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茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（案） 

（趣旨） 

第１条 この規則は、茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例

（令和  年条例第 号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（公共的団体の範囲） 

第２条 条例第２条第６号の規則で定める公共的団体は、次に掲げる者とする。 

（１） 独立行政法人都市再生機構、国立研究開発法人森林研究・整備機構、独立行政法人水資源機構、

東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式

会社、地方共同法人日本下水道事業団、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構、成田国際

空港株式会社、独立行政法人空港周辺整備機構、独立行政法人労働者健康安全機構、独立行政法人

高齢・障害・求職者雇用支援機構及び独立行政法人中小企業基盤整備機構 

（２） 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 

（３） 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 

（４） 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 

（５） 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 

（６） 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 

（７） 地方公共団体がその資本金、基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、土壌の汚染又は災害の防止に関し、国又は地方公共団体と同等以上の審査能力があ

るものとして市長の認定を受けた者 

２ 前項第７号の規定による市長の認定を受けようとする者は、公共的団体認定申請書（別記第１号様

式）を市長に提出しなければならない。 

３ 市長は、第１項第７号の規定により認定をしたときは公共的団体認定通知書（別記第２号様式）に

より、認定しないときはその旨を書面により当該認定を申請したものに通知するものとする。 

（周辺関係者への事前説明等） 

第３条 条例第３条第６項の規則で定める周辺関係者は、次に掲げる者とする。 

（１） 特定事業場から１００メートルの区域内に居住する者 

（２） 特定事業場の存する地区の区長又は自治会長 

２ 条例第３条第６項に規定する事前説明は、説明会の開催によるものとする。 

３ 事業者（特定事業を行う者に限る。次項において同じ。）は、周辺関係者に対して前項の説明会の開

催の周知に特に努めなければならない。 

４ 事業者は、説明会が終了したときは、直ちに、出席者名簿及び会議録を作成するものとする。 

（安全基準） 

第４条 条例第６条の安全基準は、別表第１の項目の欄に掲げる項目に応じ、当該基準値の欄に定める

とおりとする。 

２ 前項の安全基準に適合しているかどうかは、別表第１の項目の欄に掲げる項目ごとに、当該項目に

係る土砂等の汚染の状況を的確に把握することができると認められる場所において試料を採取し、そ

れぞれ同表の測定方法の欄に掲げる方法により測定した測定値により判断するものとする。 

（許可の適用除外） 
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第５条 条例第９条第１号の規則で定める公共的団体は、第２条第１項各号に掲げる者とする。 

第６条 条例第９条第３号の規則で定める事業は、次に掲げるものとする。 

（１） 宅地内の雨水を排除するため、現に自ら居住の用に供している土地に土砂等を盛土する事業 

（２） 自らの耕作の用に供するため、従前の作土と同等以上の土砂等を用いて、農地の改善を行う事

業 

（３） 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 

（４） 災害復旧のために必要な応急措置として行う事業 

（５） 自己の居住の用に供する住宅を建設するために行う事業 

（許可の適用除外届出） 

第７条 条例第９条各号に掲げる特定事業を行おうとする者は、特定事業許可適用除外届出書（別記第

３号様式）を市長に提出しなければならない。 

（事前協議） 

第８条 条例第１０条に規定する協議は、特定事業者が条例第９条の規定により許可を受けようとする

場合は特定事業計画書（別記第４号様式）に、条例第１６条第１項の規定により許可を受けようとす

る場合は特定事業変更計画書（別記第５号様式）に、次に掲げる書類及び図面（条例第１６条第１項

の許可を受けようとする場合は、変更に係るものに限る。）を添えて、市長に正副各１部提出すること

により行わなければならない。 

（１） 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

（２） 特定事業区域の実測求積図 

（３） 特定事業区域及びその周辺２０メートル以上の区域並びに特定事業場の現況平面図及び現況断

面図 

（４） 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特定事業の施工前後の構造が確認

できるものに限る。） 

（５） 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 

（６） 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土地の登記事項証明書及び

公図の写し 

（７） 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土地に係る公図の合成図で、

それらの土地の所有者名、地目及び地積を記載したもの（特定事業区域及び特定事業場が確認でき

るものに限る。） 

（８） 調整池の平面図、断面図及び構造図 

（９） 放流先水路の流域図及び断面図 

（１０） 流量計算書 

（１１） 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項を記載した書類 

（１２） 特定事業場への土砂等の搬入経路図 

（１３） 住民説明会の計画書 

（１４） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 

２ 市長は、条例第１０条に規定する協議が、当該協議を開始した日から１年を経過しても成立しない

ときは、当該協議を終了するものとする。 

３ 市長は、条例第１０条に規定する協議が成立したときは、特定事業事前協議済書（別記第６号様式）

を当該協議を行った特定事業者に交付するものとする。 
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４ 特定事業事前協議済書の有効期間は、１年間とする。 

