
沖縄における道路施設の
老朽化対策

平成２６年４月１４日、社会資本整備審議会道路分科
会は、『道路の老朽化対策の本格実施に関する提言』
を国土交通大臣に答申しました。

“ 後の警告ー今すぐ本格的なメンテナンスに舵を切れ”

沖縄では、１９７２年本土復帰後、多くの道路施設が急
ピッチに整備されてきました。

社会インフラ整備が充実してきた現在、道路施設の高
齢化とともに、老朽化対策が急務となってきています。

道路管理者として、老朽化する道路施設を安心して使
い続けられるように、道路施設のメンテナンスサイクルを
しっかり回す仕組みを構築していきます。

提言

＊我が国では、高度経済成長時代に多く整備されてきた道路施設
が老朽化し、これらの老朽化対策が大変重要となっています。
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内閣府沖縄総合事務局

数多くの構造物から構成される道路
道路は、トンネル、橋梁、横断歩道橋、大型標識、ボックス
カルバートなど多くの構造物からできています。

橋梁トンネル

横断歩道橋 その他

主な道路施設

（大型標識、カルバートなど）

鋼橋、コンクリート橋など山岳トンネル、
沈埋トンネルなど

○道路トンネル ○道路橋 ○ジェッド・大型カルバートなど
○横断歩道橋 ○門型標識など

定期点検対象施設
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内閣府沖縄総合事務局

本土復帰後急激に増加した橋梁

・国道の橋梁は、昭和47年（1972年）日本復帰後、昭和50年
（1975年）の沖縄海洋博覧会の開催に向けた道路整備によ
り橋梁箇所数が急増。

建設年別の橋梁箇所数（沖縄総合事務局）
復帰後

・復帰後に架設された多数の橋梁の高齢化が進み、修繕・
架替え数の増加が懸念される。

沖縄県内の道路橋箇所数の推移

■橋梁の架設状況
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内閣府沖縄総合事務局

橋梁の1/4が２０年後に５０年以上経過

・建設後50年以上（平成28年1月現在）を経過した橋梁箇所数の全
管理橋梁箇所数に占める割合は、現在の7%から20年後には27%
まで急激に増加。

（１）建設後50年以上の橋梁（国道）

【20年後】【10年後】

建設後50年以上の橋梁箇所数の急増

年齢別橋梁割合（橋長2m以上の橋梁）

：建設後50年未満の橋梁 ：建設後50年以上の橋梁

【平成28年1月現在】

沖縄県内国道の橋梁年齢
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全橋梁
385箇所



内閣府沖縄総合事務局

橋梁の約半数が２０年後に５０年以上経過

・建設後50年以上（平成28年1月現在）を経過した橋梁箇所数の全
管理橋梁箇所数に占める割合は、現在の6%から20年後には47%
まで急激に増加。

（２）建設後50年以上の橋梁（補助国・県・市町村道）

年齢別橋梁割合（橋長2m以上の橋梁）

【20年後】【平成28年1月現在】

全橋梁
1823箇所

建設後50年以上の橋梁箇所数の急増

【10年後】

沖縄県内地方自治体の橋梁年齢

：建設後50年未満の橋梁 ：建設後50年以上の橋梁 5



内閣府沖縄総合事務局

塩害による鉄筋腐食
沖縄県内のコンクリート構造物の劣化要因

■塩害によるコンクリート構造物の損傷

海岸近くにあり、海からの潮風が直接あたるような環境に
ある構造物には、塩分が徐々にコンクリートの内部に侵入し、
中の鉄筋の腐食・膨張することによってコンクリートにひびわ
れ、うきが発生する場合があります。
また、塩害規制（昭和61年）以前の構造物には、未除塩の

