
申請に対する処分 根拠法令等の名称及び条項 標準処理期間
所管
部等名

所管
課等名

1100 - 1 住民投票実施請求代表者証明書の交付決定 厚木市住民投票条例施行規則第３条第５項

３日（厚木市自
治基本条例推
進委員会の意
見を聴く場合

は７日）

政策部 企画政策課

1100 - 2 住民投票実施請求に対する実施の決定 厚木市住民投票条例第９条第１項 ３日 政策部 企画政策課

1300 - 1 厚木市情報プラザの使用許可 厚木市立情報プラザ条例第４条 ７日 政策部 情報政策課

1300 - 2 厚木市情報プラザの使用料の減免 厚木市立情報プラザ条例第６条 ７日 政策部 情報政策課

0650 - 1 行政文書の公開の請求に対する決定 厚木市情報公開条例第11条 １０日 総務部 行政総務課

0650 - 2 自己情報の開示請求に対する決定 厚木市個人情報保護条例第22条 １０日 総務部 行政総務課

0650 - 3 自己情報の訂正等の請求に対する決定 厚木市個人情報保護条例第34条 １０日 総務部 行政総務課

1500 - 1 行政財産の貸付等 地方自治法第238条の4第2項 未設定 財務部 財産管理課

1500 - 2 行政財産の使用許可 地方自治法第238条の４第７項 １０日 財務部 財産管理課

1500 - 3 行政財産の使用料の減免
厚木市行政財産の目的外使用に係る使用料条例
第５条

１０日 財務部 財産管理課

1500 - 4 行政財産の使用料の還付
厚木市行政財産の目的外使用に係る使用料条例
第６条

２３日 財務部 財産管理課

1500 - 5 庁舎使用の許可 厚木市庁舎管理規則第７条第１項 １０日 財務部 財産管理課

1500 - 6 庁舎の集団立入の承認 厚木市庁舎管理規則第８条第１項 １０日 財務部 財産管理課

1600 - 1 手数料の減免 厚木市手数料条例第６条 即日 財務部 市民税課

1600 - 2 住宅用家屋証明書の交付 租税特別措置法施行令第41条、第42条第１項 即日 財務部 市民税課

1600 - 3 自動車の臨時運行許可
道路運送車両法第35条第１項、厚木市自動車の臨
時運行許可に関する規則第３条

即日 財務部 市民税課

1600 - 4 原動機付自転車等の標識等の交付
厚木市市税条例第33条第１項、第35条第１項、第３
項、第４項

即日 財務部 市民税課

1600 - 5 原動機付自転車等の標識等の返納
厚木市市税条例第35条第３項、第35条第６項、第７
項

即日 財務部 市民税課

1600 - 6 原動機付自転車の試乗用標識の交付 厚木市市税条例第36条 １４日 財務部 市民税課

1600 - 7 市民税・県民税の減免
厚木市市税条例第20条
厚木市市税条例施行規則第７条

１４日 財務部 市民税課

1600 - 8 法人市民税の減免
厚木市市税条例第20条
厚木市市税条例施行規則第７条

未設定 財務部 市民税課

1600 - 9 軽自動車税（種別割）の減免
厚木市市税条例34条
厚木市市税条例施行規則第９条

３０日 財務部 市民税課

1600 - 10 罹災証明書の交付 災害対策基本法第90条の2 ３０日 財務部 市民税課

1600 - 11 納税管理人の承認
地方税法第300条第１項
厚木市市税条例第６条第１項

未設定 財務部 市民税課

1600 - 12 納税管理人を定めないことの認定
地方税法第300条第２項
厚木市市税条例第６条第２項

未設定 財務部 市民税課

1600 - 13
市民税・県民税特別徴収税額に係る納期の特例
承認

地方税法第321条の5の2
地方税法施行令第48条の９の10
地方税法施行規則第10条の２の２

未設定 財務部 市民税課

1600 - 14 給与支払報告書の光ディスク等による提出承認
地方税法第 317 条の６
地方税法施行令第 48 条の９の８

未設定 財務部 市民税課

1700 - 1 固定資産税の減免
厚木市市税条例第26条第１項
厚木市市税条例施行規則第８条

１４日 財務部 資産税課

1800 - 1 市税延滞金の減免 厚木市市税条例施行規則第６条第１項 １４日 財務部 収納課

1900 - 1 社会福祉法人の定款の認可 社会福祉法第31条第１項及び第32条 未設定 福祉部 福祉総務課

1900 - 2 社会福祉法人の定款変更の認可 社会福祉法第45条の36第２項 ２５日 福祉部 福祉総務課

1900 - 3 社会福祉法人の解散の認可又は認定 社会福祉法第46条第２項 未設定 福祉部 福祉総務課

1900 - 4 社会福祉法人の合併の認可 社会福祉法第50条第３項、第54条の６第２項 未設定 福祉部 福祉総務課

1900 - 5 社会福祉充実計画の承認 社会福祉法第55条の２第１項 未設定 福祉部 福祉総務課

1900 - 6 社会福祉充実計画の変更の承認 社会福祉法第55条の３第１項 未設定 福祉部 福祉総務課

1900 - 7 社会福祉充実計画の終了の承認 社会福祉法第55条の４ 未設定 福祉部 福祉総務課

1950 - 1 保護の開始の申請に対する処分 生活保護法第24条第１項
１４日又は

３０日
福祉部 生活福祉課

1950 - 2 保護の変更の申請に対する処分 生活保護法24条第９項
１４日又は

３０日
福祉部 生活福祉課

1950 - 3 就労自立給付金の申請に対する処分 生活保護法第55条の４
１４日又は

３０日
福祉部 生活福祉課

厚木市行政手続に係る標準処理期間一覧 令和４年10月１日現在

課コード-№
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申請に対する処分 根拠法令等の名称及び条項 標準処理期間
所管
部等名

所管
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課コード-№

1950 4 進学準備給付金の申請に対する処分 生活保護法第55条の５
１４日又は

３０日
福祉部 生活福祉課

2100 - 1 自立支援給付の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第19条及び第22条

４５日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 2 自立支援給付の支給決定の変更
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第24条

４５日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 3 自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第52条

４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 4
自立支援医療(育成医療・更生医療)の支給認定
の変更

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第56条

４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 5 高額障害福祉サービス費の支給決定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第76条の２

４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 6 補装具費の支給
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第76条

４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 7 障害児通所給付費等の支給決定 児童福祉法第21条の5の7 ４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 8 障害児通所給付費等の支給決定の変更 児童福祉法第21条の5の8 ４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 9 高額障害児通所給付費の給付決定 児童福祉法第21条の5の12 ４０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 10
身体障害者更生援護施設措置にかかる費用徴
収額の減免

厚木市身体障害者福祉に関する規則第５条 ３０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 11
知的障害者援護施設措置にかかる費用徴収額
の減免

