
神戸市産業廃棄物処理業者等に対する行政処分要領 

 

 

（目的） 

第１条 この要領は、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14条の３（法第14条の６において準用する場合を含む。）、第14条の３の２（法第14条の６

において準用する場合を含む。）、第 15条の２の７及び第15条の３に係る許可の取消し等（以下｢行政

処分｣という。）を行う場合の基準を定め、もって行政処分の公正を図ることを目的とする。 

 

（行政処分の対象） 

第２条 この要領は、行政指導だけでは法の目的を達成できないと認められる場合における、神戸市長

から法の規定により産業廃棄物処理業（特別管理産業廃棄物処理業を含む。）の許可を受けた者(以下

｢処理業者｣という。)又は産業廃棄物処理施設の設置の許可を受けた者(以下｢設置者｣という。)

が行った法又は法に基づく処分に違反した行為（以下「違反行為」という。）を対象とする。 

 

（行政処分の種類） 

第３条 この要領により基準を定める行政処分は、処理業者にあっては処理業の許可の取消し及び事業

の全部又は一部停止命令とし、設置者にあっては当該施設の設置許可の取消し及び使用の停止命令と

する。 

 

（許可の取消し） 

第４条 処理業者及び設置者に対する許可取消しに該当する違反行為は、別表第１の処分事由欄に掲げ

るとおりとする。 

２ 処理業者又は設置者が別表第３の処分事由欄に該当する場合で、当該処分事由に該当することがな

くなるような施設の改善その他の必要な措置（以下｢改善等｣という。）が不可能であると認められる

場合には、許可を取消すことができるものとする。 

 

（事業の停止） 

第５条 事業の停止命令は、処理業者が別表第２又は別表第３の処分事由欄に該当する違反行為を行っ

た場合に行うことができるものとする。 

２ 事業の停止期間は、別表第２の処分事由欄に該当する違反行為については、同表の停止期間欄に掲

げる日数とし、別表第３の処分事由欄に該当する違反行為については、改善等に要する期間とする。 

 

（施設の使用の停止） 

第６条 産業廃棄物処理施設の使用停止命令は、設置者が別表第２又は別表第３の処分事由欄に該当す

る違反行為を行った場合に行うことができるものとする。 

２ 施設の使用の停止期間は、別表第２の処分事由欄に該当する違反行為については、同表の停止期間

欄に掲げる日数とし、別表第３の処分事由欄に該当する違反行為については、改善等に要する期間と

する。 

 

（複数の条項に係る違反） 

第７条 別表第２に掲げる複数の処分事由に該当する場合には、当該違反行為に適用される停止期間を

それぞれ加算することができるものとする。 

 

（加重の対象） 

第８条 別表第２の処分事由欄に該当する違反行為を行った場合において、それが次の各号のいずれか

に該当するときは、事業の停止期間を加重することができる。この場合の加重期間は、当該停止期間

の２分の１を目途とする。 

（１）違反行為の結果、生活環境保全上支障が生じたとき。 

（２）違反行為に関係した廃棄物が極めて大量であったとき。 



（３）違反行為が長期にわたり継続したとき。 

（４）違反行為が繰り返し行われているとき（遡及期間は当該行為がなされた日の５年前までの期間

とする。）。 

 

（改善指示、警告） 

第９条 適正処理の確保を図るため必要があると認められる場合には、文書による改善指示又は警告を

行うことができるものとする。 

 

（行政処分の手続） 

第 10 条 行政処分を行うときは、この要領の規定によるほか、行政手続法（平成５年法律第 88 号）及

び神戸市行政手続条例（平成８年条例第48号）の規定によるものとする。 

 

（公表） 

第11条 この要領の規定により行政処分を行ったときは、原則として公表するものとする。 

 

（管轄区域外の違反） 

第 12 条 神戸市域外においてなされた違反行為についての行政処分は、違反行為を行った場所を管轄

する行政庁の処分内容を上回らないものとする。 

 

