


橋梁長寿命化修繕計画策定対象橋梁橋梁長寿命化修繕計画策定対象橋梁

番号 路線名 地区 橋梁名 橋長 架設年次 橋種

1 町道1号線 伏見 無名橋(町道1号線-伏見) 4.6m 1950年 コンクリート橋(※1)

2 町道1号線 八幡 八幡橋 5.7m 1950年 コンクリート橋

3 町道3号線 堂庭 柿田橋 43.6m 1974年 鋼橋(※2)

4 町道4号線 久米田 新橋 5.0m 1965年 コンクリート橋

5 町道21号線 伏見 窪橋 6.5m 1981年 コンクリート橋

6 町道21号線 伏見 無名橋(町道21号線-伏見) 3.8m 1961年 コンクリート橋

7 町道22号線 新宿 無名橋(町道22号線-新宿) 2.9m 1960年 コンクリート橋

8 町道23号線 玉川 無名橋(町道23号線-玉川) 4.3m 1955年 コンクリート橋

9 町道24号線 伏見 無名橋(町道24号線-伏見) 6.9m 1974年 コンクリート橋

10 町道25号線 長沢 無名橋(町道25号線-長沢) 8.0m 1964年 コンクリート橋

11 町道27号線 外原 無名橋(町道27号線-外原) 2.2m 1967年 コンクリート橋

12 町道35号線 畑中 畑中橋 14.6m 1999年 コンクリート橋
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背景
年々増大する社会資本ストックは、建設後の年数経過、高齢化が進んでおり、その
中でも橋梁は予防保全的な管理及び修繕の必要性が高まるとともに、更新に係るコス
トの大幅な増加が見込まれるため、その縮減が課題となっています。
町においても、現在、76橋の橋梁を管理しており、これらの多くは1980年以前に
建設され、30年以上を経過しているため、通行の安全性の確保と近い将来膨大な架け
替え費用の発生が予想されます。
厳しい財政状況の中、橋梁を適切に維持管理するため、橋梁長寿命化修繕計画を導
入し、維持管理コストの縮減ならびに予算の平準化を図ることが必要とされていま
す。

1.1. はじめにはじめに

現状
町が管理する橋梁76橋のうち、災害時の緊急輸送路や道路ネットワーク上重要であ
る１級及び２級町道に架かる橋梁は12橋あり、現在は比較的健全な状態にあります。
しかしながら、12橋のうち建設後50年以上経過した橋梁の数は、2012年時点で
は、全体の42％の５橋ですが、20年後には92％の11橋、37年後には全橋と急増し
ます。

架橋後

50年未満
7橋(58%)

架橋後

50年以上
5橋(42%)

2012年

架橋後

50年以上
12橋
(100%)

37年後(2049年)
架橋後

50年未満
1橋(8%)

架橋後

50年以上
11橋(92%)

20年後(2032年)

2.2. 現状と課題現状と課題

課題
橋梁の寿命は、一般的に50年～80年と言われている中で、当町においても上図に
示したように20年後には、ほとんどの橋梁が寿命を迎えます。
寿命を終えてからの橋梁の架け替えや損傷が進行してからの補修を行う維持管理方
法では、多大な経費がかかります。また、このままの状況で放置した場合には、さら
に橋梁の高齢化が進み、橋梁の安全性が確保できず町民の生活に多大な影響を及ぼし
ます。
このため、今後、高齢化が進んでいく橋梁を健全な状態に保つことや適切かつ効率
的に維持管理・修繕していくことが重要な課題となります。

(100%)
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橋梁の点検について、町では専門家による定期点検や職員による通常点検、巡回パ
トロールにより状態を確認し、損傷等を発見した場合には早期に補修等を行います。
橋梁も人間と同じように「健康診断」を定期的に行うことで、異常の早期発見がで
き、長寿命化につながるため、定期点検を５年に１回の頻度で行っていきます。

4.4. 橋梁の点検橋梁の点検

5.5. 修繕方法修繕方法

橋梁の損傷には、塗装の劣化(※6)、コンクリートのひび割れ、断面欠損、鉄筋露出
(※7)などさまざまなものがあり、それらに対する修繕方法には、塗装の塗替え、ひび
割れ補修、断面修復などがあります。
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従来の事後保全型から予防保全型へ転換することにより、今後50年間で約45%のコ
スト縮減が図れます。

