
 道路協力団体制度について 

国土交通省東北地方整備局 
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 制度の目的、特徴等 

 
◆平成28年4月に道路法が改正され、道路協力団体制度が創設 
 されました。 
◆道路協力団体制度は、民間団体等との連携による道路の管理 
 の一層の充実を図ることを目的としています。  
◆地区単位の道路の使い方や課題の検討・解消に向けた、道路 
 の利用者目線での活動を期待しています。  
◆道路協力団体としての活動を適切かつ確実に行うことができる 
 と認められる法人等が対象となり、道路管理者に対して申請を 
 行います。申請を受けた道路管理者は、審査のうえ、道路協力 
 団体に指定します。  
◆道路協力団体は、その活動で行う道路占用の許可について、 
 道路管理者との協議で足りることとなります。  
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 これまでの主な動きと今後の予定 

 
指定のポイント 
 ・活動を行おうとする区間で十分な実績を有する 
 ・道路空間での収益活動により活発な活動が期待される 
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 Ｈ２８．４  

 
道路協力団体制度 創設  

 
 Ｈ２８．６  

 
制度説明会  

 
 Ｈ２８．１１  

 
第１回指定に向け公募開始（直轄国道）  

 
 Ｈ２８．１２  

 
第１回指定（全国で２６団体） 

 
   今後 

道路管理者間で連携しつつ、民間団体の活動 
の充実による道路空間の快適性の向上を推進 

 
 等 

２６団体 
を指定 

道路管理者間の 
情報共有 

各団体の取組事例の
横展開 

（Ｐ12参照）  



 道路協力団体との連携による地域の課題への対応・賑わいの創出 

○道路協力団体と関係道路管理者が連携した地区の課題解消、
賑わいの創出を期待 
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 想定される具体的な活動のイメージ 

※( )内は、道路法第48条の21(道路協力団体の業務)の各号に対応 

道路空間の修景(第1号) 除草・植栽活動(第1号) 

オープンカフェ(第2号) 

不法占用調査(第3号) 

レンタサイクル(第2号) 通勤・通学の安全確保 
に関する意見交換(第5号) 

収益を還元 

道の駅のニーズ調査(第4号) 
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 制度の目的、特徴等 

郊外エリア 

都市エリア 

※スムーズな活動環境整備のため、 道路工事・占用に係る行政手続を円滑・柔軟化 

【道路空間の活用イメージ】 
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 道路協力団体が行う業務（道路法第48条の21） 

➀道路管理者に協力して行う、道路に関する工事又は道路の維持 
  例:道路の清掃、 花壇整備、 歩道の段差解消のためにステップの設置等の 
     軽易な工事  
➁安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者 
   の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令 
   で定めるものの設置又は管理 ⇒Ｐ４１、４２参照  
➂道路の管理に関する情報又は資料の収集、提供 

 例：道路の不具合箇所、 不法占用物件等の発見及び道路管理者への通報  
➃道路の管理に関する調査研究  

 例：交通量調査、道の駅の利用者ニーズ調査   
➄道路の管理に関する知識の普及、啓発  
  例:通勤・通学の安全確保に関する意見交換、占用許可制度に関する啓発 
          活動、無電柱化等の施策に関するワークショツプの開催  
➅前各号に掲げる業務に附帯する業務 
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 道路協力団体制度のポイント 

 ②道路協力団体の業務として行う以下の行為については、道路協力 
  団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、承認又は許可 
  があつたものとみなす。（道路法第４８条の２４） 

１）工事の承認（道路法第24条本文）  
  
２）占用の許可（道路法第32条第1項又は第3項） 
  

無余地性の
基準の 

適用除外に 

 ①収益活動が可能 

道路協力団体は、業務内容から利益を得ることが可能な制度であるが、その利益
については道路の管理に還元いただくことを基本とする仕組み  
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 指定のイメージ 

指
定
す
る
区
間 

除草、植栽帯の維持管理、 
修景活動 

道路（駐車場、チェーン脱着場等）への購買施設、
ベンチ、サイクルハンガーの設置 

 
○地方部 

サイクル
ハンガー 

ベンチ 

 
○市街地 

指定する区間 

活動範囲 

歩道の清掃、花壇の花植 

②歩道へのベンチの設置 ①歩道でのオープンカフェ 

業務① 

活動範囲のうち占用により施設等の設置を行う区間を指定 

活
動
範
囲 

１００ｍ 

１００ｍ 

業務② 
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 道路協力団体指定までの手続の流れ 

 関係道路管理者  

公募内容の検討 

審 査 
①申請資格審査 
②活動実績評価  
③活動計画評価 等 

指定・公示 

活   動 

道路占用等の調整 
指定された道
路協力団体で
競合する場合 

公募 

申請者  

申請書類作成 申請受付 

業務を適正かつ確実に行うことが
できると認められる場合 
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参考資料 
(Ｐ18～20) 

参照  

申請内容の検討 （Ｐ11参照）  事前相談 

申請 



○特に下記の法人等を対象  
 ・活動を行おうとする区間で直近数年間にわたり道路管理者 
  と協力して道路管理に資する清掃・除草等の公的活動（以 
  下「公的活動」という。）を行っている実績があり、  
 ・今後さらにその活動を充実させるため②の業務（Ｐ７参照） 
  により道路空間を活用して収益を得る活動を行い、  
 ・両者を有機的に連携させ、道路空間の快適性の向上等に 
  協力頂く法人等  
○申請する区間の条件  
 ・①の業務（Ｐ７参照）を特に重点的に行う区間に絞る  
 ・その全てが公的活動の実績がある区間と重複している  
 ・申請する法人等が所有又は占有する土地に面する区間 
  のみでない  
○「事前相談期間」を設定  
 ・申請書類の記載内容等について、事前の相談を求める 

 道路協力団体第１回指定における対応 
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 道路協力団体指定状況一覧 
平成28年12月28日現在（直轄国道関係） 

地整 
都道府
県 

市町村 団体名 路線 

 北海道  北海道  札幌市  ウィンターライフ推進協議会 
国道5号、12号、36号、 
230号、274号、453号 

     札幌市  札幌大通まちづくり株式会社 国道36号 

     札幌市  札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート 国道230号 

    
 伊達市、倶知安町、京極町、 
 喜茂別町 

 支笏洞爺ニセコルート 国道276号、453号 

     斜里町  東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議 国道334号 

     留萌市  萌える天北オロロンルート 国道231号 

 関東  長野県  上田市  上田道と川の駅 おとぎの里 国道18号 

   千葉県  南房総市  ㈱ちば南房総 国道127号 

   山梨県  山中湖村  山中湖おもてなしの会 国道138号 

     富士河口湖町  一般社団法人勝山観光協会 国道139号 

 北陸  新潟県  上越市、糸魚川市  NPO法人徳合ふるさとの会 国道8号 

   富山県  砺波市  となみチューリップ街道実行委員会 国道156号 

   石川県  金沢市  金沢片町まちづくり会議 国道157号 

 中部  静岡県  富士宮市  富士山朝霧高原景観管理協議会 国道139号 

   三重県  尾鷲市、紀北町  ＮＰＯ法人ア・ピース・オブ・コスモス 国道42号 

 近畿  奈良県  奈良市  NPO法人奈良好き人のつどい 国道24号 

 中国  岡山県  備前市  ユーサービス備前 国道2号 

 四国  徳島県  徳島市  新町川を守る会 国道192号 

   香川県  高松市  牟礼香川グリーンクラブ 国道11号 

     高松市  屋島を良くする会 国道11号 

     高松市  ＮＰＯ法人 四国の道路サポータクラブ 国道30号 

   愛媛県  新居浜市  泉川まちづくり連合自治会 国道11号 

 九州  福岡県  福岡市  けやき通り発展期成会 国道202号 

   長崎県  雲仙市  ＮＰＯ法人 道守長崎 国道57号 

   大分県  大分市  道守大分会議 国道10号 

   宮崎県  宮崎市、日南市、串間市  日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会 国道220号 

※指定番号：『国（○○地方整備局）△△第□号』 （△△：事務所名称(略称)、□：通し番号）    12 
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 第1回指定の活動概要 



道路協力団体活動概要（北海道開発局札幌開発建設部管内） 

法人等の名称：ウインターライフ推進協議会（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道5号、12号、36号、230号、274号、453号・延長：約1.5km（交差点190箇所） 
業務内容：（1号業務）冬期歩行者転倒事故防止のための砂まき 
        （2号業務）砂箱での冬期歩行者転倒事故防止のための安全に資する啓発標示と 
              合わせて協賛企業等の広告（調整中） 

①：冬期歩行者転倒事故防止のための砂まき 

②：砂箱での冬期歩行者転倒事故防止のための安全 
   に資する啓発表示と合わせて協賛企業等の広告（調整中） 
 

ウインターライフ推進協議会は平成１９年に設置され、１９団体及び４個人で構成。 
冬期歩行者転倒事故防止のための砂まき活動のほか、冬を快適に過ごすための普及啓発
及び調査研究を行っている。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

札幌市 

活動箇所 

北海道 

業務①②実施箇所：指定区間と同じ 
・国道5号 
 （札幌市中央区北1条西1丁目～ 
  札幌市手稲区星置南2丁目／42箇所） 
・国道12号 
 （札幌市中央区北1条東1丁目～ 
  札幌市厚別区東5条7丁目／29箇所） 
・国道36号 
 （札幌市中央区南4条西3丁目～ 
  札幌市清田区平岡1条5丁目／35箇所） 
・国道230号 
 （札幌市中央区北1条西8丁目～ 
  札幌市中央区南21条西11丁目／17箇所） 
・国道274号 
 （札幌市東区北34条東1丁目～ 
  札幌市厚別区厚別南7丁目／55箇所） 
・国道453号 
 （札幌市豊平区豊平4条5丁目～ 
  札幌市豊平区平岸3条14丁目／12箇所） 

砂箱用転倒防止啓発兼 
企業広告シールイメージ 

デザイン検討中 
 
砂箱での冬期歩行者転倒事故防止
のための安全に資する啓発表示 
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道路協力団体活動概要（北海道開発局札幌開発建設部管内） 

指
定
区
間 

法人等の名称：札幌大通まちづくり株式会社（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道36号 0ｋ132～0ｋ722 (北海道札幌市中央区大通)・延長：約0.6km 

業務内容：（1号業務）歩道等の清掃・美化活動、放置自転車の整序、違法広告物の撤去 
        （2号業務）歩道での広告事業（調整中） 

①：歩道等の清掃・美化活動、放置自転車の整序、 
  違法広告物の撤去 

②：歩道での広告事業（調整中） 

札幌大通まちづくり株式会社は平成２１年に設立。歩道等の清掃・美化活動、放置自転車の
整序、違法広告物の撤去ほか、地域のにぎわいを創出するための様々な取組を行っている。
収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

業務①②実施個所 
指定区間と同じ 

札幌市 

活動箇所 

北海道 

イメージ 
（参考画像：大通すわろうテラス） 
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道路協力団体活動概要（北海道開発局札幌開発建設部管内） 

法人等の名称：札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート運営代表者会議 
                                  （平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道230号 19ｋ635～19ｋ739 (北海道札幌市南区豊滝) ・延長：約0.1km 
業務内容：（1号業務）歩道及び除雪ステーションでの清掃 
        （2号業務）除雪ステーションでの物販 

指定区間 

①：歩道及び除雪ステーションでの清掃 

②：除雪ステーションでの物販（調整中） 

札幌シーニックバイウェイ藻岩山麓・定山渓ルート運営代表者会議は平成２３年に設置され、
４０団体で構成。歩道及び除雪ステーションでの清掃のほか、ルート内の花植活動を実施。
収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

豊滝除雪ステーション 
業務①②実施個所：指定区間と同じ 

札幌市 

活動箇所 

北海道 

R230 

イメージ イメージ 
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道路協力団体活動概要（北海道開発局小樽・室蘭開発建設部管内） 

法人等の名称：支笏洞爺ニセコルート代表者会議（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：①国道276号 27ｋ150～27ｋ350(北海道虻田郡倶知安町字八幡) ・延長：約0.2km 
       ②国道276号 42ｋ000～42ｋ300(北海道虻田郡京極町更新) ・延長：約0.3km 
       ③国道276号 48ｋ900～49ｋ000(北海道虻田郡喜茂別町字相川 ・延長：約0.1km 
       ④国道453号 86ｋ500～87ｋ000(北海道伊達市大滝区三階滝町) ・延長：約0.5km 

業務内容：（1号業務）歩道及び駐車帯での清掃・除草 
        （2号業務）道路の駐車場等に無線標識を設置し、道路の利用者の利便増進に資   
              する情報発信（調整中） 

【団体の概要、業務内容】 

倶知安町、京極町 
、喜茂別町、伊達市 

活動箇所：4個所 

北海道 
P

P

P

P

P

業務①及び②実施個所 
      ：指定区間と同じ 

 

業務①及び②実施個所 
      ：指定区間と同じ 

 

業務①及び②実施個所 
      ：指定区間と同じ 

 

業務①及び②実施個所 
      ：指定区間と同じ 

 

業務①及び②実施個所 
      ：指定区間と同じ 

 

