21年奈良市規則第60号）
第５条ただし書及び第６条第２項の規定により、次のと
おり観光案内所を臨時に休館するとともに、開館時間を
変更します。

平成30年12月７日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　休館日
施設名 休館日

奈良市観光センター
平成31年１月１日～平成31年１月
３日

２　開館時間の変更
平成30年12月31日及び平成31年１月１日の開館時間を

次のとおりとする。
施　設　名 開館時間

奈良市総合観光案内所

平成30年12月31日
　午前９時～午後12時

平成31年１月１日

奈良市近鉄奈良駅観光案内所

午前０時～午前６時及
び午前９時～午後９時

（12月31日夕方から翌１月
１日まで終夜開館）

奈良市観光センター
平成30年12月31日

午前９時～午後５時
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（平成30年12月７日掲示済）　

奈良市告示第663号

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29条第１項に規定す
る指定障害福祉サービス事業者を指定しましたので、同
法第51条第１号の規定に基づき告示します。

平成30年12月７日
奈良市長　仲　川　元　庸　

（平成30年12月７日掲示済）　

奈良市告示第664号

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29条第１項に規定す

る指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設
を指定（更新）しましたので、同法第51条第１号の規定
に基づき告示します。

平成30年12月７日
奈良市長　仲　川　元　庸　

事業所番号
事業者 事業所

サービス
種類

指定更新
年月日

指定
有効期限名称 郵便

番号 住所 名称 郵便
番号 住所

2910101878

一般社団法
人日本総合
就職支援協
会

630-
8126

奈良県奈良市
三条栄町４番
１号

フューチャ
ープレゼン
ツ

630-
8126

奈良県奈良市
三条栄町４番
１号

就労継続
支援（Ａ
型）

平成30年
11月1日

平成36年
10月31日

2910101878

一般社団法
人日本総合
就職支援協
会

630-
8126

奈良県奈良市
三条栄町４番
１号

フューチャ
ープレゼン
ツ

630-
8126

奈良県奈良市
三条栄町４番
１号

就労継続
支援（Ｂ
型）

平成30年
11月1日

平成36年
10月31日

2910100789 社会医療法
人平和会

631-
0818

奈良県奈良市
西大寺赤田町
一丁目７番１
号

とみお診療
所ホームヘ
ルプステー
ション

631-
0078

奈良県奈良市
富雄元町二丁
目７－25－202
号

居宅介護 平成30年
11月1日

平成36年
10月31日

2910100789 社会医療法
人平和会

631-
0818

奈良県奈良市
西大寺赤田町
一丁目７番１
号

とみお診療
所ホームヘ
ルプステー
ション

631-
0078

奈良県奈良市
富雄元町二丁
目７－25－202
号

重度訪問
介護

平成30年
11月1日

平成36年
10月31日

2910100821 医療法人岡
谷会

630-
8325

奈良県奈良市
西木辻町200番
地

岡谷会ホー
ムヘルプス
テーション
新大宮

630-
8114

奈良県奈良市
芝辻町四丁目
７番２号

居宅介護 平成30年
12月1日

平成36年
11月30日

2910100821 医療法人岡
谷会

630-
8325

奈良県奈良市
西木辻町200番
地

岡谷会ホー
ムヘルプス
テーション
新大宮

630-
8114

奈良県奈良市
芝辻町四丁目
７番２号

重度訪問
介護

平成30年
12月1日

平成36年
11月30日

2910100821 医療法人岡
谷会

630-
8325

奈良県奈良市
西木辻町200番
地

岡谷会ホー
ムヘルプス
テーション
新大宮

630-
8114

奈良県奈良市
芝辻町四丁目
７番２号

行動援護 平成30年
12月1日

平成36年
11月30日

2910100797
社会福祉法
人ならやま
会

630-
8104

奈良県奈良市
奈 良 阪 町2532
番地の３

もえぎ 630-
8104

奈良県奈良市
