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附属機関の開催状況報告
（平成27年３月11日～平成28年４月18日）

１　附属機関（開催実績あり）

№ 名称 会議開催日 会議議題

平成27年3月11日

１　審議案件
 (1) 重要事項（２件）
２　報告事項
３　その他

平成27年3月18日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 電子計算機処理の制限(１件)
 (2) 電子計算機結合の制限(１件)
 (3) 事務の委託に伴う措置(６件)
 (4) 重要事項（１件）
３　報告事項
４　その他

平成27年5月20日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 利用及び提供の制限(１件)
 (2) 電子計算機処理の制限(２件)
 (3) 電子計算機結合の制限(１件)
 (4) 事務の委託に伴う措置(７件)
３　報告事項
４　その他

平成27年5月27日
１　審議案件
 (1) 重要事項（２件）
２　その他

平成27年6月24日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 事務の委託に伴う措置(５件)
３　報告事項
４　その他

平成27年7月8日
１　審議案件
 (1) 重要事項（２件）
２　その他

平成27年7月29日

１　審議案件
 (1) 事務の委託に伴う措置(３件)
 (2) 重要事項(１件)
２　報告事項
３　その他

平成27年8月5日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 電子計算機結合の制限(１件)
 (2) 事務の委託に伴う措置(２件)
 (3) 重要事項(１件)
３　その他
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平成27年9月9日
１　審議案件
 (1) 重要事項（１件）
２　その他

平成27年9月30日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 利用及び提供の制限(１件)
 (2) 電子計算機処理の制限(２件)
 (3) 事務の委託に伴う措置(２件)
３　報告事項
４　その他

平成27年10月28日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 利用及び提供の制限(１件)
 (2) 電子計算機処理の制限(２件)
 (3) 事務の委託に伴う措置(２件)
３　報告事項
４　その他

平成27年11月25日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 電子計算機処理の制限(１件)
 (2) 電子計算機結合の制限(１件)
 (3) 事務の委託に伴う措置(４件)
３　報告事項
４　その他

平成28年1月27日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 電子計算機処理の制限(１件)
 (2) 電子計算機結合の制限(１件)
 (3) 事務の委託に伴う措置(４件)
３　報告事項
４　その他

平成28年2月24日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 事務の委託に伴う措置(２件)
 (2) 特定個人情報保護評価における意見の聴取(１件)
３　報告事項
４　その他

平成28年3月23日

１　前回会議録の承認
２　審議案件
 (1) 電子計算機処理の制限(６件)
 (2) 電子計算機結合の制限(２件)
 (3) 事務の委託に伴う措置(６件)
３　報告事項
４　その他

平成27年3月12日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第264回会議議事録の承認
２　第二部会及び第三部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年3月13日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第266回会議議事録の承認
２　第一部会及び第三部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議
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平成27年3月24日
（制度運用調査部会）
１　情報公開制度の運用に係る課題の検討

平成27年4月9日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第265回会議議事録の承認
２　制度運用調査部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年4月10日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第267回会議議事録の承認
２　制度運用調査部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年4月16日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第182回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第一部会、第二部会及び制度運用調査部会からの
　　報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年4月21日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第268回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第一部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年4月23日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第266回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年5月8日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第269回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

横浜市情報公開・個人情報
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平成27年5月14日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第267回会議議事録の承認
２　第二部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年5月21日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第183回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第二部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年5月22日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第270回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年5月28日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第268回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年6月11日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第269回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年6月12日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第271回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年6月18日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第184回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

横浜市情報公開・個人情報
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平成27年6月25日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第270回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年6月26日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第272回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年7月9日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第271回会議議事録の承認
２　第三部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年7月10日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第273回会議議事録の承認
２　第三部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年7月23日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第185回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第一部会及び第二部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年7月23日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第272回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第二部会及び第三部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年7月24日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第274回会議議事録の承認
２　第一部会及び第三部会からの報告
３　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

