
令和２年３月４日現在

No. 案件名 案の公示日 結果の公示日 担当部署

312 農地法による農地の転用の許可審査基準の改正について 平成30年4月2日 平成30年4月2日 ～ 平成30年5月1日 平成30年6月4日 環境創造局農政推進課

313 「横浜市建築基準条例及び同解説」の改訂について 平成30年4月3日 平成30年4月3日 ～ 平成30年5月2日 平成30年5月21日 建築局建築企画課

314 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について 平成30年4月10日 平成30年4月10日 ～ 平成30年5月9日 平成30年6月5日 市民局スポーツ振興課

315 横浜市道路協力団体指定要綱の制定について 平成30年5月2日 平成30年5月2日 ～ 平成30年5月31日 平成30年6月22日 道路局管理課

316 横浜市旅館業法施行細則の一部改正について 平成30年5月8日 平成30年5月8日 ～ 平成30年6月6日 平成30年6月14日 健康福祉局生活衛生課

317
「旅館業の営業の許可・旅館業の地位の承継承認（合併又は分
割）・旅館業の地位の承継承認（相続）に関する審査基準」の
一部改正について

平成30年5月8日 平成30年5月8日 ～ 平成30年6月6日 平成30年6月14日 健康福祉局生活衛生課

318
旅館業法施行条例等の一部改正に伴う「旅館業の営業の許可・
旅館業の地位の承継承認（合併又は分割）・旅館業の地位の承
継承認（相続）に関する審査基準」の一部改正について

平成30年6月6日 平成30年6月6日 ～ 平成30年6月11日 平成30年6月14日 健康福祉局生活衛生課

319

「横浜市廃棄物埋立跡地利用に係る指導要綱」の一部改正、
「横浜市廃棄物埋立跡地利用に係る指導要綱の運用規則」の廃
止及び「横浜市廃棄物埋立跡地利用に係る指導要領」の制定に
ついて

平成30年7月11日 平成30年7月11日 ～ 平成30年8月10日 平成30年10月1日 資源循環局産業廃棄物対策課

320 横浜市庁舎駐車場施行規則の一部改正について 平成30年7月17日 平成30年7月17日 ～ 平成30年8月16日 平成30年11月15日 総務局管理課

321
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
に関して必要な事項を定める要綱の一部改正について

平成30年7月27日 平成30年7月27日 ～ 平成30年8月27日 ― 建築局建築企画課

322 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30年8月13日 平成30年8月13日 ～ 平成30年9月11日 平成30年9月26日 こども青少年局保育・教育運営課

323 横浜市契約規則の一部改正について 平成30年8月15日 平成30年8月15日 ～ 平成30年9月14日 平成30年11月22日 財政局契約第二課

324 農地法による農地の転用の許可審査基準の一部改正について 平成30年8月20日 平成30年8月20日 ～ 平成30年9月18日 平成30年10月29日 環境創造局農政推進課

325
「建築基準法第43条第２項第１号の規定による認定基準」の制
定について

平成30年8月22日 平成30年8月22日 ～ 平成30年9月10日 平成30年9月25日 建築局建築企画課

326
横浜市下水道条例第46条に定める過料に関する要綱の制定につ
いて

平成30年9月4日 平成30年9月4日 ～ 平成30年10月3日 平成30年10月22日 環境創造局経理経営課

327
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30年10月1日 平成30年10月1日 ～ 平成30年10月31日 平成31年1月4日 健康福祉局医療援助課

意見提出期間

１　意見公募手続を実施した案件一覧（平成30年度）

※　担当部署の名称は平成30年度のものです。



328 横浜市総合保健医療センター条例施行規則の一部改正について 平成30年10月1日 平成30年10月1日 ～ 平成30年10月30日 平成30年11月22日 健康福祉局保健事業課

329 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10月2日 平成30年10月2日 ～ 平成30年10月31日 平成31年1月9日 建築局市営住宅課

330
横浜市庁舎管理規則の一部改正及び新市庁舎低層部の許可基準
について

平成30年10月5日 平成30年10月5日 ～ 平成30年11月5日 平成31年1月11日 総務局管理課

331
横浜市福祉のまちづくり条例施設整備マニュアル［建築物編］
の一部改正について

平成30年10月5日 平成30年10月5日 ～ 平成30年11月5日 平成30年12月25日 健康福祉局福祉保健課

332
建築基準法第43条第２項第２号の許可基準等の一部改正につい
て

平成30年10月12日 平成30年10月12日 ～ 平成30年11月10日 平成30年12月14日 建築局建築企画課

333

生活保護法施行細則及び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30年10月22日 平成30年10月22日 ～ 平成30年11月20日 平成31年1月25日 健康福祉局生活支援課

