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長崎県の点検実施状況（全体）

○平成２６年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目
視による点検計画を策定。平成２８年度末の点検実施率は、橋梁約５０％、トンネル約３３％、道路附属物等
約６８％。

＜５年間の点検計画と平成26～28年度の実施状況＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、最優先で点検を推進。

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設 管理施設数
点検計画数
(H26～H28)

点検実施数
(H26～H28)

点検実施率
(H26～H28)

橋梁 10,130 5,034 5,026 50%

トンネル 209 69 69 33%

道路附属物等 205 135 139 68%

管理者 管理施設数
点検計画数
(H26～H28)

点検実施数
(H26～H28)

点検実施率
(H26～H28)

国土交通省 242 155 154 64%

高速道路会社 177 120 120 68%

地方公共団体 9,711 4,759 4,752 49%

合計 10,130 5,034 5,026 50%

精査中

※ H29.3月末時点
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある

※ H29.3月末時点
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長崎県の点検実施状況（橋梁）

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率（平成２８年度まで）は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約８９％、
跨線橋約６３％、緊急輸送道路を構成する橋梁約７０％である。

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての
鉄道事業者と今後の点検計画を確認しており、平成３０年度までにすべての点検が完了する見込み。

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26～28年度の実施状況＞

精査中

※ H29.3月末時点
点検実施率は、端数により左図と合わない場合がある
跨線橋は、歩道橋（跨線橋）を含む

管理施設数
点検計画数
(H26～H28)

点検実施数
(H26～H28)

点検実施率
(H26～H28)

橋梁 10,130 5,034 5,026 50%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋 143 127 127 89%

跨線橋 115 73 73 63%

緊急輸送道路を
構成する橋梁 1,788 1,245 1,246 70%
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＜平成28年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 242 70 56 12 2 0

高速道路会社 177 37 1 30 6 0

都道府県 2,082 601 463 119 19 0

政令市 - - - - - -

道路公社 36 13 8 5 0 0

市区町村 7,593 1,958 495 1,290 165 8

合計 10,130 2,679 1,023 1,456 192 8

長崎県の平成２８年度点検結果（橋梁）

○ 長崎県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は8橋（0.3%） 、判定区分Ⅲ
（早期に措置を講ずべき状態）は192橋（7.2%）、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ずるこ
とが望ましい状態）は1,456橋（54.3%）。

精査中

※ H29.3月末時点
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長崎県の平成２８年度点検結果（トンネル）

＜平成28年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 7 2 0 1 1 0

高速道路会社 19 3 0 0 3 0

都道府県 129 34 2 17 15 0

政令市 - - - - - -

道路公社 7 0 0 0 0 0

市区町村 47 3 0 1 0 2

合計 209 42 2 19 19 2

○ 長崎県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は2本（4.8%） 、判定区
分Ⅲ （早期に措置を講ずべき状態）は19本（45.2%）、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講
ずることが望ましい状態）は19本（45.2%）。

精査中

※ H29.3月末時点
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長崎県の平成２８年度点検結果（道路附属物等）

＜平成28年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 71 11 4 3 4 0

高速道路会社 42 0 0 0 0 0

都道府県 67 0 0 0 0 0

政令市 - - - - - -

道路公社 5 5 2 3 0 0

市区町村 20 2 0 0 2 0

合計 205 18 6 6 6 0

○ 長崎県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0箇所、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は6箇所（33.3%） 、判定区分Ⅱ（予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態）は6箇所（33.3%）。

精査中

※ H29.3月末時点
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判定区分Ⅳの構造物リスト（長崎県）

平成２８年度において、判定区分Ⅳの施設（橋梁）は、全面通行止め、車両通行止め、幅員規制、重量制限、応
急措置、監視を実施

区 分 状 態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
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 早期措置段階 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 緊急措置段階
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

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

佐世保市 田ノ頭橋
田原柚木自転車
歩行者専用道線

1965

主桁、横桁および鋼床版全体に錆が
生じ、特に桁端部は腐食が進行し
ウェブに断面欠損が生じている。
全支承が著しく腐食しており、機能
低下が見られる。
現在幅員規制（Ｗ＝4.0ｍ⇒2.8ｍ）
及び仮設支保工の応急措置を実施。

