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1.  橋梁長寿命化修繕計画の背景・目的 

1) 背景 

大槌町は、夏は比較的涼しく、冬もさほど寒くならず、岩手県内でも温暖な地域のリア

ス式海岸に面した港町で、自然が豊かで水産資源も豊富にあり、鮭が回帰する大槌川もあ

ります。人口分布は、海岸に面した中心街の他に、複数の集落が金沢地区を含む山間部に

散らばっています。そのため、経済活動や町民サービスの上で、中心部の施設や集落を結

ぶ道路網は重要な役割を担っています。 

近年、本町では過疎化の進行とともに高齢化も進み、山間地集落の過疎化・高齢化は今

後も加速すると想定されることから、災害時に集落を孤立させないなど、町民の暮らしに

おける安全・安心を確保することが重要課題となってきています。 

こうした中、橋梁をはじめとする道路構造物の老朽化及びそれに伴う維持管理コストの

増大が新たな問題として顕在化してきました。現在は建設後 50 年以上経過する橋梁はおよ

そ 1 割程度ですが、10 年後には 56%、20 年後には 88%と急増することになります。 

 

図 1-1 高齢な橋梁（建設後 50 年以上）の推移 

仮に、老朽化した橋梁の増加後に事後的な補修・更新を行う場合、大規模な補修・架替

えの一時的な集中により、道路ネットワーク機能の低下や維持修繕更新費等の増加が発生

し、本町の発展、活性化、町民生活の安全・安心等に影響を及ぼすことが危惧されます。 

2) 目的 

このような背景から、適正な維持管理を実施し、町民の安全・安心の確保とコスト縮減

を目的とした橋梁の長寿命化修繕計画を平成 24 年度に策定しました。 

本計画は、長寿命化や予防保全を目指した計画的維持管理へ移行を図る前計画を踏襲す

ることを前提とし、前計画より 5 年が経過していることから、新たな定期点検結果を用い

た改定計画となります。また、対象橋梁を橋長 2m 以上のすべての橋梁（ボックスカルバ

ートも含む）に拡大しています。 
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2.  健全度の把握及び日常的な維持管理に関する基本方針 

1) 全管理橋梁を対象とした橋梁長寿命化修繕計画の策定 

本町が管理する橋梁 131 橋について、安全性を確保し、トータルコストの縮減を図るた

め、点検収集した情報に基づき、このたび改定した橋梁長寿命化修繕計画に従って適正な

維持管理を実践します。 

2) 管理区分の設定 

ライフサイクルコスト（供用後 50 年程度の維持管理のトータルコスト）を考慮し、原則

的に次の区分により管理します。 

① 主要橋梁（76 橋）：集落内・集落間の橋梁、交通規制時に孤立集落が生じる橋梁 

早期に措置が必要と診断された橋梁について、原則次回点検までに修繕など対策を行

うことを基本として、長寿命化を図ります。また必要に応じて予防保全が望ましいと診

断された対策も行います。 

② その他橋梁（55 橋）：集落に通じない橋梁 

早期に措置が必要と診断された橋梁について、修繕など対策を行うことにより長寿命

化を図ることを基本としていますが、状況に応じて劣化・損傷の進行状況の確認を行い

ながら、架替えも含め適切な対策を行います。 

3) 継続的な劣化損傷の把握 

橋梁の劣化損傷を早期かつ継続的に把握するため、鋼橋・PC 橋・RC 橋等、橋種毎の特

性を踏まえ、道路巡回を活用した通常点検、定期点検及び診断を継続的に実施します。 

主な点検は以下の通りです。 

① 岩手県定期点検要領（案）に基づいた定期点検（1 回/5 年） 

② 橋梁診断（定期点検後：岩手県県土整備部による技術的助言を受けて診断します。） 

③ 専門技術者による詳細点検（橋梁診断後） 

詳細点検により経過観測が必要とされた橋梁は、町職員または専門技術者による継続的

な観察（1 回/1 年）を行い、進行が確認された場合は、適切な時期に対策を行います。

（対策時期・工法については、岩手県県土整備部による技術的助言を受けます。） 

4) 職員を主体とした継続的な日常維持管理の徹底 

橋梁を良好な状態に保ち、適正な維持管理を行うため、日常的な維持管理として、道路

巡回を活用した町職員または専門技術者による通常点検、清掃(堆積土砂の除去、除草等)

の実施を強化します。なお除草等の清掃については、河川管理者の意向を確認したうえで

地域住民との協働の可能性について検討を行います。 

軽微な損傷や機能不全および漏水に対しては、予防的保全処置として簡易な処理（例え

ば、高圧洗浄による排水桝・排水管の土砂詰りの解消および橋座面の劣化原因の除去など）

を講じて劣化要因を早期に除去します。 
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5) 緊急点検（一斉点検）の積極的な実施 

