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第３ 長寿命化修繕計画 

前述したとおり、道路インフラの老朽化と拡大により今後は維持管理費が増加すると

見込まれる。このため、浜松市は道路インフラの修繕について長寿命化修繕計画を策定

し、それに基づいた修繕を行っている。以下、長寿命化修繕計画について述べる。

１ 公共施設長寿命化基本方針（土木施設編）

浜松市は平成 21 年 2 月に「公共施設長寿命化基本方針（土木施設編）」を策定して

いる。同基本方針は、都市づくりの基本理念や都市の将来像を定めた「第 1 次浜松市

総合計画」（平成 19～26 年度）及び「新行政経営計画」（平成 18～21 年度）の目標達

成に資するための都市経営戦略、土木部戦略を考慮して策定されたものである。 

同基本方針では公共土木施設の維持管理の課題を以下の 4点に集約している。 

①適切な点検計画、維持管理計画が策定されていない 

②今後、維持管理・更新費用が増加する懸念 

③施設台帳・点検台帳が十分に整備されていない 

④職員の維持管理に関する技術の向上が必要 

そしてこの課題に対して、公共土木施設の耐久性を高め向上させることにより更新

時期の集中を避け、管理コストの低減、必要予算の平準化を図ることを目的として、

長寿命化に向けた以下の対応方針を示している。 

①維持管理計画の策定 

・アセットマネジメントの考え方を導入し、効率的な管理計画を策定 

・施設の特性に応じた適切な維持管理目標の設定 

②適切な維持管理の実現 

・予防保全への転換を図り、効率的管理による予算の平準化 

・財政当局、市民へのアカウンタビリティ向上 

③管理施設の点検とデータベース構築・運用（データの一元管理） 

・管理施設の点検による現状把握と、台帳整備の推進 

・データの一元管理による効率的なマネジメントの実施 

④技術力の向上 

・職員の技術向上を図り点検体制等を充実させ、施設の安全性を確保 

・管理体制の継続的な改善、職員 OB・民間活力等の活用 

この「公共施設長寿命化基本方針（土木施設編）」を前提として道路舗装及び橋梁に
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ついて長寿命化修繕計画が策定され、実行されている。 

２ 舗装長寿命化修繕計画

（１）背景と課題 

舗装長寿命化修繕計画を導入する背景は主に 

①市の面積が膨大で、前述のとおり管理対象となる路線延長が 8,457km（平成 26

年 4 月現在）と非常に長く、路線数が約 23,000 路線ということ 

②国道・県道等、幹線道路など交通量の多い路線、あるいは、山間部における交

通量の少ない路線、生活道路など、管理する道路も様々であり、これらの多種

多様な道路・舗装の効率的な管理が必要となっていること 

である。 

また、舗装は、老朽化、利用形態の変化、大型車の交通量の増加、施工不良など

が原因で傷んでいくものである。舗装管理の課題として 

①膨大な補修経費の増加 

②財政難による維持管理費用の削減 

③老朽化の増加に伴う道路管理瑕疵事故の増加 

があげられる。 

舗装長寿命化修繕計画を導入する以前は、舗装の維持管理は事後保全的に実施さ

れていた。しかし、舗装の維持修繕予算は減少傾向で推移するとみられており、効

果的に維持管理していくためには、適切な時期に修繕を行っていくアセットマネジ

メントの考え方を導入した維持管理計画策定への取組みが必要となった。つまり、

舗装の状態を客観的に把握・評価し、中長期的な舗装状態を予測するとともに、予

算的制約のもとで、いつどのような対策をどこに行うのかが最適であるかを決定し

ていく。この考え方をもとに、必要な時期に必要な対策を行い、舗装の打換時期を

遅らせ、長期的な補修費用削減を目指す。 

なお、舗装の供用寿命は、従来、10 年程度とされてきた。 

一方、公益社団法人日本道路協会「舗装設計施工指針(平成 18年 2 月)」によれば、

舗装の設計期間は交通の繰り返し荷重に対する舗装構造全体の耐荷力を設定するた

めの期間であり、疲労破壊によりひび割れが生じるまでの期間とされ、設計期間の

目安として主要幹線道路の舗装について、高速自動車国道 40 年、国道 20 年とされ

ている。 

浜松市における舗装の修繕に関しては、早期修繕を行うことや修繕時の舗装厚を

厚くすること、路上再生路盤工法を採用するなどして、主要幹線道路の修繕後の舗
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装について 20年以上の寿命を目指していくこととなった。（なお、平成 27年 3 月の

