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１ かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例について 

  かすみがうら市土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例（平成１７年条例第

１０５号）は、土砂等による土地の埋立て等について必要な規制を定めることにより、

市民の生活環境の保全及び災害の防止に資することを目的として改正したものです。 

 

 (1) 土砂等とは 

   土砂及び土砂に混入し、又は付着した物をいい、廃棄物の処理及び清掃に関する法

律第２条第１項に規定する廃棄物を除くものをいいます。 

具体的には、砂、礫、砂質土、礫質土、シルト、粘土などをいい、岩石や化石など

自然物を含めて土砂等という。また、有価物か無化物かは問いません。 

 

 (2) 改良土とは 

   土（泥土を含む。）にセメントや石灰を混合し、化学的安定処理を行い土質改良し

たものをいいます。改良土は、元の土砂等の性質の判別ができないため土地の埋立て

等に使用することを禁止しています。 

今回の条例改正に伴いまして、改良土の判断基準を明確にする目的としまして、水

素イオン濃度の基準を設けています。 

 

 (3) 事業とは 

   土砂等による土地の埋立て、盛土及びたい積（製品の製造又は加工のための原材料

のたい積を除く。）をいいます。 

  ① 埋立て 

     周辺地盤面より低い窪地を埋め立てること。 

  ② 盛土 

     周辺地盤面より高くなるように土砂等を盛り、かつ将来にわたってその形状が

変更しないもの。 

  ③ たい積 

     周辺地盤面より高くなるように一時的に土砂等をたい積するものであり、将来

その形状の変更が予定されているもの。 

 

 (4) 事業区域とは 

   事業を行う土地の区域をいいます。 



 (5) 事業主とは 

   事業の目的のために事業を行う事業区域内の土地の所有者、占有者又は管理者をい

います。 

 

 (6) 事業施行者とは 

   事業を実際に施工する者をいいます。 

 

 (7) 周辺関係者とは 

   事業区域の行政区長、事業区域の排水等を放流する水路管理者並びに事業区域の境

界線から１００メートル以内の区域の居住者、事業所及び土地所有者をいいます。 

 

 (8) 特定有害物質とは 

   鉛、ひ素、トリクロロエチレンその他の物質であって、それが土壌に含まれること

に起因して人の健康に係る被害を生ずるおそれがあるものとして規則で定めるものを

いいます。 

   事業に用いる土砂等に含まれる有害物質については、別表１に記載しており、項目

ごとに基準値も定めています。 

 

 (9) 事業主及び事業施行者の責務 

  ① 事業を行うにあたっては、当該事業区域及びその周辺の地域における土壌の汚染

及び土砂等の流出を未然に防止する等、当該事業区域及びその周辺の地域の生活環

境の保全及び災害の防止のために必要な措置を講じなければなりません。 

  ② 事業の施工に係る苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意

をもって解決しなければなりません。 

  ③ 事業施工期間中に事故が発生したときは、直ちに事業を停止し、必要な措置を講

じなければなりません。 

  ④ 事業により公共施設等を破損したときは、市の関係部署に速やかに報告し原状回

復しなければなりません。 

 

 (10)  土砂等を発生させる者等の責務 

① 土砂等を発生させる者 

土砂等の発生を抑制するよう努めるとともに、発生させる土砂等により事業が行



われる場合にあっては、事業主及び事業施行者により適正な事業が行われるよう必

要な配慮をしなければなりません。 

  ② 土砂等の運搬を行う者 

    事業に使用される土砂等を運搬しようとするときは、廃棄物の混入した土砂等又

は土壌の汚染若しくは崩落、飛散若しくは流出の発生のおそれのある土砂等を運搬

することのないよう必要な配慮をしなければなりません。 

 

(11) 事業主でない事業区域の土地の所有者の責務 

① その所有する土地を事業に使用させようとする場合には、事業計画を十分に掌握

し、土壌の汚染及び災害が発生するおそれのないことを確認するとともに、これら

のおそれのある事業に対しては当該土地を提供することのないように努めなければ

なりません。 

② 事業期間中において、必要に応じて、事業の状況を把握するよう努めなければな

りません。 

③ 事業の施工に係る苦情及び紛争が生じたときは、直ちに必要な措置を講じ、誠意

をもって解決しなければなりません。 

 

