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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

道路鉄道連絡会議の位置付け
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

橋梁の点検結果

資料②
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平成26～28年度橋梁点検結果（道路管理者別）

各年度の点検実施率及び累計実施率（黒字）

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

点検実施率 点検結果

○ H26年7月からの定期点検が本格化し、平成26～28年度で橋梁 約54%、トンネル約47%、道路附
属物等 約57%の点検が完了。

○ 点検を実施した橋梁のうち、約11%は早期に修繕が必要。

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出
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平成26～28年度橋梁点検結果（最優先で点検すべき橋梁）

点検計画と点検実施率 点検結果（H26～28累積）

○ 第三者被害の予防等の観点から最優先で点検を推進することとしている橋梁のうち、跨線橋の点検
実施率は約52%であり、点検した跨線橋のうち約22%は早期に修繕が必要。

※点検計画は平成26年12月時点で策定
※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

跨線橋の点検結果

資料③
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跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・全国）

各年度の点検実施率及び累計（黒字）

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出
※四捨五入の関係で各年度の点検実施率の合計が累積実施率と
異なる場合がある

点検実施率（H26～28累積） 点検結果（H26～28累積）

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態
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跨線橋の点検実施率及び点検結果（道路管理者別・熊本県）

Ⅰ 構造物の機能に支障が生じていない状態
Ⅱ 構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から

措置を講ずることが望ましい状態
Ⅲ 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講

ずべき状態
Ⅳ 構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく

高く、緊急に措置を講ずべき状態

点検実施率（H26～28累積） 点検結果（H26～28累積）

各年度の点検実施率及び累計（黒字）

※点検実施率はH26年12月末時点の施設数をもとに算出
※四捨五入の関係で各年度の点検実施率の合計が累積実施率と
異なる場合がある
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道路管理者 施設数※1

H26～28点検
実施数
（実施率）

判定区分（H26～28点検結果） 判定区分（推計値※2）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 1,691 1,063(63%) 326 527 209 1 519 838 332 2

高速道路会社 1,038 476(46%) 14 375 87 0 30 818 190 0

都道府県等 3,395 1,815(53%) 354 1,077 384 0 662 2,015 718 0

市町村 2,992 1,499(50%) 228 889 380 2 455 1,774 759 4

計 9,116 4,853(53%) 922 2,868 1,060 3 1,666 5,445 1,999 6

＜H26～28点検結果及び未点検分を含めた全体数の推計値（全国）＞

早期または緊急に修繕が必要な橋梁数

跨線橋の点検結果及び修繕が必要な跨線橋数（道路管理者別）

道路管理者 施設数
H26～28点検

実施数
（実施率）

判定区分（H26～28点検結果） 判定区分（推計値※）

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 25 24(96%) 9 9 6 0 10 9 6 0

高速道路会社 10 5(50%) 0 5 0 0 0 10 0 0

都道府県等 52 32(62%) 10 18 4 0 16 29 7 0

市町村 26 21(81%) 6 12 3 0 7 15 4 0

計 113 82(72%) 25 44 13 0 33 63 17 0

＜H26～28点検結果及び未点検分を含めた全体数の推計値（熊本県）＞

※1 H26年12月末時点の施設数
※2 H26～28点検実施数に対する各判定区分の割合を、施設数に乗じて算出
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

跨線橋の点検結果及び修繕状況

資料④
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跨線橋の点検結果及び修繕状況 －１

※判定区分：H26～H28点検･診断結果に基づく判定区分及び、H29点検で診断が確定しているものを記載
点検未実施は「未」と表示

※修繕実施状況：空欄は「修繕不要」もしくは「修繕検討中」

跨線橋名 路線名 管理者 県 市町村 鉄道事業者
判定
区分

修繕
実施
状況

十禅寺跨線橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

萩原跨線橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅱ

龍田高架橋(上り) 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

龍田高架橋(下り) 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

坊中跨線橋橋側歩道橋(下り) 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 阿蘇市 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

坊中跨線橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 阿蘇市 九州旅客鉄道 Ⅱ

坊中跨線橋橋側歩道橋(上り) 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 阿蘇市 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

赤水跨線橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 南阿蘇村 九州旅客鉄道 Ⅱ

赤水跨線橋橋側歩道橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 南阿蘇村 九州旅客鉄道 Ⅱ

立野跨線橋(上り) 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 南阿蘇村 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

