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横断歩道橋編 

1.  はじめに 
本市が管理する横断歩道橋は、114橋（2019年 3月末現在）あり、このうち建設後 50年
以上が経過している施設が 35%あります。

横断歩道橋は、2017年度と 2018年度の 2ヵ年で全施設の定期点検を実施しました。

横断歩道橋は、施設の老朽化による損傷の進行が、第三者被害につながる可能性が高い施

設です。そのため今後も引き続き、定期点検を実施するとともに、適正な管理水準を設定し、

点検結果に基づく計画的な修繕を実施していくことが重要です。また撤去が検討されている

歩道橋については安全を確保しつつもコスト縮減も考慮した適切な管理を検討する必要があ

ります。
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2.  基本方針 
（1）管理手法の考え方 

各施設において、管理手法としてどの健全度の区分で対応するかを設定しておくことで、

統一的・計画的な維持管理を実施していくものとします。施設の特性によって状態の表現は

異なりますが、全施設同様の考え方として、管理水準は、施設の健全度の判定区分を適用し

ます。

予防保全型で対応する施設の「軽微な損傷」では判定区分Ⅱ、機能保全型で対応する施設

の「損傷程度が補修すべき段階」では判定区分Ⅲ、対症療法型で対応する施設の「機能に支

障がないように損傷程度が限界レベルになる前」では判定Ⅳを管理水準として管理していき

ます。

表 2-1 健全度の診断による判定区分 

判定区分 状態 管理手法

Ⅰ 健全
施設の機能に支障が生じていない

状態。
－

Ⅱ 経過観察段階

施設の機能に支障が生じていない

が、予防保全の観点から措置を講

ずることが望ましい状態。

予防保全型

Ⅲ 早期措置段階

施設の機能に支障が生じる可能性

があり、早期に措置を講ずべき状

態。

機能保全型

Ⅳ 緊急措置段階

施設の機能に支障が生じている、

又は生じる可能性が著しく高く、

緊急に措置を講ずべき状態。

対症療法型

（2）横断歩道橋の基本方針 

1） 管理方針 

横断歩道橋の維持管理については、以下に示す施設の特徴を踏まえて、「予防保全型」の

管理を基本とします。

一方で、少子化等の影響により利用者が減少しているとともに、高齢者にとっては階段の

ある横断歩道橋がバリアになっているという側面もあり、利用状況等に応じて今後撤去する

ことも選択肢として考慮する必要が出てきています。そこで既に撤去が決まっている施設に

ついては、定期点検により利用者の安全・安心は確保しつつ、コスト縮減の観点から「機能

保全型」の管理を実施していきます。

■維持管理に係る横断歩道橋の施設的特徴 

 横断歩道橋は歩行者の安全確保と車両交通の円滑化を目的として設置されている

 変状・損傷等が第三者被害（事故や交通規制）に直結する可能性がある

対策時期は定期点検の結果を踏まえて決定します。具体的には、予防保全型の管理では、

点検結果をもとに、補修が必要な橋（判定区分Ⅲ以上）を計画的に補修するとともに、施設
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の機能に支障が生じていない段階（判定区分Ⅱ）の橋についても必要な修繕を行っていきま

す。機能保全型では判定区分Ⅲの時点で対策を実施します。 

2） 計画期間 

計画期間は、維持修繕計画の第 2期として、2019年度～2023年度の 5年間を対象とし
ます。

3） 点検計画 

横断歩道橋定期点検要領（平成 31年 2月 国土交通省道路局）に基づき、5年に 1回、
近接目視による定期点検を実施します。

点検時において高所作業車が必要となり、部材の損傷を評価する必要があることから専

門業者への委託による作業とします。

4） 対策の優先順位の考え方 

対策の優先順位は、健全性のほか第三者被害の有無や路線の重要度などを総合的に勘案

して判断します。

5） 計画による効果 

本計画に基づき適切な管理を実施することにより、以下のような効果が期待できます。

 定期点検により状態を把握し、損傷に対して適切な対策を実施することにより、第三

者被害を回避し、安全・安心を確保できます。

 劣化が進行する前に予防的な対策を実施することにより、大規模修繕や更新を回避し、

規制等による市民生活への影響軽減が期待できます。
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3.  実施プログラム 
2019年度～2023年度の 5ヶ年における横断歩道橋の実施プログラムは次頁のとおりです。

判定区分Ⅲ以上の歩道橋については、点検結果に応じた断面補修等の補修を行うとともに

全面的な塗替えにより防錆性能を向上させ、長寿命化を図ります。塗替えを実施済みの歩道

橋については、断面補修等の部分的な補修を行います。

なお施設の劣化状況等により、施工時期が変更になる場合があります。
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点検 塗替・断面補修等 点検 塗替・断面補修等