附則   

（施行期日） 

第１条 この要領は、平成19年４月１日から施行する。 

 

附則  

第１条  この要領は、平成26年４月１日から施行する。 

 

附則 

 第１条 この要領は、令和４年４月１日から施行する。 



別表第1 許可の取消し（第４条関係） 

No 処分事由 関係条文 

１ （無許可営業） 

法第 14条第１項若しくは同条第６項又は第 14条の４第１項若しくは第６項

の規定に違反して、産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行っ

たとき。 

法第25条第１項第１号 

２ （不正手段による営業許可取得） 

不正の手段により法第 14条第１項若しくは第６項又は第 14条の４第１項若

しくは第６項の許可（第 14条第２項若しくは第７項又は第 14条の４第２項

若しくは第７項の許可の更新を含む。）を受けたとき。 

法第25条第１項第２号 

３ （無許可事業範囲変更） 

法第 14条の２第１項又は第 14条の５第１項の規定に違反して、産業廃棄物

の収集若しくは運搬又は処分の事業を行ったとき。 

法第25条第１項第３号 

４ （不正手段による事業範囲変更許可取得） 

不正の手段により法第 14条の２第１項又は第 14条の５第１項の変更の許可

を受けたとき。 

法第25条第１項第４号 

５ （事業停止命令違反・措置命令違反） 

法第 14 条の３（第 14 条の６において準用する場合を含む。）、第 19 条の５

第１項（第 17 条の２第３項において準用する場合を含む。）又は第 19 条の

６第１項の規定による命令に違反したとき。 

法第25条第１項第５号 

６ （委託基準違反） 

法第 12条第５項又は第 12条の２第５項の規定に違反して、産業廃棄物の処

理を他人に委託したとき。 

法第25条第１項第６号 

７ （名義貸しの禁止違反） 

法第 14条の３の３又は第 14条の７の規定に違反して、他人に産業廃棄物の

収集若しくは運搬又は処分を業として行わせたとき。 

法第25条第１項第７号 

８ （施設無許可設置） 

法第15条第１項の規定に違反して、産業廃棄物処理施設を設置したとき。 
法第25条第１項第８号 

９ （不正手段による施設設置許可取得） 

不正の手段により法第15条第１項の許可を受けたとき。 
法第25条第１項第９号 

10 （施設無許可変更） 

法第 15条の２の６第１項の規定に違反して、第 15条第２項第４号から第７

号までに掲げる事項を変更したとき。 

法第25条第１項第10号 

11 （不正手段による施設変更許可取得） 

不正の手段により法第15条の２の６第１項の変更の許可を受けたとき。 法第25条第１項第11号 

12 （無確認輸出） 

法第15条の４の７第１項の規定に違反して、産業廃棄物を輸出したとき。 
法第25条第１項第12号 

13 （受託禁止違反） 

法第 14条第 15項又は第 14条の４第 15項の規定に違反して、産業廃棄物の

処理を受託したとき。 

法第25条第１項第13号 

14 （不法投棄） 

法第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てたとき。 法第25条第１項第14号 

15 （不法焼却） 

法第16条の２の規定に違反して、廃棄物を焼却したとき。 法第25条第１項第15号 

16 （指定有害廃棄物の処理禁止違反） 

法第 16 条の３の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬又は

処分をしたとき。 

法第25条第１項第16号 

17 （無確認輸出・不法投棄・不法焼却未遂） 

法第15条の４の７第１項、第16条及び第16条の２に係る罪の未遂。 法第25条第２項 



18 （委託基準違反、再委託禁止違反） 

法第 12条第６項、第 12条の２第６項、第 14条第 16項又は第 14条の４第

16項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を他人に委託したとき。 

法第26条第１号 

19 （施設改善命令・使用停止命令違反、改善命令違反） 

法第 15 条の２の７、第 19 条の３（第 17 条の２第３項において準用する場

合を含む。）、第 19 条の 10 第１項において読み替えて準用する第 19 条の４

第１項又は第 19 条の 10 第２項において読み替えて準用する第 19 条の５第

１項の規定による命令に違反したとき。 

法第26条第２号 

20 （施設無許可譲受け・無許可借受け） 

法第 15 条の４の規定に違反して、産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借

り受けたとき。 

法第26条第３号 

21 （無許可輸入） 

法第15条の４の５第１項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入したとき。 
法第26条第４号 

