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１１１１    趣旨趣旨趣旨趣旨    

道路法第道路法第道路法第道路法第 24242424 条の規定に条の規定に条の規定に条の規定に基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認について、行政基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認について、行政基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認について、行政基づく道路管理者以外の者の行う工事の承認について、行政

手続法第手続法第手続法第手続法第 5555 条の規定に基づき審査基準を定めるもの。条の規定に基づき審査基準を定めるもの。条の規定に基づき審査基準を定めるもの。条の規定に基づき審査基準を定めるもの。    

    

２２２２    法面埋め立て法面埋め立て法面埋め立て法面埋め立て    

(1)(1)(1)(1) 宅地造成等により法面埋め立てをするとき宅地造成等により法面埋め立てをするとき宅地造成等により法面埋め立てをするとき宅地造成等により法面埋め立てをするときは、は、は、は、側溝新設、透水性舗装、砕石処理側溝新設、透水性舗装、砕石処理側溝新設、透水性舗装、砕石処理側溝新設、透水性舗装、砕石処理、、、、

民地内排水構造物の設置民地内排水構造物の設置民地内排水構造物の設置民地内排水構造物の設置のいずれかにより、道路の路面排水を適切に処理できるのいずれかにより、道路の路面排水を適切に処理できるのいずれかにより、道路の路面排水を適切に処理できるのいずれかにより、道路の路面排水を適切に処理できる

ようにしなければならない。ようにしなければならない。ようにしなければならない。ようにしなければならない。    

(2)(2)(2)(2) 法面埋め立ては、路床法面埋め立ては、路床法面埋め立ては、路床法面埋め立ては、路床の改良の改良の改良の改良として山土にとして山土にとして山土にとして山土に 50cm50cm50cm50cm 入替え、入替え、入替え、入替え、20cm20cm20cm20cm 毎に転圧する。毎に転圧する。毎に転圧する。毎に転圧する。砕石砕石砕石砕石

処理の場合は、処理の場合は、処理の場合は、処理の場合は、表層は砕石（表層は砕石（表層は砕石（表層は砕石（CCCC----30303030）を）を）を）を 15cm15cm15cm15cm 施工施工施工施工する。なお軟弱地盤等であってもする。なお軟弱地盤等であってもする。なお軟弱地盤等であってもする。なお軟弱地盤等であっても

路床のコンクリート改良は認めない。路床のコンクリート改良は認めない。路床のコンクリート改良は認めない。路床のコンクリート改良は認めない。    

(3)(3)(3)(3) 側溝新設の計画がなく、アスファル側溝新設の計画がなく、アスファル側溝新設の計画がなく、アスファル側溝新設の計画がなく、アスファルト舗装とする場合は、民地内に境界明示のたト舗装とする場合は、民地内に境界明示のたト舗装とする場合は、民地内に境界明示のたト舗装とする場合は、民地内に境界明示のた

めのめのめのめの杭等杭等杭等杭等を設置し、を設置し、を設置し、を設置し、路面は路面は路面は路面は透水性アスファルト舗装とする。透水性アスファルト舗装とする。透水性アスファルト舗装とする。透水性アスファルト舗装とする。透水性アスファルト透水性アスファルト透水性アスファルト透水性アスファルト

舗装の舗装構成については、舗装の舗装構成については、舗装の舗装構成については、舗装の舗装構成については、表層を透水性表層を透水性表層を透水性表層を透水性アスファルトアスファルトアスファルトアスファルトでででで 5cm5cm5cm5cm、、、、路盤を路盤を路盤を路盤を再生砕石再生砕石再生砕石再生砕石

（（（（RC30RC30RC30RC30））））でででで 10cm10cm10cm10cm、フィルター層として、フィルター層として、フィルター層として、フィルター層として 11110cm0cm0cm0cm 砂層を設ける。砂層を設ける。砂層を設ける。砂層を設ける。    

    

３３３３    側溝側溝側溝側溝    

(1)(1)(1)(1) 側溝を新設するときは、申請前に側溝を新設するときは、申請前に側溝を新設するときは、申請前に側溝を新設するときは、申請前に官民境界を確定すること。側溝は官民境界を確定すること。側溝は官民境界を確定すること。側溝は官民境界を確定すること。側溝は、、、、道路側の境道路側の境道路側の境道路側の境

界に沿って界に沿って界に沿って界に沿って、原則、原則、原則、原則敷地敷地敷地敷地全面に設置する。全面に設置する。全面に設置する。全面に設置する。    

(2)(2)(2)(2) 側溝天端高（計画道路高）は、側溝天端高（計画道路高）は、側溝天端高（計画道路高）は、側溝天端高（計画道路高）は、あらかじめあらかじめあらかじめあらかじめ 10101010 メートルピッチメートルピッチメートルピッチメートルピッチで現況地盤高、対面で現況地盤高、対面で現況地盤高、対面で現況地盤高、対面

側溝側溝側溝側溝天端高、道路中心高天端高、道路中心高天端高、道路中心高天端高、道路中心高、既設側溝天端高及び敷高を、既設側溝天端高及び敷高を、既設側溝天端高及び敷高を、既設側溝天端高及び敷高を測量し、土地利用計画図に測量し、土地利用計画図に測量し、土地利用計画図に測量し、土地利用計画図に

図示して図示して図示して図示して道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者と協議して決めると協議して決めると協議して決めると協議して決める。。。。    

(3)(3)(3)(3) 排水先排水先排水先排水先の水路がの水路がの水路がの水路が用水路の機能を有する用水路の機能を有する用水路の機能を有する用水路の機能を有する場合場合場合場合はははは、、、、季節により季節により季節により季節により水位が変化するため、水位が変化するため、水位が変化するため、水位が変化するため、

水路の水跡から計画高水位を推測し、水路の水跡から計画高水位を推測し、水路の水跡から計画高水位を推測し、水路の水跡から計画高水位を推測し、普通河川の水の逆流等普通河川の水の逆流等普通河川の水の逆流等普通河川の水の逆流等を見極めを見極めを見極めを見極め、、、、新設する新設する新設する新設する

側溝の排水機能側溝の排水機能側溝の排水機能側溝の排水機能への影響を最小限にした設計とする。への影響を最小限にした設計とする。への影響を最小限にした設計とする。への影響を最小限にした設計とする。    

(4)(4)(4)(4) 側溝の規格は道路幅員側溝の規格は道路幅員側溝の規格は道路幅員側溝の規格は道路幅員 6666 メートル以上の場合はメートル以上の場合はメートル以上の場合はメートル以上の場合は B300B300B300B300、道路幅員、道路幅員、道路幅員、道路幅員 6666 メートル未満のメートル未満のメートル未満のメートル未満の

場合は場合は場合は場合は B250B250B250B250 とする。ただし、道路幅員とする。ただし、道路幅員とする。ただし、道路幅員とする。ただし、道路幅員 6666 メートル未満の道路で、既設側溝がメートル未満の道路で、既設側溝がメートル未満の道路で、既設側溝がメートル未満の道路で、既設側溝が B300B300B300B300

以上の場合や、道路幅員に関係なく前述した規格以外の側溝が設置してある場合以上の場合や、道路幅員に関係なく前述した規格以外の側溝が設置してある場合以上の場合や、道路幅員に関係なく前述した規格以外の側溝が設置してある場合以上の場合や、道路幅員に関係なく前述した規格以外の側溝が設置してある場合

は、設置する側溝の規格はは、設置する側溝の規格はは、設置する側溝の規格はは、設置する側溝の規格は道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者と協議して決定する。と協議して決定する。と協議して決定する。と協議して決定する。    

(5)(5)(5)(5) 新設する側溝新設する側溝新設する側溝新設する側溝に対し、に対し、に対し、に対し、10101010ｍあたり１箇所のグレーチングを設置する。歩道についｍあたり１箇所のグレーチングを設置する。歩道についｍあたり１箇所のグレーチングを設置する。歩道についｍあたり１箇所のグレーチングを設置する。歩道につい

ては、ては、ては、ては、歩行者歩行者歩行者歩行者への安全対策として、への安全対策として、への安全対策として、への安全対策として、「滑り止め付き細目タイプ」のグレーチングを「滑り止め付き細目タイプ」のグレーチングを「滑り止め付き細目タイプ」のグレーチングを「滑り止め付き細目タイプ」のグレーチングを

設置する。設置する。設置する。設置する。    
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(6)(6)(6)(6) UUUU 型側溝に敷モルタルを施工して勾配をつけるときは、敷モルタルの施工厚は型側溝に敷モルタルを施工して勾配をつけるときは、敷モルタルの施工厚は型側溝に敷モルタルを施工して勾配をつけるときは、敷モルタルの施工厚は型側溝に敷モルタルを施工して勾配をつけるときは、敷モルタルの施工厚は 2cm2cm2cm2cm

未満未満未満未満とならないこと。とならないこと。とならないこと。とならないこと。UUUU 型側溝で設計できない場合は可変勾配側溝を選択型側溝で設計できない場合は可変勾配側溝を選択型側溝で設計できない場合は可変勾配側溝を選択型側溝で設計できない場合は可変勾配側溝を選択する。なする。なする。なする。な

お、全て可変勾配側溝で計画してもよい。お、全て可変勾配側溝で計画してもよい。お、全て可変勾配側溝で計画してもよい。お、全て可変勾配側溝で計画してもよい。    

(7)(7)(7)(7) 宅地造成高が現況道路高より高くなる場合は、乗入は民地内ですり付けする。宅地造成高が現況道路高より高くなる場合は、乗入は民地内ですり付けする。宅地造成高が現況道路高より高くなる場合は、乗入は民地内ですり付けする。宅地造成高が現況道路高より高くなる場合は、乗入は民地内ですり付けする。側側側側

溝と土間コンクリート等の段差を解消するため、道路に段差スロープを設置する溝と土間コンクリート等の段差を解消するため、道路に段差スロープを設置する溝と土間コンクリート等の段差を解消するため、道路に段差スロープを設置する溝と土間コンクリート等の段差を解消するため、道路に段差スロープを設置する

ことは認めていないため、注意する。ことは認めていないため、注意する。ことは認めていないため、注意する。ことは認めていないため、注意する。    

(8)(8)(8)(8) 側溝の蓋厚を除いた有効深さは側溝の蓋厚を除いた有効深さは側溝の蓋厚を除いた有効深さは側溝の蓋厚を除いた有効深さは、、、、幅の幅の幅の幅の内内内内寸法寸法寸法寸法以上とする。なお、接続先の側以上とする。なお、接続先の側以上とする。なお、接続先の側以上とする。なお、接続先の側溝の溝の溝の溝の

敷高や道路の天端高等の状況により、やむを得ない場合は有効深さを幅の敷高や道路の天端高等の状況により、やむを得ない場合は有効深さを幅の敷高や道路の天端高等の状況により、やむを得ない場合は有効深さを幅の敷高や道路の天端高等の状況により、やむを得ない場合は有効深さを幅の寸法の寸法の寸法の寸法の

60606060％まで認めることがあるため％まで認めることがあるため％まで認めることがあるため％まで認めることがあるため、事前に、事前に、事前に、事前に道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者と協議すること。と協議すること。と協議すること。と協議すること。    

(9)(9)(9)(9) 側溝が道路横断する場合は、側溝が道路横断する場合は、側溝が道路横断する場合は、側溝が道路横断する場合は、側溝の内断面と同寸法の側溝の内断面と同寸法の側溝の内断面と同寸法の側溝の内断面と同寸法の横断暗渠横断暗渠横断暗渠横断暗渠（（（（別図別図別図別図「横断暗渠「横断暗渠「横断暗渠「横断暗渠

工」参照）工」参照）工」参照）工」参照）を設置する。横断暗渠工による道路横断部の前後や会合点、を設置する。横断暗渠工による道路横断部の前後や会合点、を設置する。横断暗渠工による道路横断部の前後や会合点、を設置する。横断暗渠工による道路横断部の前後や会合点、90909090°折点°折点°折点°折点

には集水桝には集水桝には集水桝には集水桝（（（（別図別図別図別図「集水桝工」参照）「集水桝工」参照）「集水桝工」参照）「集水桝工」参照）を設置する。を設置する。を設置する。を設置する。    

