
神戸市土砂の埋立て等による不適正な処理の防止に関する条例（以下「市条例」） 

施行規則（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 7月 1日（金）から令和 2年 7月 31日（水） 

〇提出者数：13人  ※その他 2名が住所氏名の記載なし。（参考意見として取り扱い） 

 （居住地の内訳） 

居住地 提出者数（人） 

神戸市内 11 

神戸市外 ２ 

〇意見総数：30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 10件） 

意見 本市の考え方 

〇放射性物質を「有害物質」と規定し、その使用

を禁止してもらいたい。 

〇土壌安全基準に「放射性物質」を含めて、その

基準をクリアランス基準（100Bq/kg）としてもら

いたい。 

これまで、放射性物質への対応は、原子力基本法

その他の関係法律で定めるところにより、国の責

任の下で進められてきており、東京電力福島第一

原子力発電所事故後に制定された「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（以下「特措法」）」においても、国の責務

とされています。 

現在、国では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、また、土壌汚染対策法における取り扱いに

ついても、特措法 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、まずは、

国が安全性について説明を行うとともに、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。 



事業区域の面積が 1,000 平方メートル未満の場

合、土壌安全基準に適合しない汚染土壌が搬入さ

れた場合、「指導する」としているが、住民から通

報があった場合、1,000 ㎡以上の土砂埋立てに対

する規制と同様、「違反しているかどうか監視・調

査する」ことが必要ではないか。 

市条例では、事業区域が 1,000㎡以上でかつ、高

さ 1メートルを超える土砂埋立てであって、事業

区域外から土砂を搬入する場合、許可制（特定事

業の許可）とし、災害発生の防止措置、生活環境

等の保全に必要な措置等を行うことを許可基準

として設けています。 

あわせて、1,000 ㎡未満の場合でも、土壌安全基

準に適合していない土砂の使用を禁止し、そのよ

うな土砂が使用された可能性がある場合には、土

砂埋立てを行った者に対して、直ちに土砂埋立て

を停止し、土壌の汚染調査、排水の水質調査等を

行うよう命ずることができること、調査の結果、

土壌安全基準に適合しない土砂等が使用されて

いることを確認したときは、措置を講ずるよう命

ずることができることとしています。 

また、市職員は、市条例の施行に必要な限度にお

いて、立入検査を実施することができることを規

定しており、これらを通じて、市民のみなさんの

安全・安心なくらしを確保していきたいと考えて

います。 

 

