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　私は、平成12年７月に『実況中継　まちづくりの法と政策』（日本評論社）

を出版し、公益社団法人日本都市計画学会の「石川賞」と公益社団法人日本

不動産学会の「実務著作賞」を受賞した。同書は、平成11年11月に愛媛大学

法文学部で４日間行った「都市法政策」の集中講義をテープ起こししたうえ、

補筆したもので、『実況中継』は、われながら絶妙のネーミングだった。愛媛

大学の集中講義はその後も、２年ごとに計４回続いたため、その都度、『実

況中継　まちづくりの法と政策PARTⅡ』（日本評論社、平成14年９月）、『実況

中継　まちづくりの法と政策PARTⅢ』（日本評論社、平成16年６月）、『実況中

継　まちづくりの法と政策PART ４』（文芸社、平成18年９月）として出版した。

　また、卒業生が年１回、90分の授業を担当する、大阪大学法学部の特殊

講義（ロイヤリング）は、平成３年から今日まで「まちづくりの法と政策」と

題した講義名で30年以上続けて担当している。

　他方、私は昭和59年５月の大阪駅前再開発問題研究会への参加を契機と

して、「まちづくり法」の研究と実践を弁護士のライフワークにしてきた。そ

のため、都市計画法を中心とするさまざまな「まちづくり法」に関する出版

は、『まちづくり法実務体系』（共著、新日本法規出版、平成８年５月）、『Ｑ＆Ａ　

改正都市計画法のポイント』（共著、新日本法規出版、平成13年６月）、『実務不

動産法講義』（民事法研究会、平成17年４月）、『津山再開発奮闘記』（文芸社、平

成20年４月）、『早わかり！大災害対策・復興をめぐる法と政策』（民事法研究会、

平成27年11月）、『まちづくりの法律がわかる本』（学芸出版社、平成29年６月）

等々と続いた。さらに、新日本法規出版の加除式書籍は、『わかりやすい都

市計画法の手引』（都市計画法令実務研究会編）をはじめとして、『問答式　土

地区画整理の法律実務』（土地区画整理実務研究会編）、『Ｑ＆Ａ　災害をめぐる

法律と税務』（災害救済法研究会編）に広がったうえ、近時の災害の多発化を

受けて、その執筆範囲も広がっている。

　このように、私は都市問題についての情報収集と学習を、しっかり続けて
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きた。

　近時の日本列島は毎年のように台風や豪雨、地震等の災害に襲われている。

令和４年９月23日から24日にかけて静岡県などに豪雨をもたらした台風15

号の被害は記憶に新しい。また、令和３年７月に静岡県熱海市で発生した大

規模な土石流被害も悲惨なものだった。その土石流被害を受けて、宅地造成

等規制法改正の必要性が模索され、「盛土による災害の防止に関する検討会」

の提言を受けて、令和４年３月31日に「宅地造成等規制法の一部を改正する

法律」が成立し、４月１日に公布された。

　私はその学習をするべく書籍を探したが、国土交通省のウェブサイトで公

表している要綱、法律案・理由、新旧対照条文、参照条文などの資料をまと

めたものしか見あたらなかった。

　近時、まちづくり法関連に限らず法律の改正は多い。そのため、解説書の

出版が間に合わない状況が常態化し、たとえば、首都直下地震対策特別措置

法、南海トラフ地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法等はもと

より、複雑かつ多岐にわたる膨大な「安保法制」についての解説書も少ない。

それは、今回の宅地造成等規制法の改正についても同じで、上記の実情だっ

た。「それならば、宅地造成等規制法の今回の改正については私が！」それが、

本書執筆の動機である。

　本書の狙いは、何よりも今回の宅地造成等規制法の改正内容を理解しても

らうことにある。今回の大改正は、昭和36年に制定され、平成18年に改正

された宅地造成等規制法の大改正だが、決して難解なものではない。筋道よ

く勉強すればすぐに理解できるものである。近時の法律は、第１に基本方針

を定め、第２に「○○地区」を指定し、第３に「○○地区」での規制を定める、

という構造のものが多い。したがって、その枠組みさえ理解できれば、その

法律の理解は容易である。

　昭和36年に制定された宅地造成等規制法は、「宅地造成工事規制区域」の
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制度を設け、平成18年改正法は「造成宅地防災地域」の制度を追加した。そ

