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第５１０９条 評価書の補正等    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０３ 

第３節 ダム湖環境調査     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０３ 

第５１１０条 ダム湖環境調査の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０３ 

第５１１１条 魚介類調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０４ 

第５１１２条 底生動物調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０４ 

第５１１３条 動植物プランクトン調査・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０５ 

第５１１４条 植物調査    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０５ 

第５１１５条 鳥類調査    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０５ 

第５１１６条 両生類・爬虫類・哺乳類調査・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０６ 

第５１１７条 陸上昆虫類等調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０６ 

第５１１８条 ダム湖利用実態調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０６ 

第４節 成果品            ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０７ 

第５１１９条 成果品      ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０７ 

 

 

 

４－目―９ 



第２章 ダム治水利水計画 

第１節 ダム治水利水計画の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第５２０１条 ダム治水利水計画の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第２節 治水計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４０８ 

第５２０２条 治水計画の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第５２０３条 洪水調節計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０８ 

第５２０４条 正常流量確保計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４０９ 

第３節 利水計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１０ 

第５２０５条 利水計画の区分   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１０ 

第５２０６条 低水流出解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１０ 

第５２０７条 利水計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１１ 

第４節 成果品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１２ 

第５２０８条 成果品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１２ 

 

第３章 ダム地質調査 

第1節 ダム地質調査の種類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１３ 

第５３０１条 ダム地質調査の種類  ・・・・・・・・・・・・・・ ・・・・  ４－４１３ 

第２節 地形調査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１３ 

第５３０２条 地形調査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－４１３ 

第３節 広域調査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－４１４ 

第５３０３条 広域調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・    ４－４１４ 

 

第４節 地表地質踏査     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－４１５ 

第５３０４条 地表地質踏査の基本的事項  ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４１５ 

第５３０５条 ダムサイト候補地選定地表地質概査(1/5,OOO) ・・・・・・・  ４－４１５ 

第５３０６条 ダムサイト地表地質概査(1/2,500）・・・・・・・・・・・・  ４－４１６ 

第５３０７条 ダムサイト地表地質概査(1/500) ・・・・・・・・・・・・・  ４－４１７ 

第５３０８条 堤体材料採取候補地選定地表地質概査(1/5,OOO) ・・・・・・  ４－４１８ 

第５３０９条 堤体材料採取候補地選定地表地質概査(1/2,500) ・・・・・・  ４－４１９ 

第５３１０条 堤体材料採取候補地選定地表地質調査(1/1,000) ・・・・・・  ４－４２０ 

第５３１１条 貯水池周辺地表地質概査(1/2,500) ・・・・・・・・・・・・  ４－４２１ 

第５３１２条 貯水池周辺地表地質調査(1/1,OOO) ・・・・・・・・・・・・  ４－４２２ 

第５節 物理探査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１３条 物理探査の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１４条 物理探査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第６節 透水試験        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１５条 ルジオンテストの基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２３ 

第５３１６条 ルジオンテスト及び考察・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

 

 

４－目―１０ 



第７節 横坑調査        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第５３１７条 横坑調査の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第５３１８条 横坑観察  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２４ 

第８節 岩盤試験        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２５ 

第５３１９条 岩盤試験の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２５ 

第５３２０条 岩盤直接せん断試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２５ 

第５３２１条 岩盤変形試験・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２６ 

第９節 孔内観察        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第５３２２条 孔内観察  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第10節  地質解析        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第５３２３条 地質解折の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２７ 

