
神戸市土砂の埋立等による不適正な処理の防止に関する条例（案）に対する 

市民意見の概要及び市の考え方 

 

〇意見募集期間 

 令和 2年 3月 2日（月）から令和 2年 4月 1日（水） 

〇提出者数：33人 

 （居住地の内訳） 

居住地 提出者数（人） 

神戸市内 25 

神戸市外 5 

不明 3 

〇意見総数：69件 

〇意見及び本市の考え方（ご意見の内容は、趣旨を損なわない範囲で編集しています。） 

１．土壌安全基準について（意見数 22件） 

意見 本市の考え方 

土壌安全基準に放射性物質を加えるとともに、

100ベクレル／kg以上の放射性物質を含む土壌は

厳重管理すべき公害物質であることを明記する

こと。（類似意見６件） 

市条例で定める予定の土壌安全基準は、土壌汚染

対策法で定められている基準に基づき定めるこ

ととしています。 

放射性物質については、現在、国において放射性

物質に汚染された土壌の可能な限りの減容化、汚

染の程度が低い除去土壌の再生利用等に向けた

検討が行われているところであり、土壌汚染対策

法における取り扱いについても、「平成二十三年

三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に

伴う原子力発電所の事故により放出された放射

性物質による環境の汚染への対処に関する特別

措置法（平成 23年法律第百十号）」の 3年後の施

行状況をみながら、検討するとされています。 

以上のことから、放射性物質への対応は、法律等

で対応すべきであると考えており、国の動向を引

き続き注視していきたいと考えています。 

土壌汚染対策法及び同法施行規則において、有害

物質から放射性物質が除かれているが、市民の安

全確保の観点から、「100ベクレル／kg以上」を土

壌安全基準として加えるべきである。（類似意見

９件） 

土壌汚染対策法及び同法施行規則において、有害

物質から放射性物質が除かれているが、安全基準

に加えるべき。（類似意見４件） 

放射性物質の埋立をやめてもらいたい。少なくと

も福島第一原子力発電所由来、酸化チタン工場由

来の土砂の埋立をやめてもらいたい。（類似意見 3

件） 

  



２．保証金制度について（7件） 

意見 本市の考え方 

・保証金制度を設けること自体が、開発事業にさら

なる負担を課すことになる。 

 

・1 ㎥あたり 1100 円の保証金では、現在の土砂処

分料金の平均（7000円。10t（5.5㎥））では大規模

な土砂埋立では採算が合わないことになる。 

例えば、毎年「土砂搬入届」の合計に対して、積立

並びに残容量の測量を添付させることなどの方法

はないか。 

 

・すべての事業者が不適正処理をする前提での制

度である。埋立容量１㎥あたり 1100 円という保証

金は現実的に非常に厳しい金額である。 

ゲリラ豪雨等で防災工事費が高騰している現状、中

小零細企業にとって、事業収支が成り立たない。経

営が成り立つよう、制度の見直しを行ってもらいた

い。 

 

・埋立容量 1㎥あたりの保証金が高い。中小事業者

が参画する際の障壁となるので、減額等の負担軽減

措置を講じられたい。（類似意見 2件） 

 

・埋立容量１㎥あたり 1100 円という額について、

すでに防災工事を一部でも完了（砂防ダム、洪水調

整池等）していれば、もっと減額できるのではない

か。防災工事の預り金だとすれば、防災工事が完了

すれば、その費用の分を返金すべき。 

 

