
「（仮称）千葉県ヤード設置適正化条例」素案に対する意見と県の考え方 

 

意見提出者数：６名、延べ意見数：２９件 

 

 ※いただいた御意見につきましては、取りまとめ上、趣旨を損なわないよう配意しつつ、要約を

させていただきました。 

 ※「使用済自動車の再資源化等に関する法律」については、通称の「自動車リサイクル法」と表

記しました。 

 ※項目（例：「１ 目的」）は、条例素案のとおりとしました。なお、条例案の該当条項を付記し

ておりますので、併せて御参照ください。 

 

１ 目的 【条例案第１条】 

 意見（要約） 県の考え方 

①  「不法な行為」という概念は

不明確であるので、例えば「違

法な行為」という表現に改める

べきである。 

 第１条の目的規定は、条例制定の背景を明確化する等、全体的

に修正を行いました。 

 なお、「不法な行為」については、この表現の不明確性等を考慮

して、使用しないこととしました。 

②  「自動車」に限定せず「自動

車等」とすべきである。 

 本条例は、県内のヤード及びその周辺における自動車の部品に

用いられる油等による汚染並びに県内のヤードにおける不正に取

得された自動車の部品の保管等の状況を踏まえてヤード内におけ

る行為の適正化を図るものであるため、その規制の対象も自動車

（の部品）に限定しました。 

 

２ 定義 【条例案第２条】 

 意見（要約） 県の考え方 

③  「保管」という概念について、

盗品の蓋然性が高いことを意識

するのであれば、例えば、「占有」

や「所有」といった表現に改め

るべきである。 

 「保管」される物については、必ずしも盗品のみを意識したわ

けではありません。 

 本条例でいう「保管」は、物を自己の勢力範囲内に保持する行

為を意味するもので、その物の「保管」がいかなる権原でなされ

ているかは問いません。 

 なお、自動車リサイクル法の省令にも同様の用例があり、これ

との整合性を図ることとしました。 

④  ベニヤ板で囲われている場

合、廃材等を積み上げて囲って

いる場合、ブルーシート等で天

井を設置しているテント形状の

場合なども、「ヤード」として規

制対象にできるのか。 

 いただいた御意見や本県におけるヤードの実態等を踏まえ、ヤ

ードの定義には「その外周の全部又は一部に板塀、垣、柵、壁、

コンテナその他これらに類する工作物が存在する施設」という要

素を盛り込みました。 

⑤  「ヤード」については、一般

人にも分かるような定義にすべ

きである。 

 「ヤード」の概念はそもそも多義的であり、そこで扱われてい

る物や行われている行為は一様ではなく外観も種々であるとこ

ろ、本条例で規制の対象とする「ヤード」については、本条例の

目的に照らし必要な範囲内で、明確性に留意しつつ定義をしまし

た。 

⑥  周囲が鋼板だけでなく一部又

は全部が森や林などにより見え

ない場合も、ヤードに含めるべ

きである。 

 御意見や本県におけるヤードの実態等を踏まえ、必ずしも周囲

が鋼板のみで形成されている施設に限らず、ヤードを定義しまし

た。 

 よって、外周について、そのほとんどが森林で囲まれていたと

しても、一部が板塀等で構成されていれば、ヤードに該当するこ

ととなります。 



⑦  「自動車の解体又は自動車の

主要な部品の保管を行ってい

る」は、自動車に限らないよう

にすべきである。また、新品の

盗難もあるため、新品も除くべ

きではない。 

 本条例は、県内のヤード及びその周辺における自動車の部品に

用いられる油等による汚染並びに県内のヤードにおける不正に取

得された自動車の部品の保管等の状況を踏まえてヤード内におけ

る行為の適正化を図るものであるため（第１条の目的規定を参

照）、自動車（の部品）に限定することとしました。 

 また、新品の自動車については、現時点においてはヤードに係

る新品の自動車の問題が顕在化していないことから、規制の対象

とはしておりません。 

 

３ 関係法令の遵守 

 意見（要約） 県の考え方 

⑧  「生活環境の保全・・・を遵

守しなければならない。」とある

が、これは新しい義務を創設し

たものか。 

 法令等一般の遵守義務を創設的ではなく（新しい義務の創設と

いうわけではなく）、確認的に規定したものです。 

 しかし、創設規定であるとの誤解を受ける可能性等を考慮し、

この規定は削ることとしました。 

 