334 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30年10月24日 平成30年10月24日 ～ 平成30年11月22日 平成31年1月4日 こども青少年局こども家庭課

335 横浜市学齢児童生徒就学奨励条例施行規則の一部改正について 平成30年11月22日 平成30年11月22日 ～ 平成30年12月21日 平成31年2月15日
教育委員会事務局学校支援・地域
連携課

336 「横浜市港湾施設使用条例施行規則の全部改正」について 平成30年11月22日 平成30年11月22日 ～ 平成30年12月21日 平成31年2月25日 港湾局管財第一課

337 都市計画法に基づく開発許可の基準の一部改定について 平成30年12月7日 平成30年12月7日 ～ 平成31年1月7日 平成31年4月1日 建築局宅地審査課

338 視聴覚教材機材の貸出に関する規則の廃止について 平成30年12月14日 平成30年12月14日 ～ 平成31年1月15日 平成31年2月15日 教育委員会事務局指導企画課

339 横浜市スポーツ施設条例施行規則の一部改正について 平成30年12月17日 平成30年12月17日 ～ 平成31年1月15日 平成31年3月29日 市民局スポーツ振興課

340 横浜市公園条例施行規則の一部改正について 平成30年12月20日 平成30年12月20日 ～ 平成31年1月18日 平成31年3月5日 環境創造局公園緑地管理課

341 一般廃棄物処理業許可基準等要綱の改正について 平成30年12月25日 平成30年12月25日 ～ 平成31年1月31日 平成31年3月1日 資源循環局一般廃棄物対策課

342
河川占用料及び一般下水道占用料の減免の取扱い基準の一部改
正

平成30年12月27日 平成30年12月27日 ～ 平成31年1月25日 平成31年2月20日 道路局河川管理課

343
「横浜市河川の管理に関する規則」、「河川占用許可事務取扱
要綱」及び「一般下水道占用許可事務取扱要綱」の一部改正

平成30年12月27日 平成30年12月27日 ～ 平成31年1月25日 平成31年3月15日 道路局河川管理課

344
横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則等の一部改正に
ついて

平成30年12月28日 平成30年12月28日 ～ 平成31年1月31日 平成31年3月29日 環境創造局環境管理課

345 「港湾施設の使用等に関する事務取扱要綱の制定」について 平成31年1月15日 平成31年1月15日 ～ 平成31年2月13日 平成31年2月25日 港湾局管財第一課



346
横浜市自転車駐車場の附置等に関する条例施行規則の一部改正
について

平成31年1月18日 平成31年1月18日 ～ 平成31年2月18日 平成31年4月1日 道路局交通安全・自転車政策課

347
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

平成31年1月18日 平成31年1月18日 ～ 平成31年2月16日 令和1年10月8日 健康福祉局障害福祉課

348 横浜市生活環境の保全等に関する細則の一部改正について 平成31年1月21日 平成31年1月21日 ～ 平成31年2月20日 平成31年3月29日 環境創造局環境エネルギー課

349
横浜市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するため
の法律の施行に関する条例等施行規則の一部改正について

平成31年1月21日 平成31年1月21日 ～ 平成31年2月19日 平成31年4月2日 健康福祉局障害福祉課

350
屋外作業に伴う騒音及び振動による公害の防止に関する指導基
準の一部改正について

平成31年1月30日 平成31年1月30日 ～ 平成31年2月28日 平成31年4月19日 環境創造局大気・音環境課

351
「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針」の一部改正につい
て

平成31年2月1日 平成31年2月1日 ～ 平成31年3月4日 平成31年4月3日 健康福祉局高齢施設課

352
「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改
定」について

平成31年2月1日 平成31年2月1日 ～ 平成31年3月4日 平成31年4月3日 建築局住宅政策課

353 横浜市下水道条例施行規則の一部改正について 平成31年2月4日 平成31年2月4日 ～ 平成31年3月5日 平成31年4月25日 環境創造局経理経営課

354 山手地区都市景観形成ガイドラインの策定について 平成31年2月4日 平成31年2月4日 ～ 平成31年3月5日 令和1年7月12日 都市整備局都心再生課

355 横浜市駐車場条例取扱基準の改正について 平成31年2月5日 平成31年2月5日 ～ 平成31年3月7日 平成31年3月20日 都市整備局都市交通課

356 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31年2月7日 平成31年2月7日 ～ 平成31年3月8日 平成31年4月1日 健康福祉局高齢施設課

