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道路法等の 一部を改正する法律案新 旧対照条文
道路法（ 昭和二十七年法律第百 八十号）（抄）（ 第一条関係）

改

現

（略）

（傍線の部分 は改正部分）

行

第八節 道路協力団体（第四 十八条の二十三―第四 十八条の
二十八）
第四章～ 第八章 （略）
附則

目次
第一章・ 第二章 （略）
第三章 道路の管理
第一節 ～第四節 （略）
第四節 の二～第六節の二
（新設 ）

目次
第一章・第二 章 （略）
第三章 道路 の管理
第一節～第四節 （略）
第五節～第八節 （略）
第九節 歩行者 利便増進道路（第四 十八条の二十―第四 十八
条の二十九）
第十節 特定車 両停留施設（第四十八条 の三十―第四十 八条
の三十六）
第十一節 利便 施設協定（第四十八条の 三十七―第四十 八条
の三十九）
第十二節 自動 車駐車場等運営事業（第 四十八条の四十 ―第
四十八条の四 十五）
第十三節 道路 協力団体（第四十八条の 四十六―第四十八条
の五十一）
第四章～第八章 （略）
附則

（用語の定義 ）
第二条 （略）
２ この法律にお いて「道路の附 属物」とは、道路の構造 の保全
、安全かつ円滑 な道路の交通の 確保その他道路の管理上 必要な
施設又は工作物 で、次に掲げる ものをいう。
こまどめ
一 道路上のさ く又は駒止
二～四 （略）
（新設）

第七節 利便施設協定（第四 十八条の二十―第 四十八条の二
十二）
（新設 ）

（新設 ）

（用語の定義）
第二条 （略）
２ この法律におい て「道路の附属物 」とは、道路の構造の 保全
、安全かつ円滑な 道路の交通の確保そ の他道路の管理上必 要な
施設又は工作物で 、次に掲げるものをい う。
一 道路上の柵又 は駒止め
二～四 （略）
五 自動運行補助 施設（電子的方法、磁気 的方法その他人 の知
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（略）

覚によつて 認識することができな い方法により道路 運送車両
法（昭和二 十六年法律第百八十五 号）第四十一条第一 項第二
十号に掲げ る自動運行装置を備え ている自動車の自動的 な運
行を補助す るための施設その他こ れに類するものをいう 。以
下同じ。） で道路上に又は道路の 路面下に第十八条第一 項に
規定する道路 管理者が設けるもの
六・七 （略 ）
八 特定車両 停留施設（旅客 の乗降又は貨物の積卸し による道
路における交通 の混雑を緩和する ことを目的として、専 ら道
路運送法（昭和 二十六年法律第百 八十三号）による一般 乗合
旅客自動車運送 事業若しくは一般 乗用旅客自動車運送事 業又
は貨物自動車運 送事業法（平成元年 法律第八十三号）に よる
一般貨物自動車 運送事業の用に供する 自動車その他の国 土交
通省令で定める 車両（以下「特定車両」 という。）を同 時に
二両以上停留さ せる施設で道路に接して 第十八条第一項 に規
定する道路管理 者が設けるものをいう。 以下同じ。）
九・十 （略 ）
３ この法律に おいて「自動車」とは 、道路運送車両法 第二条第
二項に規定す る自動車をいう。
４・５

（管理の特例）
第十七条 （略）
２～６ （略）
７ 国土交通大臣は 、災害が発生した 場合において、都道府 県又
は市町村から要請 があり、かつ、当 該都道府県又は市町村 にお
ける道路の維持又 は災害復旧に関する 工事の実施体制その 他の
地域の実情を勘案 して、当該都道府県又 は市町村が管理す る次
の各号に掲げる道 路について当該各号に定 める管理（高度 の技
術を要するもの又 は高度の機械力を使用し て実施すること が適
当であると認めら れるものに限る。）を当 該都道府県又は 市町

五・六
（新設）

（略）

七・八 （略）
３ この法 律において「自動車」 とは、道路運送車 両法（昭和二
十六年法 律第百八十五号）第二 条第二項に規定す る自動車をい
う。
４・５ （ 略）
（管理の 特例）
第十七条 （略）
２～６ （略 ）
（新設）
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（自動車駐車 場又は自転車駐車場の 駐車料金及び割増金）
第二十四条の二 道路管理者（指定区 間内の国道にあつては 、国
。第三項（第四 十八条の三十五第三 項において準用する場 合を
含む。）、第三十 九条第一項、第四 十四条第五項及び第七 項、
第四十四条の二第 八項、第四十八条 の七第一項、第四十八 条の
三十五第一項、第 四十九条、第五十 八条第一項、第五十九 条第
三項、第六十一条 第一項、第六十四 条第一項、第六十九条 第一
項、第七十条第一 項、第七十二条第 一項及び第三項、第七 十三
条第一項から第三 項まで、第八十五条 第三項並びに第九十 一条
第三項において同 じ。）は、道路管理者 である地方公共団 体の
条例（指定区間内 の国道にあつては、政令 ）で定めるとこ ろに
より、道路の附属 物である自動車駐車場又 は自転車駐車場 に自
動車（道路運送車 両法第二条第三項に規定 する原動機付自 転車

（道路管理者 以外の者の行う工事 ）
第二十四条 道 路管理者以外の者は 、第十二条、第十三 条第三項
、第十七条第 四項、第六項若しくは 第七項、第十九条 から第二
十二条の二ま で又は第四十八条の十 九第一項の規定に よる場合
のほか、道路 に関する工事の設計及 び実施計画につい て道路管
理者の承認を 受けて道路に関する工 事又は道路の維持 を行うこ
とができる。 ただし、道路の維持で 政令で定める軽易 なものに
ついては、道 路管理者の承認を受け ることを要しない。

村に代 わつて自ら行うことが 適当であると認められ るときは、
第十三 条第一項、前二条及び 第一項から第三項までの 規定にか
かわら ず、その事務の遂行に 支障のない範囲内で、こ れを行う
ことがで きる。
一 指定区 間外の国道、都道 府県道又は市町村道 維 持（道路
の啓開のため に行うものに限る。 ）
二 都道府県 道又は市町村道 災害復旧に関する工事
８ 第一項から 第四項まで及び 前二項の場合におけるこ の法律の
規定の適用に ついての必要な 技術的読替えは、政令で 定める。

（自動車 駐車場又は自転車駐車 場の駐車料金及び割 増金）
第二十四条 の二 道路管理者（指 定区間内の国道にあ つては、国
。第三項 、第三十九条第一項、 第四十四条第五項及び第 七項、
第四十四 条の二第八項、第四十 八条の七第一項、第四十 九条、
第五十八条 第一項、第五十九条 第三項、第六十一条第一 項、第
六十四条第一 項、第六十九条第 一項、第七十条第一項、 第七十
二条第一項及び 第三項、第七十 三条第一項から第三項ま で、第
八十五条第三項 並びに第九十一 条第三項において同じ。 ）は、
道路管理者であ る地方公共団体 の条例（指定区間内の国 道にあ
つては、政令） で定めるところ により、道路の附属物で ある自
動車駐車場又は 自転車駐車場に 自動車（道路運送車両法 第二条
第三項に規定す る原動機付自転車 を含む。以下この条に おいて
同じ。）又は自 転車を駐車させる者 から、駐車料金を徴 収する

（道路管 理者以外の者の行 う工事）
第二十四条 道路管理者以外 の者は、第十二条、第 十三条第三項
、第十七 条第四項若しくは 第六項、第十九条から 第二十二条の
二まで又 は第四十八条の十九 第一項の規定による 場合のほか、
道路に関 する工事の設計及び実 施計画について道 路管理者の承
認を受け て道路に関する工事又 は道路の維持を行 うことができ
る。ただ し、道路の維持で政令 で定める軽易なも のについては
、道路管 理者の承認を受けるこ とを要しない。

７ 第一 項から第四項まで及 び前項の場合における この法律の規
定の適用 についての必要な 技術的読替えは、政令 で定める。
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（道路管理者 の権限の代行）
第二十七条 （ 略）
２ （略）
３ 国土交通大 臣は、第十七条第 六項の規定により都道 府県道若
しくは市町村 道を構成する施設若し くは工作物の改築 若しくは
修繕に関する 工事を行う場合又は同 条第七項の規定に より指定
区間外の国道 、都道府県道若しくは 市町村道の維持若 しくは都
道府県道若し くは市町村道の災害復 旧に関する工事を 行う場合
においては、 政令で定めるところに より、当該道路の 道路管理
者に代わつて その権限を行うものと する。
（略）

を含む 。以下この条において 同じ。）又は自転車を 駐車させる
者から 、駐車料金を徴収する ことができる。ただし、 道路交通
法第三 十九条第一項に規定す る緊急自動車その他政令 で定める
自動車又 は自転車を駐車させ る場合においては、この 限りでな
い。
２・３ （略 ）

４

２・３

（略）

こと ができる。ただし、道 路交通法第三十九 条第一項に規定す
る緊 急自動車その他政令で 定める自動車又は 自転車を駐車させ
る場 合においては、この限 りでない。

４

２～５

（道路の占用の 許可基準）

（略）

（道路の 占用の許可）
第三十二条 道路に次の各号のい ずれかに掲げる工作 物、物件又
は施設を 設け、継続して道路を 使用しようとする場合に おいて
は、道路 管理者の許可を受けな ければならない。
一・二 （ 略）
三 鉄道、軌 道その他これらに 類する施設
四～六 （略）
七 前各号に掲 げるものを除く 外、道路の構造又は交通 に支障
を及ぼす虞の ある工作物、物 件又は施設で政令で定め るもの

（略）

（道路管 理者の権限の代行 ）
第二十七条 （略）
２ （略）
３ 国土交 通大臣は、第十七 条第六項の規定により 都道府県道又
は市町村 道を構成する施設 又は工作物の改築又は 修繕に関する
工事を行 う場合においては 、政令で定めるところ により、当該
道路の道 路管理者に代わつて その権限を行うもの とする。

（道路の占用 の許可）
第三十二条 道 路に次の各号のいずれ かに掲げる工作物、物 件又
は施設を設け、 継続して道路を使用 しようとする場合にお いて
は、道路管理者の 許可を受けなけれ ばならない。
一・二 （略）
三 鉄道、軌道、 自動運行補助施設 その他これらに類する 施設
四～六 （略）
七 前各号に掲げ るもののほか、道 路の構造又は交通に支 障を
及ぼすおそれのある工 作物、物件又は施 設で政令で定めるも
の
２～５ （略）
（道路の占用の許 可基準）
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第三十三 条 （略）
２ 次に 掲げる工作物、物件又 は施設で前項の規定に 基づく政令
で定め る基準に適合するもの のための道路の占用につ いては、
同項の規 定にかかわらず、前 条第一項又は第三項の許 可を与え
ることがで きる。
一・二 （略 ）
三 前条第一 項第一号又は第 四号から第七号までに掲 げる工作
物、物件又は施 設のうち、歩行者 の利便の増進に資する もの
として政令で定 めるもの（以下「 歩行者利便増進施設等 」と
いう。）で、第 四十八条の二十第 一項に規定する歩行者 利便
増進道路（第四 十八条の二十一の 技術的基準に適合する もの
に限る。第四十 八条の二十三第一項 、第三項及び第五項 、第
四十八条の二十 四第一項並びに第四十 八条の二十七第二 項第
二号において同 じ。）の区域のうち、道 路管理者が歩行 者利
便増進施設等の 適正かつ計画的な設置を 誘導するために 指定
した区域（以下 「利便増進誘導区域」と いう。）内に設 けら
れるもの（道路 の機能又は道路交通環境 の維持及び向上 を図
るための清掃そ の他の措置であつて当該 歩行者利便増進 施設
等の設置に伴い 必要となるものが併せて 講じられるものに 限
る。）
四 （略）
五 前条第一項 第三号に掲げる自動 運行補助施設で、自動 車の
自動運転に係る技 術の活用による地域に おける持続可能な公
共交通網の形成又は 物資の流通の確保、 自動車技術の発達そ
の他安全かつ円滑な道 路の交通の確保を 図る活動を行うこと
を目的とする法人又は これに準ずるもの として国土交通省令
で定める者が設けるも の
３ 道路管理者は、 利便増進誘導区域 を指定しようとすると きは
、あらかじめ、当 該利便増進誘導区域を 管轄する警察署長 に協
議しなければなら ない。
道路管理者は、 利便増進誘導区域を指定 しようとすると きは
、あらかじめ、そ の旨を公示しなければな らない。
４

第三十 三条 （略）
２ 次 に掲げる工作物又は施 設で前項の規定に 基づく政令で定め
る基 準に適合するもののた めの道路の占用につ いては、同項の
規定 にかかわらず、前条第 一項又は第三項の許可 を与えること
がで きる。
一・ 二 （略）
（新設）

三 （略 ）
（新設）

（新設）

（新設）
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５ 前二 項の規定は、利便増進 誘導区域の指定の変 更又は解除に
ついて 準用する。
６ 第二 項の規定による許可（ 同項第三号に係るものに 限る。）
に係る前 条第二項及び第八十 七条第一項の規定の適用 について
は、前条第 二項中「申請書を 」とあるのは「申請書に 、次条第
二項第三号の 措置を記載した 書面を添付して、」と、 第八十七
条第一項中「 円滑な交通を確 保する」とあるのは「円 滑な交通
を確保し、又 は道路の機能若 しくは道路交通環境の維 持及び向
上を図る」と する。

（略）

（自動運行補 助施設の性能の基準 等）
第四十五条の二 道路の附属物であ る自動運行補助施設 の性能の
基準その他自 動運行補助施設に関し 必要な事項は、国 土交通省
令で定める。
２ 道路管理者 は、道路の附属物であ る自動運行補助施 設を設置
した場合にお いては、当該自動運行 補助施設の性能、 当該自動
運行補助施設 を設置した道路の場所 その他必要な事項 を、国土
交通省令で定 めるところにより、公 示しなければならな い。公
示した事項を 変更した場合において も、同様とする。
第五節

（道路一体建物に 関する協定）
第四十七条の八 道 路管理者は、道路 の区域を立体的区域と した
道路と当該道路の 区域外に新築され る建物とが一体的な構 造と
なることについて 、当該建物を新築 してその所有者になろ うと
する者との協議が 成立したときは、 次に掲げる事項を定め た協
定（以下この節に おいて「協定」とい う。）を締結して、 当該
道路の新設、改築 、維持、修繕、災害復 旧その他の管理を 行う
ことができる。こ の場合において、道路の 管理上必要があ ると
認めるときは、協 定に従つて、当該建物の 管理を行うこと がで
きる。

（新設 ）
（新設 ）

（新設）

第四節の 二

（略）

（道路一 体建物に関する協定）
第四十七条 の八 道路管理者は、 道路の区域を立体的区域 とした
道路と当該道 路の区域外に新築 される建物とが一体的な 構造と
なることについ て、当該建物を 新築してその所有者にな ろうと
する者との協議 が成立したとき は、次に掲げる事項を定 めた協
定（以下この節 において「協定 」という。）を締結して 、当該
道路の新設、改 築、維持、修繕 、災害復旧その他の管理 を行う
ことができる。 この場合におい て、道路の管理上必要が あると
認めるときは、 協定に従つて、当 該建物の管理を行うこ とがで
きる。
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２
（略）

一・二 （略）
三 次 に掲げる事項及びこれ らに要する費用の負担
イ～ニ （ 略）
ホ 道路の 附属物である自動車駐 車場若しくは自転車駐 車場
又は特定車 両停留施設（以下「 自動車駐車場等」とい う。
）と道路一体 建物とが一体的な 構造となる場合であつ て、
当該自動車駐 車場等と連絡する 通路その他の当該道路 一体
建物の部分を 当該自動車駐車場 等の多数の利用者が利 用す
ると見込まれ るときは、当該部 分の整備及び管理に係 る措
置
四～七 （略 ）
（略）
第六節

（略）
（略）

（自動車専用 道路の指定）
第四十八条の二 （略）
２ （略）
３ 道路管理者 は、第一項又は前項の 規定による指定をし ようと
する場合にお いては、一般自動車道 （道路運送法第二条第 八項
に規定する一 般自動車道をいう。次 条において同じ。）と の調
整について特に 考慮を払わなければ ならない。
４

第七節・第八節

（災害が発生した 場合における重要物 流道路等の管理の特 例）
第四十八条の十九 国土交通大臣は、災 害が発生した場合に おい
て、都道府県又は 市町村から要請があり、 かつ、当該都道 府県
又は市町村におけ る道路の維持の実施体制 その他の地域の 実情
を勘案して、当該 都道府県又は市町村が管 理する指定区間 外の

（略）

四～七 （略）
（略）

一・ 二 （略）
三 次に掲げる事項及びこ れらに要する費用 の負担
イ ～ニ （略）
（新設 ）

２

第五節

（略）

（自動車 専用道路の指定）
第四十八条 の二 （略）
２ （略）
３ 道路管 理者は、第一項又は前 項の規定による指 定をしようと
する場合 においては、一般自動 車道（道路運送法（ 昭和二十六
年法律第 百八十三号）第二条第 八項に規定する一般自 動車道を
いう。以 下次条中同じ。）との 調整について特に考慮を 払わな
ければならない。
（略）
４

第六節・第六 節の二

（災害が発生し た場合における 重要物流道路等の管理の 特例）
第四十八条の十九 国土交通大臣 は、災害が発生した場合 におい
て、都道府県又 は市町村から要 請があり、かつ、当該都 道府県
又は市町村にお ける道路の維持又 は災害復旧に関する工 事の実
施体制その他の 地域の実情を勘案し て、当該都道府県又 は市町
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国道、 都道府県道又は市町村 道で次の各号のいずれ かに該当す
るもの の維持（道路の啓開の ために行うものに限る。 ）を当該
都道府 県又は市町村に代わつ て自ら行うことが適当で あると認
められる ときは、第十三条第 一項、第十五条、第十六 条並びに
第十七条第 一項から第三項ま で及び第七項の規定にか かわらず
、その事務の 遂行に支障のな い範囲内で、これを行う ことがで
きる。
一 重要物流 道路

歩行者利便増進 道路

二 重要物流 道路と交通上密接な関 連を有する道路であ つて、
当該災害により 当該重要物流道路の交通 に著しい支障が生 じ
た場合における 貨物積載車両の運行の確 保を図るために当該
重要物流道路に 代わつて必要となるもの として国土交通大臣
が当該道路の道 路管理者の同意を得てあ らかじめ指定したも
の
２ 国土交通大臣は 、前項の規定によ り指定区間外の国道、 都道
府県道又は市町村 道の維持を行う場 合においては、政令で 定め
るところにより、 当該道路の道路管 理者に代わつてその権 限を
行うものとする。
（略）
３

第九節

（歩行者利便増進 道路の指定）

村が 管理する次の各号に掲 げる道路について 当該各号に定める
管理 を当該都道府県又は市 町村に代わつて自 ら行うことが適当
であ ると認められるときは 、第十三条第一項、 第十五条、第十
六条 及び第十七条第一項か ら第三項までの規定に かかわらず、
その 事務の遂行に支障のな い範囲内で、これを行 うことができ
る。

一 指定 区間外の国道、都 道府県道又は市町村道 で、次のイ又
はロのいずれ かに該当するも の 維持（道路の啓開の ために
行うものに限 る。）
イ 重要物流 道路
ロ 重要物流 道路と交通上密接な関 連を有する道路で あつて
、当該災害によ り当該重要物流道路の 交通に著しい支障 が
生じた場合にお ける貨物積載車両の運行 の確保を図るた め
に当該重要物流 道路に代わつて必要とな るものとして国 土
交通大臣が当該 道路の道路管理者の同意 を得てあらかじ め
指定したもの
二 都道 府県道又は市町村道で 、前号イ又はロの いずれかに該
当する もの 災害復旧に関す る工事（高度の技術 を要するも
の又は 高度の機械力を使用し て実施することが適当 であると
認めら れるものに限る。）

２ 国土交 通大臣は、前項の規定 により指定区間外の国道 、都道
府県道又は市 町村道の維持又は 災害復旧に関する工事を 行う場
合においては、 政令で定めると ころにより、当該道路の 道路管
理者に代わつて その権限を行う ものとする。
（略）
３

（新設）
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第四十八 条の二十 道路管理者 は、道路の構造、車 両及び歩行者
の通行 並びに沿道の土地利用 の状況並びにこれらの将 来の見通
しその 他の事情を勘案して、 歩行者の安全かつ円滑な 通行及び
利便の増 進を図り、快適な生 活環境の確保及び地域の 活力の創
造に資する ため、その管理す る道路（高速自動車国道 及び自動
車専用道路を 除く。以下この 条において同じ。）のう ち、歩行
者の滞留の用 に供する部分を 確保し、及び歩行者利便 増進施設
等の適正かつ 計画的な設置を 誘導することが特に必要 と認めら
れるものにつ いて、区間を定 めて、歩行者利便増進道 路として
指定すること ができる。
２ 道路管理者 （市町村である道 路管理者を除く。）は 、前項の
規定による指 定をしようとするとき は、あらかじめ、 当該道路
の存する市町 村を統括する市町村長 に協議しなければ ならない
。これを変更 し、又は廃止しようと するときも、同様 とする。
３ 指定市以外 の市町村は、第一項の 規定による指定を しようと
するときは、 当該市町村の区域内に 存する都道府県が 管理する
道路であつて 、当該指定をしようと する道路と歩行者 の安全か
つ円滑な通行 及び利便の増進を図る 上で密接な関連を有 するも
のについて、 区間を定めて、歩行者 利便増進道路として併 せて
指定すること ができる。
４ 指定市以外 の市町村は、前項の規 定による指定をしよう とす
るときは、あら かじめ、当該指定に 係る道路を管理する都 道府
県に協議し、その 同意を得なければ ならない。これを変更 し、
又は廃止しようと するときも、同様 とする。
５ 道路管理者は、 第一項又は第三項 の規定による指定をし たと
きは、その旨を公 示しなければなら ない。これを変更し、 又は
廃止したときも、 同様とする。
（歩行者利便増進 道路の構造の基準）
第四十八条の二十一 歩行者利便増進道路 に係る第三十条第 一項
及び第三項に規定 する道路の構造の技術的 基準は、これに より
歩行者利便増進道 路における歩行者の安全 かつ円滑な通行 及び

（新設 ）

（新設）
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利便の 増進が図られるように 定められなければなら ない。
（歩行 者利便増進道路の管理 の特例）
第四十八 条の二十二 第四十八 条の二十第三項の規定に より都道
府県が管理 する道路を歩行者 利便増進道路として指定 した指定
市以外の市町 村は、当該歩行 者利便増進道路の改築、 維持若し
くは修繕又は 当該歩行者利便 増進道路に附属する道路 の附属物
の新設若しく は改築のうち、 歩行者の滞留の用に供す る部分を
確保するため の歩道の拡幅そ の他の歩行者の利便の増 進に資す
るものとして 政令で定めるもの （第十七条第一項から 第四項ま
での規定によ り指定市、指定市以 外の市又は町村が行 うことと
されているも のを除く。以下この条 において「歩行者 利便増進
改築等」とい う。）を都道府県に代 わつて行うことが 適当であ
ると認められ る場合においては、第 十二条ただし書、 第十三条
第一項、第十 五条並びに第八十五条 第一項及び第二項 の規定に
かかわらず、 都道府県に協議し、そ の同意を得て、こ れを行う
ことができる 。
２ 指定市以外 の市町村は、前項の規 定により歩行者利 便増進改
築等を行おう とするとき、及び当該 歩行者利便増進改築等 の全
部又は一部を 完了したときは、国土 交通省令で定めるとこ ろに
より、その旨 を公示しなければなら ない。
３ 指定市以外 の市町村は、第一項の 規定により歩行者利便 増進
改築等を行う場合 においては、政令 で定めるところにより 、当
該道路の道路管理 者に代わつてその 権限を行うものとする 。
４ 第一項の場合に おけるこの法律の 規定の適用についての 必要
な技術的読替えは 、政令で定める。
（公募対象歩行者 利便増進施設等の公 募占用指針）
第四十八条の二十三 道路管理者は、利 便増進誘導区域にお いて
第三十二条第一項 又は第三項の規定による 許可の申請を行 うこ
とができる者を公 募により決定することが 、道路占用者の 公平
な選定を図るとと もに、歩行者利便増進道 路の歩行者の利 便の

