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（１）対象となる構造物 

本計画は、シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等（以下「道路附

属物等」という。）を対象の構造物として点検及び修繕の計画をとりまとめたもの

です。 

対象となる構造物の種類は、目的や構造によって様々であり、シェッドには、ロ

ックシェッド、スノーシェッド等があり、大型カルバートは、内空2車線以上の道

路を有する規模のカルバートのことを言います。また、門型標識等とは、門型支柱

（オーバーヘッド式）で構成される大型もしくは複数の道路標識及び道路情報提供

装置（収集装置含む）で構成される施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロックシェッド スノーシェッド 

大型カルバート 横断歩道橋 

門型支柱（道路標識） 門型支柱（情報提供装置） 
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（２）現状と課題 

①施設現況 

各構造物における建設年次は、下図のとおりです。横断歩道橋は、建設年次が1960

～1980年代に多く建設され、一方、大型カルバート・門型標識の建設数は1980年代

頃から増加し始めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②構造物の高齢化の割合 

東北地方整備局における建設後50年以上を経過した構造物は、下図のとおりです。

中でも、横断歩道橋が、現在の19%から10年後には過半数を超え75%に、20年後には

90%と急速に高齢化が進むことが特徴としてみられます。 

ただし、構造物により主材料が異なることが多く、特性や条件により耐久年数が

一様ではありません。 

 

 

 

図－１ 建設年度・構造物別建設数 
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3施設

（大型カルバート）
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（平成２１年４月現在）

一般国道自動車専用道路等
一般国道（指定区間）
一般国道（指定区間外）
県　　境

凡　　　例

（平成２１年４月現在）

一般国道自動車専用道路等
一般国道（指定区間）
一般国道（指定区間外）
県　　境

凡　　　例

（平成30年4月1日現在）

自動車専用道路（直轄）

一般国道（指定区間）

一般国道（指定区間外）

県 境

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）計画対象 

①東北管内の直轄管理区間 

東北地方整備局は、一般国道16路線の他、東北中央自動車道、東北横断自動車道、

日本海沿岸東北自動車道の一部を管理しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線名 区間延長 

国道4号 568.2km 

国道6号 158.2km 

国道7号 441.8km 

国道13号 361.9km 

国道45号 625.4km 

国道46号 93.8km 

国道47号 131.2km 

国道48号 53.4km 

国道49号 173.3km 

国道101号 22.8km 

国道104号 18.3km 

国道108号 39.0km 

国道112号 101.7km 

国道113号 58.0km 

国道115号 26.7km 

国道283号 18.4km 

東北横断自動車道 33.6km 

東北中央自動車道 36.1km 

日本海沿岸東北自動車道 60.1km 

合計 3021.9km 
（平成 30 年 4 月 1 日現在）
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〈門型標識等〉

50年以上 50年未満

表－１ 東北管内の直轄管理区間 
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②路線別施設数 

東北地方整備局が管理する道路附属物等は、シェッド43箇所、大型カルバート348

箇所、横断歩道橋259箇所、門型標識等387箇所あり、路線別には下表のとおりです。 

 
路線名 シェッド 大型カルバート 横断歩道橋 門型標識等 施設数 

国道 4 号 1 23 82 91 197 

国道 6 号 1 21 26 10 58 

国道 7 号 2 61 25 54 142 

国道 13 号   54 38 66 158 

国道 45 号   102 49 73 224 

国道 46 号 4 7 1 23 35 

国道 47 号 12 6 5 9 32 

国道 48 号 7 4 6 8 25 

国道 49 号 2 8 12 26 48 

国道 101 号   20   1 21 

国道 104 号     6 2 8 

国道 108 号   3 2 2 7 

国道 112 号 11 2 4 14 31 

国道 113 号 3 2 3 3 11 

国道 115 号   4     4 

国道 283 号   7     7 

東北横断自動車道   2   1 3 

東北中央自動車道         0 

日本海沿岸東北自動車道   22   4 26 

合計 43 348 259 387 1037 

 

 

 

（１）基本方針 

 老朽化対策を確実に進めるため、点検から始まり、診断、措置、記録というメンテ

ナンスサイクルを構築、推進し、適切な維持管理を実施します。 

 東北地方整備局で管理する全ての道路附属物等の施設1,037箇所について、個別施

設計画を策定します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

診断点検

記録
管理

補修
補強

橋梁を定期的に点検し、損傷
状況を把握。

定期点検結果に基づき、損傷原因
に関する所見をまとめ、対策区分
を判定し、補修等の計画を策定。

補修等の計画に基づき、効率
的に補修等を行う。

各種点検結果や補修等の履
歴を記録保存。

措置 記録 

 

 

表－２ 路線・構造物別の施設数 
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（２）定期点検・診断 

東北地方整備局が管理する施設の定期点検は、「シェッド、大型カルバート等定

期点検要領（平成26年6月）国土交通省道路局国道・防災課」「歩道橋定期点検要

領（平成26年6月）国土交通省道路局国道・防災課」「附属物（標識、照明施設等）

点検要領（平成26年6月）国土交通省道路局国道・防災課」に基づき実施し、5年に

1回の頻度で定期点検を行い構造物の健全性を確認します。 

定期点検は、近接目視による点検を原則とし、結果については健全性を4段階で

区分するとともに、結果に応じた措置を講じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分 状態 

Ⅰ 健 全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ 予防保全段階 
構造物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。 

Ⅲ 早期措置段階 
構造物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。 

Ⅳ 緊急措置段階 
構造物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。 

 

定期点検の実施状況 

健全性の区分 
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（１）計画期間の考え方  

計画期間は、5年に1回の定期点検サイクルを基本とし、点検及び修繕時期が明ら

かとなるように10年計画で表します。なお、点検結果等を踏まえ、毎年度、計画を

見直します。 

点検の計画期間（1巡目） 平成26年度～平成30年度 

 

 

 

 

（１）優先順位の考え方  

 点検結果に基づいて、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。

なお、対策の優先順位は、施設の損傷の程度や第三者への影響度、路線の重要度など

を総合的に勘案して判断します。 
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（１）施設の状態  

 東北地方整備局で管理する1,037箇所のうち、平成29年度までに841施設の定期点検

を実施し、その結果は、判定区分Ⅰが259箇所、判定区分Ⅱが467箇所、判定区分Ⅲが

115箇所となっており、判定区分Ⅳは該当なしです。 

 点検、診断、措置、記録で構成されるメンテナンスサイクルを継続的に回すことで、

長期間にわたって、健全な状態に保つことが可能となります。 

 

 

 
シェッド 大型カルバート 横断歩道橋 門型標識等 施設数 

Ⅰ 3 84 32 140 259 

Ⅱ 8 148 146 165 467 

Ⅲ 17 10 65 23 115 

Ⅳ 0 0 0 0 0 

合計 28 242 243 328 841 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表－３ 構造物別定期点検結果 

Ⅰ

3箇所

11%

Ⅱ

8箇所
28%Ⅲ

17箇所
61%

シェッド

合計

28箇所

Ⅰ

84箇所

35%

Ⅱ

148箇所
61%

Ⅲ

10箇所

4%

大型

カルバート

合計

242箇所

Ⅰ

32箇所

13%

Ⅱ

146箇所
60%

Ⅲ

65箇所
27%

横断歩道橋

合計

243箇所

図－２ 構造物別定期点検結果 

判定区分内容

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態。

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全
の観点から措置を構ずることが望ましい状態。

Ⅲ 早期措置段階
構造物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。

Ⅳ 緊急措置段階
構造物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。

Ⅰ

140箇所

43%
Ⅱ

165箇所

50%

Ⅲ

23箇所

7%

門型標識等

合計

328箇所
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■構造物の損傷事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）施設の対策内容 

道路附属物等は、シェッド、大型カルバート、横断歩道橋、門型標識等のそれぞ

れの構造物としての特性、材料、損傷の要因、現場環境などを総合的に検討し措置

方針を決定します。 

 

■構造物の補修事例 

 

横断歩道橋の腐食 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型カルバートの漏水 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［横断歩道橋のボルトの欠落］ ［横断歩道橋への車両の接触痕］ 

（補修前） 

（補修前） 

（補修後） 

（補修後） 
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（３）実施時期 

実施時期は、点検結果及び維持補修の効率化等を踏まえ、表のとおりとします。 

 

 

 Ｈ26 

実施 

Ｈ27 

実施 

Ｈ28 

実施 

Ｈ29 

実施 

Ｈ30 

計画 

シェッド 0 0 7 21 15 

大型カルバート 4 27 125 86 106 

横断歩道橋 9 9 145 80 16 

門型標識等 3 22 191 112 59 

合計 16 58 468 299 196 
※廃止・管理移管した施設は除く。 

※平成 31 年度以降の定期点検計画は、今後の施設量の増減等を踏まえて策定する予定です。 

 

 

  
点検結果 修繕計画 

H26～H29 H29 迄 H30 H31 H32 H33 

Ⅰ 259 0 0 0 0 0 

Ⅱ 467 2 0 1 0 0 

Ⅲ 115 9 1 37 36 32 

Ⅳ 0 0 0 0 0 0 

※廃止、管理移管した施設は除く。 

※平成26～29年度に点検を実施した箇所に対する修繕計画であり、今後実施する点検結果   

 を踏まえ、修繕計画の追加・見直しを検討します。 

 修繕計画は、1施設が複数年計画となる場合は完成年次で示しています。 

 

表－５ 修繕計画 （箇所） 

表－４ 定期点検計画 （箇所） 
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（ 白 紙 ） 
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点検・修繕・撤去等リスト（計画） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成31年3月 

東 北 地 方 整 備 局 

個別施設計画                  【別添】         



■東北地方整備局「大型附属物個別施設計画」（平成30年度版）

1 シェッド ロックシェッド 国道4号 1965 55.0 9.7 岩手 盛岡西 岩手 一戸町 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

2 シェッド スノーシェッド 国道46号 1976 80.0 11.7 岩手 盛岡西 岩手 雫石町 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

3 シェッド 作並スノーシェッド０ 国道48号 2011 56.0 8.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅰ 〇

4 シェッド 作並スノーシェッド１ 国道48号 1975 25.0 8.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅱ 〇

5 シェッド 作並スノーシェッド２ 国道48号 1975 21.0 8.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅱ 〇

6 シェッド 作並スノーシェッド３ 国道48号 1993 36.0 8.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅱ 〇

7 シェッド なだれ沢スノーシェッド 国道48号 2015 38.4 8.0 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅰ 〇

8 シェッド 岳山スノーシェッド 国道48号 2015 40.8 8.0 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅰ 〇

9 シェッド 大平スノーシェッド 国道46号 1975 87.0 10.8 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅲ 〇 □ 部材交換

10 シェッド 山紫スノーシェルター 国道46号 1975 37.0 10.8 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅲ 〇 △ △

11 シェッド 生保内スノーシェッド 国道46号 1979 59.0 11.0 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅲ 〇 △ △

12 シェッド 勝平シェッド 国道7号 2003 110.0 12.3 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ 〇

13 シェッド 瀬見スノーシェッド 国道47号 1977 90.5 10.4 山形 新庄 山形 最上町 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

14 シェッド 蔵岡１号スノーシェッド 国道47号 1970 133.0 10.1 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

15 シェッド 蔵岡２号スノーシェッド 国道47号 1972 51.0 10.1 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

16 シェッド 古口スノーシェッド 国道47号 1970 51.0 8.2 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

17 シェッド 猪鼻１号スノーシェッド 国道47号 2002 66.0 10.0 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅱ 〇

18 シェッド 猪鼻２号スノーシェッド 国道47号 2002 159.0 9.5 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

19 シェッド 猪鼻３号スノーシェッド 国道47号 1972 121.0 9.0 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

20 シェッド 外川スノーシェッド 国道47号 1979 30.0 10.4 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

21 シェッド 高屋スノーシェルター 国道47号 1979 130.0 9.3 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅱ 〇

22 シェッド 高屋スノーシェッド 国道47号 1979 46.0 8.5 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

23 シェッド 揚巻スノーシェッド 国道47号 1985 285.0 8.5 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

24 シェッド 関山スノーシェルター 国道48号 1968 25.0 10.5 山形 山形 山形 東根市 H29 Ⅲ 〇 △ △

25 シェッド 月山沢スノーシェルター 国道112号(月山道路) 1977 9.0 10.0 山形 寒河江 山形 西川町 〇

26 シェッド 月山沢１号スノーシェッド 国道112号(月山道路) 1990 120.0 12.5 山形 寒河江 山形 西川町 〇

27 シェッド 月山沢２号スノーシェッド 国道112号(月山道路) 1990 126.0 13.5 山形 寒河江 山形 西川町 〇

28 シェッド 月山沢３号スノーシェッド 国道112号(月山道路) 1991 231.0 15.0 山形 寒河江 山形 西川町 〇

29 シェッド 玉川スノーシェッド 国道113号 1977 354.0 9.0 山形 米沢 山形 小国町 〇

30 シェッド 赤芝スノーシェッド 国道113号 1971 299.0 12.0 山形 米沢 山形 小国町 〇

31 シェッド 弁当沢スノーシェッド 国道113号 2008 28.0 11.7 山形 米沢 山形 小国町 〇

32 シェッド 鯵ヶ崎ロックシェッド 国道7号 2007 30.1 7.5 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ 〇

33 シェッド 清川スノーシェッド 国道47号 1978 241.2 8.9 酒田 酒田 山形 庄内町 H29 Ⅲ 〇 □ 部材補強

34 シェッド 七ツ滝スノーシェッド 国道112号 1990 54.5 7.3 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

