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１．事前調査 

①条例の許可の対象かどうかの調査 

●条例の許可を要する土砂埋立て等については条例第 8条をご参照下さい。 

●条例の許可が不要な土砂埋立て等については条例第 8条、同規則第 3条～第 5条をご参

照下さい。ただし、該当するかどうかが明らかでない場合、又は判断に迷う場合につい

ては、お問い合わせご相談下さい。 

②土砂埋立て等を行おうとする区域に関する規制の調査 

●土砂埋立て等や土地の改変については、この条例以外にも、土地改良法及び森林法、農

地法、自然公園法、河川法、大阪府砂防指定地管理条例をはじめ、各種法令及び条例に

より規制が設けられています。 

●土砂埋立て等を行おうとする方は、これらの法令等の規制について漏れなく関係機関に

確認して下さい。 

 

 

２．事前相談書の作成・提出 

①事前相談書の作成 

●富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前相談要綱に基づき「土砂埋立て等

事前相談書（事前相談様式第 1号）の作成を始めて下さい。 

●事前相談書には、行おうとする土砂埋立て等の目的、区域の位置及び面積などの項目か

ら、土砂の量や土砂埋立て等の期間や周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置

等を記載する必要があります。 

●事前相談書の提出の際には、埋立て等区域及び施設設置区域の位置図、現況平面図及び

現況断面図、埋立て等区域及び施設設置区域の測量図及び求積図、計画平面図、計画断

面図及び排水計画図、埋立て等区域及び施設設置区域の公図の写し等の添付が必要とな

ります。 

②事前相談書の提出 

●事前相談書の作成が終了した場合、記載事項及び添付書類等について不足がないことを

確認してください。 

●正本 1部、副本 2部を提出してください。副本の１部は事前相談が完了したときは事前

相談申出者に事前相談書を返却します。 

・設計事務所等が申請を代理する場合、申請者からの委任状を添付して下さい。 
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図表 2-1 土砂埋立て等事前相談書（事前相談様式第 1号）の記載事項及び添付書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立て等区域の位置及び面積 

・埋立て等区域の地番を全て記載する、又は、代表地番及びほか○○筆と記載し、別紙で地番の一覧を

記載すること。 

・添付書類の「測量図および求積図」から算定した面積を記載すること。（平方メートル単位で小数点

以下は切り捨て） 

 

管理事務所の所在地、管理責任者の氏名等 

・管理事務所と連絡が取れる電話番号を記載すること。 

・管理事務所の位置を位置図又は周辺見取図に明示すること。 

・管理事務所を埋立て等区域の隣接地に設置できない場合は、埋立て等区域から30分程度以内の距離に

位置していること。 

・管理責任者は、現場を実地に管理できる者とし、法人の場合はその者の法人内での所属及び職氏名等

を記載すること。 

 

土砂の埋立て等の施設設置計画 

・土砂等の搬入路、管理事務所等の施設を明示する図面（1/1,000以上）を添付すること。 

 

土砂の量 

・土砂の搬入予定量を記載すること。（立方メートル単位で小数点以下は切り捨て） 

・一時堆積（ストックヤードなど）である場合にあっては、年間の土砂埋立て等に使用される土砂の搬

入の予定量及び搬出の予定量。 

・添付図書「土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書」で計算した量を記載すること。 

 

土砂埋立て等の期間 

・開始日については申請書提出から許可までの時間を十分見込んでおくこと。許可を受けた日から直ち

に事業を実施する計画の場合は、開始日を「許可日から」としても可 

 

周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置 

・粉じん飛散防止、土砂・雨水等流出防止、騒音及び振動防止等の措置を記載すること。 

・これらの措置について明示した1/1,000以上の平面図を添付すること。 

 

前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める図書 
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３．事前協議書の作成・提出 

 ①事前協議書の作成 

   ●事前相談が終了した場合、富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例に係る事前協議要

綱に基づき「土砂埋立て等事前協議書」（事前協議様式第 1 号）の作成を始めて下さ

い。 

●事前協議書には、土砂埋立て等の目的、埋立て等区域の位置及び面積、管理事務所の

所在地、管理責任者の氏名等、土砂の埋立て等の施設設置計画、土砂の量、土砂埋立

て等の期間、最大堆積時及び完了時の土地及び土砂の堆積の形状、土砂の搬入に関す

る計画、水質検査を行うために講ずる措置、災害を防止するために講ずる措置、周辺

地域の生活環境を保全するために講ずる措置を記載する必要があります。そのため、

綿密な計画をたててから記載するようにして下さい。 

●また、事前協議書の提出の際には、埋立て等区域及び施設設置区域の位置図、埋立て

等区域及び施設設置区域の現況平面図及び現況断面図、埋立て等区域及び施設設置区

域の測量図及び求積図、埋立て等区域及び施設設置区域の計画平面図、計画断面図及

び排水計画図、埋立て等区域及び施設設置区域の公図の写し、土砂埋立て等に使用さ

れる土砂の量の計算書、土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画、土砂埋

立て等に係る工事の順序を明らかにした書面、土砂埋立て等の施工に要する経費に係

る資金調達計画書等の添付が必要となります。 

●事前協議書の提出の際には、行おうとする土砂埋立て等に関する他法令の許可等につ

いての説明や必要な資料の提出を求める場合があります。 

②事前協議書の提出 

●事前協議書の作成が終了した場合、記載事項及び添付書類等について不足がないことを

確認してください。（図表 3-1、3-2参照） 

●正本 1 部、副本 16 部を提出してください。１部は事前協議が完了したときは事前協議

申出者に事前協議書を返却します。 

・設計事務所等が申請を代理する場合、申請者からの委任状を添付して下さい。 

●周辺地域の住民等への説明会の開催については、事前協議完了までに行うこととします。 

●事前協議申出者に対し、土砂埋立て等を行うに当たっての留意事項又は計画変更の指

示を「審査指示書」（事前協議様式第５号）により通知し指導するものとします。ま

た、審査指示書の通知を受けた事業計画者は、土砂埋立て等の計画が審査指示事項に

適合させるための関係行政機関等若しくは地域住民等との調整又は協議等を自らの責

任において行わなければならないとしています。 

●審査指示書の通知を受けた申出者は、その内容を十分検討し、土砂埋立て等の計画が

審査指示事項に適合するに至ったときは、「審査指示事項調整済回答書」（事前協議

様式第７号）を提出しなければならないとしています。 
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●「審査指示事項調整済回答書」の内容が審査指示事項に適合すると認められる場合