２ 事前協議の手続きについて 

 (1) 事前協議書の提出 

   事業を行おうとする事業主及び事業施行者は、事業の許可を受ける前に、規則で定

めるところにより、あらかじめ当該事業の計画について市長と協議しなければなりま

せん。 

   「８ 事業に関する事前協議書の作成について」を参考にして、事前協議書を作成

のうえ、提出してください。 

 

(2) 事前協議の終了 

事前協議が整ったときは、事前協議済書により事業施行者に通知するものとし、当

該事前協議済書の有効期間は通知を受けた日の翌日から起算して９０日以内とします。

９０日以内に許可の申請を行わなければ事前協議は失効し、新たに事前協議書の提出

から行わなければなりません。 

 

 



３ 事業の許可について 

  土地の埋立て等の事業を実施する場合には、事前に許可を受けなければなりません。

無許可で事業を実施した場合には、撤去などの措置命令や処罰の対象となる場合があり

ますので、必ず所定の手続き等を行い、許可を受けてから事業を実施してください。 

  また、許可の申請を行うにあたりましては、土砂等による土地の埋立て等の規制に関

する手数料が発生します。 

※かすみがうら市手数料条例（別表第１抜粋） 

 

 (1) 許可が必要な事業とは 

   事業区域の面積が 5,000 平方メートル未満である事業を行おうとする事業主及び事

業施行者は、市長の許可を受けなければなりません。 

また、当該埋立て等区域の土地に隣接する土地において、当該土地の埋立て等を行

う日前 1 年以内に土地の埋立て等が行われ，又は現に行われている場合、若しくは当

該埋立て等区域の土地内で土地の埋立て等が既に行われ，又は現に行われている場合

は、当該埋立て等区域と合算した面積が 1,000 平方メートル以上となるものは除きま

す。 

土砂等によ

る土地の埋

立て等の規

制に関する

手数料 

 

許

可

申

請 

1,000平方メートル未満 1件 10,000円 

3,000平方メートル未満 1件 22,000円 

5,000平方メートル未満 1件 
45,000円 

変

更 

1,000平方メートル未満 1件 1,000円 

3,000平方メートル未満 1件 2,200円 

5,000平方メートル未満 1件 4,500円 

埋立て等区域の面積の変

更を含む変更を行うもの

(面積の増加により区分

を変更するものを除く。

) 

1件 10,000円 

埋立て等区域の面積の変

更を含む変更を行うもの

で、面積の増加に伴い区

分を変更するもの 

変更後の土地の埋立て等の許可申請手数

料の区分の手数料の金額から、変更前の

土地の埋立て等の許可申請手数料の区分

により徴収した額を控除して得た額 



 

 【注意】 

   事業区域の面積が 5,000 平方メートル以上となる場合には、茨城県条例の許可が必

要となります。 

 

