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第１編 長寿命化対策編  



 １ 調査の目的と概要 

 
1-1 調査目的 
 林道施設の老朽化の現状を見ると、設置後５０年以上経過している橋梁の割合は全体 

の２６％（平成２４年度末）、トンネルは全体の３６％（平成２４年度末）となっており、 

今後、これらの施設の老朽化が加速度的に進展する状況にある。 

 このため、林野庁インフラ長寿命化計画（行動計画）等に基づき、橋梁など重要な林 

道施設の維持管理・更新等を適切に行い、施設の長寿命化を図り、トータルコストを縮 

減していくことが重要な課題となっている。 

 林道施設管理者は、長寿命化対策においてメンテナンスサイクルの核となる個別施設 

計画を、平成３２年度までのできるだけ早い時期に策定することとなっており、林野庁 

では、これらの取り組みを推進するため、これまでに個別施設計画策定のためのガイド 

ライン、林道施設長寿命化対策マニュアルを策定するとともに、当該マニュアルの点検 

手法に即した歩掛かり、仕様書を作成したところである。 

  今後は、これらで示している内容を中心に、林道施設管理者の取組状況や管理体制等 

について調査・把握し、長寿命化対策における課題と必要な取組の方向性等を明らかに 

することにより、将来にわたってインフラが求められる機能を適切に発揮し続けるため 

の長寿命化対策の充実を図っていく必要がある。 

 

1-2 調査の実施内容 

 本事業は，次のような基本方針をもとに調査を実施する。 

(1) 調査検討会の運営 

 本事業は、林道の技術に加え、橋梁などの工学的な知識が求められることから、仕様書

に則り実務経験者等からなる調査検討会を設け、長寿命化対策における課題と必要な取組

の方向性等を明らかにするための調査方法に関する詳細な仕様内容の検討を行うこととす

る。調査検討会の構成及び開催日時は表 1-1 及び表 1-2 に示すとおりである。 

 

表 1-1 調査検討会の構成                                （順不同，敬称略） 

名 称 氏 名 所 属 

委員長 酒井 秀夫 東京大学名誉教授 

委 員 石川 芳治 東京農工大学名誉教授 

〃 鈴木 秀典 
国立研究開発法人 森林研究・整備機構 森林総合研

究所 林業工学研究領域 森林路網研究室長  

〃 芳賀 昭彦 一般社団法人 経済調査会 参与 

〃 壁村 秀水 株式会社森林環境コンサルタント 代表取締役 
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表 1-2 調査検討会開催日時    

 
開催年月日 検 討 内 容 

第 １ 回 平成 30 年 8 月 10 日(金) 調査内容と実施方法の説明 

現地検討会 平成 30 年 11 月 20 日(火) 
林道橋定期点検における職員実行と業者の

点検結果の差異、職員実行の留意点等 

第 ２ 回 平成 30 年 12 月 21 日(金) 調査結果の検討・取りまとめについて 

第 ３ 回 平成 31 年 2 月 13 日(水) 最終取りまとめ内容の検討 

 

 

(2)調査事業の進め方 

① 現行のマニュアル、積算歩掛、仕様書の運用に当たっての留意事項 

・ 林野庁では、平成 26 年 8 月に「林野庁インフラ長寿命化計画（計画期間：平成 26 年

度～平成 32 年度）」を策定し、林野庁が管理・所管するインフラの維持管理・更新等

を着実に推進するための中長期的な取組の方向性を示している。 

・ 3 章に記載のとおり、これまで点検診断に係るマニュアル、積算歩掛、仕様書を体系

的に整備し、これに基づき各林道施設管理者は長寿命化対策に取り組んでいるところ

である。 

・ 今後更に、マニュアル等を効率的かつ効果的に運用し、林道施設の長寿命化対策を推

進するため、林野庁インフラ長寿命化計画において課題としている項目等について、

現時点における林道施設管理者の取組状況や管理体制等を調査し、留意すべき事項等

を取りまとめる。 

＜調査項目＞ 

１．点検・診断 ２．補修・更新 ３．情報の管理・活用、４．施設点検体制 

 

② 平成 33 年度以降における簡易版マニュアル、積算資料の取扱いに関する考察 

・ 簡易版マニュアルは、平成 32 年度までの個別施設計画の早期策定を図るため道路橋

点検要領（平成 26 年 6 月国土交通省）を参考に林道橋定期点検マニュアルとして最

小限の方法等に整理したものである。 

・ また、簡易版積算資料も、道路橋定期点検業務積算資料(暫定版)（平成 26 年 8 月国

土交通省）を参考に作成したものである。 

・ このため、平成 33 年度以降の簡易版マニュアル及び積算資料の取扱いは、国土交通

省の道路橋点検要領及び積算資料（暫定版）と同様の取り扱いする旨、林野庁整備課

から各都道府県に周知しているところである。 

・ しかしながら、一般的に、架橋されてから比較的新しい林道橋（10 年程度）では損
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傷が少なく、点検も簡易に済ますことができるものが多い。 

これらの林道橋についても全て林道施設長寿命化対策マニュアルに基づき、簡易版に

比べて点検項目が多く費用もかさむ予防保全型または一般管理型の点検診断を行うこ

とは、経費の節減や効率的・効果的な長寿命化対策の実施の観点から見てマイナス要

因となる可能性がある。 

・ このため、供用年数と健全性の評価結果の相関性などについて確認検証し、平成 33 年

度以降における簡易版マニュアル等の取扱いについて考察する。 

 

 

(3)調査事業の進め方 

・図 1-1 に本事業の進め方を示す。 

 

 