れに対して、令和４年改正法は、従来の「宅地造成」のみならず、新たに「特

定盛土等」と「土石の堆積」を定義して（２条）、それらも規制するとともに、

同法の目的も「宅地造成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂

の流出による災害の防止のため必要な規制を行う……」（１条）とした。そし

て、改正法は、従来の「宅地造成工事規制区域」を「宅地造成等工事規制区

域」に改正するとともに、新たに「特定盛土等規制区域」の制度を追加した。

他方、「造成宅地防災区域」の制度は基本的に旧法と同様である。さらに、罰

則についても、新たに、懲役３年以下、罰金1000万円以下、300万円以下、

100万円以下を設け、大幅に強化した。

　改正法は規制の範囲を広げたため条文も大幅に増えたが、ポイントさえ理

解できれば、今回の大改正の全貌は容易に理解できるはずである。本書をしっ

かり読みこなしてもらうことを期待したい。

　　令和４年11月
弁護士　坂 和 章 平
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１　近代都市法は昭和43年～ 44年に成立したが、宅地造成等規制法は
それに先立つ昭和36年に制定された。宅地造成等規制法は、宅地造成
工事規制区域を定め、同区域内における宅地造成に関する工事につい
ては、都道府県知事の許可を必要とする制度を定めたが、それは、都
市計画法29条の開発許可の制度と考え方を共通にするものであった。
　宅地造成工事規制区域の指定は順次広がり、同法は平成12年施行の
地方分権一括法における改正を経て、平成18年に改正された。その背
景は、平成７年の阪神・淡路大震災、平成16年の新潟県中越地震である。
平成18年改正では、宅地造成工事規制区域において政令で定める技術
的基準が強化されるとともに、宅地造成工事規制区域とは別に造成宅
地防災区域の制度が創設された。平成23年の東日本大震災や平成28年
の熊本地震を受けて、造成宅地防災区域の指定（と解除）も進んでいたが、
令和３年に静岡県熱海市伊豆山地区で発生した土石流災害を受けて、
全国一律に規制する法制度が必要とされ、令和４年改正がなされた。
２　本書は、その令和４年改正の内容を新旧条文を対照して解説する
ものであるが、そのためには当然、昭和36年法と平成18年改正法の理
解が不可欠である。そこで、第１部では宅地造成等規制法の成立とそ
の沿革について解説する。
３　なお、宅地造成等規制法の運用に関しては、昭和36年法については、
平成12年の地方分権一括法の施行に伴って「宅地造成等規制法の施行に
あたっての留意事項について」（平成13年５月24日国総民発第７号）が通
知され（資料編【資料１－①】）、平成18年改正法については、「宅地造成
等規制法等の改正について（技術的助言）」（平成18年９月29日国都開第12号）
が通知されている（資料編【資料１－②】）。これは重要な資料であるため、
便宜上、本書では、随時、前者を「平成13年通知」、後者を「平成18年助言」
と略称する。その理解にあたっては、資料編【資料１－①】【資料１－②】
に付けられている「別紙」および「別添」の各種資料が重要である。



 