（説明会の開催等） 

第９条 条例第１１条第１項の規則で定める周辺関係者は、第３条第１項各号に掲げる者とする。 

２ 条例第１１条第１項及び第２項の規則で定める事項（条例第１６条第１項の許可を受けようとする

場合は、変更に係るものに限る。）は、次に掲げるものとする。 

（１） 条例第９条の許可の申請をしようとする特定事業者の氏名、住所（法人にあっては名称、代表

者の氏名及び主たる事務所の所在地（以下「名称等」という。））及び連絡先並びに申請の担当者の

氏名及び連絡先 

（２） 特定事業区域及び特定事業場の位置及び面積 

（３） 特定事業の期間 

（４） 特定事業が完了したときの特定事業区域の構造（当該申請が一時堆積特定事業に係るものであ

る場合は、一時堆積特定事業に供する施設及び土砂等の堆積の構造） 

（５） 特定事業に使用される土砂等の予定量 

（６） 跡地利用計画 

（７） 調整池の構造 

（８） 放流先水路の流域、断面図及び流量計算に関する事項 

（９） 特定事業に使用される土砂等の搬入計画に関する事項 

（１０） 特定事業場への土砂等の搬入経路に関する事項 

（１１） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める事項 

３ 条例第９条の許可の申請をしようとする特定事業者は、条例第１１条第１項の規定により説明会を

開催するときは、周辺関係者の参集の便を十分考慮して開催の日時及び場所を定め、これらの事項を

あらかじめ周辺関係者並びに条例第１２条第１項の同意及び第２項の承諾を得なければならない者

に対し書面の配付その他適切な方法により周知させなければならない。 

４ 条例第９条の許可の申請をしようとする特定事業者は、説明会が終了したときは、直ちに、出席者

名簿及び会議録を作成し、市長に報告するものとする。 

５ 条例第１１条第２項の規則で定めるものは、次に掲げる事由とする。 

（１） 天災、交通の途絶その他不測の事態により説明会の開催が不可能であること。 

（２） 条例第９条の許可の申請をしようとする特定事業者以外の者により説明会の開催が故意に阻害

されることによって説明会を円滑に開催できないことが明らかであること。 

６ 条例第１１条第２項の規則で定める方法は、周辺関係者に対して、第２項に掲げる事項を記載した

書面を配付又は送付する方法とする。 

（特定事業に対する同意等） 

第１０条 条例第１２条第１項（条例第１６条第１項及び条例第２８条第１項において準用する場合を

含む。次項において同じ。）の規定による特定事業の施工の妨げとなる権利を有する者は、特定事業区

域内（一時堆積特定事業の場合は、特定事業場内）の土地につき地上権、永小作権、質権又は賃借権

を有するものとする。 

２ 条例第１２条第１項の規定による同意は、特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書（別記第７

号様式）及び特定事業区域外土地使用同意書（別記第８号様式）によらなければならない。 

３ 条例第１２条第２項（条例第１６条第１項及び条例第２８条第１項において準用する場合を含む。）

の規定による近傍の土地の所有者の承諾は、近傍土地所有者承諾書（別記第９号様式）によらなけれ
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ばならない。 