図 1-1 本事業の検討フロー 
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1-3 調査の実施方法 
（1）現行のマニュアル、積算歩掛、仕様書の運用に当たっての留意事項に関する調査 

 林道施設管理者（※ただし、アンケート調査は都道府県、市町村のみ）を対象に、表 1-3

に示す項目について、現地調査及びアンケート調査により行うこととする。 

  

表 1-3 現地調査及びアンケート調査における調査項目 

調査手法 調査項目 

現 地 調 査 1.点検・診断 

アンケート調査 1.点検・診断、2.補修・更新、3.情報の管理・活用、4.施設点検体制 

 

①現地調査 

マニュアルの点検手法（一般管理型点検、予防保全型点検）に基づき、次の方法により

調査を実施する。 

○ 現地調査箇所は、全国４地域（北海道・東北、関東・中部、近畿・中国、四国・九州）

から、それぞれ１県選定する。 

○ 調査は一般管理型点検、予防保全型点検の対象となる橋梁とし、事前の聞き取り等によ

り調査橋梁数及び参集者等を決定する。 

○ 使用材料による損傷程度の特徴を把握するため、コンクリート橋と鋼橋の双方から選定

する。 

○ 予防保全型は損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価の３つの評価項目につい

て、職員と業者等専門家の評価内容を比較する。 

○ 一般管理型は損傷状況の評価、健全性の評価の 2 つの評価項目において職員と業者等

専門家の評価内容を比較する。 

 

表 1-4 現地調査における調査項目と実施内容 

調査項目 実施内容 
１．点検・診断 ○調査目的 

・点検診断の着実な実施 
○調査内容 
・職員と専門業者の評価結果の差異 
・職員実行の限界や調査見落とし箇所の整理 
・職員実行による診断技術力の程度 
○取りまとめのイメージ 
・職員実行で行う場合の留意事項の整理 
・簡易型、一般型、予防型の適用の整理 
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②アンケート 

表 1-5 に示す内容について、アンケートにより調査を実施する。 

 

表 1-5 アンケートにおける調査項目と実施内容 

調査項目 実施内容 

１．点検・診断 ○調査目的 

・点検診断の着実な実施 

○調査内容 

・点検診断の進捗状況 

・個別施設計画の策定が進まない現状 

○取りまとめのイメージ 

・状況把握により個別施設計画策定の向上につながる方向性を検討 

２．補修・更新 ○調査目的 

・必要な対策の適時適切な実施及び点検診断の効率化 

○調査内容 

・補修工法の選定や補修時期における判断プロセス 

・新技術の実例や活用状況及び予定等 

・概算工事費の算定プロセス 

（土木部資料参考、業者見積り、等） 

○取りまとめのイメージ 

・効果的かつ効率的なプロセスの事例紹介、新技術の実例や今後に

おけるニーズ 

３．情報の管理・ 

活用 

○調査目的 

・施設の劣化、損傷の状況等のデータの管理・活用方法の統一化 

○調査内容 

・点検診断対象施設（橋梁等）に関するデータの保管媒体（紙、電

子データ等）、保管内容→修繕、災害等に関するデータ→施設の

位置情報を含めた各種諸元の電子化（ＧＩＳ化等） 

・点検結果に関するデータの保管媒体（紙、電子データ等）、保管

内容 

○取りまとめのイメージ 

・データの保管媒体や保管方法について効率的な方法を整理し紹介 

４．施設点検体制 ○調査目的 

・実施体制の確保や研修等の充実を図り一定の技術力を有する人材

の育成・確保 

○調査内容 

・施設管理者の取組意識 

・人材育成の具体的取り組み、研修等の実施内容 

・ボランティア等との連携状況、活動支援、工夫 

・施設の現状、メンテナンスサイクルの必要性に関する普及・啓発

活動 

○取りまとめのイメージ 

・施設管理者の意識改革と研修等を充実させる方法を整理 
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（2）平成 33 年度以降における簡易版マニュアル、積算資料の取扱いに関する調査

 林道施設管理者（※ただし、アンケート調査は都道府県、市町村のみ）を対象に、表 1-3

に示す項目について、現地調査及びアンケート調査により行うこととする。 

＜調査手法＞ 

・アンケート調査により行うこととする。

＜調査対象＞ 

・林道施設管理者（都道府県、市町村のみ）

＜調査目的＞ 

・平成 33 年度以降の簡易版マニュアルの適用範囲の考察

＜洗い出す内容＞ 

・供用年数と健全性の評価結果の相関性

→橋長、架橋年（供用年数）、コンクリート橋または鋼橋、冬期通行止めの有無（融

雪剤使用の有無）と健全性の評価結果（Ⅰ～Ⅵ）

・簡易版マニュアルの活用有無

→管理主体、活用有りの場合は橋長、橋種、供用年数、健全性の評価結果等
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 ２ 林道橋の長寿命化対策に関する調査 

 
2-1 調査方法 

2-1-1 現地調査 

(1)調査地の選定 

仕様書に従い全国４地域（北海道・東北、関東・中部、近畿・中国、四国・九州）から、

それぞれ１県選定し、現地調査等を実施した。なお、選定に当たっては、特に個別施設計

画の策定率が低位な県を優先した。橋梁の詳細は「表 2－6、表 2－7」のとおり。 

 

表 2－1 調査地及び調査橋梁数 

コンクリート橋 鋼橋 計
一般管理型 0 0 0
予防保全型 1 2 3
一般管理型 4 1 5
予防保全型 0 0 0
一般管理型 3 1 4
予防保全型 1 1 2
一般管理型 4 2 6
予防保全型 0 0 0
一般管理型 11 4 15
予防保全型 2 3 5