海砂の使用により、中の鉄筋の腐食・膨張することによって
コンクリートにひびわれ、うきが発生する場合があります。

飛来塩分に含まれる塩化物イオン

ひびわれ

時間の経過

■コンクリートのひびわれ、鉄筋露出状況

コンクリート
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内閣府沖縄総合事務局

アルカリ骨材反応によるコンクリートの劣化
沖縄県内のコンクリート構造物の劣化要因

■アルカリ骨材反応でコンクリートが劣化

アルカリ骨材反応（ＡＳＲ）とは、コンクリート中のアルカリ性
水溶液と骨材中の不安定な鉱物（反応性鉱物）とが反応し、
膨張性の物質が生成されることをいいます。

反応生成物が骨材内部や骨材周囲に膨張圧を及ぼすと、
コンクリートを膨張させたり、ひびわれを生じさせます。

■コンクリート表面のひびわれ ■反応生成物の顕微鏡写真

・ナトリウムイオンNa+やカ
リウムイオンK+が骨材内

の特殊な鉱物と化学反応
を起こす

・骨材の周囲に反応生成
物が形成され、水分を吸
収する

反応生成物

・膨張圧により、コンク
リートにひびわれが生じる

ひびわれ発生

透明物質

白色物質
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内閣府沖縄総合事務局

沖縄における代表的な損傷“塩害”

（１）塩害による損傷（国道）

■位置図

施設名 ：喜瀬橋（きせばし）

路 線 ：国道５８号

位 置 ：沖縄県名護市字喜瀬

橋 種 ：単純PCポステンT桁

橋 長 ：90.00m（3径間）

幅 員 ：12.5ｍ

（有効幅員11.5ｍ）

竣 工 ：1９82年（築34年）

点検結果：C1判定（H２7年度）

損傷状況：コンクリートのうき

はく離、鉄筋露出

■概 要

主桁の損傷（はく離･鉄筋露出･うき）

主桁の損傷（はく離･鉄筋露出）

全景写真

喜瀬橋

橋脚部の損傷（うき）

沖縄県内の道路橋の損傷事例
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内閣府沖縄総合事務局

沖縄における代表的な損傷“塩害”

（２）塩害による損傷（補助国道）

■位置図 ■概 要

主桁の損傷（はく離･鉄筋露出）

全景写真

鉄筋腐食・露出

沖縄県内の道路橋の損傷事例

施設名：有津橋（ありつばし）

路 線：国道331号

位 置：沖縄県名護市天仁屋

橋 種：PC単純曲線箱桁橋

橋 長：35.96m（１径間）

幅 員：12.25ｍ（有効幅員：11.25ｍ）

竣 工：昭和55年（築36年）

交通量：982台/24h（平成22年度センサス）

点検結果：D判定（平成２４年度）

損傷状況：うき、はく離、鉄筋露出、伸縮装置破損

修繕実施年度：平成26年度

橋面の状況

橋面は比較的きれいであるが
下面は損傷が進行している例
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内閣府沖縄総合事務局

塩害及び重交通により損傷が進行

（３）損傷の進行により繰り返し対策が必要となった橋梁（国道）

■位置図

施設名：泊高橋（とまりたはかし）
路 線：国道５８号
位 置：沖縄県那覇市泊
橋 長：３０.７ｍ、幅 員：３７ｍ
竣 工：１９５２年（築６4年）
点検結果：Ｃ判定（H２２年度）
損傷状況：床版鉄筋の腐食、

床版コンクリートのひびわれ

■概 要

床版鉄筋の腐食

床版コンクリートの損傷(コア)

全景写真

泊高橋

床版撤去状況

1999年(H11)：床版の炭素繊維補強

2006年(H18)：支承取替、伸縮装置取替、塗装塗替

2010年(H22)：床版補修

2014年（H27）：床版打ち替え

■修繕履歴

沖縄県内の道路橋の損傷事例
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内閣府沖縄総合事務局

未点検によって損傷が進行・崩落

（４）新橋架替え後（昭和59年）に旧橋梁を存置していたため損傷
劣化により崩落した橋梁の事例（旧国道）

■位置図

施設名：旧津波橋（つはばし）
路 線：国道５８号
位 置：沖縄県大宜味村
橋 種：ＲＣＴ桁
橋 長：１０.２ｍ
支間長：９.４ｍ（推定）
竣 工：昭和20以前（築６５年）（推定）
交通量：未供用
損傷状況：コンクリートのひびわれ・劣化