・保証金制度について、事業が適正に実施され、完

了後に周辺等に損害を与えていないときには、返金

されるのか。 

本市ではこれまで土砂等の不適正な埋立やたい

積による崩落等の危険性が発生した事案はあり

ませんが、他都市では崩落した事案も発生して

いることから、土砂等の不適正な処理による崩

落等の災害防止、あるいは生活環境や自然環境

の保全を確保することが重要です。特に大規模

な土砂埋立てにおいては、その危険性が高いこ

とから、事業を安全かつ安定的に継続していた

だくためにも保証金制度が必要であると考えて

います。 

以上の趣旨から、保証金は大規模な土砂埋立（規

則により 50000 ㎡（緑地の保全、育成及び市民

利用に関する条例（平成 3 年 4 月条例第 2 号）

第 4条第 3項に規定する「緑の保全・育成区域」

の場合は 25000 ㎡。ただし、都市計画法に基づ

く開発行為は除く予定。）を行う場合に、あらか

じめ保証金を預託していただくことで、躊躇す

ることなく、その保証金を用いて行政代執行し、

生活環境、安全な生活の確保を図っていきたい

と考えています 

なお、保証金の額は、災害発生時に必要となる

標準的な復旧工事に要する費用を積算の上、想

定される埋立容量で割り戻して設定しており、

適正に特定事業が完了した場合や措置に用いた

場合でも、残金がある場合には、お預かりした

保証金は速やかにお返しします。 

また、中小事業者等であっても、災害発生時必

要となる費用は同様であることから、保証金の

額そのものを引き下げることは難しいと考えて

います。なお、中小事業者については大企業と

比べて、資本の額が小さいことなどを考慮し、

預入方法について一括での預入だけでなく、分

割での預入など負担軽減につながる措置を規則

で定めるよう検討したいと考えています。 

 

 



３．その他 

（１）全般的な事項（1件） 

意見 本市の考え方 

ドローンの活用など、パトロール体制を強化すれ

ば、現行の県条例でも十分に対応できる。また、罰

則規定の強化、残土搬入の中止を命ずることができ

る内容を加えれば、不正を止めることができる。 

本市のような都市部と山間部が近い場所で、土

砂の不適正な処理が行われると、災害発生、生

活環境、自然環境への影響がより大きなものに

なることから、特に、環境への影響が大きい大

規模な土砂埋立てにおける不適正な処理に対す

る規制を設け、災害等の発生を未然に防止する

ことを市条例制定の目的としています。 

不適正な処理を防止するためには、行政による

パトロールなどの監視も重要ですが、新たに市

条例により、廃棄物の混入確認、水質調査の実

施のほか、土砂埋立が継続することで、人の生

命、身体または財産を害するおそれがある場合

には、土砂搬入を禁止する規定を設け、市民の

皆さんの生活環境、安全な生活の確保を図って

いきたいと考えており、ご理解いただきますよ

うお願いします。 

 

（２）事前協議について（1件） 

意見 本市の考え方 

特定事業自体を許可制としているのであれば、事業

者に余計な負担を強いることのないよう配慮され

たい。 

事前協議は、特定事業の許可申請の審査を標準

審査期間(60日)内にスムーズに進めるために有

効であると考えており、現在も許可申請前に書

面により相談をいただいています。 

また、他の法令等に基づく手続きが必要な場合

も多くあり、その際のアドバイスの機会でもあ

ることから、申請者にとってもメリットがある

制度であると考えており、ご理解いただきます

ようお願いします。 

 

（３）説明会について（9件） 

意見 本市の考え方 

・説明会の開催を義務化されているが、事業者の負

担を鑑み、努力義務に留められたい。 

・地域住民との懇談会等の場を設け、対話に努めれ

ば、トラブルに発展することはない。 

説明会は、特定事業を行う者の責務として、特

定事業を実施することで発生しうる粉じん、騒

音等の対策、あるいは土砂等の流出、崩落等に

よる災害発生の防止のために講ずる措置等を自



・説明会が許可申請後に開かれた場合でも、周辺住

民の反対があった場合には、議論を十分に重ねるこ

とや場合によって許可しないこととすべき。 

 

