
 

 

 

 

 

付録-２ 詳細点検調書記入要領 

     及び部材番号定義基準 
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１．点検調書の記入要領 

 

詳細点検実施時に入力が必要となるシートは「詳細点検調書（その１）～（その 11）」

の構成からなる。各調書の記載項目は次表の通りであり、共同溝規模や損傷状況に応じて

複数枚の調書となる。 

 

表-1.1 詳細点検調書の構成 

調書番号 調書記載項目 調書番号 調書記載項目 

その１ 総合検査結果 その７ 損傷状況写真 

その２ 施設状況図・位置記号・部材記号 その８ 
損傷結果一覧 

（構造物・路面・排水） 

その３ 現地状況写真 その９ 
損傷結果一覧 

（附属物・上屋施設・その他） 

その４ 損傷図（構造物） その１０ 点検時現場処置記録 

その５ 損傷図（路面・排水施設） その１１ Ｅ判定会議資料 

その６ 
損傷図 

（附属物・上屋施設・その他） 
  

 

なお、調書の共通事項として、調書上段には共同溝台帳に記載している施設の基本情報

を記載する。 

「管理番号」：詳細点検調書の管理番号を付記する。 

「施設名称」：共同溝名称を記す。 

「工 営 所」：管理工営所を記す。( 共同溝が２つの工営所に跨る場合は両方を記載し、 

施設の南側、または東側の工営所から記載 ) 

「延 長」：共同溝の延長を記す。 

「幅 員」：共同溝の標準幅員を記す。 

「建 設 年」：共同溝の事業年度を記す。 

「路 線 名」：共同溝が敷設している路線名を記す。 

「業 者 名」：受託したコンサルタント名を記す。 

「点検者名」：管理技術者名を記す。 

「監督職員名」：本市監督職員を記す。 

「占 用 者」：共同溝を占用する企業社名（ 複数の場合は全て記載 ） 

「所 在 地」：共同溝の起終点住所 

「点 検 日」：詳細点検の実施日 
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1）詳細点検調書（その１） 総合検査結果 

本調書では、対象共同溝の諸元、点検業務名、業務期間、担当者等について整理する。 

また、詳細点検結果の総合所見として、複数の部材の損傷を総合的に評価するなど、

共同溝全体としての状態についての所見を総合点検結果に記載する。 

 

2）詳細点検調書（その２） 構造一般図・位置記号・部材記号 

本調書では、共同溝の位置が判る記号が入った構造一般図、および上床版や側壁、下

床版の部材位置を記号化した部材記号図を整理する。 

施設範囲図は、附属物位置が把握できる図面を添付する。 

 

 

3）詳細点検調書（その３） 現地状況写真 

本調書では、共同溝の詳細点検時の現地状況写真を整理する。 

点検調書の記入要領は、次のとおりである。 

・「写真番号」：写真と対応した番号（１から順に記入。写真は横方向に順に貼付する） 

・「位置記号」：写真に対応した位置記号（全景や調査状況図など位置が明確にするこ

とが困難な場合は「－」表示とする） 

・「写真説明」：撮影対象箇所・撮影内容 

・「メモ」：写真内容の補足説明 

 

＜主として添付する写真＞ 

・全景 

・上床版、側壁の状況 

・床面の状況 

・点検時の作業状況 
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4）詳細点検調書（その４） 損傷図（構造物） 

本調書では、共同溝の部位・部材の損傷の種類・程度や箇所などを整理する。 

点検調書（その４）の記入要領は以下のとおりである。 

・「位置記号」：調査位置の記号を記入し、必要に応じて名称も記載する。 

記入例･･･位置記号 「Ａ 立坑部」など 

・「部材記号」：部材記号を記入し、名称も記載する。 

記入例･･･部材記号 「Sl、上床版」など 

・「仕上状況」：対象部材の仕上状況（仕上げが無い場合は「無」と記入） 

・「構造部材の視認性」：点検時の構造部材の確認状況 

※共同溝占用物の敷設状況により、構造部材の状況が把握出来ない場合がある。 

その場合は、本欄に「不可」と記載する。 

・「特記事項」：点検における特記事項 

・「損傷図」 

・調査位置の部材を面的に展開し、損傷種類番号・損傷名、損傷評価区分記号、の

順序で記入する。損傷種類番号は「付録-１ 損傷評価基準」に準じる。 

【損傷種類番号一覧】 

① ひび割れ 

② 漏水・遊離石灰 

③ 剥離・鉄筋露出 

④ 浮き 

⑤ コンクリート補強材などの損傷 

⑥ 腐食 

⑦ 亀裂 

⑧ ゆるみ・脱落 

⑨ 破断 

⑩ 異常な音・振動・たわみ 

⑪ 変形・欠損 

⑫ 漏出・滞水 

⑬ 土砂詰り 

⑭ 目地の損傷・漏水 

⑮ その他 
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・各損傷箇所に対応した写真の番号（調書（その７）に対応した番号）を記入する。 