35 シェッド 田麦俣スノーシェッド 国道112号 1978 129.0 7.0 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

36 シェッド 朝日第２スノーシェッド 国道112号 1989 25.5 6.0 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

37 シェッド 朝日第１スノーシェッド 国道112号 1988 21.0 7.0 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

38 シェッド 大網スノーシェッド 国道112号 1978 68.8 6.6 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

39 シェッド とりや沢スノーシェッド 国道112号 2014 61.6 7.0 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

40 シェッド 八紘沢スノーシェッド 国道112号 2015 127.8 9.1 酒田 月山 山形 鶴岡市 〇

41 シェッド 名倉山スノーシェッド 国道49号 1976 54.0 8.7 郡山 会津若松 福島 猪苗代町 H28 Ⅱ 〇

42 シェッド 名倉山スノーシェッド 国道49号 1980 196.0 10.8 郡山 会津若松 福島 猪苗代町 H28 Ⅲ 〇 □ 部材補強

43 シェッド 程田防球シェッド 国道6号 2007 205.0 12.0 磐城 原町 福島 相馬市 〇

主な措置内容
（Ｈ29以降）

点検・修繕計画
［凡例：〇点検、□補修、△更新・廃止・管理移管等］

H30 H31 H32 H33 H34 H35H29H26 H27 H28

延長
（m）

幅員
（m） 管理者

番号 施設区分 施設名 路線名 建設年
（西暦）

事務所 出張所 県 市町村 年度 健全性

所在地 点検結果
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■東北地方整備局「大型附属物個別施設計画」（平成30年度版）

1 大型カルバート 妙カルバート 国道45号(八戸南環状道路) 2005 24.0 6.7 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

2 大型カルバート 大開カルバート 国道45号(八戸南環状道路) 2005 29.0 17.0 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

3 大型カルバート 美保野カルバート 国道45号(八戸南道路) 2007 24.0 10.5 青森 八戸 青森 八戸市 ○

4 大型カルバート 美保野カルバート 国道45号(八戸南道路) 2007 27.0 10.5 青森 八戸 青森 八戸市 ○

5 大型カルバート 蒼前東カルバート 国道45号(八戸南道路) 2007 25.0 23.0 青森 八戸 青森 階上町 H28 Ⅱ ○

6 大型カルバート 金浜カルバート１ 国道45号(八戸南道路) 2007 56.0 6.5 青森 八戸 青森 八戸市 H28 Ⅱ ○

7 大型カルバート 金浜カルバート２ 国道45号(八戸南道路) 2007 15.0 23.0 青森 八戸 青森 八戸市 H28 Ⅱ ○

8 大型カルバート 道仏カルバート 国道45号(八戸南道路) 2007 10.0 7.5 青森 八戸 青森 階上町 H28 Ⅱ ○

9 大型カルバート 道仏カルバート 国道45号(八戸南道路) 2007 40.0 7.0 青森 八戸 青森 階上町 H28 Ⅱ ○

10 大型カルバート 笹原カルバート 国道45号(八戸南環状道路) 2013 25.8 7.0 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

11 大型カルバート 追立カルバート 国道45号(八戸南環状道路) 2013 16.9 13.0 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

12 大型カルバート 新田カルバート 国道45号(八戸南環状道路) 2013 21.2 11.5 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

13 大型カルバート 登手カルバート 国道45号(八戸南環状道路) 2013 27.2 11.5 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

14 大型カルバート 影津内カルバート 国道4号 2005 20.0 10.6 青森 十和田 青森 七戸町 H28 Ⅱ ○

15 大型カルバート 大池カルバート 国道4号 2005 15.0 11.9 青森 十和田 青森 七戸町 H28 Ⅱ ○

16 大型カルバート 倉越カルバート 国道4号 2005 18.0 12.0 青森 十和田 青森 七戸町 H28 Ⅱ ○

17 大型カルバート 大鰐カルバート 国道7号 1985 30.0 6.0 青森 弘前 青森 大鰐町 H28 Ⅲ ○ □ 断面補修

18 大型カルバート 豊田カルバート 国道7号 1975 30.0 8.0 青森 弘前 青森 藤崎町 H28 Ⅱ ○

19 大型カルバート 増館カルバート 国道7号 1985 37.0 8.5 青森 弘前 青森 青森市 H28 Ⅱ ○

20 大型カルバート 杉沢カルバート 国道7号 2000 33.0 6.5 青森 弘前 青森 青森市 H28 Ⅱ ○

21 大型カルバート 安田カルバート 国道7号 2000 20.0 6.0 青森 弘前 青森 青森市 H28 Ⅱ ○

22 大型カルバート 大釈迦カルバート 国道7号 2000 24.0 10.6 青森 弘前 青森 青森市 H28 Ⅱ ○

23 大型カルバート 沢田カルバート 国道7号 2000 27.0 9.2 青森 弘前 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

24 大型カルバート 前田野目カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2002 21.0 6.9 青森 弘前 青森 五所川原市 H29 Ⅱ ○

25 大型カルバート 福山カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 26.0 13.0 青森 弘前 青森 五所川原市 ○

26 大型カルバート 松野木カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 16.0 9.8 青森 弘前 青森 五所川原市 ○

27 大型カルバート 米田カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 18.0 7.7 青森 弘前 青森 五所川原市 ○

28 大型カルバート 八重田カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 18.0 12.0 青森 弘前 青森 五所川原市 ○

29 大型カルバート 金山カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 27.0 12.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

30 大型カルバート 金山カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 16.0 12.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

31 大型カルバート 金山カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 18.0 12.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

32 大型カルバート 金山カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 26.0 12.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

33 大型カルバート 一野坪カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 23.0 8.7 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

34 大型カルバート 一野坪カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 22.0 8.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

35 大型カルバート 一野坪カルバート 国道101号(浪岡五所川原道路) 2007 35.0 8.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

36 大型カルバート 浪打カルバート 国道4号 2011 27.0 6.0 青森 青森 青森 平内町 H29 Ⅱ ○

37 大型カルバート 新城カルバート 国道7号 1975 38.0 6.5 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

38 大型カルバート 新城平岡カルバート 国道7号 1983 59.9 6.5 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

39 大型カルバート 伝法寺カルバート 国道4号 1998 24.0 6.5 青森 十和田 青森 十和田市 ○

40 大型カルバート 相坂カルバート 国道4号 1998 66.0 6.6 青森 十和田 青森 十和田市 ○

41 大型カルバート 三本木カルバート 国道4号 2000 29.0 9.0 青森 十和田 青森 十和田市 ○

42 大型カルバート 太田野カルバート 国道4号 2008 21.0 7.0 青森 十和田 青森 七戸町 ○

43 大型カルバート 堀切沢カルバート 国道45号(上北道路) 2012 25.0 7.1 青森 十和田 青森 六戸町 ○

44 大型カルバート 古橋カルバート 国道45号(上北道路) 2012 64.0 13.9 青森 十和田 青森 六戸町 ○

45 大型カルバート 柳川カルバート 国道101号(五所川原西ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2007 30.3 7.9 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

46 大型カルバート 広野カルバート１ 国道101号(五所川原西ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2011 16.0 10.1 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

47 大型カルバート 広野カルバート２ 国道101号(五所川原西ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2012 25.5 6.5 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

48 大型カルバート 稲村カルバート 国道101号(五所川原西ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2012 30.0 9.3 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

49 大型カルバート 豊成カルバート 国道101号(五所川原西ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2010 19.0 6.0 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

50 大型カルバート 枝村カルバート 国道101号(五所川原西ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2009 23.6 6.6 青森 弘前 青森 五所川原市 H28 Ⅱ ○

51 大型カルバート 外馬屋前田カルバート 国道101号(鰺ヶ沢道路) 2014 4.0 16.0 青森 弘前 青森 鰺ヶ沢町 H29 Ⅱ ○

52 大型カルバート 鳴戸カルバート 国道101号(鰺ヶ沢道路) 2014 4.0 18.7 青森 弘前 青森 鰺ヶ沢町 H29 Ⅲ ○ □ 断面補修

53 大型カルバート 下村カルバート 国道46号 1994 36.3 6.4 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 ○

54 大型カルバート 毒沢４カルバート 東北横断自動車道釜石秋田線 2012 17.1 12.2 岩手 花巻 岩手 花巻市 ○

55 大型カルバート 毒沢５カルバート 東北横断自動車道釜石秋田線 2012 32.1 10.0 岩手 花巻 岩手 花巻市 ○

56 大型カルバート 上野二ツ森カルバート 国道46号 1973 29.5 7.0 岩手 盛岡西 岩手 雫石町 H28 Ⅱ ○

57 大型カルバート 三日町カルバート 国道4号 1963 70.0 6.5 岩手 水沢 岩手 平泉町 ○

58 大型カルバート 志羅山カルバート 国道4号 1963 23.5 7.5 岩手 水沢 岩手 平泉町 ○

59 大型カルバート 徳沢カルバート 国道4号 1977 28.5 14.0 岩手 水沢 岩手 平泉町 ○

60 大型カルバート 瀬原カルバート 国道4号 1977 38.8 8.0 岩手 水沢 岩手 平泉町 ○

61 大型カルバート 東十二丁目カルバート 国道4号 1964 18.0 7.5 岩手 水沢 岩手 花巻市 ○

62 大型カルバート 狐沢カルバート 国道4号 1962 27.6 7.0 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 ○

63 大型カルバート 稲荷カルバート 国道4号 1963 44.1 7.0 岩手 二戸 岩手 一戸町 ○

64 大型カルバート 段ノ越カルバート 国道4号 1996 37.0 7.0 岩手 二戸 岩手 二戸市 ○

65 大型カルバート １４９．８９ｋカルバート 国道45号 1971 13.0 6.2 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅱ ○

66 大型カルバート １５９．１２５ｋカルバート 国道45号 1963 29.2 7.0 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅱ ○

67 大型カルバート １５９．２５ｋカルバート 国道45号(高田道路) 2007 25.8 9.3 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

68 大型カルバート １５９．２５ｋカルバート 国道45号(高田道路) 2007 16.8 10.1 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

69 大型カルバート １５９．３ｋカルバート 国道45号(高田道路) 2006 19.5 8.8 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

70 大型カルバート ２０４．２２５ｋカルバート 国道45号 1980 30.0 11.5 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

71 大型カルバート ２０７．８２ｋカルバート 国道45号 1975 63.5 6.6 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

72 大型カルバート ２２４．１ｋカルバート 国道45号 1983 16.6 7.0 三陸 釜石 岩手 大槌町 H29 Ⅱ ○

73 大型カルバート １６２．７ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1997 110.0 11.9 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

74 大型カルバート １６３．０７ｋカルバート 国道45号 1997 19.4 11.6 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

75 大型カルバート １６３．８７ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1997 81.3 17.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

76 大型カルバート １６３．８６ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1997 68.6 10.8 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

77 大型カルバート １６３．９６５ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1997 38.1 10.8 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

78 大型カルバート １６５．９８５ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 2001 15.0 7.4 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

79 大型カルバート １７３．６９ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1998 28.4 8.8 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

80 大型カルバート １７４．１３ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1998 28.8 7.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

81 大型カルバート １７４．５４５ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1998 42.7 9.2 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

82 大型カルバート １７４．８６５ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1998 51.8 7.4 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

83 大型カルバート １７５．３９ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1980 59.0 7.2 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

84 大型カルバート １７５．６６ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1980 32.5 6.0 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

85 大型カルバート １７５．７５ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1988 13.5 5.8 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

86 大型カルバート １７５．８２ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1998 30.6 12.8 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

87 大型カルバート １７６．６９ｋカルバート 国道45号(大船渡三陸道路) 1967 25.4 5.8 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

88 大型カルバート ０．０２ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2005 6.2 14.2 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

89 大型カルバート ０．７１ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2005 29.9 5.5 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

90 大型カルバート ０．９ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2005 87.0 7.2 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

91 大型カルバート ９．５１５ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2007 18.5 9.1 三陸 釜石 岩手 住田町 H29 Ⅱ ○

92 大型カルバート ９．７５ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2007 76.0 13.5 三陸 釜石 岩手 住田町 H29 Ⅱ ○

93 大型カルバート ９．７７ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2007 76.2 13.5 三陸 釜石 岩手 住田町 H29 Ⅱ ○

94 大型カルバート １４．８９ｋカルバート 国道283号（仙人峠道路） 2007 29.5 7.3 三陸 釜石 岩手 遠野市 H29 Ⅱ ○

95 大型カルバート ２６６．９７ｋカルバート 国道45号 1974 33.8 10.3 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅱ ○

96 大型カルバート ２７６．５５７ｋカルバート 国道45号 1970 10.8 12.4 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅱ ○

97 大型カルバート ３５６．５２４ｋカルバート 国道45号 1986 23.0 6.5 三陸 久慈 岩手 久慈市 ○

98 大型カルバート ２４１．８２ｋカルバート 国道45号 1969 53.5 6.3 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅱ ○

99 大型カルバート ２４２．２３ｋカルバート 国道45号 1969 24.5 7.0 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅱ ○

100 大型カルバート ２６０．９０８ｋカルバート 国道45号 1990 35.3 6.0 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅱ ○

101 大型カルバート ２６１．２０７ｋカルバート 国道45号 1990 90.3 7.0 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅱ ○

102 大型カルバート ２６１．９５５ｋカルバート 国道45号 1990 33.0 6.5 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅱ ○

103 大型カルバート ３２７．２８６ｋカルバート 国道45号 2010 21.5 6.0 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

104 大型カルバート ３２８．３５１ｋカルバート 国道45号 2012 24.4 23.5 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

105 大型カルバート ３２８．３５６ｋカルバート 国道45号 2012 13.7 5.7 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

