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 近年、社会資本の老朽化対策の必要性が高まっており、点検、診断、措置、記録によるメン

テナンスサイクルを構築し、持続的に回していくため、点検、補修等を適切に実施するととも

に、職員の技術力向上が急務となっている。本稿は、小樽開発建設部における道路構造物保全

に関する取組みとして、構造物の点検等を通じた職員の技術力向上のための取組みとともに、

メンテナンスシートを用いた適切な補修の実施等について紹介する。

キーワード：維持管理、メンテナンスサイクル、技術力向上、インハウスエンジニア

1. はじめに 

平成24年12月の中央自動車道笹子トンネル天井板落下

事故が社会に与えた影響は大きく、この事故をきっかけ

に社会資本の老朽化対策に関する議論が加速し、平成25

年６月に国土交通省の社会資本整備審議会道路分科会道

路メンテナンス技術小委員会において、「道路のメンテ

ナンスサイクルの構築に向けて」が、平成26年４月に社

会資本整備審議会道路分科会において、「道路の老朽化

対策の本格実施に関する提言」がそれぞれとりまとめら

れ、メンテナンスの必要性、緊急性等が改めて指摘され

ている。 

これらを背景に、平成25年に道路法が改正され、予防

保全の観点を踏まえ道路の点検を行うべきことが明確化

されるとともに、平成26年に同法施行規則が改正され、

橋梁、トンネル等は、５年に１回の頻度で、近接目視に

より点検を行うことを基本とすること等が規定された。

これに併せて、橋梁、トンネル等の定期点検要領が整備

され、点検、診断、措置、記録によるメンテナンスサイ

クルを回すための制度が整えられた。 

 このように、メンテナンスの必要性が認識されるとと

ともに、そのための制度が整ってきているところである

が、現場でメンテナンスサイクルを効率的かつ効果的に

回していくためには、これらだけでは十分とは言えない。

すなわち、メンテナンスサイクルを実際に回す技術職員

が不可欠であり、十分な技術力を有する職員を育成して

いくことが必要となる。また、メンテナンスサイクルを

支えるツールや仕組みを用いることで、さらに効果的な

ものとなる。本稿は、小樽開発建設部における道路構造

物保全に関する取組みとして、定期点検の立会等を通じ

た職員の技術力向上のための取組みとともに、メンテナ

ンスシートを用いた適切な補修の実施等について紹介す

る。 

2. 小樽開発建設部の道路構造物を取り巻く状況 

(1)  管内橋梁の構成 

 当部における道路構造物保全に関する取組みについて

述べるにあたり、まず、管内の道路構造物のうち、橋梁

を取り巻く状況について触れる。図-1は、管内の橋梁に

ついて、上部工の形式別の割合を示したものである。管

内の橋梁は、鋼橋、RC橋、PC橋がそれぞれ約３分の１

ずつを占めていることが分かる。 

鋼橋

35.6%

RC橋

29.7%

PC橋

34.7%

図-1  管内橋梁の上部工形式別割合 

また、塩害の影響地域に占める割合について、図-2に

示している。管内の橋梁のうち、３橋に１橋の割合で、

日本海側の塩害の影響地域に位置している状況にある。

塩害の影響地域に位置する橋梁とそれ以外の橋梁を比較

すると、定期点検の判定結果が厳しくなっている傾向も

見られる。 
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図-2  塩害の影響地域に位置する管内橋梁の割合 

 

 このように、当部は日本海沿岸部から山間部まで多様

な環境を有しており、その環境に応じて橋梁の種類も

様々となっている。メンテナンスの観点からは、個々の

橋種に応じた対応が要求されることを意味している。 

 

(2)  管内橋梁の老朽化の状況 

 図-3は、管内の橋梁について、建設年別の数を示した

ものである。 
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図-3  建設年別管内橋梁数 

 

 管内の橋梁は、1960年頃から1975年頃にかけて多く建

設されており、高度経済成長期に集中していることが分

かる。これらの橋梁が老朽化し始めていることが大きな

課題であるが、とりわけ、建設年の分布が均一ではなく

バラついていることが、メンテナンスのための予算や技

術職員のマネジメントを難しくしている。 

 図-4は、管内の橋梁について、建設後50年経過する割

合の推移を示したものである。2015年において、管内橋

梁のうち建設後50年以上となるものの割合は１割程度に

過ぎないが、10年後の2025年にはその割合は約５割に達

する。さらに10年後の2035年には、その割合は67%とな

り、３橋のうち２橋は建設後50年を経過している状況と

なる。現在においても、道路構造物の老朽化が顕在化し

始め、その社会的影響が懸念されているところであるが、

このまま10年後、20年後を迎えると、老朽化による影響

は相当なものとなり得る可能性がある。現時点から的確

なメンテナンスを行うための体制を構築し、メンテナン

スサイクルを着実に回すことにより、道路構造物の老朽

化による社会的影響を最小限に抑えることが重要である。 
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図-4  建設後50年以上経過する管内橋梁の割合の推移 