ガイドラインの改訂により予防保全型路線の打換期間については 40 年を目指してい

くことに改訂された。） 

（２）計画の経緯 

舗装長寿命化修繕計画は前述の「公共施設長寿命化基本方針（土木施設編）」を受

けて策定されたものである。同基本方針に準拠し、まず、「舗装長寿命化計画ガイド

ライン（案）（平成 21年 2 月）」が策定された。同ガイドラインは舗装を対象とした

維持管理方法、健全度評価、経済性評価等についてとりまとめるとともに、後述す

る重要度「レベルＡ～レベルＣ」路線の策定、予算制約下における各路線の特性に

合わせた最適な維持管理計画の立案方法、事業実施のための具体的な評価・実施手

法を定めている。 

また、同基本方針策定に先行して、浜松市は重要度「レベルＡ」の路線について

平成 19 年度から路面性状調査を実施しており、平成 21 年度をもって「レベルＡ」

に該当する路線の全ての路面性状調査は完了した。 

これらを受け、平成 22 年度以降、「レベルＢ」に該当する路線の舗装現況調査を

実施するとともに、レベルＡ,Ｂについて舗装長寿命化修繕計画の策定を進めること

となった。 

修繕計画はまず、路面性状調査の終了している「レベルＡ」路線から、平成 24年

度から平成 28 年度の 5 箇年計画が策定され、実施されている。また、「レベルＡ」

路線については平成 27年度に点検が行われ、平成 29 年度から平成 31年度の計画を

現在策定中である。 

「レベルＢ」路線については平成 27 年度から平成 31 年度の計画が策定され、現

在、実施されている。 

現在、「レベルＡ」路線、「レベルＢ」路線の計画は時期がずれて進行しているが、

平成 32 年度以降は計画期間を併せて策定・実施される予定である。 

（３）舗装マネジメントの体系 

舗装長寿命化修繕計画の策定により、事業実施計画への反映、維持管理水準の向

上、予算の平準化とコスト縮減を図るとともに、舗装管理情報の共有、市民へのア

カウンタビリティ向上を目指す。 

この目的を達成するための舗装マネジメントの体系は次のとおりである。 



第 3 長寿命化修繕計画

26

調査・点検（路面性状調査）→維持管理計画策定→事業実施→データベースの更

新の PDCA サイクルを回し、必要に応じて、維持管理計画策定方法の見直しを行う。 

（４）維持管理方法 

ア 路線の分類 

「舗装長寿命化計画ガイドライン（案）（平成 21年 2 月）」では、道路の維持管理

方法として路線を重要度によって分類する方法を採用している。重要度による道路

の分類は次のとおりである。 
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重要度による施設の分類（舗装）      平成 19 年 4月現在 