3

第１章　「都市三法」の成立と「近代都市法」たる
都市計画法の「開発許可」

　昭和43年～ 44年（1968年～ 69年）にかけて、都市計画法と建築基準法が大

改正されるとともに都市再開発法が制定されたことによって、いわゆる「都

市三法」が成立し、「近代都市法」の骨格が確立した。そして、「日本列島改造論」

を引っさげて登場した田中角栄首相が主導した目玉政策である「新全国総合

開発計画」（新全総）のもと、日本列島全体が開発の嵐に巻き込まれた。

　昭和43年に改正された、「都市計画の母」と呼ばれる都市計画法の近代都

市法としての特徴は、次の４点にある。

①　都市における土地の合理的利用を図るため、市街化区域と市街化調整

区域を線引きして区分する区域区分の制度を導入したこと。

②　市街化区域については、住居地域・商業地域などの用途地域の指定を

中心とした地域地区制を充実させ、土地利用の純化をめざしたこと。

③　都市計画法の用途規制と連動させて、建築基準法によって建ぺい率、

容積率、高さ制限等（集団規定）を設け、建物の用途と形態を規制したこと。

④　開発行為を「主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供す

る目的で行なう土地の区画形質の変更をいう」と定義したうえで（都市

計画法４条12項）、市街化区域、市街化調整区域を問わず、都市計画区域

内において、宅地の開発行為を行う場合については、都道府県知事の許

可を要するとする開発許可の制度で規制し（都市計画法29条、33条、34条）、

また個々の建築行為については、建築確認の制度で規制したこと。
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第２章　宅地造成等規制法の成立（昭和36年）と
その概要・構成

１　宅地造成等規制法の成立（昭和36年）

　新全総が全国的に展開される中で、宅地開発が飛躍的に拡大したが、宅地

造成等規制法は近代都市三法の成立に先立つ昭和36年に制定された。同法

制定の背景は、各地で宅地開発が進められた宅地造成地において集中豪雨等

により崖崩れ等の災害が頻発したことである。そのため、同法の目的は「宅

地造成に伴いがけくずれ又は土砂の流出を生ずるおそれが著しい市街地又は

市街地となろうとする土地の区域内において、宅地造成に関する工事等につ

いて災害の防止のため必要な規制を行なうことにより、国民の生命及び財産

の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与すること」とされた（宅地造成等規制

法制定時の１条）。

　そのために同法が創設した骨格となる制度の第１は、宅地造成に伴い崖崩

れや土砂の流出による災害が生じるおそれが大きい市街地または市街地にな

ろうとする土地の区画を、都道府県知事が「宅地造成工事規制区域」として

指定し（３条）、当該区域内において行われる宅地造成工事を都道府県知事の

許可にかからしめる（８条）とともに、宅地所有者等に対して宅地の保全（16

条１項）に必要な勧告（同条２項）を行う制度である。これは、近代都市法と

しての都市計画法29条が定める開発許可の制度と共通する制度である。そ

して、第２は、宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する

工事は、政令（その政令で都道府県の規則に委任した事項に関しては、その規則

を含む）で定める技術的基準に従い、擁壁または排水施設の設置その他宅地

造成に伴う災害を防止するため必要な措置が講ぜられたものでなければなら

ない、とする「技術的基準を定めたこと」（９条）である。その具体的内容は、

宅地造成等規制法施行令と宅地造成等施行規則に委ねられた。これは、都市

計画法33条等が市街化区域について、34条が市街化調整区域について、そ
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れぞれ開発許可の技術的基準を定めた制度と共通するものである。

２　宅地造成等規制法の概要

　昭和36年に制定された宅地造成等規制法の概要は〔表１－①〕のとおりで

ある（なお、目的や許可権者等は、平成18年改正後のもので示している）。

３　宅地造成等規制法の構成

　また、昭和36年に制定された宅地造成等規制法の構成は、〔表１－②〕の

とおりである（なお、指定者等は平成18年改正後のもので示している）。

〔表１ー①〕　宅地造成等規制法の概要

目的（法１条）　宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため
必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、
もって公共の福祉に寄与することを目的とする。

宅地造成工事
規制区域の指
定（法３条）

①　指定者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
等
②　指定要件　　宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市
街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造
成に関する工事について規制を行う必要があるもの

宅地造成に関
する工事の許
可（法８条）

①　申請者　　造成主（宅地造成工事の請負契約の注文者、また
は自ら工事をするもの）
②　許可者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
等
③　対象となる工事　　宅地造成工事規制区域内において行われ
る宅地造成で、一定規模以上のもの。
ⓐ　切土で高さが２ｍを超えるがけを生ずるもの
ⓑ　盛土で高さが１ｍを超えるがけを生ずるもの
ⓒ　切土と盛土を同時に行って２ｍを超えるがけを生ずるもの
ⓓ　切土または盛土をする土地が500㎡を超えるもの

宅地造成に関
する工事の技

　宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工
事は、擁壁、排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止す
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〔表１ー②〕　宅地造成等規制法の構成

