
建設部砂防課

〇意見募集期間　令和４年（2022年）２月17日（木）から３月18日（金）まで

〇意見の総数　　129件（17人）

番号 項目 ご意見の概要 県の考え方

1 条例の目的
「土砂災害の発生の未然防止」を「土砂災害発生の未然防止」に変更できない
か。

いただいたご意見を条例案検討の参考とさせていただきます。

2 条例の目的
「土砂災害の発生の未然防止を図り」とあるが、「工事後の盛土の安全管理」も
条例の目的に入れるべきではないか。いったん置かれた盛土は、熱海土石流のよ
うなことを無くすために永遠の安全管理が必要。

本条例は、土砂災害の発生の未然防止を図ることを目的とし、その方策と
して、関係者や県の責務、盛土等の規制を定めるものです。災害の未然防
止のためには、工事後の盛土の安全管理も重要であることから、土地の所
有者の責務として、施行中及び施工後に土地を適正に管理するよう努める
ことを定める予定です。

3 １全般 施工中の責務と施工完了後の責務の区別がわかりにくい。 いただいたご意見を条例案検討の参考とさせていただきます。

4 １全般 土砂等の災害の発生は施工中だけでなく施工後も含まれているのか不明。 いただいたご意見を条例案検討の参考とさせていただきます。

5 １全般
盛土等の定義は何か。補強盛土、擁壁、のり枠などの施設を伴う土構造物の全て
が対象か。

盛土等の定義は、土砂等の堆積を行う行為ですが、一定規模未満のもの
や、国、地方公共団体が発注するものは除きます。「施設を伴う土構造
物」も対象となる場合があります。

6 １（１） 「盛土等を行う者」とは、発注者または事業請負業者のどちらか。
他者に土砂等の盛土等の行為を発注している場合は、発注者が「盛土等を
行う者」です。

7～9 １（１） 災害の発生を防止するために必要な措置とは何か、明記してほしい。
盛土等の許可基準として、土地や堆積の形状、施設の構造を規則で定める
予定です。

10 １（１）

「災害の発生を防止するために…」を「災害の発生・濁水を防止するために…」
と濁水を追加してもらいたい。盛土から大雨後などに濁水が流れ下ることが予想
される。大規模な場合や地形によっては、沈砂池を設けるよう指導してほしい。
災害の発生と共に、水田耕作者の濁水に対する懸念が大きい。

本条例は土砂災害の発生の未然防止を図り、もって県民の安全の確保に資
することを目的としています。濁水の防止は、土砂災害の防止に直接的に
寄与するものではないことから、条例による規制にはなじまないと考えま
す。

11 １（２）

土地の所有者の責務がかなり厳しく規定されているため、盛土等行う者から土地
の所有者へ、発生土砂の由来、盛土の構造、盛土する地盤のボーリング調査結
果、それに基づく強度計算結果等を交付させる規定が必要ではないか。（盛土を
する者と土地の所有者が同一の場合は不要。）

いただいたご意見を参考に、盛土等を行う許可を受けようとする者が土地
の所有者の同意を得ようとする際に、説明しなければならない事項を定め
る予定です。

「長野県盛土等による土砂災害の防止に関する条例（仮称）骨子（案）」へのご意見の概要と県の考え方



番号 項目 ご意見の概要 県の考え方

12 １（２） 土地の所有者は何をもって不適正な盛土と判断するのか。 土地の所有者による施工状況の確認内容は、規則で定める予定です。

13 １（２） 土地の所有者は、盛土工事期間中、管理・監督するのでしょうか。

盛土等が施工されている間は、土地の所有者に定期的に施工の状況を確認
していただくとともに、許可した内容と明らかに異なる盛土等が確認され
た場合は、原状回復等必要な措置を申請者に求めるとともに、速やかにそ
の旨を知事に報告していただくことを定める予定です。

14 １（２）
行為中は定期的（月１度、月中）に行為の状況を県に報告することを義務付けて
はどうか。

毎月１回以上確認いただくことを規則で定める予定です。

15 １（２） 行為の許可期間、定期的に県の検査を受けることとしてはどうか。
盛土等の施工中は、土地の所有者が施工の状況を確認し、盛土等の施工完
了後は、許可の内容及び基準に適合するかを県が確認することを定める予
定です。