厚木市知的障害者福祉に関する規則第６条 ３０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 12 指定特定相談支援事業者の指定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第51条の17第１項

３０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 13 指定障害児相談支援事業者の指定 児童福祉法第24条の26第１項 ３０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 14 厚木市心身障害者福祉手当の支給決定 厚木市心身障害者福祉手当支給条例第５条
締切り後３か

月
福祉部 障がい福祉課

2100 - 15 障害児福祉手当の受給資格認定 特別児童扶養手当等の支給に関する法律　第19条 ３０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 16 特別障害者手当の受給資格認定
特別児童扶養手当等の支給に関する法律　第26条
の5

３０日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 17 心身障害者医療証の交付
厚木市心身障害者医療費の助成に関する条例第５
条第２項

即日 福祉部 障がい福祉課

2100 - 18 障害者支援区分の認定
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援
するための法律第20条及び第21条

６０日（繁忙期
は９０日）

福祉部 障がい福祉課

2230 - 1 厚木市生きがいセンターの利用の承認 厚木市立生きがいセンター条例第４条第１項 即日 福祉部 介護福祉課

2230 - 2 要介護認定 介護保険法第27条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 3 要支援認定 介護保険法第32条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 4 要介護認定の更新 介護保険法第28条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 5 要支援認定の更新 介護保険法第33条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 6 要介護状態区分の変更の認定 介護保険法第29条、第30条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 7 要支援状態区分の変更の認定 介護保険法第33条の２、第33条の３ ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 8 介護給付等対象サービスの種類の指定の変更 介護保険法第37条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 9 特例居宅介護サービス費の支給 介護保険法第42条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 10 特例地域密着型介護サービス費の支給 介護保険法第42条の３ ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 11 特例居宅介護サービス費の支給 介護保険法第47条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 12 特例施設介護サービス費の支給 介護保険法第49条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 13 特例特定入所者介護サービス費の支給 介護保険法第51条の４ ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 14 居宅介護福祉用具購入費の支給 介護保険法第44条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 15 居宅介護住宅改修費の支給 介護保険法第45条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 16 要介護被保険者利用者負担額の減額・免除 介護保険法第50条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 17 高額介護サービス費の支給 介護保険法第51条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 18
旧措置入所者の特定負担限度額の認定
旧措置入所者の利用者負担額の減額

介護保険法施行法第13条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 19
特定入所者介護サービス費に係る負担限度額の
認定

介護保険法第51条の３ ７日 福祉部 介護福祉課

2230 - 20 特例介護予防サービス費の支給 介護保険法第54条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 21 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 介護保険法第54条の３ ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 22 特例介護予防サービス計画費の支給 介護保険法第59条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 23 特例特定入所者介護予防サービス費の支給 介護保険法第61条の４ ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 24 介護予防福祉用具購入費の支給 介護保険法第56条 ６０日 福祉部 介護福祉課
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2230 - 25 介護予防住宅改修費の支給 介護保険法第57条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 26 居宅要支援被保険者利用者負担額の減額・免除 介護保険法第60条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 27 高額介護予防サービス費の支給 介護保険法第61条 ６０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 28
特定入所者介護予防サービス費に係る負担限度
額の認定

介護保険法第61条の３ ７日 福祉部 介護福祉課

2230 - 29 指定地域密着型サ－ビス事業所の指定 介護保険法第78条の２ ４０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 30
指定地域密着型介護予防サ－ビス事業所の指
定

介護保険法第115条の12 ４０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 31 指定介護予防支援事業所の指定 介護保険法第115条の22 ４０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 32 負担限度額差額の支給 介護保険法施行規則第83条の８、第97条の４ ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 33 基準該当事業者の登録
厚木市基準該当居宅サービス事業者及び基準該
当居宅介護支援事業者の登録等に関する規則第２
条、第４条

３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 34 高額医療合算介護サービス費の支給 介護保険法第51条の２ ９０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 35 高額医療合算介護予防サービス費の支給 介護保険法第61条の２ ９０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 36 介護保険料の徴収猶予 厚木市介護保険条例第9条 未設定 福祉部 介護福祉課

2230 - 37 介護保険料の減免 厚木市介護保険条例第10条 ３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 38 老人保護措置の決定
厚木市老人保護措置に関する規則第２条及び第３
条

