
○行政手続法及び埼玉県行政手続条例の運用について 

平成８年３月26日 

埼例規第20号・務 

警 察 本 部 長 

   行政手続法及び埼玉県行政手続条例の運用について（例規通達） 

 この度、埼玉県行政手続条例（平成７年埼玉県条例第65号。以下「条例」という。）が平成

８年４月１日から施行されることにより、既に施行されている行政手続法（平成５年法律第88

号。以下「法」という。）と併せ、行政手続における法的な整備が図られることとなっている

が、法及び条例の運用については次のとおりであるから、適正な運用に努められたい。 

 なお、平成６年９月26日付け務第1304号「行政手続法の施行とその内容及び留意事項につい

て（通達）」は廃止する。 

記 

第１ 審査基準等（法第５条、第６条及び第12条・条例第５条、第６条及び第12条関係） 

 １ 設定状況 

  (1) 許認可等の申請に係る審査基準及び標準処理期間の設定状況は、許認可等一覧表（別

表第１及び別表第２）に掲げるとおりとする。 

  (2) 不利益処分に係る処分基準の設定状況は、不利益処分一覧表（別表第３及び別表第

４）に掲げるとおりとする。 

 ２ 審査基準等の見直し 

  (1) それぞれの処分又は行政指導を所管する所属（以下「所管課等」という。）の長（以

下「所管課長等」という。）及び警察署長は、許認可等の申請に係る審査基準及び標準

処理期間並びに不利益処分に係る処分基準（以下「審査基準等」という。）の設定状況

を的確に把握するとともに、法令の制定・改廃、解釈・運用の変更等に対応して適宜見

直すこと。 

    また、法令の制定・改廃がない場合においても、内容の具体性及び処理の迅速化の観

点から随時、点検すること。 

  (2) 所管課長等及び警察署長は、審査基準等を見直す必要が生じた場合には、警務部警務

課を通じて速やかに変更すること。 

 ３ 埼玉県警察ポータルサイトへの掲示 



  (1) 審査基準等は、埼玉県警察ポータルサイトの共通キャビネットに掲示するものとす

る。 

  (2) 所管課長等は、審査基準等を見直したときは、関係職員に周知を図るとともに、埼玉

県警察ポータルサイトに掲示する審査基準等を確実に更新すること。 

 ４ 公表措置要領 

   所管課長等及び警察署長は、許認可等の申請者その他市民から審査基準等の閲覧の求め

があったときは、埼玉県警察ポータルサイトに掲示する審査基準等を印字出力したものを

閲覧させること。 

第２ 許認可等の申請処理要領（法第７条から第11条まで・条例第７条から第11条まで関係） 

 １ 申請に対する審査及び応答 

  (1) 到達した申請書等の文書は、速やかに収受の手続をとり、遅滞なく当該申請の審査を

開始すること。 

  (2) 申請がなされた際、当該申請の取下げ、内容の変更を求めるなどの行政指導を行った

場合において、相手方が任意に当該行政指導に応じ、申請書等の文書を自ら持ち帰った

場合は、法第７条及び条例第７条にいう「到達したとき」に当たらないものであるこ

と。 

    なお、このような行政指導を行う場合は、条例第32条の規定に留意すること。 

  (3) 法令に定められた形式上の要件に該当しない申請について、当該申請の補正を求める

場合又は拒否処分を行う場合で、申請の期限が定められているとき、申請の順番等が処

分の決定に影響を与えるとき等においては申請者等の権利を不当に害することのないよ

うにすること。 

  (4) 申請者が事前相談に応じない場合等、申請者等が申請書を提出する旨の意思を明確に

示したときは、当該申請が法令に定められた形式上の要件に該当しない場合であっても、

その申請書の提出を拒むことはできないこと。 

  (5) 既に申請書の収受の手続が終了した後において、申請の取下げを求める行政指導を行

った場合で、相手方が指導に応じて申請書を取り下げた場合には、取下げ書を徴するな

どにより、正式に返戻の手続をとり、後日、取下げの事実やその任意性を疑われること

のないようにすること。 

    なお、この場合において、納付した手数料については還付されないことを相手方に必



ず説明すること。 

 ２ 許認可等を拒否する場合の理由の開示 

(1) 申請を審査した結果、当該申請により求められた許認可等を拒否する処分を行う場合

には、法第８条又は条例第８条の改行の場合を除き、その処分時に申請者等に対し、拒

