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第10章 排水施設に関する基準 
（法第33条第1項第3号） 

 

１ 排水施設に関する法規定 

法第33条第1項 

三 排水路その他の排水施設が、次に掲げる事項を勘案して、開発区域内の下水道法（昭和33年法律第79号）第

2条第1号に規定する下水を有効に排出するとともに、その排出によって開発区域及びその周辺の地域に溢水等

による被害が生じないような構造及び能力で適当に配置されるように設計が定められていること。 

この場合において、当該排水施設に関する都市計画が定められているときは、設計がこれに適合していること。 

イ 当該地域における降水量 

ロ 前号イからニまでに掲げる事項及び放流先の状況 

（参考）法第33条第1項第2号 

イ 開発区域の規模、形状及び周辺の状況 

ロ 開発区域内の土地の地形及び地盤の性質 

ハ 予定建築物等の用途 

ニ 予定建築物等の敷地の規模及び配置 

 

政令第26条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第3号（法第35条の2第4項において準

ずる場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 開発区域内の排水施設は、国土交通省令で定めるところにより、開発区域の規模、地形、予定建築物等の用途、

降水量等から想定される汚水及び雨水を有効に排出することができるように、管渠の勾配及び断面積が定められ

ていること。 

二 開発区域内の排水施設は、放流先の排水能力、利水の状況その他の状況を勘案して、開発区域内の下水を有効

かつ適切に排出することができるように、下水道、排水路その他の排水施設又は河川その他の公共の水域若しく

は海域に接続していること。この場合において、放流先の排水能力によりやむを得ないと認められるときは、開

発区域内において一時雨水を貯留する遊水池その他の適当な施設を設けることを妨げない。 

三 雨水（処理された汚水及びその他の汚水でこれと同程度以上に清浄であるものを含む。）以外の下水は、原則

として、暗渠によって排出することができるように定められていること。 

 

政令第28条 法第33条第2項に規定する技術的細目のうち、同条第1項第7号（法第35条の2第4項において準

用する場合を含む。）に関するものは、次に掲げるものとする。 

七 切土又は盛土をする場合において、地下水により崖崩れ又は土砂の流出が生じるおそれがあるときは、開発区

域内の地下水を有効かつ適切に排出することができるように、国土交通省令で定める排水施設が設置されている

こと。 

 

（条例で技術的細目において定められた制限を強化し、又は緩和する場合の基準） 

政令第29条の２ 

十二 前条に規定する技術的細目の強化は、国土交通省令で定める基準に従い行うものであること。 

 

（排水施設の管渠の勾配及び断面積） 

省令第22条 令第26条第1号の排水施設の管渠の勾配及び断面積は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以

上の降雨強度値を用いて算定した計画雨水量並びに生活又は事業に起因し、又は付随する廃水量及び地下水量から

算定した計画汚水量を有効に排出することができるように定めなければならない。 



 

- 72 - 
 

2 令第28条第7号の国土交通省令で定める排水施設は、その管渠の勾配及び断面積が、切土又は盛土をした土地及

びその周辺の土地の地形から想定される集水地域の面積を用いて算定した計画地下水排水量を有効かつ適切に排

出することができる排水施設とする。 

 

（排水施設に関する技術的細目） 

省令第26条 令第29条の規定により定める技術的細目のうち、排水施設に関するものは、次に掲げるものとする。 

一 排水施設は、堅固で耐久力を有する構造であること。 

二 排水施設は、陶器、コンクリート、れんがその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水を最小限度のものとする

措置が講ぜられていること。ただし、崖崩れ又は土砂の流出の防止上支障がない場合においては、専ら雨水その

他の地表水を排除すべき排水施設は、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができ

る。 

三 公共の用に供する排水施設は、道路その他排水施設の維持管理上支障がない場所に設置されていること。 

四 管渠の勾配及び断面積が、その排除すべき下水又は地下水を支障なく流下させることができるもの（公共の用

に供する排水施設のうち暗渠である構造の部分にあっては、その内径又は内法幅が、20センチメートル以上のも

の）であること。 

五 専ら下水を排除すべき排水施設のうち暗渠である構造の部分の次に掲げる箇所には、ます又はマンホールが設

けられていること。 

イ 管渠の始まる箇所 

ロ 下水の流路の方向、勾配又は横断面が著しく変化する箇所（管渠の清掃上支障がない箇所を除く。） 

ハ 管渠の内径又は内法幅の120倍をこえない範囲内の長さごとの管渠の部分のその清掃上適当な箇所 

六 ます又はマンホールには、ふた（汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができるふ

たに限る。）が設けられていること。 

七 ます又はマンホールの底には、専ら雨水その他の地表水を排除すべきますにあっては深さが 15 センチメート

ル以上の泥溜めが、その他のます又はマンホールにあってはその接続する管渠の内径又は内法幅に応じ相当の幅

のインバートが設けられていること。 

 

