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｢開発事業に関する技術的指導基準｣新旧対照表 改  正 現  行 第１ 目的   開発事業については，都市計画法，宅地造成等規制法，森林法などにより各種の技術的基準が定められているが，これらの法律は立法目的からしておのずから技術的基準に限界があり，必ずしも開発事業の指導に当たって必要な全般的な基準が定められたものではない。   このため，開発事業の審査及び指導に当たっては，災害及び公害の防止，自然環境の保全など開発事業全般を通じて必要な事項を網羅した全県に共通する指導基準を作成する必要があり，ここに統一した技術的指導基準を定め，原則としてこれにより開発事業の審査及び指導に当たるものである。但し，この基準は，国又は地方公共団体が行う施設整備において，該当施設における技術基準を有する場合には適用しない。   なお，市町が別に定めた指導要綱などの基準を有する場合は，その地域の実情を考慮して適切な取り扱いを行うこととする。 
第１ 目的   開発事業については，都市計画法，宅地造成等規制法，森林法などにより各種の技術的基準が定められているが，これらの法律は立法目的からしておのずから技術的基準に限界があり，必ずしも開発事業の指導に当たって必要な全般的な基準が定められたものではない。   このため，開発事業の審査及び指導に当たっては，災害及び公害の防止，自然環境の保全など開発事業全般を通じて必要な事項を網羅した全県に共通する指導基準を作成する必要があり，ここに統一した技術的指導基準を定め，原則としてこれにより開発事業の審査及び指導に当たるものである。但し，この基準は，国又は地方公共団体が行う施設整備において，該当施設における技術基準を有する場合には適用しない。   なお，市町が別に定めた指導要綱などの基準を有する場合は，その地域の実情を考慮して適切な取り扱いを行うこととする。 第２ 一般的基準 １ 基本的事項  (１) 主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外の開発行為にあっては，開発行為にあっては，開発行為にあっては，開発行為にあっては，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が，次に掲げる事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され，かつ，開発区域内の主要な道路が，，，，開発区域外の相当規模の道路に接続するように設計が定められに設計が定められに設計が定められに設計が定められていること。こていること。こていること。こていること。この場合において，当該空地の場合において，当該空地の場合において，当該空地の場合において，当該空地に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。   ア 開発区域の規模，形状及び周辺の状況   イ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質   ウ 予定建築物などなどなどなどの用途   エエエエ    予定建築物などの敷地の規模及び配置予定建築物などの敷地の規模及び配置予定建築物などの敷地の規模及び配置予定建築物などの敷地の規模及び配置     

第２ 一般的基準 １ 基本的事項  (１) 道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地(消防に必要な水利が十分でない場合に設置する消防の用に供する貯水施設を含む。)が，次に掲げる事項を勘案して，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上，豊かな福祉社会の実現上又は事業活動の効率上支障がないような規模及び構造で適当に配置され，かつ，開発区域内の主要な道路が開発区域外の相当規模の道路に接続するよう設計され設計され設計され設計されていることていることていることていること。      ア 開発区域の規模，形状及び周辺の状況   イ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質   ウ 予定建築物等等等等の用途，敷地の規模及び配置  (２) 排水路その他の排水施設が，次に掲げる事項を勘案して，開発区域内の下水道法第２条下水道法第２条下水道法第２条下水道法第２条第１号に規定する第１号に規定する第１号に規定する第１号に規定する下水を有効に排出するとともに，その排出によって開発区域及びその周辺の地域にいっ水などによる被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該排水施設に関する都市計画が定めに設計が定められていること。この場合において，当該排水施設に関する都市計画が定めに設計が定められていること。この場合において，当該排水施設に関する都市計画が定めに設計が定められていること。この場合において，当該排水施設に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。られているときは，設計がこれに適合していること。られているときは，設計がこれに適合していること。られているときは，設計がこれに適合していること。            ア 当該地域における降水量   イ (１)のアからエエエエまでに掲げる事項及び放流先の状況 
 (２) 排水路その他排水施設が，次に掲げる事項を勘案して，開発区域内の下水((((汚水又は雨汚水又は雨汚水又は雨汚水又は雨水水水水))))を有効に排出するとともに，その排出によって開発区域及びその周辺の地域にいっ水などによる被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるよう設計されている設計されている設計されている設計されていること。こと。こと。こと。    ア 当該地域における降水量   イ (１)のアからウウウウまでに掲げる事項及び放流先の状況  (３) 主として，主として，主として，主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外のののの開発行為にあっては開発行為にあっては開発行為にあっては開発行為にあっては，水道その他の給水施設が，(１)のアからエエエエまでに掲げる事項を勘案して，当該開発区域について想定される需要に支障を来さないような構造及び能力で適当来さないような構造及び能力で適当来さないような構造及び能力で適当来さないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該給水施設に関すに配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該給水施設に関すに配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該給水施設に関すに配置されるように設計が定められていること。この場合において，当該給水施設に関す  (３) 自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為以外においてにおいてにおいてにおいてはははは，水道その他の給水施設が，(１)のアからウウウウまでに掲げる事項を勘案して，当該開発区域について想定される需要に支障をきたさず，かつ，給水の安全を保持できるようなきたさず，かつ，給水の安全を保持できるようなきたさず，かつ，給水の安全を保持できるようなきたさず，かつ，給水の安全を保持できるような能力，構造及び材質で適当に配置されるよう設計されていること。能力，構造及び材質で適当に配置されるよう設計されていること。能力，構造及び材質で適当に配置されるよう設計されていること。能力，構造及び材質で適当に配置されるよう設計されていること。 
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る都市計画が定められているとる都市計画が定められているとる都市計画が定められているとる都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。きは，設計がこれに適合していること。きは，設計がこれに適合していること。きは，設計がこれに適合していること。  (４) 当該開発行為の目的に照らして，開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺における利便の増進と開発区域及びその周辺における利便の増進と開発区域及びその周辺における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施設及び開の地域における環境の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施設及び開の地域における環境の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施設及び開の地域における環境の保全とが図られるように公共施設，学校その他の公益的施設及び開発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。発区域内において予定される建築物の用途の配分が定められていること。  (４) 当該開発事業の目的に照らして，開発区域を含む周辺地域に居住する地域住民の利便を含む周辺地域に居住する地域住民の利便を含む周辺地域に居住する地域住民の利便を含む周辺地域に居住する地域住民の利便が増進され，かつ，安全で快適な地域環境の形成が図られるよう公共施設及び公益施設が増進され，かつ，安全で快適な地域環境の形成が図られるよう公共施設及び公益施設が増進され，かつ，安全で快適な地域環境の形成が図られるよう公共施設及び公益施設が増進され，かつ，安全で快適な地域環境の形成が図られるよう公共施設及び公益施設が配置され，又は配置されるよう措置されていること。が配置され，又は配置されるよう措置されていること。が配置され，又は配置されるよう措置されていること。が配置され，又は配置されるよう措置されていること。  (５) 地盤の沈下，がけ崩れ，出水その他による災害を防止するため，開発区域内の土地につ地盤の沈下，がけ崩れ，出水その他による災害を防止するため，開発区域内の土地につ地盤の沈下，がけ崩れ，出水その他による災害を防止するため，開発区域内の土地につ地盤の沈下，がけ崩れ，出水その他による災害を防止するため，開発区域内の土地について，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるようにいて，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるようにいて，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるようにいて，地盤の改良，擁壁又は排水施設の設置その他安全上必要な措置が講ぜられるように設計が定められていること。この場合において，開発区域内の土設計が定められていること。この場合において，開発区域内の土設計が定められていること。この場合において，開発区域内の土設計が定められていること。この場合において，開発区域内の土地の全部又は一部が下記地の全部又は一部が下記地の全部又は一部が下記地の全部又は一部が下記の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは，当該土地における同表の中欄に掲げる工の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは，当該土地における同表の中欄に掲げる工の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは，当該土地における同表の中欄に掲げる工の表の上欄に掲げる区域内の土地であるときは，当該土地における同表の中欄に掲げる工事の計画が，同表の下欄に掲げる基準に適合していること。事の計画が，同表の下欄に掲げる基準に適合していること。事の計画が，同表の下欄に掲げる基準に適合していること。事の計画が，同表の下欄に掲げる基準に適合していること。    宅地造成等規制法第３条第１項宅地造成等規制法第３条第１項宅地造成等規制法第３条第１項宅地造成等規制法第３条第１項の宅地造成工事規制区域の宅地造成工事規制区域の宅地造成工事規制区域の宅地造成工事規制区域    津波防災地域づくりに関する法律第７２条第津波防災地域づくりに関する法律第７２条第津波防災地域づくりに関する法律第７２条第津波防災地域づくりに関する法律第７２条第１項の津波災害特別警戒区域１項の津波災害特別警戒区域１項の津波災害特別警戒区域１項の津波災害特別警戒区域    開発行為に関する工事開発行為に関する工事開発行為に関する工事開発行為に関する工事    津波防災地域づくりに関する法律第７３条第津波防災地域づくりに関する法律第７３条第津波防災地域づくりに関する法律第７３条第津波防災地域づくりに関する法律第７３条第１項に規定する特定開発行為１項に規定する特定開発行為１項に規定する特定開発行為１項に規定する特定開発行為((((同条第４項各号同条第４項各号同条第４項各号同条第４項各号に掲げる行為を除く。に掲げる行為を除く。に掲げる行為を除く。に掲げる行為を除く。))))に関する工事に関する工事に関する工事に関する工事    宅地造成等規制法第９条の規定宅地造成等規制法第９条の規定宅地造成等規制法第９条の規定宅地造成等規制法第９条の規定に適合するものであること。に適合するものであること。に適合するものであること。に適合するものであること。    津波防災地域づくりに関する法律第７津波防災地域づくりに関する法律第７津波防災地域づくりに関する法律第７津波防災地域づくりに関する法律第７５条に５条に５条に５条に規定する措置を同条の国土交通省令で定める規定する措置を同条の国土交通省令で定める規定する措置を同条の国土交通省令で定める規定する措置を同条の国土交通省令で定める技術的基準に従い講じるものであること。技術的基準に従い講じるものであること。技術的基準に従い講じるものであること。技術的基準に従い講じるものであること。                    また，液状化による宅地の被害発生の防止・軽減に努めるため，宅地の液状化被害可能また，液状化による宅地の被害発生の防止・軽減に努めるため，宅地の液状化被害可能また，液状化による宅地の被害発生の防止・軽減に努めるため，宅地の液状化被害可能また，液状化による宅地の被害発生の防止・軽減に努めるため，宅地の液状化被害可能性判定に係る技術指針性判定に係る技術指針性判定に係る技術指針性判定に係る技術指針((((平成２５年４月１日付け国土交通都市局長通知平成２５年４月１日付け国土交通都市局長通知平成２５年４月１日付け国土交通都市局長通知平成２５年４月１日付け国土交通都市局長通知))))に基づき，液状化に基づき，液状化に基づき，液状化に基づき，液状化被害発生の可能性把握に努めるとともに，必要に応じて液状化対策を講じることが望まし被害発生の可能性把握に努めるとともに，必要に応じて液状化対策を講じることが望まし被害発生の可能性把握に努めるとともに，必要に応じて液状化対策を講じることが望まし被害発生の可能性把握に努めるとともに，必要に応じて液状化対策を講じることが望ましい。い。い。い。 

 (５) 開発区域内の土地が，地盤の軟弱な土地，がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その開発区域内の土地が，地盤の軟弱な土地，がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その開発区域内の土地が，地盤の軟弱な土地，がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その開発区域内の土地が，地盤の軟弱な土地，がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地であるときは，地盤の改良，擁壁の設置など安全上必要な措置が他これらに類する土地であるときは，地盤の改良，擁壁の設置など安全上必要な措置が他これらに類する土地であるときは，地盤の改良，擁壁の設置など安全上必要な措置が他これらに類する土地であるときは，地盤の改良，擁壁の設置など安全上必要な措置が講じら講じら講じら講じられるように設計されていること。れるように設計されていること。れるように設計されていること。れるように設計されていること。 

 (６) 開発区域内に樹林地があるときは，当該樹林地の樹木の伐採は，必要最小限にとどめるよう設計されていること。  (６) 開発区域内に樹林地があるときは，当該樹林地の樹木の伐採は，必要最小限にとどめるよう設計されていること。  (７) 次のア又はイに掲げる場合には，予定建築物などの用途が当該ア又はイに定める用途の次のア又はイに掲げる場合には，予定建築物などの用途が当該ア又はイに定める用途の次のア又はイに掲げる場合には，予定建築物などの用途が当該ア又はイに定める用途の次のア又はイに掲げる場合には，予定建築物などの用途が当該ア又はイに定める用途の制限に適合していること。ただし，都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別制限に適合していること。ただし，都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別制限に適合していること。ただし，都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別制限に適合していること。ただし，都市再生特別地区の区域内において当該都市再生特別地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては，この限りでない。地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては，この限りでない。地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては，この限りでない。地区に定められた誘導すべき用途に適合するものにあっては，この限りでない。            アアアア    当該開発区域内の土地について用途地域，特別用途地区，特定用途制限地域，流通業務当該開発区域内の土地について用途地域，特別用途地区，特定用途制限地域，流通業務当該開発区域内の土地について用途地域，特別用途地区，特定用途制限地域，流通業務当該開発区域内の土地について用途地域，特別用途地区，特定用途制限地域，流通業務地区又は港湾法第３９条第１項の分区地区又は港湾法第３９条第１項の分区地区又は港湾法第３９条第１項の分区地区又は港湾法第３９条第１項の分区((((以下｢用途地域など｣という。以下｢用途地域など｣という。以下｢用途地域など｣という。以下｢用途地域など｣という。))))が定められている場が定められている場が定められている場が定められている場合合合合                    当該用途地域など内における用途の制限当該用途地域など内における用途の制限当該用途地域など内における用途の制限当該用途地域など内における用途の制限((((建築基準法第４９条第１項若しくは第２項若建築基準法第４９条第１項若しくは第２項若建築基準法第４９条第１項若しくは第２項若建築基準法第４９条第１項若しくは第２項若しくは第４９条の２しくは第４９条の２しくは第４９条の２しくは第４９条の２((((これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。))))又は港湾法第４０条第１項の条例による用途の制限を含む。又は港湾法第４０条第１項の条例による用途の制限を含む。又は港湾法第４０条第１項の条例による用途の制限を含む。又は港湾法第４０条第１項の条例による用途の制限を含む。))))            イイイイ    当該開発区域内の土地当該開発区域内の土地当該開発区域内の土地当該開発区域内の土地((((都市計画区域都市計画区域都市計画区域都市計画区域((((市街化調整区域を除く。市街化調整区域を除く。市街化調整区域を除く。市街化調整区域を除く。))))又は準都市計画区域内又は準都市計画区域内又は準都市計画区域内又は準都市計画区域内の土地に限る。の土地に限る。の土地に限る。の土地に限る。))))について用途地について用途地について用途地について用途地域などが定められていない場合域などが定められていない場合域などが定められていない場合域などが定められていない場合        建築基準法第４８条第１３項及び第６８条の３第７項建築基準法第４８条第１３項及び第６８条の３第７項建築基準法第４８条第１３項及び第６８条の３第７項建築基準法第４８条第１３項及び第６８条の３第７項((((同法第４８条第１３項に係る部同法第４８条第１３項に係る部同法第４８条第１３項に係る部同法第４８条第１３項に係る部分に限る。分に限る。分に限る。分に限る。)()()()(これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。これらの規定を同法第８８条第２項において準用する場合を含む。))))の規定の規定の規定の規定による用途の制限による用途の制限による用途の制限による用途の制限 

 (７) 都市計画区域内における開発事業にあっては，当該開発区域内の土地について用途地都市計画区域内における開発事業にあっては，当該開発区域内の土地について用途地都市計画区域内における開発事業にあっては，当該開発区域内の土地について用途地都市計画区域内における開発事業にあっては，当該開発区域内の土地について用途地域等が定められているときは，予定建築物等の用途がこれに適合しているとともに，道域等が定められているときは，予定建築物等の用途がこれに適合しているとともに，道域等が定められているときは，予定建築物等の用途がこれに適合しているとともに，道域等が定められているときは，予定建築物等の用途がこれに適合しているとともに，道路，公園，広場その他の公共の用に供する空地に関する都市計画が定められているとき路，公園，広場その他の公共の用に供する空地に関する都市計画が定められているとき路，公園，広場その他の公共の用に供する空地に関する都市計画が定められているとき路，公園，広場その他の公共の用に供する空地に関する都市計画が定められているときは，設計がこれに適合していること。は，設計がこれに適合していること。は，設計がこれに適合していること。は，設計がこれに適合していること。 
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 (８) 開発区域内において相当の駐車需要を生じることが見込まれるときは，駐車場が当該開発区域について想定される需要に支障を来さない来さない来さない来さないような位置及び規模で適当に配置されるよう設計されていること。  (８) 開発区域内において相当の駐車需要を生じることが見込まれるときは，駐車場が当該開発区域について想定される需要に支障をきたさないきたさないきたさないきたさないような位置及び規模で適当に配置されるよう設計されていること。  (９) 開発事業の施行に伴って，土砂の流出，出水などの災害の発生が予想されるときは，次に掲げる事項を配慮して，これらの災害を防止するために必要な災害防止施設が設置されるように設計されていること。   ア 開発区域の上流に残流域が存在する場合は，その流域からの土石流の襲来によって新しく開発された区域に被害が生じるおそれの状況   イ 開発区域から本川又は海に至るまでの間の流出系統及び洪水到達時間並びに開発事業の施行により増加する水及び土砂の流出量   ウ 同一流域内において２以上の開発事業が行われるときは，それぞれの開発面積を合計した場合のイに揚げる事項 
 (９) 開発事業の施行に伴って，土砂の流出，出水などの災害の発生が予想されるときは，次に掲げる事項を配慮して，これらの災害を防止するために必要な災害防止施設が設置されるように設計されていること。   ア 開発区域の上流に残流域が存在する場合は，その流域からの土石流の襲来によって新しく開発された区域に被害が生じるおそれの状況   イ 開発区域から本川又は海に至るまでの間の流出系統及び洪水到達時間並びに開発事業の施行により増加する水及び土砂の流出量   ウ 同一流域内において２以上の開発事業が行われるときは，それぞれの開発面積を合計した場合のイに揚げる事項  (10) 開発区域を含む周辺の地域における公害の防止及び農林地の保全，文化財の保護に努め，自然環境の保全及び歴史的風土の保存に著しく支障を及ぼさないよう適切な措置が講じられていること。  (10) 開発区域を含む周辺の地域における公害の防止及び農林地の保全，文化財の保護に努め，自然環境の保全及び歴史的風土の保存に著しく支障を及ぼさないよう適切な措置が講じられていること。  (11) 開発事業の施行により設置される公益的施設，道路などなどなどなどの公共施設などなどなどなどについては，広島県福祉のまちづくり条例(平成７年広島県条例第４号)の趣旨に基づき，適用施設整備基準に適合するよう設計が配慮されていること。  (11) 開発事業の施行により設置される公益的施設，道路等等等等の公共施設等等等等については，広島県福祉のまちづくり条例(平成７年度度度度広島県条例第４号)の趣旨に基づき，適用施設整備基準に適合するよう設計が配慮されていること。  (12) 開発事業の施行に際しては，ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成３年広島県条例第４号)の趣旨に基づき，計画地域の特性を考慮のうえ，開発と保全との調和を目指した景観形成に努めること。  (12) 開発事業の施行に際しては，ふるさと広島の景観の保全と創造に関する条例(平成３年広島県条例第４号)の趣旨に基づき，計画地域の特性を考慮のうえ，開発と保全との調和を目指した景観形成に努めること。  (13) 開発事業の施行に際し，土壌汚染対策法(第３条又は第４条)に基づく｢土壌汚染状況調査｣又は広島県生活環境の保全等に関する条例(第４０条第２項及び第３項)に基づく｢土壌汚染確認調査｣の結果，開発区域内の土地が有害物質により汚染されていることが判明した場合は，土壌環境の保全のため適切な措置を講じること。  (13) 開発事業の施行に際し，土壌汚染対策法(第３条又は第４条)に基づく｢土壌汚染状況調査｣又は広島県生活環境の保全等に関する条例(第４０条第２項及び第３項)に基づく｢土壌汚染確認調査｣の結果，開発区域内の土地が有害物質により汚染されていることが判明した場合は，土壌環境の保全のため適切な措置を講じること。 ２ 地域基準   開発事業の内容は，原則として，国，県及び市町の地域計画，土地利用計画並びに市町の都市計画に関する基本方針に適合させるとともに，開発区域内に次の各号に掲げる地域を含めないものとする。  (１) 自然の地形が開発事業によって災害をもたらすおそれのある地域   特に，次の区域は開発区域に含めないこと。   ア 災害危険区域(建築基準法)   イ 地すべり防止区域(地すべり等防止法)   ウ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)   エ 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)   オ 保安林(保安施設地区を含む。)及び保安林予定森林の区域(森林法) 
２ 地域基準   開発事業の内容は，原則として，国，県及び市町の地域計画，土地利用計画並びに市町の都市計画に関する基本方針に適合させるとともに，開発区域内に次の各号に掲げる地域を含めないものとする。  (１) 自然の地形が開発事業によって災害をもたらすおそれのある地域   特に，次の区域は開発区域に含めないこと。   ア 災害危険区域(建築基準法)   イ 地すべり防止区域(地すべり等防止法)   ウ 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律)   エ 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律)   オ 保安林(保安施設地区を含む。)及び保安林予定森林の区域(森林法) 
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  カ 砂防指定地(砂防法)他の施設の設置について支障のある地域   ((((２２２２)))) 農業振興地域における農用地区域などの優良農地及びこれに準ずる区域   ((((３３３３)))) 自然公園法及び県立自然公園条例に基づく特別地域  ((((４４４４)))) 広島県立自然環境保全条例に基づく県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域  ((((５５５５)))) 都市緑地法に基づく特別緑地保全地区  ((((６６６６)))) 文化財保護法及び広島県文化財保護条例に基づく指定地域  ((((７７７７)))) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく特別保護地区  ((((８８８８)))) 水質汚濁に係る環境基準の維持に支障がある地域  ((((９９９９)))) その他知事が特に支障があると認める地域 
  カ 砂防指定地(砂防法)他の施設の設置について支障のある地域  ((((２２２２))))    交通，給水，排水その他の施設の設置について交通，給水，排水その他の施設の設置について交通，給水，排水その他の施設の設置について交通，給水，排水その他の施設の設置について支障支障支障支障のある地域のある地域のある地域のある地域     ((((３３３３)))) 農業振興地域における農用地区域などの優良農地及びこれに準ずる区域  ((((４４４４))))    特別特別特別特別会会会会計に関する法律第１５８条第４項に基づく計に関する法律第１５８条第４項に基づく計に関する法律第１５８条第４項に基づく計に関する法律第１５８条第４項に基づく治山治山治山治山事業の計画地事業の計画地事業の計画地事業の計画地     ((((５５５５)))) 自然公園法及び広島県立自然公園条例に基づく特別地域  ((((６６６６)))) 広島県自然環境保全条例に基づく県自然環境保全地域及び緑地環境保全地域  ((((７７７７)))) 都市緑地法に基づく特別緑地保全地区  ((((８８８８)))) 文化財保護法及び広島県文化財保護条例に基づく指定地域  ((((９９９９)))) 鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律に基づく特別保護地区  ((((10101010)))) 水質汚濁に係る環境基準の維持に支障がある地域  ((((11111111)))) その他知事が特に支障があると認める地域 第３ 技術的細目 １ 道路(主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は除く。)  (１) 開発区域外道路開発区域外道路開発区域外道路開発区域外道路      ア 開発区域内に開発区域内に開発区域内に開発区域内に新新新新たに道路が整たに道路が整たに道路が整たに道路が整備備備備される場合される場合される場合される場合                    開発区域内の主要な道路は，開発区域外の幅員９ｍ(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては，６．５ｍ)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは，車両の通行に支障ががががない道路)に接続していること。   イ 開発区域内に開発区域内に開発区域内に開発区域内に新新新新たに道路が整たに道路が整たに道路が整たに道路が整備備備備されない場合されない場合されない場合されない場合        予定建築物の敷地が予定建築物の敷地が予定建築物の敷地が予定建築物の敷地が接接接接する道路のする道路のする道路のする道路の幅員幅員幅員幅員は，住宅の敷地又は１，０００は，住宅の敷地又は１，０００は，住宅の敷地又は１，０００は，住宅の敷地又は１，０００㎡未満㎡未満㎡未満㎡未満の住宅以外の住宅以外の住宅以外の住宅以外の建築物若しくは第一の建築物若しくは第一の建築物若しくは第一の建築物若しくは第一種種種種特定工特定工特定工特定工作作作作物物物物((((都市計画法第４条第１１号都市計画法第４条第１１号都市計画法第４条第１１号都市計画法第４条第１１号))))の敷地にあっては，６の敷地にあっては，６の敷地にあっては，６の敷地にあっては，６ｍｍｍｍ以上，その他のものにあっては９以上，その他のものにあっては９以上，その他のものにあっては９以上，その他のものにあっては９ｍｍｍｍ以上とすること。以上とすること。以上とすること。以上とすること。        ただし，開発区域の規模ただし，開発区域の規模ただし，開発区域の規模ただし，開発区域の規模及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の及び形状，開発区域の周辺の土地の地形及び利用の態様態様態様態様などになどになどになどに照照照照らして，らして，らして，らして，前前前前記によることが記によることが記によることが記によることが著著著著しくしくしくしく困難困難困難困難とととと認認認認められる場合であって，環境の保全上，災害められる場合であって，環境の保全上，災害められる場合であって，環境の保全上，災害められる場合であって，環境の保全上，災害の防止上，通行の安全上及び事業の防止上，通行の安全上及び事業の防止上，通行の安全上及び事業の防止上，通行の安全上及び事業活動活動活動活動のののの効率効率効率効率上上上上支障支障支障支障がないとがないとがないとがないと認認認認められ，開発区域外のめられ，開発区域外のめられ，開発区域外のめられ，開発区域外の既存既存既存既存道路に道路に道路に道路に直接接直接接直接接直接接して行して行して行して行わわわわれる一敷地のれる一敷地のれる一敷地のれる一敷地の単体単体単体単体的な開発行為にあっては，４的な開発行為にあっては，４的な開発行為にあっては，４的な開発行為にあっては，４ｍｍｍｍ以上とすることが以上とすることが以上とすることが以上とすることができる。できる。できる。できる。            ウウウウ    市街化調整区域における開発区域の市街化調整区域における開発区域の市街化調整区域における開発区域の市街化調整区域における開発区域の面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為以上の開発行為以上の開発行為以上の開発行為((((主として第主として第主として第主として第二種二種二種二種特特特特定工定工定工定工作作作作物物物物((((都市計画法第４条第１１号都市計画法第４条第１１号都市計画法第４条第１１号都市計画法第４条第１１号))))の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。))))        予定建築物などの敷地から２５予定建築物などの敷地から２５予定建築物などの敷地から２５予定建築物などの敷地から２５００００ｍｍｍｍ以内の以内の以内の以内の距離距離距離距離にににに幅員幅員幅員幅員１２１２１２１２ｍｍｍｍ以上の道路が設けられて以上の道路が設けられて以上の道路が設けられて以上の道路が設けられていること。いること。いること。いること。    

第３ 技術的細目 １ 道路(開発開発開発開発面積面積面積面積が１が１が１が１ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満の自己の居住用住宅の場合をの自己の居住用住宅の場合をの自己の居住用住宅の場合をの自己の居住用住宅の場合を除く。)   (１) 接続接続接続接続される開発区域外の道路される開発区域外の道路される開発区域外の道路される開発区域外の道路   ア 開発区域内の主要な道路は，開発区域外の幅員９ｍ(主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては，６．５ｍ)以上の道路(開発区域の周辺の道路の状況によりやむを得ないと認められるときは，車両の通行に支障ののののない道路)に接続していること。                                                         なお，なお，なお，なお，前前前前記にかか記にかか記にかか記にかかわわわわらず開発区域らず開発区域らず開発区域らず開発区域((((主として市主として市主として市主として市街化区域におけるものを除く。街化区域におけるものを除く。街化区域におけるものを除く。街化区域におけるものを除く。))))のののの面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ    以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における開発以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における開発以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における開発以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における開発区域内の主要な道路は，区域内の主要な道路は，区域内の主要な道路は，区域内の主要な道路は，原則原則原則原則として開発区域外の２として開発区域外の２として開発区域外の２として開発区域外の２車線車線車線車線かつかつかつかつ幅員幅員幅員幅員９９９９ｍｍｍｍ((((開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積がががが５０５０５０５０ｈａｈａｈａｈａ以上のものは，４以上のものは，４以上のものは，４以上のものは，４車線車線車線車線，，，，ややややむをむをむをむを得得得得ない場合においても２ない場合においても２ない場合においても２ない場合においても２車線車線車線車線かつ１２かつ１２かつ１２かつ１２ｍｍｍｍ))))以上の以上の以上の以上の道路道路道路道路((((容量容量容量容量からからからからみみみみて当該開発行為をて当該開発行為をて当該開発行為をて当該開発行為を受受受受けけけけ入入入入れるれるれるれる余裕余裕余裕余裕があるものに限る。があるものに限る。があるものに限る。があるものに限る。))))にににに接接接接しているこしているこしているこしていること。と。と。と。    
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                    なおなおなおなお書書書書きにおける開発区域外道路のきにおける開発区域外道路のきにおける開発区域外道路のきにおける開発区域外道路の幅員幅員幅員幅員には，次の道路の計画には，次の道路の計画には，次の道路の計画には，次の道路の計画幅員幅員幅員幅員を含めるこを含めるこを含めるこを含めることができる。とができる。とができる。とができる。          ((((アアアア))))    幅員幅員幅員幅員６６６６．．．．５５５５ｍｍｍｍ((((車車車車道道道道幅員幅員幅員幅員５５５５．．．．５５５５ｍｍｍｍ))))以上以上以上以上の道路での道路での道路での道路で近近近近いいいい将将将将来来来来拡幅拡幅拡幅拡幅することすることすることすることがががが決決決決定しているもの定しているもの定しているもの定しているもの          ((((イイイイ))))    都市計画道路都市計画道路都市計画道路都市計画道路      イ    接続接続接続接続される開発区域外の道路には，当該道路のされる開発区域外の道路には，当該道路のされる開発区域外の道路には，当該道路のされる開発区域外の道路には，当該道路の管理者管理者管理者管理者とととと協議協議協議協議の上，必要に応じて，付の上，必要に応じて，付の上，必要に応じて，付の上，必要に応じて，付加車線加車線加車線加車線などを設置すること。などを設置すること。などを設置すること。などを設置すること。  (２) 開発区域内道路開発区域内道路開発区域内道路開発区域内道路         アアアア    幅員幅員幅員幅員        予定建築物の敷地が接する道路の幅員は，住宅の敷地又は１，０００㎡未満の住宅以外の建築物若しくは第一建築物若しくは第一建築物若しくは第一建築物若しくは第一種種種種特定工特定工特定工特定工作作作作物の物の物の物の敷地にあっては，６ｍ以上，その他のものにあっては９ｍ以上とすることとし，開発区域のとし，開発区域のとし，開発区域のとし，開発区域の面積面積面積面積，予定建築物などの用途に応じて，道路，予定建築物などの用途に応じて，道路，予定建築物などの用途に応じて，道路，予定建築物などの用途に応じて，道路管理管理管理管理者者者者となるとなるとなるとなる者者者者とととと十十十十分分分分協議協議協議協議してしてしてして決決決決定す定す定す定すること。ること。ること。ること。      【参考】【参考】【参考】【参考】    予定建築物予定建築物予定建築物予定建築物    道路区分道路区分道路区分道路区分    ((((ｍｍｍｍ))))    開開開開    発発発発    面面面面    積積積積    ((((    ｈａｈａｈａｈａ    ))))    １１１１未満未満未満未満    １以上１以上１以上１以上    ５５５５未満未満未満未満    ５以上５以上５以上５以上    10101010未満未満未満未満    10101010以上以上以上以上    20202020未満未満未満未満    20202020以上以上以上以上    住宅住宅住宅住宅((((5555階階階階以上の以上の以上の以上の    共同住宅を除く。共同住宅を除く。共同住宅を除く。共同住宅を除く。))))    別別別別荘荘荘荘，，，，余暇余暇余暇余暇施設など施設など施設など施設など    補助幹線補助幹線補助幹線補助幹線道路道路道路道路    ※※※※９９９９    ９９９９    幹 線幹 線幹 線幹 線 道 路道 路道 路道 路        ※※※※１２１２１２１２    １２１２１２１２    その他その他その他その他    補助幹線補助幹線補助幹線補助幹線道路道路道路道路    ※※※※９９９９    ９９９９    幹 線幹 線幹 線幹 線 道 路道 路道 路道 路        ※※※※１２１２１２１２    １２１２１２１２      ※ 必要に応じて設けること。     ただし，｢｢｢｢小小小小区区区区間間間間で通行上で通行上で通行上で通行上支障支障支障支障がない道路｣で，市がない道路｣で，市がない道路｣で，市がない道路｣で，市町町町町長が長が長が長がややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認めるものであめるものであめるものであめるものであって，次に掲げるって，次に掲げるって，次に掲げるって，次に掲げる((((アアアア))))からからからから((((クククク))))のいずれかのいずれかのいずれかのいずれかに該当する場合はこの限りではない。に該当する場合はこの限りではない。に該当する場合はこの限りではない。に該当する場合はこの限りではない。                 ｢小区間で通行上支障のない道路｣とは，利用者が当該道路に面する居住者などに限られる場合で，次のいずれにも該当する道路をいう。      ① 当該道路の位置又は形態(通行の安全上支障ない場合に限る。)により，通過交通の発生のおそれがないもの      ② 通過交通を適切に処理できる幅員６ｍ以上の道路(予定建築物などなどなどなどの敷地が接する開発区域外の道路の部分を含む。)に接続しているもの      ③ 駐車スペースが確保され，路上駐車の発生のおそれのないもの       ((((アアアア)))) 設計上の創意工夫により，空地が居住者の利用上及び避難上適切に配置され，建築協定などにより良好な居住環境が将来にわたって確保できる戸建専用住宅地内における幅員４ｍ以上のもの 

 (２) 予定建築物等の敷地が予定建築物等の敷地が予定建築物等の敷地が予定建築物等の敷地が接接接接する道路する道路する道路する道路((((予定建築物等の敷地が予定建築物等の敷地が予定建築物等の敷地が予定建築物等の敷地が接接接接する開発区域外の道路をする開発区域外の道路をする開発区域外の道路をする開発区域外の道路を含含含含みみみみ，，，，車両車両車両車両の通行の用に供さない道路を除く。の通行の用に供さない道路を除く。の通行の用に供さない道路を除く。の通行の用に供さない道路を除く。))))        予定建築物等等等等の敷地が接する道路の幅員は，住宅の敷地又は１，０００㎡未満の住宅地地地地以外の敷地にあっては，６ｍ以上，その他のものにあっては９ｍ以上とすること。                 ただし，次に掲げる次に掲げる次に掲げる次に掲げる小小小小区区区区間間間間で，通行上で，通行上で，通行上で，通行上支障支障支障支障のない道路又は，開発区域ののない道路又は，開発区域ののない道路又は，開発区域ののない道路又は，開発区域の面積面積面積面積がおおむがおおむがおおむがおおむねねねね１１１１ｈａｈａｈａｈａ以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における別以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における別以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における別以上の主として住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為における別紙紙紙紙４４４４｢｢｢｢小幅員小幅員小幅員小幅員区画道路の計画基準｣を区画道路の計画基準｣を区画道路の計画基準｣を区画道路の計画基準｣を満満満満たす道路で，市たす道路で，市たす道路で，市たす道路で，市町町町町長が長が長が長がややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認めるものは，めるものは，めるものは，めるものは，この限りでない。この限りでない。この限りでない。この限りでない。         ｢小区間で通行上支障のない道路｣とは，利用者が当該道路に面する居住者などに限られる場合で，次のいずれにも該当する道路をいう。      ① 当該道路の位置又は形態(通行の安全上支障ない場合に限る。)により，通過交通の発生のおそれがないもの。      ② 通過交通を適切に処理できる幅員６ｍ以上の道路(予定建築物等等等等の敷地が接する開発区域外の道路の部分を含む。)に接続しているもの。      ③ 駐車スペースが確保され,路上駐車の発生のおそれのないもの。       アアアア 設計上の創意工夫により，空地が居住者の利用上及び避難上適切に配置され，建築協定などにより良好な居住環境が将来にわたって確保できる戸建専用住宅地内における幅員４ｍ以上のもの。。。。    
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     ｢空地｣には，道路，公園，広場のほかプレイロット，緑地，避難通路，歩行者専用道，回転広場などの公共の用に供するものを含む。   ((((イイイイ)))) 戸建専用住宅地内における幅員４ｍ以上の通り抜け道路で，当該道路の延長が７０ｍ以下，かつ，当該道路に接する区画数が１２以下のもの   ((((ウウウウ)))) 戸建専用住宅地内における幅員５ｍ以上の通り抜け道路で，当該道路の延長が１４０ｍ以下，かつ，当該道路に接する区画数が２４以下のもの   ((((エエエエ)))) 戸建専用住宅地内における幅員４ｍ以上の袋路状道路(開発区域の面積が０．３ｈａ 未満のものに限る。)で，当該道路の延長が３５ｍ以下((((ただし，３５ただし，３５ただし，３５ただし，３５ｍｍｍｍ以内以内以内以内ごごごごとにとにとにとに転回転回転回転回広場を設けた場合は，この限りでない。広場を設けた場合は，この限りでない。広場を設けた場合は，この限りでない。広場を設けた場合は，この限りでない。))))，かつ，当該道路に接する区画数が６以下のもの   ((((オオオオ)))) 戸建専用住宅地内における幅員５ｍ以上の袋路状道路(開発区域の面積が０．３ｈａ 未満のものに限る。)で，当該道路の延長が７０ｍ以下((((ただし，３５ただし，３５ただし，３５ただし，３５ｍｍｍｍ以内以内以内以内ごごごごとにとにとにとに転回転回転回転回広場広場広場広場を設けた場合は，この限りでない。を設けた場合は，この限りでない。を設けた場合は，この限りでない。を設けた場合は，この限りでない。))))，かつ，当該道路に接する区画数が１２以下のもの   ((((カカカカ))))    住宅地以外の場合は，住宅地以外の場合は，住宅地以外の場合は，住宅地以外の場合は，幅員が６ｍ以上の道路で，交通量の発生が極めて少ないもの又は歩行者の安全確保が図られているもの   ((((キキキキ)))) アからカに準ずる場合で，避難上及び車両の通行上支障がないと認められるもの   ((((クククク))))    別別別別紙紙紙紙４｢４｢４｢４｢小幅員小幅員小幅員小幅員区画道路の計画基準｣を区画道路の計画基準｣を区画道路の計画基準｣を区画道路の計画基準｣を満満満満たす道路たす道路たす道路たす道路 

     ｢空地｣には，道路，公園，広場のほかプレイロット，緑地，避難通路，歩行者専用道，回転広場などの公共の用に供するものを含む。   イイイイ 戸建専用住宅地内における幅員４ｍ以上の通り抜け道路で，当該道路の延長が７０ｍ以下，かつ，当該道路に接する区画数が１２以下のもの。。。。   ウウウウ 戸建専用住宅地内における幅員５ｍ以上の通り抜け道路で，当該道路の延長が１４０ｍ以下，かつ，当該道路に接する区画数が２４以下のもの。。。。   エエエエ 戸建専用住宅地内における幅員４ｍ以上の袋路状道路(開発区域の面積が０．３ｈａ 未満のものに限る。)で，当該道路の延長が３５ｍ 以下，かつ，当該道路に接する区画数が６以下のもの。。。。       オオオオ 戸建専用住宅地内における幅員５ｍ以上の袋路状道路(開発区域の面積が０．３ｈａ 未満のものに限る。)で，当該道路の延長が７０ｍ 以下，かつ，当該道路に接する区画数が１２以下のもの。。。。       カカカカ 幅員が６ｍ以上の道路で，交通量の発生が極めて少ないもの又は歩行者の安全確保が図られているもの。。。。      キキキキ アからカに準ずる場合で，避難上及び車両の通行上支障がないと認められるもの。。。。   ((((３３３３))))    開発区域内の主要な道路開発区域内の主要な道路開発区域内の主要な道路開発区域内の主要な道路      アアアア 開発区域内に設置する主要な道路の開発区域内に設置する主要な道路の開発区域内に設置する主要な道路の開発区域内に設置する主要な道路の幅員幅員幅員幅員は，開発区域のは，開発区域のは，開発区域のは，開発区域の面積面積面積面積，予定建築物等の用途に，予定建築物等の用途に，予定建築物等の用途に，予定建築物等の用途に応じて，次表に定める基準以上のものとすること。応じて，次表に定める基準以上のものとすること。応じて，次表に定める基準以上のものとすること。応じて，次表に定める基準以上のものとすること。    
  ※※※※    必要に応じて設けること。必要に応じて設けること。必要に応じて設けること。必要に応じて設けること。 