第５３２４条 ダムサイト地質比較検討(1/5,000) ・・・・・・・・・・・・  ４－４２８ 

第５３２５条 堤体材料採取候補地地質比較検討(1/5,OOO) ・・・・・・・・  ４－４２８ 

第５３２６条 ダムサイト地質解析(1/2,500) ・・・・・・・・・・・・・・  ４－４２９ 

第５３２７条 ダムサイト地質解析(1/500) ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３０ 

第５３２８条 堤体材料採取候補地地質解析(1/2,500) ・・・・・・・・・・  ４－４３１  

第５３２９条 堤体材料採取候補地地質解析(1/1,OOO) ・・・・・・・・・・  ４－４３２ 

第５３３０条 地質考察の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３３ 

第５３３１条 ダムサイト地質考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３３ 

第５３３２条 堤体材料採取侯補地地質考察・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３３ 

第５３３３条 貯水池周辺地質考察・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３４ 

第５３３４条 ダムサイト地質総合解析（概略設計段階）(1/500) ・・・・・  ４－４３５ 

第５３３５条 ダムサイト地質総合解析(実施設計段階)(1/500) ・・・・・・  ４－４３６

第５３３６条 堤体材料採取候補地地質総合解析(1/1,000) ・・・・・・・・  ４－４３７ 

第11節 岩盤掘削面スケッチ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３８ 

第５３３７条 ダムサイト基礎掘削面岩盤スケッチ(縮尺各種)・・・・・・・  ４－４３８ 

第５３３８条 堤体材料採取地掘削時材料評価・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３８ 

第５３３９条 堤体材料採取地掘削面スケッチ・・・・・・・・・・・・・・  ４－４３９ 

第12節 第四紀断層調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４０ 

第５３４０条 第四紀断層調査の基本的事項・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４０ 

第５３４１条 第四紀断層調査(一次調査その１)  ・・・・・・・・・・・・  ４－４４０ 

第13節 成果品          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４１ 

第５３４２条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４１ 

  

第４章 ダム本体設計 

第１節 ダム本体設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０１条 ダム本体設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第２節 重力式コンクリートダム本体設計 ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０２条 重力式コンクリートダム本体設計の区分・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

 

４－目―１１ 



第５４０３条 計画設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４７ 

第５４０４条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４４９ 

第５４０５条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５０ 

第３節 ゾーン型フィルダム本体設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５３ 

第５４０６条 ゾーン型フィルダム本体構造設計 ・・・・・・・・・・・・  ４－４５３ 

第５４０７条 ゾーン型フィルダム本体設計の区分・・・・・・・・・・・・  ４－４５４ 

第５４０８条 計画設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５４ 

第５４０９条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５５ 

第５４１０条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４５７ 

第４節 成果品          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６０ 

第５４１１条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６０ 

 

第５章 ダム付帯施設設計 

第１節 ダム付帯施設設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 

第５５０１条 ダム付帯施設設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 

第２節 ダム管理用発電設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－４６２ 

第５５０２条 ダム管理用発電設計の区分・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 

第５５０３条 可能性調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６２ 

第５５０４条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６３ 

第３節 付帯施設設計    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第５５０５条 付帯施設設計の区分・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第５５０６条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第５５０７条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６４ 

第4節 成果品           ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６５ 

第５５０８条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６５ 

 

第６章 施工計画及び施工設備設計 

第１節 ダム本体施工計画及び施工設備設計の種類・・・・・・・・・・・  ４－４６７ 

第５６０１条 ダム本体施工計画及び施工設備設計の種類・・・・・・・・・  ４－４６７ 

第２節 コンクリートダム施工計画及び施工設備設計・・・・・・・・・・  ４－４６７ 

第５６０２条 コンクリートダム施工計画及び施工設備設計の区分・・・・・  ４－４６７ 

第５６０３条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６７ 

第５６０４条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４６９ 

第３節 フィルダム施工計画及び施工設備設計・・・・・・・・・・・・・  ４－４７２ 

第５６０５条 施工計画・仮設備設計の区分・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４７２ 

第５６０６条 概略設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４７２ 

第５６０７条 実施設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４７４ 

第４節 成果品          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４７８ 

第５６０８条 成果品    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４７８ 

 

４－目―１２ 



第７章 その他 

第１節 背水計算        ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８１ 

第５７０１条 背水計算  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８１ 

第２節 水理模型実験    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８１ 

第５７０２条 水理模型実験の種類と範囲及び条件・・・・・・・・・・・・  ４－４８１ 

第５７０３条 重力式コンクリートダム洪水吐き水理模型実験・・・・・・・  ４－４８２ 

第５７０４条 フィルダム洪水吐き水理模型実験・・・・・・・・・・・・・  ４－４８２ 

第５７０５条 放流管抽出水理模型実験・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８３ 

第３節 骨材破砕試験・解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８４ 

第５７０６条 骨材破砕試験・解析の種類・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８４ 

第５７０７条 骨材破砕試験・解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８４ 

第４節 コンクリート配合試験・解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８５ 

第５７０８条 コンクリート配合試験・解析の種類・・・・・・・・・・・・  ４－４８５ 

第５７０９条 コンクリート配合試験・解析・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８５ 

第５節 グラウチング試験・解析・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８６ 

第５７１０条 グラウチング試験・解析・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８６ 

第６節 グラウチングデータ整理・解析 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８７ 

第５７１１条 グラウチングデータ整理・解析・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８７ 

第７節 成果品          ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８８ 

第５７１２条 成果品     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－４８８ 

 