・損傷の記入に際しては，以下の凡例の内容を損傷図に添付し，参考としても良い。 

 

損傷の種類 表  示 損傷の種類 表  示 

① ひび割れ 
 

 
② 遊離石灰 

 

③ 剥離 
 

 
② 漏水 

 

③ 鉄筋露出 
 

 
⑮その他 

 

 

点検の結果は，単に損傷の大小という情報だけではなく，効率的な維持管理を行う

ための基礎的な情報として様々な形で利用される。例えば，ひび割れ状況をもとにア

ルカリ骨材反応を検討したり，亀裂の発生箇所周辺の損傷状況をもとに損傷原因を考

察したりする場合には，損傷図が重要な情報源となる。 

したがって，損傷の程度を適切な方法で詳細に記録しなければならない。損傷状況

を示す情報のうち，定性的な評価基準(付録-１)を用いて損傷の程度を表せない情報に

ついては，本点検調書上で損傷図や文章等を用いて記録することとする。 

以下に，定性的な評価基準で損傷の程度を表せない情報に対する記録方法例を示す。 

 コンクリート部材におけるひび割れの状況のスケッチ 

（スケッチには，主要な寸法も併記する） 

 コンクリート部材におけるうき，剥離，変色等の変状箇所および範囲のスケッチ 

 漏水箇所など変状の発生位置 

 異常音や振動など写真では記録できない損傷の記述 
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5）詳細点検調書（その５） 損傷図（路面・排水施設） 

本調書では、共同溝の路面や排水施設の損傷種類・程度や箇所などを整理する。 

点検調書（その５）の記入要領は、調書（その４）と同様とする。 

 

※記入要領は調書（その４）と同様を原則とするが、路面や排水施設は定期的に補修や

清掃を実施しているため、損傷は少ないものと考えられる。 

したがって、調書（その４）は全部材を面的に展開した損傷図の作成としたが、点検

調書（その５）は、損傷箇所のみを抽出した図面の作成でも良いこととする。 

ただし、その場合は、「他の区間は損傷無し」の主旨の記録を文書等で記載する。 

 

 

6）詳細点検調書（その６） 損傷図（附属物・その他） 

本調書では、共同溝の附属物やその他の損傷種類・程度や箇所などを整理する。 

点検調書（その６）の記入要領は、次の通りとする。 

 

・「損傷図」 

① 損傷の認められる箇所について、調書（その２）の施設状況図などを用いて、

損傷名、損傷評価区分記号、損傷状況の順序で記入する。 

② 写真記録が必要な場合は、調書（その７）の損傷状況写真に対応した番号を記

入する。 
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7）詳細点検調書（その７） 損傷状況写真 

本調書では、詳細点検の結果で把握された代表的な損傷の写真などを整理する。 

点検調書の記入要領は、次のとおりである。 

 

・総   則：調書（その４）～調書（その６）に記載した損傷は、調書（その 7）に

必ず、損傷写真を貼付し、それぞれの調書が 1:1 対応とすること。 

・「写真番号」：調書（その４）～調書（その６）の損傷図に記載する写真番号と対応

する番号（１から順に記入。写真は横方向に順に貼付する） 

損傷写真の引き・アップで同一損傷写真を貼付していても、写真番号 

は必ず連番で貼付すること。 

・「位置記号」：写真に対応した位置記号（位置記号で明確にすることが困難な場合は、

文章で具体的に記入する） 

・「部材記号」：写真に対応した部材記号（部材記号で明確にすることが困難な場合は、

文章で具体的に記入する） 

・「損傷種類」：損傷の種類の番号（P3「損傷種類番号一覧」参照） 

また、損傷の種類によっては、分類項目（付録-1 「損傷評価基準」 

各損傷項目参照）が設定されている損傷もあるので、その場合は、 

「⑮-5」等の表記にすること。 

・「損傷評価」：損傷評価記号（付録-1 損傷評価基準（案）参照） 

・「メ  モ」：写真内容の補足説明とし、「損傷種類」に記載した番号の損傷名は入れ

ること。 

 