(10)(10)(10)(10) 集水桝の泥だめは集水桝の泥だめは集水桝の泥だめは集水桝の泥だめは 15cm15cm15cm15cm 以上確保する。蓋はグレーチングとし、道路の状況に応以上確保する。蓋はグレーチングとし、道路の状況に応以上確保する。蓋はグレーチングとし、道路の状況に応以上確保する。蓋はグレーチングとし、道路の状況に応

じてボルト固定型じてボルト固定型じてボルト固定型じてボルト固定型またはまたはまたはまたはヒンジ開閉式（ヒンジ開閉式（ヒンジ開閉式（ヒンジ開閉式（110110110110°）を選択する。°）を選択する。°）を選択する。°）を選択する。なお、側溝のなお、側溝のなお、側溝のなお、側溝の 90909090°折°折°折°折

点に設置する集水桝につい点に設置する集水桝につい点に設置する集水桝につい点に設置する集水桝については、横断暗渠の両端である場合を除き、泥だめを設ては、横断暗渠の両端である場合を除き、泥だめを設ては、横断暗渠の両端である場合を除き、泥だめを設ては、横断暗渠の両端である場合を除き、泥だめを設

ける必要はない。ける必要はない。ける必要はない。ける必要はない。    

(11)(11)(11)(11) 隅切部などの折点処理は最小辺長隅切部などの折点処理は最小辺長隅切部などの折点処理は最小辺長隅切部などの折点処理は最小辺長 30cm30cm30cm30cm 以上の有筋コンクリート構造とする。（以上の有筋コンクリート構造とする。（以上の有筋コンクリート構造とする。（以上の有筋コンクリート構造とする。（別別別別

図図図図「側溝隅切部構造図」参照）「側溝隅切部構造図」参照）「側溝隅切部構造図」参照）「側溝隅切部構造図」参照）    

(12)(12)(12)(12) 側溝本体を切断する場合は、側溝本体を切断する場合は、側溝本体を切断する場合は、側溝本体を切断する場合は、50cm50cm50cm50cm 未満としない。未満としない。未満としない。未満としない。    

(13)(13)(13)(13) 側溝蓋を切断する場合側溝蓋を切断する場合側溝蓋を切断する場合側溝蓋を切断する場合はははは 25cm25cm25cm25cm 未満としない。未満としない。未満としない。未満としない。    

(14)(14)(14)(14) 側溝の敷勾配は側溝の敷勾配は側溝の敷勾配は側溝の敷勾配は 0.30.30.30.3％から％から％から％から 10101010％の範囲とする。ただし、％の範囲とする。ただし、％の範囲とする。ただし、％の範囲とする。ただし、土地の形状や排水先の状土地の形状や排水先の状土地の形状や排水先の状土地の形状や排水先の状

況により、況により、況により、況により、やむを得ない場合は、やむを得ない場合は、やむを得ない場合は、やむを得ない場合は、道路管理者道路管理者道路管理者道路管理者の承認を得て敷勾配をの承認を得て敷勾配をの承認を得て敷勾配をの承認を得て敷勾配を 0.20.20.20.2％とするこ％とするこ％とするこ％とするこ

とができる。とができる。とができる。とができる。なお、なお、なお、なお、蓋なし側溝を蓋なし側溝を蓋なし側溝を蓋なし側溝を入れ替え入れ替え入れ替え入れ替える場合などで、る場合などで、る場合などで、る場合などで、上流と下流の敷高が決上流と下流の敷高が決上流と下流の敷高が決上流と下流の敷高が決

まっている場合を除くまっている場合を除くまっている場合を除くまっている場合を除く。。。。    

(15)(15)(15)(15) 上流側の端部処理は、上流側の端部処理は、上流側の端部処理は、上流側の端部処理は、土砂が側溝内に流入すること及び蓋がずれることを防止す土砂が側溝内に流入すること及び蓋がずれることを防止す土砂が側溝内に流入すること及び蓋がずれることを防止す土砂が側溝内に流入すること及び蓋がずれることを防止す

るため、るため、るため、るため、現場打ちの土留壁を現場打ちの土留壁を現場打ちの土留壁を現場打ちの土留壁を側溝外側に側溝外側に側溝外側に側溝外側に 15cm15cm15cm15cm 厚で厚で厚で厚で天端まで施工する。天端まで施工する。天端まで施工する。天端まで施工する。上流側の端上流側の端上流側の端上流側の端

部となる位置に既設側溝の上流端部がある場合は、敷高が合わない場合でも接続部となる位置に既設側溝の上流端部がある場合は、敷高が合わない場合でも接続部となる位置に既設側溝の上流端部がある場合は、敷高が合わない場合でも接続部となる位置に既設側溝の上流端部がある場合は、敷高が合わない場合でも接続

する場合があるため、道路管理者と協議する。する場合があるため、道路管理者と協議する。する場合があるため、道路管理者と協議する。する場合があるため、道路管理者と協議する。    

(16)(16)(16)(16) 都市計画法施行規則第都市計画法施行規則第都市計画法施行規則第都市計画法施行規則第 24242424 条の規定により条の規定により条の規定により条の規定により側溝設置義務がある場合側溝設置義務がある場合側溝設置義務がある場合側溝設置義務がある場合で、既設の側で、既設の側で、既設の側で、既設の側

溝等排水構造物があるときは溝等排水構造物があるときは溝等排水構造物があるときは溝等排水構造物があるときは、後退幅が、後退幅が、後退幅が、後退幅が 50cm50cm50cm50cm 以上の場合は、以上の場合は、以上の場合は、以上の場合は、既設の側溝を撤去し、既設の側溝を撤去し、既設の側溝を撤去し、既設の側溝を撤去し、

道路後退線に道路後退線に道路後退線に道路後退線に側溝を側溝を側溝を側溝を新設する。新設する。新設する。新設する。同じく、同じく、同じく、同じく、後退幅が後退幅が後退幅が後退幅が 50cm50cm50cm50cm 未満の場合は、民地内に境未満の場合は、民地内に境未満の場合は、民地内に境未満の場合は、民地内に境

界明示のための見切界明示のための見切界明示のための見切界明示のための見切りとして地先境界ブロックりとして地先境界ブロックりとして地先境界ブロックりとして地先境界ブロックを設置し、道路後退部分は法面埋を設置し、道路後退部分は法面埋を設置し、道路後退部分は法面埋を設置し、道路後退部分は法面埋

め立て後にめ立て後にめ立て後にめ立て後に叩きコンクリート（叩きコンクリート（叩きコンクリート（叩きコンクリート（別図別図別図別図「叩きコンクリート工」参照）とし、既設の「叩きコンクリート工」参照）とし、既設の「叩きコンクリート工」参照）とし、既設の「叩きコンクリート工」参照）とし、既設の
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側溝に向けて側溝に向けて側溝に向けて側溝に向けて 1.51.51.51.5％の勾配をつける％の勾配をつける％の勾配をつける％の勾配をつける。ただし、既設の側溝等が。ただし、既設の側溝等が。ただし、既設の側溝等が。ただし、既設の側溝等が用排水路の用排水路の用排水路の用排水路の機能を有機能を有機能を有機能を有

しているしているしているしている場合は、水路管理者場合は、水路管理者場合は、水路管理者場合は、水路管理者と協議のうえ施工方法を決定する。と協議のうえ施工方法を決定する。と協議のうえ施工方法を決定する。と協議のうえ施工方法を決定する。なお、なお、なお、なお、4444 メートルメートルメートルメートル

未満の道未満の道未満の道未満の道路などで、みなし道路の部分（道路後退部）を市に寄附する場合も、こ路などで、みなし道路の部分（道路後退部）を市に寄附する場合も、こ路などで、みなし道路の部分（道路後退部）を市に寄附する場合も、こ路などで、みなし道路の部分（道路後退部）を市に寄附する場合も、こ

のののの規定規定規定規定を準用を準用を準用を準用する。する。する。する。    

(17)(17)(17)(17) 排水先となる側溝や普通河川が道路の延長線上にない等の理由により、側溝を設排水先となる側溝や普通河川が道路の延長線上にない等の理由により、側溝を設排水先となる側溝や普通河川が道路の延長線上にない等の理由により、側溝を設排水先となる側溝や普通河川が道路の延長線上にない等の理由により、側溝を設

置できないときで置できないときで置できないときで置できないときで、、、、敷地が普通河川など別の排水先に接している場合は、敷地が普通河川など別の排水先に接している場合は、敷地が普通河川など別の排水先に接している場合は、敷地が普通河川など別の排水先に接している場合は、申請者申請者申請者申請者

の了承の了承の了承の了承を得てを得てを得てを得て道路の道路の道路の道路の路面排水処理のため民地内に排水構造物を設置させる路面排水処理のため民地内に排水構造物を設置させる路面排水処理のため民地内に排水構造物を設置させる路面排水処理のため民地内に排水構造物を設置させる。。。。申請申請申請申請

者は者は者は者は道路の道路の道路の道路の路面排水の受け入れ路面排水の受け入れ路面排水の受け入れ路面排水の受け入れ及び及び及び及び排水構造物の排水構造物の排水構造物の排水構造物の維持管理について維持管理について維持管理について維持管理について承諾したとき承諾したとき承諾したとき承諾したとき

は、は、は、は、市道の路面排水受入承諾書市道の路面排水受入承諾書市道の路面排水受入承諾書市道の路面排水受入承諾書（別紙（別紙（別紙（別紙様式様式様式様式 1111））））をををを道路工事施行承認申請書道路工事施行承認申請書道路工事施行承認申請書道路工事施行承認申請書に添付に添付に添付に添付すすすす

る。る。る。る。なお、なお、なお、なお、承諾承諾承諾承諾が得られない場合は、が得られない場合は、が得られない場合は、が得られない場合は、透水性透水性透水性透水性アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト舗装舗装舗装舗装または砕石処理または砕石処理または砕石処理または砕石処理とととと

する。する。する。する。    

(18)(18)(18)(18) 側溝の排側溝の排側溝の排側溝の排水管を水路に設置するときは、側溝の内断面と同径とし、道路工事施行水管を水路に設置するときは、側溝の内断面と同径とし、道路工事施行水管を水路に設置するときは、側溝の内断面と同径とし、道路工事施行水管を水路に設置するときは、側溝の内断面と同径とし、道路工事施行

承認申請書承認申請書承認申請書承認申請書で申請する。（法定外公共物河川占用ではない。）で申請する。（法定外公共物河川占用ではない。）で申請する。（法定外公共物河川占用ではない。）で申請する。（法定外公共物河川占用ではない。）    

(19)(19)(19)(19) 用水兼用の側溝は漏水がない構造とする。用水兼用の側溝は漏水がない構造とする。用水兼用の側溝は漏水がない構造とする。用水兼用の側溝は漏水がない構造とする。    

(20)(20)(20)(20) 農業用の構造物（角落し等）が既設側溝に設置し農業用の構造物（角落し等）が既設側溝に設置し農業用の構造物（角落し等）が既設側溝に設置し農業用の構造物（角落し等）が既設側溝に設置してある場合は、その移設についてある場合は、その移設についてある場合は、その移設についてある場合は、その移設につい

て事前に農林課及び耕作者等関係者と協議する。て事前に農林課及び耕作者等関係者と協議する。て事前に農林課及び耕作者等関係者と協議する。て事前に農林課及び耕作者等関係者と協議する。    

(21)(21)(21)(21) 電柱は官民境界に寄せて電柱は官民境界に寄せて電柱は官民境界に寄せて電柱は官民境界に寄せて設置する。側溝は、電柱迂回工（設置する。側溝は、電柱迂回工（設置する。側溝は、電柱迂回工（設置する。側溝は、電柱迂回工（別図別図別図別図「電柱迂回詳細図」「電柱迂回詳細図」「電柱迂回詳細図」「電柱迂回詳細図」

参照）により側溝の内断面と同径の参照）により側溝の内断面と同径の参照）により側溝の内断面と同径の参照）により側溝の内断面と同径の VPVPVPVP 管で施工する（蓋付の迂回側溝は認めない）管で施工する（蓋付の迂回側溝は認めない）管で施工する（蓋付の迂回側溝は認めない）管で施工する（蓋付の迂回側溝は認めない）。。。。