３０日 福祉部 介護福祉課

2230 - 39
介護予防・生活支援サービス事業に係る訪問型
サービス、通所型サービス事業所の指定

介護保険法第115条の45 ４０日 福祉部 介護福祉課

2600 - 1 厚木市斎場の使用許可 厚木市斎場条例第３条 即日 市民健康部 市民課

2600 - 2 厚木市斎場使用料の減免 厚木市斎場条例第５条 ３日 市民健康部 市民課

2600 - 3 厚木市斎場使用料の還付 厚木市斎場条例第６条ただし書き ３日 市民健康部 市民課

2600 - 4 埋、火葬の許可申請に対する決定
墓地、埋葬等に関する法律第５条、同施行
規則第１条

即日 市民健康部 市民課

2600 - 5 改葬の許可申請に対する決定
墓地、埋葬等に関する法律第５条、同施行
規則第２条

３日 市民健康部 市民課

2700 - 1
法令等の規定による被保険者資格証明書の交
付対象除外

国民健康保険法施行規則第５条の９ ７日 市民健康部 国保年金課

2700 - 2
特別の事情に関する届出による被保険者資格証
明書の対象除外

国民健康保険法施行規則第５条の８ ７日 市民健康部 国保年金課

2700 - 3
国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）の
交付

国民健康保険法第９条第２項、国民健康保険法施
行規則第７条の４

即日 市民健康部 国保年金課

2700 - 4
国民健康保険被保険者証（兼高齢受給者証）の
再交付

国民健康保険法施行規則第７条、第７条の４第４項 即日 市民健康部 国保年金課

2700 - 5 高額療養費の支給 国民健康保険法第57条の２ ２５～３５日 市民健康部 国保年金課

2700 - 6 限度額適用認定証の交付 国民健康保険法施行規則第27条の14の２ 即日 市民健康部 国保年金課

2700 - 7 標準負担額減額認定証の交付
国民健康保険法施行規則第26条の３第１項、第26
条の３第２項

即日 市民健康部 国保年金課

2700 - 8 限度額適用・標準負担額減額認定証の交付
国民健康保険法施行規則第27条の14の２、第27条
の14の４

即日 市民健康部 国保年金課

2700 - 9 療養費の支給 国民健康保険法第54条第１項 ６０～９０日 市民健康部 国保年金課

2700 - 10 療養費の差額支給 国民健康保険法第54条第３項 ３０日 市民健康部 国保年金課

2700 - 11 移送費の支給 国民健康保険法第54条の４第１項 ６０～９０日 市民健康部 国保年金課

2700 - 12 特定疾病認定証の交付 国民健康保険法施行規則第27条の13 ７日 市民健康部 国保年金課

2700 - 13 食事療養標準負担額減額差額の支給 国民健康保険法第52条、第52条の２ １４日 市民健康部 国保年金課

2700 - 14
現役並み所得者である７０歳以上の被保険者に
係る一部負担金割合の変更

国民健康保険法施行令第２７条の２第３項第１号、
第２号
国民健康保険法施行規則第24条の３

１４日 市民健康部 国保年金課

2700 - 15 高額介護合算療養費の支給 国民健康保険法第57条の３ ５５～６５日 市民健康部 国保年金課

2700 - 16 国民健康保険料の減免 厚木市国民健康保険条例第25条 未設定 市民健康部 国保年金課

2700 - 17 国民健康保険料の徴収猶予 厚木市国民健康保険条例第24条 未設定 市民健康部 国保年金課

2700 - 18 一部負担金の減免 国民健康保険法　第44条第１項 未設定 市民健康部 国保年金課

2250 - 1 厚木市保健福祉センターの使用許可
厚木市立保健福祉センター条例第４条及び条例施
行規則第４条

２日 市民健康部 健康長寿推進課

2250 - 2 厚木市保健福祉センター使用料の減免
厚木市立保健福祉センター条例第６条及び条例施
行規則第６条

２日 市民健康部 健康長寿推進課
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2250 - 3 老人福祉センター寿荘の利用承認 厚木市立老人福祉センター条例第４条第１項 ３日 市民健康部 健康長寿推進課

2300 - 1 出産費用貸付けの決定 厚木市出産費用貸付基金条例施行規則第４条 ７日 市民健康部 健康づくり課

2180 - 1
認定こども園における保育の決定及び支給認定
区分の決定

児童福祉法第２４条第３項及び子ども・子育て支援
法第20条、同施行規則第１条の５

30日以内（４月
入園は３か月）

こども未来部 こども育成課

2180 - 2 保育料の減免
厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の保育料等に関する条例第８条

７日（４月入園
は３か月）

こども未来部 こども育成課

2180 - 3
子育てのための施設等利用給付認定区分の決
定

子ども・子育て支援法第30条の５
同施行規則第1条の５

30日以内（４月
入園は３か月）

こども未来部 こども育成課

2180 - 4 放課後児童クラブの入所の承認 厚木市立放課後児童クラブ条例第4条第1項
１４日(４月入
所は３か月)

こども未来部 こども育成課

2180 - 5 放課後児童クラブの育成料の減免 厚木市立放課後児童クラブ条例第７条
14日（４月・９

月の更新時は
40日）

こども未来部 こども育成課

2200 - 1
教育・保育認定区分の決定及び保育所における
保育の決定

児童福祉法第２４条第３項
子ども・子育て支援法第20条第１項

１０日(４月入
所は３か月）

こども未来部 保育課

2200 - 2
子育てのための施設等利用給付認定区分の決
定

子ども・子育て支援法第30条第５項
１０日(４月入
所は３か月）

こども未来部 保育課

2200 - 3 保育料の減免
厚木市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事
業の保育料等に関する条例第８条

７日(４月入所
は３か月）

こども未来部 保育課

2200 - 4 家庭的保育事業等の認可 児童福祉法第34条の15第２項 １２０日 こども未来部 保育課

2200 - 5 特定教育・保育施設の確認 子ども・子育て支援法第31条第１項 １２０日 こども未来部 保育課

2200 - 6 特定地域型保育事業者の確認 子ども・子育て支援法第43条第１項 １２０日 こども未来部 保育課

2200 - 7 特定子ども・子育て支援施設の確認 子ども・子育て支援法第58条の2 １２０日 こども未来部 保育課

2190 - 1 福祉医療証の交付
厚木市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
第４条

２０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 2 ひとり親家庭等医療助成費の支給
厚木市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例
第６条第２項

３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 3 養育医療給付の決定 母子保健法施行規則第９条 １４日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 4 養育医療継続給付の決定 厚木市養育医療に関する規則第３条第２項 １４日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 5 養育医療費支給の決定 母子保健法第20条第１項 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 6 養育医療費変更の決定 厚木市養育医療に関する規則第６条第２項 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 7 母子等福祉手当金支給の決定 厚木市母子等福祉手当金支給条例第５条第２項 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 8 母子家庭等家賃助成金の決定 厚木市母子家庭等家賃助成条例第５条 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 9 母子家庭等児童就学祝金の決定
厚木市母子家庭等児童就学祝金支給規則第５条
第２項

３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 10 児童扶養手当の受給資格及び額の認定 児童扶養手当法第４条及び第６条 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 11 児童扶養手当の増額改定 児童扶養手当法第４条及び第８条 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 12 医療証の交付
厚木市子どもの医療費助成に関する条例第６条第
１項

即日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 13 子ども医療助成費の支給 厚木市子どもの医療費助成に関する条例第５条 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 14 児童手当の受給資格及び額の認定 児童手当法第７条 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2190 - 15 児童手当の増額又は減額改定 児童手当法第９条 ３０日 こども未来部 子育て給付課

2220 - 1 あつぎ市民交流プラザ託児室使用許可 厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例第３条第１項 ７日 こども未来部 子育て支援センター

8700 - 1 プラネタリウム観覧料減免
厚木市子ども科学館条例第５条、厚木市ども科学
館条例施行規則第８条

即日 こども未来部 青少年課

8700 - 2 厚木市コスモシアター等使用許可 厚木市子ども科学館条例第３条第３項 即日 こども未来部 青少年課

8700 - 3 厚木市立児童館目的外利用承認 厚木市立児童館条例施行規則第４条 即日 こども未来部 青少年課

2800 - 1 地縁による団体の認可 地方自治法第260条の２第1項 14日 協働安全部 市民協働推進課

2800 - 2 地縁による団体の規約の変更の認可 地方自治法第260条の３第２項 14日 協働安全部 市民協働推進課

2800 - 3 地縁による団体の解散後の財産処分の認可 地方自治法第260条の31 未設定 協働安全部 市民協働推進課

0350 - 1 厚木市文化会館の利用の承認 厚木市文化会館条例第４条第２項 即日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者

0350 - 2 厚木市文化会館の利用料金の減免 厚木市文化会館条例第７条 即日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者

0350 - 3 厚木市文化会館の利用料金の還付 厚木市文化会館条例第８条第２項 即日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者

0350 - 4 厚木市文化会館の特別の設備等の承認 厚木市文化会館条例第10条 ７日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者

0350 - 5 厚木市文化会館の利用期間の延長等の承認 厚木市文化会館条例施行規則第４条 ７日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者
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0350 - 6 厚木市文化会館の利用時間延長等の承認 厚木市文化会館条例施行規則第６条第４項 即日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者

0350 - 7 厚木市文化会館の物品販売行為等の承認 厚木市文化会館条例施行規則第18条 即日 協働安全部
文化生涯学習課
※指定管理者

0350 - 8 厚木市南毛利学習支援センターの使用の許可 厚木市立学習支援センター条例第４条第１項 即日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 9
厚木市南毛利学習支援センターの使用料減免の
承諾