計 13 7 20

④四国・九州ブロック 熊本県

4ブロック 4県

橋梁の種類及び橋梁数
地　域 調査地(県) 管理区分

①北海道・東北ブロック 岩手県

②関東・中部ブロック 福井県

③近畿・中国ブロック 島根県

 

 
(2)現地調査の方法と進め方 

①個別施設計画の策定が遅れている実状も踏まえ、調査初日に橋梁定期点検等の座学・

現地研修を実施し、その後、現地調査を実施する。 

②調査は一般管理型点検、予防保全型点検の対象となる橋梁とし、事前の聞き取り等に

より調査橋梁数及び参集者等を決定する。(実施橋梁数は調査に参加する職員の都合に

より、1 地域当たり 6 橋程度とした) 

③使用材料による損傷程度の特徴を把握するため、コンクリート橋と鋼橋の双方から選

定する。 

④予防保全型は損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価の３つの評価項目につ

いて、職員と業者等専門家の評価内容を比較する 

⑤一般管理型は損傷状況の評価、健全性の評価の 2 つの評価項目において職員と業者等

専門家の評価内容を比較する。 

⑥調査対象となる職員の経験年数を「森林整備保全事業の調査，測量，設計及び計画業

務に係る積算要領」の旧技術者区分の技師 C クラス（大学卒で経験５年以上、専門学

校卒で経験 8 年以上、高等学校卒で経験 11 年以上）相当と想定する。 
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(3)調査の主な流れ 

1 日目： 午前 室内において座学による研修 

         午後 現地において、橋梁点検の現地研修の後、現地調査 

2 日目以降      現地調査 

 

 ＊現地調査は予め業者が作成した調査票を参加者に配布し、診断結果を記入してもらう。 

 

(4)現地調査の実施 

【岩手県】 

 岩手県では 3 地区において研修会を開催し、各 1 橋の計 3 橋の現地調査を実施した。 

 

ア．研修会 

①県北、宮古地域 

参加者（15 名）：久慈市、洋野町、野田村、宮古市、山田町、岩泉町、田野畑村、 

        県北振興局（7 市町村、岩手県） 

開催日時：平成 30 年 10 月 16 日（火） 

開催場所：岩泉地区合同庁舎 

現地研修箇所：林道追子沢線（岩泉町） 

研修対象橋梁：①追子橋（橋長 24.4m、鋼橋（HBBC）） 

 

②盛岡、二戸地域 

参加者（15 名）：盛岡市、雫石町、葛巻町、岩手町、八幡平市、紫波町、二戸市、 

        一戸町、軽米町、九戸村、盛岡広域振興局（10 市町村、岩手県） 

開催日時：平成 30 年 10 月 17 日（水） 

開催場所：岩洞湖活性化センター 

現地研修箇所：林道米内川櫃取線（盛岡市） 

研修対象橋梁：②源衛門橋（橋長 15.5m、鋼橋（HBBC）） 

 

③県南、花巻・一関・釜石・大船渡地域 

参加者（15 名）：奥州市、金ケ崎町、花巻市、北上市、西和賀町、一関市、平泉町、 

       釜石市、大船渡市、陸前高田市、住田町、県南広域振興局 

       （11 市町村、岩手県） 

開催日時：平成 30 年 10 月 18 日（木） 

開催場所：奥州地区合同庁舎 

現地研修箇所：林道橇引沢線（金ケ崎町） 

研修対象橋梁：③宿内橋（橋長 17.0m、PC 床版橋） 
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〔室内研修〕 

10 時 30 分～12 時 00 分（岩泉地区合同庁舎、岩洞湖活性化センター、 

            奥州地区合同庁舎） 

・林道長寿命化対策マニュアル 

・林道橋の定期点検のポイント 

・個別施設計画作成について 

〔現地研修〕 

14 時 00 分～14 時 30 分現地研修 

・林道橋点検のポイント及び留意事項 

 

イ．現地調査 

 ①県北、宮古地域 

調査日：平成 30 年 10 月 16 日（火） 

 参加者（15 名）：（1）研修会参加者と同じ 

現地調査箇所：林道追子沢線（岩泉町） 

 調査対象橋梁：①追子橋（橋長 24.4m、鋼橋（HBBC）） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

②盛岡、二戸地域 

調査日：平成 30 年 10 月 17 日（水） 

参加者（15 名）：（1）研修会参加者と同じ 

現地調査箇所：林道米内川櫃取線（盛岡市） 

調査対象橋梁：②源衛門橋（橋長 15.5m、鋼橋（HBBC）） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

③県南、花巻・一関・釜石・大船渡地域 

調査日：平成 30 年 10 月 18 日（木） 

参加者（15 名）：（1）研修会参加者と同じ 

現地調査箇所：林道橇引沢線（金ケ崎町） 

調査対象橋梁：③宿内橋（橋長 17.0m、PC 床版橋） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 
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【福井県】 

 福井県では 1 地区において研修会を開催し、計 5 橋の現地調査を実施した。 

 

ア．研修会 

参加者（32 名）：福井市、坂井市、永平寺町、あわら市、大野市、勝山市、鯖江市、 

        越前市、池田町、南越前町、越前町、敦賀市、若狭町、小浜市、 

        あおい町、高浜町、福井農林総合事務所、奥越農林総合事務所、 

               丹南農林総合事務所、嶺南振興局林業水産部、農林総合事務所、 

               県庁（16 市町村、福井県） 

開催日時：平成 30 年 12 月 4 日（火） 

開催場所：若狭町役場三方庁舎 

現地研修箇所：林道三方線（若狭町） 

研修対象橋梁：①無名 1 号橋（橋長 7.0m、RC 床版橋） 

 