16 １（２）

「不適正な土砂等の盛土等が行われないよう」「盛土等が施工されている間は」
という表現からすると、これから盛土を行なう際や盛土の工事中のことが問題視
されていると捉えられる。工事後の方が盛土施設の老朽化が進み危険性が高まる
ため、盛土の工事完了後も盛土の状況を知事に定期的に報告するようにしてはど
うか。時間が経つほどに報告は綿密にされるべきではないか。

完了後は土地の所有者が適正に管理するよう努めることを定める予定で
す。

17 １（２）
今後、造成される盛土の崩壊による災害の責任は、土地の所有者にあると明記す
べきではないか。

盛土等を行う者が施行中の土砂崩落等による災害の発生を防止する責務、
土地の所有者が施行中及び施工後の土地を適正に管理する責務を定める予
定です。

18 １（２）
「許可内容と明らかに異なる」を「申請者からの説明内容と明らかに異なる」に
変更してはどうか。許可書の写しを土地の所有者に交付したらどうか。

申請者は土地の所有者に許可申請の内容を説明して同意を得なければなら
ない旨を定める予定ですので、「許可の内容」と「申請者からの説明内
容」は同じと考えています。

19 １（２）
「中止又は原状回復等の措置」を「中止を求めると共に、施工同意の解除手続き
を始める」に変更してはどうか。

盛土等の行為への同意を解除するかどうかは、土地の所有者が判断するこ
とであるため、条例で定めることはなじまないと考えます。

20 １（２）
「知事に報告」を「知事に通報」に変更してはどうか。
土地の所有者は申請行為をしていないので、知事と指令従属関係にない。

盛土等に同意した土地の所有者には、条例により「報告」を求める予定で
す。



番号 項目 ご意見の概要 県の考え方

21 １（２） 知事が土地の所有者から報告を受けた際の初動までの期間を定めるべき。
土砂災害の発生を防止するため、速やかな対応に努め、緊急の必要がある
と認めるときは、許可を受けた者に対し、必要な措置を講ずべきことなど
を命じることを定める予定です。

22 １（２）

「盛土等が施工されている間」とあると、悪意のある法人が不安定な土砂を設置
したまま逃げた場合、工事が中断しているため「施工中」とは言えず指導できな
い。「施工が継続していないと判断できるとき」も指導・是正命令、罰則適用が
できるようにすべき。

ご指摘の「盛土等が施工されている間」は、土地の所有者による施工状況
の確認に係る期間です。盛土等の許可を受けた者には、施行中や完了時
に、盛土等の崩落等による災害の発生を防止するため、必要な措置を講ず
べきことなどを命じ、命令に違反した者には、罰則を科すことを定める予
定です。

23 １（３）
土砂を発生させる者に対しても、土砂量について申請することとし、発生土が決
まっているか確認した上で許可する制度を設けてはどうか。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

24 １（３）
リニア中央新幹線建設事業による180万ⅿ3の掘削土の処分地が決まっておらず、
地方自治体も困っているのではないか。発生土処分の方法についても着手前に明
記するような申請内容にしてもらいたい。

発生土の処分方法が、本条例の対象となる盛土の場合は、盛土を行う前に
申請をしていただくこととなります。

25 １（３）
土砂等を発生させる者とは、行為実行者なのか行為指示者、行為発注者なのか。
許可した側も、土砂の発生に間接的に加担しており、広義の「土砂を発生させる
者」として、災害発生の責任を問われるのか。

自ら土砂を発生させる者のほか、他者に指示・発注して行わせる者も含む
と考えます。

26 １（４）
「必要な施策を推進する」を「必要な調査をし、その結果を以って適切な施策を
推進する」に変更してもらいたい。

「必要な施策を推進する」には、「必要な調査をし、その結果を以って適
切な施策を推進する」ことも含まれていると考えています。

27 １（４）
「市町村と連携して…」を「関係市町村と連携して…」に変更してもらいたい。
盛土の該当市町村だけでなく、下流域という視点で連携をお願いしたい。

「市町村」には、「関係する市町村」を含むと考えています。

28 １（４）
市町村の役割とされる「災害の発生の防止」とは具体的に何を行うのか。危険箇
所の対策工事まで想定しているのか。

市町村が行う土砂災害の発生の防止は、県及び関係市町村との連携及び情
報共有や盛土等に関わる事業者等への普及啓発等想定しています。盛土の
状況によっては、必要に応じて、市町村が対策工事を行う可能性もあり得
ると考えます。

