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長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例の概要 
⻑野県建設部砂防課 

 
１ 制定の背景 

��令和３年７月３日に静岡県熱海市で土石流災害が発生 
��市町村と連携し、盛土の流出により土砂災害が発生するおそれのある箇所の点検を実施 
 
 

 

２ 条例の概要 

�� 目的 

  土砂等の盛土等に関し、盛土等を行う者、土地の所有者、土砂等を発生させる者及び
県の責務を明らかにするとともに、土砂等の盛土等の規制に関し必要な事項を定めるこ
とにより、土砂等の崩落等による災害の発生を防止し、もって県⺠の安全の確保に資す
ることを目的とする。（第１条） 

 
⑴ 責務及び役割 

 対象者 責務又は役割の内容 

責務 

盛土等を行う者 
土砂等の崩落等による災害の発生を防止するために必要な措置
を講じる。（第３条） 

土地の所有者 
所有する土地において不適正な土砂等の盛土等が行われないよ
う努めるとともに、土砂等の崩落等による災害の発生を防止す
るために当該土地を適正に管理するよう努める。（第４条） 

土砂等を 
発生させる者 

事業活動により発生させる土砂等の量をできるだけ抑制し、か
つ、発生させた土砂等の有効な利用の促進に努めるとともに、
当該土砂等が不適正な土砂等の盛土等に用いられることのない
よう適正な処理に努める。（第５条） 

県 
土砂等の崩落等による災害の発生の防止を図るために必要な施
策を総合的に推進する。（第６条） 

連携 県・市町村 

県と市町村が相互に情報を共有することにより、土砂等の盛土
等の状況を把握し、市町村が土砂等の崩落等による災害の発生
の防止に関する施策を実施しようとするときは、必要な情報の
提供、助言その他の支援を行う。（第７条） 

⻑野県では盛土等の行為に対しての⼀律的な規制制度がなく、⼗分に対応できない
事例が想定される。 

資料２ 
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⑵ 許可申請の手続き 

土砂等の盛土等を行おうとする者は、盛土等区域ごとに、知事の許可を受けなければ
ならない。ただし、以下を除く。（第８条） 
■⼀定規模未満（土砂等の盛土等を行う土地の面積が 3,000 ㎡未満かつ土砂等の盛土等

を行う高さが５ｍ未満）である土砂等の盛土等（盛土等を含む⼀団の土地の面積等が
⼀定規模以上になる場合は許可申請が必要） 

■高さ１メートル以下の盛土等  
■国、地方公共団体などが発注し、又は自ら行う土砂等の盛土等 
■法令又は条例の規定に基づく行政庁の許可、認可その他の処分による土砂等の盛土等  
■非常災害のために必要な応急措置として行う土砂等の盛土等 

 
【許可までの流れ】 

 
 
 
                    
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
また、許可内容の変更（第 19 条）及び譲受け（第 20 条）をしようとする場合も許可

を受けなければならない。 
 

申請者 

■土地所有者へ許可申請について説明を
行い同意を得る（第９条） 

■許可申請日から起算して 30 日前まで
に周辺地域の住⺠に対し許可申請の内
容を周知させるための説明会を開催す
る（第 10 条） 

■申請書類の作成（第 11 条） 

県 

■書面審査 
・申請者が不適格要件に該当していな

いか（第 13 条第１号） 
・申請者が土砂等の盛土等を的確に、

かつ、継続して行うに足りる資力を
有しているか（第 13 条第２号） 

・土地所有者の同意を得ているか 
（第 13 条第３号） 

■書面審査及び現地審査 
・土砂等の盛土等を行う土地及び土砂

等の堆積の形状並びに土砂等の盛土
等に供する施設の構造が、基準を満
たしているか（第 13 条第４号） 

■市町村への意見聴取（第 12 条） 
 

許可を受けた者 

■盛土等区域ごとに管理責任者を設置
（第 15 条） 
■標識及び境界標の設置（第 16 条） 
■土砂等管理台帳の作成等（第 17 条） 
■土砂等管理台帳等の保存（第 24 条） 