は、事前協議済書（事前協議様式第８号）により、申出者に通知します。 

●なお、事前協議書については、関係機関等と情報交換することがあります。また、

市が土砂埋立て等を行おうとする区域等の調査を行う場合があります。 
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図表 3-1 土砂埋立て等事前協議書（事前協議様式第 1号）の記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立て等区域の位置及び面積 

・埋立て等区域の地番を全て記載する、又は、代表地番及びほか○○筆と記載し、別紙で地番の一覧

を記載すること。 

・添付書類の「測量図および求積図」から算定した面積を記載すること。（平方メートル単位で小数

点以下は切り捨て） 

管理事務所の所在地、管理責任者の氏名等 

・管理事務所と連絡が取れる電話番号を記載すること。 

・管理事務所の位置を位置図又は周辺見取図に明示すること。 

・管理事務所を埋立て等区域の隣接地に設置できない場合は、埋立て等区域から30 分程度以内の距

離に位置していること。 

・管理責任者は、現場を実地に管理できる者とし、法人の場合はその者の法人内での所属及び職氏名

等を記載すること。 

土砂の埋立て等の施設設置計画 

・土砂等の搬入路、管理事務所等の施設を明示する図面（1/1,000以上）を添付すること。 

土砂の量 

・土砂の搬入予定量を記載すること。（立方メートル単位で小数点以下は切り捨て） 

・一時堆積（ストックヤードなど）である場合にあっては、年間の土砂埋立て等に使用される 

土砂の搬入の予定量及び搬出の予定量。 

・添付図書「土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書」で計算した量を記載すること。 

土砂埋立て等の期間 

・開始日については申請書提出から許可までの時間を十分見込んでおくこと。許可を受けた日から直

ちに事業を実施する計画の場合は、開始日を「許可日から」としても可 

最大堆積時及び完了時の土地及び土砂の堆積の形状 

・完了時の計画平面図や計画縦横断面図を添付すること。 

・完了時における堆積量を超える場合には最大堆積時の計画平面図や計画縦横断面図を添付するこ

と。 

土砂の搬入に関する計画 

・「別紙○のとおり」とし、条例様式第3号付表1に必要事項を記載して添付すること。 

・搬入経路図を添付すること。 

水質検査を行うために講ずる措置 

・排水の水質検査を行うための施設（排水を採取する施設）の構造、採取位置等を明示した1/1,000

以上の図面を添付すること。 

災害を防止するために講ずる措置 

・技術基準に基づく構造安定計算書、計算の根拠となる調査結果、試験結果等説明資料を添付するこ

と。 

・これらの措置について明示した1/1,000以上の平面図及び断面図を添付すること。 

周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置 

・粉じん飛散防止、土砂・雨水等流出防止、騒音及び振動防止等の措置を記載すること。 

・これらの措置について明示した 1/1,000 以上の平面図を添付すること。 
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図表 3-2 土砂埋立て等事前協議書の添付書類 

埋立て等区域及び施設設置区域（土砂埋立て等に供する施設が設置される区域）の位置図 

・1/25,000～1/10,000程度で、道路等の交通網、河川等の水系、地形及び集落等周辺状況が判別でき

るもの。 

・方位及び縮尺を記載すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の現況平面図及び現況断面図 

・道路、河川、法定外公共物（里道、水路）等公共用地がある場合は、その境界を平面図に明示する

こと。 

・方位及び縮尺を記載すること。 

・断面図は、縦断面図及び横断面図とし形状が確認できるピッチの縦横のものとすること。 

・平面図は1/1,000以上の地形図を、縦断面図及び横断面図は1/1,000以上を標準とする。 

・関係法令の区域線を記載すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の測量図及び求積図 

・面積は小数点以下第1位（小数点以下第2位を切り捨て）まで表示すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の計画平面図、計画断面図及び排水計画図 

・道路、河川、法定外公共物（里道、水路）等公共用地がある場合は、その境界を平面図に明示する

こと。 

・方位及び縮尺を記載すること。 

・断面図は、縦断面図及び横断面図とし形状が確認できるピッチの縦横のものとすること。 

・平面図は1/1,000以上の地形図を、縦断面図及び横断面図は1/1,000以上を標準とする。 

・関係法令の区域線を記載すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の公図の写し 

・公図の写しは、埋立て等区域及び施設設置区域を明示し、埋立て等区域及び施設設置区域並びに隣

接地の地番・地目・地積・所有者等を記入したもの。 

・また、謄写した法務局名、作成年月日、作成者名を記載すること。 

・公図の写しが複数枚に及ぶ場合は、連続図を作成し、作成年月日、作成者名を記載すること。 

土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書 

・縦断面図、横断面図、土量換算係数を元に作成した、搬入する土砂等の量を積算した計算書。 

土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画 

・条例様式第3号付表1に、発生元事業者名、発生場所、1日当たり最大の搬入予定量、土砂埋立て等に

使用される土砂の量、搬入期間、搬入曜日及び時間、搬入土砂の区分（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に掲げる区分（「第1 

種」～「第4 種」））を記載すること。 

・搬入経路図を添付すること。 

土砂埋立て等に係る工事の順序を明らかにした書面 

・次の項目についての施工計画書を添付すること。 

1 緊急連絡網、2 使用機械、3 工程表、4 工事の順序、5 埋立てに関する施工方法、管理方法 6 施

工中の排水処理方法、7 周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置 

土砂埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書 

・土砂埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書（条例様式第4号）を活用。また、事業者の

見積もりなど必要経費を証する書類 

前各号に掲げるもののほか、市が必要と認める図書 
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③周辺地域の住民への説明会に関する事項について 