４ 前項の規定による近傍の土地の所有者の承諾は、特定事業区域から２０メートル以内の土地の所有

者から得るものとする。 

５ 条例第１２条第２項（条例第１６条第１項において準用する場合を含む。）の規定による周辺の住

民の承諾は、周辺住民承諾書（別記第１０号様式）及び世帯数調査書（別記第１１号様式）によらな

ければならない。 

６ 前項の規定による周辺の住民の承諾は、特定事業場から１００メートル以内の区域に居住する世帯

の１０分の９以上の世帯主から得るものとする。 

７ 条例第１２条第４項（条例第１６条第１項において準用する場合を含む。）の規定による区又は自

治会の承諾は、区・自治会承諾書（別記第１２号様式）によらなければならない。 

８ 条例第１２条第６項の規則で定めるものは、別表第２に掲げる行為とする。 

（許可の申請） 

第１１条 条例第１３条第１項に規定する申請書は、特定事業許可申請書（別記第１３号様式）とする。 

２ 条例第１３条第１項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 

（１） 住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書（地方自治法（昭和 22年法律第 67号）

第２６０条の２第１項の規定による市町村長の認可を受けた地縁による団体（以下「認可地縁団体」

という。）にあっては、市町村長が発行した証明書。以下同じ。））及び印鑑登録証明書（法人（認可

地縁団体を除く。）にあっては、代表者の印鑑の証明書であって登記所が発行したもの。以下同じ。） 

（２） 申請者が条例第１５条第１項第１号アからソまでに該当しない者であることの誓約書（別記第

１４号様式） 

（３） 土地の所有者の特定事業者としての責務等についての確認書（別記第１５号様式） 

（４） 申請者が法人である場合は、その役員（条例第１５条第１項第１号ウに規定する役員をいう。

以下同じ。）の住民票の写し 

（５） 申請者が法人であって、発行済株式総数の１００分の５以上の株式を有する株主又は出資の額

の１００分の５以上の額に相当する出資をしているもの（以下「株主等」という。）がある場合は、

当該株主等の住民票の写し（当該株主等が法人である場合は、当該株主等の登記事項証明書） 

（６） 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の

法人の登記事項証明書並びに第４号及び前号に掲げる書類 

（７） 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の法人の登記

事項証明書並びに第４号及び第５号に掲げる書類 

（８） 申請者に次条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の住民票の写し 

（９） 申請者が条例第１５条第１項第１号セに規定する未成年者（以下「未成年者」という。）である

場合は、その法定代理人の住民票の写し（当該法定代理人が法人である場合は、当該法定代理人の

登記事項証明書）及び第４号から第８号までに掲げる書類 

（１０） 請負契約等により特定事業を行う者がある場合は、当該請負契約等に係る書類の写し 

（１１） 現場責任者選任書（別記第１６号様式）、当該現場責任者の住民票の写し、当該現場責任者が

条例第１５条第１項第４号本文に適合する者であることの誓約書（別記第１７号様式）及び当該現

場責任者に係る第７号から第９号までに掲げる書類 

（１２） 条例第１３条第１項第５号に規定する下請事業者（以下「下請事業者」という。）がある場合

は、下請事業者選任書（別記第１８号様式）、当該下請事業者の住民票の写し（当該下請事業者が法
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人である場合は、当該下請事業者の登記事項証明書）並びに当該下請事業者に係る第２号及び第４

号から第９号までに掲げる書類 

（１３） 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

（１４） 特定事業区域の実測求積図 

（１５） 特定事業区域及びその周辺２０メートル以上の区域並びに特定事業場の現況平面図及び現況

断面図 

（１６） 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（特定事業の施工前後の構造が確

認できるものに限る。） 

（１７） 特定事業に使用される土砂等の予定量の計算書 

（１８） 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土地の登記事項証明書及

び公図の写し 

（１９） 特定事業区域及びその周辺２０メートルの土地並びに特定事業場の土地に係る公図の合成図

で、それらの土地の所有者名、地目及び地積を記載したもの（特定事業区域及び特定事業場が確認

できるものに限る。） 

（２０） 土質試験等に基づき埋立て等の構造の安定計算を行った場合は、当該安定計算を記載した計

算書 

（２１） 擁壁を用いる場合は、当該擁壁の断面図及び背面図並びに構造計算書 

（２２） 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁を用いる場合は、当該擁壁の概要、構造

計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 

（２３） 特定事業が別表第２に掲げる行為に該当する場合は、当該行為に該当することを証する書面 

（２４） 特定事業区域に係る表土の地質検査の試料とした土砂等を採取した地点の位置図及び現場写

真並びに第７項第２号の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書（別記第１９号様式）及

び地質分析（濃度）結果証明書（別記第２０号様式。計量法（平成４年法律第 51号）第１２２条第

１項の規定により登録された計量士のうち濃度に係る計量士（以下「環境計量士」という。）が発行

したものに限る。以下同じ。） 

（２５） 特定事業の施工の方法及び工程、施工に係る組織その他市長が指示する事項を記載した特定

事業施工計画書 

（２６） 特定事業区域の排水計画図 

（２７） 特定事業に使用される土砂等の搬入経路図 

（２８） 農地転用が必要な場合は、許可申請書の写し 

（２９） 埋蔵文化財の所在の有無に関する書類 

（３０） 特定事業区域内に道路又は水路がある場合は、占用許可書等の写し 

（３１） 条例第１５条第１項第１４号の境界に係る境界確定図の写し 

（３２） 条例第１１条第１項の規定による説明会の結果を記載した住民説明会報告書（別記第２１号

様式） 

（３３） 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使用同意書 

（３４） 近傍土地所有者承諾書 

（３５） 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 

（３６） 区・自治会承諾書 

（３７） 条例第１２条第５項の規定による協定を締結した場合は、協定書の写し 
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（３８） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 

３ 条例第１３条第１項第１２号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 申請者が法人である場合は、その役員の氏名、住所、生年月日及び性別（以下「氏名等」とい