否する理由を明確に示さなければならないが、許認可等の一部を認容し、一部を拒否す

る場合も同様とする。 

(2) 申請者等に示す理由は、根拠条項だけでなく、許認可等の要件（当該要件に該当しな

いと判断する上で審査基準を用いた場合は、当該審査基準を含む。）と該当する事実を

併せて示す必要があること。 

 ３ 情報の提供 

   申請者等から、当該申請に係る審査の進行状況、当該申請に対する処分時期等の照会が

あった場合には、法第９条又は条例第９条の規定に従って、適切に対応し、できる限り具

体的に審査の状況を示すよう努めること。 

   なお、標準処理期間を大幅に超えることが前もって予想される場合には、申請者等から

の求めがなくても、その旨及び処分時期の見通しについて情報提供すること。 

第３ 不利益処分を行う場合の手続等（法第13条及び第14条・条例第13条及び第14条関係） 

 １ 意見陳述のための手続 

(1) 意見陳述のための手続に関する適用関係は、不利益処分適用関係整理表（別表第５及

び別表第６）のとおりとする。 

(2) 法律、法律に基づく命令（告示を含む。）及び規則（以下「法律等」という。）に基

づく不利益処分を行うに際して聴聞又は弁明の機会を付与する場合、その手続は、個別

の法律等に特別な定めがある場合を除き、法並びに聴聞及び弁明の機会の付与に関する

規則（平成６年国家公安委員会規則第26号。以下「国家公安委員会規則」という。）の

規定に基づいて行うものとする。 

(3) 条例第２条第１号に規定する条例等（以下「条例等」という。）に基づく不利益処分

を行うに際して聴聞又は弁明の機会を付与する場合、その手続は、個別の条例等に特別

な定めがある場合を除き、条例並びに埼玉県行政手続条例の規定に基づく聴聞及び弁明

の機会の付与に関する規則（平成８年埼玉県公安委員会規則第２号。以下「県公安委員

会規則」という。）の規定に基づいて行うものとする。 



(4) 法第13条第１項第１号ニ及び条例第13条第１項第１号ハの「行政庁が相当と認めると

き」とは、次のような場合をいうものであること。 

   ア 共通 

(ｱ) 相手方に経済的な負担の大きい義務を課す場合、権利の停止が長期にわたる場合

等相手方に与える影響が大きく、より手厚い手続保障を行うことが相当と判断され

る場合 

(ｲ) 事案における事実関係が複雑で、事実認定をめぐり争いが予想される場合 

   イ 条例のみ 

     不利益処分の名あて人（以下「名あて人」という。）の業務に従事する者の解任を

命ずる不利益処分をしようとする場合 

(5) 法第13条第２項第５号に規定する「政令で定める処分」及び条例第13条第２項第５号

に規定する「規則で定める処分」とは、次の処分をいうものであること。 

ア 法律等又は条例等の規定により行政庁が交付する書類であって交付を受けた者の資

格又は地位を証明するもの（以下「証明書類」という。）について、法律等又は条例

等の規定に従い、既に交付した証明書類の記載事項の訂正（追加を含む。）をするた

めにその提出を命ずる処分及び訂正に代えて新たな証明書類の交付をする場合に既に

交付した証明書類の返納を命ずる処分 

イ 届出をする場合に提出することが義務付けられている書類について、法律等又は条

例等の規定に従い、当該書類が法令に定められた要件に適合することとなるようにそ

の訂正を命ずる処分 

 ２ 理由の提示 

(1) 不利益処分を行う場合には、同時に、名あて人に対し、当該不利益処分の理由を示さ

なければならないが、この場合、不利益処分の根拠条項、処分要件に該当する事実を明

示する必要があること。 

(2) 法又は条例第14条第１項改行により処分に際して理由の提示を行わなかったときは、

同条第２項に定める場合を除き、処分後、速やかに提示すること。 

(3) 不利益処分を行う際に名あて人の所在が判明せず、処分の通知を公示の方法により行

うときは、併せてその理由をいつでも名あて人に提示する旨を公示しておくこと。 

第４ 聴聞（法第15条から第28条まで・条例第15条から第26条まで関係） 



 １ 聴聞の通知 

(1) 法第15条第１項及び条例第15条第１項の「相当な期間」とは、不利益処分の内容・性

質に照らして、名あて人となるべき者が防御の準備をするのに必要な期間とされている

が、他の法律等又は条例等に特別な定めがある場合を除き、少なくとも聴聞の期日の１