重要度 対象施設 
延長 

小計 合計 

レベルＡ

①交通量がＮ6・Ｎ7かつ幅員が 5.5m 以上（2車線）の

国道・県道 
237km

295km

②幅員 13m（4 車線）を越える市道※ 58km

レベルＢ
①重要度「レベルＡ」の路線以外の国道・県道 655km

846km
②幅員 5.5ｍ以上でバス路線に該当する市道 191km

レベルＣ
①重要度「レベルＡ」および「レベルＢ」以外の市道

のすべて 
     7,304km

計 8,445km

※沿道環境に与える影響（騒音、振動等）を考慮し設定した。 

この重要度に応じた道路の管理計画の基準を定め、修繕計画を策定する。長寿命

化修繕計画は「レベルＡ」路線及び「レベルＢ」路線を対象とするものであるが、

当初の分類では対象となる道路が多いため、舗装維持管理ガイドラインの見直し（平

成 27年 3月改訂）により、次のとおり、分類も見直しが行われた。 

平成 26 年 6 月現在 

重要度 対象施設 
延長 

合計 

レベルＡ 交通区分Ｎ6以上の路線 112km  

レベルＢ 緊急輸送路に指定されている交通区分Ｎ５以下の路線 228km  

レベルＣ 重要度「レベルＡ」および「レベルＢ」以外の路線 8,117km  

計 8,457km  

※緊急輸送路は静岡県が指定する路線に準ずる。 

（参考）大型車交通量区分（舗装計画交通量） 

    Ｎ７（Ｄ交通）：3,000 以上       （台/日・方向） 

    Ｎ６（Ｃ交通）：1,000 以上 3,000 未満 

    Ｎ５（Ｂ交通）：  250 以上 1,000 未満 

        Ｎ４（Ａ交通）：  100 以上 250 未満 

    Ｎ３（Ｌ交通）：   40 以上  100 未満 

        Ｎ２（Ｌ交通）：   15 以上  40 未満 

    Ｎ１（Ｌ交通）：             15 未満 
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イ 修繕方法 

重要度 維持修繕シナリオ 内容 

レベルＡ 
予防保全型 

・損傷が軽微なうちに、進行を防止するための予

防的な対策（表面処理、切削オーバーレイ等）

を実施 レベルＢ 

レベルＣ 巡回監視型 
・損傷が顕在化した時点で、損傷状況に応じた大

規模な対策（打換え等）を実施 

※1 平成 21 年 2 月のガイドライン（案）では「レベルＢ」路線は事後保全型（損傷が進行し顕在化し

た後に、損傷状況に対応した比較的大規模な対策を実施）であったが、平成 27 年 3 月のガイドライ

ンで改訂 

※2 重要度に関わらず、緊急性の高い箇所を発見した場合は至急修繕を行う。 

「レベルＡ」路線、「レベルＢ」路線は中長期管理計画策定における、ライフサイ

クルコストの削減を図るため、予防保全型修繕を行う。 

「レベルＣ」路線は膨大な路線延長のなかで修繕箇所ごとに優先順位を設定し、

予算制約下で可能な限り、修繕を行う。前述したとおり、長寿命化修繕計画は予防

保全型修繕により予算を平準化するものであるため、その対象は「レベルＡ」路線

及び「レベルＢ」路線である。 

（５）事業の実施方法 

路面性状調査の結果により、路面性状が一定値以上に保てるよう修繕を行う。損

傷が一定値を下回る路面に対して概ね 5年計画で修繕を行う。路面性状調査は概ね 5

年に 1度実施される。 

各年度における事業実施に当たっては、補修区間及び前後区間の路面状況、占有

工事の実施時期、予算の整合性を確認し、必要に応じて事業実施計画を修正し、補

修工事を実施する。 

３ 橋梁長寿命化修繕計画 

（１）背景と課題  

前述したとおり、浜松市は、平成 19 年 4 月の政令指定都市移行に伴う国道・県道

の管理移管により、管理する橋梁数も 5,979 橋（平成 24 年 7 月 長寿命化修繕計画
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策定当時）と非常に多くの橋梁を管理している。 