29 １（４）
「市町村が盛土等の把握に努める」との記述があるので、土地の所有者からの報
告窓口を市町村にしてはどうか。

盛土等の行為を、許可するのは知事のため、許可内容と明らかに異なる盛
土等が行われていることを知ったときの報告先は県機関とします。



番号 項目 ご意見の概要 県の考え方

30 ２（１） 許可条件に違反した場合等の許可の取り消しに関する規定が必要ではないか。
許可条件に違反し、盛土等の停止命令に従わない場合は、許可を取り消す
ことができることを定める予定です。

31 ２（１）
本県は急峻な地形が多く、盛土には不向きな山間部への盛土の許可申請が多数を
占めると思われます。そのようなケースの場合はより厳しい、安全側に軸足を置
いた許可基準を設定してもらいたい。

盛土等を行う土地、堆積の形状、施設の構造に関する基準を定め、個別に
安全性を審査します。

32～37 ２（１）
河川法、砂防法等で明確に規制されていない土石流危険渓流・土石流危険区域に
ついては、禁止区域として盛土を認めないことにしてはどうか。

No.31の回答のとおり

38 ２（１）
県が盛土条例3,000㎡とするならば、3,000㎡以下の同様の市町村条例を県の責任
において、市町村に作成させてほしい。

市町村における規制の必要性は、各市町村が判断するものと考えていま
す。

39～43 ２（１）
「3,000㎡未満かつ５ｍ未満」という許可を要しない面積、高さの規定は緩すぎ
ないか。もっと厳しめにすべきではないか。

県が実施した盛土の点検の結果や有識者からのご意見を参考に、許可を要
しない盛土の規模を「3,000㎡未満かつ５m未満」と規定する予定です。

44 ２（１） 許可申請の規定を設けることはとても重要だと思う。 ご意見として承りました。

45 ２（１）
工業団地造成のような平坦部の嵩上げ造成も対象にすべきと思う。重金属類によ
る将来の公害の発生や地震のときの液状化についても考慮すべきだと思う。

平坦部の造成の盛土であっても、面積3,000㎡以上の盛土等（高さ１ｍ未満
の場合は除く）又は高さ５ｍ以上であれば知事の許可を要するとする予定
です。本条例は土砂災害の発生の未然防止を図るための規制を定めるもの
ですので、重金属類による公害の発生等については、今後の施策の参考と
させていただきます。

46 ２（１） 盛り土に「土砂でない物を混入させた場合」には、どの条例違反になるのか。
本条例は土砂災害の発生の未然防止を図るための規制を定めるものです。
土壌汚染や廃棄物等については本条例の規制の対象外とする予定です。

47 ２（１）
「高さが5m未満」とは、最大高さが5m未満なのか盛土区域のすべての箇所におい
て５m未満なのか。

盛土の一部でも高さが５ｍ以上であれば、本条例の対象とする予定です。
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48 ２（１）
「盛り土等を含む一団の土地の面積等」の「一団」の考え方によっては規制逃れ
のために点在させることも考えられるので、厳しめに規制する必要がある。

「一団」の具体的な考え方については、今後お示しします。

49 ２（１）
高さ30ｍの盛土や１万㎡の太陽光パネル設置などの大規模な面積、高さの盛土を
想定する必要がある。

本条例では、面積3,000㎡以上の盛土等（高さ１ｍ未満の場合は除く）又は
高さ５ｍ以上の盛土等であれば知事の許可を要するとする予定です。太陽
光パネルの設置のみで、土砂等の盛土等の行為がない場合は、本条例の対
象外です。

50 ２（１）
「高さ1ｍ未満の盛土等」はこの条例による許可は不要となりますが、3.000㎡未
満の面積の斜面、法面等に一面に盛土するあるいは捨てる行為は許されるのか。
他の法律で規制されるのか。そうでなければ何らかの規制が必要ではないか。

