
京田辺市規則第６号 

 

京田辺市開発行為等の手続等に関する条例に係る公共施設等（治水及び

排水路）の構造等の基準等規則 

      

 （趣旨） 

第１条 この規則は、京田辺市開発行為等の手続等に関する条例（平成１９年

京田辺市条例第２２号）第２５条第１項第４号に規定する治水及び排水路に

関する基準等に関し、必要な事項を定めるものとする。 

 （定義） 

第２条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各

号に定めるところによる。 

（１） 河川 河川法（昭和３９年法律第１６７号）第３条に規定する一級

河川及び二級河川並びに同法第１００条に定める準用河川をいい、こ

れらの河川に係る河川管理施設を含むものとする。 

（２） 都市下水路 下水道法（昭和３３年法律第７９号）第２条第５号に

規定する都市下水路をいう。 

（３） 排水路 雨水、生活排水等の地表水を自然流下によって河川に放流

する水路で、前２号に規定する以外のものをいう。 

 （河川放流の原則） 

第３条 開発区域から流出される排水を河川に放流する場合には、河川管理者

、水利権者等と協議を行い、水質汚濁防止法（昭和４５年法律第１３８号）

その他関係法令を遵守しなければならない。 

 （河川に係る許認可手続） 

第４条 河川に係る許認可手続は、河川法その他関係法令によるものとする。 

 （河川の設計） 

第５条 河川の設計については、次に定めるところによる。 

（１） 構造は、コンクリート又はコンクリートブロック等の二面張又は三

面張開渠とする。 

（２） 流下能力はマニング式により算出するものとし、用いる粗度係数は



、河川の構造に応じ別表第１の数値とする。 

（３） 流路の余裕高は、計画降水量に応じ別表第２のとおりとする。ただ

し、砂防法（明治３０年法律第２９号）第２条に規定する砂防指定地

を流域に含む河川については、別表第２の数値にそれぞれ６０センチ

メートルを加えたものとする。 

（４） 河川沿いには、管理用道路を設けるものとする。 

（河川の流量算定等） 

第６条 開発区域から流出される排水の放流先を開発区域外に流域をもつ河川

とする場合は、開発区域外の流量を開発区域内と同様の計算式を用いて算定

し、これに開発区域からの流出量を加えて河川断面の検討を行うものとする

。 

２ 前項の場合において、当該河川の管理者が策定した改修計画等があるとき

は、これにより定めた河川断面で整備するものとする。 

 （河川の排水能力が不足する場合の措置） 

第７条 放流先河川の排水能力が不足する場合は、次に定めるところによる。 

（１） 放流先河川の河道改修がおおむね５年以内に実施される場合には、

河川管理者と協議のうえ、開発区域内において暫定調整池を設けるも

のとする。 

（２） 市街化調整区域における開発行為等の場合には、河川管理者と協議

の上整備の範囲を定めるものとする。 

（３） 前２号に定める場合以外においては、放流先河川の河道改修を行う

ものとする。 

 （暫定調整池） 

第８条 暫定調整池は、３０分の１年確率雨量をもとに算定した開発行為等の

施行後における最大流入時において、放流先河川の最小能力点より求めた放

流可能量を上回らない流出量となるよう、その容量を調節しなければならな

い。 

２ 前項の暫定調整池の容量は、大規模宅地開発に伴う調整池技術基準（案）

（昭和６２年３月社団法人日本河川協会発行）の定めるところにより算定す

るものとする。 



３ 前項の算定に際し用いる降雨強度式は、別表第３の基準によるものとする

。 

４ 暫定調整池の形式がフィルダム以外の場合には、洪水吐の設計条件及び構

造について、市長と協議の上定めるものとする。 

 （沈砂池） 

第９条 開発区域内の土砂が直接河川に流入しないよう、必要な箇所に沈砂池

を設けなければならない。 

２ 沈砂池は堀込み構造とし、雨水は沈砂池から溢流により河川等に放流する

ものとする。 

３ 沈砂池の容量について参考にすべき記録がない場合には、別記算式第１に