週間前までに通知すること。 

(2) 名あて人となるべき者の所在が判明せず、公示の方法により通知を行うときは、通知

において記載する聴聞の期日については、掲示を始めた日から起算して、２週間に「相

当な期間」を加えた日数を下回って設定することのないようにすること。 

(3) 法第15条第２項第１号又は条例第15条第２項第１号の規定により当事者等が聴聞の期

日への出頭に代えて陳述書及び証拠書類等を提出する場合は、法第21条又は条例第21条

により聴聞の期日までに提出するものであること。 

 ２ 文書等の閲覧 

(1) 法第18条第１項及び条例第18条第１項の「第三者の利益を害するおそれがあるとき」

とは、例えば、個人のプライバシーに係る事項や企業秘密が記載されている文書に限ら

れるものであること。 

なお、「第三者の利益」には、閲覧請求者以外の当事者又は参加人の利益も含まれる。 

(2) 法第18条第１項及び条例第18条第１項の「その他正当な理由があるとき」とは、閲覧

させることにより取締りの秘密等行政上の機密が漏れるなど公益上の支障があるときの

ほか、審理の争点に関係がないものを求められたとき、他の閲覧させた文書等により既

に審理の必要にこたえているとき、聴聞期日においてむやみに閲覧請求を乱発するなど、

明らかに聴聞の引き延ばしを図るための閲覧請求等法及び条例の運用上著しい障害がも

たらされるときをいうものであること。 

(3) 正当な理由から資料の閲覧を拒む場合であっても、拒む理由となる部分以外の関係な

い部分まで閲覧を拒むことはできないものであること。従って、この場合においては、

資料を要約したもの、支障がある部分を消去したもの等を閲覧させること。 

(4) 聴聞の期日における審理の過程で資料の閲覧請求があった場合に、その資料の閲覧を

認めるべきであるにもかかわらず、当日閲覧させることができないときには、改めて聴

聞の期日を定め、それまでの間に資料を閲覧させなければならないこと。 

 ３ 聴聞の主宰及び聴聞の期日における審理の方式 



(1) 聴聞の主宰者の指名に当たっては、聴聞を主宰するについて必要な法令の知識経験を

有し、かつ、公正な判断をすることができると認められる者を指名すること。 

(2) 質問権が濫用されている場合は、法第20条第２項又は条例第20条第２項の規定により、

主宰者は当事者等の質問を許可しないことができるが、このことをもって当事者等の質

問権を不当に制限することがあってはならないこと。 

(3) 法第20条第４項又は条例第20条第４項の規定により、主宰者は当事者等に対し証拠書

類等の提出を促すことができるが、不利益処分の原因となる事実を立証することとなる

証拠書類等の提出まで促すことはできないこと。 

第５ 弁明の機会の付与（法第29条から第31条まで・条例第27条から第29条まで関係） 

 １ 弁明の機会の付与の方式 

(1) 弁明の機会の付与の方式は、他の法律等又は条例等に弁明は口頭で行う旨の定めがあ

る場合及び処分を行う行政庁が口頭ですることを認めた場合を除き、弁明書を提出して

行うものであること。 

(2) 口頭による弁明の機会を付与する場合であっても、口頭によるやりとりを行う権利ま

で保障するものではないこと。 

(3) 名あて人が証拠書類等を提出する場合は弁明書の提出期限（口頭による弁明の機会を

付与する場合には、出頭すべき期日をいう。以下同じ。）までに提出させること。 

 ２ 弁明の機会の付与の通知 

(1) 法第30条及び条例第28条の「相当な期間」とは、聴聞の通知の場合と同様に不利益処

分の内容・性質に照らして、名あて人となるべき者が防御の準備をするのに必要な期間

とされているが、他の法律等又は条例等に特別な定めがある場合を除き、少なくとも弁

明書の提出期限の１週間前までに通知すること。 

(2) 名あて人となるべき者の所在が判明せず、公示の方法により通知を行うときは、通知

において記載する弁明書の提出期限については、掲示を始めた日から起算して、２週間

に「相当な期間」を加えた日数を下回って設定することのないようにすること。 

第６ 行政指導（条例第30条から第35条の２まで関係） 

 １ 一般原則 

(1) 行政指導を行うに当たっては、条例の規定を適正に運用するよう努めること。 

(2) 条例第30条第２項の「不利益な取扱い」とは、行政指導に携わる者が行政指導に従わ



