
パブリックコメント手続実施記録表（平成22年度）
No 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 所管課

1 農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想の変更について 平成22年4月1日 平成22年5月6日 平成22年6月15日 経済労働局農業振興センター農業振興課

2 川崎市開発審査会提案基準の改正について 平成22年4月14日 平成22年5月13日 平成22年6月1日 まちづくり局指導部開発審査課

3 中間前払金の創設に伴う規則改正 平成22年5月17日 平成22年6月15日 平成22年6月30日 財政局資産管理部契約課

4 川崎駅東口周辺地区総合自転車対策基本計画（案）の策定 平成22年5月19日 平成22年6月18日 平成22年9月2日 建設緑政局自転車対策室

5 「整序誘導区域における地区計画の運用基準（案）」について 平成22年6月1日 平成22年6月30日 平成22年9月16日 まちづくり局計画部都市計画課

6 ビーチバレー場等におけるふれあいネットの導入について 平成22年6月5日 平成22年6月25日 平成22年7月16日 港湾局川崎港管理センター港湾管理課

7 暫定の排水規制基準の改正について 平成22年6月11日 平成22年6月17日 平成22年6月30日 環境局環境対策部環境対策課

8 川崎市地球温暖化対策推進基本計画（案）について 平成22年6月21日 平成22年7月20日 平成22年10月1日 環境局地球環境推進室

9 川崎競輪場再整備基本計画（素案）について 平成22年6月25日 平成22年7月30日 平成22年10月1日 経済労働局公営事業部総務課

10 川崎市立労働会館条例施行規則の一部改正について 平成22年7月1日 平成22年7月31日 平成22年10月8日 経済労働局労働雇用部

11 登戸・向ヶ丘遊園駅周辺の散乱防止・路上喫煙防止の重点区域指定 平成22年8月5日 平成22年9月3日 平成22年11月1日 市民・こども局市民生活部地域安全推進課

12 川崎市環境基本計画について 平成22年8月26日 平成22年10月20日 平成23年3月31日 環境局総務部環境調整課

13 川崎市契約条例の一部改正に向けた基本的な考え方について 平成22年9月1日 平成22年9月30日 平成22年11月29日 財政局資産管理部契約課

14 地方分権の推進に関する方針（案）について 平成22年9月6日 平成22年10月5日 平成22年10月19日 総務局行財政改革室

15 水道料金及び下水道使用料のクレジットカード決済導入について 平成22年9月15日 平成22年10月15日 平成22年11月16日 上下水道局サービス推進部サービス推進課

16 川崎市橋梁長寿命化修繕計画（案）について 平成22年9月27日 平成22年10月27日 平成23年1月31日 建設緑政局道路河川整備部道路施設課

17 「開発行為等の区域」の設定基準の改正について 平成22年10月1日 平成22年10月31日 平成23年4月5日 まちづくり局指導部建築情報課

18 川崎市平和館条例施行規則の一部改正について 平成22年10月1日 平成22年10月31日 平成22年12月15日 市民・こども局平和館

19 長期未整備公園緑地の対応方針（案）について 平成22年10月1日 平成22年11月1日 平成23年1月31日 建設緑政局計画部企画課

20 自転車等放置禁止区域指定の告示 平成22年10月1日 平成22年10月31日 平成22年11月15日 建設緑政局自転車対策室

21 （仮称）新・保育基本計画素案について 平成22年10月4日 平成22年11月10日 平成23年3月24日 市民・こども局こども本部子育て施策部子育て支援課

22 「川崎再生フロンティアプラン」第３期実行計画素案について 平成22年10月8日 平成22年11月8日 平成23年3月25日 総合企画局都市経営部企画調整課

23 新たな行財政改革プラン素案について 平成22年10月8日 平成22年11月8日 平成23年3月25日 総務局行財政改革室

24 川崎版ＰＲＥ戦略　かわさき資産マネジメントプラン素案について 平成22年10月22日 平成22年11月20日 平成23年2月9日 建設緑政局道路管理部用地調整課

25 川崎市国民保護計画の変更について 平成22年11月2日 平成22年12月1日 平成23年3月31日 総務局危機管理室

26 里親の支援・拡充推進に向けた基本方針（案） 平成22年11月4日 平成22年12月3日 平成23年3月7日 市民・こども局こども本部こども支援部こども福祉課

27 生田緑地ビジョン（素案） 平成22年11月8日 平成22年12月7日 平成23年3月23日 総合企画局公園緑地まちづくり調整室

28 川崎市スポーツセンター条例施行規則の一部改正について 平成22年11月11日 平成22年12月10日 平成23年1月26日 市民・こども局スポーツ・文化複合施設整備推進室

29 川崎市建築基準法施行細則の一部改正について（定期報告関係） 平成22年11月16日 平成22年12月15日 平成23年2月10日 まちづくり局指導部建築情報課

30 川崎駅周辺地域における文化資源等を活用したまちづくりの考え方 平成22年11月19日 平成22年12月20日 平成23年2月21日 総合企画局公園緑地まちづくり調整室

31 「川崎市建築基準条例等の解説」の策定について 平成22年11月25日 平成22年12月24日 平成23年3月30日 まちづくり局指導部建築情報課

32 「かわさき健やか親子２１」第３期計画策定について 平成22年11月26日 平成22年12月28日 平成23年3月25日 市民・こども局こども本部こども支援部こども家庭課