厚木市立学習支援センター条例第６条 即日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 10 七沢自然ふれあいセンター使用許可
厚木市立七沢自然ふれあいセンター条例第３条第
１項

５日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 11 あつぎ市民交流プラザの使用許可 厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例第３条第１項 即日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 12 あつぎ市民交流プラザの使用料の減免 厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例第５条 即日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 13 あつぎ市民交流プラザの使用料の還付 厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例第６条第２項 即日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 14 あつぎ市民交流プラザの電気窯使用料の減免 厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例第５条 １４日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 15 あつぎ市民交流プラザのロッカー使用料の減免 厚木市立あつぎ市民交流プラザ条例第５条 １４日 協働安全部 文化生涯学習課

0350 - 16 七沢自然ふれあいセンター使用料の減免
厚木市立七沢自然ふれあいセンター条例第５条第
１項

５日 協働安全部 文化生涯学習課

3400 - 1 厚木市営自転車等駐車場使用許可 厚木市営自転車等駐車場条例第４条 ４日 協働安全部
交通安全課

※指定管理者

3400 - 2 厚木市営自転車等駐車場駐車料減免 厚木市営自転車等駐車場条例施行規則第５条 ４日 協働安全部 交通安全課

3400 - 3 保管した自転車の移動及び保管費用の免除
厚木市自転車の放置防止に関する条例施行規則
第９条

７日 協働安全部 交通安全課

3100 - 1 里地里山活動団体の認定 厚木市里地里山保全等促進条例第10条第3項 ３０日 環境農政部 環境政策課

3100 - 2 里地里山活動協定の認定 厚木市里地里山保全等促進条例第12条第3項 ３０日 環境農政部 環境政策課

3350 - 1 浄化槽清掃業の許可 浄化槽法第35条第１項 ７日 環境農政部 生活環境課

3350 - 2 動物の飼養又は収容の許可
化製場等に関する法律第９条第１項、化製場等に
関する法律施行令第１条

７日 環境農政部 生活環境課

3350 - 3 一般廃棄物処理手数料の減免
厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等
に関する条例 第29条第３項

即日 環境農政部 生活環境課

3350 - 4
人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の
確認申請

土壌汚染対策法第３条第１項ただし書 １０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 5
要措置区域又は形質変更時要届出区域の指定
申請

土壌汚染対策法第14条第1項 ３０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 6 汚染土壌処理業の許可及び許可の更新 土壌汚染対策法第22条第1項及び4項 １２０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 7 汚染土壌処理業の変更許可 土壌汚染対策法第23条第1項 １２０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 8 地下水採取の許可
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第75条
第１項

２５日 環境農政部 生活環境課

3350 - 9 地下水採取に係る変更の許可
神奈川県生活環境の保全等に関する条例第78条
第１項

２５日 環境農政部 生活環境課

3350 - 10 犬の登録、狂犬病予防注射済票の交付 狂犬病予防法第４条第２項、第５条第２項 即日 環境農政部 生活環境課

3350 - 11 専用水道の布設工事の確認申請 水道法第３２条 ３０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 12 小規模水道の布設工事の確認
厚木市小規模水道及び小規模受水槽水道におけ
る安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例第５
条

３０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 13 墓地等の経営許可 厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例第９条 ３０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 14 墓地等の変更許可
厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例第15
条

３０日 環境農政部 生活環境課

3350 - 15 墓地等の廃止許可
厚木市墓地等の経営の許可等に関する条例第15
条

１５日 環境農政部 生活環境課

3350 - 16 衛生プラントの使用許可 厚木市衛生プラント条例第３条 ５日 環境農政部 生活環境課

3300 - 1 一般廃棄物処理手数料の減免
厚木市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等
に関する条例第29条第３項

５日 環境農政部 環境事業課

3300 - 2 ふれあいプラザ使用料の免除 厚木市立ふれあいプラザ条例第６条 ５日 環境農政部
環境事業課

※指定管理者

3300 - 3 ふれあいプラザ使用許可 厚木市立ふれあいプラザ条例第４条第２項 ５日 環境農政部
環境事業課

※指定管理者

3300 - 4 一般廃棄物収集運搬業、処分業許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条１項及
び６項

３０日 環境農政部 環境事業課

3300 - 5 一般廃棄物収集運搬業、事業範囲変更許可
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第７条の２第
１項

３０日 環境農政部 環境事業課

3600 - 1 市民農園の開設の認定 市民農園整備促進法第７条第１項 ６０日 環境農政部 農業政策課

3600 - 2 市民農園整備運営計画の変更の認定 市民農園整備促進法第７条第５項 ６０日 環境農政部 農業政策課

3600 - 3 手数料の免除 厚木市手数料条例第６条 即日 環境農政部 農業政策課

3600 - 4 特定農用地利用規程の有効期間の延長の認定 農業経営基盤強化促進法施行令第６条 １０日 環境農政部 農業政策課

3600 - 5 農業経営改善計画の変更の認定 農業経営基盤強化促進法第12条の２第１項 ５０日 環境農政部 農業政策課
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3600 - 6 農業経営計画の認定 農業経営基盤強化促進法第12条第１項 ５０日 環境農政部 農業政策課

3600 - 7 農業用施設の配置に関する協定の認可
農業振興地域の整備に関する法律第18条の２第1
項

未設定 環境農政部 農業政策課

3600 - 8
農業用用排水施設の維持運営に関する協定の
認定

農業振興地域の整備に関する法律第18条の２第１
項

未設定 環境農政部 農業政策課

3600 - 9 農用地利用規程の変更の認定 農業経営基盤強化促進法第24条第１項 ５０日 環境農政部 農業政策課

3600 - 10 農用地利用規程の認定 農業経営基盤強化促進法第23条第１項 ５０日 環境農政部 農業政策課

3600 - 11
市営土地改良事業に要する経費に充てるための
賦課金の徴収猶予

厚木市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関
する条例第６条

７日 環境農政部 農業政策課

3600 - 12
市営土地改良事業に要する経費に充てるための
分割徴収

厚木市市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関
する条例第５条、厚木市市営土地改良事業の経費
の賦課徴収に関する条例施行規則第２条第２項