より求めた盛土部分の貯砂容量に、別記算式第２により求めた切土部分の貯

砂容量を加えたものを沈砂池の貯砂容量とする。 

 （暫定調整池及び沈砂池の管理等） 

第１０条 暫定調整池及び沈砂池は、開発者が管理するものとする。 

２ 暫定調整池及び沈砂池に流入する排水は、雨水のみとする。 

 （河川管理施設の構造） 

第１１条 河川管理施設の構造については、河川管理者の指示を受け、河川管

理施設等構造令（昭和５１年政令第１９９号）その他関係法令及び防災調節

池等技術基準（案）解説と設計実例（平成１４年１０月社団法人日本河川協

会発行）によるものとする。 

 （都市下水路に係る許可手続） 

第１２条 都市下水路に係る許可手続は、下水道法その他関係法令によるもの

とする。 

 （排水路の設置等） 

第１３条 開発行為等により、既設排水路の流下能力が不足する場合又は新た

に排水路の設置が必要となる場合には、排水路を設置し、又は改修しなけれ

ばならない。 

２ 排水路に係る許可手続は、京田辺市法定外公共物管理条例（平成１６年京

田辺市条例第１９号）その他関係法令によるものとする。 

 （排水路の計画流出量） 



第１４条 排水路を設計する際の雨水の計画流出量は、別記算式第３によるも

のとする。この場合において、周辺の土地に湧水等があるときには、実状に

応じてこれを当該計画流出量に加算するものとする。 

 （排水路の設計） 

第１５条 排水路の設計については、次によるものとする。 

（１） 排水路は、開渠とする。ただし、やむを得ない場合は、市長と協議

の上暗渠とすることができる。 

（２） 排水路の計画流下量は、別記算式第４により算出するものとし、用

いる粗度係数は、排水路の材質に応じ別表第４の数値とする。 

（３） 排水路の材質に別表第４に掲げるもの以外を用いる場合は、市長と

協議の上決定するものとする。 

（４） 計画断面は、開渠の場合は８割水深とし、円形管の場合は満流とす

る。 

（５） 排水路の流速は、下流にいくに従い漸増させるものとし、計画流出

量に対する流速は、毎秒０．６メートル以上３．０メートル以内とす

る。 

 （排水口の設置） 

第１６条 流末排水路（河川を含む。）への排水口の設置は、１箇所とする。

ただし、１箇所に統合することができない場合は、この限りでない。 

 （管渠の構造等） 

第１７条 管渠の構造等については、次によるものとする。 

（１） 管渠は、コンクリート造又は鉄筋コンクリート造とし、円形管の場

合は、遠心力鉄筋コンクリート管（ＪＩＳ Ａ ５３０３）、ロール

転圧コンクリート管（ＪＩＳ Ａ ５３３２）、硬質塩化ビニール管

（ＪＩＳＷＡＳ Ｋ １）その他市長が認めたものを使用するものと

する。 

（２） 最小管径は、３００ミリメートル以上とする。 

（３） 管渠の最小土かぶりは、１．２メートルとする。ただし、やむを得

ない場合に限り、国土交通省制定「土木構造物標準設計」に準じた管

保護工とし、この場合には、舗装等に支障のある構造としてはならな



い。 

 （マンホールの構造等） 

第１８条 マンホールの構造等については、次によるものとする。 

（１） 暗渠構造区間で次に掲げる箇所には、マンホールを設けなければな

らない。 

ア 暗渠の方向、勾配又は管径の変化する箇所及び管渠が合流し、又は

会合する箇所 

イ 管渠の始まる箇所 

（２） マンホールの最大間隔は、管渠の内径の１２０倍以内で、かつ、５

０メートルを超えないものとし、維持管理に必要な箇所に設けるもの

とする。 

（３） マンホールの蓋は、ダクタイル鋳鉄製（車道部Ｔ－２５、歩道部Ｔ

－１４、ＪＩＳ Ａ ５５０６）で市章入りとする。 

（４） 側塊は、ＪＩＳ Ａ ５３１７によるものとする。 

（５） 側壁には、おおむね３００ミリメートル間隔で腐食に耐える材質の

足掛け金具を取り付けるものとし、その構造は、市長と協議の上定め

るものとする。 

 （取付管及び雨水桝の構造） 

第１９条 雨水管からマンホールへの取付管及び雨水桝は、次によるものとす

る。 