●説明会までに十分な期間をもって、説明会を開催する範囲や周知の方法や周知期間な

どについて、市と協議して下さい。 

●住民説明会を開催すべき範囲は、埋立て等区域の隣接地及び同区域の属する自治会に

係る区域のほか、次の区域となります。 

・土砂の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために講ずる措置（施設）に関係

する区域 

・周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置（施設）に関係する区域 

④周辺地域の住民への説明会の開催 

  （ⅰ）説明会の開催前 

（ア）説明会開催日時、場所の調整 

●前項③で協議した説明会を開催する範囲の自治会等の代表者と、説明会の開催

日時、場所、周知方法、周知期間等について調整して下さい。 

●なお、説明会終了後、説明会の結果について市に報告する際、議事録以外に、

説明会の内容を録音した記録媒体の提出、又は議事録への説明会参加者の代表

（自治会長等）の署名が必要となります。これは、事業計画者と説明会参加者

との間に、説明会で行われたやり取りについて認識のずれが生じることを防ぐ

ためのものです。どちらを採用するかについて、自治会等の代表者と事前に調

整して下さい。 

（イ）説明会開催予定の市への報告 

●自治会等の代表者と事前調整の後、説明会の開催日時、場所等が決定しました

ら、「説明会開催予定報告書」（事前協議様式第 3 号）図表 3-3 を作成し、図

表 3-4の書類を添付し速やかに市へ提出して下さい。 

●説明会では、図表 3-1 に掲げる事項について、図表 3-2 の図書を用いるなど、

分かりやすく説明して下さい。 

●後日、提出された説明会開催予定報告書の内容に基づき、住民説明会での説明

内容等について協議等をする場合があります。 

 

図表 3-3 説明会開催予定報告書（事前協議様式第 3号）の記載事項 

 

 

 

 

 

氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

説明会の開催の日時 

説明会の開催の場所 

説明を予定している内容 

周辺地域や周知方法（日時、場所、対応者、説明概要等含む） 
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図表 3-4 説明会開催予定報告書（事前協議様式第 3号）の添付書類 

 

 

 

（ウ）説明会の周知 

●前項③で確認した周知方法及び周知期間等により、説明会について周辺地域の

住民に周知をして下さい。 

●周知期間は十分な期間をとるようにして下さい。 

（ⅱ）説明会の開催（条例第 10条関係） 

（ア）説明すべき内容 

●図表 3-1に掲げる事項について説明してください。 

●図や写真（図表 3-2 に掲げる書類など）を用いるなど参加者に分かり易い説明

を心がけて下さい。 

●説明内容について、市等との協議結果を反映して下さい。 

●申請内容が全体計画の一部である場合は、全体計画についても説明して下さい。 

（イ）説明会において定めておくこと 

●埋立て等に着手後、説明会において説明した搬入計画等について、改めて周知

する必要がある変更が生じた場合の扱い等に関し、説明会において定めておい

て下さい。 

（ウ）その他 

●説明会の開催結果は市への報告が必要ですので、議事録を取るようにして下さ

い。 

●議事録以外に、説明会の内容を録音した記録媒体の提出、又は議事録への説明

会参加者の代表（自治会長等）の署名が必要です。前者を採用される場合は、

説明会の冒頭に説明会の内容を録音する旨について説明して下さい。 

●また、録音される場合は、複数の録音装置を設置し、説明者による説明内容だ

けでなく、説明会参加者の意見・質問についても明瞭に録音できるよう工夫し

て下さい。 

(ⅲ)説明会の開催後 

（ア）議事録等の作成 

●説明会終了後、直ちに議事録を作成して下さい。 

●議事録は、説明会で説明した内容、出席者の要望及び意見並びにそれらへの回

答等について具体的に記載してください。 

●議事録以外に、説明会の内容を録音した記録媒体の提出、又は議事録への説明

説明に使用する予定の資料 



9 
 

会参加者の代表（自治会長等）の署名が必要です。後者を採用される場合は、

作成した議事録について、説明会参加者の代表に確認と署名を求めて下さい。

その際、説明会参加者の代表から議事録の修正の提案があった場合には、十分

に協議をし、必要な修正を行って下さい。 

（イ）説明会開催結果の市への報告 

●説明会終了後、速やかに図表 3-5 に掲げる事項を記載した「説明会開催結果報

告書」（事前協議様式第 4号）を説明会ごとに作成し、提出して下さい。 

●提出に当たっては、説明会に使用した資料及び議事録、説明会の内容を録音し

た記録媒体を添付して下さい。なお、録音記録媒体は、議事録への説明会参加

者の代表（自治会長等）の署名で代えることができます。 

（ウ）結果報告後の協議・計画変更 

●説明会の結果を受け、事前協議申出者が行おうとする埋立て等の内容を変更す

る場合には、市と協議して下さい。 

●また、市から事前協議申出者に対して、埋立て等の内容の変更について協議等

をする場合があります。 

 

図表 3-5 説明会開催結果報告書（事前協議様式第 4号）の記載事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表 3-6 説明会開催結果報告書（事前協議様式第 4号）の添付書類 

 

 

 

 

氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

埋立て等区域の位置 

説明会の開催日時 

説明会の開催場所 

説明会開催についての周辺地域と周知方法 

説明者の氏名（法人にあっては、氏名及び役職名） 

住民の出席者数 

説明会の概要 

その他、特筆すべき事項 

説明に使用した資料 

説明会の内容を具体的に記載した議事録 

説明会の内容を記録した録音媒体（議事録に、説明会参加者の代表の署名ある場合は不要） 
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４．土地所有者への説明・同意 

