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(目的)
第１条

この条例は、環境の保全及び創出(以下「還境の保全等」という。)について基本

理念を定め、並びに市、市民及び事業者の責務を明らかにするとともに、環境の保全等
に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の市民の健康で文化的
な生活の確保に寄与することを目的とする。
(定義)
第２条

この条例において「環境への負荷」とは、人の活動により環境に加えられる影響

であって、環境の保全等を行う上で支障の原因となるおそれのあるものをいう。
２

この条例において「地球環境の保全」とは、人の活動による地球全体の温暖化又はオ
ゾン層の破壊の進行、海洋の汚染、野生生物の種の減少その他の地球の全体又はその広
範な部分の環境に影響を及ぼす事態に係る環境の保全であって、人類の福祉に貢献する
とともに、市民の健康で文化的な生活の確保に寄与するものをいう。

３

この条例において「公害」とは、環境の保全等を行う上での支障のうち、事業活動そ
の他の人の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染、
騒音、振動、地盤の沈下及び悪臭によって、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。

(基本理念)
第３条

環境の保全等は、環境を健全で恵み豊かなものとして維持することが人間の健康

で文化的な生活に欠くことのできないものであること及び生態系が微妙な均衡を保つこ
とによって成り立っており、人類の存続の基盤である限りある環境が人間の活動による
環境への負荷によって損なわれるおそれが生じてきていることにかんがみ、現在及び将
来の世代の市民が健全で恵み豊かな環境の恵沢を享受するとともに、人類の存続の基盤
である環境が将来にわたって継承されるよう積極的に推進しなければならない。
２

環境の保全等は、すべての事業者及び市民がすべての事業活動及び日常生活を行うに
当たって環境への負荷をできる限り低減する行動を行うことにより、積極的に推進しな
ければならない。

(市の責務)
第４条

市は、環境の保全等を図るため、次に掲げる施策を総合的かつ計画的に推進する

責務を有する。

43

資料１

(１)

山県市環境基本条例

公害及び災害の防止、廃棄物の削減、廃棄物の適正処分及び再利用、省資源、省エ

ネルギー、交通体系の確立、居住環境の整備、秩序ある土地利用、歴史的及び文化的
資産の保存、景観の保全等生活環境に関すること。
(２)

森林の保全及び活用、河川の浄化、緑化の推進、自然景観の形成、自然保護等自然

環境に関すること。
(３)

地域社会の融和、伝統的文化の保存及び創造、健全な青少年の育成等社会環境に関

すること。
(４)

地球温暖化の防止、酸性雨の防止、オゾン層の保護、野生生物の保護管理等地球環

境保全に関すること。
(市民の責務)
第５条

市民は、その日常生活において、環境の保全等に積極的に努めるとともに、環境

への負荷の低減に努めなければならない。
２

前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力す
る責務を有する。

(事業者の責務)
第６条

事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環

境を適正に保全するため、必要な措置を講ずる責務を有する。
２

事業者は、物の製造、加工又は販売その他の事業活動を行うに当たって、その事業活
動に係る製品その他の物が使用され、又は廃棄されることによる環境への負荷の低減に
資するよう努めるとともに、再生資源その他の環境への負荷の少ない原材料等を使用す
るよう努めなければならない。

３

前２項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動に関し、環境の保全等に自ら努
めるとともに、市が実施する環境の保全等に関する施策に協力する責務を有する。

(環境基本計画)
第７条

市長は、環境の保全等に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、環境

基本計画(以下「基本計画」という。)を定めるものとする。
２

市長は、基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ山県市環境審議会設置条例(平成
15 年山県市条例第 101 号)に規定する山県市環境審議会の意見を聴かなければならない。

３

市長は、基本計画を定めたときは、遅滞なくこれを公表しなければならない。

４

前２項の規定は、基本計画の変更についてもこれを準用する。

(環境への配慮)
第８条

市は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たって

は、環境の保全等に配慮しなければならない。
(推進体制)
第９条

市は、環境施策を実効的かつ総合的に推進するため、体制を整備、充実するよう

努めるものとする。
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(環境教育等の推進)
第１０条

市は、市民及び事業者が、環境の保全等についての理解を深めるとともに、こ

れらの者が自ら活動を行う意欲が増進されるようにするため、教育及び学習の推進その
他の必要な措置を講ずるものとする。
(自主的活動の推進)
第１１条

市は、市民、事業者又はこれらの者で構成する団体が行う環境の保全等のため

の自主的活動に対し、支援、助言等を行うことができる。
(環境情報の提供)
第１２条

市は、環境の保全等に関する教育及び学習の振興並びに活動の促進に資するた

め、環境の保全等に関する必要な情報を適切に提供するよう努めるものとする。
(市の指導等)
第１３条

市は、環境の保全等を図るため必要と認めるときは、市民、事業者等に対し、

支援、指導、勧告、助言等を行うことができる。
(国、県、他の市町村、国際機関等との協力)
第１４条 市は、必要があると認められるときは、国、県、他の市町村、国際機関等(以下
「国等」という。)と協力して施策を推進するとともに、国等に対し、必要な措置を講ず
るよう要請するものとする。
(環境影響評価)
第１５条