平戸市 境橋 若宮線 1931

主桁：剥離・鉄筋露出・断面欠損が
桁全体に見られた。
床版：剥離・一部貫通しているのを
確認。
現在車両通行止めを実施。

平戸市 安満橋 旧大越線 1959
主桁・下部構造に剥離・鉄筋露出・
断面欠損が著しく鉄筋の破断も確認。
現在車両通行止めを実施。

西海市 無名橋 三枝線 不明

主桁(石桁)に、破断が見られ、破断
した桁が落ち込んでいる箇所が見ら
れる。
現在橋面からの雨水を防止するため
敷鉄板にて一時的補強の応急措置を
実施。

西海市 立居原橋 立居原線 不明

主桁（石桁）に亀裂が見られ、支承
本体も著しく腐食し、機能していな
い。
現在床版の借受（仮設工－サポー
ト）の応急措置を実施。

雲仙市 神代橋 国見大津長浜線 1954

主桁に著しい鉄筋露出、橋脚に断面
欠損（貫通）が見られる。利用者の
安全確保のため、現在車両制限(総重
量2t未満）を設けている。

雲仙市 塚原橋 国見中尾深下線 1969

主桁が腐食し、孔食も生じている。
また、異常なたわみも確認されてい
る。
現在全面通行止め措置を実施してい
る。

波佐見町 向平橋 向平線 1918

石桁（主桁）に横断方向の破断が見
られる。
H29,1.25より全面通行止め（迂回路
有）。その後、破断補強を行いＨ
29.4.27より通行止め解除。

＜判定区分Ⅳのリスト＞
○橋梁

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

佐世保市
安久ノ浦
隧道

市道指方
安久の浦線

1941

全区間にわたり覆工コンクリートの
ひび割れ、うき、はく離が発生。一
部段差を伴うひび割れも確認される。
降雨時にはトンネル内でも多量の漏
水が噴出し車両の通行支障となって
いる。
補修工事及び月１回程度の監視の実
施（Ｈ29.3～）

佐世保市 尼潟隧道 尼潟トンネル線 1943

全区間にわたり覆工コンクリートの
ひび割れ、うき、はく離が発生。一
部外力によるものと想定される段差
(60mm)を伴うひび割れも確認される。
現在月１回程度の監視の実施（Ｈ
29.3～）、その後H29年5月1日より
全面通行止め。

○トンネル

※判定区分

＜判定区分Ⅳのリスト＞



道路施設 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数 H28点検実施数 H29点検計画数

橋梁 10,130 767 1,580 2,679 2,621

トンネル 209 8 19 42 61

道路附属物等 205 48 73 18 47

＜各構造物の平成29年度の点検予定＞
全道路管理者の合計

長崎県の平成２９年度点検計画

※H29点検計画数は、今後見直しすることがある

精査中
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道路施設 管理施設数 H26点検実施数 H27点検実施数 H28点検実施数 H29点検計画数

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

143 53 55 19 13

跨線橋 115 12 48 13 19

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,788 227 389 630 428

＜最優先で点検すべき橋梁の平成29年度の点検予定＞
全道路管理者の合計

長崎県の平成２９年度点検計画（最優先で点検すべき橋梁）

※H29点検計画数は、今後見直しすることがある
跨線橋は、歩道橋（跨線橋）を含む

精査中
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今年度の研修、広報について
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橋梁初級Ⅰ（Ⅰ期）
（募集終了）