なお、行き止まりの道路で、ガードレールなお、行き止まりの道路で、ガードレールなお、行き止まりの道路で、ガードレールなお、行き止まりの道路で、ガードレール等等等等道路附属物道路附属物道路附属物道路附属物の裏に電柱設置の余地がの裏に電柱設置の余地がの裏に電柱設置の余地がの裏に電柱設置の余地が

ある場合であっても、道路を延長した先に接続可能なある場合であっても、道路を延長した先に接続可能なある場合であっても、道路を延長した先に接続可能なある場合であっても、道路を延長した先に接続可能な道路道路道路道路（国道・県道・市道）（国道・県道・市道）（国道・県道・市道）（国道・県道・市道）

がある等、道路を延伸できる可能性がある場がある等、道路を延伸できる可能性がある場がある等、道路を延伸できる可能性がある場がある等、道路を延伸できる可能性がある場所においては、ガードレール等の裏所においては、ガードレール等の裏所においては、ガードレール等の裏所においては、ガードレール等の裏

への電柱設置は認めない。への電柱設置は認めない。への電柱設置は認めない。への電柱設置は認めない。官民境界に寄せて設置したとき、端部が排水先の官民境界に寄せて設置したとき、端部が排水先の官民境界に寄せて設置したとき、端部が排水先の官民境界に寄せて設置したとき、端部が排水先の場場場場合合合合

は最終桝を移設し、建柱場所を確保は最終桝を移設し、建柱場所を確保は最終桝を移設し、建柱場所を確保は最終桝を移設し、建柱場所を確保後、後、後、後、排水管を曲げて排水先に接続する。排水管を曲げて排水先に接続する。排水管を曲げて排水先に接続する。排水管を曲げて排水先に接続する。    

    

４４４４    舗装舗装舗装舗装    

(1)(1)(1)(1) 車道舗装の構成は表層を密粒度車道舗装の構成は表層を密粒度車道舗装の構成は表層を密粒度車道舗装の構成は表層を密粒度アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト 13mmTOP13mmTOP13mmTOP13mmTOP でででで 5cm5cm5cm5cm、路盤を、路盤を、路盤を、路盤を再生砕石再生砕石再生砕石再生砕石

（（（（RCRCRCRC----30303030））））でででで 10cm10cm10cm10cm とするとするとするとする（（（（別図別図別図別図「市道占用工事アスファルト舗装復旧標準図」）「市道占用工事アスファルト舗装復旧標準図」）「市道占用工事アスファルト舗装復旧標準図」）「市道占用工事アスファルト舗装復旧標準図」）。。。。

ただし、大型車両等の交通量が多いと想定できる道路ただし、大型車両等の交通量が多いと想定できる道路ただし、大型車両等の交通量が多いと想定できる道路ただし、大型車両等の交通量が多いと想定できる道路、二車、二車、二車、二車線以上ある道路、地線以上ある道路、地線以上ある道路、地線以上ある道路、地

下水位が高いと想定される場所などは、道路管理者と下水位が高いと想定される場所などは、道路管理者と下水位が高いと想定される場所などは、道路管理者と下水位が高いと想定される場所などは、道路管理者と協議して協議して協議して協議して舗装構成を舗装構成を舗装構成を舗装構成を決定す決定す決定す決定す

る。る。る。る。    

(2)(2)(2)(2) 歩道歩道歩道歩道の舗装の舗装の舗装の舗装構成は、構成は、構成は、構成は、車両出入口を除き、車両出入口を除き、車両出入口を除き、車両出入口を除き、表層を透水性表層を透水性表層を透水性表層を透水性アスファルトアスファルトアスファルトアスファルトでででで 3cm3cm3cm3cm、、、、路盤を路盤を路盤を路盤を

再生砕石（再生砕石（再生砕石（再生砕石（RC30RC30RC30RC30））））でででで 10cm10cm10cm10cm、フィルター層と、フィルター層と、フィルター層と、フィルター層としてしてしてして 10cm10cm10cm10cm 砂層を設ける。砂層を設ける。砂層を設ける。砂層を設ける。なお、車両出なお、車両出なお、車両出なお、車両出

入口の歩道舗装の構成は「入口の歩道舗装の構成は「入口の歩道舗装の構成は「入口の歩道舗装の構成は「8888 車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口    表－表－表－表－1111」を参照する。」を参照する。」を参照する。」を参照する。    



    

----    6666    ----    

    

(3)(3)(3)(3) 車道横断勾配は車道横断勾配は車道横断勾配は車道横断勾配は 1.51.51.51.5％％％％、歩道横断勾配は、歩道横断勾配は、歩道横断勾配は、歩道横断勾配は 1111％以下を標準とする。％以下を標準とする。％以下を標準とする。％以下を標準とする。ただし、既設の道ただし、既設の道ただし、既設の道ただし、既設の道

路状況が良好で、舗装勾配が標準値と異なる場合は、既設舗装勾配に合わせて舗路状況が良好で、舗装勾配が標準値と異なる場合は、既設舗装勾配に合わせて舗路状況が良好で、舗装勾配が標準値と異なる場合は、既設舗装勾配に合わせて舗路状況が良好で、舗装勾配が標準値と異なる場合は、既設舗装勾配に合わせて舗

装する。装する。装する。装する。    

(4)(4)(4)(4) 掘削工事に伴う路面復旧を行う場合、舗装を掘削工事に伴う路面復旧を行う場合、舗装を掘削工事に伴う路面復旧を行う場合、舗装を掘削工事に伴う路面復旧を行う場合、舗装を 60cm60cm60cm60cm 以上以上以上以上（掘削幅（掘削幅（掘削幅（掘削幅 30cm30cm30cm30cm＋影響幅＋影響幅＋影響幅＋影響幅 30cm30cm30cm30cm））））

打ち換え、原形復旧する打ち換え、原形復旧する打ち換え、原形復旧する打ち換え、原形復旧する（別紙「大垣市道路掘削復旧要領」参照）（別紙「大垣市道路掘削復旧要領」参照）（別紙「大垣市道路掘削復旧要領」参照）（別紙「大垣市道路掘削復旧要領」参照）。。。。    

(5)(5)(5)(5) 新設する新設する新設する新設する通路橋などが現況の舗装に摺通路橋などが現況の舗装に摺通路橋などが現況の舗装に摺通路橋などが現況の舗装に摺り付かない場合は、水溜りができない範囲り付かない場合は、水溜りができない範囲り付かない場合は、水溜りができない範囲り付かない場合は、水溜りができない範囲

までオーバーレイを施工までオーバーレイを施工までオーバーレイを施工までオーバーレイを施工する。する。する。する。オーバオーバオーバオーバーレイの範囲については、ーレイの範囲については、ーレイの範囲については、ーレイの範囲については、道路の道路の道路の道路の対面・中対面・中対面・中対面・中

心の舗装天端高を現況測量し、事前に道路管理者と協議して決定する。心の舗装天端高を現況測量し、事前に道路管理者と協議して決定する。心の舗装天端高を現況測量し、事前に道路管理者と協議して決定する。心の舗装天端高を現況測量し、事前に道路管理者と協議して決定する。    

(6)(6)(6)(6) 路面が砕石等の未舗装部について、舗装の拡幅を行う場合は、路面が砕石等の未舗装部について、舗装の拡幅を行う場合は、路面が砕石等の未舗装部について、舗装の拡幅を行う場合は、路面が砕石等の未舗装部について、舗装の拡幅を行う場合は、草の根を除去する草の根を除去する草の根を除去する草の根を除去する

ためためためため、、、、深さ深さ深さ深さ 30cm30cm30cm30cm 以上以上以上以上路床・路盤を路床・路盤を路床・路盤を路床・路盤を打ち換える。打ち換える。打ち換える。打ち換える。    

(7)(7)(7)(7) 上下水道、ガス、電柱、電話柱上下水道、ガス、電柱、電話柱上下水道、ガス、電柱、電話柱上下水道、ガス、電柱、電話柱が設置されることが想定される場所においてはが設置されることが想定される場所においてはが設置されることが想定される場所においてはが設置されることが想定される場所においては、、、、

申請者は、市申請者は、市申請者は、市申請者は、市（管理課）の（管理課）の（管理課）の（管理課）の指示に従い指示に従い指示に従い指示に従い、、、、舗装舗装舗装舗装の本復旧時期をの本復旧時期をの本復旧時期をの本復旧時期を各管理者各管理者各管理者各管理者とととと調整する。調整する。調整する。調整する。    

    

５５５５    橋梁橋梁橋梁橋梁    

(1)(1)(1)(1) 新設道路と既設道路の交差点に普通河川がある場合は、ボックスカルバート（新設道路と既設道路の交差点に普通河川がある場合は、ボックスカルバート（新設道路と既設道路の交差点に普通河川がある場合は、ボックスカルバート（新設道路と既設道路の交差点に普通河川がある場合は、ボックスカルバート（別別別別

図図図図「ボックスカルバート工」参照）を設置する。ボックスカルバー「ボックスカルバート工」参照）を設置する。ボックスカルバー「ボックスカルバート工」参照）を設置する。ボックスカルバー「ボックスカルバート工」参照）を設置する。ボックスカルバートの天端は製トの天端は製トの天端は製トの天端は製

品の仕様に従い舗装し、水溜りを解消するため排水勾配を確保する。品の仕様に従い舗装し、水溜りを解消するため排水勾配を確保する。品の仕様に従い舗装し、水溜りを解消するため排水勾配を確保する。品の仕様に従い舗装し、水溜りを解消するため排水勾配を確保する。    

(2)(2)(2)(2) 道路橋には地覆（道路橋には地覆（道路橋には地覆（道路橋には地覆（15cm15cm15cm15cm××××15cm15cm15cm15cm）を設置する。）を設置する。）を設置する。）を設置する。    

(3)(3)(3)(3) 水路と道路の間に転落防止柵がある場合は、新設する道路橋に転落防止柵水路と道路の間に転落防止柵がある場合は、新設する道路橋に転落防止柵水路と道路の間に転落防止柵がある場合は、新設する道路橋に転落防止柵水路と道路の間に転落防止柵がある場合は、新設する道路橋に転落防止柵（柵高（柵高（柵高（柵高

1,100mm1,100mm1,100mm1,100mm・センタービーム）・センタービーム）・センタービーム）・センタービーム）を設置する。を設置する。を設置する。を設置する。    

    

６６６６    安全対策安全対策安全対策安全対策    

(1)(1)(1)(1) 法面埋め立て、道路後退、法面埋め立て、道路後退、法面埋め立て、道路後退、法面埋め立て、道路後退、舗装拡幅舗装拡幅舗装拡幅舗装拡幅により道路を拡幅した場合でにより道路を拡幅した場合でにより道路を拡幅した場合でにより道路を拡幅した場合で、、、、道路に新たな道路に新たな道路に新たな道路に新たな

有効幅員の有効幅員の有効幅員の有効幅員の段差ができ段差ができ段差ができ段差ができる場合はる場合はる場合はる場合は、当該箇所に土留めを施工し、、当該箇所に土留めを施工し、、当該箇所に土留めを施工し、、当該箇所に土留めを施工し、視線誘導標（デリ視線誘導標（デリ視線誘導標（デリ視線誘導標（デリ

ネータ）をネータ）をネータ）をネータ）を 50cm50cm50cm50cm 毎に毎に毎に毎に 1111 基設置する。基設置する。基設置する。基設置する。    

(2)(2)(2)(2) デリネータデリネータデリネータデリネータの反射体の形状は丸型での反射体の形状は丸型での反射体の形状は丸型での反射体の形状は丸型で両面両面両面両面反射とし、直径反射とし、直径反射とし、直径反射とし、直径 100100100100mmmmmmmm の規格を標準との規格を標準との規格を標準との規格を標準とすすすす