なかった者に対して、当該行政指導を受ける者が以前得られていた利益を損なわしめ、

又はそれまで被っていなかった不利益を与えるようなことを制裁的な意図をもって行う

行為をいうものであること。 

   なお、不利益処分を行う前に改善勧告を行うなど行政指導を行うことが予定されてい

る場合に相手方が当該勧告に従わないため不利益処分を行うことは、「不利益な取扱 

   い」には当たらないものであること。 

 ２ 申請に関連する行政指導 

   申請の取下げ又は内容の変更を求める行政指導は、当該行政指導に従ったことにより相

手方に損害等が生じても審査請求、行政事件訴訟法（昭和37年法律第139号）に基づく抗

告訴訟等によっては救済を受けることができず、救済の機会が失われるおそれがあること

から、条例第32条第１項の規定に基づいて、特に慎重に行わなければならないものである

こと。 

   なお、申請書の記載事項の不備、必要な添付資料の不足等申請の形式上の要件に適合し

ていないことから、その補正を求めるようなものは、「申請の取下げ又は内容の変更を求

める行政指導」には当たらないものであること。 

 ３ 行政指導の方式等 

(1) 条例第34条第１項の「責任者」には、行政指導に携わる職員が所属する所管課長等又

は警察署長が当たるものであること。 

(2) 条例第34条第２項の「許認可等をする権限又は許認可等に基づく処分をする権限を行

使し得る旨を示すとき」とは、行政指導をする時点において既に当該権限を行使するこ

とが可能である場合に、当該権限を行使し得る旨を示すときのほか、当該行政指導に従

わないときに法律等又は条例等の規定により、当該権限を行使することができることと

されている場合に、当該権限を行使し得る旨を示すときも含まれるものであること。 

(3) 条例第34条第３項の規定により相手方に対して書面を交付する場合は、条例第34条第

１項に関する行政指導については行政指導内容等告知書（別記様式第１号）により、同

条第２項に関する行政指導については許認可等に係る権限の根拠等告知書（別記様式第

２号）により速やかに交付するものとする。 

(4) 条例第34条第３項の「行政上特別の支障」とは、口頭で趣旨、内容、責任者を明らか

にすることはできても、書面を交付することによってその内容が一般に明らかになると、



行政目的の実現が妨げられるおそれが生ずる場合に限定されるものであること。 

 ４ 複数の者を対象とする行政指導 

(1) 条例第35条の「共通してその内容となるべき事項」とは、行政指導の指針となるもの

をいうものであること。 

(2) 「共通してその内容となるべき事項」を策定するに当たっては、個々の行政指導を行

う場合の基本的考え方を明確に示すことにより行政指導の透明性・公平性を確保すると

いう観点から、その策定に当たること。 

 ５ 行政指導の中止等の求め 

(1) 条例第35条の２第１項の「法令又は条例等に違反する行為の是正を求める行政指導」

とは、法令又は条例等に違反する行為自体の中止、適法な状態に回復する措置その他の

法令又は条例等に違反する行為を改めただすことを内容とする行政指導をいい、具体的

には法律等又は条例等に違反する行為をした者に対して行われる次のような行政指導を

指すものであること。 

   ア 法律等又は条例等に違反する行為（法律等又は条例等に規定されている義務又は要

件に反する行為をいう。）自体の解消を内容とするもの 

   イ 法律等又は条例等に違反する行為自体は終了しているが、当該行為によって生じた

影響の除去又は原状の回復を内容とするもの 

   ウ 法律等又は条例等に違反する行為自体は終了しているが、当該行為の再発防止を内

容とするもの 

(2) 条例第35条の２第１項の「その根拠となる規定が法律又は条例にかれているもの」と

は、行政指導を行う権限及びその要件が法律又は条例に規定されているものをいい、警

察の任務又は所掌事務を定める規定に基づいて行われる行政指導は含まないものである

こと。 

(3) 条例第35条の２第２項の「申出書」の書式については法令上の定めはなく、申出人は

任意の書式により申出をすることが可能であるものであること。 

(4) 条例第35条の２第３項の「必要な調査」等の対応については、手続の公正性の観点か

ら、当該行政指導に実質的に関与した職員及び当該行政指導について利害関係を有する