本条例の規制対象は、一定の規模以上の盛土等とする予定ですので、3,000
㎡未満の面積の法面等に最大高さ５ｍ未満の盛土は、知事の許可を要しな
いこととなります。他法令の制限行為にあたる場合は、それに基づく許可
を受ける必要があります。

51～52 ２（１）
「国、地方公共団体などが発注し」の「など」には東海旅客鉄道(株)は含まれの
か。

東海旅客鉄道(株)は民間事業者であることから、本条例の規制対象とする
予定です。

53 ２（１）
「国、地方公共団体などが発注し、又は自ら行う土砂等盛土等」の自ら行うとは
誰のことか。

国又は地方公共団体等です。

54 ２（１）
「国、地方公共団体などが発注し、または自ら行う土砂等の盛土等」が除外項目
となっているが、除外しなくても良いのではないか。

国又は地方公共団体が土砂等の盛土等を発注する場合は、国又は地方公共
団体が責任をもって事業を管理・監督するものであることから、本条例の
規制対象外とする予定です。国又は地方公共団体が行う土砂等の盛土等
は、国又は地方公共団体が自ら事業計画を策定し基準を遵守するため、同
様の扱いとする予定です。

55 ２（１）
「国、地方公共団体などが発注し」の「など」には全国新幹線鉄道整備法の建設
主体である東海旅客鉄道(株)及び一部区間を委託している(独)鉄道建設・運輸施
設整備支援機構を含めていただくことが適切ではないか。

東海旅客鉄道(株)は民間事業者であることから、本条例の規制対象とする
予定です。(独)鉄道建設・運輸施設整備支援機構については、今後、規則
を検討する際に参考とさせていただきます。

56 ２（１）
知事の許可の除外規定。「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」に含まれる盛土等とは何か。リニア事業の残土
処分地は民間事業であり許可の対象となると考えてよいか。

森林法や地すべり等防止法など関係法令に基づき、行政庁から盛土等の行
為の許可を受けている場合は、本条例の対象外とする予定です。東海旅客
鉄道(株)は民間事業者であることから、本条例の規制対象とする予定で
す。
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57～58 ２（１）
採石法及び砂利採取法はともに採取に伴う災害の防止を目的としているため、採
石法及び砂利採取法の規定により採取計画を提出し許可を受けた事業内容につい
ては、条例の対象から除外すべきではないか。

いただいたご意見を今後、規則を検討する際に参考とさせていただきま
す。

59 ２（１）

「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
盛り土」が県の許可がいらない場合になっている。これでは、最初から抜け道を
確保しているようなものだ。純粋に物理的なものと化学的なもの(汚染物質の問
題)に限って一律に規制できるものを目指すべきだと思う。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律や土壌汚染対策法、森林法など関係法
令に基づき、行政庁から盛土等の行為の許可を受けている場合は、本条例
の規制対象外とする予定です。

60～61 ２（２）
土地の所有者から同意を得るにあたり、土地の名義が建設省の場合は、どのよう
に同意を得ればよいか。

土地の名義が、建設省であっても、実際には県、市町村が管理している場
合があります。当該土地を管理している国又は県、市町村から同意を得て
いただく必要があります。

62～63 ２（２） 土地の所有者への説明の際には市町村職員及び自治会長の同席をお願いする。
土地の所有者への説明方法は、申請者と個々の所有者が判断すべきものと
考えます。なお、申請者が周辺住民に対する説明会を開催すること、知事
が申請について関係市町村長から意見を聴くことを定める予定です。

64 ２（２）
「盛土等区域の土地の所有者に対して説明を行い、」とあるが、盛土が崩落する
ことで被害を受ける可能性のある住民の同意も加えるべきではないか。

土地の所有者に対する説明とは別に、周辺地域の住民に対して、説明会の
開催により、盛土等の内容を周知することを定める予定です

65 ２（２）  所有者への説明と同意が必要。とても重要だと思う。 ご意見として承りました。

66 ２（２） 土地管理者が亡くなっている場合はどのように同意を得ればよいのか。
申請者において、現在の土地の所有者を特定し、同意を得ていただく必要
があります。

67 ２（３）

「申請者は、申請に先立って、盛土等区域の周辺地域の住民に対し、説明会を開
催した上、住民からの意見への対応に努める。」との規定では説明会を開催した
だけで、各種意見に対して不誠実な対応でも「努めた」という形だけ作れば申請
できてしまう。少なくとも地域住民の過半数の同意を得る必要がある旨規定すべ
きではないか。