（新設 ）

（新設）
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増進を 図る上で特に有効であ ると認められる歩行者 利便増進施
設等（ 以下「公募対象歩行者 利便増進施設等」という 。）につ
いて、 道路の占用及び公募の 実施に関する指針（以下 「公募占
用指針」 という。）を定める ことができる。
２ 公募占 用指針には、次に掲 げる事項を定めなければ ならない
。
一 公募対象 歩行者利便増進 施設等の種類
二 当該公募 対象歩行者利便 増進施設等のための道路 の占用の
場所
三 当該公募 対象歩行者利便増 進施設等のための道路 の占用の
開始の時期
四 道路の機 能又は道路交通環境の 維持及び向上を図 るための
清掃その他の措 置であつて当該公募対 象歩行者利便増進 施設
等の設置に伴い 必要となるもの
五 第四十八 条の二十六第一項の規 定による認定の有 効期間
六 占用予定 者（公募対象歩行者利 便増進施設等に係 る第三十
二条第一項又は 第三項の規定による許可 の申請を行うこ とが
できる者をいう 。以下同じ。）を選定す るための評価の 基準
七 前各号に 掲げるもののほか、公 募の実施に関する事項 その
他必要な事項
３ 前項第二号 の場所は、第三十二条 第一項又は第三項の規 定に
よる許可の申請 を行うことができる 者を公募により決定す るこ
とが歩行者利便増 進道路の管理上適 切でない場所として国 土交
通省令で定める場 所については定め ないものとする。
４ 第二項第五号の 有効期間は、二十 年を超えないものとす る。
５ 道路管理者は、 公募占用指針を定 め、又はこれを変更し よう
とする場合におい ては、あらかじめ 、当該公募占用指針に 係る
歩行者利便増進道 路の存する市町村を 統括する市町村長（ 当該
歩行者利便増進道 路の道路管理者が市町 村である場合の当 該市
町村を統括する市 町村長を除く。）及び学 識経験者の意見 を聴
かなければならな い。
道路管理者は、 公募占用指針を定め、又 はこれを変更し たと
６
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きは、 遅滞なく、これを公示 しなければならない。
（歩行 者利便増進計画の提出 ）
第四十八 条の二十四 歩行者利 便増進道路に公募対象歩 行者利便
増進施設等 を設置するため道 路を占用しようとする者 は、公募
対象歩行者利 便増進施設等の ための道路の占用に関す る計画（
以下「歩行者 利便増進計画」 という。）を作成し、第 四十八条
の二十六第一 項の規定による その歩行者利便増進計画 が適当で
ある旨の認定 を受けるための 選定の手続に参加するた め、これ
を道路管理者 に提出することが できる。
２ 歩行者利便 増進計画には、次 に掲げる事項を記載し なければ
ならない。
一 第三十二 条第二項各号に掲げる 事項
二 道路の機 能又は道路交通環境の 維持及び向上を図 るための
清掃その他の措 置であつて公募対象歩行 者利便増進施設 等の
設置に伴い講ず るもの
三 その他国 土交通省令で定める事 項
３ 歩行者利便 増進計画の提出は、道 路管理者が公示す る一月を
下らない期間 内に行わなければなら ない。
（占用予定者 の選定）
第四十八条の二 十五 道路管理者は、 前条第一項の規定によ り公
募対象歩行者利便 増進施設等を設置 するため道路を占用し よう
とする者から歩行 者利便増進計画が 提出されたときは、当 該歩
行者利便増進計画 が次に掲げる基準 に適合しているかどう かを
審査しなければな らない。
一 当該歩行者利 便増進計画が公募 占用指針に照らし適切 なも
のであること。
二 当該歩行者利 便増進施設等のための 道路の占用が第三 十二
条第二項第二号から第 七号までに掲げる事 項について第三十
三条第一項の政令で定 める基準に適合するも のであること。
当該歩行者利 便増進施設等のための道 路の占用が道路 の交
三

（新設 ）

（新設）

- 12 -

通に著しい 支障を及ぼすおそれが 明らかなものでな いこと。
四 当 該歩行者利便増進計画 を提出した者が不正又は 不誠実な
行為をする おそれが明らかな者で ないこと。
２ 道路 管理者は、前項の規定 により審査した結果、歩 行者利便
増進計画が 同項各号に掲げる 基準に適合していると認 められる
ときは、第四 十八条の二十三 第二項第六号の評価の基 準に従つ
て、その適合 していると認め られた全ての歩行者利便 増進計画
について評価 を行うものとす る。
３ 道路管理者 は、前項の評価 を行おうとする場合にお いて、当
該評価に係る 歩行者利便増進計 画に従つて公募対象歩 行者利便
増進施設等を 設置する行為が道路 交通法第七十七条第 一項の規
定の適用を受 けるものであるときは 、あらかじめ当該 歩行者利
便増進計画に 記載された道路の占用 の場所を管轄する 警察署長
に協議しなけ ればならない。
４ 道路管理者 は、第二項の評価に従 い、道路の機能を 損なうこ
となく当該道 路の歩行者の利便の増 進を図る上で最も 適切であ
ると認められ る歩行者利便増進計画 を提出した者を占 用予定者
として選定す るものとする。
５ 道路管理者 は、前項の規定により 占用予定者を選定し ようと
するときは、 国土交通省令で定める ところにより、あらか じめ
、学識経験者 の意見を聴かなければ ならない。
６ 道路管理者 は、第四項の規定によ り占用予定者を選定し たと
きは、その者にそ の旨を通知しなけ ればならない。
（歩行者利便増進 計画の認定）
第四十八条の二十六 道路管理者は、 前条第六項の規定によ り通
知した占用予定者 が提出した歩行者 利便増進計画について 、道
路の場所を指定し て、当該歩行者利便 増進計画が適当であ る旨
の認定をするもの とする。
２ 道路管理者は、 前項の認定をしたとき は、当該認定をし た日
及び認定の有効期 間並びに同項の規定によ り指定した道路 の場
所を公示しなけれ ばならない。

（新設）
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（歩行 者利便増進計画の変更 等）
第四十八 条の二十七 前条第一 項の認定を受けた者（以 下「認定
計画提出 者」という。）は、 当該認定を受けた歩行者 利便増進
計画を変更 しようとする場合 においては、道路管理者 の認定を
受けなければ ならない。
２ 道路管理者 は、前項の変更 の認定の申請があつたと きは、次
に掲げる基準 に適合すると認 める場合に限り、その認 定をする
ものとする。
一 変更後の 歩行者利便増進計 画が第四十八条の二十 五第一項
第一号から第三 号までに掲げる基 準を満たしていること 。
二 当該歩行 者利便増進計画の変更 をすることについ て、歩行
者利便増進道路 の歩行者の利便の一層 の増進に寄与する もの
であると見込ま れること又はやむを得な い事情があるこ と。
３ 前条第二項 の規定は、第一項の変 更の認定をした場 合につい
て準用する。
（公募を行つ た場合における道路の 占用の許可）
第四十八条の二 十八 認定計画提出者 は、第四十八条の二 十六第
一項の認定（ 前条第一項の変更の認 定を含む。第四項及び 次条
において「計 画の認定」という。） を受けた歩行者利便増 進計
画（変更があつ たときは、その変更 後のもの。次項及び次 条第
二号において「認 定歩行者利便増進 計画」という。）に従 つて
公募対象歩行者利 便増進施設等を設 置しなければならない 。
２ 道路管理者は、 認定計画提出者か ら認定歩行者利便増進 計画
に基づき第三十二 条第一項又は第三 項の規定による許可の 申請
があつた場合にお いては、これらの 規定による許可を与え なけ
ればならない。
３ 前項の規定によ る許可に係る第三十 二条第二項及び第八 十七
条第一項の規定の 適用については、第三十 二条第二項中「 申請
書を」とあるのは 「申請書に、第四十八条 の二十四第二項 第二
号の措置を記載し た書面を添付して、」と 、第八十七条第 一項

（新設 ）

（新設）

- 14 -

中「円 滑な交通を確保する」 とあるのは「円滑な交 通を確保し
、又は 道路の機能若しくは道 路交通環境の維持及び向 上を図る
」とす る。
４ 計画 の認定がされた場合に おいては、認定計画提出 者以外の
者は、第四 十八条の二十六第 一項の道路の場所につい ては、第
三十二条第一 項又は第三項の 規定による許可の申請を すること
ができない。

特定車両 停留施設

（地位の承継 ）
第四十八条の二 十九 次に掲げ る者は、道路管理者の承 認を受け
て、認定計画 提出者が有していた 計画の認定に基づく 地位を承
継することが できる。
一 認定計画 提出者の一般承継人
二 認定計画 提出者から、認定歩行 者利便増進計画に 基づき設
置又は管理が行 われる公募対象歩行者利 便増進施設等の 所有
権その他当該公 募対象歩行者利便増進施 設等の設置又は 管理
に必要な権原を 取得した者
第十節

（車両の種類 の指定）
第四十八条の三 十 道路管理者は、ま だ供用の開始がない特 定車
両停留施設につい て、国土交通省令 で定めるところにより 、特
定車両のうち、当 該特定車両停留施 設を利用することがで きる
車両の種類を指定 するものとする。
２ 道路管理者は、 前項の規定による 指定をしようとすると きは
、国土交通省令で 定めるところによ り、あらかじめ、その 旨を
公示しなければな らない。
（特定車両停留施 設の構造等）
第四十八条の三十一 特定車両停留施設の構 造及び設備の技 術的
基準は、特定車両 停留施設を利用すること ができる特定車 両の

（新設）

（新設）

（新設）

（新設）
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種類ご とに、国土交通省令で 定める。
（車両 の停留の許可）
第四十八 条の三十二 特定車両 停留施設に車両を停留さ せようと
する場合に おいては、道路管 理者の許可を受けなけれ ばならな
い。ただし、 道路交通法第三 十九条第一項に規定する 緊急自動
車その他政令 で定める車両に ついては、この限りでな い。
２ 前項の許可 を受けようとす る者は、停留させる車両 に係る事
項、当該車両 を停留させる日 時その他特定車両停留施 設を利用
する特定車両 の種類ごとに国土 交通省令で定める事項 を記載し
た申請書を道 路管理者に提出しな ければならない。
３ 第一項の許 可を受けた者は、当 該許可の申請に係る 前項に規
定する事項を 変更しようとする場合 においては、あら かじめ道
路管理者の許 可を受けなければなら ない。
（特定車両の 停留の許可基準）
第四十八条の三 十三 道路管理者は、 前条第一項又は第 三項の許
可をしようと するときは、次の基準 によつて、これをし なけれ
ばならない。
一 当該許可 の申請に係る車両が特 定車両のうち第四十八 条の
三十第一項の規 定により指定した種類の ものであること。
二 当該許可の 申請に係る前条第二 項に規定する事項が特 定車
両停留施設の構造 の保全及び適正かつ合 理的な利用の確保、
安全かつ円滑な道路 の交通の確保その他 の観点から政令で定
める基準に適合するも のであること。
（利用の制限等の 表示）
第四十八条の三十四 道路管理者は、 特定車両停留施設の入 口そ
の他必要な場所に 利用の禁止又は制限の 対象を明らかにし た道
路標識を設けなけ ればならない。
（特定車両停留施 設の停留料金及び割増金 ）

（新設 ）

（新設）

（新設）
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第四十八 条の三十五 道路管理 者は、道路管理者で ある地方公共
団体の 条例（指定区間内の国 道にあつては、政令）で 定めると
ころに より、特定車両停留施 設に特定車両を停留させ る者から
、停留料 金を徴収することが できる。ただし、道路交 通法第三
十九条第一 項に規定する緊急 自動車その他政令で定め る車両を
停留させる場 合においては、 この限りでない。
２ 前項の停留 料金の額は、次 の原則によつて定めなけ ればなら
ない。
一 特定車両 を停留させる特 定の者に対し不当な差別 的取扱い
をするものでな いこと。
二 特定車両 を停留させる者の負 担能力に鑑み、その 利用を困
難にするおそれ のないものであるこ と。
三 特定車両 停留施設を利用するこ とができる特定車 両と同一
の種類の車両を 同時に二両以上停留させ る付近の施設で 道路
の区域外に設置 されており、かつ、一般 公衆の用に供す るも
のの停留料金に 比して著しく均衡を失し ないものである こと
。
３ 第二十四条 の二第三項の規定は、 第一項の停留料金 を不法に
免れた者につ いて準用する。

（略）

（特定車両停 留施設の停留料金等の 公示）
第四十八条の三 十六 道路管理者は、 前条第一項の規定によ り停
留料金を徴収する 特定車両停留施設 について、条例（国道 にあ
つては、国土交通 省令）で定めると ころにより、停留料金 、停
留することができ る時間その他特定 車両停留施設の利用に 関し
必要な事項を公示 しなければならな い。
第十一節

（利便施設協定の 締結等）
第四十八条の三十七 道路管理者は、その管 理する道路に並 木、
街灯その他道路の 通行者又は利用者の利便 の確保に資する もの

（新設 ）

（新設）

第七節

（略）

（利便施設協定 の締結等）
第四十八条の二十 道路管理者は 、その管理する道路に並 木、街
灯その他道路の 通行者又は利用者の 利便の確保に資する ものと
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２

（略）

として 政令で定める工作物又 は施設を設けることが 当該道路の
構造又 は周辺の土地利用の状 況により困難である場合 において
、当該 道路の通行者又は利用 者の利便の確保のため必 要がある
と認める ときは、当該道路の 区域外にあるそれらの工 作物又は
施設（以下 この項において「 道路外利便施設」という 。）につ
いて、道路外 利便施設所有者 等（当該道路外利便施設 の所有者
又は当該道路 外利便施設の敷 地である土地（建築物そ の他の工
作物に道路外 利便施設が設け られている場合にあつて は、当該
建築物その他 の工作物のうち 当該道路外利便施設に係 る部分）
の所有者若し くは使用及び収益 を目的とする権利（臨 時設備そ
の他一時使用 のため設定されたこ とが明らかなものを 除く。）
を有する者を いう。次項及び第四十 八条の三十九にお いて同じ
。）との間に おいて、次に掲げる事 項を定めた協定（ 以下この
節において「 利便施設協定」という 。）を締結して、 当該道路
外利便施設の 管理を行うことができ る。
一～六 （略 ）
（略）

自動車 駐車場等運営事業

第四十八条の三 十八・第四十八条の三 十九
第十二節

（自動車駐車場等 運営事業に関する 料金の徴収の特例）
第四十八条の四十 道路管理者は、民 間資金等の活用による 公共
施設等の整備等の 促進に関する法律 （平成十一年法律第百 十七
号。以下「民間資 金法」という。） 第十九条第一項の規定 によ
り自動車駐車場等 運営権（自動車駐 車場等運営事業（自動 車駐
車場等の運営等（ 民間資金法第二条第 六項に規定する運営 等を
いう。以下この項 において同じ。）であ つて、当該自動車 駐車
場等の利用に係る 料金（以下「利用料金」 という。）を当 該運
営等を行う者が自 らの収入として収受する もの及びこれに 附帯
する事業をいう。 以下同じ。）に係る公共 施設等運営権（ 民間

２

（略）

して 政令で定める工作物又 は施設を設けるこ とが当該道路の構
造又 は周辺の土地利用の状 況により困難であ る場合において、
当該 道路の通行者又は利用 者の利便の確保のた め必要があると
認め るときは、当該道路の 区域外にあるそれらの 工作物又は施
設（ 以下この項において「 道路外利便施設」とい う。）につい
て、 道路外利便施設所有者 等（当該道路外利便施 設の所有者又
は当該 道路外利便施設の敷 地である土地（建築物 その他の工作
物に道路 外利便施設が設け られている場合にあつ ては、当該建
築物その 他の工作物のうち 当該道路外利便施設に 係る部分）の
所有者若 しくは使用及び収 益を目的とする権利（ 臨時設備その
他一時使 用のため設定され たことが明らかなもの を除く。）を
有する者 をいう。次項及び 第四十八条の二十二に おいて同じ。
）との間 において、次に掲 げる事項を定めた協定 （以下この節
において 「利便施設協定」と いう。）を締結して 、当該道路外
利便施設 の管理を行うことがで きる。
一～六 （略）
（略）

第四十八条 の二十一・第四十八条 の二十二
（新設）

（新設）
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資金法 第二条第七項に規定す る公共施設等運営権を いう。）を
いう。 以下同じ。）を設定す る場合には、第二十四条 の二第一
項及び 第四十八条の三十五第 一項の規定にかかわらず 、当該自
動車駐車 場等運営権を有する 者（以下「自動車駐車場 等運営権
者」という 。）に当該自動車 駐車場等運営事業に係る 利用料金
を自らの収入 として収受させ るものとする。
２ 第二十四条 の二第二項及び 第三項の規定は道路の附 属物であ
る自動車駐車 場又は自転車駐 車場に係る前項の利用料 金につい
て、第四十八 条の三十五第二 項及び第三項の規定は特 定車両停
留施設に係る 前項の利用料金に ついて、それぞれ準用 する。こ
の場合におい て、第二十四条の二 第三項（第四十八条 の三十五
第三項におい て準用する場合を含む 。）中「道路管理 者」とあ
るのは、「第 四十八条の四十第一項 に規定する自動車 駐車場等
運営権者」と 読み替えるものとする 。
（民間資金法 の特例）
第四十八条の四 十一 道路管理者が民 間資金法第五条第 一項の規
定により自動 車駐車場等運営事業（ 特定車両停留施設に 係るも
のに限る。） に係る実施方針を定め る場合における民間資 金法
第十七条の規 定の適用については、 同条第二号中「内容」 とあ
るのは、「内 容（災害時における緊 急輸送の確保その他交 通の
機能の維持に関 し必要な措置を含む 。）」とする。
２ 道路管理者が 民間資金法第二十二 条第一項の規定により 自動
車駐車場等運営事 業に係る公共施設 等運営権実施契約を締 結す
る場合における同 項の規定の適用に ついては、同項第一号 中「
方法」とあるのは 「方法（災害時に おける緊急輸送の確保 その
他交通の機能の維 持に関し必要な措 置を含む。）」と、同 項第
三号中「公共施設 等の利用に係る約款 を定める場合には、 その
決定手続及び公表 方法」とあるのは「供 用約款の決定手続 及び
公表方法並びに利 用料金の公表方法」とす る。
（利用料金の変更 命令及び公示）

（新設）
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第四十八 条の四十二 自動車駐 車場等運営権を設定 した道路管理
者（以 下「特定道路管理者」 という。）は、自動車駐 車場等運
営権者 から民間資金法第二十 三条第二項の規定により 届け出ら
れた利用 料金が第四十八条の 四十第二項において準用 する第二
十四条の二 第二項又は第四十 八条の三十五第二項の規 定に違反
すると認める ときは、自動車 駐車場等運営権者に対し 、期限を
定めて、その 利用料金を変更 すべきことを命ずること ができる
。
２ 特定道路管 理者は、自動車 駐車場等運営権者から民 間資金法
第二十三条第 二項の規定による 届出を受けたときは、 前項に規
定する場合を 除き、当該届出の内 容を条例（国道にあ つては、
国土交通省令 ）で定める方法により 公示しなければな らない。
（国土交通大 臣への通知）
第四十八条の四 十三 指定区間外の国 道の道路管理者は 、次に掲
げる場合には 、遅滞なく、その旨を 国土交通大臣に通 知するも
のとする。
一 民間資金 法第八条第一項の規定 により自動車駐車場 等運営
事業を実施する 民間事業者を選定したと き。
二 自動車駐 車場等運営事業に係る 民間資金法第二十六条 第二
項の許可をした とき。
三 民間資金法 第二十九条第一項の 規定により自動車駐車 場等
運営権を取り消し 、又はその行使の停止 を命じたとき。
四 公共施設等運 営権の存続期間の 満了に伴い、又は民間 資金
法第二十九条第四項の 規定により自動車 駐車場等運営権が消
滅したとき。
（自動車駐車場等 運営権を設定した場 合における読替え）
第四十八条の四十四 特定道路管理者が 民間資金法第十九条 第一
項の規定により自 動車駐車場等運営権を設 定した場合にお ける
第二十四条の三及 び第四十八条の三十六の 規定の適用につ いて
は、これらの規定 中「事項」とあるのは「 事項（同項に規 定す

（新設 ）

（新設）

（新設）
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る利用 料金に関する事項を除 く。）」と、第二十四 条の三中「
前条第 一項の規定により駐車 料金を徴収する」とあり 、及び第
四十八 条の三十六中「前条第 一項の規定により停留料 金を徴収
する」と あるのは「第四十八 条の四十第一項の規定に より利用
料金を収受 させる」と、第二 十四条の三の見出し中「 駐車料金
等」とあるの は「駐車するこ とができる時間等」と、 同条中「
駐車料金、駐 車する」とある のは「駐車する」と、第 四十八条
の三十六の見 出し中「停留料 金等」とあるのは「停留 すること
ができる時間 等」と、同条中 「停留料金、停留する」 とあるの
は「停留する 」とする。

（略）

（自動車駐車 場等運営権者に対する 道路管理者の承認 等の特例
）
第四十八条の四 十五 自動車駐車場等 運営権者がその運 営する自
動車駐車場等 について行う国土交通 省令で定める行為 について
の第二十四条 本文並びに第三十二条 第一項及び第三項 の規定の
適用について は、自動車駐車場等運 営権者と特定道路 管理者と
の協議が成立 することをもつて、こ れらの規定による承 認又は
許可があつた ものとみなす。
第十三節

（新設）

第八節

（略 ）

第四十八条 の二十三～第四十八条 の二十六

（略）

第四十八条の四十 六～第四十八条の四 十九

（道路協力団 体に対する道路管 理者の承認等の特例）
第四十八条の二 十七 道路協力団 体が第四十八条の二十四 各号に
掲げる業務とし て行う国土交通 省令で定める行為につい ての第
二十四条本文並 びに第三十二条 第一項及び第三項の規定 の適用
については、道 路協力団体と道 路管理者との協議が成立 するこ
とをもつて、こ れらの規定によ る承認又は許可があつた ものと
みなす。

（略）

（道路協力団体に 対する道路管理者 の承認等の特例）
第四十八条の五十 道路協力団体が第 四十八条の四十七各号 に掲
げる業務として行 う国土交通省令で 定める行為についての 第二
十四条本文並びに 第三十二条第一項及 び第三項の規定の適 用に
ついては、道路協 力団体と道路管理者と の協議が成立する こと
をもつて、これら の規定による承認又は許 可があつたもの とみ
なす。
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第四十 八条の二十八