予定建築物予定建築物予定建築物予定建築物    道路区分道路区分道路区分道路区分    ((((ｍｍｍｍ))))    開開開開    発発発発    面面面面    積積積積    ((((    ｈａｈａｈａｈａ    ))))    １１１１未満未満未満未満    １以上１以上１以上１以上    ５５５５未満未満未満未満    ５以上５以上５以上５以上    10101010未満未満未満未満    10101010以上以上以上以上    20202020未満未満未満未満    20202020以上以上以上以上    50505050未満未満未満未満    50505050以上以上以上以上    住宅住宅住宅住宅((((５５５５階階階階以上の以上の以上の以上の    共同住宅を除く。共同住宅を除く。共同住宅を除く。共同住宅を除く。))))別別別別荘荘荘荘，，，，余暇余暇余暇余暇施設等施設等施設等施設等    区画区画区画区画幹線幹線幹線幹線道路道路道路道路    ※※※※９９９９    ９９９９    幹 線幹 線幹 線幹 線 道 路道 路道 路道 路        ※※※※１２１２１２１２    １２１２１２１２    １６１６１６１６    その他その他その他その他    区画区画区画区画幹線幹線幹線幹線道路道路道路道路    ※※※※９９９９    ９９９９    幹 線幹 線幹 線幹 線 道 路道 路道 路道 路        ※※※※１２１２１２１２    １２１２１２１２，，，，※※※※１６１６１６１６    １６１６１６１６      イ 道路は袋路状でないこと。ただし，次のいずれかに該当するもので，避難上及び車両の通行上支障がないと認められるものは，この限りでない。   (ア) 当該道路の延長又は他の道路(袋路状のものを除く。)との接続が予定(比較的近い将来具体化するものに限る。)されているもの   (イ) 一つの敷地のみの専用道路となるもの   (ウ) 有効幅員が６ｍ以上の場合で，終端(延長が３５ｍ以下のものを除く。)が，回転広場その他これらに類するもので車両の転回に支障がないものに接続しているもの 
  イ 道路は袋路状でないこと。ただし，次のいずれかに該当するもので，避難上及び車両の通行上支障がないと認められるものは，この限りでない。   (ア) 当該道路の延長又は他の道路(袋路状のものを除く。)との接続が予定(比較的近い将来具体化するものに限る。)されているもの   (イ) 一つの敷地のみの専用道路となるもの   (ウ) 有効幅員が６ｍ 以上の場合で，終端(延長が３５ｍ以下のものを除く。)が，回転広場その他これらに類するもので車両の転回に支障がないものに接続しているもの 
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  (エ) ６ｍ未満の道路で，終端(延長が３５ｍ以下のものを除く。)及び３５ｍ以内ごとに転回広場を設けたもの   (オ) アからエまでに準ずる場合で，周辺の状況により避難上及び車両の通行上支障がないと認められるもの   (エ) ((((２２２２))))のエ又はのエ又はのエ又はのエ又はオオオオに該当するに該当するに該当するに該当する６ｍ未満の道路で，終端(延長が３５ｍ以下のものを除く。)及び３５ｍ以内ごとに転回広場を設けたもの   (オ) アからエまでに準ずる場合で，周辺の状況により避難上及び車両の通行上支障がないと認められるもの       ウウウウ    開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ以上５０以上５０以上５０以上５０ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満の主との主との主との主として住宅の建築の用に供する目的して住宅の建築の用に供する目的して住宅の建築の用に供する目的して住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為におけるで行う開発行為におけるで行う開発行為におけるで行う開発行為における幹線幹線幹線幹線道路は，周道路は，周道路は，周道路は，周囲囲囲囲の状の状の状の状況況況況をををを勘案勘案勘案勘案して，して，して，して，植樹植樹植樹植樹ができるができるができるができる幅員幅員幅員幅員とするとするとするとすること。こと。こと。こと。          エエエエ    開発区域開発区域開発区域開発区域((((主として市街化区域におけるものを除く。主として市街化区域におけるものを除く。主として市街化区域におけるものを除く。主として市街化区域におけるものを除く。))))のののの面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ以上のものは，以上のものは，以上のものは，以上のものは，予定建築物等の敷地から２５０予定建築物等の敷地から２５０予定建築物等の敷地から２５０予定建築物等の敷地から２５０ｍｍｍｍ以内の以内の以内の以内の距離距離距離距離にににに有効幅員有効幅員有効幅員有効幅員１２１２１２１２ｍｍｍｍ以上の道路が設けられて以上の道路が設けられて以上の道路が設けられて以上の道路が設けられていること。いること。いること。いること。      ウウウウ 構造     道路構造については，当該道路の道路道路構造については，当該道路の道路道路構造については，当該道路の道路道路構造については，当該道路の道路管理者管理者管理者管理者である地である地である地である地方方方方公共公共公共公共団体団体団体団体が定めた条例及び施工が定めた条例及び施工が定めた条例及び施工が定めた条例及び施工規規規規則則則則の技術的基準を準の技術的基準を準の技術的基準を準の技術的基準を準拠拠拠拠すること。ただし，道路すること。ただし，道路すること。ただし，道路すること。ただし，道路管理者管理者管理者管理者となるものととなるものととなるものととなるものと十十十十分分分分協議協議協議協議すること。すること。すること。すること。      (ア) 開発区域外の道路との平面交差及び接続については，別紙１の｢県が管理する道路と他の道路との平面交差に関する構造基準｣によること。   (イ) 開発区域内の道路縦断勾配は，９％以下であること。ただし，地形などによりやむを得ないと認められる場合は，小区間に限り，１２％以下とすることができる。       (ウ) 開発区域内の開発区域内の開発区域内の開発区域内の幅員９ｍ以上の道路は，歩車歩車歩車歩車道が道が道が道が分離されていることされていることされていることされていること。      なお，歩道は，縁石線又はさくさくさくさくその他これに類する工作物によって車道から分離されていること。      
　　道路が公共帰属するときは，

（参考図） 車　　　　道歩道2.0m 0.5m 6m9m 0.5m
※１　　（　）内は商業施設等が連　たんするなど停車需要が高く　停車による交通障害が大きい　場合※２　管理者協議を事前に済ませて　おくこと

  オオオオ 構造     (ア) 開発区域外の道路との平面交差及び接続については，別紙１の｢県が管理する道路と他の道路との平面交差に関する構造基準｣によること。   (イ) 開発区域内の道路縦断勾配は，９％以下であること。ただし，地形などによりやむを得ないと認められる場合は，小区間に限り１２％以下とすることができる。なお，なお，なお，なお，開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ以上の以上の以上の以上の大大大大規模開発については，規模開発については，規模開発については，規模開発については，幹線幹線幹線幹線道路の道路の道路の道路の勾勾勾勾配を７配を７配を７配を７％％％％以下以下以下以下とすること。とすること。とすること。とすること。   (ウ) 幅員９ｍ以上の道路は，歩歩歩歩道と道と道と道と車車車車道を道を道を道を分離すること。      なお，歩道は，縁石線又は柵柵柵柵その他これららららに類する工作物によって車道から分離すすすすることることることること。      歩歩歩歩道の道の道の道の幅員幅員幅員幅員，構造等については，｢広，構造等については，｢広，構造等については，｢広，構造等については，｢広島県福祉島県福祉島県福祉島県福祉のまのまのまのまちちちちづくり条例｣に基づく適用施設づくり条例｣に基づく適用施設づくり条例｣に基づく適用施設づくり条例｣に基づく適用施設整整整整備備備備基準による配基準による配基準による配基準による配慮慮慮慮がされていること。がされていること。がされていること。がされていること。    
　　道路が公共帰属するときは，

（参考図） 車　　　　道歩道2.0m 0.5m 6m9m 0.5m ※１　　（　）内は商業施設等が連　たんするなど停車需要が高く　停車による交通障害が大きい　場合※２　管理者協議を事前に済ませて　おくこと
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側帯(停車帯) 歩道2.5m0.5m(1.5m)6m0.5m(1.5m)2.5m歩道 (停車帯)側帯 車　　　　道
歩道 停車帯 停車帯 歩道車　　　　道3.5m 1.5m 6m 1.5m 3.5m16m

(14m)12m
 

側帯(停車帯) 歩道2.5m0.5m(1.5m)6m0.5m(1.5m)2.5m歩道 (停車帯)側帯 車　　　　道
歩道 停車帯 停車帯 歩道車　　　　道3.5m 1.5m 6m 1.5m 3.5m16m

(14m)12m
   (エ) 路面には片勾片勾片勾片勾配を付けるものを除き，路配を付けるものを除き，路配を付けるものを除き，路配を付けるものを除き，路面面面面のののの種種種種類に応じ，次の表の下欄に掲げる類に応じ，次の表の下欄に掲げる類に応じ，次の表の下欄に掲げる類に応じ，次の表の下欄に掲げる値値値値をををを標標標標準として準として準として準として横断勾横断勾横断勾横断勾配を付し，配を付し，配を付し，配を付し，路面排水を良好にすること。 路路路路面面面面のののの種種種種類類類類    横断勾横断勾横断勾横断勾配配配配((((単位：％単位：％単位：％単位：％))))    アアアアスファルトスファルトスファルトスファルト又は又は又は又はセメントコセメントコセメントコセメントコンクリート舗装ンクリート舗装ンクリート舗装ンクリート舗装    １１１１....５以上２以下５以上２以下５以上２以下５以上２以下    その他その他その他その他    ３以上５以下３以上５以下３以上５以下３以上５以下        

  (エ) 路面には１．５％以上２．０％以下の横断勾配を付け，路面排水を良好にすること。 
  (オ) 路面は，十分転圧したうえ，原則原則原則原則として，として，として，として，アスファルト又はセメントコンクリート舗装とすること。      ただし，周辺区域の道路ただし，周辺区域の道路ただし，周辺区域の道路ただし，周辺区域の道路やややや予定建築物の用途との調予定建築物の用途との調予定建築物の用途との調予定建築物の用途との調和和和和などのなどのなどのなどの観点観点観点観点からは一律にからは一律にからは一律にからは一律に舗装舗装舗装舗装をををを求求求求めることはめることはめることはめることは妥妥妥妥当でないと判当でないと判当でないと判当でないと判断断断断できるものについては，できるものについては，できるものについては，できるものについては，砂砂砂砂利敷その他の安全かつ利敷その他の安全かつ利敷その他の安全かつ利敷その他の安全かつ円滑円滑円滑円滑なななな交通に交通に交通に交通に支障支障支障支障を及を及を及を及ぼぼぼぼさない構造とすることができる。さない構造とすることができる。さない構造とすることができる。さない構造とすることができる。      (オ) 路面は，十分転圧したうえ，アスファルト又はセメントコンクリートで舗装すること。         なおなおなおなお,,,,縦断勾縦断勾縦断勾縦断勾配が９配が９配が９配が９％％％％をををを超え超え超え超える道路についてはる道路についてはる道路についてはる道路については,,,,滑滑滑滑り止めり止めり止めり止め舗装舗装舗装舗装をすることをすることをすることをすること｡｡｡｡      (カ) 開発区域内支線の設計速度は，最低速度２０ｋｍ／ｈ以上で計画すること。   (キ) 道路には，雨水などを有効に排水するため必要な側溝，街きょその他適当な施設が設けられていること。   (ク) 道路は，階段状でないこと。ただし，専ら歩行者の用に供する道路で通行の安全上支障がないと認められ，かつ，次の基準に適合するものにあっては，この限りでない。            ａａａａ    階段は，踏面寸法が３０ｃｍ以上，けあげ寸法が１５ｃｍ以下であること。    ｂｂｂｂ    階段の勾配は，中途で変えないこと。 

  (カ) 開発区域内支線の設計速度は，最低速度２０ｋｍ／h以上で計画すること。   (キ) 道路には，雨水などを有効に排水するため必要な側溝，街きょその他適当な施設が設けられていること。   (ク) 道路は，階段状でないこと。ただし，専ら歩行者の用に供する道路で通行の安全上支障がないと認められ，かつ，次の基準に適合するものにあっては，この限りでない。    ａａａａ    階段階段階段階段の構造等は，｢広の構造等は，｢広の構造等は，｢広の構造等は，｢広島県福祉島県福祉島県福祉島県福祉のまのまのまのまちちちちづくり条例｣に基づく適用施設整づくり条例｣に基づく適用施設整づくり条例｣に基づく適用施設整づくり条例｣に基づく適用施設整備備備備基準による基準による基準による基準による配配配配慮慮慮慮がなされていること。がなされていること。がなされていること。がなされていること。       ｂｂｂｂ 階段は,踏面寸法が３０ｃｍ以上,けあげ寸法が１５ｃｍ以下であること。    ｃｃｃｃ 階段の勾配は，中途で変えないこと。 
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   ｃｃｃｃ 階段の高さが３ｍを超えるものにあっては，高さ３ｍ以内ごとに１．２ｍ以上の踏幅を有する踊場を設けること。    ｄｄｄｄ 階段には，必要に応じて有効な手すりを設けること。(但し，高さ１ｍ以下の階段の部分には適用しない。)   (ケ) 道路には，必要に応じてガードレールなど危険防止の防防防防護柵を設けること。   (コ) 道路が同一平面で交差若しくは接続する箇所又は道路の曲がり角は，交差角６０度度度度(やむを得ない場合にあっても４５度度度度)以上とし，原則として次表の寸法以上で街角が切り取られていること。      また交差点に既存の家屋，高い擁壁又はがけなどがあり，やむを得ず片隅切となる場合は，次表の寸法の１．５倍以上を確保するとともに，通行の安全上支障のない措置を講じること。                道路と隅切寸法 道路幅員 ２０ｍ １６ｍ １２ｍ ９ｍ ６ｍ ４ｍ ２０ｍ １０ １２ ８ １０ １２ ８ ６ ８ ５ ５ ６ ４   １６ｍ １０ １２ ８ １０ １２ ８ ６ ８ ５ ５ ６ ４ ５ ６ ４  １２ｍ ６ ８ ５ ６ ８ ５ ６ ８ ５ ５ ６ ４ ５ ６ ４  ９ｍ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ３ ４ ２ ６ｍ  ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ３ ４ ２ ４ｍ    ３ ４ ２ ３ ４ ２ ３ ４ ２     (注) 道路幅員が表中の値の中間値の場合は，按分比例により求めるものとする。         

            ｄｄｄｄ 階段の高さが３ｍを超えるものにあっては，高さ３ｍ以内ごとに１．２ｍ以上の踏幅を有する踊場を設けること。    ｅｅｅｅ 階段には，必要に応じて有効な手すりを設けること。(但し，高さ１ｍ以下の階段の部分には適用しない。)   (ケ) 道路には，必要に応じてガードレールなど危険防止の保保保保護柵を設けること。   (コ) 道路が同一平面で交差若しくは接続する箇所又は道路の曲がり角は，交差角６０°°°°(やむを得ない場合にあっても４５°°°°)以上とし，原則として次表の寸法以上で街角が切り取られていること。      また交差点に既存の家屋，高い擁壁又はがけなどがあり，やむを得ず片隅切となる場合は，次表の寸法の１．５倍以上を確保するとともに，通行の安全上支障のない措置を講じること。                道路と隅切寸法 道路幅員 ２０ｍ １６ｍ １２ｍ ９ｍ ６ｍ ４ｍ ２０ｍ １０ １２ ８ １０ １２ ８ ６ ８ ５ ５ ６ ４   １６ｍ １０ １２ ８ １０ １２ ８ ６ ８ ５ ５ ６ ４ ５ ６ ４  １２ｍ ６ ８ ５ ６ ８ ５ ６ ８ ５ ５ ６ ４ ５ ６ ４  ９ｍ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ３ ４ ２ ６ｍ  ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ５ ６ ４ ３ ４ ２ ４ｍ    ３ ４ ２ ３ ４ ２ ３ ４ ２     (注) 道路幅員が表中の値の中間値の場合は，按分比例により求めるものとする。 上段(交差角90°°°°前後) 中段(交差角45～60°°°°) 下段(交差角120°°°°以上) Ｘ Ｘ Ｘ下段120度以上上段90度前後 中段45～60度上段90°前後 中断 45～60° 下段 120°以上 
上段(交差角90度度度度前後) 中段(交差角45度以上度以上度以上度以上 60度度度度以下以下以下以下) 下段(交差角120度度度度以上) 

 Ｘ Ｘ Ｘ下段120度以上上段90度前後 中段45～60度上段 90度前後 中段 45度以上 60度以下 下段 120度以上 
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 歩道を有する場合の角切寸法（Ｘ）の取り方車
道車　　　道Ｘ 歩 道 切り取りの必要な街角の部分 歩道Ｘ 道歩 道車　　　道 車歩道を有する場合の隅切寸法（X）の取り方 

 

 歩道を有する場合の角切寸法（Ｘ）の取り方車
道車　　　道Ｘ 歩道 切り取りの必要な街角の部分 歩道Ｘ 道歩道車　　　道 車歩道を有する場合の隅切寸法（X）の取り方 

    ２ 建築物の敷地  (１) 街区内において，土質，のりのりのりのり面勾配又は高低差により土砂の流出のおそれのある場合は，土留その他必要な措置をすること。  (２) 純宅地内における余盛高は，３０ｃｍを超えないこと。          ((((３３３３))))    住宅住宅住宅住宅((((自己の居住の用に供するものは除く。自己の居住の用に供するものは除く。自己の居住の用に供するものは除く。自己の居住の用に供するものは除く。))))の宅地のの宅地のの宅地のの宅地の１１１１区画の区画の区画の区画の面積面積面積面積は，１６５は，１６５は，１６５は，１６５㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上((((住住住住宅宅宅宅団団団団地で地で地で地でややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認められる場合にあっては，平められる場合にあっては，平められる場合にあっては，平められる場合にあっては，平均均均均１６５１６５１６５１６５㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上))))とすること。たとすること。たとすること。たとすること。ただし，用途地域だし，用途地域だし，用途地域だし，用途地域((((第一第一第一第一種低層種低層種低層種低層住居住居住居住居専専専専用地域及び第用地域及び第用地域及び第用地域及び第二種低層二種低層二種低層二種低層住居住居住居住居専専専専用地域を除く。用地域を除く。用地域を除く。用地域を除く。))))の定めのの定めのの定めのの定めのある地域で，市ある地域で，市ある地域で，市ある地域で，市町町町町長が地域の長が地域の長が地域の長が地域の実情実情実情実情によりによりによりによりややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認めるものについては，別途めるものについては，別途めるものについては，別途めるものについては，別途協議協議協議協議して定めることができる。して定めることができる。して定めることができる。して定めることができる。                    なお，次に掲げるもので，全なお，次に掲げるもので，全なお，次に掲げるもので，全なお，次に掲げるもので，全体体体体として良として良として良として良好好好好な居住環境がな居住環境がな居住環境がな居住環境が確確確確保される場合にあっては，保される場合にあっては，保される場合にあっては，保される場合にあっては，前前前前記にかか記にかか記にかか記にかかわわわわらずらずらずらず 1111区画の区画の区画の区画の面積面積面積面積はははは問わ問わ問わ問わないものとする。ないものとする。ないものとする。ないものとする。        アアアア    タタタタウウウウンハンハンハンハウウウウスススス((((コモンスペースコモンスペースコモンスペースコモンスペースを持つものに限る。を持つものに限る。を持つものに限る。を持つものに限る。))))        イイイイ    コモンスペースコモンスペースコモンスペースコモンスペースを適を適を適を適切切切切に配置したに配置したに配置したに配置した戸戸戸戸建住宅建住宅建住宅建住宅((((いいいいわゆわゆわゆわゆる｢計画る｢計画る｢計画る｢計画戸戸戸戸建｣をいう。建｣をいう。建｣をいう。建｣をいう。))))        ウウウウ    地区計画，建築地区計画，建築地区計画，建築地区計画，建築協協協協定などにより良定などにより良定などにより良定などにより良好好好好な居住環境のな居住環境のな居住環境のな居住環境の確確確確保が図られる保が図られる保が図られる保が図られる見込み見込み見込み見込みがある場合がある場合がある場合がある場合 

２ 建築物の敷地  (１) 街区内において，土質，法法法法面勾配又は高低差により土砂の流出のおそれのある場合は，土留その他必要な措置をすること。  (２) 純宅地内における余盛高は，３０ｃｍを超えないこと。  ((((３３３３))))    公益的施設等の敷地公益的施設等の敷地公益的施設等の敷地公益的施設等の敷地へへへへの進の進の進の進入入入入路，路，路，路，駐車駐車駐車駐車場等については，｢広場等については，｢広場等については，｢広場等については，｢広島県福祉島県福祉島県福祉島県福祉のまのまのまのまちちちちづくり条例｣づくり条例｣づくり条例｣づくり条例｣に基づく適用施設整に基づく適用施設整に基づく適用施設整に基づく適用施設整備備備備基準による配基準による配基準による配基準による配慮慮慮慮がされていること。がされていること。がされていること。がされていること。 
３ 公園・緑地などなどなどなど((((主として，自己主として，自己主として，自己主として，自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為は除く。発行為は除く。発行為は除く。発行為は除く。))))  (１) 開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が０が０が０が０．．．．３３３３ｈａｈａｈａｈａ以上５以上５以上５以上５ｈａ未満ｈａ未満ｈａ未満ｈａ未満の開発行為にあっては，開発区域に，の開発行為にあっては，開発区域に，の開発行為にあっては，開発区域に，の開発行為にあっては，開発区域に，面積面積面積面積の合計が開発区域のの合計が開発区域のの合計が開発区域のの合計が開発区域の面積面積面積面積の３の３の３の３％％％％以上の公園，以上の公園，以上の公園，以上の公園，緑緑緑緑地又は広場が設けられていること。ただし，地又は広場が設けられていること。ただし，地又は広場が設けられていること。ただし，地又は広場が設けられていること。ただし，開発区域の周辺に開発区域の周辺に開発区域の周辺に開発区域の周辺に相相相相当規模の公園，当規模の公園，当規模の公園，当規模の公園，緑緑緑緑地又は広場が地又は広場が地又は広場が地又は広場が存存存存する場合，予定建築物などの用途がする場合，予定建築物などの用途がする場合，予定建築物などの用途がする場合，予定建築物などの用途が住宅以外のものであり，かつ，その敷地が一である場合など開発区域の周辺の状住宅以外のものであり，かつ，その敷地が一である場合など開発区域の周辺の状住宅以外のものであり，かつ，その敷地が一である場合など開発区域の周辺の状住宅以外のものであり，かつ，その敷地が一である場合など開発区域の周辺の状況並況並況並況並びにびにびにびに予定建築物などの用途及び敷地の配置を予定建築物などの用途及び敷地の配置を予定建築物などの用途及び敷地の配置を予定建築物などの用途及び敷地の配置を勘案勘案勘案勘案して特に必要がないとして特に必要がないとして特に必要がないとして特に必要がないと認認認認められる場合は，こめられる場合は，こめられる場合は，こめられる場合は，こ

３ 公園・緑地等等等等   (１) 開発区域内には，開発区域内には，開発区域内には，開発区域内には，原則原則原則原則として開発として開発として開発として開発面積面積面積面積の３の３の３の３％％％％以上以上以上以上((((中中中中高層高層高層高層住宅など住宅など住宅など住宅など高密度高密度高密度高密度のののの人口人口人口人口が予が予が予が予想想想想される場合は，そのされる場合は，そのされる場合は，そのされる場合は，その人口人口人口人口をををを勘案勘案勘案勘案して計画して計画して計画して計画人口人口人口人口にににに相相相相当する規模当する規模当する規模当する規模))))の公園をの公園をの公園をの公園を確確確確保するととも保するととも保するととも保するとともにににに，必要に応じて公園の，必要に応じて公園の，必要に応じて公園の，必要に応じて公園の種種種種別に適合する公園施設などを設けること。ただし，自己の居別に適合する公園施設などを設けること。ただし，自己の居別に適合する公園施設などを設けること。ただし，自己の居別に適合する公園施設などを設けること。ただし，自己の居住用住宅の場合又は開発区域の住用住宅の場合又は開発区域の住用住宅の場合又は開発区域の住用住宅の場合又は開発区域の面積面積面積面積が０が０が０が０．．．．３３３３ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満の場合は，この限りでない。の場合は，この限りでない。の場合は，この限りでない。の場合は，この限りでない。        
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の限りでない。の限りでない。の限りでない。の限りでない。     ((((２２２２))))    開発区開発区開発区開発区域の域の域の域の面積面積面積面積が５が５が５が５ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為にあっては，次に定めるとこ以上の開発行為にあっては，次に定めるとこ以上の開発行為にあっては，次に定めるとこ以上の開発行為にあっては，次に定めるところろろろにより，その利により，その利により，その利により，その利用用用用者者者者のののの有効有効有効有効な利用がな利用がな利用がな利用が確確確確保されるような保されるような保されるような保されるような位位位位置に公園置に公園置に公園置に公園((((予定建築物などの用途が住宅以外のも予定建築物などの用途が住宅以外のも予定建築物などの用途が住宅以外のも予定建築物などの用途が住宅以外のものである場合は，公園，のである場合は，公園，のである場合は，公園，のである場合は，公園，緑緑緑緑地又は広場。地又は広場。地又は広場。地又は広場。))))を設けなけれを設けなけれを設けなけれを設けなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。      アアアア    公園の公園の公園の公園の面積面積面積面積は，１は，１は，１は，１箇所箇所箇所箇所３００３００３００３００㎡㎡㎡㎡以上であり，かつ，その以上であり，かつ，その以上であり，かつ，その以上であり，かつ，その面積面積面積面積の合計が開発区域のの合計が開発区域のの合計が開発区域のの合計が開発区域の面積面積面積面積のののの３３３３％％％％以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。      イイイイ    開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａ未満ｈａ未満ｈａ未満ｈａ未満の開発行為にあってはそのの開発行為にあってはそのの開発行為にあってはそのの開発行為にあってはその面積面積面積面積が１，０００が１，０００が１，０００が１，０００㎡㎡㎡㎡以上の公以上の公以上の公以上の公園が１園が１園が１園が１箇所箇所箇所箇所以上，開発区域の以上，開発区域の以上，開発区域の以上，開発区域の面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為にあってはその以上の開発行為にあってはその以上の開発行為にあってはその以上の開発行為にあってはその面積面積面積面積が１，０が１，０が１，０が１，０００００００００㎡㎡㎡㎡以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２箇箇箇箇所所所所以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。    開発区域開発区域開発区域開発区域のののの面積面積面積面積    必要必要必要必要面積面積面積面積((((開発開発開発開発区域の区域の区域の区域の面積面積面積面積にににに占占占占めるめるめるめる割割割割合合合合))))    設置施設設置施設設置施設設置施設    目的目的目的目的    配置及び配置及び配置及び配置及び面積面積面積面積の基準の基準の基準の基準    0.30.30.30.3ｈａｈａｈａｈａ    以上以上以上以上    5555ｈａｈａｈａｈａ    未満未満未満未満    3333％％％％以上以上以上以上    公園・公園・公園・公園・緑緑緑緑地・広地・広地・広地・広場のいずれか場のいずれか場のいずれか場のいずれか    防災上防災上防災上防災上必要な必要な必要な必要な空地空地空地空地    予定建築物などの用途などを予定建築物などの用途などを予定建築物などの用途などを予定建築物などの用途などを考考考考慮慮慮慮し，公園・し，公園・し，公園・し，公園・緑緑緑緑地・広場のいずれ地・広場のいずれ地・広場のいずれ地・広場のいずれか必要なものを１か必要なものを１か必要なものを１か必要なものを１～～～～２２２２箇所程度箇所程度箇所程度箇所程度にまとめて設置することが望まにまとめて設置することが望まにまとめて設置することが望まにまとめて設置することが望ましく，防災，しく，防災，しく，防災，しく，防災，避難活動避難活動避難活動避難活動上の上の上の上の見見見見地か地か地か地からららら最小最小最小最小限でも限でも限でも限でも150150150150㎡㎡㎡㎡以上とするこ以上とするこ以上とするこ以上とすることが望ましい。とが望ましい。とが望ましい。とが望ましい。    5555ｈａｈａｈａｈａ    以上以上以上以上    20202020ｈａｈａｈａｈａ    未満未満未満未満    3333％％％％以上以上以上以上    【【【【住宅の場合住宅の場合住宅の場合住宅の場合】】】】    公園公園公園公園    良良良良好好好好なななな住環境住環境住環境住環境の形成の形成の形成の形成    公園の公園の公園の公園の最低面積：最低面積：最低面積：最低面積：300300300300㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    1,1,1,1,000000000000 ㎡㎡㎡㎡以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２箇所箇所箇所箇所以上以上以上以上必要必要必要必要    【【【【住宅以外の住宅以外の住宅以外の住宅以外の場合場合場合場合】】】】    公園・公園・公園・公園・緑緑緑緑地・広地・広地・広地・広場のいずれか場のいずれか場のいずれか場のいずれか    防災上防災上防災上防災上必要な必要な必要な必要な空地空地空地空地    公園などの公園などの公園などの公園などの最低面積：最低面積：最低面積：最低面積：300300300300㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２箇所箇所箇所箇所以上以上以上以上必要必要必要必要    20202020ｈａｈａｈａｈａ    以上以上以上以上    3333％％％％以上以上以上以上    【【【【住宅の場合住宅の場合住宅の場合住宅の場合】】】】    公園公園公園公園    良良良良好好好好なななな住環境住環境住環境住環境の形成の形成の形成の形成    公園の公園の公園の公園の最低面積：最低面積：最低面積：最低面積：300300300300㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２箇所箇所箇所箇所以上以上以上以上必要必要必要必要    【【【【住宅以外の住宅以外の住宅以外の住宅以外の場合場合場合場合】】】】    公園・公園・公園・公園・緑緑緑緑地・広地・広地・広地・広場のいずれか場のいずれか場のいずれか場のいずれか    防災上防災上防災上防災上必要な必要な必要な必要な空地空地空地空地    公園などの公園などの公園などの公園などの最低面積：最低面積：最低面積：最低面積：300300300300㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２以上の公園が２箇所箇所箇所箇所以上以上以上以上必要必要必要必要      なお，開発区域のなお，開発区域のなお，開発区域のなお，開発区域の面積面積面積面積が０が０が０が０．．．．３３３３ｈａｈａｈａｈａ以上５以上５以上５以上５ｈａ未満ｈａ未満ｈａ未満ｈａ未満の開発行為における公園の設置についての開発行為における公園の設置についての開発行為における公園の設置についての開発行為における公園の設置については，施設は，施設は，施設は，施設管理者管理者管理者管理者となる市となる市となる市となる市町町町町とととと十十十十分分分分協議協議協議協議すること。すること。すること。すること。     ((((３３３３)))) 公園などなどなどなどと調整池とを兼用する場合は，別紙５の｢宅地開発に伴い設置される洪水調節(整)池の多目的利用指針｣によること。     なお，この場合，調整池として利用する旨を明示した使用注意事項を掲示し，利用者への周知を図ること。    

                                                                                                                                             ((((２２２２)))) 公園等等等等と調整池とを兼用する場合は，別紙５の｢宅地開発に伴い設置される洪水調節(整)池の多目的利用指針｣によること。     なお，この場合，調整池として利用する旨を明示した使用注意事項を掲示し，利用者への周知を図ること。  ((((３３３３))))    都市公園等の出都市公園等の出都市公園等の出都市公園等の出入入入入りりりり口口口口，園路，，園路，，園路，，園路，階段階段階段階段，排水路，，排水路，，排水路，，排水路，駐車駐車駐車駐車場等については，｢広場等については，｢広場等については，｢広場等については，｢広島県福祉島県福祉島県福祉島県福祉のまのまのまのまちちちちづくり条例｣に基づく適用施設整づくり条例｣に基づく適用施設整づくり条例｣に基づく適用施設整づくり条例｣に基づく適用施設整備備備備基準による配基準による配基準による配基準による配慮慮慮慮がされていること。がされていること。がされていること。がされていること。 
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 (４) 地域森林計画対象森林における面積が１ｈａを超える開発行為及び用地事情などなどなどなどからやむを得ず保安林を解除して行う開発行為にあっては，開発行為に係る目的，形態，周辺における土地利用の実態などに応じ，第５個別基準により相当面積の森林などなどなどなどを残置し又は造成すること。この場合において，残置し又は造成する森林などなどなどなどは，次のとおりとする。     ただし，保安林解除を伴う開発行為であって，保安林の解除面積が５ｈａ以上の場合又は事業区域内の森林の面積に占める保安林の面積が１０％以上の場合(保安林の解除面積が１ｈａ未満の場合を除く。)については，第５個別基準中の下線の字句を｛ ｝書きの字句に読み替えるものとする。   ア 現況森林の植生を保存することを原則とし，やむを得ず一時的に土地の形質を変更する必要がある場合には，可及的速やかに伐採前の植生状態まで回復を図ることを原則として森林などなどなどなどが造成されるものであること。   イ 原則として開発行為をしようとする者が，将来においても権原を有して善良に維持管理するものであること。   ウ 造成森林については，必要に応じ植物の生育に適するように表土の復元，客土などなどなどなどの措置を講じ，地域の自然的条件に適する原則として樹高１ｍ以上の高木性樹木を，次表を標準として均等に分布するよう植栽する。なお，修景効果を併せ期待する造成森林にあっては，できるだけ大きな樹木を植栽するよう努めるものとする。また，硬岩切土面などなどなどなどの確実な成林が見込まれない箇所は，造成森林には含まないものとする。 樹 高 植栽本数(１ｈａ当たり) １ｍ ２，０００本 ２ｍ １，５００本 ３ｍ １，０００本  (５) 立木竹の伐採は，必要最小限にとどめ，保存及び回復に最大限の努力を払うとともに，在来樹種などにより計画的に緑化すること。    

 (４) 地域森林計画対象森林における面積が１ｈａを超える開発行為及び用地事情等等等等からやむを得ず保安林を解除して行う開発行為にあっては，開発行為に係る目的，形態，周辺における土地利用の実態などに応じ，第５個別基準により相当面積の森林等等等等を残置し又は造成すること。この場合において，残置し又は造成する森林等等等等は，次のとおりとする。     ただし，保安林解除を伴う開発行為であって，保安林の解除面積が５ｈａ以上の場合又は事業区域内の森林の面積に占める保安林の面積が１０％以上の場合(保安林の解除面積が１ｈａ未満の場合を除く。)については，第５個別基準中の下線の字句を｛ ｝書きの字句に読み替えるものとする。   ア 現況森林の植生を保存することを原則とし，やむを得ず一時的に土地の形質を変更する必要がある場合には，可及的速やかに伐採前の植生状態まで回復を図ることを原則として森林等等等等が造成されるものであること。   イ 原則として開発行為をしようとする者が，将来においても権原を有して善良に維持管理するものであること。   ウ 造成森林については，必要に応じ植物の生育に適するように表土の復元，客土等等等等の措置を講じ，地域の自然的条件に適する原則として樹高１ｍ以上の高木性樹木を，次表を標準として均等に分布するよう植栽する。なお，修景効果を併せ期待する造成森林にあっては，できるだけ大きな樹木を植栽するよう努めるものとする。また，硬岩切土面等等等等の確実な成林が見込まれない箇所は，造成森林には含まないものとする。 樹 高 植栽本数(１ｈａ当たり) １ｍ ２，０００本 ２ｍ １，５００本 ３ｍ １，０００本  (５) 立木竹の伐採は，必要最小限にとどめ，保存及び回復に最大限の努力を払うとともに，在来樹種などにより計画的に緑化すること。  ((((６６６６))))    開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が１が１が１が１ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域にお以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域にお以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域にお以上の開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため，開発行為の目的及び第２一ける環境を保全するため，開発行為の目的及び第２一ける環境を保全するため，開発行為の目的及び第２一ける環境を保全するため，開発行為の目的及び第２一般般般般的基準的基準的基準的基準    １基１基１基１基本本本本的事項的事項的事項的事項((((１１１１))))のアかのアかのアかのアからエまでに掲げる事項をらエまでに掲げる事項をらエまでに掲げる事項をらエまでに掲げる事項を勘案勘案勘案勘案して，開発区域におけるして，開発区域におけるして，開発区域におけるして，開発区域における植植植植物の生物の生物の生物の生育育育育のののの確確確確保上必要な措置が講保上必要な措置が講保上必要な措置が講保上必要な措置が講ぜられるよう次に掲げる事項の設計が定められていること。ぜられるよう次に掲げる事項の設計が定められていること。ぜられるよう次に掲げる事項の設計が定められていること。ぜられるよう次に掲げる事項の設計が定められていること。      アアアア    高高高高さが１０さが１０さが１０さが１０ｍｍｍｍ以上の以上の以上の以上の健健健健全な全な全な全な樹木樹木樹木樹木又は又は又は又は樹木樹木樹木樹木のののの高高高高さが５さが５さが５さが５ｍｍｍｍ以上で，かつ，以上で，かつ，以上で，かつ，以上で，かつ，面積面積面積面積が３００が３００が３００が３００㎡㎡㎡㎡以以以以上の上の上の上の健健健健全な全な全な全な樹木樹木樹木樹木のののの集団集団集団集団((((一一一一団団団団のののの樹林樹林樹林樹林地で地で地で地で樹木樹木樹木樹木が１０が１０が１０が１０㎡㎡㎡㎡あたりおおむあたりおおむあたりおおむあたりおおむねねねね１１１１本本本本以上の以上の以上の以上の割割割割合で合で合で合で存存存存する場合する場合する場合する場合))))については，そのについては，そのについては，そのについては，その存存存存する土地を公園又はする土地を公園又はする土地を公園又はする土地を公園又は緑緑緑緑地として配置するなどにより，当該地として配置するなどにより，当該地として配置するなどにより，当該地として配置するなどにより，当該樹木樹木樹木樹木又は又は又は又は樹木樹木樹木樹木のののの集団集団集団集団の保の保の保の保存存存存の措置が講ぜられていること。の措置が講ぜられていること。の措置が講ぜられていること。の措置が講ぜられていること。        ただし，開発行為の目的及び第２ただし，開発行為の目的及び第２ただし，開発行為の目的及び第２ただし，開発行為の目的及び第２    一一一一般般般般的基準的基準的基準的基準    １基１基１基１基本本本本的事項的事項的事項的事項((((１１１１))))のアからエまでに掲のアからエまでに掲のアからエまでに掲のアからエまでに掲げる事項と当該げる事項と当該げる事項と当該げる事項と当該樹木樹木樹木樹木又は又は又は又は樹木樹木樹木樹木のののの集団集団集団集団のののの位位位位置とを置とを置とを置とを勘案勘案勘案勘案してしてしてしてややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認められる場合められる場合められる場合められる場合は，この限りでない。は，この限りでない。は，この限りでない。は，この限りでない。      イイイイ    高高高高さが１さが１さが１さが１ｍｍｍｍをををを超え超え超え超えるるるる切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土が行土が行土が行土が行わわわわれ，かつ，そのれ，かつ，そのれ，かつ，そのれ，かつ，その切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土をする土地の土をする土地の土をする土地の土をする土地の面積面積面積面積が１，０００が１，０００が１，０００が１，０００㎡㎡㎡㎡以上である場合には，当該以上である場合には，当該以上である場合には，当該以上である場合には，当該切切切切土又土又土又土又はははは盛盛盛盛土を行う部分土を行う部分土を行う部分土を行う部分((((道路の路道路の路道路の路道路の路面面面面の部分その部分その部分その部分その他のの他のの他のの他の植栽植栽植栽植栽の必要がないことがの必要がないことがの必要がないことがの必要がないことが明明明明らかな部分及びらかな部分及びらかな部分及びらかな部分及び植植植植物の生物の生物の生物の生育育育育がががが確確確確保される部分を除く。保される部分を除く。保される部分を除く。保される部分を除く。))))について表土のについて表土のについて表土のについて表土の復元復元復元復元，，，，客客客客土，土土，土土，土土，土壌壌壌壌の改良などの措置が講ぜられていること。の改良などの措置が講ぜられていること。の改良などの措置が講ぜられていること。の改良などの措置が講ぜられていること。 
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 ((((７７７７))))    開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が１が１が１が１ｈａｈａｈａｈａ以上で以上で以上で以上で騒音騒音騒音騒音，，，，振動振動振動振動などによる環境のなどによる環境のなどによる環境のなどによる環境の悪悪悪悪化をもたらすおそれがあ化をもたらすおそれがあ化をもたらすおそれがあ化をもたらすおそれがある予定建築物などの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては，開発区域る予定建築物などの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては，開発区域る予定建築物などの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては，開発区域る予定建築物などの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為にあっては，開発区域及びその周辺の地域における環境を保全するため，第２一及びその周辺の地域における環境を保全するため，第２一及びその周辺の地域における環境を保全するため，第２一及びその周辺の地域における環境を保全するため，第２一般般般般的基準１基的基準１基的基準１基的基準１基本本本本的事項的事項的事項的事項((((１１１１))))のアのアのアのアからエまでに掲げる事項をからエまでに掲げる事項をからエまでに掲げる事項をからエまでに掲げる事項を勘案勘案勘案勘案して，して，して，して，騒音騒音騒音騒音，，，，振動振動振動振動などによる環境のなどによる環境のなどによる環境のなどによる環境の悪悪悪悪化の防止化の防止化の防止化の防止上必要な上必要な上必要な上必要な緑緑緑緑地地地地帯帯帯帯その他のその他のその他のその他の緩衝帯緩衝帯緩衝帯緩衝帯が，次表に掲げるが，次表に掲げるが，次表に掲げるが，次表に掲げる幅員幅員幅員幅員以上，開発区域の境以上，開発区域の境以上，開発区域の境以上，開発区域の境界界界界にそってその内にそってその内にそってその内にそってその内側側側側に配置に配置に配置に配置されていなけれされていなけれされていなけれされていなければばばばならない。ただし，開発区域の土地が開発区域外にある公園，ならない。ただし，開発区域の土地が開発区域外にある公園，ならない。ただし，開発区域の土地が開発区域外にある公園，ならない。ただし，開発区域の土地が開発区域外にある公園，緑緑緑緑地，地，地，地，河河河河川川川川などになどになどになどに隣接隣接隣接隣接する部分については，その規模に応じ，する部分については，その規模に応じ，する部分については，その規模に応じ，する部分については，その規模に応じ，緩衝帯緩衝帯緩衝帯緩衝帯のののの幅員幅員幅員幅員を減を減を減を減少少少少し，又は，し，又は，し，又は，し，又は，緩衝緩衝緩衝緩衝帯帯帯帯を配置しないことができる。を配置しないことができる。を配置しないことができる。を配置しないことができる。    開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積    緩衝帯緩衝帯緩衝帯緩衝帯のののの幅員幅員幅員幅員    １１１１ｈａｈａｈａｈａ以上１以上１以上１以上１．．．．５５５５ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    ４４４４ｍｍｍｍ    １１１１．．．．５５５５ｈａｈａｈａｈａ以上５以上５以上５以上５ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    ５５５５ｍｍｍｍ    ５５５５ｈａｈａｈａｈａ以上１５以上１５以上１５以上１５ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    １０１０１０１０ｍｍｍｍ    １５１５１５１５ｈａｈａｈａｈａ以上２５以上２５以上２５以上２５ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    １５１５１５１５ｍｍｍｍ    ２５２５２５２５ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上    ２０２０２０２０ｍｍｍｍ        

 

