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横浜市大規模小売店舗立地法運用要綱 
平成 12年 3 月 28 日 制定 

平成 30 年４月１日  最近改正（局長決裁） 
（目的） 
第１条 この要綱は、大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号、以下「法」という。）の運用に関し、本
市の地域特性と出店地の実情に応じた適切な配慮を大規模小売店舗に求め、本市経済及び地域社会の健全な発
展並びに市民生活の向上に寄与し、かつ、良好な都市環境の形成を図るため、本市における法の運用基準及び
必要な事務手続等について定めるものとする。 

 
（用語） 
第２条 この要綱において使用する用語は、特に定めるもののほか法、大規模小売店舗立地法施行令（平成 10 年
政令第 327 号。）及び大規模小売店舗立地法施行規則（平成 11 年通商産業省令第 62 号。以下「施行規則」と
いう。）において使用する用語の例による。 

２ この要綱において「市境店舗」とは、大規模小売店舗のうち、当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から
１キロメートルの範囲内に横浜市以外の市域を含むものをいう。 

 
（横浜市大規模小売店舗立地法運用基準） 
第３条 市長は、本市における大規模小売店舗の立地に関し、本市の地域特性及び出店地の実情に応じた適切な
配慮を大規模小売店舗に求めるため、指針を補う基準として横浜市大規模小売店舗立地法運用基準（以下「市
基準」という。）を定め、これを公表するものとする。 

２ 市基準は別表のとおりとする。 
 
（出店概要書等の作成） 
第４条 市長は、法第５条第１項、法第６条第２項及び法附則第５条第１項（同条第３項の規定により準用する
場合を含む。以下同じ。）の規定による届出を行おうとする者（以下「届出者」という。）に対して、原則と
して、事前に大規模小売店舗出店概要書（以下「概要書」という。）及び大規模小売店舗出店計画事前説明書
（以下「事前説明書」という。）を作成させ、協議を行うことを求めるものとする。 

２ 市長は、届出者に対して、法第５条第１項、法第６条第２項及び法附則第５条第１項の規定による届出を行
う際、協議を経た前項の事前説明書を大規模小売店舗出店計画説明書（以下「説明書」という。）として提出
するよう求めるものとする。 

３ 市長は、当該大規模小売店舗が市境店舗の場合、届出者に対して、前項の説明書を第２条第２項の範囲にお
いて法を運用する都県及び指定都市（横浜市を除く。）あてに提出するよう求めるものとする。 

４ 第１項の概要書及び事前説明書並びに第２項の説明書の記載事項は、別に定める。 
 
 
 
 
 

横浜市大規模小売店舗立地法運用要綱 
平成 12年 3 月 28 日 制定 

令和〇年〇月〇日  最近改正（局長決裁） 
（目的） 
第１条 この要綱は、大規模小売店舗立地法（平成 10 年法律第 91 号。以下「法」という。）の運用に関し、本
市の地域特性と出店地の実情に応じた適切な配慮を大規模小売店舗に求め、本市経済及び地域社会の健全な発
展並びに市民生活の向上に寄与し、かつ、良好な都市環境の形成を図るため、本市における法の運用基準及び
必要な事務手続等について定めるものとする。 

 
（用語） 
第２条 この要綱において使用する用語は、特に定めるもののほか法、大規模小売店舗立地法施行令（平成 10 年
政令第 327 号。）及び大規模小売店舗立地法施行規則（平成 11 年通商産業省令第 62 号。以下「施行規則」と
いう。）において使用する用語の例による。 

２ この要綱において「市境店舗」とは、大規模小売店舗のうち、当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から
１キロメートルの範囲内に横浜市以外の市域を含むものをいう。 

 
（横浜市大規模小売店舗立地法運用基準） 
第３条 市長は、本市における大規模小売店舗の立地に関し、本市の地域特性及び出店地の実情に応じた適切な
配慮を大規模小売店舗に求めるため、指針を補う基準として横浜市大規模小売店舗立地法運用基準（以下「市
基準」という。）を別に定め、これを公表するものとする。 

 
 
（出店概要書等の作成） 
第４条 市長は、法第５条第１項、法第６条第２項及び法附則第５条第１項（同条第３項の規定により準用する
場合を含む。以下同じ。）の規定による届出を行おうとする者（以下「届出予定者」という。）に対して、原
則として、事前に大規模小売店舗出店概要書（以下「概要書」という。）を作成させ、当該届出の４か月前又
は建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号）第６条に基づく確認申請を行おうとする日の３か月前のいずれか早
い期日までに、概要書を提出するよう求めるものとする。 

２ 市長は、届出予定者に対して、法第５条第１項、法第６条第２項及び法附則第５条第１項の規定による届出
を行う前に、大規模小売店舗出店計画事前説明書（以下「事前説明書」という。）を提出するよう求めるもの
とする。ただし、市長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。 

３ 市長は、事前説明書を提出した者に対して、その内容について、必要に応じて本市及び関係機関と協議を行
い、当該協議の終了後にその協議内容を反映させた大規模小売店舗出店計画説明書（以下「説明書」という。）
を、法第５条第１項、法第６条第２項及び法附則第５条第１項の規定による届出を行う際に、法第５条第１項
の規定による届出に係る同条第２項の書類（以下「添付書類」という。）、法第６条第２項及び法附則第５条
第１項（以下「法第６条第２項等」という。）の規定による届出に係る添付書類の一部として提出するよう求
めるものとする。 