奈 良 阪 町2605
番地の21

生活介護 平成30年
12月1日

平成36年
11月30日

事業所番号
事業者 事業所 サービス

種類名称 郵便番号 住所 名称 郵便番号 住所

2910102926 京奈商事合同会
社 630-8144

奈良県奈良市東
九 条 町771番 地
の３ 

ライフサポート
風の谷 630-8144

奈良県奈良市東
九条町771番地
の３　２F

生活介護

2910100102 有限会社やまび
こ 631-0806

奈良県奈良市朱
雀五丁目３番10
号

デイサービスセ
ンターグットラ
イフ

631-0806
奈良県奈良市朱
雀五丁目３番10
号

共 生 型 生
活介護
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2910100201
社会福祉法
人ならやま
会

630-
8104

奈良県奈良市
奈 良 阪 町2532
番地の３

生活介護事
業わかくさ
園

630-
8104

奈良県奈良市
奈 良 阪 町2532
番地の３

生活介護 平成30年
12月1日

平成36年
11月30日

2910101886
特定非営利
活動法人み
つわ会

630-
8441

奈良県奈良市
神殿町630番地
の６

ショートス
テイひだま
り

630-
8452

奈良県奈良市
北之庄西町一
丁 目10番 地 の
16

短期入所 平成30年
12月1日

平成36年
11月30日

2920100191

社会福祉法
人奈良県手
をつなぐ育
成会

635-
0154

奈良県高市郡
高取町観覚寺
1382番地

はなばたけ 630-
8113

奈良県奈良市
法蓮町350番地
の１

共同生活
援助
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（平成30年12月７日掲示済）　

奈良市告示第665号

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、開発行為に関する工事が完了したことを次の
とおり公告します。

なお、当該開発区域を表示した図書は、奈良市都市整
備部開発指導課において一般の閲覧に供します。

平成30年12月７日
奈良市長　仲　川　元　庸　

１　許可の年月日及び番号
　平成29年11月22日　奈良市指令整開　第17Ａ－36号
　平成30年５月22日　奈良市指令整開　

第17Ａ－36－１号
　平成30年11月２日　奈良市指令整開　

第17Ａ－36－２号
２　検査済証の交付年月日及び番号

開発行為　平成30年12月７日　第1662号
公共施設　平成30年12月７日　第809号

３　開発区域に含まれる地域
　奈良市学園大和町五丁目85番、709番50及び207番の
一部 ( Ｂ工区 )

４　開発許可を受けた者の住所及び氏名
奈良市平松五丁目30番３－１号
リアルアセット株式会社　代表取締役　久保西 竜成

５　公共施設の種類、位置及び区域
⑴　道路

奈良市学園大和町五丁目85番、709番50の一部及び
207番の一部の一部
⑵　下水道

奈良市学園大和町五丁目85番、709番50の一部及び
207番の一部の一部
⑶　調整池

奈良市学園大和町五丁目85番、709番50の一部及び
207番の一部
⑷　管路敷

奈良市学園大和町五丁目85番
（平成30年12月７日掲示済）　

奈良市告示第666号

奈良市観光自動車駐車場条例（平成12年奈良市条例第

17号）第３条の３第２項の規定により次のとおり臨時に
開場します。

平成30年12月７日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

施　設　名 臨時に開場する日時
奈良市転害門前
観光駐車場

平成30年12月31日午後８時～平成31
年１月１日午前８時

（平成30年12月７日掲示済）　

奈良市告示第667号

平成30年度後期高齢者医療保険料額決定通知書兼納入
通知書を送付しましたが、その送達を受けるべき者の住
所等が不明のため送達できないので、高齢者の医療の確
保に関する法律（昭和57年法律第80号）第112条において
準用する地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２の
規定により、別紙のとおり公示送達します。

なお、この公示送達に係る関係書類は、福祉部福祉医
療課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付します。

