※担当部署の名称は平成27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27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

平成27年4月1日

平成27年４月１日～平成27年４月30日

平成27年6月12日

こども青少年局保育対策課

平成27年4月17日

平成27年４月17日～平成27年５月18日

平成27年6月22日

建築局宅地審査課

198 横浜市老人福祉施設条例施行規則の一部改正について

平成27年6月8日

平成27年６月８日～平成27年７月７日

平成28年3月22日

健康福祉局高齢施設課

199 「無料低額宿泊事業のガイドライン」の一部改正について

平成27年6月10日

平成27年６月10日～平成27年６月23日

平成27年7月7日

健康福祉局保護課

200 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27年6月12日

平成27年６月12日～平成27年７月13日

平成27年7月31日

建築局建築情報課

201 横浜市市民文化会館条例施行規則の一部改正について

平成27年7月16日

平成27年７月16日～平成27年８月14日

平成27年9月30日

文化観光局文化振興課

202 横浜市火災予防規則の一部改正について

平成27年7月24日

平成27年７月24日～平成27年８月24日

平成27年11月25日

消防局予防課

平成27年7月31日

平成27年７月31日～平成27年８月31日

平成27年10月1日

建築局宅地審査課

平成27年8月19日

平成27年８月19日～平成27年９月17日

平成27年10月9日

都市整備局地域まちづくり課

北仲通北再開発等促進地区地区計画区域内における建築基準法第
68条の３に基づく認定基準に関する意見公募について

平成27年8月25日

平成27年８月25日～平成27年９月23日

平成27年12月1日

建築局建築情報課

横浜市斜面地における地下室建築物の建築及び開発の制限等に関
206 する条例（地下室マンション条例）及び同解説の一部改訂につい
て

平成27年9月16日

平成27年９月16日～平成27年10月15日

平成27年10月29日

建築局建築情報課

横浜市市街地再開発事業公共施設管理者負担金要綱の一部改正に
ついて

平成27年10月8日

平成27年10月８日～平成27年11月６日

平成27年12月3日

都市整備局市街地整備調整課

208 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則の一部改正について

平成27年11月5日

平成27年11月５日～平成27年12月４日

平成28年1月4日

こども青少年局こども家庭課

209 児童福祉法等施行細則の一部改正について

平成27年11月6日

平成27年11月６日～平成27年12月５日

平成28年1月15日

こども青少年局こども家庭課

210 横浜市食品衛生関係行政処分事務取扱要綱の一部改正について

平成27年11月24日

平成27年11月24日～平成27年12月23日

平成28年2月8日

健康福祉局食品衛生課

211 横浜市環境影響評価技術指針の一部改定について

平成27年12月4日

平成27年12月４日～平成28年１月８日

平成28年3月4日

環境創造局環境影響評価課

「横浜市大規模共同住宅の建築等に際する保育施設等の設置の協
196 力要請に関する要綱」及び施行について必要な事項を定めた要領
の改正について
都市計画法に基づく開発区域の定義の解釈基準の一部改定につい
197
て

203

都市計画法に基づく開発許可の基準及び横浜市開発事業の調整等
に関する条例の基準の一部改定について

204 瀬谷駅北地区街づくり協議指針の見直しについて
205

207

担当部署

212

「横浜市みなとみらいコンベンション施設の公共施設等運営権に
係る実施方針に関する条例施行規則」の制定について

平成27年12月4日

平成27年12月４日～平成28年１月２日

平成28年2月25日

文化観光局MICE振興課

213

ＣＡＳＢＥＥ横浜の重点項目及び建築物環境性能表示等の改正に
ついて

平成27年12月7日

平成27年12月７日～平成28年１月５日

平成28年3月1日

建築局建築環境課

平成27年12月22日

平成27年12月22日～平成28年１月22日

平成29年11月17日

214 横浜市公園条例施行規則の一部改正について

環境創造局公園緑地管理課

排水設備接続特例の許可に関する事務取扱要領の制定及び排水設
備設置義務の免除に関する事務取扱要領の全部改正について

平成27年12月28日

平成27年12月28日～平成28年１月26日

平成28年3月1日

環境創造局管路保全課

216 横浜市個人情報の保護に関する条例施行規則の一部改正について

平成28年1月6日

平成28年１月６日～平成28年２月４日

平成28年3月31日

市民局市民情報室

都市計画法に基づく開発許可の基準及び横浜市開発事業の調整等
に関する条例の規則外様式の一部改定

平成28年1月8日

平成28年１月８日～平成28年２月８日

平成28年3月4日

建築局宅地審査課

建築基準法第53条の２第１項第３号の許可（第一種・第二種低層
218 住居専用地域における敷地面積の最低限度を下回る建築許可）に
関する許可基準等の一部改正について