７日 環境農政部 農業政策課

3600 - 13
市施行土地改良事業に要する経費に充てるため
の分担金の徴収猶予

厚木市市営土地改良事業分担金徴収条例第６条 ７日 環境農政部 農業政策課

3600 - 14 飼養の登録
鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律第19条
第３項

７日 環境農政部 農業政策課

3600 - 15 鳥獣の捕獲等及び鳥獣の卵の採取等の許可
鳥獣保護及び狩猟の適正化に関する法律第９条第
３項

７日 環境農政部 農業政策課

3900 - 1
事業協同組合等の設立認可（火災共済協同組
合、信用協同組合連合会等を除く）

中小企業等協同組合法第27条の２第１項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 2 事業協同組合等の定款変更の認可 中小企業等協同組合法第51条第２項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 3 事業協同組合等の合併の認可 中小企業等協同組合法第66条第１項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 4 事業協同組合等に係る不服の申出 中小企業等協同組合法第104条第１項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 5 事業協同組合等に係る検査の請求 中小企業等協同組合法第105条第１項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 6 協業組合の設立認可
中小企業団体の組織に関する法律第５条の17第１
項

１５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 7 協業組合の定款変更の認可
中小企業団体の組織に関する法律第５条の23第３
項

１５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 8 協業組合の合併認可
中小企業団体の組織に関する法律第５条の23第４
項

１５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 9 協業組合に係る不服の申出
中小企業団体の組織に関する法律第５条の23第６
項

１５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 10 協業組合に係る検査の請求
中小企業団体の組織に関する法律第５条の23第６
項

１５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 11 事業協同組合等への組織変更の認可 中小企業団体の組織に関する法律第95条第４項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 12 商店街振興組合（連合会）の設立認可 商店街振興組合法第36条第１項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 13 商店街振興組合（連合会）定款変更の認可 商店街振興組合法第62条第２項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 14 商店街振興組合（連合会）の合併認可 商店街振興組合法第73条第３項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 15 商店街振興組合（連合会）の検査請求 商店街振興組合法第81条第１項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 16 特定共済組合の共済事業等以外の事業の承認 中小企業等協同組合法第９条の２第７項ただし書 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 17
共済事業を行う組合の説明書類の縦覧開始の延
期の承認

中小企業等協同組合法施行規則第169条第２項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 18 決算関係書類の提出遅延の事前承認 中小企業等協同組合法施行規則第187条第３項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 19 商工組合の事業協同組合への組織変更の認可 中小企業団体の組織に関する法律第96条第５項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 20
事業協同組合の商工組合への組織変更の届出
の受理

中小企業団体の組織に関する法律第97条第２項 １５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 21 決算関係書類の提出遅延の事前承認
中小企業団体の組織に関する法律施行規則
第90条第２項

１５日 産業振興部 産業振興課

3900 - 22
中小企業信用保険法第２条第５項第１号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第１号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 23
中小企業信用保険法第２条第５項第２号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第２号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 24
中小企業信用保険法第２条第５項第３号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第３号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 25
中小企業信用保険法第２条第５項第４号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第４号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 26
中小企業信用保険法第２条第５項第５号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第５号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 27
中小企業信用保険法第２条第５項第６号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第６号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 28
中小企業信用保険法第２条第５項第７号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第７号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 29
中小企業信用保険法第２条第５項第８号の規定
による認定

中小企業信用保険法第２条第５項第８号 １日 産業振興部 産業振興課

3900 - 30
厚木市企業等の立地促進等に関する条例の奨
励措置の適用決定（固定資産税等の課税免除
等）

厚木市企業等の立地促進等に関する条例第５条、
第６条、第7条、厚木市企業等の立地促進等に関す
る条例施行規則第４条、第５条、第７条

９０日 産業振興部 産業振興課

4600 - 1 地域まちづくり協議会の認定 厚木市住みよいまちづくり条例第11条第１項 １４日 まちづくり計画部 都市計画課
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4600 - 2 地域まちづくり計画の認定 厚木市住みよいまちづくり条例第12条第１項 ６０日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 3 地域まちづくり協定の締結 厚木市住みよいまちづくり条例第13条第１項 ９０日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 4 屋外広告物(設置)許可 神奈川県屋外広告物条例第２条第１項 ２４日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 5 屋外広告物（継続）許可 神奈川県屋外広告物条例第11条第２項 ２４日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 6 都市計画施設等区域内の建築行為の許可 都市計画法第53条 １５日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 7 生産緑地地区内の行為の制限に係る許可 生産緑地法第８条第1項 ３０日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 8 駐車施設の構造等
厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条
例第８条

１２日 まちづくり計画部 都市計画課

4600 - 9 駐車施設の附置の特例
厚木市建築物における駐車施設の附置に関する条
例第９条第１項

１２日 まちづくり計画部 都市計画課

5550 - 1 マンション建替組合の設立認可
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第９
条第１項

未設定 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 2 マンション権利変換計画の認可
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第５７
条第１項

未設定 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 3 マンション組合の解散認可
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第３８
条第４項

未設定 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 4 マンション建替事業の認可
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第４５
条第１項

未設定 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 5 市営住宅入居者の決定 厚木市市営住宅条例第８条第２項 ５５日 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 6 市営住宅の家賃の減免又は徴収猶予 厚木市市営住宅条例第16条 １０日 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 7 市営住宅の敷金の減免又は徴収猶予 厚木市市営住宅条例第19条第２項 １０日 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 8 市営住宅の住宅以外の用途への使用承認 厚木市市営住宅条例第26条ただし書 １０日 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 9 市営住宅の模様替等の承認 厚木市市営住宅条例第27条第１項ただし書 １日 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 10 社会福祉法人等への市営住宅の使用許可 厚木市市営住宅条例第41条第１項 未設定 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 11
社会福祉法人等への市営住宅の使用許可内容
の変更

厚木市市営住宅条例第46条第１項 未設定 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 12 駐車場の使用者の決定 厚木市市営住宅条例第50条第２項 ５日 まちづくり計画部 住宅課

5550 - 13 マンションの管理計画の認定
マンションの管理の適正化の推進に関する法律第
５条の４

未設定 まちづくり計画部 住宅課

5700 - 1 建築確認 建築基準法第６条第１項 ７日又は３５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 2
検査済証の交付を受ける前における建築物等の
仮使用の認定

建築基準法第７条の６第１項第１号 １５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 3 計画通知 建築基準法第18条第2項 ７日又は３５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 4 道路の位置の指定 建築基準法第42条第１項第５号 ２５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 5 建築物の敷地と道路との関係の建築の認定 建築基準法第43条第２項第１号 ３２日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 6 建築物の敷地と道路との関係の建築の許可 建築基準法第43条第２項第２号 ３３日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 7 公衆便所等の道路内における建築の許可 建築基準法第44条第１項第２号 ３３日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 8 道路内における建築の認定 建築基準法第44条第１項第３号 ４４日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 9 公共用歩廊等の道路内における建築の許可 建築基準法第44条第１項第４号 ４４日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 10 用途地域における建築等の許可 建築基準法第48条 ４４日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 11 特殊建築物等の敷地の位置の許可 建築基準法第51条 １２０日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 12
計画道路がある場合の建築物の容積率に関する
特例許可

建築基準法第52条第10項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 13
機械室等に関する建築物の容積率に関する特例
許可