市は、土地の形状の変更、工作物の新設その他これらに類する事業を行う事業

者が、その事業の実施に当たりあらかじめその事業に係る環境への影響について自ら適
正に調査、予測又は評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全につい
て適正に配慮することを推進するため、必要な措置を講ずるものとする。
(委任)
第１６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。
附

則

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。
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山県市環境保全条例
平成１５年４月１日
条例第１０３号
改正 令和２年３月１９日条例第１５号

目

次
第１章 総則
第１節 通則（第１条・第２条）
第２節 市長の責務（第３条―第５条）
第３節 事業者の責務（第６条―第９条）
第４節 市民等の責務（第１０条―第１２条）
第５節 環境保全監視員（第１３条―第１８条）
第２章 自然環境の保全
第１節 保護動植物及び保護区域の指定（第１９条―第２４条）
第３章 生活環境の保全
第１節 公共の場所の清潔保持等（第２５条―第２９条）
第２節 空き地の適正な管理（第３０条・第３１条）
第３節 公害の防止（第３２条―第４０条）
第４節 地下水の保全（第４１条―第５２条）
第５節 水道水源の保護（第５３条）
第６節 放置車両の措置（第５４条―第６４条）
第７節 自動車等のたい積保管の規制（第６５条―第７９条）
第８節 愛がん動物の管理（第８０条―第８２条）
第４章 雑則（第８３条―第８６条）
附則
第１章 総則
第１節 通則

（目的）
第１条

この条例は、市民の自然を愛する心、祖先から受け継いだ美しい環境を守る心を

育み、豊かな緑と、清らかな水に恵まれた国土を保全し、すべての市民が、健康で文化
的な生活が営めるよう、環境の保全に関する基本的な事項を定めることによって、市長
及び市民並びに事業者の責務を明らかにするとともに、環境保全に関する施策を総合的
かつ計画的に推進し、市民の福祉の向上に寄与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）

良好な環境

市民が、健康で文化的な生活を営むことができる生活環境、自然環
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境及び景観をいう。
（２）

生活環境

人の生活に係る環境をいい、人の生活に密接な関係のある財産並びに

動植物及びその生育環境を含むものをいう。
（３） 自然環境 自然の生態系を構成する土地、大気、水及び動植物をいう。
（４）

事業者

市の区域内で行う事業について、自ら施行する者又は契約により施行を

注文する者及び当該事業について契約により施行を請け負うすべての者をいう。
（５） 市民等 市民、旅行者その他の滞在者をいう。
（６）

公共の場所

道路、公園、広場、河川その他公共の利用に供されている場所をい

う。
（７）

空き缶等

空き缶、空き瓶、プラスチック容器その他の飲食料の空き容器及びた

ばこの吸い殻、チューインガムのかみかす、包装紙、紙くずその他散乱性の高いご
み等に類する物をいう。
（８） 回収容器 空き缶等を回収するための容器をいう。
（９）

空き地

現に居住の用その他特定の目的のために利用されていない土地又は人が

使用していても相当の空間部分を有し、人が使用していない土地と同様の状態にあ
る土地をいう。
（１０）

公害

事業活動その他の活動に伴って生ずる相当範囲にわたる大気の汚染、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、地盤の沈下及び悪臭によって、人の健康又は生活環境に係る
被害が生ずることをいう。
（１１） 地下水 井戸により採取する水をいう。
（１２） 水道水源 市民が生活に必要とし、使用する水道の水源地をいう。
（１３）

自転車

道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第２条第１項第１１号の２

に規定する自転車（機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。
）をいう。
（１４）

自動車

道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５号）第２条第２項に規定す

る自動車（機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。
）をいう。
（１５）

車両

自転車、自動車及び道路運送車両法第２条第３項に規定する原動機付自

転車（機能の一部又は全部を失った状態のものを含む。
）をいう。
（１６）

放置車両

車両で、公共の場所（山県市自転車等駐車場の設置及び管理に関す

る条例（平成１５年山県市条例第１３０号）に規定する山県市自転車等駐車場を
除く。
）に適当な権限なく相当の期間にわたり置かれているものをいう。
（１７） 愛がん動物 犬猫その他ペットとして飼育する動物をいう。
（１８）