周辺住民への説明会の開催状況、周辺住民から提出された意見書の概要及
びその意見への対応状況に関する書面を添付して申請することを定める予
定です。申請者が周辺住民からの意見の対応に努めていないと判断される
場合は、申請者に適切な対応を求めることを考えています。
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68 ２（３）
周辺住民への説明会の際には、市町村職員及び自治会長に同席いただき、市町村
長が知事から意見を求められた際に、市民の意見を参考にできるようにしてもら
いたい。

許可にあたっては、知事は市町村長の意見を聴くことを定める予定です。
市町村長が住民の意見をどのように集約するかは、各市町村が判断すべき
ことと考えています。

69 ２（３）

「盛土等区域の周辺地域の住民」という表現は、適切でないと考えます。利害関
係を有すると考える住民全てに対して行うべきだと考える。条例制定前に説明会
を行なったところでも、条例ができたことに関係させ、あらためて説明会を必要
な回数で開催することを要望する。

周辺地域の住民とは、盛土等区域のある自治会等の住民と考えています。
また、本条例の施行前の盛土等について、本条例に基づき説明会の開催を
求めることはできません。

70 ２（３）
「住民からの意見への対応に努める」ということだけでなく、住民は盛土による
被害を受けるかもしれない立場なので、「意見を丁寧に聞き理解を得なければな
らない」とすべき。

No.67の回答のとおり

71 ２（３）
開発行為を計画する際には、地元地区、地域との事前協議を必ず盛り込んでいた
だき、地域住民との合意形成がなければ、開発行為が行えないようにしていただ
きたい。

No.67の回答のとおり

72 ２（３）

周辺地域の住民に対する説明会の際には、説明結果記録と内容確認の区長印の提
出を義務付ける。
説明をきちんと行い、住民が理解し、納得できる筋道を確保する。住民も関心を
持つことになる。一方的に説明は済んだことにされることは問題。

No.67の回答のとおり

73～74 ２（３）
「盛土等区域の周辺地域の住民」を「盛土等区域の周辺地域の住民及び下流域の
住民」とすべきではないか。
土砂災害・濁水は周辺の土地だけでなく、下流域が重要。

周辺地域の住民とは、盛土等区域のある自治会等の住民と考えています。

75 ２（３）

説明会については、事業者が一方的にポスティングして説明が終了とするような
ことが起こっている。行政、地区責任者、関係者が一堂に会して行うべきもの
で、コロナ禍で軽視されることが見受けられる。（太陽光発電事業者に多くみら
れ、問題となっている）行政からのしっかりした指導が必要。

周辺住民に対する周知は、説明会の開催が原則であり、書類の提供等の手
段によることができるのは、申請者の責めに帰すことができない場合に限
られることを定める予定です。

76 ２（３）

説明会の対象となる周辺住民の定義があいまいで説明しさえすればよしとなって
いる。周辺の自治体だけでなく、置き場が河川周辺にある場合は、下流域の自治
体、自治会、PTA、職掌団体なども説明の対象にすべき。また周辺・下流域の自
治体、自治会の同意を得、その上で周辺地域の住民の同意も加えるべき。例えば
下流域の住民、及び周辺の２㎞の地権者・住民の８割の同意を得るなど、熱海で
は下流域に被害が出た事実を重視すべき。

No.67の回答のとおり
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77～78 ２（３）
「申請者は、申請に先立って、盛土等区域の周辺地域の住民に対し、説明会を開
催した上、住民からの意見への対応に努める。」は、周辺地域の住民に限ること
なく広く意見を募るべき。