4 概要書、事前説明書及び説明書の記載事項は、別に定める。 

新旧対照表（案） 



 
（早期情報提供） 
第５条 市長は、次のいずれかに該当する届出については、届出者に対して、当該届出の３か月前又は建築基準
法第６条に基づく確認申請を行おうとする日の３か月前のいずれか早い時期までに、前条の規定による概要書
を提出するよう求めるものとする。 

(1) 法第５条第１項の規定による届出 
(2) 法第６条第２項及び附則第５条第１項の規定による届出のうち、当該大規模小店舗内の店舗面積の合計を増

加させる場合で、増加後の店舗面積の合計が次のいずれかに該当する届出 
  ア ６千平方メートル以上 

イ 大規模小売店舗立地法施行規則第７条第４項に規定する基礎面積の２倍以上 
 (3) 法第６条第２項及び附則第５条第１項の規定による届出のうち、当該大規模小売店舗全部を取り壊した後

に新築する場合で、当該新築後の大規模小売店舗内の店舗面積の合計が次のいずれかに該当する届出 
  ア ６千平方メートル以上 

イ 大規模小売店舗立地法施行規則第７条第４項に規定する基礎面積の２倍以上 
(4) 前３項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める届出 

２ 市長は、届出者に対して、前項の規定により概要書を提出した日から１か月以内に、当該大規模小売店舗の
周辺に居住する者等を対象に、概要書の内容について周知（以下「事前の周知」という。）を行うよう求めるも
のとする。 

３ 市長は、届出者が事前の周知を行うにあたり配慮すべき事項について、意見を述べることができる。 
４ 市長は、届出者に対して、すみやかに事前の周知に関する実施状況を報告するよう求めるものとする。  
５ 市長は、第１項の規定により提出された概要書を市のホームページに掲載できるものとする。 
６ 市長は、第１項の規定による届出に該当しなくなった場合、届出者に対して、取下書（様式第１）を提出する
よう求めるものとする。 

 
（大規模小売店舗の新設等に関する届出） 
第６条  次の各号に掲げる届出、通知及び書類の提出部数は、12 部以内とする。ただし、当該大規模小売店舗が
市境店舗の場合、第２条第２項の範囲において法を運用する都県及び指定都市の数（横浜市を除く。）を加え
た部数を提出するものとする。 
(1) 法第５条第１項の規定による届出 
(2) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第５条第２項の書類（以下「添付書類」という。） 
(3) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第８条第７項の届出 
(4) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第８条第７項の通知 
(5) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第９条第４項の届出 
(6) 法第５条第１項の規定による届出に係る第 19条の通知 
(7) 法第５条第１項の規定による届出に係る第 23条の届出 

２  次の各号に掲げる届出、通知及び書類の提出部数は、６部以内とする。ただし、当該大規模小売店舗が市境
店舗の場合、第２条第２項の範囲において法を運用する都県及び指定都市の数（横浜市を除く。）を加えた部
数を提出するものとする。 
(1) 法第６条第２項の規定による届出 
(2) 法附則第５条第１項の規定による届出 

 
（早期情報提供） 
第５条 市長は、次のいずれかに該当する届出については、届出予定者に対して、前条の規定により概要書を提
出した日から１か月以内に、当該大規模小売店舗の周辺に居住する者等を対象に、概要書の内容について周知
（以下「事前の周知」という。）を行うよう求めるものとする。 

(1) 法第５条第１項の規定による届出 
(2) 法第６条第２項等の届出のうち、当該大規模小売店舗内の店舗面積の合計を増加させる場合で、増加後の店

舗面積の合計が次のいずれかに該当する届出 
  ア ６千平方メートル以上 

イ 施行規則第７条第 1 項第４号に規定する基礎面積の２倍以上 
(3) 法第６条第２項等の届出のうち、当該大規模小売店舗全部を取り壊した後に新築する場合で、当該新築後の

大規模小売店舗内の店舗面積の合計が次のいずれかに該当する届出 
  ア ６千平方メートル以上 

イ 施行規則第７条第 1 項第４号に規定する基礎面積の２倍以上 
(4) 前３項の規定のほか、市長が特に必要と認める届出 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
（大規模小売店舗の新設等に関する届出） 
第６条  次の各号に掲げる届出、通知及び書類の提出部数は、12 部以内とする。ただし、当該大規模小売店舗が
市境店舗の場合、第２条第２項の範囲において法を運用する都県及び指定都市の数（横浜市を除く。）を加え
た部数を提出するものとする。 
(1) 法第５条第１項の規定による届出 
(2) 法第 5 条第 1 項の規定による届出に係る添付書類 
(3) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第８条第７項の届出 
(4) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第８条第７項の通知 
(5) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第９条第４項の届出 
(6) 法第５条第１項の規定による届出に係る第 19条の通知 
(7) 法第５条第１項の規定による届出に係る第 23条の届出 

２  次の各号に掲げる届出、通知及び書類の提出部数は、６部以内とする。ただし、当該大規模小売店舗が市境
店舗の場合、第２条第２項の範囲において法を運用する都県及び指定都市の数（横浜市を除く。）を加えた部
数を提出するものとする。 
(1) 法第６条第２項等の規定による届出 
 