 

(3)  管内橋梁の損傷事例 

 前述のとおり、当部は多様な環境を有しており、場合

によっては、橋梁に対して厳しい影響をもたらす。その

１つとして、塩害が挙げられる。日本海沿岸部に位置す

る橋梁は、日本海からの潮風に晒され、飛来塩分がコン

クリート内部に浸透し内部鋼材が錆びることがある（写

真-1）。 

 

 

写真-1  管内橋梁の塩害の事例 

 

 急速な老朽化に加えて、厳しい環境による損傷等の影

響を考慮すると、メンテナンスによる構造物の機能の確

保がより一層重要となる。 

 

3.  職員の技術力向上のための取組み 

(1)  技術職員の状況 

 今後、建設後50年以上となる橋梁数が急増していく中、

そのメンテナンスを行う技術職員数については、比例し

て増えていくわけではない。このような状況において、

限られた人材でメンテナンスサイクルを効率的に回して

いくことが大きな課題となる。また、経験豊富な世代が

第一線を退いていく一方で、若手職員数は限られている。

若手職員が経験を一から積み上げていくことは非効率で

あり、また、急速な老朽化を前にその猶予もない。これ

までに培ってきた技術をベテラン職員から若手職員に速
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やかに継承していくことも重要な課題と言える。 

 

(2)  定期点検への職員の同行 

 限られた人材によってメンテナンスサイクルを着実に

回していくためには、十分な技術力を有する職員が不可

欠であり、技術力向上のための取組みが必要となる。当

部では、その取組みの一つとして、定期点検への職員の

同行を推奨している（写真-2）。 

 

 

写真-2  定期点検への同行の様子 

 

 その結果、定期点検には職員が最低１人同行する習慣

が根付きつつある。特に、現場経験が浅い若手職員が定

期点検に同行することで、多くの症例を目にすることが

でき、また、現場で定期点検の受注者と議論することで、

理解を深めることが期待できる。さらに、受注者だけに

任せることにより発生し得る見落とし等を予防する効果

も期待できる。 

 

(3)  定期点検の合同立会 

 定期点検への職員の同行の一環として、管内のトンネ

ル点検、橋梁点検、道路付属物点検及び道路防災点検に

ついて、本部及び事務所職員が合同で立会している（写

真-3）。 

 

 

写真-3  定期点検の合同立会の様子 

 
 受注者が行う点検状況を、幹部を含む本部職員と、

担当事務所職員及び近隣事務所職員が合同で立会するこ

とで、緊張感を持って点検を行い、職員の技術力向上に

つなげる試みである。 

 

(4)  管内地方公共団体への技術支援 

 自らが管理する構造物の点検等を通じた技術力向上に

加えて、管内の地方公共団体への技術支援を行うことで

も、職員の技術力向上が図られている。地方公共団体へ

の技術支援の一環として、地方公共団体の職員を対象と

して、座学と現地視察で構成される橋梁点検講習会を開

催し、地方公共団体が行うメンテナンスを支援している

（写真-4）。 

 

 

写真-4  橋梁点検講習会の様子 

 

 また、地方公共団体が管理する橋梁を出張で点検する

研修も実施し、アドバイスを行っている。これらの技術

支援は、技術者や資機材が限られている地方自治体がメ

ンテナンスサイクルを回すことを後押しすることが目的

であることは言うまでもないが、それと同時に、普段行

っている点検等に関する技術を他人に伝えるためにまと

めなおす作業を伴うことから、職員の技術力向上にとっ

ても有意義であると言える。 

 

4.  道路構造物保全の取組みにおける課題と対応 

(1)  メンテナンスサイクルを回す上での課題 

 構造物の機能を長期間に渡り確実に発揮していくため

には、点検・診断結果に基づき適切に対応するとともに、

点検、診断、措置、記録の各ステップによるメンテナン

スサイクルを構築し、継続的に発展させることが重要で

ある。メンテナンスサイクルを実効性があるものとする

ためには、点検・診断により構造物の状態を正確に把握

するとともに、構造物のメンテナンス上の着目点を明ら

かにし、一貫した補修方針の下で、各ステップを実施す

ることが必要となる。また、補修が必要な構造物の損傷

とその原因は、構造物とその位置する環境によって異な

ることから、画一化されたものではなく、個々の構造物

の特性や損傷の状態に応じた対応をとることが重要であ

る。 

 しかし、点検・診断から詳細調査、補修設計、施工等

の措置へと続く一連の流れにおいて、各ステップの担当

課や担当職員が異なることから、一貫した補修方針の下

で、情報を共有することが課題となる。また、メンテナ

ンスエキスパート等の専門的な技術職員の育成が取り組
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まれている一方で、人事異動により担当職員が一定期間