建築基準法第52条第14項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 14 建築物の建ぺい率に関する特例許可 建築基準法第53条第４項、第５項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 15
建築物の建ぺい率に関する制限の適用除外に
係る許可

建築基準法第53条第５項第３号 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 16 建築物の高さに関する特例認定 建築基準法第55条第２項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 17 建築物の高さの許可 建築基準法第55条第３項第１号、第２号 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 18 日影による建築物の高さの特例許可 建築基準法第56条の２第１項 ３３日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 19
高架の工作物内に設ける建築物の高さに関する
制限の適用除外に係る認定

建築基準法第57条第１項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 20
高度利用地区における建築物の各部分の高さの
許可

建築基準法第59条第４項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 21
敷地内に広い空地を有する建築物の容積率又は
各部分の高さに関する特例許可

建築基準法第59条の２第１項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課
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5700 - 22
再開発等促進区等における建築物の容積率、建
ぺい率又は高さに関する制限の適用除外に係る
認定

建築基準法第68条の３第１項、第２項、第３項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 23
再開発等促進区等における建築物の各部分の
高さの許可

建築基準法第68条の３第４項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 24 建築協定の認可 建築基準法第70条第１項、第74条第１項 ４４日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 25 建築協定の廃止の認可 建築基準法第76条第１項 ４４日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 26
一人の所有者で協定を締結できる建築協定の認
可

建築基準法第76条の３第２項 ４４日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 27
応急仮設建築物（用途変更をしたものを含む）の
存続の許可

建築基準法第85条第３項、第87条の３第３項 １０日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 28 仮設興行場等の建築（用途変更を含む）の許可 建築基準法第85条第６項、第87条の３第６項 １５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 29
一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興
行場等の建築（用途変更を含む）の許可

建築基準法第85条第７項、第87条の３第７項 未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 30
一の敷地とみなす一団地内の建築物の特例認
定

建築基準法第86条第１項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 31
既存建築物を前提とした総合的設計による建築
物の特例認定

建築基準法第86条第２項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 32
一の敷地とみなす一団地内の建築物の特例許
可

建築基準法第86条第３項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 33
既存建築物を前提とした総合的設計による建築
物の特例許可

建築基準法第86条第４項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 34
同一敷地内認定建築物以外の建築物の建築認
定

建築基準法第86条の２第１項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 35
同一敷地内認定建築物以外の建築物の容積率
又は各部分の高さの特例許可

建築基準法第86条の２第２項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 36
同一敷地内許可建築物以外の建築物の建築許
可

建築基準法第86条の２第３項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 37 一の敷地とみなすことの認定又は許可の取消し 建築基準法第86条の５第１項 ８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 38
既存不適格建物における２以上の工事（用途の
変更に伴う工事を含む）の全体計画の認定

建築基準法第86条の８第１項、第３項、第87条の２
第１項、第２項

８５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 39 特定建築物の建築及び維持保全の計画の認定
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関
する法律第17条第１項、第18条第１項

３３日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 40 建築物の耐震改修の計画の認定
建築物の耐震改修の促進に関する法律第17条第１
項、第18条第１項

５３日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 41 建築物の地震に対する安全性に係る認定
建築物の耐震改修の促進に関する法律第22条第１
項

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 42
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認
定

建築物の耐震改修の促進に関する法律第25条第１
項

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 43 優良住宅新築認定

租税特別措置法第28条の４第３項第６号、第７号
ロ、第31条の２第２項第15号ニ、第62条の３第４項
第15号ニ、第63条第３項第６号、第７号ロ、第68条
の69第３項第６号、第７号ロ

９日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 44 良質住宅新築認定
租税特別措置法等の一部を改正する法律附則第
20条第３項他

９日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 45 手数料の減免 厚木市建築関係手数料条例第４条 即日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 46 建築の制限の許可 厚木市特別業務地区建築条例第３条第１項 ８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 47 建築物の用途制限の許可
厚木市地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例 第４条

８６日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 48 建築物の壁面の位置の制限に係る許可
厚木市地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例第６条第１項第３号

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 49 公益上の理由等による特例許可
厚木市地区計画の区域内における建築物の制限
に関する条例第10条

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 50 長期優良住宅建築等計画の認定
長期優良住宅の普及の促進に関する法律第５条第
１項、第２項、第３項、第４項、第５項、第６項、第７
項、第８条第１項

７日～１０５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 51
譲受人決定に係る長期優良住宅建築等計画の
変更の認定

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第９条第
１項

６日～３０日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 52
長期優良住宅建築等計画の認定に基づく地位の
承継の承認

長期優良住宅の普及の促進に関する法律第10条 ７日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 53 低炭素建築物新築等計画の認定
都市の低炭素化の促進に関する法律第53条第１
項、第55条第１項

７日～１０５日 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 54 マンションの除却の必要性に係る認定
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第102
条

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 55
要除却認定マンションの建替えに係る容積率に
関する特例許可

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105
条

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 56 建築物エネルギー消費性能適合性判定
建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する
法律第12条第１項、第２項

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 57 建築物エネルギー消費性能計画の認定
建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する
法律第34条第１項、第36条第１項

未設定 まちづくり計画部 建築指導課

5700 - 58 建築物のエネルギー消費性能に係る認定
建築物のエネルギーの消費性能の向上に関する
法律第41条第１項

未設定 まちづくり計画部 建築指導課
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5800 - 1 開発行為の許可 都市計画法第29条

２１日（５ha未
満）

３６日（５ha以
上）

まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 2 変更の許可 都市計画法第35条の2 ２１日 まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 3 建築制限等 都市計画法第37条 １４日 まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 4
建築物の敷地面積に対する建築面積の割合等
を指定

都市計画法第41条第２項 ２１日 まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 5 開発許可を受けた土地における建築物の制限 都市計画法第42条第１項 ２１日 まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 6
開発許可を受けた土地以外の土地における建築
等の制限

都市計画法第43条第１項 ２１日 まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 7 許可に基づく地位の承継 都市計画法第45条 １４日 まちづくり計画部 開発審査課

5800 - 8 手数料の免除 厚木市手数料条例第６条 即日 まちづくり計画部 開発審査課

5900 - 1 ラブホテルに該当するか否かの決定 厚木市ラブホテル建築規制条例第３条第２項 ４５日 まちづくり計画部 まちづくり指導課

5900 - 2 特定開発事業の承認 厚木市住みよいまちづくり条例第27条
３０日又は４５

日
まちづくり計画部 まちづくり指導課

5900 - 3 特定開発事業の変更についての承認 厚木市住みよいまちづくり条例第30条第２項
３０日又は４５

日
まちづくり計画部 まちづくり指導課

5900 - 4 特定開発事業の承継の承認 厚木市住みよいまちづくり条例第31条第２項 ７日 まちづくり計画部 まちづくり指導課

5900 - 5 土砂埋立行為の許可 厚木市土砂等の適正処理に関する条例第４条 ４５日 まちづくり計画部 まちづくり指導課

5900 - 6 土砂埋立行為の変更の許可
厚木市土砂等の適正処理に関する条例第７条第４
項

４５日 まちづくり計画部 まちづくり指導課

5900 - 7 土砂埋立行為の許可の承継の承認
厚木市土砂等の適正処理に関する条例第８条第１
項

７日 まちづくり計画部 まちづくり指導課

5200 - 1 下水道事業負担金の徴収猶予の決定
厚木市公共下水道事業受益者負担に関する条例
第12条

１５日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 2 下水道事業負担金の減免の決定
厚木市公共下水道事業受益者負担に関する条例
第13条