宅地造成工事
規制区域の指
定（法３条）

①　指定者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
等
②　指定要件　　宅地造成に伴い災害が生ずるおそれが大きい市
街地または市街地となろうとする土地の区域であって、宅地造
成に関する工事について規制を行う必要があるもの

測量または調
査のための土
地の立入り
（法４条）

①　内容　　宅地造成工事規制区域の指定のため他人の占有する
土地に立ち入って測量または調査を行う必要がある場合におい
ては、その必要の限度において、他人の占有する土地に立ち入
ることができる
②　実施者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
またはその命じた者・委任した者

宅地造成に関
する工事の許
可（法８条）

①　制限の内容　　宅地造成工事規制区域内において行われる切
土、盛土など一定の行為は、許可が必要
ⓐ　切土で高さが２ｍを超えるがけを生ずるもの
ⓑ　盛土で高さが１ｍを超えるがけを生ずるもの
ⓒ　切土と盛土を同時に行って２ｍを超えるがけを生ずるもの
ⓓ　切土または盛土をする土地が500㎡を超えるもの
②　申請者　　造成主（宅地造成請負契約の注文者等）
③　許可者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
等

宅地造成に関 　宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工

術的基準（法
９条）

るため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

宅地の保全
（法16条１項）

　宅地造成工事規制区域内の宅地の所有者、管理者、占有者は、
災害が生じないよう、宅地を常時安全な状態に維持するように努
めなければならない。

災害防止のた
めの勧告（法
16条２項）

　都道府県知事等は、災害の防止のため必要があると認める場合
において、宅地の所有者、管理者、占有者、造成主または工事施
行者に対し、擁壁等の設置または改造その他宅地造成に伴う災害
の防止のため必要な措置をとることを勧告することができる。

（出典：国土交通省ウェブサイト）



３　宅地造成等規制法の構成

7

する工事の技
術的基準（法
９条）

事は、擁壁、排水施設の設置その他宅地造成に伴う災害を防止す
るため必要な措置が講ぜられたものでなければならない。

監督処分（法
14条）

監督処分者：都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
【工事施工中：２項】
①　内容　　ⓐ　工事施工の停止命令
　　　　　　ⓑ　災害防止措置命令
②　要件　　ⓐ　無許可
　　　　　　ⓑ　技術基準不適合
③　対象者　　造成主、請負人、現場管理者
【工事施工中：３項】
①　内容　　ⓐ　宅地の使用禁止・制限
　　　　　　ⓑ　災害防止措置命令
②　要件　　ⓐ　無許可
　　　　　　ⓑ　完了検査不受
　　　　　　ⓒ　技術基準不適合
③　対象者　　宅地の所有者・管理者・占有者・造成主

宅地の保全
（法16条１項）

①　内容　　災害が生じないよう、宅地を常時安全な状態に維持
するように努めなければならない
②　努力義務者　　宅地の所有者・管理者・占有者

勧告（法16条
２項）

①　内容　　宅地造成に伴う災害の防止のため必要があると認め
る場合において擁壁等の設置または改造その他災害の防止のた
め必要な措置をとることを勧告することができる
②　勧告者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
③　対象者　　宅地の所有者・管理者・占有者・造成主・工事施
行者

改善命令（法
17条）

①　内容　　災害の防止のために必要であり、かつ、土地の利用
状況等からみて相当であると認められる限度において、擁壁等
の設置・改造、地形・盛土の改良のための工事を行うことを命
ずることができる
②　命令者　　都道府県知事、政令指定市・中核市・特例市の長
③　対象者　　宅地・擁壁等の所有者・管理者・占有者

（出典：国土交通省ウェブサイト）
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新旧対照・逐条解説
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　第３部では、宅地造成及び特定盛土等規制法について、各条を新旧