（略）

第四十八 条の五十一

（国 道の管理に関する費用 負担の特例等）
第五十 条 （略）
２～４ （略）
５ 第 四十八条の十九第一項 の規定による指定区間 外の国道の維
持に要 する費用は、当該指 定区間外の国道の道路 管理者である
都道府県 の負担とする。
６・７ （ 略）

（略）

（国道 の管理に関する費用負 担の特例等）
第五十条 （略）
２～４ （ 略）
５ 第十七条 第七項又は第四十 八条の十九第一項の規定 による指
定区間外の国 道の維持に要す る費用は、当該指定区間 外の国道
の道路管理者 である都道府県 の負担とする。
６・７ （略）

（国土交 通大臣が行う都道 府県道又は市町村道に 係る工事等に
関する費 用負担）
第五十一条 （略）
２ （略）
３ 第四十 八条の十九第一項の 規定により国土交通 大臣が行う都
道府県道 又は市町村道の維持又 は災害復旧に関す る工事に要す
る費用は 、当該都道府県又は市 町村の負担とする 。

２

（略）

（収入の 帰属）
第六十四条 第二十四条の二第一 項の規定に基づく駐 車料金及び
同条第三 項の規定に基づく割増 金、第二十五条の規定に 基づく
料金、第 四十八条の七第一項の 規定に基づく連結料並び に第四
十四条の二 第七項、第五十八条 から第六十一条まで及び 第六十
二条後段の規 定に基づく負担金 は、道路管理者の収入と し、第
三十九条の規定 に基づく占用料 は、政令で定める区分に 従い、
道路管理者又は 第十三条第二項 の規定により指定区間内 の国道
の維持、修繕及 び災害復旧以外 の管理を行う都道府県若 しくは
指定市の収入と する。

（国土交通大 臣が行う都道府県道 又は市町村道に係る 工事等に
関する費用負 担）
第五十一条 （ 略）
２ （略）
３ 第十七条第 七項又は第四十八条の 十九第一項の規定 により国
土交通大臣が 行う都道府県道又は市 町村道の維持又は 災害復旧
に関する工事 に要する費用は、当該 都道府県又は市町 村の負担
とする。
（収入の帰属 ）
第六十四条 第 二十四条の二第一項の 規定に基づく駐車料金 及び
同条第三項（第 四十八条の三十五第 三項において準用する 場合
を含む。）の規定 に基づく割増金、 第二十五条の規定に基 づく
料金、第四十八条 の七第一項の規定 に基づく連結料、第四 十四
条の二第七項、第 五十八条から第六 十一条まで及び第六十 二条
後段の規定に基づ く負担金、第四十 八条の三十五第一項の 規定
に基づく停留料金 並びに自動車駐車 場等運営権の設定の対 価は
、道路管理者の収 入とし、第三十九条 の規定に基づく占用 料は
、政令で定める区 分に従い、道路管理者 又は第十三条第二 項の
規定により指定区 間内の国道の維持、修繕 及び災害復旧以 外の
管理を行う都道府 県若しくは指定市の収入 とする。
（略）
２
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（都道府県公安委 員会との調整）
第九十五条の二 道 路管理者は、第四 十五条第一項の規定に より
道路（高速自動車 国道及び自動車専 用道路を除く。以下こ の項
において同じ。） に区画線（道路交 通法第二条第二項の規 定に
より同条第一項第 十六号の道路標示 とみなされるものに限 る。
以下この条におい て同じ。）を設け、 第四十六条第一項若 しく
は第三項若しくは 第四十七条第三項の規 定により道路の通 行を
禁止し、若しくは 制限し、第四十八条の二 十第一項若しく は第
三項の規定による 歩行者利便増進道路の指 定をし、又は横 断歩
道橋を設け、道路 の交差部分及びその付近 の道路の部分の 改築

（報告の提出 ）
第七十六条 道 路管理者は、国土交 通省令で定めるとこ ろにより
、次に掲げる 事項を都道府県である 場合にあつては国 土交通大
臣に、市町村 である場合にあつては 都道府県知事に報 告しなけ
ればならない 。
一・二 （略 ）
三 道路の附 属物である自動運行補 助施設の設置状況
四・五 （略 ）
２ 都道府県知 事は、市町村である道 路管理者から前項第 三号に
掲げる事項の 報告を受けたときは、 その内容を国土交通大 臣に
報告しなけれ ばならない。

（負担 金等の強制徴収）
第七十三 条 この法律、この法 律に基づく命令若しくは 条例又は
これらに よつてした処分によ り納付すべき負担金、占 用料、駐
車料金、割 増金、料金、連結 料又は停留料金（以下こ れらを「
負担金等」と いう。）を納付 しない者がある場合にお いては、
道路管理者は 、督促状によつ て納付すべき期限を指定 して督促
しなければな らない。
２～５ （略）

（都道府 県公安委員会との調整 ）
第九十五条 の二 道路管理者は、 第四十五条第一項の規定 により
道路（高速自 動車国道及び自動 車専用道路を除く。以下 この項
において同じ。 ）に区画線（道 路交通法第二条第二項の 規定に
より同条第一項 第十六号の道路 標示とみなされるものに 限る。
以下この条にお いて同じ。）を 設け、第四十六条第一項 若しく
は第三項若しく は第四十七条第 三項の規定により道路の 通行を
禁止し、若しく は制限し、又は 横断歩道橋を設け、道路 の交差
部分及びその付 近の道路の部分の 改築で政令で定めるも の若し
くは歩行安全改 築を行い、若しくは 道路上に道路の附属 物であ

（報告の 提出）
第七十六条 道路管理者は、 国土交通省令で定める ところにより
、次に掲 げる事項を都道府 県である場合にあつて は国土交通大
臣に、市 町村である場合にあ つては都道府県知事 に報告しなけ
ればなら ない。
一・二 （略）
（新設）
三・四 （略）
（新設）

（負 担金等の強制徴収）
第七十 三条 この法律、この 法律に基づく命令 若しくは条例又は
これ らによつてした処分に より納付すべき負担金 、占用料、駐
車料 金、割増金、料金又は 連結料（以下これらを 「負担金等」
とい う。）を納付しない者 がある場合においては 、道路管理者
は、督 促状によつて納付す べき期限を指定して督 促しなければ
ならない 。
２～５ （ 略）

- 23 -

る自 動車駐車場を設けよう とするときは、当 該地域を管轄する
都道 府県公安委員会の意見 を聴かなければな らない。ただし、
第四 十六条第一項の規定に より道路の通行を禁 止し、又は制限
しよ うとする場合において 、緊急を要するためや むを得ないと
認め られるときは、この限 りでないものとし、こ の場合には、
事後 において、速やかに当 該禁止又は制限の内容 及び理由を通
知しな ければならない。

２

（略）

２

（事務の 区分）
第九十七条 この法律の規定 により地方公共団体が 処理すること
とされて いる事務のうち次に 掲げるものは、地方 自治法第二条
第九項第 一号に規定する第一号 法定受託事務（次 項において「
第一号法 定受託事務」という。 ）とする。
一 この 法律の規定により都道 府県、指定市又は 第十七条第二
項の規 定により都道府県の同 意を得た市（次項 において「都
道府県 等」という。）が、指 定区間外の国道の道 路管理者と
して処 理することとされてい る事務（第二十四条の 二第一項
及び第 三項、第三十九条第一 項（第九十一条第二項に おいて
準用す る場合を含む。）、第 四十四条第五項から第七 項まで
（これら の規定を第九十一条 第二項において準用する 場合を
含む。）、 第四十七条の二第 三項、第四十九条、第五 十四条
第一項、同条 第二項において 準用する第十九条第二項 、第五
十四条第三項 において準用す る第七条第六項、第五十 四条の
二第一項、同 条第二項におい て準用する第十九条の二 第二項
、第五十四条 の二第三項にお いて準用する第七条第六 項、第
五十五条第一 項、同条第二項 において準用する第二十 条第三
項、第五十五 条第三項において 準用する第七条第六項 、第五
十八条第一項 、第五十九条第一項 及び第三項、第六十 条、第
六十一条第一 項、第六十九条第一項 並びに同条第二項 におい

で政令 で定めるもの若しくは 歩行安全改築を行い、 道路上に道
路の附 属物である自動車駐車 場を設け、若しくは道路 に接して
特定車 両停留施設を設けよう とするときは、当該地域 を管轄す
る都道府 県公安委員会の意見 を聴かなければならない 。ただし
、第四十六 条第一項の規定に より道路の通行を禁止し 、又は制
限しようとす る場合において 、緊急を要するためやむ を得ない
と認められる ときは、この限 りでないものとし、この 場合には
、事後におい て、速やかに当 該禁止又は制限の内容及 び理由を
通知しなけれ ばならない。
（略）

（事務の区分 ）
第九十七条 こ の法律の規定により地 方公共団体が処理 すること
とされている 事務のうち次に掲げる ものは、地方自治 法第二条
第九項第一号 に規定する第一号法定 受託事務（次項に おいて「
第一号法定受 託事務」という。）と する。
一 この法律 の規定により都道府県 、指定市又は第十 七条第二
項の規定により 都道府県の同意を得た市 （次項において 「都
道府県等」とい う。）が、指定区間外の 国道の道路管理者 と
して処理するこ ととされている事務（第 二十四条の二第一項
及び第三項（第 四十八条の三十五第三項 において準用する場
合を含む。）、 第三十九条第一項（第九 十一条第二項におい
て準用する場合を 含む。）、第四十四条 第五項から第七項ま
で（これらの規定を 第九十一条第二項に おいて準用する場合
を含む。）、第四十七 条の二第三項、第 四十八条の三十五第
一項、第四十九条、第 五十四条第一項、 同条第二項において
準用する第十九条第二 項、第五十四条第 三項において準用す
る第七条第六項、第五 十四条の二第一項 、同条第二項におい
て準用する第十九条の 二第二項、第五十 四条の二第三項にお
いて準用する第七条第 六項、第五十五条第 一項、同条第二項
において準用する第二 十条第三項、第五十五 条第三項におい
て準用する第七条第六 項、第五十八条第一項 、第五十九条第
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て 準用する第四十四条第 六項及び第七項、 第七十条第一項、
第 三項及び第四項、第七 十一条第四項（道路 監理員の任命に
係 る部分に限り、第九十 一条第二項において準 用する場合を
含 む。）、第七十二条第 一項（第九十一条第二 項において準
用 する場合を含む。）、 第七十二条第二項にお いて準用する
第四 十四条第六項及び第 七項並びに第七十二条 第三項（これ
らの規 定を第九十一条第 二項において準用する 場合を含む。
）、第 七十三条第一項か ら第三項まで（これら の規定を第九
十一条 第二項において準 用する場合を含む。） 、第七十五条
第五項 並びに同条第六項 において準用する第四 十四条第六項
及び第 七項（これらの規 定を第九十一条第二項 において準用
する場 合を含む。）、第 八十五条第三項、第九 十一条第三項
並びに 同条第四項において 準用する第四十四条 第六項及び第
七項の 規定により処理するこ ととされているも のを除く。）
及び指 定区間外の国道を構成 していた不用物件 の管理者とし
て処理 することとされている 事務（第九十五条 （第九十一条
第二項 において準用する場合 を含む。）の規定 により処理す
ること とされているものを除 く。）

二 （略 ）
三 第十 七条第四項の規定によ り国道に関して指定市以 外の市
町村が処 理することとされて いる事務（政令で定める ものを
除く。）

２

四 （略）
（略）

２

第九十九条 国又 は地方公共団体 の職員が、第三十九条の 五第一
項の規定による 認定に関し、そ の職務に反し、当該認定 を受け
ようとする者に 談合を唆すこと、 当該認定を受けようと する者
に当該認定に係 る占用入札に関する 秘密を教示すること 又はそ

一項及び第 三項、第六十条、第六 十一条第一項、第 六十九条
第一項並び に同条第二項において 準用する第四十四条 第六項
及び第七項 、第七十条第一項、第 三項及び第四項、第七 十一
条第四項（ 道路監理員の任命に係 る部分に限り、第九十 一条
第二項にお いて準用する場合を含 む。）、第七十二条第 一項
（第九十一条 第二項において準用 する場合を含む。）、 第七
十二条第二項に おいて準用する第 四十四条第六項及び第 七項
並びに第七十二 条第三項（これら の規定を第九十一条第 二項
において準用す る場合を含む。） 、第七十三条第一項か ら第
三項まで（これ らの規定を第九十 一条第二項において準 用す
る場合を含む。 ）、第七十五条第 五項並びに同条第六項 にお
いて準用する第 四十四条第六項及び 第七項（これらの規 定を
第九十一条第二 項において準用する場 合を含む。）、第 八十
五条第三項、第 九十一条第三項並びに同 条第四項におい て準
用する第四十四 条第六項及び第七項の規 定により処理す るこ
ととされている ものを除く。）及び指定 区間外の国道を 構成
していた不用物 件の管理者として処理す ることとされて いる
事務（第九十五 条（第九十一条第二項に おいて準用する 場合
を含む。）の規 定により処理することと されているものを 除
く。）
二 （略）
三 第十七条第 四項、第四十八条の 二十第三項及び第四十 八条
の二十二第一項の 規定により国道に関し て指定市以外の市町
村が処理することと されている事務（政 令で定めるものを除
く。）
四 （略）
（略）

第九十九条 国又は 地方公共団体の職員 が、第三十九条の五 第一
項若しくは第四十 八条の二十六第一項の規 定による認定に 関し
、その職務に反し 、当該認定を受けようと する者に談合を 唆す
こと、当該認定を 受けようとする者に当該 認定に係る占用 入札
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若しく は公募（以下「占用入 札等」という。）に関 する秘密を
教示す ること又はその他の方 法により、当該占用入札 等の公正
を害す べき行為を行つたとき は、五年以下の懲役又は 二百五十
万円以下 の罰金に処する。

第百条 偽計又は威力を用い て、占用入札の公正を 害すべき行為
をした 者は、三年以下の懲 役若しくは二百五十万 円以下の罰金
に処し、 又はこれを併科す る。
占用入 札につき、公正な 価額を害し又は不正な 利益を得る目
的で、談 合した者も、前項 と同様とする。

の他 の方法により、当該占 用入札の公正を害 すべき行為を行つ
たと きは、五年以下の懲役 又は二百五十万円 以下の罰金に処す
る。

２

第百条 偽計 又は威力を用いて 、占用入札等の公正を害 すべき行
為をした者は 、三年以下の懲 役若しくは二百五十万円 以下の罰
金に処し、又 はこれを併科す る。
占用入札等 につき、公正な 価額を害し又は不正な利 益を得る
目的で、談合 した者も、前項と 同様とする。
２

（略）

第百三条 次の各号のいずれ かに該当する者は、六 月以下の懲役
又は三十 万円以下の罰金に 処する。
一～六 （略）
（新設）
七・八

第百三条 次の 各号のいずれかに該 当する者は、六月以 下の懲役
又は三十万円 以下の罰金に処する。
一～六 （略 ）
七 第四十八 条の三十二第一項又は 第三項の規定に違 反して特
定車両停留施設 に車両を停留させた者
八・九 （略 ）
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○

正

案

道路法（ 昭和二十七年法律第百 八十号）（抄）（ 第二条関係）

改
目次
第一章・第二 章 （略）
第三章 道路 の管理
第一節～第三節 （略）
第四節 道路の 保全等（第四十二 条―第四十七条の十六 ）
第五節 道路の 立体的区域（第四 十七条の十七―第四十 八条
）
第六節～第十二 節 （略）
第十三節 指定 登録確認機関（第四十八 条の四十六―第 四十
八条の五十九 ）
第十四節 道路 協力団体（第四十八条の 六十―第四十八 条の
六十五）
第四章～第八 章 （略）
附則

現

（略）

（傍線の部分 は改正部分）

行

目次
第一章 ・第二章 （略）
第三章 道路の管理
第一節 ～第三節 （略）
第四節 道路の保全等（ 第四十二条―第四十七 条の六）
第五節 道路の立体的区 域（第四十七条の七― 第四十八条）
第六節 ～第十二節
（新設 ）

第十三 節 道路協力団体（第 四十八条の四十六 ―第四十八条
の五十一）
第四章～ 第八章 （略）
附則

２～４

第四十七条 道路の構造を保全し 、又は交通の危険を 防止するた
め、道路 との関係において必要 とされる車両（人が乗車 し、又
は貨物が 積載されている場合に あつてはその状態におけ るもの
けん
けん
をいい、他 の車両を牽引してい る場合にあつては当該牽 引され
ている車両を 含む。以下本節及 び第八章中同じ。）の幅 、重量
、高さ、長さ及 び最小回転半径 の最高限度は、政令で定 める。

第四十七条 道 路の構造を保全し、又 は交通の危険を防止す るた
め、道路との関 係において必要とさ れる車両（人が乗車し 、又
は貨物が積載され ている場合にあつ てはその状態における もの
けん
けん
をいい、他の車両 を牽引している場 合にあつては当該牽引 され
ている車両を含む 。第四十七条の五 第三号及び第四十七条 の六
第一項第一号を除 き、以下この節及 び第八章において同じ 。）
の幅、重量、高さ 、長さ及び最小回 転半径の最高限度は、 政令
で定める。
２～４ （略）

（限度超過車両 の通行の許可等）
第四十七条の二 道路管理者は、車 両の構造又は車両に積 載する

（略）

（限度超過車両の 通行の許可等）
第四十七条の二 道 路管理者は、車両の構造 又は車両に積載 する
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貨物が 特殊であるためやむを 得ないと認めるときは 、前条第二
項の規 定又は同条第三項の規 定による禁止若しくは制 限にかか
わらず 、当該車両を通行させ ようとする者の申請に基 づいて、
通行経路 、通行時間等につい て、道路の構造を保全し 、又は交
通の危険を 防止するため必要 な条件を付して、同条第 一項の政
令で定める最 高限度又は同条 第三項に規定する限度を 超える車
両（以下「限 度超過車両」と いう。）の通行を許可す ることが
できる。
２～７ （略）

２～９

貨物 が特殊であるためやむ を得ないと認める ときは、前条第二
項の 規定又は同条第三項の 規定による禁止若 しくは制限にかか
わら ず、当該車両を通行さ せようとする者の申 請に基づいて、
通行 経路、通行時間等につ いて、道路の構造を保 全し、又は交
通の 危険を防止するため必 要な条件を付して、同 条第一項の政
令で 定める最高限度又は同 条第三項に規定する限 度を超える車
両（次 条第一項及び第七十 二条の二第二項におい て「限度超過
車両」と いう。）の通行を 許可することができる 。
２～７ （ 略）

（新設）

（ 略）

（限度超 過車両の通行を誘 導すべき道路の指定等 ）
第四十七条 の三 国土交通大 臣は、道路の構造及び 交通の状況、
沿道 の土地利用の状況その 他の事情を勘案して 、道路の構造の
保全 と安全かつ円滑な交通 の確保を図るため、限 度超過車両の
通行 を特定の経路に誘導す ることが特に必要であ ると認められ
る場 合においては、当該経 路を構成する道路管理 者を異にする
二以上 の道路（高速自動車 国道又は指定区間内の 国道を含む場
合に限る 。第六項及び第七 項において同じ。）に ついて、区間
を定めて 、限度超過車両の 通行を誘導すべき道路 として指定す
ることが できる。

（限度超過車 両の通行を誘導すべ き道路の指定等）
第四十七条の三 国土交通大臣は、 道路の構造及び交通 の状況、
沿道の土地利 用の状況その他の事情 を勘案して、道路 の構造の
保全と安全か つ円滑な交通の確保を 図るため、限度超 過車両の
通行（第四十 七条の十第三項の回答 の内容に従つた通 行を除く
。以下この項 において同じ。）を特 定の経路に誘導す ることが
特に必要であ ると認められる場合に おいては、当該経 路を構成
する道路管理 者を異にする二以上の 道路（高速自動車国 道又は
指定区間内の 国道を含む場合に限る 。第六項及び第七項に おい
て同じ。）に ついて、区間を定めて 、限度超過車両の通行を 誘
導すべき道路 として指定することが できる。
２～９ （略）
（限度超過車両の 登録）
第四十七条の四 限 度超過車両を通行 させようとする者は、 当該
限度超過車両につ いて、国土交通大 臣の登録を受けること がで
きる。
２ 前項の登録は、 五年ごとにその更 新を受けなければ、そ の期
間の経過によつて 、その効力を失う。
３ 前項の更新の申 請があつた場合におい て、同項の期間（ 以下
この条において「 登録の有効期間」という 。）の満了の日 まで
にその申請に対す る処分がされないときは 、従前の登録は 、登

- 28 -

録の有 効期間の満了後もその 処分がされるまでの間 は、なおそ
の効力 を有する。
４ 前項 の場合において、登録 の更新がされたときは、 その登録
の有効期 間は、従前の登録の 有効期間の満了の日の翌 日から起
算するもの とする。
５ 第一項の 登録（第二項の登 録の更新を含む。以下「 登録」と
いう。）を受 けようとする者 は、第四十八条の五十九 第一項に
規定する場合 を除き、実費を 勘案して政令で定める額 の手数料
を国に納めな ければならない 。
（登録の申請 ）
第四十七条の五 登録を受けようと する者は、国土交通 省令で定
めるところに より、次に掲げる事項 を記載した申請書 を国土交
通大臣に提出 しなければならない。
一 道路運送 車両法による自動車登 録番号
二 限度超過 車両を通行させようと する者の氏名又は 名称及び
住所並びに法人 にあつては、その代表者 の氏名
三 車両（人 が乗車しておらず、か つ、貨物が積載され ていな
けん
い状態における ものをいい、他の車両を 牽引する場合にあ つ
けん
ては当該牽引さ れる車両を含む。次条第 一項第一号において
同じ。）の幅、 重量、高さ、長さ及び最 小回転半径
四 限度超過車 両の通行経路に係る 記録の保存の方法
五 限度超過車両 が貨物を積載する 車両（以下「貨物積載 車両
」という。）である 場合にあつては、積 載する貨物の重量に
係る記録の保存の方法 その他国土交通省 令で定める事項
（登録の基準等）
第四十七条の六 国 土交通大臣は、登 録の申請に係る限度超 過車
両が次の各号のい ずれにも該当すると認 めるときは、その 登録
をしなければなら ない。
一 車両の構造が 国土交通省令で定める車 両の幅、重量、 高さ
、長さ及び最小回転半 径に関する基準に適合 するものである

（新設）

（新設）
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こと。
二 限 度超過車両の通行経路 に係る記録の保存の方法 が国土交
通省令で定 める基準に適合するも のであること。
三 限度 超過車両が貨物積載 車両である場合にあつて は、その
積載する貨 物の重量に係る記録の 保存の方法が国土交通 省令
で定める基準 に適合するものであ ること。
２ 国土交通大 臣は、登録をし たときは、遅滞なく、そ の旨を当
該登録を受け た者に通知しな ければならない。
（変更の届出 等）
第四十七条の七 登録を受けた者 は、第四十七条の五各 号に掲げ
る事項（次項 及び第四十七条の十三 第一項第一号にお いて「登
録事項」とい う。）に変更があつた ときは、第四十七 条の十第
一項の規定に よる求めをする時まで に、その旨を国土 交通大臣
に届け出なけ ればならない。
２ 国土交通大 臣は、前項の規定によ る届出を受理した ときは、
当該届出に係 る登録事項が前条第一 項各号の基準に適 合しない
と認める場合 を除き、変更の登録を しなければならない 。
（廃止の届出 ）
第四十七条の八 登録を受けた者は、 登録を受けた限度超過 車両
（以下「登録車 両」という。）の使 用を廃止したときは、 その
日から三十日以内 に、その旨を国土 交通大臣に届け出なけ れば
ならない。
２ 前項の規定によ る届出があつたと きは、当該届出に係る 登録
は、その効力を失 う。
（登録の取消し）
第四十七条の九 国 土交通大臣は、登録 を受けた者が次の各 号の
いずれかに該当す るときは、その登録を取 り消すことがで きる
。
一 不正な手段に より登録を受けたとき。

