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１．長寿命化修繕計画の目的

１）背景

２）目的

２．長寿命化修繕計画の対象橋梁

長寿命化修繕計画の対象：

１）健全度の把握の基本的な方針

定期点検（概略点検）や日常的な維持管理によって得られた結果に基づき，橋梁の損傷を

早期に発見するとともに健全度を把握する．

２）日常的な維持管理に関する基本的な方針

パトロール車による走行面の変状について点検を行う．

・近隣に重要な施設がある橋梁
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4 3326うち計画の対象橋梁数

3

0

　このような背景から，より計画的な橋梁の維持管理を行い，限られた財源の中で効率的

（65%）

平成49年度

1橋

平成29年度

　本村が管理する橋梁は、平成29年度現在で34橋

架設されている。

　これらの高齢化を迎える橋梁群に対して，従来

の対症療法型の維持管理を続けた場合，橋梁の修

繕・架け替えに要する費用が増大となることが懸

念される．

（3%）

22橋

うちこれまでの計画策定橋梁数

26

３．健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本的な方針

・桁下に道路がある橋梁

・観光地へのアクセス道路に位置する橋梁

・バス路線に位置する橋梁

・市町村間を結ぶ路線に位置する橋梁

・国道，主要地方道へのアクセス路線に位置する橋梁

0 0

・緊急輸送路に位置する橋梁

うち平成29年度計画策定橋梁数

橋梁長寿命化修繕計画を策定する．

  そこで本村では,将来的な財政負担の低減および道路交通の安全性の確保を図るために,

村道 1級

　このうち，建設後50年を経過する橋梁は，全体

の3%を占めており，20年後の平成49年には，65%程

度に増加する．

に橋梁を維持していくための取り組みが不可欠となる．

を行う”予防保全型へ転換を図り，橋梁の寿命を延ばす必要がある．

　コスト縮減のためには，従来の対症療法型から，“損傷が大きくなる前に予防的な対策

村道 2級

全管理橋梁数 34

合計

3 4 27

村道 その他

50年以上

3％

50年未満

97％

50年以上

65％

50年未満

35％



表-1.  橋梁等点検結果一覧表表-1.  橋梁等点検結果一覧表表-1.  橋梁等点検結果一覧表表-1.  橋梁等点検結果一覧表

橋長［m］  塩害対策区分 健全度※1 総合評価※2

(内空距離) (海岸からの距離) 部材 主な損傷 原因の推定 (平成28年) (平成24年)

漢那福地線 6.60 1993年 A-Ⅰ 床版で局所的な鉄筋露出が見られる。

(村道2号線) (24年) (180) 床版 剥離・鉄筋露出 施工不良

漢那福地線 7.10 1973年 A-Ⅱ 上部工からの漏水が見られる。

(村道2号線) (44年) (670) 竪壁 その他(植生) 下部工に植生が見られる。

漢那ダム一周線 RC一連ボックス 6.00 不明 A-Ⅱ 頂版 ひびわれ 乾燥収縮 頂版で局所的なひびわれが見られる。

(村道124号線) カルバート (5.00) (1600) 側壁 その他(空洞) 施工不良 側壁で局所的な空洞が見られる。

漢那福地線 RC一連ボックス 3.60 1978年 A-Ⅱ 頂版で局所的なひびわれが見られる。

(村道2号線) カルバート (3.00) (39年) (900) 頂版 ひびわれ 原因不明

城原中央線 30.95 1975年 A-Ⅱ 竪壁 ひびわれ 原因不明 床版で局所的なうきが見られる。

(村道3号線) (42年) (980) 台座コンクリート うき 原因不明 2015年補修工事を実施。2015年補修工事を実施。2015年補修工事を実施。2015年補修工事を実施。