４ 届出 【条例案第３条】 

 意見（要約） 県の考え方 

⑨  条例による届出制と自動車リ

サイクル法の許可制との関係を

整理しなければならない。 

 素案においては、届出の対象者を「ヤードにおいて自動車の解

体等を行う者」としておりましたが、これを本条例では「特定自

動車部品のヤード内保管等を行おうとする者」（保管等とは、保管

及び分離を意味する）とし、解体業者については、自動車リサイ

クル法との重複を避けるための適用除外規定を設けることとしま

した。 

 また、ヤードの実態の可視化を図ることを主眼として、同法の

規制とのバランスも踏まえ、（許可制ではなく）届出制を採用する

こととしました。 

⑩  反社会的人物の混入を防ぐた

め、末端作業員まで本籍・国籍・

生年月日・作業に必要な資格等

の項目を届出させるべきであ

る。 

 本条例の届出事項については、届出を義務付けられる者の負担

等を考慮し、必要最小限度にとどめることとしました。よって、

この観点から、届出事項（法人にあっては、その名称、住所及び

代表者の氏名）を規定しました。 

⑪  届出内容の「カ その他規則

で定める事項」は、もう少し具

体的に書くべきである。 

 御意見をいただいた事項については、本条例施行規則において、

具体的に記載する予定です。 

 なお、規則案については、あらためて意見公募手続（パブリッ

クコメント）を実施する予定です。 

⑫  変更届の義務付けについて、

「遅滞なく」（事後届出）ではな

く「事前に」と変更すべきであ

る。 

 御意見は、変更届出に係るものですが、変更届出については、

本条例の義務に係る監督等を行うために欠かせない基本的な情

報、すなわち規制対象者、ヤードの概要等について変更があった

場合には、その変更した内容を県が早期に把握する必要があるた

め、届出者に対して、届出を義務付けているものです。 

 この変更届は、新規届出に比較すると事前に把握しておく必要

性は高くないため、事後届出制とし、具体的には、自動車リサイ

クル法第６３条第１項の規定により解体業者に課せられている変

更届の義務とのバランスを考慮して、変更があった日から「３０

日以内」としました。 

⑬  休止等届出の義務付けについ

て、その状況を県が早期に把握

すべきであるので、「遅滞なく」

 御意見は、休止等届出に係るものですが、休止等届出について

は、本条例の義務に係る監督等を行うために欠かせない規制対象

行為の状況（休止・廃止・再開）について変動があった場合には、



ではなく、例えば「直ちに」と

変更すべきである。 

その変更した内容を県が早期に把握する必要があるため、届出者

に対して、届出を義務付けているものです。 

 この休止等届出は、新規届出に比較すると事前に把握しておく

必要性は高くないため、事後届出制とし、具体的には、自動車リ

サイクル法第６４条の規定により解体業者に課せられている廃業

等の届出の義務とのバランスを考慮して、休廃止等があった日か

ら「３０日以内」としました。 

⑭  （届出制ではなく）許可制に

して、その取消しの規定を設け

たほうが効果的である。 

 また、作業中は、例えば副責

任者を指定して、最低１名はヤ

ード内に常駐させるような義務

付けを検討してみてはいかが

か。 

 本条例は、ヤードが板塀等で囲まれていること等から、その実

態の把握が困難であることを踏まえ、まずは、届出制による情報

収集により、ヤードの実態を把握し、その適正化を図ろうとする

ものです。また、必要により立入検査を行える規定となっていま

す。よって、特定自動車部品ヤード内保管者等の負担も考慮して、

必要最小限度の規制にとどめることとし、許可制は採用しないこ

ととしました。 

 

５ 廃油等の地下浸透等の防止 【条例案第４条】 

 意見（要約） 県の考え方 

⑮  廃油等の地下浸透等の防止措

置の義務付けのほか、高い塀で

も内部の状況が分かるようにす

るため、例えば３メートル毎に

透明アクリル板等の設置や夜間

における内部の照明等を義務付

けてみてはどうか。 

 囲いの高さや材質等についての検討も行いましたが、物理的な

可視化を図るために囲いの高さや材質に基準を設けた場合、その

基準の設定が困難であり、設定したとしても基準以下の高さの囲

いを設けるような行為が想定されること等から、囲いの高さや材

質を絞った内容とはせずに、届出制によるヤードの実態的な可視

化を図る制度としました。 

 なお、本条例による特定自動車部品ヤード内保管者等に対する

規制は、自動車リサイクル法による解体業者に対する規制とのバ

ランスを考慮しつつ、必要最小限度のものとしました。 

 