橋梁初級Ⅰ（Ⅱ期）
（定員４０名）

橋梁初級Ⅱ
（定員３０名）

トンネル初級
（定員２５名）

７月３１日～８月４日（５日間） ９月２５日～２９日（５日間） ８月２３日～２５日（３日間） １０月１０日～１３日（４日間）

整備局 7 14 6 11 38

福岡県 4 2 2 0 8

佐賀県 8 3 3 0 14

長崎県 2 1 2 0 5

熊本県 0 1 0 0 1

大分県 2 3 3 2 10

宮崎県 6 2 2 2 12

鹿児島県 6 4 1 0 11

その他（公社等） 2 2 1 1 6

合　計 37 32 20 16 105

機関別　合計

H29道路構造物管理実務者研修（橋梁･トンネル）

・九州地方整備局では、九州地方整備局職員及び地方公共団体等の職員を対象に「道路構造物管理実務者研修」を
実施しています。

・現時点での応募状況は以下のとおりです。

橋梁初級Ⅰ研修
道路橋、土工構造物等の定期点検に関して、最低限必要な知識

と技能を習得することを目標とする。（職員自らに定期点検を行わ
せる場合の第一ステップ）

橋梁初級Ⅱ研修
道路橋に関する点検の知識、並びに補修・補強の工法選定の判

断に必要な基礎的知識を習得することを目標とする。

トンネル初級研修
トンネルの定期点検に関する最低限必要な知識と技能、及び道

路トンネルの補修･補強の基礎的知識を習得することを目標とする。

≪参考≫ 研修の目的

H29.6.29現在

橋梁初級Ⅰ研修の状況



16

H29年度研修（予定）

②長崎県メンテナンス研修（橋梁）研修

対 象：自治体職員（及び直轄職員）

予定人数：１会場２０名程度

時 期：９月～１１月で２回程度
１泊２日（初日講義、２日目現場）

場 所：長崎市内、県北振興局管内、
可能であれば離島での開催

目 的：管理者又は発注者として必要
な知識の習得を目的として、
橋梁に係る点検要領、診断、
設計、施工等の理解に係わ
る講義及び現場実習

16

H28長崎会場 講義

H28佐世保会場 現場実習
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H29年度研修
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➂その他点検講習会等
〈橋梁・防災・トンネル点検研修会〉

対 象：自治体職員（県及び8市町）、道守関係者、県OB
予定人数：橋梁・防災・トンネルで延べ172名
時 期：６月２７・２８日
目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を

目的として、橋梁、トンネルに係る点検要領の
理解に係わる講義及び現場実習

➂その他点検講習会等
〈橋梁・防災・トンネル点検研修会〉

対 象：自治体職員（県及び12市町）、道守関係者、県OB
予定人数：橋梁・防災・トンネルで延べ201名
時 期：平成28年６月２６・２７日
目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を

目的として、橋梁、トンネルに係る点検要領の
理解に係わる講義及び現場実習

※平成28年度実績



※各点検要領･点検表記録様式は国土交通省ホームページ（http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html） からダウンロードできま
す。

■ 道路橋定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における橋長2.0m以上の橋、高架の道路等(以下「道

路橋」という)の定期点検に適用する。

■ 道路トンネル定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は，道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路におけるトンネル（以下「道路トンネル」という）の定期

点検に適用する。

■ 横断歩道橋定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における横断歩道橋の定期点検に適用する。

■ シェッド、大型カルバート等定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路におけるロックシェッド、スノーシェッド、大型カルバー

ト等（以下、「シェッド、大型カルバート等」という）の定期点検に適用する。

■ 門型標識等定期点検要領 （平成26年6月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における道路の附属物のうち、門型支柱（オーバー

ヘッド式）を有する大型の道路標識及び道路情報提供装置（収集装置含む）（以下、「門型標識等」という。）の定期点検に適用
する。

■ 舗装点検要領 （平成28年10月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第1項に規定する道路における車道上の舗装の点検に適用する。

■ 小規模附属物点検要領 （平成29年3月 国土交通省 道路局）
本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第2条第2項に規定する道路の附属物のうち、道路の標識及び照明施設（以下、

「小規模附属物」という。）の点検に適用する。

■ 道路土工構造物点検要領 （策 定 中）

管理者別の道路延長と橋梁およびトンネル数各種点検要領 一覧

18

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html


Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

小規模附属物点検要領の制定について
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1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

【基本方針】

第三者被害を発生させず、安全で適切な管理を目指す
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市町村の標識は９割以上が単柱式

H19国交省調査
※標識と照明は高速自動車国道、有料道路、門型を除く

設置年不明が多い 自治体の予算と人員不足

標識：橋梁の
約3倍

照明：橋梁の約5倍

問題認識あり： 約9割

点検の未実施

H28.3自治体アンケート N=250

膨大な施設量

H28.3自治体アンケート N=250
H28.5自治体施設現況

（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

道路標識

H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

【現状の課題】

大きな問題 やや問題

あまり問題ではない 問題ではない

分からない

門型, 0.04万
基, 0.1%

F型, 1.6万基, 
3%

逆L型, 1.2万
基, 2%

単柱式, 58万基, 
95%
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1．これからの小規模附属物マネジメントの方針

○倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施倒壊した場合の第三者被害の程度に応じた合理的な点検を実施

■附属物の点検の考え方

国県
、
政
令
市

市
町
村

国県
、
政
令
市

市
町
村

（門型）

（F型、逆L型）

（単柱式）

本体の落下、
倒壊による
車道閉塞の
可能性大

倒壊による
車道閉塞の
可能性大

[大]

[小]

車道
建築限界

以上

車道
建築限界

以下

第三者被害の程度 施設の種類と施設量概ねの高さ

国県
、
政
令
市

市
町
村

44％
12万基

80％
64万基

95％
58万基

54％
15万基 100％

18万基

100％
57万基

100％
105万基

20％
16万基

5％
3万基

2％
0.5万基

0.5％
0.4万基

・H28.5自治体施設現況
（抽出した自治体の調査結果を自治体数で按分）

・添架、共架除く

【標 識】

【照 明】

0.1％
0.04万基

（逆L型、直線型）

倒壊による
車道閉塞の
可能性小

トンネル
橋梁等の
附属物※

○更新の検討の目安となる基本使
用年数を設定することで合理的な
管理を目指す

○通学路等については、沿道利用
者と連携した維持管理の仕組みを
構築する等、より効果的な点検を
実施

日常の
巡視対応

詳細点検
【1回/10年】

中間点検
【1回/5年】

新たな点検要領

○平成２６年６月
定期点検要領策定済み

○第三者被害の程度（車道閉塞）
を考慮し、詳細点検、中間点検
の頻度を設定

○照明ランプ清掃や交換、標識板
の交換や更新に合わせて点検を
実施

詳細点検：近接目視
中間点検：外観目視

・必要に応じて、各道路管理者で詳細な点検が可能
・効率化を図るため、スクリーニング調査として
非破壊検査の活用も可能

今回対象

詳細点検
【1回/5年】

※トンネル、橋梁等の附属物は、全て本体点検（５年に１回詳細点検）時に実施
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2．小規模附属物点検要領の構成

小規模附属物点検要領 平成29年3月 国土交通省 道路局

【目次】

１．適用範囲

２．点検の目的

３．用語の定義

４．点検の基本的な考え方

５．片持ち式
５－１ 点検等の方法 ５－２ 点検の頻度 ５－３ 点検の体制 ５－４ 対策の要否の判定 ５－５ 記録

６．路側式
６－１ 点検等の方法 ６－２ 対策の検討 ６－３ 記録

別紙１ 評価単位の区分
別紙２ 点検表記録様式
付録１ 一般的構造と主な着目点
付録２ 変状の事例
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3．点検要領のポイント① 第三者被害を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を目的として規定

○ 点検要領は、事故に関わる変状を早期に確実に発見し、適切な対策により、劣化状況に応じて
適切な時期に更新することにより、事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通の確保と利用者の
安全確保を目的として規定

