※担当部署の名称は平成28年度のものです。
１ 意見公募手続を実施した案件一覧（平成28年度）
No.

案件名

平成29年11月27日現在
案の公示日

意見提出期間

結果の公示日

担当部署

240 横浜市定期報告手続要綱の制定について

平成28年4月5日

平成28年４月５日～平成28年５月６日

平成28年6月3日

建築局建築安全課

241 横浜市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

平成28年4月11日

平成28年４月11日～平成28年５月10日

平成28年6月14日

教育委員会事務局高校教育課

基準：平成28年８月31日
都市整備局都市交通課
規則：平成28年12月28日

242

横浜市駐車場条例施行規則及び横浜市駐車場条例取扱基準の改正
に関する意見公募について

平成28年6月6日

平成28年６月６日～平成28年７月５日

243

建築基準法第85条第5項の規定に基づく仮設建築物の許可基準の
一部改正に関する意見公募について

平成28年6月27日

平成28年６月27日～平成28年７月26日

平成28年8月31日

建築局建築安全課

244

横浜市敬老特別乗車証条例施行規則等の一部を改正する規則につ
いて

平成28年7月11日

平成28年７月11日～平成28年８月12日

平成28年9月23日

健康福祉局高齢健康福祉課

245 横浜市火災予防規則の一部改正について

平成28年7月15日

平成28年７月15日～平成28年８月15日

平成28年11月14日

消防局査察課

246 農地法による農地の転用の許可審査基準等の制定について

平成28年8月1日

平成28年８月１日～平成28年８月30日

平成28年10月3日

環境創造局農政推進課

247 横浜市食品表示法関係行政処分等取扱要綱の制定について

平成28年8月2日

平成28年８月２日～平成28年８月31日

平成28年10月26日

健康福祉局食品衛生課

248 横浜市支給認定及び利用調整に関する基準の一部改正について

平成28年8月4日

平成28年８月４日～平成28年９月２日

平成28年10月14日

こども青少年局保育・教育運営課

平成28年8月25日

平成28年８月25日～平成28年９月23日

平成28年11月14日

建築局建築情報課

250 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について

平成28年9月12日

平成28年９月12日～平成28年10月14日

平成29年3月24日

建築局市営住宅課

251 宿泊施設の容積率緩和方針（案）に関する意見公募について

平成28年10月3日

平成28年10月３日～平成28年11月１日

平成28年11月30日

都市整備局企画課

平成28年10月4日

平成28年10月４日～平成28年11月２日

平成28年11月29日

健康福祉局企画課

平成28年10月21日

平成28年10月21日～平成28年11月20日

平成29年1月5日

249

252

たまプラーザ駅北地区地区計画区域内(A地区)における建築基準
法第68条の３に基づく認定基準の制定について

横浜市建築物等における不良な生活環境の解消及び発生の防止を
図るための支援及び措置に関する条例施行規則の制定について

253 横浜市立図書館規則の一部改正について

教育委員会事務局中央図書館企画運営課

254

横浜市建築物等における不良な生活環境の解消を図るための支援
に関する基準について

平成28年10月22日

平成28年10月22日～平成28年11月21日

平成28年12月15日

健康福祉局福祉保健課

255

横浜市地域ケアプラザ条例施行規則の改正に係る意見公募の実施
について

平成28年10月26日

平成28年10月26日～平成28年11月24日

平成28年12月26日

健康福祉局地域支援課

平成28年11月15日

平成28年11月15日～平成28年12月14日

平成29年1月13日

市民局窓口サービス課

「横浜市地区計画緑地保全区域内行為許可基準」の制定及び「横
浜市都市緑地法行為許可基準要綱」の一部改正について

平成28年12月12日

平成28年12月12日～平成29年１月10日

平成29年3月13日

環境創造局みどりアップ推進課

都市計画法に基づく開発許可の基準、宅地造成等規制法に基づく
258 排水施設に関する基準等及び横浜市開発事業の調整等に関する条
例に基づく解釈基準の一部改定について

