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附属機関の開催状況報告
（平成25年４月25日～平成26年４月22日）

１　附属機関（開催実績あり）

№ 名称 会議開催日 会議議題

1

横浜市環境創造審議会
【政策課】
【温暖化対策統括本部
調整課】

平成25年５月9日
（地球温暖化対策
実行計画部会）

１　部会長選出
２　横浜市地球温暖化対策実行
　計画（区域施策編）の取組状況
　と課題
３　部会での検討の視点

平成25年６月26日
（地球温暖化対策
実行計画部会）

１　第１回部会でご指摘いただいた
　事項について
２　横浜市の将来像について
３　温室効果ガス排出量の将来
　推計について
４　対策・施策の見直しについて

平成25年６月27日
(基本政策部会)

１　これからの環境行政のあり
　方について

平成25年７月30日
（地球温暖化対策
実行計画部会）

１　第２回部会でご指摘いただいた
　事項について
２　対策・施策の見直し、排出削減
　目標の見直しについて
３　推進体制、進捗管理方法に
　ついて
４　適応策について

平成25年９月17日
（地球温暖化対策
実行計画部会）

１　第３回部会でご指摘いただいた
　事項について
２　対策・施策の見直し、排出削減
　目標の見直しについて
３　計画改定に向けた部会報告案
　の骨子について

平成25年９月26日
(基本政策部会)

１　これからの環境行政のあり
　方について

平成25年11月６日
（地球温暖化対策
実行計画部会）

１　部会報告案について

平成25年11月26日

１　会長、副会長選出
２　横浜市地球温暖化対策実行
　計画（区域施策編）の改定につ
　いて
３　これからの環境行政のあり方に
　ついて
４　横浜市ＩＳＯ環境マネジ メント
　システムについて (報告)

資料１
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№ 名称 会議開催日 会議議題

2
横浜みどりアップ計画
市民推進会議
【政策課】

平成25年６月４日

１　市民推進会議平成24年度報告
　書（案）について
２　横浜みどりアップ計画（新規・拡
　充施策）平成25年度事業目標に
　ついて
３　市民推進会議平成25年度の取
　組について

平成25年６月19日
(広報部会)

１　濱RUOKU第16号について

平成25年８月１日
（調査部会）

「みどり税を活用している農地の調
査」
１　戸塚区舞岡町の現地調査
２　農家、参加者、委員との意見
　交換

平成25年９月５日
(広報部会)

１　濱RUOKU第17号について

平成25年10月27日

みどりのオープンフォーラム
～身近なみどりを感じよう！～
の開催
１　敷地内緑地の見学
２　民間事業者などの取組紹介
３　みどりの意見交換会
　（テーマ：「身近なみどりを感じよ
う！」）

平成25年11月９日
(調査部会)

「みどり税を活用している樹林地の
調査」
１　緑区新治町の現地調査
２　NPO、参加者、委員との意見
　交換

平成25年11月14日
（広報部会）

１　濱ＲＹＯＫＵ第18号について

平成25年11月27日
（見える化部会）

１　横浜みどりアップ計画（新規・拡
　充施策）の見える化について

平成26年１月14日
(広報部会)

１　濱ＲＹＯＫＵ第19号について

平成26年1月29日

１　市民推進会議平成25年度報告
　書について
２　横浜みどりアップ計画（新規・拡
　充施策）の進捗状況について

平成25年２月21日
(「緑をつくる」施策を

検討する部会)

１　「緑をつくる」施策の評価・まとめ
　について

平成26年２月24日
(「樹林地を守る」施策を

検討する部会)

１　「樹林地を守る」施策の評価・
　まとめについて

平成26年２月25日
(「農地を守る」施策を

検討する部会)

１　「農地を守る」施策の評価・
　まとめについて

平成26年３月20日
１　市民推進会議　平成25年度報告
　書について

平成26年３月24日
(広報部会)

１　濱ＲＹＯＫＵ第20号について
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№ 名称 会議開催日 会議議題

3
横浜環境活動賞審査
委員会【政策課】

平成26年１月20日
１　今年度の応募状況について
２　審査基準について

平成26年３月24日
1　第21回横浜環境活動賞受賞
　候補者の選考

4
横浜市環境影響評価審
査会
【環境影響評価課】

平成25年10月15日
１　（仮称）みなとみらい21中央地区
　37街区Ⅱ期棟計画に係る計画段
　階配慮書について

平成25年10月29日

１　中央新幹線（東京都・名古屋市
　間）環境影響評価準備書につい
　て
２　（仮称）みなとみらい21中央地区
　37街区Ⅱ期棟計画　計画段階配
　慮書に対する配慮市長意見につ
　いて【報告】

平成25年11月19日
１　中央新幹線（東京都・名古屋市
　間）環境影響評価準備書につい
　て

平成25年12月10日

１　（仮称）みなとみらい21中央地区
　37街区Ⅱ期棟計画に係る第２分
　類事業判定届出書について
２　中央新幹線（東京都・名古屋市
　間）環境影響評価準備書につい
　て