①：歩道及び駐車帯での清掃・除草 

道路管理者

無線標識の
道路占用許可

▲道の駅

▲景勝地

▲ｽﾀﾝﾄﾞ

▲ｺﾝﾋﾞﾆ

▼観光施設 ▼ﾋﾞｭｰﾎﾟｲﾝﾄ ▼案内標識

無線標識
の設置情報登録 情報登録

無
線
標
識
利
用
デ
ー
タ

無線標識システム
(外国語対応)

【道路環境改善】
道路清掃・植樹
景観保全・形成
駐車対策 等

無線標識
データ共有

活動支援

BIGﾃﾞｰﾀ道路協力団体

情報登録

情報登録料

②：道路の駐車場等に無線標識を設置し、道
路の利用者の利便増進に資する情報発信 
（調整中） 

イメージ 

支笏洞爺ニセコルート代表者会議は平成17年に設置され、23団体で構成。清掃活動・除草活動

のほか、道路の駐車場等に無線標識を設置し、道路の利用者の利便増進に資する情報発信を行う。
収益により道路の維持・管理を充実。 17 



写真または 
イメージ図 

道路協力団体活動概要（北海道開発局網走開発建設部管内） 

指
定
区
間 

法人等の名称：東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道334号 32ｋ210～33ｋ413 (北海道斜里郡斜里町ウトロ) ・延長：約1.2km 

業務内容：（1号業務）歩道及び駐車帯での清掃・植栽管理・ガードレール部の除雪 
        （2号業務）駐車帯等でのマルシェ（調整中） 

業務②実施箇所 ①：歩道及び駐車帯での清掃・植栽管理・ガードレール部の除雪 

②：駐車帯等でのマルシェ（調整中） 

東オホーツクシーニックバイウェイ連携会議は平成17年に設置され、23団体で構成。 
清掃活動・植栽活動・除雪活動のほか、駐車帯等において、食事施設、購買施設、景観鑑
賞・休憩用のデッキ等を設置し、マルシェを実施する。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

道の駅「うとろ・
シリエトク」 

P 

写真 写真 

業務①実施個所：指定区間と同じ 

斜里町 
活動箇所 

北海道 

イメージ イメージ 
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道路協力団体活動概要（北海道開発局留萌開発建設部管内） 

指
定
区
間 

法人等の名称：萌える天北オロロンルート運営代表者会議（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道２３１号 ３ｋ６００～３ｋ８００(北海道留萌市船場町２丁目) ・延長：約０.２km 

業務内容：（1号業務）歩道等の清掃・除草 
        （2号業務）道路区域内での物販（調整中）、（5号業務）道路事業の普及啓発 

①：歩道等の清掃・除草 

②：道路区域内での物販、道路事業の普及啓発（調整中） 

萌える天北オロロンルート運営代表者会議は平成２０年に設置され、３８団体で構成。植栽
管理活動、地域情報受発信プロジェクトのほか、船場公園付近での物販活動や道路事業の
普及啓発を行う。収益により道路の維持・管理を充実。 

イメージ イメージ 

【団体の概要、業務内容】 

船場公園 
P 

業務①・②実施個所：指定区間と同じ 

留萌市 

活動箇所 

北海道 

イメージ 
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道路協力団体活動概要（関東地方整備局長野国道事務所管内） 

指定区間 

法人等の名称：上田道と川の駅 おとぎの里（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道１８号  90ｋ850(長野県上田市下之条)～91ｋ465(上田市小泉) ・延長：約0.5km 

業務内容：（1号業務）清掃、除草、植樹・花壇・ベンチ等の整備及び維持管理 
        （2号業務）ベンチ、テーブル等の設置、露店販売 

業務②実施箇所 ①：清掃、除草、植樹・花壇・ベンチ等の整備及び維持管理 

②：ベンチ、テーブル等の設置、露店販売 

上田道と川の駅 おとぎの里は平成24年に設置（協議会等の活動を継承）され、8部会で構成。 
歩道や道の駅・道路予定地等の清掃・除草・修景整備のほか、道の駅でオープンカフェによ
りベンチ、テーブル、露店等の利便施設を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

業務①実施個所：指定区間と同じ 

上田道と川の駅 

千曲川 

イメージ 

ベンチ・テーブル・露店販売 

イメージ 

植樹・ベンチ 

活動箇所 

長野県 

上田市 
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道路協力団体活動概要（関東地方整備局千葉国道事務所管内） 

法人等の名称： 

指 定 区 間 ： 

業 務 内 容 ： 

株式会社 ちば南房総（平成28年12月27日指定） 
国道127号 7k000(千葉県南房総市富浦町青木)～7k500(南房総市富浦町多田良) ・延長：約0.5km 
（1号業務）国道127号の歩道、植栽帯の清掃・除草を実施 
（2号業務）イベントに関する広告等の掲示、物品販売等による収益活動を実施 
（3号業務）事前通行規制区間等における異常気象等に伴う通行規制時の情報提供を実施 
（6号業務）大規模災害時の一時避難所としての提供及び食料提供・情報提供等 

株式会社 ちば南房総は、道の駅とみうら琵琶俱楽部（平成5年指定）の運営母体等が平成24年に合併し、社名を変更。 
歩道、植栽帯の清掃・除草のほか、イベントに関する広告等の掲示、物品販売等による収益活動。また、事前通行規制
区間等における異常気象等に伴う通行規制時の情報提供。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

①：歩道、植栽帯の清掃・除草を実施 

②：イベントに関する広告等の掲示 ③：通行規制時の情報提供を実施 

イメージ イメージ 

広告等の掲示 

出典：国土地理院ホームページ 

南房総市 

活動個所 

指定区間 

業務①②③⑥実施個所： 
指定区間と同じ 

至 

館
山
市 

至 木更津 

千葉県 
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道路協力団体活動概要（関東地方整備局甲府河川国道事務所管内） 

法人等の名称：山中湖おもてなしの会（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道138号 7.300kp(山中湖西交差点)～11.280kp(旭日丘交差点) ・延長：約3.98km 

業務内容：（1号業務）自転車歩行者道等の除草・清掃・植樹 
        （2号業務）オープンカフェの実施 

山中湖おもてなしの会は平成２３年から約６年間にわたり今回指定区間を含む山中湖周辺の清掃活動等を実
施。今後は、これまでの活動に加え、国道138号の自転車歩行者道において、湖畔の好ロケーションを生かし
たオープンカフェを実施し、その収益により清掃等の維持管理活動を充実させるとともに、地域の賑わいを創出。 

【団体の概要、業務内容】 
※出典：国土地理院ホームページ 

イメージ 

①：自転車歩行者道等の除草・清掃・植樹 

②：オープンカフェの実施 

業務②実施箇所：指定区間と同じ 

山中湖西 

旭日丘 

オープンカフェ 

山中湖村 

指定区間 

業務①実施箇所：指定区間と同じ 
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道路協力団体活動概要（関東地方整備局甲府河川国道事務所管内） 

法人等の名称：一般社団法人勝山観光協会（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道139号 56.198kp～56.258kp(山梨県富士河口湖町勝山地先) ・延長：約0.06km 

業務内容：（1号業務）植栽帯の花植え・除草、歩道等の清掃 
        （2号業務）歩行者休息用ベンチ及び案内板の清掃管理、広告看板の管理運営 

一般社団法人勝山観光協会は、平成６年から約２３年間にわたり今回指定区間の花植え及び清掃活動
等を実施。今後は、これまでの活動に加え、国道139号勝山交差点のポケットパークにて歩行者やサイ

クリストを対象とした休憩施設、情報提供施設等の清掃管理を実施。また、広告看板の管理運営を行い、
その収益により上記の維持管理活動を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

①：植栽帯の花植え・ 
   除草、歩道等の清掃 

※出典：国土地理院ホームページ 

②：歩行者休息用ベンチ 
     及び案内板の清掃管 
     理 
     広告看板の管理運営 イメージ 

広告看板 

パーゴラ 

ベンチ 

案内板 

業務実施箇所：指定区間と同じ 

富士河口湖町 

勝山 

指定区間 
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池田アサ

市

車
庫

虫生岩戸二号線

浄

上越市立

庫

フィッシングセンター

市

駐車場

虫生岩戸二号線

駐車場

板垣謙三

日本海

　

国道８号 

道路協力団体活動概要（北陸地方整備局高田河川国道事務所管内） 

法人等の名称：特定非営利活動法人徳合ふるさとの会（平成２８年１２月２８日指定） 
指定区間：国道８号138ｋ600～138ｋ900(新潟県上越市大字虫生岩戸) ・延長：約0.3km 

業務内容：（1号業務）道路駐車場清掃、雑草除去、雑木除伐の維持管理 
        （2号業務）露店施設の設置 

特定非営利活動法人徳合ふるさとの会は平成13年に協定締結したＶＳＰ団体で構成員６名。 
清掃活動・除草活動のほか、海水浴シーズンなどに合わせて、海産物等の販売を行う露店
施設を設置。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

海洋フィッシングセンター 

虫生岩戸駐車場 

①：雑草除去等の維持管理 

②：露店施設の設置 

イメージ 

日本海 

指定区間 延長約0.3㎞ 

・・・１号業務範囲 

・・・２号業務範囲 

１３８．６ｋｐ １３８．９ｋｐ 
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道路協力団体活動概要（北陸地方整備局富山河川国道事務所管内） 

法人等の名称：となみチューリップ街道実行委員会（平成２８年１２月２８日指定） 
指定区間：国道156号 203ｋ81(富山県砺波市一番町)～205ｋ16(砺波市十年明) 延長：約1.35km 

業務内容：（1号業務）植栽帯の清掃、除草、花植え、プランターの設置 
        （2号業務）看板の設置 

①：花植え、除草、プランターの設置 

②：看板の設置（交通安全の啓蒙、活動内容のＰＲ） 

となみチューリップ街道実行委員会は平成５年に富山県砺波市にて設立。 
植栽帯の清掃、除草、花植えのほか、花園町交差点等にてドライバー、住民の方に向けた交
通安全の啓蒙、活動内容をＰＲした看板を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。 

イメージ イメージ 

【団体の概要、業務内容】 

P 

富山県 

砺波市 

活動箇所 

P 

指
定
区
間 

業務②実施箇所 

業務②実施箇所 

業務①実施個所：指定区間と同じ 看板 看板 

花園町交差点 
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 花壇の植え替え（全区間） 
     及び 
  ｵｰﾌﾟﾝｶﾌｪ（一部区間） 

片町きらら 

犀川大橋 

ベンチの設置 

犀川大橋の 
  ライトアップ 

歩道清掃 

道路協力団体活動概要（北陸地方整備局金沢河川国道事務所管内） 

指
定
区
間 

宮崎県 

法人等の名称：金沢片町まちづくり会議（平成２８年１２月２８日指定） 
指定区間：国道157号 0.87kp(石川県金沢市香林坊)～1.69ｋp(野町) ・延長：約0.82km 

業務内容：（1号業務）歩道清掃、花壇の植え替え 
        （2号業務）犀川大橋のライトアップ、オープンカフェ、ベンチの設置 

①：歩道清掃 、花壇の植え替え 

②：犀川大橋のライトアップ、オープンカフェ、ベンチ設置 

金沢片町まちづくり会議は、地元商店街や町会を中心に平成２５年に設立された。 
歩道清掃・花の植え替え、犀川大橋のライトアップやベンチの設置などを行う。また、オープ
ンカフェを設置・管理し、収益により道路の維持・管理を充実。 

イメージ 

【団体の概要、業務内容】 

活動場所 

イメージ 
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道路協力団体活動概要（中部地方整備局静岡国道事務所管内） 

法人等の名称：富士山朝霧高原景観管理協議会（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道139号 28ｋ400(静岡県富士宮市猪之頭)～36ｋ250(同市根原) ・延長：約3.5km 

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃         （2号業務）食事施設・購買施設の設置(調整中) 
                 （4号業務）集約案内サインの設置の研究(調整中)  （5号業務）道路景観に関する普及啓発 

富士山朝霧高原景観管理協議会は平成２６年に設置され、地元企業・区長等約２０名で構成。 
世界文化遺産である富士山の道路景観維持を目的とした清掃活動・修景活動のほか、地域の特
産等を販売する食事施設、活動応援購買施設等の設置。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

静岡県 富士宮市 

活動位置 

  

  

   

  

   

  

 

 

 

 

 
 

第１号業務 除草活動 

第２号業務 食事施設・購買施設等の設置 

購
買
施
設
等 

 
 
 

  
  

  

 

 
 

  
  

  
 
 
 

 

 
 
 

 

 

  

 
 

 

 
   

  

   
 

 

  
  

   

第１号業務 
除草・清掃 
約800ｍ 

  
  

  

山梨県県境 

第２号業務 
購買施設等
設置 

第２号業務  食事・購
買施設等設置 
第５号業務 普及啓発 

  
第１号業務 
除草・清掃 
約800ｍ 

国道１３９号 

第１号業務 
除草・清掃 
約1,000ｍ 

「猪之頭入口」信号交差点付近 

←県立野外活動センター入口 

  

第１号業務 
除草・清掃 
約100ｍ 

第４号業務 
集約案内サイ

ン研究 

  
  

  第１号業務 
除草・清掃 
約800ｍ 

  
  