条文を掲げて解説する。なお、次の３点に留意されたい。

①　国土交通省のウェブサイトに掲載されている「宅地造成等規制法

の一部を改正する法律案新旧対照条文」は、形式的に新法と旧法の

条文を対照している。たとえば、「基本方針」を定める新法３条は、

「宅地造成工事規制区域」を定めていた旧法３条と対照している。

しかし、実質（内容）を考えると、旧法３条は新法３条と対照させ

るべき条文ではなく、「宅地造成等工事規制区域」を定める新法10

条と対照すべき条文であり、「基本方針」を定める新法３条は新設

条文である。そのため、本書の「新旧対照条文」では、「基本方針」

を定める新法３条は「新設」条文として掲載し、「宅地造成等工事規

制区域」を定める新法10条は「宅地造成工事規制区域」を定めてい

た旧法３条を対照条文とした。

②　新設条文が多い新法では、旧法との対比だけでなく、新法同士

を対比し参照するとわかりやすい条文もある。それについては、

新法の他の条文を参照条文として掲載した。

③　国土交通省の新旧対照条文においては、条文の内容に変更がな

く、条番号や項番号だけが改正（繰り上げ、繰り下げ）されたものは、

条文を掲載せずに「（略）」と表記されている。しかし、それではそ

の条文はもとより、前後の条文の理解も難しいため、本書の「新旧

対照条文」では、それらの条文も掲載した。

④　新法の政令は未制定だが、旧法２条、８条、９条、20条等のよ

うに、政令とセットで理解すべき条文があるため、それについては、

関連する旧法の政令（宅地造成等規制法施行令）を掲載した。また、

旧法の国土交通省令（宅地造成等規制法施行規則）についても重要な

もの（だけ）を一部掲載した。
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目次

改正後（新） 改正前（旧）
宅地造成及び特定盛土等規制法
目次
第１章　総則（第１条・第２条）
第２章　基本方針及び基礎調査（第３条－
第９条）

第３章　宅地造成等工事規制区域（第10条）

第４章　宅地造成等工事規制区域内におけ
る宅地造成等に関する工事等の規制（第
11条－第25条）

第５章　特定盛土等規制区域（第26条）
第６章　特定盛土等規制区域内における特
定盛土等又は土石の堆積に関する工事等
の規制（第27条－第44条）

第７章　造成宅地防災区域（第45条）
第８章　造成宅地防災区域内における災害
の防止のための措置（第46条－第48条）

第９章　雑則（第49条－第54条）
第10章　罰則（第55条－第61条）
附則

宅地造成等規制法
目次
第１章　総則（第１条・第２条）
（新設）

第２章　宅地造成工事規制区域（第３条―
第７条）

第３章　宅地造成工事規制区域内における
宅地造成に関する工事等の規制（第８条
―第19条）

（新設）
（新設）

第４章　造成宅地防災区域（第20条）
第５章　造成宅地防災区域内における災害
の防止のための措置（第21条―第23条）

第６章　雑則（第24条・第25条）
第７章　罰則（第26条―第30条）
附則

１　旧法の宅地造成等規制法は、全７章、全30条からなる法律であったが、

新法の宅地造成及び特定盛土等規制法は、①宅地造成のほかに、②特定盛土

等、③土石の堆積、等を新たに定義した（２条）ことを受けて、「第２章　基

本方針及び基礎調査」、「第５章　特定盛土等規制区域」、「第６章　特定盛土

等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制」の

章が新設されるとともに多くの条文が新設され、全10章、全61条の法律になっ

た。

２　新法では、基本方針および基礎調査を定める第２章（３条～９条）が新設

された。

３　旧法は、第２章で「宅地造成工事規制区域」（３条～７条）を定め、第３
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章で「宅地造成工事規制区域内における宅地造成に関する工事等の規制」（８

