
         ロードサイド実査フォーマット  Ver.2.1
No. 物件名：      年   月   日／    ：      ／天候：        

1 民家 密集・多し・普通・まばら・無し 46 店側 普通・やや難・難・ｲﾝ不可・

2 集合住宅 無し・ｱﾊﾟｰﾄ・M・公営住宅・寮・高層M 47 反対側 普通・やや難・難・ｲﾝ不可・

3 事業所 密集・多し・普通・まばら・無し 48 店手前 ｲﾝ可（側道・裏道）・不可

4 無し・駅・商業施設・工場・公園・役所・ 49 店前通過後 ｲﾝ可（側道・裏道）・不可

5 飲食ｿﾞｰﾝ（FF/FR）・競馬場・その他（        ） 50 Uﾀｰﾝ&ｲﾝ 可(100m内・200m内)・可（側道・裏道）・不可

6 土地起伏障害 多い・あるが整備されている・気にならない 51 店側 普通・やや難・難・ｱｳﾄ不可

7 大型店   名称： 駐車場入口まで(         )ｍ 52 反対側 普通・やや難・難・ｱｳﾄ不可

（有・無） 53 店側車線へ ｱｳﾄ可（側道・裏道）・不可

8 ｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ 名称： 入り口まで(         )ｍ 54 反対車線へ ｱｳﾄ可（側道・裏道）・Uﾀｰﾝ後可・不可

（有・無） 55 間口５ｍ以下・ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ・橋脚・電柱

9 橋 名称： たもとまで(         )ｍ 段差あり・急斜面あり・高さ制限あり

（有・無） 56 間口10m以上・専用進入路あり

10 駅 駅名： ﾛｰﾀﾘｰまで(         )ｍ ｲﾝ誘導看板・ｱｳﾄ誘導看板

（有・無） 57 単独 無し・1－9・10－19・20－29・30－

11 その他 名称： （　　　　　）まで (            )ｍ 58 ２店共同 10-19・20-29・30-49・50-69・70－

（有・無） （　　　　　）まで(             )ｍ 59 複合施設 49下･50-69・70-99・100-199・200－

12 大型店 名称： 玄関まで(            )ｍ 60 位置 同一敷地・道路越え敷地・駐車ﾋﾞﾙ内

（有・無）  駐車場まで(             )ｍ 61 側道等駐車 常時・時間応 ３以下・4－9・10以上

13 　　駅 駅名： 改札まで(            )ｍ 62 路上駐車 常時・時間応 ３以下・4－9・10以上

（有・無） （　　　　　）まで(             )ｍ

14 ほとんど無し・100人未満・200人未満・

500人未満・500人以上 63 ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ交差点 無し・あり（幹線交差点・普通交差点）

15 横断歩道 無し・店舗直前・50m以内・100m以内 64 交差点名称表示 無し・直前にあり・離れてあり

16 道路横断 不可・横断歩道で可・無しで可・常時可 65 特殊ﾗﾝﾄﾞﾏｰｸ 無し・あり（                           ）

17 5台未満・10台未満・20台未満・20台以上 66 大型施設・有名施設 無し・あり（                           ）

18 自転車走行勾配 平面・やや難・困難

19 駐輪場 無し・100台未満・100台以上

67 店側 良好・やや難・難・不可視

電柱・電線・街路樹・他看板・建物・標識・信号・陸橋・融合現象

20 １０未満・１０－４９・５０－９９・１００－１４９・ 68 反対側 良好・やや難・難・不可視

１５０－１９９・２００－２９９・３００以上 電柱・電線・街路樹・他看板・建物・標識・信号・陸橋・融合現象

21 バストラックタクシ比率 きわめて高い・高い・少ない・ない 69 店側 １・1.5・２・３+右折・左折

22 幹線国道・一般国道・幹線都道府県道 70 反対 １・1.5・２・３+右折・左折

一般都道府県道・市区町村道・その他 71 店側 ｱｳﾄｶｰﾌﾞ外側・無し・ｲﾝｶｰﾌﾞ内側

23 規制速度 無し・30（km/h）・40・50・超 72 反対 ｱｳﾄｶｰﾌﾞ外側・無し・ｲﾝｶｰﾌﾞ内側

24 走行速度 ～40（km/h）・40～50・60超/加速中 73 店側 普通・やや難・難・ｲﾝ不可

25 渋滞発生 ほとんど無し・あり・頻繁 74 反対側 普通・やや難・難・ｲﾝ不可

26 信号停止 ほとんど無し・あり・頻繁 75 店手前 ｲﾝ可（側道・裏道）・不可

27 搭乗者 普通・主婦多し・ｱﾍﾞｯｸ多し・ 76 店前通過後 ｲﾝ可（側道・裏道）・不可

28 店前 (東・西・南・北へ)  急登坂・緩登坂・平地 77 Uﾀｰﾝ&ｲﾝ 可(100m内・200m内)・可（側道・裏道）・不可

29 （            ） (東・西・南・北へ)  急登坂・緩登坂・平地 78 店側 普通・やや難・難・ｱｳﾄ不可

30 店側 １・1.5・２・３+右折・左折 79 反対側 普通・やや難・難・ｱｳﾄ不可

31 反対 １・1.5・２・３+右折・左折 80 店側車線へ ｱｳﾄ可（側道・裏道）・不可

32 店側 ｱｳﾄｶｰﾌﾞ外側・無し・ｲﾝｶｰﾌﾞ内側 81 反対車線へ ｱｳﾄ可（側道・裏道）・Uﾀｰﾝ後可・不可

33 反対 ｱｳﾄｶｰﾌﾞ外側・無し・ｲﾝｶｰﾌﾞ内側

34 分離帯 無し・ﾗｲﾝ・低分離帯・中央分離帯・植樹帯等 82 周辺図

35 無し・大交差点・中交差点・６ｍ以上側道と信号付・

６ｍ未満側道と信号付・６ｍ未満信号無

36 交差点位置 角地・５０ｍ以内・100m以内・100m超

37 生活行動線 ７割以上・５割+副動線有・３割以下・通勤路

38 店側 良好・やや難・難・不可視

電柱・電線・街路樹・他看板・建物・標識・信号・陸橋・融合現象

39 反対側 良好・やや難・難・不可視

電柱・電線・街路樹・他看板・建物・標識・信号・陸橋・融合現象

40 直前信号 無し・あり（間口内・50ｍ以内・100m内）

41 直後信号 無し・あり（間口内・50ｍ以内・100m内）

42 TG名： 直接視界性 良好・やや難・難・不可視

43 動線視界性 良好・やや難・難・不可視

44 TG名： 直接視界性 良好・やや難・難・不可視

45 動線視界性 良好・やや難・難・不可視
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