４ 利便施設   主として住宅の主として住宅の主として住宅の主として住宅の建築の用に供する目的で行う２０建築の用に供する目的で行う２０建築の用に供する目的で行う２０建築の用に供する目的で行う２０ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為にあっては，開発区域以上の開発行為にあっては，開発区域以上の開発行為にあっては，開発区域以上の開発行為にあっては，開発区域における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように，における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように，における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように，における利便の増進と開発区域及びその周辺の地域における環境の保全とが図られるように，当該開発行為の規模に応じ必要な当該開発行為の規模に応じ必要な当該開発行為の規模に応じ必要な当該開発行為の規模に応じ必要な教育教育教育教育施設，施設，施設，施設，医療医療医療医療施設，交通施設，施設，交通施設，施設，交通施設，施設，交通施設，購買購買購買購買施設その他の公益的施施設その他の公益的施施設その他の公益的施施設その他の公益的施設が，それ設が，それ設が，それ設が，それぞぞぞぞれのれのれのれの機機機機能に応じ居住能に応じ居住能に応じ居住能に応じ居住者者者者のののの有効有効有効有効な利用がな利用がな利用がな利用が確確確確保されるような保されるような保されるような保されるような位位位位置及び規模で配置され置及び規模で配置され置及び規模で配置され置及び規模で配置されていなけれていなけれていなけれていなければばばばならない。ただし，関係市ならない。ただし，関係市ならない。ただし，関係市ならない。ただし，関係市町町町町とのとのとのとの協議協議協議協議の上，周辺の状の上，周辺の状の上，周辺の状の上，周辺の状況況況況により必要がないとにより必要がないとにより必要がないとにより必要がないと認認認認めめめめられるときは，この限りでない。られるときは，この限りでない。られるときは，この限りでない。られるときは，この限りでない。       ①①①①    その他の公益施設とは，行その他の公益施設とは，行その他の公益施設とは，行その他の公益施設とは，行政政政政施設施設施設施設((((交交交交番番番番，市，市，市，市町町町町のののの庁舎庁舎庁舎庁舎，出，出，出，出張所張所張所張所などなどなどなど))))，，，，集会集会集会集会施設施設施設施設((((集集集集会所会所会所会所，公民，公民，公民，公民館館館館などなどなどなど))))などのことをいう。などのことをいう。などのことをいう。などのことをいう。       ②②②②    配置されていなけれ配置されていなけれ配置されていなけれ配置されていなければばばばならないとあるのは，開発ならないとあるのは，開発ならないとあるのは，開発ならないとあるのは，開発者者者者が自ら整が自ら整が自ら整が自ら整備備備備すべきすべきすべきすべき旨旨旨旨を定めたを定めたを定めたを定めたものではなく，それものではなく，それものではなく，それものではなく，それぞぞぞぞれの施設のれの施設のれの施設のれの施設の管理管理管理管理予定予定予定予定者者者者とととと協議協議協議協議した上で，用地をした上で，用地をした上で，用地をした上で，用地を確確確確保しておけ保しておけ保しておけ保しておけばばばば足足足足りることとなる。りることとなる。りることとなる。りることとなる。 
４ 利便施設  ((((１１１１))))    開発区域内には，開発規模に応じ，利便施設開発区域内には，開発規模に応じ，利便施設開発区域内には，開発規模に応じ，利便施設開発区域内には，開発規模に応じ，利便施設((((保保保保育所育所育所育所，，，，小小小小学校，中学校，警学校，中学校，警学校，中学校，警学校，中学校，警察官派察官派察官派察官派出出出出所所所所などをいう。などをいう。などをいう。などをいう。))))の用に供する土地をの用に供する土地をの用に供する土地をの用に供する土地を確確確確保すること。ただし，関係市保すること。ただし，関係市保すること。ただし，関係市保すること。ただし，関係市町町町町とととと協議協議協議協議の上，周の上，周の上，周の上，周辺の状辺の状辺の状辺の状況況況況などをなどをなどをなどを勘案勘案勘案勘案して必要がないとして必要がないとして必要がないとして必要がないと認認認認められる場合は，この限りでない。められる場合は，この限りでない。められる場合は，この限りでない。められる場合は，この限りでない。     ((((２２２２))))    利便施設に供する土地は，居利便施設に供する土地は，居利便施設に供する土地は，居利便施設に供する土地は，居住住住住者者者者のののの有効有効有効有効な利用がな利用がな利用がな利用が確確確確保されるよう保されるよう保されるよう保されるよう位位位位置及び規模を定め置及び規模を定め置及び規模を定め置及び規模を定めること。ること。ること。ること。 

５ 土工事   本本本本基準に基準に基準に基準に示示示示されていない事項については，｢宅地防災されていない事項については，｢宅地防災されていない事項については，｢宅地防災されていない事項については，｢宅地防災マニュマニュマニュマニュアアアアルルルルのののの解説解説解説解説｣を｣を｣を｣を参考参考参考参考にすること。にすること。にすること。にすること。    ５ 土工事  (１) 地盤の沈下又は開発区域外の地盤の地盤の沈下又は開発区域外の地盤の地盤の沈下又は開発区域外の地盤の地盤の沈下又は開発区域外の地盤の隆起隆起隆起隆起が生じないように，土の置が生じないように，土の置が生じないように，土の置が生じないように，土の置換え換え換え換え，水，水，水，水抜抜抜抜きその他きその他きその他きその他の措置が講じられていること。の措置が講じられていること。の措置が講じられていること。の措置が講じられていること。      ((((２２２２))))    切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土をする場合において，地下水によりがけ崩れ又は土土をする場合において，地下水によりがけ崩れ又は土土をする場合において，地下水によりがけ崩れ又は土土をする場合において，地下水によりがけ崩れ又は土砂砂砂砂の流出が生じるおその流出が生じるおその流出が生じるおその流出が生じるおそれがあるときは，開発区域内の地下水をれがあるときは，開発区域内の地下水をれがあるときは，開発区域内の地下水をれがあるときは，開発区域内の地下水を有効有効有効有効かつ適かつ適かつ適かつ適切切切切に排出することができるように，排に排出することができるように，排に排出することができるように，排に排出することができるように，排水施設が設置されていること。排水施設は，そ水施設が設置されていること。排水施設は，そ水施設が設置されていること。排水施設は，そ水施設が設置されていること。排水施設は，そのののの管管管管ききききょょょょのののの勾勾勾勾配及び配及び配及び配及び断面積断面積断面積断面積が，が，が，が，切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土をした土地及びその周辺の土地の地形から土をした土地及びその周辺の土地の地形から土をした土地及びその周辺の土地の地形から土をした土地及びその周辺の土地の地形から想想想想定される定される定される定される集集集集水地域の水地域の水地域の水地域の面積面積面積面積を用いてを用いてを用いてを用いて算算算算定し定し定し定した計画地下水排水た計画地下水排水た計画地下水排水た計画地下水排水量量量量をををを有効有効有効有効かつ適かつ適かつ適かつ適切切切切に排出することができる排水施設とする。に排出することができる排水施設とする。に排出することができる排水施設とする。に排出することができる排水施設とする。  ((((１１１１))))    軟弱地盤軟弱地盤軟弱地盤軟弱地盤ややややがけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地である場がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地である場がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地である場がけ崩れ又は出水のおそれが多い土地その他これらに類する土地である場合は，合は，合は，合は，切切切切土，土，土，土，盛盛盛盛土，地盤の改良，法土，地盤の改良，法土，地盤の改良，法土，地盤の改良，法面面面面の保の保の保の保護護護護，擁壁又は排水施設を設置するなど安全上，擁壁又は排水施設を設置するなど安全上，擁壁又は排水施設を設置するなど安全上，擁壁又は排水施設を設置するなど安全上必要な措置を講じること。必要な措置を講じること。必要な措置を講じること。必要な措置を講じること。        なお，地下水なお，地下水なお，地下水なお，地下水位位位位がががが高高高高くくくく浸透浸透浸透浸透水若しくは水若しくは水若しくは水若しくは湧湧湧湧水の多い区域又は軟弱地盤の区域において，水の多い区域又は軟弱地盤の区域において，水の多い区域又は軟弱地盤の区域において，水の多い区域又は軟弱地盤の区域において，盛盛盛盛土は，土は，土は，土は，原則原則原則原則としてとしてとしてとして認認認認めない。めない。めない。めない。     ((((３３３３))))    開発行為開発行為開発行為開発行為によって生じたがけによって生じたがけによって生じたがけによって生じたがけ面面面面は，崩は，崩は，崩は，崩壊壊壊壊しないように，次の基準により，擁壁の設置，しないように，次の基準により，擁壁の設置，しないように，次の基準により，擁壁の設置，しないように，次の基準により，擁壁の設置，石石石石張張張張り，り，り，り，芝芝芝芝張張張張り，り，り，り，モルタルモルタルモルタルモルタルのののの吹吹吹吹付けその他の措置が講ぜられていること。付けその他の措置が講ぜられていること。付けその他の措置が講ぜられていること。付けその他の措置が講ぜられていること。      アアアア    切切切切土をした土地の部分に生ずる土をした土地の部分に生ずる土をした土地の部分に生ずる土をした土地の部分に生ずる高高高高さが２さが２さが２さが２ｍｍｍｍをこをこをこをこええええるがけ，るがけ，るがけ，るがけ，盛盛盛盛土をした土地の部分に生ず土をした土地の部分に生ず土をした土地の部分に生ず土をした土地の部分に生ずるるるる高高高高さが１さが１さが１さが１ｍｍｍｍをこをこをこをこええええるがけ又はるがけ又はるがけ又はるがけ又は切切切切土と土と土と土と盛盛盛盛土とを同土とを同土とを同土とを同時時時時にした土地の部分に生ずるにした土地の部分に生ずるにした土地の部分に生ずるにした土地の部分に生ずる高高高高さが２さが２さが２さが２  ((((２２２２))))    切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土をした土地の部分に生じるがけ土をした土地の部分に生じるがけ土をした土地の部分に生じるがけ土をした土地の部分に生じるがけ面面面面((((｢がけ｣とは，地表｢がけ｣とは，地表｢がけ｣とは，地表｢がけ｣とは，地表面面面面が水平に対し３０が水平に対し３０が水平に対し３０が水平に対し３０度度度度をををを超え超え超え超えるるるる角角角角度度度度をなす土地でをなす土地でをなす土地でをなす土地で硬岩硬岩硬岩硬岩盤盤盤盤((((風風風風化の化の化の化の著著著著しいものを除く。しいものを除く。しいものを除く。しいものを除く。))))以外のものをいい，｢が以外のものをいい，｢が以外のものをいい，｢が以外のものをいい，｢がけけけけ面面面面｣とは，その地表｣とは，その地表｣とは，その地表｣とは，その地表面面面面をいう。をいう。をいう。をいう。))))には擁壁を設けること。ただし，には擁壁を設けること。ただし，には擁壁を設けること。ただし，には擁壁を設けること。ただし，切切切切土土土土をした土地の部をした土地の部をした土地の部をした土地の部分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のような場合には，この限りでない。分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のような場合には，この限りでない。分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のような場合には，この限りでない。分に生じることとなるがけ又はがけの部分が次のような場合には，この限りでない。    
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ｍｍｍｍをこをこをこをこええええるがけのがけるがけのがけるがけのがけるがけのがけ面面面面は，擁壁でおおは，擁壁でおおは，擁壁でおおは，擁壁でおおわわわわなけれなけれなけれなければばばばならない。ただし，ならない。ただし，ならない。ただし，ならない。ただし，切切切切土をした土地の土をした土地の土をした土地の土をした土地の部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ部分に生ずることとなるがけ又はがけの部分で次のいずれかに該当するもののがけ面面面面にににについては，この限りでない。ついては，この限りでない。ついては，この限りでない。ついては，この限りでない。      ((((アアアア))))    土質が次の表土質が次の表土質が次の表土質が次の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じの上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じの上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じの上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾勾勾勾配が同表の中欄の配が同表の中欄の配が同表の中欄の配が同表の中欄の角角角角度度度度以下のもの以下のもの以下のもの以下のもの    土質土質土質土質    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著しいものを除しいものを除しいものを除しいものを除く。く。く。く。))))    風風風風化の化の化の化の著著著著ししししいいいい岩岩岩岩    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム，，，，硬硬硬硬質質質質粘粘粘粘土その他土その他土その他土その他これらに類するものこれらに類するものこれらに類するものこれらに類するもの    擁壁を要しない擁壁を要しない擁壁を要しない擁壁を要しない勾勾勾勾配の上限配の上限配の上限配の上限    ６０６０６０６０度度度度    ４０４０４０４０度度度度    ３５３５３５３５度度度度    擁壁を要する擁壁を要する擁壁を要する擁壁を要する勾勾勾勾配の下限配の下限配の下限配の下限    ８０８０８０８０度度度度    ５０５０５０５０度度度度    ４５４５４５４５度度度度            ((((イイイイ))))    土質が土質が土質が土質が((((アアアア))))の表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じの表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じの表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じの表の上欄に掲げるものに該当し，かつ，土質に応じ勾勾勾勾配が同表の中欄の配が同表の中欄の配が同表の中欄の配が同表の中欄の角角角角度度度度をこをこをこをこええええ同表の下欄の同表の下欄の同表の下欄の同表の下欄の角角角角度度度度以下のもので，その上以下のもので，その上以下のもので，その上以下のもので，その上端端端端から下から下から下から下方方方方にににに垂垂垂垂直距離直距離直距離直距離５５５５ｍｍｍｍ以内の部以内の部以内の部以内の部分。分。分。分。    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著しいもしいもしいもしいものを除く。のを除く。のを除く。のを除く。))))    風風風風化の化の化の化の著著著著しいしいしいしい岩岩岩岩    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム，，，，硬硬硬硬質質質質粘粘粘粘土その他これ土その他これ土その他これ土その他これらに類するものらに類するものらに類するものらに類するもの        
     また，この場合において，また，この場合において，また，この場合において，また，この場合において，((((アアアア))))に該当するがけの部分により上下に分に該当するがけの部分により上下に分に該当するがけの部分により上下に分に該当するがけの部分により上下に分離離離離されたがけのされたがけのされたがけのされたがけの部分があるときは，部分があるときは，部分があるときは，部分があるときは，((((アアアア))))に該当するがけの部分はに該当するがけの部分はに該当するがけの部分はに該当するがけの部分は存存存存在せ在せ在せ在せず，上下のがけの部分はず，上下のがけの部分はず，上下のがけの部分はず，上下のがけの部分は連連連連続続続続ししししているものとているものとているものとているものとみみみみなす。なす。なす。なす。                                                 

     アアアア    次表中次表中次表中次表中左左左左欄の土質に応じ，中欄の欄の土質に応じ，中欄の欄の土質に応じ，中欄の欄の土質に応じ，中欄の勾勾勾勾配以下で配以下で配以下で配以下で切切切切りりりり取取取取る場合る場合る場合る場合      イイイイ    次表中次表中次表中次表中左左左左欄の土質に応じ，一部分に限り欄の土質に応じ，一部分に限り欄の土質に応じ，一部分に限り欄の土質に応じ，一部分に限り((((垂垂垂垂直距離直距離直距離直距離５５５５ｍｍｍｍ以内に限る。以内に限る。以内に限る。以内に限る。))))右右右右欄の欄の欄の欄の勾勾勾勾配以下配以下配以下配以下でででで切切切切りりりり取取取取り，他の部分は，中欄のり，他の部分は，中欄のり，他の部分は，中欄のり，他の部分は，中欄の勾勾勾勾配以下で配以下で配以下で配以下で切切切切りりりり取取取取る場合る場合る場合る場合    土土土土        質質質質    擁壁を要しない擁壁を要しない擁壁を要しない擁壁を要しない勾勾勾勾配の上限配の上限配の上限配の上限    擁壁を要する擁壁を要する擁壁を要する擁壁を要する勾勾勾勾配の下限配の下限配の下限配の下限    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著しいものを除く。しいものを除く。しいものを除く。しいものを除く。))))    ６０６０６０６０°°°°    ８０８０８０８０°°°°    風風風風 化 の化 の化 の化 の 著著著著 し いし いし いし い 岩岩岩岩    ４０４０４０４０°°°°    ５０５０５０５０°°°°    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム    ３５３５３５３５°°°°    ４５４５４５４５°°°°     
 ５ｍ以内 擁壁を 要するがけ がけの上端部 ４０度超 ５０度以下  ５ｍ以内 擁壁を 要するがけ がけの上端部 ３５度超 ４５度以下  ５ｍ以内 がけの上端部 擁壁を 要するがけ ６０度超 ８０度以下 

 連続しているとみなし合計が 5m以内 擁壁を要しないがけの部分 擁壁を要する部分 
（イ）に該当するがけの部分 （ア）に該当するがけの部分 （イ）に該当するがけの部分 



 

 - 15 -

  イイイイ    アの規定のアの規定のアの規定のアの規定の範範範範囲囲囲囲の適用については，の適用については，の適用については，の適用については，小段小段小段小段などによって上下に分などによって上下に分などによって上下に分などによって上下に分離離離離されたがけがある場合されたがけがある場合されたがけがある場合されたがけがある場合において，下において，下において，下において，下層層層層のがけのがけのがけのがけ面面面面の下の下の下の下端端端端を含を含を含を含みみみみ，かつ，水平，かつ，水平，かつ，水平，かつ，水平面面面面に対し３０に対し３０に対し３０に対し３０度度度度のののの角角角角度度度度をなすをなすをなすをなす面面面面の上の上の上の上方方方方に上に上に上に上層層層層のがけのがけのがけのがけ面面面面の下の下の下の下端端端端があるときは，その上下があるときは，その上下があるときは，その上下があるときは，その上下のがけを一のがけを一のがけを一のがけを一体体体体のものとのものとのものとのものとみみみみなす。なす。なす。なす。    
 AAAA    BBBB    CCCC    DDDD    EEEE    GGGG    HHHH    FFFF    AB 及びCDのがけは一体とみなす AB 及びEFのがけは一体とみなさない ３０３０３０３０度度度度       ウウウウ    アの規定は，土質アの規定は，土質アの規定は，土質アの規定は，土質試験試験試験試験などに基づき地盤の安定計などに基づき地盤の安定計などに基づき地盤の安定計などに基づき地盤の安定計算算算算をしたをしたをしたをした結果結果結果結果がけの安全を保つためにがけの安全を保つためにがけの安全を保つためにがけの安全を保つために擁壁の設置が必要でないことが擁壁の設置が必要でないことが擁壁の設置が必要でないことが擁壁の設置が必要でないことが認認認認められた場合又は災害の防止上められた場合又は災害の防止上められた場合又は災害の防止上められた場合又は災害の防止上支障支障支障支障がないとがないとがないとがないと認認認認められめられめられめられる土地において擁壁の設置にる土地において擁壁の設置にる土地において擁壁の設置にる土地において擁壁の設置に代代代代ええええて他の措置が講ぜられた場合には，適用しない。て他の措置が講ぜられた場合には，適用しない。て他の措置が講ぜられた場合には，適用しない。て他の措置が講ぜられた場合には，適用しない。     ((((４４４４))))    のりのりのりのり面の勾配が１５度以上で垂直距離が５ｍを超える場合は，次に定める次に定める次に定める次に定める小段小段小段小段を設けるを設けるを設けるを設けること。こと。こと。こと。      アアアア    高高高高さ５さ５さ５さ５ｍごｍごｍごｍごとにとにとにとに幅幅幅幅１１１１～～～～２２２２ｍｍｍｍのののの小段小段小段小段      イイイイ    垂垂垂垂直距離直距離直距離直距離が１５が１５が１５が１５ｍｍｍｍをををを越越越越ええええる場合は，る場合は，る場合は，る場合は，高高高高さ１５さ１５さ１５さ１５ｍごｍごｍごｍごとに３とに３とに３とに３～～～～５５５５ｍｍｍｍ以上の以上の以上の以上の幅幅幅幅広の広の広の広の小段小段小段小段    

 .0m以下

（切土の例〔真砂土の場合〕）5.0m以下5.0m以下5.0m 以下
45度以下 35度以下 35度以下

35度以下
35度以下 35度以下 35度以下

1～2ｍ1～2ｍ
1～2ｍ 3～5ｍ 3～5ｍ

35度以下3～5ｍ
35度以下1～2ｍ

35度以下1～2ｍ
45度以下（盛土の例）5.0m以下5.0m以下5

3～5ｍ 3～5ｍ
1～2ｍ1～2ｍ 1～2ｍ 1～2ｍ

30度以下 30度以下
30度以下

30度以下 30度以下
30度以下

30度以下
30度以下

35度 45度以下1～2ｍ 1～2ｍ練積み造擁壁 もたれ式擁壁
   ウウウウ    のりのりのりのり面面面面の上部に自の上部に自の上部に自の上部に自然斜然斜然斜然斜面面面面がががが続続続続いているなど，いているなど，いているなど，いているなど，切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面以外からの表以外からの表以外からの表以外からの表面面面面水が流水が流水が流水が流下する場下する場下する場下する場所所所所には，のりには，のりには，のりには，のり肩肩肩肩排水排水排水排水溝溝溝溝を設けること。を設けること。を設けること。を設けること。      エエエエ    小段小段小段小段には，には，には，には，小段小段小段小段上部のり上部のり上部のり上部のり面面面面の下の下の下の下端端端端にににに沿沿沿沿って，排水って，排水って，排水って，排水溝溝溝溝を設けること。また，を設けること。また，を設けること。また，を設けること。また，小段小段小段小段は排水は排水は排水は排水溝溝溝溝

 ((((３３３３))))    法法法法面の勾配が１５度以上で垂直距離が５ｍを超える場合は，次表に定める次表に定める次表に定める次表に定める幅幅幅幅をもつをもつをもつをもつ小小小小段段段段を設けること。を設けること。を設けること。を設けること。    垂垂垂垂    直直直直    距距距距    離離離離    切切切切        土土土土    盛盛盛盛        土土土土    ５５５５．．．．００００ｍｍｍｍ以内以内以内以内ごごごごとととと    １１１１．．．．００００ｍｍｍｍ以上以上以上以上    １１１１．．．．５５５５ｍｍｍｍ以上以上以上以上    １５１５１５１５．．．．００００ｍｍｍｍ以内以内以内以内ごごごごとととと    ３３３３．．．．００００ｍｍｍｍ以上以上以上以上    ３３３３．．．．００００ｍｍｍｍ以上以上以上以上    
（盛土の例）5.0m以下5.0m以下5.0m以下 30゜以下1.5m以上 30゜以下1.5m以上 30゜以下 3.0m以上 30゜以下 3.0m以上 30゜以下30゜以下1.5m以上1.5m以上 30゜以下30゜以下

（切土の例〔真砂土の場合〕）5.0m以下5.0m以下5.0m以下 45゜以下1.0m以上 35゜以下1.0m以上 35゜以下 3.0m以上 35゜以下
45゜以下1.0m以上 35゜以下1.0m以上 35゜以下 3.0m以上 35゜以下

  ((((４４４４))))    法法法法面小段面小段面小段面小段には排には排には排には排水水水水溝溝溝溝を設け，３０を設け，３０を設け，３０を設け，３０ｍ程度ごｍ程度ごｍ程度ごｍ程度ごとにとにとにとに縦縦縦縦排水排水排水排水溝溝溝溝を設けること。を設けること。を設けること。を設けること。        また，また，また，また，背後背後背後背後地から雨水の流出がある法地から雨水の流出がある法地から雨水の流出がある法地から雨水の流出がある法面面面面は，法は，法は，法は，法肩肩肩肩に排水に排水に排水に排水溝溝溝溝を設け，法を設け，法を設け，法を設け，法面面面面に雨水を流さに雨水を流さに雨水を流さに雨水を流さないようにすること。ないようにすること。ないようにすること。ないようにすること。 
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のののの方方方方向向向向に５に５に５に５％程度％程度％程度％程度の下りの下りの下りの下り勾勾勾勾配をつけて施工し，排水配をつけて施工し，排水配をつけて施工し，排水配をつけて施工し，排水溝溝溝溝に水が流れるようにすること。に水が流れるようにすること。に水が流れるようにすること。に水が流れるようにすること。      オオオオ    のりのりのりのり肩肩肩肩又は又は又は又は小段小段小段小段に設ける排水に設ける排水に設ける排水に設ける排水溝溝溝溝にににに集集集集められた水をのりめられた水をのりめられた水をのりめられた水をのり尻尻尻尻に導くため，に導くため，に導くため，に導くため，縦縦縦縦排水排水排水排水溝溝溝溝を設けるを設けるを設けるを設けること。こと。こと。こと。縦縦縦縦排水排水排水排水溝溝溝溝は，流は，流は，流は，流量量量量の分の分の分の分散散散散を図るためを図るためを図るためを図るため間間間間隔隔隔隔は２０は２０は２０は２０ｍ程度ｍ程度ｍ程度ｍ程度とし，排水とし，排水とし，排水とし，排水溝溝溝溝の合流するの合流するの合流するの合流する箇所箇所箇所箇所には，必ずますを設けて，ますには，水がには，必ずますを設けて，ますには，水がには，必ずますを設けて，ますには，水がには，必ずますを設けて，ますには，水が飛飛飛飛びびびび散散散散らないようにらないようにらないようにらないようにふふふふた及びた及びた及びた及び泥溜泥溜泥溜泥溜を設けること。を設けること。を設けること。を設けること。  (５) 盛盛盛盛土をする場合には，土をする場合には，土をする場合には，土をする場合には，盛盛盛盛土に雨水その他の土に雨水その他の土に雨水その他の土に雨水その他の地表水又は地下水の浸透による緩み，沈下，崩壊又はすべりすべりすべりすべりが生じないように，おおむおおむおおむおおむねねねね３０３０３０３０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以下の以下の以下の以下の厚厚厚厚さのさのさのさの層層層層に分けて土をに分けて土をに分けて土をに分けて土を盛盛盛盛り，り，り，り，かつ，そのかつ，そのかつ，そのかつ，その層層層層の土をの土をの土をの土を盛盛盛盛るるるるごごごごとに，これをとに，これをとに，これをとに，これをロロロローーーーララララーーーーその他これに類する建設その他これに類する建設その他これに類する建設その他これに類する建設機機機機械械械械を用いてを用いてを用いてを用いて締締締締めめめめ固固固固めるとともに，必要に応じて地すべりめるとともに，必要に応じて地すべりめるとともに，必要に応じて地すべりめるとともに，必要に応じて地すべり抑抑抑抑止止止止ぐぐぐぐい又はい又はい又はい又はグラグラグラグラウウウウンンンンドドドドアアアアンカーンカーンカーンカーその他の土その他の土その他の土その他の土留留留留((((以下，｢地すべり以下，｢地すべり以下，｢地すべり以下，｢地すべり抑抑抑抑止止止止ぐぐぐぐいなど｣という。いなど｣という。いなど｣という。いなど｣という。))))の設置その他の措置が講じられていること。の設置その他の措置が講じられていること。の設置その他の措置が講じられていること。の設置その他の措置が講じられていること。  (５) 盛盛盛盛土は，土は，土は，土は，地表水又は地下の浸透による緩み，沈下，崩壊又は滑滑滑滑りりりりが生じないように，盛盛盛盛土の地盤全土の地盤全土の地盤全土の地盤全体体体体に及に及に及に及ぶぶぶぶように，ように，ように，ように，盛盛盛盛土をする土をする土をする土をする際際際際に下からに下からに下からに下から仕仕仕仕上り上り上り上り厚厚厚厚さ３０さ３０さ３０さ３０ｃｍ程度ごｃｍ程度ごｃｍ程度ごｃｍ程度ごとにとにとにとに層層層層状に状に状に状に締固締固締固締固めをめをめをめを繰繰繰繰りりりり返返返返して行うものであること。して行うものであること。して行うものであること。して行うものであること。  (６) 著著著著しくしくしくしく傾斜傾斜傾斜傾斜している土地においてしている土地においてしている土地においてしている土地において盛盛盛盛土をする場合には，土をする場合には，土をする場合には，土をする場合には，盛盛盛盛土をする土をする土をする土をする前前前前の地盤との地盤との地盤との地盤と盛盛盛盛土とが土とが土とが土とが接接接接するするするする面面面面がすべりがすべりがすべりがすべり面面面面とならないように，とならないように，とならないように，とならないように，段切段切段切段切りその他の措置が講ぜられていること。りその他の措置が講ぜられていること。りその他の措置が講ぜられていること。りその他の措置が講ぜられていること。           ①①①①    著著著著しくしくしくしく傾斜傾斜傾斜傾斜している土地している土地している土地している土地                        現現現現地盤の地盤の地盤の地盤の勾勾勾勾配が１５配が１５配が１５配が１５度度度度((((約約約約１１１１：：：：４４４４))))程度程度程度程度以上又は以上又は以上又は以上又は旧谷旧谷旧谷旧谷部などの地下水部などの地下水部などの地下水部などの地下水位位位位がががが高高高高くなくなくなくなると予ると予ると予ると予想想想想されるされるされるされる箇所箇所箇所箇所       ②②②②    段切段切段切段切りりりり寸寸寸寸法法法法                        高高高高さ５０さ５０さ５０さ５０ｃｍｃｍｃｍｃｍ，，，，幅幅幅幅１１１１ｍ程度ｍ程度ｍ程度ｍ程度以上以上以上以上       ③③③③    排水排水排水排水勾勾勾勾配配配配            のりのりのりのり尻尻尻尻方方方方向向向向に３に３に３に３～～～～５５５５％程度％程度％程度％程度  
 

 (６) 盛盛盛盛土をする地盤土をする地盤土をする地盤土をする地盤傾斜傾斜傾斜傾斜が１５が１５が１５が１５度度度度以上で以上で以上で以上で盛盛盛盛土土土土高高高高が２が２が２が２ｍｍｍｍをををを超え超え超え超える場合は，る場合は，る場合は，る場合は，盛盛盛盛土の土の土の土の滑動滑動滑動滑動及び沈及び沈及び沈及び沈下が生じないように下が生じないように下が生じないように下が生じないように原原原原地盤の表土を地盤の表土を地盤の表土を地盤の表土を十十十十分除分除分除分除去去去去するとともに，するとともに，するとともに，するとともに，段切段切段切段切りを行うこと。りを行うこと。りを行うこと。りを行うこと。                                        
     (７) 切切切切土をする場合において土をする場合において土をする場合において土をする場合において，，，，切切切切土をした土をした土をした土をした後後後後の地盤にすべりの地盤にすべりの地盤にすべりの地盤にすべりやすい土質の層があるときは，その地盤にすべりが生じないように，地すべり地すべり地すべり地すべり抑抑抑抑止止止止ぐぐぐぐいなどの設置，土の置いなどの設置，土の置いなどの設置，土の置いなどの設置，土の置換え換え換え換えその他のその他のその他のその他の措置が講ぜられていること。措置が講ぜられていること。措置が講ぜられていること。措置が講ぜられていること。     (７) 切切切切土をした土をした土をした土をした後後後後の地盤にの地盤にの地盤にの地盤にすべりやすい土質の層があるときは，その地盤にすべりが生じないようにくいくいくいくい打打打打ちちちち，良質の土の置，良質の土の置，良質の土の置，良質の土の置換え換え換え換えなどの措置を講じること。などの措置を講じること。などの措置を講じること。などの措置を講じること。  (８) 開発行為によってがけ開発行為によってがけ開発行為によってがけ開発行為によってがけ((((｢がけ｣とは，地表｢がけ｣とは，地表｢がけ｣とは，地表｢がけ｣とは，地表面面面面が水平が水平が水平が水平面面面面に対し３０に対し３０に対し３０に対し３０度度度度をををを超え超え超え超えるるるる角角角角度度度度をなすをなすをなすをなす土地で土地で土地で土地で硬岩硬岩硬岩硬岩盤盤盤盤((((風風風風化の化の化の化の著著著著しいものを除く。しいものを除く。しいものを除く。しいものを除く。))))以外のものをいう。以外のものをいう。以外のものをいう。以外のものをいう。))))が生じる場合においては，が生じる場合においては，が生じる場合においては，が生じる場合においては，がけの上がけの上がけの上がけの上端端端端にににに続続続続く地盤く地盤く地盤く地盤面面面面にににには，は，は，は，特別な事情がない限り，そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配が付されていること。が付されていること。が付されていること。が付されていること。  (８) 切切切切土又は土又は土又は土又は盛盛盛盛土をする場合において，土をする場合において，土をする場合において，土をする場合において，特別の事情がない限り，そのがけの反対方向に雨水その他の地表水が流れるように勾配をとること。をとること。をとること。をとること。 

計画盛土面 地盤面 
15度以上 0.50.50.50.5ｍ以上ｍ以上ｍ以上ｍ以上    1.0ｍ以上 3333～5％ 

1.0ｍ以上 0.5～2.0ｍ
2～5%
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排水方向 排水 方向
 排水方向 排水 方 向

     (９) 切土又は盛土量は，できるだけ少なくなるように計画し，自然景観を害さないよう努めるとともに，のりのりのりのり面には,張芝,筋芝,植栽などなどなどなどにより緑化修景すること。     植生による保護が適さない場合又は完全でない場合は，のりのりのりのり枠工，吹付工，柵工などなどなどなどを行うものとし，工種は，土質，気象条件などなどなどなどを考慮して決定し，適宜に施工するものであること。  (９) 切土又は盛土量は，できるだけ少なくなるように計画し，自然景観を害さないよう努めるとともに，法法法法面には,張芝,筋芝,植栽等等等等により緑化修景すること。     植生による保護が適さない場合又は完全でない場合は，法法法法枠工，吹付工，柵工等等等等を行うものとし，工種は，土質，気象条件等等等等を考慮して決定し，適宜に施工するものであること。     (10) 切切切切土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性のの安定性のの安定性のの安定性の検討検討検討検討                切切切切土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性のの安定性のの安定性のの安定性の検討検討検討検討に当たっては，安定計に当たっては，安定計に当たっては，安定計に当たっては，安定計算算算算に必要なに必要なに必要なに必要な数数数数値値値値を土質を土質を土質を土質試験試験試験試験などなどなどなどにより的により的により的により的確確確確にににに求求求求めることがめることがめることがめることが困難困難困難困難な場合が多いので，一な場合が多いので，一な場合が多いので，一な場合が多いので，一般般般般に次の事項をに次の事項をに次の事項をに次の事項を総総総総合的に合的に合的に合的に検討検討検討検討した上で，のりした上で，のりした上で，のりした上で，のり面面面面の安定性をの安定性をの安定性をの安定性を確確確確保するよう配保するよう配保するよう配保するよう配慮慮慮慮する必要がある。する必要がある。する必要がある。する必要がある。            アアアア    のりのりのりのり高高高高が特にが特にが特にが特に大大大大きい場合きい場合きい場合きい場合((((のりのりのりのり高高高高１５１５１５１５ｍｍｍｍをををを超え超え超え超えるものるものるものるもの))))                    地地地地山山山山は一は一は一は一般般般般にににに複雑複雑複雑複雑な地な地な地な地層層層層構成をなしていることが多いので，のり構成をなしていることが多いので，のり構成をなしていることが多いので，のり構成をなしていることが多いので，のり高高高高がががが大大大大きくなるにきくなるにきくなるにきくなるに伴伴伴伴っっっってててて不不不不安定要安定要安定要安定要因因因因が増してくる。したがって，のりが増してくる。したがって，のりが増してくる。したがって，のりが増してくる。したがって，のり高高高高が特にが特にが特にが特に大大大大きい場合には，地きい場合には，地きい場合には，地きい場合には，地山山山山の状の状の状の状況況況況に応に応に応に応じて次のイじて次のイじて次のイじて次のイ～キ～キ～キ～キについてについてについてについて検討検討検討検討をををを加え加え加え加え，できれ，できれ，できれ，できれば余裕ば余裕ば余裕ば余裕のあるのりのあるのりのあるのりのあるのり面勾面勾面勾面勾配にするなど，のり配にするなど，のり配にするなど，のり配にするなど，のり面面面面の安定化を図るよう配の安定化を図るよう配の安定化を図るよう配の安定化を図るよう配慮慮慮慮する必要がある。する必要がある。する必要がある。する必要がある。            イイイイ    のりのりのりのり面面面面がががが割割割割れ目の多いれ目の多いれ目の多いれ目の多い岩岩岩岩又又又又は流れ盤である場合は流れ盤である場合は流れ盤である場合は流れ盤である場合                    地地地地山山山山には，地質構造上，には，地質構造上，には，地質構造上，には，地質構造上，割割割割れ目が発れ目が発れ目が発れ目が発達達達達していることが多く，していることが多く，していることが多く，していることが多く，切切切切土した土した土した土した際際際際にこれらのにこれらのにこれらのにこれらの割割割割れれれれ目に目に目に目に沿沿沿沿って崩って崩って崩って崩壊壊壊壊が発生しが発生しが発生しが発生しややややすい。したがって，すい。したがって，すい。したがって，すい。したがって，割割割割れ目の発れ目の発れ目の発れ目の発達達達達程度程度程度程度，，，，岩岩岩岩のののの破砕破砕破砕破砕のののの度度度度合，地合，地合，地合，地層層層層のののの傾斜傾斜傾斜傾斜などについて調などについて調などについて調などについて調査査査査・・・・検討検討検討検討を行い，周辺のを行い，周辺のを行い，周辺のを行い，周辺の既既既既設のり設のり設のり設のり面面面面の施工の施工の施工の施工実実実実績績績績などもなどもなどもなども勘案勘案勘案勘案の上，のの上，のの上，のの上，のりりりり面面面面のののの勾勾勾勾配を配を配を配を決決決決定する必要がある。特に，のり定する必要がある。特に，のり定する必要がある。特に，のり定する必要がある。特に，のり面面面面が流れ盤の場合には，すべりに対してが流れ盤の場合には，すべりに対してが流れ盤の場合には，すべりに対してが流れ盤の場合には，すべりに対して十十十十分分分分留意留意留意留意し，のりし，のりし，のりし，のり面面面面のののの勾勾勾勾配を配を配を配を決決決決定することが定することが定することが定することが大切大切大切大切である。である。である。である。            ウウウウ    のりのりのりのり面面面面がががが風風風風化の化の化の化の速速速速いいいい岩岩岩岩である場合である場合である場合である場合                    のりのりのりのり面面面面がががが風風風風化の化の化の化の速速速速いいいい岩岩岩岩である場合は，である場合は，である場合は，である場合は，掘削時掘削時掘削時掘削時にはにはにはには硬硬硬硬く安定したのりく安定したのりく安定したのりく安定したのり面面面面であであであであっても，っても，っても，っても，切切切切土土土土後後後後のののの時時時時間間間間のののの経過経過経過経過とともに表とともに表とともに表とともに表層層層層からからからから風風風風化が進化が進化が進化が進みみみみ，崩，崩，崩，崩壊壊壊壊が発生しが発生しが発生しが発生しややややすくなるおそれがある。しすくなるおそれがある。しすくなるおそれがある。しすくなるおそれがある。したがって，このような場合には，のりたがって，このような場合には，のりたがって，このような場合には，のりたがって，このような場合には，のり面面面面保保保保護護護護工により工により工により工により風風風風化を化を化を化を抑抑抑抑制するなどの配制するなどの配制するなどの配制するなどの配慮慮慮慮が必要でが必要でが必要でが必要である。ある。ある。ある。            エエエエ    のりのりのりのり面面面面がががが侵食侵食侵食侵食に弱い土質である場合に弱い土質である場合に弱い土質である場合に弱い土質である場合                    砂砂砂砂質土からなるのり質土からなるのり質土からなるのり質土からなるのり面面面面は，表は，表は，表は，表面面面面流水による流水による流水による流水による侵食侵食侵食侵食に特に弱く，に特に弱く，に特に弱く，に特に弱く，落石落石落石落石，崩，崩，崩，崩壊壊壊壊及び土及び土及び土及び土砂砂砂砂の流出の流出の流出の流出が生じる場合が多いので，地が生じる場合が多いので，地が生じる場合が多いので，地が生じる場合が多いので，地山山山山のののの固結固結固結固結度度度度及び及び及び及び粒粒粒粒度度度度に応じた適に応じた適に応じた適に応じた適切切切切なのりなのりなのりなのり面勾面勾面勾面勾配とするととも配とするととも配とするととも配とするとともに，のりに，のりに，のりに，のり面面面面全全全全体体体体の排水などにの排水などにの排水などにの排水などに十十十十分配分配分配分配慮慮慮慮する必要がある。する必要がある。する必要がある。する必要がある。            オオオオ    のりのりのりのり面面面面が崩が崩が崩が崩積積積積土などである場合土などである場合土などである場合土などである場合    