漢那村内浜原線 10.65 2001年 A-S 主桁 漏水・遊離石灰 防水・排水工不良 路面の凹凸がやや顕著に見られる。

(村道4号線) (16年) (0) 舗装 路面の凹凸 偏土圧

城原東部線 30.95 1975年 A-Ⅱ 下部工 ひびわれ 原因不明 上部工の腐食がやや顕著に見られる。

(村道8号線) (42年) (800) 防護柵 破断 経年劣化 鋼製高欄部の支柱部に破断が見られる。

赤平線 6.60 1997年 A-Ⅱ 下部工 その他(植生) 下部工に植生が見られる。

(村道9号線) (20年) (570) 舗装 路面の凹凸 偏土圧

惣慶中央線 30.95 1975年 A-Ⅱ 下部工 うき 原因不明 支承部の腐食が顕著に見られる。

(村道13号線) (42年) (1700) アンカーボルト 腐食 経年劣化 舗装部にひびわれが多数見られる。

水溜線 2.90 1972年 A-Ⅱ 頂版 ひびわれ ASR ひびわれが集中的に発生している箇所が ⅡⅡⅡⅡ

(村道18号線) (2.50) (45年) (800) 側壁 ひびわれ ASR 見られる。 (暫定)(暫定)(暫定)(暫定)

大佐久線 2.90 1992年 A-Ⅱ 頂版 ひびわれ ASR ひびわれが集中的に発生している箇所が ⅡⅡⅡⅡ

(村道20号線) (2.50) (25年) (850) 側壁 ひびわれ ASR 見られる。 (暫定)(暫定)(暫定)(暫定)

牛川前原線 14.60 1988年 A-Ⅱ 横桁 剥離・鉄筋露出 原因不明 端横桁に局所的な剥離が見られる。

(村道27号線) (29年) (1600) 舗装 路面の凹凸 偏土圧 路面の凹凸がやや顕著に見られる。

高松中央線 30.95 1975年 A-Ⅱ 床版 うき 原因不明 A1橋台部にうきが点在している。

(村道36号線) (42年) (1200) 下部工 うき 原因不明

福山漢那村内線 RC一連ボックス 3.60 2016年 A-Ⅱ 損傷なし。

(村道41号線) カルバート (3.00) (1年) (400) － － － 2016年に補修工事を実施。2016年に補修工事を実施。2016年に補修工事を実施。2016年に補修工事を実施。

福山漢那村内線 6.45 1974年 A-Ⅰ A1橋台側の樹木の根が全面に広がっている。

(村道41号線) (43年) (160) 下部工 その他(植生)

高松長門境界線 RC一連ボックス 2.60 1992年 A-Ⅱ 側壁 剥離・鉄筋露出 その他(浸食) 橋台で局所的なすりへりが見られる。

(村道57号線) カルバート (2.00) (25年) (1300) 舗装 その他(植生)

高松中央線 30.95 1975年 A-Ⅱ 下部工 剥離・鉄筋露出 原因不明 A1橋台の胸壁で剥離、うきがやや顕著に見られる。

(村道36号線) (42年) (1500) 排水管 破断 経年劣化 A2橋台の排水管の取付金具が破断している。

漢那浜原中毛線 5.05 1974年 A-Ⅰ 床版 剥離・鉄筋露出 塩害 比較的広い範囲で鉄筋露出が発生し、断面欠損が

(村道66号線) (43年) (230) 防護柵 腐食 塩害 見られる。

宜野座長門線 19.05 1985年 A-Ⅱ 主桁 ひびわれ ASR 主桁上フランジ部に多数のひびわれが見られる。

(村道81号線) (32年) (1300) 防護柵 変形・欠損 外的要因

宜野座浄水場線 30.95 1975年 A-Ⅱ 胸壁 うき 原因不明 A1橋台胸壁全体にうきが見られる。

(村道99号線) (42年) (1800) 防護柵
補修・補強材の損傷

経年劣化 防護柵の補修材のうきが顕著に見られる。

潟原旧国道線 RC二連ボックス 6.20 1967年 A-S 頂版 剥離・鉄筋露出 塩害 頂版全体にうきや鉄筋露出が多数見られる。

(村道104号線) カルバート (3.0×2) (50年) (120) 側壁 剥離・鉄筋露出 塩害 (通行止め規制)(通行止め規制)(通行止め規制)(通行止め規制)