  ●土地所有者への説明事項（許可の申請内容）が確定してから最終的な同意を得る必要があ

りますが、市への事前相談の段階でも埋立て等の計画概要と土地所有者の責務について十

分に説明しておくようにして下さい。 

●事業計画者は図表4-1に掲げる事項について、土地所有者に説明する必要があります。 

●図や写真（図表3-2に掲げる書類など）を用いるなど分かり易い説明を心がけて下さい。 

●土地所有者の同意については、「土砂埋立て等に係る土地使用同意書」（条例様式第1号

その1）を使用する必要があります。 

●その際、当該様式の裏面に記載している「同意に当たっての留意事項」を必ず説明し、確 

認してもらって下さい。 

●条例第9条の規定による、説明及び同意を得なければならない土地所有者の範囲は、「埋 

立て等区域」内の土地所有者です。しかし、許可後遅滞なく埋立て等が行われるよう、進

入路や調整池、その他許可に必要な施設が存在する土地の所有者へも説明を行い、同意を

得るようにして下さい。 
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図表4-1 土砂埋立て等の許可申請における土地所有者への説明事項 

 

 
氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地） 

土砂埋立て等の目的 

・目的について埋立て、盛土、一時堆積の別を記載。残土処分やストックヤードを目的としている場

合は、それも説明すること。 

・跡地利用方法について宅地造成、改良農地、ソーラーパネル設置等も説明すること。 

埋立て等区域の位置及び面積 

・埋立て等区域の地番を全て示す、又は代表地番及びほか○○筆と記載した一覧を示すこと。 

・事前協議書の添付書類の「測量図および求積図」から算定した面積を示すこと。（平方メートル単

位で小数点以下は切り捨て） 

土砂埋立て等の施工を管理する事務所（以下「管理事務所」という。）の所在地並びに当該管理事務

所に置く管理責任者の氏名及び職名 

・管理事務所を埋立て等区域外の場所に設置する場合は、その位置を位置図又は周辺見取図にて示す

こと。なお、管理事務所は埋立て等区域から30分程度以内に位置すること。 

・管理責任者は、現場を実地に管理できる者とし、法人の場合はその者の法人内での所属及び職氏名

等を説明すること。 

土砂埋立て等に供する施設の設置に関する計画 

・土砂等の搬入路、管理事務所等の施設を明示する図面（1/1,000以上）で示すこと。 

土砂埋立て等に使用される土砂の量 

・土砂の搬入予定量を説明すること。（立方メートル単位で小数点以下は切り捨て） 

・一時堆積の場合は、搬出予定量も説明すること。 

・事前協議書添付図書「土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書」で計算した量を説明。 

土砂埋立て等の期間 

土砂埋立て等の土砂の堆積量が最大となる時及び完了時の埋立て等区域における土地及び土砂の堆

積の形状 

・完了時の計画平面図や計画縦横断面図で示すこと。 

・完了時における堆積量を超える場合には最大堆積時の計画平面図や計画縦横断面図を示すこと。 

土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画 

・条例様式第3号付表１に必要事項を記載して説明すること。 

・搬入経路図を説明すること。 

埋立て等区域外への排水の水質検査を行うために講ずる措置 

・排水の水質検査を行うための施設（排水を採取する施設）の構造、採取位置等を明示した1/1,000

以上の地形図で示す。 

土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害

を防止するために講ずる措置及び埋立て等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置 

・これらの措置について明示した1/1,000以上の平面図で示すこと。 

・土砂の流出を防ぐために講ずる措置（柵や沈砂池の設置等）についても説明すること。 

年間の土砂埋立て等に使用される土砂の搬入の予定量及び搬出の予定量 

埋立て等区域における土地及び土砂の堆積の形状 
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５．許可申請書の作成・提出 

①許可申請書の作成 

    ●事前協議終了後、図表5-1に掲げる事項について記載した「土砂埋立て等許可申請書」

（条例様式第3号）の作成を始めて下さい。 

●本申請書においては、具体的かつ分かりやすく、簡潔に記載するよう心掛けて下さい。 

●許可申請書の提出の際には、図表5-2に掲げる書類の添付が必要となります。 

②許可申請書の提出 

●許可申請書の作成が終了した場合、図表5-1及び5-2で、記載事項及び添付書類等につ

いて不足がないことを確認して下さい。 

●提出に当たっては、正本1部、副本9部を提出して下さい。副本の1部は、許可・不許

可通知後に申請者にお返しします。 

・A3版を超える大きさの図面は、図面袋等に入れて、末尾に綴じて下さい。 

・１つの図面に2以上の内容を記載する場合は、その内容を示す表題を全て記載して下

さい。 

・添付図面で色塗りをした場合は、必ず凡例を示して下さい。 

・設計事務所等が申請を代理する場合、申請者からの委任状を添付して下さい。 

●後日、提出された申請書の内容について、必要に応じて、別書類の提出や補正、聞き

取り等を指示する場合があります。 

●なお、申請書の内容について、関係機関等と情報交換することがあります。また、市

が埋立て等を行おうとする区域等の調査を行う場合があります。 

●申請書類一式（写し）は保存等することが必要です。（条例第21条、第26条） 
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図表5-1 土砂埋立て等許可申請書（条例様式第3号）の記載事項（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