る。支柱の材質は金属体で、支柱の色は白色とする。る。支柱の材質は金属体で、支柱の色は白色とする。る。支柱の材質は金属体で、支柱の色は白色とする。る。支柱の材質は金属体で、支柱の色は白色とする。路面から反射板の中心の高路面から反射板の中心の高路面から反射板の中心の高路面から反射板の中心の高

さがさがさがさが 90cm90cm90cm90cm となるよう設置し、反射板の向きはとなるよう設置し、反射板の向きはとなるよう設置し、反射板の向きはとなるよう設置し、反射板の向きは車両進行側（道路左側）を白色反射車両進行側（道路左側）を白色反射車両進行側（道路左側）を白色反射車両進行側（道路左側）を白色反射

板、対向車線側（道路右側）板、対向車線側（道路右側）板、対向車線側（道路右側）板、対向車線側（道路右側）をををを黄色反射板とする。黄色反射板とする。黄色反射板とする。黄色反射板とする。なお、なお、なお、なお、埋め込みに埋め込みに埋め込みに埋め込みについては、ついては、ついては、ついては、

60cm60cm60cm60cm 以上とする。以上とする。以上とする。以上とする。    

(3)(3)(3)(3) 道路の新設を計画する場合で、交差点となる道路の新設を計画する場合で、交差点となる道路の新設を計画する場合で、交差点となる道路の新設を計画する場合で、交差点となる既存既存既存既存の市道に水路が平行し、新設すの市道に水路が平行し、新設すの市道に水路が平行し、新設すの市道に水路が平行し、新設す

る道路の対面が水路になるときはる道路の対面が水路になるときはる道路の対面が水路になるときはる道路の対面が水路になるときは、新設道路から交差点に向かって車両等が走行、新設道路から交差点に向かって車両等が走行、新設道路から交差点に向かって車両等が走行、新設道路から交差点に向かって車両等が走行

した場合のした場合のした場合のした場合の水路への転落防止水路への転落防止水路への転落防止水路への転落防止として、として、として、として、直径直径直径直径 300mm300mm300mm300mm のののの視線誘導標を視線誘導標を視線誘導標を視線誘導標を 2222 メートル毎にメートル毎にメートル毎にメートル毎に 1111
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基、既存の市道法面に設置する。既設のガードパイ基、既存の市道法面に設置する。既設のガードパイ基、既存の市道法面に設置する。既設のガードパイ基、既存の市道法面に設置する。既設のガードパイプがある場合は添架式とし、プがある場合は添架式とし、プがある場合は添架式とし、プがある場合は添架式とし、

ガードパイプがない場合は自立式とガードパイプがない場合は自立式とガードパイプがない場合は自立式とガードパイプがない場合は自立式とし、反射板の中心高は路面からし、反射板の中心高は路面からし、反射板の中心高は路面からし、反射板の中心高は路面から 90cm90cm90cm90cm とする。とする。とする。とする。

なお、ガードパイプ以外の安全対策がなされている場所については、道路管理者なお、ガードパイプ以外の安全対策がなされている場所については、道路管理者なお、ガードパイプ以外の安全対策がなされている場所については、道路管理者なお、ガードパイプ以外の安全対策がなされている場所については、道路管理者

と協議のうえ決定する。と協議のうえ決定する。と協議のうえ決定する。と協議のうえ決定する。    

(4)(4)(4)(4) 行き止まり道路にはガードレールを設置する。ガードレールには反射板を設置す行き止まり道路にはガードレールを設置する。ガードレールには反射板を設置す行き止まり道路にはガードレールを設置する。ガードレールには反射板を設置す行き止まり道路にはガードレールを設置する。ガードレールには反射板を設置す

る。る。る。る。反射シールとする場合は、ビーム部の平場全面に反射シールとする場合は、ビーム部の平場全面に反射シールとする場合は、ビーム部の平場全面に反射シールとする場合は、ビーム部の平場全面に 2222 箇所貼付する。デリネー箇所貼付する。デリネー箇所貼付する。デリネー箇所貼付する。デリネー

タを添架する場合は、支柱毎にタを添架する場合は、支柱毎にタを添架する場合は、支柱毎にタを添架する場合は、支柱毎に 1111 基添架する。基添架する。基添架する。基添架する。    

(5)(5)(5)(5) 車両出入口を設置する場合で、歩道に車両が進入する車両出入口を設置する場合で、歩道に車両が進入する車両出入口を設置する場合で、歩道に車両が進入する車両出入口を設置する場合で、歩道に車両が進入する可能性があり、可能性があり、可能性があり、可能性があり、歩行者等歩行者等歩行者等歩行者等のののの

安全の確保及び道路保全上必要がある安全の確保及び道路保全上必要がある安全の確保及び道路保全上必要がある安全の確保及び道路保全上必要があると道路管理者が判断しと道路管理者が判断しと道路管理者が判断しと道路管理者が判断したたたた場合は、道路また場合は、道路また場合は、道路また場合は、道路また

は車両出入口を設けようとする民地側に乗入規制ブロック・ポール等を設置する。は車両出入口を設けようとする民地側に乗入規制ブロック・ポール等を設置する。は車両出入口を設けようとする民地側に乗入規制ブロック・ポール等を設置する。は車両出入口を設けようとする民地側に乗入規制ブロック・ポール等を設置する。    

    

７７７７    その他承認工事その他承認工事その他承認工事その他承認工事    

(1)(1)(1)(1) この基準に定めのない事項については、岐阜県道路設計要領この基準に定めのない事項については、岐阜県道路設計要領この基準に定めのない事項については、岐阜県道路設計要領この基準に定めのない事項については、岐阜県道路設計要領（岐阜県ホームペー（岐阜県ホームペー（岐阜県ホームペー（岐阜県ホームペー

ジ参照）に個別に道路ジ参照）に個別に道路ジ参照）に個別に道路ジ参照）に個別に道路構造物の基準構造物の基準構造物の基準構造物の基準が規定されているため、当該要領の基準を基が規定されているため、当該要領の基準を基が規定されているため、当該要領の基準を基が規定されているため、当該要領の基準を基

に道路管理者と協議する。に道路管理者と協議する。に道路管理者と協議する。に道路管理者と協議する。    

(2)(2)(2)(2) 擁壁やブロック塀などの構造物を民地側に設置するときは、自立構造で側溝に荷擁壁やブロック塀などの構造物を民地側に設置するときは、自立構造で側溝に荷擁壁やブロック塀などの構造物を民地側に設置するときは、自立構造で側溝に荷擁壁やブロック塀などの構造物を民地側に設置するときは、自立構造で側溝に荷

重をかけない構造とする。重をかけない構造とする。重をかけない構造とする。重をかけない構造とする。    

(3)(3)(3)(3) 排水管を側溝に接続する場合は、側溝の蓋受けの下から排水管を側溝に接続する場合は、側溝の蓋受けの下から排水管を側溝に接続する場合は、側溝の蓋受けの下から排水管を側溝に接続する場合は、側溝の蓋受けの下から 10cm10cm10cm10cm 以上の離隔を確保す以上の離隔を確保す以上の離隔を確保す以上の離隔を確保す

る。る。る。る。    

(4)(4)(4)(4) 叩きコンクリート（叩きコンクリート（叩きコンクリート（叩きコンクリート（別図別図別図別図「叩きコンクリート工」参照）「叩きコンクリート工」参照）「叩きコンクリート工」参照）「叩きコンクリート工」参照）を施工する場合は、を施工する場合は、を施工する場合は、を施工する場合は、10101010ｍｍｍｍ

あたりあたりあたりあたり 1111 箇所の目地を設ける。箇所の目地を設ける。箇所の目地を設ける。箇所の目地を設ける。    

(5)(5)(5)(5) 舗装復旧範囲に舗装復旧範囲に舗装復旧範囲に舗装復旧範囲に既設の路面標示（外側線、交差点標示等）がある場合は、既設の路面標示（外側線、交差点標示等）がある場合は、既設の路面標示（外側線、交差点標示等）がある場合は、既設の路面標示（外側線、交差点標示等）がある場合は、路面標路面標路面標路面標

示を復旧する。示を復旧する。示を復旧する。示を復旧する。    

(6)(6)(6)(6) 交差点を新設する場合は、交差点に交差点を新設する場合は、交差点に交差点を新設する場合は、交差点に交差点を新設する場合は、交差点に路面標示を施工する路面標示を施工する路面標示を施工する路面標示を施工する。。。。    

    

８８８８    車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口    

歩車道分離道路において歩車道分離道路において歩車道分離道路において歩車道分離道路において、、、、造成宅地等へ自動車が造成宅地等へ自動車が造成宅地等へ自動車が造成宅地等へ自動車が乗り入れることとなる場合は、車乗り入れることとなる場合は、車乗り入れることとなる場合は、車乗り入れることとなる場合は、車

両出入口は市の基準に適合したものに両出入口は市の基準に適合したものに両出入口は市の基準に適合したものに両出入口は市の基準に適合したものにしなければならない。しなければならない。しなければならない。しなければならない。    

(1)(1)(1)(1) 車両出入口設置箇所車両出入口設置箇所車両出入口設置箇所車両出入口設置箇所    

車両出入口は、次に掲げる箇所車両出入口は、次に掲げる箇所車両出入口は、次に掲げる箇所車両出入口は、次に掲げる箇所に設置してはならないに設置してはならないに設置してはならないに設置してはならない。。。。    

①①①①    横断歩道横断歩道横断歩道横断歩道（停止線がある場合は停止線）（停止線がある場合は停止線）（停止線がある場合は停止線）（停止線がある場合は停止線）またはまたはまたはまたは交差点から交差点から交差点から交差点から 5555 メートル以内の箇メートル以内の箇メートル以内の箇メートル以内の箇

所所所所    

②②②②    横断歩道橋横断歩道橋横断歩道橋横断歩道橋またはまたはまたはまたは地下横断歩道の昇降口から地下横断歩道の昇降口から地下横断歩道の昇降口から地下横断歩道の昇降口から 5555 メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所    
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③③③③    電車・バス停留所施設から前後電車・バス停留所施設から前後電車・バス停留所施設から前後電車・バス停留所施設から前後 10101010 メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所    

④④④④    踏切の前後の側端からそれぞれ踏切の前後の側端からそれぞれ踏切の前後の側端からそれぞれ踏切の前後の側端からそれぞれ 10101010 メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所    

⑤⑤⑤⑤    道路の横断勾配が道路の横断勾配が道路の横断勾配が道路の横断勾配が 10101010％以上である箇所％以上である箇所％以上である箇所％以上である箇所    

⑥⑥⑥⑥    交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設のある箇所（施設の交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設のある箇所（施設の交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設のある箇所（施設の交通信号機、道路照明柱、道路標識柱、防護柵などの施設のある箇所（施設の

管理者がその撤去管理者がその撤去管理者がその撤去管理者がその撤去またはまたはまたはまたは移設に同意した箇所は除く。）移設に同意した箇所は除く。）移設に同意した箇所は除く。）移設に同意した箇所は除く。）    

⑦⑦⑦⑦    自動車を保管する駐車場、空地等が民地側にない箇所自動車を保管する駐車場、空地等が民地側にない箇所自動車を保管する駐車場、空地等が民地側にない箇所自動車を保管する駐車場、空地等が民地側にない箇所    

⑧⑧⑧⑧    消防法その他の法令により禁止されている箇所消防法その他の法令により禁止されている箇所消防法その他の法令により禁止されている箇所消防法その他の法令により禁止されている箇所    

⑨⑨⑨⑨    トンネルの前後各トンネルの前後各トンネルの前後各トンネルの前後各 50505050 メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所メートル以内の箇所    

⑩⑩⑩⑩    その他道路管理者が支障ありと認めた箇所その他道路管理者が支障ありと認めた箇所その他道路管理者が支障ありと認めた箇所その他道路管理者が支障ありと認めた箇所    

(2)(2)(2)(2) 車両出入口の規格及び構造車両出入口の規格及び構造車両出入口の規格及び構造車両出入口の規格及び構造    

車車車車両出入口の規格及び構造は、両出入口の規格及び構造は、両出入口の規格及び構造は、両出入口の規格及び構造は、表表表表 1111「車両出入口の舗装等の規格」に定めるとこ「車両出入口の舗装等の規格」に定めるとこ「車両出入口の舗装等の規格」に定めるとこ「車両出入口の舗装等の規格」に定めるとこ