（１） 取付管の最小径は、２５０ミリメートルとする。 

（２） 雨水桝の間隔は、２０メートルとし、底部には１５０センチメート

ル以上の泥だめを設けるものとする。 

（３） 雨水桝の蓋は、グレーチング（Ｔ―２５）を使用するものとする。 

 （住宅地以外の排水路） 

第２０条 住宅地以外の敷地内排水路については、市長と協議の上定めるもの

とする。 

（委任） 

第２１条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

   附 則 



 この規則は、平成２０年４月１日から施行する。 

別表第１（第５条関係） 

河川の構造 粗度係数〔ｎ〕 

側溝（現場打ちコンクリート） ０.０１５ 

側溝（コンクリート二次製品） ０．０１３ 

コンクリート護岸（河床コンクリート張） ０.０２２５ 

ブロック護岸（河床コンクリート張） ０.０２５ 

護岸工のみ ０.０３０ 

別表第２（第５条関係） 

計画高水量〔Ｄｐ〕（ｍ３／ｓｅｃ） 流路の余裕高〔Ｈ〕（ｃｍ） 

Ｄｐ＜０.０５ ５ 

０.０５≦Ｄｐ＜０.１０ １０ 

０.１０≦Ｄｐ＜１．００ ２０ 

１．００≦Ｄｐ＜１０．００ ３０ 

１０．００≦Ｄｐ＜２０．００ ４０ 

２０．００≦Ｄｐ＜３０．００ ５０ 

３０.００≦Ｄｐ ６０ 

別表第３（第８条関係） 

確立年 京都降雨強度式 

２００年 
２，４１０．８４５

ｔ ＋９．６５８

 

１００年 
２，０４０．２３６

ｔ ＋８．４４３

 

３０年 
１，５０４．４４３

ｔ ＋６．４８９

 

3
2

3
2

3
2

備考 １ この表において「ｔ」とは、降雨継続時間（分）の値を表すも

のとする。 

   ２ 算定に際しては、京都地方気象台の降雨記録を用いる。 



別表第４（第１５条関係） 

排水路の材質 粗度係数〔ｎ〕 

コンクリート又は鉄筋コンクリート造管渠 ０.０１３ 

コンクリート又は鉄筋コンクリート造箱渠 ０.０１５ 

硬質塩化ビニール管渠 ０.０１０ 

別記 

算式第１（第９条関係） 

 ＶＳ１＝Ａ１（３Ｘ＋
７Ｘ

５
）＝４.４ＸＡ１ 

  備考 

 この式において、ＶＳ１、Ａ１及びＸは、それぞれ次の値を表すものとす

る。 

ＶＳ１ 盛土部分の貯砂容量（ｍ 3） 

Ａ１ 盛土部分の面積（ｈａ） 

Ｘ １ｈａ当たり１年間流出土砂量（宅地造成等規制法（昭和３６年

法律第１９１号）第３条第１項に規定する宅地造成工事規制区域に

あっては１００ｍ 3／ｈａ／Ｙｅａｒ、その他にあっては２００ｍ 3

／ｈａ／Ｙｅａｒとする。） 

算式第２（第９条関係） 

 ＶＳ２＝Ａ２（３×
Ｘ

３
＋
７Ｘ

１５
）＝１.４７ＸＡ２ 

  備考 

この式において、ＶＳ２、Ａ２及びＸは、それぞれ次の値を表すものとす

る。 

ＶＳ２ 切土部分の貯砂容量（ｍ 3） 

Ａ２ 切土部分の面積（ｈａ） 

Ｘ １ｈａ当たり１年間流出土砂量（宅地造成等規制法第３条第１項



に規定する宅地造成工事規制区域にあっては１００ｍ 3／ｈａ／Ｙ

ｅａｒ、その他にあっては２００ｍ 3／ｈａ／Ｙｅａｒとする。） 

算式第３（第１４条関係） 

 Ｑ＝
１

３６０
×ｆ×ｒ×Ａ×Ｇ 

備考 

この式において、Ｑ、ｆ、ｒ、Ａ及びＧは、それぞれ次の値を表すもの

とする。 

Ｑ 計画流出量（ｍ 3／sec） 

ｆ 流出係数０.８ 

ｒ 降雨強度８０ｍｍ／ｈｒ（宅地造成等規制法による規制区域はそ

の基準による。） 

Ａ 集水面積（ｈａ） 

Ｇ 土砂混入率（１＋０.１）（傾斜地の場合のみ考慮する。） 

算式第４（第１５条関係） 

Ｑ＝Ｖ×ＷＡ 

Ｖ＝
１

ｎ
×Ｒ 3

2

×Ｉ 2
1

（マニング式） 

Ｒ＝
ＷＡ

ＷＰ
 

 備考 

この式において、Ｑ、Ｖ、ＷＡ、ｎ、Ｒ、I及びＷＰは、それぞれ次の

値を表すものとする。 

Ｑ 排水の計画流下量（ｍ 3／sec） 

Ｖ 流速（ｍ／sec） 

ＷＡ 流水の断面積（㎡） 

ｎ 粗度係数 

Ｒ 径深（ｍ） 

Ｉ 勾配 

ＷＰ 流水の潤辺長（ｍ） 


