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制 定(案) 現 行

第１章 総 論 第１章 総 論第１章 総 論 第１章 総 論第１章 総 論 第１章 総 論第１章 総 論 第１章 総 論
1.1 この基準の目的 1.1 この基準で取り扱う範囲1.1 この基準の目的 1.1 この基準で取り扱う範囲1.1 この基準の目的 1.1 この基準で取り扱う範囲1.1 この基準の目的 1.1 この基準で取り扱う範囲
この基準は、土地改良法（昭和24年法律第195号)に基づく農道整備に係る土地改良事 この基準は，土地改良法（昭和24年法律第 195号）に基づく土地改良事業で行う農道

業計画（以下「事業計画」という。）の作成に当たり、必要となる調査計画手法の基本 の事業（以下「計画」という。）を樹立するに当たって必要となる基本的事項につい
的事項を定め、土地改良事業の適正かつ効率的な施行に資することを目的とする。 て，標準的な考え方，配慮すべき点等を定めたものである。

1.2 農道整備の目的と意義 1.2 農道の種類1.2 農道整備の目的と意義 1.2 農道の種類1.2 農道整備の目的と意義 1.2 農道の種類1.2 農道整備の目的と意義 1.2 農道の種類
農道整備は、農業振興を図る地域において、農道を適切に整備することにより、農業 この基準では，農道をその主たる機能や配置によって次の種類に分類して取り扱う。

生産性の向上、農業生産の近代化及び農産物流通の合理化を図ることを目的とする。 １ 基幹的農道
あわせて、農道が農村地域の社会資本であることを勘案し、農村地域の社会生活環境 ２ 圃場内農道

｜ の改善に資するよう配慮しなければならない。１

1.3 事業計画作成の基本 1.3 計画樹立の基本1.3 事業計画作成の基本 1.3 計画樹立の基本1.3 事業計画作成の基本 1.3 計画樹立の基本1.3 事業計画作成の基本 1.3 計画樹立の基本｜
事業計画の作成に当たっては、長期的な見通しの下、地域の自然条件及び社会経済条 農道は，農業及び農村生活の基盤であり，かつ社会資本であることを勘案し，地域の

件等を考慮の上、総合的な観点から十分な検討を行わなければならない。 将来構想に基づいて農道を整備することにより，農業生産の近代化，農産物流通の合理
化に資するよう，あるいはこれらと併せて農村の社会生活環境の改善に資するよう総合
的な観点から計画することが必要である。



制 定(案) 現 行

第２章 調 査 第２章 調 査第２章 調 査 第２章 調 査第２章 調 査 第２章 調 査第２章 調 査 第２章 調 査
2.1 調査の基本と手順 2.1 調査の手順2.1 調査の基本と手順 2.1 調査の手順2.1 調査の基本と手順 2.1 調査の手順2.1 調査の基本と手順 2.1 調査の手順
計画対象地域（以下「地区」という。）の自然条件及び社会経済条件等の特性が事業 調査は，計画の内容及び地域の特性に応じて必要と認められる調査事項を明確にし，

計画に反映されるよう適切な手順で調査を実施するものとする。 計画の樹立作業の途上で生じてくる諸事態に適切に対応できるよう計画との連係を保ち
このため、調査と計画が常に連係しつつ、合理性と効率性が保たれるよう、予備的な つつ，合理的かつ効率的に進める。

調査として概査を行い、その結果を踏まえて、必要と認められる調査事項を明確にした
上で精査を進めるものとする。

2.2 概査2.2 概査2.2 概査2.2 概査
概査は、基本構想を作成するに当たり必要となる調査で、気象、水文、地形、地質、

土質、土地利用、農業、関連事業、人口、産業、道路、周辺環境及び関係農家等の意向
に関する予備的調査を行うものとする。

2.3 精査 2.2 調査（精査）の項目2.3 精査 2.2 調査（精査）の項目2.3 精査 2.2 調査（精査）の項目2.3 精査 2.2 調査（精査）の項目
2.2.1 気象・水文2.2.1 気象・水文2.2.1 気象・水文2.2.1 気象・水文精査は、地区の現況を把握するとともに地区の設定、路線配置計画、計画交通量、横