平成28年1月12日

平成28年１月12日～平成28年２月10日

平成28年3月16日

建築局建築環境課

219 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1月12日

平成28年１月12日～平成28年２月10日

平成28年3月15日

建築局建築環境課

220 横浜市都市緑地法施行細則の一部改正について

平成28年1月15日

平成28年１月15日～平成28年２月15日

平成28年4月21日

環境創造局政策課

221 横浜市消費生活総合センター条例施行規則の一部改正について

平成28年1月19日

平成28年１月19日～平成28年２月17日

平成28年3月25日

経済局消費経済課

平成28年1月20日

平成28年１月20日～平成28年２月18日

平成28年5月16日

建築局建築防災課

223 街づくり協議指針の決定及び見直しの案について

平成28年1月28日

平成28年１月28日～平成28年２月28日

平成28年4月1日

都市整備局地域まちづくり課

224 横浜市道水路等の境界調査に関する規則の一部改正について

平成28年2月1日

平成28年２月１日～平成28年３月１日

平成28年5月2日

道路局道路調査課

225 横浜市建築基準法施行細則等の一部改正について

平成28年2月1日

平成28年２月１日～平成28年３月１日

平成28年4月21日

建築局建築情報課

226 「高層建築物の計画に対する指導指針」の一部改正について

平成28年2月2日

平成28年２月２日～平成28年３月２日

平成28年3月28日

消防局指導課

平成28年2月3日

平成28年２月３日～平成28年３月３日

平成28年3月25日

環境創造局環境管理課

228 横浜市聴聞規則等の一部改正について

平成28年2月3日

平成28年２月３日～平成28年３月３日

平成28年3月31日

総務局法制課

229 騒音規制法施行細則を廃止する規則等の制定について

平成28年2月3日

平成28年２月３日～平成28年３月３日

平成28年3月11日

環境創造局大気・音環境課

230 街づくり協議指針の決定について

平成28年2月17日

平成28年２月17日～平成28年３月17日

平成28年4月1日

都市整備局地域まちづくり課

231 横浜市建築基準法取扱基準の見直しに関する意見公募について

平成28年2月17日

平成28年２月17日～平成28年３月17日

平成28年4月1日

建築局建築情報課

平成28年2月17日

平成28年２月17日～平成28年３月17日

平成28年4月1日

建築局建築情報課

平成28年2月17日

平成28年２月17日～平成28年３月17日

平成28年5月25日

建築局建築情報課

平成28年2月18日

平成28年２月18日～平成28年３月18日

平成28年3月31日

道路局管理課

平成28年2月25日

平成28年２月25日～平成28年３月25日

平成28年3月31日

健康福祉局高齢施設課

215

217

222

227

横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則の一部改正
(案)について

横浜市生活環境の保全等に関する条例施行細則及び温室効果ガ
スの排出の抑制に関する指針の一部改正について

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
する要綱の制定その他要綱の改正について
建築基準法第12条に基づく建築物の調査及び建築設備等の検査に
233 おける項目等に関する横浜市建築基準法施行細則の一部改正につ
いて

232

234 横浜市道路占用許可基準の一部改正について
235

「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の改定に係る意見公
募について

236 横浜市駐車場条例施行規則の一部改正に関する意見公募について

平成28年3月1日

平成28年３月１日～平成28年３月７日

平成28年5月25日

都市整備局都市交通課

「横浜市サービス付き高齢者向け住宅整備運営指導指針」の制定
237
に係る意見公募

平成28年3月2日

平成28年３月２日～平成28年３月31日

平成28年7月1日

建築局住宅再生課
健康福祉局高齢施設課
（公募に関する問い合わせは住宅再生課ま
で）

建築基準法第52条第14項第１号の規定に基づく許可（環境負荷低
238 減に資する設備に係る容積率緩和）に関する許可基準等の一部改
正について

平成28年3月7日

平成28年３月７日～平成28年４月５日

平成28年4月27日

建築局建築環境課

「土地区画整理法第72条の規定による土地立入測量調査員の身分
239 証票等規則」及び「都市再開発法第60条第1項又は第2項の規定に
よる土地立入測量調査員の身分証明書等規則」の廃止について

平成28年3月24日

平成28年３月24日～平成28年４月22日

平成29年4月20日

都市整備局市街地整備調整課

２ 意見公募手続を省略した案件一覧（平成27年度）
No.

