
令和２年11月27日現在

No. 案件名 案の公示日 結果の公示日 担当部署

364 国民健康保険条例施行規則の一部改正について 平成31年4月1日 平成31年4月1日 ～ 令和1年5月8日 令和1年6月25日 健康福祉局保険年金課

365 関内駅周辺地区駐車場整備ルールの策定について 平成31年4月10日 平成31年4月10日 ～ 令和1年5月15日 令和1年6月4日 都市整備局都心再生課

366 横浜市建築基準法施行細則の一部改正について 平成31年4月26日 平成31年4月26日 ～ 令和1年5月25日 令和1年7月3日 建築局建築企画課

367 杉⽥・新杉⽥駅周辺地区街づくり協議指針の一部改正について 令和1年5月13日 令和1年5月13日 ～ 令和1年6月11日 令和1年7月1日 都市整備局地域まちづくり課

368
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につ
いて

令和1年5月20日 令和1年5月20日 ～ 令和1年6月5日 令和1年6月25日 環境創造局水・土壌環境課

369 横浜市建築基準条例解説の一部改正について 令和1年5月16日 令和1年5月16日 ～ 令和1年6月14日 令和1年6月28日 建築局建築企画課

370 横浜市契約規則の一部改正について 令和1年5月24日 令和1年5月24日 ～ 令和1年6月24日 令和1年8月13日 財政局契約第一課

371 「横浜市建築基準条例及び同解説」の一部改正について 令和1年6月5日 令和1年6月5日 ～ 令和1年6月14日 令和1年6月28日 建築局建築企画課

372
横浜市道路附属物自動車駐車場条例施行規則の全部改正につい
て

令和1年6月14日 令和1年6月14日 ～ 令和1年7月5日 令和2年3月23日 道路局施設課

373 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について 令和1年6月17日 令和1年6月17日 ～ 令和1年7月16日 令和1年8月28日 建築局建築企画課

374 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 令和1年6月20日 令和1年6月20日 ～ 令和1年7月19日 令和1年8月1日 こども青少年局保育・教育運営課

375
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改正
について

令和1年6月25日 令和1年6月25日 ～ 令和1年7月24日 令和1年10月10日
健康福祉局こころの健康相談セン
ター

376 横浜市上郷・森の家条例施行規則の一部改正について 令和1年7月3日 令和1年7月3日 ～ 令和1年8月2日 令和1年8月23日 市民局地域施設課

377
横浜市障害者スポーツ文化センター条例施行規則の一部改正に
ついて

令和1年7月22日 令和1年7月22日 ～ 令和1年8月21日 令和2年1月21日 健康福祉局障害福祉課

378 横浜型グリーン電力入札に関する要綱等の一部改正について 令和1年7月23日 令和1年7月23日 ～ 令和1年8月23日 令和1年9月30日 環境創造局環境エネルギー課

379
都市計画施設の区域内における建築許可等に関する取扱要綱の
一部改正について

令和1年8月26日 令和1年8月26日 ～ 令和1年9月24日 令和1年11月1日 建築局都市計画課

意見提出期間

１　意見公募手続を実施した案件一覧（令和元年度）

※　担当部署の名称は令和元年度のものです。



380
都市計画事業地内における建築許可等に関する取扱要綱の一部
改正について

令和1年8月26日 令和1年8月26日 ～ 令和1年9月24日 令和1年11月1日 建築局都市計画課

381
鶴見潮田・本町通街並み誘導地区地区計画区域内の建築物の認
定・許可基準等の一部改正について

令和1年8月26日 令和1年8月26日 ～ 令和1年9月24日 令和1年11月1日 建築局建築企画課

382
専用水道布設工事及び簡易給水水道布設工事の適合確認に関す
る審査基準の一部改正について

令和1年8月28日 令和1年8月28日 ～ 令和1年9月27日 令和1年10月25日 健康福祉局生活衛生課

383
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

令和1年9月2日 令和1年9月2日 ～ 令和1年10月1日 令和2年1月20日 建築局建築企画課

384
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一部
改正について

令和1年10月7日 令和1年10月7日 ～ 令和1年11月5日 令和1年12月27日 都市整備局景観調整課

385 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について 令和1年10月31日 令和1年10月31日 ～ 令和1年11月29日 令和2年2月5日 建築局市営住宅課

386 横浜市市民文化会館条例施行規則の一部改正について 令和1年11月1日 令和1年11月1日 ～ 令和1年12月2日 令和2年2月10日 文化観光局文化振興課

387 横浜市公園条例施行規則の一部改正について 令和1年11月20日 令和1年11月20日 ～ 令和1年12月20日 令和2年2月25日 環境創造局公園緑地管理課

388 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 令和1年11月27日 令和1年11月27日 ～ 令和1年12月26日 令和2年2月25日 環境創造局農政推進課

389
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施行細
則の一部改正について

令和1年12月5日 令和1年12月5日 ～ 令和1年12月19日 令和2年2月18日 建築局建築企画課

390
都市計画法に基づく開発許可の基準等、宅地造成等規制法に基
づく工事の変更等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