357 横浜市土地利用総合調整会議要綱の一部改正について 平成31年2月8日 平成31年2月8日 ～ 平成31年3月11日 平成31年3月25日 建築局企画課

358
地区計画の区域内における地区施設等の維持管理に関する取扱
いの制定について

平成31年2月14日 平成31年2月14日 ～ 平成31年3月15日 平成31年4月1日 都市整備局地域まちづくり課

359
横浜市エリアマネジメントに係る協定等の事務取扱要綱の一部
改正及び「エリアマネジメント計画への同意に関する評価の考
え方」の制定について

平成31年2月14日 平成31年2月14日 ～ 平成31年3月15日 平成31年4月1日 都市整備局地域まちづくり課

360 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31年2月15日 平成31年2月15日 ～ 平成31年3月16日 平成31年4月3日 健康福祉局食品衛生課

361 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31年2月22日 平成31年2月22日 ～ 平成31年3月25日 平成31年4月1日 道路局管理課

362
横浜市生活環境の保全等に関する条例施行規則等の一部改正に
ついて

平成31年2月25日 平成31年2月25日 ～ 平成31年3月4日 平成31年4月11日 環境創造局水・土壌環境課

363 横浜自然観察の森条例施行規則の一部改正について 平成31年2月28日 平成31年2月28日 ～ 平成31年3月29日 令和1年5月24日 環境創造局みどりアップ推進課



No. 案件名 案の公示日 結果の公示日 担当部署

(218)
「横浜市公害健康被害補償事業及び環境保健事業に伴う文書料
等の請求に関する要綱」の制定について

― 平成30年4月2日 健康福祉局保健事業課

(219) 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30年4月2日 こども青少年局保育・教育運営課

(220) 横浜市乗合自動車等特別乗車券交付規則等の一部改正について ― 平成30年4月2日 健康福祉局障害福祉課

(221)
障害者支援に係る生活衛生関係営業許可申請手数料等の減免に
関する要綱の制定について

― 平成30年4月4日 健康福祉局食品衛生課

(222) 横浜市国民健康保険条例施行規則の一部改正について ― 平成30年4月6日 健康福祉局保険年金課

(223)
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

― 平成30年4月9日 教育委員会事務局健康教育課

(224)
横浜市教育文化センター条例施行規則及び横浜市教育委員会事
務局事務分掌規則の一部改正について

― 平成30年4月9日 教育委員会事務局総務課

(225)
「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30年5月25日 環境創造局水・土壌環境課

(226)
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6月5日 港湾局物流運営課

(227) 生活困窮者自立支援法施行細則の一部改正について ― 平成30年9月25日 健康福祉局生活支援課

(228) 横浜市事務分掌規則等の一部改正について ― 平成30年9月25日 建築局建築企画課

(229)
建築基準法第43条第2項第2号の規定による許可基準等の一部改
正について

― 平成30年9月26日 建築局建築企画課

(230)
横浜市建築基準法施行細則第６条第３項第１号及び同条第４項
第１号の規定に基づく地下街の定期報告に関する告示等の一部
改正について

― 平成30年10月5日 建築局建築企画課

(231) 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30年10月19日 こども青少年局障害児福祉保健課

(232)
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一
部改正について

― 平成30年12月25日 健康福祉局医療援助課

(233)
横浜市市税条例施行規則及び横浜市予算、決算及び金銭会計規
則の一部改正について

― 平成31年1月23日 財政局税制課

(234)
横浜市建築基準法施行細則第７条第３項の規定に基づく地下街
の定期報告に関する告示の一部改正について

― 平成31年1月25日 建築局建築企画課

―

―

―

―

―

―
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―

―

―
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―

―

―

―

―

―

２　意見公募手続を省略した案件一覧（平成30年度）
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(235)
横浜市庁舎駐車場の利用料金の減免に関する要綱の一部改正に
ついて

― 平成31年2月6日 総務局管理課

(236)
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

― 平成31年3月25日 教育委員会事務局健康教育課

―

―
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