(3) 法第６条第２項及び法附則第５条第１項の規定による届出（以下「法第６条第２項等の届出」という。以
下同じ。）に係る添付書類 

(4) 法第６条第２項等の届出に係る法第８条第７項の届出 
(5) 法第６条第２項等の届出に係る法第８条第７項の通知 
(6) 法第６条第２項等の届出に係る法第９条第４項の届出 
(7) 法第６条第２項等の届出に係る第 19条の通知 
(8) 法第６条第２項等の届出に係る第 23条の届出 

３ 次の各号に掲げる届出の提出部数は、３部以内とする。ただし、当該大規模小売店舗が市境店舗の場合、第
２条第２項の範囲において法を運用する都県及び指定都市の数（横浜市を除く。）を加えた部数を提出するも
のとする。 
(1) 法第６条第１項の規定による届出 
(2) 法第６条第５項の規定による届出 
(3) 法第 11 条第３項の規定による届出 

 
 
 
 
 
 
（届出の公告） 
第７条  法第５条第３項（法第６条第３項、法第８条第８項及び法第９条第５項において準用する場合を含む。）、
法第６条第６項、法第８条第３項、法第８条第６項及び法第９条第３項の規定による公告は、横浜市報に掲載
することにより行うものとする。 

 
（届出等の縦覧） 
第８条  法第５条第３項（法第６条第３項、法第８条第８項及び法第９条第５項において準用する場合を含む。）、
法第８条第３項及び法第８条第６項の規定による縦覧を行う場所は、次のとおりとする。 
(1) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第５条第３項の規定による縦覧（法第５条第１項の規定による
届出に係る法第８条第３項、法第８条第６項、法第８条第８項及び法第９条第５項の規定による縦覧を含む。）
は、市役所及び当該大規模小売店舗の所在地の属する区役所 

(2) 法第６条第１項の規定による届出及び法第６条第２項等の届出に係る法第６条第３項の規定による縦覧
（法第６条第１項及び法第６条第２項等の届出に係る法第８条第３項、法第８条第６項、法第８条第８項及
び法第９条第５項の規定による縦覧を含む。）は、市役所 

 
（届出を要さない変更に係る報告） 
第９条 市長は、大規模小売店舗の設置者に対し、法第６条第２項ただし書きの規定により届出を要さないこと
とされている届出事項の変更を行う際、必要に応じて書面により当該変更を行う旨の報告を行うよう求めるも
のとする。 

 
 

(2) 法第６条第２項等の規定による届出に係る添付書類 
 
(3) 法第６条第２項等の規定による届出に係る法第８条第７項の届出 
(4) 法第６条第２項等の規定による届出に係る法第８条第７項の通知 
(5) 法第６条第２項等の規定による届出に係る法第９条第４項の届出 
(6) 法第６条第２項等の規定による届出に係る第 19 条の通知 
(7) 法第６条第２項等の規定による届出に係る第 23 条の届出 

３ 次の各号に掲げる届出の提出部数は、３部以内とする。ただし、当該大規模小売店舗が市境店舗の場合、第
２条第２項の範囲において法を運用する都県及び指定都市の数（横浜市を除く。）を加えた部数を提出するも
のとする。 
(1) 法第６条第１項の規定による届出 
(2) 法第６条第５項の規定による届出 
(3) 法第 11 条第３項の規定による届出 

 
（取下げ） 
第６条の２  法第５条第１項及び法第６条第２項等の規定による届出後、当該届出を取り下げようとするときは、
市長は、当該届出をした者に、取下書（様式第１）を提出するよう求めるものとする。 

２ 前項の規定は、第４条第１項から第３項までに掲げる提出の取下げについて準用する。 
 
（届出の公告） 
第７条  法第５条第３項（法第６条第３項、法第８条第８項及び法第９条第５項において準用する場合を含む。）、
法第６条第６項、法第８条第３項、法第８条第６項及び法第９条第３項の規定による公告は、横浜市報に掲載
することにより行うものとする。 

 
（届出等の縦覧） 
第８条  法第５条第３項（法第６条第３項、法第８条第８項及び法第９条第５項において準用する場合を含む。）、
法第８条第３項及び法第８条第６項の規定による縦覧を行う場所は、次のとおりとする。 
(1) 法第５条第１項の規定による届出に係る法第５条第３項の規定による縦覧（法第５条第１項の規定による
届出に係る法第８条第３項、法第８条第６項、法第８条第８項及び法第９条第５項の規定による縦覧を含む。）
は、市役所及び当該大規模小売店舗の所在地の属する区役所 

(2) 法第６条第１項の規定による届出及び法第６条第２項等の届出に係る法第６条第３項の規定による縦覧
（法第６条第１項及び法第６条第２項等の届出に係る法第８条第３項、法第８条第６項、法第８条第８項及
び法第９条第５項の規定による縦覧を含む。）は、市役所 

 
（届出を要さない変更に係る報告） 
第９条 市長は、大規模小売店舗の設置者に対し、法第６条第２項ただし書きの規定により届出を要さないこと
とされている届出事項の変更を行う際、必要に応じて書面により当該変更を行う旨の報告を行うよう求めるも
のとする。 

 
 



（軽微な変更） 
第 10 条  市長は、法第６条第４項ただし書の規定による軽微な変更（以下「軽微変更」という。）として法第６
条第２項等の届出をしようとする届出者に対して、当該届出を行おうとする日の１か月前までに、必要に応じ
て施行規則第８条の規定に基づく事実確認を行う資料の提出を求めるものとする。 