６ 自動車及び自動車の主要な部品の適正な取引の確保 【条例案第５条・第６条】 

 意見（要約） 県の考え方 

⑯  「真偽の確認」の趣旨が不明

であり、この規定の必要性が理

解できない。 

 「真偽の確認」とは、相手方が申し立てた住所、氏名等が真正

なものであるかを確認するという意味であり、古物営業法の規定

を参考にしています。 

 本規定は、ヤードに係る取引の相手方に関する氏名等の情報に

ついて確認をさせ、これらの記録を残させることで不正に取得さ

れた自動車又はその部品をヤードに持ち込みづらい状況にし、ヤ

ードの適正化を図る趣旨であり、その必要性があるものと考えて

おります。 

 なお、素案では「真偽の確認」としていたものを、本条例では

「事項の確認」に改めました。 

⑰  不正品は深夜帯に搬入等をし

ている実態が伺えるため、取引

の相手方確認等の義務付けのほ

か、営業時間の規制（深夜営業

の禁止）等を設けてはどうか。 

 県内のヤードにおける不正に取得された自動車の部品の保管等

の状況に鑑み、本条例は、ヤードが板塀等で囲まれていること等

から実態の把握が困難であることを踏まえ、まずは、届出の義務

付け、取引の相手方確認等、立入検査等により、ヤードの適正化

を図ろうとすることとしました。 

 なお、本条例による特定自動車部品ヤード内保管者等に対する

規制は、古物営業法による古物商に対する規制とのバランスを考

慮しつつ、必要最小限度のものとしました。 

 



７ 標識の掲示 【条例案第７条】 

 （御意見なし） 

 

８ 報告の徴収 【条例案第１０条】 

 意見（要約） 県の考え方 

⑱  「その疑いのある者」との表

現は、ヤード内での行為自体を

全て不適切であるものとする印

象を受けるため、他の表現に改

めるべきである。 

 もちろん、特定自動車部品のヤード内での保管等をしている者

が全て不適切な行為をしているという趣旨ではありません。 

 しかし、御指摘の点も懸念されること等から、条例案において

は、特定自動車部品のヤード内での保管等をしていると「認めら

れる者」に対して、報告を求めることができることとしました。 

 

９ 立入検査 【条例案第１１条・第１２条】 

 意見（要約） 県の考え方 

⑲  「ヤードに該当する疑い」と

の表現は、ヤード内での行為自

体を全て不適切であるものとす

る印象を受けるため、他の表現

に改めるべきである。 

 もちろん、特定自動車部品のヤード内での保管等をしている者

が全て不適切な行為をしているという趣旨ではありません。 

 しかし、上記、「８ 報告の徴収」における「県の考え方」と同

様に、御指摘の点も懸念されること等から、条例案においては、

特定自動車部品のヤード内での保管等をしていると「認められる

者」に対して、立入検査ができるものとしました。 

⑳  立入検査は、自動車に限定せ

ずに行えるように拡大すべきで

ある。 

 本条例は、県内のヤード及びその周辺における自動車の部品に

用いられる油等による汚染並びに県内のヤードにおける不正に取

得された自動車の部品の保管等の状況を踏まえてヤード内におけ

る行為の適正化を図るものであるため（第１条の目的規定を参

照）、その立入検査の対象も自動車（の部品）に限定されることと

なります。 

○21  「事前通知なく立入検査も行

うことができる」とし、「知事は、

この条例の施行に必要な限度に

おいて」については、「少なくと

も年に１回は行う」も追加すべ

きである。 

 立入検査については、相手方の財産権の尊重や法人情報等の保

護の観点から一定の慎重さが求められます。 

 ところで、立入検査の対象物の隠匿のおそれ等が否定できない

ことから、事前通告をすることなく立入検査をすべき事案も考え

られますが、全ての事案について、事前通告なく立入検査をする

必要性はないものと考えております。 

 したがって、事前通知の要否は事案に応じて判断することを考

えております。 

 また、「この条例の施行に必要な限度において」の文言は、その

言葉どおり、本条例の立入検査権限は、本条例の施行に必要な限

度において許容されるというものです。よって、本条例の施行に

必要な範囲で立入検査を行うべき理由があれば、本条例による立

入検査を行っていくこととなりますが、本条例に違反する行為を

行っていると認められないヤードも存在することが予想されるた

め、毎年１回全てのヤードに立入検査を行うことまでは考えてお

りません。 

 なお、この立入検査を拒んだ場合は、罰則の対象となり得るた

め、相手方にとっては厳しい性質を有しています。 

○22 

○23 

 退職した県の担当職員や退職

した警察官等、本条例に関連し

た業務に精通した人材を積極的

に活用することにより、本条例

を円滑かつ適正に推進し、実効

の上がるものとすべきである。 

 履行の担保の重要性に鑑み、御指摘の点を踏まえ、実効性の上

がるものといたします。 



 