瀬田跨線橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 Ⅱ

瀬田跨線橋(下り) 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 Ⅰ

大津跨線橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

宇土跨線橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 宇土市 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

立野跨線橋(下り) 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 南阿蘇村 九州旅客鉄道 Ⅰ

球磨川第一橋 九州縦貫自動車道 鹿児島線 NEXCO西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 未

球磨川第一橋 九州縦貫自動車道 鹿児島線 NEXCO西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 未

球磨川第二橋 九州縦貫自動車道 鹿児島線 NEXCO西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅱ

球磨川第二橋 九州縦貫自動車道 鹿児島線 NEXCO西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅱ

球磨川橋 国道3号(南九州西回り自動車道) NEXCO西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 未

不知火跨線橋 国道266号 熊本県 宇城地域振興局 熊本県 宇城市 九州旅客鉄道 Ⅰ

松橋跨線橋 県道14号八代鏡宇土線 熊本県 宇城地域振興局 熊本県 宇城市 九州旅客鉄道 Ⅰ

松橋跨線橋側道橋 県道14号八代鏡宇土線 熊本県 宇城地域振興局 熊本県 宇城市 九州旅客鉄道 Ⅰ

市屋跨線橋 国道389号 熊本県 玉名地域振興局 熊本県 荒尾市 九州旅客鉄道 Ⅱ

市屋跨線橋側道橋 国道389号 熊本県 玉名地域振興局 熊本県 荒尾市 九州旅客鉄道 Ⅱ

長洲跨線橋 県道46号荒尾長洲線 熊本県 玉名地域振興局 熊本県 長洲町 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

春出跨線橋 県道112号長洲玉名線 熊本県 玉名地域振興局 熊本県 玉名市 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

伊倉跨線橋 県道170号肥後伊倉停車場田崎線 熊本県 玉名地域振興局 熊本県 玉名市 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

大津１号橋 国道325号 熊本県 菊池地域振興局 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 Ⅱ

三里木高架橋 県道138号辛川鹿本線 熊本県 菊池地域振興局 熊本県 菊陽町 九州旅客鉄道 Ⅰ
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跨線橋の点検結果及び修繕状況 －２

※判定区分：H26～H28点検･診断結果に基づく判定区分及び、H29点検で診断が確定しているものを記載
点検未実施は「未」と表示

※修繕実施状況：空欄は「修繕不要」もしくは「修繕検討中」

跨線橋名 路線名 管理者 県 市町村 鉄道事業者
判定
区分

修繕
実施
状況

引水高架橋 県道202号矢護川大津線 熊本県 菊池地域振興局 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 Ⅰ

和田橋 県道17号坂本人吉線 熊本県 八代地域振興局 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

有佐跨線橋 県道156号鏡宮原線 熊本県 八代地域振興局 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅱ

井上跨線橋(下り線) 県道336号八代港線 熊本県 八代地域振興局 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅰ

井上跨線橋(上り線) 県道336号八代港線 熊本県 八代地域振興局 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅰ

大野大橋 県道27号芦北球磨線 熊本県 芦北地域振興局 熊本県 芦北町 九州旅客鉄道 Ⅱ

蟹作跨線橋 国道219号 熊本県 球磨地域振興局 熊本県 人吉市 九州旅客鉄道 未

森跨線橋 県道225号山西大津線 熊本県 菊池地域振興局 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 Ⅰ

坂梨跨線橋 国道265号 熊本県 阿蘇地域振興局 熊本県 阿蘇市 九州旅客鉄道 Ⅰ

下野跨線橋 県道298号阿蘇公園下野線 熊本県 阿蘇地域振興局 熊本県 南阿蘇村 九州旅客鉄道 Ⅲ 済

城山跨線橋 国道219号 熊本県 球磨地域振興局 熊本県 球磨村 九州旅客鉄道 未

田尻跨線橋 市道旧川尻線 熊本市 富合地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

古閑跨線橋 市道旧川尻線 熊本市 富合地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

八王寺跨線橋 国道266号 熊本市 東部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

社町跨線橋 県道熊本田原坂線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

八幡跨線橋 県道熊本嘉島線 熊本市 西部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

弓削立体橋 県道住吉熊本線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

竜田跨線橋 県道熊本菊陽線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

上古閑跨線橋 市道桜井～上古閑線 熊本市 植木地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

第一木留跨線橋 市道木留～停車場線 熊本市 植木地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

木留跨線橋 市道木留跨線橋線 熊本市 植木地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

辺田野第二跨線橋 市道停車場～山口線 熊本市 植木地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

光の森駅自由通路 県道熊本菊陽線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

新木留跨線橋 県道熊本田原坂線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

植木跨線橋 県道玉名植木線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

武蔵跨線橋 県道託麻北部線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

平成跨線橋 市道春竹町江越２丁目第１号線 熊本市 西部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

保田窪跨線橋 市道本荘５丁目帯山９丁目第１号線 熊本市 東部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