〔室内研修〕 

10 時 30 分～12 時 00 分若狭町役場三方庁舎 2 階第 2 会議室 

・林道長寿命化対策マニュアル 

・林道橋の定期点検のポイント 

・個別施設計画作成について 

〔現地研修〕 

14 時 00 分～14 時 30 分現地研修 

・林道橋点検のポイント及び留意事項 

 

イ．現地調査 

①調査日：12 月 4 日（火） 

  参加者（32 名）：（1）研修会参加者と同じ 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：①林道三方線、無名 1 号橋（橋長 7.0m、 

                               RC 床版橋） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

②調査日：12 月 5 日（水） 

  参加者（2 名）：若狭町 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：②林道三方線、無名 2 号橋（橋長 8.2m、RCT 桁橋） 

③相田新庄線、無名 1 号橋（橋長 11.0m、鋼橋 

 （HBBC）） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 
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③調査日：12 月 6 日（木） 

  参加者（2 名）：若狭町 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：④日笠奥山線、無名 1 号橋（橋長 9.4m、RCT 桁橋） 

⑤武生線、無名 1 号橋（橋長 9.4m、RC 床版橋） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

【島根県】 

 島根県では 1 地区において研修会を開催し、計 6 橋の現地調査を実施した。 

 

ア．研修会 

参加者（5 名）：松江市 

開催日時：平成 30 年 9 月 26 日（水） 

開催場所：松江市庁舎 

現地研修箇所：林道美保関線（松江市） 

研修対象橋梁：①諸喰橋 

 

〔室内研修〕 

10 時 30 分～12 時 00 分松江市庁舎会議室 

・林道長寿命化対策マニュアル 

・林道橋の定期点検のポイント 

・個別施設計画作成について 

〔現地研修〕 

14 時 00 分～14 時 30 分現地研修 

・林道橋点検のポイント及び留意事項 

 

イ．現地調査 

①調査日：9 月 26 日（水） 

  参加者（5 名）：松江市 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：①林道美保関線、諸喰橋（橋長 22.5m、鋼橋（HBBC）） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

②調査日：9 月 27 日（木） 

  参加者（2 名）：松江市 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：①澄水山 2 号線、無名 1 号橋（橋長 5.6m、RC 床 

                                版橋） 

②澄水山 2 号線、無名 2 号橋（橋長 5.7m、RC 床 

  版橋） 
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③澄水山 2 号線、三坂川橋（橋長 6.0m、RCT 桁 

 橋） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

③調査日：9 月 28 日（金） 

  参加者（2 名）：松江市 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：①一矢線、無名 1 号橋（橋長 4.0m、鋼橋） 

②横手線、六坊大橋（橋長 16.0m、PC 床版橋） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

 

【熊本県】 

 熊本県では 1 地区において研修会を開催し、計 6 橋の現地調査を実施した。 

ア．研修会 

参加者（37 名）：玉名市、山鹿市、南関町、菊池市、大津町、阿蘇市、南阿蘇村、 

               南小国町、益城町、山都町、八代市、水俣市、芦北町、五木村、 

               人吉市、あさぎり町、多良木町、水上村、山江村、湯前町、錦町、 

               天草市、苓北町、県庁、玉名振興局、鹿本地域振興局、 

               県北広域本部、阿蘇地域振興局、上益城地域振興局、 

               芦北地域振興局、球磨地域振興局、天草広域本部、 

               県南八代広域本部（２３市町村、熊本県） 

開催日時：平成 30 年 11 月 6 日（火） 

開催場所：熊本県庁 

現地研修箇所：水無線、隠線（八代市） 

研修対象橋梁：①水無谷橋（橋長 9.2m、RCT 桁橋） 

       ②無名 1 号橋（橋長 4.2m、RC 床版橋） 

〔室内研修〕 

10 時 00 分～16 時 00 分熊本県庁本館 1302 会議室 

・林道長寿命化対策マニュアル 

・林道橋の定期点検のポイント 

・個別施設計画作成について 

〔現地研修〕 

・林道橋点検のポイント及び留意事項 

 

イ．現地調査 

①泉地区 

調査日：11 月 7 日（水） 

 参加者（18 名）：玉名市、八代市、人吉市、多良木町、水上村、山江村、湯前町、 
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                 錦町、県庁、球磨地域振興局、天草広域本部、県南八代広域本部 

                （８市町村、熊本県） 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：①水無線、水無谷橋（橋長 9.2m、RCT 桁橋） 

               ②生線、一ノ瀬橋（橋長 11.3m、鋼橋（I 桁）） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 

  ②坂本地区 

調査日：11 月 8 日（木） 

参加者（20 名）：南関町、阿蘇市、南小国町、山都町、八代市、芦北町、五木村、 

               あさぎり町、天草市、苓北町、県庁、玉名振興局、県北広域本部、 

               阿蘇地域振興局、上益城地域振興局、天草広域本部、 

               県南広域本部（１０市町村、熊本県） 

現地調査箇所及び調査対象橋梁：①隠線、無名 1 号橋（橋長 4.2m、RC 床版橋） 

               ②隠線、無名 2 号橋（橋長 5.6m、RC 床版橋） 

               ③鶴喰大門瀬線、下大丸橋（橋長 12.3m、PC 床 

                                版橋） 

               ④狩倉線、無名 1 号橋（橋長 12.6m、鋼橋（I 桁）） 

調査内容：損傷状況の評価、対策区分の判定、健全性の評価 
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2-1-2 アンケート調査 
 長寿命化対策の課題等を把握するため、林道施設管理者（47 都道府県、市町村（森林組