ろによる。設計については、別紙「岐阜県道路設計要領第ろによる。設計については、別紙「岐阜県道路設計要領第ろによる。設計については、別紙「岐阜県道路設計要領第ろによる。設計については、別紙「岐阜県道路設計要領第 9999 章第章第章第章第 2222 節節節節 2222．．．．2222．．．．3333 別図」別図」別図」別図」

のフラットの場合、マウントアップの場合を基準とする。のフラットの場合、マウントアップの場合を基準とする。のフラットの場合、マウントアップの場合を基準とする。のフラットの場合、マウントアップの場合を基準とする。    



    

----    9999    ----    

    

    

表－表－表－表－1111    車両出入口の舗装等の規格車両出入口の舗装等の規格車両出入口の舗装等の規格車両出入口の舗装等の規格    

区区区区 分分分分    AAAA    BBBB    CCCC    

乗 入乗 入乗 入乗 入 幅幅幅幅    4.24.24.24.2ｍ以下ｍ以下ｍ以下ｍ以下    7.87.87.87.8ｍ以下ｍ以下ｍ以下ｍ以下    12.012.012.012.0ｍ以下ｍ以下ｍ以下ｍ以下    

隅 切隅 切隅 切隅 切 りりりり    
RRRR１１１１        0.60.60.60.6ｍｍｍｍ        

RRRR２２２２        0.60.60.60.6ｍｍｍｍ        

コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    

舗舗舗舗 装装装装    

表層表層表層表層    
10cm10cm10cm10cm    

（（（（σσσσ28282828=210=210=210=210㎏㎏㎏㎏////㎠以上㎠以上㎠以上㎠以上））））    

15cm15cm15cm15cm    

（（（（σσσσ28282828=210=210=210=210㎏㎏㎏㎏////㎠以上㎠以上㎠以上㎠以上））））    

20cm20cm20cm20cm    

（（（（σσσσ28282828=210=210=210=210㎏㎏㎏㎏////㎠以上㎠以上㎠以上㎠以上））））    

路盤路盤路盤路盤    
10cm10cm10cm10cm    

（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30303030----0000））））    

15cm15cm15cm15cm    

（粒調砕（粒調砕（粒調砕（粒調砕40404040----0000））））    

20cm20cm20cm20cm    

（粒調砕（粒調砕（粒調砕（粒調砕40404040----0000））））    

アスファルトアスファルトアスファルトアスファルト    

舗舗舗舗 装装装装    

表層表層表層表層    
4cm4cm4cm4cm    

密粒度密粒度密粒度密粒度AS13mmAS13mmAS13mmAS13mmTOTOTOTOPPPP    

5cm5cm5cm5cm    

密粒度密粒度密粒度密粒度AS13mmAS13mmAS13mmAS13mmTOTOTOTOPPPP    

密粒度密粒度密粒度密粒度AS13mmAS13mmAS13mmAS13mmTOTOTOTOPPPP    5cm5cm5cm5cm    

粗粒度粗粒度粗粒度粗粒度AAAASSSS    5cm5cm5cm5cm    

路盤路盤路盤路盤    

15cm15cm15cm15cm    

（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ（ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30303030----0000））））    

（上層）（上層）（上層）（上層）10cm10cm10cm10cm    

粒調砕石粒調砕石粒調砕石粒調砕石30303030----0000    

（下層）（下層）（下層）（下層）10cm10cm10cm10cm    

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30303030----0000    

（上層）（上層）（上層）（上層）10cm10cm10cm10cm    

粒調砕石粒調砕石粒調砕石粒調砕石30303030----0000    

（下層）（下層）（下層）（下層）15cm15cm15cm15cm    

ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｸﾗｯｼｬｰﾗﾝｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ30303030----0000    

側側側側 溝溝溝溝    車 道車 道車 道車 道 用用用用    

側溝鋼製蓋側溝鋼製蓋側溝鋼製蓋側溝鋼製蓋    TTTT ---- 2222 5555    

①①①①    コンクリート舗装とアスファルト舗装は、既存道路の舗装状態に合わせて選択コンクリート舗装とアスファルト舗装は、既存道路の舗装状態に合わせて選択コンクリート舗装とアスファルト舗装は、既存道路の舗装状態に合わせて選択コンクリート舗装とアスファルト舗装は、既存道路の舗装状態に合わせて選択

する。する。する。する。    

②②②②    表－表－表－表－1111 のののの舗装構成は、路床の良好な場合を想定している舗装構成は、路床の良好な場合を想定している舗装構成は、路床の良好な場合を想定している舗装構成は、路床の良好な場合を想定しているので、植栽等を移設すので、植栽等を移設すので、植栽等を移設すので、植栽等を移設す

る場合や路床が不良の場合は、路床として山土にる場合や路床が不良の場合は、路床として山土にる場合や路床が不良の場合は、路床として山土にる場合や路床が不良の場合は、路床として山土に 50cm50cm50cm50cm 入れ替え入れ替え入れ替え入れ替え、、、、20cm20cm20cm20cm 毎に転毎に転毎に転毎に転

圧する。圧する。圧する。圧する。    

③③③③    タイプタイプタイプタイプ AAAA、、、、BBBB、、、、CCCC の区分は、「表の区分は、「表の区分は、「表の区分は、「表 2222」に示す」に示す」に示す」に示す土地の計画用途を基本とする。土地の計画用途を基本とする。土地の計画用途を基本とする。土地の計画用途を基本とする。    

④④④④    車両出入口を新設する箇所は、供用後のブロック等の破損等を防止するためガ車両出入口を新設する箇所は、供用後のブロック等の破損等を防止するためガ車両出入口を新設する箇所は、供用後のブロック等の破損等を防止するためガ車両出入口を新設する箇所は、供用後のブロック等の破損等を防止するためガ

ッター工（別図「ガッター工」参照）をやり直す。ッター工（別図「ガッター工」参照）をやり直す。ッター工（別図「ガッター工」参照）をやり直す。ッター工（別図「ガッター工」参照）をやり直す。    

⑤⑤⑤⑤    車両出入口の新設を計画している場所に、既設の排水施設（排水管及び水抜き車両出入口の新設を計画している場所に、既設の排水施設（排水管及び水抜き車両出入口の新設を計画している場所に、既設の排水施設（排水管及び水抜き車両出入口の新設を計画している場所に、既設の排水施設（排水管及び水抜き

ブロック）がある場ブロック）がある場ブロック）がある場ブロック）がある場合は、道路管理者の指示により適切な位置に移設する。そ合は、道路管理者の指示により適切な位置に移設する。そ合は、道路管理者の指示により適切な位置に移設する。そ合は、道路管理者の指示により適切な位置に移設する。そ

の際、ガッターの排水方向と水抜きブロックの際、ガッターの排水方向と水抜きブロックの際、ガッターの排水方向と水抜きブロックの際、ガッターの排水方向と水抜きブロックの位置の位置の位置の位置が合わないときは、水抜きが合わないときは、水抜きが合わないときは、水抜きが合わないときは、水抜き

ブロックに向けてガッター工をやり直す。ブロックに向けてガッター工をやり直す。ブロックに向けてガッター工をやり直す。ブロックに向けてガッター工をやり直す。    



    

----    10101010    ----    

    

    

表－表－表－表－2222    

区区区区 分分分分    AAAA    BBBB    CCCC    

計画計画計画計画用途用途用途用途    専用住宅専用住宅専用住宅専用住宅    

一般店舗一般店舗一般店舗一般店舗    

コンビニエンスストコンビニエンスストコンビニエンスストコンビニエンスストアアアア

大型店舗大型店舗大型店舗大型店舗    

ガソリンスタンガソリンスタンガソリンスタンガソリンスタンドドドド    

大規模商業施設大規模商業施設大規模商業施設大規模商業施設    

大規模工場大規模工場大規模工場大規模工場    等等等等    

利用車両利用車両利用車両利用車両    

の 車の 車の 車の 車 種種種種    

（最大）（最大）（最大）（最大）    

軽自動車軽自動車軽自動車軽自動車    

小型乗用車小型乗用車小型乗用車小型乗用車    

普通乗用車普通乗用車普通乗用車普通乗用車    

普通乗用車普通乗用車普通乗用車普通乗用車    

小型貨物車小型貨物車小型貨物車小型貨物車    

大型貨物車大型貨物車大型貨物車大型貨物車    

バスバスバスバス    

適適適適 用用用用    １１１１....    利用車両の車種は、利用車両の車種は、利用車両の車種は、利用車両の車種は、通常乗入れが想定されている車両の通常乗入れが想定されている車両の通常乗入れが想定されている車両の通常乗入れが想定されている車両の

最大のものを適用する。「通常乗入れが想定され最大のものを適用する。「通常乗入れが想定され最大のものを適用する。「通常乗入れが想定され最大のものを適用する。「通常乗入れが想定されている」ている」ている」ている」

とは、乗入れ先に当該車両が駐車するための区画等が明とは、乗入れ先に当該車両が駐車するための区画等が明とは、乗入れ先に当該車両が駐車するための区画等が明とは、乗入れ先に当該車両が駐車するための区画等が明

確に確に確に確に計画されていること計画されていること計画されていること計画されていることをいう。をいう。をいう。をいう。    

２２２２....    区分区分区分区分CCCCの基準を適用した場合は、の基準を適用した場合は、の基準を適用した場合は、の基準を適用した場合は、縦断用縦断用縦断用縦断用側溝側溝側溝側溝では通常の車では通常の車では通常の車では通常の車

両の乗入に耐えられないことが想定されるため、両の乗入に耐えられないことが想定されるため、両の乗入に耐えられないことが想定されるため、両の乗入に耐えられないことが想定されるため、車両出車両出車両出車両出

入口の幅に合わせて横断用側溝に入れ替える。入口の幅に合わせて横断用側溝に入れ替える。入口の幅に合わせて横断用側溝に入れ替える。入口の幅に合わせて横断用側溝に入れ替える。    

    

表表表表－－－－3333    車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準    

設計車両（道路構造令）設計車両（道路構造令）設計車両（道路構造令）設計車両（道路構造令）    区分（表区分（表区分（表区分（表----2222対応対応対応対応））））    幅幅幅幅 員員員員    長長長長 ささささ    

小型自動車小型自動車小型自動車小型自動車    軽自動車～軽自動車～軽自動車～軽自動車～    

普通乗用車普通乗用車普通乗用車普通乗用車    

1.71.71.71.7ｍｍｍｍ    4.74.74.74.7ｍｍｍｍ    

小型自動車等小型自動車等小型自動車等小型自動車等    2.02.02.02.0ｍｍｍｍ    6.06.06.06.0ｍｍｍｍ    

普通自動車普通自動車普通自動車普通自動車    小型貨物車小型貨物車小型貨物車小型貨物車    2.52.52.52.5ｍｍｍｍ    12.012.012.012.0ｍｍｍｍ    

セミトレーラセミトレーラセミトレーラセミトレーラー連結車ー連結車ー連結車ー連結車    大型貨物車・バス大型貨物車・バス大型貨物車・バス大型貨物車・バス    2.52.52.52.5ｍｍｍｍ    16.516.516.516.5ｍｍｍｍ    

車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準は道路構造令（表の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準は道路構造令（表の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準は道路構造令（表の幅を検討する際に使用する軌跡図の基準は道路構造令（表 3333）を基準）を基準）を基準）を基準

とするが、実際に使用する車両と寸法が一致しない場合は、使用する車両の寸法とするが、実際に使用する車両と寸法が一致しない場合は、使用する車両の寸法とするが、実際に使用する車両と寸法が一致しない場合は、使用する車両の寸法とするが、実際に使用する車両と寸法が一致しない場合は、使用する車両の寸法

とする。とする。とする。とする。    

(3)(3)(3)(3) 歩道の植栽歩道の植栽歩道の植栽歩道の植栽    

車両出入口となる歩道に植栽がある場合は、移設車両出入口となる歩道に植栽がある場合は、移設車両出入口となる歩道に植栽がある場合は、移設車両出入口となる歩道に植栽がある場合は、移設またはまたはまたはまたは撤去について、あらかじ撤去について、あらかじ撤去について、あらかじ撤去について、あらかじ