 (2) 適用除外となる事業とは 

  ① 事業区域内において発生した土砂等のみを用いて行われる事業。 

  ② 国、地方公共団体または、地域振興整備公団、日本下水道事業団、年金福祉事業

団、簡易保険福祉事業団、独立行政法人都市再生機構、独立法人緑資源機構、独立

行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、独立行政法人水資源機構、独立行政法

人労働者健康福祉機構、独立行政法人雇用・能力開発機構、独立行政法人中小企業

基盤整備機構、独立行政法人環境再生保全機構、地方住宅供給公社法（昭和 40年法

律第 124号）に基づき設立された地方住宅供給公社、地方道路公社法（昭和 45年法

律第 82号）に基づき設立された地方道路公社、公有地の拡大の推進に関する法律（昭

和 47年法律第 66号）第 10条第 1項の規定により設立された土地開発公社、土地改

良法（昭和 24年法律第 195号）第 10条第 1項の規定により認可された土地改良区、

土地区画整理法（昭和 29 年法律第 119 号）第 14 条第 1 項の規定により認可された

土地区画整理組合、その他、地方公共団体がその基本財産に出えんしている公益財

団法人又はその資本金その他これらに準ずるものの 2 分の 1 以上を出資している法

人であって、土砂等を適正に処理することに関し、地方公共団体と同等の能力があ

ると市長が認めるものが行う事業。 

  ③ 採石法（昭和 25 年法律第 291 号）第 33 条の規定による認可を受けた採取計画に

基づく事業。 

④ 砂利採取法（昭和 43年法律第 74号）第 16条の規定による認可を受けた採取計画

に基づく事業。 

⑤ 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）第 8条第 1項の規

定による許可を受けた一般廃棄物処理施設及び同法第 15条第 1項の規定による許可

を受けた産業廃棄物処理施設において行う事業。 

⑥ 都市計画法（昭和 43年法律第 100号）の規定による許可又は認可を受けて行う事

業。 

⑦ 土壌汚染対策法（平成 14 年法律第 53 号）第 7 条第 3 項の規定による指示措置等

として行う土地の埋立て等又は同法第 22条第 1項の規定による許可を受けた汚染土



壌処理施設において行う事業。 

  ⑧ 非常災害のために必要な応急措置として行う事業。 

  ⑨ 運動場、駐車場その他の施設の本来の機能を保全する目的で通常の管理行為とし

て行う事業。 

 

 (3) 許可申請書の提出 

   「９ 事業に係る許可申請書の作成について」を参考にして、許可申請書を作成の

うえ、提出してください。 

 

 (4) 許可（不許可）の決定 

   許可（不許可）の決定通知が発行されるまでには、おおむね５０日間（土・日・祝

日を除く）かかります。また、許可申請書類に不備や問題点があった場合には、書類

の提出をいただくなど、更に日数がかかる場合があります。 

 

４ 周辺関係者等の周知及び同意について 

  事業区域の行政区長、事業区域の排水等を放流する水路管理者並びに事業区域の境界

線から１００メートル以内の区域の居住者、事業所及び土地所有者に対する周知につい

ては、事前協議済書の通知を受けてから許可の申請をするまでの間に次に掲げる方法に

より行ってください。 

  ① 事前説明会の開催 

  ② 事前周知標識の掲示 

  事前説明会を実施する事業主等は、事前説明会の日時及び場所について、市長と協議

しなければなりません。また、事前周知標識は、事業区域の出入り口付近に設置しなけ

ればなりません。 

 

 申請者は、事業区域の行政区長、事業区域の排水等を放流する水路管理者並びに事業

区域の境界線から１００メートル以内の区域の居住者、事業所及び土地所有者に対して、

次に掲げる事項を説明し、その同意を得なければなりません。 

① 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

② 事業の目的 

③ 事業区域の位置 

④ 事業区域の面積 



⑤ 事業を行う期間 

⑥ 事業に用いる土砂等を発生させる者 

⑦ 事業に用いる土砂等の発生の場所 

⑧ 事業に用いる土砂等の数量 

⑨ 事業の施工に関する計画 

⑩ 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画 

 

５ 許可の基準について 

  市では、許可を受けるための基準を設けています。許可を申請するにあたり、以下の

基準のいずれにも該当すると認めるときでなければなりません。 

 

 (1) 事業に用いる土砂等の性質、有害物質による汚染の状況及び水素イオン濃度指数 

  ① 改良土を除く建設業に属する事業を行う者の再生資源の利用に関する判断の基準

となるべき事項を定める省令別表第１に掲げる第１種建設発生土、第２種建設発生

土又は第３種建設発生土に該当するもの。 

  ② 事業に用いる土砂等については、茨城県内から発生したものであること。 

  ③ 事業に用いる土砂等に含まれる特定有害物質に係るものについては、別表第１の

左欄に掲げる物質とし、また、土砂等の水素イオン濃度指数が別表第１の２の中欄

に掲げる基準とし、それぞれ表の右欄に掲げる測定方法により得たそれぞれの表の

中欄に掲げる基準値であること。 

 

 (2) 技術上の基準 

   事業の施行に関する技術上の基準は、別表第２の基準に適合していなければなりま

せん。 

 

