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○事故原因（複合的な原因） 
 ・アンカーボルトの接着不足 

 ・風圧荷重が予想以上であった 

 ・アンカーボルトの劣化 

 ・１２年間ボルトが未点検 

笹子トンネル (天井板落下)事故の概要 

（延長4.4㎞、大月JCT～勝沼IC間） 
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道路の老朽化対策に関する取り組みの経緯 

H24 

H25 
メ
ン
テ
ナ
ン
ス
元
年 

H26 

３日後 

道路法 第４２条 

施行令 第３５条の２ 
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最後の警告－今すぐ本格的なメンテナンスに舵を切れ 

社会資本整備審議会 道路分科会 建議 基本政策部会「道路の老朽化対策の本格実施に関する提言」（平成26年4月14日） 
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道路構造物の高齢化の現状 
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米国シルバーブリッジの崩落事故 
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未だ「荒廃」から抜け出せない米国 
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老朽化の現状・老朽化対策の課題 
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道路構造物の現状（橋梁） 
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道路の老朽化対策の本格実施に関する提言 概要 
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＜道路法＞ 

■ 道路の維持又は修繕を定める。 

第四十二条 道路管理者は、道路を常時良好な状態に保つように維持し、修繕し、

もつて一般交通に支障を及ぼさないように努めなければならない。 

２ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、政令で定め

る。 

３ 前項の技術的基準は、道路の修繕を効率的に行うための点検に関する基準を

含むものでなければならない。 

道路法の改正 （H25.9.2施行） 
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＜道路法施行令＞ 

■ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準等を定める。 

第三十五条の二 法第四十二条第二項の政令で定める道路の維持又は修繕に
関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 
一 道路の構造、交通状況又は維持若しくは修繕の状況、道路の存する地域の
地形、地質又は気象の状況その他の状況（次号において「道路構造等」とい
う。）を勘案して、適切な時期に、道路の巡視を行い、及び清掃、除草、除雪そ
の他の道路の機能を維持するために必要な措置を講ずること。 
二 道路の点検は、トンネル、橋その他の道路を構成する施設若しくは工作物又
は道路の附属物について、道路構造等を勘案して、適切な時期に、目視その
他適切な方法により行うこと。 
三 前号の点検その他の方法により道路の損傷、腐食その他の劣化その他の異
状があることを把握したときは、道路の効率的な維持及び修繕が図られるよう、
必要な措置を講ずること。 

２ 前項に規定するもののほか、道路の維持又は修繕に関する技術的基準その他
必要な事項は、国土交通省令で定める。 

道路法等の改正に伴う政令 （H25.9.2施行） 
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＜維持管理に係る省令の規定＞ 

■ 道路の維持又は修繕に関する技術的基準等 

第四条の五の二 令第三十五条の二第二項の国土交通省令で定める道路の維

持又は修繕に関する技術的基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 

一 トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附

属物のうち、損傷、腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路

の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれがあるもの（以下この条に

おいて「トンネル等」という。）の点検は、トンネル等の点検を適正に

行うために必要な知識及び技能を有する者が行うこととし、近接目視に

より、五年に一回の頻度で行うことを基本とすること。 

二 前号の点検を行つたときは、当該トンネル等について健全性の診断を

行い、その結果を国土交通大臣が定めるところにより分類すること。 

三 第一号の点検及び前号の診断の結果並びにトンネル等について令三十

五条の二第一項第三号の措置を講じたときは、その内容を記録し、当該

トンネル等が利用されている期間中は、これを保存すること。 

道路法施行規則の一部を改正する省令 
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■ トンネル等の健全性の診断結果の分類に関する告示等を定める。 

 トンネル等の健全性の診断結果については、次の表に掲げるトンネル等の状 

態に応じ、次の表に掲げる区分に分類すること。 

健全性の診断結果の分類に関する告示 

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。 
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定期点検基準(案)・要領(案)の対象 