案の公示日

意見提出期間

結果の公示日

(143) 「横浜市中央卸売市場業務条例施行規則」の一部改正について

－

－

平成27年4月1日

経済局運営調整課

(144) 「横浜市中央卸売市場業務条例施行規則」の一部改正について

－

－

平成27年4月1日

経済局運営調整課

－

－

平成27年4月1日

健康福祉局生活衛生課

(146) 横浜市ホームレス自立支援施設条例施行規則の一部改正について

－

－

平成27年4月1日

健康福祉局生活支援課

横浜市重度障害者の医療費助成に関する条例施行規則の一部を改
正する規則について

－

－

平成27年4月2日

健康福祉局医療援助課

(148) 横浜市歴史博物館条例施行規則の一部改正について

－

－

平成27年4月3日

教育委員会事務局生涯学習文化財課

(149) 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27年5月12日

こども青少年局保育・教育運営課

「横浜市環境影響評価条例施行規則及び横浜市生活環境の保全等
(150) に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規
則」について

－

－

平成27年5月21日

環境創造局水・土壌環境課

(151) 横浜市事務分掌規則等の一部改正について

－

－

平成27年6月5日

建築局建築情報課

(145)

(147)

案件名

横浜市特定建築物及び建築物事業登録における事務取扱要綱の一
部改正について

担当部署

(152)

横浜市「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に関する要綱
の一部改正について

－

－

平成27年6月5日

建築局建築情報課

(153)

横浜市「都市の低炭素化の促進に関する法律」に基づく低炭素建
築物新築等計画認定実施要綱の一部改正について

－

－

平成27年6月5日

建築局建築情報課

(154)

横浜市建築基準法第86条の８の規定に基づく全体計画認定に関す
る基準等の一部改正について

－

－

平成27年6月5日

建築局建築情報課

－

－

平成27年6月30日

健康福祉局保険年金課

－

－

平成27年10月16日

環境創造局環境管理課

－

－

平成27年10月30日

市民局地域施設課

－

－

平成27年12月25日

総務局ＩＣＴ基盤管理課

(159) 生活保護法施行細則の一部改正について

－

－

平成27年12月25日

健康福祉局生活支援課

横浜市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
(160) 国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律に基づく
支援給付等に関する規則の一部改正について

－

－

平成27年12月25日

健康福祉局生活支援課

(161) 母子保健法施行細則の一部改正について

－

－

平成28年1月22日

こども青少年局こども家庭課

－

－

平成28年2月1日

経済局工業技術支援センター

(155) 横浜市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
(156)

「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」について

(157) 横浜市庁舎駐車場条例施行規則の一部を改正する規則について
(158)

(162)

横浜市行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例施
行規則の一部を改正する規則について

「横浜市工業技術支援センター条例施行規則」の一部改正につい
て

(163) 横浜市結核児童療育給付事務取扱規則の一部改正について

－

－

平成28年2月8日

健康福祉局医療援助課

(164) 横浜市防災建築街区造成補助規則の廃止について

－

－

平成28年2月15日

都市整備局市街地整備調整課

(165) 横浜市道路占用料減免取扱要領の一部改正について

－

－

平成28年2月18日

道路局管理課

－

－

平成28年2月19日

教育委員会事務局総務課

(167) 「横浜市中央卸売市場業務条例施行規則」の一部改正について

－

－

平成28年2月25日

経済局中央卸売市場本場運営調整課

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
(168) 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28年3月1日

港湾局港湾経営課

(169) 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3月4日

資源循環局産業廃棄物対策課

(170) 横浜市動物園条例施行規則の一部改正について

－

－

平成28年3月15日

環境創造局動物園課

(171) 理容師法施行細則及び美容師法施行細則の一部改正について

－

－

平成28年3月18日

健康福祉局生活衛生課

(172) 横浜市国際学生会館条例施行規則の一部改正について

－

－

平成28年3月25日

教育委員会事務局国際教育課

(173) 横浜市港湾施設使用条例施行規則の一部改正について

－

－

平成28年3月25日

港湾局港湾経営課

(174) 横浜市薬局等許可審査基準及び指導基準の一部改正について

－

－

平成28年3月30日

健康福祉局医療安全課

－

－

平成28年3月31日

市民局市民情報室

(166)

(175)

横浜市教育委員会行政手続等における情報通信の技術の利用に関
する条例施行規則の一部改正について

横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則の一部改正に
ついて

