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１．改正する条例案について 

 

(１)第１回伊丹市廃棄物減量等推進審議会について 

〇資源物の持ち去り行為への対策について 

＜前回審議会にて決定した事項＞ 

（第１回審議会 資料①「資源物の持ち去り行為への対策について（p.32）」より） 

 論点 決定事項 

a 持ち去り行為の規制手法について 伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例

の一部改正により規制。 

再生資源についての所有権を設定するのでは

なく、持ち去り行為を禁止する。 

b 規制対象物について（ごみ種） 資源物として排出される、紙類、布類、缶類と

する。 

c 規制対象物について（回収方法） 行政回収及び集団回収共に対象とする。 

d 規制対象場所について 地域住民が届け出た「ごみステーション」 

再生資源集団回収登録団体が指定した集積所 

e 罰則の内容について 罰則の内容は、罰金とする。 

f 罰則の対象範囲について 両罰規定とする。 

 

＜その他（条例制定に係る前回審議会での主な意見）＞ 

論点 決定事項 

規制対象物について 

（適正に分別して排出されていない資

源物を対象とするか否か） 

廃棄物の適正分別を推進していることから、適

正に分別して排出された資源物のみを対象と

する。 

集積所に係る自衛について 集積所の監視等自衛策を講じていない集団回

収登録団体において持ち去りが多いケースが

想定されることから、条例制定と併せて自衛の

協力を求める。 

違反者（氏名や住所等）の公表について 悪質な場合は、公表を含めた他法令（廃掃法や

刑法等）での適用が考えられることなどから条

例においては公表の規定は設けない。 
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（２）条例案の概要について 

 

ア．規制手法について 

「伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例」および「伊丹市廃棄物の処理および清掃に

関する条例施行規則」に新たな条項を加える。 

 

イ．条項の内容 

①持ち去り禁止（資源物の収集または運搬の禁止） 

■行政回収 

市および市が指定する者以外の者が、所定の場所に排出された資源物を持ち去る行為を禁

止する。 

■集団回収 

再生資源集団回収登録団体から資源物の収集または運搬の業務委託を受けた者以外の者

が、所定の集積所に排出された資源物を持ち去る行為を禁止する。 

 

②持ち去り禁止の規制対象物（資源物） 

・古紙（新聞、雑誌、ダンボール、紙パック） 

・古布類 

・空き缶 

 

③禁止命令 

 ①の違反行為を行った者に対し、「収集運搬の禁止命令」を行う。 

 

④罰則等 

・③の禁止命令に従わない場合、２０万円以下の罰金を科す。 

・罰則は、持ち去り行為者の他に、その者が事業活動の一環として行った場合は、事業主で

ある法人または組織も対象とする。（両罰規定） 

 

⑤その他 

・迅速性やその場での現認が必要とすることから、伊丹市手続条例第 3 章の規定を適用除

外し、聴聞又は弁明の機会の付与は不要とする。 
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伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例 

新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

（占有者の義務） 

第９条 占有者は，その土地または建物内の

廃棄物のうち，生活環境の保全上支障のない

方法で容易に処分することができる廃棄物

については，なるべく自ら処分するように努

めるとともに，自ら処分しない廃棄物につい

ては，一般廃棄物処理計画に従い当該廃棄物

を適正に分別し，保管する等市が行う廃棄物

の収集，運搬および処分（以下「市の廃棄物

処理」という。）に協力しなければならない。 

２ 占有者は，廃棄物を収納する容器につい

て，廃棄物が飛散し，流出し，およびその悪

臭が発散しないようにするとともに，当該容

器および当該容器を持ち出しておく所定の

場所を常に清潔にしておかなければならな

い。 

３ 省略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（占有者の義務） 

第９条 占有者は，その土地または建物内の

廃棄物のうち，生活環境の保全上支障のない

方法で容易に処分することができる廃棄物

については，なるべく自ら処分するように努

めるとともに，自ら処分しない廃棄物につい

ては，一般廃棄物処理計画に従い当該廃棄物

を適正に分別し，保管する等市が行う廃棄物

の収集，運搬および処分（以下「市の廃棄物

処理」という。）に協力しなければならない。 

２ 占有者は，廃棄物を収納する容器につい

て，廃棄物が飛散し，流出し，およびその悪

臭が発散しないようにするとともに，当該容

器および当該容器を持ち出しておく所定の

場所を常に清潔にしておかなければならな

い。 

３ 省略 

（資源物の収集または運搬の禁止） 

第９条の 2 市および規則で定める者以外

の者は，一般廃棄物処理計画で定める分別方

法に従い，ごみステーションに排出された廃

棄物および再生資源集団回収登録団体が再

生資源の集団回収を実施するために指定し

た集積所に排出された廃棄物のうち，規則で

定める資源物を収集し，または運搬してはな

らない。 

２ 市長は，前項の規定に違反する行為をし

た者に対し，当該行為を行わないよう命じる

ことができる。 
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改正前 改正後 

 

 

 

 

 

（委任） 

第 26 条 この条例の施行に関し必要な事

項は，市長が別に定める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（伊丹市行政手続条例の適用除外） 

第 26 条 第 9 条の 2 第２項の規定による

命令について，伊丹市行政手続条例（平成 8

年伊丹市条例第 15 号）第 3 章の規定は，

適用しない。 

（委任） 

第 27 条 この条例の施行に関し必要な事

項は，市長が別に定める。 

（罰則） 

第 28 条 第９条の 2第２項の規定による

命令に違反した者は，2００，０００円以下

の罰金に処する。 

（両罰規定） 

第 29 条 法人の代表者または法人もしく

は人の代理人，使用人その他の従業員が，そ

の法人または人の業務に関し，前条の違反行

為をした場合においては，その行為者を罰す

るほか，その法人または人に対しても，同条

の罰金刑を科する。 

 

附 則（平成 3０年●月●日条例第●号） 

（施行期日） 

1 この条例は、平成 3１年７月１日から施

行する。 
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伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則 

新旧対照表（案） 

改正前 改正後 

（趣旨） 

第１条 この規則は，伊丹市廃棄物の処理お

よび清掃に関する条例（平成４年伊丹市条例

第 33 号。以下「条例」という。）の施行に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（趣旨） 

第１条 この規則は，伊丹市廃棄物の処理お

よび清掃に関する条例（平成４年伊丹市条例

第 33 号。以下「条例」という。）の施行に

関し，必要な事項を定めるものとする。 

（資源物の収集または運搬の禁止） 

第2条 条例第9条の2第1項の規則で定

める者は，次に掲げる者とする。 

（１）市と資源物の収集および運搬に係る協

定を締結している者 

（２）再生資源集団回収登録団体と資源物の

収集および運搬に係る業務委託契約を締結

している者 

２ 条例第 9条の 2第 1項の規則で定める

資源物は，次に掲げるものとする。 

(1) 古紙類（新聞，雑誌・雑紙，ダンボー

ル，紙パック） 

(2) 古布類 

(3) 空き缶 

（収集または運搬の禁止命令） 

第 2 条の 2 条例第 9 条の 2第２項の規定

による命令は，禁止命令書（様式第１号）に

より行うものとする。 

（廃棄物の処理の申込み手続等） 

第 3 条 省略 

 