飼い主

愛がん動物の所有権を有する者又はそれ以外の者で、これを飼育し、

又は管理するものをいう。
第２節 市長の責務
（市長の基本的責務）
第３条

市長は、市民の健康で快適な生活を確保するため、良好な環境の確保と形成に関
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する基本的な施策を策定し、これを実施しなければならない。
２

市長は、前項の事務を処理するに当たっては、総合的な行政の運営を図らなければな
らない。

（環境施設の整備）
第４条

市長は、良好な環境を確保するため、道路、公園、緑地、下水道その他の環境施

設の整備に努めなければならない。
（市民意識の啓発）
第５条

市長は、環境に関する知識の普及を図り、良好な環境づくりに関する市民の意識

を高めるための措置を講じなければならない。
第３節 事業者の責務
（事業者の基本的責務）
第６条

事業者は、その事業活動によって環境を害しないよう、この条例の定めるところ

により、自らの責任と負担において必要な措置を講じなければならない。
（協力義務）
第７条

事業者は、市長その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協力

しなければならない。
（従業者への指導）
第８条

事業者は、従業者に対し、良好な環境を確保するための法令及び市長その他行政

機関が実施する良好な環境の確保に関する施策について、その指導に努めなければなら
ない。
（苦情又は紛争の解決）
第９条

事業者は、事業活動を行うに当たり、当該事業にかかわる苦情又は紛争が生じた

ときは、自らの責任と負担において、誠意をもって解決に当たらなければならない。
第４節 市民等の責務
（市民等の基本的責務）
第１０条 市民等は、常に良好な環境の確保に努めなければならない。
（土地、建物等の清潔保持）
第１１条

市民等は、その占有し、又は管理する土地、建物及びその周辺を清潔に保ち、

相互に協力して、地域の良好な環境を確保するよう努めなければならない。
２

市内に土地又は建物を所有する者は、地域住民に協力して、良好な環境の確保に努め
なければならない。

（協力義務）
第１２条

市民等は、市長その他行政機関が実施する良好な環境の確保に関する施策に協

力しなければならない。
第５節 環境保全監視員
（設置）
第１３条

市長は、山県市内の環境美化を図り、快適な生活環境を守るため環境保全監視
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員を置くことができる。
２

環境保全監視員の運用等については、規則で定める。

第１４条から第１８条まで

削除

第２章 自然環境の保全
第１節 保護動植物及び保護区域の指定
（保護動植物）
第１９条

市長は、良好な自然環境を確保するため必要があると認めるときは、保護すべ

き動植物（動物の卵及び植物の種子を含む。以下「保護動植物」という。
）及び保護すべ
き区域（以下「保護区域」という。
）の指定をすることができる。
２

市長は、前項に規定する保護動植物及び保護区域を指定しようとするときは、あらか
じめ、山県市環境保全審議会（以下「審議会」という。）の意見を聴かなければならない。

３

市長は、保護区域に指定しようとするときは、あらかじめ、当該土地の所有者又は管
理者の同意を得なければならない。

４

市長は、保護動植物及び保護区域の指定をしたときは、規則で定めるところにより告
示しなければならない。

（標識の設置）
第２０条

市長は、保護動植物及び保護区域を指定したときは、保護区域内にその旨を表

示した標識を設置しなければならない。
２

前項の規定による当該土地の所有者又は管理者は、標識の設置に協力するよう努めな
ければならない。

３

何人も、第１項の規定により設置された標識を汚損し、又は市長の承諾を受けないで
移転し、若しくは除去してはならない。

（指定の解除）
第２１条

市長は、公益上の理由又はその他特別な理由があるときは、あらかじめ審議会

の意見を聴き、保護動植物又は保護区域の指定を解除することができる。
２

市長は、前項の規定による指定の解除をしたときは、第１９条第４項の規定を準用す
る。

（行為の制限）
第２２条

何人も、市長が指定する保護動植物を、捕獲し、殺傷し、採取し、又は損傷し

てはならない。ただし、規則で定めるところにより市長の許可を受けたときは、この限
りでない。
（助成）
第２３条

市長は、保護動植物について、その保護のため必要と認めるときは、保護区域

内の土地の所有者又は管理者に対し、規則で定めるところにより助成することができる。
（損失の補償）
第２４条

市長は、保護動植物又は保護区域の指定により、損失を受けた者に対して、通

常生ずるべき損失を補償する。
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２

前項の補償を受けようとする者は、市長にこれを請求しなければならない。

３

市長は、前項の規定による請求を受けたときは、審議会に諮問し、補償する金額を決
定し、当該請求者にこれを通知しなければならない。
第３章 生活環境の保全
第１節 公共の場所の清潔保持等

