※担当部署の名称は平成23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23年度）
No.
案件名
54 横浜市屋外広告物条例施行規則の全部改正について
横浜市墓地等の経営の許可等に関する条例等施行規則等の
55
全部改正等について
横浜市保育所入所承諾運用及び選考基準の一部改正につい
56
て
57 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
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則の一部
58
改正について
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
59
いて
60 建築基準法に基く横浜市公聴会規則の一部改正について
産業廃棄物処理業者等に係る行政処分基準の一部改正につ
61
いて
横浜市特定外建築物の環境配慮計画の届出に関する要綱の
62
制定及び横浜市建築物環境性能表示基準の改正について
横浜市食品衛生法に基づく公衆衛生上講ずべき措置の基準に
63
関する条例施行規則について
横浜市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱の策定に
64
ついて
都市計画法による開発許可及び建築許可等の基準の一部改
65
正について

平成25年５月１日現在
案の公示日
平成23年４月22日

意見提出期間
平成23年４月22日～平成23年５月23日

結果の公示日
平成23年７月５日

担当部署
都市整備局都市デザイン室

平成23年６月１日

平成23年６月１日～平成23年６月30日

平成23年９月１日

健康福祉局生活衛生課

平成23年６月16日

平成23年６月16日～平成23年７月15日

平成25年５月１日

こども青少年局保育運営課

平成23年７月１日

平成23年７月１日～平成23年７月30日

平成25年４月１日

平成23年８月１日

平成23年８月１日～平成23年８月30日

平成24年１月４日

経済局雇用労働課
健康福祉局こころの健康相
談センター

平成23年８月３日

平成23年８月３日～平成23年９月１日

平成23年９月15日

平成23年９月15日～平成23年10月14日

平成23年９月22日

健康福祉局保護課

平成23年10月３日

平成23年10月３日～平成23年11月２日

平成23年10月31日

平成23年10月31日～平成23年11月29日

平成23年11月21日

平成23年11月21日～平成23年12月20日

平成24年４月４日

健康福祉局食品衛生課

平成23年11月24日

平成23年11月24日～平成23年12月23日

平成24年１月27日

資源循環局産業廃棄物対
策課

平成23年12月14日

平成23年12月14日～平成24年１月12日

平成24年８月８日

平成23年12月22日 建築局建築企画課
資源循環局産業廃棄物対
平成23年12月１日
策課
平成23年12月15日 建築局建築環境課

建築局宅地企画課

66 街づくり協議指針の見直しについて

平成24年１月11日

平成24年１月11日～平成24年２月９日

平成24年３月26日

67 横浜市契約規則の一部改正について
68 屋外広告物条例施行規則の一部改正について
指定居宅サービス事業者等の指定等に関する規則（仮称）の制
69
定について
70 老人福祉法施行細則の一部改正について
71 救急資器材の整備等に関する指導要綱の一部改正について
横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則の一部改正
72
について
横浜市行政財産の目的外使用許可の使用者の決定及び使用
73
許可の取消しに関する要綱の制定について
横浜市企業立地等促進特定地域における支援措置に関する条
74
例施行規則の一部改正について
75 特定非営利活動促進法施行条例等施行規則の制定について
76 横浜市建築基準法取扱基準の一部改正について

平成24年１月20日
平成24年１月20日

平成24年１月20日～平成24年２月20日
平成24年１月20日～平成24年２月20日

平成24年３月30日
平成24年３月23日

都市整備局地域まちづくり
課
財政局契約第一課
都市整備局都市デザイン室

平成24年１月31日

平成24年１月31日～平成24年２月29日

平成24年４月９日

健康福祉局事業指導室

平成24年１月31日
平成24年２月13日

平成24年１月31日～平成24年２月29日
平成24年２月13日～平成24年３月14日

平成24年４月９日
平成24年３月30日

健康福祉局高齢施設課
消防局救急課

平成24年２月13日

平成24年２月13日～平成24年３月14日

平成25年２月25日

健康福祉局障害支援課

平成24年２月21日

平成24年２月21日～平成24年３月21日

平成24年４月16日

財政局管財課

平成24年２月24日

平成24年２月24日～平成24年３月２日

平成24年３月30日

経済局誘致推進課

平成24年２月24日
平成24年３月29日

平成24年２月24日～平成24年３月２日
平成24年３月29日～平成24年４月29日

平成24年３月30日
平成24年９月３日

市民局市民活動支援課
建築局建築企画課

２ 意見公募手続を省略した案件一覧（平成23年度）
No.
案件名
(36) 横浜市狂犬病予防法施行取扱規則の一部改正について
(37) 横浜市契約規則の一部改正について
市長の資産等の公開に関する条例施行規則の一部改正につい
(38)
て
(39) 横浜市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
(40) 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
横浜市介護保険条例等施行規則の一部を改正する規則につい
(41)
て
横浜市排水設備指定工事店規則の一部を改正する規則につい
(42)
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
(43)
について
(44) 横浜市体育指導委員規則の一部を改正する規則について
(45) 横浜市契約規則の一部を改正する規則について
(46) 環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則について
(47)
(48)
(49)
(50)

横浜市建築基準条例第４条の３第１項の規定に基づく許可基準
の一部改正について
横浜市屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則につい
て
横浜市心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部改正に
ついて
横浜市障害児福祉手当及び特別障害者手当事務取扱規則の
一部改正について
専用水道及び簡易給水水道の審査基準の一部改正について

(51)
(52)
欠番
(53)
「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
(54)
正する規則」について
(55) 横浜市公会堂条例施行規則の一部を改正する規則について
(56) 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
(57) 横浜市公営住宅条例施行規則の一部を改正する規則について
横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則の一部改正
(58)
について
横浜市総合保健医療センター条例施行規則の一部を改正する
(59)
規則について
(60) 欠番
(61) 横浜市国民健康保険条例施行規則の一部改正について
横浜市福祉保健研修交流センター条例施行規則の一部改正に
(62)
ついて
(63) 横浜市保育所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
(64)
正について

案の公示日
－
－

意見提出期間
－
－

結果の公示日
平成23年４月１日
平成23年４月７日

担当部署
健康福祉局食品衛生課
総務局契約第一課

－

－

平成23年４月８日

都市経営局秘書課

－
－

－
－

平成23年６月３日
平成23年６月６日

健康福祉局保険年金課
経済局雇用労働課

－

－

平成23年６月17日

健康福祉局介護保険課

－

－

平成23年７月１日

環境創造局管路保全課
健康福祉局高齢健康福祉
課
市民局スポーツ振興課
財政局契約第一課
環境創造局環境影響評価
課

－

－

平成23年８月25日

－
－

－
－

平成23年８月26日
平成23年10月５日

－

－

平成23年11月４日

－

－

平成23年12月１日

建築局建築環境課

－

－

平成23年12月５日

都市整備局都市デザイン室

－

－

平成24年１月４日

健康福祉局障害福祉課

－

－

平成24年１月10日

健康福祉局障害福祉課

－

－

平成24年１月16日

健康福祉局生活衛生課

－

－

平成24年２月15日

環境創造局水・土壌環境課

－
－
－

－
－
－

平成24年２月24日
平成24年３月15日
平成24年３月19日

－

－

平成24年３月23日

市民局地域施設課
環境創造局管路保全課
建築局住宅管理課
環境創造局環境影響評価
課

－

－

平成24年３月23日

健康福祉局保健事業課

－

－

平成24年３月28日

健康福祉局保険年金課

－

－

平成24年３月30日

健康福祉局地域施設課

－

－

平成24年３月30日

こども青少年局保育運営課

－

－

平成24年３月30日

市民局市民情報室