附 則（平成３０年●月●日条例第●号） 

1 この規則は、平成３１年７月１日から施

行する。 
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第１号様式 

 

年  月  日   

 

 禁 止 命 令 書（案） 

 

 

 住所 

 氏名          様 

 

伊丹市長          印   

 

 あなたは、伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例第 9条の 2第 1項の規定に違反

したので、当該行為を行わないよう、同条第 2項の規定により命令します。 

 なお、この命令に違反した場合には、同条例第 28条の規定により、200,000円以下の罰

金が科せられる場合があります。 

 

命令の原因となる事実 

1 日 時   

2 場 所  伊丹市 

3 対象物  

4 車両番号等  

 (A4) 
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資源物の持ち去り禁止条例および規則に関する逐条解説（案） 

〇条例第９条の２（資源物の収集または運搬の禁止） 

第９条の 2 市および規則で定める者以外の者は，一般廃棄物処理計画で定める分別方法に

従い，ごみステーションに排出された廃棄物および再生資源集団回収登録団体が再生資源

の集団回収を実施するために指定した集積所に排出された廃棄物のうち，規則で定める資

源物を収集し，または運搬してはならない。 

２ 市長は，第 1 項の規定に違反する行為をした者に対し，当該行為を行わないよう命じ

ることができる。 

 

〇規則第２条（資源物の収集または運搬の禁止） 

第 2 条 条例第 9 条の 2 第 1 項の規則で定める者は，次に掲げる者とする。 

（１）市と資源物の収集および運搬に係る協定を締結している者 

（２）再生資源集団回収登録団体と資源物の収集および運搬に係る業務委託契約を締結し

ている者 

 

【趣 旨】 

 本条は、資源物の持ち去り行為を抑止する目的として、資源物の収集または運搬を制限

したものです。市および規則で定める者以外の者が違反行為を行った場合は、行政処分で

ある禁止命令を行うことができることを定めたものです。 

【解 釈】 

第１項関係および規則第２条関係（行政回収および集団回収に係る持ち去り行為の禁止） 

・「市および規則で定める者」とは、市、市と収集運搬の協定を締結している事業者、集団

回収登録団体と収集運搬の業務を委託している事業者を指します。 

・「一般廃棄物処理基本計画で定める分別方法に従い，ごみステーションに排出された廃棄

物」とは、地域住民が届け出た「ごみステーション」に分別方法に従い適正に排出された

廃棄物を指します。 

・「再生資源集団回収登録団体が再生資源の集団回収を実施するために指定した集積所に排

出された廃棄物」とは、集団回収の集積場所に排出された廃棄物（資源物）を指します。 

 

第２項関係（持ち去りの禁止命令） 

・資源物の違反持ち去り行為をした者に対して、禁止命令を発します。 

・禁止命令は禁止命令書の交付を行い、それにも従わない場合には、条例違反により２０

万円以下の罰金を科すことになります。（後述のとおり） 
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〇条例第２６条（伊丹市行政手続条例の適用除外） 

 第 26条 第 9 条の２第２項の規定による命令について，伊丹市行政手続条例（平成 8年

伊丹市条例第 15号）第 3 章の規定は，適用しない。 

 

【趣 旨】 

 本条は、資源物の収集または運搬の禁止命令を行う際に、伊丹市行政手続条例第３章の

規定は適用しないことを定めたものです。 

 

【解 釈】 

 迅速性やその場での現認が必要とすることから、伊丹市行政手続条例第 3 章の規定を適

用除外し、本条例第９条の２第２項の違反者に対して、聴聞や弁明の機会を与えるような

第３章の規定は適用しないものです。 

 

 

〇条例第２８条（罰則） 

第 28 条 第９条の 2第２項の規定による命令に違反した者は，2００，０００円以下の罰

金に処する。 

 

【趣 旨】 

 本条は、第９条の２第２項の規定による命令に違反した者が、禁止命令に従わない場合

に条例違反として、罰金２０万円以下を科すことにより、本条第９条の２の規定の実効性

を高めるために定めたものです。 

 

 

〇条例第２９条（両罰規定） 

第 29 条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人，使用人その他の従業員が，その法

人または人の業務に関し，前条の違反行為をした場合においては，その行為者を罰するほ

か，その法人または人に対しても，同条の罰金刑を科する。 

 

【趣 旨】 

 本条は、第２８条の命令に違反した者に加え、組織的活動の一環として行った場合にも、

その行為を抑止する趣旨から、その組織も処罰の対象とするものです。 

 

【解 釈】 

 違反行為者に加え、法人等に対しても処罰の対象とする両罰規定です。 

 両罰規定とは、法人等または個人（事業主）に使用されている者が違反行為をしたとき

に、違反行為をした者だけでなく、当該法人等または個人を処罰する規定です。
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〇規則第２条第２項（収集または運搬の禁止の対象となる資源物） 

２ 条例第 9 条の 2第 1 項の規則で定める資源物は，次に掲げるものとする。 

(1) 古紙類（新聞，雑誌・雑紙，ダンボール，紙パック） 

(2) 古布類 

(3) 空き缶 

【趣 旨】 

 本条は、収集または運搬の禁止対象となる資源物を規定したものです。 

 

【解 釈】 

 持ち去り禁止対象物として、行政回収および集団回収における「新聞紙や雑誌類等の紙

類」「古着等の布類」「アルミ缶・スチール缶等の缶類」の資源物を対象とします。 

 

 

〇規則第２条の２（収集または運搬の禁止命令） 

（収集または運搬の禁止命令） 

第 2 条の 2 条例第 9条の 2 第２項の規定による命令は，禁止命令書（様式第１号）によ

り行うものとする。 

 

【趣 旨】 

 本条は、資源物の収集または運搬を違反した者に対して、禁止命令書により命令を行う

ものです。 

 

【解 釈】 

 現行確認の上、行政指導にも従わず命令を行う場合に、禁止命令書に必要事項（日時・

場所・対象物・車両番号等）を記載し、対象者に交付します。 
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２．違反行為の通報と取り締まりについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

＜定期パトロールの実施＞ 

＜地域住民から通報＞ 

※地域住民が現場を発見した際には、直接声をかけるのではなく、日時や場所、持ち去

られた物等を確認の上、市に報告してもらうよう周知する。 

＜市のパトロール・監視・現場確認＞ 

持ち去り実態のある場所を重点的に市でパトロールを実施し、現場確認を行う。 

 

＜持ち去り行為の現行確認＞ 

～行政指導～ 

〇持ち去り行為について現場で事実確認 

○啓発用パンフレットの配布 

 〇資源物を持ち去らぬよう口頭注意 

 

 