め管理者である都市施設課と協議すること。め管理者である都市施設課と協議すること。め管理者である都市施設課と協議すること。め管理者である都市施設課と協議すること。車両出入口を閉鎖する車両出入口を閉鎖する車両出入口を閉鎖する車両出入口を閉鎖するときで路線に植ときで路線に植ときで路線に植ときで路線に植

栽帯がある場合は、都市施設課と協議のうえ、閉鎖箇所に植栽を復旧すること。栽帯がある場合は、都市施設課と協議のうえ、閉鎖箇所に植栽を復旧すること。栽帯がある場合は、都市施設課と協議のうえ、閉鎖箇所に植栽を復旧すること。栽帯がある場合は、都市施設課と協議のうえ、閉鎖箇所に植栽を復旧すること。    

(4)(4)(4)(4) 車両出入口の拡幅協議基準車両出入口の拡幅協議基準車両出入口の拡幅協議基準車両出入口の拡幅協議基準    

土地の利用計画（建物・駐車場の配置）が明確にな土地の利用計画（建物・駐車場の配置）が明確にな土地の利用計画（建物・駐車場の配置）が明確にな土地の利用計画（建物・駐車場の配置）が明確になっている場合は、次のとおりっている場合は、次のとおりっている場合は、次のとおりっている場合は、次のとおり

協議することができる。協議することができる。協議することができる。協議することができる。    



    

----    11111111    ----    

    

①①①①    前面道路の有効幅員が前面道路の有効幅員が前面道路の有効幅員が前面道路の有効幅員が 4444 メートル未満である場合、または敷地と道路のメートル未満である場合、または敷地と道路のメートル未満である場合、または敷地と道路のメートル未満である場合、または敷地と道路の接続す接続す接続す接続す

る角度が直角でない等のる角度が直角でない等のる角度が直角でない等のる角度が直角でない等の特殊な場合、申請者は「②協議に必要な資料」を市特殊な場合、申請者は「②協議に必要な資料」を市特殊な場合、申請者は「②協議に必要な資料」を市特殊な場合、申請者は「②協議に必要な資料」を市（管（管（管（管

理課）理課）理課）理課）に提出して事前に協議する。に提出して事前に協議する。に提出して事前に協議する。に提出して事前に協議する。道路管理者が、その計画について、交通安道路管理者が、その計画について、交通安道路管理者が、その計画について、交通安道路管理者が、その計画について、交通安

全上の支障がなく、土地の特殊性からやむをえないと認めたときに、全上の支障がなく、土地の特殊性からやむをえないと認めたときに、全上の支障がなく、土地の特殊性からやむをえないと認めたときに、全上の支障がなく、土地の特殊性からやむをえないと認めたときに、表表表表----1111 のののの

区分に規定する乗入幅区分に規定する乗入幅区分に規定する乗入幅区分に規定する乗入幅について、次の（ア）、（イ）について、次の（ア）、（イ）について、次の（ア）、（イ）について、次の（ア）、（イ）の規定に従い緩和する。の規定に従い緩和する。の規定に従い緩和する。の規定に従い緩和する。    

((((アアアア)))) 専用住宅用途専用住宅用途専用住宅用途専用住宅用途    

○○○○    敷地内の駐車場の奥行が敷地内の駐車場の奥行が敷地内の駐車場の奥行が敷地内の駐車場の奥行が 6666 メートル未満で、車両を車道向きに駐車メートル未満で、車両を車道向きに駐車メートル未満で、車両を車道向きに駐車メートル未満で、車両を車道向きに駐車

する計画である場合は、表する計画である場合は、表する計画である場合は、表する計画である場合は、表----3333 の区分の区分の区分の区分に応じ、所有する車両の幅員のに応じ、所有する車両の幅員のに応じ、所有する車両の幅員のに応じ、所有する車両の幅員の

合計分の寸法を合計分の寸法を合計分の寸法を合計分の寸法を 60cm60cm60cm60cm 単位で拡幅を検討することができるが、その限単位で拡幅を検討することができるが、その限単位で拡幅を検討することができるが、その限単位で拡幅を検討することができるが、その限

度は度は度は度は 7.27.27.27.2 メートル（専用住宅限度幅）とする。メートル（専用住宅限度幅）とする。メートル（専用住宅限度幅）とする。メートル（専用住宅限度幅）とする。    

○○○○    所有する車両の幅員の合計が専用住宅限度幅所有する車両の幅員の合計が専用住宅限度幅所有する車両の幅員の合計が専用住宅限度幅所有する車両の幅員の合計が専用住宅限度幅（（（（7.27.27.27.2 メートル）メートル）メートル）メートル）を超を超を超を超

える場合は、える場合は、える場合は、える場合は、歩行者の安全を優先するため、歩行者の安全を優先するため、歩行者の安全を優先するため、歩行者の安全を優先するため、それ以上の拡幅は認めそれ以上の拡幅は認めそれ以上の拡幅は認めそれ以上の拡幅は認め

ない。この場合、ない。この場合、ない。この場合、ない。この場合、駐車場内で旋回する敷地を確保する等、駐車場内で旋回する敷地を確保する等、駐車場内で旋回する敷地を確保する等、駐車場内で旋回する敷地を確保する等、7.27.27.27.2 メーメーメーメー

トルトルトルトルの範囲で出入りできるようの範囲で出入りできるようの範囲で出入りできるようの範囲で出入りできるよう土地利用土地利用土地利用土地利用計画計画計画計画の見直しを検討する。の見直しを検討する。の見直しを検討する。の見直しを検討する。    

○○○○    「「「「隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔」の規定により、専用隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔」の規定により、専用隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔」の規定により、専用隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔」の規定により、専用

住宅限度幅住宅限度幅住宅限度幅住宅限度幅（（（（7.27.27.27.2 メートル）まで緩和メートル）まで緩和メートル）まで緩和メートル）まで緩和できない場合がある。できない場合がある。できない場合がある。できない場合がある。    

○○○○    車庫を設置車庫を設置車庫を設置車庫を設置する場合は、車庫の幅を基準する場合は、車庫の幅を基準する場合は、車庫の幅を基準する場合は、車庫の幅を基準にするのではなく、駐車すにするのではなく、駐車すにするのではなく、駐車すにするのではなく、駐車す

る車両の台数によりる車両の台数によりる車両の台数によりる車両の台数により判断する。判断する。判断する。判断する。    

((((イイイイ)))) 営業用途の場合は、個別協議とするが、営業用途の場合は、個別協議とするが、営業用途の場合は、個別協議とするが、営業用途の場合は、個別協議とするが、店舗兼住宅の場合は、店舗兼住宅の場合は、店舗兼住宅の場合は、店舗兼住宅の場合は、（ア）（ア）（ア）（ア）専用専用専用専用

住宅用途住宅用途住宅用途住宅用途の基準を適用の基準を適用の基準を適用の基準を適用する。する。する。する。    

②②②②    協議に必要な資料協議に必要な資料協議に必要な資料協議に必要な資料    

((((アアアア)))) 駐車する車両の車体寸法に関する資料駐車する車両の車体寸法に関する資料駐車する車両の車体寸法に関する資料駐車する車両の車体寸法に関する資料    

((((イイイイ)))) 車両の長さ、幅、最小回転半径の車両の長さ、幅、最小回転半径の車両の長さ、幅、最小回転半径の車両の長さ、幅、最小回転半径の 90909090°乗り入れでの軌跡図°乗り入れでの軌跡図°乗り入れでの軌跡図°乗り入れでの軌跡図    

((((ウウウウ)))) 予定建築物及び駐車場の位置・寸法を示した土地利用計画図予定建築物及び駐車場の位置・寸法を示した土地利用計画図予定建築物及び駐車場の位置・寸法を示した土地利用計画図予定建築物及び駐車場の位置・寸法を示した土地利用計画図（土地利用（土地利用（土地利用（土地利用

計画がない場合は協議対象外）計画がない場合は協議対象外）計画がない場合は協議対象外）計画がない場合は協議対象外）    

(5)(5)(5)(5) 車両出入口の数車両出入口の数車両出入口の数車両出入口の数    

①①①①    車両出入口は、原則として車両出入口は、原則として車両出入口は、原則として車両出入口は、原則として 1111 施設または場所につき施設または場所につき施設または場所につき施設または場所につき 1111 箇所とする。箇所とする。箇所とする。箇所とする。    

②②②②    ガソリンスタンガソリンスタンガソリンスタンガソリンスタンド、駐車場、コンビニエンスストア等自動車のド、駐車場、コンビニエンスストア等自動車のド、駐車場、コンビニエンスストア等自動車のド、駐車場、コンビニエンスストア等自動車の出入が多い施設出入が多い施設出入が多い施設出入が多い施設

でででで、車両出入口を複数設けることで、車道及び歩道等の通行の安全かつ円滑化、車両出入口を複数設けることで、車道及び歩道等の通行の安全かつ円滑化、車両出入口を複数設けることで、車道及び歩道等の通行の安全かつ円滑化、車両出入口を複数設けることで、車道及び歩道等の通行の安全かつ円滑化

にににに資すると道路管理者が認めた資すると道路管理者が認めた資すると道路管理者が認めた資すると道路管理者が認めた場合であって、かつ車両出入口を設けようとす場合であって、かつ車両出入口を設けようとす場合であって、かつ車両出入口を設けようとす場合であって、かつ車両出入口を設けようとす

る区画の形状が、「表る区画の形状が、「表る区画の形状が、「表る区画の形状が、「表－－－－4444」に定める市管理道路に接する部分の延長を有する場」に定める市管理道路に接する部分の延長を有する場」に定める市管理道路に接する部分の延長を有する場」に定める市管理道路に接する部分の延長を有する場

合においては複数の車両出入口を認めることができる。合においては複数の車両出入口を認めることができる。合においては複数の車両出入口を認めることができる。合においては複数の車両出入口を認めることができる。    
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表－表－表－表－4444    車両出入口の数車両出入口の数車両出入口の数車両出入口の数    

区区区区 分分分分    AAAA    BBBB    CCCC    

乗入幅員乗入幅員乗入幅員乗入幅員    4.24.24.24.2ｍ以下ｍ以下ｍ以下ｍ以下    7.87.87.87.8ｍ以下ｍ以下ｍ以下ｍ以下    12.012.012.012.0ｍ以下ｍ以下ｍ以下ｍ以下    

２ 箇２ 箇２ 箇２ 箇 所所所所    延長≧延長≧延長≧延長≧25252525ｍｍｍｍ    延長≧延長≧延長≧延長≧30303030ｍｍｍｍ    延長≧延長≧延長≧延長≧35353535ｍｍｍｍ    

３ 箇３ 箇３ 箇３ 箇 所所所所    延長≧延長≧延長≧延長≧50505050ｍｍｍｍ        

備備備備 考考考考    １１１１....    区分区分区分区分AAAAの車両出入口を複数設けるときは、の車両出入口を複数設けるときは、の車両出入口を複数設けるときは、の車両出入口を複数設けるときは、店舗店舗店舗店舗等事等事等事等事業用業用業用業用

の土地利用計画の土地利用計画の土地利用計画の土地利用計画の場合に限る。の場合に限る。の場合に限る。の場合に限る。    

２２２２....    表中「延長」は、市管理道路に接する部分の延長を示表中「延長」は、市管理道路に接する部分の延長を示表中「延長」は、市管理道路に接する部分の延長を示表中「延長」は、市管理道路に接する部分の延長を示

し、原則としてし、原則としてし、原則としてし、原則として交差点までの交差点までの交差点までの交差点までの官民境界の長さとする官民境界の長さとする官民境界の長さとする官民境界の長さとする（角（角（角（角

地の場合、交差点の延長を合計しない）地の場合、交差点の延長を合計しない）地の場合、交差点の延長を合計しない）地の場合、交差点の延長を合計しない）。。。。    

３３３３....    以下については、個別にその適否について判断する。以下については、個別にその適否について判断する。以下については、個別にその適否について判断する。以下については、個別にその適否について判断する。    