 (10) 法法法法面面面面の長さが合計２０の長さが合計２０の長さが合計２０の長さが合計２０ｍｍｍｍ以上となる以上となる以上となる以上となる盛盛盛盛土については，土については，土については，土については，原則原則原則原則として，として，として，として，少少少少なくとも法長のなくとも法長のなくとも法長のなくとも法長の３分の１以上は擁壁工，法３分の１以上は擁壁工，法３分の１以上は擁壁工，法３分の１以上は擁壁工，法枠枠枠枠工などの工などの工などの工などの永久永久永久永久工工工工作作作作物とし，２０物とし，２０物とし，２０物とし，２０ｍｍｍｍ未満未満未満未満についてもこれに準についてもこれに準についてもこれに準についてもこれに準じてじてじてじて取取取取りりりり扱扱扱扱うこと。うこと。うこと。うこと。    
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                崖崖崖崖((((がいがいがいがい))))すいなどのすいなどのすいなどのすいなどの固結固結固結固結度度度度のののの低低低低い崩い崩い崩い崩積積積積土からなる地土からなる地土からなる地土からなる地山山山山において，自において，自において，自において，自然然然然状状状状態態態態よりもよりもよりもよりも急急急急なななな勾勾勾勾配で配で配で配で切切切切土をした場合には，のり土をした場合には，のり土をした場合には，のり土をした場合には，のり面面面面がががが不不不不安定となって崩安定となって崩安定となって崩安定となって崩壊壊壊壊が発生するおそれがあるので，安が発生するおそれがあるので，安が発生するおそれがあるので，安が発生するおそれがあるので，安定性の定性の定性の定性の検討検討検討検討をををを十十十十分に行い，適分に行い，適分に行い，適分に行い，適切切切切なのりなのりなのりなのり面勾面勾面勾面勾配を設定する必要がある。配を設定する必要がある。配を設定する必要がある。配を設定する必要がある。            カカカカ    のりのりのりのり面面面面にににに湧湧湧湧水などが多い場合水などが多い場合水などが多い場合水などが多い場合                    湧湧湧湧水の多い水の多い水の多い水の多い箇所箇所箇所箇所又は地下水又は地下水又は地下水又は地下水位位位位のののの高高高高いいいい箇所箇所箇所箇所をををを切切切切土する場合には，のり土する場合には，のり土する場合には，のり土する場合には，のり面面面面がががが不不不不安定になり安定になり安定になり安定になりややややすいので，のりすいので，のりすいので，のりすいので，のり面勾面勾面勾面勾配を配を配を配を緩緩緩緩くしたり，くしたり，くしたり，くしたり，湧湧湧湧水の軽減及び地下水水の軽減及び地下水水の軽減及び地下水水の軽減及び地下水位位位位のののの低低低低下のためののり下のためののり下のためののり下のためののり面面面面排水排水排水排水工を工を工を工を検討検討検討検討する必要がある。する必要がある。する必要がある。する必要がある。            キキキキ    のりのりのりのり面面面面又はがけの上又はがけの上又はがけの上又はがけの上端端端端面面面面に雨水がに雨水がに雨水がに雨水が浸透浸透浸透浸透ししししややややすい場合すい場合すい場合すい場合                    切切切切土によるのり土によるのり土によるのり土によるのり面面面面又はが又はが又はが又はがけの上けの上けの上けの上端端端端面面面面にににに砂層砂層砂層砂層，，，，礫礫礫礫層層層層などのなどのなどのなどの透透透透水性の水性の水性の水性の高高高高い地い地い地い地層層層層又は又は又は又は破砕破砕破砕破砕帯帯帯帯がががが露露露露出するような場合には，出するような場合には，出するような場合には，出するような場合には，切切切切土土土土後後後後に雨水がに雨水がに雨水がに雨水が浸透浸透浸透浸透ししししややややすくなり，崩すくなり，崩すくなり，崩すくなり，崩壊壊壊壊のののの危険危険危険危険性が性が性が性が高高高高くなるのくなるのくなるのくなるので，のりで，のりで，のりで，のり面面面面をををを不透不透不透不透水性材水性材水性材水性材料料料料でででで覆覆覆覆うなどのうなどのうなどのうなどの浸透浸透浸透浸透防止対策を防止対策を防止対策を防止対策を検討検討検討検討する必要がある。する必要がある。する必要がある。する必要がある。  ((((11111111))))    盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性のの安定性のの安定性のの安定性の検討検討検討検討       盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面のののの勾勾勾勾配は，のり配は，のり配は，のり配は，のり高高高高，，，，盛盛盛盛土材土材土材土材料料料料のののの種種種種類などに応じて適類などに応じて適類などに応じて適類などに応じて適切切切切に設定し，に設定し，に設定し，に設定し，原則原則原則原則として３として３として３として３００００度度度度以下とする。以下とする。以下とする。以下とする。            アアアア    盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面が，次のような場合には，が，次のような場合には，が，次のような場合には，が，次のような場合には，盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性のの安定性のの安定性のの安定性の検討検討検討検討をををを十十十十分に行った上で分に行った上で分に行った上で分に行った上で勾勾勾勾配を配を配を配を決決決決定する。定する。定する。定する。      ((((アアアア))))    のりのりのりのり高高高高が１５が１５が１５が１５ｍｍｍｍ以上の場合以上の場合以上の場合以上の場合      ((((イイイイ))))    片切片切片切片切り・り・り・り・片盛片盛片盛片盛り，り，り，り，腹腹腹腹付け付け付け付け盛盛盛盛土，土，土，土，斜斜斜斜面面面面上の上の上の上の盛盛盛盛土，土，土，土，谷谷谷谷間間間間をををを埋埋埋埋めるめるめるめる盛盛盛盛土など，土など，土など，土など，盛盛盛盛土が地土が地土が地土が地山山山山かかかからららら湧湧湧湧水の水の水の水の影響影響影響影響をををを受受受受けけけけややややすい場合すい場合すい場合すい場合      ((((ウウウウ))))    盛盛盛盛土土土土箇所箇所箇所箇所のののの原原原原地盤が軟弱地盤地盤が軟弱地盤地盤が軟弱地盤地盤が軟弱地盤やややや地すべり地など，地すべり地など，地すべり地など，地すべり地など，不不不不安定な場合安定な場合安定な場合安定な場合      ((((エエエエ))))    住宅などの住宅などの住宅などの住宅などの人人人人の居住する施設がの居住する施設がの居住する施設がの居住する施設が隣接隣接隣接隣接しているなど，しているなど，しているなど，しているなど，盛盛盛盛土の崩土の崩土の崩土の崩壊壊壊壊がががが隣接隣接隣接隣接物に物に物に物に重重重重大大大大なななな影響影響影響影響をををを与与与与ええええるおそれがある場合るおそれがある場合るおそれがある場合るおそれがある場合      ((((オオオオ))))    腹腹腹腹付け付け付け付け盛盛盛盛土土土土((((盛盛盛盛土をする土をする土をする土をする前前前前の地盤の地盤の地盤の地盤面面面面が水平が水平が水平が水平面面面面に対して２０に対して２０に対して２０に対して２０度度度度以上の以上の以上の以上の角角角角度度度度をなし，かつ，をなし，かつ，をなし，かつ，をなし，かつ，盛盛盛盛土の土の土の土の高高高高さが５さが５さが５さが５ｍｍｍｍ以上であるもの。以上であるもの。以上であるもの。以上であるもの。))))となる場合となる場合となる場合となる場合      イイイイ    盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性のの安定性のの安定性のの安定性の検討検討検討検討に当たっては，次の各事項にに当たっては，次の各事項にに当たっては，次の各事項にに当たっては，次の各事項に十十十十分分分分留意留意留意留意する必要がある。ただする必要がある。ただする必要がある。ただする必要がある。ただし，安定計し，安定計し，安定計し，安定計算算算算のののの結果結果結果結果ののののみみみみをををを重視重視重視重視してのりしてのりしてのりしてのり面勾面勾面勾面勾配などを配などを配などを配などを決決決決定することは定することは定することは定することは避避避避け，け，け，け，近隣近隣近隣近隣又は類又は類又は類又は類似似似似土質条土質条土質条土質条件件件件の施工の施工の施工の施工実実実実績績績績・災害事例などを・災害事例などを・災害事例などを・災害事例などを十十十十分に分に分に分に参照参照参照参照することがすることがすることがすることが大切大切大切大切である。である。である。である。            ((((アアアア))))    安定計安定計安定計安定計算算算算                    盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性については，の安定性については，の安定性については，の安定性については，円円円円弧弧弧弧すべりすべりすべりすべり面面面面法により法により法により法により検討検討検討検討することをすることをすることをすることを標標標標準とする。ま準とする。ま準とする。ま準とする。また，た，た，た，円円円円弧弧弧弧すべりすべりすべりすべり面面面面法のう法のう法のう法のうちちちち簡簡簡簡便便便便式式式式((((ススススウウウウェェェェーーーーデデデデンンンン式式式式))))によることをによることをによることをによることを標標標標準とするが，準とするが，準とするが，準とするが，現現現現地地地地状状状状況況況況などに応じて他の適などに応じて他の適などに応じて他の適などに応じて他の適切切切切な安定計な安定計な安定計な安定計算式算式算式算式を用いる。を用いる。を用いる。を用いる。            ((((イイイイ))))    設計設計設計設計強強強強度度度度定定定定数数数数                    安定計安定計安定計安定計算算算算に用いるに用いるに用いるに用いる粘着粘着粘着粘着力及び内部力及び内部力及び内部力及び内部摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角の設定は，の設定は，の設定は，の設定は，盛盛盛盛土に土に土に土に使使使使用する土を用いて，用する土を用いて，用する土を用いて，用する土を用いて，現現現現場含場含場含場含水水水水比比比比及び及び及び及び現現現現場の場の場の場の締固締固締固締固めめめめ度度度度にににに近近近近い状い状い状い状態態態態で供で供で供で供試試試試体体体体をををを作作作作成し，成し，成し，成し，せんせんせんせん断断断断試験試験試験試験を行うことによりを行うことによりを行うことによりを行うことにより求求求求めめめめることをることをることをることを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。            ((((ウウウウ))))    間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧                    盛盛盛盛土の施工に土の施工に土の施工に土の施工に際際際際しては，しては，しては，しては，透透透透水水水水層層層層を設けるなどして，を設けるなどして，を設けるなどして，を設けるなどして，盛盛盛盛土内に土内に土内に土内に間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧が発生しないよが発生しないよが発生しないよが発生しないよ
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うにすることがうにすることがうにすることがうにすることが原則原則原則原則である。しかし，開発事業区域内における地下水である。しかし，開発事業区域内における地下水である。しかし，開発事業区域内における地下水である。しかし，開発事業区域内における地下水位位位位又は又は又は又は間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧のののの推推推推定は定は定は定は未未未未知な知な知な知な点点点点が多く，また，のりが多く，また，のりが多く，また，のりが多く，また，のり面面面面の安全性にの安全性にの安全性にの安全性に大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響するたするたするたするため，安定計め，安定計め，安定計め，安定計算算算算によってによってによってによって盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面の安定性をの安定性をの安定性をの安定性を検討検討検討検討する場合は，する場合は，する場合は，する場合は，盛盛盛盛土の下部又は土の下部又は土の下部又は土の下部又は側方側方側方側方からのからのからのからの浸透浸透浸透浸透水による水水による水水による水水による水圧圧圧圧をををを間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧とし，必要に応じて，雨水のとし，必要に応じて，雨水のとし，必要に応じて，雨水のとし，必要に応じて，雨水の浸透浸透浸透浸透によって形成される地下水によるによって形成される地下水によるによって形成される地下水によるによって形成される地下水による間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧及及及及びびびび盛盛盛盛土施工に土施工に土施工に土施工に伴伴伴伴って発生するって発生するって発生するって発生する過剰過剰過剰過剰間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧をををを考慮考慮考慮考慮する。する。する。する。                    また，これらのまた，これらのまた，これらのまた，これらの間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧は，は，は，は，現現現現地の地の地の地の実実実実測測測測によってによってによってによって求求求求めることが望ましいが，めることが望ましいが，めることが望ましいが，めることが望ましいが，困難困難困難困難な場な場な場な場合は他の適合は他の適合は他の適合は他の適切切切切なななな方方方方法によって法によって法によって法によって推推推推定することも可能である。定することも可能である。定することも可能である。定することも可能である。            ((((エエエエ))))    最小最小最小最小安全安全安全安全率率率率                    盛盛盛盛土のり土のり土のり土のり面面面面の安定に必要なの安定に必要なの安定に必要なの安定に必要な最小最小最小最小安全安全安全安全率率率率((((FsFsFsFs))))は，は，は，は，盛盛盛盛土施工土施工土施工土施工直直直直後後後後において，において，において，において，FsFsFsFs≧≧≧≧１１１１．．．．５であ５であ５であ５であることをることをることをることを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。        また，地また，地また，地また，地震時震時震時震時の安定性をの安定性をの安定性をの安定性を検討検討検討検討する場合の安全する場合の安全する場合の安全する場合の安全率率率率は，は，は，は，大大大大地地地地震時震時震時震時にににに FsFsFsFs≧≧≧≧１１１１．．．．０とすることを０とすることを０とすることを０とすることを標標標標準とする。なお，準とする。なお，準とする。なお，準とする。なお，大大大大地地地地震時震時震時震時の安定計の安定計の安定計の安定計算算算算に必要な水平に必要な水平に必要な水平に必要な水平震震震震度度度度は０は０は０は０．．．．２５に建築基準法施行令２５に建築基準法施行令２５に建築基準法施行令２５に建築基準法施行令第８８条第１項に規定する第８８条第１項に規定する第８８条第１項に規定する第８８条第１項に規定する ZZZZのののの数数数数値値値値をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた数数数数値値値値とする。とする。とする。とする。     ((((11112222))))    盛盛盛盛土全土全土全土全体体体体の安定性のの安定性のの安定性のの安定性の検討検討検討検討            アアアア    造成する造成する造成する造成する盛盛盛盛土の規模が，次に該当する場合は，土の規模が，次に該当する場合は，土の規模が，次に該当する場合は，土の規模が，次に該当する場合は，盛盛盛盛土全土全土全土全体体体体の安定性をの安定性をの安定性をの安定性を検討検討検討検討する。する。する。する。            ((((アアアア))))    谷埋谷埋谷埋谷埋めめめめ型型型型大大大大規模規模規模規模盛盛盛盛土造成地土造成地土造成地土造成地                    盛盛盛盛土をする土地の土をする土地の土をする土地の土をする土地の面積面積面積面積が３，０００が３，０００が３，０００が３，０００㎡㎡㎡㎡以上であり，かつ，以上であり，かつ，以上であり，かつ，以上であり，かつ，盛盛盛盛土をすることにより，当該土をすることにより，当該土をすることにより，当該土をすることにより，当該盛盛盛盛土をする土地の地下水が土をする土地の地下水が土をする土地の地下水が土をする土地の地下水が盛盛盛盛土をする土をする土をする土をする前前前前の地盤の地盤の地盤の地盤面面面面のののの高高高高さをさをさをさを超え超え超え超え，，，，盛盛盛盛土の内部に土の内部に土の内部に土の内部に侵侵侵侵入入入入するこするこするこすることがとがとがとが想想想想定されるもの定されるもの定されるもの定されるもの            ((((イイイイ))))    腹腹腹腹付け付け付け付け型型型型大大大大規模規模規模規模盛盛盛盛土造成地土造成地土造成地土造成地                    盛盛盛盛土をする土をする土をする土をする前前前前の地盤の地盤の地盤の地盤面面面面が水平が水平が水平が水平面面面面に対し２０に対し２０に対し２０に対し２０度度度度以上の以上の以上の以上の角角角角度度度度をなし，かつ，をなし，かつ，をなし，かつ，をなし，かつ，盛盛盛盛土の土の土の土の高高高高さが５さが５さが５さが５ｍｍｍｍ以上となるもの以上となるもの以上となるもの以上となるもの            イイイイ    検討検討検討検討に当たっては，次の各事項にに当たっては，次の各事項にに当たっては，次の各事項にに当たっては，次の各事項に十十十十分分分分留意留意留意留意する必要がある。ただし，安定計する必要がある。ただし，安定計する必要がある。ただし，安定計する必要がある。ただし，安定計算算算算のののの結果結果結果結果ののののみみみみをををを重視重視重視重視してしてしてして盛盛盛盛土形状を土形状を土形状を土形状を決決決決定することは定することは定することは定することは避避避避け，け，け，け，近隣近隣近隣近隣又は類又は類又は類又は類似似似似土質条土質条土質条土質条件件件件の施工の施工の施工の施工実実実実績績績績，災害事，災害事，災害事，災害事例などを例などを例などを例などを十十十十分分分分参照参照参照参照することがすることがすることがすることが大切大切大切大切である。である。である。である。            ((((アアアア))))    安定計安定計安定計安定計算算算算                    谷埋谷埋谷埋谷埋めめめめ型型型型大大大大規模規模規模規模盛盛盛盛土造成地の安定性については，土造成地の安定性については，土造成地の安定性については，土造成地の安定性については，二二二二次次次次元元元元の分の分の分の分割割割割法により法により法により法により検討検討検討検討することすることすることすることをををを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。                    腹腹腹腹付け付け付け付け型型型型大大大大規模規模規模規模盛盛盛盛土造成地の安定性については，土造成地の安定性については，土造成地の安定性については，土造成地の安定性については，二二二二次次次次元元元元の分の分の分の分割割割割法のう法のう法のう法のうちちちち簡簡簡簡便法により便法により便法により便法により検検検検討討討討することをすることをすることをすることを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。            ((((イイイイ))))    設計設計設計設計強強強強度度度度定定定定数数数数                    安定計安定計安定計安定計算算算算に用いるに用いるに用いるに用いる粘着粘着粘着粘着力及び内部力及び内部力及び内部力及び内部摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角の設定は，の設定は，の設定は，の設定は，盛盛盛盛土に土に土に土に使使使使用する土を用いて，用する土を用いて，用する土を用いて，用する土を用いて，現現現現場含場含場含場含水水水水比比比比及び及び及び及び現現現現場の場の場の場の締固締固締固締固めめめめ度度度度にににに近近近近い状い状い状い状態態態態で供で供で供で供試試試試体体体体をををを作作作作成し，成し，成し，成し，せんせんせんせん断断断断試験試験試験試験を行うことによりを行うことによりを行うことによりを行うことにより求求求求めめめめることをることをることをることを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。            ((((ウウウウ))))    間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧                    盛盛盛盛土の施工に土の施工に土の施工に土の施工に際際際際しては，地下水排除工を設けるなどして，しては，地下水排除工を設けるなどして，しては，地下水排除工を設けるなどして，しては，地下水排除工を設けるなどして，盛盛盛盛土内に土内に土内に土内に間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧が発生しが発生しが発生しが発生しないようにすることがないようにすることがないようにすることがないようにすることが原則原則原則原則である。である。である。である。    
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                しかし，開発事業区しかし，開発事業区しかし，開発事業区しかし，開発事業区域内における地下水域内における地下水域内における地下水域内における地下水位位位位又は又は又は又は間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧のののの推推推推定は定は定は定は未未未未知な知な知な知な点点点点が多く，まが多く，まが多く，まが多く，また，た，た，た，盛盛盛盛土全土全土全土全体体体体の安全性にの安全性にの安全性にの安全性に大大大大きくきくきくきく影響影響影響影響するため，安定計するため，安定計するため，安定計するため，安定計算算算算によってによってによってによって盛盛盛盛土全土全土全土全体体体体の安定性をの安定性をの安定性をの安定性を検討検討検討検討する場合は，する場合は，する場合は，する場合は，盛盛盛盛土の下部又は土の下部又は土の下部又は土の下部又は側方側方側方側方からのからのからのからの浸透浸透浸透浸透水による水水による水水による水水による水圧圧圧圧をををを間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧とし，必要に応じとし，必要に応じとし，必要に応じとし，必要に応じて，雨水のて，雨水のて，雨水のて，雨水の浸透浸透浸透浸透によって形成される地下水によるによって形成される地下水によるによって形成される地下水によるによって形成される地下水による間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧及び及び及び及び盛盛盛盛土施工に土施工に土施工に土施工に伴伴伴伴って発生すって発生すって発生すって発生するるるる過剰過剰過剰過剰間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧をををを考慮考慮考慮考慮する。する。する。する。                    また，これらのまた，これらのまた，これらのまた，これらの間間間間げき水げき水げき水げき水圧圧圧圧は，は，は，は，現現現現地の地の地の地の実実実実測測測測によってによってによってによって求求求求めることが望ましいが，めることが望ましいが，めることが望ましいが，めることが望ましいが，困難困難困難困難な場な場な場な場合は合は合は合はほほほほかの適かの適かの適かの適切切切切なななな方方方方法によって法によって法によって法によって推推推推定することも可能である。定することも可能である。定することも可能である。定することも可能である。            ((((エエエエ))))    最小最小最小最小安全安全安全安全率率率率                 盛盛盛盛土の安土の安土の安土の安定については定については定については定については常時常時常時常時の安全性をの安全性をの安全性をの安全性を確確確確保するとともに，保するとともに，保するとともに，保するとともに，最小最小最小最小安全安全安全安全率率率率((((FsFsFsFs))))は，は，は，は，大大大大地地地地震時震時震時震時にににに FsFsFsFs≧≧≧≧１１１１．．．．０とすることを０とすることを０とすることを０とすることを標標標標準とする。準とする。準とする。準とする。        なお，なお，なお，なお，大大大大地地地地震時震時震時震時の安定計の安定計の安定計の安定計算算算算に必要な水平に必要な水平に必要な水平に必要な水平震震震震度度度度は，０は，０は，０は，０．．．．２５に建築基準法施行令第８８条２５に建築基準法施行令第８８条２５に建築基準法施行令第８８条２５に建築基準法施行令第８８条第１項に規定する第１項に規定する第１項に規定する第１項に規定する ZZZZのののの数数数数値値値値をををを乗乗乗乗じてじてじてじて得得得得たたたた数数数数値値値値とする。とする。とする。とする。  ((((11113333))))    開発行為によって生ずるがけのがけ開発行為によって生ずるがけのがけ開発行為によって生ずるがけのがけ開発行為によって生ずるがけのがけ面面面面は，擁壁でおおう場合を除き，は，擁壁でおおう場合を除き，は，擁壁でおおう場合を除き，は，擁壁でおおう場合を除き，石石石石張張張張り，り，り，り，芝芝芝芝張張張張り，り，り，り，モルタルモルタルモルタルモルタルのののの吹吹吹吹付けなどによって付けなどによって付けなどによって付けなどによって風風風風化その他の化その他の化その他の化その他の浸食浸食浸食浸食に対して保に対して保に対して保に対して保護護護護しなけれしなけれしなけれしなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。        なお，吹付工を施工する場合，金網を張った上で，吹吹吹吹付付付付厚厚厚厚さのさのさのさの標標標標準は次のとおりとする。準は次のとおりとする。準は次のとおりとする。準は次のとおりとする。       アアアア    モルタルモルタルモルタルモルタル吹吹吹吹付工の場合は，８付工の場合は，８付工の場合は，８付工の場合は，８ｃｍｃｍｃｍｃｍ       イイイイ    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート吹吹吹吹付工の場合は，１０付工の場合は，１０付工の場合は，１０付工の場合は，１０～～～～２０２０２０２０ｃｍｃｍｃｍｃｍ  ((((11111111))))    法法法法面面面面は，は，は，は，張張張張芝芝芝芝，，，，筋芝筋芝筋芝筋芝，，，，厚厚厚厚層層層層基材基材基材基材吹吹吹吹付工，付工，付工，付工，コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロック張ク張ク張ク張，，，，枠枠枠枠工，工，工，工，石石石石張張張張工等に工等に工等に工等により保より保より保より保護護護護すること。すること。すること。すること。        なお，吹付工を施工する場合，金網を張った上で，モルタルモルタルモルタルモルタル吹吹吹吹付工の場合は，８付工の場合は，８付工の場合は，８付工の場合は，８ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上，以上，以上，以上，コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート吹吹吹吹付工の場合は，１０付工の場合は，１０付工の場合は，１０付工の場合は，１０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上の以上の以上の以上の厚厚厚厚さとすること。さとすること。さとすること。さとすること。     ((((11114444)))) 残土の処理は，土捨場を設置し，土砂の流出防止措置を講じて行うとともに諸法令に適合するものであること。     なお，この場合における土捨場の位置は，急傾斜地，湧水箇所などなどなどなどを避け，人家又は公共施設との位置関係，搬出経路における交通事情などなどなどなどを勘案して選定されていること。  ((((12121212)))) 残土の処理は，土捨場を設置し，土砂の流出防止措置を講じて行うとともに諸法令に適合するものであること。     なお，この場合における土捨場の位置は，急傾斜地，湧水箇所等等等等を避け，人家又は公共施設との位置関係，搬出経路における交通事情等等等等を勘案して選定されていること。         ((((13131313))))    渓渓渓渓流に対し流に対し流に対し流に対し残残残残流域の生じる流域の生じる流域の生じる流域の生じる埋立埋立埋立埋立てはてはてはては極極極極力力力力避避避避けること。ただし，流域けること。ただし，流域けること。ただし，流域けること。ただし，流域面積面積面積面積１０１０１０１０ｈａｈａｈａｈａ以下以下以下以下で下流に対して土で下流に対して土で下流に対して土で下流に対して土砂砂砂砂流流流流出による被害の発生するおそれのないものは，この限りでない。出による被害の発生するおそれのないものは，この限りでない。出による被害の発生するおそれのないものは，この限りでない。出による被害の発生するおそれのないものは，この限りでない。        このただしこのただしこのただしこのただし書書書書きのきのきのきの埋立埋立埋立埋立てを行う場合には，てを行う場合には，てを行う場合には，てを行う場合には，埋埋埋埋める以める以める以める以前前前前のののの渓渓渓渓流に流に流に流に沿沿沿沿ったったったった縦断縦断縦断縦断図に基づい図に基づい図に基づい図に基づいてててて最最最最もももも危険危険危険危険とととと推推推推定されるすべり定されるすべり定されるすべり定されるすべり面面面面について安定計について安定計について安定計について安定計算算算算を行い，安全を行い，安全を行い，安全を行い，安全率率率率Ｆｓ≧Ｆｓ≧Ｆｓ≧Ｆｓ≧１１１１．．．．５とする５とする５とする５とするために土ために土ために土ために土留留留留め擁壁工を施行するなどのめ擁壁工を施行するなどのめ擁壁工を施行するなどのめ擁壁工を施行するなどの処処処処理理理理を行うこと。を行うこと。を行うこと。を行うこと。     ((((11115555))))    開発行為によって生ずるがけの形状開発行為によって生ずるがけの形状開発行為によって生ずるがけの形状開発行為によって生ずるがけの形状などなどなどなどにより，宅地により，宅地により，宅地により，宅地やややや開発可能地付開発可能地付開発可能地付開発可能地付近近近近及びがけ及びがけ及びがけ及びがけ面面面面に対に対に対に対し，土し，土し，土し，土砂砂砂砂災害警戒区域等における土災害警戒区域等における土災害警戒区域等における土災害警戒区域等における土砂砂砂砂災害防止対策の災害防止対策の災害防止対策の災害防止対策の推推推推進に関する法律に基づき，土進に関する法律に基づき，土進に関する法律に基づき，土進に関する法律に基づき，土砂砂砂砂災災災災害警戒区域害警戒区域害警戒区域害警戒区域などなどなどなどに指定される場合がある。に指定される場合がある。に指定される場合がある。に指定される場合がある。     ６ 擁壁の構造   がけ面に設置する擁壁の構造は，鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造又は練積み造(石積み，コンクリートブロック積み)とすること。   なお，構造計算などなどなどなどにおいて本基準に示されていない事項については，｢宅地防災マニュアルの解説｣を参考にすること。  (１) 鉄筋，無筋コンクリート造擁壁の構造   ア 鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造又は造又は造又は造又は無筋無筋無筋無筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造擁壁の設計に当たっては，土質条造擁壁の設計に当たっては，土質条造擁壁の設計に当たっては，土質条造擁壁の設計に当たっては，土質条件件件件，，，，荷重荷重荷重荷重条条条条件件件件などの設計条などの設計条などの設計条などの設計条件件件件を的を的を的を的確確確確に設定した上でに設定した上でに設定した上でに設定した上で常時常時常時常時及び地及び地及び地及び地震時震時震時震時における擁壁の要における擁壁の要における擁壁の要における擁壁の要求求求求性能を性能を性能を性能を満満満満
６ 擁壁の構造   がけ面に設置する擁壁の構造は，鉄筋コンクリート造，無筋コンクリート造又は練積み造(石積み，コンクリートブロック積み)とすること。   なお，構造計算等等等等において本基準に示されていない事項については，｢宅地防災マニュアルの解説｣を参考にすること。  (１) 鉄筋，無筋コンクリート造擁壁の構造   ア 鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造，造，造，造，無筋無筋無筋無筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造の擁壁は，構造計造の擁壁は，構造計造の擁壁は，構造計造の擁壁は，構造計算算算算により次のことをにより次のことをにより次のことをにより次のことを確認確認確認確認すること。すること。すること。すること。    
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足足足足するように，次の各項目について安全性をするように，次の各項目について安全性をするように，次の各項目について安全性をするように，次の各項目について安全性を検討検討検討検討するものとするするものとするするものとするするものとする。。。。        ただし，地ただし，地ただし，地ただし，地震時震時震時震時のののの検討検討検討検討においては，宅地造成等規制法施行令第６条に基づく擁壁又は，においては，宅地造成等規制法施行令第６条に基づく擁壁又は，においては，宅地造成等規制法施行令第６条に基づく擁壁又は，においては，宅地造成等規制法施行令第６条に基づく擁壁又は，都市計画法施行規都市計画法施行規都市計画法施行規都市計画法施行規則則則則第２７条第２項に基づく擁壁に限る。第２７条第２項に基づく擁壁に限る。第２７条第２項に基づく擁壁に限る。第２７条第２項に基づく擁壁に限る。   (ア) 土圧，水圧，自自自自重重重重などなどなどなど((((以下｢土以下｢土以下｢土以下｢土圧圧圧圧など｣という。など｣という。など｣という。など｣という。))))によって擁壁が破壊されないこと。     なお，計なお，計なお，計なお，計算算算算には，には，には，には，原則原則原則原則としてとしてとしてとして資料資料資料資料((((ボボボボーリンーリンーリンーリンググググ，土質調，土質調，土質調，土質調査査査査などなどなどなど))))をををを添添添添付すること。付すること。付すること。付すること。    
 

   (ア) 土圧，水圧，地地地地震震震震力及び自力及び自力及び自力及び自重重重重にににによって擁壁が破壊されないこと。   (イ) 土圧などによって擁壁が転倒しないこと。   (ウ) 土圧などによって擁壁の基礎が滑らないこと。   (エ) 土圧などによって擁壁が沈下しないこと。        擁壁の安定計擁壁の安定計擁壁の安定計擁壁の安定計算算算算における安全における安全における安全における安全率率率率((((FFFFSSSS))))及び地及び地及び地及び地盤の盤の盤の盤の支支支支持力持力持力持力度度度度                    擁壁の安定計擁壁の安定計擁壁の安定計擁壁の安定計算算算算における安全における安全における安全における安全率率率率及び地盤の及び地盤の及び地盤の及び地盤の支支支支持力持力持力持力度度度度は，次のとおりとする。は，次のとおりとする。は，次のとおりとする。は，次のとおりとする。        常時常時常時常時    中地中地中地中地震時震時震時震時    大大大大地地地地震時震時震時震時    部材応力部材応力部材応力部材応力    長長長長期許期許期許期許容容容容応力応力応力応力度度度度以内以内以内以内    短期許短期許短期許短期許容容容容応力応力応力応力度度度度以内以内以内以内    終終終終局局局局耐耐耐耐力力力力※※※※((((設計基準設計基準設計基準設計基準強強強強度度度度及び基準及び基準及び基準及び基準強強強強度度度度))))以内以内以内以内    転転転転倒倒倒倒    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....５５５５    －－－－    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....００００    滑動滑動滑動滑動    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....５５５５    －－－－    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....００００    支支支支持力持力持力持力    FFFFS S S S ≧≧≧≧３３３３....００００    －－－－    FFFFS S S S ≧≧≧≧１１１１....００００                    ※：※：※：※：終終終終局局局局耐耐耐耐力とは，力とは，力とは，力とは，曲曲曲曲げ，げ，げ，げ，せんせんせんせん断断断断，付，付，付，付着着着着割割割割裂裂裂裂などなどなどなどのののの終終終終局局局局耐耐耐耐力をいう。力をいう。力をいう。力をいう。     ((((オオオオ))))    擁壁に擁壁に擁壁に擁壁に作作作作用する土用する土用する土用する土圧圧圧圧の水平成分によるすべりに対しては，の水平成分によるすべりに対しては，の水平成分によるすべりに対しては，の水平成分によるすべりに対しては，突突突突起起起起を設けなくても安全であを設けなくても安全であを設けなくても安全であを設けなくても安全であるよう設計することが望ましいが，るよう設計することが望ましいが，るよう設計することが望ましいが，るよう設計することが望ましいが，ややややむをむをむをむを得得得得ず擁壁ず擁壁ず擁壁ず擁壁底版底版底版底版にににに突突突突起起起起を設ける場合は次によるこを設ける場合は次によるこを設ける場合は次によるこを設ける場合は次によること。と。と。と。       ａａａａ    突突突突起起起起のののの高高高高さはさはさはさは底版底版底版底版幅幅幅幅に対して０に対して０に対して０に対して０．．．．１０１０１０１０～～～～００００．．．．１５の１５の１５の１５の範範範範囲囲囲囲内とする。内とする。内とする。内とする。       ｂｂｂｂ    底版底版底版底版幅幅幅幅は，は，は，は，突突突突起起起起なしでもすべりに対する安全なしでもすべりに対する安全なしでもすべりに対する安全なしでもすべりに対する安全率率率率１１１１．．．．０を０を０を０を確確確確保できる保できる保できる保できる幅幅幅幅とする。とする。とする。とする。       ｃｃｃｃ    突突突突起起起起のののの位位位位置は，擁壁置は，擁壁置は，擁壁置は，擁壁背背背背面側面側面側面側((((後後後後方方方方))))に設ける。に設ける。に設ける。に設ける。       ｄｄｄｄ    突突突突起起起起はははは硬硬硬硬質地盤質地盤質地盤質地盤((((堅固堅固堅固堅固な地盤な地盤な地盤な地盤やややや岩岩岩岩盤盤盤盤))))に対して適用することをに対して適用することをに対して適用することをに対して適用することを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。((((軟質地盤軟質地盤軟質地盤軟質地盤ではではではでは突突突突起起起起があっても，通があっても，通があっても，通があっても，通常常常常の基の基の基の基礎礎礎礎下部の施工条下部の施工条下部の施工条下部の施工条件件件件の場合には，の場合には，の場合には，の場合には，せんせんせんせん断面断面断面断面がががが突突突突起起起起なしの場なしの場なしの場なしの場合と合と合と合と大大大大きくきくきくきく変変変変わわわわらないためらないためらないためらないため))))       ｅｅｅｅ    突突突突起起起起はははは堅固堅固堅固堅固な地な地な地な地盤盤盤盤やややや岩岩岩岩盤に対して，これらの地盤を盤に対して，これらの地盤を盤に対して，これらの地盤を盤に対して，これらの地盤を乱乱乱乱さないように，また周辺地盤とさないように，また周辺地盤とさないように，また周辺地盤とさないように，また周辺地盤とのののの密密密密着着着着性を性を性を性を確確確確保するように施工すること。保するように施工すること。保するように施工すること。保するように施工すること。                                 

  (イ) 土圧などにより擁壁が転倒しないこと。Ｆｓ≧Ｆｓ≧Ｆｓ≧Ｆｓ≧１１１１．．．．５５５５((((常時常時常時常時))))      (ウ) 土圧などにより擁壁の基礎がすべらないこと。Ｆｓ≧Ｆｓ≧Ｆｓ≧Ｆｓ≧１１１１．．．．２２２２((((地地地地震時震時震時震時))))      (エ) 土圧などにより擁壁が沈下しないこと。   ((((オオオオ))))    土土土土圧圧圧圧などにより擁壁の各部に生じる応力などにより擁壁の各部に生じる応力などにより擁壁の各部に生じる応力などにより擁壁の各部に生じる応力度度度度が擁壁の材が擁壁の材が擁壁の材が擁壁の材料料料料であるであるであるである鉄鉄鉄鉄材及び材及び材及び材及びコンクリーコンクリーコンクリーコンクリートトトトのののの許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度をををを超え超え超え超えないことをないことをないことをないことを確確確確かめること。かめること。かめること。かめること。     

(やわらかい地盤) ※せん断面は深い位置に生じ (硬質地盤) ※突起部にせん断が生じる 
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  イイイイ    設計条設計条設計条設計条件件件件の設定の設定の設定の設定      ((((アアアア))))    外力の設定外力の設定外力の設定外力の設定                    土の土の土の土の単位体積単位体積単位体積単位体積重重重重量量量量，内部，内部，内部，内部摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角などの土質条などの土質条などの土質条などの土質条件件件件，土，土，土，土圧圧圧圧，水，水，水，水圧圧圧圧，自，自，自，自重重重重などのなどのなどのなどの荷重荷重荷重荷重条条条条件件件件及び及び及び及び鋼鋼鋼鋼材・材・材・材・コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートなどの擁壁部材のなどの擁壁部材のなどの擁壁部材のなどの擁壁部材の許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度，地盤の，地盤の，地盤の，地盤の許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度などを適などを適などを適などを適切切切切に設定しに設定しに設定しに設定しなけれなけれなけれなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。                ａａａａ    土質条土質条土質条土質条件件件件                    土質定土質定土質定土質定数数数数は，は，は，は，原則原則原則原則として土質調として土質調として土質調として土質調査査査査・・・・原位原位原位原位置置置置試験試験試験試験に基づきに基づきに基づきに基づき求求求求めたものをめたものをめたものをめたものを使使使使用する。用する。用する。用する。                    ただし，これによることが適当でない場合ただし，これによることが適当でない場合ただし，これによることが適当でない場合ただし，これによることが適当でない場合やややや，，，，小小小小規模な開発事業においては，表１及び規模な開発事業においては，表１及び規模な開発事業においては，表１及び規模な開発事業においては，表１及び表２を用いることができる。表２を用いることができる。表２を用いることができる。表２を用いることができる。      表１表１表１表１    土土土土                    質質質質    単位体積重量 (ｋＮ／㎥) 土圧係数※※※※ 砂 利 又 は 砂 １８ ０．３５ 砂   質   土 １７ ０．４００００ シルト，粘土又はそれらを多量に含む土 １６ ０．５００００ 
 

     ※ 土圧係数は，背面土の勾配を９０度度度度以下，余盛などなどなどなどの勾配及び高さをそれぞれ３０度度度度以下及び１ｍ以下とし，かつ擁壁の上端に続く地盤面などなどなどなどには積載荷重がない条件に合致する場合に用いることができる。  表２表２表２表２    土土土土                    質質質質    摩擦摩擦摩擦摩擦係係係係数数数数    岩岩岩岩，，，，岩屑岩屑岩屑岩屑，，，，砂砂砂砂利又は利又は利又は利又は砂砂砂砂    ００００．．．．５５５５    砂砂砂砂        質質質質        土土土土    ００００．．．．４４４４    シシシシルトルトルトルト，，，，粘粘粘粘土又はそれらを多土又はそれらを多土又はそれらを多土又はそれらを多量量量量に含む土に含む土に含む土に含む土((((擁壁の基擁壁の基擁壁の基擁壁の基礎底礎底礎底礎底面面面面からからからから少少少少なくとも１５なくとも１５なくとも１５なくとも１５ｃｍｃｍｃｍｃｍまでのまでのまでのまでの深深深深さの土をさの土をさの土をさの土を砂砂砂砂利又は利又は利又は利又は砂砂砂砂に置きに置きに置きに置き換え換え換え換えた場合に限る。た場合に限る。た場合に限る。た場合に限る。))))    ００００．．．．３３３３       ｂｂｂｂ    荷重荷重荷重荷重条条条条件件件件                        擁壁の設計に用いる擁壁の設計に用いる擁壁の設計に用いる擁壁の設計に用いる荷重荷重荷重荷重については，擁壁の設置については，擁壁の設置については，擁壁の設置については，擁壁の設置箇所箇所箇所箇所の状の状の状の状況況況況などに応じて必要ななどに応じて必要ななどに応じて必要ななどに応じて必要な荷重荷重荷重荷重を適を適を適を適切切切切に設定すること。に設定すること。に設定すること。に設定すること。                    ((((ａａａａ))))    土土土土圧圧圧圧         ①①①①    土圧の計算は，ランキン，クーロン，テルツアギなどの各理論によること。      ②②②②    擁壁に擁壁に擁壁に擁壁に作作作作用する土用する土用する土用する土圧圧圧圧は，は，は，は，裏裏裏裏込込込込め地盤の土質め地盤の土質め地盤の土質め地盤の土質やややや擁壁の形状などに応じて，擁壁の形状などに応じて，擁壁の形状などに応じて，擁壁の形状などに応じて，実実実実状にあ状にあ状にあ状にあわわわわせせせせてててて算算算算出することを出することを出することを出することを原則原則原則原則とする。とする。とする。とする。           また，また，また，また，盛盛盛盛土の場合でこれによることが土の場合でこれによることが土の場合でこれによることが土の場合でこれによることが困難困難困難困難な場合な場合な場合な場合やややや，，，，小小小小規模な開発事業において規模な開発事業において規模な開発事業において規模な開発事業において表１の表１の表１の表１の値値値値を用いることができる。を用いることができる。を用いることができる。を用いることができる。    