No 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 所管課

33 多摩川河川敷バーベキュー適正利用計画（案） 平成22年11月27日 平成22年12月26日 平成23年1月27日 建設緑政局緑政部多摩川施策推進課

34 建築基準法施行細則の一部改正について（道路関係） 平成22年11月27日 平成22年12月26日 平成23年2月10日 まちづくり局指導部建築情報課

35 川崎市屋外広告物条例等の一部改正について 平成22年11月29日 平成22年12月28日 平成23年3月7日 建設緑政局道路管理部路政課

36 川崎市地震防災戦略（素案）について 平成22年11月29日 平成23年1月5日 平成23年3月11日 総務局危機管理室

37 川崎市備蓄計画（素案）について 平成22年11月29日 平成23年1月5日 平成23年3月11日 総務局危機管理室

38 自転車の適正利用に向けた駐輪場利用促進プラン（案）について 平成22年12月4日 平成23年1月3日 平成23年2月15日 建設緑政局自転車対策室

39 「中間検査を行う特定工程及び特定工程後の工程」の改正について 平成22年12月7日 平成23年1月5日 平成23年3月30日 まちづくり局指導部建築情報課

40 開発行為等に伴い設ける自動車車庫に係る取扱いの改正について 平成22年12月7日 平成23年1月5日 平成23年7月22日 まちづくり局指導部建築情報課

41 アスベスト環境対策及び土壌汚染対策の充実（条例改正）について 平成22年12月10日 平成23年1月11日 平成23年2月16日 環境局環境対策部環境対策課

42 川崎市消費者行政推進計画(案)について 平成22年12月17日 平成23年1月17日 平成23年4月4日 経済労働局産業政策部消費者行政センター

43 川崎市下水道事業中期経営計画(案)(平成23～25年度)について 平成22年12月21日 平成23年1月21日 平成23年3月26日 上下水道局経営管理部

44 川崎市水道事業の中長期展望等の改訂(案)について 平成22年12月21日 平成23年1月21日 平成23年3月26日 上下水道局経営管理部

45 川崎市健康増進計画「かわさき健康づくり21」追補版(案)について 平成22年12月25日 平成23年1月24日 平成23年6月24日 健康福祉局健康安全室

46 第2期川崎市食育推進計画（案）について 平成22年12月25日 平成23年1月24日 平成23年6月24日 健康福祉局健康安全室

47 川崎市環境影響評価等技術指針の変更について（案） 平成23年1月11日 平成23年2月9日 平成23年4月1日 環境局環境評価室

48 出産育児一時金に係る川崎市国民健康保険条例の改正について 平成23年1月12日 平成23年1月24日 平成23年2月25日 健康福祉局地域福祉部収納管理課

49 第３次川崎市子どもの権利に関する行動計画（案）について 平成23年1月14日 平成23年2月13日 平成23年4月19日 市民・こども局人権・男女共同参画室

50 成人ぜん息患者医療費助成制度の一部改正について 平成23年1月20日 平成23年2月18日 平成23年4月28日 健康福祉局保健医療部環境保健課

51 第３期川崎市地域福祉計画(案)及び区地域福祉計画(案)の意見募集 平成23年1月21日 平成23年2月21日 平成23年8月5日 健康福祉局地域福祉部地域福祉課

52 「かわさき産業振興プラン」新実行プログラム（案）について 平成23年1月24日 平成23年2月22日 平成23年4月6日 経済労働局産業政策部企画課

53 第５次川崎市産業廃棄物処理指導計画（案）について 平成23年1月27日 平成23年2月25日 平成23年3月31日 環境局生活環境部廃棄物指導課

54 身近な公園の整備推進に向けた公園等整備指針の見直し(案) 平成23年2月1日 平成23年3月2日 平成23年3月31日 建設緑政局緑政部公園緑地課

55 かわさき教育プラン第３期実行計画素案に対する御意見について 平成23年2月3日 平成23年3月4日 平成23年4月20日 教育委員会事務局総務部企画課

56 幸区役所庁舎整備基本計画素案について 平成23年2月7日 平成23年3月8日 平成23年3月28日 総合企画局自治政策部区行政改革推進担当

57 川崎市無電柱化整備基本方針（案）について 平成23年2月7日 平成23年3月8日 平成23年3月24日 建設緑政局計画部企画課

58 川崎駅周辺景観計画特定地区の指定について 平成23年2月7日 平成23年3月8日 平成23年7月22日 まちづくり局計画部景観・まちづくり支援課

59 心身障害者手当支給条例の改正と新たな在宅福祉施策について 平成23年2月10日 平成23年3月11日 平成23年6月8日 健康福祉局障害保健福祉部障害計画課

60 宮前連絡所機能再編基本計画素案について 平成23年2月10日 平成23年3月11日 平成23年5月13日 総合企画局自治政策部区行政改革推進担当

61 川崎市民プラザについて意見を募集します。 平成23年2月14日 平成23年3月15日 平成23年6月10日 市民・こども局市民生活部庶務課

62 ペット霊園の設置等に関する川崎市の対応方針 平成23年2月15日 平成23年3月16日 平成23年6月3日 健康福祉局健康安全室

63 川崎市動物の愛護及び管理に関する条例施行規則の一部改正 平成23年2月17日 平成23年3月18日 平成23年4月7日 健康福祉局健康安全室

64 都市計画法施行令第25条第６号ただし書の取扱基準の改正について 平成23年2月24日 平成23年3月25日 平成23年4月12日 まちづくり局指導部建築情報課

65 バリアフリー推進構想について 平成23年3月25日 平成23年4月23日 平成23年7月8日 まちづくり局総務部企画課