①①①①    区分区分区分区分CCCCの車両出入口をの車両出入口をの車両出入口をの車両出入口を3333箇所設けようとする場合箇所設けようとする場合箇所設けようとする場合箇所設けようとする場合    

②②②②    車両出入口を車両出入口を車両出入口を車両出入口を4444箇所以上設けようとする大規模な箇所以上設けようとする大規模な箇所以上設けようとする大規模な箇所以上設けようとする大規模な

開発行為開発行為開発行為開発行為    

③③③③    定常的に乗り入れる車両が車両制限令に定める規定常的に乗り入れる車両が車両制限令に定める規定常的に乗り入れる車両が車両制限令に定める規定常的に乗り入れる車両が車両制限令に定める規

格を越える特殊車両である場合格を越える特殊車両である場合格を越える特殊車両である場合格を越える特殊車両である場合    

(6)(6)(6)(6) 側溝等の設置側溝等の設置側溝等の設置側溝等の設置    

①①①①    車両出入口に車両出入口に車両出入口に車両出入口に蓋のない蓋のない蓋のない蓋のない側溝がある場合は、側溝側溝がある場合は、側溝側溝がある場合は、側溝側溝がある場合は、側溝またはまたはまたはまたは蓋を設置する。蓋を設置する。蓋を設置する。蓋を設置する。    

②②②②    車両出入口に普通河川がある場合は、占車両出入口に普通河川がある場合は、占車両出入口に普通河川がある場合は、占車両出入口に普通河川がある場合は、占用許可を受け占用橋を設置する。用許可を受け占用橋を設置する。用許可を受け占用橋を設置する。用許可を受け占用橋を設置する。このこのこのこの

場合、車両出入口の位置は占用許可基準に適合すること。場合、車両出入口の位置は占用許可基準に適合すること。場合、車両出入口の位置は占用許可基準に適合すること。場合、車両出入口の位置は占用許可基準に適合すること。    

③③③③    車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口の側溝蓋が歩道用の場合、もしくはの側溝蓋が歩道用の場合、もしくはの側溝蓋が歩道用の場合、もしくはの側溝蓋が歩道用の場合、もしくは経年経年経年経年劣化等により強度が想定す劣化等により強度が想定す劣化等により強度が想定す劣化等により強度が想定す

る自動車の乗り入れに耐えられないと道路管理者が判断した場合は、車道用のる自動車の乗り入れに耐えられないと道路管理者が判断した場合は、車道用のる自動車の乗り入れに耐えられないと道路管理者が判断した場合は、車道用のる自動車の乗り入れに耐えられないと道路管理者が判断した場合は、車道用の

側溝に入れ替えること。ただし、側溝に入れ替えること。ただし、側溝に入れ替えること。ただし、側溝に入れ替えること。ただし、構造上問題がな構造上問題がな構造上問題がな構造上問題がない側溝でい側溝でい側溝でい側溝で、、、、車道用の側溝蓋に車道用の側溝蓋に車道用の側溝蓋に車道用の側溝蓋に

対応した側溝である場合は蓋の入替えでよい。対応した側溝である場合は蓋の入替えでよい。対応した側溝である場合は蓋の入替えでよい。対応した側溝である場合は蓋の入替えでよい。    

④④④④    車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口の側溝が現場打ち側溝である場合は、側溝のあごを改良の側溝が現場打ち側溝である場合は、側溝のあごを改良の側溝が現場打ち側溝である場合は、側溝のあごを改良の側溝が現場打ち側溝である場合は、側溝のあごを改良（（（（別図別図別図別図「側「側「側「側

溝蓋交換工」参照）溝蓋交換工」参照）溝蓋交換工」参照）溝蓋交換工」参照）する。する。する。する。なお、適合すなお、適合すなお、適合すなお、適合する寸法の製品があり、入れ替えができる寸法の製品があり、入れ替えができる寸法の製品があり、入れ替えができる寸法の製品があり、入れ替えができ

る場合は、側溝入れ替えを可とする場合は、側溝入れ替えを可とする場合は、側溝入れ替えを可とする場合は、側溝入れ替えを可とするるるる。。。。    

(7)(7)(7)(7) 乗入角度乗入角度乗入角度乗入角度    

道路外の施設若しくは場所に車両が出入するときに、歩道利用者（道路外の施設若しくは場所に車両が出入するときに、歩道利用者（道路外の施設若しくは場所に車両が出入するときに、歩道利用者（道路外の施設若しくは場所に車両が出入するときに、歩道利用者（歩行者又は歩行者又は歩行者又は歩行者又は

自転車等自転車等自転車等自転車等））））の正常な交通を確保するため、の正常な交通を確保するため、の正常な交通を確保するため、の正常な交通を確保するため、乗入角度は乗入角度は乗入角度は乗入角度は 90909090°°°°とする。とする。とする。とする。    

(8)(8)(8)(8) 隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔隣接する車両出入口及び隣地境界との間隔    

①①①①    車両出入口を複数設置しようとする場合、その間隔（隅切を設ける場合にあっ車両出入口を複数設置しようとする場合、その間隔（隅切を設ける場合にあっ車両出入口を複数設置しようとする場合、その間隔（隅切を設ける場合にあっ車両出入口を複数設置しようとする場合、その間隔（隅切を設ける場合にあっ



    

----    13131313    ----    

    

ては、隅切の間）は、原則ては、隅切の間）は、原則ては、隅切の間）は、原則ては、隅切の間）は、原則 5555 メートル以上離すものとする。また、隣接する他メートル以上離すものとする。また、隣接する他メートル以上離すものとする。また、隣接する他メートル以上離すものとする。また、隣接する他

の車両出入口との間隔についても同様とすの車両出入口との間隔についても同様とすの車両出入口との間隔についても同様とすの車両出入口との間隔についても同様とする。ただし、る。ただし、る。ただし、る。ただし、申請者以外の申請等に申請者以外の申請等に申請者以外の申請等に申請者以外の申請等に

より設けられた別の区画の車両出入口であって、やむを得ない理由によりより設けられた別の区画の車両出入口であって、やむを得ない理由によりより設けられた別の区画の車両出入口であって、やむを得ない理由によりより設けられた別の区画の車両出入口であって、やむを得ない理由により 5555 メメメメ

ートル以上離すことができないときで、区画のートル以上離すことができないときで、区画のートル以上離すことができないときで、区画のートル以上離すことができないときで、区画の構造が明確に区分され、安全上構造が明確に区分され、安全上構造が明確に区分され、安全上構造が明確に区分され、安全上

支障がないと道路管理者が認めた場合は支障がないと道路管理者が認めた場合は支障がないと道路管理者が認めた場合は支障がないと道路管理者が認めた場合は、、、、協議のうえ、その間隔を協議のうえ、その間隔を協議のうえ、その間隔を協議のうえ、その間隔を 60cm60cm60cm60cm 単位単位単位単位

で緩和することができる。で緩和することができる。で緩和することができる。で緩和することができる。    

②②②②    隣接土地との境界からは、原則隣接土地との境界からは、原則隣接土地との境界からは、原則隣接土地との境界からは、原則 3333 メートル以上の間隔をメートル以上の間隔をメートル以上の間隔をメートル以上の間隔を確保する。ただし、土確保する。ただし、土確保する。ただし、土確保する。ただし、土

地の間口が狭いなどの理由により地の間口が狭いなどの理由により地の間口が狭いなどの理由により地の間口が狭いなどの理由により 3333 メートル以上の間隔メートル以上の間隔メートル以上の間隔メートル以上の間隔を確保を確保を確保を確保できないと道できないと道できないと道できないと道

路管理者が認めた場合は、その間隔は最小で境界から路管理者が認めた場合は、その間隔は最小で境界から路管理者が認めた場合は、その間隔は最小で境界から路管理者が認めた場合は、その間隔は最小で境界から 90cm90cm90cm90cm の間隔とすることの間隔とすることの間隔とすることの間隔とすること

ができる。ができる。ができる。ができる。    

(9)(9)(9)(9) 既設の既設の既設の既設の車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口の取扱いの取扱いの取扱いの取扱い    

既設の既設の既設の既設の車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口がある場合で、新たな土地利用計画の接道間口が従前の間口よがある場合で、新たな土地利用計画の接道間口が従前の間口よがある場合で、新たな土地利用計画の接道間口が従前の間口よがある場合で、新たな土地利用計画の接道間口が従前の間口よ

り狭い場合は、新たな接道間口に合わせて道路のり狭い場合は、新たな接道間口に合わせて道路のり狭い場合は、新たな接道間口に合わせて道路のり狭い場合は、新たな接道間口に合わせて道路の車両出入口の車両出入口の車両出入口の車両出入口の幅を狭くす幅を狭くす幅を狭くす幅を狭くする。また、る。また、る。また、る。また、

新た新た新た新たな土地利用計画でな土地利用計画でな土地利用計画でな土地利用計画で車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口として使用しない位置に既設のとして使用しない位置に既設のとして使用しない位置に既設のとして使用しない位置に既設の車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口が存が存が存が存

在する場合は、原形の歩道在する場合は、原形の歩道在する場合は、原形の歩道在する場合は、原形の歩道及び植栽及び植栽及び植栽及び植栽に復旧する。に復旧する。に復旧する。に復旧する。    

    

９９９９    標準構造図標準構造図標準構造図標準構造図    

本基準に適用する道路構造物については、次の構造図を標準とする。本基準に適用する道路構造物については、次の構造図を標準とする。本基準に適用する道路構造物については、次の構造図を標準とする。本基準に適用する道路構造物については、次の構造図を標準とする。なお、なお、なお、なお、適当な適当な適当な適当な

構造図がない場合は、岐阜県ホームページに掲載されている岐阜県道路設計要領構造図がない場合は、岐阜県ホームページに掲載されている岐阜県道路設計要領構造図がない場合は、岐阜県ホームページに掲載されている岐阜県道路設計要領構造図がない場合は、岐阜県ホームページに掲載されている岐阜県道路設計要領の構の構の構の構

造図を基準に市と協議する。造図を基準に市と協議する。造図を基準に市と協議する。造図を基準に市と協議する。    

(1)(1)(1)(1) 側溝工（側溝工（側溝工（側溝工（PU3PU3PU3PU3 型）型）型）型）    

(2)(2)(2)(2) 可変勾配側溝工可変勾配側溝工可変勾配側溝工可変勾配側溝工    

(3)(3)(3)(3) 可変横断側溝工可変横断側溝工可変横断側溝工可変横断側溝工    

(4)(4)(4)(4) 可変勾配側溝工（片土圧）可変勾配側溝工（片土圧）可変勾配側溝工（片土圧）可変勾配側溝工（片土圧）    

(5)(5)(5)(5) 横断暗渠工横断暗渠工横断暗渠工横断暗渠工    

(6)(6)(6)(6) 電柱迂回工電柱迂回工電柱迂回工電柱迂回工    

(7)(7)(7)(7) 集水桝工集水桝工集水桝工集水桝工    

(8)(8)(8)(8) 標準横断面図標準横断面図標準横断面図標準横断面図    

(9)(9)(9)(9) 防塵処理工防塵処理工防塵処理工防塵処理工    

(10)(10)(10)(10) ボックスカルバート工ボックスカルバート工ボックスカルバート工ボックスカルバート工    

(11)(11)(11)(11) 側溝蓋交換工側溝蓋交換工側溝蓋交換工側溝蓋交換工    

(12)(12)(12)(12) 側溝隅切部構造図側溝隅切部構造図側溝隅切部構造図側溝隅切部構造図    

(13)(13)(13)(13) 側溝工（現場打ち）側溝工（現場打ち）側溝工（現場打ち）側溝工（現場打ち）    
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(14)(14)(14)(14) 叩きコンクリート工叩きコンクリート工叩きコンクリート工叩きコンクリート工    

(15)(15)(15)(15) 地覆工地覆工地覆工地覆工    

(16)(16)(16)(16) ガッター工（マウントアップ）ガッター工（マウントアップ）ガッター工（マウントアップ）ガッター工（マウントアップ）    

(17)(17)(17)(17) ガッター工（フラット）ガッター工（フラット）ガッター工（フラット）ガッター工（フラット）    

    