  道の駅朝霧高原 

【活動位置図】  

  4

  1

 

  4

  1

 

  

 

 139139

138138

469469

139139

 

 

静岡県富士宮市朝霧高原 
国道139号 

イメージ 
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道路協力団体活動概要（中部地方整備局紀勢国道事務所管内） 

指
定
区
間
① 

三重県 

法人等の名称：特定非営利活動法人 ア・ピース・オブ・コスモス（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道42号 204ｋ680(三重県北牟婁郡紀北町)～241ｋ050(尾鷲市) ・延長：約0.8km 

業務内容：（1号業務）植栽帯の維持管理・清掃 
        （2号業務）食事施設等の設置（調整中） 

業務①実施箇所 

ＮＰＯ法人ア・ピース・オブ・コスモスは平成18年に法人化され、ＶＳＰなど様々な活動を実施。 
植栽帯（アジサイ）の維持管理・清掃活動のほか、駐車帯において年4回程度、地元食材を
用いた食事の提供を実施予定。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

駐車帯 

P 

紀北町・ 
尾鷲市 

活動箇所 

業務①実施箇所 

業務①・②実施箇所 

指
定
区
間
② 
指
定
区
間
③ 

駐車帯 

①：植栽帯の維持管理・清掃 

②：食事施設等の設置 

イメージ 

食事施設
等の設置 

紀北町 

尾鷲市 

紀北町 

尾鷲市 

イメージ 
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道路協力団体活動概要（近畿地方整備局奈良国道事務所管内） 

法人等の名称：特定非営利活動法人 奈良好き人のつどい（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道24号 36k568(奈良市法華寺北町)～37k434(法華寺東町地先）・延長：約0.9km 
業務内容：（1号業務）道路（歩道）の清掃・除草 
        （2号業務）ベンチ設置、花壇整備、物販、看板の設置 

①：道路（歩道）の清掃・除草 

②：ベンチ設置、花壇整備、物販、看板の設置 

【団体の概要、業務内容】 

奈良県 

奈良市 

指定区間 
約0.9km 

活動箇所 

イメージ 

看板 

ベンチ 花壇 

イメージ 

ＮＰＯ法人「奈良好き人のつどい」は平成21年1月に任意団体として設立され、平成22年3月に特定非営
利活動法人として認証。 
歩道の清掃、除草活動のほか、地域と協働で実施する清掃活動に合わせた物販や企業名を載せた啓
発看板の設置を実施し、その収益によりベンチ及び花壇の設置、道路の維持・管理の充実を計画。 

企業協賛広告 
により収益 

収益を充当して設置 
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道路協力団体活動概要（中国地方整備局岡山国道事務所管内） 

法人等の名称：ユーサービス備前（平成２８年１２月２７日指定） 
指定区間：国道2号 140ｋ450(備前市伊里中)～142ｋ320(備前市東片上) ・延長：約1.9km 

業務内容：（1号業務）道路清掃、植樹帯の管理 
        （2号業務）広告塔の設置 

業務②実施箇所 

業務②実施箇所 

①：道路清掃、植樹帯の管理 

②：広告塔の設置 

ユーサービス備前は平成18年に設立され、同年、岡山国道事務所とVSP協定を締結。 
清掃活動・植樹帯の管理のほか、植樹帯やパーキングの壁面のスペースを利用し、広告塔
を設置・管理。地元窯元や企業からの広告料による収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

業務①実施個所(清掃）：指定区間と同じ 

P 

P 指定区間(紫） 

活動箇所 

業務①実施箇所 
(植樹帯の管理） 

イメージ イメージ 

　　　　　　

備前焼陶板 

台座付 
モニュメント 

パーキングの 
壁面 

びぜんし   いりなか びぜんし   ひがしかたかみ 
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道路協力団体活動概要（四国地方整備局徳島河川国道事務所管内） 

法人等の名称：特定非営利活動法人 新町川を守る会（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道192号 135ｋ823(徳島県徳島市南出来島町)～137ｋ367(徳島本町)・延長：約1.5km 

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 
        （2号業務）広告看板の設置 

新町川を守る会は平成１１年から国道１９２号において、道路清掃活動等を実施。 
広告看板の設置・管理により道路の良好な景観形成を目的とした花植え活動をPRするととも
に、活動に対する協賛団体からの収益（寄付）で、道路の維持管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

11 

55 

業務①実施箇所：指定区間と同じ 
業務②実施箇所：指定区間と同じ 

指定区間 

192 
①：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 

②：広告看板設置（イメージ） 

花植え活動 

活動箇所 
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道路協力団体活動概要（四国地方整備局香川河川国道事務所管内） 

法人等の名称：牟礼香川グリーンクラブ（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道11号 69ｋ780～69ｋ883(香川県高松市牟礼町)・延長：約0.1km 

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 
        （2号業務）物販施設の設置 

牟礼香川グリーンクラブは、平成１３年から国道１１号において、道路清掃活動、花植え活動等を実施。 
道の駅「源平の郷むれ」で行われる各種イベントに併せて、物販施設の設置管理を行い、その収益によ
り植栽帯の花植え等、道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

①：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 

②：物販施設の設置 

活動箇所 

業務①実施箇所：指定区間と同じ 
業務②実施箇所：指定区間と同じ 

11 

11 

指定区間 

活動箇所 

32 



道路協力団体活動概要（四国地方整備局香川河川国道事務所管内） 

法人等の名称：屋島をよくする会（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道11号 74ｋ117～74ｋ321(香川県高松市高松町)・延長：約0.2km 

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 
        （2号業務）物販施設の設置 

屋島をよくする会は、平成１３年から国道１１号において、歩道等の除草・清掃活動、草花植え等を実施。 
近接する琴電古高松駅の利用者を対象として、通勤・通学時間帯限定とした物販施設の設置管理を行
い、その収益により、花植え活動等、道路の維持管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

①：歩道等の除草・清掃活動、花植え活動 

②：物販施設の設置管理 

業務①実施箇所：指定区間と同じ 
業務②実施箇所：指定区間と同じ 

指定区間 

11 

活動箇所 
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道路協力団体活動概要（四国地方整備局香川河川国道事務所管内） 

法人等の名称：NPO法人 四国の道路サポータクラブ（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道11号 80ｋ208～80ｋ299(香川県高松市番町) 

        国道30号 24k741～25ｋ000(香川県高松市玉藻町～寿町) ・延長：合計約0.35km 

業務内容：（1号業務）歩道等の清掃活動、花植え活動 
        （2号業務）物販施設の設置、広告看板の設置 

四国の道路サポータクラブは平成１７年から国道３０号における歩道等の清掃活動、花植え活動のほか、
四国の遍路みち普及に関するイベント等を実施。近接する観光地のイベントに併せた物販施設の設置
管理および、番町地下道での広告看板設置による収益で花植え活動等、道路の維持管理を充実。 

①：歩道等の清掃活動、花植え活動 

②：物販施設の設置、広告看板の設置（イメージ） 

業務①実施箇所：指定区間と同じ 

指定区間 

11 

11 

30 

活動箇所 

30 

【団体の概要、業務内容】 

企業名等 

業務②実施箇所 

業務②実施箇所 

番町地下道 

34 



道路協力団体活動概要（四国地方整備局松山河川国道事務所管内） 

法人等の名称：泉川校区まちづくり連合自治会（平成２８年１２月２６日指定） 

指定区間：国道11号 175ｋ567～178ｋ012(愛媛県新居浜市東田～西光地町)・延長：約2.4km 

泉川校区まちづくり連合自治会は平成１８年から国道１１号において、道路清掃活動、花植え活動等を
実施。安全かつ円滑な道路の確保として、交通マナー標語等の広告看板を設置・管理。 
広告の収益により、新たに樹木選定業務を行う等、道路の維持管理を充実。 

①：歩道、植栽帯の清掃、除草、植栽帯の花植え 

②：広告看板の設置（イメージ） 

業務内容：（1号業務）歩道等の除草・清掃活動、花植え活動、樹木剪定 
        （2号業務）広告看板の設置 

看板

分離帯分離帯 表
企業名 

交通マナー標語等 

指定区間 

業務①実施箇所：指定区間と同じ 
業務②実施箇所：指定区間と同じ 

活動箇所 

11 

11 
11 

【団体の概要、業務内容】 
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道路協力団体活動概要（九州地方整備局福岡国道事務所管内） 

法人等の名称：けやき通り発展期成会（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道202号 2ｋ920(福岡県福岡市中央区警固)～3k720(福岡市中央区赤坂) ・延長：約0.8km 

業務内容：（1号業務）清掃活動、花植 
        （2号業務）街路灯への広告旗設置 

①：清掃活動、花植 

②：街路灯への案内旗設置 

けやき通り発展期成会は平成５年に設置され、２１団体で構成。 
歩道清掃のほか植栽帯の花植、管理を実施。街路灯に地域イベントの広告旗を設置し収入
を得る。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

業務①②実施個所：指定区間と同じ 

警固 
交差点 

赤坂3丁目 
交差点 

福岡県 

福岡市 

：申請箇所 

指定区間 

福岡天神駅 
博多駅 

案内旗→ 

イメージ 
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道路協力団体活動概要（九州地方整備局長崎河川国道事務所管内） 

法人等の名称：ＮＰＯ道守長崎（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道57号 213ｋ100(長崎県雲仙市小浜町北本町南湯ノ崎)～214ｋ700(小浜町北野) ・延長：約0.7km 

業務内容：（1号業務）道路清掃、植栽帯の清掃、除草、花植 
        （2号業務）植栽ポットの設置 

①：道路清掃、植栽帯の清掃、除草、花植 

②：植栽ポットの設置 

ＮＰＯ 道守長崎は平成２１年に設置され、団体会員5団体、個人会員32名で構成。 
道路清掃、植栽帯の清掃、除草、花植のほか、植栽帯に植栽ポットを設置・管理。植栽ポット
でジャカランダの苗を育て販売。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

長崎県 
雲仙市 

申請箇所 

指
定
区
間 

業務①実施個所：指定区間と同じ 

業務②実施個所 

イメージ 

植栽ポット 
（ジャカランダ） 
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道路協力団体活動概要（九州地方整備局大分河川国道事務所管内） 

法人等の名称：道守大分会議（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道10号 130ｋ300(大分県大分市神崎)～26ｋ500(大分市神崎) ・延長：約1.0km 

業務内容：（1号業務）道路清掃、道路愛護等の啓発活動 
        （2号業務）啓発看板の設置 

①：道路清掃、道路愛護等の啓発活動 

②：啓発看板の設置 

道守大分会議は平成１６年に設置され、１３５団体（個人も含む）で構成。 
道路清掃のほか道路愛護等の啓発活動を実施。スポンサー名を入れた啓発看板を設置し
収益を得る。収益により道路の維持・管理を充実。 

【団体の概要、業務内容】 

指定区間 

イメージ 

イメージ 業務①②実施個所：指定区間と同じ 

大分市 

活動箇所 

大分県 

啓発看板 
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道路協力団体活動概要（九州地方整備局宮崎河川国道事務所管内） 

指
定
区
間 

宮崎県 

宮崎市 

活動箇所 

法人等の名称：日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会（平成２８年１２月２６日指定） 
指定区間：国道220号 25ｋ770(宮崎県宮崎市内海)～26ｋ500(日南市伊比井) ・延長：約0.7km 

業務内容：（1号業務）雑草除去、雑木除伐、修景木の維持管理 
        （2号業務）ベンチ、サイクルハンガー、自販機の設置、露店販売 

業務②実施箇所 

業務②実施箇所 

①：雑草除去 、雑木除伐 、修景木の維持管理 

②：ベンチ、サイクルハンガー、自販機の設置、露店販売 

日南海岸地域シーニックバイウェイ推進協議会は平成18年に設置され、45団体で構成。 
清掃活動・修景活動のほか、いるか岬とるぱ等にてサイクリストを対象としたベンチ、サイク
ルハンガー、自販機、露店等の利便施設を設置・管理。収益により道路の維持・管理を充実。 

自
販
機 
イメージ イメージ 

自
販
機 

サイクル
ハンガー ベンチ 

【団体の概要、業務内容】 

いるか岬とるぱ 

業務①実施個所：指定区間と同じ 

P 

P 
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40 

 道路協力団体制度について（参考資料） 



道路協力団体が設置・管理を行う工作物等（道路法施行規則第４条の20） 

１)看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、 
   雪よけその他これに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確 
   保に資するもの  
   例：歩行者等の通行注意看板、案内板、街灯、歩廊 
 
２)トンネル上、高架下等の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の 
   通行者又は利用者の利便の増進に資するもの  
   例：小型モビリティ.用駐車場、 シェアサイクル駐輪場 
 

３)道路の路面に設ける自転車、原付、小型自動車等で二輪のものを駐 
  車させるため必要な車輪止め装置のその他の器具で道路の通行者 
   又は利用者の利便の増進に資するもの  
   例:シェアサイクル施設 

41 

 道路協力団体が設置・管理を行う工作物等 



４)広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 
     例：掲示板 
 

５)標識又はベンチもしくはその上屋、街灯等で道路の通行者等の利便の 
   増進に資するもの  
   例:歩行者休息スペースやバス停等のベンチ及び上屋、 案内板、 街灯 
 

