
① 策定の趣旨

中長期的な枠組みに基づいて個々の施設の

長寿命化によるライフサイクルコストの縮減や

事業費の平準化を図り，公共土木施設の計画

的な維持管理に取り組む。

② 対象施設

８事業６１種類の公共土木施設のうち，主要

な２６種類の施設分類を対象に，１５の修繕方

針を策定。

その他の施設についても，順次，修繕方針を

策定

８

４ 主要な公共土木施設の「修繕方針」について（１／２）

事業

① 橋梁 修繕方針 1  橋梁

② ﾄﾝﾈﾙ 修繕方針 2  トンネル

③ 舗装 修繕方針 3  舗装

④ 河川 堤防・護岸 修繕方針 4  堤防・護岸

⑤ 河川 排水機場 修繕方針 5  排水機場

6  取水・放流設備

7  電気通信設備

8  監視制御設備

9  観測・計測設備

10  放流警報設備

砂防 ⑦ 砂防堰堤 修繕方針 11  砂防堰堤

⑧ 港湾・臨港交通施設 修繕方針 12  ＜臨港交通施設＞臨港道路・橋梁

13  ＜係留施設＞岸壁・物揚場

14  ＜係留施設＞桟橋・可動橋

15  ＜外郭施設＞防波堤・導流堤

16  ＜外郭施設＞護岸

17  防潮水門

18  排水機場

⑫ 海岸 防潮扉（水門・陸閘） 修繕方針 19  防潮扉（水門・陸閘）

20  堤防

21  護岸

22  胸壁

下水道 ⑭ 下水処理場 修繕方針 23  処理場（機械電気設備）

24  建物・運動施設

25  大型遊具等

26  電気機械設備

８事業 １５方針 ２６施設分類

海岸

⑪ 海岸 防潮水門・排水機場 修繕方針

⑬ 海岸 堤防・護岸・胸壁 修繕方針

公園 ⑮ 公園 修繕方針

ダム ⑥ ダム 修繕方針

港湾
⑨ 港湾 係留施設 修繕方針

⑩ 港湾 外郭施設 修繕方針

修繕方針名 施設分類

道路

河川



【修繕の実施】

【定期点検等】

（直轄国道・政令市・三次市への権限移譲分を除く）

③ 修繕方針の概要
計画的な維持管理のため，施設の概要，施設の点検，施設の健全度，施設の維持管理水準，対策の優先順位を設定。
定期的に実施している点検等の結果を踏まえ，健全度評価や緊急性に応じて適切に修繕工事を実施する。

【広島県の管理する橋梁の数】

＜ 橋梁修繕方針 の 例 ＞

９

【維持管理水準の設定】

橋梁の
健全度区分

維持管理水準
修繕
対象

機能上，問題なし －

経過観察を行う －

Ⅱ
機能低下を起こさないよう
対策を行う（予防保全型の修繕）

○

Ⅲ
機能が低下しており
速やかに対策を行う

○

Ⅳ
機能が大きく低下しており
緊急に対策を行う

○

Ⅰ

４ 主要な公共土木施設の「修繕方針」について（２／２）

橋梁の
健全度区分

Ⅰ
損傷が認められない。もしくは，損傷が小さく，
交通に支障はないため，経過観察を行う。

Ⅱ
交通に支障はないが，損傷が進行しているため，
対策の要否を検討する必要がある

Ⅲ

損傷が著しく，このまま放っておくと，構造上また
は交通障害や第三者等への被害の恐れが懸念
され，緊急対応の必要がある。

Ⅳ

交通に支障はないが，損傷が大きく，健全度Ⅳへ
進展する可能性があるため，対策を検討する必
要がある。

対策区分の判定内容

【健全度の評価】

補助国道 主要地方道 一般県道 総　計

1,087 1,385 1,646 4,118

15ｍ未満 650 949 1,269 2,868

15ｍ以上 437 436 377 1,250

全管理橋梁数

うち計画の対

象橋梁数

点検の区分 頻度 内容

日常点検 道路巡視，道路パトロールにあわせ随時 異常や損傷などの状況を把握し，必要に応じて応急的な措置を実施

【初回点検】建設後２年以内に実施
２回目以降の点検に加え，以下の内容を実施
・施工品質の問題，設計上の配慮不足や環境との不整合，不測の現象等に着眼し点検を実施
・建設時の記録（図面，使用材料等）の確実な引き継ぎ・蓄積