令和1年12月11日 令和1年12月11日 ～ 令和2年1月10日 令和2年4月1日 建築局宅地審査課

391 横浜市市街地環境設計制度の一部改正について 令和1年12月12日 令和1年12月12日 ～ 令和2年1月10日 令和2年1月31日 建築局建築企画課

392
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廃止
について

令和1年12月16日 令和1年12月16日 ～ 令和2年1月14日 令和2年3月25日 健康福祉局保健事業課

393 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則の一部改正について 令和1年12月16日 令和1年12月16日 ～ 令和2年1月14日 令和2年4月13日 健康福祉局福祉保健課

394
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

令和1年12月16日 令和1年12月16日 ～ 令和2年1月14日 令和2年6月1日 健康福祉局福祉保健課

395
横浜市土地区画整理事業清算金徴収交付事務取扱規則の一部改
正について

令和1年12月19日 令和1年12月19日 ～ 令和2年1月17日 令和2年4月1日 都市整備局市街地整備調整課

396 横浜市風致地区条例審査基準等の一部改正について 令和1年12月20日 令和1年12月20日 ～ 令和2年1月20日 令和2年2月5日 建築局建築企画課

397
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

令和1年12月20日 令和1年12月20日 ～ 令和2年1月20日 令和2年3月25日 環境創造局大気・音環境課



398 都市計画法に基づく開発許可の基準等の一部改定について 令和1年12月20日 令和1年12月20日 ～ 令和2年1月20日 令和2年4月1日 建築局宅地審査課

399 横浜市契約規則の一部改正について 令和1年12月24日 令和1年12月24日 ～ 令和2年1月22日 令和2年4月13日 財政局契約第一課

400 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について 令和1年12月25日 令和1年12月25日 ～ 令和2年1月23日 令和2年3月30日 建築局市営住宅課

401
横浜市建築基準法施行細則による地下街であるものの調査の項
目等について

令和1年12月25日 令和1年12月25日 ～ 令和2年1月24日 令和2年2月25日 建築局建築企画課

402

「特定非営利活動促進法施行条例等施行規則」及び「地方税法
第314条の７第１項第４号に掲げる寄附金を受け入れる特定非営
利活動法人を指定するための基準、手続等に関する条例施行規
則」の一部改正について

令和2年1月17日 令和2年1月17日 ～ 令和2年2月17日 令和2年4月2日 市民局市民活動支援課

403 災害弔慰金の支給等に関する条例施行規則の一部改正について 令和2年2月3日 令和2年2月3日 ～ 令和2年3月3日 令和2年4月15日 健康福祉局福祉保健課

404 街づくり協議指針の一部改正について 令和2年1月30日 令和2年1月30日 ～ 令和2年2月28日 令和2年4月1日 都市整備局地域街づくり課

405 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 令和2年2月3日 令和2年2月3日 ～ 令和2年3月3日 令和2年4月1日 建築局高齢施設課

406
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一部改
正について

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

407 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 令和2年2月17日 令和2年2月17日 ～ 令和2年3月17日 令和2年4月1日 都市整備局地域まちづくり課

408 横浜市中央卸売市場業務条例施行規則の全部改正について 令和2年2月21日 令和2年2月21日 ～ 令和2年3月23日 令和2年6月19日 経済局運営調整課

409
「エキサイトよこはま22　駐車場整備ルール」の一部改正につ
いて

令和2年2月25日 令和2年2月25日 ～ 令和2年3月25日 令和2年6月5日 都市整備局都心再生課

410
みなとみらい２１中央地区における地区施設一時占用に関する
協議指針の制定について

令和2年2月25日 令和2年2月25日 ～ 令和2年3月25日 令和2年4月1日
都市整備局みなとみらい２１推進
課

411 横浜市道路位置指定申請のしおりの全部改正について 令和2年2月28日 令和2年2月28日 ～ 令和2年3月30日 令和2年4月20日 建築局建築企画課

412
特定避難時間等の計算に必要な「用途地域が定められていない
土地の区域における常備消防機関の現地到着時間」の制定につ
いて

令和2年3月6日 令和2年3月6日 ～ 令和2年3月16日 令和2年4月3日 建築局建築企画課

413 横浜市中央と畜場条例施行規則の一部改正について 令和2年3月9日 令和2年3月9日 ～ 令和2年4月7日 令和2年6月19日 経済局食肉市場運営課

414
横浜市精神障害者生活支援センター条例施行規則及び横浜市総
合保健医療センター条例施行規則の一部改正について

令和2年3月17日 令和2年3月17日 ～ 令和2年4月15日 令和2年7月29日 健康福祉局障害支援課



415
神奈川羽沢南二丁目地区地区計画（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

令和2年3月24日 令和2年3月24日 ～ 令和2年4月22日 令和2年5月14日 建築局建築企画課



No. 案件名 案の公示日 結果の公示日 担当部署

(237) 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31年4月1日 こども青少年局こども家庭課

(238)
横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部改正につ
いて

― 平成31年4月1日 教育委員会事務局高校教育課

(239) 横浜市保育所条例施行規則の一部改正について ― 平成31年4月17日 こども青少年局保育・教育運営課

(240) 建築物登録業における審査基準の一部改正について ― 平成31年4月25日 健康福祉局生活衛生課

(241) 建築物登録業における処分基準の一部改正について ― 平成31年4月25日 健康福祉局生活衛生課

(242) 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4月25日 環境創造局経理経営課

(243) 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について ― 平成31年4月26日 建築局市営住宅課