で交代する現状において、どの職員がメンテナンスを担

当しても、受注者に的確に指示し、詳細調査、補修設計、

施工等を適切に行うことができる仕組みを構築すること

も課題である。さらに、業務内容の変化に伴い、係等の

ラインで業務を行うことが少なくなり、また、現場に行

く機会自体が減り、症例を目にして考える経験が不足し

ていることから、技術力向上に寄与する経験を積ませ、

インハウスエンジニアとして育成していくことも重要で

ある。 

 

(2)  メンテナンスサイクルにおけるリスク 

 個々の構造物の状態に応じた対応を行うためには、構

造物の特性や損傷の状態、メンテナンス上の着目点等の

留意事項を適切にとりまとめ、確実に共有することが必

要となる。メンテナンスサイクルの不具合により生じる

主なリスクと、リスク解消による効果は、表-1のとおり

まとめられる。 

 

表-1  メンテナンスサイクルにおけるリスクと効果 

想定されるリスク リスク解消による効果

リスク①
担当職員が詳細調査、補修設計、施工を実施
するにあたり、橋梁カルテ等のデータベース中
にある留意事項を見落とす。

・構造物の健全性保持
・適切な補修方針の立案
・職員間、受発注者間の情報共有
・職員の技術力向上・継承

リスク②
担当職員から設計業務・工事の管理（監理）技
術者に対して行う留意事項の説明に漏れが生
じる。

リスク③

点検・診断から詳細調査、補修設計、施工へ
の流れの中で、それぞれ担当職員が変わり、
留意事項が担当職員間で確実に引き継がれ
ない。  

 

 「リスク①」から「リスク③」は、それぞれ担当職員

の見落とし、担当職員と受注者間の不十分な連携、担当

職員間の連絡不足により、橋梁カルテ等のデータベース

中にある留意事項が適切に活用されないリスクである。

これらにより、留意事項が適切に設計業務・工事に反映

されず、構造物に必要な対策がなされない恐れがある。

これらのリスクは、主にメンテナンスサイクルの「措

置」におけるリスクであり、図-5のように表すことがで

きる。これらのリスクを解消することにより、メンテナ

ンスサイクルを着実に回すことができるとともに、構造

物の健全性保持や職員の技術力向上といった効果が期待

できる。 

 

(3)  メンテナンスシートの導入 

 メンテナンスサイクルを回す上での課題に対処し、ま

た、メンテナンスサイクルにおけるリスクを解消するた

めに、当部では、構造物毎の留意事項を「メンテナンス

シート（名称は仮、以下同じ）」としてとりまとめ、メ

ンテナンスのために必要な情報をマネジメントする仕組

みを検討している。 

 

点検 診断記録

補修設計 詳細調査

データベース
（橋梁カルテ等）

受注者

リスク②

リスク③

リスク①確認指示

共有共有施 工

措置

 
 

図-5  メンテナンスサイクルにおけるリスクのイメージ 

 

 従来より、諸元や点検結果等の情報については、橋梁

カルテ等により整理されてきた。これらは、構造物の状

態を把握する上で基本となる重要な情報であるが、一方

で、メンテナンスを行うためには、これらの情報だけで

は十分とは言えない。例えば、具体的対策につながる診

断情報やこれまでの維持管理履歴に関するもの、管理の

方向づけを示したもの等が実際にメンテナンスを行う上

で必要となる。これらの情報を留意事項としてメンテナ

ンスシートにとりまとめ、メンテナンスサイクルを着実

に回すためのツールとして活用する。 

 メンテナンスシートを導入することには、大きく３つ

の目的がある（表-2）。 

 

表-2  メンテナンスシートの目的 

目 的

1 メンテナンスサイクルにおけるリスクの解消

2 経験が浅い職員によるメンテナンスの実施を支援

3 職員の技術力向上、インハウスエンジニアの育成に寄与
 

 