多くの橋梁が高度経済成長期に建設されたため、平成 17 年頃から建設後 50 年以

上の橋梁が急増し平成 21 年には 100 橋を超え、平成 42 年には 530 橋になる。これ

らの橋梁に対して適切な維持管理を行わない場合、老朽化による突発的な事故、ま

たこれによる架替え等が発生し、膨大な費用や通行制限による社会生活への影響が

懸念される。 

これらの橋梁を限られた財源の中で効果的に維持管理していくためには、適切な

時期に修繕を行っていくアセットマネジメントの考え方を導入した維持管理計画の

取組みが不可欠である。これにより、効率的で継続的な管理を実施し、将来的な財

政負担の低減及び道路交通の安全性の確保を図る。 

（２）計画の経緯 

浜松市は「浜松市土木施設長寿命化計画橋梁点検マニュアル（案）（平成 20 年 3

月）」により独自に橋梁の点検を行っていた。同マニュアルに従って平成 19 年度か

ら平成 22年度に点検を実施し、その結果をもとに橋梁長寿命化修繕計画は策定され

た。また、平成 21年 2月には前述の「公共施設長寿命化基本政策方針（土木施設編）」

を受けて、橋梁を対象とした長寿命化修繕計画が策定されている。 

当初、修繕計画は平成 25年度から平成 34 年度の 10 年計画で策定されたが、道路

インフラの事故等により計画は前倒しされ、5年に短縮されて実施されている。 

（３）橋梁マネジメントの体系 

橋梁マネジメントの体系は次のとおりである。舗装マネジメントの体系と基本的

に同じであり、橋梁点検→維持管理計画策定→事業実施→データベースの更新の

PDCA サイクルを回し、必要に応じて、維持管理計画策定方法の見直しを行う。 
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（４）維持管理方法 

管理対象橋梁全てを効率的、継続的に管理し、将来的な財政負担の低減及び道路

交通の安全性の確保を図るため、重要度に応じた分類を行う。この点は舗装長寿命

化修繕計画と同じ考え方である。重要度は、道路ネットワークや落橋時の孤立集落

の発生等の条件を考慮して設定され、橋梁を「レベルＡ：予防保全型Ａ」、「レベル

Ｂ：予防保全型Ｂ」、「レベルＣ：巡回監視型」に分類する。 

この分類のうち、「レベルＡ」で 15m 以上の橋梁と「レベルＢ」で国道・県道の橋

梁を併せた 323 橋が、橋梁長寿命化修繕計画の対象とされた。全管理橋梁の総延長

に対し、323 橋の総延長は約 29％を占めるものである。 
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橋梁長寿命化収税計画の対象橋梁 

※上記は、浜松市橋梁長寿命化修繕計画（平成 24 年 7 月 浜松市土木部道路課）策定当時の橋梁数 

なお、現在策定中の新ガイドラインでは橋梁の分類の見直しが行われ、予防保全

段階までの維持管理対象は 1,500～1,600 橋となる予定である。ここで、予防保全段

階とは、道路橋定期点検要領（平成 26年 6月 国土交通省道路局）において用いら

れている判定区分Ⅱの解釈をいう。 

（５）事業の実施方法 

「浜松市土木施設長寿命化計画橋梁点検マニュアル（案）平成 20年 3 月」に基づ

き、定期点検を行う。定期点検は 5年ごとに行われる。また、日常的な管理として、

道路パトロール、清掃等を実施し、橋梁を良好な状態に保ち、通行の安全を守る。 

橋梁の重要度や損傷（劣化）状況により、管理する水準を設定し、維持管理を行

う。 

維持修繕
シナリオ

重要度 内容 対象施設
橋梁数

（参考：平成21.2現在）
長寿命化修繕計画

対象橋梁数

(1)道路ネットワーク上の構築 681 234

(2)跨線・跨道橋((1)を除く） 38 34

(3)落橋時に孤立集落が発生する橋梁
((1)、(2)を除く）

15 -

(4)塩害区域内（海岸線からの距離200ｍ以
内）の橋梁（(1)～(3)を除く）

13 1

(5)重要度「レベルＡ」以外の国道・県道
の橋梁

54

(6)重要度「レベルＡ」以外の市道で橋長
15ｍ以上の橋梁

-

(7)市道の橋長15ｍ未満の橋梁 4,364 -

(8)独立占用自歩道 40 -

5,979 323　合計

828

　損傷が軽微なうち

に損傷の進行を防止
するために、予防的
に対策を実施

レベルＡ予防保全型Ａ

予防保全型Ｂ

巡回監視型

レベルＢ

レベルＣ

　損傷が進行し顕在
化した後に、損傷状
況に対応した比較的
大規模な対策を実施

　損傷が深刻化した
時点で、部材の取替
えまたは更新を実施

 国道 県道 市道 合計 

全管理橋梁数 291 658 5,030 5,979 

うち計画の対象橋梁数 99 171 53 0､323 
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橋梁の管理水準は次のとおりである。 