｜ 断面計画及び主要工事計画等を作成するに当たり必要となる調査で、受益地、気象、水 計画対象区域（以下「地区」という。）を代表する測候所などの資料から気象・水文
文、地形、地質、土質、土地利用、農業、関連事業、人口、産業、道路、交通量、周辺 を調査する。地区が広域にわたる場合には，いくつかのブロックに区切って整理する。

２

｜ 環境及び関係農家等の意向に関する調査を行うものとする。
2.2.2 地形・地質2.2.2 地形・地質2.2.2 地形・地質2.2.2 地形・地質
路線選定のために既存の地形図及び地質図を収集し，現地踏査を重ねて地区及びその

周辺の地形及び地質をは握する。

2.2.3 土地利用2.2.3 土地利用2.2.3 土地利用2.2.3 土地利用
地区を包含する地域について土地利用の状況及び動向，今後の開発予定地，土地利用

規制区域等を調査する。

2.2.4 社会経済調査2.2.4 社会経済調査2.2.4 社会経済調査2.2.4 社会経済調査
地区における社会経済の状況及び今後の方向を明らかにするため，社会経済条件を調

査する。

2.2.5 農業調査2.2.5 農業調査2.2.5 農業調査2.2.5 農業調査
地区の農業の現状及び動向を明らかにし，今後の農業の発展の可能性及びこれに果た

す農道の役割を検討するため，農業経営，営農状況，農業施設等を調査する。



制 定(案) 現 行

2.2.6 関連事業等2.2.6 関連事業等2.2.6 関連事業等2.2.6 関連事業等
地区及びその周辺において，実施済，実施中，又は計画中の他事業の内容を調査し，

このなかで計画と直接又は間接的に関連するものについては，更に細部の事業内容を調
査する。

2.2.7 道路調査2.2.7 道路調査2.2.7 道路調査2.2.7 道路調査
地区の道路網（計画が具体化されている路線を含む。），これに関連する周辺地区の

道路，交通機関運行路線等について調査し，道路状況をは握する。

2.2.8 交通量調査2.2.8 交通量調査2.2.8 交通量調査2.2.8 交通量調査
計画路線の位置が概略決まれば，将来の交通量を予測する資料とするため，この路線

に関係する主要既存道路の交通量を調査する。

2.2.9 路線調査2.2.9 路線調査2.2.9 路線調査2.2.9 路線調査
図上及び現地踏査により概定した計画路線について，経済性，安全性，施工性等を検

｜ 討するため，図上測量，現地調査等を行う。３

2.2.10 土質調査2.2.10 土質調査2.2.10 土質調査2.2.10 土質調査｜
計画路線の位置，構造，施工方法等の決定及び構造物の位置，構造，形式，施工方法

等の決定並びに工事の経済性，安全性等の検討のため，適切な土質調査を行う。



制 定(案) 現 行

第３章 計 画 第３章 計 画第３章 計 画 第３章 計 画第３章 計 画 第３章 計 画第３章 計 画 第３章 計 画
3.1 事業計画作成の手順 3.4 計画樹立の手順3.1 事業計画作成の手順 3.4 計画樹立の手順3.1 事業計画作成の手順 3.4 計画樹立の手順3.1 事業計画作成の手順 3.4 計画樹立の手順
事業計画の作成は、基本構想を定め、一般計画の各計画要素を決定する手順で行い、 計画の樹立は，原則として構想に基づき計画の各要素の関連性を考慮しつつ，骨格と

適切な事業計画となるよう進めるものとする。 なる要素から順次細部のものへと進め，必要に応じてフィードバックして最も妥当な計
画となるようにする。

3.2 基本構想の作成 3.1 構想の樹立3.2 基本構想の作成 3.1 構想の樹立3.2 基本構想の作成 3.1 構想の樹立3.2 基本構想の作成 3.1 構想の樹立
基本構想は、事業計画の骨格を定めるものであり、関係する都道府県、市町村等の各 地区の社会経済活動の基盤として重要な役割を担う農道又は農道網の計画の樹立に当

種振興計画及び農道の機能を考慮の上、営農・土地利用計画、路線配置計画、計画交通 たっては，地域の自然条件，社会経済条件，農業の現状，交通の状況等をは握し，将来
量及び構造等を概定するものとする。 の地域経済の発展に適合した農業の形態を明らかにし，農業生産の近代化，農産物流通