 
（説明会の開催等） 
第 11 条 説明会は、当該大規模小売店舗の所在地の属する区内で当該大規模小売店舗の所在地に近く、相当な人
数を収容できる施設において、１回以上開催するものとする。このとき、１回は平日の夜間又は土休日に開催
するものとする。 

２ 法第５条第１項の規定による届出に係る説明会のうち、次の各号の一に該当する場合は、施行規則第 11 条第
１項の規定により、説明会開催者に対して開催回数を次のとおり指定するものとする。 
(1) 当該大規模小売店舗の所在地の敷地又はこれに隣接する敷地（公道を隔てて隣接する場合を含む。）が、
都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号。）に定める商業地域及び近隣商業地域以外のときは、２回以上 

(2) 前号の場合であって、当該大規模小売店舗に係る施行規則第３条第２項第１号の規定による開店時刻から
閉店時刻までの時間帯、第２号及び第４号の規定による時間帯が 23時から６時までの時間帯に及ぶときは、
３回 

３ 法第６条第２項等の届出に係る説明会のうち、次の各号の一に該当する場合は、施行規則第 11 条第１項の規
定により、説明会開催者に対して開催回数を次のとおり指定するものとする。 
(1) 当該大規模小売店舗の所在地の敷地又はこれに隣接する敷地（公道を隔てて隣接する場合を含む。）が、
都市計画法に定める商業地域及び近隣商業地域以外である大規模小売店舗であって、当該届出が第５条第１
項第２号及び第３号に該当するときは、２回以上 

(2) 当該大規模小売店舗の所在地の敷地又はこれに隣接する敷地（公道を隔てて隣接する場合を含む。）が、都
市計画法に定める商業地域及び近隣商業地域以外である大規模小売店舗であって、施行規則第３条第２項第
１号の規定による開店時刻から閉店時刻までの時間帯、第２号及び第４号の規定による時間帯について、23
時から６時までの時間帯に及ぶような変更をしようとするときは、２回以上 

(3) 前２号の規定にかかわらず、法附則第５条第１項の規定による届出であって、施行規則第７条第１項第３
号から第８号の規定による変更のみの場合にあっては、１回以上 

４ 市長は、前２項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、説明会開催者に対して３回を上限として開
催回数を指定するものとする。 

５ 市長は、市境店舗に係る説明会の場合、説明会の開催を予定する場所を定めるにあたり、説明会開催者に対
して第２条第２項の範囲内（横浜市域を除く。）に居住する者の参加の便についての配慮を求めるものとする。 

６ 市長は、説明会開催者が説明会を開催するにあたり配慮すべき事項について、意見を述べることができる。 
７ 市長は、説明会開催者に対して、第１項から第５項までの規定並びに法第７条第３項の規定による意見及び
前項の意見に考慮して説明会の開催計画を定め、これを定めたときは、説明会開催計画書（様式第４）の提出
を求めるものとする。 

８ 説明会開催者は、説明書を説明会における配布資料として用いることができる。 
 
（説明会を掲示により行う場合） 
第 12 条  市長は、施行規則第 11 条第２項の規定による説明会を掲示により行うものとして法第６条第２項等の
届出をしようとする届出者に対して、届出書を提出しようとする日の１か月前までに、必要に応じて施行規則

（軽微な変更） 
第 10 条  市長は、法第６条第４項ただし書の規定による軽微な変更（以下「軽微変更」という。）として法第６
条第２項等の届出をしようとする届出者に対して、当該届出を行おうとする日の１か月前までに、必要に応じ
て施行規則第８条の規定に基づく事実確認を行う資料の提出を求めるものとする。 

 
（説明会の開催等） 
第 11 条 説明会は、当該大規模小売店舗の所在地の属する区内で当該大規模小売店舗の所在地に近く、相当な人
数を収容できる施設において１回以上開催するものとする。この場合において、そのうち１回は祝日以外の月
曜日から金曜日までの 18時以降、土曜日、日曜日又は祝日に開催するものとする。 

２ 次の各号の一に該当する場合は、施行規則第 11 条第１項の規定により、開催回数を次のとおり指定するもの
とする。 
(1)法第５条第１項の規定による届出のうち、当該大規模小売店舗に係る施行規則第３条第２項第１号の規定に
よる開店時刻から閉店時刻までの時間帯並びに同項第２号及び第４号の規定による時間帯が、23 時から６時
までの時間帯に及ぶ場合は３回、それ以外の場合は 2 回 

(2)法第６条第２項等の届出のうち、当該大規模小売店舗に係る施行規則第３条第２項第１号の規定による開店
時刻から閉店時刻までの時間帯並びに同項第２号及び第４号の規定による時間帯が、23 時から６時までの時
間帯に及ぶ場合は２回 

３ 市長は、前項第 1 号に該当する説明会のうち、届出者が第 12 条第 2 項に掲げる掲示と同程度の措置を代わり
に講じる場合は、同号に規定する開催回数から 1 回減じた回数を指定することができる。 

 
 
 
 
 
 
 
 
４ 市長は、前２項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、説明会開催者に対して３回を上限として開
催回数を指定するものとする。 

