
　　　パブリックコメント手続実施記録表（平成20年度） 局区課名は平成２０年度の名称です。

№ 政策等の名称 意見募集開始日 意見募集終了日 結果の公表日 局名 入力担当課名

1 川崎市立図書館規則の改正について 平成20年5月2日 平成20年6月1日 平成20年6月11日 教育委員会事務局 中原図書館

2
川崎市宅地造成等規制法施行細則の改正案に
ついて

平成20年6月11日 平成20年7月10日 平成20年11月27日 まちづくり局 指導部建築情報課

3 殿町３丁目地区整備方針（案）について 平成20年7月11日 平成20年8月11日 平成20年9月19日 まちづくり局 神奈川口推進室

4
「介護老人保健施設三田あすみの丘」の運営手
法の見直しについて

平成20年6月30日 平成20年7月31日 平成20年9月9日 健康福祉局 高齢者事業推進課

5 青少年科学館改築基本計画素案 平成20年7月25日 平成20年8月26日 平成20年11月21日 教育委員会事務局 文化財課

6
川崎市公文書館条例・施行規則の一部改正案に
ついて

平成20年8月15日 平成20年9月16日 平成20年12月9日 総務局 公文書館

7 （仮称）川崎市地区計画等形態意匠条例骨子案 平成20年8月15日 平成20年9月16日 平成21年2月18日 まちづくり局 景観・まちづくり支援課

8 市立小中学校跡地活用基本方針(案) 平成20年8月1日 平成20年8月30日 平成20年9月22日 総合企画局 企画調整課

9
新川崎・創造のもり第３期事業用地土地利用方針
案

平成20年7月29日 平成20年8月29日 平成20年11月28日 総合企画局 都市経営部プロジェクト推進担当

10
仲卸業者及び関連事業者の選定に関する要綱の
策定案

平成20年8月1日 平成20年8月31日 平成20年10月15日 経済労働局 地方卸売市場南部市場業務課

11
市民館使用規則・図書館規則等の一部改正につ
いて

平成20年7月25日 平成20年8月24日 平成20年9月5日 教育委員会事務局 生涯学習推進課

12 川崎市開発審査会提案基準の改正について 平成20年8月8日 平成20年9月6日 平成20年11月27日 まちづくり局 建築情報課

13
「川崎市環境影響評価に関する条例施行規則の
一部改正の考え方」

平成20年8月15日 平成20年9月16日 平成20年12月1日 環境局 環境評価室

14 川崎市民間活用ガイドライン（案）について 平成20年9月1日 平成20年9月30日 平成20年11月13日 総務局 行財政改革室

15
市役所・区役所駐車場の適正利用（有料化）につ
いて

平成20年9月5日 平成20年10月6日 平成20年12月9日 財政局 管財部管財課

16
区役所と支所・出張所等の窓口サービス機能再
編について

平成20年10月28日 平成20年12月26日 平成21年4月1日 総合企画局 自治政策部

17
川崎市地域防災計画（風水害対策編）の修正に
ついて

平成20年11月14日 平成20年12月15日 平成21年4月6日 総務局 危機管理室

18
川崎市中央卸売市場業務条例及び施行規則の
一部改正について

平成20年9月19日 平成20年10月20日 平成20年12月1日 経済労働局 中央卸売市場北部市場業務課

19
川崎市心身障害者総合リハビリテーションセン
ター条例の一部改正

平成20年10月1日 平成20年10月31日 平成20年12月1日 健康福祉局 障害計画課

20 川崎市福祉のまちづくり条例改正（素案） 平成20年10月15日 平成20年11月14日 平成21年2月11日 まちづくり局 建築指導課

21
新川崎・鹿島田駅周辺地区バリアフリー基本構想
策定について

平成20年10月27日 平成20年11月25日 平成21年4月6日 まちづくり局 企画課

22
宮前平・鷺沼駅周辺地区バリアフリー基本構想策
定について

平成20年10月27日 平成20年11月25日 平成21年4月6日 まちづくり局 企画課

23
川崎市国民健康保険出産育児一時金の支給額
の改正について

平成20年10月27日 平成20年11月5日 平成20年12月25日 健康福祉局 保険年金課

24 川崎市排水設備技術基準の一部改正について 平成20年11月4日 平成20年12月3日 平成20年12月24日 建設局 下水道部管路課

25
「雨水流出抑制施設技術指針」の改定に対する意
見の募集について

平成20年11月10日 平成20年12月10日 平成20年12月16日 建設局 河川課

26
屋外タンク泡消火設備の一体的な点検に関する
指導指針の作成

平成20年12月8日 平成21年1月6日 平成21年2月13日 消防局 予防部危険物課

27
桜本小・東桜本小・桜本中適正規模・適正配置方
針案について

