
第１章 総則 
（目的） 

第１条 この条例は、和泉市環境基本条例（平成１１年和泉市条例第２３号）の基本理念 
にのっとり、公害の防止その他の生活環境の保全及び創造に関する施策について必要な

事項を定め、これに基づく施策を推進し、もって現在及び将来の市民の安全で健康かつ

快適な生活の確保に資することを目的とする。 
（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
（１）生活環境の保全等 公害を防止する等大気、水、土壌等を良好な状態に保持するこ

とにより人の健康の保護及び生活環境の保全を図ることをいう。 
（２）公害 事業活動その他の人の活動に伴って生ずる大気の汚染、水質の汚濁（水質以

外の水の状態又は水底の底質が悪化することを含む。）、土壌の汚染、騒音、振動、地

盤の沈下（鉱物の採掘のための土地の掘削によるもの除く。）及び悪臭によって、人の

健康又は生活環境(人の生活に密接な関係のある財産並びに人の生活に密接な関係のあ

る動植物及びその生育環境を含む。以下同じ。)に係る被害が生ずることをいう。 
（３）廃棄物 ごみ、粗大ごみ、燃えがら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動

物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの（放射性物質及び

これによって汚染された物を除く。）をいう。 
（４）土砂等 土、砂、石その他これらに類する物をいい、廃棄物を除くものとする。 
（５）埋立て等 埋立て区域外で採取された土砂等を搬入して行う土地の埋立て及び盛土

行為をいう。 
（６）埋立て区域 土砂等による埋立て等に供される土地の範囲をいう。 
（７）埋立て事業区域 埋立て区域と埋立て等に供する施設（進入路、現場事務所、保安

地帯等をいう。）とをあわせた全体の区域をいう。 
（８）排出事業者 残土が発生する工事を施工する者をいう。 
 

第２章 生活環境の保全等に関する施策 
（公害に係る苦情の処理） 

第３条 市長は、公害に関する苦情の処理の体制を整備し、及び大阪府知事その他の行政 
機関と協力して、公害に関する苦情の適切な処理に努めなければならない。 
（協定の締結） 

第４条 市長は、生活環境の保全等のため必要があると認めるときは、工場又は事業場（以 
下「工場等」という。）を設置又は管理する者（以下「工場等の設置者」という。）との 
間に生活環境の保全等に関する協定を締結しなければならない。 

 



（この条例の予想しない環境破壊に対する措置） 
第５条 市長は、この条例の予想しない物質、作業等の原因によって生じた環境破壊が、 
人の健康若しくは生活環境に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれがある場合におい 
て特別の措置を採る必要があると認めるときは、その事態を発生させた者に対しその事 
態を除去するために必要な措置を採るべきことを勧告することができる。 

 
第３章 公害の防止 

    第１節 工場等における規制 
（規制基準の遵守） 

第６条 工場等の設置者は、当該工場等から公害の原因となる物質等（関係法令で定める 
事業活動その他の活動を行う者が遵守すべき騒音、振動及び悪臭の発生に係る許容限度 
を超える公害の原因となる物質等をいう。）を発生、排出又は飛散させてはならない。 
（事前協議） 

第７条 工場等の設置者は、関係法令に定められた特定施設、ばい煙発生施設、粉じん発 
生施設、井戸、届出施設、揚水施設（以下「特定施設等」という。）を設置し、又は変更

するための許可申請又は届出の手続きを行おうとする場合は、あらかじめ市長に協議し

なければならない。 
２ 工場等の設置者は、特定施設等以外の施設等であって規則で定めるものを設置し、又 
は変更しようとする場合は、あらかじめ市長に協議しなければならない。 

３ 市長は、前２項の協議において、特に必要があると認めるときは、工場等の設置者に 
対し公開による説明会の開催を求めることができる。 

４ 工場等の設置者は、第 1項及び第２項において成立した協議事項を遵守しなければな 
らない。 

 （違反時の設置） 
第８条 市長は、前条第４項の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して 
 直ちに協議事項を遵守すべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。 
    第２節 建設工事等における規制 
（建設工事業者の義務） 

第９条 建設工事等を行おうとする者は、生活環境の保全等に支障が生じないよう適切な 
措置を採らなければならない。 
（違反時の措置） 

第１０条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して直ち 
にその事態を除去するために必要な措置を採るべきことを指導し、勧告し、又は命ずる 
ことができる。 