なお、貼付写真には、上記の内容を記入した黒板を入れて撮影し、スケールが判るよ

うなものを添えて損傷規模の状態を記録しておくことが望ましい｡ 

 

※ 損傷状況写真に関しては、全ての損傷状況を記録することが望ましいが、直ちに詳細

調査や補修・補強の必要の無い損傷（例として、損傷の評価区分「ｂ」～「ｃ」程度

の損傷）も含めて記録すると、膨大な写真量となることが予想される。 

そこで、各位置記号単位ごとの代表的な損傷写真のみを記録し、1:1 対応となる損傷

図には、同一の写真番号を引き当てて、調書に記載することとした。 

なお、代表的な写真としては、次の事項である。 

 

 

 

 

 



7 

 

【調書に記載する代表的な損傷状況写真】 

・損傷の評価区分が「ｄ」または「ｅ」と判定される損傷 

（連続して損傷が生じている場合や、引き・アップの写真貼付については点検 

員が任意抽出することとするが、損傷図と損傷写真は位置記号単位で抽出す 

るなどの工夫をして、1:1 対応となるようにすること。） 

・早急に補修・補強が必要な場合の損傷状況 

・申し送り事項として維持管理修繕で対応する場合の損傷状況 

・その他、点検員が判断して申し送り事項が必要な損傷状況 
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8）詳細点検調書（その８） 損傷結果一覧（構造物・路面・排水） 

本調書では、詳細点検の結果で把握された「構造物」、「路面」、「排水」の損傷結果を

一覧にして整理する。 

点検調書の記入要領は、次のとおりである。 

 

・「位置記号」：損傷箇所の位置記号 

・「部材記号」：損傷箇所の部材記号 

・「損傷番号」：損傷種類の番号（P3「損傷種類番号一覧」参照） 

       （分類項目が設定されている損傷はその番号も記入する） 

・「損傷部材」：損傷している部材名称 

・「損傷種類」：損傷種類の名称（P3「損傷種類番号一覧」参照） 

（「その他」の場合は文章で具体的に記入する） 

・「損傷評価」：損傷評価記号（付録-1 損傷評価基準（案）参照） 

・「定量的値」：各損傷における定量的に得られる計測値 

（定量的に取得できる場合に限る。） 

・「要因(推定)」：点検時の状況において推定できる損傷要因 

（例：経年変化、土砂詰まり、など） 

・「対応区分」：対応区分については、対策判定に基づいて、本市職員と受注者により

開催する「E 判定会議」にて判定を行う。 

対応区分 
損傷 

評価 
内容 

対策 

判定 

緊急対応 ｅ 
緊急の対応が必要（構造の安全性が著しく損なわれ

ている状態や、第３者被害等の恐れ） 
ⅰ 

補修対応 ｄ、ｅ 
次回の定期点検（概ね５年程度）までに補修等を 

実施 
ⅱ 

経過観察 ｄ、ｅ 
次回の定期点検（概ね５年程度）までに構造の安全

性が著しく損なわれることはない 
ⅲ 

・「所見」：損傷内容の具体的説明など 
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9）詳細点検調書（その９） 損傷結果一覧（附属物・その他） 