（公共の場所の清潔保持）
第２５条 市民等は、公共の場所を汚損してはならない。
２

市民等は、家庭の外で自ら生じさせた空き缶等のごみを持ち帰り、又は回収容器に収
納し、空き缶等の散乱防止に努めなければならない。

（公共の場所の管理者の義務）
第２６条

公共の場所の管理者は、その管理する場所を清潔に保持するため適正な管理を

しなければならない。
（工事施行者の責務）
第２７条 土木工事、建築工事その他の工事を行うものは、その工事の施行に際し、土砂、
廃材、資材又は廃棄物等が公共の場所に飛散し、脱落し、流失し、又はたい積しないよ
うこれらの物を適正に管理しなければならない。
（自動販売機所有者等の責務）
第２８条

自動販売機の所有者又は管理者は、回収容器を自動販売機の周囲に設置しなけ

ればならない。
２

前項の規定により回収容器を設置した者は、当該回収容器を適正に管理し、その周囲
に空き缶等が散乱し公共の場所を汚損することのないよう努めなければならない。

（勧告）
第２９条

市長は、第２７条又は前条第１項の規定に違反して当該公共の場所の環境を害

していると認められる者に対し、当該公共の場所の清掃又は回収容器の設置その他必要
な措置を講ずることを勧告することができる。
第２節 空き地の適正な管理
（空き地管理者等の責務）
第３０条 空き地の所有者又は管理者（以下「管理者等」という。）は、当該空き地に雑草
等が繁茂し、枯れ草が密集し、又は廃棄物が投棄されるなどの管理不良の状態により、
近隣の生活環境を損なうことのないよう適正な管理をしなければならない。
（指導、助言及び勧告）
第３１条

市長は、空き地が管理不良の状態にあるとき、又は管理不良の状態になるおそ

れがあるときは、当該空き地の管理者等に対し、管理不良の状態の解消について必要な
指導又は助言を行うことができる。
２

市長は、空き地が管理不良の状態にあると認めるときは、当該空き地の管理者等に対
し、管理不良の状態の解消について、雑草等の刈り取りその他必要な措置を勧告するこ
とができる。
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第３節 公害の防止
（新設又は増設の協議）
第３２条 工場、事業所（以下「工場等」という。
）を新設し、又は増設しようとする事業
者は、公害の発生防止について、市長とあらかじめ協議しなければならない。
（公害防止協定）
第３３条

事業者は、市長から公害の未然防止に関する協定の締結について申出を受けた

ときは、その申出に応じなければならない。
（公害防止計画の提出）
第３４条

市長は、公害防止のため事業者に対し、規則で定めるところにより、公害防止

に関する計画の提出を求めることができる。
（事故届等）
第３５条

事業者は、事故により工場等から公害を発生させ、人の健康若しくは生活環境

に障害を及ぼし、又は及ぼすおそれがあるときは、直ちに操業を中止し、又は短縮する
など応急の措置を講ずるとともに、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を市長
に届け出なければならない。
（１） 氏名及び住所（法人にあっては名称及び代表者の氏名）
（２） 工場等の名称及び所在地
（３） 事故の発生年月日及び時間
（４） 事故の原因及び内容並びに被害防止の応急措置
（５） その他市長が必要と認める事項
２

前項の規定による届出をした事業者は、速やかに当該事故の再発防止の措置に関する
計画を市長に提出しなければならない。

３

前項の規定により計画を提出した事業者は、その措置を完了した日から３日以内にそ
の旨を市長に届け出なければならない。

４

市長は、前項による届出を受理したときは、速やかにその措置について確認しなけれ
ばならない。

（公害の防止措置）
第３６条

市長は、公害を発生させ、又は発生させるおそれのある事業者に対し、その防

止について必要がある場合には、関係機関の協力を得て適切な措置を講ずることができ
る。
（報告及び調査）
第３７条

市長は、前条に規定する事業者に対し、施設の状況その他必要な事項の報告を

求め、市長及びその所属職員又は市長が選任する専門委員に工場等に立ち入って、施設
等その他の物件を調査させることができる。
（苦情の処理）
第３８条

市長は、公害に関する苦情について、市民の相談に応じ、必要があるときは、

他の関係行政機関と協力して、その適切な処理に努めなければならない。
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（和解のあっせん）
第３９条