職員以外の職員が行うよう努めること。 

   また、行政指導の相手方の権利利益の保護等に資する観点から、行った調査の結果、



講じた措置の有無及びその内容等、申出を受けた対応の結果について、申出人に通知す

るよう努めること。 

(5) 警察署長が申出書の提出を受けたときは、所管課長等に報告し、協議の上で対応する

こと。 

第７ 処分等の求め（法第36条の３・条例第35条の３及び第35条の４関係） 

 １ 法律等に基づく処分の求めについては法第36条の３、条例等に基づく処分の求めについ

ては条例第35条の３、行政指導の求めについては条例第35条の４に基づいて対応すること。 

 ２ 処分を違法であると思料して求める当該処分の取消しについては、審査請求、行政事件

訴訟法の取消訴訟等によることとなり、本条の対象とはならないものであること。 

 ３ 法第36条の３第２項及び条例第35条の３第２項の「申出書」の書式については、法令上

の定めはなく、申出人は任意の書式により申出をすることが可能であるものであること。 

 ４ 法第36条の３第３項の「必要な調査」等の対応の結果については、申出人の便宜等の観

点も踏まえ、当該処分等の相手方となるべき者の正当な利益が損なわれる場合、事務処理

上著しい負担が生じる場合等を除き、行った調査の結果、講じた措置の有無及びその内容

等を申出人に通知するよう努めること。条例第35条の４に基づく行政指導の求めの場合の

「必要な調査」等の対応の結果についても同様とする。 

 ５ 警察署長が申出書の提出を受けたときは、所管課長等に報告し、協議の上で対応するこ

と。 

第８ 届出（法第37条・条例第36条関係） 

 １ 法第37条及び条例第36条は、法律等又は条例等に定められた形式上の要件に適合した届

出が到達したときに当該届出をすべき手続上の義務が履行されたものとすることを規定し

たものであり、真実の事柄を通知するいわば実体的な意味における届出の義務の履行まで

を規定したものではないこと。 

 ２ 法第37条及び条例第36条は、法令に定められた形式上の要件に適合していない届出が到

達したときの取扱いを規定していないことから、この場合の取扱いは個別の法律等又は条

例等の定めによるものであること。ただし、その場合であっても、これを放置することは

せず、補正を求めるなど適切な取扱いに努めること。 

 ３ 法律等又は条例等に定められた届出に必要な資料以外の資料の提出を求めることは行政

指導となることから、その旨を届出者に明らかにするとともに、これに従わないことをも



って、当該届出の受理を保留することはしないこと。 

第９ 写しの交付（条例第37条関係） 

 １ 閲覧文書の写しの交付を求めることができる旨の教示等 

(1) 法第18条第１項及び条例第18条第１項の規定による文書等の閲覧の求め並びに法第24

条第４項及び条例第24条第４項の規定による聴聞調書及び報告書の閲覧の求めがあった

ときは、請求者に対して条例第37条第１項又は第２項（同条第３項においてこれらの規

定を準用する場合を含む。）の規定により資料、調書又は報告書（以下「閲覧をしよう

とする文書」という。）の写しの交付を求めることができる旨を教示すること。 

(2) 請求者が閲覧しようとする文書の写しの交付を求めるときは、国家公安委員会規則第

10条第１項及び県公安委員会規則第10条第１項に規定する文書閲覧請求書又は国家公安

委員会規則第19条第１項および県公安委員会規則第19条第１項に規定する聴聞調書等閲

覧請求書とは別に、県公安委員会規則第20条に規定する閲覧文書（写し）交付請求書を

提出させること。この場合、請求者が閲覧しようとする文書の写しの交付を求めずに、

閲覧が終了した後に閲覧した文書の写しの交付を求めた場合も閲覧文書（写し）交付請

求書を提出させるものとする。 

(3) 前記(2)の求めにより閲覧をしようとする文書の写しを請求者に交付した場合は、当

該交付した文書は、閲覧したものとみなして取り扱うこと。 

 ２ 写しの交付方法 

(1) 条例第37条第１項及び第２項（同条第３項においてこれらの規定を準用する場合を含

む。）の規定による写しの交付は、原則として複写機で複写して行う。ただし、電磁的

記録を電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、その方法によること