宜野座兼久旧国道線 25.45 1987年 A-Ⅱ 主桁 剥離・鉄筋露出 外的要因 A1橋台橋座部にひび割れ幅の大きいひびわれ

(村道104号線) (30年) (950) 下部工 ひびわれ 不明 が見られる。

漢那旧国道線 32.85 1991年 A-Ⅰ 主桁 ひびわれ 原因不明 主桁に局所的なひびわれが見られる。

(村道119号線) (26年) (170) 排水管 腐食 塩害 排水管取付金具に腐食が見られる。

漢那旧国道線 32.85 1991年 A-Ⅰ 支承 機能障害 原因不明 支承部のずれが見られる。

(村道119号線) (26年) (160) 排水管 腐食 塩害 排水管取付金具に腐食が見られる。

漢那ダム一周線 31.26 1985年 A-Ⅱ 主桁 ひびわれ ASR 主桁の耳桁外側で橋軸方向のひびわれが顕著に見られる。

(村道124号線) (32年) (1450) 下部工 ひびわれ ASR 両橋台で多数のひびわれが見られる。

牛原5号線 RC一連ボックス 3.00 1975年 A-Ⅱ 頂版 漏水・遊離石灰 原因不明 頂版に局所的な遊離石灰が見られる。

(村道131号線) カルバート (3.00) (42年) (1600) 防護柵 変形・欠損 外的要因

牛原5号線 19.95 1975年 A-Ⅱ 胸壁 うき 原因不明 胸壁にやや広い範囲のうきが見られる。

(村道131号線) (42年) (1800) 舗装 路面の凹凸 偏土圧 舗装の沈下が大きい。

牛原5号線 RC一連ボックス 3.50 1997年 A-Ⅱ 頂版 ひびわれ 原因不明 頂版に局所的なひびわれが見られる。

(村道131号線) カルバート (3.50) (20年) (1600) 防護柵 腐食 原因不明

松田港原中1号橋 30.95 1975年 A-Ⅱ 床版 うき 原因不明 上部工、支承部の腐食がやや顕著に見られる。

(村道140号線) (42年) (1100) 下部工 うき 原因不明 A2橋台でうきが見られる。

漢那ダム2号線 30.95 1975年 A-Ⅱ 下部工 うき 原因不明 A1橋台の胸壁で広範囲のうきが見られる。

(村道141号線) (42年) (1000) 防護柵 破断 経年劣化 鋼製高欄部の支柱部に破断が見られる。

漢那ダム2号線 30.95 1975年 A-Ⅱ 主桁 亀裂 原因不明 主桁の添接部に亀裂が見られる。

(村道141号線) (42年) (850) 防護柵 破断 経年劣化 高欄部に破断が見られる。

旧県道13号線 2.00 1992年 A-S 頂版に局所的なうきが見られる。

(村道144号線) (2.00) (25年) (30) 頂版 うき 原因不明

旧県道13号線 5.40 1992年 A-S 底版全面にわたり、土砂が堆積している。

(村道144号線) (2.5×2) (25年) (30) 底版 その他(土砂堆積) 環境起因

前原大久保線 52.60 1980年 A-S 主桁 剥離・鉄筋露出 塩害 橋脚の柱部で鉄筋の破断が見られる。

(村道82号線) (37年) (60) 橋脚 剥離・鉄筋露出 塩害 (通行止め規制)(通行止め規制)(通行止め規制)(通行止め規制)

ⅣⅣⅣⅣ －34 前原大橋

PC単純中空床版橋+

PC単純T桁橋

ⅡⅡⅡⅡ －

ⅠⅠⅠⅠ Ｂ

33 1号ボックスカルバート

PCプレキャスト二連

ボックスカルバート

32 2号ボックスカルバート

PCプレキャスト一連

ボックスカルバート

ⅡⅡⅡⅡ Ｂ

ⅢⅢⅢⅢ Ｂ

31 中山第二橋 鋼単純合成I桁橋

30 中山第一橋 鋼単純合成I桁橋

ⅡⅡⅡⅡ Ｂ

ⅠⅠⅠⅠ Ｃ

29 港原第五橋 鋼単純合成I桁橋

ⅡⅡⅡⅡ Ｃ

28 1号ボックスカルバート

ⅠⅠⅠⅠ Ｃ

27 山原橋 鋼単純合成I桁橋

26 牛原1号橋

ⅡⅡⅡⅡ

(暫定)(暫定)(暫定)(暫定)

Ｂ

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

25 福垣橋

ポストテンション方式

PC単純T桁橋

24 漢那橋側道橋(下流側)

ポストテンション方式

PC単純T桁橋

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

23 漢那橋側道橋(上流側)

ポストテンション方式

PC単純T桁橋

ⅣⅣⅣⅣ ＳＡ

22 宜野座兼久橋

ポストテンション方式

PC単純T桁橋

21 1号ボックスカルバート

ⅢⅢⅢⅢ Ｂ

ⅡⅡⅡⅡ

(暫定)(暫定)(暫定)(暫定)