 
 



    第３節 静穏の保持 
（静穏の保持義務） 

第１１条 何人も、付近の静穏を害する騒音等を発生させないよう努めなければならない。 
２ 音響機器等を使用し営業する者は、午後１１時から翌日の午前６時までの間において 
は、当該営業場における音響機器音、人声等による騒音を屋外において又は屋内から屋 
外へ発生させることにより付近の静穏を害してはならない。 
（違反時の措置） 

第１２条 市長は、前条第２項の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対し 
て行為の停止その他必要な措置を採るべきことを指導し、勧告し、又は命ずることがで 
きる。 

    第４節 水環境の保全 
（生活排水対策の徹底） 

第１３条 何人も、河川等の水質の保全に努めるとともに、生活排水による水質への影響 
を軽減するため、積極的に生活排水対策の実践に努めるものとする。 
（浄化槽の管理） 

第１４条 浄化槽の所有者は、常に適正な管理を行い、河川等を汚濁しないよう努めなけ 
ればならない。 

２ 市長は、前項の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して施設の改善 
 その他必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。 
    第５節 大気環境の保全 
（屋外燃焼行為の禁止） 

第１５条 何人も、廃油、廃液、ゴム、いおう、合成樹脂、皮革、ピッチその他規則で定 
める物質を屋外において燃焼させてはならない。ただし、焼却施設（廃棄物の処理及び 
清掃に関する法律施行規則（昭和４６年厚生省令第３５号）第４条第１項第７号に規定 
する焼却施設をいう。）の使用その他大気の汚染又は悪臭の発生を最小限にする方法によ 
り燃焼させる場合は、この限りでない。 
（違反時の措置） 

第１６条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して行為 
の停止その他必要な措置を採るべきことを指導し、勧告し、又は命ずることができる。 

第４章 生活環境の保全 
第１節 自動車の使用者の義務 

（放置及び違法駐車の防止等） 
第１７条 市長は、道路（道路法（昭和２７年法律第１８０号）第２条第１項に規定する 
道路をいう。以下に同じ。）への自動車（道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２

条第１項第９号に規定する自動車をいう。以下同じ。）の放置及び違法な駐車の防止に関

し、市民意識の啓発その他の必要な施策の策定及び実施に努めるとともに、道路に自動



車を放置し、又は違法な駐車をした者に対して自ら除去し、又は移動すべき旨を指導し、

又は勧告することができる。 
（違法駐車防止重点地域の指定等） 

第１８条 市長は、自動車の違法な駐車が著しく多いため市民の日常生活及び一般交通に

支障が生じていると認める場合には、当該地域を違法駐車防止重点地域として指定す

ることができる。 
２ 市長は、違法駐車防止重点地域の指定を行おうとするときは、当該地域の住民の意見

を聴くとともに関係機関と協議するものとし、指定を行ったときは、その旨を告示し

なければならない。 
３ 前項の規定は、違法駐車防止重点地域の区域変更及び指定解除について準用する。 

第２節 土砂等の処理 
（許可） 

第１９条 土地の埋立て等を行おうとする者は、埋立て事業区域ごとに、市長の許可を受 
けなければならない。ただし、次に掲げる土地の埋立て等については、この限りでない。 