６)食事施設、購買施設等で道路の通行者等の利便の増進に資するもの  
   例：オープンカフェ、マルシェ  

７)次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し（道路に関 
 するものに限る。）のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の 
 利便の増進に資するもの 
 イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物 
 ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設 
 ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ  
   例:道路に関連したイベント開催に要する機材 
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 道路協力団体が設置・管理を行う工作物等 



 道路協力団体に対する承認等の特例 

 道路協力団体の業務として行う以下の行為については、道路協力団
体と道路管理者との協議が成立することをもつて、承認又は許可があ
つたものとみなす。（道路法第４８条の２４） 

１）工事の承認（道路法第24条本文）  
 ・花壇その他道路の緑化のための施設の設置 
 ・道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う 
  突角の切取り 
 ・その他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持  
２）占用の許可（道路法第32条第1項又は第3項） 
 ・工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施設で、 
   道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの 
 ・道路協力団体が設置・管理を行う工作物等 
 ・看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資 
  料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のためのもの 
 に係る道路の占用  
 ※「道路協力団体が設置・管理を行う工作物等」の２）～７）については、 
   法第48条の21第1号に掲げる業務を行う場合に限る。 43 

無余地性の
基準の 

適用除外に 



 道路協力団体指定手続 審査基準➀（申請資格） 

① 代表者が定まっている  
② 事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の 
 運営、会計に関する事項その他当該法人等の組織及び運営に関 
 する事項を内容とする規約その他これに準ずるものを有する  
③ 適切な経理事務及び会計処理が行われている  
④ 法人等の構成員（役員を含む。）が５名以上いる  
⑤ 申請時点において、法人等の設立後５年以上経過している（NPO 
 法人については、認証前の活動期間を含む）  
⑥ 宗教活動又は政治活動を活動目的としていない  
⑦ 暴力団又はそれらの利益となる活動を行う者でない  
⑧ 直近１年間の税を滞納していない  
⑨ 日本国の法令を遵守し、著しく不誠実な行為を行っていると認め 
  られない  
⑩ 道路協力団体としての活動以外では、道路協力団体と称して 
  活動を行わない 
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 道路協力団体指定手続 審査基準➁（活動実績） 

ⅰ） 継続性 
  道路協力団体として活動を行う道路の区間において、直近数年間にわたる

継続的な道路の管理に資する清掃・除草等の公的活動（これと同等の活動
と認められるものを含む）を行っている  
ⅱ） 協力性 
  上記の公的活動等が、道路管理者等から後援された活動、道路管理者等

と共同で実施した活動その他の道路管理者等との協力関係が認められる活
動である  
ⅲ） 活動姿勢 
  直近数年間において、道路管理若しくは他の民間団体等の道路管理に資
する活動の支障となり、又はそのおそれがある行為を行っていない  
ⅳ） 公共性 
  道路協力団体として収益を得たことがある場合には、その収益に見合う法
第48条の21第1号に掲げる業務を実施したと認められる 

45 

注）直近数年間：おおむね５年間 
平成28年3月末以前に道路管理者と協定等を締結して清掃等のボランティア活動を
行ってきた実績が確認できる場合は、２年間となる場合がある 



 道路協力団体指定手続 審査基準➂（活動実施計画） 

ⅰ） 実効性 
  過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められる  
ⅱ） 貢献度 
  法第４８条の２１第１号に掲げる業務等、道路管理に対する貢献又は地域
の課題解消に向けた貢献が認められる  
ⅲ） 協調性 
  活動に当たって地域の関係者（関係する道路管理者等、住民、市町村、他
の民間団体等をいう。）との協調性が認められる  
ⅳ） 公共性 
  道路協力団体としての活動で収益を得ようとする場合には、その収益に見

合う法第４８条の２１第１号に掲げる業務を実施する見込みがあると認めら
れる 
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○活動を実施するに当たっての調整等 
 
 ※申請資格、審査基準を満たしていれば、道路協力団体が同一の公 
    募区間で複数指定される。 
 
１) 複数の団体で競合する場合の調整 
 道路協力団体の業務で道路の占用をしようとする場合において他者と競合
する場合には、調整を実施 ⇒Ｐ２３参照 
 
２) 工事又は占用に係る協議の手続き 
 道路の占用、道路に関する工事・維持に係る協議の手続きは、道路協力団
体の指定とは別途に必要 
 
３) 他の団体との協調、連携 
 道路協力団体の指定を受けた団体は、業務を行う道路の区間において別の
団体が業務を行う場合、その団体とも協調、連携して業務を実施 

 道路協力団体指定後の留意事項➀ 
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○活動実施状況の報告（年1回、臨時） 
  道路協力団体の指定を受けた団体は、年１回及び道路管理者の求めに応じ、
活動状況について報告 
 
○活動実施計画の変更 

  活動実施計画書を変更しようとするときは、速やかに事務所等の長に対して、
変更の内容を明らかにする書類を提出 
 
○指定する期間、更新 

 道路協力団体に指定する場合、その期間は、当分の間、３年間を上限 
 指定期間の終了後継続して指定を希望する場合には、次期の活動実施計画
書を提出し、審査の上、再度指定されることが必要  

○指定の取り消し（以下に該当する場合） 
   ・詐欺その他の不正の手段により指定を受けた場合 
   ・申請資格のいずれかを満たさなくなった場合 
   ・業務の運営の改善に関する措置命令に違反した場合 
   ・道路協力団体から指定の取り消しの申請があった場合 

 道路協力団体指定後の留意事項➁ 
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Ａ地域 

Ｂ地域 

Ａ－１団体 
Ａ－２団体 

（調整例） 

■複数の道路協力団体の活動において 
 占用が競合する場合は、申請地域内又 
 は活動期間等を調整。 

期間分割
案 

4月 3月 

月
～
金
土
日 

期間分担
案 

4月 3月 

月
～
金
土
日 

A-1団体 A-2団体 

A-1団体 

A-2団体 

 複数の道路協力団体で競合する場合の調整例 

Ｂ－１団体 
Ｂ－２団体 

地域分割
案 B-1団体 B-2団体 

49 



関連情報の掲載場所 

50 

○国土交通省ＨＰ 
  http://www.mlit.go.jp/road/kyoryokudantai/index.html 

道路部HPトップの画像  

○東北地方整備局ＨＰ 
  東北地方整備局トップページ  ⇒道路部  ⇒道路協力団体制度     
            （http://www.thr.mlit.go.jp/road/dokyo/index.html） 



道路協力団体指定準則

（趣旨）

第１ この準則は、道路法（昭和２７年法律第１８０号。以下「法」という。）第４８

条の２０第１項の規定に基づく道路協力団体の指定の審査その他の道路協力団体の

指定の実務に関し必要な事項を定めるものとする。

（公募）

第２ 道路管理者は、本準則に基づき募集要項を作成し、道路協力団体の公募を行う

ものとする。

（申請資格）〈処理基準〉

第３ 道路協力団体の指定の申請を行うことができる者は、法人又は道路法施行規則

（昭和２７年建設省令第２５号）第４条の１８に規定する団体（以下「法人等」と

いう。）であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。

一 代表者が定まっていること。

二 事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関す

る事項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他こ

れに準ずるものを有していること。

三 適切な経理事務及び会計処理が行われていること。

四 法人等の構成員（役員を含む。）が５名以上いること。

五 申請時点において、法人等の設立後５年以上（特定非営利活動促進法（平成１

０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、

当該認証を受ける前の活動期間を含む。）が経過していること。

六 第４第１項第２号に定める活動実績報告書及び同項第３号に定める活動実施計

画書が宗教活動又は政治活動を目的としていないこと。

七 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はそれらの利益となる活動を

行う者でないこと。

八 直近１年間の税を滞納していないこと。

九 日本国の法令を遵守し、業務等を履行していること。また、公序良俗に反する

など著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。

十 道路協力団体の指定を受けた場合に、道路協力団体としての活動以外では、道

路協力団体と称して活動を行わないことを誓約できること。

（申請）〈第１項は、処理基準〉

第４ 道路協力団体の指定を受けようとする法人等は、別記様式第１号に、次に掲げ

る書類を添えて申請するものとする。

一 法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の

数が記載されているもの

二 直近数年間の活動実績報告書（以下「活動実績報告書」という。）

三 第７第２項の道路協力団体に指定する期間に係る活動実施計画書（以下「活動

実施計画書」という。）

四 法人等の監査報告書又は収支計算書

1
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五 直近１年間で滞納処分を受けたことがないことの証明の写し等（課税対象団体

である場合に限る。）

六 第３第５号の要件を満たすことを証する書類

七 第３第６号、第７号、第９号及び第１０号の要件を満たすことを誓約できる書

類

八 前各号に掲げるもののほか、道路管理者が必要と認める書類

２ 前項第２号の数年間は、おおむね５年間とする。

３ 第１項の規定により法人等が申請しようとする場合において、法２８条の２の規

定により協議会を構成する複数の隣接する道路管理者（道路協力団体の事務の合理

化を図るために行う申請書類の転送等について合意しているものに限る。以下この

準則において「関係道路管理者」という。）に対し同時に申請を行う場合は、関係

道路管理者のうちいずれか一の道路管理者を窓口として申請書類を提出することが

できる。

この場合において、窓口として申請書類を受理した道路管理者は、他の関係道路

管理者に対して、速やかに書類を転送することとする。

（確認及び審査）〈処理基準〉

第５ 道路管理者は、第４第１項の規定により提出された書類に基づき申請資格の確

認を行うとともに、第６に基づき活動実績報告書及び活動実施計画書の内容につい

て審査を行うものとする。

（審査基準）〈第１項及び第３項は、処理基準〉

第６ 第５の活動実績報告書の内容についての審査は、次に掲げる事項について確認

を行うものとする。

一 継続性：道路協力団体として活動を行う道路の区間において、直近数年間にわ

たる継続的な道路の管理に資する清掃・除草等の公的活動（これと同等の活動と

認められるものを含む）を行っていること。

二 協力性：前号の公的活動等が、道路管理者等（道路整備特別措置法（昭和３１

年法律第７号）の規定により道路の維持、修繕等を行う者を含む。以下この号及

び第３項第３号において同じ。）から後援された活動、道路管理者等と共同で実

施した活動その他の道路管理者等との協力関係が認められる活動であること。

三 活動姿勢：直近数年間において、道路管理若しくは他の民間団体等の道路管理

に資する活動の支障となり、又はそのおそれがある行為を行っていないこと。

四 公共性：道路協力団体として法第４８条の２１第２号に掲げる業務を行い収益

を得たことがある場合には、その収益に見合う法第４８条の２１第１号に掲げる

業務を実施したと認められること。

２ 前項第１号及び第３号の期間は、おおむね５年間とする。

３ 第５の活動実施計画書の内容についての審査は、次に掲げる事項について確認を

行うものとする。

一 実効性：過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められること。

二 貢献度：法第４８条の２１第１号に掲げる業務等、道路管理に対する貢献又は

地域の課題解消に向けた貢献が認められること。

三 協調性：活動に当たって地域の関係者（関係する道路管理者等、住民、市町村、

他の民間団体等をいう。）との協調性が認められること。

四 公共性：法第４８条の２１第２号に掲げる業務を行い収益を得ようとする場合
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には、その収益に見合う法第４８条の２１第１号に掲げる業務を実施する見込み

があると認められること。

（指定）〈処理基準〉

第７ 道路管理者は、法第４８条の２０第１項の規定に基づき、第５の確認及び審査

の結果、法第４８条の２１各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると

認められる場合には、道路協力団体の指定をすることができる。

２ 道路管理者は、道路協力団体の指定をした法人等に対し、当該法人等の名称及び

業務、当該法人等が道路協力団体として活動を行う道路の区間並びに道路協力団体

に指定する期間を明記した別記様式第２号を発行し、指定番号を登録するものとす

る。

３ 前項に定める道路協力団体に指定する期間は５年間を上限とする。

４ 道路管理者は、第１項により道路協力団体の指定をしたときは、法第４８条の２

０第２項に基づき、当該道路協力団体について公示するものとする。

（指定の通知）〈処理基準〉

第８ 道路管理者は、道路協力団体の指定をしたとき、又は指定をしないこととした

ときは、申請をした法人等に対して、その旨を書面で通知することとし、指定をし

なかった法人等に対しては、その理由を付すものとする。

（活動実施計画）〈処理基準〉

第９ 道路管理者は、法第４８条の２２第１項の規定に基づき、道路協力団体が活動

実施計画書を変更しようとするときは、速やかにその変更の内容を明らかにする書

類を提出させるものとする。

２ 前項に定める活動実施計画を変更する場合においても、法第４８条の２１各号に

掲げる業務を適正かつ確実に行い、地域の課題解消に資すること、法第４８条の２

１第２号に掲げる業務を行い収益を得ようとする場合、その収益に見合う法第４８

条の２１第１号に掲げる業務を実施する見込みがあることを確認するものとする。

（活動状況の確認）

第１０ 道路管理者は、道路協力団体に対し、年１回以上、活動の内容について報告

させるものとする。

２ 前項の場合において、法第４８条の２１第２号に掲げる業務を行い収益を得たこ

とがある場合には、道路協力団体に対しては、その収益に見合う法第４８条の２１

第１号に掲げる業務の実施状況を報告させるものとする。

３ 第１項のほか、道路管理者は、法第４８条の２２第１項の規定に基づき、道路協

力団体に対し、当該道路協力団体の活動の適正かつ確実な実施を確保するために必

要な場合には、その活動内容について臨時の報告をさせることができる。

（活動内容の改善）〈処理基準〉

第１１ 道路管理者は、道路協力団体に対し、必要に応じ、活動実施計画書について、

法第４８条の２２第２項の規定に基づき改善すべきことを命じ、又は法第４８条の

２３の規定に基づき指導若しくは助言をすることができる。

２ 道路管理者は、道路協力団体が、その活動を適正かつ確実に実施していないこと

が認められると判断した場合（指定後に第３各号に定める要件に適合しなくなった

と認められる場合を含む。）には、法第４８条の２２第２項の規定に基づき、その
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活動の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