（新設）

（新設）

（新設）
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二 第 四十七条の六第一項各 号のいずれかに該当し なくなつた
と認められ るとき。
三 第 四十七条の七第一項の 規定による届出をせず、 又は虚偽
の届出をし たとき。
（登録車両の 通行に関する確 認等）
第四十七条の十 登録車両を通 行させようとする者は、 国土交通
省令で定める ところにより、 国土交通大臣に対し、当 該登録車
両を道路の構 造の保全及び交 通の危険の防止上支障が ないよう
に通行させる ことができる経路 （以下「通行可能経路 」という
。）の有無に ついて、その確認を 求めることができる 。
２ 前項の規定 による求めは、国土 交通省令で定めると ころによ
り、次に掲げ る事項を明らかにして しなければならな い。
一 道路運送 車両法による自動車登 録番号
二 出発地及 び目的地
三 登録車両 が貨物積載車両である 場合にあつては、 その積載
する貨物の幅、 重量、高さ及び長さ
３ 第一項の規 定による求めを受けた 国土交通大臣は、 国土交通
省令で定める ところにより、直ちに 、当該求めに係る通行 可能
経路の有無を 判定し、その結果につ いて回答をするものと する
。この場合に おいて、通行可能経路 があるときは、併せて 、そ
の内容及び当該 通行可能経路の通行 に係る通行時間その他 の通
行方法について回 答をするものとす る。
４ 前項の規定によ る判定は、判定基 準（登録車両の通行が 、当
該登録車両に係る 第四十七条の五第 三号及び第二項第三号 に掲
げる事項並びに第 一項の規定による 求めに係る出発地から 目的
地までの経路を構 成することとなる 道路の構造に関する情 報に
照らして、当該道 路の構造の保全及び 交通の危険の防止上 支障
がないものである かどうかを判定するた めの基準として、 国土
交通省令で定める ところにより道路管理者 が定めるものを いう
。以下同じ。）に 基づき、これを行うもの とする。
第一項の規定に よる求めをしようとする 者は、第四十八 条の
５

（新設 ）
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五十九 第一項に規定する場合 を除き、実費を勘案し て政令で定
める額 の手数料を国に納めな ければならない。
６ 国土 交通大臣は、第三項の 回答をしたときは、国土 交通省令
で定める ところにより、当該 回答の内容を記載した書 面を交付
しなければ ならない。
７ 前項の規 定により書面の交 付を受けた者は、当該回 答に係る
通行可能経路 の通行中、当該 書面を当該登録車両に備 え付けて
いなければな らない。
８ 登録車両を 第三項の回答の 内容に従つて通行させる ときは、
第四十七条第 二項及び第三項の 規定は、当該登録車両 について
適用しない。
（判定基準等 の提供等）
第四十七条の十 一 国土交通大臣は、 前条第三項に規定 する判定
をするため、 あらかじめ、道路管理 者（国土交通大臣 である道
路管理者を除 く。以下この条及び次 条第三項において 同じ。）
に協議し、そ の同意を得て、当該道 路管理者の判定基 準及び当
該判定に係る 道路の構造に関する情 報として国土交通省 令で定
めるもの（以 下「判定基準等」とい う。）の提供を受ける こと
ができる。
２ 前項の同意 をした道路管理者は、 直ちに、その判定基準 等を
国土交通大臣に 提供しなければなら ない。
３ 前項の道路管 理者は、同項の規定 により提供した判定基 準等
に変更があつたと きは、直ちに、こ れを国土交通大臣に提 供し
なければならない 。
４ 国土交通大臣は 、前二項の規定に よりその判定基準等を 提供
した道路の道路管 理者から当該道路 に係る前条第三項の回 答に
関する情報の提供 を求められた場合に は、その求めに応じ なけ
ればならない。
（登録車両の通行 の記録及び報告）
第四十七条の十二 登録車両を第四十七条の 十第三項の回答 の内

（新設）

（新設）
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容に従 つて通行させる者は、 当該登録車両ごとに、 第四十七条
の六第 一項第二号及び第三号 に規定する国土交通省令 で定める
基準に 従つて、当該登録車両 の通行経路及び当該登録 車両に積
載する貨 物の重量を記録する とともに、当該通行に係 る通行時
間その他国 土交通省令で定め る事項を記録し、これら を保存し
なければなら ない。
２ 国土交通大 臣は、第四十七 条の四からこの条までの 規定を施
行するため必 要な限度におい て、国土交通省令で定め るところ
により、前項 に規定する者に 対し、同項の記録その他 必要な事
項についての 報告を求めること ができる。
３ 国土交通大 臣は、前項の規定 による報告を受けたと きは、登
録車両が通行 した経路を構成する道 路の道路管理者に 対し、国
土交通省令で 定める事項を通知しな ければならない。
（データベー スの整備等）
第四十七条の十 三 国土交通大臣は、 第四十七条の十第 三項の回
答を迅速かつ 適確に実施するため、 次に掲げる情報を 記録し、
及び保存する データベース（これら の情報の集合物であ つて、
特定の登録車 両に係る通行可能経路 の内容及び当該通行可 能経
路の通行に係 る通行時間その他の通 行方法を電子計算機を 用い
て容易に検索 ができるように体系的 に構成したものをいう 。次
項及び第四十八 条の五十第一項第五 号において同じ。）を 整備
することができる 。
一 登録事項
二 判定基準等
三 第四十七条の 十第三項の回答の 実績その他国土交通省 令で
定める事項に関する情 報
２ 国土交通大臣は 、前項のデータベ ースを整備した場合に あつ
ては、当該データ ベースに記録された情 報（判定基準その 他国
土交通省令で定め るものに限る。）をイン ターネットの利 用そ
の他の方法により 公表するものとする。

（新設）
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（車両 の通行に関する措置）
第四十七 条の十四 道路管理者 は、第四十七条第二項 の規定に違
反し、 若しくは同条第一項の 政令で定める最高限度を 超える車
両の通行 に関し第四十七条の 二第一項の規定により付 した条件
に違反し、 若しくは第四十七 条の十第三項の回答の内 容に従わ
ないで車両を 通行させている 者又は道路において第四 十七条第
四項の規定に よる政令で定め る基準を超える車両を通 行させて
いる者に対し 、当該車両の通 行の中止、総重量の軽減 、徐行そ
の他通行の方 法について、道 路の構造の保全又は交通 の危険防
止のための必 要な措置をするこ とを命ずることができ る。
（略）
２

（略）

（車 両の通行に関する措置 ）
第四十 七条の四 道路管理者 は、第四十七条第 二項の規定に違反
し、 若しくは同条第一項の 政令で定める最高限 度を超える車両
の通 行に関し第四十七条の 二第一項の規定により 付した条件に
違反 して車両を通行させて いる者又は道路におい て第四十七条
第四 項の規定による政令で 定める基準を超える車 両を通行させ
ている 者に対し、当該車両 の通行の中止、総重量 の軽減、徐行
その他通 行の方法について 、道路の構造の保全又 は交通の危険
防止のた めの必要な措置を することを命ずること ができる。
２

（略）

第四十七条 の五～第四十七条 の十一

（略）

第四十七条の十 五～第四十七条の二十 一

（新設）

（新設 ）

（重要物流道 路の指定）
第四十八条の十 七 国土交通大臣は、 道路の構造、貨物 積載車両
の運行及び沿 道の土地利用の状況並 びにこれらの将来 の見通し
その他の事情 を勘案して、全国的な 貨物輸送網の形成を 図るた
め、貨物積載 車両の能率的な運行の 確保を図ることが特に 重要
と認められる 道路について、区間を 定めて、重要物流道路 とし
て指定するこ とができる。
（略）
指定登録確 認機関

（重要物 流道路の指定）
第四十八条 の十七 国土交通大臣 は、道路の構造、 貨物を積載す
る車両（ 以下「貨物積載車両」 という。）の運行 及び沿道の土
地利用の 状況並びにこれらの将 来の見通しその他 の事情を勘案
して、全 国的な貨物輸送網の形 成を図るため、貨 物積載車両の
能率的な 運行の確保を図ること が特に重要と認めら れる道路に
ついて、 区間を定めて、重要物 流道路として指定する ことがで
きる。
２・３ （ 略）

２・３
第十三節

（指定）
第四十八条の四十六 国土交通大臣は 、道路の交通の適切な 管理
に資することを目 的とする一般社団法人 又は一般財団法人 であ
つて、第四十八条 の四十九に規定する業務 （以下「道路交 通管
理業務」という。 ）に関し次に掲げる基準 に適合すると認 めら
れるものを、その 申請により、指定登録確 認機関として指 定す
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２

ること ができる。
一 職 員、道路交通管理業務 の実施の方法その他の事 項につい
ての道路交 通管理業務の実施に関 する計画が、道路交通 管理
業務の適確 な実施のために適切な ものであること。
二 前号の 道路交通管理業務 の実施に関する計画を適 確に実施
するに足りる 経理的及び技術的な 基礎を有するものであ るこ
と。
三 道路交通 管理業務以外の 業務を行つている場合に は、その
業務を行うこと によつて道路交通 管理業務の公正な実施 に支
障を及ぼすおそ れがないものであ ること。
四 前三号に 定めるもののほか、 道路交通管理業務を 公正かつ
適確に行うこと ができるものである こと。
前項の規定 による指定は、道路交 通管理業務の範囲 を定めて
行うものとす る。

国土交通大臣は、第四 十八条の四十六 第一

（欠格条項）
第四十八条の四 十七 国土交通大臣は 、前条第一項の申 請をした
者が次の各号 のいずれかに該当する ときは、指定登録確 認機関
の指定をして はならない。
一 この法律 の規定により罰金の刑 に処せられ、その執行 を終
わり、又は執行 を受けることがなくなつ た日から起算して二
年を経過しない 者であること。
二 第四十八条の 五十七第一項又は 第二項の規定により指 定登
録確認機関の指定を 取り消され、その取 消しの日から起算し
て二年を経過しない者 であること。
三 その役員のう ちに、禁錮以上の 刑に処せられ、又はこ の法
律の規定により罰金の 刑に処せられ、そ の執行を終わり、又
はその執行を受けるこ とがなくなつた日 から起算して二年を
経過しない者があるこ と。
（指定の公示等）
第四十八条の四十八

（新設）

（新設）
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項の規 定による指定（以下こ の節において「指定」 という。）
をした ときは、指定登録確認 機関の名称及び住所、指 定登録確
認機関 が行う道路交通管理業 務の範囲、道路交通管理 業務を行
う事務所 の所在地並びに道路 交通管理業務の開始の日 を公示し
なければな らない。
２ 指定登録 確認機関は、その 名称若しくは住所、指定 登録確認
機関が行う道 路交通管理業務 の範囲又は道路交通管理 業務を行
う事務所の所 在地を変更しよ うとするときは、変更し ようとす
る日の二週間 前までに、その 旨を国土交通大臣に届け 出なけれ
ばならない。
３ 国土交通大 臣は、前項の規定 による届出があつたと きは、そ
の旨を公示し なければならない。
（指定登録確 認機関の業務）
第四十八条の四 十九 指定登録確認機 関は、次に掲げる 業務を行
うものとする 。
一 次条第一 項に規定する事務（以 下「登録等事務」 という。
）を行うこと。
二 道路管理 者の委託を受けて、第 四十七条の二第一項の 許可
に係る審査の事 務を行うこと。
三 前二号に 掲げるもののほか、道 路の交通の適切な管理 に資
する業務を行う こと。
（指定登録確認機 関による登録等事 務の実施）
第四十八条の五十 国土交通大臣は、 指定をしたときは、次 に掲
げる事務の全部又 は一部を行わせる ことができる。
一 登録の実施に 関する事務（第四 十七条の九の規定によ る登
録の取消しに関する事 務を除く。）
二 第四十七条の 十第三項の回答の実施 に関する事務
三 第四十七条の 十一第二項及び第三項の 規定による判定 基準
等の提供の受理並びに 同条第四項の規定によ る情報の提供に
関する事務

（新設）

（新設）
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四 第 四十七条の十二第二項 の規定による報告の受 理及び同条
第三項の規 定による通知に関する 事務
五 第 四十七条の十三第一項 の規定による同項各号に 掲げる事
項のデータ ベースへの記録及び同 条第二項の規定による 公表
に関する事 務
２ 国土交通 大臣は、指定をし たときは、指定登録確認 機関が行
う前項第一号 及び第二号の事 務を行わないものとし、 この場合
における当該 登録等事務の引 継ぎその他の必要な事項 は、国土
交通省令で定 める。
３ 指定登録確 認機関が登録等 事務を行う場合における 第四十七
条の四から第 四十七条の八まで及 び第四十七条の十の 規定の適
用については 、これらの規定中「国 土交通大臣」とあ るのは、
「指定登録確 認機関」とする。
（秘密保持義 務等）
第四十八条の五 十一 指定登録確認機 関の役員及び職員 並びにこ
れらの者であ つた者は、登録等事務 に関して知り得た 秘密を漏
らし、又は自 己の利益のために使用 してはならない。
２ 指定登録確 認機関の役員及び職員 で登録等事務に従事 する者
は、刑法（明 治四十年法律第四十五 号）その他の罰則の適 用に
ついては、法 令により公務に従事す る職員とみなす。
（登録等事務規程 ）
第四十八条の五十二 指定登録確認機 関は、国土交通省令で 定め
るところにより、 登録等事務に関す る規程（以下「登録等 事務
規程」という。） を定め、国土交通 大臣の認可を受けなけ れば
ならない。これを 変更しようとする ときも、同様とする。
２ 登録等事務規程 で定めるべき事項 は、国土交通省令で定 める
。
３ 国土交通大臣は 、第一項の認可をした 登録等事務規程が 登録
等事務の公正かつ 適確な実施上不適当とな つたと認めると きは
、その登録等事務 規程を変更すべきことを 命ずることがで きる

（新設）

（新設）
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。
（帳簿 の備付け等）
第四十八 条の五十三 指定登録 確認機関は、国土交通省 令で定め
るところに より、登録等事務 に関する事項で国土交通 省令で定
めるものを記 載した帳簿を備 え付け、これを保存しな ければな
らない。
２ 前項に定め るもののほか、 指定登録確認機関は、国 土交通省
令で定めると ころにより、登 録等事務に関する書類で 国土交通
省令で定める ものを保存しなけ ればならない。
（監督命令）
第四十八条の五 十四 国土交通大臣は 、道路交通管理業 務の公正
かつ適確な実 施を確保するため必要 があると認めると きは、指
定登録確認機 関に対し、道路交通管 理業務に関し監督 上必要な
命令をするこ とができる。
（報告、検査 等）
第四十八条の五 十五 国土交通大臣は 、道路交通管理業務 の公正
かつ適確な実 施を確保するため必要 があると認めるときは 、指
定登録確認機 関に対し道路交通管理 業務に関し必要な報告 を求
め、又はその職 員に、指定登録確認 機関の事務所に立ち入 り、
道路交通管理業務 の状況若しくは帳 簿、書類その他の物件 を検
査させ、若しくは 関係者に質問させ ることができる。
２ 前項の規定によ り立入検査をする 職員は、その身分を示 す証
明書を携帯し、関 係者にこれを提示 しなければならない。
第一項の規定に よる立入検査の権 限は、犯罪捜査のため に認
められたものと解 釈してはならない。
３

（登録等事務の休 廃止）
第四十八条の五十六 指定登録確認機関は、 国土交通大臣の 許可
を受けなければ、 登録等事務の全部若しく は一部を休止し 、又

（新設 ）

（新設）

（新設）

（新設）
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２

は廃止 してはならない。
国土 交通大臣は、前項の許 可をしたときは、その 旨を公示し
なけれ ばならない。

（指定の取 消し等）
第四十八条の 五十七 国土交通 大臣は、指定登録確認機 関が第四
十八条の四十 七第一号又は第 三号に該当するに至つた ときは、
指定を取り消 さなければなら ない。
２ 国土交通大 臣は、指定登録 確認機関が次の各号のい ずれかに
該当するとき は、指定を取り消 し、又は期間を定めて 登録等事
務の全部若し くは一部の停止を命 ずることができる。
一 第四十八 条の五十第三項の規定 により読み替えて 適用する
第四十七条の六 、第四十七条の七第二 項又は第四十七条 の十
第三項、第四項 若しくは第六項の規定に 違反したとき。
二 第四十八 条の五十一第一項、第 四十八条の五十三 又は前条
第一項の規定に 違反したとき。
三 第四十八 条の五十二第一項の認 可を受けた登録等 事務規程
によらないで業 務を行つたとき。
四 第四十八 条の五十二第三項又は 第四十八条の五十四の 規定
による命令に違 反したとき。
五 第四十八 条の四十六第一項各号 に掲げる基準に適合し てい
ないと認めると き。
六 登録等事務に 関し著しく不適当 な行為をしたとき。
七 不正な手段に より指定を受けた とき。
３ 国土交通大臣は 、前二項の規定に より指定を取り消し、 又は
前項の規定により 登録等事務の全部 若しくは一部の停止を 命じ
たときは、その旨 を公示しなければ ならない。
（国土交通大臣に よる登録等事務の実施 ）
第四十八条の五十八 国土交通大臣は、第 四十八条の五十六 第一
項の規定により指 定登録確認機関が登録等 事務の全部若し くは
一部を休止したと き、前条第二項の規定に より指定登録確 認機

（新設 ）

（新設）
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関に対 し登録等事務の全部若 しくは一部の停止を命 じたとき、
又は指 定登録確認機関が天災 その他の事由により登録 等事務の
全部若 しくは一部を実施する ことが困難となつた場合 において
必要があ ると認めるときは、 第四十八条の五十第二項 の規定に
かかわらず 、登録等事務の全 部又は一部を自ら行うも のとする
。
２ 国土交通大 臣は、前項の規 定により登録等事務を行 うことと
し、又は同項 の規定により行 つている登録等事務を行 わないこ
ととするとき は、その旨を公 示しなければならない。
３ 国土交通大 臣が、第一項の 規定により登録等事務を 行うこと
とし、第四十 八条の五十六第一項 の規定により登録等 事務の廃
止を許可し、 若しくは前条第一項若 しくは第二項の規 定により
指定を取り消 し、又は第一項の規定 により行つている 登録等事
務を行わない こととする場合におけ る登録等事務の引 継ぎその
他の必要な事 項は、国土交通省令で 定める。

（略）

（手数料）
第四十八条の五 十九 指定登録確認機 関が登録等事務を 行う場合
には、次に掲 げる者は、実費を勘案 して政令で定める額の 手数
料を当該指定 登録確認機関に納付し なければならない。
一 登録を受 けようとする者
二 第四十七条 の十第一項の規定に よる求めをしようとす る者
２ 前項の規定に より指定登録確認機 関に納付された手数料 は、
当該指定登録確認 機関の収入とする 。
第十四節

（新設）

第十三節

（略 ）

第四十八条の四十 六～第四十八条 の四十九

（略）

第四十八条の六十～ 第四十八条の六十 三

（道路協力団体 に対する道路管 理者の承認等の特例）
第四十八条の五十 道路協力団体 が第四十八条の四十七各 号に掲
げる業務として 行う国土交通省令で 定める行為について の第二

（略）

（道路協力団体に 対する道路管理者の承認 等の特例）
第四十八条の六十四 道路協力団体が第四十 八条の六十一各 号に
掲げる業務として 行う国土交通省令で定め る行為について の第
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二十四 条本文並びに第三十二 条第一項及び第三項の 規定の適用
につい ては、道路協力団体と 道路管理者との協議が成 立するこ
とをも つて、これらの規定に よる承認又は許可があつ たものと
みなす。

十四 条本文並びに第三十二 条第一項及び第三 項の規定の適用に
つい ては、道路協力団体と 道路管理者との協 議が成立すること
をも つて、これらの規定に よる承認又は許可が あつたものとみ
なす 。
（略）

第四十 八条の五十一

（略）

第四十八条の 六十五

（収入の 帰属）
第六十四条 （略）
２ 第四十 七条の二第三項の 規定に基づく手数料は 、同項の道路
管理者の 収入とし、第四十 七条の三第七項の規定 に基づく手数
料は、国 の収入とする。

５

（道路管 理者等の監督処分）
第七十一条 （略）
２・３ （ 略）
４ 道路管 理者（第九十七条の二 の規定により権限 の委任を受け
た北海道 開発局長を含む。以下 この項及び次項に おいて同じ。
）は、そ の職員のうちから道路 監理員を命じ、第二 十四条、第
三十二条 第一項若しくは第三項 、第三十七条、第四十 条、第四
十三条、 第四十四条第三項若し くは第四項、第四十六条 第一項
若しくは 第三項、第四十七条第 三項、第四十七条の四第 二項若
しくは第四 十八条第一項若しく は第二項の規定又はこれ らの規
定に基づく処 分に違反している 者（第一項又は第二項の 規定に
よる道路管理者 の処分に違反し ている者を含む。）に対 して第
一項の規定によ るその違反行為 若しくは工事の中止を命 じ、又
は道路に存する 工作物その他の 物件の改築、移転、除却 若しく
は当該工作物そ の他の物件によ り生ずべき損害を予防す るため
に必要な施設を すること若しく は道路を原状に回復する ことを
命ずる権限を行 わせることができ る。
道路管理者は 、前項の規定によ り命じた道路監理員に 第四十

（収入の帰属 ）
第六十四条 （ 略）
２ 第四十七条 の二第三項の規 定に基づく手数料は、同 項の道路
管理者の収入 とし、第四十七条の 三第七項、第四十七 条の四第
五項及び第四 十七条の十第五項の規 定に基づく手数料 は、国の
収入とする。
（道路管理者 等の監督処分）
第七十一条 （ 略）
２・３ （略）
４ 道路管理者 （第九十七条の二の規 定により権限の委 任を受け
た北海道開発 局長を含む。以下この 項及び次項において同 じ。
）は、その職 員のうちから道路監理 員を命じ、第二十四条 、第
三十二条第一 項若しくは第三項、第 三十七条、第四十条、 第四
十三条、第四十 四条第三項若しくは 第四項、第四十六条第 一項
若しくは第三項、 第四十七条第三項 、第四十七条の十四第 二項
若しくは第四十八 条第一項若しくは 第二項の規定又はこれ らの
規定に基づく処分 に違反している者 （第一項又は第二項の 規定
による道路管理者 の処分に違反して いる者を含む。）に対 して
第一項の規定によ るその違反行為若 しくは工事の中止を命 じ、
又は道路に存する 工作物その他の物件 の改築、移転、除却 若し
くは当該工作物そ の他の物件により生ず べき損害を予防す るた
めに必要な施設を すること若しくは道路を 原状に回復する こと
を命ずる権限を行 わせることができる。
道路管理者は、 前項の規定により命じた 道路監理員に第 四十
５
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三条の 二、第四十七条の十四 第一項、第四十八条第 四項、第四
十八条 の十二又は第四十八条 の十六の規定による権限 を行わせ
ること ができる。
６・７ （略）