 (3) 周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止等の措置基準 

   事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要な措置に関する

基準については、別表第３のとおりとします。 

 

 (4) 農地について 

農地法の許可等がされ、構造上の基準は、茨城県農地管理課長通知に基づく各基準

を遵守しなければなりません。 



 

 (5) 事業に用いる土砂等とは 

   事業に用いる土砂等は、土砂発生現場から直接搬入されたものであること。 

 

 (6) その他 

   事業の申請をする者（申請者が他の者に土地の埋立て等の施工を請け負わせる場合

にあっては，その施工する者を含む）が、次のいずれにも該当しない者でなければな

りません。 

  ① 事業の許可を取り消され、かつ、当該取消しの日から５年を経過していない者。 

  ② 事業の停止命令の期間を経過していない者。 

  ③ 事業の中止命令を受けている者。 

  ④ 事業に係る土砂等の除去その他必要な措置命令を受けている者。 

  ⑤ その他市規則で定める要件に該当する者。 

 

６ 許可の条件について 

事業の許可をするにあたっては、事業を行う期間を１年を限度として許可するものと

し、当該許可に係る事業区域の周辺地域の生活環境の保全及び災害の防止のために必要

な限度において、条件を付することとします。 

７ 許可取得後に必要な手続き等について 

  許可を取得した後は、着手、完了などの各種届出書の提出を行い、また、土壌調査、

標識の設置、帳簿の記載等が必要になります。 

 

 (1) 変更の許可の申請 

   次の事項を変更しようとするときは、事前に事業変更許可申請書（様式第１４号）

に、変更に係る事項に関する書類図面等を添えて提出しなければなりません。 

   また、変更許可の申請を行うにあたりましては、埋立て等区域の面積の変更を含む

変更につきましては、土砂等による土地の埋立て等の規制に関する手数料が発生しま

す。 

① 事業の目的 

② 事業区域の面積 

③ 事業を行う期間 

④ 事業に用いる土砂等を発生させる者 



⑤ 事業に用いる土砂等の発生の場所 

⑥ 事業に用いる土砂等の数量 

⑦ 事業の施工に関する計画 

⑧ 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画 

 

 (2) 軽微な変更について 

   次の事項に変更があったときは、事業変更届（様式第１５号）を、その変更があっ

た日から１５日以内に提出してください。また、申請者又は施工管理者の住所又は氏

名の変更があった場合には住民票を添付して、法人の主たる事務所の所在地、その名

称又は代表者の氏名の変更があった場合には法人登記事項証明書してください。 

  ① 事業を行う期間の変更（当該期間を短縮させるものに限ります。） 

  ② 事業に用いる土砂等の数量の変更（当該土砂等の数量を減少させるものに限りま

す。） 

  ③ 事業の施行に関する計画の変更（①、②に掲げる事項の変更に伴うものに限る。） 

  ④ 申請者又は施工管理者の住所又は氏名の変更 

  ⑤ 法人の主たる事務所の所在地、その名称又は代表者の氏名の変更 

 

 (3) 着手、完了の届出 

   次の事項のいずれかに該当する場合は、それぞれ定められた期日までに、届出書を

提出してください。 

  ① 着手する場合 

当該許可に係る土砂等を事業区域に搬入するときは、搬入する日の７日前までに、

土砂等搬入届（様式第１６号）に搬入車両一覧表、搬入車両の車検証の写し及び市

長が必要と認める書類を添えて届け出てください。 

  ② 完了したとき 

    当該許可に係る事業を完了したときは、完了した日から１５日以内に事業完了届

（様式第１７号）に完了した事業区域の構造に関する図面を添えて届け出てくださ

い。 

 

 (4) 事業の廃止、休止の届出 

   当該許可に係る事業を廃止し、または休止したときは、その日から１５日以内に事

業廃止（休止）届（様式第１８号）に次に掲げる図面を添えて届け出てください。 



  ① 事業を廃止した場合にあっては、廃止後の事業区域の構造に関する図面 

  ② 事業を休止した場合にあっては、事業区域以外の地域への土砂等の崩落、飛散又

は流出による災害の発生を防止するための必要な措置に関する図面 

  ③ 休止した当該許可に係る事業を再開するときは、再開する日の７日前までに事業

再開届（様式第１９号）により届け出なければなりません。 

 