の合理化に資するよう，あるいはこれらと併せて農村の社会生活環境の改善に資するよ
う，計画の樹立作業に先立って総合的な構想を樹立することが重要である。

3.2 整備目標の設定3.2 整備目標の設定3.2 整備目標の設定3.2 整備目標の設定
農道の計画は，農村地域における農道網の整備を主題とする地域計画の一要素であ

｜ り，農村計画の一環として考えるべきものである。したがって計画樹立に当たっては，
地域の将来予測を的確に行うとともに，地域における当該計画の果たす役割及び位置付

４

｜ けを明らかにし，整備目標を設定することが必要である。

3.3 計画樹立の留意点3.3 計画樹立の留意点3.3 計画樹立の留意点3.3 計画樹立の留意点
計画の樹立に当たっては，次の点に留意する。

１ 一般道路とは異なる利用形態の特殊性を十分考慮する。
２ 輸送量の増大，交通車両の大型化及び将来の交通形態の変化に対応できるようにす
る。

３ 農業機械の効率的利用が図れるようにする。
４ 農村地域住民の日常生活上の交通が安全で円滑に行われるよう考慮する。
５ 土地利用計画，地域振興計画等の上位計画及び関連事業計画と十分調和のとれた計
画とする。



制 定(案) 現 行

3.3 一般計画3.3 一般計画3.3 一般計画3.3 一般計画
3.3.1 一般計画の作成3.3.1 一般計画の作成3.3.1 一般計画の作成3.3.1 一般計画の作成
一般計画は、基本構想に即し、地区の設定を行い、営農・土地利用計画、路線配置計

画、計画交通量、設計速度、横断面計画及び線形計画を決定するものとする。

3.3.2 地区の設定 3.5 地区の設定3.3.2 地区の設定 3.5 地区の設定3.3.2 地区の設定 3.5 地区の設定3.3.2 地区の設定 3.5 地区の設定
地区は、地域の整備計画及び周辺地域との関連性を考慮の上、農道の機能に応じてそ 地区の設定は，地域の開発構想及び周辺地域との関連性を考慮しつつ，計画の内容に

の範囲を適切に設定するものとする。 応じて次の事項について総合的に検討し，事業の実施段階で地区の変更が生じることの
ないよう十分調整して行う。

１ 地形，地物（山，河川，道路，鉄道等）の条件
２ 市町村界，大字界又は土地改良区，農協等の農業団体組織の範囲
３ 圃場，用排水系統，道路，河川等の整備状況及び整備計画
４ 営農形態，農業施設の位置及び規模，市場，現況流通経路等の農業立地条件
５ 農村地域住民の生活行動等の圏域

｜ ６ 地元農家の意向
７ 農業振興地域整備計画，広域営農団地整備計画，都市計画等の地域計画及び土地利

５

｜ 用規制

3.3.3 営農・土地利用計画 3.6 路線の配置計画3.3.3 営農・土地利用計画 3.6 路線の配置計画3.3.3 営農・土地利用計画 3.6 路線の配置計画3.3.3 営農・土地利用計画 3.6 路線の配置計画
3.6.1.基本的な考え方3.6.1.基本的な考え方3.6.1.基本的な考え方3.6.1.基本的な考え方営農・土地利用計画は、地域農業の展開方向に即し、路線配置計画及び計画交通量を

作成するに当たり必要となる土地利用、作付面積、生産量及び農業施設の配置等に関す 計画路線は，地区の自然条件，農道の種類，既存道路の配置，交通状況，農業施設の
る事項を定めるものとする。 配置等について総合的に検討し，利用形態に即した効率的な配置とする。

3.3.4 路線配置計画 3.6.2 基幹的農道3.3.4 路線配置計画 3.6.2 基幹的農道3.3.4 路線配置計画 3.6.2 基幹的農道3.3.4 路線配置計画 3.6.2 基幹的農道
路線配置計画は、農道の機能に応じて安全かつ円滑な交通が図れるよう農業生産活動 基幹的農道は，圃場内農道，農業集落道路と連絡し，農業施設の効率的な利用が図れ