横浜市情報公開・個人情報
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平成27年8月27日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第186回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年8月27日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第273回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年8月28日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第275回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年9月10日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第274回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年9月11日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第276回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年9月17日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第187回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第一部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年9月25日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第277回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況の報告
３　第一部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

横浜市情報公開・個人情報
保護審査会
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平成27年10月8日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第275回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第二部会及び第三部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年10月9日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第278回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告
３　第三部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年10月15日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第188回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年10月15日

（制度運用調査部会）
１　行政不服審査法の全部改正に伴う情報公開条例
　　及び個人情報保護条例における費用等の規定の
　　整備について

平成27年10月22日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第276回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年10月23日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第279回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年11月6日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第280回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告
３　第一部会及び第三部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

2
横浜市情報公開・個人情報
保護審査会
【市民情報室】



8

平成27年11月12日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第277 回会議事録の承認
２　存否応答拒処分の報告
３　第三部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成27年11月19日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第189回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第一部会及び第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年11月26日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第278 回会議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の告
３　存否応答拒処分の報告
４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成27年11月27日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第281回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成27年12月10日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第279回会議事録の承認
２　存否応答拒処分の報告
３　第二部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成27年12月14日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第190回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第一部会及び第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

2
横浜市情報公開・個人情報
保護審査会
【市民情報室】
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平成27年12月25日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第282回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第一部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年1月14日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第280回会議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒処分の報告
４　第三部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成28年1月15日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第283回会議議事録の承認
２　第三部会からの報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年1月21日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第191回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　存否応答拒否処分の報告
４　第二部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年1月28日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第281回会議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　第二部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成28年1月29日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第284回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況及び諮問の報告
３　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年2月10日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第282回会議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

横浜市情報公開・個人情報
保護審査会
【市民情報室】

2
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平成28年2月12日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第285回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年2月18日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第192回会議議事録の承認
２　情報公開制度運用状況の報告
３　第一部会及び第二部会からの報告
４　提出資料の閲覧等の報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年2月25日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第283回会議事録の承認
２　情報公開制度運用状況の報告
３　第二部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成28年3月4日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第286回会議事録の承認
２　情報公開制度運用状況の報告
３　存否応答拒処分の報告
４　第一部会及び第三部会からの報告
５　行政文書の開示請求等に係る不服申立て審議

平成28年3月8日
（制度運用調査部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領
　　の改正について

平成28年3月10日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第284回会議議事録の承認
２　存否応答拒否処分の報告
３　第三部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年3月11日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領
　　の改正について
２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第287回会議議事録の承認
３　第一部会からの報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

横浜市情報公開・個人情報
保護審査会
【市民情報室】

2
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平成28年3月18日

（第三部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領
　　の改正について
２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第三部会
　　第193回会議議事録の承認
３　情報公開制度運用状況の報告
４　存否応答拒否処分の報告
５　第一部会からの報告
６　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年3月24日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会運営要領
　　の改正について
２　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第285回会議議事録の承認
３　情報公開制度運用状況の報告
４　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年3月30日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第288回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年4月7日

（第一部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第一部会
　　第286回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

平成28年4月8日

（第二部会）
１　横浜市情報公開・個人情報保護審査会第二部会
　　第289回会議議事録の承認
２　行政文書の開示請求等に係る不服申立ての審議

3
横浜市市民協働推進委員会
【市民活動支援課】

平成27年6月16日

１　委員長選任・職務代理者の指名について
２　部会委員の指名について
３　指定特定非営利活動法人の事業の概要の変更に
　　伴う基準の適合について
４　平成27年度横浜市市民活動支援センター事業の
　　評価・検証について
５　平成28年度市民活動共同オフィス入居団体募集
　　要項（案）について
６　市民協働推進委員会答申「協働を進める際の『公
　　共的又は公益的な活動及び事業』の考え方」を受
　　けた具体的取組の検討について
７　報告事項

