※担当部署の名称は平成25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25年度）

平成26年10月21日現在

No.
案件名
116 都市計画法による開発許可の基準の一部改定について
宅地造成に関する工事の安全確保等に係る基準の一部改定に
117
ついて
横浜市開発事業の調整等に関する条例の同意基準の一部改
118
定について
産業廃棄物を使用した試験研究に関する手続要領の制定につ
119
いて
120 横浜市震災対策条例施行規則の一部改正について
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
121
建築物新築等計画認定実施要綱
122 視聴覚教材機材の貸出に関する規則の一部改正について

案の公示日
平成25年４月18日

意見提出期間
平成25年４月18日～平成25年５月17日

結果の公示日
平成25年６月27日

担当部署
建築局宅地企画課

平成25年４月18日

平成25年４月18日～平成25年５月17日

平成25年６月27日

建築局宅地企画課

平成25年４月18日

平成25年４月18日～平成25年５月17日

平成25年６月14日

建築局宅地企画課

平成25年４月23日

平成25年４月23日～平成25年５月22日

平成25年６月28日

資源循環局産業廃棄物対策課

平成25年５月10日

平成25年５月10日～平成25年６月10日

平成25年８月５日

健康福祉局福祉保健課

平成25年５月13日

平成25年５月13日～平成25年６月11日

平成25年７月26日

建築局建築環境課

平成25年５月30日

平成25年５月30日～平成25年６月28日

平成25年８月５日

教育委員会事務局指導企画課

123 横浜市福祉特別乗車券条例施行規則の制定について
横浜市福祉のまちづくり条例施行規則改正案（道路及び公園の
124
整備基準等）に関する意見公募要領
横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の
125
一部改正について
126 横浜市市街地環境設計制度の一部改正について
福祉措置による横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則の
127
一部改正について
横浜市景観計画を定めるために必要な措置等に関する要綱の
128
改正について
みなとみらい２１中央地区都市景観形成ガイドラインの改正に
129
ついて
130 生活保護法施行細則の一部改正について

平成25年６月17日

平成25年６月17日～平成25年７月17日

平成25年10月９日

健康福祉局障害福祉課

平成25年６月17日

平成25年６月17日～平成25年７月16日

平成25年11月28日 健康福祉局福祉保健課

平成25年７月４日

平成25年７月４日～平成25年８月２日

平成26年３月27日

健康福祉局医療援助課

平成25年８月１日

平成25年８月１日～平成25年８月30日

平成25年９月18日

建築局建築環境課

平成25年８月23日

平成25年８月23日～平成25年８月30日

平成25年10月15日 こども青少年局こども家庭課

平成25年９月17日

平成25年９月17日～平成25年10月16日

平成25年11月１日

都市整備局景観調整課

平成25年９月17日

平成25年９月17日～平成25年10月16日

平成25年11月１日

都市整備局みなとみらい21推進課

平成25年10月１日

平成25年10月１日～平成25年10月30日

平成25年12月25日 健康福祉局保護課

131 老人福祉法施行細則の一部改正について

平成25年11月１日

平成25年11月１日～平成25年11月30日

平成26年５月９日

健康福祉局高齢在宅支援課

132 街づくり協議指針の一部改正について

平成25年11月18日

平成25年11月18日～平成25年12月17日

平成26年１月16日

都市整備局地域まちづくり課

133 横浜市道路占用許可基準の一部改正について

平成25年12月25日

平成25年12月25日～平成26年１月24日

平成26年３月25日

道路局管理課

134 国民健康保険条例施行規則の一部改正について
横浜市立図書館規則及び横浜市立図書館資料管理規則の一
135
部改正について
136 横浜市震災対策条例施行規則の一部改正について

平成26年１月10日

平成26年１月10日～平成26年２月10日

平成26年４月14日

健康福祉局保険年金課

平成26年１月14日

平成26年１月14日～平成26年２月12日

平成26年４月３日

教育委員会事務局中央図書館調査資料課

平成26年１月15日

平成26年１月15日～平成26年２月14日

平成26年３月25日

健康福祉局福祉保健課

平成26年１月15日

平成26年１月15日～平成26年２月14日

平成26年６月18日

経済局雇用労働課

平成26年１月17日

平成26年１月17日～平成26年２月17日

平成26年４月30日

都市整備局都心再生課

平成26年１月17日

平成26年１月17日～平成26年２月17日

平成26年３月25日

都市整備局景観調整課

平成26年１月24日

平成26年１月24日～平成26年２月22日

平成26年４月１日

健康福祉局保護課

平成26年１月27日

平成26年１月27日～平成26年２月25日

平成26年３月25日

建築局建築企画課

137 横浜市中央職業訓練校条例施行規則の一部改正について
エキサイトよこはま22駐車場整備ルール運用ﾏﾆｭｱﾙの一部改
138
正について
横浜市魅力ある都市景観の創造に関する条例等施行規則の
139
一部改正について
第３期（平成26年度～30年度）横浜市ホームレスの自立の支援
140
等に関する実施計画素案について
141 横浜市建築基準法施行細則の一部改正について