市長は、公害に係る紛争が生じ、当事者から要請があった場合は、和解のあっ

せんをすることができる。
２

市長は、前項の規定により紛争の和解のあっせんを行う場合において、当該紛争が重
要であると認めるときは、審議会の意見を聴かなければならない。

（援助）
第４０条

市長は、小規模事業者が行う公害防止のための施設の整備等について、必要な

資金のあっせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第４節 地下水の保全
（地下水の保全）
第４１条

市長及び事業者は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、地下水源の

枯渇、地盤沈下及び地下水の水質汚濁を防ぐなど地下水保全に努めるとともに、地下水
利用の適正化を図り、もって市民の生活用水の供給を確保し、公共の福祉に寄与しなけ
ればならない。
（規制区域）
第４２条 市長は、規則で定める地下水の採取を規制する区域（以下「規制区域」という。
）
を定めることができる。
（採取の許可）
第４３条

規制区域において、井戸のうち規則で定めるものを設置又は変更しようとする

者は、市長の許可を受けなければならない。この場合において、市長は条件を付するこ
とができる。
２

前項の規定にかかわらず、この条例の施行日において、規制区域内に井戸を設置して
いる者は、この限りでない。

（許可の申請）
第４４条

前条第１項の許可を受けようとする者は、あらかじめ規則で定める申請書を市

長に提出しなければならない。
（許可基準）
第４５条

市長は、前条の規定による許可の申請が規則で定める許可基準に適合するとき

は、許可するものとする。
（変更の許可）
第４６条

第４３条第１項の規定による許可を受けた者が、許可事項を変更しようとする

ときは、あらかじめ規則で定めるところにより市長の許可を受けなければならない。
（工事完了・譲渡又は廃止・休止の届出）
第４７条 第４３条第１項及び前条の許可を受けた者は、当該許可を受けた井戸（以下「許
可井戸」という。）の工事が完了したとき、権利を譲渡したとき、又は廃止・休止したと
きは、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。
（許可の取消し及び撤去命令）
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市長は、偽り、その他不正の手段により第４３条第１項及び第４６条の許可を

受けた者に対して、その許可を取り消し、又は許可井戸の撤去を命ずる等必要な措置を
講ずることができる。
（中止命令）
第４９条

市長は、第４３条第１項及び第４６条の規定による許可を受けないで、地下水

採取を行っている事業者に対し、当該地下水採取の中止を命ずることができる。
（報告及び立入調査）
第５０条 市長は、必要な限度において地下水採取を行っている者（以下「地下水採取者」
という。）から報告を求め、又は担当職員を施設に立ち入って調査を行わせることができ
る。
（指導及び勧告）
第５１条

市長は、前条の規定による報告又は調査の結果必要があると認めたときは、地

下水採取者に対し指導及び勧告を行うことができる。
（地下水の有効活用）
第５２条

地下水採取者は、地下水を有効に活用するために地下水の使用を合理化し、再

利用に努めるものとする。
第５節 水道水源の保護
（水道水源の保護）
第５３条

市長は、良好な生活環境を確保するため、水道水源の保護に関して適切な措置

をとらなければならない。
第６節 放置車両の措置
（車両の放置の禁止）
第５４条 何人も、公共の場所に車両を放置してはならない。
（自転車所有者等の責務）
第５５条

自転車の所有者等は、当該自転車に住所及び氏名を明記し、防犯登録を受ける

よう努めなければならない。
（通報及び調査）
第５６条

市長は、放置されている車両を放置車両と認めたときは、速やかに警察署へ通

報するとともに、所有者等を確認するため、警察署の協力を求め調査を行うものとする。
（移動命令）
第５７条

市長は、前条の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等を確認したと

きは、当該所有者に対し、期限を定め、当該公共の場所から当該放置車両を移動するよ
う命ずることができる。
（所有者等不明の場合の移動の告知等）
第５８条

市長は、第５６条の規定による調査の結果、当該放置車両の所有者等が確認で

きないときは、次に掲げる事項を告知する標章を当該放置車両の見やすい箇所に取り付
けるものとする。

53

資料２

山県市環境保全条例

（１） 放置車両を当該公共の場所から移動すべき旨及びその期限
（２） 放置車両を移動しようとするときは、市長に申告すべき旨
（３） 放置車両を移動期限を経過しても移動しないときの措置
２