（６）計画による効果 

予防的な修繕を実施することによる長寿命化、並びに計画的な架替えにより、ラ

イフサイクルコストの縮減を図ることができる。また、損傷に起因する通行制限等

が減少し、道路の安全性・信頼性が確保される。 

この計画により想定する橋梁の耐用年数は次のとおりである。 

橋梁の重要度 想定耐用年数（年）

レベルＡ 120 

レベルＢ  80 

レベルＣ  50 

計画対象の 323 橋において、損傷が深刻化した時点で部材の取替え又は更新を実

施した場合と、「予防的な対応」による管理の場合で比較すると、2111 年までの補修

費の総和（LCC：ここでは橋を維持修繕していくために必要となる修繕対策費用の合

計を示す。）が、2,099 億円（事後的な対応）から 1,288 億円（予防的な対応）とな

り、811 億円（約 39％）コスト縮減できる試算結果となっている。 

管理指標

損傷(劣化)状況

重要度

ﾗﾝｸ HI 状態 レベルＡ
(予防保全型Ａ）

レベルＢ
(予防保全型Ｂ）

レベルＣ

(巡回監視型) 

5 100
～80 良い 

損傷(劣化)が認

められない 
点 検 点 検 

巡 回 

点 検 

4 80 
～60

軽微な損傷 

(劣化)がある 
維 持 点 検 

巡 回 

点 検 

3 60 
～40

損傷(劣化)が認

められ、追跡調査

が必要 

補 修 維 持 
巡 回 

点 検 

2 40 
～20

損傷(劣化)が大

きい 
修 繕 修 繕 

状況により 

維持 

1 20 
～0 悪い 

損傷(劣化)が著

しく、安全性確保

が懸念される 

大規模修繕 

または更新 

大規模修繕 

または更新 

大規模修繕 

または更新、

用途変更、廃棄

目標管理水準



第 3 長寿命化修繕計画

33 

４ 長寿命化修繕計画進捗状況 

（１）舗装長寿命化修繕計画 

「舗装長寿命化計画ガイドライン（案）（平成 21年 2 月）」に沿って舗装点検結果

に基づく事業実施計画は「レベルＡ」、「レベルＢ」路線ともに前述したとおりに実

施されている。ただ、現状は、修繕の多くが、打換え等を必要とするものであり、

長寿命化修繕計画が本来想定している目標管理水準を維持するための予防保全とし

ての修繕計画の実施には至っていない。一定の水準を確保するための修繕は平成 31

年度で概ね終了する予定であり、平成 32 年度以降、本来想定している長寿命化修繕

計画が実施されるものと見込まれる。 

平成 22年度に策定された長寿命化修繕計画では舗装長寿命化修繕計画の継続的実

施に向けた課題と対応が次のように整理されている。 

１）長寿命化修繕計画の策定 

２）修繕計画の実施に向けた体制の構築 

３）舗装点検の継続的実施に向けた体制の構築 

４）点検情報の蓄積・管理体制の構築 

５）他機関との擦り合わせ体制 
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１）については平成 22年度に委託契約により策定済みとなっている。 