～行政処分（禁止命令）～ 

〇同一持ち去り行為について現場で事実確認 

  持ち去り行為者の身分確認（氏名・住所等） 

 〇資源物の持ち去り禁止命令（禁止命令書の交付） 

※禁止命令書の交付は継続して持ち去りを行う悪質なケースを想定している。 

＜持ち去り行為者を警察に告発＞ 

 

 

 

継続して持ち去りを行う悪質なケースは、警察へ連絡 
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３．条例制定後の効果を高める取り組みについて 

 

１．地域住民への協力依頼 

 条例の周知を図るとともに、地域住民による持ち去り防止への協力を求めます。 

 

① 広報やホームページ等による啓発 

条例制定により資源物の持ち去りが罰則にあたる旨の周知を図り、悪質な持ち去り行為

を発見した際には連絡するよう地域住民に協力を求めます。 

 

② 持ち去り禁止の張り紙等の貼付 

 ごみステーションや集積所に持ち去り行為禁止の表示をするよう協力を求めます。 

 

③ 資源物の排出時間の協力を依頼 

 地域住民に対して資源物の排出時間について、前日や夜中に排出せず当日の朝に出すよ

う協力を求めます。 

 

④ 地域団体への協力を依頼 

 地域団体（自治会連合会や保健衛生推進連合会）に対し、ごみステーションや集積所に

おける自衛策（持ち去り禁止の表示や監視等）の協力を求めます。 

 

２．市の対応 

 収集運搬および積替え保管に係る事業者や買い取り事業者に持ち去り防止の協力を求め

るとともに、定期的にパトロールを実施し指導を行います。 

 

① パトロール体制の充実 

定期的にパトロールを実施するとともに、地域住民から通報があった場合には、その周

辺を重点的にパトロールします。 

 

② 違反者への指導 

 前述の違反行為の通報と取り締まりのとおり、行政指導・処分を行ったにも関わらず、

持ち去り行為を継続する違反者については、警察に協力を求め対応します。 
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４．今後のスケジュールについて 

 

 

 

 

 

  

平成 30 年８月 廃棄物減量等推進審議会から答申書の提出 

法制協議（法制課、神戸地方検察庁） 

平成 30 年 9 月中旬 
都市企業常任委員協議会報告 

（パブリックコメントの実施に関して） 

平成 30 年 

10 月中旬～１１月中旬 
パブリックコメントの実施 

平成 30 年 12 月上旬 議会上程（条例施行に関して） 

平成 31 年 1 月上旬 条例公布 

   

（周知期間） 

平成 31 年 7 月１日 条例施行 
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【参考】 

 

１．伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例 

 

２．伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則 

 

３．伊丹市行政手続条例（第３章抜粋） 
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１．伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例 

平成４年 10月２日条例第 33号 

伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例 

伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例（昭和 47年伊丹市条例第 13号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この条例は，法令に定めのあるもののほか，本市における廃棄物の排出の抑制およびその適正な分別，保

管，収集，運搬，再生，処分等の処理ならびに清掃に関し必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例において「廃棄物」とは，廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」

という。）第２条第２項に規定する一般廃棄物をいう。 

（市民の責務） 

第３条 市民は，廃棄物の排出を抑制し，再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り，廃棄物を分別して排出し，

その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により，廃棄物の減量その他その適正な処理に関し市の施策に

協力しなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は，その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。 

２ 事業者は，廃棄物処理施設を損傷するおそれのある製品，容器等については，自らの下取りによる回収を行い，

製品，容器等の再利用による販売を行う等適正な措置を講じなければならない。 

３ 事業者は，前２項に定めるもののほか，廃棄物の減量その他その適正な処理の確保等に関し市の施策に協力し

なければならない。 

（市長の責務） 

第５条 市長は，あらゆる施策を通じて廃棄物の排出を抑制し，再生利用を促進する等によりその減量を推進すると

ともに，廃棄物の適正な処理を図らなければならない。 

（廃棄物減量等推進審議会） 

第６条 本市における廃棄物の減量等に関する事項を審議するため，法第５条の７第１項の規定に基づき，伊丹市廃

棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

２ 審議会は，委員 15人以内をもって組織する。 

３ 前２項に定めるもののほか，審議会の組織および運営に関し必要な事項は，規則で定める。 

（清潔の義務） 

第７条 土地または建物の占有者（占有者がない場合には，管理者。以下「占有者」という。）は，常にその土地また

は建物の清掃をして清潔を保つように努めなければならない。 

（一般廃棄物処理計画） 

第８条 市長は，法第６条第１項に規定する一般廃棄物処理計画（以下「一般廃棄物処理計画」という。）を定めたと

きは，これを告示しなければならない。当該計画に大きな変更が生じたときも同様とする。 

（占有者の義務） 
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第９条 占有者は，その土地または建物内の廃棄物のうち，生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分するこ

とができる廃棄物については，なるべく自ら処分するように努めるとともに，自ら処分しない廃棄物については，一

般廃棄物処理計画に従い当該廃棄物を適正に分別し，保管する等市が行う廃棄物の収集，運搬および処分（以

下「市の廃棄物処理」という。）に協力しなければならない。 

２ 占有者は，廃棄物を収納する容器について，廃棄物が飛散し，流出し，およびその悪臭が発散しないようにすると

ともに，当該容器および当該容器を持ち出しておく所定の場所を常に清潔にしておかなければならない。 

３ 市の廃棄物処理を受ける占有者は，当該処理を受けるに際して，次に掲げる物を排出してはならない。 

(１) 有毒性の物 

(２) 危険性のある物 

(３) 著しく悪臭を発する物 

(４) 法第２条第３項に規定する特別管理一般廃棄物 

(５) その他市の廃棄物処理に支障を及ぼすおそれのある物 

（廃棄物処理の申出） 

第 10条 占有者は，臨時にまたは継続して市の廃棄物処理を受けようとするときは，別に定めるところにより，速や

かに市長に申し出なければならない。 

２ 前項の廃棄物のうち，犬，猫等の動物の死体は，他の廃棄物と区別しておかなければならない。 

（廃棄物減量計画の提出） 

第 11条 規則で定める規模以上の廃棄物を排出する事業者（以下「多量排出事業者」という。）は，その排出する廃

棄物の再生利用等による減量に関する計画（以下「廃棄物減量計画」という。）を作成し，規則で定めるところによ

り，市長に提出しなければならない。廃棄物減量計画に大きな変更が生じたときも同様とする。 

（廃棄物管理責任者の届出） 

第 12条 多量排出事業者は，その排出する廃棄物の減量に関する業務で規則で定めるものを行わせるため，廃棄

物管理責任者を選任し，規則で定めるところにより，市長に届け出なければならない。廃棄物管理責任者を変更し

たときも同様とする。 

（指導および勧告） 

第 13条 市長は，多量排出事業者が第 11条または前条の規定に違反していると認めるときは，当該多量排出事

業者に対し，必要な指導を行うことができる。 

２ 市長は，前項の規定による指導を受けた多量排出事業者が，当該指導に従わないときは，期限を定めて，廃棄物

減量計画の提出または廃棄物管理責任者の届出をすべき旨の勧告をすることができる。 

（公表） 

第14条 市長は，前条の勧告を受けた多量排出事業者が，正当な理由がなく当該勧告に従わなかったときは，その

旨を公表することができる。 

（一般廃棄物処理の拒否の措置） 
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第 15条 市長は，第 11条の規定に違反したことにより第 13条第２項の勧告を受けた多量排出事業者が，前条の