５ 市長は、市境店舗に係る説明会の場合、説明会の開催を予定する場所を定めるにあたり、説明会開催者に対
して第２条第２項の範囲内（横浜市域を除く。）に居住する者の参加の便についての配慮を求めるものとする。 

６ 市長は、説明会開催者が説明会を開催するにあたり配慮すべき事項について、意見を述べることができる。 
７ 市長は、説明会開催者に対して、第１項から第５項までの規定並びに法第７条第３項の規定による意見及び
前項の意見に考慮して説明会の開催計画を定めること及び説明会開催計画書（様式第４）の提出を求めるもの
とする。 

 
 
（説明会を掲示により行う場合） 
第 12 条  市長は、施行規則第 11 条第２項の規定による説明会を掲示により行うものとして法第６条第２項等の
届出をしようとする届出者に対して、届出書を提出しようとする日の１か月前までに、必要に応じて施行規則



第 11 条第２項の規定に基づく事実確認を行う資料の提出を求めるものとする。 
２ 施行規則第 11 条第２項の規定による掲示は、当該届出を行った日から４か月間、次に掲げる方法により行う
ものとする。 
(1) 当該大規模小売店舗内に法第６条第２項等の届出書及び添付書類、又は説明書を設置し一般の閲覧の用に
供すること 

(2) 当該大規模小売店舗の来店客用の入口及び前号の閲覧の実施箇所の見やすい場所に、標識（様式第７）を
掲出すること 

３ 前条第７項の規定は、第２項の規定による掲示について準用する。 
 
（説明会の開催の公告及び通知） 
第 13 条  法第７条第２項に規定する説明会の開催の公告は、次の各号に掲げる方法より行うものとする。 

(1) 次に掲げる方法のうちのいずれかの方法 
ア 当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から１キロメートルの範囲（市境店舗に係る説明会の場合、横
浜市以外の市域を含む。）において購読される時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙３紙以上への、当
該説明会の開催案内を掲載（大きさは、２段３分の１以上とする。） 

イ 当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から１キロメートルの範囲（市境店舗に係る説明会の場合、横
浜市以外の市域を含む。）において購読される時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙３紙以上への、当
該説明会の開催案内を記載したちらしの折り込み（大きさは、日本工業規格Ｂ５以上とする。） 

ウ 法第６条第２項等の届出に係る説明会にあっては、当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から１キロ
メートルの範囲（市境店舗に係る説明会の場合、横浜市以外の市域を含む。）において購読される時事に
関する事項を掲載する日刊新聞紙３紙以上に折り込まれる、当該大規模小売店舗に係る売出広告への、当
該説明会の開催案内の掲載（説明会開催案内部分と売出広告部分との区別が容易にできるよう意匠に配慮
するものとし、大きさは、150 平方センチメートル以上とする。） 

(2) 当該大規模小売店舗に係る敷地内への標識（様式第８）の掲出 
２ 前項第２号の標識の掲出は、当該標識に係る全ての説明会が終了するまで、これを行うものとする。 
３ 市長は、第１項の公告に、法第７条第２項に定める事項のほか、次に掲げる事項を掲載することを説明会開
催者に対して求めるものとする。 
(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 
(2) 当該大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住
所 

(3) 法第５条第１項の規定による届出に係る説明会の場合は当該大規模小売店舗内の店舗面積の合計、法第６
条第２項等の届出に係る説明会の場合は当該変更届出の概要 

(4) 当該説明会に係る問い合わせ先 
４ 市長は、説明会開催者に対して、第１項の公告のほか、当該大規模小売店舗の所在地の周辺に居住する者に、
説明会開催の通知を行うよう配慮を求めるものとする。 

５  市長は、前条第２項に規定する方法により掲示を行った場合は、第１項の規定にかかわらず、前条第２項の
規定による掲示をもって法第７条第２項に規定する説明会の開催の公告とみなすものとする。 

 
（説明会を開催することができない場合） 
第 14 条  市長は、説明会開催者が施行規則第 13 条第１項の事由により、法第７条第２項の規定により公告した

第 11 条第２項の規定に基づく事実確認を行う資料の提出を求めるものとする。 
２ 施行規則第 11 条第２項の規定による掲示は、当該届出を行った日から４か月間、次に掲げる方法により行う
ものとする。 
(1) 当該大規模小売店舗内に法第６条第２項等の届出書及び添付書類のうち施行規則第 4 条第 1 項第 2 号から
第 12 号までの内容が記載された部分を配架し一般の閲覧の用に供すること。 

(2) 当該大規模小売店舗の来店客用の入口及び前号の閲覧の実施箇所の見やすい場所に、標識（様式第７）を
掲出すること。 

３ 前条第７項の規定は、第２項の規定による掲示について準用する。 
 
（説明会の開催の公告及び通知） 
第 13 条  法第７条第２項に規定する説明会の開催の公告は、次の各号に掲げる方法より行うものとする。 

(1) 次に掲げる方法のうちのいずれかの方法 
ア 当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から１キロメートルの範囲（市境店舗に係る説明会の場合、横
浜市以外の市域を含む。）において購読される時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙３紙以上への、当
該説明会の開催案内を掲載（大きさは、２段３分の１以上とする。） 

イ 当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から１キロメートルの範囲（市境店舗に係る説明会の場合、横
浜市以外の市域を含む。）において購読される時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙３紙以上への、当
該説明会の開催案内を記載したちらしの折り込み（大きさは、日本工業規格Ｂ５以上とする。） 