氏名、住所及び生年月日（法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び生年月日並びに主たる事務

所の所在地） 

土砂埋立て等の目的 

・目的について埋立て、盛土、一時堆積の別を記載。残土処分やストックヤードを目的としている場

合は、それも加筆。 

・跡地利用方法について宅地造成、改良農地、ソーラーパネル設置等を（ ）で記載 

・（記入例）「盛土（ソーラーパネル設置）」、「残土処分のための埋立て」 

埋立て等区域の位置 

・埋立て等区域の地番を全て記載する、又は、代表地番及びほか○○筆と記載し、別紙で地番の一覧

を記載すること。 

埋立て等区域の面積 

・添付書類の「測量図および求積図」から算定した面積を記載すること。（平方メートル単位で小数

点以下は切り捨て） 

土砂埋立て等の施工を管理する事務所（以下「管理事務所」という。）の所在地 

・管理事務所と連絡が取れる電話番号を記載すること。 

・管理事務所の位置を位置図又は周辺見取図に明示すること。 

・管理事務所を埋立て等区域の隣接地に設置できない場合は、埋立て等区域から30分程度以内の距離

に位置していること。 

当該管理事務所に置く管理責任者の氏名及び職名 

・管理責任者は、現場を実地に管理できる者とし、法人の場合はその者の法人内での所属及び職氏名

等を記載すること。 

土砂埋立て等に供する施設の設置に関する計画 

・土砂等の搬入路、管理事務所等の施設を明示する図面（1/1,000以上）を添付すること。 

土砂埋立て等に使用される土砂の量 

・土砂の搬入予定量を記載すること。（立方メートル単位で小数点以下は切り捨て） 

・一時堆積の場合は、搬出予定量も記載すること 

・添付図書「土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書」で計算した量を記載すること。 

土砂埋立て等の期間 

・開始日については申請書提出から許可までの時間を十分見込んでおくこと。許可を受けた日から直

ちに事業を実施する計画の場合は、開始日を「許可日から」としても可 

土砂埋立て等の土砂の堆積量が最大となる時（以下「最大堆積時」という。）及び完了時の埋立て等

区域における土地及び土砂の堆積の形状 

・完了時の計画平面図や計画縦横断面図を添付すること。 

・完了時における堆積量を超える場合には最大堆積時の計画平面図や計画縦横断面図を添付すること。 

土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画 

・「別紙○のとおり」とし、条例様式第3号付表1に必要事項を記載して添付すること。 

・搬入経路図を添付すること。 
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図表5-1 土砂埋立て等許可申請書（条例様式第3号）の記載事項（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

埋立て等区域外への排水の水質検査を行うために講ずる措置 

・排水の水質検査を行うための施設（排水を採取する施設）の構造、採取位置等を明示した1/1,000

以上の平面図、構造図を添付すること。（図表5-2の書類として添付） 

土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害

を防止するために講ずる措置 

・技術基準に基づく構造安定計算書、計算の根拠となる調査結果、試験結果等説明資料を添付するこ

と。 

・これらの措置について明示した1/1,000以上の平面図及び断面図等を添付すること。 

土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域の周辺地域の生活環境を保全するために講ず

る措置 

・粉じん飛散防止、土砂・雨水等流出防止、騒音及び振動防止等の措置を記載すること。 

・それらの措置について明示した1/1,000以上の平面図を添付すること。 

次に該当する場合は、条例様式第3号付表2に必要事項を記載して添付して下さい。 

・申請者が法人である場合：その役員の氏名、住所及び生年月日 

・申請者が未成年者である場合：その法定代理人の氏名、住所及び生年月日（法定代理人が法人であ

る場合にあっては、その名称、代表者の氏名、生年月日及び主たる事務所の所在地並びに役員の氏

名、住所及び生年月日） 

・申請者に次の（あ）、（い）の代表者に該当する使用人がある場合：その使用人の氏名、住所 

及び生年月日 

（あ）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） 

（い）（あ）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、土砂埋立て等に係る契

約を締結する権限を有する者を置くもの 
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図表5-2 土砂埋立て等許可申請書の添付書類（その１） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土地の所有者の同意を得たことを証する書面(条例様式第1号その1) 

・埋立て等区域の地番が複数ある場合には、少なくとも地権者名、地番及び面積を記載した一覧を添

付する。 

埋立て等区域及びその周辺の状況を示す図面 

・埋立て等区域に近接する集落の住居の立地状況等周辺状況が判別できるもの(1/5,000の地形図) 

・方位及び縮尺を記載すること。 

・管理事務所を土砂埋立て等区域以外の場所に設置する場合は、その位置を明示すること。なお、 

この場合、管理事務所は埋立て等区域から30分程度以内の距離に位置しなければならない。 

住民への周知(説明会)の内容及びその結果を記載した書面(条例様式第2号) 

・説明会で配布した説明資料、説明した内容や出席者の要望及び意見、それらへの回答等について具

体的に記載した議事録も含む。 

申請者の住民票の写し(申請者が法人である場合にあっては、登記事項証明書)及び印鑑登録証明書 

申請者が法人である場合にあっては、その役員の住民票の写し 

申請者が未成年者である場合にあっては、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場

合にあっては、その登記事項証明書及び印鑑登録証明書並びに役員の住民票の写し) 

申請者に使用人がある場合にあっては、その者の住民票の写し 

申請者が条例第12条第１項第1号アからキまでのいずれにも該当しないことを誓約する書面(手引き様

式第1号)参考様式参照 

埋立て等区域及び土砂埋立て等に供する施設が設置される区域(以下「施設設置区域」」という。)の

位置図 

・1/25,000～1/10,000程度で、道路等の交通網、河川等の水系、地形及び集落等周辺状況が判別でき

るもの。 

・方位及び縮尺を記載すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の現況平面図及び現況断面図 

・道路、河川、法定外公共物(里道、水路)等公共用地がある場合は、その境界を平面図に明示するこ

と。 

・方位及び縮尺を記載すること。 

・断面図は、縦断面図及び横断面図とし形状が確認できるピッチの縦横のものとすること。 

・平面図は1/1,000以上の地形図を、縦断面図及び横断面図は1/1,000以上を標準とする。 

・関係法令の区域線を記載すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の測量図及び求積図 

・面積は小数点以下第1位(小数点以下第2位を切り捨て)まで表示すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の計画平面図、計画断面図及び排水計画図 

・道路、河川、法定外公共物(里道、水路)等公共用地がある場合は、その境界を平面図に明示するこ

と。 

・方位及び縮尺を記載すること。 

・断面図は、縦断面図及び横断面図とし形状が確認できるピッチの縦横のものとすること。 

・平面図は1/1,000以上の地形図を、縦断面図及び横断面図は1/1,000以上を標準とする。 

・関係法令の区域線を記載すること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の流域図 

・1/5,000の地形図を標準とする。 

埋立て等区域及び施設設置区域の土地の登記事項証明書及び公図の写し 

・公図の写しは、埋立て等区域及び施設設置区域を明示し、埋立て等区域及び施設設置区域並びに隣

接地の地番・地目・地積・所有者等を記入したもの。 

・また、謄写した法務局名、作成年月日、作成者名を記載すること。 

・公図の写しが複数枚に及ぶ場合は、連続図を作成し、作成年月日、作成者名を記載すること。 
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図表5-2 土砂埋立て等許可申請書の添付書類（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土砂埋立て等に使用される土砂の量の計算書 