ら説明し、直接意見を聞くことにより、信頼さ

れた安全・安心でかつ円滑に事業を実施するた

め、大変重要です。 

これまで、本市においても、事業内容等が十分

に説明されていないことで、周辺住民等とトラ

ブルになっている事例があることから、市条例

では説明会にて説明すべき内容を規定（規則で

規定）するとともに、説明会の開催結果の報告

を許可申請時に求めることとしたいと考えてい

ます。周知方法については、説明会の開催によ

り難い場合は、別の方法（チラシの配布等）によ

り説明することも可能とする規定を設ける予定

です。 

・説明会の開催対象として「事業区域からの排水が

流入する河川、ため池等の下流で農業用水として取

水している者等」と規定しているが、どの範囲まで

住民説明をするのか。（類似意見 3件） 

 

・説明会の周知対象として、「水防管理団体」まで

及ぶのは、対象範囲が広がるか予測することが難し

く、過大な規制を事業者に課すものである。 

 

・説明会において周知対象としている範囲が狭す

ぎる。もっと範囲を広げるべきである。 

 

・説明会の周知対象となる住民・自治会は、神戸市

開発事業の手続及び基準に関する条例に準拠して

いるとのことであるが、開発工事に係る説明会と本

件の説明会を兼ねて開催することが可能な形とし

てもらいたい。 

説明会の対象範囲、周知対象については、今後、

規則で定める予定です。 

なお、規則では、説明会において周知すべき内

容についても規定する予定としており、その内

容が開発工事に係る説明会で説明される場合

は、兼ねてもよいこととします。 

 

（４）環境影響調査について（5件） 

意見 本市の考え方 

市条例（神戸市環境影響評価等に関する条例）対象

の土砂埋立は 5ha以上である。それ未満の面積の場

合、工事車両の走行や建設機械の稼働まで、環境影

響調査の対象とすることは望ましくない。また、規

定する場合は事業者の過度の負担とならないよう

5ha以上の土砂埋立の場合、「神戸市環境影響評

価等に関する条例（以下「アセス条例」）」に基づ

き、事前の手続（事前配慮）、環境影響評価の手

続、事後調査の手続等が必要とされています。 

土砂埋立による環境への影響は、より小規模な



配慮されたい。（類似意見３件） 

 

・環境影響調査の項目である大気質、騒音、振動、

水質、自然環境の調査時期や期間はどの程度か。 

ものでも発生することから、新たに制定する条

例では、1ha以上の土砂埋立については、環境影

響調査の実施を規定したいと考えています。 

環境影響調査の方法については、今後、規則で

定める予定としていますが、環境省より示され

ている廃棄物処理施設の設置の際に必要な生活

環境影響調査を適切でかつ合理的に行うことが

できる調査指針等を参考に、市街化調整区域に

おける事業に絞るなど、事業者の過度の負担と

ならないようにしたいと考えています。 

現在 9000 ㎡の土砂埋立を行っているが、事業拡張

により、合計 18,000 ㎡の土砂埋立事業を行う計画

がある。このような場合、合計面積が 10,000 ㎡と

なり、環境影響調査の対象となるのか。また、環境

影響評価法や神戸市環境影響評価条例等の対象に

はならないのか。 

ご意見のような場合には、環境影響調査の対象

とする予定です。 

なお、環境影響調査の方法については、今後、規

則で定める予定としていますが、過度の負担と

ならないようにしたいと考えています。 

また、18,000㎡の土砂埋立事業の場合、環境影

響評価法及び神戸市環境影響評価条例等の対象

にはなりません。 

 

（５）許可基準等について（6件） 

意見 本市の考え方 

許可対象を 1000 ㎡以上としているが、農地のかさ

上げなどにおいては、1000 ㎡未満の場合も多い。

もっと小さい規模で規制をかける必要がある。 

 

