
１　意見公募手続を実施した案件一覧（平成29年度） 平成31年1月18日現在

No. 案件名 案の公示日 結果の公示日 担当部署

282 横浜市環境影響評価条例施行規則の一部改正について 平成29年4月3日 平成29年4月3日 ～ 平成29年5月2日 平成29年6月23日 環境創造局環境影響評価課

283 横浜市上郷・森の家条例施行規則の制定について 平成29年5月25日 平成29年5月25日 ～ 平成29年6月23日 平成29年8月10日 市民局地域施設課

284 建築基準法における「すのこ状バルコニー等」の取扱いについて 平成29年6月12日 平成29年6月12日 ～ 平成29年7月11日 平成29年9月1日 建築局建築企画課

285
横浜市一般廃棄物収集運搬業の許可に関する基本方針の制定につ
いて

平成29年6月30日 平成29年6月30日 ～ 平成29年7月29日 平成29年8月31日 資源循環局一般廃棄物対策課

286 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29年7月4日 平成29年7月4日 ～ 平成29年8月2日 平成29年9月27日 こども青少年局保育・教育運営課

287 「横浜市契約規則」の一部改正について 平成29年8月15日 平成29年8月15日 ～ 平成29年9月13日 平成29年12月5日 財政局契約第一課

288 横浜市駐車場条例取扱基準の改正について 平成29年8月31日 平成29年8月31日 ～ 平成29年9月29日 平成29年10月25日 都市整備局都市交通課

289 横浜市寿町健康福祉交流センター条例施行規則の制定について 平成29年10月25日 平成29年10月25日 ～ 平成29年11月23日 平成30年2月28日 健康福祉局生活支援課

290

「横浜市緑化地域内における建築物の緑化率の制限に関する基
準」及び「横浜市地区計画の区域内における建築物等の制限に関
する条例に基づく建築物の緑化率の制限に関する基準」の一部改
正について

平成29年11月10日 平成29年11月10日 ～ 平成29年12月11日 平成30年2月19日 環境創造局みどりアップ推進課

291 横浜市の私債権の管理に関する条例施行規則の全部改正について 平成29年12月11日 平成29年12月11日 ～ 平成30年1月9日 平成30年3月23日 財政局徴収対策課

292
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
申請書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

平成29年12月21日 平成29年12月21日 ～ 平成30年1月22日 平成30年4月1日 建築局宅地審査課

293 横浜市下水道条例施行規則の一部改正について 平成29年12月22日 平成29年12月22日 ～ 平成30年1月22日 平成30年3月23日 環境創造局管路保全課

294 横浜市高圧ガス保安法審査基準の制定について 平成29年12月25日 平成29年12月25日 ～ 平成30年1月23日 平成30年3月30日 消防局保安課

295
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

平成29年12月25日 平成29年12月25日 ～ 平成30年1月23日 平成30年3月30日 消防局保安課

296
港北箕輪町二丁目地区計画区域内(A地区)における建築基準法第
68条の３第１項の規定に基づく認定基準の制定について

平成29年12月28日 平成29年12月28日 ～ 平成30年1月26日 平成30年3月5日 建築局建築企画課

297
都市計画法に基づく横浜市開発審査会提案基準の一部改定につい
て

平成30年1月10日 平成30年1月10日 ～ 平成30年2月8日 平成30年4月1日 建築局宅地審査課

298 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について 平成30年1月11日 平成30年1月11日 ～ 平成30年2月9日 平成31年1月9日 建築局市営住宅課

299 横浜市営住宅入居者募集等事務取扱要綱の全部改正について 平成30年1月11日 平成30年1月11日 ～ 平成30年2月9日 平成31年1月9日 建築局市営住宅課

※担当部署の名称は平成２９年度のものです。

意見提出期間



300
横浜市難病の患者に対する医療等に関する法律施行細則の制定に
ついて

平成30年1月25日 平成30年1月25日 ～ 平成30年2月23日 平成30年3月30日 健康福祉局保健事業課

301 「公共下水道施設損傷事故等事務処理要綱」の制定について 平成30年1月26日 平成30年1月26日 ～ 平成30年2月26日 平成30年4月5日 環境創造局管路保全課

