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設計施工マニュアル〔橋梁編〕（案）宮城県土木部 設計施工マニュアル〔橋梁編〕東北地方整備局 

第１編 橋梁計画  
第１章 総 則 
 １－１適用（本文） ・・・宮城県土木部における・・・ 
第２章 基本計画 
 ２－６ 河川橋（解説） ・・する。 
 
第３章 上部構造形式 
第４章 下部構造形式 
第５章 基礎構造形式 
 

第１編 橋梁計画  
第１章 総 則 
 １－１適用（本文） ・・・東北地方整備局における・・・ 
第１章 基本計画 
 ２－６ 河川橋（解説） ・・するが，直轄河川にあっては原則とし

て以下に示すようにとりあつかうものとする。 
第２章 上部構造形式 
第３章 下部構造形式 
第４章 基礎構造形式 

 
設計施工マニュアル〔橋梁編〕（案）宮城県土木部 設計施工マニュアル〔橋梁編〕東北地方整備局 

第２編 橋梁一般 
第１章 設計荷重 
 １－４ 活荷重（本文） ・・とし，大型の自動車の交通の状況に応じて A 活
荷重及び B 活荷重に区分する。 （橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 
 １－８ 雪荷重 （解説） 本県における・・ 

（橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 

第２章 支承部構造 

第２編 橋梁一般 
  
第１章 設計荷重 
 １－４ 活荷重（本文） ・・とする。 
 １－８ 雪荷重 （解説） 東北地方整備局における・・・ 

 

第２章 支承部構造 
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第３章 落橋防止システム 
第４章 橋梁用防護柵 
 ４－１ 一般 (解説) (１) 4) 

（橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 

  

 
 
 
 
  
第５章 地覆・路肩 
第６章 歩道・橋面舗装 
第７章 排水装置 
第８章 伸縮装置 

第３章 落橋防止システム 
第４章 橋梁用防護柵 
 ４－１ 一般 (解説) (１) 4) 

 

 
  
         
第５章 地覆・路肩 
第６章 歩道・橋面舗装 
第７章 排水装置 
第８章 伸縮装置 
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第９章 その他構造 
第１０章 耐久性 
第１１章 橋梁照明 
第１２章 踏掛版 他 
 １２－１ 踏掛版 （橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 
 １２－２ 橋梁添架 （橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 
 １２－３ 標識 （橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 
 １２－４ 記録及び台帳 （橋梁マニュアル平成 11 年 4 月と同じ） 
 

第９章 その他構造 
第１０章 耐久性 
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設計施工マニュアル〔橋梁編〕（案）宮城県土木部 設計施工マニュアル〔橋梁編〕東北地方整備局 

第３編 耐震設計 
第１章 耐震設計の基本方針 
 １－１ 一般  １－１ 一般 (本文)  宮城県土木部で扱う・・・ 
    (1) (解説) 一般国道，県道は地震後の避難路や救助，救急医療，消火活

動及び避難路への緊急物資の輸送路としての重油度が高いことにより，橋の重要度

区分をＢ種としたものである。ただし，当該道路の・・・ 
 
第２章 耐震設計上考慮すべき荷重 
第３章 設計地震動 
 ３－２ 地域別補正係数 (解説) (1) 宮城県内における地域別補正係数 Cz
は，1.0 とする。 
 
 
 

 
第４章 地震時に不安定となる地盤の影響 
第５章 静的照査法による耐震性能の照査方法 
第６章 動的照査法による耐震性能の照査方法  
第７章 橋梁形式別耐震性能の照査方法 

第３編 耐震設計 
第１章 耐震設計の基本方針 
 １－１ 一般 (本文)  東北地方整備局で扱う・・・ 
    (1) (解説) 直轄国道は地震後の避難路や救助，救急医療，消

火活動及び避難路への緊急物資の輸送路としての重油度が高いことに

より，橋の重要度区分をＢ種としたものである。ただし，付替道路等に

よる県市町村道の橋については，当該道路の・・・ 
第２章 耐震設計上考慮すべき荷重 
第３章 設計地震動 
 ３－２ 地域別補正係数 (解説) (1) 東北地方整備局管内に・・ 

 
第４章 地震時に不安定となる地盤の影響 
第５章 静的照査法による耐震性能の照査方法 
第６章 動的照査法による耐震性能の照査方法 
第７章 橋梁形式別耐震性能の照査方法 
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設計施工マニュアル〔橋梁編〕（案）宮城県土木部 設計施工マニュアル〔橋梁編〕東北地方整備局 

第４編 鋼 橋 

第５編 コンクリート橋 

第４編 鋼 橋 

第５編 コンクリート橋 
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設計施工マニュアル〔橋梁編〕（案）宮城県土木部 設計施工マニュアル〔橋梁編〕東北地方整備局 

第６編 下部構造 
第１章 材料及び許容応力度 
第２章 設計に関する一般的事項 
第３章 橋台・橋脚の設計 
 ３－２ 橋座の設計 （解説）図 6-15 橋座の配筋例 

道路橋示方書Ⅳp218より

第７編 基礎構造 

第６編 下部構造 
第１章 材料及び許容応力度 
第２章 設計に関する一般的事項 
第３章 橋台・橋脚の設計 
 ３－２ 橋座の設計 （解説）図 6-15 橋座の配筋例 

 

第７編 基礎構造 
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設計施工マニュアル〔橋梁編〕（案）宮城県土木部 設計施工マニュアル〔橋梁編〕東北地方整備局 

第８編 補修・補強 
第１章 適用の範囲 
 １－１ 適用の範囲 (本文) 本編は，宮城県土木部が直接管理する既設道路橋

の・・・・ 
第２章 耐震補強設計 
 ２－１ 基本方針 (解説)(5) 宮城県土木部が直接管理する国道，県道の橋梁に

おいては，・・・ 
第３章 耐荷力補強設計 
 

第８編 補修・補強 
第１章 適用の範囲 
 １－１ 適用の範囲 (本文) 本編は，東北地方整備局が直接管理す

る既設道路橋の・・・・  
第２章 耐震補強設計 
 ２－１ 基本方針 (解説)(5) 国土交通省東北地方整備局が直接管

理する国道の橋梁においては，・・・ 
第３章 耐荷力補強設計 

 