ウ 法第６条第２項等の届出に係る説明会にあっては、当該大規模小売店舗の所在地の敷地境界から１キロ
メートルの範囲（市境店舗に係る説明会の場合、横浜市以外の市域を含む。）において購読される時事に
関する事項を掲載する日刊新聞紙３紙以上に折り込まれる、当該大規模小売店舗に係る売出広告への、当
該説明会の開催案内の掲載（説明会開催案内部分と売出広告部分との区別が容易にできるよう意匠に配慮
するものとし、大きさは、150 平方センチメートル以上とする。） 

(2) 当該大規模小売店舗に係る敷地内への標識（様式第８）の掲出 
２ 前項第２号の標識の掲出は、当該標識に係る全ての説明会が終了するまで、これを行うものとする。 
３ 市長は、第１項の公告に、法第７条第２項に定める事項のほか、次に掲げる事項を掲載することを説明会開
催者に対して求めるものとする。 
(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 
(2) 当該大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住
所 

(3) 法第５条第１項の規定による届出に係る説明会の場合は当該大規模小売店舗内の店舗面積の合計、法第６
条第２項等の届出に係る説明会の場合は当該変更届出の概要 

(4) 当該説明会に係る問い合わせ先 
４ 市長は、説明会開催者に対して、第１項の公告のほか、当該大規模小売店舗の所在地の周辺に居住する者に、
説明会開催の通知を行うよう配慮を求めるものとする。 

５  市長は、前条第２項に規定する方法により掲示を行った場合は、第１項の規定にかかわらず、前条第２項の
規定による掲示をもって法第７条第２項に規定する説明会の開催の公告とみなすものとする。 

 
（説明会を開催することができない場合） 
第 14 条  市長は、説明会開催者が施行規則第 13 条第１項の事由により、法第７条第２項の規定により公告した



説明会を開催することができない場合、説明会開催者に対して、市長との協議の上、説明会開催不能報告書（様
式第９）の提出を求めるものとする。 

２ 市長は、前項の報告書を受けた場合おいて、施行規則第 13 条第１項の事由に該当する事実確認を行ったとき
は、説明会開催者に対して、法第７条第４項の規定による周知の方法について協議を行うよう求めるものとす
る。 

 
（説明会実施状況報告書の提出） 
第 15 条 市長は、説明会が開催された場合（施行規則第 11 条第２項の規定による掲示及び法第７条第４項の規
定による周知を行った場合を含む。）、説明会開催者に対してすみやかに説明会実施状況報告書（様式第 11）
の提出により説明会の実施状況を報告するよう求めるものとする。 

２ 市長は、説明会開催者に対して、前項の報告書に法第７条第２項の規定による公告の実施状況を証する書類
及び当該説明会において出席者に対して配布した資料、第 12 条第２項の規定による掲示における掲示物又は
法第７条第４項の規定による周知の内容を記載した資料を添付するよう求めるものとする。 

 
（意見書の提出） 
第 16 条  法第８条第２項の規定により意見を述べようとするときは、意見書（様式第 12）により、横浜市経済
局あて持参、郵送又は市長が適切と認める方法により提出するものとする。 

 
（意見書の公告及び縦覧） 
第 17 条  市長は、法第８条第２項の規定により述べられた意見のうち、明らかに個人情報の保持又は公序良俗に
反すると認められるものについては、その全部又は一部について法第８条第３項の規定による公告及び縦覧を
行わないものとすることができる。 

 
 
 
 
 
 
（市の意見） 
第 18 条 市長は、法第８条第４項の意見の有無及び意見の内容について、法第５条第１項の規定による届出又は
法第６条第２項等の届出の内容をもとに、法第８条第２項の規定により述べられた意見に配意し、並びに指針
及び市基準を勘案して決定するものとする。 

２ 市長は、法第８条第４項の意見を述べようとするときは、横浜市大規模小売店舗立地審議会（以下「審議会」
という。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、法第８条第４項の規定により意見を述べる場合又は意見を有しない旨の通知をする場合、様式第 13
又は様式第 14 を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。 

 
（市の意見に対する添付書類の事項のみの変更） 
第 19 条  法第８条第４項の意見を述べた場合で、施行規則第４条各号に掲げる事項のみを変更しようとする場
合、添付書類変更通知書（様式第 15）を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添付して変更を通知するも

説明会を開催することができない場合、説明会開催者に対して、市長との協議の上、説明会開催不能報告書（様
式第９）の提出を求めるものとする。 

２ 市長は、前項の報告書を受けた場合おいて、施行規則第 13 条第１項の事由に該当する事実確認を行ったとき
は、説明会開催者に対して、法第７条第４項の規定による周知の方法について協議を行うよう求めるものとす
る。 

 
（説明会実施状況報告書の提出） 
第 15 条 市長は、説明会が開催された場合（施行規則第 11 条第２項の規定による掲示及び法第７条第４項の規
定による周知を行った場合を含む。）、説明会開催者に対してすみやかに説明会実施状況報告書（様式第 11）
の提出により説明会の実施状況を報告するよう求めるものとする。 

２ 市長は、説明会開催者に対して、前項の報告書に法第７条第２項の規定による公告の実施状況を証する書類
及び当該説明会において出席者に対して配布した資料、第 12 条第２項の規定による掲示における掲示物又は
法第７条第４項の規定による周知の内容を記載した資料を添付するよう求めるものとする。 