これまで、県条例の許可対象規模未満の土砂埋

立てにおいて、問題となった事例はないことか

ら、市条例においても、現行の県条例と同様、許

可対象規模を 1,000㎡以上とする予定です。 

ただし、市条例では 1,000 ㎡未満の土砂の埋立

ての場合でも、土壌安全基準に違反した汚染土

壌を搬入した場合には、指導等を行うことがで

きるよう規定するとともに、廃棄物の埋立てを

確認した場合には、「廃棄物の処理及び清掃に関

する法律」に基づき指導等を行うなど、許可対

象規模未満の土砂埋立てについても、対応して

いきます。 

開発許可との関係性はどのように整理するのか。特

定事業の許可申請から許可まで長期間かかる場合、

開発事業のコスト増を招くとともに、事業の長期化

が事業誘致に関する競争力低下を招く恐れがある。 

本市において開発事業を行う場合、「神戸市開発

事業の手続及び基準に関する条例」に基づいて、

手続きが進められることとなります。 

同条例においても、事前協議(審査の申出)、説

明会の開催、計画承認手続き等、新たに制定す



る予定の市条例と同様の手続きが取られてお

り、新たに市条例することにより、許可申請か

ら許可までの期間が長期化することはないと考

えています。 

許可基準として例示されている「土地利用が周辺地

域との景観の調和措置が講じられていること」は、

具体的でなくイメージしにくい。経済合理性のある

ものにすべき。 

土砂埋立ては、自然豊かな山間部で行われるこ

とが多いことから、自然景観を乱さない、ある

いは残置森林との連続性を確保する等、景観へ

の配慮は必要な事項であると考えています。 

ただし、都市計画法に基づく開発許可を受けて

行う特定事業については、ご意見の許可基準は

適用しないこととする予定です。 

すでに、他法令（都市計画法、森林法等）の技術基

準に適合するよう事業計画しており、特定事業にお

いても、関係法令の技術基準を採用すべきである。 

現在、県条例では、森林法や都市計画法等の許

可を要する行為であって、当該法令等により土

砂等の流出又は崩落による災害の発生を防止す

るために必要な措置が図られている場合は、各

法令の基準が適用されています。 

市条例においても、同様の規定とする予定です。 

現在、盛土高を 25mとして施工しているところであ

るが、事業を拡張する計画がある。このような場合、

盛土高は一体として考えるべきか。個々の盛土高で

よいのか。 

盛土高は一体として考え、特定事業を行う区域

の最も低い地点から、最も高い地点までの高さ

が 30m以内である必要があります。 

災害発生については、砂防ダムと洪水調整池の設置

により、ほぼ土砂流出、災害の発生等は抑えられる。 

砂防ダムや洪水調整池ができるまでは、残土搬入の

中止命令を出せるようにするとともに、中止命令後

は速やかに是正工事を完了させ、完了までの間、土

砂搬入の停止を行うべき。 

1000㎡以上の土砂埋立てを行っている区域及び

その周辺において、土砂埋立を継続することに

より、人の生命、身体または財産を害するおそ

れがあり、市民の皆さんの生活環境、自然環境

の保全、生活の安全を確保するために必要があ

ると認めるときは、その区域を「土砂搬入禁止

区域」に指定し、土砂等の搬入を一切禁止する

規定を新たに設けることとしています。 

 

（６）維持管理について（4件） 

意見 本市の考え方 

・特定事業の実施期間中、土砂搬入の確認を行うこ

とから、水質調査の実施・報告等の義務化について

は慎重に検討されたい。 

 

・月 1回の水質調査の実施を義務化することは、開

発事業にかかるコストを大幅に増加させることと

搬入される土砂の汚染状況等は、目視のみで確

認できないことがあり、また、事業期間を通じ

て周辺環境への影響がない土砂埋立が行われて

いるか否かを判断するためには、水質調査が非

常に重要です。 

その結果を確認し、必要に応じて改善を求める



なり、大きな負担とともに、まちづくりに悪影響が

生じるのではないか。資金力のない中小事業者にと

っては高い参入障壁になる。 

 