（令第29条の2第１項第12号の国土交通省令で定める基準） 

省令第27条の4 

四 第 26 条第 4 号の技術的細目に定められた制限の強化は、公共の用に供する排水施設のうち暗渠である構造の

部分の内径又は内のり幅について行うものであること。 

 

２ 排水計画の基本（政令第26条第1号） 

排水施設の規模は、開発区域の規模・降雨強度・集水面積・地形・土地利用等により想定される汚水および雨水

を、安全に排除できるよう定められていること。 

(1) 雨水排水 

開発区域内の雨水排水施設は、開発区域の土地利用・降雨量・周辺の地形等から算定される雨水を安全に流

下できる断面積および勾配を確保し、河川その他の公共の排水路に接続していること。 

(2) 汚水排水 

予定建築物の用途、敷地の規模等から想定される生活汚水量、又は事業に起因しもしくは付随する汚水量お

よび地下水量から算定した計画汚水量を適切に流下できる断面積および勾配を確保し、公共下水道その他終末

処理施設のある下水道に接続していること。 
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３ 雨水排水施設の設計（省令第22条第1項） 

開発区域内に設ける雨水排水施設は、5年に1回の確率で想定される降雨強度値以上の降雨強度値を用いて算定

した計画雨水量を安全に流下できる勾配および断面積であること。なお、雨水排水計画区域内にあっては、本市と

十分協議すること。 

(1) 計画雨水量 

計画雨水量は以下の式により算定する。 

Q=1/360×f×r×A 

ここに、 Q：計画流出量（m3/sec） 

r：降雨強度=120（㎜/hr） 

f：流出係数=0.9（ただし、開発区域内の地表の状況に応じ、適切な係数とすること 

ができる。） 

A：集水面積（ha） 

(2) 排水施設の設計 

排水施設の断面および勾配は以下の式によるとするが、断面の決定にあたっては、余裕を見込んでおこない、

内空高さの90%をその排水施設の許容通水量として計画すること。 

Q=A×V 

ここに、 Q：通水量（m3/sec） 

A：通水断面積（m2） 

V：平均流速（m/sec） 

平均流速はマニングの公式により求める。 

V=1/n×R２/３×i１/２ 

ここに、 V：平均流速（m/sec） 

R：A/P ：径深（m）〔A：通水断面積、P：潤辺長〕 

i：水面勾配 

n：粗度係数（表10-1による） 

 

表10-1 粗度係数 

 水路の状況 粗度係数 水路の状況 粗度係数 

 コンクリート三面張 0.015～0.020 天然河川（直線部） 0.035 

 ブロック石積み 0.030 天然河川（湾曲部） 0.040～0.050 

 コンクリート管 0.013 矢板護岸 0.025 

 塩化ビニル管 0.010 コンクリート２次製品 0.013 

 現場打ちコンクリート 0.015 勾配可変側溝 0.015 

 注）鉄筋コンクリート組立柵渠（A形）は、n：0.025 とする。 

 鉄筋コンクリート組立柵渠（B形）は、n：0.022 とする。 

 注）上記に該当しない場合は、管理者と協議の上決定する。 
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（参考）単断面の合成粗度係数の算定式 

N=｛（Σi=1（ni3/2×Si））/S｝2/3 

S=S1＋…＋Sm 

ここに、 N ：合成粗度係数 

ni：各粗度係数 

Si：各潤辺 

 

(3) 雨水排水施設の構造（省令第26条第1号、第2号） 

開発区域内に設ける排水施設は、堅固であり、耐水性に優れ、水密性の高い構造でなければならない。 

ア 排水路 

排水路は、必要な断面を確保し、コンクリート造を原則とする。 

道路側溝等の公共施設となる場合は、表10-2を原則とし、最小断面は、幅30cm、高さ30cmとする。 

なお、地形等によりこれによりがたい場合は、別途協議するものとする。（ただし、上記以外の場合は、

維持管理に支障がないような構造とすること。） 

 

表10-2 側溝の寸法表 

 内寸法（mm） 内空最大深さ（mm） 床打厚さ（mm） 河床勾配 

 300 600 50以上 1/250～1/350 

 