合等を除く））を対象に、次頁以降に示した項目によりアンケート調査を実施し、38 都道

県 789 の林道施設管理者から回答を得た。 

アンケートは５つのパートに分けて聞いている。 

（調査実施期間：平成 30 年 10 月～12 月） 

○ 点検診断について 

○ 補修・更新について 

○ 情報の管理・活用について 

○ 個別施設計画について 

○ 施設点検体制について 
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(1)アンケート（調査項目） 

【点検・診断】 

1．平成 29 年度末時点における個別施設計画策定対象橋梁数を記入して下さい。 

2．上記１のうち、平成 29 年度末時点で点検診断を実施済みの橋梁数を記入して下さい。 

3．上記１のうち、平成 29 年度末時点で個別施設計画を策定済みの橋梁数を記入して下

さい。 

4．個別施設計画の策定率（※橋梁のみ） 

5．上記 4 が 40％未満の場合、その主たる理由を文章で記入して下さい。 

6．点検診断を円滑に実施する上で、一番の課題と考えている点を次の１～４から選んで

記入して下さい。 

   （１．人材  ２．技術  ３．予算  ４．その他） 

7．上記 6 で選択した課題の内容について具体的に文章で記入して下さい。 

8．これまでの点検診断の実施者を、次の１～４から選んで記入して下さい。また、「４．

その他」を選択した場合は、実施者を具体的に記入して下さい。 

   （１．全て職員  ２．全て委託業者  ３．職員または委託業者  ４．その他） 

9．上記 8 で、「１ 全て職員」を選択した場合、職員が実施する上での課題があれば具

体的に記入して下さい。 

10．上記 8 で、「２ 全て委託業者」を選択した場合、委託業者が実施する上での課題が

あれば具体的に記入して下さい。 

11．上記 8 で、「３ 職員または委託業者」を選択した場合、実施者が異なる場合に実施

する上での課題があれば具体的に記入して下さい。 

12．上記 8 で、「４ その他の者」を選択した場合、その他の者が実施する上での課題が

あれば具体的に記入して下さい。 

 

【補修・更新】 

13．補修が必要な場合、どのように補修工法を選定しましたか？具体的に記入して下さ

い。 

14．補修が必要な場合、どのように補修時期を判断しましたか？具体的に記入して下さ

い。 

15．補修が必要な場合、どのように補修の概算工事費を算定しましたか？具体的に記入

して下さい。 

16．林道施設の点検診断業務の信頼性、効率性等を向上させるためには、今後、どのよ

うな新技術が開発・導入されることを期待していますか。期待する内容を具体的に

記入して下さい。 

 

【情報の管理・活用】 

17．施設の修繕・更新履歴等を保存している媒体を次の１～４から選んで記入して下さ
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い。また、「４．その他」を選択した場合は、具体的に記入して下さい。 

（１．紙媒体のみ  ２．エクセル等の表計算ソフト  ３．施設の諸元、点検・ 

診断及び修繕・更新履歴等を内容とするデータベース  ４．その他） 

18．点検診断の実施結果を保存している媒体を次の１～４から選んで記入して下さい。

また、「４．その他」を選択した場合は、具体的に記入して下さい。 

（１．紙媒体のみ  ２．エクセル等の表計算ソフト  ３．施設の諸元、点検・ 

診断及び修繕・更新履歴等を内容とするデータベース  ４．その他） 

19．個別施設計画の策定内容を保存している媒体を次の１～４から選んで記入して下さ

い。また、「４．その他」を選択した場合は、具体的に記入して下さい。 

（１．紙媒体のみ ２．エクセル等の表計算ソフト ３．施設の諸元、点検・診断及

び修繕・更新履歴等を内容とするデータベース  ４．その他） 

 

【個別施設計画】 

20．個別施設計画、点検結果をどのように活用しますか？具体的に記入して下さい。 

 

【施設点検体制】 

21．職員に対し、長寿命化対策の必要性や重要性の意識を高めるための取り組みは実施

していますか。 

 （１．実施している。  ２．実施していない。） 

22．上記 21 で、「１ 実施している」を選択した場合、主な取り組み内容を具体的に記

入して下さい。 

23．上記 21 で、「２ 実施していない」を選択した場合、その主たる理由を具体的に記

入して下さい。 

24．職員に対し、林道施設の点検診断に関する基礎的な知識・技術を習得させるための

取り組みは実施していますか。 

25．上記 24 で、「１ 実施している」を選択した場合、主な取り組み内容を具体的に記

入して下さい。 

26．上記 24 で、「２ 実施していない」を選択した場合、その主たる理由を具体的に記

入して下さい。 

27．林道施設の点検診断業務の実施に関して、ボランティア等との連携や活動支援を行

っている事例はありますか。 

  （１．事例がある。  ２．事例はない。） 

28．上記 27 で、「１ 事例がある」を選択した場合、主な連携・活動支援の内容を具体

的に記入して下さい。 
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(2)点検済み橋梁の供用年数と健全性の評価結果内容について（調査項目） 

 橋梁名、所在地、路線名、管理区分、点検実施者、点検の種類、架橋年月（西暦）、橋長、

幅員、設計荷重（TL-）、構造形式等、点検年月（西暦）、融雪剤使用の有無、健全性の評価

（部材、全体） 
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2－2 調査結果 

 現地調査結果の詳細を 2-3-1 に、アンケート調査結果（供用年数と健全性の評価結果の

相関性等）の詳細を 2-3-2 に示した。 

 

