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盛土規制法について

国土交通省 大臣官房参事官

吉田信博

令和4年8月

○梅雨前線による大雨に伴い、令和３年７月３日10時30分頃に静岡県熱海市伊豆山の逢初川で土石流（流出土砂量約5.8万

㎥※１）が発生。

○死者２７名（災害関連死１名を含む）・行方不明者１名、住宅被害９８棟※２などの甚大な被害。

○このほか、国道135号の通行止めや東海道新幹線・ＪＲ東海道線の一時運休等、大きな社会的影響が生じた。

【土石流による被害状況等】

【土石流発生前後の降雨量】

下流の被害状況

【位置図】

静岡県

逢初川

源頭部の崩壊状況熱海市伊豆山 逢初川

※発災時刻は報道情報による

熱海観測所（県）

あいぞめがわ

被害状況（令和3年7月5日撮影）
（写真は国土地理院）

家屋被災状況 国道被災状況

※１：「第1回逢初川土石流の発生原因調査検証委員会資料２」（令和３年９月７日）より
※２：「熱海市伊豆山地区土砂災害の被害と対応について（総括情報）」（令和４年３月１７日）より

静岡県熱海市における土石流被害の状況
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熱海市土石流発生個所付近における法令等に基づく指導等の経緯

2（出典：盛土による災害の防止に関する検討会資料）

静岡県熱海市における土石流発生箇所の状況

3（出典：逢初川土石流災害に係る行政対応検討委員会報告書）



静岡県熱海市における土石流発生箇所の状況

4（出典：逢初川土石流災害に係る行政対応検討委員会報告書）

静岡県熱海市における土石流発生箇所の状況

5（出典：逢初川土石流災害に係る行政対応検討委員会報告書）



静岡県熱海市における土石流発生箇所の状況

6（出典：逢初川土石流災害に係る行政対応検討委員会報告書）

静岡県熱海市における土石流発生箇所の状況

7（出典：逢初川土石流の発生原因調査中間報告書）



熱海市土石流発生地域における土地利用規制等について

8（出典：盛土による災害の防止に関する検討会資料）

盛土等に関する規制について

9（出典：盛土による災害の防止に関する検討会資料）



関係府省連絡会議
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不動産・建設経済局長
都市局長
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国土地理院長

環境省総合環境政策統括官
水・大気環境局長
自然環境局長
環境再生・資源循環局長

※連絡会議の下に課長級の幹事会（議長：内閣官房内閣審議官）を併せて設置

有識者会議

・中井検裕 （東京工業大学環境・社会理工学院教授）
・池邊 このみ （千葉大学大学院園芸学研究院教授）
・内田太郎 （筑波大学生命環境系准教授）
・大関崇 （国立研究開発法人産業技術総合研究所再生可能

エネルギー研究センター太陽光システムチーム研究チーム長）
・大原美保 （国立研究開発法人土木研究所水災害・リスクマネジメント

国際センター主任研究員/政策研究大学院大学連携教授）
・勝見武 （京都大学大学院地球環境学堂教授）
・河野俊嗣 （宮崎県知事）
・阪本真由美 （兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授）
・櫻井敬子 （学習院大学法学部法学科教授）
・執印康裕 （九州大学農学研究院教授）
・末松則子 （三重県鈴鹿市長）
・袖野玲子 （芝浦工業大学システム理工学部環境システム学科教授）
・武山絵美 （愛媛大学大学院農学研究科教授）
・中島慶二 （江戸川大学社会学部現代社会学科教授）
・山脇敦 （公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団再生品認証

事業推進チームリーダー）
・柚木茂夫 （一般社団法人全国農業会議所専務理事）
・若井明彦 （群馬大学大学院理工学府環境創生部門教授）

各分野から、民間の有識者（大学教授、研
究者、自治体首長等）を選定

※このほか、関係府省連絡会議の参加省庁が参加

盛土による災害防止に向け、盛土の総点検と対応方策について政府として統一的に取組を進めていくため、関係
府省連絡会議及び有識者会議を設置。

関係府省連絡会議・有識者会議
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１．危険な盛土箇所に関する対策