国や他の自治体等において構造物特有の劣化損傷等が確認された場合や地震等の災害後

の緊急点検を積極的に実施し、点検結果に対して迅速に対処することにより、橋梁の安全

性を確保します。 

6) 技術者（町職員）の育成、県・周辺自治体との連携 

岩手県等が主催する橋梁点検や補修に関する講習会等に参加し、橋梁の劣化損傷特性、

点検技術手法、対策工法の選定などの知識や見識を深め、日常管理に役立てます。 

通常点検、工事の設計・監理を通じベテラン技術者から若手技術者への技術伝承を図り

ます。 

さらに維持管理の効率化・高度化を目標として、県および地形や気候が類似する沿岸の

周辺自治体と橋梁の損傷事例、劣化予測、補修事例など、相互に情報共有を行います。 

3.  橋梁維持の費用縮減に関する基本的な方針 

1) 修繕・更新 

早期措置あるいは予防保全措置が必要な段階における計画的維持管理を行うことにより、

橋梁の延命化を図ります。 

 

図 3-1 橋梁の長寿命化および費用縮減の考え方 

損傷が著しく回復が見込めず、補修では架け替えと比べて経済性に劣る場合は、架け替 

えを実施します。橋梁の供用年数が架け替え時期に達した際には、架け替えの必要性の検

討を行います。 

また、架け替えに当たっては、利用状況を踏まえ、機能転換･用途変更、複合化･集約化、

廃止･撤去の可能性から維持管理全体のコスト縮減の検討を行います。 
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2) 橋梁マネジメントサイクル 

点検・診断・補修の橋梁マネジメントサイクルを定着させ、効率的かつ効果的な維持管

理を実現します。また合理的な計画となるよう適宜見直しを行い、計画の改善を図ります。 

 

図 3-2 橋梁マネジメントサイクル 
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4.  計画概要 

1) 対象橋梁 

本計画の対象は、大槌町が管理する町道にかかる全橋梁（溝橋を含む）です。 

表 2-1 管理橋梁数の内訳 

構造形式・規模 
管理橋梁数 

主要橋梁 その他橋梁 合計 

橋梁 
橋長 15m 以上 38 橋 6 橋 44 橋 

橋長 2m 以上 15m 未満 31 橋 40 橋 71 橋 
溝橋（ボックスカルバート等） 7 橋 9 橋 16 橋 

合計 76 橋 55 橋 131 橋 

2) 点検結果より診断した管理橋梁の状態 

平成 27～29 年度に実施された定期点検（124 橋）の健

全性の診断区分の分布を右図のとおりです。 

これらのうち、区分Ⅲについては早期に措置、Ⅱについ

ては必要に応じて予防的に措置が必要となる橋梁です。 

また、未点検の橋梁 7 橋については、架替中、新設中、

新設予定などであり、今後初回点検を行う予定となってい

ます。 

3) 計画内容 

補修計画 (1) 

補修の必要がある橋梁について、損傷の範囲や種類を考慮し、補修の時期や内容を定め

ました。 

架け替え計画 (2) 

損傷が著しく、補修が不可能な橋梁あるいは、架け替えを実施するほうが補修よりもコ

スト縮減につながる橋梁は架け替えを実施します。 

平成 27～29 年度の点検結果から、架け替えが必要と診断された橋梁はありませんでした。 

橋梁長寿命化修繕計画 (3) 

・早急に補修が必要な橋梁や広範囲に損傷が進行している橋梁について、計画的な補修工

事を行い、補修工事費の低減および長寿命化を図ります。 

・補修の必要が無い橋梁および損傷が初期段階の橋梁については、引き続き通常点検・定

期点検により維持管理を継続します。 

・特定の年度に補修時期が集中して補修予算が突出しないよう、予算の平準化を図ります。 

・予防的保全処置を行うことにより、材料の耐用年数をできるだけ長くすることを目指し

ます。 

※ 補修計画・架け替え計画については、最新の点検やパトロール結果を踏まえ、必要に応

じて見直しを行います。 
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5.  長寿命化修繕計画による効果 

1) 安全・安心の確保 

橋梁などの劣化損傷が進み、生活道路網が機能しなくなり、町民の日常生活に支障をき

たす恐れがあります。そのようなことがないよう、橋梁の計画的な維持管理により、町民

の安全・安心な生活の確保が可能となります。 

2) 長期的なコスト縮減 

平成 27～29 年度に実施した 124 橋の橋梁点検結果に基づく試算によれば、長寿命化シナ

リオ（修繕計画に基づいて長寿命化を図る）と架け替えシナリオ（修繕を行わずに状態が

悪くなった時点で架け替えを行う）と比較して、今後 50 年間で、約 65 億円→約 24 億円

（▲約 41 億円）となり、約 63％の縮減効果が見込まれます。 

 

図 5-1 シナリオ比較によるコスト縮減効果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計画策定担当部署および意見聴取した学識経験者等の専門知識を有する者 

計画策定担当部署 

 岩手県大槌町 復興局 環境整備課 TEL:0193-42-8722 

意見を聴取した学識経験者 

 岩手大学 理工学部 システム創成工学科 社会基盤・環境コース 大西 弘志 准教授 
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