主な措置内容
（Ｈ29以降）

路線名 点検・修繕計画
［凡例：〇点検、□補修、△更新・廃止・管理移管等］

番号 施設区分 施設名 建設年
（西暦）

延長
（m）

幅員
（m）

H32H31H26 H33 H34 H35

管理者

事務所 出張所 県 市町村 年度 H27 H28 H29 H30

所在地 点検結果

健全性
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106 大型カルバート ３２８．４３１ｋカルバート 国道45号 2012 21.8 5.7 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

107 大型カルバート ３２８．６９１ｋカルバート 国道45号 2012 14.4 7.0 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

108 大型カルバート ３２８．７ｋカルバート 国道45号 2012 33.3 6.6 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

109 大型カルバート ３６０．４０８ｋカルバート 国道45号 1993 58.8 6.8 三陸 久慈 岩手 久慈市 ○

110 大型カルバート １５６．４０５ｋカルバート 国道45号(高田道路) 2013 70.8 8.2 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅱ ○

111 大型カルバート ３１５．９４７ｋカルバート 国道45号 2013 32.1 6.5 三陸 久慈 岩手 田野畑村 ○

112 大型カルバート 三陸ＩＣ本線函渠 国道45号(大船渡三陸道路) 2015 10.2 13.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

113 大型カルバート 三陸ＩＣﾗﾝﾌﾟ函渠 国道45号(吉浜道路) 2015 19.1 8.9 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

114 大型カルバート 184.68ｋｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道45号(吉浜道路) 2015 31.1 6.7 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

115 大型カルバート 吉浜ＩＣﾗﾝﾌﾟ函渠 国道45号(吉浜道路) 2015 20.2 9.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

116 大型カルバート 両石地区ランプボックスカルバート 国道45号（釜石山田道路） 1968 28.0 6.3 南三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

117 大型カルバート ２１８．００８ｋカルバート 国道45号（釜石山田道路） 1986 13.5 10.1 南三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

118 大型カルバート 岩－７ 国道4号 1977 59.2 6.0 仙台 岩沼 宮城 白石市 H28 Ⅱ ○

119 大型カルバート 岩－５４ 国道6号 1979 18.8 6.0 仙台 岩沼 宮城 亘理町 H28 Ⅰ ○

120 大型カルバート 西－７ 国道48号 1989 43.0 6.0 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅲ ○ □ 断面補修

121 大型カルバート 西－１３ 国道48号 1965 4.2 38.9 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅱ ○

122 大型カルバート 西－１４ 国道48号 1983 61.9 7.0 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅲ ○ □ 断面補修

123 大型カルバート 古－２ 国道4号 1970 36.4 8.5 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅰ ○

124 大型カルバート 古－４ 国道4号 1996 45.8 6.0 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅰ ○

125 大型カルバート 古－２４ 国道4号 1979 39.6 6.0 仙台 古川 宮城 栗原市 H28 Ⅰ ○

126 大型カルバート 古－２７ 国道4号 2003 34.5 9.5 仙台 古川 宮城 栗原市 H28 Ⅰ ○

127 大型カルバート 古－４８ 国道108号 1924 24.0 11.7 仙台 古川 宮城 大崎市 H29 Ⅱ ○

128 大型カルバート 古－４９ 国道108号 1971 32.5 8.5 仙台 古川 宮城 大崎市 H29 Ⅰ ○

129 大型カルバート 古－５２ 国道108号 1971 32.9 8.0 仙台 古川 宮城 大崎市 H29 Ⅰ ○

130 大型カルバート 石－１ 国道45号 1974 31.6 7.0 仙台 石巻 宮城 東松島市 H28 Ⅱ ○

131 大型カルバート 気－１４ 国道45号 1988 47.2 7.5 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅰ ○

132 大型カルバート 気－１９ 国道45号 1986 35.0 6.5 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅰ ○

133 大型カルバート 気－３２ 国道45号 2006 51.0 6.5 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅰ ○

134 大型カルバート 三－１０ 国道45号 1976 26.0 9.5 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

135 大型カルバート 三－１３ 国道45号 1993 32.0 8.6 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

136 大型カルバート 三－１４ 国道45号 2010 30.2 7.5 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

137 大型カルバート 三－１５ 国道45号 1996 42.7 13.0 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

138 大型カルバート 三－１９ 国道45号 1996 31.0 10.1 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

139 大型カルバート 三－２２ 国道45号 1996 30.2 7.9 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

140 大型カルバート 三－２４ 国道45号 1936 25.2 10.0 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

141 大型カルバート 三－２５ 国道45号 1996 33.1 7.8 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

142 大型カルバート 三－２６ 国道45号 1996 43.6 11.0 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

143 大型カルバート 三－３１ 国道45号 1996 33.3 6.9 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

144 大型カルバート 三－３２ 国道45号 1996 29.8 11.1 仙台 三陸道 宮城 東松島市 ○

145 大型カルバート 三－３８ 国道45号 2003 34.9 6.0 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

146 大型カルバート 三－３９ 国道45号 2003 31.1 12.0 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

147 大型カルバート 三－４０ 国道45号 2003 20.0 7.0 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

148 大型カルバート 三－４１ 国道45号 2003 23.8 7.0 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

149 大型カルバート 三－４２ 国道45号 2003 20.8 7.0 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

150 大型カルバート 三－４９ 国道45号 2004 56.2 10.4 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

151 大型カルバート 三－５１ 国道45号 2004 38.7 11.4 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

152 大型カルバート 三－５８ 国道45号 2006 33.3 9.5 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

153 大型カルバート 三－５９ 国道45号 2006 33.9 9.1 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

154 大型カルバート 三－６１ 国道45号 2006 41.4 6.5 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

155 大型カルバート 三－６２ 国道45号 2006 33.1 10.3 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

156 大型カルバート 三－６３ 国道45号 1961 89.5 9.1 仙台 三陸道 宮城 石巻市 H28 Ⅰ ○

157 大型カルバート 三－６５ 国道45号 2006 37.2 6.5 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

158 大型カルバート 三－６８ 国道45号 2006 20.6 6.0 仙台 三陸道 宮城 石巻市 ○

159 大型カルバート 三－８０ 国道45号 2008 18.5 10.0 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

160 大型カルバート 三－８２ 国道45号 1959 46.0 5.9 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

161 大型カルバート 三－８３ 国道45号 2007 34.5 6.0 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

162 大型カルバート 三－８４ 国道45号 2007 53.5 8.0 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

163 大型カルバート 三－８５ 国道45号 2004 31.0 7.2 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

164 大型カルバート 三－８９ 国道45号 2008 17.6 7.1 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

165 大型カルバート 三－９３ 国道45号 2008 32.0 8.1 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

166 大型カルバート 三－９５ 国道45号 2008 36.1 6.5 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

167 大型カルバート 三－９８ 国道45号 1964 29.0 8.8 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

168 大型カルバート 三－１０２ 国道45号 2009 12.7 6.5 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

169 大型カルバート 三－１０４ 国道45号 2009 22.8 6.2 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

170 大型カルバート 三－１０５ 国道45号 2009 54.6 10.2 仙台 三陸道 宮城 登米市 ○

171 大型カルバート 新大野 日本海沿岸東北自動車道 2007 56.1 12.7 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H29 Ⅱ ○ ○

172 大型カルバート 新漆畑１ 日本海沿岸東北自動車道 2007 34.6 6.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H29 Ⅱ ○ ○

173 大型カルバート 新漆畑２ 日本海沿岸東北自動車道 2007 33.1 6.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H29 Ⅱ ○ ○

174 大型カルバート 上後田 日本海沿岸東北自動車道 2006 24.8 6.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 ○ ○

175 大型カルバート 清水尻 日本海沿岸東北自動車道 2009 24.6 6.5 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

176 大型カルバート 院内 日本海沿岸東北自動車道 2009 17.8 9.1 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

177 大型カルバート 山の田 日本海沿岸東北自動車道 2010 30.3 9.5 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

178 大型カルバート 洗川 国道7号 1975 55.3 6.0 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 ○ ○

179 大型カルバート 金浦IC 日本海沿岸東北自動車道 2010 33.0 8.5 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

180 大型カルバート 砂田中山線 日本海沿岸東北自動車道 2010 18.6 9.6 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

181 大型カルバート 大竹象潟線 日本海沿岸東北自動車道 2010 19.4 8.5 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

182 大型カルバート 象潟長岡線 日本海沿岸東北自動車道 2010 62.8 7.2 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

183 大型カルバート 象潟上浜線 日本海沿岸東北自動車道 2011 50.9 7.0 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

184 大型カルバート 象潟ＩＣ　 日本海沿岸東北自動車道 2012 29.0 16.0 秋田 本荘 秋田 にかほ市 ○ ○

185 大型カルバート 石山１ 国道7号 1986 20.2 19.2 秋田 秋田 秋田 秋田市 H29 Ⅲ ○ □ ○ 断面補修

186 大型カルバート 石山２ 国道7号 1986 15.8 19.2 秋田 秋田 秋田 秋田市 H29 Ⅲ ○ □ ○ 断面補修

187 大型カルバート 小松第十一ボックス 国道46号 2007 49.1 7.3 秋田 角館 秋田 仙北市 H29 Ⅱ ○ ○

188 大型カルバート 真木口２ 国道46号 2005 34.5 7.0 秋田 角館 秋田 仙北市 H29 Ⅰ ○ ○

189 大型カルバート 松ヶ崎 国道46号 2005 47.3 8.2 秋田 角館 秋田 仙北市 H29 Ⅱ ○ ○

190 大型カルバート 小勝田第五ボックス 国道46号 2010 40.2 7.5 秋田 角館 秋田 仙北市 H29 Ⅱ ○ ○

191 大型カルバート 小勝田第十ボックス 国道46号 2010 13.5 11.6 秋田 角館 秋田 仙北市 H29 Ⅱ ○ ○

192 大型カルバート 岩城IC 日本海沿岸東北自動車道 2012 32.0 7.9 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H29 Ⅲ ○ □ ○ 断面補修

193 大型カルバート 間倉洲崎ボックスカルバート 国道13号 2005 42.3 7.2 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H27 Ⅱ ○ ○

194 大型カルバート 北ノ沢島山ボックスカルバート 国道13号 1998 45.0 7.0 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H27 Ⅱ ○ ○

195 大型カルバート 雄勝こまち１ボックスカルバート 国道13号 2003 22.2 6.0 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

196 大型カルバート 雄勝こまち３ボックスカルバート 国道13号 2004 19.0 6.6 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

197 大型カルバート 雄勝こまち４ボックスカルバート 国道13号 2003 17.9 9.7 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

198 大型カルバート 雄勝こまち８ボックスカルバート 国道13号 2003 20.7 7.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

199 大型カルバート 雄勝こまち９ボックスカルバート 国道13号 2004 18.8 8.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

200 大型カルバート 雄勝こまち１０ボックスカルバート 国道13号 2006 35.9 8.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

201 大型カルバート 須川１ボックスカルバート 国道13号 2004 44.0 8.6 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

202 大型カルバート 須川７ボックスカルバート 国道13号 2004 20.4 6.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

203 大型カルバート 須川１０ボックスカルバート 国道13号 2001 21.8 6.7 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

204 大型カルバート 須川１２ボックスカルバート 国道13号 2000 32.8 6.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅲ ○ □ ○ H28以前完了

205 大型カルバート 須川１３ボックスカルバート 国道13号 2000 33.2 6.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅲ ○ □ ○ H28以前完了

206 大型カルバート 須川１８ボックスカルバート 国道13号 2000 25.1 7.0 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

207 大型カルバート 須川１９ボックスカルバート 国道13号 2000 27.6 7.8 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

208 大型カルバート 須川２１ボックスカルバート 国道13号 2001 57.6 8.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

209 大型カルバート 須川２２ボックスカルバート 国道13号 2004 35.3 9.6 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

210 大型カルバート 三関２ボックスカルバート 国道13号 1998 20.4 7.0 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

2 / 4



■東北地方整備局「大型附属物個別施設計画」（平成30年度版）

主な措置内容
（Ｈ29以降）

路線名 点検・修繕計画
［凡例：〇点検、□補修、△更新・廃止・管理移管等］

番号 施設区分 施設名 建設年
（西暦）

延長
（m）

幅員
（m）

H32H31H26 H33 H34 H35

管理者

事務所 出張所 県 市町村 年度 H27 H28 H29 H30

所在地 点検結果

健全性

211 大型カルバート 三関３ボックスカルバート 国道13号 1998 19.4 7.3 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

212 大型カルバート 三関４ボックスカルバート 国道13号 1998 20.0 10.8 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H27 Ⅱ ○ ○

213 大型カルバート 第７号ボックス 国道13号 2009 13.1 23.2 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 ○

214 大型カルバート 切石①カルバート 国道7号 1995 46.5 6.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅱ ○

215 大型カルバート 切石②カルバート 国道7号 1995 30.5 5.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

216 大型カルバート 種①カルバート 国道7号 1995 15.4 5.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

217 大型カルバート 種②カルバート 国道7号 1990 23.0 5.0 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

218 大型カルバート 種③カルバート 国道7号 1990 13.3 5.1 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

219 大型カルバート 荷上場カルバート 国道7号 1990 38.7 6.0 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅱ ○

220 大型カルバート 浅内①カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2003 33.0 7.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

221 大型カルバート 浅内②カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2003 33.0 7.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

222 大型カルバート 塞ノ神カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2003 19.0 7.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

223 大型カルバート 河戸川カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 37.0 8.2 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅱ ○

224 大型カルバート 鵜ノ沢①カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 26.0 6.3 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

