
主な改訂項目主な改訂項目

○以下の用語を追加○以下の用語を追加
「付加追越車線」「軌道敷」「付加追越車線」「軌道敷」
「高規格幹線道路」「高規格幹線道路」
「地域高規格道路」「地域高規格道路」
「普通道路」「小型道路」「普通道路」「小型道路」
「歩車共存道路」「歩車共存道路」
「コミュニティ道路」「コミュニティ道路」
「ゆずり車線」｢側道｣「ゆずり車線」｢側道｣

11--33　用語の　用語の
定義定義

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅠⅠ 総則総則



主な改訂項目主な改訂項目

○道路構造に関する基本的考え方を○道路構造に関する基本的考え方を
　追加　追加
・多様な機能の重視・多様な機能の重視
・・地域に応じた基準の弾力的な運用地域に応じた基準の弾力的な運用

○道路の機能を確保するための道路○道路の機能を確保するための道路
　構造の考え方を追加　構造の考え方を追加
・自動車の交通機能と道路構造・自動車の交通機能と道路構造
・歩行者・自転車の交通機能と道路・歩行者・自転車の交通機能と道路
　構造　構造
・空間機能と道路構造・空間機能と道路構造

第第11章　概説章　概説

第第22章　道路章　道路
の機能を確保の機能を確保
するための道するための道
路構造路構造

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅡⅡ 道路の計画・設計の考え方道路の計画・設計の考え方



主な改訂項目主な改訂項目

○地域の状況に応じた道路構造を追○地域の状況に応じた道路構造を追
　加　加
・地域の状況に応じた高速道路等・地域の状況に応じた高速道路等
・都市における道路・都市における道路
・山地部等における道路・山地部等における道路
・観光地・自然豊かな地域における・観光地・自然豊かな地域における
　道路　道路
・積雪寒冷地における道路・積雪寒冷地における道路

第第33章　地域章　地域
の状況に応じの状況に応じ
た道路構造た道路構造

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅡⅡ 道路の計画・設計の考え方道路の計画・設計の考え方



主な改訂項目主な改訂項目

○道路の計画・設計にあたっての配○道路の計画・設計にあたっての配
　慮事項を追加　慮事項を追加
・将来の状況変化への対応、良好な・将来の状況変化への対応、良好な
　景観形成、維持管理への対応、都　景観形成、維持管理への対応、都
　市計画道路における留意事項　市計画道路における留意事項

第第44章　道路章　道路
の計画・設計の計画・設計
にあたってのにあたっての
配慮事項　配慮事項　

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅡⅡ 道路の計画・設計の考え方道路の計画・設計の考え方



ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第11章　道路章　道路の区分と設計速度，設計車両の区分と設計速度，設計車両

○「級別の異なる設計区間の接続○「級別の異なる設計区間の接続」」
　に　に1.51.5車線的道路の考え方を追加車線的道路の考え方を追加

11--4 4 設計区間設計区間

○道路交通特性の○道路交通特性のデータ更新データ更新、、ピーピー
　ク率　ク率､重方向率を､重方向率を追加追加

11--2 2 計画計画交通交通
量と設計時間量と設計時間
交通量交通量

○「道路の区分」の適用の考え方○「道路の区分」の適用の考え方をを
　　追加追加
○道路の弾力的な運用に関する○道路の弾力的な運用に関する考え考え
　　方を方を追加追加
○「普通道路、小型道路の区分」○「普通道路、小型道路の区分」をを
　　追加追加

11--1 1 道路道路の区の区
分分

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

主な改訂項目主な改訂項目



○地域高規格道路における○地域高規格道路におけるアクセスアクセス
　コントロールの　コントロールの考え方を追加考え方を追加
○小型道路の出入制限を追加○小型道路の出入制限を追加

11--5 5 出入制限出入制限

○各種諸元等（長さ，高さ，車両重○各種諸元等（長さ，高さ，車両重
　量・軸重・輪荷重）の更新　量・軸重・輪荷重）の更新
○小型道路の設計車両を追加○小型道路の設計車両を追加
○車いす，杖使用者，シニアカーの○車いす，杖使用者，シニアカーの
　占有幅等の追加　占有幅等の追加

11--6 6 設計車両設計車両

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

主な改訂項目主な改訂項目



○道路の機能を考慮した横断面構成○道路の機能を考慮した横断面構成
　の幅員決定の考え方を追加　の幅員決定の考え方を追加
○横断面構成要素と道路の機能の関○横断面構成要素と道路の機能の関
　係を追加　係を追加