盛土の総点検等で確認された「災害危険性の
高い盛土」については、安全性を確保するため
の対策を早期に実施することが必要。
対策に当たっては、行為者等による是正措置を
基本としつつ、対応が困難な場合は地方公共
団体等が危険箇所対策を実施するとともに、国
は地方公共団体等に対して支援していくべき。

２．危険な盛土等の発生を防止するための仕組み

崩落により人家等に影響を与えないよう、危険な盛土造成等を規制するための全国一律のルール（新たな法制度）を創設し、規制を強化していくべき。
廃棄物が混じっていない土は、自然由来のものであり、適切に活用し、又は自然に還していくべきもの。廃棄物と同一視して同様の規制の下に置くことは適当

ではない（廃棄物混じり土については、廃棄物と土をできるだけ分別の上、廃棄物処理法に従って廃棄物を処理）。
また、新たな法制度を実効性のあるものとするためには、法の施行体制・能力の強化が必要。特に、不法盛土への対処体制をしっかりと確立すべき。
さらに、新たな法制度の創設と併せ、建設現場から搬出される土についても搬出先の適正を確保するための方策を講じることが重要。加えて、廃棄物混じり土

の発生を防止するため、建設現場等における土と廃棄物の分別促進・適正処理の徹底を図っていく必要。

【基本的な考え方】

【具体的な対応策】

【基本的な考え方】

① 元請業者による建設発生土の搬出先の明確化等（再生資源利用促進計画(※１)の徹底等）
② 公共工事の発注者による建設発生土の搬出先の明確化等（指定利用等(※２)の徹底）
③ 建設発生土の更なる有効利用に向けた取組（工事間利用の促進、優良事例の展開）

① マニフェスト管理等の強化（電子マニフェストの利用促進等）
② 関連事業者の法令遵守体制の強化（建設現場パトロールの強化等）
③ 廃棄物混じり盛土等への対処体制の確立（通報情報の共有等）

(3) 建設工事から発生する土の搬出先の明確化等

(2) 法施行体制・能力の強化

① 不法盛土発見時の現認方法、手続等のガイドラインの整備
② 地方公共団体における関係部局間の連絡会議、人事交流等の実施

(4) 廃棄物混じり盛土の発生防止等

(1) 新たな法制度の創設

① 国による基本方針の策定（危険な盛土の対策に関して国土全体にわたる総括的な考え方を示すとともに、対応策を総覧できる基本方針を策定）
② スキマのない規制（土地の利用区分に関わらず、人家等に被害を及ぼし得る盛土行為を許可制に）
③ 盛土等の安全性の確保（十分な安全基準を設定、施工状況の定期的な報告や施工中・完了時の検査を実施、条例等により安全基準やチェック項目等の上

乗せ可）
④ 責任の所在の明確化（土地所有者等が盛土を安全な状態に維持する責務を有することを明確化、原因行為者にも安全対策の実施を求めることを可能に）
⑤ 厳格な罰則（条例による罰則の上限(懲役２年以下、罰金100万円以下)を上回る水準に強化）