・横断面図、縦断面図、土量換算係数を元に作成した、搬入する土砂等の量を積算した計算書 

土砂埋立て等に使用される土砂の搬入に関する計画 

・条例様式第3号付表1に、発生元事業者名、発生場所、1日当たり最大の搬入予定量、土砂埋立て等

に使用される土砂の量、搬入期間、搬入曜日及び時間、搬入土砂の区分（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に掲げる区分(「第

1種」～「第4種」))を記載すること。 

・搬入経路図を添付すること。 

埋立て等区域外への排水の水質検査を行うための施設の位置図及び構造図 

・排水の水質検査を行うための施設（排水を採取する施設）の構造、採取位置等を明示し、1/1,000

以上の地形図で明らかにすること。 

・1/500程度の平面図及び1/50程度の断面図に排水溝、集水桝等の構造図を記載し、排水の測定位置を

明らかにすること。 

埋立て等区域及び施設設置区域の地盤が軟弱か否かの判定をするための地盤調査の結果を記載した

書面又は地盤調査を行う必要がない状態であることを証する書面 

安定計算（土質試験その他の調査又は試験に基づき土砂埋立て等の構造の安定性の計算）を行った場

合にあっては、当該安定計算内容を記載した書面 

・計算の根拠となるボーリングデータ、土質試験結果も添付すること。 

擁壁の断面図及び背面図並びに擁壁の概要、構造計画、応力算定及び断面算定を記載した構造計算書 

・1/20～1/50程度の断面図及び背面図を作成し、背面図は擁壁の裏側の構造が判別できるものである

こと。 

・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については当該擁壁の概要・構造

計画等を明示した書類を添付すること。 

排水施設の構造図並びに流量及び断面決定を記載した書面 

沈砂池の構造図及び容量を算定した書面 

調節池を設置する場合にあっては、調整池の構造図並びに容量及び放流量を算定した書面 

土砂埋立て等に係る工事の順序を明らかにした書面 

・次の項目についての施工計画書を添付すること。 

1 緊急連絡網、2 使用機械、3 工程表、4 工事の順序、5 埋立てに関する施工方法、管理方法、6 施

工中の排水処理方法、7 周辺地域の生活環境を保全するために講ずる措置 

土砂埋立て等が施工されている間における埋立て等区域外への土砂の崩落、飛散又は流出による災害

を防止するために講ずる措置を明らかにした書面 

・1/500程度の平面図等に必要な措置を講じたものを作成すること。なお、表土の流出の可能性があ

る場合には高さ１m程度の板柵を設置すること等により防止するものとし、沈砂池（調整池）、堰

堤等の位置及び構造を記した図面を添付すること。 

土砂埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書（条例様式第4号）、及び工事業者の見積も

りなど必要経費を証する書類 

最近一事業年度の法人税及び法人事業税（個人にあっては、前年の所得税及び個人事業税）の滞納が

ないことを証する書面 

法人にあっては最近一事業年度の確定申告書の写し及び財務諸表（貸借対照表及び損益計算書 

又はこれらに類する書類をいう。）、個人にあっては前年分の確定申告書の写し 
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図表5-2 土砂埋立て等許可申請書の添付書類（その３） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資金を自己資金で調達する場合にあっては金融機関の預金若しくは貯金の残高を証明する書面又はこ

れに類する書類、借入金で調達する場合にあっては金融機関の融資を証明する書面 

前各号に掲げるもののほか、参考となる図書 

（例）申請に係る土砂埋立て等が他の法令又は条例の処分が必要な行為に該当する場合は、当該処分

に係る許可書又は申請書（受付印あるものに限る）の写し 

（注1）住民票など公的機関・金融機関の発行する書類は、発行日から起算して3ヶ月以内のものに限る。 

（注2）住民票は本籍地記載のものに限る。 
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 ６．許可の基準 

①許可を受けるための要件・基準は次のとおりです。許可申請に際しては、（ⅰ）～（ⅶ）

の要件を満足しておくことが必要です。 

(ⅰ)欠格要件 

●図表6-1に掲げる欠格要件に該当しないことが必要です。 

●なお、これらの欠格要件に該当しないかどうか、府警本部など関係機関に照会するこ

とになります。 

(ⅱ)資力に係る基準 

●申請者が、次の(a)、(b)を満たし、申請に係る土砂埋立て等を的確に、かつ、継続し

て行うに足りる資力を有しないことが明らかな者でないことが必要です。 

(a) 防災のための施設の設置工事に要する経費について、必要な資金を確保できるこ

と。 

・「土砂埋立て等の施工に要する経費に係る資金調達計画書」（条例様式第4号）に

おいて、(あ)≧(い)となっていること。 

(あ)「防災のための施設の設置工事に要する経費に係る資金調達方法」欄の金額合計 

(い)「防災のための施設の設置工事に要する経費」の金額 

・ただし、(い)については、工事業者の見積もりなど、必要経費を証する書類を添

付して下さい。 

(b) 法人税等の滞納をしていないこと。 

・最近１事業年度の法人税及び法人事業税（個人にあっては、前年の所得税及び個

人事業税）の滞納がないことを証する書面により確認します。 

・なお、申立書や追加資料で補填することができます。 

（例えば、納税証明書に手形による納付受託中である旨の記載があるものは、未納

がない証明書と同様の効力を有することなど 等） 

●資力に係る基準については、審査基準を参照して下さい。 

(ⅲ)土地所有者の同意 

●土地所有者の同意を得ていることを、条例様式第1号その1で確認します。 

(ⅳ)管理事務所の設置、管理責任者の設置 

●管理事務所を設置し、かつ、当該管理事務所に管理責任者を置くことが必要です。 

●管理事務所は施工管理のための事務所ですから、当該埋立て等区域に隣接・近接して

いることが重要です。他法令等の定めにより隣接地に設置できない場合は、ご相談下

さい。 

(ⅴ)災害防止の措置 

●土砂埋立て等が施工されている間における当該申請に係る埋立て等区域外への土砂

の崩落、飛散又は流出による災害を防止するために必要な措置が図られていることが

必要です。 
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図表6-1 欠格用件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ⅵ)構造基準 