22 （輸入許可条件違反） 

法第 15 条の４の５第４項の規定により許可に付せられた条件に違反したと

き。 

法第26条第５号 

23 (不法投棄・不法焼却目的収集運搬) 

法第 25 条第１項第 14 号又は第 15 号の罪を犯す目的で廃棄物の収集又は運

搬をしたとき。 

法第26条第６号 

24 （無確認輸出予備） 

法第25条第１項第12号の罪を犯す目的でその予備をしたとき。 法第27条 

25 （欠格条項該当） 

法第 14 条第５項第２号イからヘまでのいずれかに該当するに至ったと

き。 

 

 



別表第２ 事業の全部又は一部の停止又は施設の使用停止（第５条、第６条、第７条、第８条関係） 

№ 処分事由 関係条文 停止期間 

１ （土地形質変更の計画変更命令・措置命令違反） 

法第 15 条の 19 第４項又は第 19 条の 11 第１項の規定による命令に違

反したとき。 

法第28条第２号 

90日 
２ （虚偽管理票交付） 

法第 12 条の４第１項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交

付したとき。 

法第 27 条の２第

６号 

３ （管理票に係る勧告の措置命令違反） 

法第12条の６第３項の規定による命令に違反したとき。 

法第 27 条の２第

11号 

４ （施設使用前検査受検義務違反） 

法第 15 条の２第５項（法第 15 条の２の６第２項において準用する場

合を含む。）の規定に違反して、産業廃棄物処理施設を使用したとき。 

法第29条第２号 60日 

５ （管理票交付義務違反・記載義務違反・虚偽記載） 

法第 12 条の３第１項（第 15 条の４の７第２項において準用する場合

を含む。以下同じ。）の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第 12

条の３第１項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして

管理票を交付したとき。 

法第 27 条の２第

１号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30日 

 

 

 

６ （管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載） 

法第 12 条の３第３項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せ

ず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載を

して管理票の写しを送付したとき。 

法第 27 条の２第

２号 

７ （管理票回付義務違反） 

法第 12 条の３第３項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかった

とき。 

法第 27 条の２第

３号 

８ （管理票写し送付義務違反・記載義務違反・虚偽記載） 

法第 12 条の３第４項若しくは第５項又は第 12 条の５第６項の規定に

違反して、管理票の写しを送付せず、又はこれらの規定に規定する事

項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付したと

き。 

法第 27 条の２第

４号 

９ （管理票・同写し保存義務違反） 

法第 12 条の３第２項、第６項、第９項又は第 10 項の規定に違反し

て、管理票又はその写しを保存しなかったとき。 

法第 27 条の２第

５号 

10 （管理票不交付の運搬処分の受託） 

法第 12 条の４第２項の規定に違反して、産業廃棄物の引き渡しを受け

たとき。 

法第 27 条の２第

７号 

11 （虚偽管理票写し送付・虚偽報告） 

法第 12 条の４第３項又は第４項の規定に違反して、送付又は報告をし

たとき。 

法第 27 条の２第

８号 

12 （電子管理票虚偽登録） 

法第 12 条の５第１項（第 15 条の４の７第２項において準用する場合

を含む。）の規定による登録をする場合において虚偽の登録をしたと

き。 

法第 27 条の２第

９号 

13 （電子管理票報告義務違反・虚偽報告） 

法第 12 条の５第３項又は第４項の規定に違反して、報告せず、又は虚

偽の報告をしたとき。 

法第 27 条の２第

10号 

14 （適正処理困難時の通知義務違反） 

法第 14 条第 13 項又は第 14 条の４第 13 項の規定に違反して、通知せ

ず、又は虚偽の通知をしたとき。 
法第29条第４号 



 