 
（意見書の提出） 
第 16 条  法第８条第２項の規定により意見を述べようとするときは、意見書（様式第 12）により、横浜市経済
局あて持参、郵送又は市長が適切と認める方法により提出するものとする。 

 
（意見書の公告及び縦覧） 
第 17 条  市長は、法第８条第２項の規定により述べられた意見のうち、明らかに個人情報の保持又は公序良俗に
反すると認められるものについては、その全部又は一部について法第８条第３項の規定による公告及び縦覧を
行わないものとすることができる。 

 
（見解書の作成） 
第 17 条の２ 市長は、届出者に対して前条の公告及び縦覧された意見と当該意見に対する見解をまとめた見解書
を作成し提出するよう求めるものとする。 

２ 市長は、前項の規定により提出された見解書を市のホームページに掲載することができる。 
 
（市の意見） 
第 18 条 市長は、法第８条第４項の意見の有無及び意見の内容について、法第５条第１項の規定による届出又は
法第６条第２項等の届出の内容をもとに、法第８条第２項の規定により述べられた意見に配意し、並びに指針
及び市基準を勘案して決定するものとする。 

２ 市長は、法第８条第４項の意見を述べようとするときは、横浜市大規模小売店舗立地審議会（以下「審議会」
という。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、法第８条第４項の規定により意見を述べる場合又は意見を有しない旨の通知をする場合、様式第 13
又は様式第 14 を用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。 

 
（市の意見に対する添付書類の事項のみの変更） 
第 19 条  法第８条第４項の意見を述べた場合で、施行規則第４条各号に掲げる事項のみを変更しようとする場
合、添付書類変更通知書（様式第 15）を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添付して変更を通知するも



のとする。 
２ 前項の規定による通知は、法第８条第７項の通知とみなす。 
 
（市の意見に対する届出事項等の変更に係る説明書の提出） 
第 20 条  市長は、法第８条第７項の届出及び前条の規定による通知を行おうとする者に対して、説明書のうち当
該変更に係る部分について、変更後の内容に修正したものを提出するよう求めるものとする。 

 
（市の意見に対して変更しない旨の通知） 
第 21 条 法第８条第７項の通知（第 18 条の規定による通知を除く。以下この条において同じ。）は、届出事項
を変更しない旨の通知書（様式第 16）を用いて行うものとする。 

２ 市長は、前項の通知を行おうとする者に対し、前項の通知に、届出事項の変更を行わなくとも当該大規模小
売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを証する資料
を添付するよう求めるものとする。 

 
（市の勧告） 
第 22 条 市長は、法第９条第１項の規定による勧告の有無及び勧告の内容について、法第８条第７項の届出又は
通知の内容をもとに、指針及び市基準を勘案して決定するものとする。 

２ 市長は、法第９条第１項の規定による勧告をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。 
３ 市長は、法第９条第１項の規定による勧告を行う場合又は勧告を行わない場合、様式第 17 又は様式第 18 を
用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。 

 
（市の勧告による添付書類の事項のみの変更） 
第 23 条  法第９条第１項の規定による勧告を行った場合で、施行規則第４条各号に掲げる事項のみを変更しよう
とする場合、添付書類変更届出書（様式第 19）を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添付して変更の届
出を行うものとする。 

 
（市の勧告に対する届出事項等の変更に係る説明書の提出） 
第 24 条  市長は、法第９条第４項の規定による届出及び前条の届出を行おうとする者に対して、説明書のうち当
該変更に係る部分について、変更後の内容に修正したものを提出するよう求めるものとする。 

 
（市の勧告による変更の届出の期限） 
第 25 条  市長は、法第９条第１項の規定による勧告を行った場合、届出者に対して原則として勧告を行った日か
ら２か月以内に法第９条第４項の届出（第 23 条の届出を含む。以下同じ。）を行うよう求めるものとする。 

２ 市長は、前項の届出が届出者からの連絡なく、前項の規定による期間内に行われない場合、当該勧告に従わ
ないものとみなすことができる。 

 
（市の勧告を適正に反映している旨の通知） 
第 26 条 市長は、法第９条第４項の届出の内容が法第９条第１項の規定による勧告を適正に反映しているもので
あると認められる場合、様式第 20を用いてその旨を届出者に対して通知するものとする。 

 

のとする。 
２ 前項の規定による通知は、法第８条第７項の通知とみなす。 
 
（市の意見に対する届出事項等の変更に係る説明書の提出） 
第 20 条  市長は、法第８条第７項の届出及び前条の規定による通知を行おうとする者に対して、説明書のうち当
該変更に係る部分について、変更後の内容に修正したものを提出するよう求めるものとする。 

 
（市の意見に対して変更しない旨の通知） 
第 21 条 法第８条第７項の通知（第 18 条の規定による通知を除く。以下この条において同じ。）は、届出事項
を変更しない旨の通知書（様式第 16）を用いて行うものとする。 

２ 市長は、前項の通知を行おうとする者に対し、前項の通知に、届出事項の変更を行わなくとも当該大規模小
売店舗の周辺の地域の生活環境に著しい悪影響を及ぼす事態の発生を回避することができることを証する資料
を添付するよう求めるものとする。 