２．特定事業の許可（４件） 

意見 本市の考え方 

大阪府の条例では「許可を要しない土砂埋立て等」

として、「建築基準法第 6 条第 1 項の確認を受けて

行う建築の用に供する敷地の造成を目的として行

う土砂埋立て等」が規定されている。 

市条例では許可を要する特定事業となるのか。 

市条例は、現在、本市に適用されている兵庫県

「産業廃棄物等の不適正な処理の防止に関する

条例（以下「県条例」）」を基に、本市の地理的な

特性（都市部と山間部が近い）を踏まえて、特

に、環境への影響が大きい大規模な土砂埋立て

に対する不適正な処理に対する規制を設け、災

害の発生等を未然に防止することを目的として

います。 

ご指摘の土砂埋立て等については、県条例にお

いても、「特定事業の許可を要しない事業」とは

されておらず、県条例との整合性を図る観点及

び本市の条例においても許可を要しない事業と

すべき特段の理由もないことから、規定するこ

とは考えていません。 



市条例の対象は民間企業のみか。行政も民間も同じ

ルールに沿って制度を決めるべき。 

市条例は、現在、本市に適用されている県条例

を基に、本市の地理的な特性（都市部と山間部

が近い）を踏まえて、特に、環境への影響が大き

い大規模な土砂埋立てに対する不適正な処理に

対する規制を設け、災害の発生等を未然に防止

することを目的としています。 

ご指摘の国等の公共的団体が行う事業について

は、公益性に資する目的で行われ、適正に事業

を実施することが期待できること、県条例にお

いて、特定事業の許可を必要としておらず、県

条例との整合性を図る観点及び本市の条例にお

いても許可を必要とすべき特段の理由もないこ

とから、本市の条例において許可を必要とする

事業とすることは考えていません。 

許可不要としている土地改良事業や土地区画整理

事業において土砂埋立てする場合と特定事業との

間に、どのような違いがあるのか。 

土地改良事業や土地区画整理事業が許可不要であ

るなら、目的や手段を変更して、それらの名目で土

砂埋立を行うこととなるのではないか。 

市条例は、現在、本市に適用されている県条例

を基に、本市の地理的な特性（都市部と山間部

が近い）を踏まえて、特に、環境への影響が大き

い大規模な土砂埋立てに対する不適正な処理に

対する規制を設け、災害の発生等を未然に防止

することを目的としています。 

土地改良法に基づいて行われる土地改良事業や

土地区画整理法に基づいて行われる土地区画整

理事業については、公益性に資する目的で行わ

れ、適正に事業を実施することが期待できるこ

と、県条例において、「特定事業の許可を要しな

い事業」とされていることから市条例において

も許可不要としたいと考えています。 

なお、土地改良法及び土地区画整理法に基づき

特定事業の許可を要しない事業となる事業は、

それぞれの法律に基づいて行われる事業に限ら

れています。 

土地所有者が一般の人の場合、適切に施工管理でき

るよう、コンサルタント会社、建設業者の連帯保証

がないと許可できないようにすべき。 

土地所有者として、自らの土地において土砂等

の不適正な処理が行われないように配慮するこ

とは責務であり、その旨を市条例にも規定して

います。 

土地所有者の負担を考慮して、連帯保証の措置

までは求めませんが、自分の土地を守るため、

施工を信頼できる者に依頼することは当然のこ



とと考えており、その大切さを土地所有者にあ

わせて啓発していきたいと考えています。 

 

３．説明会の開催について（２件） 

意見 本市の考え方 

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。 

 

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

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ため、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。 

周知する住民等の範囲について、現在の規則案の範

囲は狭すぎる。景観の観点から、最低でも、3,000

㎡未満の場合は「50 メートル」、3,000 ㎡以上の場

合は「500メートル」とすべき。 

市条例では、事業区域が 1,000 ㎡以上でかつ、

高さ 1 メートルを超える土砂埋立てであって、

事業区域外から土砂を搬入する場合、許可制（特

定事業の許可）としており、許可申請にあたっ

ては、事業区域周辺の住民等に対して、説明会

等を開催し、事業内容を十分に周知するよう求

めています。 

周知する住民等の範囲については、市として整

合性を図る意味から、土砂埋立てを行った後の

土地利用とも関連が深く、既に本市において施

行している「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、3,000平方メートル未

満の場合は水平距離 15メートル、3,000平方メ

ートル以上の場合は水平距離 50 メートルと設

定したいと考えています。 

あわせて、本条例の趣旨を踏まえ、特定事業の



事業区域からの排水が流入する河川等の公共用

水域の下流において、農業用水として取水して

いる者及び土地改良区等の団体がある場合に

は、それらの方々にも周知するよう求める予定

です。 

 

４．保証金制度について（１件） 

意見 本市の考え方 

保証金を預託しても、防災工事が完了すれば保証金

を返還してもらいたい。預託と返還の方法を分かり

やすく説明してもらいたい。 

保証金の預託は、市条例において預入方法を規

定しています。具体的には、特定事業の許可申

請時に、金融機関に定期預金により預け入れ、

市と質権設定契約を締結していただきます。そ

の後、特定事業（土砂埋立て）を開始し、許可を

受けた量の土砂搬入が終了し、崩落防止措置等

が行われ、規則で定める構造上の基準を満たし

ていることを確認できるまで、市が預金証書を

お預かりします。確認ができた後、質権設定契

約を解除し、預金証書をお返しすることとしま

す。 

あわせて、市条例に基づき、特定事業の実施者、

市及び土地所有者と締結する保証金に関する協

定書において、特定事業の実施中に周辺地域に

おける災害発生の防止、生活環境及び自然環境

の保全に支障が生じた場合の行政代執行費用と

して使用すること、残金がある場合の返還方法

について記載することとします。 

 