225 大型カルバート 鵜ノ沢②カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 37.0 6.0 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

226 大型カルバート 大関①カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 37.0 5.0 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

227 大型カルバート 大関②カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 25.6 10.1 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

228 大型カルバート 上谷地①カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2002 24.0 8.2 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅱ ○

229 大型カルバート 上谷地②カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2003 32.0 5.1 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

230 大型カルバート 鰄渕①カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2003 34.0 11.2 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

231 大型カルバート 鰄渕②カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2002 40.6 5.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

232 大型カルバート 鰄渕③カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2005 24.0 7.7 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

233 大型カルバート 鰄渕④カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2005 24.0 7.7 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

234 大型カルバート 鰄渕⑤カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2005 26.5 5.4 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

235 大型カルバート 扇田①カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2005 38.0 5.5 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

236 大型カルバート 扇田②カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 20.5 11.3 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

237 大型カルバート 鴨巣カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2005 30.0 13.0 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

238 大型カルバート 戸草沢カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 60.0 5.1 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

239 大型カルバート 切石③カルバート 国道7号(琴丘能代道路) 2004 24.0 5.4 能代 能代 秋田 能代市 H28 Ⅰ ○

240 大型カルバート 出川道上①カルバート 国道7号(大館西道路) 2007 50.4 7.1 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

241 大型カルバート 出川道上②カルバート 国道7号(大館西道路) 2008 46.5 5.6 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

242 大型カルバート 上野道上①カルバート 国道7号(大館西道路) 2008 33.2 5.7 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

243 大型カルバート 上野道上②カルバート 国道7号(大館西道路) 2007 29.8 7.0 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

244 大型カルバート 大道下①カルバート 国道7号(大館西道路) 2008 40.1 5.7 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

245 大型カルバート 大道下②カルバート 国道7号(大館西道路) 2008 40.5 8.7 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

246 大型カルバート 長沼カルバート 国道7号(大館西道路) 2007 39.6 5.7 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

247 大型カルバート 天神①カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 44.8 5.0 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅱ ○

248 大型カルバート 天神②カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 28.4 8.9 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

249 大型カルバート 天神③カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 31.7 8.2 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

250 大型カルバート 神田表カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 41.1 9.5 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

251 大型カルバート 下清水カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 31.7 6.4 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

252 大型カルバート 高館下カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 28.3 8.0 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

253 大型カルバート 桜下カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 33.0 10.5 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

254 大型カルバート 根下戸新町カルバート 国道7号(大館西道路) 2000 49.5 9.0 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

255 大型カルバート 大館北ＩＣ（下り）カルバート 日本海沿岸東北自動車道 2012 26.7 9.2 能代 大館 秋田 大館市 H27 Ⅱ ○

256 大型カルバート 釈迦内ＰＡカルバート　その１ 日本海沿岸東北自動車道 2010 13.0 7.6 能代 大館 秋田 大館市 H27 Ⅱ ○

257 大型カルバート 釈迦内ＰＡカルバート　その２ 日本海沿岸東北自動車道 2010 13.0 7.6 能代 大館 秋田 大館市 H27 Ⅱ ○

258 大型カルバート 大館商人留カルバート 日本海沿岸東北自動車道 2003 32.6 7.0 能代 大館 秋田 大館市 H27 Ⅱ ○

259 大型カルバート 野崎カルバート 日本海沿岸東北自動車道 2003 40.0 5.0 能代 大館 秋田 大館市 H28 Ⅰ ○

260 大型カルバート 藤株下岱①カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2013 30.4 5.5 能代 大館 秋田 北秋田市 ○

261 大型カルバート 藤株下岱③カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2013 31.5 6.0 能代 大館 秋田 北秋田市 ○

262 大型カルバート 孫六岱②カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2013 27.2 6.0 能代 大館 秋田 北秋田市 ○

263 大型カルバート 林ノ上①カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2008 17.2 10.2 能代 大館 秋田 大館市 ○

264 大型カルバート 堤谷内①カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2008 33.5 16.8 能代 大館 秋田 大館市 ○

265 大型カルバート 堤谷内③カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2008 29.7 6.7 能代 大館 秋田 大館市 ○

266 大型カルバート 下屋布岱カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2012 39.2 5.7 能代 大館 秋田 大館市 ○

267 大型カルバート 上屋布岱②カルバート 国道7号(鷹巣大館道路) 2012 64.2 6.2 能代 大館 秋田 大館市 ○

268 大型カルバート 桑山函渠 国道13号 2012 32.7 7.0 山形 米沢 山形 米沢市 H29 Ⅱ ○

269 大型カルバート 平石函渠 国道13号 2007 35.7 8.6 山形 米沢 山形 南陽市 H29 Ⅰ ○

270 大型カルバート 金神林山函渠 国道13号 2009 33.6 7.0 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅰ ○

271 大型カルバート 上館原函渠 国道13号 2001 28.4 10.5 山形 山形 山形 上山市 H28 Ⅱ ○

272 大型カルバート 濁川横断アーチ 国道13号 2005 29.6 18.4 山形 山形 山形 上山市 H27 Ⅲ ○ □ □ 断面補修

273 大型カルバート カラジュク川横断アーチ 国道13号 2008 42.0 12.8 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○

274 大型カルバート 前川横断アーチ 国道13号 2008 59.0 15.8 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○

275 大型カルバート 町屋函渠 国道13号 1998 32.1 9.1 山形 山形 山形 上山市 H28 Ⅱ ○

276 大型カルバート 北浦函渠 国道13号 1992 25.3 10.4 山形 山形 山形 上山市 H28 Ⅱ ○

277 大型カルバート 神町西函渠 国道13号 1972 80.7 6.5 山形 尾花沢 山形 東根市 H29 Ⅱ ○

278 大型カルバート 主寝坂川第３横断アーチ 国道13号 2005 23.6 9.6 山形 新庄 山形 金山町 H29 Ⅱ ○

279 大型カルバート 芦沢函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 2005 32.7 8.6 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H28 Ⅱ ○

280 大型カルバート 尾花沢函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 2004 28.4 15.6 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H29 Ⅱ ○

281 大型カルバート 上原函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 2004 55.4 6.8 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H28 Ⅱ ○

282 大型カルバート 坂本沢川横断アーチ 国道13号(尾花沢新庄道路) 2001 75.9 17.0 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H29 Ⅱ ○

283 大型カルバート 舟形函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 1997 54.9 8.0 山形 新庄 山形 舟形町 H28 Ⅱ ○

284 大型カルバート 南沢山神沢函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 1998 40.8 9.0 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○

285 大型カルバート 下飯田函渠 国道47号(新庄南ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2001 22.7 46.6 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○

286 大型カルバート 本宮後東函渠 国道13号(新庄北道路) 2008 33.0 15.9 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

287 大型カルバート 松本函渠 国道13号(新庄北道路) 2008 24.6 6.8 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○

288 大型カルバート 松本アーチ 国道13号(新庄北道路) 2008 27.3 9.2 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○

289 大型カルバート 松本門型函渠 国道13号(新庄北道路) 2010 19.2 10.4 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅰ ○

290 大型カルバート 仁間アーチ 国道13号(新庄北道路) 2010 18.8 14.2 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

291 大型カルバート 宮内東函渠 国道13号(新庄北道路) 2008 21.8 11.7 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○

292 大型カルバート 新田函渠 国道13号(新庄北道路) 2008 41.3 12.2 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

293 大型カルバート 中田函渠 国道13号(主寝坂道路) 2006 21.8 9.9 山形 新庄 山形 金山町 H28 Ⅰ ○

294 大型カルバート 六郎沢口函渠 国道13号(主寝坂道路) 2006 28.2 9.9 山形 新庄 山形 金山町 H28 Ⅰ ○

295 大型カルバート 主寝坂川第１横断アーチ 国道13号(主寝坂道路) 2006 42.0 16.8 山形 新庄 山形 金山町 H29 Ⅱ ○

296 大型カルバート 主寝坂川第２横断アーチ 国道13号(主寝坂道路) 2006 70.0 19.4 山形 新庄 山形 金山町 H29 Ⅱ ○

297 大型カルバート 及位函渠 国道13号(主寝坂道路) 2003 24.7 13.2 山形 新庄 山形 真室川町 H28 Ⅱ ○

298 大型カルバート 本宮前アーチ 国道47号(新庄南ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 1998 45.0 13.6 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

299 大型カルバート 仁間函渠 国道47号(新庄南ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2000 38.8 6.5 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅰ ○

300 大型カルバート 福田山東函渠 国道47号(新庄南ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2001 32.5 7.0 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅰ ○

301 大型カルバート 乱川横断アーチ 国道48号 2006 20.1 14.2 山形 山形 山形 東根市 H29 Ⅰ ○

302 大型カルバート 石見堂ヶ嶽函渠 国道112号 1997 41.0 6.7 山形 寒河江 山形 西川町 ○

303 大型カルバート 月山沢函渠 国道112号 1997 46.0 11.0 山形 寒河江 山形 西川町 ○

304 大型カルバート 上無川横断函渠 国道113号(赤湯ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2008 39.0 11.9 山形 米沢 山形 南陽市 H29 Ⅱ ○

305 大型カルバート 爼柳アーチ 国道113号(赤湯ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2003 50.0 6.5 山形 米沢 山形 南陽市 H29 Ⅱ ○

306 大型カルバート 尾花沢新庄第１５号函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 2008 33.7 16.7 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H29 Ⅱ ○

307 大型カルバート 野黒沢オフランプ函渠 国道13号(尾花沢新庄道路) 2011 46.1 8.8 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H29 Ⅱ ○

308 大型カルバート 新庄古口第２号函渠 国道47号(新庄古口道路) 2015 18.6 9.7 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

309 大型カルバート 新庄古口第３号函渠 国道47号(新庄古口道路) 2013 29.9 7.1 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

310 大型カルバート 舟形ＩＣ函渠（ボックス０１３１４６２２５） 国道13号線　尾花沢新庄道路 1997 29.4 25.0 山形 新庄 山形 舟形町 H29 Ⅱ ○

311 大型カルバート 鳥越函渠（ボックス013148325） 国道13号線　尾花沢新庄道路 1998 10.0 23.5 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

312 大型カルバート 日東道－大岩川－１０４．２１３ｋｐカルバート 日本海沿岸東北自動車道 2002 54.3 15.0 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅰ ○

313 大型カルバート 日東道－大広－１２１．９７９ｋｐカルバート 日本海沿岸東北自動車道 2008 46.4 16.9 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ ○

314 大型カルバート 日東道－水沢－１２３．４５３ｋｐカルバート 日本海沿岸東北自動車道 2008 54.5 6.5 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅰ ○

315 大型カルバート 金曲2号ボックス 一般国道49号 2005 31.0 9.0 郡山 会津若松 福島 猪苗代町 H29 Ⅱ ○

3 / 4



■東北地方整備局「大型附属物個別施設計画」（平成30年度版）

主な措置内容
（Ｈ29以降）

路線名 点検・修繕計画
［凡例：〇点検、□補修、△更新・廃止・管理移管等］

番号 施設区分 施設名 建設年
（西暦）

延長
（m）

幅員
（m）

H32H31H26 H33 H34 H35

管理者

事務所 出張所 県 市町村 年度 H27 H28 H29 H30

所在地 点検結果

健全性

316 大型カルバート 四十坦1号ボックス 一般国道4号 1991 32.8 6.0 郡山 郡山 福島 郡山市 H29 Ⅰ ○

317 大型カルバート 四十坦2号ボックス 一般国道4号 1991 34.5 13.0 郡山 郡山 福島 郡山市 H29 Ⅰ ○

318 大型カルバート 金曲1号ボックス 一般国道49号 2005 33.1 6.0 郡山 会津若松 福島 猪苗代町 H29 Ⅰ ○

319 大型カルバート 碇田カルバート 国道6号 1971 30.5 6.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

320 大型カルバート 東カルバート 国道6号 1971 42.1 6.0 磐城 平 福島 いわき市 ○

321 大型カルバート 小原カルバート 国道6号 1988 27.0 6.6 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅱ ○

322 大型カルバート 小野作カルバート 国道6号 1980 31.3 8.6 磐城 平 福島 いわき市 ○

323 大型カルバート 金ヶ沢カルバート 国道6号 1963 36.9 6.0 磐城 平 福島 いわき市 △

324 大型カルバート 日吉下カルバート 国道6号 1985 35.8 9.5 磐城 平 福島 いわき市 ○

325 大型カルバート 中山カルバート 国道6号 2000 71.9 7.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

326 大型カルバート 九日田カルバート 国道6号 2000 84.7 7.7 磐城 平 福島 いわき市 ○

327 大型カルバート 宮前カルバート 国道6号 1999 41.1 8.8 磐城 平 福島 いわき市 ○

328 大型カルバート 砂畑カルバート 国道6号 1999 39.5 6.2 磐城 平 福島 いわき市 ○

329 大型カルバート 菅波カルバート 国道6号 1999 38.8 5.8 磐城 平 福島 いわき市 ○

330 大型カルバート 荒田目カルバート 国道6号 1994 51.9 5.8 磐城 平 福島 いわき市 ○

331 大型カルバート 下知内カルバート 国道6号 1996 41.5 6.0 磐城 平 福島 いわき市 ○

332 大型カルバート 米野カルバート 国道6号 1999 33.7 6.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅱ ○

333 大型カルバート 石坪カルバート 国道6号 1999 46.0 6.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