※：建設業者、貨物自動車運送事業者、廃棄物処理業者

③ 許可地一覧の公表、現地掲示と地方公共団体内の通報情報の共有
④ 関連事業者(※)の違反行為に対して各事業法による行政処分の実施

【具体的な対応策】

(1) 行為者等に対する法令上の措置の徹底

不法盛土造成等の行為者・土地所有者等に
対し法令等に基づく行政指導や行政処分を躊
躇なく行い、厳正に対処すべき。

(2) 危険箇所対策等

「災害危険性の高い盛土」か否かを確認する
必要のある盛土等については、詳細調査（測量、
ボーリング等）を実施すべき。
また、一時的に崩落等の被害を回避するため

の応急対策（土嚢の設置等）を実施すべき。
「災害危険性の高い盛土」については、対策の

緊急性等を踏まえ、地方公共団体等による抜
本的な危険箇所対策（土砂の撤去、擁壁、堰
堤の設置等）を実施すべき。

※１：元請業者が土砂等の搬出先(他の工事現場、残土処
理場等)等を記載した計画

※２：工事の発注段階で建設発生土の搬出先を指定するこ
とにより、土砂の有効利用や適正処理を促進

(3) 危険箇所対策完了までの間の措置

「災害危険性の高い盛土」と特定された盛土は
公表し、住民に周知等することが適切。緊急時
の迅速な避難につなげることができるよう、緊急通
報体制の構築等による情報発信も必要。
ソフト対策（監視カメラ、定点観測等）による

現地状況の監視が必要。

(５) その他の対応

① 盛土等の土壌汚染等に係る対応（早期の状況把握等）
② 太陽光発電に係る対応（技術基準の遵守の徹底等）

（R3.12.24公表）盛土による災害の防止に関する検討会 提言概要
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１．盛土規制法について

12

盛土をめぐる現状
○静岡県熱海市で大雨に伴って盛土が崩落し、土石流が発生

→ 甚大な人的・物的被害（令和３年７月）

廃棄された土石の崩落
軽傷者1名、県道通行止め

廃棄された土石の崩落
死者１名、重傷者1名、
住宅被害1棟

R3.7 静岡県熱海市 Ｈ21.7 広島県東広島市

R3.6 千葉県多古町

死者・行方不明者28名、住宅被害98棟

○宅地の安全確保、森林機能の確保、農地の保全等を目的とした各法律により、開発を規制

→ 各法律の目的の限界等から、盛土等の規制が必ずしも十分でないエリアが存在
（一部の地方公共団体では、条例を制定して対応）

制度上の課題

【参考】 熱海市伊豆山地区の土石流発生箇所
→ 森林法の許可、静岡県土採取等規制条例の届出の対象 ／ 廃棄物処理法による廃棄物投棄禁止

◆盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、 「宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改
正し、土地の用途（宅地、森林、農地等）にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制

◆国土交通大臣及び農林水産大臣が盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針を策定し、その方針の下、
都道府県知事等が規制を実施

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法制度が必要

※ 法律名を「宅地造成及び特定盛土等規制法」に改正。通称”盛土規制法”
※ 国土交通省・農林水産省による共管法とし、両省が緊密に連携して対応

※ 全国知事会等からも法制化
による全国統一の基準・規制を
設けることについて要望あり

○盛土の総点検において、全国で約３.６万箇所を目視等に
より点検（令和４年３月）

【公布：R4.5.27 / 施行：公布の日から１年を超えない範囲内で政令で定める日】

背景・必要性（盛土規制法の概要）
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○都道府県知事等が、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域として指定

平地部

森林

農地

＜新制度による規制区域のイメージ＞

新制度による規制区域
【規制対象】
●土地（森林・農地を含む）を造成するための盛土・切土
●土捨て行為や一時的な堆積

※（下線部）：規制を強化する部分

【区域指定のイメージ】
改正前の宅地造成工事規制区域に加えて、
土砂流出等により人家等に被害を及ぼしうる、
森林、農地、平地部の土地を広く指定

（参考）改正前の宅地造成工事規制区域

【区域指定のイメージ】
主に、丘陵地にある市街地（又は今後
市街地になりうる土地）の区域を指定

【規制対象】
●宅地を造成するための盛土・切土

○規制区域内で行われる盛土等を都道府県知事等の許可の対象とする
○宅地造成等の際に行われる盛土だけでなく、単なる土捨て行為や一時的な堆積についても規制

規制区域

規制対象

＜宅地造成工事規制区域（改正前）のイメージ＞

１．スキマのない規制（盛土規制法の概要）

※ 「都道府県知事等」とは、都道府県知事、指定都市・中核市の長

※ 許可された盛土等については、①所在地等の一覧を公表するとともに、②現場での標識掲出を義務化し、無許可行為の早期の摘発につなげる。

宅地造成等工事規制区域：市街地や集落、その周辺など、人家等が存在するエリアについて、森林や農地を含めて広く指定
特定盛土等規制区域：市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から人家等に危害を及ぼしうるエリア（斜面地等）も指定

