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地点名標識・路側式標識・カーブミラー編 

1.  はじめに 
1） 地点名標識 

地点名標識は、信号機等に添架し交差点の

名称等の地点を知らせる標識で、本市では約

1,800 基（2019 年 3 月末現在）を管理してい
ます。2014年度、2015年度に実施した点検で
は、補修等の対応が必要な状態のものが約

40％ありました。

地点名標識は、落下した場合の事故等が想

定されることから、計画的に点検、更新を実

施していく必要があります。

2） 路側式標識 

路側式標識には通学路やカーブ等の警戒すべきことなどを知らせ

る警戒標識や幅員等の制限を知らせる規制標識等があり、現在本市

においては約 1,500基（2019年 3月末現在）を管理しています。

2013 年 9 月に腐食により警戒標識が倒れる事故が発生したことを
踏まえて、市独自の手法により 3 年に 1 回の定期点検を実施してき
ました。

路側式標識は、倒壊や標識板の落下等による事故等が想定される

ことから、計画的に点検、更新を実施していく必要があります。

3） カーブミラー 

カーブミラーは主に自動車等に関わる交通事故の抑止を目的と

して、見通しの悪い交差点や視距の確保が難しいカーブ等に設置

し、現在本市においては、約 7,100 基（2019 年 3 月末現在）を管
理しています。

2006 年・2007 年・2014 年に腐食により事故が発生したことを
踏まえて、市独自の手法により 3年に 1回の定期点検を実施してき
ました。

カーブミラーは、倒壊やミラーの落下等による事故等が想定さ

れることから、計画的に点検、更新を実施していく必要がありま

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。

健全度の診断による判定区分表

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）地点名標識の基本方針 

1） 管理方針 

地点名標識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、「機能保全型」の

管理を基本とします。

■維持管理に係る地点名標識の特徴 

 地点名標識は、交差点の名称等の地点を知らせる標識である。

 経年により、取付金具の劣化等による標識板の落下等が発生すると、第三者被害

（事故や交通規制）に直結する可能性がある。

 地点名標識は設置数が多く、計画的かつ効率的に点検することが必要である。

対策時期は定期点検の結果を踏まえて決定するものとし、具体的には、健全性がⅢ判定の

時点で対策を実施します。また、標準的な耐用年数（減価償却資産の耐用年数等に関する省

令を参考として 20 年を想定）に達した施設については、状態を判定したうえで、順次更新
します。



3 

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 

小規模附属物点検要領（平成 29年 3月 国土交通省道路局）を参考として、10 年に 1
回の近接目視による定期点検と、その中間年に外観目視による定期点検を実施します。

近接目視による点検方法は、大型標識（門型）と同様に門型標識等定期点検要領（平成

31年 2月 国土交通省道路局）に準じて行います。外観目視による点検方法は、近接目視
による点検結果を踏まえて、小規模附属物点検要領に基づき変状を点検します。

4） 対策の優先順位の考え方 

対策は、健全性のほか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、施設

の落下による第三者被害を回避し、安全・安心を確保できます。

 国の点検要領に基づくことで点検を効率的に行うことができます。
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（3）路側式標識の基本方針 

1） 管理方針 

路側式標識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、「機能保全型」の

管理を基本とします。

■維持管理に係る路側式標識の特徴 

 路側式標識には、通学路やカーブ等の警戒すべきことなどを知らせる警戒標識や幅

員等の制限を知らせる規制標識等がある。

 2013 年には、腐食により警戒標識が倒れる事故が発生しており、今後も経年によ
り、塗装の劣化やそれに伴う柱の錆等で、亀裂や破断、倒壊が発生すると、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するものとし、具体的には、健全性がⅢ判定の

時点で対策を実施します。また、標準的な耐用年数（小規模附属物点検要領（平成 29 年 3
月 国土交通省道路局）を参考として 30 年を想定）に達した施設については、状態を判定
したうえで、順次更新します。

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 

小規模附属物点検要領（平成 29 年 3 月 国土交通省道路局）を参考としつつ、市独自
の点検手法により、5年に 1回、近接目視による定期点検を実施します。

4） 対策の優先順位の考え方 

対策は、健全性のほか交通状況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施設の

倒壊による、第三者被害を回避し、安全・安心を確保できます。
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（4）カーブミラーの基本方針 

1） 管理方針 

カーブミラー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、「機能保全型」

の管理を基本とします。

■維持管理に係るカーブミラーの特徴 

 カーブミラーは、主に自動車等に関わる交通事故の抑止を目的として、見通しの悪

い交差点や視距の確保が難しいカーブ等に設置している。

 2006 年、2007 年、2014 年には、腐食による事故が発生しており、今後も経年によ
り、塗装の劣化やそれに伴う柱の錆などにより、亀裂や破断、倒壊が発生すると、

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するものとし、具体的には、健全性がⅢ判定の

時点で対策を実施します。また、標準的な耐用年数（小規模附属物点検要領（平成 29 年 3
月 国土交通省道路局）を参考として 30 年を想定）に達した施設については、状態を判定
したうえで、順次更新します。

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 

小規模附属物点検要領（平成 29 年 3 月 国土交通省道路局）を参考としつつ、市独自
の点検手法により、5年に 1回、近接目視による定期点検を実施します。

4） 対策の優先順位の考え方 

対策は、健全性のほか交通状況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施設の

落下や倒壊による、第三者被害を回避し、安全・安心を確保できます。
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3.  実施プログラム 
2019年度～2023年度の 5ヶ年における地点名標識・路側式標識・カーブミラーの実施プ
ログラムは次のとおりです。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。

1） 地点名標識 

2） 路側式標識 

3） カーブミラー 

更新

川崎区 367 基

幸区 219 基

中原区 278 基

高津区 228 基

宮前区 265 基

多摩区 234 基

麻生区 261 基

●
（点検結果に応じて実施）

実施プログラム　第２期【2019～2023】

点検

川崎区 530 基

幸区 163 基

中原区 149 基

高津区 145 基

宮前区 153 基

多摩区 205 基

麻生区 179 基

点検 更新

●
（点検結果に応じて実施）

実施プログラム　第2期【2019～2023】

更新

川崎区 576 基

幸区 500 基

中原区 887 基

高津区 1,162 基

宮前区 1,232 基

多摩区 1,511 基

麻生区 1,299 基

実施プログラム　第２期【2019～2023】

点検

●
（点検結果に応じて実施）