本要領の位置け

本要領は、道路法施行令35条の２第１項第２号の規定に基づいて行う点検について、最

小限の方法、記録項目を具体的に記したものである。

なお、道路の重要度や施設の規模などを踏まえ道路管理者が必要に応じて、より詳細な

点検、記録を行うことを妨げるものではない。

１．適用の範囲

本要領は、道路法（昭和27年法律第180号）第２条第２項に規定する道路の附属物のうち

道路の標識及び照明施設（以下、「小規模附属物」という。）の点検に適用する。

対象外 ：標識や照明施設における電気設備に関する点検、標識や照明施設としての機能についての点検

個別検討：小規模附属物の点検において路線の特徴や自動車交通の影響、設置環境等を考慮する必要がある場合

※橋梁、トンネル、横断歩道橋、ボックスカルバート等に設置されている小規模附属物の点検は、それぞれの定期点検要領に基づいて実施

小規模附属物の支柱や支柱取り付け部等の弱点部の変状が原因となり、道路利用者及び

第三者被害のおそれのある事故を防止し、安全かつ円滑な道路交通の確保を図ることを目

的として実施する。

２．点検の目的

道路の標識及び照明施設は、突然の灯具の落下や支柱の倒壊等の事故事例が報告されており、点検においては特にこのような事故に関わ

る変状をできるだけ早期に、かつ、確実に発見し、適切な対策を行うことや、劣化の状態に応じて適切な時期に更新を行うことによって、

事故や不具合を防止し、安全かつ円滑な交通確保と利用者の安全を確保するよう努めるものとする

※道路管理者以外の支柱等に添架されているもの：占用企業者等と協力し、適切な点検を行うのがよい

23



3．点検要領のポイント② 小規模附属物に生じる事象に応じた区分

○ 第三者被害の影響（落下、倒壊のおそれ）等の施設特性に応じた点検方法を規定

３．用語の定義

◇小規模附属物

道路の附属物のうち、道路標識（Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型、単柱式、複柱式）及び道路照明

（逆Ｌ型、Ｙ型、直線型）のことをいう。

◇基本使用年数

対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検

討を行う目安の年数をいう。

区分 事象 代表的な附属物の種類

主に片持ち式の
附属物
（以下「片持ち
式」）

落下、倒壊事象のおそれがある
附属物

標識：Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置された単
柱式又は複柱式

照明：逆Ｌ型、Ｙ型、直線型

主に路側式の
附属物
（以下「路側式」）

倒壊事象のおそれがある附属
物

標識：単柱式、複柱式（片持ち式に分類したもの
は除く）

逆Ｌ型（照明）

歩道歩道

Ｆ型（標識）

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）
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3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 点検の基本的な考え方として、片持ち式と路側式に大別し規定

４．点検の基本的な考え方

（１）片持ち式

・落下や倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱、横梁、標識板又は灯具取付部、ブラケット取付部等）を点検

⇒その他必要に応じ第三者被害のおそれのある部材を点検

（２）路側式

・倒壊事象を防止する必要がある

⇒弱点部（支柱等）を点検

支柱基部
支柱基部

路側式

単柱式 複柱式

支柱基部 支柱基部

これまで発生している標識及び照明施設の不具合事例では、落下や倒壊によるものが報告されており、本要領は、形式や構造特性に応じ

てできるだけ効率的に弱点部を点検するために、附属物の形状に応じて弱点部を特定している。

片持ち式

F型 Y型 25



3．点検要領のポイント③ 弱点部や想定変状・不具合の事象を特定した効率的な点検の考えを規定

○ 不具合が生じた場合に、沿道利用者から情報を得やすい環境を整備した例を記載

４．点検の基本的な考え方

万が一不具合等が生じた場合にも、できるだけ迅速な対応が可能となるよう沿道利用者から情報を得やすい環境を整備するのがよい。例

えば、附属物の支柱に管理者の連絡先を記したシールを貼った事例などもあり、図‐解4‐2に示す。また、通学路等に設置されている単柱

式や複柱式など路側式の附属物は交通状況を勘案したうえで、沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築するなど、より効果的な方法

を検討するのがよい。

図-解 4-2 利用者から通報を受けやすく工夫している事例

●●●-

･･･
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3．点検要領のポイント④ 【片持ち式】巡視・詳細点検・中間点検による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視・詳細点検・中間点検