（代表者の変更等）

第１２ 道路管理者は、法第４８条の２２第１項の規定に基づき、道路協力団体の代

表者が変更となった場合又は道路協力団体が解散をした場合には、速やかに報告を

させるものとする。

２ 道路管理者は、前項の規定により道路協力団体の解散の報告を受けたときは、そ

の旨を公示するものとする。

（指定の取消し）〈処理基準〉

第１３ 道路管理者は、道路協力団体が詐欺その他不正の手段により道路協力団体の

指定を受けた場合のほか、道路協力団体の指定を受けた後に第３各号のいずれかを

満たさなくなった場合その他の法第４８条の２２第３項に規定する場合には、当該

指定を取り消すことができる。

２ 道路管理者は、道路協力団体から当該道路協力団体の指定の取消しの申請があっ

た場合には、その指定を取り消すものとする。

３ 道路管理者は、道路協力団体の指定を取り消した場合には、書面にて取消しの通

知を行うものとする。

４ 道路管理者は、第１項又は第２項の規定により道路協力団体の指定を取り消した

場合には、その旨を公示するものとする。

（協議会）

第１４ 道路協力団体は、関係する道路管理者等が構成する法第２８条の２の協議会

又は踏切道改良促進法（昭和３６年法律第１９５号）第６条の地方踏切道改良協議

会に道路管理者等の求めに応じ参画することができるものとする。

（標準処理期間）

第１５ 法第４８条の２０第１項に係る標準処理期間は、概ね３ヶ月間とする。ただ

し、次のいずれかに該当する場合には、これを適用しない。

一 申請内容が先例のない場合等であって、期間内に指定を行うことが困難な場合

二 道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが顕著であって、指定に当たって特

に慎重に検討する必要がある場合

三 申請が募集の期間を過ぎている場合

２ 前項に定める標準処理期間には、次の期間を含まない。

一 申請書類の不備等を補正するために要する期間

二 申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間

三 申請内容に応じ関係機関との協議に要する期間

（当面の措置）

第１６ 当分の間、第７第３項に定める道路協力団体に指定する期間の上限は、３年

間とする。

２ 平成２８年３月３１日以前に道路管理者と協定等を締結して清掃等のボランティ

ア活動を行ってきた実績が確認できる場合は、第６第１項第１号及び第３号の期間

は、２年間とすることができる。

附 則

この準則は、平成２８年４月１日から施行する。
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（様式第 1 号） 
 

 

道路協力団体指定申請書 
 

平成  年  月  日 
（申請先） 

殿 
 

（申請者） 
住所 
事務所の所在地 
法人等の名称 
代表者氏名            ○印  

 
 
 
 道路協力団体の指定を受けたいので、道路法第 48 条の 20 第 1 項の規定に基づき、

関係書類を添えて申請します。 
 
添付書類 
１ 法人等の規約その他これに準ずるもの並びに会員名簿その他法人等の構成員

の数が記載されているもの 
２ 活動実績報告書 
３ 活動実施計画書 
４ 法人等の監査報告書又は収支計算書 
５ 直近１年間で滞納処分を受けたことがないことの証明の写し等（課税対象団体

である場合に限る。） 
６ 道路協力団体指定準則第３第５号の要件を満たすことを証する書類 

７ 道路協力団体指定準則第３第６号、第７号、第９号及び第 10 号の要件を満た

すことを誓約できる書類 
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（様式第 2 号） 
 

第    号 
 

道路協力団体指定証 
 

 
住所 
事務所の所在地 
法人等の名称 
代表者氏名 

 
 
 平成  年  月  日付けの申請については、審査の結果適正であるので、道路法第

48条の20第１項の規定による道路協力団体として、下記により指定する。 

 
 
平成  年  月  日 

 
道路管理者      ㊞ 

 
記 

 
指定内容 
 
（１） 法人等の名称 

 

 

（２）業務の内容 

 

 

（３）業務を行う道路の区間 

 

 

（４）道路協力団体に指定する期間 

 

 

（５）指定番号 

            （初回指定：  年  月  日） 
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（様式第 2 号） 
 
（行政不服審査法第57条による教示） 

本件指定について不服があるときは、国土交通大臣に対し、本件指定があったことを

知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に行政不服審査法の規定による審査請求をする

ことができる。（なお、本件指定があった日の翌日から起算して１年を経過すると審査

請求をすることができない。） 

（行政事件訴訟法第46条による教示） 

本件指定の取消しの訴えは、本件指定があったことを知った日から６箇月以内に、国

を被告として、提起しなければならない。 

（なお、本件指定があったことを知った日から６箇月以内であっても、本件指定の日か

ら１年を経過すると本件指定の取消しの訴えを提起することができない。） 

ただし、本件指定があったことを知った日の翌日から起算して３ヶ月以内に審査請求

をした場合には、本件指定の取消しの訴えは、その審査請求に対する裁決があったこと

を知った日から６箇月以内に提起しなければならない。 

（なお、当該裁決のあったことを知った日から６箇月以内であっても、当該裁決の日か

ら１年を経過すると本件指定の取消しの訴えを提起することができない。） 
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1 
 

 

道路協力団体募集要項（案） 

 

１ 道路協力団体制度の概要 
 

道路協力団体制度とは、 道路における身近な課題の解消や道路利用者のニーズへ

のきめ細やかな対応などの業務に自発的に取り組む民間団体等を支援するものであ

り、これらの団体を道路協力団体として指定し、道路管理者と連携して業務を行う団

体として法律上位置づけることにより、自発的な業務への取組を促進し、地域の実情

に応じた道路管理の充実を図ろうとするものです。 

道路協力団体の指定は、道路協力団体になろうとする者が、この募集要項に従い道

路管理者に対して行う申請により行われ、４に掲げる申請資格を満たし、３（１）に

掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるか審査の上、指定を行い

ます。 

なお、道路協力団体としての活動を促進するために、道路協力団体が３（１）に掲

げる業務として行う行為に係る道路に関する工事若しくは道路の維持又は道路の占用

を、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもって、道路管理者の承認

又は許可があったものとみなすこととする特例を設けています。（道路法(昭和27年

法律第180号)(以下「法」という。)第４８条の２４） 

 

２ 募集対象区間 

  募集対象区間は、〇〇国道事務所が管理する以下の区間とします。 

・国道〇号 〇〇県境から〇〇市・〇〇町の境界まで 

・国道△号 △△県境から△△市・△△町の境界まで 

 

３ 業務内容、業務を行う道路の区間及び指定する期間 
 

（１）業務内容 

道路協力団体は、２に掲げる募集対象区間について、次に掲げる業務のうち①を含

む１つ以上を行うものとします。 

道路協力団体制度は、業務から利益を得ることが可能な制度ですが、その収益は道

路の管理に還元していただくことを基本とするものでありますので、下記②の業務を

行い収益を得ようとする場合には、その収益に見合う下記①の業務を実施することが

必要となります(収益に見合う下記①の業務を実施する区間は、10（２）による業務

実施区間以外が含まれていても構いません。)。 

また、今回の募集においては特に、活動を行おうとする区間で直近数年間にわたり

道路管理者と協力して道路管理に資する清掃・除草等の公的活動を行っている実績が

あり、今後さらにその活動を充実させるため下記②の業務により道路空間を活用して

［参考２］
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収益を得る活動を行い、両者を有機的に連携させ、道路空間の快適性の向上等に協力

頂く法人等を募集します。 

① 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。 

② ①のほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若しくは利用者の

利便の増進に資する工作物、物件又は施設であって、下記に掲げるものの設置又

は管理を行うこと。 

ⅰ）看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけ

その他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの 

ⅱ）トンネルの上又は高架の道路の路面下の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路

の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 

ⅲ）道路の地面に設ける自転車、原動機付自転車又は小型自動車若しくは軽自動車

で二輪のものを駐車させるため必要な車輪止め装置その他の器具で道路の通行者

又は利用者の利便の増進に資するもの（ⅱ）に掲げる施設に設けるものを除く） 

ⅳ）広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの 

ⅴ）標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の

通行者又は利用者の利便の増進に資するもの 

ⅵ）食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利

便の増進に資するもの 

ⅶ）次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し（道路に関するも

のに限る。）のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資

するもの 

イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物 

ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設 

ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ 

［注］上記のⅱ）からⅶ）までに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用にあ

たり法第４８条の２４の規定による特例を受けようとする場合には、①に掲げ

る業務（道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこ

と。）を行うことが必要です。 

③ 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。 

④ 道路の管理に関する調査研究を行うこと。 

⑤ 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。 

⑥  ①～⑤に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。 
 
なお、地域の状況に応じた特に期待する業務として、具体的な例としては、 

・観光地周辺における、地域資源を活かした美しい国土景観の形成等を図る取組（沿道

の修景 等） 
・中心市街地における、植栽(花壇)の管理や不法占用の状況の収集・提供 等 
・踏切道周辺において、踏切道の安全対策 等 

これを参考に必要に応じて記載 

※例示であり、追加、修正等可能 

※個別に特定の区間を指すような

記載とはしない 
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などを想定しています。 
 

（２） 業務を行う道路の区間 

申請に当たっては、２に掲げる募集対象区間のうち業務を行おうとする区間(以下

「業務実施申請区間」という。)及び行おうとする業務内容を、申請書に記載して下

さい。 

なお、業務実施申請区間については、（１）①の業務を特に重点的に行う区間に絞

って下さい。 

その際、道路占用等の特例(法第４８条の２４)の適用を見込む（１）②の業務を行

う区間を含むようにして下さい。 

また、業務実施申請区間を含め広範囲にわたり業務を実施する場合には、全体の取

組内容が分かる資料を添付することができます。 

その他、業務実施申請区間には、下記の要件があります。 

・業務実施申請区間は、その全てが５（１）②の活動実績報告書に記載する９

（２）①ⅰ）に係る活動実績の区間と重複していること。 

・業務実施申請区間が、申請する法人等が所有又は占有する土地に面する区間のみ

でないこと。 

 

（３） 指定する期間 

   道路協力団体に指定する場合、その期間は、３年間を上限とします。 

 

４ 申請資格 
 

申請を行うことができる者は、法人又は道路法施行規則（昭和27年建設省令第25

号）第４条の１８に規定する団体（以下「法人等」という。）であって、次に掲げる

要件のいずれにも該当することが必要です。 
 

①代表者が定まっていること。 

②事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に関する事

項その他当該法人等の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに準

ずるものを有していること。 

③適切な経理事務及び会計処理が行われていること。 

④法人等の構成員（役員を含む。）が５名以上いること。 

⑤申請時点において、法人等の設立後５年以上（特定非営利活動促進法（平成10年法

律第７号）第10条第１項の規定に基づく認証を受けた法人にあっては、当該認証を

受ける前の活動期間を含む。）が経過していること。 

⑥活動実績報告書及び活動実施計画書が宗教活動又は政治活動を活動目的としていな

いこと。 

⑦暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）

第２条第２号に規定する暴力団をいう。）又はそれらの利益となる活動を行う者で
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ないこと。 

⑧直近１年間の税を滞納していないこと。 

⑨日本国の法令を遵守し、業務等を履行していること。また、公序良俗に反するなど

著しく不誠実な行為を行っていると認められないこと。 

⑩道路協力団体の指定を受けた場合に、道路協力団体としての活動以外では、道路協

力団体の名称を使用した活動を行わないことを誓約できること。 
 
５ 申請書類 
 

（１）道路協力団体の指定を受けようとする法人等は、「道路協力団体指定申請書」

（様式第1号）に、次に掲げる書類を添えて提出して下さい。 

   また、下記①、②、④、⑤、⑥について添付様式１を添付するほか、記載内容を

説明・証明する書類を添付して下さい。 

なお、申請書類提出後に、追加で資料の提出をお願いする場合があります。 

① 法人等の規約その他これに準ずるもの及び会員名簿その他の法人等の構成員の数

が記載されているもの 

② 直近おおむね５年間の活動実績報告書（様式－報告） 

③ 指定後おおむね３年間の活動実施計画書（添付様式２及び様式－計画） 

④ 法人等の監査報告書又は収支計算書 

⑤ 直近１年間で滞納処分を受けたことがないことの証明の写し等（課税対象団体で

ある場合に限る。） 

⑥ ４に掲げる⑤の要件を満たすことを証する書類 

⑦ ４に掲げる⑥、⑦、⑨及び⑩の要件を満たすことを誓約できる書類（添付様式   

３） 
 

（２）申請に当たっての留意事項 

① 提出された書類は、返却しません。 

② 申請に要する一切の費用は、申請者の負担とします。 

③ 提出された書類は、審査以外の目的には使用しません。 

④ 申請書類とは別に、申請を行う法人等の名称、所在地及び担当者の連絡先（所

属、役職、氏名及び連絡先（電話番号及びE-mailアドレス））を記載した書類を

同封して下さい。（様式自由） 

 