（１）埋立て区域の計画面積が５００平方メートル未満である埋立て等であって、かつ、

埋立て区域における埋立て等を行う前の地盤面の最も低い地点と埋立て等によって生

じた地盤面の最も高い地点との垂直距離が１メートル未満のもの 
（２）国、地方公共団体その他規則で定める公共団体が行う土地の埋立て等で、あらかじ

め市長に届け出たもの 
（３）法令等の規定による許可その他これに相当する手続きを経て行う行為のうち規則に

定めるもので、あらかじめ市長に届け出た土地の埋立て等 
（４）土地の造成その他これに類する行為を行う土地の区域内において行う土地の埋立て

等であって、当該区域内において発生した土砂等のみを用いて行われるもの 
（５）前各号に掲げるもののほか、規則で定める土地の埋立て等 

（許可の申請） 
第２０条 前条の許可を受けようとする者は、規則で定める書類及び図面を市長に提出し 

なければならない。 
２ 前条の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、当該申請に係る埋立

て事業区域内の土地の所有者(以下｢土地所有者｣という。)に対し、事業の内容を説明し、

当該埋立て等の同意を文書により得なければならない。 
（許可の基準） 

第２１条 市長は、第１９条の許可の申請が、次に掲げる事項に適合していると認めると

きでなければ同条の許可をしてはならない。 
（１）埋立て事業区域及びその周辺における道路、河川、水路その他の公共施設の維持管

理上支障がないこと。 
（２）埋立て等の施工に関する計画が規則で定める構造上の基準に適合していること。 



（３）埋立て事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画が埋立

て事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関す

る基準として規則で定める基準に適合していること。 
（４）前条第２項の同意を得ていること。 
（５）申請者が次のアからエまでのいずれにも該当しないこと。 
  ア 第３２条又は第３３条の規定により命令を受け、必要な措置を完了していない者 
  イ 第３１条第１項又は第２項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から

３年を経過しない者 
  ウ 第３１条第４項の規定により埋立て等の停止を命じられ、その停止期間が経過し

ない者 
  エ 埋立て等の施工に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足

りる相当の理由がある者 
（６）当該申請に係る埋立て等の期間が３年以内の期間であること。 
 （変更の許可等） 
第２２条 第１９条の許可を受けた者は、許可に係る事項を変更して埋立て等を行おうと 
するときは、市長の許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更を 
しようとするときはこの限りでない。 

２ 前項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に規則で定める

図書を添えて市長に提出しなければならない。 
（１）氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 
（２）変更の内容及びその理由 
（３）前２号に掲げるもののほか、規則で定める事項 
３ 第１９条の許可を受けた者は、第１項ただし書に規定する軽微な変更があったときは、

その旨を市長に届け出なければならない。 
４ 前条の規定は、第１項の許可について準用する。この場合において、前条第６号中「３

年」とあるのは、「１年」とする。 
 （許可の条件） 
第２３条 市長は、第１９条及び前条の許可について、環境保全及び災害防止上必要な条

件を付することができる。 
 （埋立て行為者の責務） 
第２４条 埋立て行為者は、埋立て等によって土壌の汚染及び災害が発生することのない

よう努めなければならない。 
２ 埋立て行為者は、埋立て等に係る苦情及び紛争が生じた場合は、責任を持ってその解

決に当たらなければならない。 
 （土地所有者の責務） 
第２５条 土地所有者は、埋立て等を行う者に対して土地を提供しようとするときは、当



該埋立て等による土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認し、これらの

おそれのある埋立て行為者に対して当該土地を提供することのないよう努めなければな

らない。 
 （排出事業者の責務） 
第２６条 排出事業者は、安全基準に適合しない土砂等を埋立て等の用に供してはならな

い。 
（関係者への事前説明） 

第２７条 第１９条の許可を受けようとする者は、当該埋立て区域の周辺関係者に対して、

当該埋立て等に係る工事の概要を事前に説明し、協議を行い、その結果を市長に報告し

なければならない。 
（標識の掲示） 

第２８条 第１９条の許可を受けた者は、当該埋立て事業区域内の公衆の見やすい場所に、

当該許可に係る埋立て等の工事を行っている間、氏名又は名称その他規則で定める事項

を記載した標識を掲示しなければならない。 
２ 前項の標識を掲示した者は、当該標識に記載した事項に変更が生じた場合には、遅滞

なく、記載した事項を書き換えなければならない。 
３ 第１項の標識を掲示した者は、第３０条第１項の規定により許可を取り消され、又は

当該埋立て等に係る工事を完了し、若しくは廃止したときは、速やかに標識を撤去しな

ければならない。 
（埋立て等の廃止等） 

第２９条 埋立て行為者は、当該許可に係る埋立て等を廃止し、又は中止しようとすると

きは、当該埋立て等の廃止又は中止後の当該埋立て等による土壌の汚染及び当該埋立て

等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な

措置を講じなければならない。 
２ 埋立て行為者は、当該埋立て等を廃止し、又は中止したときは、速やかに市長に届け

出なければならない。 
３ 前項の規定による廃止の届出があったときは、第１９条及び第２２条第１項の許可は、

その効力を失う。 
（埋立て等の完了） 

第３０条 埋立て行為者は、当該許可に係る埋立て等を完了したときは、当該埋立て等完

了後の当該埋立て等による土壌の汚染及び当該埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛

散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。 
２ 埋立て行為者は、当該埋立て等を完了したときは、速やかに市長に届け出なければな