三条 の二、第四十七条の四 第一項、第四十八 条第四項、第四十
八条 の十二又は第四十八条 の十六の規定によ る権限を行わせる
こと ができる。
６・７ （略）

（略）

第百三条 次の各 号のいずれかに 該当する者は、六月以下 の懲役
又は三十万円以 下の罰金に処す る。
一～五 （略）
六 第四十七条 第二項の規定に違反 し、又は同条第一項 の政令

四

（新設）

第百二条 次の各号のいずれかに 該当する者は、一 年以下の懲役
又は五十 万円以下の罰金に処す る。
一～三 （略）
（新設）

（道路予定区 域）
（道路予定区域）
第九十一条 （ 略）
第九十一条 （略）
２ 道路の区域 が決定された後 道路の供用が開始される までの間 ２ 道路の区域が決定さ れた後道路の供 用が開始されるまでの間
においても、 道路管理者が当 該区域についての土地に 関する権
においても、道路管理 者が当該区域につ いての土地に関する権
原を取得した 後においては、当 該区域又は当該区域内 に設置さ
原を取得した後におい ては、当該区域又は 当該区域内に設置さ
れた道路の附 属物となるべきもの （以下「道路予定区 域」とい
れた道路 の附属物となるべ きもの（以下「道路予 定区域」とい
う。）につい ては、第四条、第三章 第三節、第四十三 条、第四
う。）に ついては、第四条 、第三章第三節、第四 十三条、第四
十四条、第四 十四条の二、第四十七 条の二十一、第四 十八条、
十四条、 第四十四条の二、 第四十七条の十一、第 四十八条、第
第七十一条、 第七十二条、第七十二 条の二（第二項を 除く。）
七十一条 、第七十二条、第七 十二条の二（第二項 を除く。）、
、第七十三条 、第七十五条、第八十 七条及び次条から 第九十五
第七十三 条、第七十五条、第八 十七条及び次条か ら第九十五条
条までの規定 を準用する。
までの規 定を準用する。
３・４ （略）
３・４ （ 略）
第百二条 次の 各号のいずれかに該当 する者は、一年以下 の懲役
又は五十万円 以下の罰金に処する。
一～三 （略 ）
四 第四十八条 の五十一第一項の規 定に違反して、その職 務に
関し知り得た秘密 を漏らし、又は自己の 利益のために使用し
た者
五 第四十八条の 五十七第二項の規 定による登録等事務の 停止
の命令に違反した者
（略）
六

第百三条 次の各号 のいずれかに該当す る者は、六月以下の 懲役
又は三十万円以下 の罰金に処する。
一～五 （略）
六 第四十七条第 二項の規定に違反し、又 は同条第一項の 政令
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第百五条 第四 十三条の二、第四十八 条第四項、第四十八条 の十
二若しくは第四十 八条の十六の規定 による道路管理者の命 令又
は第四十七条第四 項の規定による政 令で定める基準を超え る車
両を通行させてい る者に対する第四 十七条の十四第一項の 規定
による道路管理者 の命令に違反した 者は、五十万円以下の 罰金
に処する。第七十 一条第五項の規定 による道路監理員の命 令に
違反した者につい ても、同様とする。

第百四条 次の 各号のいずれか に該当する者は、百万円 以下の罰
金に処する。
一・二 （略 ）
三 第四十七 条の十第七項の規定 に違反して書面を備 え付けな
かつた者
四 第四十七 条の十二第一項の規定 に違反して、記録 を作成せ
ず、若しくは虚 偽の記録を作成し、又は 記録を保存しな かつ
た者
五 第四十七 条の十二第二項の規定 による報告をせず 、又は虚
偽の報告をした 者
六 第四十七 条の十四第二項の規定 による道路管理者の 命令に
違反した者
七・八 （略 ）

で定める最 高限度を超える車両の 通行に関し第四十 七条の二
第一項の規 定により道路管理者が 付した条件に違反し て車両
を通行させ ている者に対する第四 十七条の十四第一項の 規定
による道路 管理者の命令（第七十 一条第五項の規定によ る道
路監理員の 命令を含む。）に違反 した者
七～九 （略 ）

第百六条 次の各 号のいずれかに 該当する者は、三十万円 以下の
罰金に処する。
一 （略）

第百五条 第四十三条の二、第四 十八条第四項、第四十 八条の十
二若しく は第四十八条の十六の 規定による道路管理者の 命令又
は第四十七 条第四項の規定によ る政令で定める基準を超 える車
両を通行させ ている者に対する 第四十七条の四第一項の 規定に
よる道路管理者 の命令に違反し た者は、五十万円以下の 罰金に
処する。第七十 一条第五項の規 定による道路監理員の命 令に違
反した者につい ても、同様とす る。

三 第四 十七条の四第二項の規 定による道路管理 者の命令に違
反した 者
四・五 （略）

第百四条 次の各号のいずれ かに該当する者は、百 万円以下の罰
金に処す る。
一・二 （略）
（新設）

で 定める最高限度を超え る車両の通行に関 し第四十七条の二
第 一項の規定により道路 管理者が付した条件 に違反して車両
を 通行させている者に対 する第四十七条の四第 一項の規定に
よ る道路管理者の命令（ 第七十一条第五項の規 定による道路
監 理員の命令を含む。） に違反した者
七～ 九 （略）

（新設）

（新設）

第百六条 次の各号 のいずれかに該当する 者は、三十万円以 下の
罰金に処する。
一 （略）
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二 第 四十七条の七第一項又 は第四十七条の八第一 項の規定に
よる届出を せず、又は虚偽の届出 をした者
三 第 四十八条の五十三第一 項の規定に違反して、帳 簿を備え
付けず、帳 簿に記載せず、若しく は帳簿に虚偽の記載を し、
又は帳簿を 保存しなかつた者
四 第四十八 条の五十三第二 項の規定に違反した者
五 第四十八 条の五十五第一 項の規定による報告をせ ず、若し
くは虚偽の報告 をし、又は同項の 規定による検査を拒み 、妨
げ、若しくは忌 避し、若しくは同 項の規定による質問に 対し
て答弁をせず、 若しくは虚偽の答 弁をした者
六 第四十八 条の五十六第一項の 規定による許可を受 けないで
登録等事務の全 部を廃止した者
（略）
七

第百七条 法人 の代表者又は法人若し くは人の代理人、 使用人そ
の他の従業者 が、その法人又は人の 業務に関し、第百 条から前
条まで（第百 二条第四号を除く。） の違反行為をした ときは、
行為者を罰す るほか、その法人又は 人に対して各本条の 罰金刑
を科する。

（新設 ）
（新設 ）

（新設 ）
（新設）

（略 ）

（新設）
二

第百七条 法人の代表者又は法 人若しくは人の代理 人、使用人そ
の他の従 業者が、その法人又は 人の業務に関し、 第百条から前
条までの 違反行為をしたときは 、行為者を罰する ほか、その法
人又は人 に対して各本条の罰金 刑を科する。
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○

道路整備 特別措置法（昭和三十 一年法律第七号） （抄）（第三条関係）

案

現

（傍線の部分 は改正部分）

行

（会 社の行う高速道路の維 持、修繕等）
第四条 会社は、前条第一項 の許可（同条第六項の 許可を含む。
以下同じ 。）を受けて新設 し、又は改築した高速 道路について
は、高速 自動車国道法第六 条の規定、道路法第十 三条第一項若
しくは第 三項、第十五条、 第十六条第一項若しく は第二項本文
、第十七 条第一項から第三 項まで若しくは第六項 、第四十八条
の十九第 一項若しくは第八 十八条第二項の規定、 同法第十六条
第二項た だし書若しくは第 十九条第一項の規定に 基づき成立し
た協議（ 同法第十六条第四項 又は第十九条第四項 の規定により
成立した ものとみなされる協議 を含む。）による 管理の方法の
定め又は 道路の修繕に関する法 律（昭和二十三年 法律第二百八
十二号） 第二条第一項の規定に かかわらず、第二 十二条第二項
の規定に より公告する工事完了 の日の翌日から第 二十五条第一
項の規定 により公告する料金の 徴収期間の満了の 日まで、当該
高速道路 の維持、修繕及び道路 法第十三条第一項に 規定する災
害復旧（ 以下単に「災害復旧」 という。）を行うもの とする。

正

（会社の行う 高速道路の維持 、修繕等）
第四条 会社は 、前条第一項の 許可（同条第六項の許可 を含む。
以下同じ。） を受けて新設し 、又は改築した高速道路 について
は、高速自動 車国道法第六条 の規定、道路法第十三条 第一項若
しくは第三項 、第十五条、第十 六条第一項若しくは第 二項本文
、第十七条第 一項から第三項まで 、第六項若しくは第 七項、第
四十八条の十 九第一項若しくは第八 十八条第二項の規 定、同法
第十六条第二 項ただし書若しくは第 十九条第一項の規 定に基づ
き成立した協 議（同法第十六条第四 項又は第十九条第 四項の規
定により成立 したものとみなされる 協議を含む。）に よる管理
の方法の定め 又は道路の修繕に関す る法律（昭和二十 三年法律
第二百八十二 号）第二条第一項の規 定にかかわらず、 第二十二
条第二項の規 定により公告する工事 完了の日の翌日から 第二十
五条第一項の 規定により公告する料 金の徴収期間の満了の 日ま
で、当該高速 道路の維持、修繕及び 道路法第十三条第一項 に規
定する災害復 旧（以下単に「災害復 旧」という。）を行う もの
とする。

（供用の拒 絶等）
第五条 会社 は、前条の規定によ り維持、修繕及び災害復 旧を行
う高速道路につ いて、次に掲げ る車両（道路法第二条第 五項に
規定する車両を いう。以下同じ 。）の通行の禁止又は制 限のた
め、機構（第一 号に掲げる車両 にあつては、同号の道路 監理員
を含む。）の要 請に基づき必要 な措置を講じなければな らない
。
一 第八条第一 項第二十六号の規 定により高速道路の道 路管理
者に代わつて その権限を行う機構（ 第五十四条第一項 の規定

改

（供用の拒絶等）
第五条 会社は、前 条の規定により維 持、修繕及び災害復旧 を行
う高速道路につい て、次に掲げる車 両（道路法第二条第五 項に
規定する車両をい う。以下同じ。） の通行の禁止又は制限 のた
め、機構（第一号 に掲げる車両にあつ ては、同号の道路監 理員
を含む。）の要請 に基づき必要な措置を 講じなければなら ない
。
一 第八条第一項 第二十七号の規定により 高速道路の道路 管理
者に代わつてその権限 を行う機構（第五十四 条第一項の規定
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により読み 替えて適用する道路法 第七十一条第四項 の規定に
より機構が 命じた道路監理員を含 む。）が、同法第四 十六条
の規定に基 づき当該高速道路につ いて通行を禁止し、又 は制
限した場合 において、当該禁止又 は制限の対象となる車 両
二 （略）
三 第八条第 一項第二十七号 の規定により高速道路の 道路管理
者に代わつてそ の権限を行う機構 が道路法第四十七条第 三項
の規定に基づき 当該高速道路にお いて安全であると認め られ
る限度を超える 車両の通行を禁止 し、又は制限した場合 にお
いて、当該禁止 又は制限の対象と なる車両（同法第四十 七条
の二第一項の許 可を受けた車両を 除く。）
四 （略）
２・３ （略）
（機構による 道路管理者の権限の代 行）
第八条 機構は 、会社が第三条第一項 の許可を受けて高 速道路を
新設し、若し くは改築する場合又は 第四条の規定によ り高速道
路の維持、修 繕及び災害復旧を行う 場合においては、当 該高速
道路の道路管 理者に代わつて、その 権限のうち次に掲げる もの
を行うものと する。
一～二十五 （略）
二十六 道路法 第四十五条の二第二 項の規定により公示す るこ
と。
二十七～三十四 （略）
三十五 道路法第 四十八条の三十二 第一項又は第三項の規 定に
より許可し、及び同法 第八十七条第一項 の規定により当該許
可に必要な条件を付す ること。
三十六 道路法第 四十八条の五十の規 定により協議するこ と。
三十七～四十 （ 略）
四十一 道路法第 九十五条の二第一項の規 定により意見を 聴き
、又は通知し、及び同 条第二項の規定により 協議し、又は通

に より読み替えて適用す る道路法第七十一 条第四項の規定に
よ り機構が命じた道路監 理員を含む。）が、 同法第四十六条
の 規定に基づき当該高速 道路について通行を禁 止し、又は制
限 した場合において、当 該禁止又は制限の対象 となる車両
二 （略）
三 第八条第一項第二十六 号の規定により高速道 路の道路管理
者に代 わつてその権限を 行う機構が道路法第四 十七条第三項
の規定 に基づき当該高速 道路において安全であ ると認められ
る限度 を超える車両の通 行を禁止し、又は制限 した場合にお
いて、 当該禁止又は制限 の対象となる車両（同 法第四十七条
の二第 一項の許可を受け た車両を除く。）
四 （略 ）
２・３ （ 略）

（略）

（機構に よる道路管理者の権限 の代行）
第八条 機 構は、会社が第三条第 一項の許可を受け て高速道路を
新設し、 若しくは改築する場合 又は第四条の規定 により高速道
路の維持 、修繕及び災害復旧を 行う場合において は、当該高速
道路の道 路管理者に代わつて、 その権限のうち次 に掲げるもの
を行うも のとする。
一～二十 五 （略）
（新設）
二十六～三 十三
（新設）

三十四 道路法 第四十八条の二 十七の規定により協議す ること
。
三十五～三十八 （略）
三十九 道路法 第九十五条の二第 一項の規定により意見 を聴き
、又は通知し 、及び同条第二項の規 定により協議し、 又は通
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知すること 。ただし、同法第四十 八条の二第一項若 しくは第
二項の規定 に係るもの又は同法第 九十五条の二第一項 に規定
する横断歩 道橋の設置、道路の交 差部分及びその付近の 道路
の部分の改 築、歩行安全改築若し くは道路の附属物であ る自
動車駐車場 若しくは特定車両停留 施設の設置に係るもの を除
く。
２ 機構は、前 項の規定により 高速自動車国道の道路管 理者に代
わつてその権 限を行おうとす る場合において、その権 限が同項
第一号、第三 号、第十四号か ら第十六号まで、第二十 九号、第
三十六号又は 第三十九号に掲げ るもの（同項第十四号 、第十五
号又は第三十 六号に掲げる権限に あつては道路の構造 又は交通
に及ぼす支障 が大きいと認められる 道路の占用で政令 で定める
ものに係るも のに限り、同項第十六 号に掲げる権限に あつては
道路法第三十 九条の二第一項（同法 第九十一条第二項 において
準用する場合 を含む。）の規定によ り入札占用指針（ 当該道路
の占用に関す るものに限る。）を定 めることに限り、 前項第二
十九号に掲げ る権限にあつては同法 第四十七条の三第 二項の規
定により協議 することに限る。）で あるときは、あらか じめ、
当該道路管理 者の承認を受け、かつ 、これらの権限を行つ たと
きは、遅滞な く、その旨を当該道路 管理者に報告しなけれ ばな
らない。
３ 機構は、第 一項の規定により高速 道路（高速自動車国道 を除
く。以下この項に おいて同じ。）の 道路管理者に代わつて その
権限を行おうとす る場合において、 その権限が第一項第九 号に
掲げるもの又は一 般国道に係る同項 第十四号から第十六号 まで
、第二十九号、第 三十三号若しくは 第三十六号に掲げるも の（
同項第十六号に掲 げる権限にあつて は道路法第三十九条の 二第
一項（同法第九十 一条第二項において 準用する場合を含む 。）
の規定により入札 占用指針を定めること に限り、第一項第 二十
九号に掲げる権限 にあつては同法第四十七 条の三第二項の 規定
により協議するこ とに限る。以下この項に おいて同じ。） であ
るときは当該高速 道路の道路管理者の意見 を聴き、その権 限が

知 すること。ただし、同 法第四十八条の二 第一項若しくは第
二 項の規定に係るもの又 は同法第九十五条の 二第一項に規定
す る横断歩道橋の設置、 道路の交差部分及びそ の付近の道路
の 部分の改築、歩行安全 改築若しくは道路の附 属物である自
動 車駐車場の設置に係る ものを除く。

２ 機 構は、前項の規定によ り高速自動車国道の道 路管理者に代
わつてそ の権限を行おうと する場合において、そ の権限が同項
第一号、 第三号、第十四号 から第十六号まで、第 二十八号、第
三十四号 又は第三十七号に 掲げるもの（同項第十 四号、第十五
号又は第 三十四号に掲げる 権限にあつては道路の 構造又は交通
に及ぼす 支障が大きいと認 められる道路の占用で 政令で定める
ものに係 るものに限り、同 項第十六号に掲げる権 限にあつては
道路法第 三十九条の二第一項 （同法第九十一条第 二項において
準用する 場合を含む。）の規定 により入札占用指 針（当該道路
の占用に 関するものに限る。） を定めることに限 り、前項第二
十八号に 掲げる権限にあつては 同法第四十七条の 三第二項の規
定により 協議することに限る。 ）であるときは、 あらかじめ、
当該道路 管理者の承認を受け、 かつ、これらの権 限を行つたと
きは、遅 滞なく、その旨を当該 道路管理者に報告し なければな
らない。
３ 機構は 、第一項の規定により 高速道路（高速自動車 国道を除
く。以下 この項において同じ。 ）の道路管理者に代わつ てその
権限を行お うとする場合におい て、その権限が第一項第 九号に
掲げるもの又 は一般国道に係る 同項第十四号から第十六 号まで
、第二十八号、 第三十二号若し くは第三十四号に掲げる もの（
同項第十六号に 掲げる権限にあ つては道路法第三十九条 の二第
一項（同法第九 十一条第二項に おいて準用する場合を含 む。）
の規定により入 札占用指針を定 めることに限り、第一項 第二十
八号に掲げる権 限にあつては同 法第四十七条の三第二項 の規定
により協議する ことに限る。以下 この項において同じ。 ）であ
るときは当該高 速道路の道路管理者 の意見を聴き、その 権限が

- 47 -

第一項 第三十九号に掲げるも の又は都道府県道若し くは指定市
の市道 に係る同項第十四号か ら第十六号まで、第二十 九号、第
三十三 号若しくは第三十六号 に掲げるものであるとき は当該高
速道路の 道路管理者の同意を 得、かつ、これらの権限 を行つた
場合におい ては、遅滞なく、 その旨を当該高速道路の 道路管理
者に通知しな ければならない 。ただし、同項第十四号 から第十
六号まで又は 第三十六号に掲 げる権限にあつては、道 路の構造
又は交通に及 ぼす支障が大き いと認められる道路の占 用で政令
で定めるもの に係る場合に限 る。
４ 機構は、第 一項の規定によ り高速道路の道路管理者 に代わつ
てその権限を 行おうとする場合に おいて、その権限が 同項第一
号、第三号、 第五号、第六号、第九 号、第十一号から 第二十一
号まで、第二 十三号から第二十五号 まで、第二十七号 から第二
十九号まで、 第三十一号から第三十 三号まで又は第三 十五号か
ら第四十号ま でに掲げるものである ときは、あらかじ め、会社
の意見を聴き 、同項第一号から第七 号まで又は第九号 から第四
十号までに掲 げる権限（同項第二号 に掲げる権限にあ つては高
速自動車国道 法第八条第一項に規定 する他の工作物の管 理者が
、第一項第十 号に掲げる権限にあつ ては道路法第二十条第 一項
に規定する他 の工作物の管理者が、 それぞれ当該会社以外 の者
であるときに 限る。）を行つた場合 においては、遅滞なく 、そ
の旨を会社に通 知しなければならな い。
５ 第一項第三号 、第四号、第十三号 、第十四号、第十八号 、第
十九号、第二十八 号、第三十三号か ら第三十五号まで及び 第四
十号の規定により 高速道路の道路管 理者に代わつて機構が 行う
許可、承認又は認 定については、機 構に提出すべき申請書 その
他の書類は、会社 を経由しなければ ならない。この場合に おけ
る道路法第三十二 条第四項の規定の適 用については、同項 中「
道路管理者」とあ るのは、「道路整備特 別措置法第二条第 四項
に規定する会社（ 以下「会社」という。） 」とする。
前二項の規定は 、第一項第三号、第四号 、第十三号、第 十四
号、第十八号、第 十九号、第三十三号又は 第三十四号の規 定に
６

第一 項第三十七号に掲げる もの又は都道府県 道若しくは指定市
の市 道に係る同項第十四号 から第十六号まで 、第二十八号、第
三十 二号若しくは第三十四 号に掲げるものであ るときは当該高
速道 路の道路管理者の同意 を得、かつ、これらの 権限を行つた
場合 においては、遅滞なく 、その旨を当該高速道 路の道路管理
者に 通知しなければならな い。ただし、同項第十 四号から第十
六号ま で又は第三十四号に 掲げる権限にあつては 、道路の構造
又は交通 に及ぼす支障が大 きいと認められる道路 の占用で政令
で定める ものに係る場合に 限る。
４ 機構は 、第一項の規定に より高速道路の道路管 理者に代わつ
てその権 限を行おうとする 場合において、その権 限が同項第一
号、第三 号、第五号、第六 号、第九号、第十一号 から第二十一
号まで、 第二十三号から第 二十八号まで、第三十 号から第三十
二号まで 又は第三十四号から 第三十八号までに掲 げるものであ
るときは 、あらかじめ、会社の 意見を聴き、同項 第一号から第
七号まで 又は第九号から第三十 八号までに掲げる 権限（同項第
二号に掲 げる権限にあつては高 速自動車国道法第 八条第一項に
規定する 他の工作物の管理者が 、第一項第十号に 掲げる権限に
あつては 道路法第二十条第一項 に規定する他の工 作物の管理者
が、それ ぞれ当該会社以外の者 であるときに限る。 ）を行つた
場合にお いては、遅滞なく、そ の旨を会社に通知しな ければな
らない。
５ 第一項 第三号、第四号、第十 三号、第十四号、第十八 号、第
十九号、第 二十七号、第三十二 号、第三十三号及び第三 十八号
の規定により 高速道路の道路管 理者に代わつて機構が行 う許可
、承認又は認定 については、機 構に提出すべき申請書そ の他の
書類は、会社を 経由しなければ ならない。この場合にお ける道
路法第三十二条 第四項の規定の 適用については、同項中 「道路
管理者」とある のは、「道路整 備特別措置法第二条第四 項に規
定する会社（以 下「会社」とい う。）」とする。
前二項の規定 は、第一項第三 号、第四号、第十三号、 第十四
号、第十八号、 第十九号、第三十二 号又は第三十三号の 規定に
６
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より 高速道路の道路管理者 に代わつて機構が 行う許可、承認又
は認 定であつて当該会社に 対するものについ ては、適用しない
。
７・８ （略）
９ 次 条第一項第十号又は第 十三号の規定により高 速道路の道路
管理 者に代わつてこれらの 権限を会社が行つた場 合においては
、機構 は、それぞれ第一項 第二十四号又は第三十 五号に掲げる
権限を行 わないものとする 。
（略）

（会社に よる道路管理者の 権限の代行）
第九条 会 社は、第三条第一 項の許可を受けて高速 道路を新設し
、若しく は改築する場合又 は第四条の規定により 高速道路の維
持、修繕 及び災害復旧を行う 場合においては、当 該高速道路の
道路管理 者に代わつて、その権 限のうち次に掲げ るものを行う
ものとす る。
一～十三
十四 道 路法第九十五条の二第 一項の規定により 意見を聴き、
又は通 知すること。ただし、 同項に規定する横断 歩道橋の設
置、道 路の交差部分及びその 付近の道路の部分の改 築、歩行
安全改 築又は道路の附属物で ある自動車駐車場の設置 に係る
ものに 限る。
（ 略）
２～
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10