１０１０１０１０    別紙様式別紙様式別紙様式別紙様式    

(1)(1)(1)(1) 市道の路面排水受入承諾書市道の路面排水受入承諾書市道の路面排水受入承諾書市道の路面排水受入承諾書（様式（様式（様式（様式 1111））））    

    

１１１１１１１１    その他関係する条例等その他関係する条例等その他関係する条例等その他関係する条例等    

(1)(1)(1)(1) 大垣市道路の構造の技術的基準を定める条例大垣市道路の構造の技術的基準を定める条例大垣市道路の構造の技術的基準を定める条例大垣市道路の構造の技術的基準を定める条例    

市道を新設し、市道を新設し、市道を新設し、市道を新設し、またはまたはまたはまたは改築する場合における道路の構造の技術的基準改築する場合における道路の構造の技術的基準改築する場合における道路の構造の技術的基準改築する場合における道路の構造の技術的基準    

(2)(2)(2)(2) 大垣市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例大垣市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例大垣市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例大垣市移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例    

高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律((((平成平成平成平成 18181818 年法律第年法律第年法律第年法律第 91919191 号号号号))))

第第第第 10101010 条第条第条第条第 1111 項の規定に基づき、市道における移動等円滑化のために必要な道路の項の規定に基づき、市道における移動等円滑化のために必要な道路の項の規定に基づき、市道における移動等円滑化のために必要な道路の項の規定に基づき、市道における移動等円滑化のために必要な道路の

構造に関する基構造に関する基構造に関する基構造に関する基準準準準    

(3)(3)(3)(3) 大垣市道路掘削復旧要領大垣市道路掘削復旧要領大垣市道路掘削復旧要領大垣市道路掘削復旧要領    

道路掘削工事の施工にあたり、道路機能を掘削前と同等以上にすることを目的と道路掘削工事の施工にあたり、道路機能を掘削前と同等以上にすることを目的と道路掘削工事の施工にあたり、道路機能を掘削前と同等以上にすることを目的と道路掘削工事の施工にあたり、道路機能を掘削前と同等以上にすることを目的と

した復旧要領した復旧要領した復旧要領した復旧要領    

(4)(4)(4)(4) ソフトピアジャパンソフトピアジャパンソフトピアジャパンソフトピアジャパン環境形成マニュアル環境形成マニュアル環境形成マニュアル環境形成マニュアル    

加賀野四丁目地内のソフトピアジャパンセンタービルを中心とし加賀野四丁目地内のソフトピアジャパンセンタービルを中心とし加賀野四丁目地内のソフトピアジャパンセンタービルを中心とし加賀野四丁目地内のソフトピアジャパンセンタービルを中心としたたたたエリアは、エリアは、エリアは、エリアは、ソソソソ

フトピアジャパンフトピアジャパンフトピアジャパンフトピアジャパン環境形成地区とされている環境形成地区とされている環境形成地区とされている環境形成地区とされている。。。。環境形成に関しては「ソフトピアジ環境形成に関しては「ソフトピアジ環境形成に関しては「ソフトピアジ環境形成に関しては「ソフトピアジ

ャパン建築協定委員会（事務局：岐阜県）」により具体的な運営がされているャパン建築協定委員会（事務局：岐阜県）」により具体的な運営がされているャパン建築協定委員会（事務局：岐阜県）」により具体的な運営がされているャパン建築協定委員会（事務局：岐阜県）」により具体的な運営がされている。。。。    

    

１２１２１２１２    問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先問い合わせ先    

(1)(1)(1)(1) 承認工事の申請手続全般に関すること承認工事の申請手続全般に関すること承認工事の申請手続全般に関すること承認工事の申請手続全般に関すること    

建設部建設部建設部建設部    管理課管理課管理課管理課    電話：電話：電話：電話：0584058405840584----47474747----8526852685268526    ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：0584058405840584----81818181----3302330233023302    

(2)(2)(2)(2) 承認工承認工承認工承認工事に関する道路構造物の設計に関すること事に関する道路構造物の設計に関すること事に関する道路構造物の設計に関すること事に関する道路構造物の設計に関すること    

建設部建設部建設部建設部    道路課道路課道路課道路課    電話：電話：電話：電話：0584058405840584----47474747----8634863486348634    ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：ＦＡＸ：0584058405840584----81818181----3302330233023302    

    

１３１３１３１３    改正改正改正改正についてについてについてについて    

この基準の内容を改正しようとするときは、この基準の内容を改正しようとするときは、この基準の内容を改正しようとするときは、この基準の内容を改正しようとするときは、市は、市は、市は、市は、10101010 月月月月 1111 日までに日までに日までに日までに承認工事審承認工事審承認工事審承認工事審

査基準案及び査基準案及び査基準案及び査基準案及び新旧対照表により改正内容を新旧対照表により改正内容を新旧対照表により改正内容を新旧対照表により改正内容をインターネットインターネットインターネットインターネットまたはまたはまたはまたは管理課窓口管理課窓口管理課窓口管理課窓口でででで公公公公

開開開開し、し、し、し、3333 月月月月 31313131 日まで周知期間を設け日まで周知期間を設け日まで周知期間を設け日まで周知期間を設け、、、、4444 月月月月 1111 日の申請書受付分から適用する。なお、日の申請書受付分から適用する。なお、日の申請書受付分から適用する。なお、日の申請書受付分から適用する。なお、
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申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期間中であっても改申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期間中であっても改申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期間中であっても改申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期間中であっても改

正内容を適用することができる。正内容を適用することができる。正内容を適用することができる。正内容を適用することができる。    

    

１４１４１４１４    改正履歴改正履歴改正履歴改正履歴    

(1)(1)(1)(1) 2019201920192019 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日    

� 「「「「8888 車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口    表表表表----1111 隅切り」隅切り」隅切り」隅切り」R1R1R1R1 の項及びの項及びの項及びの項及び R2R2R2R2 の項に「の項に「の項に「の項に「0.60.60.60.6ｍ」を加える。ｍ」を加える。ｍ」を加える。ｍ」を加える。    

� 「「「「8888 車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口    表表表表----1111 側溝鋼製蓋」側溝鋼製蓋」側溝鋼製蓋」側溝鋼製蓋」AAAA の項「の項「の項「の項「TTTT----20202020」を「」を「」を「」を「TTTT----25252525」に改める。」に改める。」に改める。」に改める。    

� 「「「「8888 車両出入口車両出入口車両出入口車両出入口    表表表表----2222」に次の一文を加える。」に次の一文を加える。」に次の一文を加える。」に次の一文を加える。    

2. 2. 2. 2. 区分区分区分区分 CCCC の基準を適用した場合は、縦断用側溝では通常の車両の乗入に耐えの基準を適用した場合は、縦断用側溝では通常の車両の乗入に耐えの基準を適用した場合は、縦断用側溝では通常の車両の乗入に耐えの基準を適用した場合は、縦断用側溝では通常の車両の乗入に耐え

られないことが想定されるため、車両出入口の幅に合わせて横断用側溝に入れられないことが想定されるため、車両出入口の幅に合わせて横断用側溝に入れられないことが想定されるため、車両出入口の幅に合わせて横断用側溝に入れられないことが想定されるため、車両出入口の幅に合わせて横断用側溝に入れ

替える。なお、横断用側溝を設計する際の基礎構造は、別図「横断暗渠工」に替える。なお、横断用側溝を設計する際の基礎構造は、別図「横断暗渠工」に替える。なお、横断用側溝を設計する際の基礎構造は、別図「横断暗渠工」に替える。なお、横断用側溝を設計する際の基礎構造は、別図「横断暗渠工」に

準じる。準じる。準じる。準じる。    

� 「「「「10101010    別紙様式」に市道の路面排水受入承諾書を加える。別紙様式」に市道の路面排水受入承諾書を加える。別紙様式」に市道の路面排水受入承諾書を加える。別紙様式」に市道の路面排水受入承諾書を加える。    

� 「「「「13131313 改正について」改正について」改正について」改正について」に次の一文を加える。に次の一文を加える。に次の一文を加える。に次の一文を加える。    

この基この基この基この基準の内容を改正しようとするときは、市は、準の内容を改正しようとするときは、市は、準の内容を改正しようとするときは、市は、準の内容を改正しようとするときは、市は、10101010 月月月月 1111 日までに承認工事日までに承認工事日までに承認工事日までに承認工事

審査基準案及び新旧対照表により改正内容をインターネット審査基準案及び新旧対照表により改正内容をインターネット審査基準案及び新旧対照表により改正内容をインターネット審査基準案及び新旧対照表により改正内容をインターネットまたはまたはまたはまたは管理課窓管理課窓管理課窓管理課窓

口で公開し、口で公開し、口で公開し、口で公開し、3333 月月月月 31313131 日まで周知期間を設け、日まで周知期間を設け、日まで周知期間を設け、日まで周知期間を設け、4444 月月月月 1111 日の申請書受付分から適用日の申請書受付分から適用日の申請書受付分から適用日の申請書受付分から適用

する。なお、申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期する。なお、申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期する。なお、申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期する。なお、申請者が周知期間中に改正内容の適用に合意した場合は、周知期

間中であっても改正内容を適用することができる。間中であっても改正内容を適用することができる。間中であっても改正内容を適用することができる。間中であっても改正内容を適用することができる。    

    

１５１５１５１５    関係する基準関係する基準関係する基準関係する基準についてについてについてについて    

本基準の施行により、本基準の施行により、本基準の施行により、本基準の施行により、平成平成平成平成 31313131 年年年年 4444 月月月月 1111 日日日日申請分申請分申請分申請分からからからから「「「「開発協議及び自費工事に開発協議及び自費工事に開発協議及び自費工事に開発協議及び自費工事に

おける特記事項おける特記事項おける特記事項おける特記事項」」」」及び及び及び及び「「「「開発協議及び自費工事の審査チェックリスト開発協議及び自費工事の審査チェックリスト開発協議及び自費工事の審査チェックリスト開発協議及び自費工事の審査チェックリスト」」」」は廃止する。は廃止する。は廃止する。は廃止する。    



    

----    16161616    ----    

    

様式１様式１様式１様式１    

    

    

市市市市道の路面道の路面道の路面道の路面排水受入承諾書排水受入承諾書排水受入承諾書排水受入承諾書    

    

    

大垣市長大垣市長大垣市長大垣市長    様様様様    

    

    

本件道路承認工事に関し、土地の私所有・私管理の排水設備本件道路承認工事に関し、土地の私所有・私管理の排水設備本件道路承認工事に関し、土地の私所有・私管理の排水設備本件道路承認工事に関し、土地の私所有・私管理の排水設備をををを申請図書のとおり申請図書のとおり申請図書のとおり申請図書のとおり

設置設置設置設置します。ついては、市道のします。ついては、市道のします。ついては、市道のします。ついては、市道の排水処理について排水処理について排水処理について排水処理についてはははは、、、、次次次次の事項をの事項をの事項をの事項を承諾します。承諾します。承諾します。承諾します。    

    

１１１１....    私管理の排水設備に私管理の排水設備に私管理の排水設備に私管理の排水設備に市道市道市道市道の路面排水を受け入れの路面排水を受け入れの路面排水を受け入れの路面排水を受け入れ、排水先に排出すること。、排水先に排出すること。、排水先に排出すること。、排水先に排出すること。    

２２２２....    私管理の排水設備を、自ら適切に維持管理すること。私管理の排水設備を、自ら適切に維持管理すること。私管理の排水設備を、自ら適切に維持管理すること。私管理の排水設備を、自ら適切に維持管理すること。    

    

申請場所申請場所申請場所申請場所    大垣市大垣市大垣市大垣市                                                                                            

    

    

    

    

        年年年年        月月月月        日日日日    

    

（同意者）（同意者）（同意者）（同意者）    住住住住    所所所所                                                                                    

    

氏氏氏氏    名名名名                                                                            印印印印    

（同意者が自署してください。）（同意者が自署してください。）（同意者が自署してください。）（同意者が自署してください。）    