らない。 
（許可の取消し等） 

第３１条 市長は、第１９条の許可を受けた者が次のいずれかに該当するときは、同条の



許可を取り消すことができる。 
（１）偽りその他不正な手段により第１９条又は第２２条第１項の許可を受けたとき。 
（２）第１９条の許可を受けた日から起算して３年を経過する日までに当該埋立て等に係

る工事に着手していないとき。 
（３）第１９条の許可を受け、埋立て等に係る工事に着手した日後１年以上引き続き当該

埋立て等を行っていないとき。 
（４）第２３条の条件に違反したとき。 
（５）第２２条第１項の規定に違反して、許可に係る事項を変更したとき。 
２ 市長は、第２２条第１項の許可を受けた者が、当該許可を受けた日から起算して１年

を経過する日までに当該許可に係る変更後の工事に着手せず、又は当該許可に係る変更

後の工事に着手した日後１年以上引き続き当該工事を中断しているときは、同項の許可

を取り消すことができる。 
３ 市長は、前２項の規定により許可を取り消した場合において、当該取消しに係る埋立

て等について、土砂等の崩落、飛散又は流出その他の災害の発生の防止のための措置を

講じる必要があると認めるときは、当該取消しを受けた者に対し、土砂等の撤去その他

必要な措置を講じるよう命ずることができる。 
４ 市長は、第１９条の規定に違反して埋立て等を行った者に対し、６月以内の期間を定

めて埋立て等の停止を命ずることができる。 
（措置命令等） 

第３２条 市長は、安全基準に適合しない土砂等が使用されていることを確認したときは、

埋立て等を行った者（当該埋立て等を行った者に対し、当該違反行為をすることを要求

し、依頼し、若しくは唆し、又は当該違反行為をすることを助けた者があるときは、そ

の者を含む。）に対し、当該埋立て等を停止し、又は当該埋立て等に使用された土砂等の

撤去及び当該土砂等の搬入による土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきこ

とを命ずることができる。 
２ 市長は、埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止

するため必要があると認めるときは、当該埋立て等を行う第１９条又は第２２条第１項

の許可を受けた者に対し、当該埋立て等を停止し、又は当該埋立て等に使用された土砂

等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をとるべき

ことを命ずることができる。 
３ 市長は、第１９条又は第２２条第１項の規定に違反して埋立て等を行った者（当該埋

立て等を行った者に対し、当該違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、

又は当該違反行為をすることを助けた者があるときは、その者を含む。）に対し、当該埋

立て等に使用された土砂等の全部若しくは一部を撤去し、又は当該埋立て等に使用され

た土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害の発生を防止するために必要な措置をと

るべきことを命ずることができる。 



（廃止、完了に伴う義務違反に対する措置命令） 
第３３条 市長は、第２９条第１項及び第３０条第１項の規定に違反した者に対し、その

埋立て等を停止し、又は埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散若しくは流出による

災害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
２ 市長は、第２９条第１項及び第３０条第１項の規定に違反した者が行った埋立て等に