う。）並びに役職名又は呼称 

（２） 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の氏名等（当該株主等が法人である

場合は、当該株主等の名称等）、当該法人の発行済株式の総数、当該株主等が保有する株式の数及び

当該法人の発行済株式の総数に対する当該株主等が保有する株式の数の割合又は当該法人の出資

の総額、当該株主等の出資の額及び当該法人の出資の総額に対する当該株主等の出資の額の割合 

（３） 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の

法人の名称等並びに第１号及び第２号に掲げる事項 

（４） 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の法人の名称

等並びに第１号及び第２号に掲げる事項 

（５） 申請者に次条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の氏名等及び役職名又は呼称 

（６） 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の氏名等（当該法定代理人が法人である場合

は、当該法定代理人の名称等）及び第１号から前号までに掲げる事項 

（７） 現場責任者に係る第４号から前号までに掲げる事項 

（８） 下請事業者がある場合は、当該下請事業者に係る第１号から第６号までに掲げる事項 

４ 条例第１３条第２項に規定する申請書は、一時堆積特定事業許可申請書（別記第２２号様式）とす

る。 

５ 条例第１３条第２項の規則で定める書類及び図面は、次に掲げるものとする。 

（１） 第２項第１号から第１２号までに掲げる書類 

（２） 第２項第１３号から第３０号まで（第１６号及び第２４号を除く。）に掲げる書類及び図面 

（３） 特定事業区域及び特定事業場の計画平面図及び計画断面図（土砂等の堆積が最大となった場合

の当該堆積の構造が確認できるものに限る。） 

（４） 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用される土砂等が遮断される構造の場合は、その

構造図 

（５） 特定事業区域の表土と一時堆積特定事業に使用される土砂等が遮断される構造でない場合は、

第２項第２４号に掲げる書類及び図面 

（６） 条例第１５条第２項第５号の境界に係る境界確定図の写し 

（７） 第２項第３２号から第３７号までに掲げる書類（第３３号の特定事業区域外土地使用同意書を

除く。） 

（８） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 

６ 条例第１３条第２項第７号の規則で定める事項は、第３項各号に定めるものとする。 

７ 第２項第２４号及び第５項第５号の特定事業区域の表土の地質検査は、次に掲げる方法によらなけ

ればならない。 

（１） 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、特定事業区域の中央地点及び当該中央地点を交

点に直角に交わる２直線上の当該中央地点から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、中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点と当該特定事業

区域の境界との中間の４地点）の土壌について行うこと。 
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（２） 前号の規定により採取する土砂等は、それぞれ採取地点において等量とし、採取後に混合し、

１試料とすること。 

（３） 地質検査は、前号の規定により採取された試料について、別表第１に掲げる項目ごとに、同表

に掲げる測定方法により行うこと。 

（使用人） 

第１２条 条例第１５条第１項第１号コ及びシに規定する規則で定める使用人は、次に掲げるものの代

表者であるものとする。 

（１） 本店又は支店（商人以外の者にあっては、主たる事務所又は従たる事務所） 

（２） 前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、特定事業に

係る契約を締結する権限を有する者を置くもの 

（構造上の基準） 

第１３条 条例第１５条第１項第７号の規則で定める構造上の基準は、別表第３に定めるとおりとする。 

２ 条例第１５条第２項第３号の規則で定める構造上の基準は、別表第４に定めるとおりとする。 

（構造上の基準に係る適用除外） 

第１４条 条例第１５条第３項の規則で定めるものは、別表第２に掲げる行為とする。 

（許可等の決定） 

第１５条 市長は、条例第１３条の規定による許可の申請があった場合においては、許可又は不許可の

決定をしたときは、特定事業許可（不許可）決定通知書（別記第２３号様式）により当該許可を申請

した特定事業者に通知するものとする。 

（変更の許可の申請等） 

第１６条 条例第１６条第１項の規則で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 

（１） 申請者の氏名又は住所（法人にあっては名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変

更（当該申請者の変更を伴わない場合に限る。） 

（２） 申請者の法定代理人の氏名又は住所（当該法定代理人が法人である場合は、当該法定代理人の

名称、代表者の氏名又は主たる事務所の所在地）若しくは第１１条第３項第１号から第５号までに

掲げる事項の変更（当該法定代理人の変更を伴わない場合に限る。） 

（３） 特定事業区域を除く特定事業場の位置又は面積の変更（条例第１２条第１項の同意を得るべき

者及び同条第２項の承諾を得るべき周辺の住民が新たに増えない場合（一時堆積特定事業にあって

は、特定事業場の土地の所有者が新たに増えない場合を含む。）に限る。） 

（４） 現場責任者の氏名又は職名の変更（変更後の現場責任者が条例第１５条第１項第４号本文に適

合する者である場合に限る。） 

（５） 現場事務所の位置の変更 

（６） 下請事業者の氏名又は住所（当該下請事業者が法人である場合は、当該下請事業者の名称、代

表者の氏名又は主たる事務所の所在地）の変更（変更後の下請事業者が条例第１５条第１項第５号

に適合する者である場合に限る。） 

（７） 特定事業に使用される土砂等の量の変更（当該土砂等を減量する場合に限る。） 

（８） 特定事業に使用される土砂等の搬入計画の変更（条例第１５条第１項第１０号及び第１１号に

適合している場合に限る。） 

（９） 特定事業区域以外の地域への排水を測定する施設の位置の変更 

（１０） 特定事業に使用される土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要
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な措置として、特定事業区域の区域内に設けた排水施設又は特定事業区域の区域外に設けた柵の構