 (5) 土砂等の量の報告 

   事業を開始した日から３月ごとに当該３月を経過した日から２０日以内に、事業状

況報告書（様式第２０号）を提出してください。 

 

 (6) 土壌の調査及び報告 

   許可を受けた事業者は、事業を実施している間、定期的に当該許可に係る事業区域

内の土壌の特定有害物質による汚染の状況について調査を行い、その結果を報告しな

ければなりません。 

  ① 土壌の調査 

    当該許可に係る事業に着手した日から当該事業を完了し、又は廃止する日までの

間、当該着手した日から３月ごとに市職員の立会いのもと、土壌の調査を行わなけ

ればなりません。また、３月を経過しない期間で事業が完了した場合は、事業完了

時に市職員立会いのもと、土壌の調査を行うこととなります。 

  ② 分析結果の報告 

    土砂等が搬入された日から３０日までに、事業区域において土壌の試料ごとに、

土壌調査試料採取報告書（様式第７号）を、次の書類を添えて報告しなければなり

ません。 

ア 土壌の調査に使用した土砂等を採取した地点の位置図及び現場写真 

イ 前項の規定により採取した試料ごとの地質分析結果証明書 

 

(7) 地位の継承の届出 

許可を受けた者が当該許可に係る事業の権原を譲り渡し、または許可を受けた者

について相続、合併もしくは分割があったときは、当該許可に係る事業の権原を譲

り受けた者、または相続人、合併後存続する法人もしくは合併により設立された法

人もしくは分割により当該事業を行う権原を承継した法人は、許可を受けた者の地

位を承継します。その継承した日から１５日以内に、事業地位承継届（様式第２１



号）に継承の事実を証する書類を添えて提出してください。 

 (8) 標識の掲示等 

   許可を受けた者は、当該許可に係る事業区域内の見やすい場所に、事業に関する標

識（様式第２２号）を掲示しなければなりません。標識の掲示は、当該事業区域の出

入口付近に設置してください。 

 

 (9) 帳簿の記載 

   許可を受けた者は、当該許可に係る事業に用いた土砂等の数量その他の規則で定め

る事項を事業施工管理台帳（様式第２３号）により、毎日、記載しておかなければなり

ません。 

   帳簿に記載しておく事項は次のとおりです。 

① 事業の許可を受けた者の氏名又は名称 

② 事業区域の位置及び面積 

③ 事業施工管理台帳への記録者の氏名 

④ 土地等の搬入時刻 

⑤ 土砂等を搬入した車両の車両登録番号 

⑥ 土砂等の搬入業者の名称 

⑦ 土砂等を搬入した車両の運転者の氏名 

⑧ 搬入した土砂等の数量 

⑨ 土砂等の積込み場所 

⑩ 施工作業の内容 

⑪ その他事業の施工に必要な事項 

 

(10) 書類の備付け及び閲覧 

   備付け及び閲覧は、許可を受けた日から行うものとし、事業を完了した日、または

取消し、停止を受けたときから５年を経過する日まで、次の書類等を事務所などに備え



付けて、周辺の地域住民などの閲覧の要求に対応しなければなりません。 

  ① 許可申請書の写し  

② 帳簿  

③ 変更許可申請書及び変更届出書の写し 

④ 着手、完了、廃止、休止、再開届の写し 

⑤ 事業状況報告書の写し 

⑥ 土壌調査試料採取報告書及び地質分析結果証明書 

⑦ 報告の徴収及び立入検査等の報告書 

 

８ 事業に関する事前協議書の作成について 

  事前協議書の提出部数については、正本１部、副本１部とします。協議書類について

は、Ａ４サイズのフラットファイル等で製本し、添付書類にインデックス等で見出しを

付けてください。また、正本の添付書類等につきましては原本を添付してください。 

 