盛土等の内容の周知を図る範囲は、盛土等区域のある自治会等の住民と考
えています。

79 ２（５）
事業終了後において売買されたのち、降雨等起因の災害発生時には新たな所有権
利者だけが災害責任を負うのか。

盛土等の施工完了後も土地の所有者が適正に管理するよう努めることを定
める予定です。

80 ２（５）
補償支払能力のない新たな権利者に事業を売ることを可能にしてあるのは、どう
してですか。

盛土等の事業を譲り受けようとする者は、盛土等区域ごとに申請し、知事
は、申請者が事業継続に足る資力を有すること等を確認することを定める
予定です。

81 ２（５）
売買後に新しい所有権者が、第3者に対し使用権（地役）だけ設定されたら、そ
の使用権者に抗う方策はあるのか。

土地の所有者は、地役権等の設定に同意していることから、土地を適正に
管理すべきものと考えます。

82 ２（６）

「六月を超えない範囲内で、土砂等の搬入を禁止する区域を指定することができ
る」の規定について。期間を定める必要はないと思う。人の生命、身体、財産に
対して害を与える恐れがあると認めているため、それ以降の盛土は不可能なはず
ではないか。

期間が満了する場合において、指定の事由が引き続き存すると認められる
ときは、改めて区域を指定できることを定める予定です。

83 ３（１）
申請者は計画地の災害履歴や、断層の有無など地質条件について報告をするべ
き。または、許可後であっても災害の危険のある条件が判明した時点で許可を取
り消すべき。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。
また、許可後であっても、土砂等の崩落等による災害の発生を防止するた
め緊急の必要があると認めるときは、許可を受けたものに対し、災害の発
生を防止するために必要な措置を命じることを定める予定です。

84 ３（１）

「許可の基準等」について、今後制定されるであろう法律あるいは条例により許
可を受けて盛土を行なおうとする業者のうち、過去に許可内容に反する工事を行
なったり、盛土完了後に崩落などにより周囲に損害を与えるような工事を行っ
た、いわゆる不良業者は国のデータベースに登録し、二度と許可が得られないよ
うにすべき。また、名前を変えて継続性を絶っているふりをする悪徳業者も排除
できるような仕組みが必要。

不正な行為をするおそれがあると認められる者について、規則で定め、許
可しないこととする予定です。

85 ３（１）
土地及び土砂堆積の形状、盛土等のための施設の構造を定める基準について、具
体的な表示はあるか。

具体的な基準については、条例施行規則等で定める予定です。
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86 ３（１）

「土砂等の崩落等による災害の発生のおそれがないものとして定める基準を満た
していること」「申請者が、申請に係る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すること」と、計画段階や施工段階での事柄を許可の基
準等としてあげていますが、これらのことは、むしろ将来が大事だと思う。これ
らのことが将来いい加減になれば、管理もずさん、責任の所在もいい加減になっ
て、未来において熱海土石流と同じことが起こり得る。従ってここに将来こそ大
事で基準をずっと維持し続けないといけないということを是非書き加えていただ
きたい。

盛土等の施工完了後は、許可の内容及び基準に適合するかを県が確認する
ことを定める予定です。完了後は土地の所有者が適正に管理するよう努め
ることを定める予定です

87 ３（１）
同じ面積や高さでも、原地形の傾斜が急峻な場合、湧水箇所、集水地形などでは
盛土の安定性が低下する。原地形の状況も規制条件に加えてはどうか。

盛土等の行為を許可する際には、現地形の土地の形状を踏まえたうえで、
土砂等の崩落等による災害の発生のおそれがないことを審査することと考
えています。

88～89 ３（１）
施設の構造についての定める基準によって安全度が変わる。土地利用状況に応じ
て既存の基準を使い分けるのか、新しく設けるのか。

盛土等の行為の技術的基準を規則等で定め、盛土の構造、安全性等を審査
する予定です。

90 ３（１）
盛り土の上流、下流に、盛り土の安全や崩壊時の二次的な災害を防ぐための設備
や施設が必要なものは許可すべきでない。

No.88の回答のとおり

91 ３（１）
谷埋め盛土は原則として禁止とする、または、谷埋め盛土の場合、下流に人家、
集落、鉄道、道路、河川がある場合許可すべきでない。

No.88の回答のとおり

92 ３（１）
施工前の地盤条件などの調査報告が必要。施工時の管理と施工後の維持管理は
別々に必要。特に施工後の盛土等の維持管理は、明記している基準は少ないと思
われるが、具体的な計画と日常点検が求められる。

盛土等の行為を許可する際には、地盤条件に応じて、盛土の構造、安全性
等を審査し.盛土の施工完了後には、県が許可の内容に適合しているか確認
することを考えています。確認後は土地の所有者が適正に管理するよう努
めることを定める予定です。