大和跨線橋 市道木留住宅団地線 熊本市 植木地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

志々水大坪自由通路橋 市道清藤田尻線 熊本市 富合地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ
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跨線橋の点検結果及び修繕状況 －３

※判定区分：H26～H28点検･診断結果に基づく判定区分及び、H29点検で診断が確定しているものを記載
点検未実施は「未」と表示

※修繕実施状況：空欄は「修繕不要」もしくは「修繕検討中」

跨線橋名 路線名 管理者 県 市町村 鉄道事業者
判定
区分

修繕
実施
状況

今村跨線橋 市道合志町第２２号線 熊本市 西部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

白藤跨線橋 市道白藤町第２７号線 熊本市 西部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

天神大橋 市道釜尾町第４号線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 未

村平橋 市道瀬戸石線 八代市 坂本建設地域事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 未

西部跨線橋 市道今泉・袈裟堂線 八代市 坂本建設地域事務所 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅱ

中原跨線橋 市道上林中神線 人吉市 人吉市 熊本県 人吉市 九州旅客鉄道 未

中原跨線橋(歩道橋) 市道上林中神線 人吉市 人吉市 熊本県 人吉市 九州旅客鉄道 未

玉名駅跨線橋 市道玉名駅中線 玉名市 玉名市 熊本県 玉名市 九州旅客鉄道 Ⅰ

青野跨線橋 市道黒橋青野原線 玉名市 玉名市 熊本県 玉名市 九州旅客鉄道 Ⅲ 済

第二青野跨線橋 市道玉名天水線 玉名市 玉名市 熊本県 玉名市 九州旅客鉄道 Ⅱ

第二松山橋 市道(1-17)ウキウキロード打越・岩熊線 宇土市 宇土市 熊本県 宇土市 九州旅客鉄道 Ⅱ

中央線陸橋 市道(1-3)中央線 宇土市 宇土市 熊本県 宇土市 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

市ノ川跨線橋 市道阿蘇西小学校線 阿蘇市 阿蘇市 熊本県 阿蘇市 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

赤崎跨線橋 町道折地・赤崎線 長洲町 長洲町 熊本県 長洲町 九州旅客鉄道 Ⅰ

新山跨線橋 町道新山2号線 長洲町 長洲町 熊本県 長洲町 九州旅客鉄道 Ⅱ 済

石坂跨線橋 町道石坂線 大津町 大津町 熊本県 大津町 九州旅客鉄道 未

杉並木陸橋 町道下原堀川線 菊陽町 菊陽町 熊本県 菊陽町 九州旅客鉄道 Ⅰ

原水柳南橋 町道南方大人足線 菊陽町 菊陽町 熊本県 菊陽町 九州旅客鉄道 Ⅲ 未

三里木駅前歩道橋 町道三里木駅前２号線 菊陽町 菊陽町 熊本県 菊陽町 九州旅客鉄道 Ⅱ

三里木歩道橋 町道杉並木線 菊陽町 菊陽町 熊本県 菊陽町 九州旅客鉄道 Ⅱ

田尻跨線橋 市道旧川尻線 熊本市 富合地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

古閑跨線橋 市道旧川尻線 熊本市 富合地域整備室 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

龍田歩道橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅰ

野鶴歩道橋 国道57号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 宇土市 九州旅客鉄道 Ⅱ

西里横断歩道橋 県道熊本田原坂線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

陳内歩道橋 県道熊本菊陽線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

八幡歩道橋 市道八幡1丁目5丁目第1号線 熊本市 西部土木センター 熊本県 熊本市 九州旅客鉄道 Ⅱ

新八代駅連絡通路 市道上日置町長田町線 八代市 本庁 熊本県 八代市 九州旅客鉄道 Ⅰ

宇土駅自由通路橋 市道(3-29)水町中央線 宇土市 宇土市 熊本県 宇土市 九州旅客鉄道 Ⅰ

跨線橋 市道首入線 宇城市 三角支所 熊本県 宇城市 九州旅客鉄道 Ⅱ
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跨線橋の点検結果及び修繕状況 －４