 (1) 事業に関する事前協議書（様式第１号）の記入方法 

  ① 事業計画者 

申請を行う者（事業主及び事業施行者）の住所、氏名、電話番号を記載し、押印

してください。申請を行う者（事業主及び事業施行者）が法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名、電話番号を記載し、社印を押印してくだ

さい。 

  ② 事業の種類 

    埋立て、盛土、たい積の別を記載してください。 

  ③ 事業区域に係る土地の状況 

    事業区域に係る土地の表示（所在、地番）、地目（台帳、現況）、面積、所有者、

田畑の場合には耕作者等を記載してください。 

  ④ 事業区域の面積 

    事業区域に係る面積を記載してください。 

  ⑤ 跡地の利用計画 

    跡地の利用計画等を記載してください。 



  ⑥ 工事計画 

    土砂等の発生場所、工期、１日の搬入台数、１日の搬入土量、整地用機器の種類

及び台数等を記載してください。 

 

 (2) 事前協議書に添付する関係書類の作成方法 

  ① 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図を作成してください。 

  ② 事業区域の土地登記事項証明書及び不動産登記法に規定する地図を添付してくだ

さい。 

  ③ 事業区域の面積計算書を作成してください。 

  ④ 事業区域の土地所有者一覧を作成してください。 

  ⑤ 土砂等の発生から処分までのフローシートを作成してください。 

  ⑥ 事業区域の現況平面図、縦横断面図を作成してください。 

  ⑦ 事業区域の計画平面図、縦横断面図及び雨水排水計画図を作成してください。 

  ⑧ 事業に用いる土砂等の予定容量計算書を作成してください。 

  ⑨ 事業計画書（様式第２号）の項目を記載してください。 

   ア) 事業の目的 

   イ) 事業区域の所在地 

   ウ) 事業区域の面積（㎡） 

   エ) 事業の種類（盛土、埋立て、たい積） 

   オ) 工事期間 

   カ) 土砂等の発生場所 

   キ) 全体の搬入量（㎥） 

   ク) １日の最大搬入量（㎥） 

   ケ) １日の車両台数（台） 

   コ) 使用機械の種類及び台数（ｔ車、台） 

   サ) 跡地利用 

   シ) 工事の概要 

   ス) 防災対策 

   セ) 生活環境の保全対策 

   ソ) 事前説明会開催日 

   タ) 事前説明会開催場所 

   チ) 事前説明会開催回数 



  ⑩ 土砂等の搬入経路図を作成してください。 

＊ その他市長が必要と認める書類等が必要になります。 

９ 事業に係る許可申請書の作成について 

  事前協議書の提出部数については、正本１部、副本１部とします。協議書類について

は、Ａ４サイズのフラットファイル等で製本し、添付書類にインデックス等で見出しを

付けてください。また、正本の添付書類等につきましては原本を添付してください。 

 

 (1) 事業に係る許可申請書（様式第４号）の記入方法 

  ① 申請者 

申請を行う者（事業主及び事業施行者）の住所、氏名、電話番号を記載し、押印

してください。申請を行う者（事業主及び事業施行者）が法人にあっては、主たる

事務所の所在地、名称及び代表者の氏名、電話番号を記載し、社印を押印してくだ

さい。 

  ② 事業の目的 

  ③ 事業区域の位置及び面積 

  ④ 事業を行う期間 

  ⑤ 事業に用いる土砂等を発生させる者及び発生の場所 

  ⑥ 事業に用いる土砂等の数量 

  ⑦ 事業の施行に関する計画 

  ⑧ 事業区域の周辺の地域の生活環境の保全及び災害の防止に関する計画 

   （記入欄に記載しきれない場合には、「別紙のとおり」と記入し、計画書を添付する

こと。） 

  ⑨ 施工管理者の住所氏名及び電話番号 

 