2-2-1 点検・診断 
（1）職員実行で行う場合の留意事項 

【職員と専門業者の評価結果の差異】 

表 2－2 に現地調査の結果（職員と専門業者の評価結果の差異の有無と理由の主なもの）

を示した。 

損傷評価では 20 橋中 12 橋で損傷箇所の見落とし又は判定ミスにより評価結果に差異が見

られた。また、対策区分の判定及び健全性の評価では 1 橋で判定ミスがあった。 

 調査の結果、「判定ミス」ではｃ→ｄなどの 1 ランク程度の評価差となるが、「見落とし」

では最大 a→e など 5 ランクの評価差が確認された。健全性の判定基準にも反映してくるた

め、十分注意が必要である。 
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表 2－2 職員と専門業者の評価結果の差異の有無と理由 

職員 業者
差異・
理由

職員 業者
差異・
理由

職員 業者
差異・
理由

1 岩手 追子沢線 2級 追子橋 鋼橋 24.4 35 予防 10～26 a e 見落とし B M
判定
ミス

無し

2 岩手
米内川
櫃取線

1級 源衛門橋 鋼橋 15.5 24 予防 3～5

a
a
a

b
c
e

見落とし 無し 無し

3 岩手 橇引沢線 1級 宿内橋 PC床版橋 17.0 20 予防 3～5
a
a

c
e

見落とし 無し 無し

4 島根 美保関線 1級 諸喰橋 鋼橋 22.5 22 予防 3～5 ｃ ｄ 判定ミス 無し 無し
5 島根 横手線 1級 六坊大橋 PC床版橋 16.0 38 予防 3～5 ｃ ｄ 判定ミス 無し 無し
6 福井 三方線 2級 無名１号橋 RC床版橋 7.0 45 一般 10～20 a ｂ 見落とし － 無し
7 福井 三方線 2級 無名２号橋 RCT桁橋 8.2 42 一般 4 ｄ ｃ 判定ミス － 無し

8 福井
相田
新庄線

2級 無名１号橋 鋼橋 11.0 56 一般 4 a d 見落とし － 無し

9 福井
日笠
奥山線

2級 無名１号橋 RCT桁橋 9.4 62 一般 4 無し － 無し

10 福井 武生線 3級 無名１号橋 RC床版橋 9.4 40 一般 4 無し － 無し

11 島根
澄水山
2号線

2級 無名1号橋 RC床版橋 5.6 54 一般 8 無し － 無し

12 島根
澄水山
2号線

2級 無名2号橋 RC床版橋 5.7 55 一般 8 無し － Ⅰ Ⅱ
判定
ミス

13 島根
澄水山
2号線

2級 三坂川橋 RCT桁橋 6.0 53 一般 8 a c 見落とし － 無し

14 島根 一矢線 2級 無名１号橋 鋼橋 4.0 48 一般 8
ｃ
ｂ

ｄ
ｃ

見落とし
判定ミス

－ 無し

15 熊本 水無線 2級 水無谷橋 RCT桁橋 9.2 55 一般 8～13 無し － 無し

16 熊本 生線 2級 一ノ瀬橋 鋼橋 11.3 － 一般 8

ｃ
b
b

ｄ
d
d

判定ミス － 無し

17 熊本 隠線 2級 無名１号橋 RC床版橋 4.2 38 一般 13 a c 見落とし － 無し
18 熊本 隠線 2級 無名2号橋 RC床版橋 5.6 37 一般 13 無し － 無し

19 熊本
鶴喰大
門瀬線

2級 下大丸橋 PC床版橋 12.3 32 一般 13 無し － 無し

20 熊本 狩倉線 2級 無名１号橋 鋼橋 12.6 26 一般 13 無し － 無し

損傷評価 対策区分 健全性
No 路線名 橋梁名

管理
区分

経験
年数

県名
林道
種類

・区分
種別 橋長

供用
年数

 

＊対策区分の判定及び健全性の評価において、損傷評価結果の誤りに起因する判定ミスは、

「無し」として判断した。 
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【判定ミスをしやすい損傷と部位】 

 表 2－3 に現地調査で判定ミスのあった損傷名、箇所等を示した。 

職員実行で橋梁点検を実施する場合、留意すべき損傷と部材箇所である。 

 

表 2－3 判定ミスをしやすい損傷と部位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記で示したほかに、現地調査で以下のミスを確認したので、職員実行で橋梁点検を実

施する場合、留意すべきである。 

 

・部材番号を間違い 

・評価基準を一般管理と取り違い 

(例：予防保全型点検なのに一般管理型の評価基準を使用) 

・損傷評価で abcde の該当のない評価を選択 

 

20



【調査見落とし箇所等の整理】 

 表 2－4 に現地調査で見落としのあった損傷名、箇所等を示した。 

職員実行で橋梁点検を実施する場合、留意すべき損傷と部材箇所である。 

 

表 2－4 現地調査で見落とされた損傷名・部位 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、この他に点検で見逃しやすい部位と損傷を以下に整理した。 

 

ア．点検で見逃しやすい部位と損傷 

①地覆のひびわれ（写真－1 a） 

  建設時の乾燥収縮により発生したヘアークラックは、経年劣化による汚れ等により変

色したコンクリートでは、発見しにくく、見落とすことが多い。 

②舗装のひびわれ（写真－1 b） 

舗装面のひびわれは、路面の経年劣化による汚れや、堆積した土砂・落葉等により、

発見しにくく、見落とすことが多い。 

③下部工の橋座上の狭小空間（写真－1 ｃ） 

  橋台・橋脚の橋座上に位置する横桁のひびわれ、支承の腐食・沓座モルタルの破損、

胸壁のひびわれ等は、空間が狭く暗い箇所が多いことから、発見しにくく、見落とすこ

とが多い。 

   

a.地覆のひびわれ     b.舗装のひびわれ    c.橋座上の横桁の鉄筋露出 

写真－1 点検で見逃しやすい部位と損傷 
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イ．点検で見間違いやすい部位と現象 