平成25年12月24日

１　中央新幹線（東京都・名古屋市
　間）環境影響評価準備書につい
　て
２　（仮称）みなとみらい21中央地区
　37街区Ⅱ期棟計画に係る第２分
　類事業判定届出書について

平成26年1月28日
１　中央新幹線（東京都・名古屋市
　間）環境影響評価準備書につい
　て

平成26年2月18日

１　中央新幹線（東京都・名古屋市
　間）環境影響評価準備書につい
　て【調査審議について（答申）を
　確定】
２　（仮称）上郷開発事業に関する
　修正届について

平成26年3月5日
１　（仮称）上郷開発事業に関する
　修正届について

平成26年3月28日
１　（仮称）上郷開発事業に関する
　修正届について

5
横浜市下水道事業経営
研究会
【下水道事業推進課】

平成25年7月31日
１　本市下水道事業について
２　第６期研究会の運営について

平成25年12月24日

１　下水道事業中期経営計画2011
平成24年度期末振返りについて
２　第６期研究会で重点的に審議す
る課題について
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２　指定管理者選定評価委員会（開催実績あり）

№ 名称 会議開催日 会議議題

6

横浜市公園及び公園施
設指定管理者選定評価
委員会
【公園緑地管理課】

平成25年4月26日
平成25年度指定管理者の公募資料
の確定

平成25年6月4日
平成25年度第２回指定管理者の公
募資料の確定及び公募予定公園の
視察

平成25年8月28日
平成25年度指定管理者の公募の書
類審査

平成25年9月13日
平成25年度指定管理者の公募の書
類審査及び二次審査（ヒアリング）

平成25年10月4日
平成25年度指定管理者の公募の二
次審査（ヒアリング）

平成26年1月30日
平成25年度指定管理者事業評価ヒ
アリング

平成26年3月14日
平成25年度指定管理者事業評価報
告書作成

7
横浜市動物園等指定管
理者選定評価委員会
【動物園課】

平成25年12月19日

１　平成24年度分の指定管理者の事
業評価について
２　次期指定管理者の選定方法等に
ついて

平成26年2月18日

１　平成24年度分の指定管理者の事
業評価について
２　次期指定管理者の選定方法等に
ついて
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１　附属機関（開催実績なし）

№ 名称

1
横浜市協働の森基金審
査委員会
【緑地保全推進課】

審議案件がなかったため

2
横浜市水洗化紛争仲介
委員会
【管路保全課】

２　指定管理者選定評価委員会（開催実績なし）

№ 名称

3

横浜市白幡公園こどもロ
グハウス指定管理者選定
委員会
【鶴見区地域振興課】

審議案件がなかったため

4

横浜市神大寺中央公園こ
どもログハウス指定管理
者選定委員会
【神奈川区地域振興課】

5

横浜市境之谷公園こども
ログハウス指定管理者選
定委員会
【西区地域振興課】

6

横浜市柏葉公園こどもロ
グハウス指定管理者選定
委員会
【中区地域振興課】

7

横浜市永田みなみ台公園
こどもログハウス指定管
理者選定委員会
【南区地域振興課】

8

横浜市港南台北公園こど
もログハウス指定管理者
選定委員会
【港南区地域振興課】

9

横浜市川島町公園こども
ログハウス指定管理者選
定員会
【保土ケ谷区地域振興
課】

未開催理由

未開催理由

資料２

5



№ 名称

10

横浜市上白根大池公園こ
どもログハウス指定管理
者選定評価委員会
【旭区地域振興課】

審議案件がなかったため

11

横浜市洋光台駅前公園こ
どもログハウス指定管理
者選定委員会
【磯子区地域振興課】

12

横浜市富岡八幡公園こど
もログハウス指定管理者
選定委員会
【金沢区地域振興課】

13

横浜市綱島公園こどもロ
グハウス指定管理者選定
委員会
【港北区地域振興課】

14

横浜市霧が丘公園こども
ログハウス指定管理者選
定委員会
【緑区地域振興課】

15

横浜市美しが丘公園こど
もログハウス指定管理者
選定委員会
【青葉区地域振興課】

16

横浜市鴨池公園こどもロ
グハウス指定管理者選定
委員会
【都筑区こども家庭支援
課】

17

横浜市踊場公園こどもロ
グハウス指定管理者選定
委員会
【戸塚区地域振興課】

18

横浜市桂山公園こどもロ
グハウス指定管理者選定
委員会
【栄区地域振興課】

19

横浜市いずみ台公園こど
もログハウス指定管理者
選定委員会
【泉区地域振興課】

20

横浜市瀬谷中央公園こど
もログハウス指定管理者
選定委員会
【瀬谷区地域振興課】

未開催理由
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