334 大型カルバート 御厩町カルバート 国道49号 1995 71.1 7.1 磐城 平 福島 いわき市 ○

335 大型カルバート 田ノ入カルバート 国道49号 1968 22.8 6.5 磐城 平 福島 いわき市 ○

336 大型カルバート 胴切第一カルバート 国道115号(阿武隈東道路) 2016 19.5 3.0 福島 東北中央道 福島 相馬市 ○

337 大型カルバート 胴切第二カルバート 国道115号(阿武隈東道路) 2016 22.8 2.0 福島 東北中央道 福島 相馬市 ○

338 大型カルバート 胴切第三カルバート 国道115号(阿武隈東道路) 2016 32.3 4.0 福島 東北中央道 福島 相馬市 ○

339 大型カルバート 玉野第一カルバート 国道115号(阿武隈東道路) 2016 13.3 9.1 福島 東北中央道 福島 相馬市 ○

340 大型カルバート 川原子ﾎﾞｯｸｽ 国道49号 1988 25.0 11.5 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

341 大型カルバート 空山ボックス 一般国道49号 1988 29.0 6.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅱ ○

342 大型カルバート 南町田第一ﾎﾞｯｸｽ 国道49号 1988 33.0 7.3 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅱ ○

343 大型カルバート 四沢第二ボックス 一般国道6号 1972 13.7 8.3 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅱ ○

344 大型カルバート 綾ノ町第一ボックス 一般国道6号 1972 34.1 6.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

345 大型カルバート 大原第二ボックス 一般国道6号 2003 29.0 6.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

346 大型カルバート 腰巻ボックス 一般国道6号 2003 45.1 7.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

347 大型カルバート 関所ボックス 一般国道49号 2010 13.7 0.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○

348 大型カルバート 田之網カルバート 一般国道6号 2017 12.0 7.0 磐城 平 福島 いわき市 H29 Ⅰ ○
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■東北地方整備局「大型附属物個別施設計画」（平成30年度版）

1 横断歩道橋 松原横断歩道橋 国道4号 1972 21.8 1.5 青森 十和田 青森 三戸町 ○

2 横断歩道橋 玉掛横断歩道橋 国道4号 1974 18.3 1.5 青森 十和田 青森 南部町 ○

3 横断歩道橋 伝法寺横断歩道橋 国道4号 1969 13.0 1.5 青森 十和田 青森 十和田市 ○

4 横断歩道橋 道の上横断歩道橋 国道4号 1974 14.0 1.5 青森 十和田 青森 七戸町 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

5 横断歩道橋 枇杷野横断歩道橋 国道4号 1978 25.0 2.1 青森 十和田 青森 野辺地町 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

6 横断歩道橋 清水川横断歩道橋 国道4号 1969 12.0 1.2 青森 青森 青森 平内町 H29 Ⅱ ○

7 横断歩道橋 小湊横断歩道橋 国道4号 1978 21.8 1.5 青森 青森 青森 平内町 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

8 横断歩道橋 山口横断歩道橋 国道4号 1969 12.0 1.5 青森 青森 青森 平内町 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

9 横断歩道橋 浅虫ゆうやけ橋 国道4号 1998 49.5 5.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

10 横断歩道橋 南造道横断歩道橋 国道4号 1975 35.9 1.5 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

11 横断歩道橋 岡造道横断歩道橋 国道4号 1974 57.6 1.5 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅱ ○

12 横断歩道橋 合浦横断歩道橋 国道4号 1974 46.5 1.5 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅲ ○ □ 桁補修

13 横断歩道橋 浪打横断歩道橋 国道4号 1969 59.0 1.5 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅲ ○ □ 桁補修

14 横断歩道橋 堤横断歩道橋 国道4号 1969 36.3 1.5 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅱ ○

15 横断歩道橋 上古川横断歩道橋 国道7号 1972 31.1 1.5 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

16 横断歩道橋 古川横断歩道橋 国道7号 1968 28.4 2.3 青森 青森 青森 青森市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

17 横断歩道橋 長峰横断歩道橋 国道7号 1973 13.2 1.5 青森 弘前 青森 大鰐町 H28 Ⅲ ○ □ 桁補修

18 横断歩道橋 百田横断歩道橋 国道7号 1974 31.0 2.0 青森 弘前 青森 弘前市 H28 Ⅲ ○ □ 桁補修

19 横断歩道橋 藤崎横断歩道橋 国道7号 1969 42.3 1.5 青森 弘前 青森 藤崎町 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

20 横断歩道橋 道仏横断歩道橋 国道45号 1970 19.3 1.2 青森 八戸 青森 階上町 H27 Ⅲ ○ □ 桁補修

21 横断歩道橋 類家横断歩道橋 国道45号 1973 28.8 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅲ ○ □ 桁補修

22 横断歩道橋 ふたば横断歩道橋 国道45号 1971 30.6 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅰ ○

23 横断歩道橋 城下一丁目横断歩道橋 国道45号 1973 30.3 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

24 横断歩道橋 城下四丁目横断歩道橋 国道45号 1975 62.0 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

25 横断歩道橋 城下三丁目横断歩道橋 国道45号 1974 65.7 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 ○

26 横断歩道橋 下長横断歩道橋 国道45号 1988 92.0 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

27 横断歩道橋 赤畑横断歩道橋 国道45号 1973 19.0 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 ○

28 横断歩道橋 新敷横断歩道橋 国道45号 1986 17.2 1.2 青森 八戸 青森 おいらせ町 H27 Ⅰ ○

29 横断歩道橋 六戸中央横断歩道橋 国道45号 1974 26.0 2.0 青森 八戸 青森 六戸町 H27 Ⅲ ○ □ 部材交換

30 横断歩道橋 折茂横断歩道橋 国道45号 1980 18.4 2.1 青森 八戸 青森 六戸町 H27 Ⅲ ○ □ 桁補修

31 横断歩道橋 河原木横断歩道橋 国道104号 1969 16.5 1.2 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

32 横断歩道橋 根城横断歩道橋 国道104号 1971 18.3 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅱ ○

33 横断歩道橋 馬場頭横断歩道橋 国道104号 1986 26.9 1.5 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅰ ○

34 横断歩道橋 松園横断歩道橋 国道104号 1986 69.0 2.1 青森 八戸 青森 八戸市 H26 Ⅲ ○ □ 部材交換

35 横断歩道橋 ももとせ横断歩道橋 国道104号 1969 24.2 1.2 青森 八戸 青森 八戸市 ○

36 横断歩道橋 剣吉横断歩道橋 国道104号 1974 15.1 1.5 青森 八戸 青森 南部町 H26 Ⅱ ○

37 横断歩道橋 南日詰横断歩道橋 国道4号 1968 61.2 1.5 岩手 盛岡 岩手 紫波町 H28 Ⅱ ○

38 横断歩道橋 日詰横断歩道橋 国道4号 2001 65.2 1.5 岩手 盛岡 岩手 紫波町 H28 Ⅱ ○

39 横断歩道橋 高水寺歩道橋 国道4号 1995 58.0 2.1 岩手 盛岡 岩手 紫波町 H28 Ⅱ ○

40 横断歩道橋 徳丹城横断歩道橋 国道4号 1991 84.7 2.1 岩手 盛岡 岩手 矢巾町 H28 Ⅱ ○

41 横断歩道橋 見前横断歩道橋 国道4号 1982 68.9 2.1 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

42 横断歩道橋 南仙北二丁目横断歩道橋 国道4号 1966 51.1 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

43 横断歩道橋 茶畑二丁目横断歩道橋 国道4号 1966 59.8 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

44 横断歩道橋 加賀野二丁目横断歩道橋 国道4号 1968 39.3 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

45 横断歩道橋 上田二丁目横断歩道橋 国道4号 1967 57.4 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

46 横断歩道橋 上田四丁目横断歩道橋 国道4号 1967 54.0 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

47 横断歩道橋 高松二丁目横断歩道橋 国道4号 1971 54.0 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

48 横断歩道橋 上堂三丁目横断歩道橋 国道4号 1969 84.4 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

49 横断歩道橋 厨川一丁目横断歩道橋 国道4号 1988 63.4 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

50 横断歩道橋 厨川三丁目横断歩道橋 国道4号 1968 57.1 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

51 横断歩道橋 巻堀歩道橋 国道4号 1973 44.8 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○

52 横断歩道橋 水堀横断歩道橋 国道4号 1973 38.9 1.5 岩手 二戸 岩手 岩手町 H28 Ⅱ ○

53 横断歩道橋 大村横断歩道橋 国道4号 1989 50.0 1.5 岩手 二戸 岩手 二戸市 H28 Ⅱ ○

54 横断歩道橋 深山横断歩道橋 国道4号 1982 44.9 1.5 岩手 二戸 岩手 二戸市 H28 Ⅱ ○

55 横断歩道橋 向田横断歩道橋 国道4号 1972 55.1 2.3 岩手 水沢 岩手 奥州市 H28 Ⅱ ○

56 横断歩道橋 河の畑横断歩道橋 国道4号 1972 55.1 2.3 岩手 水沢 岩手 奥州市 H28 Ⅱ ○

57 横断歩道橋 古城横断歩道橋 国道4号 1971 28.6 1.5 岩手 水沢 岩手 奥州市 H28 Ⅱ ○

58 横断歩道橋 真城横断歩道橋 国道4号 1968 68.4 1.5 岩手 水沢 岩手 奥州市 H28 Ⅱ ○

59 横断歩道橋 原中横断歩道橋 国道4号 1971 51.0 1.5 岩手 水沢 岩手 奥州市 H28 Ⅱ ○

60 横断歩道橋 西根横断歩道橋 国道4号 1981 86.5 2.1 岩手 水沢 岩手 金ケ崎町 H28 Ⅱ ○

61 横断歩道橋 南羽沢横断歩道橋 国道4号 1981 106.9 2.1 岩手 水沢 岩手 金ケ崎町 H28 Ⅱ ○

62 横断歩道橋 笊淵横断歩道橋 国道4号 1976 45.6 1.5 岩手 水沢 岩手 北上市 H28 Ⅱ ○

63 横断歩道橋 宮野目横断歩道橋 国道4号 2004 69.9 2.1 岩手 水沢 岩手 花巻市 H28 Ⅱ ○

64 横断歩道橋 矢沢横断歩道橋 国道4号 2005 76.9 2.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H28 Ⅱ ○

65 横断歩道橋 上田横断歩道橋 国道46号 1968 68.2 1.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H28 Ⅱ ○△

66 横断歩道橋 笹崎横断歩道橋 国道45号 1970 42.1 1.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 ○

67 横断歩道橋 上山横断歩道橋 国道45号 1974 39.6 1.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 ○

68 横断歩道橋 舘下横断歩道橋 国道45号 1973 58.0 1.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 ○

69 横断歩道橋 小白浜横断歩道橋 国道45号 1978 41.0 1.5 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

70 横断歩道橋 大平横断歩道橋 国道45号 1976 44.0 1.5 三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅱ ○

71 横断歩道橋 小鎚歩道橋 国道45号 1991 56.2 2.0 三陸 釜石 岩手 大槌町 H29 Ⅱ ○

72 横断歩道橋 藤原横断歩道橋 国道45号 1983 56.2 1.5 三陸 宮古 岩手 宮古市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

73 横断歩道橋 宮古歩道橋 国道45号 1974 233.8 2.3 三陸 宮古 岩手 宮古市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

74 横断歩道橋 愛宕歩道橋 国道45号 1972 50.0 1.5 三陸 宮古 岩手 宮古市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

75 横断歩道橋 佐原歩道橋 国道45号 1978 103.5 2.1 三陸 宮古 岩手 宮古市 H28 Ⅱ ○

76 横断歩道橋 乙部歩道橋 国道45号 1974 40.0 1.5 三陸 宮古 岩手 宮古市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

77 横断歩道橋 田野畑歩道橋 国道45号 1975 45.0 1.5 三陸 久慈 岩手 田野畑村 H29 Ⅱ ○

78 横断歩道橋 普代歩道橋 国道45号 1978 42.4 1.5 三陸 久慈 岩手 普代村 H29 Ⅱ ○

79 横断歩道橋 侍浜歩道橋 国道45号 1978 62.3 1.5 三陸 久慈 岩手 久慈市 H29 Ⅱ ○

80 横断歩道橋 中野歩道橋 国道45号 1977 31.1 1.5 三陸 久慈 岩手 洋野町 H29 Ⅱ ○

81 横断歩道橋 小子内歩道橋 国道45号 1978 60.0 1.5 三陸 久慈 岩手 洋野町 H29 Ⅱ ○

82 横断歩道橋 斉川横断歩道橋 国道4号 1971 13.8 1.5 仙台 岩沼 宮城 白石市 H29 Ⅱ ○

83 横断歩道橋 岩沼第一横断歩道橋 国道4号 1968 22.8 1.5 仙台 岩沼 宮城 岩沼市 H28 Ⅱ ○

84 横断歩道橋 本郷横断歩道橋 国道4号 1975 28.8 2.0 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

85 横断歩道橋 館腰横断歩道橋 国道4号 1974 21.6 2.0 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅱ ○

86 横断歩道橋 増田横断歩道橋 国道4号 1967 33.3 2.3 仙台 岩沼 宮城 名取市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

87 横断歩道橋 田高横断歩道橋 国道4号 1978 32.4 2.1 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

88 横断歩道橋 中田横断歩道橋 国道4号 1968 18.8 1.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H29 Ⅱ ○

89 横断歩道橋 郡山横断歩道橋 国道4号 1981 27.1 2.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅰ ○

90 横断歩道橋 若林（四丁目）横断歩道橋 国道4号 1967 38.9 2.3 仙台 仙台東 宮城 仙台市若林区 H28 Ⅱ ○

91 横断歩道橋 南小泉（五丁目）横断歩道橋 国道4号 1982 32.5 2.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市若林区 H28 Ⅱ ○