平成28年12月12日

平成28年12月12日～平成29年１月12日

平成29年4月1日

建築局宅地審査課

256 横浜市印鑑条例施行規則の一部改正について
257

259 食品衛生法施行細則の一部改正について

平成28年12月16日

平成28年12月16日～平成29年１月14日

平成29年4月7日

健康福祉局食品衛生課

260 横浜市火薬類取締法施行細則の制定について

平成28年12月22日

平成28年12月22日～平成29年１月20日

平成29年4月17日

消防局指導課

261 横浜市火薬類取締法審査基準の制定について

平成28年12月22日

平成28年12月22日～平成29年１月20日

平成29年4月17日

消防局指導課

平成28年12月22日

平成28年12月22日～平成29年１月20日

平成29年4月17日

消防局指導課

263 横浜市市街地環境設計制度の一部改正について

平成28年12月26日

平成28年12月26日～平成29年１月24日

平成29年3月31日

建築局建築環境課

264 横浜市火災予防規則の一部改正について

平成28年12月28日

平成28年12月28日～平成29年１月26日

平成29年3月24日

消防局警防課

265 横浜市立学校の管理運営に関する規則の一部改正について

平成28年12月29日

平成28年12月29日～平成29年１月27日

平成29年3月2日

教育委員会事務局指導主事室

266 横浜市公園条例施行規則の一部改正について

平成29年1月6日

平成29年１月６日～平成29年２月６日

平成29年4月1日

環境創造局公園緑地管理課

267 横浜市墓地及び霊堂に関する条例施行規則の一部改正について

平成29年1月18日

平成29年１月18日～平成29年２月16日

平成29年3月31日

健康福祉局環境施設課

道路管理者以外の者の行う道路の工事等に関する規則の一部改正
及び審査基準の新設について

平成29年1月30日

平成29年１月30日～平成29年２月28日

平成29年10月6日

道路局管理課

269 横浜市建築基準法取扱基準集の見直しに関する意見公募について

平成29年2月2日

平成29年２月２日～平成29年３月３日

平成29年3月21日

建築局建築情報課

「横浜市建築基準条例及び同解説」の改訂に関する意見公募につ
いて

平成29年2月2日

平成29年２月２日～平成29年３月３日

平成29年3月21日

建築局建築情報課

271 横浜市建築基準法施行細則の一部改正に関する意見公募について

平成29年2月2日

平成29年２月２日～平成29年３月３日

平成29年4月3日

建築局建築情報課

横浜市建築基準法施行細則第４条の２の２の規定による届出書に
272 関して必要な事項を定める要綱の一部改正に関する意見公募につ
いて

平成29年2月2日

平成29年２月２日～平成29年３月３日

平成29年3月21日

建築局建築情報課

273 横浜市建築基準条例に基づく許可基準の一部改正について

平成29年2月3日

平成29年２月３日～平成29年３月６日

平成29年3月31日

建築局建築環境課

第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域におけるコ
274 ンビニエンスストアに係る建築基準法第48条の規定に基づく許可
基準の制定について

平成29年2月3日

平成29年２月３日～平成29年３月６日

平成29年3月31日

建築局建築環境課

275 横浜市排水設備指定工事店規則の一部改正について

平成29年2月3日

平成29年２月３日～平成29年２月23日

平成29年4月3日

環境創造局管路保全課

276 「公共下水道施設築造工事等取扱要綱」の制定について

平成29年2月10日

平成29年２月10日～平成29年３月13日

平成29年4月10日

環境創造局管路保全課

277 横浜市道路占用許可基準の一部改正について

平成29年2月15日

平成29年２月15日～平成29年３月16日

平成29年3月31日

道路局管理課

262

268

270

横浜市火災予防査察及び違反是正措置に関する規程の一部改正に
ついて

278

「横浜市空き缶等及び吸い殻等の散乱の防止等に関する条例施行
規則」の一部改正について

平成29年2月16日

平成29年２月16日～平成29年３月17日

平成29年11月27日

資源循環局業務課

279

横浜市「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律」に関
する要綱等の一部改正に関する意見公募について

平成29年2月16日

平成29年２月16日～平成29年３月17日

平成29年4月3日

建築局建築情報課

280

横浜市建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律施行細則
に関する意見公募について

平成29年2月16日

平成29年２月16日～平成29年３月３日

平成29年4月3日

建築局建築情報課

281

「横浜市狭あい道路の整備の促進に関する条例施行規則」の改正
について

平成29年3月1日

平成29年３月１日～平成29年３月31日

平成29年7月14日

建築局建築防災課

２ 意見公募手続を省略した案件一覧（平成28年度）
No.