の利便性、農業施設の配置状況、道路現況及び自然条件等について総合的な検討を行い る配置として，国道，都道府県道等と接続するよう考慮する。接続に際しては安全かつ
決定するものとする。 円滑な交通が図れるよう留意しなければならない。



制 定(案) 現 行

3.6.3 圃場内農道3.6.3 圃場内農道3.6.3 圃場内農道3.6.3 圃場内農道
圃場内農道は，地形勾配，圃場の区画形状，用排水路の配置，集落，農業施設，既存

道路の位置等と密接に関連するので，これらの配置関係に留意し，農業交通及び農作業
が安全かつ効率的に行われ，農道網全体として経済的配置となるように計画する。

3.3.5 計画交通量 3.7 計画交通量3.3.5 計画交通量 3.7 計画交通量3.3.5 計画交通量 3.7 計画交通量3.3.5 計画交通量 3.7 計画交通量
計画交通量は、将来目標時の交通量を表わすもので、計画農業交通量と計画一般交通 農道の計画交通量は，将来目標時の交通量を表わすもので，農業交通量と一般交通量

量からなる計画基礎諸元であり、交通量調査等を基礎として将来の交通形態及び交通量 からなり，農道の計画諸元を決定する指標の一つである。したがって，地域の開発構想
を的確に予測し決定するものとする。 を考慮し，交通量調査等を基礎として将来の交通形態及び交通量を的確に予測し，計画

交通量を決定しなければならない。

3.3.6 設計速度 3.9 設計速度3.3.6 設計速度 3.9 設計速度3.3.6 設計速度 3.9 設計速度3.3.6 設計速度 3.9 設計速度
設計速度は、線形計画を作成するための計画基礎諸元であり、農道の機能に応じて適 農道の設計速度は，農道の種類及び機能に応じて適切に決定する。

切に決定するものとする。

3.3.7 横断面計画 3.8 横断面の計画3.3.7 横断面計画 3.8 横断面の計画3.3.7 横断面計画 3.8 横断面の計画3.3.7 横断面計画 3.8 横断面の計画｜
3.8.1 基本的な考え方3.8.1 基本的な考え方3.8.1 基本的な考え方3.8.1 基本的な考え方

６

横断面は、車道、路肩、歩道、自転車道、自転車歩行者道、待避所及び駐車帯から構
｜ 成されており、各構成要素を適切に組み合わせ、安全かつ円滑な交通が確保できるよう 農道の横断面は，車道，路肩及び必要に応じて設けられる歩道，自転車道等の構成要

計画交通量及び将来の交通形態に対応できる幅員構成としなければならない。 素からなる。これらの幅員の計画に当たっては，路線の将来の交通需要に応じた処理能
力を有し，農業利用上の特殊性に対応できる幅員構成とするとともに，歩行者及び自転
車の通行が多い区間については，これらに対する安全性を考慮する。

3.8.2 幅員3.8.2 幅員3.8.2 幅員3.8.2 幅員
幅員は，農道の種類及び性格に応じて，計画交通量，計画交通機種，歩行者及び自転

車の交通量等を検討の上，適正に決定する。

3.8.3 建築限界3.8.3 建築限界3.8.3 建築限界3.8.3 建築限界
農道上で，車両，歩行者等の交通の安全を確保するため，一定の幅と高さで示される

建築限界の範囲内には，障害となるような物を設けてはならない。

3.8.4 横断勾配3.8.4 横断勾配3.8.4 横断勾配3.8.4 横断勾配
車道及び車道に接続する路肩，歩道，自転車道等には，路面上の排水に必要な横断勾

配を設ける。
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3.3.8 線形計画 3.10 線形計画3.3.8 線形計画 3.10 線形計画3.3.8 線形計画 3.10 線形計画3.3.8 線形計画 3.10 線形計画
3.10.1 基本的な考え方3.10.1 基本的な考え方3.10.1 基本的な考え方3.10.1 基本的な考え方線形計画は、計画交通量、将来の交通形態、路線配置計画、設計速度及び横断面計画