平成20年11月14日 平成20年12月13日 平成20年12月25日 教育委員会事務局 企画課

28 （仮称）市税事務所整備方針（案） 平成20年11月21日 平成20年12月26日 平成21年2月19日 財政局 税制課

29 住民投票条例施行規則（素案）について 平成20年12月2日 平成21年1月5日 平成21年4月6日 総合企画局 自治政策部

30 川崎市立図書館規則の改正について 平成20年11月21日 平成20年12月22日 平成21年1月29日 教育委員会事務局 中原図書館

31
第２期川崎市男女平等推進行動計画（案）につい
て

平成20年12月10日 平成21年1月15日 平成21年6月2日 市民・こども局 人権・男女共同参画室

32
川崎臨海部土地利用誘導ガイドライン（案）につ
いて

平成20年12月10日 平成21年1月19日 平成21年4月2日 総合企画局 臨海部活性化推進室

33 自転車等放置禁止区域指定の告示 平成21年1月1日 平成21年1月31日 平成21年2月20日 建設局 建設局自転車対策室

34
第４期川崎市高齢者保健福祉計画・介護保険事
業計画素案について

平成20年12月25日 平成21年2月9日 平成21年4月29日 健康福祉局 高齢者事業推進課

35 高津大山街道マスタープラン（案）について 平成21年1月15日 平成21年2月13日 平成21年4月1日 高津区役所 地域振興課

36
川崎市ワンルーム形式集合住宅等建築指導要綱
の改正（素案）

平成21年1月16日 平成21年2月16日 平成21年3月30日 まちづくり局 建築指導課

37 第3次かわさきノーマライゼーションプラン（素案） 平成21年1月7日 平成21年2月6日 平成21年4月21日 健康福祉局 障害計画課

38 「エコシティたかつ」推進方針（案）について 平成21年1月15日 平成21年2月13日 平成21年4月1日 高津区役所 地域振興課

39 川崎市バス事業次期経営健全化計画（素案） 平成21年2月2日 平成21年3月3日 平成21年3月30日 交通局 経営企画課

40
構造計算適合性判定に要する手数料の還付につ
いて

平成21年1月16日 平成21年1月23日 平成21年2月26日 まちづくり局 建築情報課

41
都市計画法第37条に規定する建築制限の解除に
係る取扱基準の改正

平成21年1月22日 平成21年2月20日 平成21年3月25日 まちづくり局 建築情報課
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42
都市計画法に規定する土地の区画形質の変更に
係る取扱基準の改正

平成21年1月22日 平成21年2月20日 平成21年3月25日 まちづくり局 建築情報課

43
第２次川崎市病院事業経営健全化計画（案）につ
いて

平成21年1月26日 平成21年2月25日 平成21年4月1日 病院局 経営企画室

44 小規模水道等条例施行規則の一部改正について 平成21年2月1日 平成21年3月2日 平成21年4月16日 健康福祉局 健康安全室

45
川崎市福祉センター再編整備基本方針（案）につ
いて

平成21年2月17日 平成21年3月18日 平成21年3月31日 健康福祉局 総務部企画課

46
第２期川崎市ホームレス自立支援実施計画（素
案）について

平成21年2月2日 平成21年3月3日 平成21年3月31日 健康福祉局 地域福祉課

47 川崎市立図書館規則の改正について 平成21年2月6日 平成21年3月7日 平成21年4月3日 教育委員会事務局 中原図書館

48
川崎都市計画高度地区適用の除外第４号の許可
基準の改正について

平成21年2月13日 平成21年3月15日 平成21年3月30日 まちづくり局 建築指導課

49 川崎市商業振興ビジョン（素案） 平成21年2月14日 平成21年3月15日 平成21年5月13日 経済労働局 商業観光課

50
成人ぜん息患者医療費助成制度の一部見直しに
ついて

平成21年2月18日 平成21年3月19日 平成21年6月8日 健康福祉局 環境保健課

51
川崎市特定公共賃貸住宅条例施行規則の一部
改正について

平成21年2月20日 平成21年3月22日 平成21年4月9日 まちづくり局 住宅管理課

52
自転車競走電話投票実施規則の一部改正につ
いて

平成21年3月2日 平成21年3月15日 平成21年4月3日 経済労働局 公営事業部総務課

53
適応指導教室（仮称）ゆうゆう広場みゆきの新設
について

平成21年3月10日 平成21年4月11日 平成21年4月24日 教育委員会事務局 総合教育センター総務室

54
川崎市緑化センターの指定管理者制度導入につ
いて

平成21年3月25日 平成21年4月24日 平成21年6月5日 環境局 緑化センター