規定によりその勧告に従わなかった旨を公表された後において，なお，正当な理由がなくその勧告に従わなかっ

たときは，その排出する廃棄物の処理の拒否に関し必要な措置を講ずることができる。 

（多量の廃棄物） 

第16条 法第６条の２第５項の規定による事業活動から生ずる多量のごみ，粗大ごみ等の廃棄物について，市長が，

運搬すべき場所および方法を指示することができる範囲は，次のとおりとする。ただし，他の廃棄物とあわせて処

理することができ，かつ，当該廃棄物の処理に支障のない範囲内の量とする。 

(１) １日の平均排出量が 10キログラム以上のもの 

(２) 一時の排出量が 100キログラム以上のもの 

２ 前項の規定にかかわらず，当該廃棄物で１日の平均排出量が 10キログラム未満であっても，毎日または隔日に

処理を必要とするものは，前項の廃棄物とみなす。 

３ 第１項に規定する廃棄物について，運搬すべき場所および方法を指示された者は，あらかじめ，破砕，圧縮等の

適切な措置を講ずるように努めなければならない。 

（廃棄物処理手数料） 

第 17条 市長は，地方自治法（昭和 22年法律第 67号）第 227条の規定に基づき，市の廃棄物処理に関し，次に

掲げる廃棄物処理手数料を徴収する。 

(１) ごみ処理手数料 

(２) 死獣処理手数料 

(３) し尿処理手数料 

(４) 浄化槽等汚泥処分手数料 

（ごみ処理手数料） 

第 18条 ごみ処理手数料は，次に掲げるごみの処理に関して徴収するものとし，その額は，次の各号に掲げるごみ

の区分に応じ，当該各号に定める額とする。 

(１) 日常生活に伴って一時に多量に生じたごみ（次号に規定する粗大ごみで一時に生じた数量が規則で定める数

量以上のものを含む。）で，臨時の収集を要するもの 10キログラムにつき 160円の割合で計算して得た額。た

だし，重量の認定が困難なときは，１立方メートルにつき 4,800円の割合で計算して得た額とする。 

(２) 日常生活に伴って生じた粗大ごみ（規則で定める大きさを超えるごみをいう。）で前号に該当しないもの 粗大ご

みの種類ごとに 4,000円以下で規則で定める額 

(３) 特定家庭用機器再商品化法（平成 10年法律第 97号）第２条第５項に規定する特定家庭用機器廃棄物 次に

掲げる機械器具の種類ごとにそれぞれに定める額 

ア ユニット形エアコンディショナー １台につき 2,500円 

イ テレビジョン受信機 １台につき 2,500円 

ウ 電気冷蔵庫および電気冷凍庫 １台につき 4,000円 

エ 電気洗濯機および衣類乾燥機 １台につき 2,500円 

（死獣処理手数料） 
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第 19条 死獣処理手数料は，犬，猫等の動物の死体の処理に関して徴収するものとし，その額は，次のとおりとす

る。 

備考 括弧書は，伊丹市営斎場へ持ち込んだ場合の額を表す。 

（し尿処理手数料） 

第20条 し尿処理手数料（以下この条において「手数料」という。）は，し尿の処理に関して徴収するものとし，その額

は，次のとおりとする。 

(１) 人数割制料金 

一般の家庭については，人数割制とし，１人につき月額 300円の割合で計算して得た額 

(２) 従量制料金 

一般の家庭以外のものについては，従量制とし，180 リットルにつき 1,200円の割合で計算して得た額（一時

的な事業活動のために臨時に収集するものについては，当該額に収集１回につき 3,500円を加算した額） 

２ 手数料の算定基礎となる世帯人員および排出量は，毎年４月１日現在の状態によって，市長が認定する。 

３ ４月２日以後に，転入等により新たに手数料の納付義務が発生した者には，その発生した月分から手数料を徴収

する。この場合において，手数料の算定基礎となる世帯人員および排出量は，手数料の納付義務の発生した日

の状態によって，市長が認定する。 

４ ４月２日以後に転出等により，手数料の納付義務が消滅した者には，その消滅した月分まで手数料を徴収する。 

５ ４月２日以後において，世帯人員に変更のあった場合は，その届出により第３項および前項の規定に準じて，市

長が認定する。 

（浄化槽等汚泥処分手数料） 

第 21条 浄化槽等汚泥処分手数料は，浄化槽の汚泥および建築物に設置された排水槽等の汚泥（し尿を含むもの

に限る。）の処分に関して徴収するものとし，その額は，１キロリットルにつき 1,000円とする。 

（廃棄物処理手数料の徴収方法） 

第 22条 廃棄物処理手数料の徴収に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

（廃棄物処理手数料の減免） 

第 23条 市長は，次の各号の一に該当する者が申請したときは，廃棄物処理手数料を減免することができる。 

(１) 生活保護法（昭和 25年法律第 144号）の規定により生活扶助を受けている者 

(２) 天災その他の災害を受けた者 

(３) その他市長が特に必要があると認める者 

（廃棄物処理業等の許可申請および手数料） 

種類 １死体に係る額 

犬 シェパードおよびこれに準ずる大型成犬 ３，５００円（２，０００円） 

上記以外のもの ３，０００円（２，０００円） 

猫その他の死獣 ２，０００円（１，０００円） 
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第24条 法第７条第１項，第２項，第６項または第７項の規定により業として行う廃棄物の収集もしくは運搬または処

分（以下「廃棄物処理業」という。）の許可を受けようとする者および法第７条の２第１項の規定により事業の範囲

の変更の許可を受けようとする者ならびに浄化槽法（昭和 58年法律第 43号）第 35条第１項の規定により浄化

槽清掃業の許可を受けようとする者は，別に定めるところにより許可申請書を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による許可を受けようとする者は，申請の際次の各号に掲げる許可申請手数料を納付しなければな

らない。 

(１) 廃棄物処理業許可・変更許可申請手数料 １件につき 8,000円 

(２) 浄化槽清掃業許可申請手数料 １件につき 8,000円 

(３) 廃棄物処理業または浄化槽清掃業の許可更新または許可証の再交付の申請手数料 １件につき 5,000円 

３ 既納の許可申請手数料は，返還しない。 

（報告の徴収） 

第25条 市長は，事業者，廃棄物処理業の許可を受けた者および浄化槽清掃業の許可を受けた者から別に定める

ところにより報告を求めることができる。 

（委任） 

第 26条 この条例の施行に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

（施行期日） 

１ この条例は，平成４年 11月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例（以下「旧条例」という。）の規定により徴