６ 事前相談期間 
 

平成２８年 月 日（ ）から平成２８年 月 日（ ）まで 
 

上記の期間、申請の事前相談を受け付けます。道路協力団体の指定を受けようと

する法人等は、申請書類の記載内容等について、必ず「14 問い合わせ先」に相談

して下さい。 

相談の中では、３（２）に基づき、業務実施申請区間や業務内容について、調

・開始日は、募集要項公表日。 
・終了日は、質問等の受付から回答までに
必要な期間に留意のうえ設定(申請受
付期間開始日の前日を標準とする)。 
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整、検討等をお願いすることがあります。 

質問は、受けてから回答まで時間を要することがあります。（７の期間の終了の

２日前までには回答します。） 

また、質問された場合でも、７に掲げる申請受付期間内に申請書類を提出して下

さい。 

 

７ 申請受付期間 
 

平成２８年 月 日（ ）から平成２８年 月 日（ ）まで 
 

   提出された申請書類は、記載内容の不備等を確認後受理します。受理後は原則的

に修正できません。記載内容の不備等を防ぐためにも、事前相談（６参照）をして

下さい。 

 

８ 提出先 
 

（１）申請書類は、以下の提出先に、 持参又は郵送により提出して下さい。 

ただし、持参の場合、提出する時間は、土曜日、 日曜日及び祝日を除く、午前

８時３０分から午後５時１５分までとし、郵送の場合は、募集期間内必着としま

す。 
 

〒   －     

〇〇県〇〇市〇〇 

〇〇地方整備局〇〇国道事務所〇〇課 道路協力団体申請受付担当 

TEL       －  －     

Ｅメール       @mlit.go. jp 
 

 

（２）申請する業務実施申請区間が道路の管理を管轄する地方整備局の事務所、北海道

開発局開発建設部又は沖縄総合事務局の事務所（以下「事務所等」という。）の複

数にまたがる場合には、いずれかの事務所等に申請書類を提出して下さい。 

 

９ 審査 
 

（１）審査方法 

道路協力団体の指定を受けようとする法人等から提出された申請書類に基づき、４

に掲げる申請資格の確認を行うとともに、下記（２）に掲げる審査基準に基づき活動

実績報告書及び活動実施計画書の内容について審査を行います。 
 

（２）審査基準 

①活動実績報告書の内容についての審査は、以下に掲げる事項について確認を行いま

す。 

なお、（ⅰ）及び（ⅲ）の「数年間」は、原則として「おおむね５年間」とし、

１週間を標準とする。 
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平成２８年３月３１日以前に道路管理者と協定等を締結して清掃等のボランティア

活動を行ってきた実績が確認できる場合は、「２年間」とします。 

ⅰ）継続性 

道路協力団体として活動を行う道路の区間において、直近数年間にわたる継続的

な道路管理に資する清掃・除草等の公的活動（これと同等の活動と認められるもの

を含む。）を行っていること。 

ⅱ）協力性 

ⅰ）の公的活動が、道路管理者等（道路整備特別措置法の規定により道路の維

持、修繕等を行う者を含む。以下この項目及び下記②ⅲ）において同じ。）から後

援された活動、道路管理者等と共同で実施した活動その他の道路管理者等との協力

関係が認められる活動であること。 

ⅲ）活動姿勢 

直近数年間において、道路管理又は他の民間団体等の道路管理に資する活動の支

障となり、 又はそのおそれがある行為を行っていないこと。 

ⅳ）公共性 

道路協力団体として３（１）②に掲げる業務を行い収益を得たことがある場合に

は、その収益に見合う３（１）①に掲げる業務を実施したと認められること。 
 

②活動実施計画書の内容についての審査は、以下に掲げる事項について確認を行いま

す。 

ⅰ）実効性 

過去の活動実績を踏まえ、活動実施計画の実効性が認められること。 

ⅱ）貢献度 

３（１）①に掲げる業務等、道路管理に対する貢献又は地域の課題解消に向けた

貢献が認められること。 

ⅲ）協調性 

活動に当たって地域の関係者（関係道路管理者等、住民、市町村、他の民間団体

等）との協調性が認められること。 

ⅳ）公共性 

３（１）②に掲げる活動を行い収益を得ようとする場合には、その収益に見合う

３（１）①に掲げる業務を実施する見込みがあると認められること。 
 

（３）ヒアリング 

審査に当たっては、申請を行った法人等からのヒアリングを実施します。 

 

10 結果の通知 
 

（１）道路協力団体として指定する法人等に対して、道路協力団体指定証を発行しま

す。 

また、法人等の名称、住所及び事務所の所在地等を公示します。 
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（２）上記道路協力団体指定証には、法人等の名称、３（１）に掲げる業務のうち道路

協力団体が行うもの、当該業務を行う区間(以下「業務実施区間」という。)、道路

協力団体に指定する期間（以下「指定期間」という。）、指定番号を記載します。 
 

（３）道路協力団体の指定をしなかった法人等に対しては、その理由を付して書面にて

通知を行います。 

 

11 指定後の留意事項 
 

（１）道路協力団体として指定された団体は、活動実施計画に基づき、道路協力団体の

業務を適正かつ確実に実施していただきます。 
 

（２）道路協力団体の業務として道路の占用をしようとする場合において他者と競合す

る場合には、調整への協力をお願いします。 
 

（３）道路協力団体が３（１）に掲げる業務として行う行為に対して、道路協力団体と

道路管理者との協議が成立することをもって、承認又は許可があったものとみなす

こととする特例の対象となる行為は、以下のとおりです。 

   なお、当該特例の対象となる行為は、道路協力団体が活動実施計画書に記載した

業務において行うものに限ります。 

   また、当該特例に係る協議は、道路協力団体の指定とは別途に必要であり、活動

実施計画書の内容と協議の結果が異なる可能性があります。 

① 道路に関する工事若しくは道路の維持 

特例の対象となる行為は、花壇その他道路の緑化のための施設の設置、道路の

交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切

取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持です。 

② 道路の占用 

特例の対象となる行為は、次に掲げるものに係る道路の占用です。 

（ア）工事用施設、工事用材料その他これらに類する工作物、物件若しくは施

設で道路に関する工事若しくは道路の維持のためのもの 

（イ） ３（１）②に掲げる工作物、物件若しくは施設 

（ウ）看板、標識その他これらに類する物件で道路の管理に関する情報若しく

は資料の収集及び提供、調査研究若しくは知識の普及及び啓発のための

もの 

※３（１）②ⅱ）からⅶ）までに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用

が特例の対象となるためには、３（１）①に掲げる業務（道路管理者に協力し

て、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。）を行うことが必要です。 

※当該特例による協議においては、無余地性の基準を適用しないこと以外は、従

来の道路の占用の許可基準に適合するものであることが必要です。 
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（４）道路協力団体は、業務実施区間において別の団体が業務を行う場合、その団体と

も協調、連携して業務を行って下さい。 
 

（５）道路協力団体は、道路管理者等の求めに応じ、法第２８条の２に基づく関係する

道路管理者が構成する協議会、及び踏切道改良促進法（昭和36年法律第195号）第

６条に基づく地方踏切道改良協議会に参画することができます。 
 

（６）道路協力団体は、指定期間の終了後継続して再度の指定を希望する場合には、指

定期間が終了する日の３ヶ月前までに、事務所等の長に対して、次期の活動実施計

画書を提出して下さい。（様式－計画） 
 

（７）道路協力団体は、活動実施計画書を変更しようとするときは、速やかに事務所等

の長に対して、変更の内容を明らかにする書類を提出して下さい。（様式４） 

   なお、変更の内容について、９（２）②に準じた確認を行い、必要に応じて変更

を求めることがあります。 
 

（８）道路協力団体は、年１回及び事務所等の長の求めがある場合にはその都度、活動

状況について報告を行って下さい。（様式４） 

その際には、活動実施計画書に記載した内容について、前回の報告以降の活動実

績を記載して下さい。 
 

（９）道路管理者は、道路協力団体に対し、必要に応じ、活動実施計画について改善す

べきことを命じることがあります。 

   また、道路協力団体が、その業務を適正かつ確実に実施していないことが認めら

れる場合には、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講ずべきことを命じるこ

と（以下「改善措置命令」という。）があります。 

   これらを命じられた道路協力団体は、改善のため必要な措置を速やかに講じて下

さい。 
 

（10）道路協力団体の代表者が変更となった場合又は道路協力団体が解散をした場合に

は、速やかに事務所等の長に対して報告して下さい。（様式４） 
 

（11）道路協力団体の名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あら

かじめその旨を事務所等の長に届け出て下さい。（様式５） 

道路管理者は、届出に係る事項を公示します。 

 

12 指定の取消し 
 

道路協力団体の指定を受けた団体が、以下に掲げる事項に該当する場合には、 指

定を取り消します。 
 

① 道路協力団体が詐欺その他不正の手段により指定を受けた場合。 

② 道路協力団体の指定を受けた後に「４ 申請資格」のいずれかを満たさなくなった
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場合。 

③ 道路管理者が道路協力団体に対して行う改善措置命令に違反した場合。 

④ 道路協力団体から指定の取消しの申請があった場合。 
 

道路管理者は、上記により指定を取り消した時は、その旨を公示します。 

 

13 その他 
 

 ・指定の申請にあたり提出する書類、及び活動状況の報告、活動実施計画等の変更時

に提出する書類の様式は、「道路協力団体指定申請書」（様式第1号）を含め、指

定された様式を使用して下さい。また、各様式に記載する内容を説明・証明する書

類が必要であれば、それらも添付して下さい。 

・活動にあたり必要な資機材、資料等について、支給、貸与する場合があります。 

 ・収益事業を行う団体は、活動中の事故等万が一の時に備える保険について、ボラン

ティア活動を対象とした保険に加入できない可能性がありますので、収支計画等を

作成する際に注意して下さい。 

 

14 問い合わせ先 
 

・〇〇地方整備局〇〇国道事務所〇〇課 道路協力団体申請受付担当 

TEL       －  －      FAX      －   －     

Ｅメール       @mlit.go. jp 

 

以上 
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（参考） 

道路協力団体募集要項（案） 参照条文 

 

１ 道路協力団体制度の概要 

３ 業務内容及び業務を行う道路の区間並びに指定する期間 
 

○道路法（昭和27年法律第180号） 

(道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例) 

第四十八条の二十四  道路協力団体が第四十八条の二十一各号に掲げる業務として行

う国土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及

び第三項の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立する

ことをもって、これらの規定による承認又は許可があったものとみなす。 

 

４ 申請資格 
 

○道路法施行規則（昭和27年建設省令第25号） 

(道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体)  

第四条の十八  法第四十八条の二十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でな

い団体であって、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運

営、会計に関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規

約その他これに準ずるものを有しているものとする。 

 

11 指定後の留意事項 
 

○道路法（昭和27年法律第180号） 

（協議会）  

第二十八条の二  交通上密接な関連を有する道路（以下この項において「密接関連

道路」という。）の管理を行う二以上の道路管理者は、密接関連道路の管理を効果

的に行うために必要な協議を行うための協議会（以下この条において「協議会」と

いう。）を組織することができる。  

２ 協議会は、必要があると認めるときは、次に掲げる者をその構成員として加える

ことができる。  

一 関係地方公共団体  

二 道路の構造の保全又は安全かつ円滑な交通の確保に資する措置を講ずることが

できる者  

三 その他協議会が必要と認める者  

３ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結

果を尊重しなければならない。  

４ 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  
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○踏切道改良促進法（昭和36年法律第195号） 

（地方踏切道改良協議会）  

第六条  地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地

方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協

議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。  

２ 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。  

一 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者  

二 踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事  

三 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長  

四 踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長  

３ 第一項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要がある

と認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員と

して加えることができる。  

一 関係市町村長  

二 道路協力団体  

三 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者  

４ 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結

果を尊重しなければならない。  

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。  

 

 





（様式－報告）1枚目 

 

直近の活動実績報告書 
 
１．提出日 
  ・平成  ２８ 年  ○ 月  ○ 日 
 
２．法人等名 
  ・法人等名 ：  （法人名もしくは団体名を記載）                              
  ・代表者名 ：  （法人もしくは団体の代表者の氏名を記載）     
 
３．活動実績 
 （１）継続性（活動内容及び活動期間） 
   ・次のいずれかに○印を付して、（ ）内に具体的な活動内容を記載してくだ

さい（複数ある場合は複数可、ただし、活動内容ごとにおける活動期間を審

査します）。 
   ・「 」内に、おおよその活動開始時期を記載してください。 
   ・また、活動期間中の毎年の活動が分かる資料（写し）を添付してください  

（例：道路管理者等が発行するパンフレット、参加認定証、当該法人等が作

成している活動実績報告書、活動実施場所の位置図等）。 
   ・なお、下記①、③、④、⑤、⑥の業務については、有償（道路管理者からの

材料提供等を除く）・無償の別を記載してください。 
 

① 道路清掃や植樹、除雪作業等、道路管理者に協力して行う道路工事又は道

路の維持 
１）（ 例：道路の清掃、ゴミ拾い、枯枝の撤去を無償で実施 ） 

    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
     「実施区間 ○○市□□地区（国道○号(延長○ｍ)、県道▽▽線(延長▽