  イイイイ    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造擁壁の設計基準造擁壁の設計基準造擁壁の設計基準造擁壁の設計基準      ((((アアアア))))    荷重荷重荷重荷重        擁壁は，次の擁壁は，次の擁壁は，次の擁壁は，次の荷重荷重荷重荷重のののの組組組組合合合合せせせせによる各応力の合計により計による各応力の合計により計による各応力の合計により計による各応力の合計により計算算算算すること。すること。すること。すること。       ａａａａ    常時常時常時常時         静荷重＋静荷重＋静荷重＋静荷重＋土土土土圧圧圧圧       ｂｂｂｂ    地地地地震時震時震時震時         静荷重＋静荷重＋静荷重＋静荷重＋土土土土圧＋圧＋圧＋圧＋地地地地震震震震力力力力      ((((イイイイ))))    静荷重静荷重静荷重静荷重        擁壁の自擁壁の自擁壁の自擁壁の自重重重重とととと床版床版床版床版上の上の上の上の重重重重量量量量，建築物などの，建築物などの，建築物などの，建築物などの積積積積載荷重載荷重載荷重載荷重を含むものとする。を含むものとする。を含むものとする。を含むものとする。        住宅地住宅地住宅地住宅地        ５５５５～～～～１０１０１０１０ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／㎡㎡㎡㎡                    道道道道    路路路路        １０１０１０１０ｋｋｋｋＮＮＮＮ／／／／㎡㎡㎡㎡        ((((単位体積単位体積単位体積単位体積重重重重量量量量表表表表))))    材材材材                                        料料料料    単位体積重量 (ｋＮ／㎥) 土圧係数 コ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー ト    ２３２３２３２３     鉄 筋鉄 筋鉄 筋鉄 筋 コ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー トコ ン ク リ ー ト    ２４２４２４２４．．．．５５５５    砂 利 又 は 砂 １８ ０．３５ 砂 質 土 １７ ０．４ シルト，粘土又はそれらを多量に含む土 １６ ０．５      ※ 土圧係数は，背面土の勾配を９０°°°°以下，余盛等等等等の勾配及び高さをそれぞれ３０°°°°以下及び１ｍ以下とし，かつ擁壁の上端に続く地盤面等等等等には積載荷重がない条件に合致する場合に用いることができる。                                           ((((ウウウウ))))    土土土土圧圧圧圧       ａａａａ 土圧の計算は，ランキン，クーロン，テルツアギなどの各理論によること。       ｂｂｂｂ    土土土土圧圧圧圧係係係係数数数数は，各は，各は，各は，各理理理理論式論式論式論式によりによりによりにより算算算算出すること。ただし，図表により出すること。ただし，図表により出すること。ただし，図表により出すること。ただし，図表により決決決決定する場合は図定する場合は図定する場合は図定する場合は図書書書書のののの名称名称名称名称をををを明示明示明示明示し，図表のし，図表のし，図表のし，図表の写写写写しをしをしをしを添添添添付すること。付すること。付すること。付すること。            
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     ③③③③ 裏込土の内部摩擦角として，３０度度度度を超えるものを使用する場合は，その根拠となる土質調査試験の結果を添付すること。                 ((((ｂｂｂｂ))))    水水水水圧圧圧圧                            水水水水圧圧圧圧は，擁壁の設置は，擁壁の設置は，擁壁の設置は，擁壁の設置箇所箇所箇所箇所の地下水の地下水の地下水の地下水位位位位をををを想想想想定して擁壁定して擁壁定して擁壁定して擁壁背背背背面面面面にににに静静静静水水水水圧圧圧圧としてとしてとしてとして作作作作用さ用さ用さ用させせせせるるるるものとするが，水ものとするが，水ものとするが，水ものとするが，水抜穴抜穴抜穴抜穴などの排水などの排水などの排水などの排水処処処処理理理理を規定どおり行い，地下水を規定どおり行い，地下水を規定どおり行い，地下水を規定どおり行い，地下水位位位位の上の上の上の上昇昇昇昇がががが想想想想定され定され定され定されない場合は，ない場合は，ない場合は，ない場合は，考慮考慮考慮考慮しなくてもよい。しなくてもよい。しなくてもよい。しなくてもよい。                    ((((ｃｃｃｃ))))    自自自自重重重重                            擁壁の設計に用いる自擁壁の設計に用いる自擁壁の設計に用いる自擁壁の設計に用いる自重重重重は，は，は，は，躯躯躯躯体体体体重重重重量量量量ののののほほほほか，か，か，か，逆Ｔ型逆Ｔ型逆Ｔ型逆Ｔ型，，，，Ｌ型Ｌ型Ｌ型Ｌ型擁壁などの擁壁などの擁壁などの擁壁などの片片片片持持持持ちばちばちばちばりりりり式式式式擁壁の場合には，擁壁の場合には，擁壁の場合には，擁壁の場合には，仮仮仮仮想想想想背背背背面面面面のとりのとりのとりのとり方方方方によって計によって計によって計によって計算算算算上の擁壁の自上の擁壁の自上の擁壁の自上の擁壁の自重重重重がががが異異異異なるのでなるのでなるのでなるので注意注意注意注意すること。すること。すること。すること。        ((((単位体積単位体積単位体積単位体積重重重重量量量量))))    材材材材                料料料料    単位体積単位体積単位体積単位体積重重重重量量量量((((ｋＮｋＮｋＮｋＮ／／／／㎥㎥㎥㎥))))    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    ２３２３２３２３    鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    ２４２４２４２４        ((((ｄｄｄｄ))))    地地地地震時荷重震時荷重震時荷重震時荷重          擁壁自擁壁自擁壁自擁壁自体体体体の自の自の自の自重重重重にににに起起起起因因因因する地する地する地する地震時慣震時慣震時慣震時慣性力と性力と性力と性力と裏裏裏裏込込込込め土の地め土の地め土の地め土の地震時震時震時震時土土土土圧圧圧圧をををを考慮考慮考慮考慮する。ただする。ただする。ただする。ただし，設計に用いる地し，設計に用いる地し，設計に用いる地し，設計に用いる地震時荷重震時荷重震時荷重震時荷重は，地は，地は，地は，地震時震時震時震時土土土土圧圧圧圧によるによるによるによる荷重荷重荷重荷重，又は擁壁の自，又は擁壁の自，又は擁壁の自，又は擁壁の自重重重重にににに起起起起因因因因するするするする地地地地震時慣震時慣震時慣震時慣性力に性力に性力に性力に常時常時常時常時の土の土の土の土圧圧圧圧をををを加え加え加え加えたたたた荷重荷重荷重荷重のうのうのうのうち大ち大ち大ち大きいきいきいきい方方方方とする。なお，表１及び表２とする。なお，表１及び表２とする。なお，表１及び表２とする。なお，表１及び表２を用いる場合は，擁壁の自を用いる場合は，擁壁の自を用いる場合は，擁壁の自を用いる場合は，擁壁の自重重重重にににに起起起起因因因因する地する地する地する地震時慣震時慣震時慣震時慣性力と表１の土性力と表１の土性力と表１の土性力と表１の土圧圧圧圧係係係係数数数数を用いるものを用いるものを用いるものを用いるものとする。とする。とする。とする。        ((((eeee))))    積積積積載荷重載荷重載荷重載荷重          擁壁擁壁擁壁擁壁の設置の設置の設置の設置箇所箇所箇所箇所のののの実実実実状に応じて，建築物，工状に応じて，建築物，工状に応じて，建築物，工状に応じて，建築物，工作作作作物，物，物，物，積積積積雪雪雪雪などによるなどによるなどによるなどによる積積積積載荷重載荷重載荷重載荷重をををを考慮考慮考慮考慮する。する。する。する。                    ((((参考参考参考参考))))         住宅地住宅地住宅地住宅地((((木木木木造平造平造平造平屋屋屋屋))))            ５５５５ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／㎡㎡㎡㎡    程度程度程度程度                                    ((((木木木木造２造２造２造２階階階階建建建建)))) １０１０１０１０ｋＮｋＮｋＮｋＮ／／／／㎡㎡㎡㎡    程度程度程度程度      道道道道    路路路路                            １０１０１０１０ｋｋｋｋＮＮＮＮ／／／／㎡㎡㎡㎡    程度程度程度程度        ((((ｆｆｆｆ))))    フフフフェェェェンスンスンスンス荷重荷重荷重荷重          擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の天端天端天端天端ににににフフフフェェェェンスンスンスンスをををを直接直接直接直接設ける場合は，設ける場合は，設ける場合は，設ける場合は，実実実実状に応じて，適状に応じて，適状に応じて，適状に応じて，適切切切切ななななフフフフェェェェンスンスンスンス荷重荷重荷重荷重をををを考慮考慮考慮考慮する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁する。なお，宅地擁壁の場合は，擁壁天端天端天端天端よりよりよりより高高高高さ１さ１さ１さ１．．．．１１１１ｍｍｍｍのののの位位位位置に置に置に置に PfPfPfPf＝＝＝＝１１１１ｋＮｋＮｋＮｋＮ／／／／ｍｍｍｍ程度程度程度程度の水平の水平の水平の水平荷重荷重荷重荷重をををを作作作作用さ用さ用さ用させせせせる。る。る。る。      ((((イイイイ))))    外力の外力の外力の外力の作作作作用用用用位位位位置と壁置と壁置と壁置と壁面面面面摩摩摩摩擦角擦角擦角擦角などなどなどなど                    ａａａａ    土土土土圧圧圧圧などのなどのなどのなどの作作作作用用用用面面面面と壁と壁と壁と壁面面面面摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角などなどなどなど                            土土土土圧圧圧圧のののの作作作作用用用用面面面面はははは原則原則原則原則としてとしてとしてとして躯躯躯躯体コンクリート体コンクリート体コンクリート体コンクリート背背背背面面面面とし，壁とし，壁とし，壁とし，壁面面面面摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角は土とは土とは土とは土とコンクリコンクリコンクリコンクリートートートートの場合は，の場合は，の場合は，の場合は，常時常時常時常時において２において２において２において２φφφφ／／／／３を用いる３を用いる３を用いる３を用いる((((φφφφ：：：：土の内部土の内部土の内部土の内部摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角))))。ただし，擁壁。ただし，擁壁。ただし，擁壁。ただし，擁壁背背背背面面面面にににに石油系素石油系素石油系素石油系素材の材の材の材の透透透透水水水水ママママッッッットトトトをををを使使使使用した場合には，壁用した場合には，壁用した場合には，壁用した場合には，壁面面面面摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角ををををφφφφ／／／／２とする。ま２とする。ま２とする。ま２とする。また，地た，地た，地た，地震時震時震時震時においてはにおいてはにおいてはにおいては透透透透水水水水ママママッッッットトトトのののの有有有有無無無無にかかにかかにかかにかかわわわわらず，らず，らず，らず，φφφφ／／／／２とする。２とする。２とする。２とする。                    ｂｂｂｂ    土土土土圧圧圧圧などのなどのなどのなどの作作作作用用用用点点点点    

   ｃｃｃｃ 裏込土の内部摩擦角として，３０°°°°を超えるものを使用する場合は，その根拠となる土質調査試験の結果を添付すること。                                                                                                                                                 
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                        土土土土圧圧圧圧合力の合力の合力の合力の作作作作用用用用位位位位置は，土置は，土置は，土置は，土圧圧圧圧分分分分布布布布のののの重心重心重心重心位位位位置とする。置とする。置とする。置とする。            ((((ウウウウ))))    擁壁部材擁壁部材擁壁部材擁壁部材((((鋼鋼鋼鋼材及び材及び材及び材及びコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート))))のののの許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度                        鋼鋼鋼鋼材及び材及び材及び材及びコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートのののの許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度について，以下のとおり建築基準法施行令を準用について，以下のとおり建築基準法施行令を準用について，以下のとおり建築基準法施行令を準用について，以下のとおり建築基準法施行令を準用する。する。する。する。                    ａａａａ    鋼鋼鋼鋼材の材の材の材の許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度は，建築基準法施行令第９０条による。は，建築基準法施行令第９０条による。は，建築基準法施行令第９０条による。は，建築基準法施行令第９０条による。                    ｂｂｂｂ    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートのののの許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度は，建築基準法施行令第９１条による。は，建築基準法施行令第９１条による。は，建築基準法施行令第９１条による。は，建築基準法施行令第９１条による。                        また，また，また，また，重重重重力力力力式式式式擁壁などの擁壁などの擁壁などの擁壁などの無筋無筋無筋無筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造擁壁が，地造擁壁が，地造擁壁が，地造擁壁が，地震時震時震時震時において壁において壁において壁において壁体体体体内部に内部に内部に内部に引引引引張張張張力が発生する場合の力が発生する場合の力が発生する場合の力が発生する場合のコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートのののの許許許許容容容容引引引引張張張張応力応力応力応力度度度度は，は，は，は，許許許許容容容容圧縮圧縮圧縮圧縮応力応力応力応力度度度度の１の１の１の１／／／／１０を目１０を目１０を目１０を目安とすることができる。安とすることができる。安とすることができる。安とすることができる。            ((((エエエエ))))    基基基基礎礎礎礎地盤の地盤の地盤の地盤の許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度((((許許許許容支容支容支容支持力持力持力持力度度度度))))        宅地造成等規制法では，建築基準法宅地造成等規制法では，建築基準法宅地造成等規制法では，建築基準法宅地造成等規制法では，建築基準法施行令第９３条及び第９４条に基づいて定めた施行令第９３条及び第９４条に基づいて定めた施行令第９３条及び第９４条に基づいて定めた施行令第９３条及び第９４条に基づいて定めた値値値値をををを採採採採用する。用する。用する。用する。        また，都市計画法の開発また，都市計画法の開発また，都市計画法の開発また，都市計画法の開発許許許許可における地盤の可における地盤の可における地盤の可における地盤の許許許許容容容容応力応力応力応力度度度度は，は，は，は，原則原則原則原則として地盤調として地盤調として地盤調として地盤調査結果査結果査結果査結果にににに基づき基づき基づき基づき決決決決定すること。この地盤調定すること。この地盤調定すること。この地盤調定すること。この地盤調査結果査結果査結果査結果をををを受受受受けて，擁壁けて，擁壁けて，擁壁けて，擁壁高高高高さ５さ５さ５さ５ｍ程度ｍ程度ｍ程度ｍ程度以下の工事の場合は，以下の工事の場合は，以下の工事の場合は，以下の工事の場合は，建築基準法施行令第９３条の表に建築基準法施行令第９３条の表に建築基準法施行令第９３条の表に建築基準法施行令第９３条の表に示示示示すすすす値値値値をををを使使使使用することができる。用することができる。用することができる。用することができる。      ((((オオオオ)))) 地震力     地震時の標標標標準設計準設計準設計準設計水平震度は，中規模地中規模地中規模地中規模地震震震震動動動動で０で０で０で０．．．．２０，２０，２０，２０，大大大大規模地規模地規模地規模地震震震震動動動動で０で０で０で０．．．．２５とす２５とす２５とす２５とする。る。る。る。      ((((カカカカ)))) 底版底版底版底版と基と基と基と基礎礎礎礎地盤の地盤の地盤の地盤の摩擦摩擦摩擦摩擦係係係係数数数数        擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数は，表２表２表２表２によること。ただし，基礎地盤の土質試験などの結果による内部摩擦角を用いる場合には，表２表２表２表２にかかわらず摩擦係数の値は０．６を上限としてｔａｎφ(プレキャストコンクリートの場合はｔａｎ２／３φ)を用いることができる。(φ：内部摩擦角)   ウ その他   ((((アアアア)))) 根入れの深さは，原則として擁壁の高さの１５１５１５１５/１００(その値が３５ｃｍに満たないときは３５ｃｍ)以上とすること。      ただし，基基基基礎礎礎礎地盤が｢別表地盤が｢別表地盤が｢別表地盤が｢別表    練練練練積み積み積み積み造擁壁の各部の構造造擁壁の各部の構造造擁壁の各部の構造造擁壁の各部の構造寸寸寸寸法表｣における第法表｣における第法表｣における第法表｣における第三三三三種相種相種相種相当当当当((((以下，｢軟弱な場合｣という。以下，｢軟弱な場合｣という。以下，｢軟弱な場合｣という。以下，｢軟弱な場合｣という。))))の場合は，擁壁のの場合は，擁壁のの場合は，擁壁のの場合は，擁壁の高高高高さの２０さの２０さの２０さの２０////１００１００１００１００((((そのそのそのその値値値値が４５が４５が４５が４５ｃｍｃｍｃｍｃｍにににに満満満満たないときは４５たないときは４５たないときは４５たないときは４５ｃｍｃｍｃｍｃｍ))))以上とすること。                                     

                                                              ((((エエエエ)))) 地震力     地震時の水平震度は００００．．．．１７以上とする。ただし，擁壁の１７以上とする。ただし，擁壁の１７以上とする。ただし，擁壁の１７以上とする。ただし，擁壁の高高高高さが５さが５さが５さが５．．．．００００ｍｍｍｍ以下のもの以下のもの以下のもの以下のものは，０は，０は，０は，０．．．．１以上とすることができる。１以上とすることができる。１以上とすることができる。１以上とすることができる。                       ((((オオオオ))))    基基基基礎礎礎礎       ａａａａ 基礎の根入れ深さは，原則として擁壁の高さの２０２０２０２０／１００(その値が３５ｃｍに満たないときは３５ｃｍ)以上とすること。      ただし，擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の高高高高さが５さが５さが５さが５．．．．００００ｍｍｍｍをををを超え超え超え超えるものについては，１るものについては，１るものについては，１るものについては，１．．．．００００ｍｍｍｍ以上とすること。    ｂｂｂｂ 基礎地盤の許容地地地地耐耐耐耐力力力力は，原則原則原則原則として土質調として土質調として土質調として土質調査試験査試験査試験査試験のののの結果結果結果結果に基づきに基づきに基づきに基づき決決決決定すること。定すること。定すること。定すること。   (カ) その他    ａａａａ 擁壁底面と基礎地盤の摩擦係数は，次表によること。ただし，基礎地盤の土質試験などの結果による内部摩擦角を用いる場合には，次表にかかわらず摩擦係数の値は０．６を上限としてｔａｎφ(プレキャストコンクリートの場合はｔａｎ２／３φ)を用いることができる。                           (φ：内部摩擦角) 土     質 摩擦係数 岩，岩屑，砂利又は砂 ０．５ 砂  質  土 ０．４ シルト，粘土又はそれらを多量に含む土 ０．３ 
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  ((((イイイイ)))) 擁壁の高さは，原則として１０ｍ以下とすること。   ((((ウウウウ)))) 無筋コンクリートの４週圧縮強度は，１ｍｍ２につき１８Ｎ以上であること。         ((((エエエエ)))) 擁壁には，その擁壁には，その擁壁には，その擁壁には，その裏裏裏裏面面面面の排水を良くするため，壁の排水を良くするため，壁の排水を良くするため，壁の排水を良くするため，壁面面面面のののの面積面積面積面積３３３３㎡㎡㎡㎡以内以内以内以内ごごごごとにとにとにとに少少少少なくとも１なくとも１なくとも１なくとも１個個個個の内の内の内の内径径径径が７が７が７が７．．．．５５５５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上の以上の以上の以上の陶陶陶陶管管管管その他これに類するその他これに類するその他これに類するその他これに類する耐耐耐耐水性の材水性の材水性の材水性の材料料料料を用いた水を用いた水を用いた水を用いた水抜穴抜穴抜穴抜穴を設を設を設を設け，かつ，擁壁のけ，かつ，擁壁のけ，かつ，擁壁のけ，かつ，擁壁の裏裏裏裏面面面面の水の水の水の水抜抜抜抜きききき穴穴穴穴の周辺その他必要な場の周辺その他必要な場の周辺その他必要な場の周辺その他必要な場所所所所には，には，には，には，砂砂砂砂利その他の利その他の利その他の利その他の資資資資材を用材を用材を用材を用いていていていて透透透透水水水水層層層層を設けなけれを設けなけれを設けなけれを設けなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。      ((((オオオオ)))) 建設省制定の土木構造物標準設計を使用する場合で当該標準設計に定められている各数値が土質試験などにより確かめられたものは構造計算書を省略することができる。                  ただし，ただし，ただし，ただし，宅地部分に宅地部分に宅地部分に宅地部分に使使使使用する場合であって用する場合であって用する場合であって用する場合であって,,,,地地地地震時震時震時震時のののの検討検討検討検討が必要な場合は，地が必要な場合は，地が必要な場合は，地が必要な場合は，地震時震時震時震時をををを考慮考慮考慮考慮しているか，設計条しているか，設計条しているか，設計条しているか，設計条件件件件をををを確認確認確認確認すること。すること。すること。すること。      ((((カカカカ))))    もたれもたれもたれもたれ式式式式擁壁は，次の条擁壁は，次の条擁壁は，次の条擁壁は，次の条件件件件のもとのもとのもとのもと使使使使用することとする。用することとする。用することとする。用することとする。       ａａａａ    もたれもたれもたれもたれ式式式式は，地は，地は，地は，地山山山山あるいはあるいはあるいはあるいは裏裏裏裏込込込込め土などによってめ土などによってめ土などによってめ土などによって支え支え支え支えられながら，自られながら，自られながら，自られながら，自重重重重により土により土により土により土圧圧圧圧にににに抵抗抵抗抵抗抵抗するするするする型式型式型式型式のものであるため，設計ののものであるため，設計ののものであるため，設計ののものであるため，設計の考え方考え方考え方考え方はははは重重重重力力力力式式式式擁壁に準じて擁壁に準じて擁壁に準じて擁壁に準じて取取取取りりりり扱扱扱扱うこと。うこと。うこと。うこと。       ｂｂｂｂ    切切切切土に用土に用土に用土に用いること。いること。いること。いること。       ｃｃｃｃ    擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の高高高高さは５さは５さは５さは５ｍｍｍｍ以下とすること。以下とすること。以下とすること。以下とすること。    

       ｂｂｂｂ 擁壁の高さは，原則として１０ｍ以下とすること。    ｃｃｃｃ 無筋コンクリートの４週圧縮強度は，１ｍ㎡につき１８Ｎ以上であること。    ｄｄｄｄ    擁壁擁壁擁壁擁壁裏裏裏裏面面面面の排水をよくするため，壁の排水をよくするため，壁の排水をよくするため，壁の排水をよくするため，壁面面面面のののの面積面積面積面積３３３３㎡㎡㎡㎡以内以内以内以内ごごごごとに内とに内とに内とに内径径径径が７が７が７が７．．．．５５５５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上のののの耐耐耐耐水材水材水材水材料料料料を用を用を用を用いた水いた水いた水いた水抜抜抜抜きききき穴穴穴穴を１を１を１を１個個個個以上以上以上以上有効有効有効有効なななな位位位位置に設けるとともに，擁壁置に設けるとともに，擁壁置に設けるとともに，擁壁置に設けるとともに，擁壁裏裏裏裏面面面面のののの裏裏裏裏栗石栗石栗石栗石のののの厚厚厚厚さは３０さは３０さは３０さは３０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上とすること。以上とすること。以上とすること。以上とすること。           ｅｅｅｅ 建設省制定の土木構造物標準設計を使用する場合で当該標準設計に定められている各数値が土質試験などにより確かめられたものは構造計算書を省略することができる。            ｆｆｆｆ    もたれもたれもたれもたれ式式式式擁壁は擁壁は擁壁は擁壁は使使使使用しないこと。ただし，良用しないこと。ただし，良用しないこと。ただし，良用しないこと。ただし，良好好好好なななな切切切切土地盤に設置し，国又は地土地盤に設置し，国又は地土地盤に設置し，国又は地土地盤に設置し，国又は地方方方方公共公共公共公共団体団体団体団体などがなどがなどがなどが維維維維持持持持管理管理管理管理することですることですることですることで協議協議協議協議が成が成が成が成立立立立した公共施設に係るものについては，この限りでない。した公共施設に係るものについては，この限りでない。した公共施設に係るものについては，この限りでない。した公共施設に係るものについては，この限りでない。     (２) 練積み造擁壁の構造   ア 石材その他の組積材は，控え長さが３０３０３０３０ｃｍ以上のものを使用し，コンクリートを用いて一体化を図るとともに，その背面を栗石砂利で有効に裏込めすること。  (２) 練積み造擁壁の構造   ア 石材その他の組積材は，控え長さが３５３５３５３５ｃｍ以上のものを使用し，コンクリートを用いて一体化を図るとともに，その背面を栗石砂利で有効に裏込めすること。   イ 練積み造擁壁の設計基準   (ア) 宅地造成等規制法施行令第８条の規定に基づく宅地造成等規制法施行令第８条の規定に基づく宅地造成等規制法施行令第８条の規定に基づく宅地造成等規制法施行令第８条の規定に基づく練練練練積み積み積み積み造擁壁の造擁壁の造擁壁の造擁壁の構造基準    ａ 擁壁各部の構造寸法は，背面土の種類などにより別図及び別表によること。    ｂ 胴込め又は裏込めに用いるコンクリートの４週圧縮強度は，１ｍｍ２につき１８Ｎ以上であること。    ｃ 水抜き穴は，内径７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水材料を用い，３㎡以内ごとに１個以上有効な位置に設けること。    ｄ 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁には一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎を設けること。    ｅ コンクリートブロックについては，ＪＩＳ ＡＡＡＡ    ５３７１に規５３７１に規５３７１に規５３７１に規格格格格されたされたされたされた(施工面積１㎡当たり３５０ｋg以上)ブロックを使用するものとし，その認定書を添付すること。    ｆ その他のコンクリートブロックの使用については，次の品質について公的機関の証明書を添付したものであること。    (ａ) コンクリートブロックの４週圧縮強度は，１ｍｍ２につき１８Ｎ以上であること。    (ｂ) コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は，２．３以上であり，かつ，擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は壁面１㎡につき３５０ｋｇ以上((((ただし，ただし，ただし，ただし，コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロッククククののののみみみみをををを積み積み積み積み上げた状上げた状上げた状上げた状態態態態))))であること。    (ｃ) コンクリートブロックは，相当数の使用実績を有し，かつ，構造耐力上支障のないものであること。 

  イ 練積み造擁壁の設計基準   (ア) 構造基準    ａ 擁壁各部の構造寸法は，背面土の種類などにより別図及び別表によること。    ｂ 胴込め又は裏込めに用いるコンクリートの４週圧縮強度は，１ｍ㎡につき１８Ｎ以上であること。    ｃ 水抜き穴は，内径７．５ｃｍ以上の陶管その他これに類する耐水材料を用い，３㎡以内ごとに１個以上有効な位置に設けること。    ｄ 擁壁を岩盤に接着して設置する場合を除き，擁壁には一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造で擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基礎を設けること。    ｅ コンクリートブロックについては，ＪＩＳＪＩＳＪＩＳＪＩＳ規規規規格格格格の質の質の質の質量量量量区分区分区分区分ＡＡＡＡ(施工面積１㎡当たり３５０ｋg以上)ののののブロックを使用するものとし，その認定書を添付すること。    ｆ その他のコンクリートブロックの使用については，次の品質について公的機関の証明書を添付したものであること。    (ａ) コンクリートブロックの４週圧縮強度は，１ｍ㎡につき１８Ｎ以上であること。    (ｂ) コンクリートブロックに用いるコンクリートの比重は，２．３以上であり，かつ，擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は壁面１㎡につき３５０ｋｇ以上であること。  
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   ｇｇｇｇ    擁壁を設置する場擁壁を設置する場擁壁を設置する場擁壁を設置する場所所所所の土質が，の土質が，の土質が，の土質が，支支支支持地盤として設計条持地盤として設計条持地盤として設計条持地盤として設計条件件件件((((地地地地耐耐耐耐力力力力))))をををを満足満足満足満足するかするかするかするか否否否否かをかをかをかを地盤調地盤調地盤調地盤調査査査査などによりなどによりなどによりなどにより確確確確かめること。また，基かめること。また，基かめること。また，基かめること。また，基礎礎礎礎はははは直接直接直接直接基基基基礎礎礎礎とし，良質なとし，良質なとし，良質なとし，良質な支支支支持持持持層層層層上に設け上に設け上に設け上に設けることをることをることをることを原則原則原則原則とするが，地とするが，地とするが，地とするが，地耐耐耐耐力が力が力が力が不不不不足足足足する場合は地盤改良などをする場合は地盤改良などをする場合は地盤改良などをする場合は地盤改良などを検討検討検討検討すること。すること。すること。すること。    (ｃ) コンクリートブロックは，相当数の使用実績を有し，かつ，構造耐力上支障のないものであること。 別図 練積み造擁壁の標準断面図(単位：ｍｍ)  (１) 盛土の場合 

    

別図 練積み造擁壁の標準断面図(単位：ｍｍ)  (１) 盛土の場合 
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3 0 0   ｂ   止水コンクリート＠ 5cm   
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水抜穴（φ 75 以上， 3 ㎡当たり 1 本以上）   
土まじりの砂利   
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 (２) 切土の場合 

  標準工事仕様   組積材：ＪＩＳ ＡＡＡＡ    ５３７１に規５３７１に規５３７１に規５３７１に規格格格格されたされたされたされたブロックブロックブロックブロック(控え３００３００３００３００ｍｍ以上， １㎡当たり３５０ｋｇ以上)，間知石などなどなどなど   胴込め・裏込めコンクリート：Fc＝18Ｎ／ｍｍ２以上   水抜きパイプ：硬質塩化ビニールパイプ(φ７５以上３㎡当たり１本以上)   裏込材材材材：再生骨材，栗石・砂利又は砕石(ＲＣ－４０，Ｃ－４０)      

 (２) 切土の場合 

  標準工事仕様   組積材：ＪＩＳ認認認認定定定定ブロッブロッブロッブロックククク質質質質量量量量区分区分区分区分ＡＡＡＡ(控え３５０３５０３５０３５０ｍｍ以上，１㎡当たり ３５０ｋｇ以上)，間知石等等等等   胴込め・裏込めコンクリート：Fc＝18Ｎ／ｍ㎡以上   水抜きパイプ：硬質塩化ビニールパイプ(φ７５以上３㎡当たり1本以上)   裏込栗石栗石栗石栗石：再生骨材，栗石・砂利又は砕石(ＲＣ－４０，Ｃ－４０)   切込切込切込切込砕石砕石砕石砕石：ク：ク：ク：クラッシャラッシャラッシャラッシャーーーーラララランンンンＲＣ－ＲＣ－ＲＣ－ＲＣ－４０，４０，４０，４０，Ｃ－Ｃ－Ｃ－Ｃ－４０４０４０４０           Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝2.02.02.02.0ｍｍｍｍ以上の場合は以上の場合は以上の場合は以上の場合はｄｄｄｄ＝＝＝＝300300300300ｍｍｍｍｍｍｍｍ以上以上以上以上           Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝Ｈ＝2.02.02.02.0ｍ未満ｍ未満ｍ未満ｍ未満の場合はの場合はの場合はの場合はｄｄｄｄ＝＝＝＝250250250250ｍｍｍｍｍｍｍｍ以上以上以上以上    

ｈ≦30ｃｍ   ｔ＝0ｃｍ 30＜ｈ≦100  ｔ＝10ｃｍ 100＜h≦300  ｔ＝20ｃｍ 300＜ｈ    ｔ＝30ｃｍ 
ｈ＝土羽(切土)の高さ 
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別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表 盛土 切土2m以下 40cm以上2mを超え3m以下 50cm以上2m以下 40cm以上2mを超え3m以下 45cm以上3mを超え4m以下 50cm以上3m以下 40cm以上3mを超え4m以下 45cm以上4mを超え5m以下 60cm以上2m以下 50cm以上2mを超え3m以下 70cm以上2m以下 45cm以上2mを超え3m以下 60cm以上3mを超え4m以下 75cm以上2m以下 40cm以上2mを超え3m以下 50cm以上3mを超え4m以下 65cm以上4mを超え5m以下 80cm以上2m以下 85cm以上2mを超え3m以下 90cm以上2m以下 75cm以上2mを超え3m以下 85cm以上3mを超え4m以下 105cm以上2m以下 70cm以上2mを超え3m以下 80cm以上3mを超え4m以下 95cm以上4mを超え5m以下 120cm以上 H:擁壁の地上高さ

60cm以上かつ0.20Ｈ以上 30cm以上
65度以下70度を超え75度以下65度を超え70度以下65度以下

70cm以上

40cm以上

45cm以上かつ0.20Ｈ以上

裏　　栗勾配 高さ（H） 下端部分の厚さ（b）上端の厚さ（T) 根入れの深さ（D）

65度を超え70度以下65度以下

土　　質 下端部分の厚さ（B）擁　　壁
35cm以上かつ0.15Ｈ以上第二種 真砂土，関東ローム，硬質粘土その他これらに類するもの

第三種 その他の土質 70度を超え75度以下

第一種 岩，岩屑，砂利又は砂利混じり砂 70度を超え75度以下65度を超え70度以下

     注注注注１１１１    土質調土質調土質調土質調査査査査などを行い，土質をなどを行い，土質をなどを行い，土質をなどを行い，土質を決決決決定すること。定すること。定すること。定すること。 注注注注２２２２    別表において，別表において，別表において，別表において，想想想想定したがけの状定したがけの状定したがけの状定したがけの状況況況況は，擁壁上は，擁壁上は，擁壁上は，擁壁上端端端端にににに続続続続く地表く地表く地表く地表面面面面が水平で，擁壁にが水平で，擁壁にが水平で，擁壁にが水平で，擁壁に作作作作用する用する用する用する載荷重載荷重載荷重載荷重は５は５は５は５ｋｋｋｋＮＮＮＮ////㎡程度㎡程度㎡程度㎡程度である。なお，である。なお，である。なお，である。なお，載荷重載荷重載荷重載荷重については，については，については，については，実実実実状に応じて状に応じて状に応じて状に応じて考慮考慮考慮考慮すること。すること。すること。すること。    注注注注３３３３    別表の第別表の第別表の第別表の第二種二種二種二種に該当する土質及び構造においては，それに該当する土質及び構造においては，それに該当する土質及び構造においては，それに該当する土質及び構造においては，それぞぞぞぞれのれのれのれの高高高高さに応じて，下記の表にさに応じて，下記の表にさに応じて，下記の表にさに応じて，下記の表に示示示示す必要地す必要地す必要地す必要地耐耐耐耐力以上の地盤に基力以上の地盤に基力以上の地盤に基力以上の地盤に基礎礎礎礎を設置すること。なお，を設置すること。なお，を設置すること。なお，を設置すること。なお，想想想想定条定条定条定条件件件件以外の場合は，別途以外の場合は，別途以外の場合は，別途以外の場合は，別途検討検討検討検討の上，必要地の上，必要地の上，必要地の上，必要地耐耐耐耐力以上の地盤に基力以上の地盤に基力以上の地盤に基力以上の地盤に基礎礎礎礎を設を設を設を設置すること。置すること。置すること。置すること。    

別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表 盛土 切土2.00m以下 50cm以上 35cm以上2.00mを超え3.00m以下 70　　〃 45　　〃2.00m以下 45　　〃 35　　〃2.00mを超え3.00m以下 60　　〃 45　　〃3.00mを超え4.00m以下 75　　〃 60　　〃 80　　〃2.00m以下 40　　〃 35　　〃2.00mを超え3.00m以下 50　　〃 45　　〃3.00mを超え4.00m以下 65　　〃 60　　〃 80　　〃4.00mを超え5.00m以下 80　　〃 75　　〃 100　〃2.00m以下 85　　〃 45　　〃2.00mを超え3.00m以下 90　　〃 60　　〃2.00m以下 75　　〃 45　　〃2.00mを超え3.00m以下 85　　〃 60　　〃3.00mを超え4.00m以下 105　〃 80　　〃 80　　〃2.00m以下 70　　〃 45　　〃2.00mを超え3.00m以下 80　　〃 60　　〃3.00mを超え4.00m以下 95　　〃 80　　〃 80　　〃4.00mを超え5.00m以下 120　〃 100　〃 100　〃70cm以上 60　　〃60　　〃 30cm以上65°以下5分その他の土質（内部摩擦角20°以上30°未満）第三種
70°を超え75°以下3分 65°を超え70°以下4分

5分 65°以下真砂土，関東ローム，砂質粘土，その他これらに類するもの（内部摩擦角30°以上40°未満）第二種
70°を超え75°以下65°を超え70°以下 60cm以上 30cm以上40cm以上 60　　〃

岩，岩屑，砂利又は砂利交じり砂（内部摩擦角40°以上）第一種 3分4分
土　　質 擁　　壁 裏　　栗勾配（θ） 高さ（H） 下端部の厚さ（B） 上端の厚さ（T) 根入れの深さ（D） 下端部の厚さ（b）

 ※裏込材※裏込材※裏込材※裏込材    切土の場合には，透水層としての役目を果たす程度の裏込めとして切土の場合には，透水層としての役目を果たす程度の裏込めとして切土の場合には，透水層としての役目を果たす程度の裏込めとして切土の場合には，透水層としての役目を果たす程度の裏込めとして 30303030ｃｍｃｍｃｍｃｍの等厚とする。の等厚とする。の等厚とする。の等厚とする。                        盛土の場合は，土圧の低減を図れる場合もあり，下盛土の場合は，土圧の低減を図れる場合もあり，下盛土の場合は，土圧の低減を図れる場合もあり，下盛土の場合は，土圧の低減を図れる場合もあり，下端においては端においては端においては端においては 60606060ｃｍ以ｃｍ以ｃｍ以ｃｍ以上もしくは，擁壁地上高さ上もしくは，擁壁地上高さ上もしくは，擁壁地上高さ上もしくは，擁壁地上高さ((((ＨＨＨＨ))))のののの 20202020／／／／100100100100 のいずれか大きい方の数値以上のいずれか大きい方の数値以上のいずれか大きい方の数値以上のいずれか大きい方の数値以上の厚さとする。の厚さとする。の厚さとする。の厚さとする。  角角角角度度度度とととと勾勾勾勾配指配指配指配指数数数数との関係表との関係表との関係表との関係表    角角角角度度度度    勾勾勾勾配指配指配指配指数数数数    30303030°°°°    1111：：：：1111．．．．77773333    35353535°°°°    1111：：：：1111．．．．44442222    44440000°°°°    1111：：：：1111．．．．11119999    44445555°°°°    1111：：：：1111．．．．00000000    50505050°°°°    1111：：：：0000．．．．88883333    55555555°°°°    1111：：：：0000．．．．77770000    
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 表表表表    擁壁擁壁擁壁擁壁高高高高さとさとさとさと勾勾勾勾配に応じた必要地配に応じた必要地配に応じた必要地配に応じた必要地耐耐耐耐力力力力((((ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／ｋＮ／㎡㎡㎡㎡))))    高高高高ささささ    種種種種別別別別    θθθθ≦≦≦≦66665555度度度度    66665555 度度度度＜＜＜＜θθθθ≦≦≦≦77770000度度度度    77770000 度度度度＜＜＜＜θθθθ≦≦≦≦77775555度度度度    2222    盛盛盛盛土土土土    77775555    77775555    77775555    切切切切土土土土    3333    盛盛盛盛土土土土    77775555    77775555    77775555    切切切切土土土土    4444    盛盛盛盛土土土土    100100100100    100100100100    －－－－    切切切切土土土土    5555    盛盛盛盛土土土土    125125125125    －－－－    －－－－    切切切切土土土土     
66660000°°°°    1111：：：：0000．．．．55558888    66665555°°°°    1111：：：：0000．．．．47474747    77770000°°°°    1111：：：：0000．．．．33336666    77775555°°°°    1111：：：：0000．．．．22227777    88880000°°°°    1111：：：：0000．．．．11118888     

 (イ) 宅地造成等規制法施行令第１４条の規定に基づく宅地造成等規制法施行令第１４条の規定に基づく宅地造成等規制法施行令第１４条の規定に基づく宅地造成等規制法施行令第１４条の規定に基づく練練練練積み積み積み積み造擁壁の構造基準造擁壁の構造基準造擁壁の構造基準造擁壁の構造基準       宅地宅地宅地宅地造成等規制法施行令第１４条の規定に基づき，造成等規制法施行令第１４条の規定に基づき，造成等規制法施行令第１４条の規定に基づき，造成等規制法施行令第１４条の規定に基づき，胴胴胴胴込込込込めめめめコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートを用いてを用いてを用いてを用いて充填充填充填充填するするするするコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロックククク練練練練積み積み積み積み造擁壁は，次の造擁壁は，次の造擁壁は，次の造擁壁は，次のａａａａ～～～～iiii に定めるとこに定めるとこに定めるとこに定めるところろろろによる場合においては，による場合においては，による場合においては，による場合においては，同令第８条の規定による同令第８条の規定による同令第８条の規定による同令第８条の規定による練練練練積み積み積み積み造の擁壁と同等以上の造の擁壁と同等以上の造の擁壁と同等以上の造の擁壁と同等以上の効効効効力があると力があると力があると力があると認認認認める。める。める。める。       ａａａａ    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロッククククの４の４の４の４週週週週圧縮強圧縮強圧縮強圧縮強度度度度は，１は，１は，１は，１ｍｍｍｍｍｍｍｍ２２２２につき１８につき１８につき１８につき１８ＮＮＮＮ以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。       ｂｂｂｂ    胴胴胴胴込込込込めに用いるめに用いるめに用いるめに用いるコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートの４の４の４の４週週週週圧縮強圧縮強圧縮強圧縮強度度度度は，１は，１は，１は，１ｍｍｍｍｍｍｍｍ２２２２につき１５につき１５につき１５につき１５ＮＮＮＮ以上であるこ以上であるこ以上であるこ以上であること。と。と。と。       ｃｃｃｃ    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロッククククに用いるに用いるに用いるに用いるコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートのののの比重比重比重比重が２が２が２が２．．．．３以上であり，かつ，擁壁３以上であり，かつ，擁壁３以上であり，かつ，擁壁３以上であり，かつ，擁壁に用いるに用いるに用いるに用いるコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロッククククのののの重重重重量量量量は，壁は，壁は，壁は，壁面面面面 1111㎡㎡㎡㎡につき３５０につき３５０につき３５０につき３５０ｋｇｋｇｋｇｋｇ以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。       ｄｄｄｄ    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロッククククは，は，は，は，相相相相当当当当数数数数のののの使使使使用用用用実実実実績績績績をををを有有有有し，かつ，構造し，かつ，構造し，かつ，構造し，かつ，構造耐耐耐耐力上力上力上力上支障支障支障支障のないものないものないものないものであり，その形状は，のであり，その形状は，のであり，その形状は，のであり，その形状は，胴胴胴胴込込込込めに用いるめに用いるめに用いるめに用いるコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートによって擁壁全によって擁壁全によって擁壁全によって擁壁全体体体体が一が一が一が一体体体体性を性を性を性を有有有有すすすする構造となるものであり，かつ，その施工がる構造となるものであり，かつ，その施工がる構造となるものであり，かつ，その施工がる構造となるものであり，かつ，その施工が容容容容易易易易なものであること。なものであること。なものであること。なものであること。       ｅｅｅｅ    擁壁の壁擁壁の壁擁壁の壁擁壁の壁体体体体曲曲曲曲げげげげ強強強強度度度度は，１は，１は，１は，１ｍｍｍｍｍｍｍｍ２２２２につき１につき１につき１につき１....５５５５ＮＮＮＮ以上であること。以上であること。以上であること。以上であること。       ｆｆｆｆ    擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の勾勾勾勾配及び配及び配及び配及び高高高高さは，擁壁のさは，擁壁のさは，擁壁のさは，擁壁の背背背背面面面面土の内部土の内部土の内部土の内部摩擦角摩擦角摩擦角摩擦角及び及び及び及びコンクリートコンクリートコンクリートコンクリートブロッブロッブロッブロッククククのののの控控控控ええええ長さに応じ，別表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上長さに応じ，別表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上長さに応じ，別表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上長さに応じ，別表に定める基準に適合し，かつ，擁壁上端端端端の水平の水平の水平の水平面面面面上の上の上の上の載載載載荷重荷重荷重荷重は１は１は１は１㎡㎡㎡㎡ににににつき５つき５つき５つき５ｋＮｋＮｋＮｋＮをををを超え超え超え超えていないこと。ていないこと。ていないこと。ていないこと。       ｇｇｇｇ    擁壁を擁壁を擁壁を擁壁を岩岩岩岩盤に盤に盤に盤に接接接接着着着着して配置する場合を除き，擁壁して配置する場合を除き，擁壁して配置する場合を除き，擁壁して配置する場合を除き，擁壁前面前面前面前面のののの根根根根入入入入れれれれ深深深深さは擁壁のさは擁壁のさは擁壁のさは擁壁の高高高高さの１さの１さの１さの１００分の２０００分の２０００分の２０００分の２０((((そのそのそのその値値値値が４５が４５が４５が４５ｃｍｃｍｃｍｃｍにににに満満満満たないときは，４５たないときは，４５たないときは，４５たないときは，４５ｃｍｃｍｃｍｃｍ))))以上とし，かつ，擁壁に以上とし，かつ，擁壁に以上とし，かつ，擁壁に以上とし，かつ，擁壁には，一は，一は，一は，一体体体体のののの鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造又は造又は造又は造又は無筋無筋無筋無筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造で擁壁のすべり及び沈下に対し造で擁壁のすべり及び沈下に対し造で擁壁のすべり及び沈下に対し造で擁壁のすべり及び沈下に対して安全である基て安全である基て安全である基て安全である基礎礎礎礎を設けること。を設けること。を設けること。を設けること。       ｈｈｈｈ    擁壁が擁壁が擁壁が擁壁が曲曲曲曲面面面面又は又は又は又は折折折折面面面面をなす部分で必要なをなす部分で必要なをなす部分で必要なをなす部分で必要な箇所箇所箇所箇所，擁壁の，擁壁の，擁壁の，擁壁の背背背背面面面面土又は擁壁が設置される地土又は擁壁が設置される地土又は擁壁が設置される地土又は擁壁が設置される地盤の土質が盤の土質が盤の土質が盤の土質が著著著著しくしくしくしく変変変変化する化する化する化する箇所箇所箇所箇所などなどなどなど破壊破壊破壊破壊のおそれのあるのおそれのあるのおそれのあるのおそれのある箇所箇所箇所箇所には，には，には，には，鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造造造造のののの控控控控ええええ壁又は壁又は壁又は壁又は控控控控ええええ柱柱柱柱を設けるこを設けるこを設けるこを設けること。と。と。と。                ｉｉｉｉ    擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の背背背背面面面面には，排水を良くするため，には，排水を良くするため，には，排水を良くするため，には，排水を良くするため，栗石栗石栗石栗石，，，，砂砂砂砂利などで利などで利などで利などで有効有効有効有効にににに裏裏裏裏込込込込めすること。めすること。めすること。めすること。    
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別表別表別表別表    