造の変更（排水施設又は柵の機能を高めるものに限る。） 

（１１） 第１１条第３項各号（第６号を除く。）に掲げる事項の変更 

２ 条例第１６条第３項に規定する申請書は、特定事業変更許可申請書（別記第２４号様式）とする。 

３ 条例第１６条第３項の規則で定める書類及び図面は、次の各号（第１１号（一時堆積特定事業の場

合は、第１０号及び第１４号の特定事業区域外土地使用同意書）を除く。）に掲げるものとする。 

（１） 住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書）及び印鑑登録証明書 

（２） 申請者が条例第１５条第１項第１号アからソまでに該当しない者であることの誓約書 

（３） 土地の所有者の特定事業者としての責務等についての確認書 

（４） 申請者が法人である場合は、その役員の住民票の写し 

（５） 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の住民票の写し（当該株主等が法人

である場合は、当該株主等の登記事項証明書） 

（６） 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の

法人の登記事項証明書並びに第４号及び前号に掲げる書類 

（７） 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の法人の登記

事項証明書並びに第４号及び第５号に掲げる書類 

（８） 申請者に第１２条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の住民票の写し 

（９） 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（当該法定代理人が法人であ

る場合は、当該法定代理人の登記事項証明書）及び第４号から第８号までに掲げる書類 

（１０） 第１１条第２項第１３号から第３１号までに掲げる書類及び図面のうち変更に係るもの 

（１１） 第１１条第５項第２号から第５号までに掲げる書類及び図面のうち変更に係るもの 

（１２） 条例第１６条第１項において準用する条例第１１条第１項の規定による説明会の結果を記載

した住民説明会報告書 

（１３） 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使用同意書 

（１４） 近傍土地所有者承諾書 

（１５） 周辺住民承諾書及び世帯数調査書 

（１６） 区・自治会承諾書 

（１７） 条例第１６条第１項において準用する条例第１２条第５項の規定による協定を締結した場合

は、当該協定書の写し 

（１８） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面 

４ 前条の規定は、条例第１６条第１項の許可について準用する。この場合において、前条中「条例第

１３条」とあるのは「条例第１６条第１項」と、「特定事業許可（不許可）決定通知書（別記第２３号

様式）」とあるのは「特定事業変更許可（不許可）決定通知書（別記第２５号様式）」と読み替えるも

のとする。 

５ 条例第１６条第３項第３号の規則で定める事項は、第１１条第３項第１号から第６号までに定める

ものとする。 

６ 条例第１６条第８項の規定による届出は、特定事業軽微変更届（別記第２６号様式）を提出して行

わなければならない。ただし、第１項第１１号に掲げる事項及び法定代理人に係る第１１条第３項第

１号から第５号までに掲げる事項で市長が定める特に軽微なものの変更については、この限りでない。 

（特定事業の着手の届出） 
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第１７条 条例第１９条の規定による届出は、特定事業着手届（別記第２７号様式）を提出して行わな

ければならない。 

（土砂等の搬入の届出） 

第１８条 条例第２０条の規定による届出は、土砂等の搬入量が５，０００立方メートル以内ごとに土

砂等搬入届（別記第２８号様式）を提出して行わなければならない。 

２ 条例第２０条の当該発生場所から発生し、又は採取された土砂等であることを証するために必要な

書面で規則で定めるものは、当該土砂等の発生場所の責任者が発行した土砂等発生元証明書（別記第

２９号様式）とする。 

３ 条例第２０条の当該土砂等が安全基準に適合していることを証するために必要な書面で規則で定

めるものは、発生元土砂等検査試料採取計画書に基づき採取された土砂等に係る検査試料採取調書及

び地質分析（濃度）結果証明書とする。 

４ 前項の土砂等に係る地質分析（濃度）結果証明書を作成するために行う当該土砂等の地質分析は、

別表第１に掲げる項目に応じ、それぞれ同表に掲げる測定方法により行わなければならない。 

５ 条例第２０条第２号の当該採取場から採取された土砂等であることを証するために必要な書面で

規則で定めるものは、土砂等売渡・譲渡証明書（別記第３０号様式）とする。 

（土砂等管理台帳） 

第１９条 条例第２１条第１項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳（別記第３１号様式）に

よるものとする。 

２ 条例第２１条第１項第３号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 許可特定事業者の氏名又は名称 

（２） 特定事業の許可の番号 

（３） 特定事業区域の位置及び面積 

（４） 特定事業の許可の期間 

（５） 特定事業に使用される土砂等の量 

（６） 現場責任者の氏名、職名及び連絡先 

（７） 特定事業に使用される土砂等の発生場所並びに当該発生場所の事業者の氏名又は名称及び住所 

（８） 特定事業に使用される土砂等の発生又は採取に係る工事の内容及び当該工事の責任者の氏名 

（９） 特定事業に使用される土砂等の発生場所の事業者との間の契約における土砂等の搬入量及び搬

入期間並びに当該土砂等の運搬を委託した場合の受託者の氏名又は名称 

３ 条例第２１条第２項に規定する土砂等管理台帳は、土砂等管理台帳（一時堆積特定事業用）（別記第

３２号様式）によるものとする。 

４ 条例第２１条第２項第３号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 第２項各号（第５号を除く。）に掲げる事項 