【２回目以降点検】５年に１回

・橋梁の損傷度を定量的に評価
・近接目視による点検
・必要に応じて触診や打音での点検を併用
・損傷状況を「広島県橋梁定期点検要領」に従って適切な方法で定期点検調書に記録
・点検結果に基づいて健全度を評価

中間点検 定期点検の中間年に実施
第三者被害が想定されるもの，修復箇所（断面修復など），建設後50年以上を経過した橋梁を対象として，
非破壊検査（赤外線検査等）の点検を実施

異常時点検 随時 地震時や異常気象時，点検リストに記載された橋梁について点検を実施（一次点検，二次点検）

追跡調査 １年に１回 損傷が顕在化している橋梁（変状箇所について近接目視，必要に応じて打音または非破壊検査）

詳細調査 随時
定期点検等で異常が見つかった橋梁について，各種試験等を実施して損傷の状態をより精度良く把握し，
補修・補強工法を検討するために実施

定期点検

施行後

施行前



５ 具体的な取組 １／４ ≪点検・診断技術の向上・効率化≫

〇施設データを一元的に集積

〇点検方法の効率化（タブレット導入）

〇将来的には市町とのシステムの

共同利用を検討

〇簡易点検及び定期点検は，原則，職員が実施し点検技術を継続維持

〇職員が適切な施設点検を実施できるように，点検技術の向上（スキルアップ）

・国土交通省が開催する講習会等への参加

・土木技術職員研修・職場内研修等を計画的に実施 等

データベース

点検現場

施設諸元
各種台帳

前回点検結果

点検データ

の蓄積

点検結果

入力

県の庁舎内

施設情報閲覧

≪将来的≫

市町との
共同活用

１０



＜広島県土木建築局＞
（募集窓口）

① 長寿命化技術等の
募集・登録

（データベース化も視野）

② 登録技術試行工事

③ 活用マニュアルの作成

＜民間等＞
技術の開発促進

技術の募集
・収集

情報提供

＜各市町＞
①情報収集

の省力化

②登録技術等
の活用

自治体固有の施設に適合した技術の開発促進・普及
＜下水道・港湾等＞（自治体固有施設への対応が遅れる恐れ）

大規模施設を対象とした技術ではなく，自治体の施設規模に適合した

技術の開発促進・普及

広島発の新技術の発掘
＜自動車・造船関連技術の応用等＞（地域経済活性化の期待）

技術支援

地方自治体としての長寿命化技術の活用方向

＋

＋

コ ス ト 縮 減

５ 具体的な取組 ２／４ ≪長寿命化技術活用制度の創設≫

長寿命化技術活用制度の概要

県や市町の施設規模に適合し，施設の長寿命化に資する維持管理に関
する技術の開 発促進・有効活用を推進し，公共施設の維持管理に係るコ
スト縮減に取り組むことを目的とする。

本制度で登録された新技術は、広島県ホームページ上で公表するととも
に、広島県の公共事業で活用を図る。

制度の目的

①県内開発技術等で公共事業に活用できるもの
②原則として単価設定が可能なもの
③技術の成立性が満足しているもの
④公共事業への適用性があるもの
⑤コスト縮減など従来技術と比べ活用の効果が同程度以上であるもの

登録要件

【技術の概要】
劣化RC構造物の長寿命化を図る

補修・補強技術：ひび割れ補修

【技術の概要】
足場・高所作業車・構造物点検車を

使用せず無人ヘリで撮影した画像か
らひび割れ等の損傷を検出する技術

登録技術例

【区分１】 活用するには更なる開発または改良が必要な技術
【区分２】 試験施工で効果を確認することが必要場技術
【区分３】 活用促進を図る技術

※登録期間は原則３年

登録区分

≪補修技術≫≪点検技術≫
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