 現在はコンクリート打設時の型枠締付けにフォームタイおよびセパレータが使用されて

いるが、1970 年頃までは「なまし鉄線(8～10＃)による締付け」が行われていた。 

コンクリート打設後、鉄線を切断するがコンクリート中の鉄線が腐食し、あたかも錆び

た鉄筋が露出しているように見えることある。主に橋台竪壁や鉄筋コンクリート床版にお

いて、確認でき、これを損傷の「剥離・鉄筋露出」と誤って評価してしまうケースがある。

「なまし鉄線による締付け」の特徴は、二つ並んだ錆が等間隔に現れる事である。(写真－

2) 

     

a. 重力橋台竪壁の鉄線の錆び   b. 橋脚梁の錆び（等間隔で並んでいる） 

     

 a. 重力橋台竪壁の鉄線の錆び（無名 2 号橋：澄水山 2 号線） 

写真－2 鉄線の錆び 
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【職員実行による点検診断における留意事項】 

現地調査は林道施設長寿命化対策マニュアルの第６節 1．予防保全型並びに２．一般管

理型 と同じ（右記の下線部）の「橋梁関係の技術的経験者または森林土木（林道）に係

る調査・設計等の経験を有する技術者」という位置づけで、具体的には「旧技術者区分の

技師 C：大学卒で経験５年以上、専門学校卒で経験 8 年以上、高等学校卒で経験 11 年以上」

相当の職員を対象とした。 

しかし、実際には図 2-1 に示したとおり、参加者の 78％が林道事業に係わる経験年数５

年未満を占めていた。これは一般的に部署の異動等により 3 年から 5 年程度で配置換えと

なるためと推察される。林道橋の定期点検は今後 5 年又は 10 年に 1 度実施することとなっ

ていることから、次回点検時にも、不慣れな職員が点検を実行する可能性が高いと考えら

れる。 

このため、林道管理者側においても的確な点検診断業務を確実に実施できる技術者を育

成し、確保する取り組みが必要である。定期的に林道を管理する職員が部署を異動するこ

とを考慮した場合、継続的に点検の適切な実施・評価に資する研修を計画するなどの取り

組みが必要である。 

 

     

 図 2－1 現地調査(研修会)に参加した職員の林道事業に係る経験年数 
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(2)簡易型、一般型、予防型の適用の考察等 

【供用年数と健全性の評価結果の相関性】 

ア．供用年数と健全度について（全橋梁） 

補修が必要となる健全度Ⅲ、Ⅳの割合は、供用年数 20年以下では 5％、30年以下では 9％、

40 年以下では 13％、50 年以下では 22％となっており、40 年を超えると急激に増加してい

る。（P.73 表 2-18、図 2-6）また、健全度Ⅳの割合が 60 年を超える橋において 5％と低

いのは、一般の橋梁に比べ、車両の通行台数が少なく疲労による損傷が少ない林道橋の特

徴と考えられる。（P.74 表 2-19、図 2-7） 

 

イ．供用年数と健全度について（コンクリート橋） 

 コンクリート橋に限定して見た場合、健全度Ⅲ、Ⅳの割合は、供用年数 20年以下では 5％、

30 年以下では 5％、40 年以下では 8％、50 年以下では 14％となっており、40 年を超える

と急激に増加している。（P．76 表 2-21、図 2-9） 

 

ウ．供用年数と健全度について（鋼橋） 

 鋼橋に限定して見た場合、健全度Ⅲ、Ⅳの割合は、供用年数 20 年以下では 6％、30 年以

下では 13％、40 年以下では 22％、50 年以下では 35％となっており、40 年を超えると急激

に増加している。（P.79 表 2-24、図 2-12） 

 

エ．供用年数と健全度について（融雪剤使用） 

補修が必要となる健全度Ⅲ、Ⅳの割合は、供用年数 20 年以下では 4％、30 年以下では

12％、40 年以下では 14％、50 年以下では 24％となっており、40 年を超えると急激に増加

している。（P.85 表 2-30 、図 2-18）融雪剤使用による健全度Ⅲ、Ⅳ（表 2-30） と全橋

梁の供用年数と健全度（P.73 表 2-18）を比較すると、供用年数 20 年より古い橋梁にお

いて、割合が高くなる傾向にあるがその差は僅かである。 

 

古い橋梁は点検に要する時間がかかることが多いが、この結果より単純に比較して架橋

から 30 年以下の橋梁よりも 2～3 割程度調査に時間を要する橋梁に遭遇する可能性が高い

といえる。ただし、今のところは調査歩掛りに反映させるほどの有意なデータではないこ

とから、数値の精度を高めるために今後もこのような数値の把握を継続する必要がある。 
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【平成 33 年度以降における簡易版マニュアル等の取扱いに関する考察】 

今回の調査結果から考察すると、平成33年度以降の簡易版マニュアル等の使用に当た

っては、表2-5 に示す内容について念頭に置く必要があると考えられる。 

 

・供用年数30 年以下の林道橋では、健全度Ⅲ、Ⅳの割合が10％以下である。（P.73、

表2-18） 

・特に緊急性の高い健全度Ⅳの割合が1％と低いため、点検項目が少ない簡易型で点

検を実施しても落橋等のリスクが低い。（P.74、表2-19） 

・対象となる林道橋は、「林道橋定期点検マニュアル（簡易版）平成30年3月 林野

庁整備課」の２．適用範囲のとおり、床版橋、桁橋に限定する。 

 

