
（別紙１／５） 
【申請に対する処分に関する基準】（法第５条第１項）               

条項 審査基準 

道路法第２４条 
道路法第２４条の承認及び道路法第９１条第１項の許可に係る審査基準について（平成６年

９月３０日建設省道政発第４９号道路局長通達）別紙－１承認工事審査基準（案） 

道路法第３２条第１項又は

第３項（道路法第９１条第

２項に基づき準用する場合

を含む） 

道路法施行令第９条～第１６条 

道路法施行規則第４条の３～第４条の４の７、第４条の４の１０ 

道路占用関係通達集【第７次改訂版】第２章 占用許可基準 

特定連結路附属地における利便増進施設の占用実施要領（平成３１年１月独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構） 

路上変圧器へのデジタルサイネージ等の添加実証実験に係る道路占用の取扱いについて（平

成３０年１２月１０日付け国道利第３３号路政課長通達） 

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る道路占用の取扱いについてにつ

いて（令和元年７月４日付け国道利第８号路政課長通達） 

「占用料の多寡等により占用者を選定する入札制度について」の一部改正について（令和元

年１２月６日付け国道利第１５号道路局路政課長通達） 

「東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る関係者輸送ルートを示す路面

表示及び看板の取扱いについて（令和２年１月１４日付け国道利第１９号路政課長通達） 

「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」等の

一部改正について（令和２年３月２７日付け国道利第２１号道路局長通達） 

「ＮＴＴインフラネット株式会社が所有・管理する管路等の道路占用の取扱いについて（令

和２年３月２７日付け国道利第２６号道路局路政課長他通達） 

「地下鉄施設への二次占用について」の廃止について（令和２年３月３１日付け国道利第３

０号道路局長通達） 

地下鉄施設への二次占用について（令和２年３月３１日付け国道利第３１号道路局路政課長

通達） 

地下鉄施設等へのワークスペースの設置に係る道路占用の取扱いについて（令和２年３月３

１日付け路政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

公衆電話所に設置される無線基地局への蓄電池の設置について（令和２年３月３１日付け路

政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

「「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る道路占用の取扱いについ

て」の一部改正について（令和２年７月３０日付け国道利第１５号道路局路政課長通達） 

「地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取

扱いについて」の一部改正について（令和２年７月３１日付け国道利第１０号道路局長通達） 

「地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取

扱いについて」の一部改正について（令和２年７月３１日付け国道利第１１号道路局路政課

長通達） 

地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取扱

いについて（令和２年７月３１日付け道路局路政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

自動運行補助施設の道路占用の取扱いについて（令和２年１１月２５日付け国道利第２２号

道路局路政課長他通達） 

洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設の道路占用の

取扱いについて（令和３年９月２４日付け国道利第２９号路政課長通達） 

災害応急対策施設等の道路占用の取扱いについて（令和３年９月２４日付け国道利第２７号

路政課長他通達） 

自動車駐車場等における占用の場所の基準の適用について（令和３年９月２４日付け路政課

道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

電気事業法等の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年３月３０日付け国道

利第４７号道路局長通達） 

電気事業法等の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年３月３０日付け国道

利第４９号路政課長他通達） 

電気事業法等の一部改正に伴う道路占用関係事務等の取扱いについて（令和４年３月３０日

付け国道利第４５号路政課長他通達） 
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「第１９回 再エネ関連規制等要望」への対応について（令和４年１０月５日付け路政課道