収し，または徴収すべきであった廃棄物処理手数料については，なお従前の例による。 

３ 前項に定めるものを除き，この条例の施行の日前に旧条例の規定に基づいて行われた手続等は，この条例中に

これに相当する規定があるときは，この条例の規定に基づいて行われた手続等とみなす。 

付 則（平成６年３月 28日条例第 11号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例の規定により徴収し，又は徴収すべきで

あったごみ処理手数料及び許可申請手数料については，なお従前の例による。 

付 則（平成 10年３月 27日条例第 15号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 10年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例の規定により徴収し，又は徴収すべきで

あった死獣処理手数料，し尿処理手数料及び浄化槽汚泥処分手数料については，なお従前の例による。 
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付 則（平成 11年３月 25日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 11年 10月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例の規定により徴収し，又は徴収すべきで

あったごみ処理手数料については，なお従前の例による。 

付 則（平成 12年３月 27日条例第 12号抄） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 12年４月１日から施行する。 

付 則（平成 12年 12月 21日条例第 55号） 

この条例は，平成 13年４月１日から施行する。 

付 則（平成 15年 10月１日条例第 26号） 

この条例は，公布の日から施行する。ただし，第 19条第１項の改正規定中「第４項または第５項」を「第６項ま

たは第７項」に改める部分は，平成 15年 12月１日から施行する。 

付 則（平成 16年３月 26日条例第 12号） 

この条例は，平成 16年４月１日から施行する。 

付 則（平成 19年３月 26日条例第 20号） 

（施行期日） 

１ この条例は，平成 19年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この条例による改正後の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例第 15条第１項第２号の規定は，平成 19

年４月１日以後に行われたし尿の処理に係るし尿処理手数料について適用し，同日前に行われたし尿の処理に

係るし尿処理手数料については，なお従前の例による。 

付 則（平成 21年３月 27日条例第９号） 

この条例は，平成 21年６月１日から施行する。ただし，第 13条第２項第３号エの改正規定は，平成 21年４

月１日から施行する。 

付 則（平成 22年３月 30日条例第 11号） 

この条例は，平成 22年４月１日から施行する。 

付 則（平成 24年３月 28日条例第 18号） 

この条例は，平成 24年４月１日から施行する。ただし，第２条の規定は，同年 10月１日から施行する。 
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２．伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則 

昭和 47年４月１日規則第 21号 

伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則 

伊丹市清掃条例施行規則（昭和 39年伊丹市規則第 28号）の全部を改正する。 

（趣旨） 

第１条 この規則は，伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例（平成４年伊丹市条例第 33号。以下「条例」とい

う。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 

（廃棄物の処理の申込み手続等） 

第２条 条例第 10条第１項の規定により市の廃棄物処理を申し出ようとする者は，それぞれ次の各号に掲げる区分

に従い，申込書を市長に提出しなければならない。 

(１) 継続して廃棄物の処理を受けようとするとき。 廃棄物処理申込書（様式第１号） 

(２) 条例第 18条第１号に規定する臨時の収集を要するごみの処理を受けようとするとき。 臨時ごみ等処理申込

書（様式第２号） 

(３) 条例第 18条第２号に規定する粗大ごみの処理を受けようとするとき。 粗大ごみ処理申込書（様式第２号の２） 

(４) 動物の死体等の処理を受けようとするとき。 動物の死体等処理申込書（様式第３号） 

(５) 臨時にし尿の処理を受けようとするとき。 臨時し尿処理申込書（様式第４号） 

２ 前項第１号の申込書を提出した者で，次の各号のいずれかに該当する場合は，廃棄物処理変更届（様式第５号）

を市長に提出しなければならない。ただし，第１号に該当する場合で，住民基本台帳法（昭和42年法律第 81号）

に基づく住民異動届を提出した後当該変更届を提出しないときには，住民異動届を当該変更届とみなす。 

(１) 当該申込書の記載事項に変更があつた場合 

(２) 公共下水道または浄化槽による水洗便所使用のため，し尿処理の必要がなくなつた場合 

（多量排出事業者となる廃棄物の排出の規模） 

第３条 条例第 11条の規則で定める規模は，１の事業所につき１月当たりの平均的な排出量が５トンであることとす

る。 

（廃棄物減量計画の提出） 

第４条 条例第 11条前段の規定による廃棄物減量計画の提出は，毎年度（毎年４月１日から翌年３月 31日までを

いう。）分について，事業所ごとに，廃棄物減量計画書（様式第５号の２）により，当該年度の５月 31日までに行わ

なければならない。 

２ 条例第 11条後段の規定による廃棄物減量計画の提出は，変更の事由が生じた後速やかに廃棄物減量計画書

により行わなければならない。 

（廃棄物管理責任者） 

第５条 条例第 12条の廃棄物の減量に関する業務で規則で定めるものは，次に掲げるものとする。 

(１) 廃棄物減量計画の作成および実施に関すること。 

(２) 事業所内における廃棄物の適正な分別および排出に関すること。 
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２ 条例第 12条に規定する廃棄物管理責任者は，事業所内の廃棄物の管理について権限を有する者でなければな

らない。 

３ 条例第 12条の規定による廃棄物管理責任者の届出は，廃棄物管理責任者選任（変更）届（様式第５号の３）によ

り，選任後速やかに行わなければならない。 

（規則で定める粗大ごみの数量等および手数料の額） 

第６条 条例第 18条第１号の規則で定める数量は，６個とする。 

２ 条例第 18条第２号の規則で定める大きさは，一の粗大ごみについて，各辺の長さが，それぞれ 30センチメート

ルとする。ただし，縦 80センチメートル以下，横 65センチメートル以下の袋に封入したものおよび長さが 100セ

ンチメートル以内の棒状のもので日常生活に必要な物品として市長が指定する種類のものを除く。 

３ 条例第 18条第２号の規則で定める額は，粗大ごみの種類ごとに別表に定めるとおりとする。 

（廃棄物処理手数料の徴収） 

第７条 廃棄物処理手数料の徴収は，次の各号に定めるところにより行う。 

(１) 第２条第１項第１号の規定による申込書を提出した者に係るし尿処理手数料は，４ヵ月分を一度に徴収するも

のとし，その納期限は，次のとおりとする。ただし，納期限が日曜日，土曜日または国民の祝日に関する法律（昭

和 23年法律第 178号）に規定する休日に当たるときは，これらの日の翌日を納期限とする。 

人数割制 

第１期（４月分，５月分，６月分，７月分） ７月 31日 

第２期（８月分，９月分，10月分，11月分） 11月 30日 

第３期（12月分，１月分，２月分，３月分） ３月 31日 

従量制 

第１期（３月分，４月分，５月分，６月分） ７月 31日 

第２期（７月分，８月分，９月分，10月分） 11月 30日 

第３期（11月分，12月分，１月分，２月分） ３月 31日 

(２) 第２条第１項第２号から第５号までの規定による申込書を提出した者に係るごみ処理手数料，死獣処理手数料

およびし尿処理手数料は，その都度徴収するものとする。 

２ 廃棄物処理手数料の徴収は納入通知書により行う。ただし，集金によることを妨げない。 

（納入通知書等） 

第８条 前条の規定により廃棄物処理手数料を徴収しようとする場合は，次の各号の区分に従い，当該各号に掲げ

る様式による納入通知書または領収書を発行する。 

(１) し尿処理手数料の納入通知書による場合 し尿処理手数料納入通知書兼領収証書（様式第６号または様式第

７号） 

(２) 前条第１項第２号の規定により徴収するごみ処理手数料および死獣処理手数料の集金による場合 臨時ごみ，

粗大ごみ，死獣処理手数料領収書（様式第８号） 

（廃棄物処理手数料の減免） 
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第９条 廃棄物処理手数料の減免を受けようとする者は，廃棄物処理手数料減額（免除）の申請書（様式第９号）を市