 (2) 事業に係る許可申請書に添付する関係書類の作成方法 

  ① 事業区域の位置を示す図面及びその付近の見取図を作成してください。 

  ② 申請者の住民票（法人にあっては、法人登記事項証明書）及び印鑑登録証明書を

添付してください。 

  ③ 事業区域の土地登記事項証明書及び不動産登記法に規定する地図を添付してくだ

さい。 

  ④ 申請者が事業区域内の土地の所有権を有しない場合にあっては、土地を使用する

権原を称する書面を作成してください。 



  ⑤ 施工管理者の住民票を添付してください。 

  ⑥ 事業に用いる土砂等の搬入計画（様式第５号）及び土砂等の搬入経路を作成して

ください。 

  ⑦ 土砂等の発生元が発行する土砂等発生元等証明書（様式第６号）及び土砂等の発

生元からの搬出量が確認できる書類の写しを作成してください。 

  ⑧ 土砂等の発生から処分までのフローシートを作成してください。 

  ⑨ 事業区域の現況平面図、現況断面図及び面積計算書を作成してください。 

  ⑩ 事業区域の計画平面図、計画断面図及び雨水排水計画書を作成してください。 

  ⑪ 事業に用いる土砂等の発生の場所に係る位置を示す図面、現況平面図及び面積計

算書を作成してください。 

  ⑫ 事業に用いる土砂等の予定容量計算書を作成してください。 

  ⑬ 事業に用いる土砂等の発生の場所において土壌の調査の試料として土砂等を採取

した地点の位置を示す図面及び現場写真並びに試料ごとの土壌調査試料採取報告書

（様式第７号）及び地質分析結果証明書（様式第８号）を添付してください。 

   ア) 土砂等の発生の場所を 2,500平方メートル以内の区域に等分して行います。 

   イ) 試料とする土砂等の採取は、上記アの規定により等分した各区域の中央の地点

及び当該中央の地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央の地点から５メ

ートルから１０メートルまでの４地点（当該地点がない場合にあっては、当該

中央の地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央の地点と当該区域の境界

との中間の４地点）の土壌について行い、それぞれの採取地点において等量と

します。 

   ウ) 上記イにより採取した土砂等は、上記アにより等分した区域ごとに混合し、そ

れぞれの区域ごとに１試料とします。ただし、市長が承認した場合にあっては、

上記アにより等分した複数の区域から採取された土砂等を混合し、１試料とす

ることができます。 

   エ) 上記ウにより作成した試料の計量は、特定有害物質に係るものについては別表

第１の左欄に掲げる物質の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる測定方法

により、水素イオン濃度指数については別表第１の２の右欄に掲げる測定方法

により行うこととします。 

  ⑭ 擁壁を設置する場合にあっては、当該擁壁の構造計画、応力算定及び断面算定を

記載した構造計算書を作成してください。 

  ⑮ 埋蔵文化財の所在の有無に関するかすみがうら市教育委員会からの回答書を添付



してください。 

  ⑯ 事業区域の土地所有者同意書（様式第９号）を作成してください。 

  ⑰ 事業区域の排水等を放流する管理者の意見書を添付してください。 

  ⑱ 事業区域の周辺関係者同意書（様式第１０号）を添付してください。 

  ⑲ 事業に関する誓約書（様式第１１号）を添付してください。 

  ⑳ 事前説明会実施報告書（様式第１２号）を添付してください。 

  ○21  事業区域の道路及び水路境界確定図の写し（縮尺５００分の１）を作成してくだ

さい。 

  ○22  農地法の申請書の写し（農地の場合）を添付してください。 

＊ その他市長が必要と認める書類等が必要になります。 

  



別表第 1(第 3条、第 6条、第 9条関係) 

土砂等の有害物質による汚染の状態の基準 

物質 基準値 測定方法 

カドミウム 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 日本工業規格 K0102(以下「規格」という。)55に定め

る方法 

全シアン 検液中に検出されないこと。 規格 38に定める方法(規格 38.1.1に定める方法を除

く。) 

有機燐
りん

 検液中に検出されないこと。 環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和 49年

環境庁告示第 64号。以下「昭和 49年環境庁告示第 64

号」という。)付表 1に掲げる方法又は規格 31.1に定

める方法のうちガスクロマトグラフ法以外のもの(メ

チルジメトンにあっては、昭和 49年環境庁告示第 64

号付表 2に掲げる方法) 