（２） 特定事業に使用される土砂等の搬入量及び搬出量 

５ 条例第２１条第１項及び第２項に規定する土砂等管理台帳は、毎月の末日までに、当該月中におけ

る同条第１項各号又は同条第２項各号に規定する事項について、記載を終了していなければならない。 

６ 条例第３３条の規則で定める電磁的記録は、電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認

識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもの

とする。 

７ 前項の電磁的記録の保存は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 
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（１） 作成された電磁的記録を許可特定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁

気ディスク、ＣＤ‐ＲＯＭその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくこと

ができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもって調製するファイルにより保存する方法 

（２） 書面に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる画像読取装置を含む。）により読み取って

できた電磁的記録を許可特定事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディ

スク等をもって調製するファイルにより保存する方法 

８ 許可特定事業者が、前項各号の規定に基づく電磁的記録の保存を行う場合は、必要に応じ電磁的記

録に記録された事項を出力することにより、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で使用に係る電子

計算機その他の機器に表示及び書面を作成できなければならない。 

（土砂等の量等の報告） 

第２０条 条例第２１条第３項の規定による報告は、特定事業を開始した日から１月ごとに当該１月を

経過した日から１週間以内（特定事業の中止をしようとするとき（当該中止をしようとする期間が２

月以上であるときに限る。）は当該中止をしようとする期間の開始の日から１週間以内、特定事業を

廃止し、完了し、又は終了したときは条例第２５条第３項、条例第２６条第３項又は条例第２７条第

３項の規定による届出の時）に、特定事業状況報告書（別記第３３号様式）（当該特定事業が一時堆積

特定事業である場合は、一時堆積特定事業状況報告書（別記第３４号様式））を提出して行わなければ

ならない。 

（地質検査等の報告等） 

第２１条 条例第２２条第１項の地質検査は、特定事業を開始した日から６月ごと（条例第２５条第３

項の規定による廃止の届出、条例第２６条第３項の規定による完了の届出又は条例第２７条第３項の

規定による終了の届出を行った場合は、市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、

次に掲げる方法により行わなければならない。 

（１） 地質検査は、特定事業区域を一の区域として行うこと。ただし、市長が必要と認めるときは、

特定事業区域を２以上の区域に区分して行うこと。 

（２） 地質検査のための試料とする土砂等の採取は、特定事業区域（前号の規定により特定事業区域

を区分した場合にあっては、当該区分された区域）の中央地点及び当該中央地点を交点に直角に交

わる２直線上の当該中央地点から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、中央地点を交点に直角に交わる２直線上の当該中央地点と当該区域の境界との中間の

４地点）の土壌について行うこと。 

（３） 前号の規定により採取する土砂等は、前号の５地点それぞれにおいて等量とし、採取後、混合

し１試料とすること。ただし、第１号の規定により特定事業区域を区分した場合にあっては、区分

された区域ごとに混合し、それぞれの区域ごとに１試料とすること。 

（４） 地質検査は、前号の規定により作成された試料について、別表第１に掲げる項目に応じ、それ

ぞれ同表に掲げる測定方法により行うこと。 

２ 特定事業が一時堆積特定事業である場合は、条例第２２条第１項の規定による地質検査は、前項の

規定にかかわらず、特定事業を開始した日から６月ごと（条例第２５条第３項の規定による廃止の届

出、条例第２６条第３項の規定による完了の届出（表土と特定事業に使用される土砂等が遮断される

構造である場合の当該特定事業に係る完了の届出を除く。）又は条例第２７条第３項の規定による終

了の届出を行った場合は、市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、前項に掲げ

る方法により行わなければならない。ただし、一の土砂等搬入届に係る土砂等ごとに当該土砂等が区
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分された状態で堆積されている場合は、地質検査は省略することができる。 

３ 条例第２２条第１項の水質検査は、特定事業を開始した日から６月ごと（条例第２５条第１項の規

定による中止の届出、同条第３項の規定による廃止の届出、条例第２６条第３項の規定による完了の

届出又は条例第２７条第３項の規定による終了の届出を行った場合は、市長が指定する期日）に、市

長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、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）に定める測定方法により行わなければならない。 