条～ 19条）を定めていた。しかし、新法１条では、旧法が規制の目的として

いた「宅地造成」だけでなく、「特定盛土等」と「土石の堆積」の規制も法の

目的とされた。そのため、第１に宅地造成等を規制するため、旧法第２章の

「宅地造成工事規制区域」（３条～７条）と旧法第３章の「宅地造成工事規制区

域内における宅地造成に関する工事等の規制」（８条～ 19条）が、新法第３章

の「宅地造成等工事規制区域」（10条）と新法第４章の「宅地造成等工事規制

区域内における宅地造成等に関する工事等の規制」（11条～ 25条）に大幅に改

正された。そして、第２に、新たに新法の目的とした特定盛土等と土石の堆

積を規制するため、第５章の「特定盛土等規制区域」（26条）と第６章の「特

定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規

制」（27条～ 44条）が新設された。

　したがって、新法全体を理解するためには、第１に、新法の第３章10条の「宅

地造成等工事規制区域」と旧法の第２章３条の「宅地造成工事規制区域」を

対比し、また、新法の第４章「宅地造成等工事規制区域内における宅地造成

等に関する工事等の規制」（11条～ 25条）と旧法の第２章「宅地造成工事規制

区域」の４条～７条および旧法の第３章「宅地造成工事規制区域内における

宅地造成に関する工事等の規制」（８条～ 19条）を対比しながら理解する必要

がある。

　その理解のうえで、第２に、新法の第５章「特定盛土等規制区域」（26条）

と第６章「特定盛土等規制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関す

る工事等の規制」（27条～ 44条）の新設条文も旧法の第３章「宅地造成工事規

制区域内における宅地造成に関する工事等の規制」（８条～ 19条）と対比しな

がら理解する必要がある。

　さらに、新法が新設した「特定盛土等規制区域」（26条）と「特定盛土等規

制区域内における特定盛土等又は土石の堆積に関する工事等の規制」（27条

～ 44条）は、同じく新法が新設した「宅地造成等工事規制区域」（10条）と「宅

地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制」（11条～
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25条）の規定と対比すれば、より理解しやすい。とりわけ、そこで定めるさ

まざまな手続規定は、共通するものが多いので、新法同士の条文の対比も重

要である。

４　その他の章については、新法第７章「造成宅地防災区域」（45条）と旧法

第４章「造成宅地防災区域」（20条）を、新法第８章「造成宅地防災区域内に

おける災害の防止のための措置」（46条～ 48条）と旧法第５章「造成宅地防災

区域内における災害の防止のための措置」（21条～ 23条）を、新法第９章「雑

則」（49条～ 54条）と旧法第６章「雑則」（24条・25条）を、新法第10章「罰則」
（55条～ 61条）と旧法第７章「罰則」（26条～ 30条）をそれぞれ対比しながら理

解する必要がある。

５　なお、新法の政令、主務省令はまだ制定されていないが、新法２条（旧

法２条）、12条（旧法８条）、13条（旧法９条）、45条（旧法20条）等、政令、主

務省令とセットで理解すべき条文については、旧法の政令（宅地造成等規制

法施行令）、国土交通省令（宅地造成等規制法施行規則）も対比、参照しながら

理解する必要がある。

第１章　総則（１条・２条）

第１条　目的

改正後（新） 改正前（旧）
（目的）
第１条　この法律は、宅地造成、特定盛土
等又は土石の堆積に伴う崖崩れ又は土砂
の流出による災害の防止のため必要な規
制を行うことにより、国民の生命及び財
産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄
与することを目的とする。

（目的）
第１条　この法律は、宅地造成に伴う崖

がけ

崩
れ又は土砂の流出による災害の防止のた
め必要な規制を行うことにより、国民の
生命及び財産の保護を図り、もつて公共
の福祉に寄与することを目的とする。

　旧法は、宅地造成に伴う崖崩れ等、の規制を目的としていたが、新法１条

は、①宅地造成のほか、②特定盛土等、③土石の堆積、に伴う崖崩れ等の規
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制を目的とした。すなわち、「この法律は、宅地造成、特定盛土等又は土石

の堆積に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行

うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与

することを目的とする」（新法１条）。

第２条　定義

改正後（新） 改正前（旧）
（定義）
第２条　この法律において、次の各号に掲
げる用語の意義は、当該各号に定めると
ころによる。
一　宅地　農地、採草放牧地及び森林（以
下この条、第21条第４項及び第40条第
４項において「農地等」という。）並び
に道路、公園、河川その他政令で定め
る公共の用に供する施設の用に供され
ている土地（以下「公共施設用地」とい
う。）以外の土地をいう。

二　宅地造成　宅地以外の土地を宅地に
するために行う盛土その他の土地の形
質の変更で政令で定めるものをいう。

三　特定盛土等　宅地又は農地等におい
て行う盛土その他の土地の形質の変更
で、当該宅地又は農地等に隣接し、又
は近接する宅地において災害を発生さ
せるおそれが大きいものとして政令で
定めるものをいう。