ｍ)）」 
    ２）（ 例：道路の清掃、ゴミ拾い、枯枝の撤去を有償で実施 ） 
    「平成  △ 年  △ 月から平成  △ 年  △ 月まで」 

     「実施区間 ○○市△△地区（国道○号、県道▽▽線、市道◇◇線）」 
     「○○市発注 ○○○維持工事 Ｈ○○－ Ｃ＝○○○百万円」 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 

 
   ②シェアサイクル施設やオープンカフェ等の管理運営等、安全かつ円滑な道路

の交通の確保又は道路の通行者もしくは利用者の利便の増進に資する工作

物、物件又は施設の設置又は管理 
    （ 例：年２回のイベントにあわせてオープンカフェを実施   ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「実施区間 ○○市△△地区（市道◇◇線 実施区間延長 約５０ｍ）」 

作成例 

［参考３］
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（様式－報告）2枚目 

※収益を伴う➁の活動は、➀の活動を継続的に行っている場合に記載できます。 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 
 

   ③不法占用物件に関する情報収集・提供等、道路の管理に関する情報又は資料

の収集及び提供 
    （ 例：不法占用物件の確認および道路管理者への情報提供    ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「実施区間 ○○市△△地区（市道◇◇線・××線）」 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 

 
   ④道の駅等における利用者ニーズの調査等、道路の管理に関する調査研究 
    （ 例：道路利用者のニーズに関する調査・研究         ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「実施区間 ○○市△△地区（市道◇◇線・××線）」 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 
 
   ⑤道路の適切な利用に関する講習等、道路の管理に関する知識の普及及び啓発 
    （ 例：通学路の安全確保に関する意見交換会の開催       ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「実施区間 ○○市△△地区（市道◇◇線・××線）」 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 
 
   ⑥調査研究時に行う調査箇所の清掃活動等、前各号に附帯する活動 
    （ 例：調査研究時に行う調査箇所の清掃活動          ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「実施区間 ○○市△△地区（市道◇◇線・××線）」 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 
 
 （２）協力性（活動実績） 

・次のいずれかに○印を付して、（ ）内に具体的な活動内容を記載してくだ

さい（複数ある場合は複数可）。 
   ・また、その実績が分かる資料（写し）を添付してください（例：道路管理者

等後援のクリーンアップ等道路清掃、道路環境等の調査、防災訓練、委員会

等に共催・後援・委員等協力者として参加していることが分かる資料（協議

書、申請書、委嘱状、表彰状等））。 
 
   ①当該実績が、道路管理者が行う活動との共催又は後援となっている等、公式

の協力関係が複数回ある。 
    （ 例：道路クリーンアップ作戦を○○国道事務所と共催      ） 
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（様式－報告）3枚目 

 
   ②当該実績に道路管理者との共同の企画あるいは活動が複数回ある。 
   （例：通学路の安全確保に関する意見交換会を○○国道事務所と共同で企画） 

→次のページへ続く 
   ③当該実績に関して、道路管理者から協力に関する表彰実績がある。 
    （ 例：道路ボランティアに対する団体表彰を受賞 ※別添参照  ） 
 
   ④上記①②③に準じた道路管理者が認める活動実績がある。 
    （                              ） 
 
 （３）公共性 

・道路協力団体としてオープンカフェ等の収益活動を行った場合、その収益

に見合う道路管理者に協力して行う道路工事または道路の維持を実施した

内容を記載してください。（複数ある場合は複数可）。 
    （ 例：ゴミ拾い、落葉の掃除、枯枝の撤去           ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「通常月１回 → 月２回実施」 
    「実施区間 ○○市△△地区（国道○号、県道▽▽線、市道◇◇線・××線）」 

 

    （ 例：オープンカフェ実施区間における花壇の花植え      ） 
    「平成  ○ 年  ○ 月から平成  ○ 年  ○ 月まで」 
    「実施区間 ○○市△△地区（市道◇◇線 実施区間延長 約５０ｍ）」 

※対象とする活動期間は提出日までとし、直近おおむね 5 年間の活動実績期間を記載する。 
※収益に見合う道路管理者に協力して行う道路工事または道路の維持を実施したことを証する書類

を添付すること。 
 
 

以上 
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（様式－計画）1枚目 

指定後おおむね３年間の活動実施計画書 
 
１．提出日 
  ・平成 ２８ 年 ○ 月 ○ 日 

 
２．法人等名 
  ・法人等名 ：  （法人名もしくは団体名を記載）                 

  ・代表者名 ：  （法人もしくは団体の代表者の氏名を記載）     

 
３．活動区間 
  ・該当する活動内容に○印を付して、（ ）内に具体的な活動区間を記載し

て下さい（複数ある場合は複数可）。 

① 法第 48 条の 21 第１号 

［ 道路清掃：〇〇市△△地区（国道○号）（実施区間延長 約 500ｍ）     ］  

［ バリアフリー工事：○○市△△地区（国道○号）（施工延長 約 30ｍ）     ］  

②    〃   第２号 

［ オープンカフェ：○○市△△地区（国道○号）（実施区間延長 約 50ｍ）    ］  

   ③   〃   第３号 

［                               ］  

   ④   〃   第４号 

［                               ］  

   ⑤   〃   第５号 

［                               ］  

 
４．活動実施体制 
 （１）実効性（実施体制、実施計画） 
   ①活動期間、活動時期、スケジュール 
    ※おおよその活動時期を文章又は表形式により記載して下さい。 

 
 
 
 
 
  
 
 

②活動内容・区間と配置人員 
    ※具体的な活動内容・区間とおおよその配置人員を記載して下さい。 

※活動内容の位置等が分かる図面等を添付して下さい。 

・通年にわたり道路清掃を実施予定（月１回程度） 

・H28 年度 11 月～翌 2 月頃に歩道のﾊﾞﾘｱﾌﾘｰ工事（段差・勾配の改善）を実施予定 

・毎年春から秋にかけてオープンカフェを実施予定 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 

【１号業務】                 

清掃                 

バリアフリー工事                 

【２号業務】                 

オープンカフェ                 

                 

※別途、活動時期、スケジュールがわかるものがあれば添付 

作成例 
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（様式－計画）2枚目 

    ※活動内容のイメージが分かる図・写真等があれば貼付して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
  
 
 
③活動実施にあたっての目標、注意事項 
    ※過去の活動実績を例示するなどして文章により記載して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【清掃】 
活動内容：ゴミ拾い、落葉の掃除、枯枝の撤去 
活動区間：○○市△△地区（国道○号）（実施区間延長 約 500ｍ） 
配置人員：約３０名／日 
 

※写真等あれば添付。 
別紙としても可。 

 
 
 

例）これまでも自治会やＰＴＡと協力して道路清掃を実施してきている。今後、より

多くの住民の参加を募り、道路のイメージアップを図っていきたい。 

例）過去、同様のバリアフリー工事を当地区内で実施している。今後もより安全で快

適な歩行空間を目指して改善を図っていきたい。 

なお、工事にあたっては、安全を最優先させて、十分な対策を実施する。 

例）オープンカフェはこれまでも年２回のイベントに合わせて実施してきている。今

後、より賑わい創出や地域活性化に資する取組となるよう改善を図っていきたい。 

なお、実施にあたっては、周辺エリアの清掃、ゴミ拾い等をあわせて実施する。 

※別付資料参照（活動実績、表彰状等） 

【バリアフリー工事】 
活動内容：歩車道境界における段差・勾配の改善 
活動区間：○○市△△地区（国道○号 施工延長 約３０ｍ） 
配置人員：約１５名／日 
 

※写真等あれば添付。 
別紙としても可。 

 
 
 
【オープンカフェ】 
活動内容：沿道店舗によるオープンカフェの実施（歩道上にテーブル、椅子を設置） 
活動区間：○○市△△地区（国道○号 実施区間延長 約５０ｍ） 
配置人員：約１０名／日 

※写真等あれば添付。 
別紙としても可。 

 
 

実施箇所 実施状況写真 

整備前写真 整備後イメージ 

実施箇所 実施イメージ 
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（様式－計画）3枚目 

 （２）貢献度（活動方針、協力姿勢） 
   ①活動方針 
    ※道路管理への貢献、地域の課題解消に向けた貢献を含め、文章により記 

載して下さい。 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  ②道路管理への協力姿勢 
    ※実施に当たり道路管理への協力姿勢を文章により記載して下さい。 

 
 
 
 
 
 
 （３）協調性（地域への配慮等、地域と連携） 
   ①地域への配慮等 
    ※関係道路管理者、住民、市町村、他の民間団体等への配慮等について、調整

等の状況を含め、文章により記載して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

例）清掃活動だけでなく道路沿いの花壇整備および植栽等を行うことで、道路景観の

維持・向上につなげていく。そのため、管理者である○○国道事務所と協力して活

動していく。 

 

例）バリアフリー工事にあわせて、看板・標識、セミナー等を活用し、地域住民への

安全に対する啓発活動を実施していく。そのため、管理者である○○国道事務所と

協力して活動していく。 

 

例）オープンカフェの実施により、商店街への来客数増加にともない賑わいを創出す

るとともに、出店者による道路清掃、ゴミ拾い等により道路環境の維持に貢献して

いく。 

例）活動を通じて、陥没等道路に関して気づいた点があれば報告を行い、より良い道

路となるよう協力する。 

これまでも自治体の行っている活動に積極的に参加しており、今後、より一層道

路に密着した活動を行っていく。 

例）清掃活動や道路工事を行うに際し、事前に地域住民にポスターや案内チラシの配

布等で周知し、住民の方に対しても安心安全な活動ができるよう努めている。 

また、各道路管理者の意向を踏まえた活動となるよう、密に連絡調整を図った上

で活動を進めている。 

6



（様式－計画）4枚目 

   ②地域と連携 
    ※関係道路管理者、住民、市町村、他の民間団体等との連携について、調整等

の 状況を含め、文章により記載して下さい。 
 
 
 
 
 
 
 （４）公共性 
    ※オープンカフェ等の収益活動を行う場合、その収益に見合う道路管理者に協

力して行う道路工事または道路の維持を実施する計画を記載して下さい。 
※上記に係る収支計画書等を添付して下さい。 

 
 
 
 
 
※Ａ４版で４枚程度まで（添付資料は除く）を目安として作成してください。 

例）ポスター等を通じてより多くの方々に関心をもってもらい、一人でも多くの方に

参加してもらえるような活動を行っており、今後も継続していく。 

また、引き続き自治会やＰＴＡ等と連携し、事業への参加を得ながら、住民・市

町村と今以上の関係を築き上げていくとともに、各道路管理者による協議会に参画

することでより地区全体の課題を踏まえた活動を実施していく。 

例）オープンカフェによる収益を活用し、以下の活動を実施予定 

  ①ゴミ拾い、落葉の掃除、枯枝の撤去（通常月１回→月２回×６ヶ月） 

  ②オープンカフェ実施区間における花壇の花植え（年２回） 
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道路法第 48 条の 22 第 1 項に基づく報告書 
 
                        平成○○年 ○ 月 ○ 日 
 

○○国道事務所長 殿 
 
 
                  住所 
                  事務所の所在地 
                  法人等の名称 
                  代表者氏名            ○印  
 
 
道路法第48条の22第１項の規定に基づき、下記のとおり報告します。 

 

記 

指定年月日  平成○○年 ○月 ○日 

指定番号    第     号 

報告事項 

■活動内容の報告    □活動実施計画書の変更 

□道路協力団体の代表者の変更 □道路協力団体の解散 

□その他   ※該当する□に、レ印を記入 

報告内容 

１）清掃 

・○月○日 場所：国道○号 ○○交差点～○○交差点区間 
         （延長 約500m） 
      内容：清掃、ゴミ拾い 
      人員：３５名 
・○月○日 場所：国道○号 ○○交差点～○○交差点区間 
         （延長 約500m） 
      内容：ゴミ拾い、落葉の撤去 
      人員：４０名 
※活動状況の写真等を添付。別添としても可。 
 

２）バリアフリー工事 

工事場所：○○市△△地区 国道○号 

工事内容：歩車道境界における段差・勾配の改善 
施工数量：段差の解消 Ｌ＝30ｍ 
     勾配の改善 Ａ＝90ｍ２ 

工期：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日（○○日間） 

人員：累計○○人 

※整備前後の写真、施工状況の写真等を添付。別添としても可。 

作成例 様式４ 
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※活動実施計画書に添付した資料など、必要に応じて資料を添付して下さい。 

 

３）オープンカフェの実施 

実施場所：○○市△△地区 国道○号 Ｌ＝50ｍ 

実施内容：沿道店舗によるオープンカフェの設置 

     実施エリア周辺の清掃、ゴミ拾い 
実施期間：平成○○年○月○日～平成○○年○月○日（○日間） 

※実施状況の写真等を添付。別添としても可。 

 