４ 特定事業が一時堆積特定事業である場合は、条例第２２条第１項の規定による水質検査は、前項の

規定にかかわらず、特定事業を開始した日から６月ごと（条例第２５条第３項の規定による廃止の届

出、条例第２６条第３項の規定による完了の届出又は条例第２７条第３項の規定による終了の届出を

行った場合は、市長が指定する期日）に、市長の指定する職員の立会いの上、試料を採取し、環境大

臣が定める排水基準に係る検定方法に定める測定方法により行わなければならない。 

５ 条例第２２条第１項の規定による報告は、特定事業を開始した日から６月ごとに当該６月を経過し

た日から１月以内（条例第２５条第３項の規定による廃止の届出、条例第２６条第３項の規定による

完了の届出又は条例第２７条第３項の規定による終了の届出を行った場合は、市長が指定する期日ま

で）に、特定事業地質等検査報告書（別記第３５号様式）に次に掲げる書類及び図面を添えて、これ

を行わなければならない。 

（１） 検査に使用した土砂等及び排水の採取場所の位置図及び現場写真 

（２） 第１項又は第２項の規定により採取した試料ごとの検査試料採取調書及び地質分析（濃度）結

果証明書 

（３） 第３項の規定により採取した試料の検査試料採取調書及び排水汚染状況測定（濃度）結果証明

書（別記第３６号様式。環境計量士の発行したものに限る。） 

（標識） 

第２２条 条例第２４条第１項に規定する標識の様式は、土砂等の埋立て等に関する標識（別記第３７

号様式）とする。 

２ 条例第２４条第１項に規定する標識の記載事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 特定事業の許可年月日及びその番号 

（２） 特定事業の目的 

（３） 特定事業区域の所在地 

（４） 許可特定事業者の住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先 

（５） 特定事業の許可の期間 

（６） 特定事業場及び特定事業区域の面積 

（７） 埋立て等に使用される土砂等の搬入予定量（一時堆積特定事業にあっては、土砂等の年間の搬

入及び搬出の予定量） 

（８） 現場責任者の氏名、職名及び連絡先 

（９） 下請事業者の住所又は所在地、氏名又は名称及び連絡先 

（１０） 特定事業場及び特定事業区域の見取図 

３ 条例第２４条第２項に規定する表示は、旗、杭等の設置によるものとする。 

（特定事業の廃止等に係る届出） 

第２３条 条例第２５条第１項の規定による届出は、特定事業廃止（中止）事前届（別記第３８号様式）

を提出して行わなければならない。 
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２ 条例第２５条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 特定事業の許可年月日及びその番号 

（２） 特定事業区域の位置 

（３） 特定事業の許可の期間 

（４） 特定事業の廃止をしようとする年月日又は中止をしようとする期間 

（５） 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域の構造 

（６） 特定事業を廃止し、又は中止した場合の特定事業区域以外の地域への当該特定事業に使用され

た土砂等の崩落、飛散又は流出による災害の発生を防止するために必要な措置 

（７） 廃止し、又は中止しようとする特定事業が一時堆積特定事業である場合は、一時堆積特定事業

の特定事業区域のうち土砂等が堆積されている面積 

３ 条例第２５条第３項の規定による届出は、特定事業廃止届（別記第３９号様式）を提出して行わな

ければならない。 

（特定事業の完了に係る届出） 

第２４条 条例第２６条第１項の規定による届出は、特定事業完了事前届（別記第４０号様式）を提出

して行わなければならない。 

２ 条例第２６条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 特定事業の許可年月日及びその番号 

（２） 特定事業区域の位置 

（３） 特定事業の許可の期間 

（４） 特定事業の完了の予定年月日 

（５） 特定事業を完了した場合の特定事業区域の構造 

３ 条例第２６条第３項の規定による届出は、特定事業完了届（別記第４１号様式）を提出して行わな

ければならない。 

（特定事業の終了に係る届出） 

第２５条 条例第２７条第１項の規定による届出は、特定事業終了事前届（別記第４２号様式）を提出

して行わなければならない。 

２ 条例第２７条第１項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 特定事業の許可年月日及びその番号 

（２） 特定事業区域の位置 

（３） 特定事業の許可の期間 

（４） 特定事業を終了した場合の特定事業区域の構造 

３ 条例第２７条第３項の規定による届出は、特定事業終了届（別記第４３号様式）を提出して行わな

ければならない。 

（譲受けの許可の申請） 

第２６条 条例第２８条第２項に規定する申請書は、特定事業譲受け許可申請書（別記第４４号様式）

とする。 

２ 条例第２８条第２項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。 

（１） 住民票の写し（法人にあっては、法人の登記事項証明書）及び印鑑登録証明書 

（２） 申請者が条例第２８条第４項において準用する条例第１５条第１項第１号アからソまでに該当

しない者であることの誓約書 



 

 13 / 15 

 