等との整合を図り、地形、土地利用、線形の連続性、平面線形及び縦断線形との調和を 農道の線形は，地形，や地域の土地利用との調和を考慮するとともに，線形の連続性
考慮の上、曲線半径及び縦断勾配等を決定するものとする。 及び平面，縦断両線形の調和を図り，施工及び維持管理，経済性，農業生産活動，生活

活動，交通運用上等の得失を検討して決定する。

3.10.2 平面線形3.10.2 平面線形3.10.2 平面線形3.10.2 平面線形
車道の屈曲部は曲線形とする。曲線形は，交通車両が安全で快適に走行できるように

曲線半径，曲線長，曲線部の拡幅，緩和区間，片勾配，視距等を総合的に検討して決定
する。

3.10.3 縦断線形3.10.3 縦断線形3.10.3 縦断線形3.10.3 縦断線形
車道の縦断線形は，交通車両の走行速度の低下，登坂能力，視距等を勘案の上，交通

の混乱，安全性の低下を生じないように決定する。その決定に当たっては，縦断勾配，
縦断曲線及び合成勾配を総合的に検討する。

｜
3.11.4 平面交差3.11.4 平面交差3.11.4 平面交差3.11.4 平面交差

７

｜ 1)平面交差の計画
交差点の構造は，計画交通量及び交通機種を考慮して，交通が安全かつ円滑に行われ

るように交通制御と交通方法を適正に想定して計画する。

2)平面交差点の形状及び間隔
農道は原則として同一箇所、同一平面において５以上交会させてはならない。農道が

同一平面で交差又は接続する場合には、必要に応じて屈折車線、変速車線若しくは交通
島を設け、又は隅角部を切取り、かつ適当な見通しができる構造とする。
交差点間隔は、できるだけ大きくとることが望ましい。

3.4 主要工事計画 3.11 農道の構造3.4 主要工事計画 3.11 農道の構造3.4 主要工事計画 3.11 農道の構造3.4 主要工事計画 3.11 農道の構造
3.4.1 主要工事計画の作成 3.11.1 路面高3.4.1 主要工事計画の作成 3.11.1 路面高3.4.1 主要工事計画の作成 3.11.1 路面高3.4.1 主要工事計画の作成 3.11.1 路面高
主要工事計画は、農道の構造、主要構造物及び付帯構造物について、それらが一体と 農道の路面高は，線形，土工，農道の機能，用地等を考慮し，適切に決定する。

なって安全かつ円滑な交通が確保できるよう作成するものとする。

3.4.2 農道の構造3.4.2 農道の構造3.4.2 農道の構造3.4.2 農道の構造
農道の構造は、路体、路床、舗装、法面及び排水工で構成され、その構造は、安全か

つ経済的なものとしなけれなばらない。
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3.11.2 路床及び路盤3.11.2 路床及び路盤3.11.2 路床及び路盤3.11.2 路床及び路盤
路床は，舗装及び路面上の荷重を支持するものであるから，路床土については土質試

験結果等を参考にして決定する。なお，支持力が低い場合には適切な処理を行うことが
必要である。
路盤は，路面に加えられた荷重を支えて路床土の支持力より小さくなるまで分散さ

せ，路床に伝えるためのものであるから，その材料及び工法については，現場条件，経
済性等を検討して決定する。

3.11.3 舗 装3.11.3 舗 装3.11.3 舗 装3.11.3 舗 装
舗装は，工種の特性を考慮し，舗装目的，施工条件等に適合するもので，構造上安全

かつ経済的な工種を選定する。

3.11.4 排 水3.11.4 排 水3.11.4 排 水3.11.4 排 水
農道の排水は，表面排水，地下排水，法面排水，構造物の排水及び凍上について検討

し，農道の機能低下をまねくことのないよう必要に応じて適切な排水施設の設置及び凍
｜ 上防止対策を行う。８

｜
3.11.5 法面の安定と法面保護3.11.5 法面の安定と法面保護3.11.5 法面の安定と法面保護3.11.5 法面の安定と法面保護
1) 法面の安定
農道の盛土及び切土部分の法面の勾配は，法面の安定が確保されるようにしなければ