○区域指定に市町村が関与できる仕組みを導入（指定の際の市町村への意見聴取、市町村からの指定の申出）
○都道府県等は、定期的に、規制区域の指定や盛土等による災害防止のための対策に必要な基礎調査を実施
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○許可基準に沿って安全対策が行われているかどうかを確認するため、
①施工状況の定期報告、②施工中の中間検査及び③工事完了時の完了検査を実施

○盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて、災害防止のために必要な許可基準を設定

○許可に当たって、土地所有者等の同意 及び 周辺住民への事前周知（説明会の開催等）を要件化

工事の施工状況について、数ヶ月ごとに報告
例：土石の堆積量 等○定期報告

工事着手 工事完了

工事完了後に確認困難となる
工程について、現地検査

○完了検査
安全基準への適合について現地検査
✔ 盛土の形状
✔ 擁壁の強度 等

○中間検査 例：排水施設の設置

中間検査
完了検査

許可基準
・手続

＜盛土・切土＞ ＜一時的な堆積＞

✔ 擁壁の設置
✔ 排水施設の設置
✔ 地盤の締め固め 等

２．盛土等の安全性の確保（盛土規制法の概要）

■災害防止のための安全基準の設定

排水施設
擁壁

締め固め

盛土
地山

✔ 堆積の高さ
✔ 斜面の勾配
✔ 境界柵の設置 等

■施工中・完了時の安全確認

工事の許可

（主な安全基準） （主な安全基準） 斜面の勾配

堆積の高さ

境界柵境界柵

※ 地域の実情に応じ、条例で、許可基準の強化のほか、定期報告の頻度や内容、中間検査の対象項目等の上乗せができる旨の規定を措置。

※ 許可に当たっては、工事主の資力・信用、工事施行者の能力についても審査
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○罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
条例による罰則の上限より高い水準に強化