長に提出しなければならない。 

２ 市長は，減免を許可したときは，廃棄物処理手数料減額（免除）通知書（様式第 10号）を前項の者に交付する。 

（廃棄物処理業等の許可申請） 

第10条 廃棄物処理業の許可を受けようとする者は，廃棄物処理業許可申請書（様式第11号）に次の各号に掲げ

る書類を添えて市長に申請しなければならない。 

(１) 法人にあつては会社定款の写および登記事項証明書 

(２) 廃棄物の貯留槽，埋立場，焼却場，積換場および車庫の所在地ならびにそれぞれの構造仕様書および付近の

見取図 

(３) 廃棄物処理業許可・変更許可申請調書（様式第 12号） 

(４) 作業計画書 

(５) 前各号に掲げる書類のほか，市長が必要と認める書類 

２ 浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は，浄化槽清掃業許可申請書（様式第 13号）に次の各号に掲げる書類

を添えて市長に申請しなければならない。 

(１) 法人にあつては会社定款の写および登記事項証明書 

(２) 環境大臣の認定する講習会の課程を終了したことを証する書類の写 

(３) 汚泥の貯留槽，処理場，車庫等の所在地ならびにそれぞれの構造仕様書および付近の見取図 

(４) 浄化槽清掃業許可申請調書（様式第 14号） 

(５) 作業計画書 

(６) 前各号に掲げる書類のほか，市長が必要と認める書類 

３ 第１項および前項の申請書の記載事項に変更があつたときは，直ちにその事項について理由を付して市長に届

け出るとともに，市長の承認を得なければならない。 

（廃棄物処理業の変更許可申請） 

第 11条 廃棄物処理業の許可を受けた者が事業範囲の変更許可を受けようとするときは，廃棄物処理業事業範囲

変更許可申請書（様式第 15号）に，前条第１項第１号から第５号までに掲げる書類を添えて市長に申請しなけれ

ばならない。 

（許可証の交付等） 

第 12条 市長は，廃棄物処理業もしくは浄化槽清掃業の許可または廃棄物処理業の事業範囲の変更許可をしたと

きは，当該許可に係る申請をした者に許可証（様式第 16号）を交付する。 

２ 前項の許可証の交付を受けた者が，許可証を亡失またはき損したときは，許可証再交付申請書（様式第 17号）

を市長に提出するとともに，き損の場合については，当該許可証を添えて許可証の再交付を受けなければならな

い。 

（業務の開始届） 
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第 13条 廃棄物処理業の許可を受けた者もしくは廃棄物処理業の事業範囲の変更許可を受けた者（以下「廃棄物

処理業者」という。）または浄化槽清掃業の許可を受けた者（以下「浄化槽清掃業者」という。）が，当該業務を開始

しようとするときは，廃棄物処理業務，浄化槽清掃業務開始届（様式第 18号）を市長に提出しなければならない。 

２ 廃棄物処理業者または浄化槽清掃業者が，速やかに業務を開始できないときは，理由を付してその旨を市長に

届け出るように努めなければならない。 

（休業および廃業届） 

第 14条 廃棄物処理業者または浄化槽清掃業者が，休業または廃業しようとするときは，その１月前までに廃棄物

処理業，浄化槽清掃業廃（休）業届（様式第 19号）に許可証を添えて，市長に届け出なければならない。 

（許可証の返還） 

第 15条 廃棄物処理業者または浄化槽清掃業者で第１号から第３号までの規定に該当するにいたつたものは，そ

の日から７日以内に，第４号に該当するにいたつたものまたはその相続人もしくは清算人は，直ちにそれぞれその

旨を市長に届け出るとともに当該許可証を返還しなければならない。 

(１) 廃棄物処理業許可証の有効期間が満了したとき。 

(２) 営業の許可を取り消されたとき。 

(３) 業務の停止を命じられたとき。 

(４) 廃業，休業または死亡したとき。 

（報告の徴収） 

第 16条 条例第 25条の規定による報告は，廃棄物処理業務実績報告書（様式第 20号）または浄化槽清掃業務

実績報告書（様式第 21号）によつて，速やかに行わなければならない。 

（細則） 

第 17条 この規則に定めるもののほか，廃棄物の処理および清掃に関し必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

１ この規則は，昭和 47年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に改正前の伊丹市清掃条例施行規則により行なつた汚物処理申込み手続は，第２条の

規定により行なつたものとみなす。 

付 則（昭和 48年３月９日規則第 13号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（昭和 51年３月 29日規則第 14号） 

１ この規則は，昭和 51年４月１日から施行する。 

２ この規則の施行の日前に，この規則による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の

規定により徴収し，または徴収すべきであつた手数料については，なお従前の例による。 

付 則（昭和 52年２月 28日規則第５号） 

１ この規則は，昭和 52年４月１日から施行する。ただし，昭和 51年度第３期分のし尿処理手数料従量制料金につ

いては，12月分，１月分，２月分を徴収するものとし，昭和 52年３月分は昭和 52年度第１期分に繰入れる。 
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２ この規則の施行の日前に，この規則による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の

規定により徴収し，または徴収すべきであつた手数料については，なお従前の例による。 

付 則（昭和 53年４月１日規則第 28号） 

この規則は，昭和 53年４月１日から施行する。 

付 則（昭和 61年３月 29日規則第 12号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則様式第 11号および様式第 11

号の２の規定による用紙は，昭和 61年３月 31日までの間，なお使用することができる。 

付 則（平成４年 10月 31日規則第 43号） 

この規則は，平成４年 11月１日から施行する。 

付 則（平成６年３月 29日規則第 10号） 

（施行期日） 

１ この規則は，平成６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正前の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則の規定により徴収し，又は徴収

すべきであった手数料については，なお従前の例による。 

付 則（平成 12年３月 27日規則第 10号） 

この規則は，平成 12年４月１日から施行する。 

付 則（平成 12年 12月 22日規則第 77号） 

この規則は，平成 13年１月６日から施行する。 

付 則（平成 15年 10月１日規則第 37号） 

（施行期日） 

１ この規則は，公布の日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則の施行の日前に，改正前の規則第８条の規定により交付されている許可証については，改正後の規則