 １．道路トンネル 
トンネル本体工及びトンネル内に設置されている附属物を取り付けるための金属類や，アンカー
等（「道路トンネル」）。 

 ２．道路橋 
支間２．０ｍ以上の橋、高架の道路等（「道路橋」）。 

 ３．シェッド、大型カルバート等 
ロックシェッド、スノーシェッド、大型カルバート等（「シェッド、大型カルバート等」）において重要性
を鑑み定期点検が必要なもの。 

大型カルバートは、内空に２車線以上の道路を有する程度の規模のカルバートを想定。 

 ４．横断歩道橋 
横断歩道橋 

 ５．門型標識等 

大型の道路標識及び道路情報提供装置（「門型標識等」）。 

門型標識等とは、門型式（オーバーヘッド式）の道路標識、道路情報提供装置（収集装置含む）を
想定 

○  省令では、「トンネル、橋その他道路を構成する施設若しくは工作物又は道路の附属物のうち、損傷、

腐食その他の劣化その他の異状が生じた場合に道路の構造又は交通に大きな支障を及ぼすおそれ

があるもの」について、近接目視により、五年に一回の頻度を基本として点検する旨、規定。 

○今回、省令に基づき点検する施設として、道路トンネル、道路橋、シェッド・大型カルバート、横断歩道

橋・門型標識について、「定期点検基準(案)・要領(案)」を策定。 
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道路構造物の点検要領       

 

定期点検要領（技術的助言） 
 

  •道路橋定期点検要領 平成26年6月 

  •道路トンネル定期点検要領 平成26年6月  

  •シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成26年6月 

  •横断歩道橋定期点検要領 平成26年6月 

  •門型標識等定期点検要領 平成26年6月 

 
 

【国管理】定期点検要領 

 

  •橋梁定期点検要領 平成26年6月 

  •道路トンネル定期点検要領 平成26年6月 

  •シェッド、大型カルバート等定期点検要領 平成26年6月 

  •歩道橋定期点検要領 平成26年6月 

  •附属物（標識、照明施設等）点検要領 平成26年6月 

  •舗装の調査要領（案） 平成25年2月 

  •道路のり面工・土工構造物の調査要領（案） 平成25年2月 

 

定期点検要領（技術的助言） 

【国管理】定期点検要領 
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定期点検要領（技術的助言）の概要 
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 点検表記録様式（その１） 

赤字：５年間の点検計画での諸元の記入項目 
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 点検表記録様式（その２） 
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【国管理】定期点検要領の概要 

目次 

１．適用の範囲 ……………………………………………………… 1 

２．定期点検の目的 ………………………………………………… 2 

３．定期点検の頻度 ………………………………………………… 5 

４．定期点検計画 …………………………………………………… 7 

   ４．１ 点検計画の目的 ………………………………………… 7 

   ４．２ 点検の項目及び方法 …………………………………… 8 

   ４．３ 点検体制 …………………………………………………14 

   ４．４ 安全対策 …………………………………………………16 

５．損傷状況の把握 …………………………………………………17 

   ５．１ 損傷状況の把握 …………………………………………17 

   ５．２ 損傷程度の評価 …………………………………………18 

６．対策区分の判定 …………………………………………………19 

   ６．１ 判定区分 …………………………………………………19 

   ６．２ 補修等の必要性の判定 …………………………………23 

   ６．３ 緊急対応の必要性の判定 ………………………………23 

   ６．４ 維持工事で対応する必要性の判定 ……………………23 

   ６．５ 詳細調査の必要性の判定 ………………………………24 

７．健全性の診断 ……………………………………………………25 

   ７．１ 部材単位の診断 …………………………………………25 

   ７．２ 道路橋毎の診断 …………………………………………26 

８．定期点検結果の記録 ……………………………………………27 

  点検調書 …………………………………………………………28 

 付録－１ 損傷評価基準 

 付録－２ 対策区分判定要領 

 付録－３ 定期点検結果の記入要領 
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 適用の範囲（橋梁） 

 本要領は，道路法の道路における橋長２.０m 以
上の橋，高架の道路等(以下「道路橋」という。)のう

ち，国土交通省及び内閣府沖縄総合事務局が管理
する道路橋の定期点検に適用する｡ 
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 定期点検結果の記入要領 
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 点検表記録様式（その１） 
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 点検表記録様式（その２） 
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 点検表記録様式（その３） 
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 点検表記録様式（その４） 
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 点検表記録様式（その５） 
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 点検表記録様式（その６） 
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 点検表記録様式（その７） 
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 点検表記録様式（その８） 
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 点検表記録様式（その９） 
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 点検表記録様式（その１０） 
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 点検表記録様式（その１１） 
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点検実施状況 ５年間の点検計画と平成26年度の点検実施状況 
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点検実施状況（平成26年度） 全国の橋梁・トンネル・道路附属物等 