機動的な是正命令

実効性のある罰則

・無許可での盛土
・安全基準違反
・検査の受検義務違反
等の違反があった場合

（※過去の土地所有者等）

管理不全等により
安全性に問題が
生じている場合

●施工停止命令
●災害防止措置命令
（擁壁の設置等）

○無許可、安全基準違反、命令違反等に対する懲役刑及び罰金刑について、
条例による罰則の上限より高い水準に強化（最大で懲役３年以下・罰金1,000万円以下）

○法人に対しても抑止力として十分機能するよう、法人重科を措置（最大で３億円以下）

罰 則

３．責任の所在の明確化 ／４．実効性のある罰則（盛土規制法の概要）

工事の適正な施工 施工後の適正な管理

造成主

工事施工者

土地所有者等

原因行為者※

●改善命令
（擁壁の設置等）

都道府県知事等
※ 命令の相手方を確知できない、命令するいとまがない、命令された者が期限までに対策を実施しない等の場合には、都道府県知事等が代執行。

管理責任の明確化

※ 都道府県知事等による適時適切な命令発出がなされるよう、緊急時においては国が都道府県知事等に対して指示を行うことを可能に。

※ 当該盛土等を行った造成主や工事施工者、過去の土地所有者等も、原因行為者として命令の対象になり得る。

○盛土等が行われた土地について、土地所有者等が常時安全な状態に維持する責務を有することを明確化

○災害防止のため必要なときは、土地所有者等だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令

管理責任

監督処分
※ 「土地所有者等」とは、土地の所有者、管理者、占有者。土地が譲渡等された場合でも、その時点での土地所有者等に責務が発生。

常時安全な状態に
維持する責務

16

＜盛土規制法＞ 許可申請から工事完了までの流れ

17

周辺住民への事前周知

土地所有者等の同意

許可基準への適合

都道府県知事等の許可

中間検査

完了検査

定期報告

現場での標識掲出

許可申請前

許可申請

工事着手

工事完了

●周辺地域の住民に対し、説明会の開催等により工事の内容を周知

●盛土等を行う土地の所有者等全員の同意（許可要件）

（許可基準）
災害防止のための安全基準に適合すること
必要な資力・信用を有すること
工事施行者が必要な能力を有すること
土地の所有者等全員の同意を得ていること

●工事現場の見やすい場所に、当該工事に係る許可を受けている旨の表示

●工事の施工状況について、数ヶ月ごとに報告（例：土石の堆積量）
※ 一定規模以上の盛土・切土、一時堆積に適用

●工事完了後に確認困難となる工程について、現地検査（例：排水施設の設置）
※ 一定規模以上の盛土・切土に適用

●安全基準への適合について現地検査（例：盛土の形状、擁壁の強度 等）

※都道府県知事等は、工事主の氏名、盛土等が行われる土地の所在地等を公表

現行宅造法と比較して
新規で追加される手続

赤字：現行宅造法と比較して
新規で追加される事項



盛土等防災対策検討会
○ 盛土規制法の施行に向け、有識者等により盛土等の安全基準のあり方等を検討することを目的とし

て、「盛土等防災対策検討会」を設置。
<盛土等防災対策検討会 委員>

委員長 二木 幹夫 （一財）ベターリビング 総括役
委員 浅野 志穂 （国研）森林研究・整備機構森林総合研究所

森林防災研究領域長
新井 洋 （国研）建築研究所構造研究グループ

上席研究員
池邊 このみ 千葉大学大学院 教授
稲垣 照哉 （一社）全国農業会議所 事務局長
内田 太郎 筑波大学生命環境系 准教授
大関 崇 国立研究開発法人産業技術総合研究所

再生可能エネルギー研究センター
太陽光システムチーム 研究チーム長

大橋 洋一 学習院大学法務研究科 教授
岡島 賢治 三重大学大学院生物資源学研究科 教授
釜井 俊孝 京都大学防災研究所 名誉教授
執印 康裕 九州大学農学研究院 教授
新見 達彦 神戸市建設局 防災担当部長
髙野 昇 （一財）先端建設技術センター企画部 参事役
安田 進 東京電機大学 名誉教授
横土 俊之 千葉県県土整備部都市整備局都市計画 課長
若井 明彦 群馬大学大学院理工学府環境創生部門 教授

※事務局：国土交通省、農林水産省

〇第１回検討会（６月15日（水））
・宅地造成及び特定盛土等規制法について
・規制区域設定要領たたき台
・技術的基準たたき台
・既存盛土調査要領たたき台

〇第２回検討会（８月１日（月））
・規制区域設定要領案
・技術的基準案
・既存盛土調査要領案
・不法盛土対応ガイドラインたたき台

<開催予定>

〇第３回検討会（９月上旬ころ）
・基礎調査実施要領案（公表版）
（規制区域設定要領及び既存盛土調査要領を統合）
・技術的基準政令案（公表版）
・不法盛土対応ガイドライン骨子案

９月下旬ころ 基礎調査実施要領案、技術的基準政令案 公表予定

〇第４回検討会（１２月ころ）
・不法盛土対応ガイドライン案（公表版）

《Ｒ５年度（予定）》
法律、政省令 施行予定
基礎調査実施要領通知予定（施行通知）
不法盛土対応ガイドライン公表予定 18

規制区域の基本的考え方について

19

○ 盛土規制法は、盛土等に伴う災害から人命を守るという目的のため、盛土等の崩落により人家等に被害を及ぼしうる
エリアを規制区域として指定することとしている。

○ 具体的には、
・ 市街地や集落など、人家等がまとまって存在し、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアについては、これら
に隣接・近接する区域も含めて、宅地造成等工事規制区域に指定し、