前項の規定により、放置車両の移動等の告知をされた当該放置車両の所有者等は、移
動する旨市長に申告し、当該標章により告知された移動期限までに、当該公共の場所か
ら放置車両を移動しなければならない。

３

何人も、第１項の規定により放置車両に取り付けられた標章を破損し、又は汚損して
はならず、また、前項の規定により当該放置車両を移動した場合を除き、これを取り除
いてはならない。

（放置車両の移動）
第５９条

市長は、放置車両の所有者等が、第５７条の規定により命令し、又は前条第１

項の規定により告知したにもかかわらず、移動期限を経過したときにおいても当該放置
車両を移動しないときは、あらかじめ保管場所として定めた場所に、当該放置車両を移
動し保管することができる。
（引取命令）
第６０条

市長は、前条の規定により移動した放置車両の所有者等を確認したときは、当

該所有者等に対し、期限を定め当該放置車両を引き取るよう命ずることができる。
（移動等費用の徴収）
第６１条

市長は、当該放置車両の移動及び保管に要した費用（以下「移動等費用」とい

う。）の実費を所有者等から徴収することができる。
（引取りのない放置車両の処分）
第６２条

市長は、第５８条及び第５９条の規定による措置を講じたにもかかわらず、保

管する期間を経過したときにおいても引取りのない放置車両については、処分する旨を
あらかじめ告示し、当該放置車両を処分することができる。
（処分による収入）
第６３条

市長は、前条の規定により放置車両を処分した場合において収入があったとき

は、その代金を移動等の費用に充てることができる。
（放置車両の措置通知）
第６４条

市長は、第５８条により放置車両に標章を取り付けるとき、及び第６２条の規

定により放置車両を処分しようとするときは、規則で定めるところにより、当該公共の
場所の管理者及び所轄の警察署長に対し、事前に通知するものとする。
第７節 自動車等のたい積保管の規制
（自動車等のたい積保管の許可）
第６５条

自動車等を積み重ねて保管（以下「たい積保管」という。）しようとする者は、

あらかじめ、たい積保管場所ごとに市長の許可を受けなければならない。
（許可の申請）
第６６条

前条の規定による許可を受けようとする者は、あらかじめ、次に掲げる事項を
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記載した申請書を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） たい積保管の目的及び事業にあっては、その事業名
（３） たい積保管場所の所在地
（４） たい積保管場所の面積
（５） たい積保管の方法
（６） たい積保管の開始予定期日
（７） その他市長が必要と認める事項
２

前項の申請書には、規則で定める書類を添付しなければならない。

（許可基準）
第６７条

市長は、前条の規定による許可の申請が規則で定める保管基準に適合するとき

は、許可するものとする。
（許可の有効期間）
第６８条

許可の有効期間は、許可の日から起算して３年とする。ただし、再許可を妨げ

ない。
（再許可の手続）
第６９条 前条ただし書の再許可の申請については、規則で定める手続による。
（許可の条件）
第７０条

市長は、第６５条の規定による許可をするに当たっては、災害の防止又は良好

な環境を確保するため必要な限度において条件を付することができる。
（変更の許可）
第７１条

第６５条の規定による許可を受けた者が、第６６条第１項各号に掲げる事項を

変更しようとするときは、あらかじめ、規則で定めるところにより、市長の許可を受け
なければならない。
２

前項の規定による許可は、第６７条及び前条の規定を準用する。

（承継）
第７２条

第６５条の規定による許可を受けた者については、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、その許可によ
る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、その承継があった日から３０日以内に、そ
の旨を市長に届け出なければならない。

（表示板の設置）
第７３条

第６５条の規定による許可を受けた者は、たい積保管場所の見やすい場所に規

則で定める表示板を設置しなければならない。
（改善勧告）
第７４条

市長は、第６５条、第７１条及び第７２条の規定による許可を受けた者が保管

基準に違反しているときは、当該保管基準に適合するよう必要な改善を勧告することが
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できる。
（改善命令）
第７５条