横浜市情報公開・個人情報
保護審査会
【市民情報室（平成28年４月１
日以降は、市民情報課）】

2
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平成27年9月15日

１　部会委員の指名について
２　よこはま夢ファンド団体登録及び助成金交付審査
　　結果について
３　市民協働推進委員会答申「協働を進める際の『公
　　共的又は公益的な活動及び事業』の考え方」を受
　　けた具体的取組の検討について
４　報告事項

平成27年12月2日

１　よこはま夢ファンド団体登録及び助成金交付審査
　　結果について
２　平成28年度横浜市市民活動共同オフィス入居団
　　体審査について
３　横浜市市民活動支援センター事業評価基準項目
　　の見直しについて
４　市民協働推進委員会答申「協働を進める際の『公
　　共的又は公益的な活動及び事業』の考え方」を受
　　けた具体的取組について
５　「横浜市市民協働条例」３年ごとの施行状況の検討
　　の進め方について
６　報告事項

平成28年3月24日

１　特定非営利活動法人の条例指定について
２　平成27年度横浜市市民活動支援センター事業の
　　評価・検証について
３　よこはま夢ファンド団体登録及び助成金交付審査
　　結果について
４　「横浜市市民協働条例」３年ごとの施行状況の検討
　　の進め方について
５　平成28年度市民協働推進委員会での審議・協議
　　事項について
６　報告事項

平成27年9月2日

１　利用者にとって分かりやすいウェブサイトとは
　　～ウェブサイトの再構築にあたって
２　報告案件
 (1)インターネットを通じた情報発信の状況について

平成28年1月14日

１　動画を活用した広報について
２　報告案件
 (1)「市民の声」事業について
 (2)横浜市ウェブサイトの再構築について
 (3)平成27年度「横浜市の広報に関するアンケート
　　調査」の結果について

4
横浜市広報企画審議会
【広報課】

3
横浜市市民協働推進委員会
【市民活動支援課】
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平成27年9月1日

１　会長選出
２　職務代理者指名
３　報告
４　情報提供、その他

平成28年2月5日

１　住民基本台帳ネットワークシステム運用状況定例報
　　告
２　社会保障・税番号制度の実施状況報告
３　その他

6
横浜市住居表示審議会
【窓口サービス課】

平成28年1月15日
１　会長・副会長の選任
２　泉区和泉町第五次地区における住居表示の実施
　　について

平成27年7月13日

１　横浜市スポーツ推進計画の進捗状況
２　２０２０年オリンピック・パラリンピック東京大会に向け
　　た横浜市の取組の検討状況
３　横浜文化体育館再整備事業の検討状況

平成28年3月24日 １　答申（案）について

横浜市スポーツ推進審議会
【スポーツ振興課】

横浜市本人確認情報等保護
審議会【窓口サービス課】

5

7
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２　指定管理者選定評価委員会等（開催実績あり）

名称 会議開催日 会議議題

平成27年4月23日

平成27年8月3日

平成27年8月11日

平成27年5月12日

平成27年8月14日

平成27年8月21日

平成27年5月15日

平成27年8月10日

平成27年8月24日

平成27年8月25日

平成27年5月27日

平成27年8月20日

平成27年5月14日

平成27年8月11日

平成27年5月11日

平成27年8月4日

平成27年8月6日

平成27年8月7日

１　横浜市竹之丸地区センター、横浜市野毛地区セン
　　ター、横浜市本牧地区センター、横浜市中本牧コ
　　ミュニティハウス及び横浜市上台集会所の指定管
　　理者の選定について

5

横浜市南区地区センター及
び横浜市南寿荘指定管理者
選定委員会
【南区地域振興課】

１　横浜市大岡地区センター、横浜市永田地区セン
　　ター、横浜市南地区センター及び横浜市南寿荘、
　　横浜市別所コミュニティハウス、横浜市六ツ川一丁
　　目コミュニティハウス、横浜市睦コミュニティハウス並
　　びに横浜市六ツ川スポーツ会館の指定管理者の選
　　定について