第６編 道路編 

第１章 道路環境調査 

第１節 環境影響評価  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５００ 

第６１０１条 環境影響評価の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５００ 

第６１０２条 方法書 （案） の作成・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５００ 

第６１０３条 環境影響評価の項目並びに調査、予測及び 

          評価の手法の選定  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０１ 

第６１０４条 調査   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０１ 

第６１０５条 予測及び評価並びに環境保全措置の検討  ・・・・・・・  ４－５０２ 

第６１０６条 準備書 (案) の作成  ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０２ 

第６１０７条 評価書 (案) の作成   ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０３ 

第６１０８条 評価書の補正等  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０３ 

第２節  成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０３ 

第６１０９条 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０３ 

 

 

 

 

４－目―１３ 



第２章 交通現況調査 

第１節 交通現況調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０４ 

第６２０１条 交通現況調査の種類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０４ 

第２節 交通量調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０４ 

第６２０２条 交通量調査の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０４ 

第６２０３条 単路部交通量調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０４ 

第６２０４条 交差点部交通量調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０４ 

第３節 速度調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０５ 

第６２０５条 速度調査の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０５ 

第６２０６条 走行速度調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０５ 

第６２０７条 旅行速度調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０５ 

第４節 起終点調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０６ 

第６２０８条 起終点調査の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０６ 

第６２０９条 路側０Ｄ調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５０６ 

第６２１０条 オ－ナ－インタビュ－ＯＤ調査  ・・・・・・・・・・・・ ４－５０７ 

第５節 交通渋滞調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０７ 

第６２１１条 交通渋滞調査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０７ 

第６節 駐車場調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０８ 

第６２１２条 駐車場調査の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０８ 

第６２１３条 駐車場施設実態調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０８ 

第６２１４条 駐車原単位調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５０９ 

第７節 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１０ 

第６２１５条 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５１０ 

 

第３章 道路網・路線計画 

第１節 道路網・路線計画の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１４ 

第６３０１条 道路網・路線計画の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１１ 

第２節 現況調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１４ 

第６３０２条 現況調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１１ 

第３節 交通量推計調査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５１１ 

第６３０３条 交通量推計調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１１ 

第４節 道路網・路線計画 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１３ 

第６３０４条 道路網・路線計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１３ 

第５節 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１３ 

第６３０５条 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１３ 

 

第４章 道路設計 

第１節 道路設計の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１４ 

第６４０１条 道路設計の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１４ 
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第２節 道路設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４－５１４ 

第６４０２条 道路設計の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１４ 

第６４０３条 道路概略設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１４ 

第６４０４条 道路予備設計(A)   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１５ 

第６４０５条 道路予備修正設計(A)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１７ 

第６４０６条 道路予備設計(B)  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５１７ 

第６４０７条 道路予備修正設計(B) ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５１９ 

第６４０８条 道路詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５１９ 

第３節 歩道設計 （自転車歩行者道を含む）・・・・・・・・・・・・・・４－５２１ 

第６４０９条歩道設計の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２１ 

第６４１０条歩道詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２１ 

第４節 平面交差点設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・４－５２２ 

第６４１１条 平面交差点設計の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２２ 

第６４１２条 平面交差点予備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２２ 

第６４１３条 平面交差点詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２４ 

第５節 立体交差設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２５ 

第６４１４条 立体交差設計の区分   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５２５ 

第６４１５条 ダイヤモンド型IC予備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２５ 

第６４１６条 ダイヤモンド型IC詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２６ 

第６４１７条 トランペット・クロ－バ－型ＩＣ予備設計 ・・・・・・・・ ４－５２８ 

第６４１８条 トランペット・クロ－バ－型ＩＣ詳細設計 ・・・・・・・・ ４－５２８ 

第６節 道路休憩施設設計   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５２９ 

第６４１９条 道路休憩施設設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５２９ 

第６４２０条 道路休憩施設予備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３０ 

第６４２１条 道路休憩施設詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３１ 

第７節 一般構造物設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３２ 

第６４２２条 一般構造物の区分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３２ 

第６４２３条 一般構造物予備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３４ 

第６４２４条 一般構造物詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５３５ 

第６４２５条 落石防護柵詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３６ 

第６４２６条 一般構造物基礎工詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５３７ 

第８節 成 果 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５３７ 

第６４２７条 成 果 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５３７ 

 