・抜き打ちの検査等で異常がある事業者なら月 1回

の水質検査もやむを得ないが、適正に行っている事

業者であれば、年 1回でも十分である。 

ことで、市民のみなさんの生活環境、安全なく

らしの確保を図っていきたいと考えています。 

なお、調査頻度、調査項目等の詳細については、

規則で定める予定ですが、短期間で大量の土砂

が搬入されることも想定されることから、年 1

回では不十分と考えています。また、費用につ

いても、コストを大幅に増加させるものではな

いと考えていますが、開発事業のうち、市街化

区域で行われる事業については、市街化調整区

域と比較して森林や田畑が少なく、自然環境等

への影響も少ないと考えられることから、水質

調査を開発事業の廃止・完了時のみとする予定

です。 

受入前の残土搬入の届出により、場所の特定及び土

壌汚染の有無をチェックすれば、汚染土壌の混入は

ない。水質検査は環境局が検査して異常があった場

合のみ、事業者が行えばよい。 

県条例では、特定事業の許可を受けた区域に土

砂を搬入する際、採取場所等を記載した「土砂

搬入届」の提出を義務づけており、市条例にお

いても同様の規定を設け、事前に土砂の採取場

所等を確認する予定です。 

しかしながら、搬入予定の土砂と異なる汚染し

た土壌が搬入されるケースも想定されることか

ら、水質調査は必要であり、あわせて、立入検査

等で汚染した土砂が搬入されている（おそれが

ある場合を含む。）ことを確認した場合には、本

市においても水質検査を行う予定です。 

 

（７）土地所有者について（5件） 

意見 本市の考え方 

土地所有者の責務にある「事業内容の確認」は目視

によるものでよいのか。 

また、点検後の市への報告はどのように行うのか。

写真や報告書の提出義務はあるのか。 

土地所有者による事業内容の確認は、目視によ

る確認を想定しています。 

確認後の報告については、確認の結果、許可内

容と異なる土砂埋立てが行われていることが分

かった場合や土砂の崩落、飛散・流出等、市民の

生活環境の保全、災害防止に支障が生じている

場合等に求めることとしています。 

報告の方法は、まず、速やかにご報告いただく

ことが大切であることから、電話、書面等、方法

は問わないこととしたいと考えています。 

  



許可申請時に土地所有者からの同意を得ることを

義務化するとのことであるが、「土地所有者」とは

事業計画地の所有者か。 

許可申請時に同意を得ることを義務化する「土

地所有者」は、許可を取得する必要がある「特定

事業」の区域内の土地所有者とする予定です。 

土地所有者にまで多くの責務を負わせる必要があ

るかについては慎重に検討されたい。（類似意見 2

件） 

土砂の不適正な処理が行われた場合、まずは、

その土砂の不適正な処理を行った者に、その処

理を求めます。 

その一方で、土地所有者には、所有する土地を

善良に管理する義務があることから、施工状況

の確認を行うこと、不適正な処理を確認した場

合には、土砂埋立を行っている者に対して、特

定事業の中止等の措置を求めること、あわせて

市に報告すること等を規定する予定です。 

なお、土地所有者に対する罰則の適用を検討す

る際には、事前に勧告制度を設け、それでも応

じないような悪質な場合に限定するなど、一定

の配慮を行いたいと考えています。 

市民のみなさんの生活環境の保全、市民の生活

の安全を確保するために必要な事項であること

から、ご理解いただきたいと考えています。 

土地所有者が行うべき責務として、施工状況の確

認、支障が生じる場合の事業の中止を求める等の規

定を定めるとのことであるが、土砂が一定程度飛散

するのは避けがたく、これを防止するのであれば、

結局は事業者が少なくない費用負担をして、防止措

置を講じる必要が生じる。 

特定事業の許可基準の一つに、特定事業の施工

中、事業区域及びその周辺に粉じん等の飛散を

防止するために、必要な措置が図られているこ

とを規定する予定です。 

市民の生活環境を保全するため、特定事業を行

う者が配慮すべき事項ですので、ご理解いただ

きますようお願いします。 

 