1 四谷下町歩道橋 川崎区 ● 58 苅宿歩道橋 中原区

2 四谷上町歩道橋 川崎区 ● 59 ガス橋平間歩道橋 中原区 ★

3 川中島歩道橋 川崎区 ● 60 上丸子天神町歩道橋 中原区

4 国道中島歩道橋 川崎区 ● 61 宮内歩道橋 中原区 ●

5 労働会館前歩道橋 川崎区 ● 62 平間歩道橋 中原区

6 富士見歩道橋 川崎区 ● 63 玉川歩道橋 中原区

7 田町歩道橋 川崎区 ● 64 武蔵小杉駅前歩道橋 中原区 ●

8 出来野歩道橋 川崎区 ▲ 65 西加瀬歩道橋 中原区 H30済

9 昭和歩道橋 川崎区 ● 66 木月住吉町歩道橋 中原区

10 塩浜歩道橋 川崎区 ▲ 67 平間駅跨線人道橋 中原区

11 四谷小学校前歩道橋 川崎区 68 中丸子跨線人道橋 中原区

12 池上新町歩道橋 川崎区 ● 69 高津小学校前歩道橋 高津区

13 浅野町歩道橋 川崎区 70 橘歩道橋 高津区 ●

14 浜町歩道橋 川崎区 71 北見方歩道橋 高津区

15 県道鋼管通歩道橋 川崎区 ● 72 子母口歩道橋 高津区

16 田辺新田東歩道橋 川崎区 ● 73 キラリデッキ　東の橋 高津区

17 田辺新田歩道橋 川崎区 ▲ 74 溝口跨線人道橋 高津区 ●

18 浅田歩道橋 川崎区 75 久本跨線人道橋 高津区 ●

19 大島歩道橋 川崎区 ● 76 久地歩道橋 高津区 ●

20 さつき橋歩道橋 川崎区 H30済 77 末長歩道橋 高津区

21 上並木歩道橋 川崎区 ● 78 諏訪歩道橋 高津区

22 日進町歩道橋 川崎区 ● 79 久本歩道橋 高津区 ●

23 池上町歩道橋 川崎区 ★ 80 キラリデッキ　西の橋 高津区

24 池藤橋歩道橋 川崎区 H30済 81 上野川歩道橋 宮前区 ●

25 伊勢川中島歩道橋 川崎区 ▲ 82 宮崎小学校歩道橋 宮前区

26 旭町二丁目歩道橋 川崎区 ● 83 宮崎歩道橋 宮前区

27 市道中島歩道橋 川崎区 84 菅生歩道橋 宮前区

28 大島四丁目歩道橋 川崎区 ★ 85 平台歩道橋 宮前区

29 大島上町歩道橋 川崎区 ● 86 土橋歩道橋 宮前区

30 渡田六ッ角歩道橋 川崎区 ● 87 西谷歩道橋 宮前区 ●

31 市道鋼管通歩道橋 川崎区 ● 88 菅歩道橋 多摩区

32 駅前本町歩道橋 川崎区 89 生田根岸歩道橋 多摩区

33 京町歩道橋 川崎区 ● 90 東生田歩道橋 多摩区

34 田島町歩道橋 川崎区 91 生田歩道橋 多摩区

35 日進町第2歩道橋 川崎区 ● 92 大作歩道橋 多摩区

36 川崎駅東西連絡歩道橋 川崎区 93 高石歩道橋 多摩区

37 川崎駅東西連絡跨線人道橋 川崎区 94 星ヶ丘歩道橋 多摩区

38 河原町歩道橋 幸区 撤去予定 95 根岸稲荷歩道橋 多摩区

39 柳町歩道橋 幸区 96 東生田遊歩道橋 多摩区

40 古市場歩道橋 幸区 97 登戸駅多摩川口歩道橋 多摩区

41 南河原歩道橋 幸区 98 宿河原跨線人道橋 多摩区

42 パークシティ新川崎歩道橋 幸区 99 百合丘歩道橋 麻生区

43 さいわい歩道橋 幸区 100 柿生歩道橋 麻生区

44 6号歩道橋 幸区 101 西生田歩道橋 麻生区

45 御幸歩道橋 幸区 ● 102 百合丘小学校前歩道橋 麻生区

46 下平間歩道橋 幸区 103 虹ヶ丘歩道橋 麻生区

47 末吉橋歩道橋 幸区 104 けやき歩道橋 麻生区 ▲

48 小倉西歩道橋 幸区 105 虹ヶ丘三丁目歩道橋 麻生区 ▲

49 南加瀬歩道橋 幸区 106 白山第1歩道橋 麻生区

50 越路歩道橋 幸区 107 白山第2歩道橋 麻生区

51 4号歩道橋 幸区 108 白山第3歩道橋 麻生区 ▲

52 7号歩道橋 幸区 109 白山第4歩道橋 麻生区

53 鹿島田こ線歩道橋 幸区 110 日の出歩道橋 麻生区

54 こすぎごてんみどり歩道橋 中原区 111 山口睦歩道橋 麻生区

55 木月歩道橋 中原区 ▲ 112 若葉台ハナミズキ線歩道橋 麻生区

56 木月小学校前歩道橋 中原区 113 山口富士見歩道橋 麻生区

57 井田歩道橋 中原区 114 はるひ野駅跨線人道橋 麻生区

●：全面補修、▲：部分補修　★：撤去検討

N0. 横断歩道橋・跨線人道橋名 区名
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