四　土石の堆積　宅地又は農地等におい
て行う土石の堆積で政令で定めるもの
（一定期間の経過後に当該土石を除却
するものに限る。）をいう。

五　災害　崖崩れ又は土砂の流出による
災害をいう。

六　設計　その者の責任において、設計
図書（宅地造成、特定盛土等又は土石

（定義）
第２条　この法律において、次の各号に掲
げる用語の意義は、それぞれ当該各号に
定めるところによる。
一　宅地　農地、採草放牧地及び森林並
びに道路、公園、河川その他政令で定
める公共の用に供する施設の用に供さ
れている土地以外の土地をいう。

二　宅地造成　宅地以外の土地を宅地に
するため又は宅地において行う土地の
形質の変更で政令で定めるもの（宅地
を宅地以外の土地にするために行うも
のを除く。）をいう。

（新設）

（新設）

三　災害　崖崩れ又は土砂の流出による
災害をいう。

四　設計　その者の責任において、設計
図書（宅地造成に関する工事を実施す
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の堆積に関する工事を実施するために
必要な図面（現寸図その他これに類す
るものを除く。）及び仕様書をいう。第
55条第２項において同じ。）を作成する
ことをいう。

七　工事主　宅地造成、特定盛土等若し
くは土石の堆積に関する工事の請負契
約の注文者又は請負契約によらないで
自らその工事をする者をいう。

八　工事施行者　宅地造成、特定盛土等
若しくは土石の堆積に関する工事の請
負人又は請負契約によらないで自らそ
の工事をする者をいう。

九　造成宅地　宅地造成又は特定盛土等
（宅地において行うものに限る。）に関
する工事が施行された宅地をいう。

るために必要な図面（現寸図その他こ
れに類するものを除く。）及び仕様書を
いう。）を作成することをいう。

五　造成主　宅地造成に関する工事の請
負契約の注文者又は請負契約によらな
いで自らその工事をする者をいう。

六　工事施行者　宅地造成に関する工事
の請負人又は請負契約によらないで自
らその工事をする者をいう。

七　造成宅地　宅地造成に関する工事が
施行された宅地をいう。

１　新法２条は、旧法２条が定めていた①宅地（１号）と②宅地造成（２号）

の定義を次のとおり変更した。

①　宅地　　農地、採草放牧地および森林（以下、この条、21条４項および

40条４項において「農地等」という）並びに道路、公園、河川その他政令

で定める公共の用に供する施設の用に供されている土地（以下、「公共施

設用地」という）以外の土地をいう。

②　宅地造成　　宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土

地の形質の変更で政令で定めるものをいう。

２　新法２条は、新設した③特定盛土等（３号）、④土石の堆積（４号）につ

いて次のとおり定義した。

③　特定盛土等　　宅地または農地等において行う盛土その他の土地の形

質の変更で、当該宅地または農地等に隣接し、または近接する宅地にお

いて災害を発生させるおそれが大きいものとして政令で定めるものをい

う。

④　土石の堆積　　宅地または農地等において行う土石の堆積で政令で定

めるもの（一定期間の経過後に当該土石を除却するものに限る）をいう。
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３　なお、「造成主」（旧法５号）は、「工事主」（新法７号）に改正するとともに、

特定盛土等または土石の堆積に関する部分を定義に追加した。さらに、「設計」
（旧法４号）、「工事施行者」（旧法６号）および「造成宅地」（旧法７号）について

は、特定盛土等または土石の堆積に関する部分を定義に追加した。

４　「災害」（旧法３号）は、定義はそのままで、３号から５号に繰り下げられた。

５　そのほかは、新旧条文を対照して理解されたい。

６　政令①および国土交通省令

　新法２条１号の「定義」の文中にある「道路、公園、河川その他政令で定

める公共の用に供する施設」についての政令は未制定であるが、旧法２条１

号の「定義」の文中にある「道路、公園、河川その他政令で定める公共の用

に供する施設」については、政令２条が次のとおり定めていた。

【旧法の宅地造成等規制法施行令】
（公共の用に供する施設）
第２条　宅地造成等規制法（以下「法」という。）第２条第１号の政令で定める
公共の用に供する施設は、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、
津波防護施設、港湾施設、飛行場、航空保安施設及び鉄道、軌道、索道又
は無軌条電車の用に供する施設並びに国又は地方公共団体が管理する学校、
運動場、墓地その他の施設で国土交通省令で定めるものとする。