15 （適正処理困難時の通知の写し保存義務違反） 

法第 14条第 14項、第 14条の２第５項（第 14の３の２第４項（第 14条

の６において準用する場合を含む。）及び第14条の５第５項において準用

する場合を含む。）又は第 14 条の４第 14 項の規定に違反して、通知の写

しを保存しなかったとき。 

法第29条第５号 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 （土地形質変更届出義務違反・虚偽届出） 

法第15条の19第１項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたと

き。 

法第29条第６号 

17 （帳簿備付け義務違反･記載義務違反・虚偽記載・保存義務違反） 

法第 12条第 13項、第 12条の２第 14項、第 14条第 17項及び第 14条の

４第 18 項の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚

偽の記載をし、又は第12条第 13項、第 12条の２第14項、第 14条第 17

項及び第14条の４第18項の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。 

法第30条第１号 

18 （業廃止・変更届出・施設変更届出･施設相続届出義務違反・虚偽届出） 

法第 14条の２第３項、第 14条の５第３項、第 15条の２の６第３項若し

くは第15条の４の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。 

法第30条第２号 

19 （処理施設定期検査義務違反） 

法第15条の２の２第１項による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。 
法第30条第３号 

20 （維持管理事項記録義務違反・虚偽記載・備付け義務違反） 

法第15条の２の４又は第15条の４の４第３項の規定に違反して、記録せ

ず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかったとき。 

法第30条第４号 

21 （処理責任者等設置義務違反） 

法第12条第８項又は第12条の２第８項の規定に違反して、産業廃棄物処

理責任者又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかったとき。 

法第30条第５号 

22 （報告拒否、虚偽報告） 

法第 18 条第１項（第 17 条の２第３項において準用する場合を含む。）又

は第２項の規定による報告（情報処理センターに係るものを除く。以下同

じ。）をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

法第30条第７号 

23 （立入検査拒否・妨害・忌避） 

法第 19 条第１項（第 17 条の２第３項において準用する場合を含む。）又

は第２項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避したと

き。 

法第30条第８号 

24 （技術管理者設置義務違反） 

法第21条第１項の規定に違反して、技術管理者を置かなかったとき。 
法第30条第９号 

25 （許可条件違反） 

法第 14条第 11項又は第 15条の２第４項の規定により当該許可に付した

条件に違反したとき。 

法第 14条の３第３

号 

法第 15条の２の７

第４号 

26 （その他の違反行為） 

別表第１、別表第３又は上記に掲げるもの以外の違反行為をしたとき。 

 10日 

27 （事故時応急措置命令違反） 

法第21条の２第２項の規定による命令に違反したとき。 法第29条第７号 

応急措置

に必要な

期間 

 



別表第３ 許可の取消し、事業の全部若しくは一部の停止又は施設の使用の停止（第５条、第６条関係） 

No 処分事由 

１ （処理業者の能力基準不適合） 

処理業者のその事業の用に供する施設又は処理業者の能力が法第 14条第５項第１号又は第 10項第１号に

規定する環境省令で定める基準に適合しなくなったとき。 

２ （施設の構造・維持管理基準不適合） 

産業廃棄物処理施設の構造又はその維持管理が法第 15条の２第１項第１号若しくは第 15条の２の３第１

項に規定する技術上の基準又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第 15 条第２項の申請書に記載した

設置に関する計画若しくは維持管理に関する計画に適合していないと認めるとき。 

３ （設置者の能力基準不適合） 

設置者の能力が法第 15 条の２第１項第３号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認める

とき。 

４ （許可条件違反） 

法第14条第11項又は第15条の２第４項の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。 

５ （維持管理積立金の未積立） 

特定産業廃棄物最終処分場の設置者が法第 15 条の２の３の規定による維持管理積立金を積立てていない

とき。 

 

 

 