○ 点検頻度：詳細点検を10年に1回、中間点検を詳細点検後5年を目安として実施することを規定

○ 点検の体制：点検を適正に行うために必要な知識・技能を有する者が実施

○ 対策の要否判定：詳細点検及び中間点検の結果に応じて実施

○ 記録：詳細点検及び中間点検の結果と措置を記録・保存

５．片持ち式

５－１ 点検等の方法

（１）巡視

・巡視時に、パトロール車内から目視で、変状の有無を点検

（２）詳細点検：近接目視により行うことを基本

（３）中間点検：外観目視により行うことを基本

詳細点検では、予め特定した弱点部に対して近接目視、必要に応じて打音、触診を含む非破壊調査を検討する。近接が困難な場合には、

目視点検にカメラ等を活用してよい。

地中等への支柱埋込み部については、境界部における支柱の状態や滞水の有無、痕跡などを確認し、必要に応じて掘削調査を行うのが

よい。また、掘削調査のスクリーニングとして非破壊調査の開発が進められており、活用の可能性を有しているため、開発動向の情報も収

集し、点検が合理化できると判断される場合は採用するとよい。

（２）詳細点検

巡視は、パトロール車内から大きな変状を把握するためのものであるが、道路利用者や沿道からの通報を受けた場合やその他必要に応

じて実施するものも含む。

（１）巡視

中間点検では、附属物にできるだけ近づき、外観から弱点部等の異常の有無を確認することを基本とする。

（３）中間点検

27



3．点検要領のポイント⑤ 【片持ち式】対策要否の判定を規定

５－４ 対策の要否の判定

・片持ち式の詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握したうえで、点検部位毎、

変状内容毎の対策の要否について、判定を行う。

・対策が必要と判定された変状部位に対しては、変状原因を特定し、適切な工法を選定する。

５－２ 点検の頻度

・詳細点検：10年に1回の頻度を目安として道路管理者が適切に設定

・中間点検：詳細点検を補完するため、詳細点検後5年を目安に道路管理者が適切に設定

道路照明については、灯具のランプ清掃やランプ交換が行われているので、このような維持作業に併せて点検を行うと効率的である。道

路標識や情報板についても、標識板の交換や更新、又は維持作業等に併せて点検を行うと効率的である。

５－３ 点検の体制

・片持ち式の点検を適正に行うために必要な知識及び技能を有する者がこれを行う。

点検の品質を確保するためには、道路標識、道路照明施設等の構造や部材の状態の評価に必要な知識及び技能を有していることが重要で

ある。

判定は、対策の要否、変状部材（又は部位）、変状要因に対して、経済性を考慮した適切な対策工法を選定したうえで、実施する必要が

ある。 ※変状の内容と一般的な対策方法の目安（表-解5-4-1）、変状の事例（付録2）

５－５ 記録

片持ち式の詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容等を記録し、当該施設等が利用

されている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

点検結果は、合理的な維持管理を実施するうえで貴重な資料となることから、適切な方法で記録し蓄積する。 28



3．点検要領のポイント⑥ 【路側式】巡視による点検を規定

○ 点検等の方法：巡視

○ 対策の検討：巡視の結果から必要に応じて補修等の検討を実施

○ 記録：変状が確認された場合に記録・保存

６．路側式

６－１ 点検等の方法

・巡視時に、パトロール車内から目視を基本として、変状の有無を点検

巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対象物に近づき、目視して支柱及び支柱基部の変状を確認する。

29
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3．点検要領のポイント⑦ 【路側式】必要に応じて対策の検討を規定

６－２ 対策の検討

６－３ 記録

基本使用年数：対象とする附属物が健全な状態を維持されるとあらかじめ期待する期間であり、更新の検討を行う目安の年数をいう

直轄国道を対象に、設置年数が確認できたものの腐食率及び撤去率を図-解6-2-1に示しており、約30年経過した単柱式の標識は、腐食

率と撤去率が増加する傾向がみられ、亜鉛メッキの耐用年数等も参考にすると、基本使用年数は30年が一つの目安になると考えられる。

路側式の点検等の結果、変状が確認された場合は、内容等を記録し、当該施設等が利用さ

れている期間中は、これを保存する。（別紙２ 点検表記録様式参照）

・路側式の点検等の結果、変状の発生している部位について、必要に応じて補修等の検討を行う。

・各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用年数を設定し、それを超えた時点で更新する

ことで施設の合理的な管理を目指す。

・基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績等から適切に設定する。

H28.3基数調査：H23～H27点検結果のうち、設置年が判明している施設を抜粋（直轄単柱式） H28.3撤去更新調査：H25～H27年度に撤去更新された施設の経年分布（直轄単柱式）

直轄単柱式を対象とした経過年別の腐食率

※30年以上経過後、腐食率や撤去率が減少しているが、これは一定年数を経過すると、損傷したものは撤去更新されるものが多く、また不明なものが多くなるためと考えられる。

直轄単柱式を対象とした経過年別の撤去率
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3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙１ 評価単位の区分