    表 2-5 簡易版マニュアル等の使用に当たり念頭に置く必要がある事項（案） 

供用年数 30 年以下 

橋 種 床版橋、桁橋に限定 

          ＊損傷程度が大きい場合は除く 

 

(3)個別施設計画の策定率向上につながる取り組み 

 個別施設計画を策定するための点検診断を円滑に実施する上で特に留意すべき点して、 

人的要因と、財政事情が挙げられている。 

人的要因については、点検診断に関する研修（現地実習を含む）を定期的かつ継続的に

実施することにより、知識・経験・技術力の高い人材を確保するとともに点検診断技術を

継承していく取り組みが重要である。 

財政事情については、林道橋点検診断に利用できる国や県の補助制度を有効に活用する

こと等が望ましい。 

 

2-2-2 補修・更新 

(1)効果的・効率的な事務プロセス 

補修・更新を円滑に実施する上で特に考慮すべき点として、個別施設計画策定時の補修

工法の選定及び概算工事費の算定と、工事に係る費用負担が挙げられている。 

補修工法の選定と概算工事費の算定については、専門的知識が必要であり、林道施設管

理者自らがこれを行う場合、相応の知識と技術を必要とする。このため、補修事例に関す

る詳細なデータを蓄積し、林道施設管理者が補修工法の選定及び概算工事費の算定を行う

際に参考となるデータベースの構築を進めていくことが望ましい。また、工事に係る費用

負担については、国や県の補助制度を有効に活用するとともに、個別施設計画の着実な実

施と適切な運用により、優先順位の決定、予算の平準化等を進めていくことが望ましい。 
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(2)新技術の導入事例、期待する新技術 

【新技術の導入事例】 

今回の調査では点検診断業務における新技術（ＵＡＶ（ドローン）を活用した目視点検

を代替・支援する技術、レーザー測量技術を活用した計測を代替・支援する技術、ＧＰＳ・

ＧＩＳを活用した情報管理データベース、点検・評価におけるタブレットの活用、等）の

導入事例は確認できなかった。 

 

【期待する新技術】 

林道施設（橋梁）の点検診断業務の信頼性、効率性等を向上させるために、開発・導入

が期待される新技術について、挙げられた主なものを以下に示す。 

 

・目視点検を代替・支援する技術（ＵＡＶ（ドローン）、写真等を活用した点検技術、目

視点検以外で簡易的に点検診断できる技術、不可視部の点検が容易にできる技術、桁下

の近接目視ができる技術、ひび割れ等の自動計測技術、水面下での点検診断技術等） 

・レーザー測量技術を活用した計測を代替・支援する技術 

・ＧＰＳ・ＧＩＳを活用した情報管理データベース 

・点検に適した機動力のある小型作業車の開発 

・点検・評価におけるタブレットの活用（携帯端末での点検診断、調査票の作成等） 

・安価、費用負担が抑えられる技術（職員が安価に点検を行える技術、ｺﾝｸﾘｰﾄ強度の安価

な測定方法等） 

・効率的な技術（映像等で点検できる技術、日常点検で診断可能なアプリ、腐食の診断が

簡単にできる技術等） 

・診断結果の均一化が図れる技術、自動化など（診断結果の数値化、撮影するだけで自動

診断判定できる技術、特別な知識や技術を持たない職員でも点検診断を実施可能にする

機器等） 

・林道橋梁アセットマネジメントシステムの構築・導入 

・ＶＲ技術を導入した点検診断教育プログラムの開発・導入 

・現行マニュアルの更なる充実 

・均一に点検診断をするための事例集 
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2-2-3 情報の管理・活用 
(1)効率的なデータの保管媒体、保管方法 

施設の修繕・更新履歴及び点検診断の実施結果については、紙媒体が最も多く、次に表

計算ソフト、施設の諸元等のデータベースという順番であった。また、個別施設計画の策

定内容については、表計算ソフト、紙媒体、施設の諸元等のデータベースという順番であ

った。 

今後、各種データを関連づけて長寿命化対策に効率的に活用するためには、施設情報、

点検結果、損傷状況、個別施設計画の情報等を一元的に管理するデータベースの構築が望

まれる。 

 
2-2-4 施設点検体制 
(1) 職員の意識改革、知識及び技術の習得に関する施設管理者の取り組み 

職員に対する長寿命化対策の必要性や重要性の意識を高めるための取り組み、及び林道

施設の点検診断に関する基礎的な知識・技術を習得させるための取り組みについては、「研

修会等への参加・派遣」「会議・勉強会等における情報の共有」などの方法で実施している。 

しかしながら、「人材不足、業務多忙」、「専門知識・技術、経験不足」、「財政的理由」など

の理由により、積極的に取り組むことが困難な状況にある管理者も存在している。 

施設管理者は点検診断及び個別施設計画策定業務を円滑に実施できる体制を構築するた

め、研修会等を定期的かつ継続的に実施することなどにより、知識・経験・技術力の高い

人材を確保・育成するとともに、人事異動を考慮し職員の技術力等を継続的に維持するこ

とが重要である。 

 

(2) 点検業務に関するボランティア等との連携や活動支援 

今回の調査では以下のような事例が確認された。 

   ・地元の道路愛護会と連携し、草刈や土砂撤去などを実施 

   ・周辺在住の住民より、異常を発見した場合の連絡 

   ・林業委員や自治会、森林組合等に林道の巡視を依頼。異常があった場合の報告 

   ・土木事業では県職ＯＢなどのボランティア団体の支援を受けている。 
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