市長は、事業者が前条の規定による勧告に従わないときは、期限を定め必要な

改善を行うことを命ずることができる。
（許可の取消し）
第７６条

市長は、第６７条及び第７２条の許可を受けた者が、偽りその他不正な手段に

より許可を受けたとき、又は前条の規定による命令に違反したときは、その許可を取り消
すことができる。
（中止命令）
第７７条

市長は、第６７条又は第７２条の規定による許可を受けず、たい積保管をして

いる者に対し、当該たい積保管の中止を命ずることができる。
（原状回復命令）
第７８条

市長は、第７６条の規定により許可を取り消したとき、又は前条の規定により

たい積保管の中止を命じたときは、期限を定め原状回復その他必要な措置を命ずること
ができる。
（廃止の届出）
第７９条

第６７条及び第７２条の規定による許可を受けた者が、たい積保管を廃止した

ときは、その廃止の日から１０日以内に、市長に届け出なければならない。
２

市長は、前項に規定する届出があったときは、その事実を確認しなければならない。
第８節 愛がん動物の管理

（愛がん動物の飼育）
第８０条

愛がん動物の飼い主は、その愛がん動物の形態、性状等に応じ、悪臭の発散の

防止、病害虫の発生の予防等、衛生上の適正な管理に努めるとともに、人に危害を加え、
又は人に迷惑を及ぼすことのないよう適正に飼育しなければならない。
（愛がん動物のふん害の防止）
第８１条

飼い主は、愛がん動物を屋外で運動させる場合は、次に掲げる事項を遵守しな

ければならない。
（１） 愛がん動物を綱、鎖等でつなぎ、制御できるようにすること。
（２） 愛がん動物のふんを処理するための用具を携行すること。
（３）

愛がん動物のふんにより、公共の場所並びに他人の土地建物及び工作物を汚した

ときは、直ちに処理すること。
（指導及び勧告）
第８２条

市長は、飼い主が第８０条又は前条の規定に違反していると認めるときは、当

該飼い主に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。
第４章 雑則
（協力要請）
第８３条 市長は、この条例の施行に関し必要があると認めるときは、関係行政機関の長、
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事業者、関係団体及び関係人に対し、必要な協力を要請するものとする。
（立入調査）
第８４条

市長は、前章第３節から第７節までの施行に必要な限度において、当該職員に

事業区域若しくは場所又は当該事務所に立ち入り、事業の施行状況及び帳簿、書類その
他の物件を調査させ、許可を受けた事業者に質問させることができる。
２

前項の規定により立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に
提示しなければならない。

３

第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。

（違反事実の公表）
第８５条

市長は、第７８条の規定による原状回復命令等に従わなかった者について、良

好な環境の確保のため必要があると認めるときは、その事実を公表することができる。
（委任）
第８６条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附

則

（施行期日）
１

この条例は、平成１５年４月１日から施行する。

（経過措置）
２

この条例の施行の際、現に工場、事業所を新設し、又は増設している事業者又はその
承継人は、この条例施行の日から３箇月間は、第３２条の協議をしないでも、工事を続
けることができる。

３

この条例の施行の際、現にたい積保管をしている者又はその承継人は、この条例の施
行の日から２年間は、第６５条の許可を受けないで、たい積保管をすることができる。
その者が当該期間内に同条の許可の申請をした場合において、当該申請について許可又
は不許可の処分があるまでの間も、同様とする。

４

前２項の規定にかかわらず、この条例の施行前に、合併前の高富町美しいまちづくり
に関する条例（平成１２年高富町条例第３３号）
、伊自良村環境保全条例（平成７年伊自
良村条例第３０号）又は美山町良好な生活環境の確保に関する条例（平成１０年美山町
条例第２１号）の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の
相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

５

この条例の施行前になされ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。
附

則（令和２年３月１９日条例第１５号）

この条例は、令和２年４月１日から施行する。
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資料３

資料３

諮問書、答申書

諮問書、答申書

山市第１２０２号
平成２９年３月１０日
山県市環境審議会
会長 森

誠 一

様
山県市長 林

宏 優

山県市環境基本計画の見直しについて（諮問）

山県市環境基本条例第７条第４項の規定に基づき山県市環境基本計画の見直しについ
て山県市環境審議会の意見を求めます。

平成３０年３月２２日
山県市長 林

宏 優 様
山県市環境審議会
会長 森

誠 一

山県市環境基本計画の見直しについて（答申）

山県市環境基本条例第７条第４項の規定に基づき、平成２９年３月１０日付け山市第
１２０２号をもって諮問された山県市環境基本計画の見直しについて、当審議会におい
て審議を重ねた結果、別冊のとおり答申します。
なお、環境基本計画の推進にあたっては、計画の趣旨を十分に尊重し、市民一人ひと
りが環境の良さを実感できるまちの実現をめざし、将来にわたって継承されるよう要望
します。
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資料４