142
143
144

145
146
147
148
149
150

土地改良法による土地改良区の設立認可等に関する審査基準
の制定について
横浜市指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則の改
正について
横浜市指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護
予防サービス事業者及び指定介護予防支援事業者の指定等
に関する規則の廃止について
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）に関する運用基準及び建築審査会包括同意基準の一部改
正について
横浜市建築物の耐震改修の促進に関する法律の施行細則の
制定について
開発行為に伴うごみ集積場所に関する手続き要綱及びごみ集
積場所設置基準の一部改正について
横浜市市民ギャラリー条例施行規則の一部改正について
横浜市一般廃棄物処理業者等に対する処分基準の制定につ
いて
「横浜市屋外広告物条例及び同解説」の策定について

151 横浜市契約規則の一部改正について
横浜市簡易専用水道における管理状況の検査に関する事務取
152
扱要綱の一部改正（案）について
153 危険物規制事務審査基準の一部改正について
横浜市簡易給水水道及び小規模受水槽水道における安全で衛
154 生的な飲料水の確保に関する条例施行規則の一部改正につい
て

平成26年２月４日

平成26年２月４日～平成26年３月５日

平成26年４月７日

環境創造局農地保全課

平成26年２月５日

平成26年２月５日～平成26年３月10日

健康福祉局介護事業指導課

平成26年２月５日

平成26年２月５日～平成26年３月10日

健康福祉局介護事業指導課

平成26年２月６日

平成26年２月６日～平成26年３月７日

平成26年５月13日

建築局建築環境課

平成26年２月７日

平成26年２月７日～平成26年２月20日

平成26年５月15日

建築局建築企画課

平成26年２月10日

平成26年２月10日～平成26年３月12日

平成26年４月１日

資源循環局業務課

平成26年２月14日

平成26年２月14日～平成26年３月17日

平成26年６月25日

文化観光局文化振興課

平成26年２月17日

平成26年２月17日～平成26年３月18日

平成26年４月１日

資源循環局一般廃棄物対策課

平成26年２月21日

平成26年２月21日～平成26年３月24日

平成26年３月31日

都市整備局景観調整課

平成26年３月６日

平成26年３月６日～平成26年４月４日

平成26年６月５日

財政局契約第一課

平成26年３月６日

平成26年３月６日～平成26年４月４日

平成26年５月22日

健康福祉局生活衛生課課

平成26年３月19日

平成26年３月19日～平成26年４月17日

平成26年７月１日

消防局予防部指導課

平成26年３月26日

平成26年３月26日～平成26年４月24日

平成26年５月22日

健康福祉局生活衛生課

２ 意見公募手続を省略した案件一覧（平成25年度）
No.

案件名
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
(88)
て
(89) 横浜市港湾施設使用条例施行規則の一部改正について
(90) 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

(91) 横浜市営住宅条例施行規則の一部を改正する規則について
横浜市母子生活支援施設条例施行規則の一部を改正する規
(92)
則について
(93) 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
横浜市国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則に
(94)
ついて
(95) 横浜市排水設備指定工事店規則の改正について
産業廃棄物の処分に関する指導要綱及び産業廃棄物の処分
(96)
に関する指導要綱細則の一部改正について
横浜市地域ケアプラザ条例施行規則の一部を改正する規則に
(97)
ついて
(98) 横浜市中央職業訓練校条例施行規則の一部改正について
横浜市心身障害者の医療費の援助に関する条例施行規則の
(99)
一部を改正する規則について
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
(100)
正する規則について
横浜市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部を
(101)
改正する規則について
横浜市敬老特別乗車証条例施行規則の一部を改正する規則
(102)
について
旅館業施設の設置等に関する事前手続き要綱の一部改正につ
(103)
いて
横浜市税外収入の督促及び延滞金の徴収に関する条例施行
(104)
規則等の一部改正について
(105) 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
横浜市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則の
(106)
一部を改正する規則について
横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の一部改正に
(107)
ついて
(108) 横浜市下水道条例施行規則の一部を改正する規則について
建築物登録業における審査基準及び処分基準の一部改正につ
(109)
いて

案の公示日

意見提出期間

結果の公示日

－

－

平成25年４月１日

担当部署
経済局工業技術支援センター

－

－

平成25年４月１日

港湾局管財第二課

－

－

平成25年４月３日

こども青少年局保育運営課

－

－

平成25年４月５日

建築局住宅管理課

－

－

平成25年４月10日

こども青少年局こども家庭課

－

－

平成25年４月12日

財政局税制課

－

－

平成25年４月15日

健康福祉局保険年金課

－

－

平成25年４月26日

環境創造局技術監理課

－

－

平成25年５月30日

資源循環局産業廃棄物対策課

－

－

平成25年６月11日

健康福祉局地域支援課

－

－

平成25年６月17日

経済局雇用労働課

－

－

平成25年６月24日

健康福祉局医療援助課

－

－

平成25年６月25日

環境創造局水・土壌対策課

－

－

平成25年８月15日

健康福祉局動物愛護センター

－

－

平成25年10月８日

健康福祉局高齢健康福祉課

－

－

平成25年10月22日 健康福祉局生活衛生課
平成26年１月14日

財政局税務課
財政局税制課

－

－

平成26年２月５日

健康福祉局医療援助課

－

－

平成26年２月25日

道路局施設課

－

－

平成26年３月25日

環境創造局経理経営課

－

－

平成26年３月31日

健康福祉局生活衛生課