申 請 

許 可 
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⑶ 土砂等の盛土等を行う者に対する命令等 

知事は、土砂等の盛土等を行う者に対して、土砂等の崩落等による災害の発生を防止
するために必要な措置命令、停止命令又は許可の取消を行うことができる。 

命令等の内容 命令等の対象となる場合 
措置命令 

又は 
停止命令 

■緊急の必要があると認められる場合（第 22 条第１項） 
■施工中に基準不適合が認められた場合（第 22 条第４項） 

措置命令 
■無許可で盛土等を行った場合（第 22 条第２項） 
■完了後又は許可の取消後に基準不適合が認められた場合の措置命

令（第 22 条第３項） 

許可の取消し 

■不正に許可を受けた場合（第 23 条第１項第１号） 
■欠格条件に該当した場合（第 23 条第１項第２号及び３号） 
■許可を受けた日から起算して３年間着手しない場合 
（第 23 条第１項第４号） 
■正当な理由なく１年以上引き続き許可を受けた土砂の盛土等を行

わない場合（第 23 条第１項第５号） 
■措置命令及び停止命令に違反した場合（第 23 条第１項第６号） 

停止命令 

■許可条件に違反した場合（第 23 条第２項第１号） 
■変更の許可を受けないで変更した場合（第 23 条第２項第２号） 
■管理責任者の設置、標識及び境界標の設置及び土砂管理台⻑作成

の規定に違反した場合（第 23 条第２項第３号） 
 

⑷ 土地の所有者による施工状況の確認、土地の所有者に対する勧告及び命令 

許可申請に同意をした土地の所有者は、当該同意に係る土砂等の盛土等が行われてい
る間、定期的にその施工の状況を確認し、許可の内容と明らかに異なる土砂等の盛土等
が行われていることを知ったときは、中止又は原状回復その他必要な措置等を求めると
ともに、速やかにその旨を知事に報告しなければならない。（第 25 条） 

以下に該当する場合、知事は、土地の所有者に対して勧告及び命令を行うことができ
る。 
勧告及び命令の 

内容 
勧告及び命令の対象となる場合 

措置を講ずるよう
勧告 

■措置命令を受けた者（第２項を除く。）が期限までに措置を講じない
場合で、土地の所有者が施工状況の確認を怠った場合（第 26 条第１
項第１号）及び知事への報告を怠った場合（第 26 条第１項第２号） 

勧告に係る 
措置命令 

■上記の勧告に従わない場合であって、当該勧告に係る措置を講じさ
せることが相当であると認められる場合（第 26 条第２項） 
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⑸ 手数料 

 以下の申請により許可を受けようとする者は、手数料を納めなければならない。 
対象の申請 １件あたりの金額 

当初許可（第８条） 55,000 円 

変更の許可（第 19 条） 34,000 円 

譲受けの許可（第 20 条） 34,000 円 
 

⑹ 罰則 

 本条例の規定に違反した者は以下の罰則に処され、また、本条例では両罰規定を設けて
いる。 

対象行為内容 罰則条項 罰則内容 
■無許可盛土等（第８条） 
■無許可変更（第 19 条） 
■無許可譲受け（第 20 条） 
■許可不正取得 
（第８条、第 19 条、第 20 条） 
■措置命令違反 
（第 22 条第１項、第２項） 

第 36 条第１号 
〃 
〃 

第 36 条第２号 
 

第 36 条第３号 
 

２年以下の懲役 
又は 

100 万円以下の罰金 

■措置命令違反 
（第 22 条第３項、第４項） 
■停止命令違反（第 23 条） 

第 37 条第１号 
 

第 37 条第２号 

１年以下の懲役 
又は 

100 万円以下の罰金 
■土地所有者に対する措置命令違反 
（第 26 条） 
■土砂搬入禁止区域への土砂搬入 
（第 28 条） 

第 38 条第１号 
 

第 38 条第２号 
 

６月以下の懲役 
又は 

50 万円以下の罰金 

■土砂管理台帳作成義務違反（第 17 条） 
■使用土砂量報告義務違反（第 17 条） 
■報告拒否、虚偽報告（第 30 条） 
■立入検査拒否・妨害・忌避及び答弁拒

否・虚偽答弁（第 30 条） 

第 39 条第１号 
第 39 条第２号 
第 39 条第３号 
第 39 条第４号 

 

50 万円以下の罰金 

■完了届出義務違反（第 18 条） 
■軽微変更届出義務違反（第 19 条） 
■関係図書保存義務違反（第 24 条） 

第 40 条第 1 号 
〃 

第 40 条第 2 号 
30 万円以下の罰金 