５．特定事業の維持管理等 

（１）土砂搬入届（２件） 

意見 本市の考え方 

搬入する土砂等が土壌安全基準に適合しているこ

とを証する書面を添付しなければならないとされ

ているが、土砂埋立を行う特定事業者がその書面を

作成（分析）するのか。 

市条例では、土砂埋立てを行う者に対して、土

壌安全基準に適合しない土砂の受け入れを禁止

しています（第 7条）。 

あわせて、特定事業の許可を受けた者に対して

は、特定事業の事業区域に土砂等を搬入しよう

とする場合、採取場所ごとに届出（土砂等搬入

届）を提出することを義務付け、その土砂が土

壌安全基準に適合していることを証明するた



め、同条第 2 項において、そのことを証する書

面（計量法に基づく計量証明書等）の添付を義

務付けています（第 18条第 1項）。 

分析を行う者について、特に規定を設けていま

せんが、汚染した土砂を受け入れると、受け入

れた者に命令、罰則等が適用されるだけでなく、

その措置に多大な費用（浄化、除去工事等に要

する費用）を要することになります。 

搬入する土砂の汚染状況を事前に確認すること

は、特定事業を行う者にとっても、有益なこと

ですので、分析結果により土壌安全基準に適合

していることを確認した後、搬入してください。 

一つの建設現場で搬出する土砂の数量が小規模の

場合でも、土壌安全基準に適合していることを証す

る書面は必要なのか。 

市条例第 7 条に規定する土壌安全基準は、少量

の土砂であっても適用されることから、一つの

建設現場で搬出する土砂の数量が少量であって

も、その土砂が土壌安全基準に適合しているこ

とを証する書面は添付していただく予定です。 

汚染した土砂を受け入れると、少量であっても

受け入れた者に命令、罰則等が適用されるだけ

でなく、その措置に多大な費用（浄化、除去工事

等に要する費用）を要することになります。 

搬入する土砂の汚染状況を事前に確認すること

は、特定事業を行う者にとっても、有益なこと

ですので、分析結果により土壌安全基準に適合

していることを確認した後、搬入してください。 

 

（２）水質調査（５件） 

意見 本市の考え方 

埋立て等に使用する土砂から流れ出る水質調査に

放射性物質を加えて監視していただきたい。（４件） 

市条例では、特定事業の許可を受けた者に対し

て、特定事業の期間中、水質調査を行うことを

義務付けており、施行規則において水質調査項

目及び水質基準を定めることとしています。 

水質調査項目は、水質汚濁防止法の対象となる

すべての特定事業に適用される「人の健康に係

る被害を生ずるおそれのある物質（有害物質）」

とし、水質基準は同法で定める排水基準と同値

とする予定です。 

現段階では、その項目に放射性物質はないこと



から施行規則において加える予定はなく、今後

とも国の動向を注視していきたいと考えていま

す。 

鉄鋼スラグを現在も使用している残土処理施設に

は、鉄鋼スラグを使用していない残土処理施設より

も水質調査の回数を増やすなど、厳しくすべきであ

る。 

市条例では、特定事業の許可を受けた者に対し

て、特定事業の期間中、水質調査を行うことを

義務付けており、施行規則において水質調査項

目、水質基準及び水質調査の実施回数を定める

こととしています。 

実施回数については、水質基準を定める予定の

項目のうち、検出されることの多い項目につい

ては月 1回以上（それ以外の項目は年 1回（1年

未満の特定事業については、期間内に 1回））測

定することとし、水質基準を超過する項目があ

った場合には、直ちにそれ以外のすべての項目

についても調査するよう命ずる予定としていま

す。 

あわせて、水質基準に適合しないことが判明し

た場合は、直ちに市に報告するよう求めるとと

もに、市は原因の調査、生活環境、自然環境の保

全上の支障を除去するよう措置を命ずることと

しています。 

 

６．土地所有者について（１件） 

意見 本市の考え方 

土地所有者と特定事業を行う事業者が同じ場合は

土地の管理などの問題も統一性が取れるため、規制

を緩和していただきたい。 

条例第 35条各項の規定は、土地所有者と特定事

業の許可を受けた者が異なる場合において、特

定事業の許可を受けた者が、土砂の不適正な処

理を行ったにもかかわらず、是正等の措置を行

わないような場合を想定し、土地所有者の義務

として定めたものです。 

土地所有者と特定事業の許可を受けた者が同じ

ような場合において、許可を受けた者が、市条

例に基づき適正に特定事業を行っている場合

は、当然、条例第 35条各項の規定が適用される

ことはないと考えられます。 

 