○ 平成26 年度において、橋梁は全国約70 万橋のうち、約6 万橋の点検を実施しまし 

  た。各管理者別の点検実施数は、国土交通省 5,741 橋、高速道路会社 2,155 橋、 

  都道府県・政令市等 20,739 橋、市区町村 31,173 橋となりました。 

 

○ なお、点検実施率は、全体で約8%、管理者別では、国土交通省 約20%、高速道路 

  会社 約12%、都道府県・政令市等 約11%、市区町村 約6%となっています。 

 

○ その他、トンネル及び道路附属物等は、それぞれ約1,400 箇所、約6,100 施設で点 

  検を実施し、約13%、約15%の点検実施率となっています。 
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点検実施状況 最優先で点検すべき橋梁 

○ 第三者被害の予防並びに路線重要性の観点から、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については、最優先で点検を進めることとしており、それぞ 

 れ、2,035 橋、1,063 橋、15,427 橋で、点検を実施しました。 

 

○ 点検実施率は、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に 

 ついて、それぞれ、約16%、約12%、約15%と、いずれも、橋梁全体の点検実施率（約8%） 
 を上回っています。 
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点検結果（平成26年度） 国土交通省 ～橋梁～ 

○ 国土交通省では、管理する橋梁28,139 橋のうち、5,741 橋について点検を実施し、その 

 結果は判定区分(Ⅰ) 2,689 橋、(Ⅱ) 2,282 橋、(Ⅲ) 768 橋、(Ⅳ) 2 橋となりました。 

  なお、判定区分のそれぞれの割合は、 (Ⅰ) 47%、 （Ⅱ） 40%、 （Ⅲ） 13%、 (Ⅳ) 0.03% 

 となります。 

 

○ 判定区分(Ⅲ)（早期に措置を講ずべき状態）については、建設後30 年を過ぎると急増し、 

 10％超となっています。 

 

○ 緊急措置段階である判定区分Ⅳの橋梁については、速やかに緊急措置を実施したところ 

 です。 
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点検結果（平成26年度） 国土交通省 ～その他の構造物～ 

○ 国土交通省では、管理するトンネル1,458 箇所のうち、323 箇所について点検を実施し、 

 その結果は、判定区分(Ⅰ) 10 箇所、(Ⅱ) 193 箇所、(Ⅲ) 117 箇所、(Ⅳ) 3 箇所となりまし 

 た。なお、判定区分のそれぞれの割合は、 (Ⅰ) 3%、 (Ⅱ) 60%、 (Ⅲ) 36%、 (Ⅳ) 1%とな 

 ります。 

 

○ また、管理する道路附属物等12,076 施設のうち、1,361 施設について点検を実施し、 

 その結果は、判定区分(Ⅰ) 460 施設、 (Ⅱ) 657 施設、 (Ⅲ) 243 施設、 (Ⅳ) 1 施設となり 

 ました。なお、判定区分のそれぞれの割合は、 (Ⅰ) 34%、 (Ⅱ) 48%、 (Ⅲ) 18%、  

 (Ⅳ) 0.1%となります。 

 

○ 緊急措置段階である判定区分Ⅳについては、速やかに緊急措置を実施したところです。 
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 近畿地整管内の点検実施状況（全体） 

○昨年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26年度の点検実施率は、橋梁約8％、トンネル約15％、道路附属物等約15％ 

○橋梁については、国土交通省では、全体の約2割を点検しているが、道路管理者によって取組状況が異なる 
○第三者被害の予防並びに路線の重要性の観点から、最優先で点検を推進する橋梁を規定 

＜５年間の点検計画と平成26年度の実施状況＞ 
＜各構造物の点検実施状況＞   

＜橋梁点検状況（管理者別）＞ 

※ H27.6月末時点 

15% 

8% 

※ H27.6月末時点 15% 

管理者 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

国土交通省 3,952 964 922 23%

高速道路会社 2,882 383 409 14%

地方公共団体 90,744 6,715 6,132 7%

合計 97,578 8,062 7,463 8%

※ 上記の他に、国土交通省及び高速道路会社管理の溝橋（カルバート）がある。 
（管理施設数、点検実施数は、国土交通省606、0、高速道路会社855、252） 

道路施設 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 97,578 8,062 7,463 8%

トンネル 1,497 231 224 15%

道路附属物等 7,267 1,327 1,096 15%
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 近畿地整管内の点検実施状況（橋梁） 