※流出抑制機能側溝を兼ねる場合 

1/250～1/500 

 400 700 50以上 

 500 700 50以上 

 600 800 50以上 

注）河床高を計算する場合において、河床勾配が基準値内になるよう注意して計算を行うこと。 

例：区間97m、起点河床高10.00m、河床勾配1/350として計画した場合、 

●(1/350)×97＋10.0=10.2771428≒10.277 これを逆算すると、 

1/{(10.277-10.0)/97}=350.1805→1/350.18＞1/350 NG！ 

●(1/350)×97＋10.0=10.2771428≒10.278 これを逆算すると、 

1/{(10.278-10.0)/97}=348.9208→1/348.92≦1/350 OK！ 

 

イ 集水ます 

（ア）設置箇所 

集水ますは、以下に掲げる箇所に設けること。 

・排水路（排水管）の会合箇所 

・排水路の断面が変化する箇所 

・排水路に段差が出来る箇所 

（イ）構造 

集水ますの内空寸法は、接続する排水路（排水管）の内空断面より10cm程度大きい寸法とし、

泥だめは15cm以上確保すること。なお、2次製品を使用することが望ましい。 

また、集水ますが公共施設となり、ますの深さが 80cm を超える場合は、維持管理上必要な寸

法を確保し、ます内部に足掛金物（30cm間隔）を設置すること。 
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４ 放流先河川等の排水能力の検討 

開発区域内の雨水排水を放流する河川等が、河川の規模・河川の集水域・集水域内の土地利用等を勘案して、流

下能力を有するか検討しなければならない。 

なお、河川等に流下能力がなく、開発区域周辺および下流域に溢水等の被害が生ずるおそれがある場合は、調整

池の設置等、適切な措置を講じること。 

調整池等を設置する場合の基準は、次を参考とする。 

「開発行為に伴う雨水排水計画基準（案）」（令和3年4月改定 彦根市）※ 

「開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成14年4月 滋賀県土木交通部河港課）※ 

「1ha未満の小規模な開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成21年12月 滋賀県土木交通部河港課）※ 

「防災調節池等技術基準（案）」（平成26年4月 公益社団法人日本河川協会） 

「流域貯留施設等技術指針（案）」（平成19年3月 公益社団法人雨水貯留浸透技術協会） 

※ 参考資料添付 

５ 放流先河川等の審査区分 

彦根市における開発行為に伴う雨水排水協議の審査区分について、次のように定める。 

滋賀県管理の一級河川にかかる雨水排水協議については、「開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成14年

4 月 滋賀県土木交通部河港課）および「1ha 未満の小規模な開発に伴う雨水排水計画基準（案）」（平成 21

年12月 滋賀県土木交通部河港課）に基づき、その管理者である滋賀県が、それ以外の河川にかかる雨水排水

協議については、「開発行為に伴う雨水排水計画基準（案）」（令和3年4月改定 彦根市）に基づき、彦根 

市が審査を行うものとする。なお、審査の結果、一級河川およびそれ以外の河川ともに流下能力がない場合に

は、双方の基準を満たす対策を講じるものとする。 

 

６ 汚水排水施設の設計 

予定建築物の用途、敷地の規模等から想定される計画汚水量を流下できる構造とし、当該排水施設に関する都市

計画が定められている場合には､設計がこれに適合していること。なお、都市計画が定められていない場合であっ

ても､周辺下水と一体となって将来の公共下水道として利用できるような配置となるよう本市と十分協議するこ

と。 

（1）計画汚水量 

ア 住宅団地の場合の計画汚水量は、1人1日当たり最大汚水量に計画人口を乗じ､必要に応じて地下水量、その

他を加算すること。 

なお、1人1日当り最大汚水量は、その地域の下水道計画の1人1日当り最大使用水量とし、本市と十分協

議すること。 

イ 住宅地以外の場合は､予定建築物の用途または規模に応じ､想定される使用水量を勘案すること。 

（2）汚水排水施設の構造（政令第26条第3号、省令第26条第4号、第5号、第6号） 

施設の構造については、「彦根市公共下水道技術基準」（令和3年3月改正 彦根市上下水道部下水道建設

課 参考資料添付）に基づくとともに、下水道建設課の指示によること。 

 

７ 施工管理基準 

    施工管理基準値については、「土木工事施工管理基準及び規格値（案）（令和2年3月 国土交通省）に記載

の数値とする。 

 

８ その他 

開発行為が森林法第10条の2第1項の規定に基づく許可、または同法第27条第1項の規定に基づく保安林指定

の解除を要する場合には、別途森林法に基づく基準がある。 