（３） 申請者が特定事業区域（一時堆積特定事業の場合は、特定事業場）の土地の所有者である場合

は、土地の所有者の特定事業者としての責務等についての確認書 

（４） 申請者が法人である場合は、その役員の住民票の写し 

（５） 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の住民票の写し（当該株主等が法人

である場合は、当該株主等の登記事項証明書） 

（６） 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の

法人の登記事項証明書並びに第４号及び前号に掲げる書類 

（７） 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の法人の登記

事項証明書並びに第４号及び第５号に掲げる書類 

（８） 申請者に第１２条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の住民票の写し 

（９） 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の住民票の写し（当該法定代理人が法人であ

る場合は、当該法定代理人の登記事項証明書）及び第４号から第８号までに掲げる書類 

（１０） 譲受けに伴い新たな特定事業の請負契約等がある場合は、当該請負契約等に係る書類の写し 

（１１） 譲受けに伴い新たな現場責任者を選任する場合は、当該現場責任者に係る現場責任者選任書、

当該現場責任者の住民票の写し、当該現場責任者が条例第１５条第１項第４号本文に適合する者で

あることの誓約書及び当該現場責任者に係る第７号から第９号までに掲げる書類 

（１２） 譲受けに伴う新たな下請事業者がある場合は、当該下請事業者に係る下請事業者選任書、当

該下請事業者の住民票の写し（当該下請事業者が法人である場合は、当該下請事業者の登記事項証

明書）並びに当該下請事業者に係る第２号及び第４号から第９号までに掲げる書類 

（１３） 特定事業場の位置図及び付近の見取図 

（１４） 特定事業区域内（特定事業場内）施工同意書及び特定事業区域外土地使用同意書（特定事業

区域外土地使用同意書にあっては、譲り受ける特定事業が一時堆積特定事業である場合を除く。） 

（１５） 近傍土地所有者承諾書 

（１６） 条例第２８条第１項において準用する条例第１２条第５項の規定による協定を締結した場合

は、当該協定書の写し 

（１７） 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 

３ 条例第２８条第２項第４号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。 

（１） 譲り受けようとする特定事業の許可年月日及びその番号 

（２） 譲り受けようとする特定事業の許可の期間 

（３） 特定事業区域の位置 

（４） 申請者が法人である場合は、その役員の氏名等並びに役職名又は呼称 

（５） 申請者が法人であって、株主等がある場合は、当該株主等の氏名等（当該株主等が法人である

場合は、当該株主等の名称等）、当該法人の発行済株式の総数、当該株主等が保有する株式の数及び

当該法人の発行済株式の総数に対する当該株主等が保有する株式の数の割合又は当該法人の出資

の総額、当該株主等の出資の額及び当該法人の出資の総額に対する当該株主等の出資の額の割合 

（６） 申請者が法人であって、その役員が他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の

法人の名称等並びに第４号及び第５号に掲げる事項 

（７） 申請者が個人であって、他の法人の役員又は株主等になっている場合は、当該他の法人の名称

等並びに第４号及び第５号に掲げる事項 

（８） 申請者に第１２条に規定する使用人がある場合は、当該使用人の氏名等及び役職名又は呼称 
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（９） 申請者が未成年者である場合は、その法定代理人の氏名等（当該法定代理人が法人である場合

は、当該法定代理人の名称等）及び第４号から前号までに掲げる事項 

（１０） 譲受けに伴い新たな現場責任者を選任する場合は、当該現場責任者の氏名及び職名並びに当

該現場責任者に係る第７号から第９号までに掲げる事項 

（１１） 譲受けに伴う新たな下請事業者がある場合は、当該下請事業者の氏名及び住所（当該下請事

業者が法人である場合は、当該下請事業者の名称等）並びに当該下請事業者に係る第４号から第８

号までに掲げる事項 

（１２） 譲受けの理由 

（譲受け許可等の決定） 

第２７条 市長は、条例第２８条第１項の許可申請があった場合においては、許可又は不許可の決定を

したときは、特定事業譲受け許可（不許可）決定通知書（別記第４５号様式）により当該許可を申請

した者に通知するものとする。 

（相続等の届出） 

第２８条 条例第２９条第２項の規定による届出は、特定事業相続等届（別記第４６号様式）を提出し

て行わなければならない。 

（措置命令） 

第２９条 条例第３０条及び第３２条に規定する措置命令は、措置命令書（別記第４７号様式）により

行うものとする。 

（許可の取消し等） 

第３０条 条例第３１条第１項の規定による許可の取消しは、特定事業許可取消通知書（別記第４８号

様式）により、停止命令は、停止命令書（別記第４９号様式）により行うものとする。 

（身分を示す証明書） 

第３１条 条例第３５条第２項に規定する証明書は、身分証明書（別記第５０号様式）とする。 

（措置命令違反者等の公表） 

第３２条 条例第３６条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。 

（１） 氏名又は名称及び住所又は事務所の所在地並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

（２） 違反等の事実 

（３） 土砂等の埋立て等を行った場所 

（４） 土砂等の埋立て等を行った期間 

（５） 土砂等の埋立て等を行った面積 

２ 条例第３６条の規定による公表は、公告その他適当な方法により行うものとする。 

（電磁的記録） 

第３３条 条例第４１条第４号及び第４２条第３号の規則で定める電磁的記録は、第１９条第６項及び

第７項の規定によるものとする。 

（補則） 

第３４条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和 年 月 日から施行する。 

（茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則の廃止） 
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２ 茂原市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則（平成 10

年茂原市規則第 10号。以下「廃止前の規則」という。）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この規則の施行の際現に廃止前の規則の規定によりなされた申請、届出その他の行為は、この規則

の相当規定によりなされたものとみなす。 

（施行前の準備） 

４ この規則を施行するために必要な手続きは、この規則の施行前においても行うことができる。 