 

 



７．搬入禁止区域について（１件） 

意見 本市の考え方 

特定事業に関連する他法令（森林法、砂防法等）に

違反している場合、兵庫県等の関係部署と連携して

土砂搬入禁止区域の指定を行うべき。 

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。 

これまでの兵庫県「産業廃棄物等の不適正な処

理の防止に関する条例」においても、他法令（森

林法、砂防法等）の許可を受けて特定事業を実

施する場合、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

いるものとして、構造基準の適用を除外してい

ます。そのため、特定事業の許可を受けた事業

において違反行為があった場合、他法令を所管

する部署と連携して、指導を行ってきています。 

今後も、連携して指導を行っていくとともに、

土砂搬入の継続が、市民の皆さんの生活環境、

自然環境の保全を確保に影響を及ぼすような場

合には、搬入禁止区域に指定するなど、必要な

措置を行っていきます。 

 

８．適用除外（１件） 

意見 本市の考え方 

市条例の議案提出前（6 月 11 日）以前に、他法令

に基づく申請を行っており、事業を拡張することが

明確な場合、特定事業旧許可の適用範囲になるの

か。 

本市の条例及び施行規則は、本年 11月 1日から

の施行を予定しています。 

施行日より前に特定事業の許可（変更許可を含

む）申請を行う場合は、県条例の規定に基づき、

申請手続きを行っていただくことになります。 

 

９．全般的事項（２件） 

意見 本市の考え方 

付近住民・自治会・水利組合、地主、特定事業者と

神戸市、兵庫県等の関係部局の良好なコミュニケー

ションが重要である。あわせて特定事業を行う事業

者のことも考慮の上、適切に監理・運営されること

市民のみなさんに理解され、かつ市民の安全・

安心なくらしを確保しながら、特定事業を円滑

に実施していただくためには、特定事業者と付

近住民・自治会・水利組合、地主等が良好なコミ



を希望する。 ュニケーションを図ることが重要であると考え

ています。 

神戸市内の建設現場から神戸市以外の残土処理施

設に排出する場合も多いことから、基準を統一すべ

き。仮にその土砂に産業廃棄物が大量に混入してい

た場合はどうするのか。 

県条例では、土砂等の適正な処理を推進するた

め、県条例で定める事項以外の事項について、

条例で必要な規制を定めることを妨げるもので

はない（県条例第 43条）とされており、市条例

は、この規定に基づき、本市の地理的な特性を

踏まえ、特に、環境への影響が大きい大規模な

土砂埋立てに対す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

目的として制定するものです。 

ご意見のような産業廃棄物が大量に混入した土

砂が、神戸市以外の残土処理場に搬入された場

合には、残土処理場が設置されている地域に適

用されている条例及び「廃棄物の処理及び清掃

に関する法律」に基づき、指導等が行います。 

 

10．その他（１件） 

意見 本市の考え方 

鉄鋼スラグについて 

市条例制定時に示されている市民意見に対する市

の考え方において、神戸市は、「鉄鋼スラグの使用

については取扱要領を定め、使用を制限してきた」

と記載しているが、取扱要領はいつ定めたものか。 

取扱要領を定める前から、大量の鉄鋼スラグが残土

処理施設に搬入されている土砂埋立施設は、これか

らどのように誰が管理するのか。鉄鋼スラグを使用

して対価を得た建設業者には何の責任もないのか。 

 

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(日本産業規格)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、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水の流出、それに伴う有害物

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)」により指摘されています。 

本市では、平成 29年に鉄鋼スラグ製品の使用に

関する取扱要領を定め、使用を限定するととも

に、それ以前に鉄鋼スラグを使用し、浸出水の

高い水素イオン濃度を確認した場合は、中和処

理を行うよう指導しています。今後は、 

① 国が示している「廃棄物該当性」の判断を厳



格に運用する 

② JISで規格化されたものであること 

③ 鉄鋼スラグの販売者に「鉄鋼スラグ製品の管

理に関するガイドライン（鐵鋼スラグ協会）」

に基づいた対応を求めること 

等を徹底し、適切に使用されるよう指導してい

きます。 

 