１０ 勧告 【条例案第８条】 

１１ 命令 【条例案第９条】 

 意見（要約） 県の考え方 

○24  届出義務を知らなかった者も

想定されること等を踏まえる

と、届出義務違反に対する命令

は厳し過ぎるのではないか。 

 また、廃油及び廃液について

は、既に自動車リサイクル法の

規制の対象となっていることか

ら、条例で規制するとダブルス

タンダードになってしまうので

はないか。 

 素案の段階においては、ヤードの実態把握が困難であり、その

実態を把握するための情報収集の手段である届出の重要性を考慮

し、届出義務の不作為や虚偽の届出にも命令を発動し、適正な届

出義務の履行の確保を図ろうと考えておりました。 

 その後、（命令違反と比較すると、届出違反そのものは、直接的

に法益侵害の危険が想定されないこと等の）本条例内での比較や

他法令との比較等を行い、無届や虚偽の届出等については、ヤー

ドの実態を把握するための重要な制度であることを考慮して命令

を介在させずに罰則の適用対象とする一方で、その法定刑につい

ては命令違反に係る法定刑よりも緩やかなものとしました。 

 なお、届出義務があることを知らなかったと主張して規制逃れ

をする者も想定されること等を踏まえ、様々な媒体を活用して、

届出義務に限らず、本条例の制度の周知を図ってまいります。 

 また、油等に係る規制については自動車リサイクル法による規

制とダブルスタンダードになるのではないかとのことですが、御

指摘のとおり、自動車リサイクル法律施行規則第５７条において、

本条例が義務付けていることと同等の措置が義務付けられており

ます。この点については、解体業者の義務との重複を避けるため

の適用除外規定を設けることとしました。 

 

１２ 土地所有者の責務 【条例案第１３条】 

１３ ヤードの設置者の責務 【条例案第１３条】 

 意見（要約） 県の考え方 

○25  土地所有者やヤードの設置者

の責任の重さについては、直接

行為を行う業者の責任の重さと

の比較において明確に整理すべ

きである。 

 土地所有者及びヤードの設置者の責務については、両者があく

までも行為そのものを行う者ではないこと等から、努力規定とし

ております。よって、（これらの者が特定自動車部品のヤード内で

の保管等をしている場合はともかくとして、）本条例による両者へ

の罰則の適用はありません。 

○26  行為者の不法行為に設置者が

気づいた際は関係機関に通報し

なければならないとあるが、そ

の効果には疑問がある。 

 設置者による通報が行為者の条例違反等を抑止する効果は、事

案にもよりますが、相当程度期待できるものと考えます。 

 また、本規定は、努力義務であり、本条例の命令や罰則の対象

とはならないものではありますが、ヤード設置者に対する行政指

導を行うことの根拠となるため、この観点からも一定の効果は認

められるものと考えております。 

 

１４ 罰則 【条例案第１６条～第２０条】 

 意見（要約） 県の考え方 

○27  どんな罰則を受けるのか明記

し、例えば規模に応じて、多額

の罰金を支払うようにすべきで

ある。 

 どのような罰則を受けるかということは、本条例案の中で明記

しており、条項違反ごとにその法定刑を規定しております。 

○28  「この条例に基づく命令に違

反した者」に加え、「命令に従わ

ない者」も罰則の対象とすべき

である。 

 御意見の「命令に従わない者」は、「この条例に基づく命令に違

反した者」に含まれます。 



 

１５ その他 【附則第１項～第５項】 

 意見（要約） 県の考え方 

○29  経過措置により規定された届

出義務の違反者についても、条

例による対処を規定するととも

に、罰則の対象にもすべきであ

る。 

 経過措置とは、本条例の制定に際し、その移行中や移行完了後

などに発生する、不利益や不都合などを極力減らすために取られ

る一時的な措置や対応などのことを言います。  

 経過措置により規定された義務違反についても、勧告、命令や

罰則規定の適用対象としています。 

 