92 横断歩道橋 遠見塚横断歩道橋 国道4号 1967 40.8 1.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市若林区 H28 Ⅱ ○

93 横断歩道橋 霞目横断歩道橋 国道4号 1977 94.1 2.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市若林区 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

94 横断歩道橋 蒲町横断歩道橋 国道4号 1978 45.8 2.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市若林区 H28 Ⅱ ○

95 横断歩道橋 松森（蒲田）横断歩道橋 国道4号 1972 30.1 2.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

96 横断歩道橋 天神沢（松森）横断歩道橋 国道4号 1970 23.6 1.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

97 横断歩道橋 鳥井原（明石）横断歩道橋 国道4号 1970 29.3 1.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

98 横断歩道橋 大清水横断歩道橋 国道4号 1987 27.1 2.1 仙台 仙台東 宮城 富谷町 H28 Ⅱ ○

99 横断歩道橋 混内山（三本木）横断歩道橋 国道4号 1976 27.4 2.0 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

100 横断歩道橋 鹿野沢横断歩道橋 国道4号 2000 90.3 2.1 仙台 古川 宮城 大崎市 H29 Ⅱ ○

101 横断歩道橋 上古川横断歩道橋 国道4号 1977 65.2 2.0 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅰ ○

102 横断歩道橋 薬師（小山）横断歩道橋 国道4号 1968 14.8 1.5 仙台 古川 宮城 栗原市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

103 横断歩道橋 津久毛（荒崎）横断歩道橋 国道4号 1980 18.6 2.1 仙台 古川 宮城 栗原市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

104 横断歩道橋 藤渡戸横断歩道橋 国道4号 1969 13.8 1.5 仙台 古川 宮城 栗原市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

105 横断歩道橋 祝田横断歩道橋 国道6号 1989 20.5 1.5 仙台 岩沼 宮城 亘理町 H28 Ⅱ ○
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106 横断歩道橋 逢隈横断歩道橋 国道6号 1971 16.5 2.0 仙台 岩沼 宮城 亘理町 H28 Ⅱ ○

107 横断歩道橋 東六小前横断歩道橋 国道45号 1968 21.0 2.3 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H28 Ⅱ ○

108 横断歩道橋 大行院丁横断歩道橋 国道45号 1970 18.6 1.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

109 横断歩道橋 宮中前横断歩道橋 国道45号 1967 19.8 2.2 仙台 仙台西 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅱ ○

110 横断歩道橋 原町横断歩道橋 国道45号 1970 19.5 1.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅱ ○

111 横断歩道橋 坂下横断歩道橋 国道45号 1974 65.4 1.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

112 横断歩道橋 苦竹横断歩道橋 国道45号 1976 345.0 2.6 仙台 仙台西 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅱ ○

113 横断歩道橋 誓渡寺（福室）横断歩道橋 国道45号 1974 22.8 1.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅱ ○

114 横断歩道橋 中野横断歩道橋 国道45号 1974 23.6 2.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市宮城野区 H29 Ⅱ ○

115 横断歩道橋 八幡横断歩道橋 国道45号 1983 25.7 2.1 仙台 仙台東 宮城 多賀城市 H28 Ⅱ ○

116 横断歩道橋 多賀城駅前横断歩道橋 国道45号 1977 33.2 1.5 仙台 仙台東 宮城 多賀城市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

117 横断歩道橋 伝上山（多賀城）横断歩道橋 国道45号 1979 21.4 1.5 仙台 仙台東 宮城 多賀城市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

118 横断歩道橋 錦町横断歩道橋 国道45号 1968 20.3 1.5 仙台 仙台東 宮城 塩竈市 H28 Ⅰ ○

119 横断歩道橋 杉の入横断歩道橋 国道45号 1976 23.8 2.0 仙台 仙台東 宮城 塩竈市 H28 Ⅰ ○

120 横断歩道橋 松島横断歩道橋 国道45号 1969 16.4 1.5 仙台 仙台東 宮城 松島町 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

121 横断歩道橋 松島駅前（高城）横断歩道橋 国道45号 1978 52.1 1.5 仙台 仙台東 宮城 松島町 H28 Ⅰ ○

122 横断歩道橋 矢本横断歩道橋 国道45号 1968 16.0 1.5 仙台 石巻 宮城 東松島市 H28 Ⅱ ○

123 横断歩道橋 北浦横断歩道橋 国道45号 1982 20.5 2.1 仙台 石巻 宮城 東松島市 H28 Ⅰ ○

124 横断歩道橋 大街道横断歩道橋 国道45号 1972 43.5 2.0 仙台 石巻 宮城 石巻市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

125 横断歩道橋 小船越（河北）横断歩道橋 国道45号 1981 19.6 2.0 仙台 石巻 宮城 石巻市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

126 横断歩道橋 横山横断歩道橋 国道45号 1979 14.3 1.5 仙台 石巻 宮城 登米市 H28 Ⅱ ○

127 横断歩道橋 階上横断歩道橋 国道45号 2003 20.8 1.5 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅰ ○

128 横断歩道橋 立町横断歩道橋 国道48号(仙台西道路) 1982 136.1 2.8 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅱ ○

129 横断歩道橋 錦ヶ丘横断歩道橋 国道48号 2009 84.1 2.6 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H29 Ⅱ ○

130 横断歩道橋 白沢横断歩道橋 国道48号 1984 15.6 1.5 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H28 Ⅲ ○ □ 桁補修

131 横断歩道橋 駅前大通横断歩道橋 国道108号 1986 25.3 1.5 仙台 仙台西 宮城 大崎市 H29 Ⅱ ○

132 横断歩道橋 前田横断歩道橋 国道108号 1975 18.5 2.0 仙台 古川 宮城 大崎市 H29 Ⅱ ○

133 横断歩道橋 三間堀横断歩道橋 国道45号 1984 27.9 2.1 仙台 古川 宮城 東松島市 H29 Ⅱ ○

134 横断歩道橋 象潟横断歩道橋 国道7号 1973 13.4 1.5 秋田 本荘 秋田 にかほ市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

135 横断歩道橋 西目横断歩道橋 国道7号 1969 14.8 1.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

136 横断歩道橋 本荘横断歩道橋 国道7号 1973 16.3 1.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

137 横断歩道橋 道川横断歩道橋 国道7号 1975 15.0 1.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅱ ○ △

138 横断歩道橋 滝ノ下横断歩道橋 国道7号 1990 45.2 2.1 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

139 横断歩道橋 蛭根横断歩道橋 国道7号 1975 75.7 3.0 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

140 横断歩道橋 土崎横断歩道橋 国道7号 1975 17.9 1.5 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

141 横断歩道橋 追分横断歩道橋 国道7号 1973 24.1 2.3 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

142 横断歩道橋 大川横断歩道橋 国道7号 1974 15.0 2.0 秋田 秋田 秋田 五城目町 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

143 横断歩道橋 協和横断歩道橋 国道13号 1972 15.0 2.3 秋田 秋田 秋田 大仙市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

144 横断歩道橋 和田横断歩道橋 国道13号 1970 12.4 1.5 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○ 桁補修

145 横断歩道橋 小野横断歩道橋 国道13号 1971 38.5 1.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅱ ○ ○

146 横断歩道橋 西松沢横断歩道橋 国道13号 1970 44.2 1.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅱ ○ ○

147 横断歩道橋 東赤土横断歩道橋 国道13号 2007 48.0 1.5 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅱ ○ ○

148 横断歩道橋 醍醐横断歩道橋 国道13号 2008 55.6 2.1 湯沢 湯沢 秋田 横手市 H28 Ⅱ ○ ○

149 横断歩道橋 安田横断歩道橋 国道13号 1974 174.0 2.0 湯沢 湯沢 秋田 横手市 H28 Ⅱ ○ ○

150 横断歩道橋 金沢第一横断歩道橋 国道13号 1966 35.6 1.5 湯沢 大曲 秋田 横手市 H28 Ⅱ ○ ○

151 横断歩道橋 六郷横断歩道橋 国道13号 1972 49.2 1.5 湯沢 大曲 秋田 美郷町 H28 Ⅱ ○ ○

152 横断歩道橋 峰吉川横断歩道橋 国道13号 1977 50.4 2.1 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H28 Ⅱ ○ ○

153 横断歩道橋 西大瀬横断歩道橋 国道7号 1976 68.6 1.5 能代 能代 秋田 能代市 ○

154 横断歩道橋 きみまち歩道橋 国道7号 2003 220.2 3.0 能代 能代 秋田 能代市 ○

155 横断歩道橋 有浦横断歩道橋 国道7号 1973 139.6 1.5 能代 大館 秋田 大館市 ○

156 横断歩道橋 釈迦内横断歩道橋 国道7号 2009 70.9 1.5 能代 大館 秋田 大館市 ○

157 横断歩道橋 花沢横断歩道橋 国道13号 1971 26.0 2.2 山形 米沢 山形 米沢市 H29 Ⅱ ○

158 横断歩道橋 中田横断歩道橋 国道13号 1970 25.0 2.2 山形 米沢 山形 米沢市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

159 横断歩道橋 窪田横断歩道橋 国道13号 1968 14.8 1.5 山形 米沢 山形 米沢市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

160 横断歩道橋 椚塚横断歩道橋 国道13号 1968 14.8 1.5 山形 米沢 山形 南陽市 H26 Ⅲ ○ □ △ H28以前完了

161 横断歩道橋 赤湯横断歩道橋 国道13号 1972 15.0 1.5 山形 米沢 山形 南陽市 H26 Ⅲ ○ □ △ H28以前完了

162 横断歩道橋 中山横断歩道橋 国道13号 2007 26.0 3.0 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○

163 横断歩道橋 川口横断歩道橋 国道13号 2001 25.0 2.6 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅰ ○

164 横断歩道橋 金生横断歩道橋 国道13号 1987 14.8 1.5 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○

165 横断歩道橋 青田横断歩道橋 国道13号 1967 14.8 1.5 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○

166 横断歩道橋 小立横断歩道橋 国道13号 1968 22.3 1.5 山形 山形 山形 山形市 H28 Ⅱ ○ 塗装塗替

167 横断歩道橋 平清水横断歩道橋 国道13号 1967 26.8 1.5 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○

168 横断歩道橋 北目横断歩道橋 国道13号 1968 23.8 1.5 山形 山形 山形 天童市 H29 Ⅱ ○

169 横断歩道橋 津山横断歩道橋 国道13号 1968 29.7 1.5 山形 山形 山形 天童市 H28 Ⅲ ○ □ 塗装塗替

170 横断歩道橋 東久野本横断歩道橋 国道13号 1968 23.8 1.5 山形 山形 山形 天童市 H29 Ⅰ ○

171 横断歩道橋 北久野本横断歩道橋 国道13号 1981 28.5 2.0 山形 山形 山形 天童市 H28 Ⅱ ○ 塗装塗替

172 横断歩道橋 蟹沢横断歩道橋 国道13号 1985 35.5 2.0 山形 尾花沢 山形 東根市 H28 Ⅱ ○

173 横断歩道橋 名木沢横断歩道橋 国道13号 1969 14.5 1.5 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H29 Ⅱ ○

174 横断歩道橋 鳥越横断歩道橋 国道13号 1973 17.9 1.5 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

175 横断歩道橋 東山横断歩道橋 国道13号 1968 18.1 1.5 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

176 横断歩道橋 山屋横断歩道橋 国道13号 1968 18.1 1.5 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

177 横断歩道橋 北辰横断歩道橋 国道13号 1973 18.1 1.5 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

178 横断歩道橋 泉田横断歩道橋 国道13号 1973 22.0 1.5 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

179 横断歩道橋 本合海横断歩道橋 国道47号 1973 13.3 2.2 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○

180 横断歩道橋 真柄横断歩道橋 国道47号 1974 16.0 2.0 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

181 横断歩道橋 古口横断歩道橋 国道47号 1971 13.3 2.0 山形 新庄 山形 戸沢村 H29 Ⅱ ○

182 横断歩道橋 高崎横断歩道橋 国道48号 1969 14.0 1.5 山形 山形 山形 東根市 H29 Ⅱ ○

183 横断歩道橋 山口横断歩道橋 国道48号 1968 12.4 1.5 山形 山形 山形 天童市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

184 横断歩道橋 久野本横断歩道橋 国道48号 1979 15.0 2.2 山形 山形 山形 天童市 H29 Ⅱ ○

185 横断歩道橋 鉄砲町横断歩道橋 国道112号 1967 13.1 1.5 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○

186 横断歩道橋 今泉横断歩道橋 国道113号 1971 12.0 1.5 山形 米沢 山形 長井市 H29 Ⅱ ○

187 横断歩道橋 梨郷横断歩道橋 国道113号 1971 26.0 1.5 山形 米沢 山形 南陽市 H29 Ⅱ ○

188 横断歩道橋 妹背横断歩道橋 国道113号 1968 15.3 1.5 山形 米沢 山形 南陽市 H29 Ⅲ ○□ △ 塗装塗替

189 横断歩道橋 桜田横断歩道橋 国道112号 2014 19.6 2.0 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅰ ○

190 横断歩道橋 大淀川歩道橋 国道7号 1992 33.2 2.1 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ ○

191 横断歩道橋 本田歩道橋 国道7号 1987 29.7 2.1 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅰ ○

192 横断歩道橋 両羽横断歩道橋 国道7号 1978 22.0 2.0 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

193 横断歩道橋 亀ヶ崎横断歩道橋 国道7号 1972 33.3 2.0 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅱ ○