ができる。 

(2) 交付する写しの用紙の大きさは、日本産業規格Ａ列３番、Ａ列４番又はＢ列４番とし、

片面印刷とする。 

 ３ 写しの交付に要する費用 

(1) 条例第37条第４項に規定する写しの交付に要する費用は、次のとおりとする。 

   ア 写しの交付に要する費用は、前納とする。 

   イ 写しの交付に要する費用の額は、次のとおりとする。 

    (ｱ) 複写機により用紙に複写したもの 用紙１枚につき10円 



    (ｲ) 電磁的記録を印刷物として出力したもの 用紙１枚につき10円 

    (ｳ) 電磁的記録を電磁的記録媒体に複写したもの 

ａ フレキシブルディスクカートリッジ（日本産業規格Ｘ6223に適合する幅90ミ

リメートルのもの） １枚につき40円 

ｂ 光ディスク（日本産業規格Ｘ0606及びＸ6281に適合する直径120ミリメートル

の光ディスクの再生装置で再生できるもの） １枚につき60円 

(2) 写しの交付に係る費用徴収の事務は、聴聞を主宰する所属が行い、埼玉県財務規則（

昭和39年埼玉県規則第18号）第40条の規定により現金領収とする。 

   実施日 

 この例規通達は、平成８年４月１日から実施する。 

   実施日（平成８年８月23日埼例規第43号・交企） 

 この例規通達は、平成８年９月１日から実施する。 

   実施日（平成９年３月31日埼例規第33号・務） 

 この例規通達は、平成９年４月１日から実施する。 

   実施日（平成９年10月31日埼例規第70号・暴一） 

 この例規通達は、平成９年11月１日から実施する。 

   実施日（平成10年３月３日埼例規第８号・務） 

 この例規通達は、平成10年３月３日から実施する。 

   実施日（平成10年３月31日埼例規第26号・交企・交指・交規・駐対・免・教育） 

 この例規通達は、平成10年４月１日から実施する。 

   実施日（平成13年３月29日埼例規第40号・務） 

 この例規通達は、平成13年４月１日から実施する。 

   実施日（平成13年９月28日埼例規第95号・務） 

 この例規通達は、平成13年10月１日から実施する。 

   実施日（平成13年11月26日埼例規第106号・生安） 

 この例規通達は、平成13年12月１日から実施する。 

   実施日（平成14年３月29日埼例規第36号・生安） 

 この例規通達は、平成14年４月１日から実施する。 

   実施日（平成14年７月31日務第1375号） 



 この通達は、平成14年８月１日から実施する。 

   実施日（平成16年３月30日務第779号） 

 この通達は、平成16年４月１日から実施する。 

   実施日（平成17年４月１日務第906号） 

 この通達は、平成17年４月１日から実施する。 

   実施日（平成17年５月31日務第1466号） 

 この通達は、平成17年５月31日から実施する。 

   実施日（平成17年７月６日務第1157号） 

 この通達は、平成17年７月６日から実施する。 

   実施日（平成17年９月27日務第2310号） 

 この通達は、平成17年10月１日から実施する。 

   実施日（平成18年１月18日生企第161号） 

 この通達は、平成18年１月18日から実施する。 

   実施日（平成18年３月28日文第74号） 

 この通達は、平成18年４月１日から実施する。 

   実施日（平成18年３月31日務第926号） 

 この通達は、平成18年４月１日から実施する。 

   実施日（平成18年５月31日生環一第755号） 

 この通達は、平成18年６月１日から実施する。 

   実施日（平成18年５月31日駐対第620号） 

 この通達は、平成18年６月１日から実施する。 

   実施日（平成19年３月30日文第73号） 

 この通達は、平成19年４月１日から実施する。 

   実施日（平成19年８月20日生企第5007号） 

 この通達は、平成19年８月20日から実施し、平成19年６月１日から適用する。 

   実施日（平成19年９月28日務第2595号） 

 この通達は、平成19年９月30日から実施する。 

   実施日（平成19年12月７日会第790号） 

 この通達は、平成19年12月10日から実施する。 



   実施日（平成20年３月31日務第922号） 