第５章 地下構造物設計 

第１節 地下構造物設計の種類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５４２ 

第６５０１条 地下構造物設計の種類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５４２ 

第２節 地下横断歩道等設計・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５４２ 

第６５０２条 地下横断歩道等設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５４２ 
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第６５０３条 地下横断歩道等基本計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５４２ 

第６５０４条 地下横断歩道等予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５４３ 

第６５０５条 地下横断歩道等詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５４５ 

第３節 共同溝設計   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５４７ 

第６５０６条 共同溝設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５４７ 

第６５０７条 共同溝基本検討 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５４８ 

第６５０８条 開削共同溝予備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５４９ 

第６５０９条 開削共同溝詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５５１ 

第６５１０条 シ－ルド共同溝予備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５５３ 

第６５１１条 シ－ルド共同溝立坑予備設計   ・・・・・・・・・・・・・  ４－５５５ 

第６５１２条 シ－ルド共同溝詳細設計   ・・・・・・・・・・・・・・  ４－５５７ 

第６５１３条シ－ルド共同溝立坑詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５６０ 

第４節 電線共同溝設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５６２ 

第６５１４条 電線共同溝設計の区分   ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５６２ 

第６５１５条 電線共同溝予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５６２ 

第６５１６条 電線共同溝詳細設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５６４ 

第５節 成 果 品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５６６ 

第６５１７条 成 果 品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５６６ 

 

第６章 地下駐車場計画・設計 

第１節 地下駐車場計画・設計の種類  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７４ 

第６６０１条 地下駐車場計画・設計の種類  ・・・・・・・・・・・・・・  ４－５７４ 

第２節 地下駐車場基本計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５７４ 

第６６０２条 地下駐車場基本計画の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７４ 

第６６０３条 基本調査  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７４ 

第６６０４条 基本計画  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７５ 

第３節 地下駐車場予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５７７ 

第６６０５条 地下駐車場予備設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７７ 

第６６０６条 地下駐車場本体予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７７ 

第６６０７条 地下駐車場設備予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７８ 

第４節 地下駐車場詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７９ 

第６６０８条 地下駐車場詳細設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５７９ 

第６６０９条 地下駐車場本体詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８０ 

第６６１０条 地下駐車場設備詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８２ 

第５節 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８３ 

第６６１１条 成 果 品   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８３ 
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第７章 トンネル設計 

第１節 トンネル設計の種類 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８５ 

第６７０１条トンネル設計の種類   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８５ 

第２節 トンネル設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８５ 

第６７０２条 山岳トンネル設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５８５ 

第６７０３条 山岳トンネル予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８５ 

第６７０４条 山岳トンネル詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５８７ 

第３節 シ－ルドトンネル設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５９０ 

第６７０５条 シ－ルドトンネル設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・   ４－５９０ 

第６７０６条 シ－ルドトンネル予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・  ４－５９０ 

第６７０７条 シ－ルドトンネル詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・   ４－５９２ 

第６７０８条 立坑予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５９５ 

第６７０９条 立坑詳細設計   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５９６ 

第４節 開削トンネル設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５９９ 

第６７１０条 開削トンネル設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５９９ 

第６７１１条 開削トンネル予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－５９９ 

第６７１２条 開削トンネル詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６００ 

第５節 トンネル設備設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６０３ 

第６７１３条 トンネル設備設計の区分  ・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６０３ 

第６７１４条 トンネル設備予備設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６０３ 

第６７１５条 トンネル設備詳細設計  ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６０５ 

第６節 成 果 品 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６０８ 

第６７１６条 成 果 品  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６０８ 

 

第８章 橋梁設計 

第１節 橋梁設計の種類   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６１４ 

第６８０１条 橋梁設計の種類  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６１４ 

第２節 橋梁設計 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ４－６１４ 
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