※判定区分：H26～H28点検･診断結果に基づく判定区分及び、H29点検で診断が確定しているものを記載
点検未実施は「未」と表示

※修繕実施状況：空欄は「修繕不要」もしくは「修繕検討中」

跨線橋名 路線名 管理者 県 市町村 鉄道事業者
判定
区分

修繕
実施
状況

木葉駅歩道橋 町道高月鍛冶場線 玉東町 玉東町 熊本県 玉東町 九州旅客鉄道 Ⅱ

宇城小川跨線橋 県道255号竜北小川停車場線 熊本県 八代地域振興局 熊本県 宇城市 九州旅客鉄道 Ⅰ

日奈久跨線橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 八代市 肥薩おれんじ鉄道 Ⅰ

日奈久跨線橋橋側歩道 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 八代市 肥薩おれんじ鉄道 Ⅱ 済

田浦跨線橋橋側歩道橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 芦北町 肥薩おれんじ鉄道 Ⅰ 済

田浦跨線橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 芦北町 肥薩おれんじ鉄道 Ⅰ

日奈久高架橋（共通） 国道3号(日奈久芦北道路） 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 八代市 肥薩おれんじ鉄道 未

湯浦温泉大橋 国道3号(芦北出水道路） 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 芦北町 肥薩おれんじ鉄道 Ⅱ

平山高架橋（上）
一般国道３号
（南九州西回り自動車道（八代日奈久道路））

西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 肥薩おれんじ鉄道 未

平山高架橋（下）
一般国道３号
（南九州西回り自動車道（八代日奈久道路））

西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 八代市 肥薩おれんじ鉄道 未

佐敷跨線橋 県道27号芦北球磨線 熊本県 芦北地域振興局 熊本県 芦北町 肥薩おれんじ鉄道 Ⅰ

上初野橋 市道初野１号線 水俣市 水俣市 熊本県 水俣市 肥薩おれんじ鉄道 Ⅱ

新駅跨線橋 市道新水俣駅前広場線 水俣市 水俣市 熊本県 水俣市 肥薩おれんじ鉄道 Ⅰ

佐敷駅通り橋 町道佐敷駅通り２号線 芦北町 芦北町 熊本県 芦北町 肥薩おれんじ鉄道 未

球磨川第三橋 九州縦貫自動車道 鹿児島線 西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 人吉市 くま川鉄道 Ⅱ

球磨川第三橋 九州縦貫自動車道 鹿児島線 西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 人吉市 くま川鉄道 Ⅱ

植木跨線橋 国道219号 熊本県 球磨地域振興局 熊本県 多良木町 くま川鉄道 未

岩清水跨線橋 県道33号人吉水上線 熊本県 球磨地域振興局 熊本県 人吉市 くま川鉄道 未

八幡跨線橋 町道八幡庄屋線 あさぎり町 あさぎり町 熊本県 あさぎり町 くま川鉄道 Ⅱ

下田城跡跨線橋 県道149号河陰阿蘇線 熊本県 阿蘇地域振興局 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇鉄道 Ⅰ

川地橋 村道村道下ノ原～下西田線 南阿蘇村 南阿蘇村 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇鉄道 Ⅱ

北原橋 村道村道宮園～北ノ原線 南阿蘇村 南阿蘇村 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇鉄道 Ⅱ 済

立野駅跨線橋 村道本村法立線 南阿蘇村 南阿蘇村 熊本県 南阿蘇村 南阿蘇鉄道 Ⅱ

松崎跨線橋 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 熊本市 熊本電気鉄道 Ⅰ

須屋高架橋（上り） 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 合志市 熊本電気鉄道 Ⅰ

須屋高架橋（下り） 国道3号 九州地整 熊本河川国道事務所 熊本県 合志市 熊本電気鉄道 Ⅰ

植木31 九州縦貫自動車道 鹿児島線 西日本 熊本高速道路事務所 熊本県 合志市 熊本電気鉄道 Ⅱ

堀川歩道橋 県道熊本菊鹿線 熊本市 北部土木センター 熊本県 熊本市 熊本電気鉄道 Ⅲ 未
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