6.6. 橋梁長寿命化修繕計画による効果橋梁長寿命化修繕計画による効果

事後保全型
維持管理費

予防保全型
維持管理費

約1.8億円

約1億円

0 0.5億 1億 1.5億 2億 (単位 : 円)

約8千万円
コスト縮減
(約45％)

7.7. 橋梁長寿命化対策工事の予定橋梁長寿命化対策工事の予定

12橋の今後10年間に実施する長寿命化対策工事の概要を示します。なお、工事の
実施時期、工事内容は、日常点検や諸条件等により見直すことがあります。

0.000 50.000 100.000 150.000 200.000 

予防保全型 事後保全型

2014  ～ 2023 年 55.097 2.400 

2024  ～ 2033 年 2.400 146.997 

2034  ～ 2043 年 2.400 2.400 

2044  ～ 2053 年 39.171 2.400 

0 0.5億 1億 1.5億 2億 (単位 : 円)

予防保全型維持管理費 事後保全型維持管理費

2014-2023 年 5,600 万円 300万円

2024-2033 年 300 万円 1億 4,700 万円

2034-2043年 300 万円 300 万円

2044-2053 年 3,900 万円 300 万円

2054-2063 年 700 万円 3､200 万円

合 計 1億 800 万円 1億 8,800万円

事後保全型維持管理費予防保全型維持管理費

年度 修繕する橋名 橋梁長寿命化対策工事

2014年
～2016年

柿田橋 (コンクリート部) ひび割れ、断面修復 ほか

町道25号-長沢 ひび割れ、断面修復 ほか

八幡橋 ひび割れ、断面修復 ほか

2017年
～2019年

町道1号-伏見 ひび割れ ほか

町道23号-玉川 ひび割れ、断面修復 ほか

町道24号-伏見 ひび割れ ほか

2020年
～2023年

窪橋 ひび割れ ほか

柿田橋 (塗装) 塗装
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平成23年３月に発生した東日本大震災により、多くの橋梁が被災したことを踏ま
え、近い将来発生が予想される東海地震等への対策として、橋梁の耐震対策を実施し
ます。
なお、落橋に対する安全性の確保を優先的に実施していきます。

8.8. 耐震対策方針耐震対策方針

9.9. おわりにおわりに

本計画策定のため「清水町橋梁長寿命化修繕計画検討委員会」を設置し、学識経験
者の方から御意見等をいただきながら、検討を重ねてきました。今後は、点検結果・
修繕履歴 データを蓄積し 今回策定した長寿命化修繕計画 妥当性や修繕効果につ修繕履歴のデータを蓄積し、今回策定した長寿命化修繕計画の妥当性や修繕効果につ
いて評価・分析を行い、必要に応じて計画の検証・見直しを実施していく予定です。

1) 計画策定担当

清水町役場 建設課 tel：055-981-8229

2) 意見を聴取した学識経験者等の専門知識を有する者

国立大学法人豊橋技術科学大学 大学院 教授 山田聖志

国土交通省中部地方整備局沼津河川国道事務所 副所長 翠昭博

静岡県沼津土木事務所 技監 古梶隆宏
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番号 用語 内容

※1 コンクリート橋 主要部材にコンクリートを用いて建設された橋梁

※2 鋼橋 主要部材に鋼材を用いて建設された橋梁

※3 事後保全型
損傷が進行した後(健全度100点満点中20点の時点)に補修するため比較的大
規模な対策を実施

※4 予防保全型
損傷が軽微なうち(健全度100点満点中60点の時点)に損傷の進行を防止する
ために、予防的に対策を実施

※5 健全度 橋梁の劣化損傷状態を100点満点で示す指標です。

※6 塗装の劣化
鋼材の表面に施した塗装が、水や紫外線、塩分などの影響で剥がれや割れ
などが生じる状態。放置すると、鋼材が錆びやすくなり最悪の場合は、鋼
材に穴が開くこともあります。

※7 鉄筋露出
鉄筋を保護している表面のコンクリートが剥がれ、鉄筋がむき出しになる
状態。放置すると、水などの影響で鉄筋が錆びやすくなり最悪の場合は、
鉄筋が破断することもあります。
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