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約21％、跨線橋約16％、緊急輸
送道路を構成する橋梁約13％であり､跨線橋は他の優先橋梁に比べ計画に対する進捗が遅れている状況 

○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27年度は平成26年度の1.7倍以上を点検予定 

8% 

21% 

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26年度の実施状況＞ 

※ H27.6月末時点 

＜課題＞ 

 跨線橋については、点検方法の下協議、鉄道事業者
側の保線工事等との実施時期の調整（実施協議）など
に時間を要する。 
  （調整必要期間：跨線橋 約１年～１年半、跨道橋 約２～４ヶ月） 

 今後は、整備局等が窓口となった管内道路管理者分
の一括協議、年度上半期での点検着手、実施体制の
強化等により、点検を実施していく予定    

 

【調整（例）】 

下協議 
 ：４～６ヶ月 
・点検方法 
・点検日数 

実施協議 
 ：４～６ヶ月 
・点検日時 
 （保線工事   
 等との調
整） 

点検
実施 

各種手続き 
 ：４～６ヶ
月 
・覚書締結 
・発注手続
き 
・停電手続
き 

下協議 
 ：１～２ヶ月 
・点検方法 
・点検日数 
・規制方法 

本協議 
 ：１～２ヶ月 
・点検日時 
・内部決裁 

点検
実施 

跨
線
橋 

跨
道
橋 

16% 

13% 

管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 97,578 8,062 7,463 8%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

1,870 382 387 21%

跨線橋 1,176 233 185 16%

緊急輸送道路を

構成する橋梁
14,295 1,966 1,798 13%
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 滋賀県のＨ２６点検結果（橋梁） 

＜平成26年度管理者別点検結果（橋梁）＞ 

○ 滋賀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）が1橋（0.1%）あり、
また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は141橋（12.5%）、さらに、判定区分Ⅱ
（予算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）
は643橋（57.2%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 743 235 188 44 3 0

高速道路会社 346 22 2 12 8 0

滋賀県 2,907 271 29 179 63 0

市区町村 7,994 596 120 408 67 1

合計 11,990 1,124 339 643 141 1

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

41 



 滋賀県のＨ２６点検結果（トンネル） 

＜平成26年度管理者別点検結果（トンネル）＞ 

○ 滋賀県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は５箇所
（100%）、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）及び判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長
期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は該当がない 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 15 0 0 0 0 0

高速道路会社 18 4 0 0 4 0

滋賀県 47 0 0 0 0 0

市区町村 8 1 0 0 1 0

合計 88 5 0 0 5 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳
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 滋賀県のＨ２６点検結果（道路附属物等） 

＜平成26年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞ 

○ 滋賀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）は該当がな
く、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は５基（12.5%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算
の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は１７
基（42.5%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 90 6 3 1 2 0

高速道路会社 260 33 14 16 3 0

滋賀県 64 1 1 0 0 0

市区町村 33 0 0 0 0 0

合計 447 40 18 17 5 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳
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点検結果一覧の公表（橋梁） 

各府県メンテナンス会議において
各橋梁の点検結果を公表 
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点検結果一覧の公表（トンネル・道路附属物） 
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 構造物点検に関する研修（平成27年度） 

①道路構造物管理実務者研修 
 〈４日間、近畿技術事務所〉 
対   象：自治体職員及び直轄職員 
予定人数：１７５名予定（うち自治体職員１４０名程度） 
時   期：橋梁Ⅰ    H27.7.21～7.24（開催済み） 

               H27.9.29～10.2，H27.11.9～11.13 
       橋梁Ⅱ    H27.10.27～10.30    各40名程度 
       トンネル   H27.10.19～10.21      10名程度   

目   的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、点検 
      要領に基づく点検に必要な知識・技能等を取得す 
      るための研修。 
 
 
 
 

②福井県道路メンテナンス研修 
 〈県内各地〉 
対   象：福井県内各道路管理者 
予定人数：１会場７０名程度 
時   期：７月以降随時実施 
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・補修技術の向上のための研修。 
講   師：専門的な外部講師（学識経験者・専門協会） 
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