・はく離、鉄筋腐食・露出

■概 要

■主桁・床版の損傷状況

旧津波橋

床版部は鉄筋が腐食、かぶり
コンクリートが崩落し鉄筋露出

鉄筋に沿ったひびわれが
発生

旧津波橋・・・崩落（H22.4頃）

A1橋台

A2橋台

A1橋台側より撮影（H21.8）

A2橋台

A1橋台

海側より撮影（H21.8）

A2橋台

A1橋台

津波橋（国道58号）

■全景写真

主鉄筋は腐食により崩落

若干たわんでいるように見える

沖縄県内の道路橋の損傷事例
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内閣府沖縄総合事務局

長寿命化修繕計画などによる予防保全の取組

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全し、安全で安
心な道路サービスの提供や、ライフサイクルコストの縮減など
を図るため、定期的な点検により、早期に損傷を発見し、事
故や架替えなど大規模な修繕に至る前に、対策を実施する。

（２）予防保全による効果

（１）予防保全的な維持管理

事後保全

転換

予防保全

コンクリートのひ
びわれが深刻

コンクリートの修繕

損傷が深刻化してはじめて大規模な修繕を
実施するため、橋の架替えサイクルも短い

点検により、コンク
リートに軽微なひ
びわれを発見

下面に炭素繊維を接
着することによりひび
われの進行を抑制

きちんと点検し、損傷が深刻化する前に修繕
を実施するため、橋の架替えサイクルも長く
なる

比謝橋 （昭和２８年完成 供用年数６１年 国道５８号）

適切な管理により長持ちしている橋梁の例

道路施設の長寿命化に向けた取組
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内閣府沖縄総合事務局

トンネル点検の状況

・トンネル点検により、トンネルの健全性を確認しています。

点検車による定期点検

近接目視による
健全性の確認①

点検による早期損傷の発見

近接目視による
健全性の確認②

夜間通行止めで点検
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内閣府沖縄総合事務局

橋梁の点検の状況①

・直轄国道の橋梁では、２日に１回の巡回と５年に１回の定期点検
により、橋梁の健全性を確認しています。

（１）国の点検状況

パトロールによる巡回 船上による定期点検

点検車による定期点検 夜間の定期点検

点検による早期損傷の発見
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内閣府沖縄総合事務局

橋梁の点検の状況②

・直轄国道の橋梁は、長大橋が多く、大型特殊車両を用いて定期
点検を実施しています。

（２）特殊車両による点検状況（国）

高所作業車による点検

高さがある橋脚の損傷
を近接目視により確認

点検車による点検

点検車による点検

点検による早期損傷の発見
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内閣府沖縄総合事務局

橋梁の点検の状況③

・県、市町村の橋梁においても定期的な点検により、橋梁の健全性
を確認しています。

（３）県、市町村の点検状況

高所作業車による点検 点検車による点検

点検による早期損傷の発見

桁下からの点検状況橋台部の点検状況
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内閣府沖縄総合事務局