１５日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 3 下水道使用料の減免の決定 厚木市公共下水道使用料条例第12条 １５日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 4 私設下水道の新設等計画の確認 厚木市下水道条例第６条第１項、第２項 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 5 既設排水施設等の認定 厚木市下水道条例第９条第１項 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 6 公共下水道の敷地又は排水施設の占用の許可 厚木市下水道条例第17条第１項 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 7 事業計画区域内の排水区域外使用の許可 厚木市下水道条例第23条第１項 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 8 水洗便所改造等資金融資あっせんの決定
厚木市水洗便所改造等資金融資あっせん規則第３
条、第７条、第８条第１項、第２項

３０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 9 公共下水道の排水施設への物件設置の許可 下水道法第24条第１項 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 10
公共下水道の施設に関する工事又は維持の承
認

下水道法第16条第１項 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 11 指定下水道工事店の指定 厚木市指定下水道工事店規則第３条 １４日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 12 指定下水道工事店の更新の指定 厚木市指定下水道工事店規則第６条第１項 ３０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 13 責任技術者の登録 厚木市指定下水道工事店規則第11条、第12条 １４日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 14 責任技術者の更新の登録 厚木市指定下水道工事店規則第15条第１項 ３０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 15 水路占用の許可又は変更 厚木市水路の管理等に関する条例第４条第１項 ２１日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 16
水路自費工事等の承認又は承認事項の変更の
承認

厚木市水路の管理等に関する条例第５条第１項 ２１日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 17 水路占用料の減免 厚木市水路の管理等に関する条例第６条 ２１日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 18 水路占用許可に基づく権利の譲渡 厚木市水路の管理等に関する条例第８条 ２１日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 19 私設下水道施設の設置の延期 厚木市下水道条例施行規則第２条 未設定 都市整備部 下水道総務課

5200 - 20 下水道事業負担金の一括納付
厚木市公共下水道事業受益者負担に関する条例
施行規則第６条

１５日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 21
公共下水道の施設に関する工事又は維持の承
認

下水道法第16条 １０日 都市整備部 下水道総務課

5200 - 22 公共ます等の特別設置の決定 厚木市下水道条例施行規則第18条 未設定 都市整備部 下水道総務課

5200 - 23
開発行為に伴う公共用財産(水路)の編入同意に
ついて(同意)

都市計画法第32条 未設定 都市整備部 下水道総務課

5200 - 24
特定開発行為に伴う公共用財産(水路)の編入同
意について(同意)

厚木市住みよいまちづくり条例施行規則第17条第2
項第5号

未設定 都市整備部 下水道総務課

5300 - 1 公共ます等の設置申請（汚水） 厚木市下水道条例施行規則第17条 １４日 都市整備部 下水道施設課

5500 - 1 河川管理者以外の者の施行する工事等の承認 河川法第20条 １４日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 2 流水の占用の許可 河川法第23条 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課
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5500 - 3 土地の占用の許可 河川法第24条 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 4 土砂等の採取の許可 河川法第25条 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 5 工作物の新築等の許可 河川法第26条第１項 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 6 土地の掘削等の許可 河川法第27条第１項 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 7
河川の流水等について河川管理上支障を及ぼす
おそれのある行為の禁止、制限又は許可

河川法第29条第１項 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 8 許可工作物の一部の使用の承認 河川法第30条第２項 １４日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 9 権利の譲渡の承認 河川法第34条第１項 １４日 都市整備部 河川ふれあい課

5500 - 10 河川流水占用料等の減免の承認 厚木市河川占用料条例第５条第１項、第２項 ２１日 都市整備部 河川ふれあい課

4800 - 1
公園管理者以外の公園施設の設置管理の許可・
変更の許可

都市公園法第５条第１項 ２０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 2 都市公園の占用許可 都市公園法第６条第１項、第２項 ２０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 3 都市公園の占用許可の変更 都市公園法第６条第３項 ２０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 4
公園予定区域における公園管理者以外の公園
施設の設置管理の許可・変更の許可

都市公園法第33条第４項 ２０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 5 公園予定区域の占用許可・変更の許可 都市公園法第33条第４項 ２０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 6 行為の許可 厚木市都市公園条例第５条第１項、第２項 ７日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 7 有料公園施設の使用許可 厚木市都市公園条例第７条第３項 ７日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 8 使用料の減免 厚木市都市公園条例第18条 ７日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 9 使用料の還付 厚木市都市公園条例第19条 ７日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 10 緑地協定の認可 都市緑地法第47条第１項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 11 緑地協定の変更の認可 都市緑地法第48条第１項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 12 緑地協定の廃止の認可 都市緑地法第52条第１項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 13 1人緑地協定の認可 都市緑地法第54条第２項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 14
神奈川県立自然公園区域内の行為に関する届
出の受理

神奈川県立自然公園条例第２１条 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 15
特別緑地保全地区内における行為（変更行為）
の許可

都市緑地法第８条第１項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 16 特別緑地保全地区内における損失の補償 都市緑地法第10条第１項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

4800 - 17
特別緑地保全地区内における土地の買入れの
申出

都市緑地法第17条第１項 ３０日 都市整備部 公園緑地課

5000 - 1 厚木中央公園地下駐車場の定期駐車券交付 厚木市営自動車駐車場条例施行規則第６条第１項 １０日 都市整備部
市街地整備課
※指定管理者

5000 - 2
厚木中央公園地下駐車場の駐車場整理券・定期
駐車券の再交付

厚木市営自動車駐車場条例施行規則第６条第４項 ２日 都市整備部
市街地整備課
※指定管理者

5000 - 3 厚木中央公園地下駐車場の駐車料金の還付 厚木市営自動車駐車場条例第12条 １３日 都市整備部
市街地整備課
※指定管理者

4950 - 1 測量及び調査のための土地の立入り等の認可 土地区画整理法第72条第１項 ７日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 2 測量及び調査のための障害物伐除の認可 土地区画整理法第72条第６項 ７日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 3
土地区画整理事業施行地区内の建築行為等の
許可

土地区画整理法第76条第１項 ７日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 4 建築物等の移転及び除却の認可 土地区画整理法第77条第７項 ７日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 5 個人施行の土地区画整理事業の認可 土地区画整理法第４条第１項 ９０日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 6
個人施行の土地区画整理事業の廃止又は終了
の認可