6
横浜市港南区地区センター
指定管理者選定委員会
【港南区地域振興課】

１　横浜市港南地区センター、横浜市港南台地区セン
　　ター、横浜市永谷地区センター、横浜市野庭地区
　　センター、横浜市東永谷地区センター、横浜市桜
　　道コミュニティハウス及び横浜市下野庭スポーツ会
　　館の指定管理者の選定について

１　横浜市潮田地区センター、横浜市駒岡地区セン
　　ター、横浜市末吉地区センター、横浜市寺尾地区
　　センター及び横浜市鶴寿荘、横浜市生麦地区セン
　　ター、横浜市矢向地区センター並びに横浜市潮田
　　公園コミュニティハウスの指定管理者の選定につい
　　て

2
横浜市神奈川区地区セン
ター指定管理者選定委員会
【神奈川区地域振興課】

１　横浜市神奈川地区センター、横浜市神之木地区セ
　　ンター、横浜市神大寺地区センター、横浜市菅田
　　地区センター、横浜市幸ケ谷公園コミュニティハウ
　　ス、横浜市幸ケ谷集会所、横浜市松見集会所及び
　　横浜市羽沢スポーツ会館の指定管理者の選定に
　　ついて

3

横浜市西区地区センター及
び横浜市西公会堂指定管理
者選定委員会
【西区地域振興課】

１　横浜市西地区センター及び横浜市西公会堂、横浜
　　市藤棚地区センター、横浜市浅間コミュニティハウ
　　ス、横浜市戸部コミュニティハウス並びに横浜市平
　　沼集会所の指定管理者の選定について

1

横浜市鶴見区地区センター
及び横浜市鶴寿荘指定管理
者選定委員会
【鶴見区地域振興課】

4
横浜市中区地区センター指
定管理者選定委員会
【中区地域振興課】
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平成27年4月27日

平成27年8月18日

平成27年5月21日

平成27年7月22日

平成27年7月23日

平成27年5月21日

平成27年8月17日

平成27年5月15日

平成27年8月18日

平成27年4月21日

平成27年4月22日

平成27年4月27日

平成27年5月11日

平成27年7月24日

平成27年7月27日

平成27年7月31日

平成27年8月26日

平成27年4月28日

平成27年7月23日

12
横浜市緑区地区センター指
定管理者選定委員会
【緑区地域振興課】

１　横浜市十日市場地区センター、横浜市長津田地区
　　センター、横浜市中山地区センター、横浜市白山
　　地区センター及び横浜市十日市場スポーツ会館の
　　指定管理者の選定について

10
横浜市金沢区地区センター
指定管理者選定委員会
【金沢区地域振興課】

１　横浜市金沢地区センター、横浜市釜利谷地区セン
　　ター、横浜市富岡並木地区センター、横浜市能見
　　台地区センター、横浜市六浦地区センター、横浜
　　市柳町コミュニティハウス及び横浜市六浦スポーツ
　　会館の指定管理者の選定について

11
横浜市港北区地区センター
指定管理者選定委員会
【港北区地域振興課】

１　横浜市菊名地区センター、横浜市篠原地区セン
　　ター、横浜市綱島地区センター、横浜市新田地区
　　センター、横浜市日吉地区センター、横浜市菊名コ
　　ミュニティハウス及び横浜市小机スポーツ会館の指
　　定管理者の選定について

横浜市保土ケ谷区地区セン
ター指定管理者選定委員会
【保土ケ谷区地域振興課】

１　横浜市今井地区センター、横浜市初音が丘地区セ
　　ンター、横浜市ほどがや地区センター、横浜市桜ケ
　　丘コミュニティハウス及び横浜市瀬戸ケ谷スポーツ
　　会館の指定管理者の選定について

8
横浜市旭区地区センター指
定管理者選定委員会
【旭区地域振興課】

１　横浜市市沢地区センター、横浜市今宿地区セン
　　ター、横浜市希望が丘地区センター、横浜市白根
　　地区センター、横浜市都岡地区センター、横浜市
　　若葉台地区センター、横浜市鶴ケ峰コミュニティハ
　　ウス及び横浜市本村スポーツ会館の指定管理者の
　　選定について