(244) 横浜市国民健康保険運営協議会規則の一部改正について ― 令和1年5月15日 健康福祉局保険年金課

(245)
たまプラーザ駅北地区地区計画区域内(A地区)における建築基準
法第68条の３第１項の規定による認定基準等の一部改正につい
て

― 令和1年5月7日 建築局建築企画課

(246)
横浜市港湾施設条例施行規則第17条第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

― 令和1年5月24日 港湾局物流運営課

(247)
「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
例及び同解説」等の一部改正について

― 令和1年6月14日 建築局建築企画課

(248) 横浜市興行場法施行細則の一部改正について ― 令和1年6月19日 健康福祉局生活衛生課

(249)
横浜市の保有する情報の公開に関する条例施行規則等の一部改
正について

― 令和1年6月25日 市民局市民情報課

(250) 横浜市福祉のまちづくり条例施行規則等の一部改正について ― 令和1年6月25日 建築局建築企画課

(251) 横浜市建築基準法施行細則等の一部改正について ― 令和1年6月28日 建築局建築企画課

(252) 横浜市立図書館規則の一部改正について ― 令和1年6月28日 教育委員会事務局企画運営課―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

２　意見公募手続を省略した案件一覧（令和元年度）

意見提出期間



(253)
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号並びに第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

― 令和1年8月5日 建築局建築企画課

(254)
建築基準法第52条第14項第１号の規定に基づく容積率の許可基
準等の一部改正について

― 令和1年8月26日 建築局建築企画課

(255) 横浜市高圧ガス保安法審査基準の一部改正について ― 令和1年10月1日 消防局保安課

(256)
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一部改正について

― 令和1年10月1日 健康福祉局保健事業課

(257) 横浜市建築基準条例及び同解説の一部改正について ― 令和1年10月4日 建築局建築企画課

(258)
横浜市不燃化推進地域における建築物の不燃化の推進に関する
条例及び同解説の一部改正について

― 令和1年10月4日 建築局建築企画課

(259) 横浜市建築基準法施行細則の一部改正について ― 令和1年10月4日 建築局建築企画課

(260)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行
細則の一部改正について

― 令和1年10月11日 健康福祉局健康安全課

(261) 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 ― 令和1年11月15日 経済局雇用労働課

(262)
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

― 令和1年12月13日 健康福祉局食品衛生課

(263)
横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する規則
の一部改正について

― 令和1年12月13日 資源循環局一般廃棄物対策課

(264) 横浜市一般廃棄物処理業許可基準等要綱の一部改正について ― 令和1年12月13日 資源循環局一般廃棄物対策課

(265)
横浜市一般廃棄物処理施設等設置に係る許可事務等取扱要綱の
一部改正について

― 令和1年12月13日 資源循環局一般廃棄物対策課

(266) 横浜市浄化槽清掃業等許可事務取扱要綱の一部改正について ― 令和1年12月13日 資源循環局一般廃棄物対策課

(267)
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

― 令和1年12月20日 健康福祉局生活衛生課

(268)

横浜市市税条例施行規則及び日本国とアメリカ合衆国との間の
相互協力及び安全保障条約第６条に基づく施設及び区域並びに
日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う横
浜市市税条例の臨時特例に関する施行規則の一部改正について

― 令和2年1月15日 財政局税制課

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―

―



(269) 横浜市火薬類取締法審査基準の一部改正について ― 令和2年3月2日 消防局保安課

(270) 横浜市立図書館資料管理規則の一部改正について ― 令和2年2月21日 教育委員会事務局調査資料課

(271) 横浜市建築基準法施行細則の一部改正について ― 令和2年3月5日 建築局建築企画課

(272) 浄化槽法施行細則の一部改正について ― 令和2年3月25日 資源循環局一般廃棄物対策課

(273) 横浜市歴史博物館条例施行規則等の一部改正について ― 令和2年3月25日
教育委員会事務局生涯学習文化財
課

(274) 横浜市営住宅条例施行規則の一部改正について ― 令和2年3月30日 建築局市営住宅課

(275) 横浜市営住宅入居者選考審議会規則の一部改正について ― 令和2年3月30日 建築局市営住宅課

(276)
横浜市立学校の授業料等に関する条例施行規則の一部改正につ
いて

― 令和2年3月31日
教育委員会事務局学校支援・地域
連携課

―

―

―

―

―

―

―

―
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