平成30年12月10日
奈良市長　仲　川　元　庸　

別紙省略
（平成30年12月10日掲示済）　

奈良市告示第668号

奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止
区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、
保管したので、同条例第10条第１項の規定により告示し
ます。

平成30年12月10日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

1　移動理由
　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

2　移動年月日
　平成30年12月10日

3　移動対象区域
　近鉄新大宮駅周辺、近鉄高の原駅周辺及び JR 奈良駅
周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年12月10日掲示済）　
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奈良市告示第669号

国税徴収法（昭和34年法律第147号）第86条の規定に
基づく参加差押通知書については、その送達を受けるべ
き者の住所等が不明のため送達することができないので、
地方税法（昭和25年法律第226号）第20条の２第１項の規
定により、次のとおり公示送達します。

なお、この公示送達に係る関係書類は、財務部滞納整
理課で保管し、送達を受けるべき者から交付の申出があ
ればいつでも交付します。

平成30年12月11日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

１　送達をすべき文書　　  
参加差押通知書

２　送達を受けるべき者
　　省略

（平成30年12月11日掲示済）　

奈良市告示第670号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定により下狭川奥町自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次の
とおり告示します。

平成30年12月12日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容

２　変更の年月日
　　平成30年４月１日

（平成30年12月12日掲示済）　

奈良市告示第671号

地方自治法（昭和22年法律第67号）第260条の２第11項
の規定によりこぶしが丘自治会から告示した事項の変更
の届出がありましたので、同条第10項の規定により次の
とおり告示します。

平成30年12月12日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

１　変更があった事項及びその内容

２　変更の年月日
　　平成30年４月１日

（平成30年12月12日掲示済）　

奈良市告示第672号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があり
ましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。

平成30年12月13日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

（平成30年12月13日掲示済）　

奈良市告示第673号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ

り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定
により告示します。

平成30年12月13日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

変更事項 変更前 変更後
事 務 所 の
所 在 地

奈良市下狭川町
2156番地

奈良市下狭川町
2987番地

代表者の氏名
及 び 住 所

浦野　哲朗
奈良市下狭川町

2156番地

大西　秀実
奈良市下狭川町

2987番地

変更事項 変更前 変更後

代表者の氏名
及 び 住 所

曽賀　野晋
奈良市都祁こぶし
が丘3535番地の８

大山　砂美
奈良市都祁こぶし
が丘3906番地の19

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

あそだ内科クリニック 奈良県奈良市芝辻町四丁目２番地の２新大宮
伝宝ビル５F 平成30年10月31日

野阪歯科医院 奈良県奈良市鶴舞東町２番10号 平成30年10月31日

なるせ歯科 奈良県奈良市西千代ヶ丘二丁目９番１号 平成30年10月31日

薬局セブンファーマシー朱雀店 奈良県奈良市朱雀六丁目20番地の２ 平成30年10月31日

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

あそだ内科クリニック 奈良県奈良市芝辻町四丁目２番地の２新大宮
伝宝ビル５F 平成30年11月１日

野阪歯科医院 奈良県奈良市鶴舞東町２番13号 VIV ビル101 平成30年11月１日

オレンジ薬局朱雀店 奈良県奈良市朱雀六丁目20番地の２ 平成30年11月１日
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（平成30年12月13日掲示済）　

奈良市告示第674号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第50条の２の規定
により指定医療機関から事業を廃止した旨の届出があり

ましたので、同法第55条の３の規定により次のとおり告
示します。

平成30年12月13日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

（平成30年12月13日掲示済）　

奈良市告示第675号

生活保護法（昭和25年法律第144号）第54条の２第１項
の規定により、同法による介護扶助を担当する機関を次

のとおり指定しましたので、同法第55条の３の規定によ
り告示します。

平成30年12月13日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

（平成30年12月13日掲示済）　

奈良市告示第676号

奈良農業振興地域整備計画を変更するので、農業振興
地域の整備に関する法律（昭和44年法律第58号）第13条
第４項において準用する同法第11条第１項の規定により
公告し、その案を次のとおり縦覧に供します。