２）については点検に基づく 5 年間の修繕計画は各土木整備事務所に配布され、

優先順位等を考慮し、単年度の工事計画が策定され実行する体制はできている。た

だし、当初想定されていた舗装履歴情報等の統一的な入力システムは現在、構築さ

れていない。また、各土木整備事務所の計画の実施状況を本庁がタイムリーに知る

システムも構築されていない。この点については指摘事項として後述する。 

３）については実現可能な点検計画の立案と点検者の技術力の向上が求められて

いる。長寿命化修繕計画の対象となっている路線については本庁で一括して路面性

状調査が概ね 5 年に 1 回行われている。対象外の路線については各土木整備事務所

が主に道路パトロールにより巡回監視を行う。道路パトロールについては平成 23年

3 月に「道路パトロールによる舗装点検マニュアル（案）」が策定されたが、当該マ

ニュアルは舗装修繕の判定に使用する指標の参考として各土木整備事務所に示して

いるだけで、実際の運用には至っていない。この点については指摘事項として後述

する。 

４）については道路パトロール等による点検結果を統一的に蓄積するシステムは

現状では構築されていない。 

５）については浜松市道路規制協議会がその役割を担っている。「第５ 工事契約 

４ 浜松市道路規制協議会」にて述べる。 

「舗装長寿命化計画ガイドライン（案）（平成 21年 2 月）」によれば長寿命化修繕

計画は検証を定期的に実施することとされている。その事後評価の方法は 

１）事業の実施状況の確認・評価と事業実施計画の見直し（1～2年） 

２）中長期管理計画の見直し（適宜） 

３）ガイドラインの見直し（5～8年） 

となっている。同ガイドラインは平成 27 年 3 月に改訂され、事後評価の上記 3項目

についても 

１）事業の実施状況の確認・評価と事業実施計画の見直し（毎年実施） 

２）中長期管理計画の見直し（5年ごとを基本に実施） 

３）ガイドライン（管理計画策定方法等）の見直し（適宜） 

と改訂されている。また、中長期管理計画は 5 年ごとの点検に合わせて見直され

るものであり、適切に実施されているといえる。１）については事業の実施状況の

確認・評価方法については具体的にされていないので、今後の課題といえる。この

点についても指摘事項として後述する。 
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（２）橋梁長寿命化修繕計画 

前述したとおり、平成 21年 2 月策定のガイドラインに従って橋梁長寿命化修繕計

画は実施されている。計画策定当初 323 橋を対象としていたが、平成 30年度以降は

「レベルＡ」、「レベルＢ」に分類される橋梁全てを長寿命化修繕計画の対象とする

予定となっている。 

また、道路インフラの事故等を起因として、修繕の前倒しが行われ、前述したと

おり、当初 10 年計画（平成 25 年度～平成 34 年度）で行われる予定であったが、5

年に短縮して実施されている。業務実施計画は計画どおり実行されているといえる。 

舗装長寿命化修繕計画同様、橋梁長寿命化修繕計画についても前述したとおりの

マネジメントの体系が計画されており、事後評価の方法として同様の 3 項目がガイ

ドラインに記載されている。このうち、ガイドラインについては平成 27年度中の改

訂を計画していたが、原田橋の事故により、進捗が遅れ、平成 28 年度上期に策定さ

れる予定となっている。 

（３）監査の結果 

ア 実施した監査手続き 

道路課担当者及び各土木整備事務所が作成した資料を基に概要説明を受けるとと

もに、地方自治法等の関連法規や関連する要綱等を確認した。監査の結果、合規性

の観点から問題となる事項はなかったが、是正を要する事項については、「イ 指摘

事項」とした。 

イ 指摘事項 

① 本庁における計画の進捗管理 

現在、単年度の工事計画は各土木整備事務所によって策定され、実施されている。

年度末にその実施状況は道路課が把握することとなるが、期中においてその進捗情

報は道路課では管理されていない。執行が遅れ、繰越手続き等が行われると、5年間

の修繕計画が予定どおりに執行されなくなる。よって、道路課においても進捗度を

タイムリーに把握し、長寿命化修繕計画が計画どおり執行されているかを管理する

必要がある。例えば、毎月の予算の執行状況の報告の中で長寿命化修繕計画の執行

状況の報告を受け、予定どおり執行されているかどうか、遅れがあれば、その理由
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の報告も受ける体制が必要と考える。 