路利用調整室企画専門官事務連絡） 

道路法第４７条の２第 

１項（限度超過車両の通行

の許可等：特殊車両通行許

可） 

特殊車両通行許可限度算定要領について（昭和５３年１２月１日建設省道交発第９９号道路

交通管理課長・企画課長通達） 

道路法第４８条の５第 

１項又は第３項 

道路法施行令第１９条の１６ 

高速自動車国道又は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて（平成１７年１

０月１８日国道利第２４号路政課長通達） 

高速道路利便施設の連結実施要領（平成１８年４月３日国道有第１４１号有料道路課長通

達） 

「高速道路利便施設の連結 実施要領」について（平成２５年１２月１６日国道高第１９４

号高速道路課長通達） 

道路法第９１条第１項 

道路法第２４条の承認及び道路法第９１条第１項の許可に係る審査基準について（平成６年

９月３０日建設省道政発第４９号道路局長通達）別紙－２道路予定区域における許可行為の 

審査基準（道路法第９１条第１項）（案） 

高速自動車国道法第１ 

１条の２第１項又は第 

５項 

高速自動車国道法施行令第６条 

高速自動車国道又は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて（平成１７年１

０月１８日国道利第２４号路政課長通達） 

高速道路利便施設の連結実施要領（平成１８年４月３日国道有第１４１号有料道路課長通

達） 

「高速道路利便施設の連結 実施要領」について（平成２５年１２月１６日国道高第１９４

号高速道路課長通達） 

【標準処理期間】（法第６条）                           

条項 標準処理期間 

道路法第２４条 

道路法第２４条の承認及び第３２条の許可並びに第９１条第１項の許可に係る標準処理期

間の基準について（平成１０年８月５日建設省道政発第９３号路政課長通達）記１及び記３

による。 

道路法第３２条第１項又は

第３項（道路法第９１条第

２項に基づき準用する場合

を含む） 

道路法第２４条の承認及び第３２条の許可並びに第９１条第１項の許可に係る標準処理期

間の基準について（平成１０年８月５日建設省道政発第９３号路政課長通達）記１及び記３

による。 

道路法第４７条の２第１項 
特殊車両の通行許可に係る標準処理期間の基準について（平成６年９月１４日建設省道交発

第７６の２号道路交通管理課長通達）記１による。 

道路法第９１条第１項 

道路法第２４条の承認及び第３２条の許可並びに第９１条第１項の許可に係る標準処理期

間の基準について（平成１０年８月５日建設省道政発第９３号路政課長通達）記１及び記３

による。 

【不利益処分に関する基準】（法第１２条） 

条項 処分基準 

道路法第３９条第１項（道

路法第９１条第２項に基づ

き準用する場合を含む） 

道路法施行令第１９条～第１９条の４ 

道路占用関係通達集【第７次改訂版】第４章 占用料 

特定連結路附属地における利便増進施設の占用実施要領（平成３１年１月独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構） 