当該農業振興地域整備計画の案について意見がある市
民は、平成31年１月15日までに市に意見書を提出するこ
とができます。

また、当該農業振興地域整備計画のうち農用地利用計
画に係る農用地区域内にある土地所有者、その他その土
地に関し権利を有する者は、当該農用地利用計画の案に
対して異議があるときは平成31年１月30日までに市にこ
れを申し出ることができます。

平成30年12月14日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

１　農業振興地域整備計画の案の縦覧期間
平成30年12月14日から平成31年１月15日まで

２　農業振興地域整備計画の案の縦覧場所
奈良市二条大路南一丁目１番１号
奈良市観光経済部農政課内

（平成30年12月14日掲示済）　

奈良市告示第677号

　生活保護法（昭和25年法律第144号）第49条の規定によ
り医療機関を指定しましたので、同法第55条の３の規定
により告示します。

平成30年12月14日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

医療機関の名称 医療機関の所在地 廃止年月日

ナカムラ歯科医院 奈良県奈良市西大寺栄町３番12号 平成30年８月30日

指定介護機関

施設又は実施する事業の種類 指定年月日
名称 所在地

開設者
名称 主たる所在地

ケアサポートさくらんぼ 奈良県奈良市下狭川町597番
地の１ 居宅　訪問介護

訪問型サービス（独自） 平成30年12月1日
株式会社さくらんぼ 京都府木津川市州見台一丁

目19番地16
訪問看護ステーション　あ
ったかい

奈良県奈良市三碓六丁目８
番４号 居宅　訪問看護

介護予防　訪問看護 平成30年12月1日
日本ウェルフェア株式会社 奈良県奈良市三碓六丁目８

番４号

土屋訪問介護事業所　奈良 奈良県奈良市三条添川町１
番５－703号

居宅　訪問介護 平成30年12月1日
ユースタイルラボラトリー
株式会社

東京都中野区中央一丁目35
番６号　レッチフィールド
中野坂上ビル６F

医療機関の名称 医療機関の所在地 指定年月日

近鉄奈良駅前クリニック
奈良県奈良市東向北町25番地の１　コンフォー
ト吉村１F

平成30年12月１日
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（平成30年12月14日掲示済）　

奈良市告示第678号

奈良市自転車等の安全利用に関する条例（昭和59年奈
良市条例第23号）第９条の規定により自転車等放置禁止
区域内に放置されていた自転車等を次のとおり移動し、
保管したので、同条例第10条第１項の規定により告示し
ます。

平成30年12月14日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

1　移動理由
　自転車等放置禁止区域に放置されていたため。

2　移動年月日
　平成30年12月14日

3　移動対象区域
　近鉄大和西大寺駅周辺、近鉄西ノ京駅周辺及び近鉄
奈良駅周辺自転車等放置禁止区域

以下省略
（平成30年12月14日掲示済）　

奈良市告示第679号

平成30年奈良市告示第568号（予防接種の実施）の一部
を次のように改正する。　

平成30年12月15日
奈良市長　 仲　川　元　庸　

次のよう省略
（平成30年12月15日掲示済）　

公　営　企　業

奈良市企業局告示第68号

奈良市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和
45年奈良市条例第16号）第５条の規定により、負担金の
賦課対象区域を定めましたので、次のとおり告示します。

なお、関係図書は平成30年12月１日から２週間、奈良
市企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供
します。