○点検における、構造上の弱点部となる部材等の単位は、別表－１のように分類し、区分した。
○これらの分類は、施設の構造形式毎に区分する必要がある。
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3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

別紙２ 点検表記録様式
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3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録１ 一般的構造と主な着目点
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3．点検要領のポイント⑧ 【別紙１、別紙２、付録１、付録２】

付録２ 変状の事例

「小規模附属物点検要領」に従って、対策の要否の判定を行う場合の参考となるよう、典型的な変状例を示す。なお、各部材の状態の判定
は、構造形式や設置条件によっても異なるため、定量的に判断することは困難であり、実際の点検においては附属物等の条件を考慮して適
切な要否判定を行う必要がある。
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H26定期点検要領（門型） H28点検要領（片持ち式） H28点検要領（路側式）

策定年月 平成26年6月 平成29年3月 平成29年3月

事象

劣化や異常が生じた場合に道路の構造また
は交通に大きな支障を及ぼすおそれがある附
属物

落下、倒壊事象のおそれがある附属物 倒壊事象のおそれがある附属物

代表的
種類

標識

• 門型
※橋梁、トンネル、横断歩道橋
等に設置されている標識、照明
は本体点検時に実施

• Ｆ型、逆Ｌ型、Ｔ型及び高所に設置され
た単柱式又は複柱式

• 単柱式、複柱式（片持ち式に
分類したものは除く）

照明 － • 逆Ｌ型、Ｙ型、直線型 －

点検方法
【頻度】

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下
車して対象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

巡視
• パトロール車内から目視【巡視時】
※巡視時や通報により異常が認められたときは、下車して対
象物に近づき、目視

定期点検
• 近接目視【5年に1回】

詳細点検
• 近接目視【10年に1回】 －

－
中間点検
• 外観目視【5年に1回】

－

対応

• 部材単位の健全性の診断結果に基づき、
道路の効率的な維持及び修繕が図れるよう
必要な措置を講じる

• 詳細点検及び中間点検では、構造物の変状を把握
したうえで、点検部位毎、変状内容毎の対策の要否に
ついて判定
• 対策が必要と判定された変状部位に対しては、変
状原因を特定し、適切な工法を選定

• 変状の発生している部位について、必要に応じて補
修等の検討を行う
• 各道路管理者は更新の検討の目安となる基本使用
年数を設定し、それを超えた時点で更新することで施
設の合理的な管理を目指す
• 基本使用年数は道路管理者が管内の損傷の実績
等から適切に設定
【補足】３０年が一つの目安となると考えられる

記録
• 定期点検の結果及び診断並びに措置の内
容等を記録

• 詳細点検及び中間点検の結果並びに措置の内容
等を記録

• 点検の結果、変状が確認された場合、内容等を記
録

備考 －
• 道路照明は、灯具のランプ清掃や交換時に併せて
点検すると効率的である

• 沿道利用者と連携した維持管理の仕組みを構築す
るなど、より効果的な方法を検討するのがよい

4．H29小規模附属物点検要領とH26定期点検要領の比較

逆Ｌ型（照明）

歩道車道
歩道

Ｆ型（標識）

車道［道路を横断］

今回対象

中央分離帯車道歩道

単柱式（標識）
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5．附属物における損傷事例

き裂損傷 ボルトの緩み

（車両衝突） （施工不良）

異常変形

（車両衝突） 36



5．附属物における損傷事例

アルミ製標識板（当て板）が落下

→標識板を固定していたブラインドリベットが破断

破断したブラインドリベット

長辺13箇所

短
辺

5
箇
所

37



5．附属物における損傷事例

埋設部鋼材の腐食

→滞水のため鋼材が腐食・減肉

38



5．附属物における損傷事例

39

道路照明柱の転倒

⇒ 支柱の電気設備開口部から腐食・減肉が進行し、転倒

転倒照明柱

転倒した照明柱

転倒した照明柱と同タイプの状況

注：海岸線からの距離：500m
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5．附属物における損傷事例

40



5．附属物における損傷事例

トンネル照明器具の落下

→トンネル照明の裏側取付け部で腐食が進行

照明器具の背面 落下後の照明取付け部

41
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