9

横浜市磯子区地区センター
及び横浜市喜楽荘指定管理
者選定委員会
【磯子区地域振興課】

１　横浜市磯子地区センター及び横浜市喜楽荘、横浜
　　市上中里地区センター、横浜市杉田地区センター
　　並びに横浜市根岸地区センターの指定管理者の
　　選定について

7
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平成27年4月27日

平成27年5月25日

平成27年7月27日

平成27年7月28日

平成27年4月27日

平成27年7月23日

平成27年7月27日

平成27年6月22日

平成27年8月27日

平成27年8月28日

平成27年5月25日

平成27年8月17日

平成27年8月19日

平成27年8月24日

平成27年5月28日

平成27年8月25日

18
横浜市鶴見公会堂指定管理
者選定委員会
【鶴見区地域振興課】

平成28年3月17日 １　横浜市鶴見公会堂の指定管理者の選定について

平成27年5月26日

平成27年8月26日

平成27年5月8日

平成27年8月12日

19
横浜市南公会堂指定管理者
選定委員会
【南区地域振興課】

１　横浜市南公会堂の指定管理者の選定について

20
横浜市金沢公会堂指定管理
者選定委員会
【金沢区地域振興課】

１　横浜市金沢公会堂の指定管理者の選定について

16
横浜市栄区地区センター指
定管理者選定委員会
【栄区地域振興課】

１　横浜市上郷地区センター、横浜市豊田地区セン
　　ター及び横浜市本郷地区センターの指定管理者の
　　選定について

17

横浜市瀬谷区地区センター
及び横浜市瀬谷和楽荘指定
管理者選定委員会
【瀬谷区地域振興課】

１　横浜市阿久和地区センター、横浜市瀬谷地区セン
　　ター及び横浜市瀬谷和楽荘、横浜市中屋敷地区
　　センターの指定管理者の選定について

14

横浜市都筑区地区センター
及び横浜市つづき緑寿荘指
定管理者選定委員会
【都筑区地域振興課】

１　横浜市北山田地区センター、横浜市都筑地区セン
　　ター及び横浜市つづき緑寿荘、横浜市中川西地区
　　センター、横浜市仲町台地区センター、横浜市大
　　熊スポーツ会館並びに横浜市東山田スポーツ会館
　　の指定管理者の選定について

15

横浜市戸塚区地区センター
及び横浜市戸塚公会堂指定
管理者選定委員会
【戸塚区地域振興課】

１　横浜市上矢部地区センター、横浜市大正地区セン
　　ター、横浜市戸塚地区センター及び横浜市戸塚公
　　会堂、横浜市東戸塚地区センター、横浜市舞岡地
　　区センター並びに横浜市倉田コミュニティハウスの
　　指定管理者の選定について

13
横浜市青葉区地区センター
指定管理者選定委員会
【青葉区地域振興課】

１　横浜市美しが丘西地区センター、横浜市大場みす
　　ずが丘地区センター、横浜市奈良地区センター、
　　横浜市藤が丘地区センター、横浜市山内地区セン
　　ター、横浜市若草台地区センター、横浜市青葉台
　　コミュニティハウス、横浜市荏田西コミュニティハウス
　　及び横浜市新石川スポーツ会館の指定管理者の
　　選定について
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平成27年4月27日

