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【記載例】
（乙の４）

（工作物の新築、改築）

１

河川の名称

信濃川水系

２

目

的

一戸建て住宅新築のため

３

場

所

○○市○○町○○番地先

４

工作物の名称又は種類

５

工作物の構造又は能力
住宅

専用住宅

工事の実施方法

左岸

１棟

間口○○.○ｍ、奥行○○.○ｍ

木造２階建

６

信濃川

コンクリート基礎

官民境界から○○.○○ｍ離れた位置より地盤面から
○○ｍまで掘削し、コンクリート基礎を施工する。
詳細は申請書添付図書のとおり。

７

工

期

許可の日から

令和○○年○○月○○日まで

注意：河川保全区域で工作物の新築等を伴わない土地の形状変更に係る
行為（盛土や切土など）のみを行う場合は、河川法第２７条許可
申請書の様式（乙の５）を使用してください。

【 記載要 領】
○ 河川の 名称
水系名 、河 川名、 左右 岸の別 を明 記して くだ さい。
○ 目的
「（ビ ルや 一戸建 て住 宅）新 築の ため」 「駐 車場設 置の ため」 など と記載 して くださ い。
○ 場所
「 字○○ 番」 まで明 記し てくだ さい 。なお 、複 数の地 番と なる場 合は 該当を 全て 記載し てく だ
さ い。
○ 工作物 の名 称又は 種類
主要な 工作 物の名 称又 は種類 を記 載して くだ さい。
○ 工作物 の構 造又は 能力
主要な 工作 物の構 造又 は能力 を記 載して くだ さい。
○ 工事の 実施 方法
工事に あた っての 仮設 物の設 置や 施工の 順序 等につ いて 、工事 工程 表に照 応す るよう 具体 的に
記 載して くだ さい。
なお、 施工 計画書 など の別紙 に記 載する 場合 、「申 請書 添付図 書の とおり 」と 記載し ても 可能
で す。
○ 工期
工期内 に完 成検査 を実 施する 必要 がある ため 、ある 程度 余裕を 持っ た工期 にし てくだ さい 。
○ その他
・ 変更の 許可 申請の 場合 、変更 のな い事項 につ いても 記載 し、か つ、 変更す る事 項につ いて は変
更 前のも のを 赤色で 上段 に併記 して くださ い。
・ 河川保 全区 域内の 工作 物を除 却す る場合 、申 請の手 続き は必要 あり ません 。
・ 河川保 全区 域内で 仮設 物（足 場な ど）を 一定 の期間 設置 する場 合、 申請の 手続 きは必 要あ りま
せ ん。
・ 用紙の 大き さは、 日本 工業規 格Ａ ４の寸 法の もので お願 いしま す。 なお、 添付 図書で Ａ４ を超
え るもの は、 折りた たん でサイ ズを 合わせ てく ださい 。

【 添付図 書】
○ 事業計 画概 要書
新築等 に係 る事業 の計 画の概 要を 具体的 に記 載して くだ さい。
○ 位置図
縮尺は 1/50,000 程度と し、申 請箇 所を○ 印で 表示し 、「 申請箇 所」 と赤書 きし てくだ さい 。
○ 実測平 面図
・ 縮尺は 1/100～ 1/3,000 の範囲 とし てくだ さい 。
・ 申請に 係る 行為に よっ て影響 があ ると判 断さ れる区 域ま で含め て実 測して くだ さい。
・ 申請範 囲、 河川区 域、 河川保 全区 域、官 民境 界を赤 線で 必ず明 示し てくだ さい 。
・ 必要に 応じ 、横断 面図 と比較 でき るよう に測 線（測 点） を記入 して くださ い。
○ 実測横 断図

・ 縮尺は 状況 に応じ 、1/100～ 1/1,000 と してくだ さい。
・ 平面図 同様 、申請 範囲 、河川 区域 、河川 保全 区域、 官民 境界を 赤線 で必ず 明示 してく ださ い。
・ 堤防に 近接 して工 作物 を設置 する 場合は 、堤 防に最 も接 近して いる 位置で 堤防 を垂直 に切 った
形 の図面 を作 成して くだ さい。
その際 、当 該工作 物の 根入れ 部分 と堤防 法面 法線（ 堤防 法面の 斜線 をその まま 地中ま で引 いた
も の）と の位 置関係 が分 かるよ うに してく ださ い。
○ 工作物 の設 計図（ 構造 図）
・ 設計図 の内 容は、 次の とおり とし てくだ さい 。なお 、工 作物の 種類 によっ ては 不要な 図面 もあ
り ますの で、 ご不明 な場 合は窓 口に ご相談 くだ さい。 また 、縮尺 はあ くまで 目安 ですの で、 図
面 構成に より 変更す るこ とは構 いま せん。
工作 物の 平面図
工作 物の 正面図
工作 物の 側面図
工作 物の 構造図 （縮尺 1/50～1/200）
・図面には整理番号を付し、図面袋に入れる場合は表側に添付図面の一覧表を貼付してください。
○ 工事の 実施 方法を 記載 した図 書
工事の 実施 上の問 題点 とその 対策 を記載 した 図書を 添付 してく ださ い。
○ 工程表
申請内 容に 沿って 工種 別に作 成し てくだ さい 。
○ 工事費 概算 書
全体の 金額 のみの 記載 でも可 能で す。
○ 土地の 権原 に関す る図 書
申請箇所の土地の権利関係を確認するため、下記の書類を地方法務局等から入手してください。
・不動 産登 記法第 １４ 条地図 また はこれ に準 ずる図 面（ 公図） の写 し
・土地 登記 簿の謄 本ま たは抄 本
・その 他必 要に応 じて 、売買 契約 書の写 し、 賃貸借 契約 書の写 しな どを添 付し てくだ さい 。
○ 他の行 政機 関の許 認可 書の写 し
申請に 係る 行為ま たは 事業に 関し 、他の 行政 機関の 許可 ・認可 など の処分 を受 けるこ とを 必要
と する場 合、 許可書 ・認 可書等 の写 し又は 許認 可等を 受け る見込 みが あるこ とを 示す書 面（ 申請
書 の写し など ）を添 付し てくだ さい 。
○ 現地写 真
○ 前回許 可書 の写し
更新申 請及 び変更 申請 の場合 のみ 添付し てく ださい 。