ならない。

2) 法面保護
外的条件による法面の浸食や風化を防止するため，植生や構造物で法面を被覆した

り，土留め構造物で法面の安定を図るなどの法面保護工を設ける。

3) 擁 壁
擁壁は，次のような場所についてその必要性を検討する。この場合，材料及び種類は

安全かつ経済的なものとする。
(1) 河川，海，湖沼等に接した箇所
(2) トンネルの坑門又は橋台のそで
(3) 盛土又は切土の法先
(4) 用地の関係から必要のある箇所等



制 定(案) 現 行

3.4.3 主要構造物 3.12 主要構造物3.4.3 主要構造物 3.12 主要構造物3.4.3 主要構造物 3.12 主要構造物3.4.3 主要構造物 3.12 主要構造物
3.12.1 橋 梁3.12.1 橋 梁3.12.1 橋 梁3.12.1 橋 梁橋梁、トンネル等の主要構造物の位置、線形及び構造等は、安全かつ経済的なものと

しなければならない。 1)調 査
橋梁の計画に当たっては，架橋予定地点並びに付近の地形，地質，河川状況，周辺の

構造物など計画に必要な資料を得るため，適切な調査を行う。

2)位置の選定
橋梁の位置は，前後の路線との調和がとれ，河川等の被横断物への支障が少なく，か

つ安全で経済的に架橋できる地点を選定する。

3)平面線形及び縦断線形
平面線形は，直線で河川等を直角に横断する直橋とすることが望ましい。斜橋となる

場合でもできるだけ直角に近い角度となるよう設定し，曲線橋は特別の場合を除いて用
いない。
縦断線形は，架橋地点の条件から定まる橋面高に合わせるとともに，縦断線形の連続

｜ 性を考慮し，その前後の縦断勾配と調和のとれた計画とする。９

｜
4)橋長及び径間長
河川に架けられる場合の橋長は，高水時の流水に障害がなく，また流水によって橋台

が被害を受けないように定める。径間長は，河川管理上支障がなく，橋全体が最も経済
的になるよう適切に定める。
道路や鉄道を横断する場合は，それらの建築限界を確保する橋下空間が得られるよう

橋長及び径間長を定める。

5)構 造
(1) 上部構造
①形式の選定
上部構造の形式は，支間長に応じ，更に現場立地条件により経済性，構造特性，施工

性，維持管理等を検討し，環境との調和や美観をも考慮して選定する。

②設計自動車荷重及び歩道等に負載する荷重
橋梁の設計に用いる設計自動車荷重及び歩道等に負載する荷重は，農道の種類，交通

量，交通機種，幅員及び歩道等の有無を考慮の上，適切に決定する。
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(2) 下部構造
①形式の選定
下部構造の形式は，上部構造の形式，荷重，地形，河川状況，基礎地盤，施工条件等

を考慮し，河川管理等に支障がなく，かつ安全で経済的な形式を選定する。

②橋台
橋台は，架橋地点の地形，地質状況等を考慮し，河川管理等に支障のない位置を選

び，上部構造からの荷重とともに，背面からの土圧など橋台自体に作用する荷重に対し
ても安全に支持できる形式とする。

③橋脚
橋脚は，流水等への障害が少なく，上部構造からの荷重及び橋脚自体に作用する荷重

を安全に基礎地盤に伝え，また，洗掘や河床低下等に対しても安全な根入れ深さをもつ
形式とする。

｜ ④基礎工
基礎工は，橋台又は橋脚から伝えられる荷重を安全に基礎の支持層に伝えて支持する

１

とともに，耐久性を有する構造とする。基礎工法は，荷重条件や立地条件に対し確実に

０

｜ 施工でき，更に経済性を考慮してその工法を選定する。

3.12.2 トンネル
1)調 査
計画路線の中のトンネルについては，トンネルの予定路線を含む地域の地形，地質条

件の概要及び環境条件，周辺に存在する各種物件，施工立地条件，工事上の制約等につ
いて調査し，トンネルの計画に必要な基礎資料を収集する。調査に当たっては，まず，
既存資料調査及び現地踏査を行い，必要に応じ，試掘，ボーリング，弾性波探査等を含
む詳細な調査を行う。

2)路線の選定
トンネルの計画路線は，前後の路線を含め技術的，経済的及び社会的条件を総合的に

検討し，適正な路線を選定する。
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3)平面線形及び縦断線形
平面線形は，原則として直線あるいは大半径の曲線とし，取付部においては，十分な