Ｂ

20 長門第二橋 鋼単純合成I桁橋

ⅢⅢⅢⅢ Ａ

19 福地橋

プレテンション方式

PC単純T桁橋

18 浜原2号橋 RC単純床版橋

ⅡⅡⅡⅡ Ｃ

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

17 高松第二橋 鋼単純合成I桁橋

16 高松1号橋

ⅡⅡⅡⅡ Ｂ

ⅠⅠⅠⅠ Ａ

15 浜原4号橋 RC単純床版橋

ⅡⅡⅡⅡ Ｂ

14 村内1号橋

13 高松第一橋 鋼単純合成I桁橋

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

Ｃ

12 走川橋 プレテンション方式PC単純T桁

Ｃ

11 1号ボックスカルバート

PCプレキャスト一連

ボックスカルバート

ⅡⅡⅡⅡ Ｃ

10 大佐久1号橋

PCプレキャスト一連

ボックスカルバート

9 福地橋 鋼単純合成I桁橋

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

ⅡⅡⅡⅡ Ｂ

8 1号橋 RC単純床版橋

7 安田根又橋 鋼単純合成I桁橋

ⅠⅠⅠⅠ Ｃ

ⅠⅠⅠⅠ Ｂ

6 浜原1号橋 PC単純中空床版橋

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

5 城原橋 鋼単純合成I桁橋

4 漢那福地原3号橋

No 路線名 橋梁名 構造形式

供用開始年

（供用年数）

主な損傷

主な損傷状況及び

その他追記事項

ⅡⅡⅡⅡ －3 1号ボックスカルバート

ⅠⅠⅠⅠ Ｄ

ⅠⅠⅠⅠ Ｃ

2 漢那福地原1号橋 RC単純床版橋

1 浜原3号橋 RC単純床版橋



※1  健全度(橋梁定期点検要領(H26)に準拠)※1  健全度(橋梁定期点検要領(H26)に準拠)※1  健全度(橋梁定期点検要領(H26)に準拠)※1  健全度(橋梁定期点検要領(H26)に準拠)

緊急措置段階

早期措置段階

予防保全段階

健全

※2  総合評価(平成24年度　長寿命化修繕計画策定業務より抜粋)※2  総合評価(平成24年度　長寿命化修繕計画策定業務より抜粋)※2  総合評価(平成24年度　長寿命化修繕計画策定業務より抜粋)※2  総合評価(平成24年度　長寿命化修繕計画策定業務より抜粋)

図-1.  橋梁等点検位置図図-1.  橋梁等点検位置図図-1.  橋梁等点検位置図図-1.  橋梁等点検位置図

供用年数が浅いなどで損傷が見受けられない。または、維持清掃などで対応が可能である。

総合評価【Ｄ】総合評価【Ｄ】総合評価【Ｄ】総合評価【Ｄ】

道路橋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。

道路橋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。

道路橋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。

道路橋の機能に支障が生じていない状態。

損傷が主部材全体に見られ、かつ対策区分E1またはCに相当する損傷が複数見受けられる。または、対策区分E2に相当する

第三者被害の危険性が高い損傷が見受けられる。

損傷が主部材全体に見られ、かつ対策区分Cに相当する損傷が局所的に見られる。または、二次部材において第三者被害に

総合評価【Ｂ】総合評価【Ｂ】総合評価【Ｂ】総合評価【Ｂ】

総合評価【Ｃ】総合評価【Ｃ】総合評価【Ｃ】総合評価【Ｃ】

損傷が主部材の部分的に見られ対策区分Sと評価される損傷が存在する。または二次部材について対策区分Sと判定される

進行性の高い損傷が見受けられる。

損傷は全体的に少なく、かつ進行性が見られないと判断される。(対策区分Bと評価されるもの)

総合評価【ＳＡ】総合評価【ＳＡ】総合評価【ＳＡ】総合評価【ＳＡ】

総合評価【Ａ】総合評価【Ａ】総合評価【Ａ】総合評価【Ａ】

ⅢⅢⅢⅢ

ⅡⅡⅡⅡ

ⅠⅠⅠⅠ

ⅣⅣⅣⅣ

繋がる対策区分Cの損傷が見受けられる。