長寿命化修繕計画のマネジメントの体系の中で工事情報、修繕情報等をデータベ

ースにより一元化して管理することを計画している。データベース化により本庁で

情報が入手できれば、各土木整備事務所の報告を待たずに管理することができる。

しかし、道路課がその情報にアクセスしなければ、データベース化したとしても現

状と変わらない。データベース化が行われた場合にはそのデータを有効に利用して、

進捗を管理し、遅れがある場合には各土木整備事務所がその理由を報告する等の体

制の構築が必要である。 

② 実行性のあるマニュアル作り 

平成 23 年 3 月に策定された「道路パトロールによる舗装点検マニュアル（案）」

は長寿命化修繕計画の対象外の舗装点検マニュアルであるが、実際には舗装修繕の

判定に使用する指標を参考として各土木整備事務所に示しているのみであり、当該

マニュアルは運用されていない。その理由としては当該マニュアルに基づき点検を

行い、修繕の必要性を判断すると舗装修繕が必要な個所が多数となり、財政的に対

応できないことがあげられる。 

長寿命化修繕計画の対象外の舗装については各土木整備事務所が道路パトロール

により巡回監視を行い、損傷が発見されればその状態によって修繕等の措置が取ら

れる。しかし、マニュアルが整備されていない現状では各土木整備事務所の道路パ

トロールの巡回監視方法等にばらつきが生じる結果となる可能性がある。よって、

運用可能なマニュアルを策定し、道路パトロールによる巡回監視方法等を画一的な

ものとする必要がある。 

③ 事業の実施状況の確認・評価方法 

舗装長寿命化計画ガイドラインによれば事後評価として「毎年の点検、補修・更

新等の実施に伴い、「コスト縮減効果」と「安全性向上効果」等により事業の実施状

況の確認・評価を行い、次年度以降の事業実施計画の見直し等を検討する」となっ

ている。事後評価については舗装マネジメントの体系の一部でもある。しかし、こ

れを具体的にどのように実施するかについては明確になっていない。 

平成 27 年 3 月の改訂ガイドラインでは「事業実施の状況の確認・評価と事業実施

計画の見直し」は毎年実施するとなっている。次年度以降の事業実施計画の見直し

等は毎年行うものかもしれないが、その前提として「コスト縮減効果」と「安全性

向上効果」等の視点により事業の実施状況を毎年確認・評価するのは、負担も大き

いと感じる。事後評価をしながらより適切な修繕計画を策定することは必要である
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が、実行性を勘案して、具体的な事後評価方法を構築する必要がある。 

④ 委託で作成した長寿命化修繕計画 

業者に委託して作成された長寿命化修繕計画は具体的な計画内容を示すものとは

いいがたい。道路課及び各土木整備事務所が「長寿命化修繕計画」としてとらえて

いるものは公共施設長寿命化基本方針やガイドラインであり、「計画」として考えて

いるものは「業務実施計画」である。「業務実施計画」は点検結果に基づき作成され

る 5 年間の修繕計画であり、長寿命化修繕計画の中で具体的に計画されているが、

それ以外の計画については具体的な内容があいまいである。

長寿命化修繕計画の実施状況があいまいであるのはこの点にあると推測される。

長寿命化修繕計画として作成された成果物は計画というよりは、方針やガイドラ

インを示すものである。すでに公共施設長寿命化基本方針が作成され、ガイドライ

ンも作成されている。方針、ガイドライン、計画の 3者は記載内容が類似しており、

これを読んだだけでは位置付けがあいまいな印象を受ける。方針があり、その方針

を実践するためのプロセス等が記載されたものがガイドラインであり、そのプロセ

スに従って、具体的な実行内容を策定したものが計画である。 

また、方針、ガイドライン、計画の成果物、の全てに記載されているマネジメン

トの体系を具体的にどのように遂行するかという点は明確にされていない。同様に、

データベース化を行うということは記載されているが、具体的にどのようなデータ

ベースをいつまでに作成するのかということについても明確にされておらず、よう

やく平成 28 年度で予算取りをする段階になったという程度である。

よって、方針なのか、ガイドラインなのか、計画なのか、策定すべきものが何で

あるのかを明確にし、具体的な計画が策定されるようにする必要がある。