93 ３（１）
「土地の所有者の同意を得ていること」も許可の基準等にあげているが、土地の
所有者だけでなく、盛土による土石流災害などで被害を受ける可能性のある者の
同意も必要ではないか。

No.67の回答のとおり

94 ３（２）
管理責任者・施工の管理について、義務を課せられるのは土地所有者なのか、発
注者（工事）なのか、施工事業者なのか分かりにくい。

許可を受けた者が、盛土等区域ごと管理責任者を設け、災害の発生の防止
のために必要な施工の管理をさせる旨を定める予定です。
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95 ３（２）
盛土行為中での災害防止策を具体的に定める必要ある。また行為の完了後の管理
計画や、将来における管理期間を設ける必要がある。

申請者が盛土等の許可を受ける際には、土砂等の崩落等による災害の発生
を防止するために講ずる措置を明らかにした書類を提出いただき、盛土施
設の構造などの基準に照らして、内容を審査した上で知事が許可すること
を考えています。また、盛土等の施工完了後は土地の所有者が適正に管理
するよう努めることを定める予定です。

96 ３（２） 管理期間はどの程度を想定しているか。
許可を受けた者が管理責任者を設置し、施工の管理を行わせる期間は、盛
土等を行っている期間とする予定です。また、盛土等の施工完了後は土地
の所有者が適正に管理するよう努めることを定める予定です。

97 ３（2）
盛土の安全管理は永遠に継続しなければならない。
管理責任者の変更の届出手続きや管理不能となったときの対応も具体的に明記
し、いい加減にならないように行政は対処すべき。

No.79の回答のとおり

98 ３（２）

条文の以下2項目に関し、市販のトレーサビリティシステムを県の監督部署と共
有することで代替可能か。

・盛土等のために土砂等を搬入するときは、土砂等の採取場所ごとに当該採取場
所から採取されたものであることを証する書面を添付して知事に届け出なければ
なければならない。
・盛土等に使用した土砂等の量などを記載した台帳を作成し、使用した土砂等の
量を知事に報告しなければならない。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

99 ３（２）
「土砂の採取された場所を証する書面」について。いわゆるマニフェストのこと
だと思いますが、マニフェストを土地所有者にも交付させる規定を盛り込むよう
考慮してほしい。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

100 ３（２）
土砂の採取場所、使用した土砂の「種類」や量についてのデータを県は公開すべ
きではないか。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

101 ３（２）
「使用した土砂等の量を知事に報告しなければならない」とありますが、同時
に、盛土を行う土地の所有者にも通知させる規定が必要だと思います。

申請者が土地の所有者に、盛土等に使用する土砂等の量についても説明し
た上で、同意を得ることを定める予定です。

102 ４（１）
宅地以外の土地において「許可不要での盛り土量」においては、条例の罰則が適
用されないケースが生じると推測したが、抜け穴が初めから見えていないか。

宅地であるか否かに関わらず、一定規模以上の盛土を規制する予定です。
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103～109 ４（４） 罰則が軽すぎないか。
条例で規定できる罰則は、地方自治法の規定により、２年以下の懲役若し
くは禁固、100万円以下の罰金等又は５万円以下の過料に制限されていま
す。

110 その他

盛土が原因で災害発生した時、盛土をした者や盛土管理者の責任の取り方、被害
者への補償なども、被害住民を保護する立場からできるだけ具体的に明示すべき
ではないか。
住人の命や財産に危害を加える可能性のある盛土工事だという深い認識や覚悟を
工事事業者や所有者に持ってもらうようにする条例に整備しておくことが重要。

損害賠償に当たっては、当事者間又は訴訟により、盛土の崩落と被害の因
果関係を個別に判断する必要があるので、条例で記載することは考えてい
ません。

111 その他 東海、東南海大地震の揺れ、断層のずれも想定する必要があります。 いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

112 その他
広大な鉄平石場跡に、採石法に基づく「原状復帰」として、盛土が計画されてい
た。下流域住民は安定性・災害・濁水に不安を感じている。採石法との整合性を
検討していただきたい。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

113 その他 土砂災害の防止条例であるが、切土の条例の対象に含まれるのか。
本条例は土砂等の盛土等による土砂災害の発生の未然防止を図ることを目
的にしているため、切土は対象外となります。