資料４

山県市環境審議会名簿、開催経緯等

山県市環境審議会名簿、開催経緯等
区

分

氏

名

大野嘉秋

土田千隆
住民の代表者

議

会

学識経験者

関係行政機関

所

属

山県市自治会連合会
（平成 29 年 7 月 19 日離任）
山県市自治会連合会
（平成 29 年 7 月 20 日委嘱）

鷲見奉子

環境保全監視員

田中清司

美山漁業協同組合長

操

知子

山県市議会議員

森

誠一

岐阜経済大学教授

児山知典

岐阜地域環境室長

福田英治

富岡小学校教諭

宇野邦朗

山県市副市長

開催日
平成 29 年 3 月 10 日
平成 29 年 7 月 20 日
平成 29 年 10 月 23 日

平成 29 年 12 月 21 日
平成 30 年 2 月 19 日～
平成 30 年 3 月 16 日
平成 30 年 3 月 22 日

備

会長

副会長

内

容

平成 28 年度第 1 回山県市環境審議会
山県市環境基本計画の見直しについて（諮問）
平成 29 年度第 1 回山県市環境審議会
現計画の評価について
平成 29 年度第 2 回山県市環境審議会
第 2 次山県市環境基本計画骨子案について
平成 29 年度第 3 回山県市環境審議会
第 2 次山県市環境基本計画素案について
パブリックコメントの募集
募集結果：意見なし
平成 29 年度第 4 回山県市環境審議会
第 2 次山県市環境基本計画案について（答申）
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資料５

資料５

用語説明

用語説明

【アルファベット】

協働
市民・事業者・行政などの主体が、それぞれ

ＢＯＤ（生物化学的酸素要求量）

の立場に応じた公平な役割分担のもとに、環

微生物が水中の有機物を分解する際に消費す

境保全やまちづくりなど共通の目標、理念を

る酸素量。河川において、有機物による水質

持ち、その実現に向けた取り組みを行うとき

汚濁を測る指標の一つで数値が高いほど有機

の協調的関係のこと。

物の量が多く、汚れが大きいことを示す。

【さ行】
【か行】
再生可能エネルギー
環境基準

太陽光、水力、風力、地熱等、エネルギー源

人の健康を保護し、生活環境を保全する上で

として地球の自然環境の中で繰り返し利用す

維持することが望ましい基準として大気、水

ることができると認められるエネルギー。

質、土壌、騒音について定めた行政上の目標。

最終処分場
環境負荷

ガラス・金属・陶器などの焼却不適ごみを埋

人の活動が環境に与える影響で、それによっ

め立てにより処分する場所のこと。

て環境の保全に支障が生じるおそれのあるも

循環型社会

の。

天然資源の消費を抑制し、環境負荷の低減を

岐阜クリ－ン農業

図る社会。大量生産・大量消費・大量廃棄を

岐阜県が定義した従来の栽培に比べ化学合成

前提とした社会に代わるものとして提示され

農薬・化学肥料をそれぞれ 30％以上削減した

た概念。廃棄物の発生を抑制し、排出された

栽培のこと。一定の基準を満たして生産され

廃棄物はできる限り資源として利用し、利用

た農産物にはロゴマ－クをつけることができ

できないものは適正に処分することによって

る。

実現される。

岐阜県レッドデ－タブック

水源涵養機能（すいげんかんようきのう）

岐阜県が調査した県内において、絶滅のおそ

森林の土壌が降水を貯留し、河川へ流れ込む

れのある野生生物に関する保全状況や分布、

水の量を平準化して洪水を緩和するとともに

生態、影響を与えている要因等の情報を記載

水質が浄化されるなどの機能。

した図書。
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資料５

用語説明

３Ｒ（スリーアール）
リデュース（発生抑制）
、リユース（再利用）
、
リサイクル（再資源化）の頭文字をとったも
ので、循環型社会を形成しようとする考え方。

生活雑排水
各家庭から排出される排水には、台所、洗濯、
風呂などからの排水と浄化槽からの排水とが
あり、このうち浄化槽排水を除いた排水を生
活雑排水という。

生物多様性
生物の間にみられる変異性を総合的に指すこ
とばで、生態系、種、遺伝子の３つのレベル
の多様性により捉えられる。したがって、生
物多様性の保全とは、様々な生物が相互の関
係を保ちながら、本来の生息環境の中で繁殖
を続けている状態を保全することを意味する。

【た行】
ダイオキシン
発がん性など毒性が特に高く、環境汚染によ
る人間の健康や生態系への影響が最も懸念さ
れている有機塩素化合物。

地産地消
地域で生産された資源（農産物等）をその地
域で消費すること。

【や行】
遊休農地
過去１年以上農作物の作付けがなされず、草
刈りや耕起などの維持管理がされていない農
地
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