        

擁壁の背面土擁壁の背面土擁壁の背面土擁壁の背面土    の内部摩擦角の内部摩擦角の内部摩擦角の内部摩擦角    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    ブロックの控え長さブロックの控え長さブロックの控え長さブロックの控え長さ    ((((単位ｃｍ単位ｃｍ単位ｃｍ単位ｃｍ))))    擁擁擁擁    壁壁壁壁    勾勾勾勾    配配配配    高さ高さ高さ高さ((((単位ｍ単位ｍ単位ｍ単位ｍ))))    ２０度以上２０度以上２０度以上２０度以上    ３０度未満３０度未満３０度未満３０度未満    ３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満    ６５度以上７５度未満６５度以上７５度未満６５度以上７５度未満６５度以上７５度未満    １以下１以下１以下１以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ３５以上４５未満３５以上４５未満３５以上４５未満３５以上４５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １以下１以下１以下１以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ４５以上４５以上４５以上４５以上    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度以上７０度未６５度以上７０度未６５度以上７０度未６５度以上７０度未満満満満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ２．５以下２．５以下２．５以下２．５以下    
３０度以上３０度以上３０度以上３０度以上    ４０度未満４０度未満４０度未満４０度未満    ３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ３以下３以下３以下３以下    ３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    １．５以下１．５以下１．５以下１．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ２．５以下２．５以下２．５以下２．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ３．５以下３．５以下３．５以下３．５以下    ４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ３以下３以下３以下３以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ４以下４以下４以下４以下    ４５以上４５以上４５以上４５以上    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ３以下３以下３以下３以下    ６５６５６５６５度未満度未満度未満度未満    ４．５以下４．５以下４．５以下４．５以下    
４０度以上４０度以上４０度以上４０度以上    ３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満３０以上３５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２以下２以下２以下２以下    ６５度以上７０未満６５度以上７０未満６５度以上７０未満６５度以上７０未満    ３．５以下３．５以下３．５以下３．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ５以下５以下５以下５以下    ３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満３５以上４０未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ２．５以下２．５以下２．５以下２．５以下    ６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満６５度以上７０度未満    ４．５以下４．５以下４．５以下４．５以下    ６５度未満６５度未満６５度未満６５度未満    ５以下５以下５以下５以下    ４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満４０以上４５未満    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ３以下３以下３以下３以下    ７０度未満７０度未満７０度未満７０度未満    ５以下５以下５以下５以下    ４５以上４５以上４５以上４５以上    ７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満７０度以上７５度未満    ３．５以下３．５以下３．５以下３．５以下    ７０度未満７０度未満７０度未満７０度未満    ５以下５以下５以下５以下    

 

 (３３３３))))    大大大大臣臣臣臣認認認認定擁壁を定擁壁を定擁壁を定擁壁を使使使使用する場合には，用する場合には，用する場合には，用する場合には，大臣認定書の写しを添付し，かつ，構造については，その仕様によること。      ((((イイイイ))))    大大大大臣臣臣臣認認認認定定定定ブロッブロッブロッブロック積みク積みク積みク積み擁壁擁壁擁壁擁壁       ａａａａ 建設建設建設建設大臣認定書の写しを添付し，かつ，構造については，その仕様によること。    ｂｂｂｂ    控控控控ええええ長さが３５長さが３５長さが３５長さが３５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上の以上の以上の以上のブロッブロッブロッブロッククククをををを使使使使用し，空用し，空用し，空用し，空積み積み積み積みはははは認認認認めない。ただし，国又はめない。ただし，国又はめない。ただし，国又はめない。ただし，国又は地地地地方方方方公共公共公共公共団体団体団体団体などがなどがなどがなどが維維維維持持持持管理管理管理管理することですることですることですることで協議協議協議協議が成が成が成が成立立立立した公共施設に係るもので，した公共施設に係るもので，した公共施設に係るもので，した公共施設に係るもので，鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造の造の造の造の控控控控ええええ壁などにより一壁などにより一壁などにより一壁などにより一体体体体化が図られるものについては，この限りでな化が図られるものについては，この限りでな化が図られるものについては，この限りでな化が図られるものについては，この限りでな
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い。い。い。い。                ｃｃｃｃ    擁壁の上擁壁の上擁壁の上擁壁の上端端端端に法土に法土に法土に法土羽羽羽羽((((盛盛盛盛土の場合は，土土の場合は，土土の場合は，土土の場合は，土羽羽羽羽部分の部分の部分の部分の高高高高さが３０さが３０さが３０さが３０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以下の場合に限る。以下の場合に限る。以下の場合に限る。以下の場合に限る。))))をををを有有有有する場合は，擁壁のする場合は，擁壁のする場合は，擁壁のする場合は，擁壁の高高高高さに土さに土さに土さに土羽羽羽羽部分の部分の部分の部分の高高高高さを含むこと。さを含むこと。さを含むこと。さを含むこと。                ｄｄｄｄ    水水水水抜抜抜抜きききき穴穴穴穴は，内は，内は，内は，内径径径径７７７７．．．．５５５５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上の以上の以上の以上の耐耐耐耐水材水材水材水材料料料料で３で３で３で３㎡㎡㎡㎡以内以内以内以内ごごごごとに１とに１とに１とに１個個個個以上以上以上以上有効有効有効有効なななな位位位位置置置置に設けること。また，に設けること。また，に設けること。また，に設けること。また，裏栗石裏栗石裏栗石裏栗石のののの厚厚厚厚さについては，さについては，さについては，さについては，((((アアアア))))ののののａａａａによること。によること。によること。によること。  ((((４４４４)))) 擁壁の基礎が盛土上に設置された場合は，転圧，良質土の搬入などの施工は特に入念に行うこと。     ((((３３３３)))) 擁壁の基礎が盛土上に設置された場合は，転圧，良質土の搬入などの施工は特に入念に行うこと。  ((((５５５５)))) 擁壁の基礎地盤面に１００ｋＮ／㎡を超える応力度(常時)が生じる場合には，当該応力などが土質試験，載荷試験などに基づく当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。  ((((４４４４)))) 擁壁の地盤に１００ｋＮ／㎡を超える応力度(常時)が生じる場合には，当該応力などが土質調査試験，載荷試験などに基づく当該地盤の許容応力度を超えないことを確かめること。  ((((６６６６))))    斜斜斜斜面面面面上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基上に擁壁を設置する場合には，次図のように擁壁基礎礎礎礎前前前前端端端端より擁壁のより擁壁のより擁壁のより擁壁の高高高高さの０さの０さの０さの０．．．．４４４４ＨＨＨＨ以上で，かつ１以上で，かつ１以上で，かつ１以上で，かつ１．．．．５５５５ｍｍｍｍ以上だけ土質に応じた以上だけ土質に応じた以上だけ土質に応じた以上だけ土質に応じた勾勾勾勾配配配配線線線線((((θθθθ))))よりよりよりより後後後後退退退退し，その部分はし，その部分はし，その部分はし，その部分はコンクコンクコンクコンクリートリートリートリート打打打打ちちちちなどによりなどによりなどによりなどにより風風風風化化化化侵食侵食侵食侵食のおそれのない状のおそれのない状のおそれのない状のおそれのない状態態態態にする。にする。にする。にする。        
 0.4H0.4H0.4H0.4H 以上で以上で以上で以上で    かつかつかつかつ 1.51.51.51.5ｍ以上ｍ以上ｍ以上ｍ以上    HHHH    コンクリート打ちコンクリート打ちコンクリート打ちコンクリート打ち    厚さ厚さ厚さ厚さ 5555ｃｍ～ｃｍ～ｃｍ～ｃｍ～10101010ｃｍｃｍｃｍｃｍ    

θθθθ    100

15
H以上かつ 35ｃｍ以上  または  

100

20
H以上かつ 45ｃｍ以上  （「別表 練積み造擁壁の各部の構造寸法表」における第三種相当の場合）   表表表表    土質別土質別土質別土質別角角角角度度度度((((θθθθ))))    背背背背面面面面土質土質土質土質    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著ししししいものいものいものいものを除くを除くを除くを除く))))    風風風風化の化の化の化の著著著著しいしいしいしい岩岩岩岩    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム，，，，硬硬硬硬質質質質粘粘粘粘土その他土その他土その他土その他これらに類するものこれらに類するものこれらに類するものこれらに類するもの    盛盛盛盛土又は土又は土又は土又は腐腐腐腐植植植植土土土土    角角角角度度度度((((θθθθ))))    ６０６０６０６０度度度度    ４０４０４０４０度度度度    ３５３５３５３５度度度度    ２５２５２５２５度度度度        

 ((((５５５５))))    盛盛盛盛土で２５土で２５土で２５土で２５°°°°，，，，切切切切土又は土又は土又は土又は在在在在来地盤で３５来地盤で３５来地盤で３５来地盤で３５°°°°をををを超え超え超え超えるるるる急傾斜急傾斜急傾斜急傾斜地には，地には，地には，地には，原則原則原則原則として擁壁をとして擁壁をとして擁壁をとして擁壁を設置しないこと。ただし，擁壁下部設置しないこと。ただし，擁壁下部設置しないこと。ただし，擁壁下部設置しないこと。ただし，擁壁下部斜斜斜斜面面面面を適当な工法により保を適当な工法により保を適当な工法により保を適当な工法により保護護護護する場合は，この限りする場合は，この限りする場合は，この限りする場合は，この限りでない。でない。でない。でない。        また，また，また，また，傾斜傾斜傾斜傾斜地に設置する擁壁の地に設置する擁壁の地に設置する擁壁の地に設置する擁壁の根根根根入入入入れのれのれのれの取取取取りりりり方方方方は，次図及び次表によること。は，次図及び次表によること。は，次図及び次表によること。は，次図及び次表によること。    
 Ｈ 仮ＧＬ ｈ 勾配 切土又は在来地盤 35° 盛土       25° 

0.4Ｈ以上  かつ 1.5ｍ   擁壁の擁壁の擁壁の擁壁の種種種種別別別別    土土土土        質質質質    ｈｈｈｈ    ＨＨＨＨ    練練練練積み積み積み積み造擁壁造擁壁造擁壁造擁壁    第第第第 1111・・・・2222種種種種    
H×

100

15 かかかかつつつつ 35353535ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上    ５５５５ｍｍｍｍ以下以下以下以下    第第第第 3333種種種種    
H×

100

20 かつかつかつかつ 44445555ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上    コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート    造造造造    擁擁擁擁    壁壁壁壁        
H×

100

20 かつかつかつかつ 35353535ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上    ただし，ただし，ただし，ただし，HHHHがががが 5555ｍｍｍｍ以上の場合は以上の場合は以上の場合は以上の場合は 1111ｍｍｍｍ以上以上以上以上とすることができる。とすることができる。とすることができる。とすることができる。    10101010ｍｍｍｍ以下以下以下以下     
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 ((((７７７７))))    伸伸伸伸縮縮縮縮継継継継目は，目は，目は，目は，原則原則原則原則として擁壁長さとして擁壁長さとして擁壁長さとして擁壁長さ 20202020ｍｍｍｍ以内以内以内以内ごごごごとにとにとにとに 1111 箇所箇所箇所箇所設け，特に地盤条設け，特に地盤条設け，特に地盤条設け，特に地盤条件件件件のののの変変変変化す化す化す化するるるる箇所箇所箇所箇所，擁壁，擁壁，擁壁，擁壁高高高高さがさがさがさが著著著著しくしくしくしく異異異異なるなるなるなる箇所箇所箇所箇所，擁壁の材，擁壁の材，擁壁の材，擁壁の材料料料料・構法を・構法を・構法を・構法を異異異異にするにするにするにする箇所箇所箇所箇所は，は，は，は，有効有効有効有効にににに伸伸伸伸縮縮縮縮継継継継目を設け，基目を設け，基目を設け，基目を設け，基礎礎礎礎部分まで部分まで部分まで部分まで切断切断切断切断する。また，擁壁のする。また，擁壁のする。また，擁壁のする。また，擁壁の屈屈屈屈曲曲曲曲部においては，部においては，部においては，部においては，伸伸伸伸縮縮縮縮継継継継目の目の目の目の位位位位置を置を置を置を隅隅隅隅角角角角部から擁壁の部から擁壁の部から擁壁の部から擁壁の高高高高さの分だけさの分だけさの分だけさの分だけ避避避避けて設置する。けて設置する。けて設置する。けて設置する。  ((((６６６６))))    伸伸伸伸縮縮縮縮継継継継目材目材目材目材は，は，は，は，瀝青繊瀝青繊瀝青繊瀝青繊維維維維質目地材とし，質目地材とし，質目地材とし，質目地材とし，厚厚厚厚さはさはさはさは 10101010ｍｍｍｍｍｍｍｍとし，施工とし，施工とし，施工とし，施工間間間間隔隔隔隔はははは 10101010ｍｍｍｍをををを標標標標準と準と準と準とする。特に地盤のする。特に地盤のする。特に地盤のする。特に地盤の変変変変化する化する化する化する箇所箇所箇所箇所，擁壁の，擁壁の，擁壁の，擁壁の高高高高さがさがさがさが著著著著しくしくしくしく異異異異なるなるなるなる箇所箇所箇所箇所，擁壁の構造工法を，擁壁の構造工法を，擁壁の構造工法を，擁壁の構造工法を異異異異にするにするにするにする箇所箇所箇所箇所は，は，は，は，有効有効有効有効にににに伸伸伸伸縮縮縮縮継継継継目を設け，基目を設け，基目を設け，基目を設け，基礎礎礎礎部分までを部分までを部分までを部分までを切断切断切断切断すること。また，擁壁のすること。また，擁壁のすること。また，擁壁のすること。また，擁壁の屈屈屈屈曲曲曲曲部は，部は，部は，部は，隅隅隅隅角角角角部から擁壁の部から擁壁の部から擁壁の部から擁壁の高高高高さ分だけさ分だけさ分だけさ分だけ避避避避けて設置すること。けて設置すること。けて設置すること。けて設置すること。  ((((８８８８))))    擁壁((((練練練練積み積み積み積み造擁壁，造擁壁，造擁壁，造擁壁，鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造擁壁，造擁壁，造擁壁，造擁壁，無筋無筋無筋無筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート造擁壁造擁壁造擁壁造擁壁((((背背背背面面面面にににに勾勾勾勾配を配を配を配を付けた場合は除く。付けた場合は除く。付けた場合は除く。付けた場合は除く。))))))))の屈曲する箇所は，隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること(二等辺の一辺の長さは，擁壁の高さ３ｍ以下で５０ｃｍ以上，３ｍを超えるもので６０ｃｍ以上とする。)。 

 

 ((((７７７７)))) 擁壁の屈曲する箇所は，隅角をはさむ二等辺三角形の部分を鉄筋及びコンクリートで補強すること(二等辺の一辺の長さは，擁壁の高さ３ｍ以下で５０ｃｍ以上，３ｍを超えるもので６０ｃｍ以上とする。)。 

 ((((９９９９)))) 上下に分離された練積み造擁壁の構造寸法の算出 
 a 

b 

c 

h1 

h 

 

H≦5m 
GL θ：土質別角度 

下段擁壁は，Ｈを擁壁の高さとし,擁壁の勾配及びｃ（下端部の厚さ）を決める。 ｂの寸法はａ，ｃ，ｈ，ｈ１の関係による比例配分により算出する。 上段擁壁は，ｈ１を擁壁の高さとし，擁壁の寸法等を決める。 下段擁壁 上段擁壁  

 ((((８８８８)))) 上下に分離された練積み造擁壁の構造寸法の算出 
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表表表表    土質別土質別土質別土質別角角角角度度度度((((θθθθ))))    背背背背面面面面土質土質土質土質    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著ししししいものを除くいものを除くいものを除くいものを除く))))    風風風風化の化の化の化の著著著著しいしいしいしい岩岩岩岩    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム，，，，硬硬硬硬質質質質粘粘粘粘土その他土その他土その他土その他これらに類するものこれらに類するものこれらに類するものこれらに類するもの    盛盛盛盛土又は土又は土又は土又は腐腐腐腐植植植植土土土土    角角角角度度度度((((θθθθ))))    ６０６０６０６０度度度度    ４０４０４０４０度度度度    ３５３５３５３５度度度度    ２５２５２５２５度度度度      
 ((((10101010))))    図に図に図に図に示示示示す擁壁で表のす擁壁で表のす擁壁で表のす擁壁で表のθθθθ角角角角度度度度内に内に内に内に入入入入っていないものは，っていないものは，っていないものは，っていないものは，二段二段二段二段の擁壁との擁壁との擁壁との擁壁とみみみみなされるので一なされるので一なされるので一なされるので一体体体体の擁壁として設計を行うこと。なお，上部擁壁が表のの擁壁として設計を行うこと。なお，上部擁壁が表のの擁壁として設計を行うこと。なお，上部擁壁が表のの擁壁として設計を行うこと。なお，上部擁壁が表のθθθθ角角角角度度度度内に内に内に内に入入入入っている場合は，別っている場合は，別っている場合は，別っている場合は，別個個個個の擁壁としての擁壁としての擁壁としての擁壁として扱扱扱扱うが，水平うが，水平うが，水平うが，水平距離距離距離距離を０を０を０を０．．．．４４４４ＨＨＨＨ以上かつ１以上かつ１以上かつ１以上かつ１．．．．５５５５ｍｍｍｍ以上以上以上以上離離離離さなけれさなけれさなけれさなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。 

 ｈ：ｈ：ｈ：ｈ：
100

15 HHHH以上かつ以上かつ以上かつ以上かつ 35353535ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上    またはまたはまたはまたは
100

20 HHHH以上かつ以上かつ以上かつ以上かつ 44445555ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上以上以上以上    ((((基基基基礎礎礎礎地盤が｢別表地盤が｢別表地盤が｢別表地盤が｢別表    練練練練積み積み積み積み造擁壁の各部の構造造擁壁の各部の構造造擁壁の各部の構造造擁壁の各部の構造寸寸寸寸法表｣における第法表｣における第法表｣における第法表｣における第三三三三種相種相種相種相当の土質当の土質当の土質当の土質))))        表表表表    土質別土質別土質別土質別角角角角度度度度((((θθθθ))))    背背背背面面面面土質土質土質土質    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著ししししいものを除くいものを除くいものを除くいものを除く))))    風風風風化の化の化の化の著著著著しいしいしいしい岩岩岩岩    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム，，，，硬硬硬硬質質質質粘粘粘粘土その他土その他土その他土その他これらに類するものこれらに類するものこれらに類するものこれらに類するもの    盛盛盛盛土又は土又は土又は土又は腐腐腐腐植植植植土土土土    角角角角度度度度((((θθθθ))))    ６０６０６０６０度度度度    ４０４０４０４０度度度度    ３５３５３５３５度度度度    ２５２５２５２５度度度度     

 ((((９９９９)))) 図に示す擁壁でθ角度内に入っていないものは，２２２２段段段段の擁壁との擁壁との擁壁との擁壁とみみみみなし，一なし，一なし，一なし，一体体体体の擁壁との擁壁との擁壁との擁壁として設計を行うこと。して設計を行うこと。して設計を行うこと。して設計を行うこと。    
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 ((((11111111))))    擁壁上部に擁壁上部に擁壁上部に擁壁上部に斜斜斜斜面面面面がある場合は，土質に応がある場合は，土質に応がある場合は，土質に応がある場合は，土質に応じたじたじたじた勾勾勾勾配配配配線線線線がががが斜斜斜斜面面面面と交と交と交と交差差差差したしたしたした点点点点までのまでのまでのまでの垂垂垂垂直高直高直高直高ささささをがけをがけをがけをがけ高高高高さとさとさとさと仮仮仮仮定し，擁壁はその定し，擁壁はその定し，擁壁はその定し，擁壁はその高高高高さに応じた構造とすること。さに応じた構造とすること。さに応じた構造とすること。さに応じた構造とすること。    
 θ：土質別角度 H       表表表表    土質別土質別土質別土質別角角角角度度度度((((θθθθ))))    背背背背面面面面土質土質土質土質    軟軟軟軟岩岩岩岩((((風風風風化の化の化の化の著著著著ししししいものを除くいものを除くいものを除くいものを除く))))    風風風風化の化の化の化の著著著著しいしいしいしい岩岩岩岩    砂砂砂砂利，利，利，利，真真真真砂砂砂砂土，関土，関土，関土，関東ロ東ロ東ロ東ローーーームムムム，，，，硬硬硬硬質質質質粘粘粘粘土その他土その他土その他土その他これらに類するものこれらに類するものこれらに類するものこれらに類するもの    盛盛盛盛土又は土又は土又は土又は腐腐腐腐植植植植土土土土    角角角角度度度度((((θθθθ))))    ６０６０６０６０度度度度    ４０４０４０４０度度度度    ３５３５３５３５度度度度    ２５２５２５２５度度度度     

   

７ 排水施設 
 

  (１) 計画排水量の算定と断面の検討   ア 河川(１級河川，２級河川，準用河川及び開発面積が相当規模以上のもの)      砂防指定地内の開発行為については，｢広島県砂防事業設計指針｣及び｢砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)｣によること。   (ア) 計画雨水排水量の算定      Ｑ＝   × f ×Ｒ×Ａ    Ｑ：計画高水流量(㎥／sec)                    f ：流出係数                    Ｒ：降雨強度(ｍｍ／ｈ)                    Ａ：流域面積(ｈａ)      (流出係数)密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし，  ・・・・・０．９                 開発区域を含む。          一般市街地              ・・・・・０．８          畑，原野               ・・・・・０．６          水田                 ・・・・・０．７          山地                 ・・・・・０．７          ゴルフ場               ・・・・・０．８ 

７ 排水施設   排水施設は，開発区域の規排水施設は，開発区域の規排水施設は，開発区域の規排水施設は，開発区域の規模及び形状，開発区域内の地形，予定建築物等の用途模及び形状，開発区域内の地形，予定建築物等の用途模及び形状，開発区域内の地形，予定建築物等の用途模及び形状，開発区域内の地形，予定建築物等の用途並並並並びに開びに開びに開びに開発区域周辺の発区域周辺の発区域周辺の発区域周辺の降降降降水水水水量量量量などからなどからなどからなどから想想想想定される雨水及び汚水を定される雨水及び汚水を定される雨水及び汚水を定される雨水及び汚水を有効有効有効有効に排出できるものであること。に排出できるものであること。に排出できるものであること。に排出できるものであること。     (１) 計画排水量の算定と断面の検討   ア 河川(１級河川，２級河川，準用河川及び開発面積が相当規模以上のもの)      砂防指定地内の開発行為については，｢広島県砂防事業設計指針｣及び｢砂防指定地及び地すべり防止区域内における宅地造成等の大規模開発審査基準(案)｣によること。   (ア) 計画雨水排水量の算定      Ｑ＝   × f ×Ｒ×Ａ    Ｑ：計画高水流量(㎥／sec)                    f ：流出係数                    Ｒ：降雨強度(ｍｍ／ｈ)                    Ａ：流域面積(ｈａ)      (流出係数)密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし，  ・・・・・０．９                 開発区域を含む。          一般市街地              ・・・・・０．８          畑，原野               ・・・・・０．６          水田                 ・・・・・０．７          山地                 ・・・・・０．７          ゴルフ場               ・・・・・０．８ 
360

1

360

1
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    (降雨強度)      洪水到達時間( ti )内の平均降雨強度(ｍｍ／ｈ)        降雨確率については，当該水系の下流で現に実施している河川改修計画と整合のとれたものとなるよう計画すること。      (洪水到達時間) 
      ti＝ t∆  ＋           ti  ：洪水到達時間(ｍｉｎ)         t∆ ：流入時間(ｍｉｎ)           最上端が山地流域の場合は，２ｋ㎡当たり３０分(特に急傾斜の山地については２０分)を標準とする。           市街地の場合は，５分から１０分を標準とする。         l  ：当該地点から上流の流路延長(ｍ) (流入域は除く)         W ：洪水伝播速度(ｍ／sec)   (イ) 断面の検討     Ｑ ＝ Ａ × Ｖ   Ｑ・・・・洪水のピーク流量(㎥／sec)                 Ａ・・・・断面積(㎡)                 V ・・・・流速(ｍ／sec)     (流速)       原則としてマニング公式により算定すること。ただし，団地内の排水にかかるものについては，クッター公式により算出することができる。       Ｖ＝   ×    ×          Ｖ：流速(ｍ／sec)        n：粗度係数          三面張りコンクリート ・・・・０．０２５          石積みなどなどなどなど(二面張り) ・・・・０．０３５          素掘り        ・・・・０．０４０        Ｒ：径深(ｍ)[流水断面Ａ／潤辺長Ｐ]          余裕高は，河川管理施設等構造令第２０条及び規則第３６条第２号の規定によるものとする。        Ｉ：動水勾配(河床勾配を採用する。) 

    (降雨強度)      洪水到達時間( ti )内の平均降雨強度(ｍｍ／ｈ)        降雨確率については，当該水系の下流で現に実施している河川改修計画と整合のとれたものとなるよう計画すること。      (洪水到達時間) 
      ti＝ t∆  ＋           ti  ：洪水到達時間(ｍｉｎ)         t∆ ：流入時間(ｍｉｎ)           最上端が山地流域の場合は，２ｋ㎡当たり３０分(特に急傾斜の山地については２０分)を標準とする。           市街地の場合は，５分から１０分を標準とする。         l  ：当該地点から上流の流路延長(ｍ) (流入域は除く)         W ：洪水伝播速度(ｍ／sec)   (イ) 断面の検討     Ｑ ＝ Ａ × Ｖ   Ｑ・・・・洪水のピーク流量(㎥／sec)                 Ａ・・・・断面積(㎡)                 V ・・・・流速(ｍ／sec)     (流速)       原則としてマニング公式により算定すること。ただし，団地内の排水にかかるものについては，クッター公式により算出することができる。       Ｖ＝    ×    ×          Ｖ：流速(ｍ／sec)        n：粗度係数          三面張りコンクリート ・・・・０．０２５          石積み等等等等(二面張り)  ・・・・０．０３５          素掘り        ・・・・０．０４０        Ｒ：径深(ｍ)[流水断面Ａ／潤辺長Ｐ]          余裕高は，河川管理施設等構造令第２０条及び規則第３６条第２号の規定によるものとする。        Ｉ：動水勾配(河床勾配を採用する。)   イ 水路(ア以外の場合)   (ア) 計画汚水排水量の算定     住宅団地の場合の管ききききょょょょの設計に用いる計画汚水量は，計画時間最大汚水量を使用し，次式によること。住宅地以外は，予定建築物の用途，規模により想定される計画使   イ 水路(ア以外の場合)   (ア) 計画汚水排水量の算定     住宅団地の場合の管渠渠渠渠の設計に用いる計画汚水量は，計画時間最大汚水量を使用し，次式によること。住宅地以外は，予定建築物の用途，規模により想定される計画使用水
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用水量を勘案して算出すること。     計画時間     最大汚水量＝       ×(計画１日最大汚水量)×18(ℓ／sec)       計画１日最大汚水量・・・１人１日最大汚水量×計画人口      １人１日最大汚水量・・・市町の下水道計画に定めがある場合はその値を優先し，無い場合は４５０ℓ／日とする。      計画人口     ・・・４人／戸     地下水量が考えられる場合は，必要に応じて１人１日最大汚水量の２割を加算すること。   (イ) 計画雨水排水量の算定                   Ｑ ：計画雨水量(㎥／sec)     Ｑ ＝   × f ×Ｉ×Ａ  Ｉ：降雨強度(１２０ｍｍ／ｈ)                   f ：流出係数                   Ａ：集水面積(ｈａ)    (流出係数)密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし， ・・・・・０．９                開発区域を含む。         一般市街地             ・・・・・０．８         畑，原野              ・・・・・０．６         水田                ・・・・・０．７         山地                ・・・・・０．７         ゴルフ場              ・・・・・０．８   (ウ) 断面の検討     雨水と汚水との排水は分離して処理することとし，雨水，汚水排水量の設計流速・割増率は，次により決定すること。     排水路の設計流速      設計流速は，特殊な場合を除き，次表の基準によること。 排水施設 最小流速 最大流速 汚水管ききききょょょょ ０．６ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水管ききききょょょょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 合流管ききききょょょょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水開ききききょょょょ ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec     計画下水下水下水下水量の割増率      ⅰ) 汚水 管ききききょょょょの内の内の内の内径径径径 割増率 ７００ｍｍ未満 計画下水計画下水計画下水計画下水量量量量のののの１００％％％％ ７００ｍｍ以上以上以上以上    １，６５０ｍｍ未満 計計計計画下水画下水画下水画下水量量量量のののの５０％以上以上以上以上    １００％以下 １，６５０ｍｍ以上 ３，０００３，０００３，０００３，０００ｍｍｍｍｍｍｍｍ以下以下以下以下 計画下水計画下水計画下水計画下水量量量量のののの２５％以上以上以上以上    ５０％以下 

量を勘案して算出すること。     計画時間     最大汚水量＝       ×(計画１日最大汚水量)×18(ℓ／sec)       計画１日最大汚水量・・・１人１日最大汚水量×計画人口      １人１日最大汚水量・・・市町の下水道計画に定めがある場合はその値を優先し，無い場合は４５０ℓ ／日とする。      計画人口     ・・・４人／戸     地下水量が考えられる場合は，必要に応じて１人１日最大汚水量の２割を加算すること。   (イ) 計画雨水排水量の算定                   Ｑ ：計画雨水量(㎥／sec)     Ｑ ＝   × f ×Ｉ×Ａ  Ｉ：降雨強度(１２０ｍｍ／ｈ)                   f ：流出係数                   Ａ：集水面積(ｈａ)    (流出係数)密集市街地  ＤＩＤ地区程度とし， ・・・・・０．９                開発区域を含む。         一般市街地             ・・・・・０．８         畑，原野              ・・・・・０．６         水田                ・・・・・０．７         山地                ・・・・・０．７         ゴルフ場              ・・・・・０．８   (ウ) 断面の検討     雨水と汚水との排水は分離して処理することとし，雨水，汚水排水量の設計流速・割増率は，次により決定すること。     排水路の設計流速      設計流速は，特殊な場合を除き，次表の基準によること。 排水施設 最小流速 最大流速 汚水管渠渠渠渠 ０．６ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水管渠渠渠渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 合流管渠渠渠渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec 雨水開渠渠渠渠 ０．８ｍ／sec ３．０ｍ／sec     計画流出流出流出流出量の割増率      ⅰ) 汚水 管      径 割増率((((％％％％)))) 管管管管の内の内の内の内径径径径７００ｍｍ未満 １００ 管管管管の内の内の内の内径径径径７００ｍｍ ～～～～１，６５０ｍｍ未満 ５０％～～～～１００％以下 管管管管の内の内の内の内径径径径１，６５０ｍｍ以上の場合の場合の場合の場合 ２５％～～～～５０％以下  
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     ⅱ) 雨水       計画雨水雨水雨水雨水量の２０％      ⅲ) 合流       計画下水下水下水下水量の３０％       Ｑ ＝ Ａ × Ｖ   Ｑ・・・・洪水のピーク流量(㎥／sec)                   Ａ・・・・断面積(㎡)                   Ｖ・・・・流速速速速(ｍ／sec)    (流速)     流流流流量量量量計計計計算算算算には，には，には，には，マニンマニンマニンマニング式グ式グ式グ式又は又は又は又はククククッッッッターターターター式式式式を用いる。を用いる。を用いる。を用いる。             マニンマニンマニンマニング式グ式グ式グ式          ＱＱＱＱ    ＝＝＝＝    ＡＡＡＡ    ××××    ＶＶＶＶ               Ｖ＝  ×   ×   ((((ｍｍｍｍ/se/se/se/secccc))))          ククククッッッッターターターター式式式式          ＱＱＱＱ    ＝＝＝＝    ＡＡＡＡ    ××××    ＶＶＶＶ     ((((ｍｍｍｍ/se/se/se/secccc)))) 
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23:       マニンマニンマニンマニング式グ式グ式グ式及び及び及び及びククククッッッッターターターター式式式式共通の共通の共通の共通の粗粗粗粗度度度度係係係係数数数数    管管管管    種種種種    粗粗粗粗度度度度係係係係数数数数    陶陶陶陶    管管管管    ００００．．．．０１３０１３０１３０１３    鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリート管コンクリート管コンクリート管コンクリート管ききききょょょょなどの工場などの工場などの工場などの工場製品製品製品製品    ００００．．．．０１３０１３０１３０１３    現現現現場場場場打打打打ちちちち鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリート管コンクリート管コンクリート管コンクリート管ききききょょょょ    ００００．．．．０１０１０１０１３３３３    硬硬硬硬質質質質塩塩塩塩化化化化ビビビビニール管ニール管ニール管ニール管    ００００．．．．０１００１００１００１０    強強強強化化化化ププププララララススススチチチチッッッックククク複複複複合合合合管管管管    ００００．．．．０１００１００１００１０         ※※※※    上記以外の上記以外の上記以外の上記以外の管種管種管種管種のののの粗粗粗粗度度度度係係係係数数数数については，そのについては，そのについては，そのについては，その管種管種管種管種のののの粗粗粗粗度度度度係係係係数数数数による。による。による。による。 

     ⅱ) 雨水       計画流出流出流出流出量の２０％      ⅲ) 合流       計画流出流出流出流出量の３０％       Ｑ ＝ Ａ × Ｖ   Ｑ・・・・洪水のピーク流量(㎥／sec)                   Ａ・・・・断面積(㎡)                   Ｖ・・・・流量量量量(ｍ／sec)    (流速)     原則原則原則原則としてとしてとしてとしてマニンマニンマニンマニンググググ公公公公式式式式によりによりによりにより算算算算定すること。ただし，定すること。ただし，定すること。ただし，定すること。ただし，団団団団地内の排水にかかるものに地内の排水にかかるものに地内の排水にかかるものに地内の排水にかかるものについては，ついては，ついては，ついては，ククククッッッッターターターター公公公公式式式式によりによりによりにより算算算算定することができる。定することができる。定することができる。定することができる。               Ｖ＝  ×   ×                         ＶＶＶＶ：：：：流流流流速速速速((((ｍｍｍｍ／／／／sesesesecccc))))             ｎｎｎｎ：：：：粗粗粗粗度度度度係係係係数数数数              三三三三面張面張面張面張りりりりコンクリートコンクリートコンクリートコンクリート・・・０・・・０・・・０・・・０．．．．０１５０１５０１５０１５              ヒヒヒヒューューューュームムムム管管管管                    ・・・０・・・０・・・０・・・０．．．．０１３０１３０１３０１３              Ｕ字Ｕ字Ｕ字Ｕ字フリューフリューフリューフリュームムムム管管管管        ・・・０・・・０・・・０・・・０．．．．０１３０１３０１３０１３              鋳鋳鋳鋳鉄鉄鉄鉄管管管管・・・・鋼鋼鋼鋼管管管管                ・・・０・・・０・・・０・・・０．．．．０１２０１２０１２０１２              硬硬硬硬質質質質塩塩塩塩化化化化ビビビビニル管ニル管ニル管ニル管        ・・・０・・・０・・・０・・・０．．．．０１００１００１００１０              ＦＲＦＲＦＲＦＲＰＰＰＰ管管管管                        ・・・０・・・０・・・０・・・０．．．．０１００１００１００１０             ＲＲＲＲ：：：：径深径深径深径深((((ｍｍｍｍ))))             ＩＩＩＩ：動：動：動：動水水水水勾勾勾勾配配配配 
  ウ その他    残流域を有する河川(渓流)が造成地内を通過する場合は，開ききききょょょょとすること。    また，造成地内に設置される水路で流量が１．５㎥／sec以上のものは，原則として開ききききょょょょとすること。  ウ その他   残流域を有する河川(渓流)が造成地内を通過する場合は，開渠渠渠渠とすること。   また，造成地内に設置される水路で流量が１．５㎥／sec 以上のものは，原則として開渠渠渠渠とすること。  (２) 開発区域外の排水施設などなどなどなどとの接続  (２) 開発区域外の排水施設等等等等との接続 

n

1 3/2R 2/1I Ｑ：流量(㎥／sec) Ａ：流水の断面積(㎡) Ｖ：流速(ｍ／sec) 
n：粗度係数 Ｒ：径深(ｍ)(＝Ａ/Ｐ) Ｐ：流水の潤辺長 Ｉ：動水勾配 
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  ア 都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発許許許許可を可を可を可を申請申請申請申請しようとするしようとするしようとするしようとする者者者者は，は，は，は，あらかじめ，開発行為に関係がある公共施設((((道路，公園，下水道，道路，公園，下水道，道路，公園，下水道，道路，公園，下水道，緑緑緑緑地，広場，地，広場，地，広場，地，広場，河川河川河川河川，，，，運運運運河河河河，水路及，水路及，水路及，水路及びびびび消消消消防の用に供する防の用に供する防の用に供する防の用に供する貯貯貯貯水施設水施設水施設水施設))))の管理者とととと協議協議協議協議し，その同し，その同し，その同し，その同意意意意をををを得得得得なけれなけれなけれなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。        また，また，また，また，当該開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議しなけれしなけれしなけれしなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。      イ 開発区域内の排水施設は，放流先の排水能力，利水の状況その他の状その他の状その他の状その他の状況況況況をををを勘案勘案勘案勘案して，して，して，して，開発区域内開発区域内開発区域内開発区域内の下水を有効かつ適切に排出することができるように，下水道，排水路そすることができるように，下水道，排水路そすることができるように，下水道，排水路そすることができるように，下水道，排水路その他の排水施設又はの他の排水施設又はの他の排水施設又はの他の排水施設又は河川河川河川河川その他の公共の水域若しくは海域に接続していること。このこのこのこの場合において，場合において，場合において，場合において，放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは，開発区域開発区域開発区域開発区域内において一内において一内において一内において一時時時時雨水を雨水を雨水を雨水を貯貯貯貯留留留留するするするする遊遊遊遊水水水水池池池池その他の適当な施設を設けることをその他の適当な施設を設けることをその他の適当な施設を設けることをその他の適当な施設を設けることを妨妨妨妨げない。げない。げない。げない。         ウ 雨水((((処処処処理理理理された汚水及びその他の汚水でされた汚水及びその他の汚水でされた汚水及びその他の汚水でされた汚水及びその他の汚水でこれと同これと同これと同これと同程度程度程度程度以上に以上に以上に以上に清浄清浄清浄清浄であるものを含であるものを含であるものを含であるものを含む。む。む。む。))))以外の下水は，原則として，暗ききききょょょょによって排出することができるように定めらによって排出することができるように定めらによって排出することができるように定めらによって排出することができるように定められていることれていることれていることれていること。 