302 街づくり協議指針の改正（３地区）について 平成30年2月1日 平成30年2月1日 ～ 平成30年3月2日 平成30年4月1日 都市整備局地域まちづくり課

303
横浜市立子安小学校プールの管理運営に関する規則等の制定につ
いて

平成30年2月1日 平成30年2月1日 ～ 平成30年3月2日 平成30年3月30日 教育委員会事務局学校支援・地域連携課

304 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 平成30年2月14日 平成30年2月14日 ～ 平成30年3月15日 平成30年3月30日 教育委員会事務局指導企画課

305
横浜市下水道条例第45条に定める過料に関する要綱の制定につ
いて

平成30年2月15日 平成30年2月15日 ～ 平成30年3月16日 平成30年4月2日 環境創造局管路保全課

306 建築物の解体工事に係る指導要綱の一部改正について 平成30年2月19日 平成30年2月19日 ～ 平成30年3月22日 平成30年4月16日 資源循環局産業廃棄物対策課

306-2
横浜市における工業集積地域に所在する土地の取引に係る事前手
続に関する要綱の一部改正について

平成30年2月23日 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月26日 平成30年4月2日 建築局企画課

306-3 横浜市開発調整会議要綱の一部改正について 平成30年2月23日 平成30年2月23日 ～ 平成30年3月26日 平成30年4月2日 建築局企画課

307
横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の制定につい
て

平成30年2月24日 平成30年2月24日 ～ 平成30年3月16日 平成30年4月6日 道路局交通安全・自転車政策課

308 横浜市建築基準法施行細則の一部改正について 平成30年2月26日 平成30年2月26日 ～ 平成30年3月5日 平成30年3月30日 建築局建築企画課

309
「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例
施行規則」の全部改正について

平成30年2月27日 平成30年2月27日 ～ 平成30年3月5日 平成30年3月30日 経済局誘致推進課

310
横浜市の保有する情報の公開に関する条例の審査基準の一部改正
について

平成30年3月1日 平成30年3月1日 ～ 平成30年3月30日 平成30年6月27日 市民局市民情報課

311 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30年3月26日 平成30年3月26日 ～ 平成30年4月24日 平成30年5月30日 道路局管理課



２　意見公募手続を省略した案件一覧（平成29年度）

No. 案件名 案の公示日 結果の公示日 担当部署

(201)
「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

－ 平成29年4月1日 環境創造局環境管理課

(202)
食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則の一部
改正について

－ 平成29年4月7日 健康福祉局食品衛生課

(203) 健康増進法等施行細則の一部改正について － 平成29年4月7日 健康福祉局食品衛生課

(204) 横浜市消費生活条例施行規則の一部改正について － 平成29年4月10日 経済局消費経済課

(205) 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29年4月19日 こども青少年局保育・教育運営課

(206) 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29年4月19日 財政局税制課

(207) 横浜市下水道条例施行規則の一部改正について － 平成29年4月20日 環境創造局管路保全課

(208)
「横浜市ポリ塩化ビフェニル廃棄物適正管理指導要綱」の一部改
正について

－ 平成29年6月1日 資源循環局産業廃棄物対策課

(209)
横浜市産業廃棄物の処分に関する指導要綱及び横浜市産業廃棄物
の処分に関する指導要綱細則の一部改正について

－ 平成29年9月25日 資源循環局産業廃棄物対策課

(210)
「横浜市産業廃棄物処理用地の設定等に関する指導要綱集」の一
部改正について

－ 平成29年9月29日 資源循環局産業廃棄物対策課

(211) 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30年3月5日 市民局市民情報課

(212) 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30年3月5日 財政局税制課

(213) 緑の環境をつくり育てる条例施行規則等の一部改正について － 平成30年3月9日 環境創造局政策課

(214) 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30年3月23日 港湾局管財第一課

(215)
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
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30年3月23日 港湾局物流運営課

(216) 横浜市教育文化センター条例施行規則の一部改正について － 平成30年3月30日 教育委員会事務局指導企画課

(217) 医療法施行細則の一部改正について － 平成30年3月30日 健康福祉局医療安全課
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