 １つ目は、メンテナンスサイクルにおけるリスクを解

消し、構造物の健全性保持を確実に図る。２つ目は、メ

ンテナンスの経験が浅い職員でも、メンテナンスシート

を用いて構造物を見る目を養うことで、受注者への的確

な指示、適切なメンテナンスを行うことを支援する。最

も重要な目的として３つ目に、メンテナンスシートを用

いて、ベテラン職員と議論を行うことにより、若手職員

の技術力向上を図り、インハウスエンジニアの育成につ

なげる。 

 

(4)  メンテナンスシートの内容 

 メンテナンスシートの内容としては、表-3の内容を検

討している。 
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表-3  メンテナンスシートの内容（案） 

記載内容

1 対象構造物の名称（路線名、箇所）

2 対象構造物の構造形式と特徴

3
変状（損傷）概要（種類、程度、進行状況、補修履歴）、（想定さ
れる）変状（損傷）の原因

4 詳細調査・対策に際しての着目点（安全性、耐久性、使用性）

5 対策の必要性（重大性、緊急性、対象構造物の重要度）

6 詳細調査の目的と手法（対策の目的・考え方と工法）

7 詳細調査・対策時の留意点

8 学識者の見解

9 今後の維持管理上の留意点
 

 

 メンテナンスシートは、構造物の留意事項をとりまと

めたものであり、関係者が必ず目にすることで効果を発

揮するものであることから、情報量を必要最小限に絞り、

目を通すことへの抵抗を小さくすることが望ましい。構

造物の詳しい諸元や点検結果等については、橋梁カルテ

等にすでに記載されていることから、それらの情報は最

小限にとどめ、橋梁カルテ等には記載されていないがメ

ンテナンスを行う上で重要である補修履歴や詳細調査・

対策に際しての着目点、対策の必要性等を盛り込んでい

る。 

 

(5)  メンテナンスシートの使い方 

 図-6は、メンテナンスシートの使い方のイメージを表

している。 
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図-6  メンテナンスシートの使い方のイメージ 

 

 メンテナンスサイクルにおけるそれぞれのリスクに対

応して、まずは、担当職員が詳細調査、補修設計、施工

等を行う際に、メンテナンスシートを確認することを習

慣化することで、職員自身による留意事項の見落としを

防ぐとともに、橋梁カルテ等のデータベースにある情報

を確実に理解する（「リスク①」の解消）。次に、担当

職員が受注者に対して指示を行う際に、メンテナンスシ

ートを用いて留意事項を明確にし、受注者への指示事項

を整理する（「リスク②」の解消）。最後に、点検・診

断、詳細調査、補修設計、施工等の一連の流れにおいて、

メンテナンスシートを用いて、担当職員間で留意事項を

確実に共有する（「リスク③」の解消）。 

 また、点検・診断から補修調査、補修設計、施工等の

各ステップ間における留意事項の共有するために、事務

所等でメンテナンスシートを用いたミーティングを行う。

ミーティングは、事務所の計画課や工務課、本部の関係

課等が横断的に参加し、また、所長、副所長、課長等も

交えたものとする。これにより、補修方針や調査項目、

対策工法等を確認し、抜け落ち等の防止を図ることがで

きる。また、メンテナンスの経験が浅い職員でも、メン

テナンスシートを活用することにより、受注者に的確に

指示し、詳細調査、補修設計、施工等を適切に行うこと

がきるようになることの手助けとなる。さらに、ベテラ

ン職員のアドバイスをきっかけに、若手職員が新たな

「気づき」を得るなど、技術力向上が図られ、インハウ

スエンジニアの育成にもつながる。 

 メンテナンスシートの管理については、容易さを考慮

し、エクセル等の誰でも容易に閲覧、編集ができる形式

で共有サーバに保存し、設計業務・工事の担当職員が更

新する形とする。設計業務・工事の担当職員は、開始時

に共有サーバにあるメンテナンスシートを確認した上で、

受注者に指示するとともに、設計業務・工事の完了時に、

新たな情報を反映し、最新版として保存し、次のステッ

プを担当する職員と共有する。また、メンテナンスシー

トの管理担当職員が、開始時と完了時にメンテナンスシ

ートの利用状況をチェックすることで、確実な活用を図

る。 

 

5.  おわりに 

 本稿では、当部における道路構造物保全に関する取組

みとして、構造物の点検等を通じた職員の技術力向上の

ための取組みとともに、メンテナンスシートを用いた取

組みについて紹介した。メンテナンスシートについては、

橋梁だけでなく、トンネル、道路付属物等の他の道路構

造物に適用できるとともに、河川等の他部門への展開も

可能である。今後も引き続き、職員の技術力向上に取り

組むとともに、メンテナンスシートを活用し、職員の技

術力の更なる向上、インハウスエンジニアの育成に取り

組んでいく。 
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