路上変圧器へのデジタルサイネージ等の添加実証実験に係る道路占用の取扱いについて（平

成３０年１２月１０日付け国道利第３３号路政課長通達） 

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る道路占用の取扱いについてにつ

いて（令和元年７月４日付け国道利第８号路政課長通達） 

「占用料の多寡等により占用者を選定する入札制度について」の一部改正について（令和元

年１２月６日付け国道利第１５号道路局路政課長通達） 

「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」等の 



（別紙３／５） 

【不利益処分に関する基準】（法第１２条） 

 一部改正について（令和２年３月２７日付け国道利第２１号道路局長通達） 

「占用料徴収事務の取扱いについて」の一部改正について（令和２年３月２７日付け国道

利第２２号道路局路政課長通達） 

道路法第３９条第１項（道

路法第９１条第２項に基づ

き準用する場合を含む） 

道路協力団体が業務として行う道路占用に係る占用料の取扱いについて（令和２年３月２７

日付け国道利第２３号道路局路政課長、国道環第９８号環境安全・防災課長通達） 

無電柱化の推進に伴う占用料の額の取扱いについて（令和２年３月２７日付け国道利第２４

号道路局路政課長、国道環第１０３号環境安全・防災課長通達） 

「ＮＴＴインフラネット株式会社が所有・管理する管路等の道路占用の取扱いについて（令

和２年３月２７日付け国道利第２６号道路局路政課長、国道環第１０２号環境安全・防災課

長通達） 

「無電柱化の推進に伴う占用料の取扱い等について」の一部改正（令和２年３月２７日付け

国道利第２７号道路局路政課長通達） 

道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基づく占用料の減免措置等の取扱

いについて（令和２年６月５日付け国道利第６号道路局長通達） 

「道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基づく占用料の減免措置等の取

扱いについて」の発出に伴う関係通知の一部改正について（令和２年７月１４日付け国道利

第１２号道路局路政課長通達） 

「道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基づく占用料の減免措置等の取

扱いについて」の発出に伴う関係通知の一部改正について（令和２年７月１４日付け道路局

路政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路

占用の取扱いについて」の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和２年１１月１

０日付け国道利第１７号道路局長通達） 

自動運行補助施設の道路占用の取扱いについて（令和２年１１月２５日付け国道利第２２号

国道交シ第５８号道路局路政課長、道路交通管理課長通達） 

「道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基づく占用料の減免措置等の取

扱いについて」の一部改正について（令和２年１１月２５日付け国道利第２８号道路局長通

達） 

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路

占用の取扱いについて」の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和３年３月１２

日付け国道利第３６号道路局長通達） 

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路

占用の取扱いについて」の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和３年９月１０

日付け国道利第１４号道路局長通達） 

「道路法施行令及び開発道路に関する占用料等徴収規則に基づく占用料の減免措置等の取

扱いについて」の一部改正について（令和３年９月２４日付け国道利第３１号道路局長通達） 

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路

占用の取扱いについて」の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年３月１１

日付け国道利第３６号道路局長通達） 

電気事業法等の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年３月３０日付け国道

利第４７号道路局長通達） 

「新型コロナウイルス感染症の影響に対応するための沿道飲食店等の路上利用に伴う道路

占用の取扱いについて」の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年９月９日

付け国道利第１１号） 

道路法第３９条の９ 

道路法施行規則第４条の５の５ 

道路法等の一部を改正する法律の施行について（平成３０年９月２８日付け国道政第４０号

道路局長通達） 

道路法等の一部を改正する法律の施行について（平成３０年９月２８日付け国道利第２０号

路政課長、国道・技術課長通達） 
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道路法第４７条の４第１項 

（車両の通行に関する措

置：措置命令） 

道路法第４７条の４に係る行政処分等の基準について（平成２７年３月２３日付け独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構） 