 この通達は、平成20年４月１日から実施する。 

   実施日（平成20年５月30日交指第895号） 

 この通達は、平成20年６月１日から実施する。 

   実施日（平成20年６月25日務第1935号） 

 この通達は、平成20年７月１日から実施する。 

   実施日（平成20年７月29日組対第5084号） 

 この通達は、平成20年８月１日から実施する。 

   実施日（平成20年９月30日務第2725号） 

 この通達は、平成20年10月１日から実施する。 

   実施日（平成20年11月26日生企第9581号） 

 この通達は、平成20年12月１日から実施する。 

   実施日（平成20年12月９日務第3444号） 

 この通達は、平成20年12月18日から実施する。 

   実施日（平成21年３月26日務第829号） 

 この通達は、平成21年４月１日から実施する。 

   実施日（平成21年12月４日生環一第1717号） 

 この通達は、平成21年12月４日から実施する。 

   実施日（平成22年３月30日務第770号） 

 この通達は、平成22年４月１日から実施する。 

   実施日（平成22年12月27日文第325号） 

 この通達は、平成23年１月１日から実施する。 

   実施日（平成23年３月22日務第649号） 

 この通達は、平成23年４月１日から実施する。 

   実施日（平成23年７月27日捜四第1561号） 

 この通達は、平成23年８月１日から実施する。 

   実施日（平成24年７月６日務第1625号） 

 この通達は、平成24年７月９日から実施する。 

   実施日（平成24年10月26日組対第1739号） 



 この通達は、平成24年10月30日から実施する。 

   実施日（平成25年７月４日交規第881号） 

 この通達は、平成25年８月１日から実施する。 

   実施日（平成26年３月20日務第741号） 

 この通達は、平成26年４月１日から実施する。 

   実施日（平成26年６月９日生環一第1131号） 

 この通達は、平成26年６月20日から実施する。 

   実施日（平成27年３月31日務第784号） 

 この通達は、平成27年４月１日から実施する。 

   実施日（平成27年５月29日交企第414号） 

 この通達は、平成27年６月１日から実施する。 

   実施日（平成27年７月30日保安第5935号） 

 この通達は、平成27年７月30日から実施する。 

   実施日（平成27年12月18日務第2541号） 

 この通達は、平成28年１月１日から実施する。 

   実施日（平成28年３月29日務第840号） 

 この通達は、平成28年４月１日から実施する。 

   実施日（平成28年６月14日保安第6660号） 

 この通達は、平成28年６月23日から実施する。 

   実施日（平成28年11月29日務第2695号） 

 この通達は、平成28年11月30日から実施する。 

   実施日（平成29年３月10日免第989号） 

 この通達は、平成29年３月12日から実施する。 

   実施日（平成29年３月23日務第788号） 

 この通達は、平成29年４月１日から実施する。 

   実施日（平成30年１月19日子対第41号） 

 この通達は、平成30年１月29日から実施する。 

   実施日（平成30年３月23日捜四第651号） 

 この通達は、平成30年４月１日から実施する。 



   実施日（平成30年３月28日務第792号） 

 この通達は、平成30年４月１日から実施する。 

   実施日（平成31年４月19日文第173号） 

 この通達は、平成31年５月１日から実施する。 

   実施日（令和元年６月28日文第260号） 

 この通達は、令和元年７月１日から実施する。 

   実施日（令和元年９月９日保安第9789号） 

 この通達は、令和元年９月９日から実施する。 

   実施日（令和元年11月29日交総第1002号） 

 この通達は、令和元年12月１日から実施する。 

   実施日（令和２年３月13日保安第3487号） 

 この通達は、令和２年４月１日から実施する。 






















































