４） 収益に見合う業務の実施状況 

①収益事業 

３）と同じ 

②収益による法第４８条の２１第１号に掲げる業務 

１）及び２）の一部 

③収益及び②の業務の支出内訳 

 実施内容 金額 

収益 ３） 〇○〇,○○〇 

支出 1)のうち清掃用品の購

入、ゴミの処分費 

〇,○○〇 

2)のうち工事の施工費 ○○〇,○○〇 

小計 ○○〇,○○〇 

 ※収支計算書等を添付。 

 

 

 

 

 

変更内容 

 

変更前 

 

 

変更後 
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道路法参照条文（道路協力団体関係）

○道路法（昭和二十七年法律第百八十号）（抄）

第八節 道路協力団体

（道路協力団体の指定）

第四十八条の二十 道路管理者は、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができ

ると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その

申請により、道路協力団体として指定することができる。

２ 道路管理者は、前項の規定による指定をしたときは、当該道路協力団体の名称、住所

及び事務所の所在地を公示しなければならない。

３ 道路協力団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あ

らかじめ、その旨を道路管理者に届け出なければならない。

４ 道路管理者は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示し

なければならない。

（道路協力団体の業務）

第四十八条の二十一 道路協力団体は、当該道路協力団体を指定した道路管理者が管理す

る道路について、次に掲げる業務を行うものとする。

一 道路管理者に協力して、道路に関する工事又は道路の維持を行うこと。

二 前号に掲げるもののほか、安全かつ円滑な道路の交通の確保又は道路の通行者若し

くは利用者の利便の増進に資する工作物、物件又は施設であつて国土交通省令で定め

るものの設置又は管理を行うこと。

三 道路の管理に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。

四 道路の管理に関する調査研究を行うこと。

五 道路の管理に関する知識の普及及び啓発を行うこと。

六 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

（監督等）

第四十八条の二十二 道路管理者は、前条各号に掲げる業務の適正かつ確実な実施を確保

するため必要があると認めるときは、道路協力団体に対し、その業務に関し報告をさせ

ることができる。

２ 道路管理者は、道路協力団体が前条各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施していな

いと認めるときは、道路協力団体に対し、その業務の運営の改善に関し必要な措置を講

ずべきことを命ずることができる。

３ 道路管理者は、道路協力団体が前項の規定による命令に違反したときは、その指定を

取り消すことができる。

４ 道路管理者は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければ

ならない。

［参考４］
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（情報の提供等）

第四十八条の二十三 国土交通大臣又は道路管理者は、道路協力団体に対し、その業務の

実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。

（道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例）

第四十八条の二十四 道路協力団体が第四十八条の二十一各号に掲げる業務として行う国

土交通省令で定める行為についての第二十四条本文並びに第三十二条第一項及び第三項

の規定の適用については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもつて、

これらの規定による承認又は許可があつたものとみなす。

（踏切道の改良への協力）

第四十八条の二十五 道路協力団体は、踏切道改良促進法（昭和三十六年法律第百九十五

号）第四条第六項（同条第十三項において準用する場合を含む。）に規定する同意をし

た同条第一項に規定する地方踏切道改良計画又は同法第五条第三項（同条第六項におい

て準用する場合を含む。）において準用する同法第四条第六項に規定する同意をした同

法第五条第一項に規定する国踏切道改良計画（以下この条において「同意地方踏切道改

良計画等」という。）に道路協力団体の協力が必要な事項が記載されたときは、当該同

意地方踏切道改良計画等に基づき鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道（同法第

二条に規定する踏切道をいう。）の改良に協力するものとする。
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○道路法施行規則（昭和二十七年建設省令第二十五号）（抄）

（道路協力団体として指定することができる法人に準ずる団体）

第四条の十八 法第四十八条の二十第一項の国土交通省令で定める団体は、法人でない団

体であつて、事務所の所在地、構成員の資格、代表者の選任方法、総会の運営、会計に

関する事項その他当該団体の組織及び運営に関する事項を内容とする規約その他これに

準ずるものを有しているものとする。

（道路協力団体の指定）

第四条の十九 法第四十八条の二十第一項の規定による指定は、法第四十八条の二十一各

号に掲げる業務のうち道路協力団体が行うもの及び当該業務を行う道路の区間を明らか

にしてするものとする。

（道路協力団体が業務として設置又は管理を行う工作物等）

第四条の二十 法第四十八条の二十一第二号の国土交通省令で定める工作物、物件又は施

設は、次に掲げるものとする。

一 看板、標識、旗ざお、幕、アーチその他これらに類する物件又は歩廊、雪よけその

他これらに類する施設で安全かつ円滑な道路の交通の確保に資するもの

二 令第七条第九号の自動車駐車場及び自転車駐車場で道路の通行者又は利用者の利便

の増進に資するもの

三 令第七条第十二号の車輪止め装置その他の器具で道路の通行者又は利用者の利便の

増進に資するもの(前号に掲げる施設に設けるものを除く。)

四 広告塔又は看板で良好な景観の形成又は風致の維持に寄与するもの

五 標識又はベンチ若しくはその上屋、街灯その他これらに類する工作物で道路の通行

者又は利用者の利便の増進に資するもの

六 食事施設、購買施設その他これらに類する施設で道路の通行者又は利用者の利便の

増進に資するもの

七 次に掲げるもので、集会、展示会その他これらに類する催し(道路に関するものに

限る。)のため設けられ、かつ、道路の通行者又は利用者の利便の増進に資するもの

イ 広告塔、ベンチ、街灯その他これらに類する工作物

ロ 露店、商品置場その他これらに類する施設

ハ 看板、標識、旗ざお、幕及びアーチ

（道路協力団体に対する道路管理者の承認等の特例の対象となる行為）

第四条の二十一 法第四十八条の二十四の国土交通省令で定める行為は、次の各号に掲げ

る承認又は許可の区分に応じ、当該各号に定める行為（当該道路協力団体がその業務を

行う道路の区間において行うものに限る。）とする。

一 法第二十四条本文の規定による承認 花壇その他道路の緑化のための施設の設置、

道路の交通に支障を及ぼしている構造上の原因の一部を除去するために行う突角の切

取りその他の道路に関する工事又は除草、除雪その他の道路の維持
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二 法第三十二条第一項又は第三項の規定による許可 工事用施設、工事用材料その他

これらに類する工作物、物件若しくは施設で道路に関する工事若しくは道路の維持の

ためのもの、前条各号に掲げる工作物、物件若しくは施設又は看板、標識その他これ

らに類する物件で道路の管理に関する情報若しくは資料の収集及び提供、調査研究若

しくは知識の普及及び啓発のためのものに係る道路の占用（前条第二号から第七号ま

でに掲げる工作物、物件又は施設に係る道路の占用にあつては、法第四十八条の二十

一第一号に掲げる業務を行う道路協力団体が行うものに限る。）
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道路整備特別措置法参照条文（道路協力団体関係）

○道路整備特別措置法（昭和三十一年法律第七号）（抄）

（機構による道路管理者の権限の代行）

第八条 機構は、会社が第三条第一項の許可を受けて高速道路を新設し、若しくは改築す

る場合又は第四条の規定により高速道路の維持、修繕及び災害復旧を行う場合において

は、当該高速道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるものを行うもの

とする。

一～三十二 （略）

三十三 道路法第四十八条の二十四の規定により協議すること。

三十四～三十八 （略）

２ 機構は、前項の規定により高速自動車国道の道路管理者に代わつてその権限を行おう

とする場合において、その権限が同項第一号、第三号、第十四号から第十六号まで、第

二十七号、第三十三号又は第三十六号に掲げるもの（同項第十四号、第十五号又は第三

十三号に掲げる権限にあつては道路の構造又は交通に及ぼす支障が大きいと認められる

道路の占用で政令で定めるものに係るものに限り、同項第十六号に掲げる権限にあつて

は道路法第三十九条の二第一項(同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により入札占用指針（当該道路の占用に関するものに限る。）を定めることに限

り、前項第二十七号に掲げる権限にあつては同法第四十七条の三第二項の規定により協

議することに限る。）であるときは、あらかじめ、当該道路管理者の承認を受け、かつ、

これらの権限を行つたときは、遅滞なく、その旨を当該道路管理者に報告しなければな

らない。

３ 機構は、第一項の規定により高速道路（高速自動車国道を除く。以下この項において

同じ。）の道路管理者に代わつてその権限を行おうとする場合において、その権限が第

一項第九号に掲げるもの又は一般国道に係る同項第十四号から第十六号まで、第二十七

号、第三十一号若しくは第三十三号に掲げるもの（同項第十六号に掲げる権限にあつて

は道路法第三十九条の二第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により入札占用指針を定めることに限り、第一項第二十七号に掲げる権限にあつ

ては同法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。以下この項において

同じ。）であるときは当該高速道路の道路管理者の意見を聴き、その権限が第一項第三

十六号に掲げるもの又は都道府県道若しくは指定市の市道に係る同項第十四号から第十

六号まで、第二十七号、第三十一号若しくは第三十三号に掲げるものであるときは当該

高速道路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞

なく、その旨を当該高速道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、同項第

十四号から第十六号まで又は第三十三号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通

に及ぼす支障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。
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４ 機構は、第一項の規定により高速道路の道路管理者に代わつてその権限を行おうとす

る場合において、その権限が同項第一号、第三号、第五号、第六号、第九号、第十一号

から第二十号まで、第二十二号から第二十七号まで、第二十九号から第三十一号まで又

は第三十三号から第三十七号までに掲げるものであるときは、あらかじめ、会社の意見

を聴き、同項第一号から第七号まで又は第九号から第三十七号までに掲げる権限（同項

第二号に掲げる権限にあつては高速自動車国道法第八条第一項に規定する他の工作物の

管理者が、第一項第十号に掲げる権限にあつては道路法第二十条第一項に規定する他の

工作物の管理者が、それぞれ当該会社以外の者であるときに限る。）を行つた場合にお

いては、遅滞なく、その旨を会社に通知しなければならない。

５～１０ （略）

（地方道路公社による道路管理者の権限の代行）

第十七条 地方道路公社は、第十条第一項の許可若しくは第十二条第一項の許可を受けて

道路を新設し、若しくは改築する場合、第十四条の規定により道路の維持、修繕及び災

害復旧を行う場合又は第十五条第一項の許可を受けて道路の維持、修繕及び災害復旧を

行う場合においては、当該道路の道路管理者に代わつて、その権限のうち次に掲げるも

のを行うものとする。

一～二十八 （略）

二十九 道路法第四十八条の二十四の規定により協議すること。

三十～三十五 （略）

２ 地方道路公社は、前項の規定により当該道路の道路管理者に代わつてその権限を行お

うとする場合において、その権限が同項第一号に掲げるものであるときは当該道路の道

路管理者の意見を聴き、その権限が同項第九号、第十号、第十二号、第二十三号、第二

十七号、第二十九号又は第三十二号に掲げるもの（同項第十二号に掲げる権限にあつて

は道路法第三十九条の二第一項（同法第九十一条第二項において準用する場合を含む。）

の規定により入札占用指針を定めることに限り、前項第二十三号に掲げる権限にあつて

は同法第四十七条の三第二項の規定により協議することに限る。）であるときは当該道

路の道路管理者の同意を得、かつ、これらの権限を行つた場合においては、遅滞なく、

その旨を当該道路の道路管理者に通知しなければならない。ただし、前項第九号、第十

号、第十二号又は第二十九号に掲げる権限にあつては、道路の構造又は交通に及ぼす支

障が大きいと認められる道路の占用で政令で定めるものに係る場合に限る。

３ （略）



- 7 -

（会社管理高速道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等）

第三十条 道路管理者は、会社管理高速道路について、次に掲げる権限を行おうとすると

きは、あらかじめ、機構及び会社の意見を聴かなければならない。

一～八 （略）

九 道路法第四十八条の二十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。

十 道路法第四十八条の二十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定によ

り必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこ

と。

十一 道路法第四十八条の二十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をする

こと。

十二 （略）

２ 道路管理者は、会社管理高速道路について、前項各号に掲げる権限を行つたときは、

遅滞なく、その旨を機構及び会社に通知しなければならない。

（公社管理道路の道路管理者が権限を行う場合の意見の聴取等）

第三十一条 道路管理者は、地方道路公社が第十条第一項の許可を受けて新設し、若しく

は改築し、第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧を行い、若しくは第十五条第

一項の許可を受けて維持、修繕及び災害復旧を行う道路又は第十二条第一項の許可を受

けて新設し、若しくは改築し、若しくは第十四条の規定により維持、修繕及び災害復旧

を行う指定都市高速道路（以下「公社管理道路」と総称する。）について、次に掲げる

権限を行おうとするときは、あらかじめ、当該地方道路公社の意見を聴かなければなら

ない。

一～六 （略）

七 道路法第四十八条の二十第一項の規定により道路協力団体を指定すること。

八 道路法第四十八条の二十二第一項の規定により報告をさせ、同条第二項の規定によ

り必要な措置を講ずべきことを命じ、及び同条第三項の規定により指定を取り消すこ

と。

九 道路法第四十八条の二十三の規定により情報の提供又は指導若しくは助言をするこ

と。

十 （略）

２ （略）
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