194 横断歩道橋 豊里横断歩道橋 国道7号 1972 32.1 2.0 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

195 横断歩道橋 宮海横断歩道橋 国道7号 1973 17.0 2.0 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

196 横断歩道橋 下モ山横断歩道橋 国道7号 1981 14.4 1.2 酒田 酒田 山形 遊佐町 H29 Ⅲ ○ △

197 横断歩道橋 南口横断歩道橋 国道47号 1980 27.2 2.0 酒田 酒田 山形 庄内町 H28 Ⅱ ○ □ △ 桁補修

198 横断歩道橋 新堀横断歩道橋 国道47号 2008 24.4 2.1 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅰ ○ △

199 横断歩道橋 稲荷横断歩道橋 国道112号 1978 17.7 1.5 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅰ ○

200 横断歩道橋 道形横断歩道橋 国道112号 2009 32.7 2.1 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅰ ○

201 横断歩道橋 黒岩横断歩道橋 国道4号 1978 89.0 2.0 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○

202 横断歩道橋 浜田町横断歩道橋 国道4号 1967 53.8 1.5 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○

203 横断歩道橋 松浪横断歩道橋 国道4号 1967 53.8 1.5 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○

204 横断歩道橋 松山横断歩道橋 国道4号 1968 52.8 1.5 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○

205 横断歩道橋 長岡横断歩道橋 国道4号 1982 55.0 3.0 福島 福島 福島 伊達市 H29 Ⅱ ○

206 横断歩道橋 久仁内横断歩道橋 国道4号 2010 57.0 2.0 福島 福島 福島 桑折町 H29 Ⅰ ○

207 横断歩道橋 国見横断歩道橋 国道4号 1975 67.0 2.7 福島 福島 福島 国見町 H29 Ⅰ ○

208 横断歩道橋 天神横断歩道橋 国道13号 1968 71.0 2.7 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅱ ○

209 横断歩道橋 森合町横断歩道橋 国道13号 1970 71.0 3.5 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅱ ○

210 横断歩道橋 御山横断歩道橋 国道13号 1975 69.0 2.4 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修
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H26 H27 H28

管理者 所在地 点検結果

事務所 出張所 県 市町村 年度 健全性

番号 施設区分 施設名 路線名 建設年
（西暦）

延長
（m）

幅員
（m）

点検・修繕計画
［凡例：〇点検、□補修、△更新・廃止・管理移管等］

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

主な措置内容
（Ｈ29以降）

211 横断歩道橋 矢野目横断歩道橋 国道13号 1976 73.0 2.4 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅲ ○ □ 桁補修

212 横断歩道橋 六角横断歩道橋 国道13号 1976 72.0 2.4 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅱ ○

213 横断歩道橋 平野横断歩道橋 国道13号 1968 49.0 1.9 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅰ ○

214 横断歩道橋 萱根横断歩道橋 国道4号 1969 13.3 1.5 郡山 会津若松 福島 白河市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

215 横断歩道橋 矢吹歩道橋 国道4号 1974 48.8 2.3 郡山 会津若松 福島 矢吹町 H29 Ⅱ ○

216 横断歩道橋 大林第一横断歩道橋 国道4号 1968 13.3 1.5 郡山 郡山 福島 矢吹町 H29 Ⅱ ○

217 横断歩道橋 大林第二横断歩道橋 国道4号 1968 16.3 1.5 郡山 郡山 福島 矢吹町 H29 Ⅱ ○

218 横断歩道橋 池ノ上歩道橋 国道4号 1977 31.3 1.5 郡山 郡山 福島 須賀川市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

219 横断歩道橋 ヒジリ田歩道橋 国道4号 1976 29.8 1.5 郡山 郡山 福島 須賀川市 H29 Ⅱ ○

220 横断歩道橋 向日向歩道橋 国道4号 1974 26.8 1.5 郡山 郡山 福島 須賀川市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

221 横断歩道橋 大谷地歩道橋 国道4号 1974 28.8 1.5 郡山 郡山 福島 須賀川市 H27 Ⅲ ○ □ 部材補強

222 横断歩道橋 四角坦横断歩道橋 国道4号 1981 38.8 2.0 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅱ ○

223 横断歩道橋 富田歩道橋 国道4号 1990 36.8 2.0 郡山 郡山 福島 郡山市 H29 Ⅱ ○

224 横断歩道橋 下鴇子歩道橋 国道49号 1975 13.8 1.5 郡山 郡山 福島 平田村 H28 Ⅱ ○

225 横断歩道橋 岳見橋歩道橋 国道49号 1969 15.3 1.5 郡山 郡山 福島 平田村 ○

226 横断歩道橋 岩作歩道橋 国道49号 1975 15.3 1.5 郡山 郡山 福島 郡山市 ○

227 横断歩道橋 五百渕歩道橋 国道49号 1968 14.3 1.5 郡山 郡山 福島 郡山市 H27 Ⅲ ○ □ 部材補強

228 横断歩道橋 開成歩道橋 国道49号 1970 16.3 1.5 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅱ ○

229 横断歩道橋 いすず歩道橋 国道49号 1969 14.3 1.5 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅱ ○

230 横断歩道橋 富田前川原歩道橋 国道49号 1981 43.0 1.5 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅱ ○

231 横断歩道橋 地田下歩道橋 国道49号 1978 26.5 2.0 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅱ ○

232 横断歩道橋 安子ケ島歩道橋 国道49号 1969 12.0 1.5 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅲ ○ □ 部材補強

233 横断歩道橋 神指町歩道橋 国道49号 1968 13.2 1.5 郡山 会津若松 福島 会津若松市 H28 Ⅱ ○

234 横断歩道橋 野沢歩道橋 国道49号 1979 24.8 2.0 郡山 会津若松 福島 西会津町 ○

235 横断歩道橋 勿来駅前歩道橋 国道6号 1966 45.9 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○

236 横断歩道橋 南富岡第１歩道橋 国道6号 1979 23.0 3.5 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○

237 横断歩道橋 南富岡第２歩道橋 国道6号 1979 46.0 3.5 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○

238 横断歩道橋 南富岡第３歩道橋 国道6号 1981 76.7 2.6 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○

239 横断歩道橋 上矢田横断歩道橋 国道6号 2001 88.2 2.0 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○

240 横断歩道橋 草野横断歩道橋 国道6号 1974 74.0 2.2 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○

241 横断歩道橋 四倉横断歩道橋 国道6号 1969 46.4 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○

242 横断歩道橋 富岡歩道橋 国道6号 1987 38.0 1.5 磐城 原町 福島 富岡町 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

243 横断歩道橋 福岡歩道橋 国道6号 1974 64.9 2.0 磐城 原町 福島 南相馬市 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

244 横断歩道橋 下高平歩道橋 国道6号 1969 47.8 1.5 磐城 原町 福島 南相馬市 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

245 横断歩道橋 小島田歩道橋 国道6号 1975 62.9 2.0 磐城 原町 福島 南相馬市 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

246 横断歩道橋 日下石歩道橋 国道6号 1969 37.3 1.5 磐城 原町 福島 相馬市 H29 Ⅲ ○ □ 部材補強

247 横断歩道橋 玉川歩道橋 国道6号 2010 76.5 2.6 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○

248 横断歩道橋 下船尾歩道橋 国道6号 1972 57.7 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○

249 横断歩道橋 湯本駅歩道橋 国道6号 1966 77.4 2.7 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅲ ○ △

250 横断歩道橋 常磐歩道橋 国道6号 1965 54.8 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ △

251 横断歩道橋 御厩歩道橋 国道6号 1963 40.5 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○ △

252 横断歩道橋 長橋横断歩道橋 国道6号 1969 34.3 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○ △

253 横断歩道橋 仲町横断歩道橋 国道6号 1967 61.7 1.7 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ △

254 横断歩道橋 十五丁目歩道橋 国道6号 1971 63.0 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○ △

255 横断歩道橋 すずかけ横断歩道橋 国道6号 1967 61.8 1.5 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○ △

256 横断歩道橋 五色町横断歩道橋 国道6号 1969 63.4 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅰ ○ △

257 横断歩道橋 鎌田横断歩道橋 国道6号 1978 69.0 2.0 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ △

258 横断歩道橋 中神谷横断歩道橋 国道6号 1974 42.6 1.5 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ △

259 横断歩道橋 北好間歩道橋 国道49号 1973 63.7 1.9 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○
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1 門型標識等 提供装置 国道7号 2002 17.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅰ ○

2 門型標識等 提供装置 国道7号 2005 17.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

3 門型標識等 提供装置 国道7号 2003 17.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅰ ○

4 門型標識等 提供装置 国道7号 2005 17.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

5 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 26.1 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅰ ○

6 門型標識等 提供装置 国道4号 2001 27.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

7 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 13.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅰ ○

8 門型標識等 案内標識 国道4号 2005 26.1 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

9 門型標識等 案内標識 国道4号 2003 26.1 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

10 門型標識等 案内標識 国道4号 2003 26.1 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

11 門型標識等 案内標識 国道7号 不明 30.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅰ ○

12 門型標識等 案内標識 国道7号 2010 15.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

13 門型標識等 案内標識 国道7号 1984 15.4 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

14 門型標識等 案内標識 国道7号 2003 29.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

15 門型標識等 案内標識 国道7号 2003 29.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

16 門型標識等 案内標識 国道7号 2003 29.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

17 門型標識等 案内標識 国道7号 2007 30.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅱ ○

18 門型標識等 案内標識 国道7号 1990 33.0 青森 弘前 青森 弘前市 H28 Ⅰ ○

19 門型標識等 提供装置 国道45号 1994 24.2 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

20 門型標識等 提供装置 国道104号 2008 27.0 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

21 門型標識等 案内標識 国道45号 1989 27.3 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

22 門型標識等 案内標識 国道45号 1997 27.3 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

23 門型標識等 案内標識 国道45号 1999 27.3 青森 八戸 青森 八戸市 H27 Ⅱ ○

24 門型標識等 提供装置 国道4号 2004 12.1 青森 十和田 青森 十和田市 ○

25 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 13.0 青森 十和田 青森 十和田市 ○

26 門型標識等 提供装置 国道7号 1993 13.9 青森 弘前 青森 平川市 H28 Ⅰ ○

27 門型標識等 提供装置 国道7号 2010 14.6 青森 弘前 青森 平川市 H28 Ⅱ ○

28 門型標識等 提供装置 国道7号 2004 10.8 青森 弘前 青森 藤崎町 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

29 門型標識等 提供装置 国道7号 2010 25.4 青森 弘前 青森 青森市 H28 Ⅰ ○

30 門型標識等 提供装置 国道4号 2010 12.6 青森 十和田 青森 野辺地町 ○

31 門型標識等 提供装置 国道4号 2003 15.2 青森 十和田 青森 七戸町 ○

32 門型標識等 提供装置 国道4号 2005 15.2 青森 十和田 青森 七戸町 ○

33 門型標識等 提供装置 国道45号 2004 12.2 青森 八戸 青森 おいらせ町 H27 Ⅰ ○

34 門型標識等 提供装置 国道4号 2003 13.0 青森 十和田 青森 五戸町 ○

35 門型標識等 案内標識 国道4号 2007 13.8 青森 十和田 青森 五戸町 Ⅰ ○

36 門型標識等 案内標識 国道4号 2003 13.8 青森 十和田 青森 五戸町 Ⅱ ○

37 門型標識等 案内標識 国道4号 2003 13.8 青森 十和田 青森 五戸町 Ⅱ ○

38 門型標識等 提供装置 国道4号 2006 13.8 青森 十和田 青森 南部町 ○

39 門型標識等 提供装置 国道4号 2005 12.9 青森 十和田 青森 南部町 ○

40 門型標識等 提供装置 国道104号 2007 15.6 青森 八戸 青森 南部町 H27 Ⅰ ○

41 門型標識等 案内標識 国道4号 2007 13.8 青森 十和田 青森 南部町 Ⅰ ○

42 門型標識等 提供装置 国道45号 2010 10.0 青森 八戸 青森 階上町 H27 Ⅱ ○

43 門型標識等 提供装置 国道45号 2003 14.7 青森 八戸 青森 階上町 H28 Ⅰ ○

44 門型標識等 提供装置 国道45号 不明 27.0 青森 八戸 青森 八戸市 H28 Ⅱ ○

45 門型標識等 案内標識 国道101号(鰺ヶ沢道路) 2016 19.6 青森 弘前 青森 鰺ヶ沢町 H29 Ⅰ ○

46 門型標識等 提供装置 国道45号 不明 11.5 青森 八戸 青森 八戸市 H28 Ⅱ ○

47 門型標識等 提供装置 国道45号 不明 26.0 青森 八戸 青森 八戸市 H28 Ⅱ ○

48 門型標識等 その他（情報装置） 国道7号 不明 22.0 青森 弘前 青森 弘前市 H28 Ⅱ ○

49 門型標識等 その他（情報装置） 国道4号 1996 22.0 青森 青森 青森 青森市 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

50 門型標識等 提供装置 国道46号 2005 20.0 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

51 門型標識等 案内標識 国道4号 2004 18.5 岩手 盛岡 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

52 門型標識等 案内標識 国道46号 2005 13.0 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

53 門型標識等 案内標識 国道46号 2005 20.0 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

54 門型標識等 案内標識 国道46号 2005 20.0 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

55 門型標識等 案内標識 国道46号 2004 22.5 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

56 門型標識等 案内標識 国道46号 2014 22.5 岩手 盛岡西 岩手 盛岡市 H29 Ⅰ ○

57 門型標識等 案内標識 国道4号 2008 12.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

58 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 18.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅱ ○