横断歩道橋の点検状況 横断歩道橋の点検状況

横断歩道橋の点検状況 カルバートの点検状況

大型標識の点検状況 大型標識の点検状況

その他道路施設の点検の状況

横断歩道橋、カルバート、大型標識の点検状況

点検による早期損傷の発見
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内閣府沖縄総合事務局

トンネルの補修・補強事例

・点検結果より異常が発見されると、計画的に補修などの対策
を実施しています。

国道管理のトンネル

ひびわれに特殊な材料を注入し、
止水及びひびわれの補修を実施

コンクリート壁面のひびわれ
からの漏水

【損傷事例】 【対策事例】

老朽化してうきが出た既設炭
素繊維シートのはぎ取り状況

新しい炭素繊維シート貼り付け
含侵材上塗り状況

国道58号 ウテンダトンネル

国道330号 伊祖トンネル

既設炭素繊維シートの一部
にうきがあった。

炭素繊維シートの張り替えにより
健全性を確保

【損傷事例】 【対策事例】

予防的補修・補強事例

【対策事例】 【対策事例】
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内閣府沖縄総合事務局

橋梁の補修・補強事例①

・定期的な点検により早期に損傷を発見し、計画的に対策を実施
しています。

ひびわれ注入工塩害により主桁にひびわれが発生

【損傷事例】 【対策事例】

塩害によりコンクリート床版
にひびわれ、うきが発生

コンクリート床版の取替え

国道58号 亀之浜橋（恩納村） 1979年建設

国道58号 ツマサ橋（恩納村） 1975年建設

塩害による桁端部の腐食、
支承の損傷

桁端部の当て板補強・塗装、
支承の交換

国道58号 泊高橋（那覇市） 1952年建設

【損傷事例】 【対策事例】

予防的補修・補強事例

(1)国道の橋梁

【損傷事例】 【対策事例】
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内閣府沖縄総合事務局

橋梁の補修・補強事例②

・県においても、定期的な点検により早期に損傷を発見し、計画
的に対策を実施しています。

塩害による鋼材腐食、落橋防
止システムの未設置

【損傷事例】 【対策事例】

塩害によりコンクリート床版
にひびわれ、うきが発生

ひびわれ注入工

県道14号 田原橋（名護市） 1976年建設

【損傷事例】 【対策事例】

予防的補修・補強事例

(２)県道の橋梁

塗装塗替え、
落橋防止システムの設置

ボルト取替え、塗装塗替えボルト部や隅角部の腐食

【損傷事例】 【対策事例】
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内閣府沖縄総合事務局

その他道路施設の補修・補強事例

横断歩道橋、大型標識の補修事例

予防的補修・補強事例

横断歩道橋の補修

【損傷事例】 【対策事例】

門型標識の架替え

横断歩道橋

【損傷事例】 【対策事例】

塗装塗替え、階段の補強

・横断歩道橋、大型標識、カルバートなどは、定期的な点検により
損傷が発見されると、計画的な補修を実施し健全性を維持します。

大型標識
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鉄柱の腐食



内閣府沖縄総合事務局

更なる維持管理向上に向けた取組

国、県、市町村及び高速道路の道路管理者が、県内の道路
管理を効率的かつ効果的に行うため、相互に連絡調整を行う
ことにより、円滑な道路管理の促進を図ることです。

役職 所属

会長 沖縄総合事務局 南部国道事務所長

副会長 沖縄県土木建築部 道路管理課長

副会長 ＮＥＸＣＯ 沖縄高速道路事務所長

会員 沖縄総合事務局 道路建設課長

会員 沖縄総合事務局 道路管理課長

会員 ４１市町村（市は部長、町村は課長）

会員 （一財）沖縄県建設技術センター

設立日 平成２６年６月３日

『沖縄県道路メンテナンス会議』設立

≪体制≫

≪問題点≫

市町村では、①技術者が少ない ②技術力が不足 ③予算
が少ない という課題を抱えており、道路施設の適切な維持管
理が進んでいません。

≪沖縄県道路メンテナンス会議の設置≫

１．老朽化対策への管理者の責任や意識の浸透
２．道路施設の維持管理などに係る意識調整や情報の共有
３．道路施設の点検や修繕計画などの把握と調整
４．道路施設の損傷事例や技術基準類などの共有
５．その他、道路管理に関連する事項など

国、県、市町村連携
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≪目的≫