(ア)一時堆積（ストックヤード等）以外の埋立て等の場合 

●土砂埋立て等の施工に関する計画が、図表6-2 に掲げる形状及び構造上の基準（技

術基準）に適合するものであること。（詳細については、審査基準を参照して下

さい。） 

(イ)一時堆積（ストックヤード等）の埋立て等の場合 

●土砂埋立て等の施工に関する計画が、図表6-3 に掲げる形状及び構造上の基技術

基準に適合するものであること。（詳細については、審査基準を参照して下さい。） 

 

 

ア 第24条又は第25条第1項の規定に基づく処分（許可の取消しの処分を除く。）を受けた日から3年

を経過しない者（当該処分による義務を履行した者を除く。） 

イ 第25条第1項（同項第2号及び第3号に係る部分を除く。）の規定により許可を取り消され、その

取消しの日から3年を経過しない者（当該許可を取り消された者が法人である場合においては、

当該取消しの処分に係る富田林市行政手続条例（平成13年条例第9号）第15条第1項の規定による

通知があった日前60日以内に当該法人の役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれら

に準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し

業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと

認められる者を含む。以下同じ。）であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含

む。） 

ウ 土砂埋立て等の事業に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる規則で定める相当

の理由がある者 

エ 暴力団員（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号

に規定する暴力団員をいう。）又は暴力団密接関係者（富田林市暴力団排除条例（平成25年条例

第30号）第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。） 

オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人（法定代理人が法人

である場合においては、その役員を含む。）がアからエまでのいずれかに該当するもの 

カ 法人でその役員又は規則で定める使用人（※）のうちにアからエまでのいずれかに該当する者の

あるもの 

キ 個人で規則で定める使用人（※）のうちにアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの 

（※） 使用人とは、次の（あ）、（い）の代表者 

（あ）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） 

（い）（あ）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、土砂埋立て等に係る契約を締結す

る権限を有する者を置くもの 
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図表6-2 形状及び構造上の基準（技術基準）（一時堆積以外）（その１） 

 
1 埋立て等区域及び施設設置区域（土砂埋立て等に供する施設が設置される区域）の地盤について、

地盤調査の結果、滑りやすい土質の層又は軟弱な地盤がある場合には、地盤に滑り、沈下又は隆起

が生じないように、杭打ち、土の置換え、水抜きその他の措置が講じられること。 

2 著しく傾斜している土地において土砂埋立て等を行う場合においては、土砂埋立て等を行う前の地

盤と土砂埋立て等に使用された土砂とが接する面が滑り面とならないように段切り等の措置が講

じられること。 

3 土砂埋立て等の高さ（土砂埋立て等を行う前の地盤の最も低い地点と土砂埋立て等によって生じた

地盤の最も高い地点との垂直距離をいう。以下同じ。）及び土砂埋立て等によって生じる法面（擁

壁で覆う部分を除く。以下同じ。）の勾配は、次のイ又はロに掲げる土砂の区分に応じ、当該イ又

はロに定める高さ及び法面の勾配とすること。 

イ 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に規定する第1種建設発生土、第2種建設発生土及び第3種建設発生土並びにこれらに

準ずるもの 

安定計算を行った場合にあっては安全が確保される高さ及び垂直1mに対する水平距離が2m以上

であって安全が確保される勾配、その他の場合にあっては10m以下の高さ及び垂直1mに対する水

平距離が1.8m以上の勾配 

ロ その他のもの安定計算を行った上で安全が確保される高さ及び安定計算を行った上で安全が確

保される勾配 

4 土砂埋立て等の完了後の地盤に緩み、沈下又は崩壊が生じないように締固めその他の措置が講じら

れること。 

5 埋立て等区域の地盤の高さが周辺より低い土地、斜面の下方に位置する土地及び谷又は沢状の土地

など地表水が集中しやすい地形の土地において土砂埋立て等を行う場合は、湧水又は浸透水を有効

かつ速やかに排除できるよう、地下排水工等の排水施設の設置その他の必要な措置が講じられるこ

と。 

6 擁壁を用いる場合の当該擁壁の構造は、次のイからホまでの規定に適合すること。 

イ 盛土の場合には、法尻に擁壁等が設置されること。 

ロ 擁壁は、鉄筋コンクリート造、無筋コンクリート造又は練積み造等の堅固なものであること。 

ハ 渓流内の盛土の場合において、全土量を対象とした土砂流出防止のためのコンクリートえん堤

等が設置されること。 

ニ 練積み造の擁壁の構造は、土質に応じて決定されたものであること。 

ホ 鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の擁壁の構造は、構造計算によって次の(1)から

(4)までの規定が満たされることが確かめられていること。 

(1) 土圧、水圧及び自重（以下「土圧等」という。）によって擁壁が破損されないこと。 

(2) 土圧等によって擁壁が転倒しないこと。 

(3) 土圧等によって擁壁が滑動しないこと。 

(4) 土圧等によって擁壁が沈下しないこと。 



21 
 

図表6-2 形状及び構造上の基準（技術基準）（一時堆積以外）（その２） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図表6-3 形状及び構造上の基準（技術基準）（一時堆積） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 土砂埋立て等によって生じる法面の高さが5m以上である場合にあっては、当該法面の高さが5mごと