案件名

案の公示日

意見提出期間

結果の公示日

(176)

横浜市後期高齢者医療に関する条例等施行規則の一部改正につい
て

－

－

平成28年4月5日

健康福祉局医療援助課

－

－

平成28年4月11日

教育委員会事務局指導主事室

－

－

平成28年4月18日

教育委員会事務局健康教育課

(179) 横浜市保育所条例施行規則の一部を改正する規則について

－

－

平成28年4月19日

こども青少年局保育・教育運営課

(180) 横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則について

－

－

平成28年4月21日

財政局税制課

(181) 横浜市三殿台考古館条例施行規則等の一部改正について

－

－

平成28年5月2日

教育委員会事務局生涯学習文化財課

(182) 横浜市火災予防規則の一部改正について

－

－

平成28年5月31日

消防局指導課

(183) 横浜市建築基準条例及び同解説の一部改訂について

－

－

平成28年6月1日

建築局建築情報課

(184) 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について

－

－

平成28年6月15日

建築局市営住宅課

(177) 横浜市歴史博物館条例施行規則等の一部改正について
(178)

横浜市学校給食費の管理に関する条例施行規則の一部改正につい
て

担当部署

(185)

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正につい
て

－

－

平成28年6月24日

環境創造局水・土壌環境課

(186)

横浜市物品等又は特定役務に関する契約の特例を定める規則の一
部改正に係る意見公募結果の公示について

－

－

平成28年7月25日

財政局契約第一課

(187)

公共工事の前払金に関する規則の一部改正に係る意見公募結果の
公示について

－

－

平成28年7月29日

財政局契約第一課

(188) 横浜市産業廃棄物の処分に関する指導要綱の一部改正について

－

－

平成28年8月25日

資源循環局産業廃棄物対策課

(189) 医療法施行細則の一部を改正する規則について

－

－

平成28年8月25日

健康福祉局医療安全課

(190)

横浜市建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律実施要領の
一部改正について

－

－

平成28年11月1日

資源循環局産業廃棄物対策課

(191)

横浜市健康増進法第31条第１項行政処分等事務取扱要綱の制定に
ついて

－

－

平成28年11月4日

健康福祉局保健事業課

(192)

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部を改正する
規則の一部改正について

－

－

平成28年11月25日

環境創造局水・土壌環境課

(193)

横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則等の一部を改正する規則
について

－

－

平成28年12月28日

健康福祉局高齢健康福祉課

－

－

平成29年1月23日

財政局税制課

－

－

平成29年2月15日

建築局建築情報課

(194) 横浜市市税条例施行規則の一部を改正する規則について
(195)

横浜市建築基準法施行細則による地下街であるものに設ける建築
設備の検査の項目等の一部改正について

横浜市立小学校、横浜市立中学校及び横浜市立義務教育学校の通
(196) 学区域並びに就学すべき学校の指定に関する規則及び横浜市立学
校の管理運営に関する規則の一部改正について

－

－

平成29年3月8日

教育委員会事務局指導主事室

(197) 横浜市身体障害者奨学金支給規則の一部改正について

－

－

平成29年3月8日

こども青少年局障害児福祉保健課

(198) 横浜市営住宅条例施行規則等の一部改正について

－

－

平成29年3月24日

建築局市営住宅課

横浜市港湾施設使用条例施行規則第８条の３第１項第３号及び横
(199) 浜市入港料条例施行規則第６条第１項第３号の規定に基づく使用
料等の減免事由及び減免額の告示の一部改正について

－

－

平成29年3月24日

港湾局政策調整課

(200) 建築物登録業における審査基準の一部改正について

－

－

平成29年3月31日

健康福祉局生活衛生課