114 その他
法律の制定がいつになるのか不明な状況下、県が素早く条例制定に向けて動き出
したことは素晴らしいと思う。人命や財産を守るために大きな意味を持つ条例で
すので速やかに成立することを期待している。

ご意見として承りました。
早期の条例制定に向けて取り組んで参ります。

115 その他

ある自治体において、ＪＲ東海リニア中央新幹線工事によって発生する掘削土の
処分地候補地について一度は自治体内に該当地なしと県に報告しておりました
が、再度の依頼が有り、自治体より公募をすることとなり、何ヶ所かが候補地と
して示された。しかし、地域での説明会で地元の方々による危険な場所であるこ
との、心配や、過去に起きた土砂災害の実話を伝えても、そうした不安に対する
真摯な答えを聞くことができない。今回こうして条例が、整備されることによっ
て、力無き市民の後ろ立てが保障されたようで、ありがたく思う。

ご意見として承りました。
早期の条例制定に向けて取り組んで参ります。

116 その他
国に盛土規制法が制定されていない今日、県民の生命財産を守る県条例が制定さ
れるのは安心で、うれしく思う。可及的速やかに制定されることを願う。

ご意見として承りました。
早期の条例制定に向けて取り組んで参ります。
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117 その他
公共残土処理は、当然工事発注する際に処理場所を確認することとなると思うの
で、工事発注担当課は必ず関係各課との協議することを義務付けていただきた
い。

長野県発注の工事では、建設発生土処理の場所及び処理の方法について確
認し、適正に処理することとしています。
いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

118 その他
公共残土を積んだ重量運搬車両が頻繁に通行することによる道路損傷は、公共残
土搬出者が責任をもって速やかに補修、修繕等を実施することを明確にしていた
だきたい。

公共工事に伴う運搬車両の通行に起因し、道路を損傷してしまった場合の
補修、修繕等については、公共工事の発注者、受注者及び道路管理者等の
関係機関の協議により対応しています。
本条例は土砂災害の発生の未然防止を図り、もって県民の安全の確保に資
することを目的としているため、損傷した道路の修繕について条例で記載
することは考えていません。

119 その他
条例制定前の駆け込み事案に対しての対応（条例制定までの間）をどうするか。 本条例に基づく土砂等の盛土等への対応は、条例施行後の盛土等が対象で

す。条例制定前に行われた盛土は既存の関係法令に基づき対応をすること
となります。

120～123 その他
発生元の地質によっては、有害物質が発生する可能性があるため、必要があれば
土壌調査を事業者に求める。

本条例は土砂災害の発生の未然防止を図り、もって県民の安全の確保に資
することを目的としており、土壌汚染については本条例の対象外と考えて
います。

124 その他
この条例改正後は、安心できるように期待できるが、既に実施された盛り土、今
現在進行中の事業に対しても、安全のため、指導できる可能性を求めたい。

No.119の回答のとおりです。

125 その他
既存の盛り土、工事中の盛土についても、改善、改修を指示できるようにするべ
き。

No.119の回答のとおりです。

126 その他
長野県も東南海地震、糸静線の断層が走る地震の心配の大きい県である事を念頭
に、耐震に関する規則も適正に設けて欲しい。

いただいたご意見を今後の施策の参考とさせていただきます。

127 その他 施工と施行は区別して使用しているのか。施工で統一するのか。
盛土等の工事を伴う行為は「施工」とし、条例等の法令に関することは
「施行」としています。

128 その他

新たな条例を作るまえに、リニア関連の谷埋め盛土の失敗について、検討すべき
でないのかと思う。つまり、県が残土の活用先、処分先の候補地の照会に対して
どのように対応するかを明確にすべきだと思う。全幹法の沿線自治体の努力目標
などは県民の安全に優先させるべきでない。

ご意見として承りました。



番号 項目 ご意見の概要 県の考え方

129 その他

条例の制定以前に、環境の変化や土砂災害の危険性があるので必要性のない盛土
はすべきではない。存在意義が疑われるリニアのトンネル工事等は、今すぐ中止
すれば残土は発生せず、問題は起こらない。盛土をどうするかというより、もっ
と根本的な議論をすべきだ。

ご意見として承りました。