（地方道路公 社の行う道路の維 持、修繕等）
第十四条 地方 道路公社は、第十 条第一項の許可又は第十 二条第
一項の許可を受 けて新設し、又 は改築した道路について は、道
路法第十三条第 一項若しくは第 三項、第十五条、第十六 条第一
項若しくは第二 項本文、第十七 条第一項から第三項まで 若しく
は第六項、第四 十八条の十九第 一項若しくは第八十八条 第二項
の規定、同法第 十六条第二項ただ し書若しくは第十九条 第一項
の規定に基づき 成立した協議（同法 第十六条第四項又は 第十九

11

より高 速道路の道路管理者に 代わつて機構が行う許 可、承認又
は認定 であつて当該会社に対 するものについては、適 用しない
。
７・８ （略）
９ 次条第 一項第十号又は第十 三号の規定により高速道 路の道路
管理者に代わ つてこれらの権 限を会社が行つた場合に おいては
、機構は、そ れぞれ第一項第 二十四号又は第三十七号 に掲げる
権限を行わな いものとする。
（略）
（会社による 道路管理者の権限の 代行）
第九条 会社は 、第三条第一項の許 可を受けて高速道路 を新設し
、若しくは改 築する場合又は第四条 の規定により高速 道路の維
持、修繕及び 災害復旧を行う場合に おいては、当該高 速道路の
道路管理者に 代わつて、その権限の うち次に掲げるも のを行う
ものとする。
一～十三
十四 道路法 第九十五条の二第一項 の規定により意見を 聴き、
又は通知するこ と。ただし、同項に規定 する横断歩道橋の 設
置、道路の交差 部分及びその付近の道路 の部分の改築、歩行
安全改築又は道 路の附属物である自動車 駐車場若しくは特定
車両停留施設の 設置に係るものに限る。
（略）
２～

（地方道路公社の 行う道路の維持、 修繕等）
第十四条 地方道路 公社は、第十条第 一項の許可又は第十二 条第
一項の許可を受け て新設し、又は改 築した道路については 、道
路法第十三条第一 項若しくは第三項、 第十五条、第十六条 第一
項若しくは第二項 本文、第十七条第一項 から第三項まで、 第六
項若しくは第七項 、第四十八条の十九第一 項若しくは第八 十八
条第二項の規定、 同法第十六条第二項ただ し書若しくは第 十九
条第一項の規定に 基づき成立した協議（同 法第十六条第四 項又

11

10

は第十 九条第四項の規定によ り成立したものとみな される協議
を含む 。）による管理の方法 の定め又は道路の修繕に 関する法
律第二 条第一項の規定にかか わらず、第二十二条第二 項の規定
により公 告する工事完了の日 の翌日から第二十五条第 一項の規
定により公 告する料金の徴収 期間の満了の日まで、当 該道路の
維持、修繕及 び災害復旧を行 うものとする。

三十 道 路法第四十八条の二十 七の規定により協議する こと。
三十一～ 三十六 （略）
２ 地方道 路公社は、前項の規定 により当該道路の道路管 理者に
代わつてその 権限を行おうとす る場合において、その権 限が同
項第一号に掲げ るものであると きは当該道路の道路管理 者の意
見を聴き、その 権限が同項第九 号、第十号、第十二号、 第二十
四号、第二十八 号、第三十号又 は第三十三号に掲げるも の（同
項第十二号に掲 げる権限にあつ ては道路法第三十九条の 二第一
項（同法第九十 一条第二項にお いて準用する場合を含む 。）の
規定により入札 占用指針を定める ことに限り、前項第二 十四号
に掲げる権限に あつては同法第四十 七条の三第二項の規 定によ

条第 四項の規定により成立 したものとみなさ れる協議を含む。
）に よる管理の方法の定め 又は道路の修繕に 関する法律第二条
第一 項の規定にかかわらず 、第二十二条第二項 の規定により公
告す る工事完了の日の翌日 から第二十五条第一項 の規定により
公告 する料金の徴収期間の 満了の日まで、当該道 路の維持、修
繕及 び災害復旧を行うもの とする。

二十二～ 二十九
（新設）

（略）

（地方道 路公社による道路 管理者の権限の代行）
第十七条 地方道路公社は、 第十条第一項の許可若 しくは第十二
条第一項 の許可を受けて道 路を新設し、若しくは 改築する場合
、第十四 条の規定により道 路の維持、修繕及び災 害復旧を行う
場合又は 第十五条第一項の 許可を受けて道路の維 持、修繕及び
災害復旧 を行う場合におい ては、当該道路の道路 管理者に代わ
つて、そ の権限のうち次に掲 げるものを行うもの とする。
一～二十 一 （略）
（新設）

（地方道路公 社による道路管 理者の権限の代行）
第十七条 地方 道路公社は、第 十条第一項の許可若しく は第十二
条第一項の許 可を受けて道路を 新設し、若しくは改築 する場合
、第十四条の 規定により道路の維 持、修繕及び災害復 旧を行う
場合又は第十 五条第一項の許可を受 けて道路の維持、 修繕及び
災害復旧を行 う場合においては、当 該道路の道路管理 者に代わ
つて、その権 限のうち次に掲げるも のを行うものとす る。
一～二十一 （略）
二十二 道路 法第四十五条の二第二 項の規定により公 示するこ
と。
二十三～三十 （略）
三十一 道路 法第四十八条の三十二 第一項又は第三項の規 定に
より許可し、及 び同法第八十七条第一項 の規定により当該許
可に必要な条件 を付すること。
三十二 道路法 第四十八条の五十の 規定により協議するこ と。
三十三～三十八 （略）
２ 地方道路公社は 、前項の規定によ り当該道路の道路管理 者に
代わつてその権限 を行おうとする場 合において、その権限 が同
項第一号に掲げる ものであるときは 当該道路の道路管理者 の意
見を聴き、その権 限が同項第九号、 第十号、第十二号、第 二十
五号、第二十九号 、第三十二号又は第 三十五号に掲げるも の（
同項第十二号に掲 げる権限にあつては道 路法第三十九条の 二第
一項（同法第九十 一条第二項において準用 する場合を含む 。）
の規定により入札 占用指針を定めることに 限り、前項第二 十五
号に掲げる権限に あつては同法第四十七条 の三第二項の規 定に
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３

より協 議することに限る。） であるときは当該道路 の道路管理
者の同 意を得、かつ、これら の権限を行つた場合にお いては、
遅滞な く、その旨を当該道路 の道路管理者に通知しな ければな
らない。 ただし、前項第九号 、第十号、第十二号又は 第三十二
号に掲げる 権限にあつては、 道路の構造又は交通に及 ぼす支障
が大きいと認 められる道路の 占用で政令で定めるもの に係る場
合に限る。
（略）

３

４

り協 議することに限る。） であるときは当該 道路の道路管理者
の同 意を得、かつ、これら の権限を行つた場 合においては、遅
滞な く、その旨を当該道路 の道路管理者に通知 しなければなら
ない 。ただし、前項第九号 、第十号、第十二号又 は第三十号に
掲げ る権限にあつては、道 路の構造又は交通に及 ぼす支障が大
きい と認められる道路の占 用で政令で定めるもの に係る場合に
限る。
（略 ）

十 道路法第四 十八条の二十三 第一項の規定により道路 協力団
体を指定する こと。
十一 道路法第 四十八条の二十 五第一項の規定により報 告をさ
せ、同条第二 項の規定により必 要な措置を講ずべきこ とを命
じ、及び同条 第三項の規定により 指定を取り消すこと 。
十二 道路法第 四十八条の二十六の 規定により情報の提 供又は

（会社管 理高速道路の道路管理 者が権限を行う場 合の意見の聴
取等）
第三十条 道路管理者は、会社管 理高速道路について 、次に掲げ
る権限を 行おうとするときは、 あらかじめ、機構及び会 社の意
見を聴か なければならない。
一～九 （ 略）
（新設）

（料金の 額等の基準）
第二十三条 （略）
２ （略）
３ 会社管 理高速道路に係る 料金の徴収期間の満了 の日は、当該
会社管理 高速道路に係る道路 資産の貸付期間の満 了の日と同一
でなけれ ばならない。この場合 において、当該満 了の日は、平
成七十七 年九月三十日以前でな ければならない。
（略）

（料金の額等 の基準）
第二十三条 （ 略）
２ （略）
３ 会社管理高 速道路に係る料金の徴 収期間の満了の日 は、当該
会社管理高速 道路に係る道路資産の 貸付期間の満了の 日と同一
でなければな らない。この場合にお いて、当該満了の 日は、令
和四十七年九 月三十日以前でなけれ ばならない。
（略）
４

（会社管理高 速道路の道路管理者が 権限を行う場合の意見 の聴
取等）
第三十条 道路 管理者は、会社管理高 速道路について、次に 掲げ
る権限を行おう とするときは、あら かじめ、機構及び会社 の意
見を聴かなければ ならない。
一～九 （略）
十 道路法第四十 八条の三十第一項 の規定による指定をす るこ
と。
十一 道路法第四 十八条の四十六第 一項の規定により道路 協力
団体を指定すること。
十二 道路法第四 十八条の四十八第一項 の規定により報告 をさ
せ、同条第二項の規定 により必要な措置を 講ずべきことを命
じ、及び同条第三項の 規定により指定を取り 消すこと。
十三 道路法第四 十八条の四十九の規定に より情報の提供 又は
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指 導若しくは助言をする こと。
十三 （略）
（ 略）

２

指導若しく は助言をすること。
十四 （略）
（略 ）

２

（公 社管理道路の道路管理 者が権限を行う場合の 意見の聴取等
）
第三十 一条 道路管理者は、 地方道路公社が第十条 第一項の許可
を受けて 新設し、若しくは 改築し、第十四条の規 定により維持
、修繕及 び災害復旧を行い 、若しくは第十五条第 一項の許可を
受けて維 持、修繕及び災害 復旧を行う道路又は第 十二条第一項
の許可を 受けて新設し、若 しくは改築し、若しく は第十四条の
規定によ り維持、修繕及び 災害復旧を行う指定都 市高速道路（
以下「公 社管理道路」と総 称する。）について、 次に掲げる権
限を行お うとするときは、あ らかじめ、当該地方 道路公社の意
見を聴か なければならない。
一～七 （略）
（新設）

２

（手数料の納付 についての道路 法の規定の適用）
第三十六条 第八 条第一項第二十 七号又は第十七条第一項 第二十
三号の規定によ り道路法第四十七 条の二第一項の許可に 関する
道路管理者の権 限を機構等が代わつ て行う場合における 同条第

２

八 道路 法第四十八条の二十三 第一項の規定によ り道路協力団
体を指 定すること。
九 道路 法第四十八条の二十五 第一項の規定により報 告をさせ
、同条 第二項の規定により必 要な措置を講ずべきこと を命じ
、及び同 条第三項の規定によ り指定を取り消すこと。
十 道路法 第四十八条の二十六 の規定により情報の提供 又は指
導若しくは助 言をすること。
十一 （略）
（略）

（公社管理 道路の道路管理者 が権限を行う場合の意見 の聴取等
）
第三十一条 道 路管理者は、地 方道路公社が第十条第一 項の許可
を受けて新設 し、若しくは改 築し、第十四条の規定に より維持
、修繕及び災 害復旧を行い、 若しくは第十五条第一項 の許可を
受けて維持、 修繕及び災害復旧 を行う道路又は第十二 条第一項
の許可を受け て新設し、若しくは 改築し、若しくは第 十四条の
規定により維 持、修繕及び災害復旧 を行う指定都市高 速道路（
以下「公社管 理道路」と総称する。 ）について、次に 掲げる権
限を行おうと するときは、あらかじ め、当該地方道路 公社の意
見を聴かなけ ればならない。
一～七 （略 ）
八 道路法第 四十八条の三十第一項 の規定による指定 をするこ
と。
九 道路法第 四十八条の四十六第一 項の規定により道路協 力団
体を指定するこ と。
十 道路法第 四十八条の四十八第一 項の規定により報告を させ
、同条第二項の 規定により必要な措置を 講ずべきことを命じ
、及び同条第三項 の規定により指定を取 り消すこと。
十一 道路法第四 十八条の四十九の 規定により情報の提供 又は
指導若しくは助言をす ること。
十二 （略）
（略）
（手数料の納付に ついての道路法の規定 の適用）
第三十六条 第八条 第一項第二十八号又は 第十七条第一項第 二十
四号の規定により 道路法第四十七条の二第 一項の許可に関 する
道路管理者の権限 を機構等が代わつて行う 場合における同 条第
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（道路法及び 高速自動車国道 法の適用等）
第五十四条 こ の法律による道 路の新設、改築、維持、 修繕、災
害復旧その他 の管理については、 この法律に定めるも ののほか
、道路法（第 五十条から第五十三条 までを除く。）及 び高速自
動車国道法（ 第二十条を除く。）並 びにこれらの法律 に基づく
政令の規定の 適用があるものとする 。この場合におい て、道路
法第四十七条 の三第二項中「道路の 道路管理者（国土 交通大臣
である道路管 理者を除く。）」とあ るのは「道路（高 速自動車
国道又は指定 区間内の国道に限る。 ）が道路整備特別 措置法第
二十三条第一 項第一号に規定する会 社管理高速道路（以 下「会
社管理高速道 路」という。）である 場合にあつては機構に 、同
法第三十一条 第一項に規定する公社 管理道路（以下「公社 管理
道路」という 。）である場合にあつ ては地方道路公社」と 、同
条第四項及び第 五項中「道路管理者 」とあり、同条第六項 中「
これらの道路の道 路管理者」とあり 、並びに同条第九項中 「第
一項の規定により 指定された道路の 道路管理者（国土交通 大臣
である道路管理者 を除く。）」とあ るのは「機構等」と、 同条
第六項中「指定区 間外の国道、都道 府県道又は市町村道」 とあ
り、及び同条第九 項中「当該道路」 とあるのは「会社管理 高速
道路又は公社管理 道路」と、同法第七 十一条第四項中「道 路管
理者（第九十七条 の二の規定により権限 の委任を受けた北 海道
開発局長を含む。 以下この項及び次項にお いて同じ。）は 、そ
の職員のうちから 道路監理員を命じ」とあ るのは「機構等 又は
有料道路管理者（ 道路整備特別措置法第十 八条第四項に規 定す

三項及 び第四項の規定の適用 については、同条第三 項中「道路
管理者 （当該許可に関する権 限を行う者が国土交通大 臣である
場合に あつては、国）」とあ るのは「機構等」と、同 条第四項
中「当該 許可に関する権限を 行う者が国土交通大臣で ある場合
にあつては 政令で、その他の 者である場合にあつては 当該道路
管理者である 地方公共団体の 条例」とあるのは「政令 」とする
。

（道路法 及び高速自動車国 道法の適用等）
第五十四条 この法律による 道路の新設、改築、維 持、修繕、災
害復旧そ の他の管理につい ては、この法律に定め るもののほか
、道路法 （第五十条から第 五十三条までを除く。 ）及び高速自
動車国道 法（第二十条を除 く。）並びにこれらの 法律に基づく
政令の規 定の適用があるもの とする。この場合に おいて、道路
法第四十 七条の三第二項中「道 路の道路管理者（ 国土交通大臣
である道 路管理者を除く。）」 とあるのは「道路 （高速自動車
国道又は 指定区間内の国道に限 る。）が道路整備 特別措置法第
二十三条 第一項第一号に規定す る会社管理高速道 路（以下「会
社管理高 速道路」という。）で ある場合にあつて は機構に、同
法第三十 一条第一項に規定する 公社管理道路（以下 「公社管理
道路」と いう。）である場合に あつては地方道路公社 」と、同
条第四項 及び第五項中「道路管 理者」とあり、同条第六 項中「
これらの 道路の道路管理者」と あり、並びに同条第九項 中「第
一項の規定 により指定された道 路の道路管理者（国土交 通大臣
である道路管 理者を除く。）」 とあるのは「機構等」と 、同条
第六項中「指定 区間外の国道、 都道府県道又は市町村道 」とあ
り、及び同条第 九項中「当該道 路」とあるのは「会社管 理高速
道路又は公社管 理道路」と、同 法第七十一条第四項中「 道路管
理者（第九十七 条の二の規定に より権限の委任を受けた 北海道
開発局長を含む 。以下この項及 び次項において同じ。） は、そ
の職員のうちか ら道路監理員を命 じ」とあるのは「機構 等又は
有料道路管理者 （道路整備特別措置 法第十八条第四項に 規定す

三項 及び第四項の規定の適 用については、同 条第三項中「道路
管理 者（当該許可に関する 権限を行う者が国 土交通大臣である
場合 にあつては、国）」と あるのは「機構等」 と、同条第四項
中「 当該許可に関する権限 を行う者が国土交通大 臣である場合
にあ つては政令で、その他 の者である場合にあつ ては当該道路
管理 者である地方公共団体 の条例」とあるのは「 政令」とする
。
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る有料 道路管理者をいう。以 下同じ。）は、その職 員のうちか
ら道路 監理員を命じ」と、「 第一項又は第二項の規定 による道
路管理 者の処分」とあるのは 「道路整備特別措置法第 八条第一
項第三十 八号又は第十七条第 一項第三十四号の規定に より道路
管理者に代 わつて行う第一項 若しくは第二項の規定に よる機構
等の処分又は 第一項若しくは 第二項の規定による有料 道路管理
者の処分」と するほか、必要 な技術的読替えは、政令 で定める
。
２ （略）
３ 道路法第十 条、第二十四条 の二、第四十八条の三十 五、第七
十四条及び第 八十五条の規定は、 会社管理高速道路又 は公社管
理道路につい ては、適用しない。
（略）
４

る有 料道路管理者をいう。 以下同じ。）は、 その職員のうちか
ら道 路監理員を命じ」と、 「第一項又は第二 項の規定による道
路管 理者の処分」とあるの は「道路整備特別措 置法第八条第一
項第 三十六号又は第十七条 第一項第三十二号の規 定により道路
管理 者に代わつて行う第一 項若しくは第二項の規 定による機構
等の 処分又は第一項若しく は第二項の規定による 有料道路管理
者の処 分」とするほか、必 要な技術的読替えは、 政令で定める
。
２ （略）
３ 道路法 第十条、第二十四 条の二、第七十四条及 び第八十五条
の規定は 、会社管理高速道 路又は公社管理道路に ついては、適
用しない 。
（略）
４
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○

正

案

現

三十七～四十一

（略）

（傍線の部分 は改正部分）

行

三十 道路法 第四十七条の四及 び第四十八条の十二の規 定によ
り必要な措置 をすることを命 ずること。
三十一 道路法 第四十七条の八 第一項の規定により協議 し、及
び締結するこ と。
三十二～三十五 （略）
三十六 道路法 第四十八条の五 十の規定により協議する こと。

（新設）

（機 構による道路管理者の 権限の代行）
第八条 機構は、会社が第三 条第一項の許可を受け て高速道路を
新設し、 若しくは改築する 場合又は第四条の規定 により高速道
路の維持 、修繕及び災害復 旧を行う場合において は、当該高速
道路の道 路管理者に代わつ て、その権限のうち次 に掲げるもの
を行うも のとする。
一～二十 四 （略）
二十五 道路法第四十五条 第一項、第四十七条の 五及び第四十
八条の 十一第二項の規定によ り設けるべき道路 標識又は区画
線を定 めること。
二十六～ 二十八 （略）
二十九 道路法第四十七条の三 第二項の規定によ り協議し、同
条第四 項又は第五項の規定に より許可基準等を 提供し、及び
同条第 九項の規定により情報 の提供を求めること 。

道路整備 特別措置法（昭和三十 一年法律第七号） （抄）（第四条関係）

改
（機構による 道路管理者の権 限の代行）
第八条 機構は 、会社が第三条 第一項の許可を受けて高 速道路を
新設し、若し くは改築する場 合又は第四条の規定によ り高速道
路の維持、修 繕及び災害復旧 を行う場合においては、 当該高速
道路の道路管 理者に代わつて、 その権限のうち次に掲 げるもの
を行うものと する。
一～二十四 （略）
二十五 道路 法第四十五条第一項、 第四十七条の十五 及び第四
十八条の十一第 二項の規定により設ける べき道路標識又 は区
画線を定めるこ と。
二十六～二十 八 （略）
二十九 道路 法第四十七条の三第二 項又は第四十七条 の十一第
一項の規定によ り協議し、同法第四十七 条の三第四項若 しく
は第五項又は第 四十七条の十一第二項若 しくは第三項の規 定
により許可基準 等又は判定基準等を提供 し、及び同法第四十
七条の三第九項 又は第四十七条の十一第 四項の規定により情
報の提供を求め ること。
三十 道路法第四 十七条の十第四項 の規定により判定基準 を定
めること。
三十一 道路法第 四十七条の十四及 び第四十八条の十二の 規定
により必要な措置をす ることを命ずるこ と。
三十二 道路法第 四十七条の十八第 一項の規定により協議 し、
及び締結すること。
三十三～三十六 （略）
三十七 道路法第 四十八条の六十四の規定 により協議する こと
。
三十八～四十二 （略）
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２ 機構 は、前項の規定により 高速自動車国道の道 路管理者に代
わつて その権限を行おうとす る場合において、その権 限が同項
第一号 、第三号、第十四号か ら第十六号まで、第二十 九号、第
三十七号 又は第四十号に掲げ るもの（同項第十四号、 第十五号
又は第三十 七号に掲げる権限 にあつては道路の構造又 は交通に
及ぼす支障が 大きいと認めら れる道路の占用で政令で 定めるも
のに係るもの に限り、同項第 十六号に掲げる権限にあ つては道
路法第三十九 条の二第一項（ 同法第九十一条第二項に おいて準
用する場合を 含む。）の規定 により入札占用指針（当 該道路の
占用に関する ものに限る。）を 定めることに限り、前 項第二十
九号に掲げる 権限にあつては同法 第四十七条の三第二 項又は第
四十七条の十 一第一項の規定により 協議することに限 る。）で
あるときは、 あらかじめ、当該道路 管理者の承認を受 け、かつ
、これらの権 限を行つたときは、遅 滞なく、その旨を 当該道路
管理者に報告 しなければならない。
３ 機構は、第 一項の規定により高速 道路（高速自動車 国道を除
く。以下この 項において同じ。）の 道路管理者に代わ つてその
権限を行おう とする場合において、 その権限が第一項第 九号に
掲げるもの又 は一般国道に係る同項 第十四号から第十六号 まで
、第二十九号 、第三十四号若しくは 第三十七号に掲げるも の（
同項第十六号 に掲げる権限にあつて は道路法第三十九条の 二第
一項（同法第九 十一条第二項におい て準用する場合を含む 。）
の規定により入札 占用指針を定める ことに限り、第一項第 二十
九号に掲げる権限 にあつては同法第 四十七条の三第二項又 は第
四十七条の十一第 一項の規定により 協議することに限る。 以下
この項において同 じ。）であるとき は当該高速道路の道路 管理
者の意見を聴き、 その権限が第一項 第四十号に掲げるもの 又は
都道府県道若しく は指定市の市道に係 る同項第十四号から 第十
六号まで、第二十 九号、第三十四号若し くは第三十七号に 掲げ
るものであるとき は当該高速道路の道路管 理者の同意を得 、か
つ、これらの権限 を行つた場合においては 、遅滞なく、そ の旨
を当該高速道路の 道路管理者に通知しなけ ればならない。 ただ