・ 市街地や集落等からは離れているものの、地形等の条件から、盛土等がされれば人家等に危害を及ぼしうるエリアなど
については、特定盛土等規制区域に指定

することとしている。
○ 都道府県等においては、本法の趣旨を踏まえ、盛土等に伴う災害から人命を守るため、リスクのあるエリアは、できる限
り広く、規制区域に指定することが重要。

＜参考：規制区域関係条文＞
（宅地造成等工事規制区域）
第10条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積（以下この章及び次章において

「宅地造成等」という。）に伴い災害が生ずるおそれが大きい市街地若しくは市街地となろうとする土地の区域又は集落の区域（これらの区域に隣接し、又は
近接する土地の区域を含む。第５項及び第26条第１項において「市街地等区域」という。）であつて、宅地造成等に関する工事について規制を行う必要が
あるものを、宅地造成等工事規制区域として指定することができる。

２～６ （略）

（特定盛土等規制区域）
第26条 都道府県知事は、基本方針に基づき、かつ、基礎調査の結果を踏まえ、宅地造成等工事規制区域以外の土地の区域であって、土地の傾斜度、渓

流の位置その他の自然的条件及び周辺地域における土地利用の状況その他の社会的条件からみて、当該区域内の土地において特定盛土等又は土石の
堆積が行われた場合には、これに伴う災害により市街地等区域その他の区域の居住者その他の者（第５項及び第45条第１項において「居住者等」とい
う。）の生命又は身体に危害を生ずるおそれが特に大きいと認められる区域を、特定盛土等規制区域として指定することができる。

２～６ （略）

たたき台

（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）



特定盛土等規制区域の指定イメージ（流出した土砂が土石流化するおそれのある区域）

20

○ 特定盛土等規制区域のうち、流出した土砂が土石流化する場合を想定し、「盛土等の崩落により流出した土砂が、土石流となって渓流等を流
下し、保全対象の存する土地の区域に到達することが想定される渓流等の上流域」を位置付ける方向で検討。

○ この区域の具体的な要件については、現在検討中であるが、「保全対象の存する土地の区域に一定勾配以上で流入する渓流等のうち、谷の
出口から上流の流域面積が一定以下である渓流等の上流域」とする方向で、当該区域の簡易な抽出方法も含めて検討中。

①保全対象の存する土地の区域の抽出
・宅地造成等工事規制区域（隣接・近接する土地の区域を除く。）
・その他盛土等に伴う災害から居住者等の生命又は身体への危害を
防止する必要のある区域（市街地・集落外の人家等）

市街地・集落

保全対象の存する土地の区域

一定勾配以上で流入し、
一定の流域面積以下

③ ②で抽出した渓流等のうち、谷出口（●）より上流の流域面積が一定
面積以下のものの抽出

一定勾配以上で流入し、
一定の流域面積以下

一定勾配以上で
流入し、一定の

流域面積超

市街地・集落市街地・集落

② ①で抽出した保全対象の存する土地の区域に対し、一定勾配以上で流
入する渓流等の抽出

市街地・集落

一定勾配未満
で流入

一定勾配以
上で流入一定勾配以上

で流入

保全対象の存する土地の区域

保全対象の存する土地の区域 保全対象の存する土地の区域

一定勾配未満
で流入

一定勾配以上
で流入

一定勾配以上
で流入

一定勾配以上で流入し、
一定の流域面積以下

一定勾配以上で流入し、
一定の流域面積以下

一定勾配以上で
流入し、一定の

流域面積超

④ ③で抽出した渓流等の上流部の流域を盛土等の崩落により流出した土
砂が、土石流となって渓流等を流下し、保全対象の存する土地の区域に
到達することが想定される渓流等の上流域とする

＜参考＞流出した土砂が、土石流化するおそれのある区域の抽出の流れ（イメージ）

たたき台

（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）

盛土規制法における保全対象について

21

○ 盛土規制法では、盛土等に伴う災害から人命を守ることを主たる目的としている。
○ このため、人が居住し、又は活動を日常的に行う蓋然性の高い人家や施設などの存する土地や、人が日常的に