鉛 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 規格 54に定める方法 

砒
ひ
素 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下、か

つ、事業区域の土地利用目的が農用地(田に限

る。)である場合にあっては、試料 1キログラム

につき 15ミリグラム未満 

検液中濃度に係るものにあっては規格 61に定める方

法、農用地に係るものにあっては農用地土壌汚染対策

地域の指定要件に係る砒
ひ
素の量の検定の方法を定め

る省令(昭和 50年総理府令第 31号)第 1条第 3項及び

第 2条に定める方法 

六価クロム 検液 1リットルにつき 0.05ミリグラム以下 規格 65.2に定める方法 

総水銀 検液 1リットルにつき 0.0005ミリグラム以下 水質汚濁に係る環境基準について(昭和 46年環境庁告

示第 59号。以下「昭和 46年環境庁告示第 59号」と

いう。)付表 1に掲げる方法 

アルキル水銀 検液中に検出されないこと。 昭和 46年環境庁告示第 59号付表 2及び昭和 49年環

境庁告示第 64号付表 3に掲げる方法 

PCB 検液中に検出されないこと。 昭和 46年環境庁告示第 59号付表 3に掲げる方法 

銅 事業区域の土地利用目的が農用地(田に限る。)

である場合にあっては試料 1キログラムにつき

125ミリグラム未満 

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係る銅の量の

検定の方法を定める省令(昭和 47年総理府令第 66号)

第 1条第 3項及び第 2条に定める方法 

ジクロロメタン 検液 1リットルにつき 0.02ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める

方法 

四塩化炭素 検液 1リットルにつき 0.002ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は

5.5に定める方法 

1,2―ジクロロエタン 検液 1リットルにつき 0.004ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2、5.3.1又は 5.3.2に

定める方法 

1,1―ジクロロエチレ

ン 

検液 1リットルにつき 0.1ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める

方法 

シス―1,2―ジクロロ 検液 1リットルにつき 0.04ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める
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エチレン 方法 

1,1,1―トリクロロエ

タン 

検液 1リットルにつき 1ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は

5.5に定める方法 

1,1,2―トリクロロエ

タン 

検液 1リットルにつき 0.006ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は

5.5に定める方法 

トリクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.03ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は

5.5に定める方法 

テトラクロロエチレン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2、5.3.1、5.4.1又は

5.5に定める方法 

1,3―ジクロロプロペ

ン 

検液 1リットルにつき 0.002ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.1に定める

方法 

チウラム 検液 1リットルにつき 0.006ミリグラム以下 昭和 46年環境庁告示第 59号付表 4に掲げる方法 

シマジン 検液 1リットルにつき 0.003ミリグラム以下 昭和 46年環境庁告示第 59号付表 5の第 1又は第 2に

掲げる方法 

チオベンカルブ 検液 1リットルにつき 0.02ミリグラム以下 昭和 46年環境庁告示第 59号付表 5の第 1又は第 2に

掲げる方法 

ベンゼン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 日本工業規格 K0125の 5.1、5.2又は 5.3.2に定める

方法 

セレン 検液 1リットルにつき 0.01ミリグラム以下 規格 67.2又は 67.3に定める方法 

ふっ素 検液 1リットルにつき 0.8ミリグラム以下 規格 34.1に定める方法又は昭和 46年環境庁告示第 59

号付表 6に掲げる方法 

ほう素 検液 1リットルにつき 1ミリグラム以下 規格 47.1若しくは 47.3に定める方法又は昭和 46年

環境庁告示第 59号付表 7に掲げる方法 

備考 

1 測定に当たっては、土壌の汚染に係る環境基準について(平成 3年環境庁告示第 46号)によること。 

2 基準値の欄中「検液中に検出されないこと」とは、測定方法の欄に掲げる方法により測定した場合において、その結果

が当該方法の定量限界を下回ることをいう。 

3 有機燐
りん

とは、パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及び EPNをいう。 

 

別表第 1の 2(第 9条関係、第 13条第 5項関係) 

土砂等の水素イオン濃度指数の基準 

項目 基準値 測定方法 

水素イオン濃度指数 4以上 9未満 地盤工学会基準 JGS0211―2009「土懸濁液の pH試験方

法」 

 

 