土地区画整理法第13条第１項 １５日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 7 土地区画整理組合設立の認可 土地区画整理法第14条第１項 ９０日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 8
組合施行の定款又は事業計画若しくは事業基本
方針変更の認可

土地区画整理法第39条第１項 ９０日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 9 土地区画整理組合解散の認可 土地区画整理法第45条第２項 １５日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 10
個人及び組合施行の土地区画整理事業の換地
計画の認可

土地区画整理法第86条第１項 １５日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 11
個人及び組合施行の土地区画整理事業の換地
計画変更の認可

土地区画整理法第97条第１項 １５日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 12 土地区画整理事業の決算報告書の承認 土地区画整理法第49条 １５日 都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 13 土地区画整理促進区域内の建築行為等の許可
大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促
進に関する特別措置法第７条第１項

１０日(特定開
発事業の承認
が必要な場合
３０日又は４５

日）

都市整備部 まちづくり推進課

4950 - 14 土地区画整理事業施行に対する助成の決定 厚木市土地区画整理事業助成規則第６条第１項 ３０日 都市整備部 まちづくり推進課
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申請に対する処分 根拠法令等の名称及び条項 標準処理期間
所管
部等名

所管
課等名

課コード-№

4050 - 1 道路管理者以外の者が行う道路工事の承認 道路法第24条、厚木市道路占用規則第19条 １５日 道路部 道路管理課

4050 - 2 道路の占用許可 道路法第32条第１項、厚木市道路占用規則第２条 １５日 道路部 道路管理課

4050 - 3 特殊車両の通行許可 道路法第47条の２第１項 ２１日 道路部 道路管理課

4200 - 1 事業残地等の売払い 厚木市市有財産規則第41条第２項 ３０日 道路部 道路整備課

6500 - 1 危険物の仮貯蔵又は仮取扱の承認 消防法第10条第１項 ５日 消防本部 予防課

6500 - 2 危険物施設の設置許可 消防法第11条第１項 ２１日 消防本部 予防課

6500 - 3 危険物施設の変更許可 消防法第11条第１項 １４日 消防本部 予防課

6500 - 4 危険物施設の使用の承認 消防法第11条第５項 ５日 消防本部 予防課

6500 - 5 危険物施設の仮使用の承認 消防法第11条第５項 １４日 消防本部 予防課

6500 - 6 予防規程の制定・変更の認可 消防法第14条の２第１項 １０日 消防本部 予防課

6500 - 7 喫煙等禁止行為の解除承認 火災予防条例第23条第１項 ７日 消防本部 予防課

6500 - 8 防火対象物点検報告制度等の特例認定 消防法第８条の２の３第１項及び同法第36条第１項 ３０日 消防本部 予防課

2480 - 1 病院総務課

2490 - 1 施設用度課

2480 - 2 病院総務課

2490 2 施設用度課

2480 - 3 病院総務課

2490 - 3 施設用度課

2480 - 4 看護師等の奨学金貸付に係る申請 厚木市看護師等奨学金貸付条例施行規程第2条 １４日 市立病院事務部門 病院総務課

7800 - 1
厚木市久保奨学金（入学準備奨学金、高校等修
学奨学金、学校教育活動応援奨学金）の支給決
定

厚木市久保奨学金基金条例第12条 未設定 教育総務部 教育総務課

7900 - 1 学校施設の使用許可 厚木市立学校施設使用条例第３条第１項 ７日 教育総務部 教育施設課

7900 - 2 学校施設使用料の減免 厚木市立学校施設使用条例第４条第２項 ７日 教育総務部 教育施設課

8250 - 1 学校給食費の減免 厚木市学校給食費に関する条例第6条 １４日 教育総務部 学校給食課

8600 - 1 厚木市立公民館の利用の承認 厚木市立公民館条例第３条第１項 即日 社会教育部 社会教育課

8600 - 2 厚木市立社会教育集会所の利用の承認 厚木市立社会教育集会所条例第３条第１項 即日 社会教育部
社会教育課

※指定管理者

8850 - 1 体育施設の使用許可 厚木市営体育施設条例第３条第１項 ７日 社会教育部 スポーツ推進課
※一部指定管理者

8850 - 2 体育施設使用料の減免 厚木市営体育施設条例第６条 ７日 社会教育部 スポーツ推進課
※一部指定管理者

8850 - 3 体育施設使用料の還付 厚木市営体育施設条例第７条 未設定 社会教育部 スポーツ推進課
※一部指定管理者

8850 - 4
学校施設の使用許可（夜間照明施設を保有して
いる小中学校の屋外運動場）

厚木市立学校施設使用条例第３条 ７日 社会教育部 スポーツ推進課

8850 - 5
学校施設使用料の減免（夜間照明施設を保有し
ている小中学校の屋外運動場）

厚木市立学校施設使用条例第４条第２項 ７日 社会教育部 スポーツ推進課

8850 - 6
学校施設使用料の還付（夜間照明施設を保有し
ている小中学校の屋外運動場）

厚木市立学校施設使用条例第４条第３項 未設定 社会教育部 スポーツ推進課

8650 - 1 厚木市指定文化財の指定
文化財保護条例第４条第１項、厚木市文化財保護
条例施行規則第２条

１８０日 社会教育部 文化財保護課

8650 - 2 市指定文化財の現状変更の許可
厚木市文化財保護条例第15条第１項、厚木市文化
財保護条例施行規則第12条

６０日 社会教育部 文化財保護課

8650 - 3 あつぎ郷土博物館観覧料減免承認 あつぎ郷土博物館条例施行規則第5条 未設定 社会教育部 文化財保護課

8650 - 4 資料特別利用承諾 あつぎ郷土博物館条例施行規則第7条 未設定 社会教育部 文化財保護課

8650 - 5 寄贈品受領 あつぎ郷土博物館条例施行規則第10条 未設定 社会教育部 文化財保護課

8650 - 6 寄託品預り あつぎ郷土博物館条例施行規則第10条 未設定 社会教育部 文化財保護課

9000 - 1 図書館資料の館外貸出しの利用者等の登録 厚木市立図書館条例施行規則第８条 即日 社会教育部 中央図書館

9500 - 1 事務の監査の請求代表者証明書の交付決定
地方自治法施行令第99条において準用する同施
行令第91条第２項

未設定

9600 - 1 農地又は採草放牧地の権利移動の許可 農地法第３条 ２８日

市立病院事務部門

監査事務局

農業委員会事務局

病院施設及び職員公舎に係る行政財産使用許
可

厚木市病院事業財産管理規程第３条 １０日 市立病院事務部門

病院施設及び職員公舎に係る行政財産使用料
の減免

厚木市病院事業財産管理規程第12条 １０日 市立病院事務部門

庁舎使用・集団立入りの許可 厚木市立病院庁舎管理規程第９条第１項 １０日
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