視距と安全な走行が確保できる線形とする。
縦断線形は，湧水の排水を妨げない程度で，できるだけ緩い縦断勾配とする。縦断勾

配の変化点には，適切な縦断曲線を挿入する。

4)内空断面
トンネルの内空断面は，所定の幅員に対する建築限界及び換気その他に必要な断面積

を包含し，土圧等の荷重や施工法を考慮して，構造的に安定で最も経済的な形状と寸法
とする。車両と歩行者を同一内空断面内に通行させるトンネルでは，特に自転車及び歩
行者の安全に留意した構造とする。

5)覆工
トンネルは，原則としてコンクリートの覆工とする。覆工の設計巻厚は，地山の地質

条件，断面形状，施工法等を考慮して定める。地質が悪い場合，偏圧を受ける場合，土
｜ かぶりの薄い場合は，必要に応じて覆工背面と地山との間に裏込め注入を行う。１

6)施工計画

１

｜ 施工計画は，トンネルの断面形，延長，工期，地山の岩質，施工立地条件等に応じ
て，安全かつ能率的に施工できるよう掘削工法，ずり処理，覆工計画，工程計画等につ
いて検討し，決定する。

3.12.3 踏 切3.12.3 踏 切3.12.3 踏 切3.12.3 踏 切
農道が鉄道と交差する場合，その交差部の構造は，両者の輸送機能及び交通の安全が

十分保たれるようにする。

3.4.4 付帯構造物 3.13 付帯構造物3.4.4 付帯構造物 3.13 付帯構造物3.4.4 付帯構造物 3.13 付帯構造物3.4.4 付帯構造物 3.13 付帯構造物
3.13.1 待避所3.13.1 待避所3.13.1 待避所3.13.1 待避所農道には、農道の構造、地形等の自然条件を考慮の上、暗きょ（カルバート）、緑地

帯、防雪施設、交通安全施設及び交通管理施設等の付帯構造物を設置するものとし、そ 待避所は，１車線の農道において安全かつ円滑な通行を図るためんの施設であり，交
の必要性を十分に検討するとともに、安全かつ経済的な構造としなければならない。 通量，視距，立地条件等を勘案し，必要に応じて設ける。

3.13.2 横断暗渠3.13.2 横断暗渠3.13.2 横断暗渠3.13.2 横断暗渠
1)水路用暗渠
農道を横断して設置する水路用暗渠は，必要な最大通水量を流下し得る断面とし，ま

た，維持管理についても考慮したものでなければならない。
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2)通路用暗渠
通路用暗渠の断面形状は，通路の使用目的に適合するものでなければならない。

3.13.3 緑地帯3.13.3 緑地帯3.13.3 緑地帯3.13.3 緑地帯
農道において，交通の安全と快適性を高めるとともに，沿道の自然環境の保全，生活

環境の改善等に資するよう必要に応じて緑地帯を設けることを検討する。

3.13.4 防雪施設等3.13.4 防雪施設等3.13.4 防雪施設等3.13.4 防雪施設等
農道において，なだれ，飛雪，積雪により交通の確保が困難となる恐れのある箇所に

は，農道の利用状況等を考慮して防雪施設等を設ける。

3.14 交通安全施設及び交通管理施設3.14 交通安全施設及び交通管理施設3.14 交通安全施設及び交通管理施設3.14 交通安全施設及び交通管理施設
3.14.1 基本的な考え方3.14.1 基本的な考え方3.14.1 基本的な考え方3.14.1 基本的な考え方
農道には，車両，歩行者等の安全かつ円滑な交通を図るため，必要に応じて交通安全

施設及び交通管理施設を設ける。
｜

3.14.2 交通安全施設3.14.2 交通安全施設3.14.2 交通安全施設3.14.2 交通安全施設

１

1) 防護柵

２

｜ 防護柵は，車両の路外逸脱防止，歩行者等の保護，歩行者の横断抑制等の目的で設け
る。その設置場所は，農道の種類，規模，交通量，立地条件等を勘案し，その形式及び
構造は，性能，経済性，走行上の安定感，視線誘導，施工の条件，維持管理等を十分考
慮して決定する。