（８）搬入禁止区域について（1件） 

意見 本市の考え方 

搬入禁止区域の指定を、「近隣から苦情」だけで指

定される可能性があるとすれば、事業の推進に重大

な支障を生じるおそれがある。 

搬入禁止区域の指定は、1000㎡以上の土砂埋立

てを行っている区域及びその周辺において、土

砂埋立を継続することにより、人の生命、身体

または財産を害するおそれがあり、市民の皆さ

んの生活環境、自然環境の保全、生活の安全を

確保するために必要があると認めるときに指定

する予定です。近隣の苦情のみで判断するわけ

ではなく、周辺への影響等、総合的に判断して

指定する予定です。 



（９）その他（8件） 

意見 本市の考え方 

鉄鋼スラグについて 

鉄鋼スラグを地盤強度を出すために路盤材と称し

て埋め立てられている事案があると聞く。 

グリーン購入法で再利用が推奨されているとはい

え、実害が出ている事例もあると聞く。 

本来、鉄鋼スラグは「鉱さい」として管理型処分場

に埋め立てることが廃棄物処理法で義務付けられ

ており、残土処分場などにスラグを埋め立てること

は現に禁止すべきである。（類似意見６件） 

鉄鋼スラグは、水と反応して固まり、強い支持

力が得られることから、用途に応じた製造加工、

品質管理が行われた製品(鉄鋼スラグ製品)は、

JIS(日本工業規格)相当品として、また、「国等

による環境物品等の調達の推進等に関する法

律」（グリーン購入法）の公共工事における特定

調達品目（環境負荷低減に資する製品等）とし

て、全国的に道路の路盤材等に広く使用されて

います。 

その一方で、精錬時に使用する原料（生石灰）等

の影響で、高い pH水や有害物質の流出等の可能

性があることが「鉄鋼スラグ製品の管理に関す

るガイドライン(鉄鋼スラグ協会。以下「ガイド

ライン」)」で指摘されています。 

本市では、これまでより、鉄鋼スラグ製品の使

用に関する取扱要領を定め、使用を限定してき

ました。さらに、今後は、市条例により、土壌安

全基準に適合しない土砂等の使用を禁止する、

水質調査の実施・報告を義務化するとともに、

違反時には、措置を命ずることができる規定を

設けたいと考えています。あわせて、廃棄物処

理法（特に廃棄物該当性の判断）やガイドライ

ンの規定を厳格に運用するなど、市民のみなさ

んの生活環境の保全を図っていきます。 

廃棄物処理法では、排出事業者責任が明記されてお

り、廃棄物が不適正処分された場合には、その責任

から排出事業者は逃れることができない。路盤材と

して有価で売却されたものであっても、実害がある

場合、排出事業者責任はどう考えているのか。 

路盤材として有価で売却されたものであって

も、有害物質が溶出している等、環境省通知「行

政処分の指針について」により示されている「廃

棄物該当性」に基づき、「廃棄物」に該当する場

合があります。不適正な処理が行われた場合、

その責任は、排出事業者にもあることが廃棄物

処理法に規定されていることから、これまでよ

り排出事業者にも必要に応じて適正処理を指導

しており、今後も継続していきます。 

建設工事に伴う土砂は産業廃棄物ではないが、埋立

に使うことは規制すべきと考える。 

現在、建設工事に伴って発生する土砂は、基本

的には「建設資材」であり、別の工事や採石場で

採石後の埋め戻しなど、廃棄物ではなく、有用



物として利用されています。 

そのため、土砂については、廃棄物処理法をは

じめとする法令等による規制はありませんが、

本市では、これまでから県条例により、土砂へ

の産業廃棄物が混入など、不適正な処理が行わ

れた場合の指導等を行っており、市条例制定後

も、引き続き不適正な処理に対しては、指導を 

行っていきます。 

 


