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はしがきより
　我が国の道路整備は、昭和 27 年に現行の道路法が制定されて以来、諸々の道路関係法令の制定による道路法制の構築と時代の要請に応じた
12 次にわたる道路整備 5ヶ年計画の実施により、着実に進展してきました。この間、交通の安全確保、環境保全、良好な景観の構築など、多
くの諸課題に対する適切な対応が求められ、関係法令の改廃が適宜行われるとともに、裁判例や行政実務の蓄積がなされてきたところです。
　こうような中、道路管理上必要とされる基本的な事項を網羅的に解説し、文字通り「道路管理の手引」としての役割を担うことを目的として、
本書は発刊されました。
　現在供用されている道路の多くは高度経済成長期に集中的に整備されたものですが、建設からおよそ半世紀が経ち、その老朽化対策は喫緊
の課題となっています。また、東日本大震災の経験から大規模災害への対策の必要性についても強く認識されるようになってきています。さ
らに、道路は我々の暮らしに最も身近で基礎的な社会交通基盤であり、我が国の経済発展を支えるという役割も担っているため、道路の新た
な機能・価値の創出や道路交通システムの最適化等も求められています。
　このような時代の流れに適切に対応し、新しい局面を迎えつつある道路管理業務について、本書が、引き続き実務書としての役割を担うこ
とが出来るよう、この間に行われた法令改正の全面的な反映、道路実務上しばしば問題となる事項の問題形式の増補を行い、新しい「道路管
理の手引」を世に送り出す運びとなりました。
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第５次改訂

好評の旧版を４年ぶりに全面改訂した新版、待望の刊行！

改訂のポイント

●複雑な道路管理上の基本的事項をわかりやすく解説。
●実務上の問題点を具体的なQ&A方式で詳解。

道路構造物の予防保全・老朽化対策
①道路の維持・修繕の充実（ハード対策）
　○道路の予防保全の観点も踏まえた点検を含む維持・修繕の実施
　○国土交通大臣による点検結果の調査（技術開発等への活用）
　○一定の構造物を対象とした国土交通大臣による修繕・改築の代行

②大型車両の通行の適正化（ソフト対策）
　○大型車両の通行を誘導すべき経路を構成する道路を国土交通大臣が指定
　○制限違反を繰り返す車両の使用者等に対する監督強化

道路管理の手引
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第1章 道路の概念
　　１　道路の意義
　　２　私権の権限
　　３　道路の範囲
　　４　道路の種類
　　５　道路の付属物
　　６　道路の成立から廃止までの手続
　
第2章 道路に関する調査
　第1節 調査の意義
　第2節 調査の種別
　第3節 調査に伴う権限
　第4節 調査に要する費用
　
第3章 路線の指定及び認定
　第1節 路線の意義
　第2節 路線の指定又は認定
　第3節 路線の重複
　
第4章 道路管理者
　　１　道路管理者の意義
　　２　道路管理者の責務
　　３　道路管理者の権限の行使
　　４　道路管理者相互の関係
　
第5章 道路の区域決定
　第1節 道路の区域の意義
　第2節 区域の決定（変更）の手続
　第3節 道路予定区域
　
第6章 道路の建設
　第1節 道路に関する工事の意義
　第2節 道路の建設基準
　第3節 道路に関する工事の権限
　第4節 道路に関する工事に伴う権限
　第5節 道路用地の取得
　　１　用地の先行取得
　　２　用地の補償基準
　　３　土地収用
　　４　国有財産の使用
　　５　道路の敷地の帰属
　　６　支障物件の撤去
　第6節 道路に関する工事の施行
　　１　工事の契約
　　２　工事の受託及び委託
　　３　工事の施行方法
　第7節 関連工事の施行
　　１　付帯工事
　　２　占有物件の移転（除却）費用
　第8節 工事中の道路の管理
　　１　交通規制
　　２　事故防止
　第9節 道路の新設、改築に伴う補償
　　１　みぞかき補償

第７章　道路の供用の開始
　第1節 供用の開始
　第2節 専用道路の指定
　　１　総論
　　２　自動車専用道路の指定
　　３　自転車専用道路等
　
第８章　道路の管理
　第1節 道路の管理の概念
　　１　意義
　　２　内容
　　３　道路台帳
　第2節 道路管理権の行使
　　１　管理権の及ぶ範囲
　　２　他の道路との関係
　　３　他の公共施設との関係（兼用工作物）
　　４　権限の代行・委任
　第3節 道路の維持・修繕
　　１　道路の維持・修繕の基準
　第4節 道路の災害復旧
　　１　道路の災害
　　２　異常気象時及び災害時の道路管理
　第5節 道路管理者以外の者の道路管理
　　１　承認工事
　　２　工事施行命令（原因者工事）
　　３　維持修繕協定の締結
　　４　道路の美化及び愛護運動
　第6節 道路に関する妨害の排除
　　１　禁止行為
　　２　沿道制限
　第7節 通行の禁止制限
　　１　禁止制限の意義
　　２　道路管理者の行う通行の禁止又は制限
　　３　車両制限
　
第９章　道路の占用
　第1節 占用の意義
　第2節 占用物件
　第3節 占用の許可
　第4節 許可の基準
　第5節 国等の行う事業のための占用
　第6節 公益事業のための占用
　第7節 占用の手続
　第8節 占用に関する工事の施行
　第9節 占用料
　第10節 　地下街等特殊占用物件
　第11節 　不法占用物件の取扱い
　第12節 　他の法律との関係
　
第10章　道路に関する費用、収入等
　第１節　道路に関する費用の負担と補助
　　１　費用負担者
　　２　国庫負担・国庫補助
　
第11章　道路管理者の監督処分等
　第１節　監督処分
　第２節　代執行

　第３節　告発・罰則
　
第12章　道路の廃止
　第１節　路線の廃止及び供用の廃止
　第２節　不用物件の取扱い
　
第13章　道路行政の指導助成
　第１節　道路行政の指導助成の意義
　第２節　国土交通大臣との協議等
　第３節　報告の提出
　第４節　法令違反等に関する監督
　
第14章　道路に関する特別の制度
　第１節　交通安全施設の整備
　第２節　共同溝の整備
　　１　共同溝整備道路の指定
　　２　共同溝の建設
　第３節　電線共同溝の整備
　１　電線共同溝の概要
　第４節　有料道路の特例
　第５節　道路と軌道
　　１　軌道の意義
　　２　軌道の敷設
　　３　軌道の監督
　　４　軌道の撤去
　
第15章　道路環境対策
　　１　総説
　　２　沿道整備道路の指定
　　３　沿道整備協議会
　　４　沿道地区計画
　　５　沿道整備促進のための措置
　
第16章　道路に関する紛争
　　１　道路の管理に関する苦情の処理
　　２　行政上の不服申立て
　　３　国家賠償
　　４　道路敷地の境界に関する紛争
　
第17章　道路行政に関連する行政
　第１節　都市計画
　第２節　道路と交通警察
　　１　交通警察権の意義
　　２　道路管理権との調整
　　３　交通警察施設の設置
　第３節　道路と鉄道
　　１　鉄道との交差
　　２　安全確保
　　３　鉄道線路の道路占用
　第４節　道路と運送事業
　　１　道路運送事業の意義
　　２　路線を定める自動車運送事業に対する道路

管理者の意見
　　３　自動車道事業
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