第８条に規定する許可証とみなす。 

付 則（平成 17年３月 25日規則第 13号） 

この規則は，公布の日から施行する。 

付 則（平成 19年３月 29日規則第 24号） 

この規則は，平成 19年４月１日から施行する。 

付 則（平成 21年３月 31日規則第 16号） 

（施行期日） 
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１ この規則は，平成 21年６月１日から施行する。ただし，様式第８号の改正規定は，平成 21年４月１日から施行す

る。 

（経過措置） 

２ 平成 21年度におけるこの規則による改正後の伊丹市廃棄物の処理および清掃に関する条例施行規則第４条第

１項の規定による廃棄物減量計画の提出は，同項の規定にかかわらず，平成 21年６月１日から平成 22年３月

31日までの分について，平成 21年６月 30日までに行うものとする。 

付 則（平成 24年３月 30日規則第 21号） 

この規則は，平成 24年４月１日から施行する。 

付 則（平成 27年 12月 24日規則第 64号） 

この規則は，平成28年４月１日から施行する。ただし，第12条第１項の改正規定及び様式第13号の改正規

定は，公布の日から施行する。 
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３．伊丹市行政手続条例（第３章抜粋） 

平成８年９月 30日条例第 15号 

伊丹市行政手続条例 

第３章 不利益処分 

第１節 通則 

（処分の基準） 

第 12条 行政庁は，不利益処分をするかどうか又はどのような不利益処分とするかについてその条例等の定めに従

って判断するために必要とされる基準（次項において「処分基準」という。）を定め，かつ，これを公にしておくよう努

めなければならない。 

２ 行政庁は，処分基準を定めるに当たっては，当該不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなけ

ればならない。 

（不利益処分をしようとする場合の手続） 

第 13 条 行政庁は，不利益処分をしようとする場合には，次の各号の区分に従い，この章の定めるところにより，当

該不利益処分の名あて人となるべき者について，当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければなら

ない。 

(１) 次のいずれかに該当するとき 聴聞 

ア 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 

イ アに規定するもののほか，名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 

ウ ア及びイに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 

(２) 前号アからウまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 

２ 次の各号のいずれかに該当するときは，前項の規定は，適用しない。 

(１) 公益上，緊急に不利益処分をする必要があるため，前項に規定する意見陳述のための手続を執ることができな

いとき。 

(２) 条例等において必要とされる資格がなかったこと又は失われるに至ったことが判明した場合に必ずすることとさ

れている不利益処分であって，その資格の不存在又は喪失の事実が裁判所の判決書又は決定書，一定の職に

就いたことを証する当該任命権者の書類その他の客観的な資料により直接証明されたものをしようとするとき。 

(３) 施設若しくは設備の設置，維持若しくは管理又は物の製造，販売その他の取扱いについて遵守すべき事項が条

例等において技術的な基準をもって明確にされている場合において，専ら当該基準が充足されていないことを理

由として当該基準に従うべきことを命ずる不利益処分であってその不充足の事実が計測，実験その他客観的な認

定方法によって確認されたものをしようとするとき。 

(４) 納付すべき金銭の額を確定し，一定の額の金銭の納付を命じ，又は金銭の給付決定の取消しその他の金銭の

給付を制限する不利益処分をしようとするとき。 

(５) 当該不利益処分の性質上，それによって課される義務の内容が著しく軽微なものであるため名あて人となるべき

者の意見をあらかじめ聴くことを要しないものとして規則で定める処分をしようとするとき。 

（不利益処分の理由の提示） 
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第 14 条 行政庁は，不利益処分をする場合には，その名あて人に対し，同時に，当該不利益処分の理由を示さなけ

ればならない。ただし，当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は，この限りでない。 

２ 行政庁は，前項ただし書の場合においては，当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において

理由を示すことが困難な事情があるときを除き，処分後相当の期間内に，同項の理由を示さなければならない。 

３ 不利益処分を書面でするときは，前２項の理由は，書面により示さなければならない。 

第２節 聴聞 

（聴聞の通知の方式） 

第 15 条 行政庁は，聴聞を行うに当たっては，聴聞を行うべき期日までに相当な期間をおいて，不利益処分の名あ

て人となるべき者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項 

(２) 不利益処分の原因となる事実 

(３) 聴聞の期日及び場所 

(４) 聴聞に関する事務を所掌する組織の名称及び所在地 

２ 前項の書面においては，次に掲げる事項を教示しなければならない。 

(１) 聴聞の期日に出頭して意見を述べ，及び証拠書類又は証拠物（以下「証拠書類等」という。）を提出し，又は聴聞

の期日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出することができること。 

(２) 聴聞が終結する時までの間，当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を求めることができること。 

３ 行政庁は，不利益処分の名あて人となるべき者の所在が判明しない場合においては，第１項の規定による通知を，

その者の氏名，同項第３号及び第４号に掲げる事項並びに当該行政庁が同項各号に掲げる事項を記載した書面

をいつでもその者に交付する旨を当該行政庁の事務所の掲示場に掲示することによって行うことができる。この場

合においては，掲示を始めた日から２週間を経過したときに，当該通知がその者に到達したものとみなす。 

（代理人） 

第 16 条 前条第１項の通知を受けた者（同条第３項後段の規定により当該通知が到達したものとみなされる者を含

む。以下「当事者」という。）は，代理人を選任することができる。 

２ 代理人は，各自，当事者のために，聴聞に関する一切の行為をすることができる。 

３ 代理人の資格は，書面で証明しなければならない。 

４ 代理人がその資格を失ったときは，当該代理人を選任した当事者は，書面でその旨を行政庁に届け出なければ

ならない。 

（参加人） 

第 17 条 第 19 条の規定により聴聞を主宰する者（以下「主宰者」という。）は，必要があると認めるときは，当事者以

外の者であって当該不利益処分の根拠となる条例等に照らし当該不利益処分につき利害関係を有するものと認

められる者（同条第２項第６号において「関係人」という。）に対し，当該聴聞に関する手続に参加することを求め，

又は当該聴聞に関する手続に参加することを許可することができる。 

２ 前項の規定により当該聴聞に関する手続に参加する者（以下「参加人」という。）は，代理人を選任することができ

る。 
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３ 前条第２項から第４項までの規定は，前項の代理人について準用する。この場合において，同条第２項及び第４