に幅が1.5m以上の小段が設置されること。 

8 雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂埋立て等が施工されてい

る間における排水施設を含む。）が設置されること。 

9 8の排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下

させることができるものであること。 

10 埋立て等区域外に土砂が流出しないように、沈砂池(土砂埋立て等が施工されている間における沈

砂池を含む。)その他の土砂の流出を防止するために必要な施設が設置されること 

11 下水道、排水路、河川その他の放流先の排水能力に応じて必要がある場合は、一時雨水を貯留する

調整池(土砂埋立て等が施工されている間における調整池を含む。)その他の施設が設置されるこ

と。 

12 土砂埋立て等によって生じる法面は、石張り、芝張り、モルタルの吹付け等により、風化その他の

侵食に対して保護されること。 

13 埋立て等区域（土砂埋立て等によって生じる法面を除く。）は、利用目的が明確である部分を除き、

芝張り、植林その他の土砂等の飛散防止のための措置（土砂埋立て等が施工されている間における

土砂等の飛散防止のための措置を含む。）が講じられること。 

14 土砂埋立て等に係る工事の順序が、埋立て等区域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発

生しないよう、沈砂池、調整池、擁壁等の防災工事が土砂埋立て等に先行して実施されるものとな

っていること。 

1 雨水その他地表水を排除することができるように、必要な排水施設（土砂埋立て等が施工されてい

る間における排水施設を含む。）が設置されること。 

2 1の排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき雨水その他の地表水を支障なく流下

させることができるものであること。 

3 埋立て等区域の土地の勾配は、垂直1mに対する水平距離が10m以上であること。ただし、埋立て等区

域外への土砂の崩壊、飛散、流出その他の災害が発生するおそれがないものとして市長が認める場

合は、この限りではない。 

4 土砂の堆積の高さ（土砂の堆積によって生じる法面の最も低い部分と最も高い部分の垂直距離をい

う。）が5m以下であること。 

5 埋立て等区域の周辺に、土砂の堆積の高さに相当する幅の緩衝地帯及びその緩衝地帯を表示する境

界標が設置されること。 
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(ⅶ)水質検査のための措置 

●当該申請に係る埋立て等区域外への排水の水質検査を行うために必要な措置が図ら

れていることが必要です。 

●例えば、埋立て等区域からの排水のみを集めることのできる排水桝等を設置すること

などが考えられます。 

●調整池等を活用する場合は、埋立て等区域外からの排水が混入しないようにする必

要があります。 

(ⅷ)(ⅴ)及び(ⅵ)の要件の適用を受けない場合 

●当該申請に係る埋立て等が、図表6-4に掲げる法令等の許認可等を受けている埋立て

等区域の内部で行われる埋立て等である場合には、(ⅴ)の措置、及び(ⅵ)の基準は

適用されません。（条例第12条第2項） 

 

 

 

図表6-4 技術基準等が適用されない場合 

 

 

 

 

 

 

②許可に付す条件 

許可をする際に、有効期間や災害の防止ための措置、生活環境保全のための措置など

について、条件を付す場合があります。（条例第12条第3項）この条件に違反した場合、

許可の取消しや埋立て等停止命令の対象となります。 

 

地すべり等防止法第18条第1項又は第42条第1項の許可を受けて行う埋立て等 

宅地造成等規制法第8 条第1項の許可を受けて行う埋立て等 

急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第7条第1項の許可を受けて行う埋立て等 

大阪府砂防指定地管理条例第 4条第 1項の許可を受けて行う埋立て等 



23 
 

富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例 手引き様式第1号（参考様式） 

（第1面/全2面） 

 

誓約書 

 

申請者（申請を行う者のほか、役員（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる 

者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執

行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められ

る者を含む。）、申請者が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者である場合に

はその法定代理人及び富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例（以下、「条例」という。）施

行規則第10条で定める使用人を含む。）は、第2面に掲げる条例第12条第1項第1号アからキまで

のいずれにも該当しないことを誓約します。 

 

 

 

 

富田林市長 宛 

平成  年  月  日 

 

 

（申請者） 

住 所 

氏 名                        印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 
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富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例 手引き様式第1号（参考様式） 

（第2面/全2面） 

条例第12条第1項第1号アからキ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 第24条又は第25条第1項の規定に基づく処分(許可の取消しの処分を除く。)を受けた日から3年を

経過しない者(当該処分による義務を履行した者を除く。) 

イ 第25条第1項(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)の規定により許可を取り消され、その取

消しの日から3年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合においては、当該

取消しの処分に係る富田林市行政手続条例(平成13年条例第9号)第15条第1項の規定による通知

があった日前60日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準

ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務

を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認め

られる者を含む。以下同じ。)であった者で当該取消しの日から3年を経過しないものを含む。) 

ウ 土砂埋立て等の事業に関し不正な行為をするおそれがあると認めるに足りる規則で定める相当

の理由がある者 

エ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に

規定する暴力団員をいう。)又は暴力団密接関係者(富田林市暴力団排除条例(平成25年条例第30

号)第2条第3号に規定する暴力団密接関係者をいう。) 

オ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、その法定代理人(法定代理人が法人

である場合においては、その役員を含む。)がアからエまでのいずれかに該当するもの 

カ 法人でその役員又は規則で定める使用人(※)のうちにアからエまでのいずれかに該当する者の

あるもの 

キ 個人で規則で定める使用人(※)のうちにアからエまでのいずれかに該当する者のあるもの 

（※） 使用人とは、次の(あ)、(い)の代表者 

（あ）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) 

（い）(あ)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、土砂埋立て等に係る契約を締結する

権限を有する者を置くもの 
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富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例 手引き様式第2号（参考様式） 

平成  年  月  日 

委 任 状 

 

 

富田林市長 宛 

 

住 所 

氏 名                   印 

（法人にあっては、その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名） 

 

 

私は次の者を代理人と定め、下記の件について委任致します。 

 

 

代理人 

住 所 

氏 名 

連絡先 

 

記 

１ 富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例に関する各種申請に関すること（修正等含む） 

２ 富田林市土砂埋立て等の規制に関する条例に関する許可証等の受領に関すること 

３ その他（                                   ） 

 