往来する蓋然性の高い道路等の公共施設などを保全対象として想定している。
■保全対象の定義

・ 人が居住し、又は活動を日常的に行う蓋然性の高い人家や施設などの存する土地
・ 人が日常的に往来する蓋然性の高い道路等の公共施設
・ その他盛土等に伴う災害から人命を守るため保全する必要のあるもの

宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

規制区域 ・ 市街地（市街化の見込みのある土地を含む）、集落
・ 上記に隣接・近接する区域

・ 市街地や集落から離れているものの、地形等の条件か
ら人家等に危害を及ぼし得るエリア

・ 市街地や集落以外の区域の居住者等に危害を及ぼし
得るエリア

保全対象 ・ 市街地（市街化の見込みのある土地を含む）、集落 ・ 市街地（市街化の見込みのある土地を含む）、集落
・ 人が居住し、又は活動を日常的に行う蓋然性の高い人
家や施設などの存する土地（市街地や集落に含まれな
い人家、山小屋、ゴルフ場、観光果樹園等を想定）

・ 人が日常的に往来する蓋然性の高い道路等の公共施
設（市街地や集落に含まれないが日常的に人が往来す
る蓋然性の高い道路、鉄道等を想定）

・ その他盛土等に伴う災害から人命を守るため保全する
必要のあるもの

■両規制区域における保全対象

※保全対象をどこまで想定するかは、盛土等が行われる蓋然性等の地域の実情に応じて、都道府県等において判断

たたき台

（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）



各区域の盛土等の種別に応じた技術的基準の概要（案）

22（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）

行為 宅地造成等工事規制区域 特定盛土等規制区域

土
地
の
形
質

の
変
更

○地盤の安全性確保
○擁壁の設置
○排水施設の設置
○崖面・崖面以外の傾斜地の侵食防止

左に同じ

土
石
の
一
時
堆
積

○地盤の安全確保
○周辺の安全確保

・（イ）～（ニ）のうち１以上による安全確保
（イ）十分な保安帯の確保
（ロ）勾配、高さ及び保安帯の確保
（ハ）土留め工の設置
（ニ）その他

・境界柵の設置
○地表水流出入防止措置

左に同じ

○特に特定盛土等規制区域においては地形等の特性を踏まえた技術的基準が必要。
○区域指定の仕方により、宅地造成等工事規制区域においても山地等の斜面地が想定さ

れ、特定盛土等規制区域で求められる技術基準を満たす必要がある。
○宅地造成等工事規制区域と特定盛土等規制区域の技術基準は同一とする。

※技術的基準に係る基本的な考え方や設計・施工上の留意点については、マニュアル等で記載することとし、その際に
は、森林の場の有する特性や開発形態への留意が必要。

たたき台

土石の一時堆積に関する技術的基準の概要（案）イメージ図

23（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）

（イ）法尻から計画最高高さに応じた幅の保安帯及び柵の設置

（ロ）計画最高高さを一定以下、勾配を一定以下としたうえで、計画最高高さに応じた幅の保安帯及び柵の設置

（ハ）保安帯を設けない場合、土留め工の設置

（ニ）その他一時堆積する土石の土質等を踏まえ周辺に土砂が流出するおそれがないと認められる設計によるもの

高さに応じた幅を確保

高さに応じた幅を確保

斜面勾配は一定以下

たたき台



宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域における許可対象

24（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）

【参考：宅地造成等規制法の許可対象】
①切土で高さが2ｍ超の崖を
生ずるもの

②盛土で高さが1ｍ超の崖を
生ずるもの

③切土と盛土を同時に行って
2ｍ超の崖を生ずるもの

＜土地の形質変更（切土・盛土）＞
○ 宅地造成に限らず、現行の宅地造成等規制法と同様の許可対象とすることを想定。
○ 一方、宅地造成以外の盛土については、盛土により崖※を生じない場合（地表面が水平面に対し30度以下)

を考慮し、盛土高さが一定程度を超えるものについても許可対象とすることを想定。
○ 特定盛土等規制区域は、下方の人家等への土砂流出等による被害を防止する上で、人家等までの離隔