項中「当事者」とあるのは，「参加人」と読み替えるものとする。 

（文書等の閲覧） 

第 18条 当事者及び当該不利益処分がされた場合に自己の利益を害されることとなる参加人（以下この条及び第 24

条第３項において「当事者等」という。）は，聴聞の通知があった時から聴聞が終結する時までの間，行政庁に対し，

当該事案についてした調査の結果に係る調書その他の当該不利益処分の原因となる事実を証する資料の閲覧を

求めることができる。この場合において，行政庁は，第三者の利益を害するおそれがあるときその他正当な理由

があるときでなければ，その閲覧を拒むことができない。 

２ 前項の規定は，当事者等が聴聞の期日における審理の進行に応じて必要となった資料の閲覧を更に求めること

を妨げない。 

３ 行政庁は，前２項の閲覧について日時及び場所を指定することができる。 

（聴聞の主宰） 

第 19条 聴聞は，行政庁が指名する職員その他規則で定める者が主宰する。 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は，聴聞を主宰することができない。 

(１) 当該聴聞の当事者又は参加人 

(２) 前号に規定する者の配偶者，４親等内の親族又は同居の親族 

(３) 第１号に規定する者の代理人又は次条第３項に規定する補佐人 

(４) 前３号に規定する者であったことのある者 

(５) 第１号に規定する者の後見人，後見監督人，保佐人，保佐監督人，補助人又は補助監督人 

(６) 参加人以外の関係人 

（聴聞の期日における審理の方式） 

第 20 条 主宰者は，最初の聴聞の期日の冒頭において，行政庁の職員に，予定される不利益処分の内容及び根拠

となる条例等の条項並びにその原因となる事実を聴聞の期日に出頭した者に対し説明させなければならない。 

２ 当事者又は参加人は，聴聞の期日に出頭して，意見を述べ，及び証拠書類等を提出し，並びに主宰者の許可を

得て行政庁の職員に対し質問を発することができる。 

３ 前項の場合において，当事者又は参加人は，主宰者の許可を得て，補佐人とともに出頭することができる。 

４ 主宰者は，聴聞の期日において必要があると認めるときは，当事者若しくは参加人に対し質問を発し，意見の陳

述若しくは証拠書類等の提出を促し，又は行政庁の職員に対し説明を求めることができる。 

５ 主宰者は，当事者又は参加人の一部が出頭しないときであっても，聴聞の期日における審理を行うことができる。 

６ 聴聞の期日における審理は，行政庁が公開することを相当と認めるときを除き，公開しない。 

（陳述書等の提出） 

第 21 条 当事者又は参加人は，聴聞の期日への出頭に代えて，主宰者に対し，聴聞の期日までに陳述書及び証拠

書類等を提出することができる。 

２ 主宰者は，聴聞の期日に出頭した者に対し，その求めに応じて，前項の陳述書及び証拠書類等を示すことができ

る。 
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（続行期日の指定） 

第 22条 主宰者は，聴聞の期日における審理の結果，なお聴聞を続行する必要があると認めるときは，さらに新たな

期日を定めることができる。 

２ 前項の場合においては，当事者及び参加人に対し，あらかじめ，次回の聴聞の期日及び場所を書面により通知し

なければならない。ただし，聴聞の期日に出頭した当事者及び参加人に対しては，当該聴聞の期日においてこれ

を告知すれば足りる。 

３ 第 15 条第３項の規定は，前項本文の場合において，当事者又は参加人の所在が判明しないときにおける通知の

方法について準用する。この場合において，同条第３項中「不利益処分の名あて人となるべき者」とあるのは「当

事者又は参加人」と，「掲示を始めた日から２週間を経過したとき」とあるのは「掲示を始めた日から２週間を経過

したとき（同一の当事者又は参加人に対する２回目以降の通知にあっては，掲示を始めた日の翌日）」と読み替え

るものとする。 

（当事者の不出頭等の場合における聴聞の終結） 

第 23条 主宰者は，当事者の全部若しくは一部が正当な理由なく聴聞の期日に出頭せず，かつ，第 21条第１項に規

定する陳述書若しくは証拠書類等を提出しない場合，又は参加人の全部若しくは一部が聴聞の期日に出頭しない

場合には，これらの者に対し改めて意見を述べ，及び証拠書類等を提出する機会を与えることなく，聴聞を終結す

ることができる。 

２ 主宰者は，前項に規定する場合のほか，当事者の全部又は一部が聴聞の期日に出頭せず，かつ，第 21 条第１

項に規定する陳述書又は証拠書類等を提出しない場合において，これらの者の聴聞の期日への出頭が相当期間

引き続き見込めないときは，これらの者に対し，期限を定めて陳述書及び証拠書類等の提出を求め，当該期限が

到来したときに聴聞を終結することとすることができる。 

（聴聞調書及び報告書） 

第 24条 主宰者は，聴聞の審理の経過を記載した調書を作成し，当該調書において，不利益処分の原因となる事実

に対する当事者及び参加人の陳述の要旨を明らかにしておかなければならない。 

２ 前項の調書は，聴聞の期日における審理が行われた場合には各期日ごとに，当該審理が行われなかった場合に

は聴聞の終結後速やかに作成しなければならない。 

３ 主宰者は，聴聞の終結後速やかに，不利益処分の原因となる事実に対する当事者等の主張に理由があるかどう

かについての意見を記載した報告書を作成し，第１項の調書とともに行政庁に提出しなければならない。 

４ 当事者又は参加人は，第１項の調書及び前項の報告書の閲覧を求めることができる。 

（聴聞の再開） 

第 25 条 行政庁は，聴聞の終結後に生じた事情にかんがみ必要があると認めるときは，主宰者に対し，前条第３項

の規定により提出された報告書を返戻して聴聞の再開を命ずることができる。第 22 条第２項本文及び第３項の規

定は，この場合について準用する。 

（聴聞を経てされる不利益処分の決定） 

第 26条 行政庁は，不利益処分の決定をするときは，第 24条第１項の調書の内容及び同条第３項の報告書に記載

された主宰者の意見を十分に参酌してこれをしなければならない。 
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第３節 弁明の機会の付与 

（弁明の機会の付与の方式） 

第 27 条 弁明は，行政庁が口頭ですることを認めたときを除き，弁明を記載した書面（以下「弁明書」という。）を提出

してするものとする。 

２ 弁明をするときは，証拠書類等を提出することができる。 

（弁明の機会の付与の通知の方式） 

第 28 条 行政庁は，弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には，その日時）までに相当な期

間をおいて，不利益処分の名あて人となるべき者に対し，次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。 

(１) 予定される不利益処分の内容及び根拠となる条例等の条項 

(２) 不利益処分の原因となる事実 

(３) 弁明書の提出先及び提出期限（口頭による弁明の機会の付与を行う場合には，その旨並びに出頭すべき日時

及び場所） 

（聴聞に関する手続の準用） 

第 29条 第 15条第３項及び第 16 条の規定は，弁明の機会の付与について準用する。この場合において，第 15条

第３項中「第１項」とあるのは「第28条」と，「同項第３号及び第４号」とあるのは「同条第３号」と，「同項各号」とある

のは「同条各号」と，第 16 条第１項中「前条第１項」とあるのは「第 28 条」と，「同条第３項後段」とあるのは「第 29

条において準用する第 15条第３項後段」と読み替えるものとする。 

 