　さらに、上記旧政令２条の文中にある「国又は地方公共団体が管理する学

校、運動場、墓地その他の施設で国土交通省令で定めるもの」については、

宅地造成等規制法施行規則１条が次のとおり定めていた。

【旧法の宅地造成等規制法施行規則】
（公共の用に供する施設）
第１条　宅地造成等規制法施行令（以下「令」という。）第２条の国土交通省令
で定める施設は、学校、運動場、緑地、広場、墓地、水道及び下水道とする。
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　また、新法２条２号の「政令で定める土地の形質の変更」に関する政令は

未制定であるが、旧法２条２号の「土地の形質の変更で政令で定めるもの」

についての政令は、宅地造成等規制法施行令３条が次のとおり定めていた。

【旧法の宅地造成等規制法施行令】
（宅地造成）
第３条　法第２条第２号の政令で定める土地の形質の変更は、次に掲げるも
のとする。
一　切土であつて、当該切土をした土地の部分に高さが２メートルを超え
る崖を生ずることとなるもの
二　盛土であつて、当該盛土をした土地の部分に高さが１メートルを超え
る崖を生ずることとなるもの
三　切土と盛土とを同時にする場合における盛土であつて、当該盛土をし
た土地の部分に高さが１メートル以下の崖を生じ、かつ、当該切土及び
盛土をした土地の部分に高さが２メートルを超える崖を生ずることとな
るもの
四　前３号のいずれにも該当しない切土又は盛土であつて、当該切土又は
盛土をする土地の面積が500平方メートルを超えるもの

７　政令②

　新法の政令による定義の追加は未制定であるが、旧法は旧法２条による「宅

地」（１号）、「宅地造成」（２号）、「災害」（３号）、「設計」（４号）、「造成主」（５号）、

「工事施行者」（６号）、「宅地造成」（７号）の定義のほか、宅地造成等規制法施

行令１条で「切土」または「盛土」について、次のとおり定義していた。

【旧法の宅地造成等規制法施行令】
（定義等）
第１条　この政令（第３条を除く。）において、「切土」又は「盛土」とは、それ
ぞれ宅地造成である切土又は盛土をいう。
２　この政令において、「崖

がけ

」とは地表面が水平面に対し30度を超える角度を
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なす土地で硬岩盤（風化の著しいものを除く。）以外のものをいい、「崖面」
とはその地表面をいう。
３　崖面の水平面に対する角度を崖の勾

こう

配とする。
４　小段等によつて上下に分離された崖がある場合において、下層の崖面の
下端を含み、かつ、水平面に対し30度の角度をなす面の上方に上層の崖面
の下端があるときは、その上下の崖は一体のものとみなす。
５　擁壁の前面の上端と下端（擁壁の前面の下部が地盤面と接する部分をい
う。以下この項において同じ。）とを含む面の水平面に対する角度を擁壁の
勾配とし、その上端と下端との垂直距離を擁壁の高さとする。

　これらについての新法の政令がどうなるかが注目される。

第２章　基本方針及び基礎調査（３条～９条）

第３条　基本方針

改正後（新） 改正前（旧）
（基本方針）
第３条　主務大臣は、宅地造成、特定盛土
等又は土石の堆積に伴う災害の防止に関
する基本的な方針（以下「基本方針」とい
う。）を定めなければならない。

２　基本方針においては、次に掲げる事項
について定めるものとする。
一　この法律に基づき行われる宅地造
成、特定盛土等又は土石の堆積に伴う
災害の防止に関する基本的な事項

二　次条第１項の基礎調査の実施につい
て指針となるべき事項

三　第10条第１項の規定による宅地造成
等工事規制区域の指定、第26条第１項
の規定による特定盛土等規制区域の指
定及び第45条第１項の規定による造成
宅地防災区域の指定について指針とな

（新設）
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