平成27年8月17日

平成27年5月21日

平成27年8月24日

平成27年5月12日

平成27年8月18日

平成27年5月15日

平成27年6月22日

平成27年4月24日

平成27年7月23日

平成27年4月23日

平成27年8月6日

平成27年4月20日

平成27年7月30日

平成27年8月11日

平成27年5月27日

平成27年8月21日

平成27年5月27日

平成27年8月24日

平成27年5月11日

平成27年7月27日

平成27年4月24日

平成27年8月11日

平成27年5月22日

平成27年8月7日

23

横浜市栄会堂及び横浜市栄
スポーツセンター指定管理者
選定委員会
【栄区地域振興課】

１　横浜市栄公会堂及び横浜市栄スポーツセンターの
　　指定管理者の選定について

21
横浜市緑公会堂指定管理者
選定委員会
【緑区地域振興課】

１　横浜市緑公会堂の指定管理者の選定について

22

横浜市青葉公会堂及び横浜
市青葉スポーツセンター指定
管理者選定委員会
【青葉区地域振興課】

１　横浜市青葉公会堂及び横浜市青葉スポーツセン
　　ターの指定管理者の選定について

32
横浜市旭スポーツセンター指
定管理者選定委員会
【旭区地域振興課】

29
横浜市南スポーツセンター指
定管理者選定委員会
【南区地域振興課】

30
横浜市港南スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【港南区地域振興課】

31
横浜市保土ケ谷スポーツセン
ター指定管理者選定委員会
【保土ケ谷区地域振興課】

26
横浜市神奈川スポーツセン
ター指定管理者選定委員会
【神奈川区地域振興課】

27
横浜市西スポーツセンター指
定管理者選定委員会
【西区地域振興課】

28
横浜市中スポーツセンター指
定管理者選定委員会
【中区地域振興課】

24

横浜国際プール、横浜文化
体育館及び横浜市平沼記念
体育館指定管理者選定評価
委員会
【スポーツ振興課】

25
横浜市鶴見スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【鶴見区地域振興課】

１　横浜国際プール、横浜文化体育館、横浜市平沼記
　　念体育館の指定管理者の選定について

１　横浜市鶴見スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市神奈川スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市西スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市中スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市南スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市港南スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市保土ケ谷スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市旭スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について
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平成27年4月16日

平成27年8月5日

平成27年4月28日

平成27年8月4日

平成27年4月26日

平成27年8月6日

平成27年5月1日

平成27年7月28日

平成27年4月22日

平成27年8月7日

平成27年6月1日

平成27年8月21日

平成27年5月18日

平成27年8月6日

平成27年4月21日

平成27年7月22日

38
横浜市戸塚スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【戸塚区地域振興課】

39
横浜市泉スポーツセンター指
定管理者選定委員会
【泉区地域振興課】

40
横浜市瀬谷スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【瀬谷区地域振興課】

35
横浜市港北スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【港北区地域振興課】

36
横浜市緑スポーツセンター指
定管理者選定委員会
【緑区地域振興課】

37
横浜市都筑スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【都筑区地域振興課】

33
横浜市磯子スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【磯子区地域振興課】

34
横浜市金沢スポーツセンター
指定管理者選定委員会
【金沢区地域振興課】

１　横浜市港北スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市緑スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市都筑スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市戸塚スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市泉スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市瀬谷スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市磯子スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について

１　横浜市金沢スポーツセンターの指定管理者の
　　選定について
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１　附属機関（開催実績なし）
№ 未開催理由

1 審議案件がなかったため

２　指定管理者選定評価委員会等（開催実績なし）
№ 未開催理由

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

横浜市泉公会堂指定管理者選定委員会
【泉区地域振興課】

横浜市瀬谷公会堂指定管理者選定委員会
【瀬谷区地域振興課】

横浜市庁舎駐車場指定管理者選定評価委員会
【地域施設課】

横浜市保土ケ谷公会堂指定管理者選定委員会
【保土ケ谷区地域振興課】

横浜市旭公会堂指定管理者選定委員会
【旭区地域振興課】

横浜市磯子公会堂指定管理者選定委員会
【磯子区地域振興課】

横浜市港北公会堂指定管理者選定委員会
【港北区地域振興課】

横浜市都筑公会堂指定管理者選定委員会
【都筑区地域振興課】

横浜市泉区地区センター指定管理者選定委員会
【泉区地域振興課】

審議案件がなかったため

横浜市神奈川公会堂指定管理者選定委員会
【神奈川区地域振興課】

横浜市港南公会堂指定管理者選定委員会
【港南区地域振興課】

横浜市いじめ問題調査委員会
【人権課】

名称

名称

資料２ 
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