 
（市の勧告） 
第 22 条 市長は、法第９条第１項の規定による勧告の有無及び勧告の内容について、法第８条第７項の届出又は
通知の内容をもとに、指針及び市基準を勘案して決定するものとする。 

２ 市長は、法第９条第１項の規定による勧告をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。 
３ 市長は、法第９条第１項の規定による勧告を行う場合又は勧告を行わない場合、様式第 17 又は様式第 18 を
用いてその旨を当該届出者に対して通知するものとする。 

 
（市の勧告による添付書類の事項のみの変更） 
第 23 条  法第９条第１項の規定による勧告を行った場合で、施行規則第４条各号に掲げる事項のみを変更しよう
とする場合、添付書類変更届出書（様式第 19）を用い、変更前及び変更後の当該添付書類を添付して変更の届
出を行うものとする。 

 
（市の勧告に対する届出事項等の変更に係る説明書の提出） 
第 24 条  市長は、法第９条第４項の規定による届出及び前条の届出を行おうとする者に対して、説明書のうち当
該変更に係る部分について、変更後の内容に修正したものを提出するよう求めるものとする。 

 
（市の勧告による変更の届出の期限） 
第 25 条  市長は、法第９条第１項の規定による勧告を行った場合、届出者に対して原則として勧告を行った日か
ら２か月以内に法第９条第４項の届出（第 23 条の届出を含む。以下同じ。）を行うよう求めるものとする。 

２ 市長は、前項の届出が届出者からの連絡なく、前項の規定による期間内に行われない場合、当該勧告に従わ
ないものとみなすことができる。 

 
（市の勧告を適正に反映している旨の通知） 
第 26 条 市長は、法第９条第４項の届出の内容が法第９条第１項の規定による勧告を適正に反映しているもので
あると認められる場合、様式第 20を用いてその旨を届出者に対して通知するものとする。 

 



（公表）  
第 27 条 市長は、法第９条第７項の規定による公表を行おうとする場合、あらかじめ届出者にその旨を通知し、
原則として書面により意見の聴取を行うものとする。ただし、当該届出者が正当な理由なく意見の聴取に応じ
ないとき、又は当該届出者の所在が不明で通知ができないときはこの限りでない。 

２ 市長は、法第９条第７項の規定により公表を行おうとする場合は、前項の聴取の結果を考慮して決定するも
のとする。 

３ 市長は、法第９条第７項の規定により公表を行う場合、様式第 21 を用いてその旨を当該届出者に対して通知
するものとする。 

４  法第９条第７項の規定による公表は、横浜市報に公告するほか、報道機関への資料配付その他の市長が適当
と認める方法により行うものとする。 

５ 法第９条第７項の規定により公表する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 
(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 
(2) 法第９条第１項の規定による勧告に係る届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏
名 

(3) 当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
(4) 従わないこととされた法第９条第１項の規定による勧告の内容 
(5) その他市長が必要と認める事項 

６ 市長は、法第９条第７項の規定による公表後に法第９条第１項の規定による勧告に係る届出者が届出事項の
変更の届出を行い、その内容が法第９条第１項の規定による勧告を適正に反映しているものであると認められ
る場合、報道機関への資料配付その他の市長が適当と認める方法により、変更の届出が行われた旨を公表する
ものとする。 

 
（報告） 
第 28 条  法第 14 条の規定により報告を求められた者は、その提出について市長が期限を付した場合にはこれを
遵守するものとする。 

 
（その他） 
第 29 条  法及びこの要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 
 
 
別表 
（省略） 

 
 
 
 
 
 
 
 

（公表）  
第 27 条 市長は、法第９条第７項の規定による公表を行おうとする場合、あらかじめ届出者にその旨を通知し、
原則として書面により意見の聴取を行うものとする。ただし、当該届出者が正当な理由なく意見の聴取に応じ
ないとき、又は当該届出者の所在が不明で通知ができないときはこの限りでない。 

２ 市長は、法第９条第７項の規定により公表を行おうとする場合は、前項の聴取の結果を考慮して決定するも
のとする。 

３ 市長は、法第９条第７項の規定により公表を行う場合、様式第 21 を用いてその旨を当該届出者に対して通知
するものとする。 

４  法第９条第７項の規定による公表は、横浜市報に公告するほか、報道機関への資料配付その他の市長が適当
と認める方法により行うものとする。 

５ 法第９条第７項の規定により公表する事項は、次の各号に掲げる事項とする。 
(1) 大規模小売店舗の名称及び所在地 
(2) 法第９条第１項の規定による勧告に係る届出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏
名 

(3) 当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 
(4) 従わないこととされた法第９条第１項の規定による勧告の内容 
(5) その他市長が必要と認める事項 

６ 市長は、法第９条第７項の規定による公表後に法第９条第１項の規定による勧告に係る届出者が届出事項の
変更の届出を行い、その内容が法第９条第１項の規定による勧告を適正に反映しているものであると認められ
る場合、報道機関への資料配付その他の市長が適当と認める方法により、変更の届出が行われた旨を公表する
ものとする。 

 
（報告） 
第 28 条  法第 14 条の規定により報告を求められた者は、その提出について市長が期限を付した場合にはこれを
遵守するものとする。 

 
（その他） 
第 29 条  法及びこの要綱の施行について必要な事項は、別に定める。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

様式第１（第５条第６項関係） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下省略） 
 

様式第１（第６条の２関連） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（以下省略） 