平成30年12月１日
奈良市公営企業管理者　

池　田　　　修　
賦課対象区域（第２負担区）

南京終町六丁目の一部
あやめ池北三丁目の一部

（平成30年12月１日掲示済）　

奈良市企業局告示第69号

公共下水道の供用及び下水の処理を開始するので、下
水道法（昭和33年法律第79号）第９条の規定に基づき次
のとおり告示します。

その関係図書は、平成30年12月３日から２週間、奈良
市企業局管理部下水道計画管理課に備え置いて縦覧に供
します。

平成30年12月３日
奈良市公営企業管理者　

池　田　　　修　
１　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する年月日

　平成30年12月17日
２－１　公共下水道の供用及び下水の処理を開始する区域

　法華寺町、大安寺二丁目、南肘塚町、秋篠町、中山
町西一丁目の各一部

２－２　供用を開始する排水施設の位置

３　公共汚水桝設置のうち、供用を開始する箇所
⑧　西大寺赤田二丁目821番２
⑨　平松一丁目97番３　他１筆
⑩　赤膚町1169番１
⑪　三碓町2250番９
⑫　三碓町2250番５
⑬　八条五丁目335番22　他11筆

⑭　西九条町二丁目11番４
⑮　秋篠三和町二丁目870番20
⑯　大安寺町550番　他１筆

４　供用を開始する排水施設の合流式及び分流式の別
分流式、合流式

５　終末処理場の位置及び名称
大和郡山市額田部南町160番地　奈良県浄化センタ－

処　理　分　区 起　　　　　点 終　　　　　点 備　　考

大安寺第３処理分区 法華寺町1359番２ 法華寺町1359番１ ①

南奈良第５－２処理分区 大安寺二丁目48番２ 大安寺二丁目51番 ②

南奈良第２処理分区 南肘塚町132番２ 南肘塚町132番１ ③

佐保川第７処理分区 秋篠町666番４ 秋篠町678番１ ④

佐保川第７処理分区 秋篠町666番１ 秋篠町669番１ ⑤

佐保川第１処理分区 中山町西一丁目856番８ 中山町西一丁目856番８ ⑥

大安寺第３処理分区 法華寺町278番７ 法華寺町484番２ ⑦
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（平成30年12月３日掲示済）　

奈良市企業局告示第70号

奈良市企業局指定給水装置工事事業者規程（平成10年
奈良市水道局管理規程第７号）第４条第１項の規定によ

り奈良市企業局指定給水装置工事事業者を指定したので、
同規程第10条の規定により次のとおり公示します。

平成30年12月３日
奈良市公営企業管理者　

池　田　　　修　

（平成30年12月３日掲示済）　

消　　　　　防

奈良市消防局告示第２号

奈良市火災予防条例（昭和37年奈良市条例第12号）第
54条の２第１項の規定に基づく指定催しの指定をしたの
で、同条第３項の規定に基づき公示します。

平成30年12月６日
奈良市消防局長　藤　村　正　弘　

催しの開催場所 奈良公園周辺
催しの名称 春日若宮おん祭お渡り式
催しの開催期間 平成30年12月17日

（平成30年12月６日掲示済）　

選挙管理委員会

奈良市選挙管理委員会告示第19号

平成30年12月１日現在における地方自治法（昭和22年
法律第67号）第74条第１項及び第75条第１項並びに市町
村の合併の特例に関する法律（平成16年法律第59号）第
４条第１項及び第５条第１項に規定する選挙権を有する
者の総数の50分の１の数並びに市町村の合併の特例に関
する法律第４条第11項及び第５条第15項に規定する選挙
権を有する者の総数の６分の１の数並びに地方自治法第
76条第１項、第80条第１項、第81条第１項及び第86条第
１項並びに地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭
和31年法律第162号）第８条第１項に規定する選挙権を有
する者の総数の３分の１の数は、次のとおりです。

平成30年12月３日
奈良市選挙管理委員会　　　

委員長　西久保　武　志　

50分の１の数　　6,075 人
６分の１の数　　50,619 人
３分の１の数　　101,238 人

（平成30年12月３日掲示済）　

名　　　　　称 代表者氏名 所　　在　　地 指　　定　　日

株式会社マンヨー橿原営業所
代表取締役
吉川　智也

奈良県橿原市鳥屋町１－25 平成30年11月21日