２ 機 構は、前項の規定によ り高速自動車国道 の道路管理者に代
わつ てその権限を行おうと する場合において 、その権限が同項
第一 号、第三号、第十四号 から第十六号まで、 第二十九号、第
三十 六号又は第三十九号に 掲げるもの（同項第十 四号、第十五
号又 は第三十六号に掲げる 権限にあつては道路の 構造又は交通
に及 ぼす支障が大きいと認 められる道路の占用で 政令で定める
ものに 係るものに限り、同 項第十六号に掲げる権 限にあつては
道路法第 三十九条の二第一 項（同法第九十一条第 二項において
準用する 場合を含む。）の 規定により入札占用指 針（当該道路
の占用に 関するものに限る 。）を定めることに限 り、前項第二
十九号に 掲げる権限にあつ ては同法第四十七条の 三第二項の規
定により 協議することに限 る。）であるときは、 あらかじめ、
当該道路 管理者の承認を受 け、かつ、これらの権 限を行つたと
きは、遅 滞なく、その旨を当 該道路管理者に報告 しなければな
らない。
３ 機構は 、第一項の規定により 高速道路（高速自 動車国道を除
く。以下 この項において同じ。 ）の道路管理者に 代わつてその
権限を行 おうとする場合におい て、その権限が第 一項第九号に
掲げるも の又は一般国道に係る 同項第十四号から 第十六号まで
、第二十 九号、第三十三号若し くは第三十六号に掲 げるもの（
同項第十 六号に掲げる権限にあ つては道路法第三十九 条の二第
一項（同 法第九十一条第二項に おいて準用する場合を含 む。）
の規定に より入札占用指針を定 めることに限り、第一項 第二十
九号に掲げ る権限にあつては同 法第四十七条の三第二項 の規定
により協議す ることに限る。以 下この項において同じ。 ）であ
るときは当該高 速道路の道路管 理者の意見を聴き、その 権限が
第一項第三十九 号に掲げるもの 又は都道府県道若しくは 指定市
の市道に係る同 項第十四号から 第十六号まで、第二十九 号、第
三十三号若しく は第三十六号に 掲げるものであるときは 当該高
速道路の道路管 理者の同意を得 、かつ、これらの権限を 行つた
場合においては 、遅滞なく、その 旨を当該高速道路の道 路管理
者に通知しなけ ればならない。ただ し、同項第十四号か ら第十
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し、同 項第十四号から第十六 号まで又は第三十七号 に掲げる権
限にあ つては、道路の構造又 は交通に及ぼす支障が大 きいと認
められ る道路の占用で政令で 定めるものに係る場合に 限る。
４ 機構 は、第一項の規定によ り高速道路の道路管理者 に代わつ
てその権限 を行おうとする場 合において、その権限が 同項第一
号、第三号、 第五号、第六号 、第九号、第十一号から 第二十一
号まで、第二 十三号から第二 十五号まで、第二十七号 から第三
十号まで、第 三十二号から第 三十四号まで又は第三十 六号から
第四十一号ま でに掲げるもの であるときは、あらかじ め、会社
の意見を聴き 、同項第一号から 第七号まで又は第九号 から第四
十一号までに 掲げる権限（同項第 二号に掲げる権限に あつては
高速自動車国 道法第八条第一項に規 定する他の工作物 の管理者
が、第一項第 十号に掲げる権限にあ つては道路法第二 十条第一
項に規定する 他の工作物の管理者が 、それぞれ当該会 社以外の
者であるとき に限る。）を行つた場 合においては、遅 滞なく、
その旨を会社 に通知しなければなら ない。
５ 第一項第三 号、第四号、第十三号 、第十四号、第十 八号、第
十九号、第二 十八号、第三十四号か ら三十六号まで及び 第四十
一号の規定に より高速道路の道路管 理者に代わつて機構が 行う
許可、承認又 は認定については、機 構に提出すべき申請書 その
他の書類は、 会社を経由しなければ ならない。この場合に おけ
る道路法第三十 二条第四項の規定の 適用については、同項 中「
道路管理者」とあ るのは、「道路整 備特別措置法第二条第 四項
に規定する会社（ 以下「会社」とい う。）」とする。
６ 前二項の規定は 、第一項第三号、 第四号、第十三号、第 十四
号、第十八号、第 十九号、第三十四 号又は第三十五号の規 定に
より高速道路の道 路管理者に代わつ て機構が行う許可、承 認又
は認定であつて当 該会社に対するもの については、適用し ない
。
７・８ （略）
９ 次条第一項第十 号又は第十三号の規定に より高速道路の 道路
管理者に代わつて これらの権限を会社が行 つた場合におい ては

六号 まで又は第三十六号に 掲げる権限にあつ ては、道路の構造
又は 交通に及ぼす支障が大 きいと認められる 道路の占用で政令
で定 めるものに係る場合に 限る。
４ 機 構は、第一項の規定に より高速道路の道路 管理者に代わつ
てそ の権限を行おうとする 場合において、その権 限が同項第一
号、 第三号、第五号、第六 号、第九号、第十一号 から第二十一
号まで 、第二十三号から第 二十五号まで、第二十 七号から第二
十九号ま で、第三十一号か ら第三十三号まで又は 第三十五号か
ら第四十 号までに掲げるも のであるときは、あら かじめ、会社
の意見を 聴き、同項第一号 から第七号まで又は第 九号から第四
十号まで に掲げる権限（同 項第二号に掲げる権限 にあつては高
速自動車 国道法第八条第一 項に規定する他の工作 物の管理者が
、第一項 第十号に掲げる権 限にあつては道路法第 二十条第一項
に規定す る他の工作物の管理 者が、それぞれ当該 会社以外の者
であると きに限る。）を行つた 場合においては、 遅滞なく、そ
の旨を会 社に通知しなければな らない。
５ 第一項 第三号、第四号、第十 三号、第十四号、 第十八号、第
十九号、 第二十八号、第三十三 号から第三十五号 まで及び第四
十号の規 定により高速道路の道 路管理者に代わつ て機構が行う
許可、承 認又は認定については 、機構に提出すべき 申請書その
他の書類 は、会社を経由しなけ ればならない。この場 合におけ
る道路法 第三十二条第四項の規 定の適用については、同 項中「
道路管理 者」とあるのは、「道 路整備特別措置法第二条 第四項
に規定する 会社（以下「会社」 という。）」とする。
６ 前二項の 規定は、第一項第三 号、第四号、第十三号、 第十四
号、第十八号、 第十九号、第三 十三号又は第三十四号の 規定に
より高速道路の 道路管理者に代 わつて機構が行う許可、 承認又
は認定であつて 当該会社に対す るものについては、適用 しない
。
７・８ （略）
９ 次条第一項第 十号又は第十三 号の規定により高速道路 の道路
管理者に代わつ てこれらの権限を会 社が行つた場合にお いては
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、機 構は、それぞれ第一項 第二十四号又は第 三十七号に掲げる
権限 を行わないものとする 。
（略）

（会 社による道路管理者の 権限の代行）
第九条 会社は、第三条第一 項の許可を受けて高速 道路を新設し
、若し くは改築する場合又 は第四条の規定により 高速道路の維
持、修繕 及び災害復旧を行 う場合においては、当 該高速道路の
道路管理 者に代わつて、そ の権限のうち次に掲げ るものを行う
ものとす る。
一～十 （略）
十一 前 条第一項第二十五 号の規定により機構が 定めた道路標
識又は 区画線を、道路法第 四十五条第一項、第 四十七条の五
及び第 四十八条の十一第二項 の規定により設け ること。
十二 道 路法第四十七条の八第 一項後段の規定に より道路一体
建物を 管理すること。
十三・十 四 （略）
２～
（ 略）
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（地方道 路公社による道路管理 者の権限の代行）
第十七条 地方道路公社は、第十 条第一項の許可若し くは第十二
条第一項 の許可を受けて道路を 新設し、若しくは改築す る場合
、第十四 条の規定により道路の 維持、修繕及び災害復旧 を行う
場合又は第 十五条第一項の許可 を受けて道路の維持、修 繕及び
災害復旧を行 う場合においては 、当該道路の道路管理者 に代わ
つて、その権限 のうち次に掲げ るものを行うものとする 。
一～二十 （略 ）
二十一 道路法 第四十五条第一 項、第四十七条の五及び 第四十
八条の十一第 二項の規定によ り道路標識又は区画線を 設ける
こと。
二十二～二十四 （略）
二十五 道路法 第四十七条の三第二 項の規定により協議 し、同

11

、機構 は、それぞれ第一項第 二十四号又は第三十八 号に掲げる
権限を 行わないものとする。
（略）

（会社によ る道路管理者の権 限の代行）
第九条 会社 は、第三条第一項 の許可を受けて高速道路 を新設し
、若しくは改 築する場合又は 第四条の規定により高速 道路の維
持、修繕及び 災害復旧を行う 場合においては、当該高 速道路の
道路管理者に 代わつて、その 権限のうち次に掲げるも のを行う
ものとする。
一～十 （略 ）
十一 前条第 一項第二十五号の規定 により機構が定め た道路標
識又は区画線を 、道路法第四十五条第 一項、第四十七条 の十
五及び第四十八 条の十一第二項の規定に より設けること 。
十二 道路法 第四十七条の十八第一 項後段の規定によ り道路一
体建物を管理す ること。
十三・十四 （略）
２～
（略）
（地方道路公 社による道路管理者の 権限の代行）
第十七条 地方 道路公社は、第十条第 一項の許可若しくは第 十二
条第一項の許可 を受けて道路を新設 し、若しくは改築する 場合
、第十四条の規定 により道路の維持 、修繕及び災害復旧を 行う
場合又は第十五条 第一項の許可を受 けて道路の維持、修繕 及び
災害復旧を行う場 合においては、当 該道路の道路管理者に 代わ
つて、その権限の うち次に掲げるも のを行うものとする。
一～二十 （略）
二十一 道路法第 四十五条第一項、第 四十七条の十五及び 第四
十八条の十一第二項の 規定により道路標 識又は区画線を設け
ること。
二十二～二十四 （略）
二十五 道路法第 四十七条の三第二項又は 第四十七条の十 一第

11

10

一項の規定 により協議し、同法第 四十七条の三第四 項若しく
は第五項又 は第四十七条の十一第 二項若しくは第三項 の規定
により許可 基準等又は判定基準等 を提供し、及び同法第 四十
七条の三第 九項又は第四十七条の 十一第四項の規定によ り情
報の提供を 求めること。
二十六 道路 法第四十七条の 十第四項の規定により判 定基準を
定めること。
二十七 道路 法第四十七条の 十四及び第四十八条の十 二の規定
により必要な措 置をすることを命 ずること。
二十八 道路 法第四十七条の十 八第一項の規定により 協議し、
締結し、及び道 路一体建物を管理 すること。
二十九～三十 二 （略）
三十三 道路 法第四十八条の六十四 の規定により協議 すること
。
三十四～三十 九 （略）
２ 地方道路公 社は、前項の規定によ り当該道路の道路 管理者に
代わつてその 権限を行おうとする場 合において、その 権限が同
項第一号に掲 げるものであるときは 当該道路の道路管理 者の意
見を聴き、そ の権限が同項第九号、 第十号、第十二号、第 二十
五号、第三十 号、第三十三号又は第 三十六号に掲げるもの （同
項第十二号に 掲げる権限にあつては 道路法第三十九条の二 第一
項（同法第九十 一条第二項において 準用する場合を含む。 ）の
規定により入札占 用指針を定めるこ とに限り、前項第二十 五号
に掲げる権限にあ つては同法第四十 七条の三第二項又は第 四十
七条の十一第一項 の規定により協議 することに限る。）で ある
ときは当該道路の 道路管理者の同意 を得、かつ、これらの 権限
を行つた場合にお いては、遅滞なく 、その旨を当該道路の 道路
管理者に通知しな ければならない。た だし、前項第九号、 第十
号、第十二号又は 第三十三号に掲げる権 限にあつては、道 路の
構造又は交通に及 ぼす支障が大きいと認め られる道路の占 用で
政令で定めるもの に係る場合に限る。
（略）
３

条 第四項又は第五項の規 定により許可基準 等を提供し、及び
同 条第九項の規定により 情報の提供を求める こと。

（新設 ）

二十六 道路法第四十七条 の四及び第四十八条の 十二の規定に
より必 要な措置をするこ とを命ずること。
二十七 道路法第四十七条 の八第一項の規定によ り協議し、締
結し、 及び道路一体建物 を管理すること。
二十八～ 三十一 （略）
三十二 道路法第四十八条 の五十の規定により協 議すること。

三十三～ 三十八 （略）
２ 地方道 路公社は、前項の規定 により当該道路の 道路管理者に
代わつて その権限を行おうとす る場合において、 その権限が同
項第一号 に掲げるものであると きは当該道路の道 路管理者の意
見を聴き 、その権限が同項第九 号、第十号、第十 二号、第二十
五号、第 二十九号、第三十二号 又は第三十五号に掲 げるもの（
同項第十 二号に掲げる権限にあ つては道路法第三十九 条の二第
一項（同 法第九十一条第二項に おいて準用する場合を含 む。）
の規定に より入札占用指針を定 めることに限り、前項第 二十五
号に掲げる 権限にあつては同法 第四十七条の三第二項の 規定に
より協議する ことに限る。）で あるときは当該道路の道 路管理
者の同意を得、 かつ、これらの 権限を行つた場合におい ては、
遅滞なく、その 旨を当該道路の 道路管理者に通知しなけ ればな
らない。ただし 、前項第九号、 第十号、第十二号又は第 三十二
号に掲げる権限 にあつては、道 路の構造又は交通に及ぼ す支障
が大きいと認め られる道路の占 用で政令で定めるものに 係る場
合に限る。
（略）
３
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２

（会 社管理高速道路の道路 管理者が権限を行 う場合の意見の聴
取等 ）
第三十 条 道路管理者は、会 社管理高速道路につ いて、次に掲げ
る権 限を行おうとするとき は、あらかじめ、機構 及び会社の意
見を 聴かなければならない 。
一～五 （略）
六 道路 法第四十七条の十 一第一項（同法第九十 一条第二項に
おいて 準用する場合を含 む。）の規定により道 路保全立体区
域の指 定をすること。
七～十 （略）
十一 道 路法第四十八条の 四十六第一項の規定に より道路協力
団体を 指定すること。
十二 道 路法第四十八条の四 十八第一項の規定に より報告をさ
せ、同 条第二項の規定により 必要な措置を講ず べきことを命
じ、及 び同条第三項の規定に より指定を取り消 すこと。
十三 道 路法第四十八条の四十 九の規定により情 報の提供又は
指導若 しくは助言をすること 。
十四 （ 略）
（略）

２

（公社管 理道路の道路管理者が 権限を行う場合の意見の 聴取等
）
第三十一条 道路管理者は、地方 道路公社が第十条第一項 の許可
を受けて新設 し、若しくは改築 し、第十四条の規定によ り維持
、修繕及び災害 復旧を行い、若 しくは第十五条第一項の 許可を
受けて維持、修 繕及び災害復旧 を行う道路又は第十二条 第一項
の許可を受けて 新設し、若しく は改築し、若しくは第十 四条の
規定により維持 、修繕及び災害 復旧を行う指定都市高速 道路（
以下「公社管理 道路」と総称す る。）について、次に掲 げる権
限を行おうとす るときは、あらか じめ、当該地方道路公 社の意
見を聴かなけれ ばならない。

（会社 管理高速道路の道路管 理者が権限を行う場合の 意見の聴
取等）
第三十条 道路管理者は、会社 管理高速道路について、 次に掲げ
る権限を行 おうとするときは 、あらかじめ、機構及び 会社の意
見を聴かなけ ればならない。
一～五 （略 ）
六 道路法第 四十七条の二十 一第一項（同法第九十一 条第二項
において準用す る場合を含む。） の規定により道路保全 立体
区域の指定をす ること。
七～十 （略 ）
十一 道路法 第四十八条の六十第一 項の規定により道 路協力団
体を指定するこ と。
十二 道路法 第四十八条の六十二第 一項の規定により 報告をさ
せ、同条第二項 の規定により必要な措置 を講ずべきこと を命
じ、及び同条第 三項の規定により指定を 取り消すこと。
十三 道路法 第四十八条の六十三の 規定により情報の 提供又は
指導若しくは助 言をすること。
十四 （略）
（略）
（公社管理道路 の道路管理者が権限 を行う場合の意見の聴 取等
）
第三十一条 道路管 理者は、地方道路 公社が第十条第一項の 許可
を受けて新設し、 若しくは改築し、 第十四条の規定により 維持
、修繕及び災害復 旧を行い、若しく は第十五条第一項の許 可を
受けて維持、修繕 及び災害復旧を行 う道路又は第十二条第 一項
の許可を受けて新 設し、若しくは改築 し、若しくは第十四 条の
規定により維持、 修繕及び災害復旧を行 う指定都市高速道 路（
以下「公社管理道 路」と総称する。）につ いて、次に掲げ る権
限を行おうとする ときは、あらかじめ、当 該地方道路公社 の意
見を聴かなければ ならない。
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２

一～ 三 （略）
四 道路法第四十七条の十 一第一項（同法第 九十一条第二項に
お いて準用する場合を含 む。）の規定により道 路保全立体区
域 の指定をすること。
五～ 八 （略）
九 道路法第四十八条の四 十六第一項の規定によ り道路協力団
体を指 定すること。
十 道路 法第四十八条の四 十八第一項の規定によ り報告をさせ
、同条 第二項の規定によ り必要な措置を講ずべ きことを命じ
、及び 同条第三項の規定 により指定を取り消す こと。
十一 道 路法第四十八条の 四十九の規定により情 報の提供又は
指導若 しくは助言をする こと。
十二 （ 略）
（略）

２

（道路法 及び高速自動車国道法 の適用等）
第五十四条 この法律による道路 の新設、改築、維 持、修繕、災
害復旧そ の他の管理については 、この法律に定め るもののほか
、道路法 （第五十条から第五十 三条までを除く。 ）及び高速自
動車国道 法（第二十条を除く。 ）並びにこれらの法 律に基づく
政令の規 定の適用があるものと する。この場合におい て、道路
法第四十 七条の三第二項中「道 路の道路管理者（国土交 通大臣
である道 路管理者を除く。）」 とあるのは「道路（高速 自動車
国道又は指 定区間内の国道に限 る。）が道路整備特別措 置法第
二十三条第一 項第一号に規定す る会社管理高速道路（以 下「会
社管理高速道路 」という。）で ある場合にあつては機構 に、同
法第三十一条第 一項に規定する 公社管理道路（以下「公 社管理
道路」という。 ）である場合に あつては地方道路公社」 と、同
条第四項及び第 五項中「道路管 理者」とあり、同条第六 項中「
これらの道路の 道路管理者」と あり、並びに同条第九項 中「第
一項の規定によ り指定された道路 の道路管理者（国土交 通大臣
である道路管理 者を除く。）」とあ るのは「機構等」と 、同条

一～三 （略）
四 道 路法第四十七条の二十 一第一項（同法第九十一 条第二項
において準 用する場合を含む。） の規定により道路保全 立体
区域の指定 をすること。
五～八 （ 略）
九 道路法第 四十八条の六十 第一項の規定により道路 協力団体
を指定すること 。
十 道路法第 四十八条の六十 二第一項の規定により報 告をさせ
、同条第二項の 規定により必要な 措置を講ずべきことを 命じ
、及び同条第三 項の規定により指 定を取り消すこと。
十一 道路法 第四十八条の六十三 の規定により情報の 提供又は
指導若しくは助 言をすること。
十二 （略）
（略）

（道路法及び 高速自動車国道法の適 用等）
第五十四条 こ の法律による道路の新 設、改築、維持、 修繕、災
害復旧その他 の管理については、こ の法律に定めるもの のほか
、道路法（第 五十条から第五十三条 までを除く。）及び高 速自
動車国道法（ 第二十条を除く。）並 びにこれらの法律に基 づく
政令の規定の 適用があるものとする 。この場合において、 道路
法第四十七条の 三第二項中「道路の 道路管理者（国土交通 大臣
である道路管理者 を除く。）」とあ るのは「道路（高速自 動車
国道又は指定区間 内の国道に限る。 ）が道路整備特別措置 法第
二十三条第一項第 一号に規定する会 社管理高速道路（以下 「会
社管理高速道路」 という。）である 場合にあつては機構に 、同
法第三十一条第一 項に規定する公社 管理道路（以下「公社 管理
道路」という。） である場合にあつて は地方道路公社」と 、同
条第四項及び第五 項並びに同法第四十七 条の十一第二項及 び第
三項中「道路管理 者」とあり、同法第四十 七条の三第六項 中「
これらの道路の道 路管理者」とあり、同条 第九項中「第一 項の
規定により指定さ れた道路の道路管理者（ 国土交通大臣で ある
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道路管 理者を除く。）」とあ り、同法第四十七条の 十一第一項
中「当 該道路管理者」とあり 、並びに同条第四項中「 道路の道
路管理 者」とあるのは「機構 等」と、同法第四十七条 の三第六
項中「指 定区間外の国道、都 道府県道又は市町村道」 とあり、
並びに同条 第九項及び同法第 四十七条の十一第四項中 「当該道
路」とあるの は「会社管理高 速道路又は公社管理道路 」と、同
法第四十七条 の十第四項中「 道路管理者」とあるのは 「道路管
理者（当該道 路（高速自動車 国道又は指定区間内の国 道に限る
。）が会社管 理高速道路であ る場合にあつては機構、 公社管理
道路である場 合にあつては地方 道路公社）」と、同法 第四十七
条の十一第一 項中「道路管理者（ 国土交通大臣である 道路管理
者を除く。以 下この条及び次条第三 項において同じ。 ）」とあ
るのは「道路 （高速自動車国道又は 指定区間内の国道 に限る。
）が会社管理 高速道路である場合に あつては機構に、 公社管理
道路である場 合にあつては地方道路 公社」と、同法第 七十一条
第四項中「道 路管理者（第九十七条 の二の規定により 権限の委
任を受けた北 海道開発局長を含む。 以下この項及び次 項におい
て同じ。）は 、その職員のうちから 道路監理員を命じ」 とある
のは「機構等 又は有料道路管理者（ 道路整備特別措置法第 十八
条第四項に規 定する有料道路管理者 をいう。以下同じ。） は、
その職員のう ちから道路監理員を命 じ」と、「第一項又は 第二
項の規定による 道路管理者の処分」 とあるのは「道路整備 特別
措置法第八条第一 項第三十八号又は 第十七条第一項第三十 四号
の規定により道路 管理者に代わつて 行う第一項若しくは第 二項
の規定による機構 等の処分又は第一 項若しくは第二項の規 定に
よる有料道路管理 者の処分」とする ほか、必要な技術的読 替え
は、政令で定める 。
２ 機構は、前項の 規定により読み替 えて適用する道路法第 四十
七条の三第二項又 は第四十七条の十一第 一項の規定により 協議
をしようとする場 合においては、あらかじ め、会社の意見 を聴
き、かつ、その協 議を行つたときは、遅滞 なく、その旨を 会社
に通知しなければ ならない。