22--1 1 総則総則

○季節や時間等による交通量の変動○季節や時間等による交通量の変動
　が激しい場合の　が激しい場合の車線数の車線数の検証を検証を追追
　加　加
○小型道路の車線幅員を追加○小型道路の車線幅員を追加

22--2 2 車道およ車道およ
び車線び車線

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第22章　横断面章　横断面の構成の構成

主な改訂項目主な改訂項目



○空間機能に関する記述を追加○空間機能に関する記述を追加
○中央帯設置と幅員に関する記述を○中央帯設置と幅員に関する記述を
　変更　変更
○中央帯開口○中央帯開口部に部に関する記述を追加関する記述を追加

22--3 3 中央帯中央帯

○付加追越車線に関する記述を追加○付加追越車線に関する記述を追加
○ゆずり車線に関する記述を追加○ゆずり車線に関する記述を追加

22--4 4 付加追越付加追越
車線車線

○分離片側１車線の第１種の道路、○分離片側１車線の第１種の道路、
　小型道路に関する記述を追加　小型道路に関する記述を追加
○路肩の歩行者や自転車の通行空間○路肩の歩行者や自転車の通行空間
　としての機能に関する記述を追加　としての機能に関する記述を追加

22--5 5 路肩路肩

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所
主な改訂項目主な改訂項目



○歩道等の機能、空間確保の考え方○歩道等の機能、空間確保の考え方
　を追加　を追加
○歩道等の設置や幅員決定の考え方○歩道等の設置や幅員決定の考え方
　を追加　を追加
○弾力的な運用例を追加○弾力的な運用例を追加
○歩道等のバリアフリー対応に関す○歩道等のバリアフリー対応に関す
　　るる記述を追加記述を追加
○滞留の用に供する施設や空間、設○滞留の用に供する施設や空間、設
　置の考え方を追加　置の考え方を追加

22--7 7 自転車道、自転車道、
自転車歩行者自転車歩行者
道および歩道道および歩道

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

主な改訂項目主な改訂項目



○中央帯、歩道幅員、二次堆雪幅を○中央帯、歩道幅員、二次堆雪幅を
　修正　修正

22--8 8 積雪地域積雪地域
に存する道路に存する道路
の中央帯等のの中央帯等の
幅員幅員

○植樹帯の機能に関する記述を修正○植樹帯の機能に関する記述を修正
○第４種第２級の道路への原則○第４種第２級の道路への原則的設的設
　置　置規定を追加規定を追加
○空間機能に関する記述を追加○空間機能に関する記述を追加

22--9 9 植樹帯植樹帯

○空間機能に関する記述を追加○空間機能に関する記述を追加22--10 10 副道副道

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所
主な改訂項目主な改訂項目



○標準幅員を削除○標準幅員を削除標準幅員標準幅員

○軌道敷の構成、設置の考え方、幅○軌道敷の構成、設置の考え方、幅
　員等を追加　員等を追加
○路面電車停留場の構造を追加○路面電車停留場の構造を追加

22--12 12 軌道敷及軌道敷及
び路面電車停び路面電車停
留場留場

○小型道路の建築限界の考え方を追○小型道路の建築限界の考え方を追
　加　加

22--13 13 建築限界建築限界

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所
主な改訂項目主な改訂項目



○平面線形及び縦断線形の設計に関○平面線形及び縦断線形の設計に関
　する留意点を追加　する留意点を追加
○平面線形と縦断線形の組合せの留○平面線形と縦断線形の組合せの留
　意事項とそれに関する事故率図等　意事項とそれに関する事故率図等
　を追加　を追加

33--1 1 概説概説

○曲線半径別の事故率図とそれに関○曲線半径別の事故率図とそれに関
　する留意点を追加　する留意点を追加

33--3 3 曲線半径曲線半径

○小型道路における曲線部の拡幅量○小型道路における曲線部の拡幅量
　を追加　を追加

33--6 6 曲線部の曲線部の
拡幅拡幅

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第33章　線形および視距章　線形および視距

主な改訂項目主な改訂項目



○小型道路の縦断勾配を追加○小型道路の縦断勾配を追加33--10 10 縦断勾配縦断勾配

○サグ部の縦断曲線半径に関する留○サグ部の縦断曲線半径に関する留
　意点を追加　意点を追加

33--12 12 縦断曲線縦断曲線

○横断勾配の縮小等に関する記述を○横断勾配の縮小等に関する記述を
　追加　追加
○バリアフリーに対応した歩道の勾○バリアフリーに対応した歩道の勾
　配に関する記述を追加　配に関する記述を追加