2) 照明施設
照明施設は，夜間及びトンネル等における車両，歩行者等の交通の危機を防止し，円

滑な通行を図る目的で設けるもので，農道の立地条件及び交通の状況に応じて設置す
る。この場合，照明施設の光源，照度及び構造は，照明効果，経済性，維持管理等を考
慮し適切に選定する。

3) 視線誘導表
視線誘導表は路端及び農道の線形を明示し，運転者の視線誘導を行うためのもので、

夜間及び昼間において視線誘導を行う必要がある区間に行う。
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4) 道路反射鏡
道路反射鏡は，他の車両，歩行者，障害物等を確認し，危険を防止する目的で設ける

もので，農道の立地条件及び交通の状況に応じて必要な設置場所，形式を決定する。

5) 立体横断施設
立体横断施設は，横断する歩行者又は自転車を車道から立体的に分離することによ

り，横断する際に生じる交通事故を防止するなど横断者の安全を図り，併せて車両の安
全かつ円滑な交通を確保するために設けるものである。
これには，横断歩道橋と地下横断歩道があり，その設置に当たっては，農道の規模，

歩行者又は自転車の横断交通量，車両の交通量等を勘案して，設置場所，施設の形式及
び構造等を十分検討する。

3.14.3 交通管理施設3.14.3 交通管理施設3.14.3 交通管理施設3.14.3 交通管理施設
1) 道路標識
道路標識は農道の構造を保全し，交通の安全と円滑を図るために設ける施設であっ

｜ て，当該農道に関する案内，警戒，規制，指示の情報を農道利用者に提供するものであ
る。これらを設置する際の設置場所，様式，色彩，寸法等は関係法令に定めるところに

１

よる。

３

｜
2) 区画線
区画線は，車線，車道等の境界を明示する路面標示をいい，交通の安全と円滑を図る

ものである。これらを設置する際の設置場所，様式，寸法等は関係法令に定めるところ
による。

3) 交通信号機
交通信号機は，平面交差及び横断歩道において，交通量が多く交通信号機を設置する

以外は交通の混乱，渋滞，交通事故の発生を防止することが困難である場合に設置する
ものである。

3.5 経済効果の測定 第５章 効果及び評価3.5 経済効果の測定 第５章 効果及び評価3.5 経済効果の測定 第５章 効果及び評価3.5 経済効果の測定 第５章 効果及び評価
農道整備により見込まれる経済効果を測定し、事業計画の経済性及び妥当性を評価す 農道を整備することによって生ずる効果には，農道自体が持つ機能と事業計画により

るものとする。 与えられる役割，性格づけによって，直接的なものから間接的なものまで，種々なもの
がある。計画樹立に当たっては，これらの効果を計測し，事業の経済性，妥当性を評価
する。



制 定(案) 現 行

3.6 維持管理 第４章 維持管理3.6 維持管理 第４章 維持管理3.6 維持管理 第４章 維持管理3.6 維持管理 第４章 維持管理
4.1 管理の基本4.1 管理の基本4.1 管理の基本4.1 管理の基本維持管理は、農道の機能に応じて管理者、管理の内容、管理に要する費用及び負担方

法等の基本的事項を定めた上、農道の機能を保持し、安全で円滑な交通が維持できるよ 農道の管理は，農道の目的及び種類に沿って，その機能が十分発揮されるように管理
う管理体制を確立し適切に行うものとする。 者の義務と権利を明確にするとともに，管理体制を確立し適正に行うことが必要であ

る。

4.2 管理方法4.2 管理方法4.2 管理方法4.2 管理方法
農道の管理方法は，農道の利用上の特殊性に伴う交通規則と維持保全のための維持補

修に分けられる。

１ 交通規制１ 交通規制１ 交通規制１ 交通規制
農道の交通規制については，路線及び利用形態の特殊性から，重量制限，速度制限，

農業利用車両等の駐停車，一般交通等を考慮し，地区の実状に応じて規制の時期，方法
等を関係機関と十分調整する。

２ 維持管理２ 維持管理２ 維持管理２ 維持管理｜
農道の維持管理については，路盤材料の性質，配合の割合，排水状況，気象条件，交

１

通状況等を考慮し，それぞれの方策を検討する。

４

｜