道路法第４７条の４第２項 車両制限令 

道路法第４８条第２項（道

路法第９１条第２項に基づ

き準用する場合を含む） 

道路法等の一部を改正する法律等の施行について（平成３０年７月１３日国道利第１３号路

政課長通達） 

道路法第４８条の７第１項 

道路法施行令第１９条の１７～第１９条の１８ 

道路法施行規則第４条の１３の７ 

高速自動車国道又は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて（平成１７年１

０月１８日国道利第２４号路政課長通達） 

高速道路利便施設の連結実施要領（平成１８年４月３日国道有第１４１号有料道路課長通

達） 

「高速道路利便施設の連結 実施要領」について（平成２５年１２月１６日国道高第１９４

号高速道路課長通達） 

道路法第７１条第１項又は

第２項に基づく道路法第２

４条の承認の取消等 

道路法第２４条の承認及び道路法第９１条第１項の許可に係る審査基準について（平成６年

９月３０日建設省道政発第４９号道路局長通達）別紙－１承認工事審査基準（案） 

道路法第７１条第１項又は

第２項に基づく道路法第３

２条第１項又は第３項の許

可（道路法第９１条第２項

に基づき準用する場合を含 

む）の取消等 

道路法施行令第９条～第１６条 

道路法施行規則第４条の３～第４条の４の７、第４条の４の１０ 

道路占用関係通達集【第７次改訂版】第２章 占用許可基準 

特定連結路附属地における利便増進施設の占用実施要領（平成３１年１月独立行政法人日本

高速道路保有・債務返済機構） 

路上変圧器へのデジタルサイネージ等の添加実証実験に係る道路占用の取扱いについて（平

成３０年１２月１０日付け国道利第３３号路政課長通達） 

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る道路占用の取扱いについてにつ

いて（令和元年７月４日付け国道利第８号路政課長通達） 

「占用料の多寡等により占用者を選定する入札制度について」の一部改正について（令和元

年１２月６日付け国道利第１５号道路局路政課長通達） 

「東京2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る関係者輸送ルートを示す路面

表示及び看板の取扱いについて（令和２年１月１４日付け国道利第１９号路政課長通達） 

「道路法施行令及び道路整備特別措置法施行令の一部を改正する政令の施行について」等の

一部改正について（令和２年３月２７日付け国道利第２１号道路局長通達） 

「ＮＴＴインフラネット株式会社が所有・管理する管路等の道路占用の取扱いについて（令

和２年３月２７日付け国道利第２６号道路局路政課長他通達） 

「地下鉄施設への二次占用について」の廃止について（令和２年３月３１日付け国道利第３

０号道路局長通達） 

地下鉄施設への二次占用について（令和２年３月３１日付け国道利第３１号道路局路政課長

通達） 

地下鉄施設等へのワークスペースの設置に係る道路占用の取扱いについて（令和２年３月３

１日付け路政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

公衆電話所に設置される無線基地局への蓄電池の設置について（令和２年３月３１日付け路

政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

「「東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会」に係る道路占用の取扱いについ

て」の一部改正について（令和２年７月３０日付け国道利第１５号道路局路政課長通達） 

「地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取

扱いについて」の一部改正について（令和２年７月３１日付け国道利第１０号道路局長通達） 

「地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取

扱いについて」の一部改正について（令和２年７月３１日付け国道利第１１号道路局路政課

長通達） 



（別紙５／５） 

【不利益処分に関する基準】（法第１２条） 

 

地域における公共的な取組みに要する費用への充当を目的とする広告物の道路占用の取扱

いについて（令和２年７月３１日付け道路局路政課道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

自動運行補助施設の道路占用の取扱いについて（令和２年１１月２５日付け国道利第２２号

道路局路政課長他通達） 

道路法第７１条第１項又は

第２項に基づく道路法第３

２条第１項又は第３項の許

可（道路法第９１条第２項

に基づき準用する場合を含 

む）の取消等 

洪水、高潮又は津波からの一時的な避難場所としての機能を有する堅固な施設の道路占用の

取扱いについて（令和３年９月２４日付け国道利第２９号路政課長通達） 

災害応急対策施設等の道路占用の取扱いについて（令和３年９月２４日付け国道利第２７号

路政課長他通達） 

自動車駐車場等における占用の場所の基準の適用について（令和３年９月２４日付け路政課

道路利用調整室企画専門官事務連絡） 

電気事業法等の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年３月３０日付け国道

利第４７号道路局長通達） 

電気事業法等の一部改正に伴う関係通知の一部改正について（令和４年３月３０日付け国道

利第４９号路政課長他通達） 

電気事業法等の一部改正に伴う道路占用関係事務等の取扱いについて（令和４年３月３０日

付け国道利第４５号路政課長他通達） 

道路法第７１条第１項又は

第２項に基づく道路法第４

７条の２第１項の許可の取

消等 

道路法第４７条の４に係る行政処分等の基準について（平成２７年３月２３日付け独立行政

法人日本高速道路保有・債務返済機構） 

道路法第７１条第１項又は

第２項に基づく道路法第４

８条の５第１項又は第３項

の許可の取消等 

道路法施行令第１９条の１６ 

高速自動車国道又は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて（平成１７年１

０月１８日国道利第２４号路政課長通達） 

高速道路利便施設の連結実施要領（平成１８年４月３日国道有第１４１号有料道路課長通

達） 

「高速道路利便施設の連結 実施要領」について（平成２５年１２月１６日国道高第１９４

号高速道路課長通達） 

道路法第７１条第１項又は

第２項に基づく道路法第９

１条第１項の許可の取消等 

道路法第２４条の承認及び道路法第９１条第１項の許可に係る審査基準について（平成６年

９月３０日建設省道政発第４９号道路局長通達）別紙－２道路予定区域における許可行為の

審査基準（道路法第９１条第１項）（案） 

高速自動車国道法第１１条

の４第１項 

高速自動車国道法施行令第８条～第９条 

高速自動車国道法施行規則第８条 

高速自動車国道又は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて（平成１７年１

０月１８日国道利第２４号路政課長通達） 

高速道路利便施設の連結実施要領（平成１８年４月３日国道有第１４１号有料道路課長通

達） 

「高速道路利便施設の連結 実施要領」について（平成２５年１２月１６日国道高第１９４

号高速道路課長通達） 

高速自動車国道法第１１条

の８第１項に基づく同法第

１１条の２第１項の許可の

取消等 

高速自動車国道法施行令第６条 

高速自動車国道又は自動車専用道路に連結する施設の許可の取扱いについて（平成１７年１

０月１８日国道利第２４号路政課長通達） 

高速道路利便施設の連結実施要領（平成１８年４月３日国道有第１４１号有料道路課長通

達） 

「高速道路利便施設の連結 実施要領」について（平成２５年１２月１６日国道高第１９４

号高速道路課長通達） 

 