  ア あらかじめ，開発行為に関係がある公共施設の管理者の同の同の同の同意意意意をををを得得得得，かつ，，かつ，，かつ，，かつ，当該開発行為又は当該開発に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者と協議が整っていること。が整っていること。が整っていること。が整っていること。      イ 開発区域内の排水施設は，放流先の排水能力，利水の状況などをなどをなどをなどを考慮考慮考慮考慮して区域内して区域内して区域内して区域内の下水((((汚水及び雨水汚水及び雨水汚水及び雨水汚水及び雨水))))を，有効かつ適切に排出できる次の施設，できる次の施設，できる次の施設，できる次の施設，河川河川河川河川((((一一一一級級級級又又又又はははは二二二二級級級級河川河川河川河川，，，，河川河川河川河川法を準用する法を準用する法を準用する法を準用する河川河川河川河川，，，，普普普普通通通通河川河川河川河川))))その他の公共の水域又は海域に接続すること。ただし，ただし，ただし，ただし，放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは，原則原則原則原則として開発区域内の適として開発区域内の適として開発区域内の適として開発区域内の適地に一地に一地に一地に一時時時時雨水を雨水を雨水を雨水を貯貯貯貯留留留留する調整する調整する調整する調整池池池池などの施設を設けること。などの施設を設けること。などの施設を設けること。などの施設を設けること。      ((((アアアア))))    下水道下水道下水道下水道      ((((イイイイ))))    排水路，その他の排水施設排水路，その他の排水施設排水路，その他の排水施設排水路，その他の排水施設      ウ 雨水以外の下水は，原則として暗渠渠渠渠排水とすること。排水とすること。排水とすること。排水とすること。  (３) 排水施設の構造   ア 排水施設は，堅固で耐久性を有する構造であること。   イイイイ 排水施設は，排水施設は，排水施設は，排水施設は，陶陶陶陶器器器器，，，，コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート，れ，れ，れ，れんんんんがその他のがその他のがその他のがその他の耐耐耐耐水性の材水性の材水性の材水性の材料料料料で造り，かつ，で造り，かつ，で造り，かつ，で造り，かつ，漏漏漏漏水水水水をををを最小最小最小最小限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，がけ崩れ又は土限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，がけ崩れ又は土限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，がけ崩れ又は土限のものとする措置が講ぜられていること。ただし，がけ崩れ又は土砂砂砂砂の流の流の流の流出の防止上出の防止上出の防止上出の防止上支障支障支障支障がない場合においては，がない場合においては，がない場合においては，がない場合においては，専専専専ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施ら雨水その他の地表水を排除すべき排水施設は，多設は，多設は，多設は，多孔孔孔孔管管管管その他雨水を地下にその他雨水を地下にその他雨水を地下にその他雨水を地下に浸透浸透浸透浸透ささささせせせせるるるる機機機機能を能を能を能を有有有有するものとすることができる。するものとすることができる。するものとすることができる。するものとすることができる。      ウウウウ 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されているされているされているされていること。   エエエエ    管管管管ききききょょょょのののの勾勾勾勾配及び配及び配及び配及び断面積断面積断面積断面積が，その排除すべき下水又は地下水をが，その排除すべき下水又は地下水をが，その排除すべき下水又は地下水をが，その排除すべき下水又は地下水を支障支障支障支障なく流下さなく流下さなく流下さなく流下させせせせるるるることができるものことができるものことができるものことができるもの((((公共の用に供する排水施設のう公共の用に供する排水施設のう公共の用に供する排水施設のう公共の用に供する排水施設のうちちちち暗暗暗暗ききききょょょょである構造の部分にあっである構造の部分にあっである構造の部分にあっである構造の部分にあっては，その内ては，その内ては，その内ては，その内径径径径又は内法又は内法又は内法又は内法幅幅幅幅が，汚水が，汚水が，汚水が，汚水管管管管ききききょょょょにあっては，２０にあっては，２０にあっては，２０にあっては，２０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上，以上，以上，以上，雨水雨水雨水雨水管管管管ききききょょょょににににあっては，２５あっては，２５あっては，２５あっては，２５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上のもの以上のもの以上のもの以上のもの))))であること。であること。であること。であること。    
 (３) 排水施設の構造   ア 排水施設は，堅固で耐久力を有する構造とすること。       イイイイ 公共の用に供する排水施設は，道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置するするするすること。   ウウウウ    管管管管渠渠渠渠及び及び及び及び暗渠暗渠暗渠暗渠        管管管管渠渠渠渠の内の内の内の内径径径径は，汚水は，汚水は，汚水は，汚水管管管管渠渠渠渠にあっては，２０にあっては，２０にあっては，２０にあっては，２０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上，雨水以上，雨水以上，雨水以上，雨水管管管管渠渠渠渠にあっては，２５にあっては，２５にあっては，２５にあっては，２５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上とすること。以上とすること。以上とすること。以上とすること。ただし，ただし，ただし，ただし，幹線管幹線管幹線管幹線管渠渠渠渠については，内については，内については，内については，内径径径径２５２５２５２５ｃｍｃｍｃｍｃｍ以上とし，以上とし，以上とし，以上とし，暗渠暗渠暗渠暗渠の場合にの場合にの場合にの場合については，そのついては，そのついては，そのついては，その断面断面断面断面を３０を３０を３０を３０ｃｍｃｍｃｍｃｍ××××３０３０３０３０ｃｍｃｍｃｍｃｍ以以以以上とすること。上とすること。上とすること。上とすること。   オオオオ 使用管種及び埋設寸法     管ききききょょょょの最小被り被り被り被りの決定にあたってあたってあたってあたっては，取付管，路面荷重，路盤厚及び他の埋設物の関係，その他道路占用条件を考慮して適切な土被り被り被り被りとすること。     公道内に埋設する管ききききょょょょについては，道路法施行令第１１条の４第１項第１１条の４第１項第１１条の４第１項第１１条の４第１項により，下下下下水道水道水道水道管管管管のののの本線本線本線本線をををを埋埋埋埋設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その頂頂頂頂部と路部と路部と路部と路面面面面とのとのとのとの距離距離距離距離は３は３は３は３ｍｍｍｍ((((工事工事工事工事実実実実施上施上施上施上ややややむをむをむをむを得得得得ない場合にあっては１ない場合にあっては１ない場合にあっては１ない場合にあっては１ｍｍｍｍ))))以下としないこと。以下としないこと。以下としないこと。以下としないこと。          なお，ダクタイル鋳鉄管，ヒューム管(外圧１種，２種管)，強化プラスチック複合管，硬質塩化ビニル管の管種で３００ｍｍ以下の下水道管の埋設について，電線，水道管，ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さなどなどなどなどについてにより，最小被り被り被り被りを次表として運用してよよよよいが，道路管理者に浅層埋設基準の運用についての確認が必要である。 
  エエエエ 使用管種及び埋設寸法     管渠渠渠渠の最小土か土か土か土かぶぶぶぶりりりりの決定についてついてついてついては,取付けけけけ管,路面荷重,路盤厚及び他の埋設物の関係，その他道路占用条件を考慮して適切な土かかかかぶぶぶぶりりりりとすること。     公道内に埋設する管渠渠渠渠については，道路法施行令第１１条の３第２号及び第１１条の第１１条の３第２号及び第１１条の第１１条の３第２号及び第１１条の第１１条の３第２号及び第１１条の４第１項４第１項４第１項４第１項により，水水水水管管管管又は又は又は又はガガガガス管ス管ス管ス管のののの本線本線本線本線をををを埋埋埋埋設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その頂頂頂頂部と路部と路部と路部と路面面面面ととととのののの距離距離距離距離は１は１は１は１．．．．２２２２ｍｍｍｍ((((工事工事工事工事実実実実施上施上施上施上ややややむをむをむをむを得得得得ない場合にあっては，０ない場合にあっては，０ない場合にあっては，０ない場合にあっては，０．．．．６６６６ｍｍｍｍ))))をををを超え超え超え超えているこているこているこていること，下水道と，下水道と，下水道と，下水道管管管管のののの本線本線本線本線をををを埋埋埋埋設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その設する場合においては，その頂頂頂頂部と路部と路部と路部と路面面面面とのとのとのとの距離距離距離距離は３は３は３は３ｍｍｍｍ((((工事工事工事工事実実実実施上施上施上施上ややややむをむをむをむをええええない場合にあっては１ない場合にあっては１ない場合にあっては１ない場合にあっては１ｍｍｍｍ))))をををを超え超え超え超えていること。ていること。ていること。ていること。   なお，ダクタイル鋳鉄管，ヒューム管(外圧１種，２種管)，強化プラスチック複合管，硬質塩化ビニル管の管種で３００ｍｍ以下の下水道管の埋設について，電線，水道管，ガス管又は下水道管を道路の地下に設ける場合における埋設の深さ等等等等についてにより，最小土か土か土か土かぶぶぶぶりりりりを次表として運用して良良良良いが，道路管理者に浅層埋設基準の運用についての確認が必要である。 
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   浅層埋設基準 下 水 道 管種 別 頂  部  と  路  面  と  の  距  離 下 水 道 管 の 本 線 当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値(当該値が１ｍに満たない場合には，１ｍ)以下にしないこと。 下水道管の本線 以外の線 車道 当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値(当該値が０．６ｍに満たない場合には０．６ｍ)以下にしないこと。 歩道 ０．５ｍ以下にしないこと。ただし切り下げ部があり，０．５ｍ以下となるときは，あらかじめ十分な強度を有する管路などなどなどなどを使用する場合を除き，防護処置が必要。   注１ ヒューム管(外圧１種)を用いる場合には，当該下水道管と路面の距離は１ｍ以下としないこと。   注２ 車両の通行が激しい幹線道路，輪荷重や振動の影響を受ける軌道敷地敷地敷地敷地内，又は，，又は，，又は，，又は，ややややむをむをむをむを得得得得ず土被りがず土被りがず土被りがず土被りが小小小小さくなるさくなるさくなるさくなる場合には，管ききききょょょょの安全性を確認するとともに，高強度管の採用や適切な防護工を検討する必要がある。必要がある。必要がある。必要がある。   注３ 私道などになどになどになどに布布布布設する設する設する設する場合には，排水施設の接続に支障がなく，上載荷重や管理上の条件などなどなどなどに問題ががががないことを確認した上で，管ききききょょょょの埋設深を浅くすることができる。   注４ 寒冷地での施工の際には，管ききききょょょょの最小土被り被り被り被りは凍結深度を考慮する。 

   浅層埋設基準 下 水 道 管種 別 頂  部  と  路  面  と  の  距  離 下 水 道 管 の 本 線 当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値(当該値が１ｍに満たない場合には，１ｍ)以下にしないこと。 下水道管の本線 以外の線 車道 当該道路の舗装の厚さに０．３ｍを加えた値(当該値が０．６ｍに満たない場合には０．６ｍ)以下にしないこと。 歩道 ０．５ｍ以下にしないこと。ただし切り下げ部があり，０．５ｍ以下となるときは，あらかじめ十分な強度を有する管路などなどなどなどを使用する場合を除き，防護処置が必要。   注１ ヒューム管(外圧１種)を用いる場合には，当該下水道管と路面の距離は１ｍ以下としないこと。   注２ 車両の通行が激しい幹線道路，輪荷重や振動の影響を受ける軌道敷き敷き敷き敷き内のののの場合には，管渠渠渠渠の安全性を確認するとともに，高強度管の採用や適切な防護工を検討すること。こと。こと。こと。    注３ 私道に敷設するに敷設するに敷設するに敷設する場合には，排水整備の接続に支障がなく，上載荷重や管理上の条件等等等等に問題ののののないことを確認した上で，管渠渠渠渠の埋設深を浅くすることができる。    注４ 寒冷地での施工の際には,管渠渠渠渠の最小土かかかかぶぶぶぶりりりりは凍結深度を考慮することことことこと。         カカカカ ます・マンホールなどなどなどなど      (ア) ます又はマンホール      専専専専ら下水を排除すべき排水施設のうら下水を排除すべき排水施設のうら下水を排除すべき排水施設のうら下水を排除すべき排水施設のうちちちち暗暗暗暗ききききょょょょである構造の部分の次に掲げるである構造の部分の次に掲げるである構造の部分の次に掲げるである構造の部分の次に掲げる箇所箇所箇所箇所には，ます又はには，ます又はには，ます又はには，ます又はマンマンマンマンホホホホールールールールが設けられていること。が設けられていること。が設けられていること。が設けられていること。        ａａａａ    管管管管ききききょょょょのののの始始始始まるまるまるまる箇所箇所箇所箇所        ｂｂｂｂ    下水の流路の下水の流路の下水の流路の下水の流路の方方方方向向向向，，，，勾勾勾勾配又は配又は配又は配又は横断面横断面横断面横断面がががが著著著著しくしくしくしく変変変変化する化する化する化する箇所箇所箇所箇所((((管管管管ききききょょょょのののの清掃清掃清掃清掃上上上上支障支障支障支障がないがないがないがない箇所箇所箇所箇所を除く。を除く。を除く。を除く。))))        ｃｃｃｃ    管管管管ききききょょょょの内の内の内の内径径径径又は内法又は内法又は内法又は内法幅幅幅幅の１２０の１２０の１２０の１２０倍倍倍倍をををを超え超え超え超えないないないない範範範範囲囲囲囲内の長さ内の長さ内の長さ内の長さごごごごとのとのとのとの管管管管ききききょょょょの部の部の部の部分のその分のその分のその分のその清掃清掃清掃清掃上適当な場上適当な場上適当な場上適当な場所所所所          ただし，施設ただし，施設ただし，施設ただし，施設管理者管理者管理者管理者とのとのとのとの協議協議協議協議により別に定める場合は，その定めによることがにより別に定める場合は，その定めによることがにより別に定める場合は，その定めによることがにより別に定める場合は，その定めによることができる。できる。できる。できる。 
  オ ます・マンホール等等等等   (ア) ます又はマンホール      ます又はます又はます又はます又はマンマンマンマンホホホホールールールールは，は，は，は，維維維維持持持持管理管理管理管理のうのうのうのうええええで必要なで必要なで必要なで必要な箇所箇所箇所箇所，，，，管管管管渠渠渠渠のののの起点起点起点起点及び及び及び及び方方方方向向向向又は又は又は又は勾勾勾勾配が配が配が配が著著著著しくしくしくしく変変変変化する化する化する化する箇所箇所箇所箇所，，，，管管管管渠渠渠渠径径径径等の等の等の等の変変変変化する化する化する化する箇所箇所箇所箇所，，，，段段段段差差差差の生ずるの生ずるの生ずるの生ずる箇所箇所箇所箇所，，，，管管管管渠渠渠渠のののの会会会会合合合合するするするする箇所箇所箇所箇所に必要に応じて設けるものとし，に必要に応じて設けるものとし，に必要に応じて設けるものとし，に必要に応じて設けるものとし，管管管管渠渠渠渠のののの直線直線直線直線部の部の部の部のマンマンマンマンホホホホール最大間ール最大間ール最大間ール最大間隔隔隔隔は，は，は，は，管管管管渠渠渠渠径径径径によって次表のとおりとすによって次表のとおりとすによって次表のとおりとすによって次表のとおりとする。ただし，る。ただし，る。ただし，る。ただし，管管管管径径径径が３００が３００が３００が３００ｍｍｍｍｍｍｍｍをををを超え超え超え超える場合は，る場合は，る場合は，る場合は，管管管管渠渠渠渠の内の内の内の内径径径径又は内のり又は内のり又は内のり又は内のり幅幅幅幅の１２０の１２０の１２０の１２０倍倍倍倍をををを超え超え超え超えないこと。また，構造は，ないこと。また，構造は，ないこと。また，構造は，ないこと。また，構造は，円円円円型型型型又は又は又は又は角型角型角型角型ののののコンコンコンコンクリートクリートクリートクリート造とすること。造とすること。造とすること。造とすること。      管管管管径径径径とととと最大間最大間最大間最大間隔隔隔隔    管管管管径径径径((((ｍｍｍｍｍｍｍｍ))))    300300300300以下以下以下以下    666600000000以下以下以下以下    1,0001,0001,0001,000以下以下以下以下    1,5001,5001,5001,500以下以下以下以下    1,1,1,1,666650505050以上以上以上以上    最大間最大間最大間最大間隔隔隔隔((((ｍｍｍｍ))))    50505050    77775555    100100100100    150150150150    200200200200      (イ) 雨水ます     雨水ますの底部には，深さ１５ｃｍ以上の泥溜を設け，蓋蓋蓋蓋は，は，は，は，鋳鋳鋳鋳鉄鉄鉄鉄製製製製((((ダダダダクトタクトタクトタクトタイイイイルルルルを含むを含むを含むを含む))))，，，，鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリートコンクリートコンクリートコンクリート製製製製，，，，ププププララララススススチチチチッッッックククク製製製製及びその他の及びその他の及びその他の及びその他の堅固堅固堅固堅固でででで耐久耐久耐久耐久性のある材性のある材性のある材性のある材料料料料とするとするとするとすること。こと。こと。こと。      (ウ) 汚水ます      汚水ますには，底部にインバートをつけ，蓋は鋳鉄製(ダクトタイルを含む)，，，，鉄筋コンクリート製，，，，ププププララララススススチチチチッッッックククク製製製製及び及び及び及びその他の堅固で水水水水密密密密性を性を性を性を確確確確保でき，保でき，保でき，保でき，耐久性のある材材材材料料料料で造られたで造られたで造られたで造られた密閉蓋とすること。    
  (イ) 雨水ます      雨水ますの底部には，深さ１５ｃｍ以上の泥溜を設け，蓋蓋蓋蓋を設置すること。を設置すること。を設置すること。を設置すること。        (ウ) 汚水ます      汚水ますには，底部にインバートをつけ，蓋は鋳鉄製(ダクタイルを含む)又は又は又は又は鉄筋コンクリート製その他の堅固で耐久性のある材質の材質の材質の材質の密閉蓋とすること。    ８ 防災施設  (１) 暗ききききょょょょなどなどなどなどの設置   ア 渓流を埋め立てる場合には，本川，支川を問わず在来の渓床に必ず暗ききききょょょょ工を設け ８ 防災施設  (１) 暗渠渠渠渠等等等等の設置   ア 渓流を埋め立てる場合には，本川，支川を問わず在来の渓床に必ず暗渠渠渠渠工を設けるこ
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ること。暗ききききょょょょ工は，樹枝状に埋設し，完全に地下水の排除ができるように計画すること。支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には，２０ｍ以下の間隔で集水暗ききききょょょょを設けること。暗ききききょょょょ工における幹線部分の管径は，３０ｃｍ以上とし，支線部分の管径は，１５ｃｍ以上とすること。幹線部分の暗ききききょょょょ工は，有孔ヒューム管などなどなどなどにフィルターを巻いた構造とし，集水部分は，有孔ヒューム管などなどなどなどを用いる地下排水溝などの構造とすること。排水は，表面のりのりのりのり面，小段，暗ききききょょょょなど系統的に排水施設を計画し，造成部分の一部に排水系統の行き渡らない部分が生じないようにすること。なお，盛土と現地盤との間に湧水又は地下浸透水が生じるおそれがある場合は，次図のような暗ききききょょょょを設けて排水すること。 
  イ 常時流水のある場合は，流量算定のうえ断面を決定し，算定の結果６０ｃｍ以下の場合でも６０ｃｍ以上の管径をとること。   ウ 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする前の地盤の適当な箇所(谷筋方向に約５０ｍの間隔)にその盛土の高さの５分の１以上の高さの蛇籠堰堤，コンクリート堰提などを暗ききききょょょょとともに埋設し，盛土の下端の部分にすべり止めの擁壁を設置すること。       

と。暗渠渠渠渠工は，樹枝状に埋設し，完全に地下水の排除ができるように計画すること。支渓がない場合又は支渓の間隔が長い場合には，２０ｍ以下の間隔で集水暗渠渠渠渠を設けること。暗渠渠渠渠工における幹線部分の管径は，３０ｃｍ以上とし，支線部分の管径は，１５ｃｍ以上とすること。幹線部分の暗渠渠渠渠工は，有孔ヒューム管等等等等にフィルターを巻いた構造とし，集水部分は，有孔ヒューム管等等等等を用いる地下排水溝などの構造とすること。排水は，表面法面，小段，暗渠渠渠渠など系統的に排水施設を計画し，造成部分の一部に排水系統の行き渡らない部分が生じないようにすること。なお，盛土と現地盤との間に湧水又は地下浸透水が生じるおそれがある場合は，次図のような暗渠渠渠渠を設けて排水すること。 
  イ 常時流水のある場合は，流量算定のうえ断面を決定し，算定の結果６０ｃｍ以下の場合でも６０ｃｍ以上の管径をとること。   ウ 谷筋又は著しく傾斜している土地において盛土をする場合には，盛土をする前の地盤の適当な箇所(谷筋方向に約５０ｍの間隔)にその盛土の高さの５分の１以上の高さの蛇籠堰堤，コンクリート堰提などを暗渠渠渠渠とともに埋設し，盛土の下端の部分にすべり止めの擁壁を設置すること。             ((((２２２２))))    沈沈沈沈砂砂砂砂池池池池の設置の設置の設置の設置       開発に開発に開発に開発に伴伴伴伴い区域外のい区域外のい区域外のい区域外の人人人人家家家家，公共施設などに土，公共施設などに土，公共施設などに土，公共施設などに土砂砂砂砂の流の流の流の流入入入入が予が予が予が予想想想想される場合は，開発区域のされる場合は，開発区域のされる場合は，開発区域のされる場合は，開発区域の地表地表地表地表勾勾勾勾配及び地質を配及び地質を配及び地質を配及び地質を考慮考慮考慮考慮しししし、、、、区域内の適地に沈区域内の適地に沈区域内の適地に沈区域内の適地に沈砂砂砂砂池池池池又は土又は土又は土又は土砂砂砂砂留留留留堰提堰提堰提堰提を設けること。ただし，を設けること。ただし，を設けること。ただし，を設けること。ただし，調整調整調整調整池池池池とととと併併併併用する場合は，この限りではない。用する場合は，この限りではない。用する場合は，この限りではない。用する場合は，この限りではない。  ((((２２２２)))) 流出量の調整    開発に伴い河川などなどなどなどの流域の流出機構が変化するなどにより，河川などなどなどなどへの流入量が著しく増加し，災害を誘発するおそれがあり，かつ，下流河川などなどなどなどの改修又は，排水施設の整備が開発のスピードに追いつかない場合は，別紙２の｢宅地開発等に伴う流量調整要領｣に基づき開発を行う者が河川などなどなどなどの改修又は調整池の設置などを行うこと。  ((((３３３３))))    流出量の調整    開発に伴い河川等等等等の流域の流出機構が変化するなどにより，河川等等等等への流入量が著しく増加し，災害を誘発するおそれがあり，かつ，下流河川等等等等の改修又は，排水施設の整備が開発のスピードに追いつかない場合は，別紙２の｢宅地開発等に伴う流量調整要領｣に基づき開発を行う者が河川等等等等の改修又は調整池の設置などを行うこと。 

粗朶 地　山　線砂利栗石有孔ヒューム管等300mm～1,500mm
 すべり止め すべり止め 

粗朶 地　山　線砂利栗石有孔ヒューム管等300mm～1,500mm
 すべり止め すべり止め 
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 ((((３３３３)))) 残流域に対する防災施設   ア 第２の１の(９)に掲げる防災施設については，残流域の面積，渓流勾配，渓流長，土質，崩壊箇所の有無などを勘案し，ダムの規模を検討の上，防災施設を設置すること。なお，ダムの規模の目安は，１０，０００～３７，０００㎥／ｋ㎡とする。   イ ダムの構造は，重力式コンクリートダムを基本とし，設計基準は，｢河川管理施設等構造令｣，｢砂防技術基準｣，｢治山技術基準｣によること。     ((((４４４４)))) 残流域に対する防災施設   ア 第２の１の(９)に掲げる防災施設については，残流域の面積，渓流勾配，渓流長，土質，崩壊箇所の有無などを勘案し，ダムの規模を検討の上，防災施設を設置すること。なお，ダムの規模の目安は，１０，０００～３７，０００㎥／ｋ㎡とする。   イ ダムの構造は，重力式コンクリートダムを基本とし，設計基準は，｢河川管理施設等構造令｣，｢砂防技術基準｣，｢治山技術基準｣によること。  ((((４４４４)))) 工事中の防災対策などなどなどなど   アアアア 工事の施行に伴う災害の防止及び河川への濁水流入防止措置などを講じること。     なお，河川への濁水流入防止措置については，別紙３の｢宅地開発等に伴う河川濁水防止指導要領｣によること。   イイイイ    工事施工中においては，工事施工中においては，工事施工中においては，工事施工中においては，急急急急激激激激な出水，な出水，な出水，な出水，濁濁濁濁水及び土水及び土水及び土水及び土砂砂砂砂の流出が生じないよう，周辺のの流出が生じないよう，周辺のの流出が生じないよう，周辺のの流出が生じないよう，周辺の土地利用状土地利用状土地利用状土地利用状況況況況，造成規模，施工，造成規模，施工，造成規模，施工，造成規模，施工時期時期時期時期などをなどをなどをなどを勘案勘案勘案勘案し，必要なし，必要なし，必要なし，必要な箇所箇所箇所箇所については，については，については，については，濁濁濁濁水など水など水など水などを一を一を一を一時時時時的に的に的に的に滞滞滞滞留留留留ささささせせせせ，あ，あ，あ，あわわわわせせせせて土て土て土て土砂砂砂砂を沈を沈を沈を沈殿殿殿殿ささささせせせせるるるる機機機機能などを能などを能などを能などを有有有有する施設する施設する施設する施設((((設計設計設計設計堆堆堆堆積積積積土土土土砂砂砂砂量量量量については，別については，別については，別については，別紙紙紙紙２の｢宅地開発等に２の｢宅地開発等に２の｢宅地開発等に２の｢宅地開発等に伴伴伴伴う流う流う流う流量量量量調整要調整要調整要調整要領領領領｣別｣別｣別｣別紙紙紙紙｢調整｢調整｢調整｢調整池池池池設置基準｣第８設置基準｣第８設置基準｣第８設置基準｣第８条による。条による。条による。条による。))))をををを設置すること。設置すること。設置すること。設置すること。    
 ((((５５５５)))) 工事中の防災対策等等等等    工事の施行に伴う災害の防止及び河川への濁水流入防止措置などを講じること。    なお，河川への濁水流入防止措置については，別紙３の｢宅地開発等に伴う河川濁水防止指導要領｣によること。 

９ 消防施設などなどなどなど  (１) 消防施設   アアアア 関係法令に定める基準に従い，危険物などなどなどなどに対する安全管理，消火栓，防火水槽その他の施設を適切に整備するほか避難広場，防火帯の設置などについても十分配慮すること。   イイイイ    消消消消防に必要な水利として利用できる防に必要な水利として利用できる防に必要な水利として利用できる防に必要な水利として利用できる河川河川河川河川，，，，池沼池沼池沼池沼その他の水利がその他の水利がその他の水利がその他の水利が消消消消防防防防法第２０条第１法第２０条第１法第２０条第１法第２０条第１項の規定による項の規定による項の規定による項の規定による勧告勧告勧告勧告に係る基準に適合していない場合において設置するに係る基準に適合していない場合において設置するに係る基準に適合していない場合において設置するに係る基準に適合していない場合において設置する貯貯貯貯水施設は，水施設は，水施設は，水施設は，当該基準に適合しているものであること。当該基準に適合しているものであること。当該基準に適合しているものであること。当該基準に適合しているものであること。     (２) ガス供給施設    ガスによる災害防止のため，ガス事業法などの関係法令に定める基準に従い，事業所の位置及び敷地面積などを十分考慮すること。    
９ 消防施設等等等等  (１) 消防施設    関係法令に定める基準に従い，危険物等等等等に対する安全管理，消火栓，防火水槽その他の施設を適切に整備するほか避難広場，防火帯の設置などについても十分配慮すること。      (２) ガス供給施設    ガスによる災害防止のため，ガス事業法などの関係法令に定める基準に従い，事業所の位置及び敷地面積などを十分考慮すること。 １０ 用水関係  (１) 水道施設   ア 水道施設の設置に当たっては，事前に関係市町の水道部局と協議し，市町の水道計画との整合性を図ること。   イ 水道用水は,関係市町の水道事業からの給水によることとし,この確約書を得ること。   ウ 市町の水道事業から給水されない場合であって，１００人を超える者にその居住に必要な水を供給するとき，又は水道施設の１日最大給水量が２０㎥を超えるときは，専用水道の確認を受けること。     また，やむを得ず地下水，伏流水，表流水などに依存する場合は，渇水期における揚水試験成績，付近住民・水利権者などの利害関係者の同意，流水占用の許可など必要な取水量が確保できることを証する書類を入手し，給水に支障がないよう措置すること。  (２) 農業用水との関係   ア 水道用水を地下水，伏流水，表面水などに依存する場合は，農業用水と競合する場合も考えられるので農業振興に支障のないよう十分配慮すること。   イ 農業用の池沼などは，その利用度が低い場合であっても積極的に保存するよう努め

１０ 用水関係  (１) 水道施設   ア 水道施設の設置に当たっては，事前に関係市町の水道部局と協議し，市町の水道計画との整合性を図ること。   イ 水道用水は，関係市町の水道事業からの給水によることとし，この確約書を得ること。   ウ 市町の水道事業から給水されない場合であって，１００人を超える者にその居住に必要な水を供給するとき，又は水道施設の１日最大給水量が２０㎥を超えるときは，専用水道の確認を受けること。     また，やむを得ず地下水，伏流水，表流水などに依存する場合は，渇水期における揚水試験成績，付近住民・水利権者などの利害関係者の同意，流水占用の許可など必要な取水量が確保できることを証する書類を入手し，給水に支障がないよう措置すること。  (２) 農業用水との関係   ア 水道用水を地下水，伏流水，表面水などに依存する場合は，農業用水と競合する場合も考えられるので農業振興に支障のないよう十分配慮すること。   イ 農業用の池沼などは，その利用度が低い場合であっても積極的に保存するよう努める



 

 - 42 -

ること。 こと。 １１ 廃棄物の処理  (１) し尿などなどなどなどの処理   ア 開発区域のし尿及び雑排水[工場排水，雨水その他の特殊な排水を除く](以下｢し尿などなどなどなど｣という。)は，下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で処処処処理理理理する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，原則として，浄化槽を設け処理すること。なお，複数の区画から発生するし尿などなどなどなどを集中して処理する浄化槽(以下｢複数複数複数複数区画区画区画区画処処処処理理理理浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽｣という。)を設置する場合，その排出水は，生生生生活活活活環境項目に係る排水基準に適合するよう環境項目に係る排水基準に適合するよう環境項目に係る排水基準に適合するよう環境項目に係る排水基準に適合するよう処処処処理理理理することすることすることすることを前提とする。   イ 複数複数複数複数区画区画区画区画処処処処理理理理浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽は,原則として１開発事業につき１箇所とすること。地形などの理由によりやむを得ず２箇所以上とする場合の排出基準は，１箇所とみなして人槽及び排出量の合計をとり，その該当する排出基準を適用する。   ウ 浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽から発生する汚泥の処理処分を明確にすると同時に，この処理処分については，市町との協議が整っているものであること。   エ 浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽の維持管理体制を明確にすることともに，ともに，ともに，ともに，浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽をををを管理管理管理管理することとなるすることとなるすることとなるすることとなる者者者者にににに必要な必要な必要な必要な維維維維持持持持管理管理管理管理についてについてについてについて説明説明説明説明するするするする体体体体制が整っていること制が整っていること制が整っていること制が整っていること。   オ 浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽の計画汚水量は，｢建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(ＪＩＳ基準)｣によること。  (２) ごみの処理   アアアア 開発区域で発生するごみなどの廃棄物の処理については，適正に処理すること。なお，一般廃棄物の処理にあたっては，開発区域の存する市町と，産業廃棄物の処理にあたっては，県，，，，政令市，中，中，中，中核核核核市及び特例市市及び特例市市及び特例市市及び特例市と協議を行うこと。   イイイイ    主として住宅の建築の用に供する目的で行う２０主として住宅の建築の用に供する目的で行う２０主として住宅の建築の用に供する目的で行う２０主として住宅の建築の用に供する目的で行う２０ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為にあっては，以上の開発行為にあっては，以上の開発行為にあっては，以上の開発行為にあっては，当該開発行為の規模に応じ，当該開発行為の規模に応じ，当該開発行為の規模に応じ，当該開発行為の規模に応じ，ごみごみごみごみ収収収収集集集集場が，居住場が，居住場が，居住場が，居住者者者者のののの有効有効有効有効な利用がな利用がな利用がな利用が確確確確保されるような保されるような保されるような保されるような位位位位置及び規模で配置されていなけれ置及び規模で配置されていなけれ置及び規模で配置されていなけれ置及び規模で配置されていなければばばばならない。ただし，周辺の状ならない。ただし，周辺の状ならない。ただし，周辺の状ならない。ただし，周辺の状況況況況により必要がなにより必要がなにより必要がなにより必要がないといといといと認認認認められるときは，この限りではない。められるときは，この限りではない。められるときは，この限りではない。められるときは，この限りではない。 

１１ 廃棄物の処理  (１) し尿等等等等の処理   ア 開発区域のし尿及び雑排水[工場廃水，雨水その他の特殊な排水を除く](以下｢し尿等等等等｣という。)は，原則として，浄化槽を設け処理すること。なお，複数の区画から発生するし尿を集中して処理する浄化槽(以下｢終末処理施設｣という。)を設置する場合，その排出水は環境基準の維持に支障がないことを前提とする。    イ 終終終終末末末末処処処処理理理理施設施設施設施設は，原則として１開発事業につき１個所とすること。地形などの理由によりやむを得ず２箇所以上とする場合の排出基準は，１箇所とみなして人槽及び排出量の合計をとり、その該当する排出基準を適用する。   ウ 終終終終末末末末処処処処理理理理施設施設施設施設から発生する汚泥の処理処分を明確にすると同時に，この処理処分については，市町との協議が整っているものであること。   エ 終終終終末末末末処処処処理理理理施設施設施設施設の維持管理体制を明確にすること。    オ 終終終終末末末末処処処処理理理理施設施設施設施設の計画汚水量は，｢建築物の用途別によるし尿浄化槽の処理対象人員算定基準(JIS基準)｣によること。  (２) ごみの処理    開発区域で発生するごみなどの廃棄物の処理については，適正に処理すること。なお，一般廃棄物の処理にあたっては，開発区域の存する市町と，産業廃棄物の処理にあたっては，県又は又は又は又は政令市と協議を行うこと。 第４ その他 １ 公共施設などなどなどなどの整備について  ((((１１１１))))    都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発許許許許可可可可申請申請申請申請をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする者者者者は，あらかじめ，開は，あらかじめ，開は，あらかじめ，開は，あらかじめ，開発行為に関係がある公共施設発行為に関係がある公共施設発行為に関係がある公共施設発行為に関係がある公共施設((((開発区域内にある開発区域内にある開発区域内にある開発区域内にある既存既存既存既存の公共施設のの公共施設のの公共施設のの公共施設のほほほほか，開発区域外にか，開発区域外にか，開発区域外にか，開発区域外にあって，開発区域にあって，開発区域にあって，開発区域にあって，開発区域に接続接続接続接続することとなる道路することとなる道路することとなる道路することとなる道路やややや，開発行為の，開発行為の，開発行為の，開発行為の実実実実施に施に施に施に伴伴伴伴ってってってって変変変変更更更更又は又は又は又は廃廃廃廃止されることとなる公共施設も含む。止されることとなる公共施設も含む。止されることとなる公共施設も含む。止されることとなる公共施設も含む。))))のののの管理者管理者管理者管理者とととと協議協議協議協議し，その同し，その同し，その同し，その同意意意意をををを得得得得なけれなけれなけれなければばばばならならならならない。ない。ない。ない。     ((((２２２２))))    都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発都市計画法第２９条に基づく，開発許許許許可可可可申請申請申請申請をしようとするをしようとするをしようとするをしようとする者者者者は，あらかじめ，開は，あらかじめ，開は，あらかじめ，開は，あらかじめ，開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公発行為又は開発行為に関する工事により設置される公発行為又は開発行為に関する工事により設置される公発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を共施設を共施設を共施設を管理管理管理管理することとなるすることとなるすることとなるすることとなる者者者者とととと協議協議協議協議しなけれしなけれしなけれしなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。        また，開発区域のまた，開発区域のまた，開発区域のまた，開発区域の面積面積面積面積が２０が２０が２０が２０ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為については，あらかじめ，次に掲以上の開発行為については，あらかじめ，次に掲以上の開発行為については，あらかじめ，次に掲以上の開発行為については，あらかじめ，次に掲げるげるげるげる者者者者((((開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の面積面積面積面積が４０が４０が４０が４０ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満の開発行為にあっては，ウ及びエに掲げるの開発行為にあっては，ウ及びエに掲げるの開発行為にあっては，ウ及びエに掲げるの開発行為にあっては，ウ及びエに掲げる者者者者をををを除く。除く。除く。除く。))))とととと協議協議協議協議しなけれしなけれしなけれしなければばばばならない。ならない。ならない。ならない。      アアアア    当該開発区域内に居住することとなる当該開発区域内に居住することとなる当該開発区域内に居住することとなる当該開発区域内に居住することとなる者者者者に関係があるに関係があるに関係があるに関係がある義義義義務務務務教育教育教育教育施設の設置施設の設置施設の設置施設の設置義義義義務務務務者者者者      イイイイ    当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業当該開発区域を給水区域に含む水道法第３条第５項に規定する水道事業者者者者      ウウウウ    当該開発区域を供給区域に含む当該開発区域を供給区域に含む当該開発区域を供給区域に含む当該開発区域を供給区域に含む電気電気電気電気事業法第２条第１項第２号に規定する一事業法第２条第１項第２号に規定する一事業法第２条第１項第２号に規定する一事業法第２条第１項第２号に規定する一般般般般電気電気電気電気

第４ その他 １ 公共施設等等等等の整備について             開発事業に開発事業に開発事業に開発事業に伴伴伴伴いいいい新新新新たに設置する必要のある関たに設置する必要のある関たに設置する必要のある関たに設置する必要のある関連連連連公共公益施設公共公益施設公共公益施設公共公益施設((((道路，公園，上下水道，道路，公園，上下水道，道路，公園，上下水道，道路，公園，上下水道，ごみごみごみごみ，し，し，し，し尿尿尿尿処処処処理理理理施設，施設，施設，施設，河川河川河川河川水路，水路，水路，水路，教育教育教育教育施設，公民施設，公民施設，公民施設，公民館館館館その他その他その他その他集会集会集会集会施設などをいう。施設などをいう。施設などをいう。施設などをいう。))))の整の整の整の整備備備備については，あらかじめ市については，あらかじめ市については，あらかじめ市については，あらかじめ市町町町町とととと協議協議協議協議すること。すること。すること。すること。 
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事業事業事業事業者者者者及び及び及び及びガガガガスススス事業法事業法事業法事業法第２条第２項に規定する一第２条第２項に規定する一第２条第２項に規定する一第２条第２項に規定する一般般般般ガガガガスススス事業事業事業事業者者者者      エエエエ    当該開発行為に関係がある当該開発行為に関係がある当該開発行為に関係がある当該開発行為に関係がある鉄鉄鉄鉄道事業法による道事業法による道事業法による道事業法による鉄鉄鉄鉄道事業道事業道事業道事業者者者者及び及び及び及び軌軌軌軌道法による道法による道法による道法による軌軌軌軌道道道道経経経経営営営営者者者者 ２ 公共施設などなどなどなどの維持管理体制について   開発事業に伴う公共施設などなどなどなど((((他の法律に基づく他の法律に基づく他の法律に基づく他の法律に基づく管理者管理者管理者管理者が別にあるものを除く。が別にあるものを除く。が別にあるものを除く。が別にあるものを除く。))))の維持管理については，は，は，は，極極極極力，力，力，力，当該公共施設の当該公共施設の当該公共施設の当該公共施設の存存存存する市する市する市する市町町町町においてこれをにおいてこれをにおいてこれをにおいてこれを引引引引きききき継継継継ぐぐぐぐものとし，特ものとし，特ものとし，特ものとし，特ににににややややむをむをむをむを得得得得ない事ない事ない事ない事情情情情により開発により開発により開発により開発者者者者にそのにそのにそのにその管理管理管理管理をををを委委委委ねねねねざざざざるをるをるをるを得得得得ない場合にあっても，できるない場合にあっても，できるない場合にあっても，できるない場合にあっても，できる限り，当該公共施設の用に供する土地に係る限り，当該公共施設の用に供する土地に係る限り，当該公共施設の用に供する土地に係る限り，当該公共施設の用に供する土地に係る所有所有所有所有権権権権ののののみみみみはははは帰属帰属帰属帰属をををを受受受受け基け基け基け基本本本本的な的な的な的な管理管理管理管理権権権権のののの所所所所在在在在をををを明確明確明確明確にしておくこと。にしておくこと。にしておくこと。にしておくこと。      特に特に特に特にややややむをむをむをむを得得得得ない事ない事ない事ない事情情情情により当該公共施設の全部又は一部のにより当該公共施設の全部又は一部のにより当該公共施設の全部又は一部のにより当該公共施設の全部又は一部の管理管理管理管理を開発を開発を開発を開発者者者者に行に行に行に行わわわわせせせせる場る場る場る場合には，当該公共施設の用に供する土地の合には，当該公共施設の用に供する土地の合には，当該公共施設の用に供する土地の合には，当該公共施設の用に供する土地の所有所有所有所有権権権権のののの移移移移転転転転のののの登登登登記を行い記を行い記を行い記を行い帰属帰属帰属帰属をををを受受受受けたけたけたけた後後後後に別途に別途に別途に別途期期期期間間間間を定めて当該公共施設に関するを定めて当該公共施設に関するを定めて当該公共施設に関するを定めて当該公共施設に関する管理管理管理管理委託契委託契委託契委託契約約約約をををを締結締結締結締結するなどの措置を講ずること。するなどの措置を講ずること。するなどの措置を講ずること。するなどの措置を講ずること。 
２ 公共施設等等等等の維持管理体制について   開発事業に伴う公共施設の維持管理について，当該施設を，当該施設を，当該施設を，当該施設を管理管理管理管理することとなるすることとなるすることとなるすることとなる者者者者と適と適と適と適切切切切なななな協議協議協議協議がなされており，がなされており，がなされており，がなされており，経経経経費費費費のののの負担負担負担負担区分及び当該施設の区分及び当該施設の区分及び当該施設の区分及び当該施設の管理管理管理管理責任責任責任責任がががが明確明確明確明確にされていること。にされていること。にされていること。にされていること。       公共施設は，公共施設は，公共施設は，公共施設は，原則原則原則原則として市として市として市として市町町町町にににに帰属帰属帰属帰属され，され，され，され，維維維維持持持持管理管理管理管理されるものであること。されるものであること。されるものであること。されるものであること。       また，また，また，また，ややややむをむをむをむを得得得得ずずずず申請申請申請申請者者者者などがなどがなどがなどが管理管理管理管理する場合であっても，公共施設の用に供する土地する場合であっても，公共施設の用に供する土地する場合であっても，公共施設の用に供する土地する場合であっても，公共施設の用に供する土地は市は市は市は市町町町町にににに帰属帰属帰属帰属されるものであること。されるものであること。されるものであること。されるものであること。 ３ 関係権利者の同意などなどなどなど  ((((１１１１)))) 開発事業者は，河川河川河川河川，，，，農農農農業用水路などの業用水路などの業用水路などの業用水路などの管理管理管理管理権権権権限を限を限を限を有有有有しない水利しない水利しない水利しない水利組組組組合，水利合，水利合，水利合，水利権権権権者者者者，，，，農農農農業用水業用水業用水業用水使使使使用用用用関係関係関係関係者者者者など公共施設のなど公共施設のなど公共施設のなど公共施設の管理者管理者管理者管理者でないでないでないでない者者者者であってもであってもであってもであっても,,,,紛争紛争紛争紛争のののの未未未未然然然然防止の防止の防止の防止の観観観観点点点点からからからから十十十十分分分分協議協議協議協議，調整を行うこと。，調整を行うこと。，調整を行うこと。，調整を行うこと。        また，ダム(水道用水，工業用水，治水目的のものなどなどなどなど)上流における開発行為で，ダムの水質などに影響を及ぼすおそれがある場合には，ダムの管理者の同意も事前に得ること。  ((((２２２２))))    当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとす当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとす当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとす当該開発行為をしようとする土地若しくは当該開発行為に関する工事をしようとする土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工る土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工る土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工る土地の区域内の土地又はこれらの土地にある建築物その他の工作作作作物につき当該開発物につき当該開発物につき当該開発物につき当該開発行為の施行又は当該開発行為に関する工事の行為の施行又は当該開発行為に関する工事の行為の施行又は当該開発行為に関する工事の行為の施行又は当該開発行為に関する工事の実実実実施の施の施の施の妨妨妨妨げとなるげとなるげとなるげとなる権権権権利利利利((((所有所有所有所有権権権権，地上，地上，地上，地上権権権権，，，，抵抵抵抵当当当当権権権権などなどなどなど))))をををを有有有有するするするする者者者者のののの相相相相当当当当数数数数の同の同の同の同意意意意をををを得得得得ていること。ていること。ていること。ていること。 
３ 関係権利者の同意等等等等   開発事業者は，開発に開発に開発に開発に直接直接直接直接関係のある関係のある関係のある関係のある権権権権利利利利者者者者((((水利水利水利水利権権権権，，，，漁漁漁漁業業業業権権権権などをなどをなどをなどを有有有有するするするする者者者者を含む。を含む。を含む。を含む。))))のののの同同同同意意意意をををを得得得得，必要に応じて地域住民との調整を図ること。，必要に応じて地域住民との調整を図ること。，必要に応じて地域住民との調整を図ること。，必要に応じて地域住民との調整を図ること。       また，ダム(水道用水，工業用水，治水目的のもの等等等等)上流における開発行為で，ダムの水質などに影響を及ぼすおそれがある場合には，ダムの管理者の同意も事前に得ること。 