本調書では、詳細点検の結果で把握された「附属物」、「その他」の損傷結果を一覧に

して整理する。 

点検調書の記入要領は、次のとおりである。 

・「位置」  ：損傷箇所の位置を記載 

・「損傷番号」：損傷種類の番号（P3「損傷種類番号一覧」参照） 

       （分類項目が設定されている損傷はその番号も記入する） 

・「損傷部材」：損傷している部材名称（例：標識基礎、照明施設、防護柵など） 

・「損傷種類」：損傷種類の名称（P3「損傷種類番号一覧」参照） 

（「その他」の場合は文章で具体的に記入する） 

・「損傷評価」：損傷評価記号（付録-1 詳細点検損傷評価基準（案）参照） 

・「定量的値」：各損傷における定量的に得られる計測値 

・「要因(推定)」：点検時の状況において推定できる損傷要因 

（例：経年変化、外的要因(自動車の衝突)、土砂詰まり、など） 

・「対応区分」：対応区分については、対策判定に基づいて、本市職員と受注者により

開催する「E 判定会議」にて判定を行う。 

対応区分 
損傷 

評価 
内容 

対策 

判定 

緊急対応 ｅ 
緊急の対応が必要（構造の安全性が著しく損なわれ

ている状態や、第３者被害等の恐れ） 
ⅰ 

補修対応 ｄ、ｅ 
次回の定期点検（概ね５年程度）までに補修等を 

実施 
ⅱ 

経過観察 ｄ、ｅ 
次回の定期点検（概ね５年程度）までに構造の安全

性が著しく損なわれることはない 
ⅲ 

・「所見」：損傷内容の具体的説明など 
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10）詳細点検調書（その１０） 点検時現場処置記録 

本調書では、詳細点検時に発見された損傷で、現場で直ちに処置したものに対して、

処置前と処置後の記録を整理する。 

点検調書の記入要領は、次のとおりである。 

 

・「写真番号」：調書（その７）にて貼付した番号を踏襲すること。 

番号が連番にならなくても構わない。（写真は横方向に順に貼付する） 

・「位置記号」：処置した位置に対応した位置記号 

・「部材記号」：処置した位置に対応した部材記号 

・「損傷内容」：損傷内容を具体的に記載 

・「処置理由」：点検時に処置する理由を記載 

（例：「放置すると剥離落下し、第３者被害の恐れがあるため」など） 

・「処置内容」：点検時に処置した内容を記載 

（例：「剥離箇所を叩き落とし、露筋部分は防錆処理を施した」など） 

・「申送事項」：申送事項を記載 

（例：「今後範囲が広がる可能性があるため、経過観察が必要」など） 

 

なお、貼付する写真にあたっては、処置前と処置後の写真を撮影し、上記の内容を記

入した黒板を入れて撮影することとが望ましい｡ 

 

 

11）Ｅ判定会議調書（その１1）  

本調書では、調書（その７）の損傷状況写真をもとに、対策判定を行うための会議用

資料として取りまとめるものである。よって、対象となる損傷評価は、「ｄ」「ｅ」のみ

に絞って作成する。また、前回点検結果との対比ができるように調書をまとめること。

新たに発見された損傷や前回損傷写真がない場合は、空白でよい。 

本調書を用いて開催される「E 判定会議」にて、対策判定（ⅰ ～ ⅲの判定）を決定す

ることから、会議開催後、（その８）（その９）（その 11）に結果をフィードバックする

こと。 
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２．部材記号の定義 

 

部材記号は次のように定義する。 

・共同溝の詳細点検における部材は、主として「上床版(天井面)」、「側壁」、「路面」に

分類する。 

部材 記号 記号元 

上床版 Sl Slab 

側壁 Wa Wall 

路面 Fl Floor 

・断面方向は、「起点」側より「終点」側を見る断面とする。 

・上記で作成する断面において、右側に「Ｒ」、左側に「Ｌ」を付す。 

・中壁の場合は、部材の先頭に「Ｃ」を付け、複数径間の場合は末尾に番号を付す。 

・2層構造の場合は、上側に「Ｕ」、下側に「Ｄ」を付す。 

・シールドのように上下床版と側壁が同一の場合、上下床版の記号を優先して付す。 

 

洞道記号は次のように定義する。 

・断面方向は、「起点」側より「終点」側を見る断面とする。 

・１洞道の場合は、「Ｃ洞道」とする。 

・２連洞道の場合は、右側を「Ｒ洞道」、左側を「Ｌ洞道」とする。 

・３連洞道の場合は、中央を「Ｃ洞道」、４連洞道の場合は、中央右側を「ＣＲ洞道」、

中央左側を「ＣＬ洞道」とする。 

・2層構造の場合は、上側を「Ｕ洞道」、下側を「Ｄ洞道」とし、左右に複数洞道ある

場合は、上記にならって「Ｒ」、「Ｌ」等を付す。 

・本体とは別の自然換気、強制換気の洞道は「Ｋ洞道」とする。 
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図2.1 部材記号および洞道記号 

＜１洞道の場合＞ ＜２連洞道の場合＞ 

＜３連洞道の場合＞ 

＜４連洞道の場合＞ 

＜２層構造の場合＞ ＜上下床版と側壁が同一の場合＞ 