第六 項中「指定区間外の国 道、都道府県道又 は市町村道」とあ
り、 及び同条第九項中「当 該道路」とあるの は「会社管理高速
道路 又は公社管理道路」と 、同法第七十一条第 四項中「道路管
理者 （第九十七条の二の規 定により権限の委任を 受けた北海道
開発 局長を含む。以下この 項及び次項において同 じ。）は、そ
の職 員のうちから道路監理 員を命じ」とあるのは 「機構等又は
有料道 路管理者（道路整備 特別措置法第十八条第 四項に規定す
る有料道 路管理者をいう。 以下同じ。）は、その 職員のうちか
ら道路監 理員を命じ」と、 「第一項又は第二項の 規定による道
路管理者 の処分」とあるの は「道路整備特別措置 法第八条第一
項第三十 八号又は第十七条 第一項第三十四号の規 定により道路
管理者に 代わつて行う第一 項若しくは第二項の規 定による機構
等の処分 又は第一項若しく は第二項の規定による 有料道路管理
者の処分 」とするほか、必要 な技術的読替えは、 政令で定める
。

２ 機構は、前項 の規定により読 み替えて適用する道路法 第四十
七条の三第二項 の規定により協 議をしようとする場合に おいて
は、あらかじめ 、会社の意見を 聴き、かつ、その協議を 行つた
ときは、遅滞な く、その旨を会社 に通知しなければなら ない。
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３・４

（略）

３・４

（略）
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○

正

案

行

（電線共 同溝への電線の敷設工 事に係る資金の貸付け）
第四条 国 は、都道府県又は市町 村が道路法第三十七条第 一項の
規定により 指定された道路の区 域において建設される電 線共同
溝に係る電線 共同溝の占用予定 者（電線共同溝の整備等 に関す
る特別措置法第 五条第二項に規 定する電線共同溝の占用 予定者
をいう。）に対 し電線共同溝へ の電線の敷設工事（これ に附帯
する工事を含む 。）に要する費 用に充てる資金を無利子 で貸し
付ける場合にお いて、その貸付 けの条件が次項の政令で 定める
基準に適合して いるときは、当 該貸付けに必要な資金の 一部を
無利子で当該都 道府県又は市町村 に貸し付けることがで きる。

（目 的）
第一条 この法律は、道路（ 道路法（昭和二十七年 法律第百八十
号）によ る道路をいう。以 下同じ。）の交通の安 全の確保とそ
の円滑化 を図るとともに、 生活環境の改善に資す るため、道路
の改築に 関する国の負担又 は補助の割合の特例そ の他道路整備
事業（道 路の新設、改築、 維持及び修繕に関する 事業をいい、
道路の新 設又は改築（電線 共同溝の整備等に関す る特別措置法
（平成七 年法律第三十九号 ）第二条第三項に規定 する電線共同
溝（第四 条第一項において単 に「電線共同溝」と いう。）に係
るものに 限る。）に密接に関連 する事業を含む。 ）に係る国の
財政上の 特別措置を定め、もつ て国民経済の健全 な発展と国民
生活の向 上に寄与することを目 的とする。

現

道路整備 事業に係る国の財政上 の特別措置に関す る法律（昭和三十三年 法律第三十四号）（抄 ）（第五条関係）
（傍線の部分 は改正部分）
改
（目的）
第一条 この法 律は、道路（道 路法（昭和二十七年法律 第百八十
号）による道 路をいう。以下 同じ。）の交通の安全の 確保とそ
の円滑化を図 るとともに、生 活環境の改善に資するた め、道路
の改築に関す る国の負担又は補 助の割合の特例その他 道路整備
事業（道路の 新設、改築、維持及 び修繕に関する事業 （道路の
新設又は改築 （電線共同溝の整備等 に関する特別措置 法（平成
七年法律第三 十九号）第二条第三項 に規定する電線共 同溝（第
四条第一項に おいて単に「電線共同 溝」という。）に 係るもの
に限る。）に 密接に関連する事業を 含む。）並びに道 路の占用
に関する工事 （道路法第三十二条第 一項第三号に掲げ る自動運
行補助施設（ 第五条第一項において 単に「自動運行補 助施設」
という。）に 係るものに限る。）に 関する事業をいう。 ）に係
る国の財政上 の特別措置を定め、も つて国民経済の健全な 発展
と国民生活の 向上に寄与することを 目的とする。
（電線共同溝へ の電線の敷設工事に 係る資金の貸付け）
第四条 国は、都 道府県又は市町村が 道路法第三十七条第一 項の
規定により指定さ れた道路の区域又 は同法第四十八条の二 十第
一項若しくは第三 項の規定により指 定された歩行者利便増 進道
路の区域において 建設される電線共 同溝に係る電線共同溝 の占
用予定者（電線共 同溝の整備等に関 する特別措置法第五条 第二
項に規定する電線 共同溝の占用予定者 をいう。）に対し電 線共
同溝への電線の敷 設工事（これに附帯す る工事を含む。） に要
する費用に充てる 資金を無利子で貸し付け る場合において 、そ
の貸付けの条件が 次項の政令で定める基準 に適合している とき
は、当該貸付けに 必要な資金の一部を無利 子で当該都道府 県又
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２

は市町 村に貸し付けることが できる。
（略 ）

（略）

（自動運 行補助施設の設置工 事に係る資金の貸付け）
第五条 国 は、都道府県又は市 町村が道路法第三十二条 第一項又
は第三項の規 定による許可を 受けて自動運行補助施設 を設置し
ようとする者 に対し自動運行 補助施設の設置工事に要 する費用
に充てる資金 を無利子で貸し 付ける場合において、そ の貸付け
の条件が次項 の政令で定める 基準に適合しているとき は、当該
貸付けに必要 な資金の一部を無 利子で当該都道府県又 は市町村
に貸し付ける ことができる。
２ 前項に規定 する国の貸付金及び 同項の規定による国 の貸付け
に係る都道府 県又は市町村の貸付金 に関する償還方法 その他必
要な貸付けの 条件の基準については 、政令で定める。
第六条～第八条

２

)

（ 略）

新
(設

第五条～第 七条

（略）
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○

改

正

事

務

案

法

律

現

事

行

（傍線の部分 は改正部分）

務

別表第 一 第一号法定受託事 務（第二条関係）
備考 この表の下欄の用語 の意義及び字句の意味は 、上欄に掲
げる法律 における用語の意義 及び字句の意味による ものと
する。

地方自治 法（昭和二十二年法律 第六十七号）（抄 ）（附則第五条関係）

律

別表第一 第 一号法定受託事務（ 第二条関係）
備考 この表 の下欄の用語の意 義及び字句の意味は、 上欄に掲
げる法律におけ る用語の意義及び 字句の意味によるもの と
する。
法

（略）

（略）

（略）

道路法（昭 一 この法律の規定 により地方公共団体 が処理す
和二十七年
ることとされている 事務のうち次に掲 げるもの
法律第百八
イ この法律の規定 により都道府県、 指定市又
十号）
は第十七条第二項の規 定により都道府県 の同
意を得た市 （次号において「都道府 県等」と
いう。）が 、指定区間外の国道の道 路管理者
として処理 することとされている事 務（第二
十四条の二 第一項及び第三項、第三 十九条第
一項（第九 十一条第二項において準 用する場
合を含む。 ）、第四十四条第五項か ら第七項
まで（これら の規定を第九十一条第 二項にお
いて準用する場 合を含む。）、第四 十七条の
二第三項、第四十 九条、第五十四条 第一項、
同条第二項におい て準用する第十九 条第二項
、第五十四条第三 項において準用す る第七条
第六項、第五十四 条の二第一項、同 条第二項
において準用する 第十九条の二第二 項、第五
十四条の二第三項 において準用する 第七条第

（ 略）

道路法（昭 一 この法律の規定により 地方公共団体が 処理す
和二十七年
ること とされている事務のう ち次に掲げるもの
法律第百八
イ こ の法律の規定により都 道府県、指定市又
十号）
は第 十七条第二項の規定に より都道府県の同
意を得た市（次 号において「都道府県 等」と
いう。）が、指 定区間外の国道の道路 管理者
として処理する こととされている事務 （第二
十四条の二第一 項及び第三項（第四十 八条の
三十五第三項にお いて準用する場合を 含む。
）、第三十九条第一 項（第九十一条第 二項に
おいて準用する場合を 含む。）、第四 十四条
第五項から第七項まで （これらの規定 を第九
十一条第二項において 準用する場合を 含む。
）、第四十七条の二第 三項、第四十八 条の三
十五第一項、第四十九 条、第五十四条第 一項
、同条第二項において 準用する第十九条第 二
項、第五十四条第三項 において準用する第七
条第六項、第五十四条 の二第一項、同条第二
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項におい て準用する第十九条の二 第二項、第
五十四条 の二第三項において準用 する第七条
第六項、 第五十五条第一項、同条 第二項にお
いて準用 する第二十条第三項、第 五十五条第
三項におい て準用する第七条第六 項、第五十
八条第一項、 第五十九条第一項及 び第三項、
第六十条、第六 十一条第一項、第 六十九条第
一項並びに同条 第二項において準 用する第四
十四条第六項及 び第七項、第七十 条第一項、
第三項及び第四 項、第七十一条第 四項（道路
監理員の任命に 係る部分に限り、 第九十一条
第二項において 準用する場合を含む 。）、第
七十二条第一項 （第九十一条第二項に おいて
準用する場合を 含む。）、第七十二条 第二項
において準用す る第四十四条第六項及 び第七
項並びに第七十 二条第三項（これらの 規定を
第九十一条第二 項において準用する場 合を含
む。）、第七十 三条第一項から第三項 まで（
これらの規定を 第九十一条第二項にお いて準
用する場合を含 む。）、第七十五条第 五項並
びに同条第六項 において準用する第四 十四条
第六項及び第七 項（これらの規定を第 九十一
条第二項において 準用する場合を含む 。）、
第八十五条第三項、 第九十一条第三項 並びに
同条第四項において準 用する第四十四 条第六
項及び第七項の規定に より処理するこ ととさ
れているものを除く。 ）及び指定区間 外の国
道を構成していた不用 物件の管理者と して処
理することとされてい る事務（第九十五 条（
第九十一条第二項にお いて準用する場合を 含
む。）の規定により処 理することとされてい
るものを除く。）

六項、 第五十五条第一項、同 条第二項におい
て準用 する第二十条第三項、 第五十五条第三
項にお いて準用する第七条第 六項、第五十八
条第一 項、第五十九条第一項 及び第三項、第
六十条 、第六十一条第一項、 第六十九条第一
項並び に同条第二項において 準用する第四十
四条第 六項及び第七項、第七 十条第一項、第
三項及び 第四項、第七十一条 第四項（道路監
理員の任命 に係る部分に限り 、第九十一条第
二項におい て準用する場合を 含む。）、第七
十二条第一 項（第九十一条第 二項において準
用する場合 を含む。）、第七 十二条第二項に
おいて準用 する第四十四条第 六項及び第七項
並びに第七 十二条第三項（こ れらの規定を第
九十一条第 二項において準用す る場合を含む
。）、第七 十三条第一項から第三 項まで（こ
れらの規定 を第九十一条第二項にお いて準用
する場合を 含む。）、第七十五条第 五項並び
に同条第六 項において準用する第四 十四条第
六項及び第 七項（これらの規定を第 九十一条
第二項にお いて準用する場合を含む 。）、第
八十五条第 三項、第九十一条第三項 並びに同
条第四項に おいて準用する第四十四 条第六項
及び第七項 の規定により処理するこ ととされ
ているものを 除く。）及び指定区間 外の国道
を構成していた 不用物件の管理者と して処理
することとされて いる事務（第九十 五条（第
九十一条第二項に おいて準用する場 合を含む
。）の規定により 処理することとさ れている
ものを除く。）
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（略）

二

ロ （略）
ハ 第十七 条第四項、第四十八条の 二十第三項
及び第四 十八条の二十二第一項の 規定により
国道に関 して指定市以外の市町村 が処理する
こととされ ている事務（政令で定 めるものを
除く。）
（略）
ニ
（略）

（ 略）

（略）

二

（ 略）

ロ （略）
ハ 第十七条第四項の規定 により国道に関し て
指定市 以外の市町村が処理す ることとされて
いる事 務（政令で定めるもの を除く。）

ニ

（略）
（略）
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○

正

案

２

（略）

現

（傍線の部分 は改正部分）

行

（道 路法の適用）
第二十 五条 高速自動車国道 の新設、改築、維持、 修繕、災害復
旧その他 の管理については 、この法律に定めるも ののほか、道
路法及び 同法に基づく政令 の規定の適用があるも のとする。こ
の場合に おいて、同法第二 条第二項第二号又は第 六号中「第十
八条第一 項に規定する道路 管理者」とあるのは「 国土交通大臣
」と、同 法第二十四条の二 第一項、第三十九条第 二項、第三十
九条の二 第五項又は第六十 一条第二項中「道路管 理者である地
方公共団 体の条例（指定区間 内の国道にあつては 、政令）」と
あるのは 「政令」と、同法第二 十四条の三中「条 例（国道にあ
つては、 国土交通省令）」とあ るのは「国土交通 省令」と、同
法第四十 四条第一項又は第七十 三条第二項中「条 例（指定区間
内の国道 にあつては、政令）」 とあるのは「政令 」と、同法第
四十七条 の二第四項中「当該許 可に関する権限を 行う者が国土
交通大臣 である場合にあつては 政令で、その他の者 である場合
にあつて は当該道路管理者であ る地方公共団体の条例 で」とあ
るのは「 政令で」と、同法第百 九条中「第十三条第二項 、第二
十七条又 は第四十八条の十九第 二項の規定により道路管 理者に
代わつて」 とあるのは「高速自 動車国道法第九条の規定 により
国土交通大臣 に代わつて」と、 「道路管理者とみなす」 とある
のは「国土交通 大臣とみなす」 とする。

高速自動 車国道法（昭和三十二 年法律第七十九号 ）（抄）（附則第六条 関係）

改
（道路法の適 用）
第二十五条 高 速自動車国道の 新設、改築、維持、修繕 、災害復
旧その他の管 理については、 この法律に定めるものの ほか、道
路法及び同法 に基づく政令の 規定の適用があるものと する。こ
の場合におい て、同法第二条第 二項第二号、第五号、 第七号又
は第八号中「 第十八条第一項に規 定する道路管理者」 とあるの
は「国土交通 大臣」と、同法第二十 四条の二第一項、 第三十九
条第二項、第 三十九条の二第五項、 第四十八条の三十 五第一項
又は第六十一 条第二項中「道路管理 者である地方公共 団体の条
例（指定区間 内の国道にあつては、 政令）」とあるの は「政令
」と、同法第 二十四条の三中「条例 （国道にあつては 、国土交
通省令）」と あるのは「国土交通省 令」と、同法第四 十四条第
一項又は第七 十三条第二項中「条例 （指定区間内の国道 にあつ
ては、政令） 」とあるのは「政令」 と、同法第四十七条の 二第
四項中「当該 許可に関する権限を行 う者が国土交通大臣で ある
場合にあつて は政令で、その他の者 である場合にあつては 当該
道路管理者であ る地方公共団体の条 例で」とあるのは「政 令で
」と、同法第百九 条中「第十三条第 二項、第二十七条又は 第四
十八条の十九第二 項の規定により道 路管理者に代わつて」 とあ
るのは「高速自動 車国道法第九条の 規定により国土交通大 臣に
代わつて」と、「 道路管理者とみな す」とあるのは「国土 交通
大臣とみなす」と する。
（略）
２

- 69 -

○

案

踏切道改 良促進法（昭和三十六 年法律第百九十五 号）（抄）（附則第七 条関係）

正

14

現

（傍線の部分 は改正部分）

行

（地 方踏切道改良計画）
第四条 （略）
２～４ （略）
５ 第二項 第四号に掲げる事 項には、道路協力団体 （道路法第四
十八条の 二十三第一項の規 定により指定された道 路協力団体を
いう。以 下同じ。）による 歩行者と車両とを分離 して通行させ
るための 踏切道の着色、踏 切事故の発生の防止に ついて通行者
の注意を 喚起するための看 板の設置その他の鉄道 事業者及び道
路管理者 が実施する踏切道の 改良に道路協力団体 の協力が必要
な事項を 記載することができる 。
６～
（ 略）
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改
（地方踏切道 改良計画）
第四条 （略）
２～４ （略）
５ 第二項第四 号に掲げる事項 には、道路協力団体（道 路法第四
十八条の四十 六第一項の規定に より指定された道路協 力団体を
いう。以下同 じ。）による歩行者 と車両とを分離して 通行させ
るための踏切 道の着色、踏切事故の 発生の防止につい て通行者
の注意を喚起 するための看板の設置 その他の鉄道事業 者及び道
路管理者が実 施する踏切道の改良に 道路協力団体の協 力が必要
な事項を記載 することができる。
６～
（略）
14

○

案

踏切道改 良促進法（昭和三十六 年法律第百九十五 号）（抄）（附則第八 条関係）

正

14

現

（傍線の部分 は改正部分）

行

（地 方踏切道改良計画）
第四条 （略）
２～４ （略）
５ 第二項 第四号に掲げる事 項には、道路協力団体 （道路法第四
十八条の 四十六第一項の規 定により指定された道 路協力団体を
いう。以 下同じ。）による 歩行者と車両とを分離 して通行させ
るための 踏切道の着色、踏 切事故の発生の防止に ついて通行者
の注意を 喚起するための看 板の設置その他の鉄道 事業者及び道
路管理者 が実施する踏切道の 改良に道路協力団体 の協力が必要
な事項を 記載することができる 。
６～
（ 略）
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改
（地方踏切道 改良計画）
第四条 （略）
２～４ （略）
５ 第二項第四 号に掲げる事項 には、道路協力団体（道 路法第四
十八条の六十 第一項の規定によ り指定された道路協力 団体をい
う。以下同じ 。）による歩行者と 車両とを分離して通 行させる
ための踏切道 の着色、踏切事故の発 生の防止について 通行者の
注意を喚起す るための看板の設置そ の他の鉄道事業者 及び道路
管理者が実施 する踏切道の改良に道 路協力団体の協力 が必要な
事項を記載す ることができる。
６～
（略）
14

○

案

現

道路法の 一部を改正する法律（ 昭和三十九年法律 第百六十三号）（抄） （附則第九条関係）

正

15

（傍線の部分 は改正部分）

行

附 則
１・２ （略）
３ 国土 交通大臣は、改正後 の法第十二条の規定に かかわらず、
当分の間 、一般国道（この 法律の施行の際改正前 の法の規定に
よる一級 国道であつたもの を除く。）の新設又は 改築でその行
うべきも のを、当該新設又 は改築に係る一般国道 の部分の存す
る都道府 県又は指定市が行 うこととすることがで きる。この場
合におい ては、道路法第十 七条第七項の規定を準 用する。
４～
（ 略）
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改
附 則
１・２ （略）
３ 国土交通大 臣は、改正後の 法第十二条の規定にかか わらず、
当分の間、一 般国道（この法 律の施行の際改正前の法 の規定に
よる一級国道 であつたものを除 く。）の新設又は改築 でその行
うべきものを 、当該新設又は改築 に係る一般国道の部 分の存す
る都道府県又 は指定市が行うことと することができる 。この場
合においては 、道路法第十七条第八 項の規定を準用す る。
４～
（略）
15

○

正

案

３・４

（略）

（傍線の部分 は改正部分）

行

（管 理有料高速道路の維持 、修繕等の特例の経過 措置）
第二十 六条 （略）
２ 管理 有料高速道路につい ては、新特別措置法第 三条第一項の
許可を受 けて新設し、又は 改築した高速道路とみ なして新特別
措置法第 四条から第七条ま で、第九条第一項（第 一号から第三
号までに 係る部分を除く。 ）及び第九項から第十 一項まで、第
二十四条 、第二十五条第一 項、第二十六条、第三 十条第一項（
第一号及 び第二号に係る部 分を除く。）及び第二 項、第三十二
条第一項 、第三十五条、第三 十七条第一項、第三 十八条、第三
十九条、 第四十条第一項、第四 十二条第一項及び 第四項、第四
十四条、 第四十五条第三項、第 四項前段及び第六 項、第四十六
条第一項 、第四十七条、第四十 八条、第五十一条 第四項、第五
項及び第 八項、第五十四条第一 項（後段にあって は、政令で定
める技術 的読替えに係る部分に 限る。）及び第二 項並びに第五
十五条か ら第五十九条までの規 定を適用する。この 場合におい
て、新特 別措置法第九条第九項 及び第十項、第四十五 条第三項
、第四項 前段及び第六項並びに 第五十一条第四項中「機 構」と
あるのは 「道路管理者」とする ほか、新特別措置法の規 定の適
用について の必要な技術的読替 えは、政令で定める。

現

日本道路 公団等民営化関係法施 行法（平成十六年 法律第百二号）（抄） （附則第十条関係）

改
（管理有料高 速道路の維持、 修繕等の特例の経過措置 ）
第二十六条 （ 略）
２ 管理有料高 速道路について は、新特別措置法第三条 第一項の
許可を受けて 新設し、又は改 築した高速道路とみなし て新特別
措置法第四条 から第七条まで、 第九条第一項（第一号 から第三
号までに係る 部分を除く。）及び 第九項から第十一項 まで、第
二十四条、第 二十五条第一項、第二 十六条、第三十条 第一項（
第一号及び第 二号に係る部分を除く 。）及び第二項、 第三十二
条第一項、第 三十五条、第三十七条 第一項、第三十八 条、第三
十九条、第四 十条第一項、第四十二 条第一項及び第四 項、第四
十四条、第四 十五条第三項、第四項 前段及び第六項、 第四十六
条第一項、第 四十七条、第四十八条 、第五十一条第四 項、第五
項及び第八項 、第五十四条第一項（ 後段にあっては、政 令で定
める技術的読 替えに係る部分に限る 。）及び第三項、第五 十五
条から第五十 六条まで並びに第五十 八条から第六十条まで の規
定を適用する 。この場合において、 新特別措置法第九条第 九項
及び第十項、第 四十五条第三項、第 四項前段及び第六項並 びに
第五十一条第四項 中「機構」とある のは「道路管理者」と する
ほか、新特別措置 法の規定の適用に ついての必要な技術的 読替
えは、政令で定め る。
３・４ （略）
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○

正

案

行

（定 義）
第二条 この法律において次 の各号に掲げる用語の 意義は、それ
ぞれ当該 各号に定めるとこ ろによる。
一～十 （略）
十一 特 定路外駐車場 駐 車場法第二条第二号に 規定する路外
駐車場 （道路法第二条第 二項第六号に規定する 自動車駐車場
、都市 公園法（昭和三十 一年法律第七十九号） 第二条第二項
に規定 する公園施設（以下 「公園施設」という 。）、建築物
又は建 築物特定施設であるも のを除く。）であ って、自動車
の駐車 の用に供する部分の面 積が五百平方メー トル以上であ
るもの であり、かつ、その利 用について駐車料 金を徴収する
ものを いう。
十二～二 十八 （略）

現

高齢者、 障害者等の移動等の円 滑化の促進に関す る法律（平成十八年法 律第九十一号）（抄） （附則第十一条関 係）
（傍線の部分 は改正部分）
改
（定義）
第二条 この法 律において次の 各号に掲げる用語の意義 は、それ
ぞれ当該各号 に定めるところ による。
一～十 （略 ）
十一 特定路 外駐車場 駐車場 法第二条第二号に規定 する路外
駐車場（道路法 第二条第二項第七 号に規定する自動車駐 車場
、都市公園法（ 昭和三十一年法律第 七十九号）第二条第 二項
に規定する公園 施設（以下「公園施設 」という。）、建 築物
又は建築物特定 施設であるものを除く。 ）であって、自 動車
の駐車の用に供 する部分の面積が五百平 方メートル以上 であ
るものであり、 かつ、その利用について 駐車料金を徴収 する
ものをいう。
十二～二十八 （略）
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