４ 土壌環境の保全   開発事業の実施に伴い，開発区域内の土地が有害物質により汚染されていることが判明した場合は，開発区域を管轄する県厚生環境事務所(支所を含む。広島市，呉市及び福山市については，各市の環境部局)と協議を行い，土壌環境の保全のため適切な措置を講じること。   なお，開発事業に係る土地について，これまでの土地の利用状況などなどなどなどから土壌汚染のおそれがあると考えられる場合は，土壌の分析又は土壌の汚染状態の確認を行うこと。 ４ 土壌環境の保全   開発事業の実施に伴い，開発区域内の土地が有害物質により汚染されていることが判明した場合は，開発区域を管轄する県厚生環境事務所(支所を含む。広島市，呉市及び福山市については，各市の環境部局)と協議を行い，土壌環境の保全のため適切な措置を講じること。   なお，開発事業に係る土地について，これまでの土地の利用状況等等等等から土壌汚染のおそれがあると考えられる場合は，土壌の分析又は土壌の汚染状態の確認を行うこと。 ５ その他   この基準のほか，各事業目的別の細目事項は，第５の個別基準によること。 ５ その他   この基準のほか，各事業目的別の細目事項は，第５の個別基準によること。 第５ 個別基準  一般住宅地【自己用のものを除く】 位置 １１１１ 高速自動車道又はその予定地，新幹線などから環境保全上支障のない距離を保つことを原則とし，やむを得ない場合は，緩衝緑地の設置などの対策が講じられていること。 第５ 個別基準  一般住宅地【自己用のものを除く】 位置 １１１１    開発区域の開発区域の開発区域の開発区域の位位位位置は，置は，置は，置は，将将将将来の合来の合来の合来の合理理理理的な土地利用を図るう的な土地利用を図るう的な土地利用を図るう的な土地利用を図るうええええでででで支障支障支障支障のないのないのないのない位位位位置にあるととも置にあるととも置にあるととも置にあるとともに，５０に，５０に，５０に，５０ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満の開発事業にあってはの開発事業にあってはの開発事業にあってはの開発事業にあっては既存既存既存既存の市街地又はの市街地又はの市街地又はの市街地又は集集集集落落落落と一と一と一と一体体体体性を性を性を性を有有有有するなど適するなど適するなど適するなど適切切切切なななな住区構成を形成していること。住区構成を形成していること。住区構成を形成していること。住区構成を形成していること。    ２２２２ 高速自動車道又はその予定地，新幹線などから環境保全上支障のない距離を保つことを原則とし，やむを得ない場合は，緩衝緑地の設置などの対策が講じられていること。  
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 街区の構成街区の構成街区の構成街区の構成    ３３３３    街区の構成は，街区の構成は，街区の構成は，街区の構成は，将将将将来の土地利用に来の土地利用に来の土地利用に来の土地利用にふふふふささささわわわわしいものにするとともに，通しいものにするとともに，通しいものにするとともに，通しいものにするとともに，通過過過過交通を排除するよ交通を排除するよ交通を排除するよ交通を排除するよう区画街路を配置すること。う区画街路を配置すること。う区画街路を配置すること。う区画街路を配置すること。    ４４４４    街区の造成街区の造成街区の造成街区の造成勾勾勾勾配は，配は，配は，配は，原則原則原則原則として，として，として，として，南南南南向向向向きききき傾斜傾斜傾斜傾斜の場合は１２の場合は１２の場合は１２の場合は１２％％％％以下，地形などの状以下，地形などの状以下，地形などの状以下，地形などの状況況況況によりによりによりによりややややむをむをむをむを得得得得ずずずず北北北北向向向向きききき傾斜傾斜傾斜傾斜となる場合は１０となる場合は１０となる場合は１０となる場合は１０％％％％以下とすること。以下とすること。以下とすること。以下とすること。  区画の区画の区画の区画の面積面積面積面積    ５５５５    居住の用に供する宅地の１区画の居住の用に供する宅地の１区画の居住の用に供する宅地の１区画の居住の用に供する宅地の１区画の面積面積面積面積は，１６５は，１６５は，１６５は，１６５㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上((((住宅住宅住宅住宅団団団団地で地で地で地でややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認めめめめられる場合にあっては，平られる場合にあっては，平られる場合にあっては，平られる場合にあっては，平均均均均１６５１６５１６５１６５㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上))))とすること。ただし，用途地域とすること。ただし，用途地域とすること。ただし，用途地域とすること。ただし，用途地域((((第一第一第一第一種低層種低層種低層種低層住居住居住居住居専専専専用地域，及び第用地域，及び第用地域，及び第用地域，及び第二種低層二種低層二種低層二種低層住居住居住居住居専専専専用地域を除く。用地域を除く。用地域を除く。用地域を除く。))))の定めのあの定めのあの定めのあの定めのある地域で，市る地域で，市る地域で，市る地域で，市町町町町長が地域の長が地域の長が地域の長が地域の実実実実情情情情によりによりによりによりややややむをむをむをむを得得得得ないとないとないとないと認認認認めるものについては，別途めるものについては，別途めるものについては，別途めるものについては，別途協議協議協議協議して定めることができる。して定めることができる。して定めることができる。して定めることができる。      なお，次に掲げるもので，全なお，次に掲げるもので，全なお，次に掲げるもので，全なお，次に掲げるもので，全体体体体として良として良として良として良好好好好な居住環境がな居住環境がな居住環境がな居住環境が確確確確保される場合にあっては，保される場合にあっては，保される場合にあっては，保される場合にあっては，前前前前記記記記にかかにかかにかかにかかわわわわらず１区画のらず１区画のらず１区画のらず１区画の面積面積面積面積はははは問わ問わ問わ問わないものとする。ないものとする。ないものとする。ないものとする。     ((((１１１１))))    タタタタウウウウンハンハンハンハウウウウスススス((((コモンスペースコモンスペースコモンスペースコモンスペースを持つものに限る。を持つものに限る。を持つものに限る。を持つものに限る。))))     ((((２２２２))))    コモンスペースコモンスペースコモンスペースコモンスペースを適を適を適を適切切切切に配置したに配置したに配置したに配置した戸戸戸戸建住宅建住宅建住宅建住宅((((いいいいわゆわゆわゆわゆるるるる｢｢｢｢計画計画計画計画戸戸戸戸建建建建｣｣｣｣をいう。をいう。をいう。をいう。))))     ((((３３３３))))    地区計画・建築地区計画・建築地区計画・建築地区計画・建築協協協協定などにより良定などにより良定などにより良定などにより良好好好好な居住環境のな居住環境のな居住環境のな居住環境の確確確確保が図られる保が図られる保が図られる保が図られる見込み見込み見込み見込みがあるものがあるものがあるものがあるもの     公園・公園・公園・公園・緑緑緑緑地等地等地等地等    ６６６６    公園の公園の公園の公園の面積面積面積面積は，開発規模に応は，開発規模に応は，開発規模に応は，開発規模に応じ次表に掲げる規模をじ次表に掲げる規模をじ次表に掲げる規模をじ次表に掲げる規模を確確確確保すること。保すること。保すること。保すること。    開発規模開発規模開発規模開発規模    公園公園公園公園面積面積面積面積の開発の開発の開発の開発面積面積面積面積    に対するに対するに対するに対する割割割割合合合合    公園の公園の公園の公園の面積面積面積面積規模等規模等規模等規模等    0.30.30.30.3ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上～～～～5555ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    3333％％％％以上以上以上以上    １１１１箇所箇所箇所箇所 150150150150 ㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    5555ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上～～～～20202020ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    3333％％％％以上以上以上以上    １１１１箇所箇所箇所箇所 300300300300 ㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    かつかつかつかつ 1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上 1111 箇所箇所箇所箇所    20202020ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上    3333％％％％以上以上以上以上    １１１１箇所箇所箇所箇所 300300300300 ㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上    かつかつかつかつ 1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡以上以上以上以上 2222 箇所箇所箇所箇所                ５５５５ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満の開発行為の開発行為の開発行為の開発行為((((区画整区画整区画整区画整理理理理事業を除く。事業を除く。事業を除く。事業を除く。))))にあっては，公園のにあっては，公園のにあっては，公園のにあっては，公園の面積面積面積面積にににに緑緑緑緑地地地地((((法法法法面緑面緑面緑面緑地地地地を除く。を除く。を除く。を除く。))))を含むことができる。を含むことができる。を含むことができる。を含むことができる。      ただし，市街化調整区域における５０ただし，市街化調整区域における５０ただし，市街化調整区域における５０ただし，市街化調整区域における５０ｈａｈａｈａｈａ以上の開発行為にあっては，以上の開発行為にあっては，以上の開発行為にあっては，以上の開発行為にあっては，前前前前表表表表に定める公園に定める公園に定める公園に定める公園にににに加え加え加え加えてててて更更更更に開発に開発に開発に開発面積面積面積面積の２の２の２の２％％％％以上の公園又は以上の公園又は以上の公園又は以上の公園又は緑緑緑緑地地地地((((法法法法面緑面緑面緑面緑地を除く。地を除く。地を除く。地を除く。))))を設置すること。を設置すること。を設置すること。を設置すること。 森林の保全などなどなどなど ２２２２ 事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林又は緑地の割合(森林率)は，おおむね２０｛３０｝％以上とすること。   この場合，次に掲げるものは前記の緑地に含めて差し支えない。  ① 公園・緑地・広場  ② 隣棟間緑地，コモン・ガーデン  ③ 緑地帯，緑道  ④ ののののりりりり面緑地  ⑤ その他上記に類するもの ３３３３ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が２０ｈａ以上の場合は，原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置すること。 
森林の保全等等等等 ７７７７ 事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林又は緑地の割合(森林率)は，おおむね２０｛３０｝％以上とすること。   この場合，次に掲げるものは前記の緑地に含めて差し支えない。  ① 公園・緑地・広場  ② 隣棟間緑地，コモン・ガーデン  ③ 緑地帯，緑道  ④ 法法法法面緑地  ⑤ その他上記に類するもの ８８８８ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が２０ｈａ以上の場合は，原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置すること。 
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  これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林又は緑地を配置すること。 ４４４４ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね２０ｈａ以下とし，事業区域内にこれを複数造成する場合は，その間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置すること。   これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林又は緑地を配置すること。 ９９９９ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね２０ｈａ以下とし，事業区域内にこれを複数造成する場合は，その間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林・緑地を配置すること。  公園の構成公園の構成公園の構成公園の構成    10101010    公園の構成は，次表を公園の構成は，次表を公園の構成は，次表を公園の構成は，次表を標標標標準とし，周辺の状準とし，周辺の状準とし，周辺の状準とし，周辺の状況況況況などをなどをなどをなどを勘案勘案勘案勘案して必要なものを設置すること。して必要なものを設置すること。して必要なものを設置すること。して必要なものを設置すること。    区区区区        分分分分    １１１１箇所箇所箇所箇所当たり当たり当たり当たり面積面積面積面積    誘誘誘誘致致致致距離距離距離距離    箇箇箇箇        所所所所        数数数数    幼児幼児幼児幼児公園公園公園公園    0.050.050.050.05ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上～～～～0.10.10.10.1ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    標標標標準準準準 0.050.050.050.05ｈａｈａｈａｈａ    150150150150ｍｍｍｍ    1111 近隣近隣近隣近隣住区当たり住区当たり住区当たり住区当たり 11116666箇所箇所箇所箇所    街区公園街区公園街区公園街区公園    0.10.10.10.1ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上～～～～1.01.01.01.0ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    標標標標準準準準 0.250.250.250.25ｈａｈａｈａｈａ    250250250250ｍｍｍｍ    1111 近隣近隣近隣近隣住区当たり４住区当たり４住区当たり４住区当たり４箇所箇所箇所箇所    近隣近隣近隣近隣公園公園公園公園    1.01.01.01.0ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上～～～～3.03.03.03.0ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    標標標標準準準準 2.02.02.02.0ｈａｈａｈａｈａ    500500500500ｍｍｍｍ    1111 近隣近隣近隣近隣住区当たり住区当たり住区当たり住区当たり 1111 箇所箇所箇所箇所    地区公園地区公園地区公園地区公園    3.03.03.03.0ｈａｈａｈａｈａ以上以上以上以上～～～～10.010.010.010.0ｈａｈａｈａｈａ未満未満未満未満    標標標標準準準準 4444.0.0.0.0ｈａｈａｈａｈａ    1,0001,0001,0001,000ｍｍｍｍ    4444近隣近隣近隣近隣住区当たり住区当たり住区当たり住区当たり 1111 箇所箇所箇所箇所      公園の施設公園の施設公園の施設公園の施設    11111111    公園には公園には公園には公園には,,,,広場広場広場広場,,,,植栽植栽植栽植栽ののののほほほほかかかか,,,,必要に応じて次表に掲げる施設を例として設置すること。必要に応じて次表に掲げる施設を例として設置すること。必要に応じて次表に掲げる施設を例として設置すること。必要に応じて次表に掲げる施設を例として設置すること。    区区区区        分分分分    施施施施                                                            設設設設    幼児幼児幼児幼児公園公園公園公園    広場，広場，広場，広場，植栽植栽植栽植栽，，，，砂砂砂砂場，場，場，場，ブラブラブラブランコンコンコンコ，すべり，すべり，すべり，すべり台台台台，，，，ベベベベンンンンチチチチなどなどなどなど    街区公園街区公園街区公園街区公園    幼児幼児幼児幼児公園の施設の公園の施設の公園の施設の公園の施設のほほほほか，か，か，か，ジジジジャャャャンンンンググググルルルルジジジジムムムム，，，，鉄鉄鉄鉄棒棒棒棒，，，，ララララダダダダーーーー，便，便，便，便所所所所などなどなどなど    近隣近隣近隣近隣公園公園公園公園    街区公園の施設の街区公園の施設の街区公園の施設の街区公園の施設のほほほほか，か，か，か，運運運運動動動動広場，広場，広場，広場，休養休養休養休養施設，施設，施設，施設，    地区公園地区公園地区公園地区公園    近隣近隣近隣近隣公園の施設の公園の施設の公園の施設の公園の施設のほほほほか，か，か，か，総総総総合合合合運運運運動動動動施設，施設，施設，施設，休養休養休養休養施設，施設，施設，施設，    12121212    面積面積面積面積がががが 1,0001,0001,0001,000 ㎡㎡㎡㎡以上の公以上の公以上の公以上の公園にあっては，２以上の出園にあっては，２以上の出園にあっては，２以上の出園にあっては，２以上の出入口入口入口入口を設置すること。を設置すること。を設置すること。を設置すること。    13131313    公園が自公園が自公園が自公園が自動車動車動車動車交通交通交通交通量量量量のののの著著著著しい道路などにしい道路などにしい道路などにしい道路などに接接接接する場合は，する場合は，する場合は，する場合は，柵柵柵柵又は又は又は又はへへへへいその他利用いその他利用いその他利用いその他利用者者者者の安全をの安全をの安全をの安全を図るための施設を設けること。図るための施設を設けること。図るための施設を設けること。図るための施設を設けること。    11114444    公園には，広場，公園には，広場，公園には，広場，公園には，広場，遊戯遊戯遊戯遊戯施設などの施設が施設などの施設が施設などの施設が施設などの施設が有効有効有効有効に配置できる形状及びに配置できる形状及びに配置できる形状及びに配置できる形状及び勾勾勾勾配で設けられている配で設けられている配で設けられている配で設けられていること。こと。こと。こと。    15151515    公園には，雨水などを公園には，雨水などを公園には，雨水などを公園には，雨水などを有効有効有効有効に排出するための施設が設けられていること。に排出するための施設が設けられていること。に排出するための施設が設けられていること。に排出するための施設が設けられていること。  緑緑緑緑地・広場等地・広場等地・広場等地・広場等    11116666    開発区域内に開発区域内に開発区域内に開発区域内に前前前前号までによる公園の号までによる公園の号までによる公園の号までによる公園のほほほほか，か，か，か，景景景景観観観観又は保全上必要と又は保全上必要と又は保全上必要と又は保全上必要と認認認認められる場合は，適当められる場合は，適当められる場合は，適当められる場合は，適当なななな緑緑緑緑地又は広場を設けること。地又は広場を設けること。地又は広場を設けること。地又は広場を設けること。    11117777    開発区域内の公共，公益的施設の敷地も開発区域内の公共，公益的施設の敷地も開発区域内の公共，公益的施設の敷地も開発区域内の公共，公益的施設の敷地も植樹植樹植樹植樹ななななどによりどによりどによりどにより緑緑緑緑化すること。また，化すること。また，化すること。また，化すること。また，歩歩歩歩道部分の道部分の道部分の道部分の幅員幅員幅員幅員２２２２．．．．５５５５ｍｍｍｍ以上の主要以上の主要以上の主要以上の主要幹線幹線幹線幹線道路にあっては，道路にあっては，道路にあっては，道路にあっては，原則原則原則原則として街路として街路として街路として街路樹樹樹樹などを設けること。などを設けること。などを設けること。などを設けること。 教育施設 ５５５５ 開発区域の面積が２０ｈａ以上の開発事業にあっては，開発区域内に幼稚園，小学校及び中学校の用地を確保すること。その具体的な位置及び面積については，幼稚園設置基準，小学校設置基準及び中学校設置基準を勘案して市町長と事業主が協議して定めるものとする。ただし，市町長が周辺にある既設の学校に収容能力があると認めた場合は，この限りでない。 教育施設 11118888 開発区域の面積が２０ｈａ以上の開発事業にあっては，開発区域内に幼稚園，小学校及び中学校の用地を確保すること。その具体的な位置及び面積については，幼稚園設置基準，小学校設置基準及び中学校設置基準を勘案して市町長と事業主が協議して定めるものとする。ただし，市町長が周辺にある既設の学校に収容能力があると認めた場合は，この限りでない。    
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 区分 １学級当たりの標準児童生徒数 設置基準の面積(単位：平方メートル) 幼稚園 ３５人 園舎の面積  １学級    １８０  ２学級以上  ３２０＋１００×(学級数－２) 運動場の面積  ２学級以下  ３３０＋３０×(学級数－１)  ３学級以上  ４００＋８０×(学級数－３) 小学校 ４０人 校舎の面積  １人以上４０人以下   ５００  ４１人以上４８０人以下 ５００＋５×(児童数－４０)  ４８１人以上     ２７００＋３×(児童数－４８０) 運動場の面積  １人以上２４０人以下   ２４００  ２４１人以上７２０人以下 ２４００＋１０×(児童数－２４０)  ７２１人以上       ７２００ 中学校 ４０人 校舎の面積  １人以上４０人以下   ６００  ４１人以上４８０人以下 ６００＋６×(児童数－４０)  ４８１人以上     ３２４０＋３×(児童数－４８０) 運動場の面積  １人以上２４０人以下   ３６００  ２４１人以上７２０人以下 ３６００＋１０×(児童数－２４０)  ７２１人以上       ８４００  

 区分 １学級当たりの標準児童生徒数 設置基準の面積(単位：平方メートル) 幼稚園 ３５人 園舎の面積  １学級    １８０  ２学級以上  ３２０＋１００×(学級数－２) 運動場の面積  ２学級以下  ３３０＋３０×(学級数－１)  ３学級以上  ４００＋８０×(学級数－３) 小学校 ４０人 校舎の面積  １人以上４０人以下   ５００  ４１人以上４８０人以下 ５００＋５×(児童数－４０)  ４８１人以上     ２７００＋３×(児童数－４８０) 運動場の面積  １人以上２４０人以下   ２４００  ２４１人以上７２０人以下 ２４００＋１０×(児童数－２４０)  ７２１人以上       ７２００ 中学校 ４０人 校舎の面積  １人以上４０人以下   ６００  ４１人以上４８０人以下 ６００＋６×(児童数－４０)  ４８１人以上     ３２４０＋３×(児童数－４８０) 運動場の面積  １人以上２４０人以下   ３６００  ２４１人以上７２０人以下 ３６００＋１０×(児童数－２４０)  ７２１人以上       ８４００  水道施設 ６６６６ 水道法に基づく専用水道に該当する場合は，確認を受けた後，全体工事に着手すること。  (１) 給水量の算定は次によること。   ア 給水戸数     計画戸数とする。   イ 給水人口     １戸当たり４人とする。     ただし，高層アパート，マンションなどの１戸当たりの給水人口は３．５人とする。   ウ 給水量     １人１日最大給水量はおおむね４５０ℓ(１人１日平均給水量は３７０ℓ)とする。なお，その他特殊な使用がある場合は，別途計算したものを加算するものとする。  (２) 井戸の安全揚水量は，渇水期における最大揚水量の５０％とすること。  (３) 水質検査は，水質が最も悪化していると考えられる時期，即ち降雨，降雪洪水，渇
水道施設 11119999 水道法に基づく専用水道に該当する場合は，確認を受けた後，全体工事に着手すること。  (１) 給水量の算定は次によること。   ア 給水戸数     計画戸数とする。   イ 給水人口     １戸当たり４人とする。     ただし，高層アパート，マンションなどの１戸当たりの給水人口は３．５人とする。   ウ 給水量     １人１日最大給水量はおおむね４５０ℓ(１人１日平均給水量は３７０ℓ)とする。なお，その他特殊な使用がある場合は，別途計算したものを加算するものとする。  (２) 井戸の安全揚水量は，渇水期における最大揚水量の５０％とすること。  (３) 水質検査は，水質が最も悪化していると考えられる時期，即ち降雨，降雪洪水，渇水
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水時などにおいて全項目検査(水質基準に関する省令)などなどなどなどを複数回実施すること。  (４) 浄水方法の選定に当たっては，前記水質検査結果で適合しなかった項目に対し，必要とする浄水施設を設置すること。  (５) 前各号に掲げるもののほか,配水管その他については水道施設基準の定めによること。 時などにおいて全項目検査(水質基準に関する省令)等等等等を複数回実施すること。  (４) 浄水方法の選定に当たっては，前記水質検査結果で適合しなかった項目に対し，必要とする浄水施設を設置すること。  (５) 前各号に掲げるもののほか，配水管その他については水道施設基準の定めによること。  消消消消防水利施設防水利施設防水利施設防水利施設    20202020    開発区域内の開発区域内の開発区域内の開発区域内の消消消消防に必要な水利として利用できる防に必要な水利として利用できる防に必要な水利として利用できる防に必要な水利として利用できる河川河川河川河川，，，，湖沼湖沼湖沼湖沼その他の水利がその他の水利がその他の水利がその他の水利が消消消消防法第２０防法第２０防法第２０防法第２０条第１項の規定による条第１項の規定による条第１項の規定による条第１項の規定による勧告勧告勧告勧告に係るに係るに係るに係る消消消消防水利の基準に適合していない場合においては，事業主防水利の基準に適合していない場合においては，事業主防水利の基準に適合していない場合においては，事業主防水利の基準に適合していない場合においては，事業主において当該基準に適合するにおいて当該基準に適合するにおいて当該基準に適合するにおいて当該基準に適合する消消消消防水利施設を整防水利施設を整防水利施設を整防水利施設を整備備備備すること。すること。すること。すること。  その他の公益施設その他の公益施設その他の公益施設その他の公益施設    21212121    公民公民公民公民館館館館，市，市，市，市役役役役所所所所((((町町町町役役役役場場場場))))のののの支所支所支所支所，，，，消消消消防防防防署署署署，警，警，警，警察官派察官派察官派察官派出出出出所所所所その他これらに類する必要な施設その他これらに類する必要な施設その他これらに類する必要な施設その他これらに類する必要な施設の整の整の整の整備備備備については，市については，市については，市については，市町町町町長と事業主が長と事業主が長と事業主が長と事業主が協議協議協議協議して定めるものとする。して定めるものとする。して定めるものとする。して定めるものとする。 汚水処理施設 ７７７７ し尿などは，下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で処処処処理理理理する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，原則原則原則原則としてとしてとしてとして浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽を設置し，放流先の公共用水域の水質が，水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するよう処理して放流すること。 汚水処理施設 22222222 し尿，，，，雑雑雑雑排水排水排水排水などは，合合合合併併併併処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を設置し，放流先の公共用水域の水質が水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するように処理して放流すること。ただし，ただし，ただし，ただし，終終終終末末末末処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を有有有有する下水道する下水道する下水道する下水道へへへへ排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。  ごみごみごみごみ収収収収集集集集施設施設施設施設    23232323    ごみごみごみごみなどのなどのなどのなどの廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の収収収収集集集集をををを円滑円滑円滑円滑にするため，にするため，にするため，にするため，所所所所要の要の要の要の位位位位置にこれを置にこれを置にこれを置にこれを収収収収集集集集する施設を設置するする施設を設置するする施設を設置するする施設を設置すること。こと。こと。こと。 別荘地などなどなどなどの造成 森林の保全などなどなどなど １ 事業区域内の森林面積に対して残置する森林(１５年生以下の森林を除く。)の割合(残置森林率)をおおむね６０｛７０｝％以上とすること。 ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ３ １区画の面積はおおむね１，０００㎡以上とし，建物敷などなどなどなどの面積はそのおおむね３０％以下とすること。  ３－１ １区画の面積はおおむね１，０００㎡以上とすること。  ３－２ １区画内の建物敷の面積はおおむね２００㎡以下とし，建物敷その他付帯施設の面積は１区画の面積のおおむね２０％以下とすること。  ３－３ 建築物の高さは当該森林の期待平均樹高以下とすること。 
別荘地等等等等の造成 森林の保全等等等等 １ 事業区域内の森林面積に対して残置する森林(１５年生以下の森林を除く。)の割合(残置森林率)をおおむね６０｛７０｝％以上とすること。 ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ３ １区画の面積はおおむね１，０００㎡以上とし，建物敷等等等等の面積はそのおおむね３０％以下とすること。  ３－１ １区画の面積はおおむね１，０００㎡以上とすること。  ３－２ １区画内の建物敷の面積はおおむね２００㎡以下とし，建物敷その他付帯施設の面積は１区画の面積のおおむね２０％以下とすること。  ３－３ 建築物の高さは当該森林の期待平均樹高以下とすること。 水道施設 ４ 住宅団地の基準細目を準用すること。 ５ 飲料水の水質は，水道法に基づく水質基準に適合させること。 水道施設 ４ 住宅団地の基準細目を準用すること。 ５ 飲料水の水質は，水道法に基づく水質基準に適合させること。 汚水処理施設 ６６６６ し尿などは，下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で処処処処理理理理する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，原則原則原則原則としてとしてとしてとして浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽を設置し，放流先の公共用水域の水質が，水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するよう処理して放流すること。 汚水処理施設 ６６６６ し尿，，，，雑雑雑雑排水排水排水排水などは，合合合合併併併併処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を設置し，放流先の公共用水域の水質が水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するように処理して放流すること。ただし，ただし，ただし，ただし，終終終終末末末末処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を有有有有する下水道する下水道する下水道する下水道へへへへ排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。  ごみごみごみごみ収収収収集集集集施設施設施設施設    ７７７７    ごみごみごみごみなどのなどのなどのなどの廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の収収収収集集集集をををを円滑円滑円滑円滑にするため，にするため，にするため，にするため，所所所所要の要の要の要の位位位位置にこれを置にこれを置にこれを置にこれを収収収収集集集集する施設を設置するする施設を設置するする施設を設置するする施設を設置すること。こと。こと。こと。 
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ゴルフ場 森林の保全などなどなどなど １ 事業区域内の土地の形質の変更を最小限にとどめるとともに，事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林の割合(森林率)は，おおむね５０｛７０｝％以上(うち残置森林率はおおむね４０｛６０｝％以上)とすること。 ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林(残置森林は原則としておおむね２０｛４０｝ｍ以上)を配置すること。 ３ ホール間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林(残置森林はおおむね２０｛４０｝ｍ以上)を配置すること。 ４ ゴルフ場の造成に係る切土量，盛土量はそれぞれ１８ホール当たりおおむね ２００｛１５０｝万㎥以下とすること。 
ゴルフ場 森林の保全等等等等 １ 事業区域内の土地の形質の変更を最小限にとどめるとともに，事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林の割合(森林率)は，おおむね５０｛７０｝％以上(うち残置森林率はおおむね４０｛６０｝％以上)とすること。 ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林(残置森林は原則としておおむね２０｛４０｝ｍ以上)を配置すること。 ３ ホール間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林(残置森林はおおむね２０｛４０｝ｍ以上)を配置すること。 ４ ゴルフ場の造成に係る切土量，盛土量はそれぞれ１８ホール当たりおおむね ２００｛１５０｝万㎥以下とすること。 水道施設 ５ 飲料水の水質は，水道法に基づく水質基準に適合させること。 水道施設 ５ 飲料水の水質は，水道法に基づく水質基準に適合させること。  汚水処理施設 ６ し尿などは，下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で処処処処理理理理する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，原則原則原則原則としてとしてとしてとして浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽を設置し，放放放放流流流流先先先先の公共用水域の水質が，の公共用水域の水質が，の公共用水域の水質が，の公共用水域の水質が，水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するよう処理して放流すること。            なお，なお，なお，なお，芝散芝散芝散芝散水に利用する場合であっても，公共用水域水に利用する場合であっても，公共用水域水に利用する場合であっても，公共用水域水に利用する場合であっても，公共用水域へへへへ放放放放流する場合と流する場合と流する場合と流する場合と同同同同様様様様にににに処処処処理理理理したしたしたした上で利用すること。上で利用すること。上で利用すること。上で利用すること。 汚水処理施設 ６ し尿，，，，雑雑雑雑排水排水排水排水などは，合合合合併併併併処処処処理理理理をををを設置しＢＯＤＢＯＤＢＯＤＢＯＤ１０１０１０１０ｍｍｍｍgggg／／／／ℓℓℓℓ以下に以下に以下に以下に処処処処理理理理後後後後，可能な限り，可能な限り，可能な限り，可能な限り芝散芝散芝散芝散水に利用すること。水に利用すること。水に利用すること。水に利用すること。            なお，なお，なお，なお，ややややむをむをむをむを得得得得ず公共用水域にず公共用水域にず公共用水域にず公共用水域に放放放放流する場合は，流する場合は，流する場合は，流する場合は，放放放放流流流流先先先先のののの水質環境基準その他水質の環境目標に適合するよう処理して放流すること。ただし，ただし，ただし，ただし，終終終終末末末末処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を有有有有する下水道する下水道する下水道する下水道へへへへ排出す排出す排出す排出する場合は，この限りでない。る場合は，この限りでない。る場合は，この限りでない。る場合は，この限りでない。  ごみごみごみごみ収収収収集集集集施設施設施設施設    ７７７７    ごみごみごみごみなどのなどのなどのなどの廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の収収収収集集集集をををを円滑円滑円滑円滑にするため，にするため，にするため，にするため，所所所所要の要の要の要の位位位位置にこれを置にこれを置にこれを置にこれを収収収収集集集集する施設を設置するする施設を設置するする施設を設置するする施設を設置すること。こと。こと。こと。    宿泊施設レジャー施設 森林の保全などなどなどなど １ 事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林の割合(森林率)をおおむね５０％以上(うち残置する森林(１５年生以下の森林を除く。)の割合は４０％以上)とすること。｛残置する森林(１５年生以下の森林を除く。)の割合をおおむね７０％以上とすること。｝ ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ３ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね４０｛２０｝％以下とし，事業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させること。 ４ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね５ｈａ以下とし，事業区域内にこれを複数設置する場合は，その間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 
宿泊施設レジャー施設 森林の保全等等等等 １ 事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林の割合(森林率)をおおむね５０％以上(うち残置する森林(１５年生以下の森林を除く。)の割合は４０％以上)とすること。｛残置する森林(１５年生以下の森林を除く。)の割合をおおむね７０％以上とすること。｝ ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ３ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね４０｛２０｝％以下とし，事業区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させること。 ４ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね５ｈａ以下とし，事業区域内にこれを複数設置する場合は，その間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。  建建建建ペペペペイイイイ率率率率    ５５５５    自自自自然然然然環境保全のため，建環境保全のため，建環境保全のため，建環境保全のため，建ぺぺぺぺいいいい率率率率，建築物の，建築物の，建築物の，建築物の高高高高さ，外さ，外さ，外さ，外観観観観，，，，色彩色彩色彩色彩及び道路からの壁及び道路からの壁及び道路からの壁及び道路からの壁面面面面後後後後退退退退などなどなどなどについて，地域の状について，地域の状について，地域の状について，地域の状況況況況及び施設内及び施設内及び施設内及び施設内容容容容をををを考え考え考え考え合合合合わわわわせせせせてててて十十十十分配分配分配分配慮慮慮慮すること。すること。すること。すること。        
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水道施設 ５５５５ 飲料水の水質は，水道法に基づく水質基準に適合させること。 水道施設 ６６６６ 飲料水の水質は，水道法に基づく水質基準に適合させること。 汚水処理施設 ６６６６ し尿などなどなどなどは，下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で下水道法に規定する下水道で処処処処理理理理する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，する場合を除き，原則原則原則原則としてとしてとしてとして浄浄浄浄化化化化槽槽槽槽を設置し，放流先の公共用水域の水質が，水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するよう処理して放流すること。 汚水処理施設 ７７７７ し尿，，，，雑雑雑雑排水等排水等排水等排水等は，合合合合併併併併処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を設置し，放流先の公共用水域の水質が水質環境基準その他の水質の環境目標に適合するように処理して放流すること。ただし，ただし，ただし，ただし，終終終終末末末末処処処処理理理理施設を施設を施設を施設を有有有有する下水道する下水道する下水道する下水道へへへへ排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。排出する場合は，この限りでない。  ごみごみごみごみ収収収収集集集集施設施設施設施設    ８８８８    ごみごみごみごみなどのなどのなどのなどの廃棄廃棄廃棄廃棄物の物の物の物の収収収収集集集集をををを円滑円滑円滑円滑にするため，にするため，にするため，にするため，所所所所要の要の要の要の位位位位置にこれを置にこれを置にこれを置にこれを収収収収集集集集する施設を設置するする施設を設置するする施設を設置するする施設を設置すること。こと。こと。こと。 工場及び事業場 位置 １ 開発区域の位置は，当該区域における事業活動により周辺の環境に影響を及ぼさないよう住宅，学校などから適当な距離を保っていること。 ２ 関係法令による基準値を遵守し得る公害防止施設を備えていること。   なお，施設用地は，将来の補強に備えて余裕を見込んでいること。 工場及び事業場 位置 １ 開発区域の位置は，当該区域における事業活動により周辺の環境に影響を及ぼさないよう住宅，学校などから適当な距離を保っていること。 ２ 関係法令による基準値を遵守し得る公害防止施設を備えていること。   なお，施設用地は，将来の補強に備えて余裕を見込んでいること。 森林の保全などなどなどなど ３ 事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林の割合(森林率)を２５｛３５｝％以上とすること。 ４ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が２０ｈａ以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置すること。 ５ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね２０ｈａ以下とし，事業区域内にこれを複数造成する場合は，その間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 
森林の保全等等等等 ３ 事業区域内の森林面積に対して残置し又は造成する森林の割合(森林率)を２５｛３５｝％以上とすること。 ４ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が２０ｈａ以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置すること。 ５ 開発行為に係る１箇所当たりの面積はおおむね２０ｈａ以下とし，事業区域内にこれを複数造成する場合は，その間に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 土石などなどなどなど    森林の保全などなどなどなど １ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い，緑化及び植栽すること。また，のりのりのりのり面は可能な限り緑化し，小段，平坦部には必要に応じ客土などなどなどなどを行い植栽すること。 土石等等等等    森林の保全等等等等 １ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い，緑化及び植栽すること。また，法法法法面は可能な限り緑化し，小段，平坦部には必要に応じ客土等等等等を行い植栽すること。 スキー場 森林の保全などなどなどなど １ 事業区域内の森林面積に対して残置する森林の割合(残置森林率)をおおむね６０｛７０｝％以上とすること。 ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ３ 滑走コースの幅はおおむね５０ｍ以下とし，複数の滑走コースを並列して配置する場合はその間の中央部に幅おおむね１００ｍ以上の残置森林を配置すること。 ４ 滑走コースの上，下部に設けるゲレンデなどなどなどなどは１箇所当たりおおむね５ｈａ以下とする。また，ゲレンデなどなどなどなどと駐車場の間には幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成
スキー場 森林の保全等等等等 １ 事業区域内の森林面積に対して残置する森林の割合(残置森林率)をおおむね６０｛７０｝％以上とすること。 ２ 原則として周辺部に幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を配置すること。 ３ 滑走コースの幅はおおむね５０ｍ以下とし，複数の滑走コースを並列して配置する場合はその間の中央部に幅おおむね１００ｍ以上の残置森林を配置すること。 ４ 滑走コースの上，下部に設けるゲレンデ等は１箇所当たりおおむね５ｈａ以下とする。また，ゲレンデ等等等等と駐車場の間には幅おおむね３０｛５０｝ｍ以上の残置森林又は造成森林を
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森林を配置すること。  (注) ｢ゲレンデなどなどなどなど｣とは，滑走コースの上，下部のスキーヤーの滞留場所であり，リフト乗降場，レストハウスなどなどなどなどの施設用地を含む区域をいう。 ５ 滑走コースの造成に係る切土量は，１ｈａ当たりおおむね 1,000㎥以下とすること。  ５ 滑走コースの造成に当たっては原則として土地の形質の変更は行わないこととし,止むを得ず行う場合には,造成に係る切土量は，１ｈａ当たりおおむね 1,000㎥以下とすること。 
配置すること。  (注) ｢ゲレンデ等等等等｣とは，滑走コースの上，下部のスキーヤーの滞留場所であり，リフト乗降場，レストハウス等等等等の施設用地を含む区域をいう。 ５ 滑走コースの造成に係る切土量は，１ｈａ当たりおおむね 1,000㎥以下とすること。  ５ 滑走コースの造成に当たっては原則として土地の形質の変更は行わないこととし，止むを得ず行う場合には，造成に係る切土量は，１ｈａ当たりおおむね 1,000㎥以下とすること。 別紙１ 県が管理する道路と他の道路との平面交差に関する構造基準 １ 交差又は接続の位置  (１) 本線の曲線半径Ｒ≧１００ｍの区間内を原則とする。  (２) 本線の縦断勾配    原則として本線の勾配が２．５％以下の区間とする。(なるべく平坦部での接続が望ましい)    (略) ２ 交差点の形状  (１) 本線との交差角    交差角は７５７５７５７５°°°°以上のできるだけ直角に近い角度で接続すること。       やむを得得得得ない場合でも６０ない場合でも６０ない場合でも６０ない場合でも６０°°°°以上と以上と以上と以上とすること。  

別紙１ 県が管理する道路と他の道路との平面交差に関する構造基準 １ 交差又は接続の位置  (１) 本線の曲線半径 Ｒ≧１００ｍ の区間内を原則とする。  (２) 本線の縦断勾配     原則として本線の勾配が２．５％以下の区間とする。（なるべく平坦部での接続が望ましい）     ややややむをむをむをむを得得得得ない場合でも３ない場合でも３ない場合でも３ない場合でも３．．．．５５５５％％％％をををを超え超え超え超える区る区る区る区間へ間へ間へ間へのののの接続接続接続接続はははは避避避避けること。けること。けること。けること。      (略) ２ 交差点の形状  (１) 本線との交差角    交差角は６０６０６０６０°°°°以上のできるだけ直角に近い角度で接続すること。    やむを得得得得ず６０ず６０ず６０ず６０°未°未°未°未満満満満となる場合は，導流となる場合は，導流となる場合は，導流となる場合は，導流島島島島，，，，左左左左折折折折路等を設けて交路等を設けて交路等を設けて交路等を設けて交差差差差点点点点がががが過過過過大大大大とならなとならなとならなとならないようにいようにいようにいようにすること。 
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         (略) ４ 接続路の隅角剪除   接続路の設計車両は，普普普普通道路については通道路については通道路については通道路についてはセセセセミミミミトトトトレレレレーーーーララララーーーー連結連結連結連結車車車車((((ＳＳＳＳ))))とし，市街部でとし，市街部でとし，市街部でとし，市街部で大大大大型型型型車車車車の規制がある場合はの規制がある場合はの規制がある場合はの規制がある場合は普普普普通自通自通自通自動車動車動車動車((((ＴＴＴＴ))))を設計対を設計対を設計対を設計対象象象象とする。とする。とする。とする。小小小小型型型型道路については道路については道路については道路については小小小小型型型型自自自自動動動動車車車車等等等等((((ＣＣＣＣ))))とする。とする。とする。とする。    車両別の設計数値の下限値は下表のとおり 設 計 車 両 Ｒｏ Ｒｉ Ｗ 小小小小型型型型自自自自動車動車動車動車等等等等((((ＣＣＣＣ))))    ８８８８．．．．００００    ４４４４．．．．００００    ４４４４．．．．００００    普普普普通自通自通自通自動車動車動車動車((((ＴＴＴＴ))))    １３１３１３１３．．．．００００    ７７７７．．．．５５５５    ５５５５．．．．５５５５    セセセセミミミミトトトトレレレレーーーーララララーーーー連連連連結結結結車車車車((((ＳＳＳＳ))))    １３１３１３１３．．．．００００    ４４４４．．．．５５５５    ８８８８．．．．５５５５     

                    (略) ４ 接続路の隅角剪除   接続路の設計車両は，トトトトラッラッラッラックククク((((ＴＴＴＴ))))とし，市街部でとし，市街部でとし，市街部でとし，市街部で大大大大型型型型車車車車の規制がある場合はの規制がある場合はの規制がある場合はの規制がある場合は乗乗乗乗用用用用車車車車((((ＰＰＰＰ))))を設計対を設計対を設計対を設計対象象象象としてもよい。としてもよい。としてもよい。としてもよい。     車両別の設計数値の下限値は下表のとおり 設 計 車 両 Ro  Ri  ＷＢＷＢＷＢＷＢ W  乗乗乗乗    用用用用    車車車車    （Ｐ）（Ｐ）（Ｐ）（Ｐ）    １０１０１０１０    ７７７７    ３３３３．．．．００００    ３３３３．．．．００００    ｾﾐﾄﾚｰﾗｰｾﾐﾄﾚｰﾗｰｾﾐﾄﾚｰﾗｰｾﾐﾄﾚｰﾗｰ連結連結連結連結車車車車（（（（ＴＴＴＴ））））    １６１６１６１６    １０１０１０１０．．．．５５５５    ３３３３．．．．００００    ５５５５．．．．５５５５     

本線 75°75°75°75°～～～～90°90°90°90°    
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   (略) 別紙２ 宅地開発等に伴う流量調整要領 別紙２ 宅地開発等に伴う流量調整要領 別紙３ 宅地開発等に伴う河川濁水防止指導要領  第１ 趣旨   (略)   このような現況をかんがみ，この要領は，｢開発事業に関する技術的指導基準｣の第３の８の(４４４４)に基づき(略) 別紙３ 宅地開発等に伴う河川濁水防止指導要領  第１趣旨   (略)   このような現況をかんがみ，この要領は，｢開発事業に関する技術的指導基準｣の第３の８の(５５５５)に基づき(略) 別紙４ 小幅員区画道路の計画基準  (略) 別紙４ 小幅員区画道路の計画基準  (略)  【参考】【参考】【参考】【参考】    小幅員小幅員小幅員小幅員区画道路の区画道路の区画道路の区画道路の幅員幅員幅員幅員のとりのとりのとりのとり方方方方    別紙５ 宅地開発に伴い設置される洪水調節(整)池の多目的利用指針 別紙５ 宅地開発に伴い設置される洪水調節(整)池の多目的利用指針  