対し、土壌が汚染され、又は汚染のおそれがあると認めるときは、その埋立て等を停止

し、土壌の汚染を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 
（埋立て等に係る土地所有者の義務） 

第３４条 土地所有者は、第２０条第２項の同意をしようとするときは、当該埋立て等に

係る市長への申請内容を確認しなければならない。 
２ 第２０条第２項の同意をした土地所有者は、当該埋立て等についてその状況を把握し

なければならない。 
３ 第２０条第２項の同意をした土地所有者は、当該埋立て等により土壌の汚染若しくは

土砂等の崩落、飛散若しくは流出による災害が発生し、又はこれらのおそれがあること

を知ったときは、直ちに当該埋立て等を行う者に対し当該埋立て等の中止を求め、又は

原状回復その他の必要な措置を講ずるとともに、その旨を関係機関に通報しなければな

らない。 
（土地所有者等に対する勧告） 

第３５条 市長は、埋立て等に使用された土砂等の崩落、飛散又は流出による災害により、

人の生命、身体又は財産を著しく害する事態が生じるおそれがあると認めるときは、土

地所有者に対し、土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要

な措置をとるべきことを勧告することができる。 
（地質検査等の報告） 

第３６条 第１９条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより定期的に、当該許可

に係る埋立て区域の土壌についての地質検査及び当該埋立て事業区域外への排水につい

ての水質検査を行い、その結果を市長に報告しなければならない。 
（地位の承継） 

第３７条 第１９条の許可を受けた者について、相続又は合併があったときは、相続人又

は合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人は、当該許可を受けた者の地位

を承継する。 
２ 前項の規定により地位を承継した者は、規則で定めるところにより遅滞なくその事実

を証する書面を添えて、その旨を市長に届け出るとともに、埋立て行為に同意をした土

地所有者等に通知しなければならない。 
（関係書類の閲覧） 

第３８条 第１９条の許可を受けた者は、規則で定めるところにより、当該許可に係る申

請書類の一式を事務所に備え置き、当該埋立て等に関し生活環境の保全又は災害の防止



上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。 
第３節 家畜の管理 

（家畜の管理義務） 
第３９条 家畜の飼養者は、家畜の種類、頭数等に応じた飼養施設を設け、悪臭の発生防 
止、病害虫の予防等に努めるとともに、ふん尿については飼養者の責任において適切に 
処理しなければならない。 

２ 家畜の飼養者は、当該家畜が不要となったとき又は死亡したときは、飼養者の責任に

おいて適切に処理しなければならない。 
（違反時の措置） 

第４０条 市長は､前条の規定に違反することにより周辺の生活環境が損なわれていると

認めるときは、当該違反者に対して飼養方法の改善その他必要な措置を採るべきことを

指導し、又は勧告することができる。 
第４節 愛玩動物の管理 

（愛玩動物の管理義務） 
第４１条 愛玩動物の飼育者は、その動物の性質及び形状に応じた飼育施設を設け、人に

危害を加えることのないよう適性な管理をするとともに、悪臭の発生防止、病害虫の予

防等に努め、ふん尿については飼育者の責任において適切に処理しなければならない。 
２ 愛玩動物の飼育者は、当該愛玩動物が不要となったとき又は死亡したときは、飼育者