距離や滑動崩落のリスクを考慮し、宅地造成等工事規制区域における許可対象規模を超える盛土等を許可
対象とすることを想定。 ※ 崖とは、地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のもの

2ｍを
超える崖

1ｍを
超える崖 2ｍを

超える崖

④切土又は盛土をする土地の面積
が500㎡超となるもの

＜土石の堆積（一時堆積）＞
○ 土地の形質変更と同等の面積規模を許可対象とすることを想定。
○ 許可要件にかからないよう許可対象面積以下とする形状での堆積が想定されるため、面積以外での規制が必

要であるが、土量での規制は運用上現認が容易でない。また、傾斜地での堆積を規制する必要があることから、
最大堆積高さについて土地の形質変更と同様の考えを適用することが望ましい。

○ 一方で、最大堆積高さのみの規制では、本来規制する必要のない少量の土石の堆積も許可対象となりうるこ
とから、一定の堆積土量を超える面積及び最大堆積高さを許可対象とすることを想定。

たたき台

基礎調査における既存盛土の位置づけ

25（出典：第１回盛土等防災対策検討会資料）

たたき台

○ 盛土規制法においては、区域の指定や、盛土等に対する勧告・命令等の事務について、
各都道府県等において、客観的なリスク把握に基づく適正な制度運用が行えるよう、定期
的（概ね５年ごと）に基礎調査を実施することとしている。

○ このうち、既存盛土については、勧告・命令に必要な
①既存の盛土等の分布
②盛土等が行われた土地の安全性に関する情報
について、調査することを想定

○ ①については、既存の盛土等について、机上調査、パトロール、現地確認（既存調査・
法令の許可等の結果も活用）から分布調査を実施

②については、①で抽出された盛土等について、応急対策の必要性を確認するとともに、
安全対策の優先度調査を実施



既存盛土への対応について(全体像)
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たたき台
盛土等の分布を把握

机上調査(衛星画像解析・DEM差分解析等)
パトロール、現地確認
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既存盛土の安全性調査

盛土等の安全性を詳細評価

盛土材の特性及び強度
盛土内の地下水及び流入水

既存盛土の安全対策

安全性向上のための対策

崩落に対する抑止工
地下水上昇に対する抑制工
表面水に対する抑制工経過観察

盛土

既存盛土の経過観察

ﾊﾟﾄﾛｰﾙ、現地調査、画像・SAR解析等
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青 ： 行政が対応
黄 ： 原則、行為者が対応(行政による代執行の場合あり)…対策ガイドラインに記載
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２．盛土規制法の施行に向けた動きについて
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○都道府県等において盛土規制法の担当部局を決めるにあたっては、都市計画法・森林法・農地法・廃棄物処理
法等の関連法令所管部局との役割分担や、連携体制の確保等に留意する必要がある。

○担当部局については、
・ワンストップ窓口を設け、主担となる各部局に展開するパターン
・関係部局を再編し新たに組織を立ち上げるパターンや、既存の部局の体制を強化して対応するパターン
等、地方公共団体の状況に応じて様々な対応がある。（地方公共団体の判断により定めるもの）

地方公共団体における執行体制の一例
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※あくまでも一例であり、どのような組織・対応とするのかは各地方公共団体の判断による

宅地造成等規制法
所管部署

残土に関する条例
所管部署

新組織

基礎調査
区域指定

許可審査
届出受理
検査実施

監視・パトロール
不法盛土対応

〔新たな組織を立ち上げる例〕

その他関係部署
（土木・農林等）

窓口部署

土地情報等
管理部署
（土木・農林等）

基礎調査
区域指定

〔ワンストップ窓口を設ける例〕
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警 察

連携

宅造法所管部署

許可審査
届出受理
検査実施

出先事務所等

監視パトロール
不法盛土対応

環 境
担 当
部 局

廃棄物
担 当
部 局

警 察

連携

連携