33--13 13 横断勾配横断勾配

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所
主な改訂項目主な改訂項目



○交差点における交通安全確保の○交差点における交通安全確保のたた
　　めのめの構造に関する記述を追加構造に関する記述を追加

44--1 1 概説概説

○交差点内の見通しに関する記述を○交差点内の見通しに関する記述を
　追加　追加
○曲線部の平面交差における○曲線部の平面交差における留意点留意点
　を　を追加追加

44--3 3 平面交差平面交差
点付近の点付近の 線形線形

○交差点付近における横断構成の留○交差点付近における横断構成の留
　意点を追加　意点を追加
○小型道路の車線幅員を追加○小型道路の車線幅員を追加
○右折車線長に関する記述を変更○右折車線長に関する記述を変更

44--4 4 平面交差平面交差
点付近の横断点付近の横断
構成構成

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第44章　平面章　平面交差交差

主な改訂項目主な改訂項目



○小型道路の導流路幅員を追加○小型道路の導流路幅員を追加
○交差点の通行方法に関する記述○交差点の通行方法に関する記述をを
　変更　変更
○交差点のたまり空間確保に関する○交差点のたまり空間確保に関する
　記述を追加　記述を追加

44--5 5 導流路、導流路、
交通島および交通島および
隅切り等隅切り等

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

主な改訂項目主な改訂項目



○小型道路の交差方式に関する記述○小型道路の交差方式に関する記述
　を追加　を追加
○普通道路と小型道路との分合流部○普通道路と小型道路との分合流部
　に関する記述を追加　に関する記述を追加

55--2 2 立体交差立体交差
の計画基準の計画基準

○短い間隔での○短い間隔でのICIC設置に関する解説設置に関する解説
　を追加　を追加
○○ICIC形式選定の考え方を追加形式選定の考え方を追加
○簡易な○簡易なICICややスマートスマートICICに関する記に関する記
　述を追加　述を追加
○分合流部の車線数バランスに関す○分合流部の車線数バランスに関す
　る記述を追加　る記述を追加

55--4 4 インターインター
チェンジの計チェンジの計
画及び設置基画及び設置基
準準

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第55章　立体交差章　立体交差

主な改訂項目主な改訂項目



○幅員に関する記述を追加○幅員に関する記述を追加77--1 1 自転車専自転車専
用道路等用道路等

○幅員に関する記述を変更○幅員に関する記述を変更77--2 2 歩行者専歩行者専
用道路用道路

○歩車共存道路の構造、設計手法等○歩車共存道路の構造、設計手法等
　に関する記述を追加　に関する記述を追加

77--3 3 歩車共存歩車共存
道路等道路等

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第77章　章　自転車専用道路等，歩行者専用道路および自転車専用道路等，歩行者専用道路および
　　　　　　 歩車共存道路等歩車共存道路等

主な改訂項目主な改訂項目



○舗装の構造が満足すべき性能指標○舗装の構造が満足すべき性能指標
　に関する記述を追加　に関する記述を追加
○交通○交通バリアフリーへバリアフリーへの対応にの対応に関す関す
　る記述　る記述を追加（平坦性、透水性）を追加（平坦性、透水性）

88--2 2 舗装舗装

○道路橋示方書との重複部分を削除○道路橋示方書との重複部分を削除
○車両の大型化への対応、小型道路○車両の大型化への対応、小型道路
　の設計荷重を追加　の設計荷重を追加

88--5 5 橋、高架橋、高架
の道路等の道路等

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第88章　章　土工，舗装および道路構造物土工，舗装および道路構造物

主な改訂項目主な改訂項目



○防護柵の有すべき性能の記述を追○防護柵の有すべき性能の記述を追
　加　加
○景観に配慮した防護柵の記述を追○景観に配慮した防護柵の記述を追
　加　加

99--22--2 2 防護柵防護柵

○○ETCETCによる料金徴収による料金徴収システムに関システムに関
　する記述　する記述を追加を追加

99--33--7 7 料金所料金所

○○バス停留所バス停留所の構造に関する記述をの構造に関する記述を
　追加　追加

99--44--3 3 乗合自乗合自
動車停留施設動車停留施設

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

ⅢⅢ道路の構造道路の構造
第第99章章 道路の附属施設道路の附属施設

主な改訂項目主な改訂項目



○第１種の道路における設置間隔○第１種の道路における設置間隔をを
　変更　変更

99--44--5 5 非常駐非常駐
車帯車帯

○「道の駅」の記述を追加○「道の駅」の記述を追加99--44--5 5 休憩施休憩施
設設

○電線共同溝に関する記述を追加○電線共同溝に関する記述を追加99--7 7 共同溝等共同溝等
（共同溝およ（共同溝およ
び電線共同溝）び電線共同溝）

主な改訂項目主な改訂項目対象箇所対象箇所

主な改訂項目主な改訂項目