の責任において適切に処理しなければならない。 
（違反時の措置） 

第４２条 市長は、前条の規定に違反することにより周辺の生活環境が損なわれていると

認めるときは、当該違反者に対して飼育方法の改善その他必要な措置を採るべきことを

指導し、又は勧告することができる。 
第５節 住環境への配慮 

（宅地開発における配慮） 
第４３条 宅地開発（和泉市宅地開発地域の良好な居住環境の確保に関する条例（平成９

年和泉市条例第８号）第２条第１号に規定する宅地開発をいう。）を行おうとする者は、

将来入居者から生活環境についての苦情が生じないよう配慮しなければならない。 
第６節 電波障害の防止等 

（放送電波の受信等） 
第４４条 建築主又は建築会社（以下「建築主等」という。）は、建築物を建設し、又は改

築する場合においては、正常な放送電波の受信できるよう必要な措置を採るとともに、

建築物により近隣住民の放送電波の受信に障害が生ずると予想されるときは、あらかじ

め関係住民等と協議し、正常な放送電波を受信できるよう必要な措置を採らなければな

らない。 
 



（違反時の措置） 
第４５条 市長は、前条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して正常

な放送電波の受信について必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することがで

きる。 
第７節 空き地の管理 

（空き地の管理義務） 
第４６条 空き地の所有者、占有者又は管理者（以下「空き地管理者」という。）は、空き

地が雑草、廃棄物等（以下「雑草等」という。）の繁茂及び放置により不良状態とならな

いよう適正に管理し、常に良好な環境の保全に努めなければならない。 
（違反時の措置） 

第４７条 市長は、前条の規定に違反して周辺の生活環境を著しく害していると認める場

合は、当該違反者に対して雑草等の除去その他不良状態の改善について必要な措置を採

るべきことを期限を定めて指導し、又は勧告することができる。 
第８節 ため池等の危険防止 

（災害等の防止） 
第４８条 ため池、野井戸及び野つぼ（以下「ため池等」という。）の所有者、占有者又は

管理者（以下「ため池等管理者」という。）は、災害の未然防止とともに事故防止に努め

なければならない。 
（保護者の義務） 

第４９条 幼児、児童及び生徒（以下「幼児等」という。）の保護者は、幼児等がため池等

に近づかないよう注意し、不慮の事故防止に努めなければならない。 
（違反時の措置） 

第５０条 市長は、第４８条の規定に違反していると認めるときは、当該違反者に対して

必要な措置を採るべきことを指導し、又は勧告することができる。 
 

第５章 緑化の推進 
（公共の場所の緑化） 

第５１条 市長及び公共の場所の管理者は、その管理する場所における緑化計画を定め、

樹木等の植栽に努めなければならない。 
（緑化の啓発） 

第５２条 市長は、市民の緑化に関する意識の高揚に努めなければならない。 
２ 市民は、その所有し、占有し、又は管理する敷地に樹木等を植栽し、積極的に緑豊か

な環境を育成するような努めなければならない。 
（山林等の緑化推進） 

第５３条 山林等の所有者、占有者又は管理者は、立木を伐採したとき又は立木が枯死し

たときは、その跡地が荒廃しないよう緑化の推進に努めなければならない。 



第６章 補則 
（立入調査） 

第５４条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、当該職員に調査のため現場に

立ち入らせ、関係者に対し説明若しくは報告を求め、又は必要な指示若しくは指導をさ

せることができる。 
２ 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これ

を関係者に提示しなければならない。 
（公表） 

第５５条 市長は、この条例の規定による命令に従わない場合には、その者の氏名その他

規則で定める事項を公表することができる。 
（委任） 

第５６条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、規則で

定める。 
 

第７章 罰則 
（罰則） 

第５７条 次の各号のいずれかに該当する者は、１年以下の懲役又は１００万円以下の罰

金に処する。  
(１) 第１９条の規定に違反して埋立て等を行い、又は第２２条の規定に違反して許可に係

る事項を変更して許可に係る事項を変更して埋立て等を行った者 
(２) 第３１条第３項若しくは第４項、第３２条第１項から第３項まで又は第３３条第１項

若しくは第２項の規定による命令に違反した者 
第５８条 第２９条第２項､第３０条第２項又は第３７条第２項の規定による届出をせず、

又は虚偽の届出をした者は、３０万円以下の罰金に処する。 
第５９条 第５４条第１項に規定する調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規

定による報告をせず、若しくは虚偽の報告を行った者は、１０万円以下の罰金に処する。 
（両罰規定） 

第６０条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法

人又は人の業務又は財産に関して前３条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、

その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する 
 
 
   附 則 
（施行期日） 

１ この条例は、平成１２年４月１日（以下「施行日」という。）から施行する。 
 （経過措置） 



２ 和泉市生活環境の保全等に関する条例第４章第２節の規定は、施行日以後に申請のあ

った土砂類の処理について適用する。 
３ 施行日前に改正前の和泉市環境保全条例第２８条の規定に基づき届出を行った者は、

施行日から６月間は、第１９条の許可を受けないで第４章第２節に規定する土砂類の処

理を行うことができる。その者が当該期間内に同条の許可を申請をした場合において、

当該申請に対し許可又は不許可の処分があるまでの間も同様とする。 
（和泉市建築協定に関する条例の一部改正） 

４ 和泉市建築協定に関する条例（昭和５９年和泉市条例第１７号）の一部を次のように

改正する。 
  第１条中「和泉市の環境保全条例（昭和５７年和泉市条例第１号）第１条に規定する

良好な環境の保全及び育成に関し」を「和泉市環境基本条例（平成１１年和泉市条例第

２３号）の基本理念にかんがみ」に改める。 
 （和泉市ラブホテル建築規制条例の一部改正） 
５ 和泉市ラブホテル建築規制条例（昭和５７年和泉市条例第２２号）の一部を次のよう

に改正する。 
  第１条中｢和泉市環境保全条例（昭和５７年和泉市条例第１号）｣を｢和泉市環境基本条

例（平成１１年和泉市条例第２３号）｣に改める。 
 
   附 則 平成１９年条例第１７号 
（施行期日） 

１ この条例は、平成１９年１０月１日から施行する。 
 （経過措置） 
２ この条例の施行の際現に改正前の和泉市生活環境の保全等に関する条例（以下「旧条

例」という。）第１９条第１項又は第２項の規定による埋立行為又はその変更の許可を受

けている者については、当該許可の有効期間に限り、改正後の和泉市生活環境の保全等

に関する条例の規定を適用せず、旧条例の規定を適用する。 
３ この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 