59 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 25.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

60 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 18.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

61 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 25.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

62 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 25.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

63 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 25.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

64 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 25.0 岩手 水沢 岩手 花巻市 H29 Ⅰ ○

65 門型標識等 提供装置 国道4号 2005 20.0 岩手 水沢 岩手 北上市 H29 Ⅱ ○

66 門型標識等 収集装置 国道4号 1995 11.5 岩手 水沢 岩手 一関市 H29 Ⅰ ○

67 門型標識等 案内標識 国道4号 1992 13.0 岩手 水沢 岩手 一関市 H29 Ⅰ ○

68 門型標識等 案内標識 国道4号 2002 13.0 岩手 水沢 岩手 一関市 H29 Ⅰ ○

69 門型標識等 案内標識 国道4号 不明 13.0 岩手 水沢 岩手 一関市 H29 Ⅰ ○

70 門型標識等 提供装置 国道4号 1998 25.0 岩手 盛岡 岩手 滝沢市 H29 Ⅱ ○

71 門型標識等 提供装置 国道46号 1993 25.0 岩手 盛岡西 岩手 滝沢市 H29 Ⅱ ○

72 門型標識等 提供装置 国道46号 1992 25.0 岩手 盛岡西 岩手 滝沢市 H29 Ⅱ ○

73 門型標識等 案内標識 国道4号 2004 20.0 岩手 盛岡 岩手 滝沢市 H29 Ⅰ ○

74 門型標識等 案内標識 国道4号 1993 25.0 岩手 盛岡 岩手 滝沢市 H29 Ⅰ ○

75 門型標識等 案内標識 国道46号 2014 13.0 岩手 盛岡西 岩手 滝沢市 H29 Ⅰ ○

76 門型標識等 提供装置 国道46号 1996 10.0 岩手 盛岡西 岩手 雫石町 H29 Ⅰ ○

77 門型標識等 提供装置 国道46号 2005 10.0 岩手 盛岡西 岩手 雫石町 H29 Ⅱ ○

78 門型標識等 提供装置 国道4号 1994 11.5 岩手 二戸 岩手 岩手町 H29 Ⅱ ○

79 門型標識等 提供装置 国道4号 1994 13.0 岩手 水沢 岩手 平泉町 H29 Ⅰ ○

80 門型標識等 提供装置 国道4号 1994 12.5 岩手 二戸 岩手 一戸町 H29 Ⅱ ○

81 門型標識等 案内標識 国道4号 不明 12.5 岩手 水沢 岩手 金ヶ崎町 H29 Ⅰ ○ ○

82 門型標識等 案内標識 東北横断自動車道釜石秋田線 2015 17.0 岩手 花巻 岩手 遠野市 H29 Ⅰ ○ ○

83 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.2 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅰ ○

84 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.3 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅰ ○

85 門型標識等 提供装置 国道45号 2005 9.1 三陸 宮古 岩手 宮古市 H29 Ⅰ ○

86 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.0 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

87 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 11.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

88 門型標識等 提供装置 国道45号 2004 8.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

89 門型標識等 案内標識 国道45号 2003 12.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

90 門型標識等 案内標識 国道45号 1982 11.5 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

91 門型標識等 案内標識 国道45号 不明 11.2 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

92 門型標識等 案内標識 国道45号 2003 13.8 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

93 門型標識等 案内標識 国道45号 1989 12.0 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅱ ○

94 門型標識等 案内標識 国道45号 2003 10.4 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

95 門型標識等 案内標識 国道45号(吉浜道路) 2015 12.0 三陸 大船渡 岩手 大船渡市 H28 Ⅰ ○

96 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 8.3 三陸 久慈 岩手 久慈市 ○

97 門型標識等 提供装置 国道45号 2006 8.0 三陸 久慈 岩手 久慈市 ○
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98 門型標識等 案内標識 国道45号 2003 14.0 三陸 久慈 岩手 久慈市 ○

99 門型標識等 案内標識 国道45号(久慈道路) 1993 16.0 三陸 久慈 岩手 久慈市 ○

100 門型標識等 提供装置 国道45号 1997 8.0 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

101 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 8.0 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

102 門型標識等 案内標識 国道45号 1990 10.4 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅱ ○

103 門型標識等 案内標識 国道45号(高田道路) 2014 15.0 三陸 大船渡 岩手 陸前高田市 H28 Ⅰ ○

104 門型標識等 提供装置 国道45号 2005 15.6 三陸 釜石 岩手 釜石市 H28 Ⅰ ○

105 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.0 三陸 釜石 岩手 釜石市 H28 Ⅰ ○

106 門型標識等 提供装置 国道45号 不明 10.5 三陸 釜石 岩手 釜石市 H28 Ⅰ ○

107 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.0 三陸 釜石 岩手 釜石市 H28 Ⅰ ○

108 門型標識等 提供装置 国道45号 2006 10.0 三陸 釜石 岩手 大槌町 H29 Ⅰ ○

109 門型標識等 提供装置 国道45号 1998 11.0 三陸 釜石 岩手 大槌町 H29 Ⅰ ○

110 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.9 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅰ ○

111 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 8.0 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅰ ○

112 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 7.5 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅰ ○

113 門型標識等 案内標識 国道45号 1984 12.8 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅰ ○

114 門型標識等 案内標識 国道45号 1985 11.0 三陸 宮古 岩手 山田町 H29 Ⅰ ○

115 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.0 三陸 宮古 岩手 岩泉町 ○

116 門型標識等 その他 国道45号 1988 7.5 三陸 宮古 岩手 岩泉町 ○

117 門型標識等 その他 国道45号 1988 8.3 三陸 宮古 岩手 岩泉町 ○

118 門型標識等 提供装置 国道45号 不明 7.5 三陸 久慈 岩手 田野畑村 H29 Ⅰ ○

119 門型標識等 提供装置 国道45号 不明 8.8 三陸 久慈 岩手 田野畑村 H29 Ⅰ ○

120 門型標識等 案内標識 国道45号(尾肝要道路) 2014 14.0 三陸 久慈 岩手 田野畑村 H29 Ⅰ ○

121 門型標識等 案内標識 国道45号(尾肝要道路) 2014 15.4 三陸 久慈 岩手 田野畑村 H29 Ⅰ ○

122 門型標識等 その他 国道45号(普代道路) 2013 15.5 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

123 門型標識等 その他 国道45号(普代道路) 2013 11.4 三陸 久慈 岩手 普代村 ○

124 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 8.8 三陸 久慈 岩手 洋野町 ○

125 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 9.5 三陸 久慈 岩手 洋野町 ○

126 門型標識等 案内標識 国道45号(釜石山田道路) 2011 14.0 南三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅰ ○

127 門型標識等 案内標識 国道45号(釜石山田道路) 2011 12.0 南三陸 釜石 岩手 釜石市 H29 Ⅰ ○

128 門型標識等 提供装置 国道45号 1992 8.2 仙台 仙台東 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅰ ○

129 門型標識等 提供装置 国道48号 1992 9.0 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H28 Ⅰ ○

130 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 10.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

131 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 10.7 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

132 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 16.6 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

133 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 15.9 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

134 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 16.6 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

135 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 16.6 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅰ ○

136 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 16.6 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

137 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 20.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

138 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 12.8 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 H28 Ⅱ ○

139 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 7.6 仙台 仙台東 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅰ ○

140 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 8.0 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅱ ○

141 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 11.1 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅰ ○

142 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 29.8 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅰ ○

143 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 12.1 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 H28 Ⅰ ○

144 門型標識等 案内標識 国道45号 1987 7.8 仙台 仙台西 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅱ ○

145 門型標識等 その他 国道45号 1987 9.4 仙台 仙台東 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

146 門型標識等 案内標識 国道4号 不明 12.5 仙台 仙台東 宮城 仙台市宮城野区 H28 Ⅰ ○

147 門型標識等 案内標識 国道48号 不明 8.3 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H28 Ⅱ ○

148 門型標識等 案内標識 国道48号 2004 7.9 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H28 Ⅰ ○

149 門型標識等 案内標識 国道48号 1989 7.6 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 H28 Ⅱ ○

150 門型標識等 提供装置 国道45号 2010 7.8 仙台 石巻 宮城 石巻市 H28 Ⅱ ○

151 門型標識等 案内標識 国道108号 1994 7.0 仙台 石巻 宮城 石巻市 H28 Ⅱ ○

152 門型標識等 提供装置 国道45号 2008 7.4 仙台 仙台東 宮城 塩竈市 H28 Ⅰ ○

153 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 9.0 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅰ ○

154 門型標識等 提供装置 国道45号 1994 7.5 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

155 門型標識等 提供装置 国道45号 2006 9.0 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

156 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 10.0 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

157 門型標識等 提供装置 国道45号 2007 10.8 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅰ ○

158 門型標識等 案内標識 国道45号 2001 7.3 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

159 門型標識等 案内標識 国道45号 2001 12.1 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

160 門型標識等 案内標識 国道45号 1994 11.0 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

161 門型標識等 その他 国道45号 1994 11.8 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

162 門型標識等 案内標識 国道45号 2003 16.7 仙台 気仙沼 宮城 気仙沼市 H28 Ⅱ ○

163 門型標識等 提供装置 国道4号 2003 10.8 仙台 岩沼 宮城 白石市 H28 Ⅰ ○

164 門型標識等 提供装置 国道4号 2003 7.3 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

165 門型標識等 提供装置 国道4号 1991 8.4 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

166 門型標識等 案内標識 国道4号 1994 21.8 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

167 門型標識等 案内標識 国道4号 1994 24.8 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

168 門型標識等 提供装置 国道4号 1992 8.6 仙台 岩沼 宮城 岩沼市 H28 Ⅱ ○

169 門型標識等 案内標識 国道45号 2008 7.8 仙台 石巻 宮城 登米市 H28 Ⅱ ○

170 門型標識等 提供装置 国道45号 2010 8.8 仙台 石巻 宮城 東松島市 H28 Ⅱ ○

171 門型標識等 提供装置 国道4号 1992 8.5 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅱ ○

172 門型標識等 提供装置 国道4号 1995 9.3 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅱ ○

173 門型標識等 提供装置 国道4号 2010 8.0 仙台 古川 宮城 大崎市 H28 Ⅱ ○

174 門型標識等 提供装置 国道47号 1987 9.2 仙台 鳴子 宮城 大崎市 H28 Ⅱ ○

175 門型標識等 提供装置 国道108号 1994 7.3 仙台 石巻 宮城 大崎市 H28 Ⅰ ○

176 門型標識等 その他 国道47号 1998 8.0 仙台 鳴子 宮城 大崎市 H28 Ⅱ ○

177 門型標識等 提供装置 国道4号 2003 8.3 仙台 岩沼 宮城 蔵王町 H28 Ⅰ ○

178 門型標識等 案内標識 国道4号 1985 22.5 仙台 岩沼 宮城 柴田町 H28 Ⅱ ○

179 門型標識等 案内標識 国道4号 不明 19.0 仙台 岩沼 宮城 柴田町 H28 Ⅱ ○

180 門型標識等 案内標識 国道4号 不明 15.7 仙台 岩沼 宮城 名取市 H28 Ⅰ ○

181 門型標識等 案内標識 国道6号 1997 4.3 仙台 岩沼 宮城 亘理町 H28 Ⅱ ○

182 門型標識等 案内標識 国道6号 1992 15.6 仙台 岩沼 宮城 山元町 H28 Ⅰ ○

183 門型標識等 案内標識 国道6号 1992 11.0 仙台 岩沼 宮城 山元町 H28 Ⅰ ○

184 門型標識等 案内標識 国道6号 1992 11.0 仙台 岩沼 宮城 山元町 H28 Ⅰ ○

185 門型標識等 提供装置 国道45号 1988 7.4 仙台 仙台東 宮城 松島町 H28 Ⅰ ○

186 門型標識等 案内標識 国道4号 1990 8.8 仙台 仙台東 宮城 富谷町 H28 Ⅱ ○

187 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 ○

188 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 仙台 仙台東 宮城 仙台市太白区 ○

189 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 ○

190 門型標識等 案内標識 国道4号 2001 仙台 仙台東 宮城 仙台市泉区 ○

191 門型標識等 その他 国道48号(仙台西道路) 1991 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 ○

192 門型標識等 案内標識 国道48号(仙台西道路) 1991 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 ○

193 門型標識等 案内標識 国道48号(仙台西道路) 1991 仙台 仙台西 宮城 仙台市青葉区 ○ 部材交換

194 門型標識等 提供装置 国道7号 2003 18.5 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○
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■東北地方整備局「大型附属物個別施設計画」（平成30年度版）
幅員
（m）

点検・修繕計画
［凡例：〇点検、□補修、△更新・廃止・管理移管等］

番号 施設区分 施設名 路線名 建設年
（西暦）

延長
（m）

H26 H27 H28 H33

主な措置内容
（Ｈ29以降）

管理者 所在地 点検結果

事務所 出張所 県 市町村 年度 健全性 H34 H35H29 H30 H31 H32

195 門型標識等 提供装置 国道7号 2002 18.5 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○

196 門型標識等 提供装置 国道7号 2012 20 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅰ ○ ○

197 門型標識等 提供装置 国道7号 2012 20 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅰ ○ ○

198 門型標識等 提供装置 国道13号 2013 14.3 秋田 秋田 秋田 大仙市 H28 Ⅰ ○ ○

199 門型標識等 案内標識 国道13号 1978 14.1 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○

200 門型標識等 案内標識 国道13号 1994 20 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○

201 門型標識等 案内標識 国道13号 1974 21.6 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○

202 門型標識等 案内標識 国道7号 2003 36.3 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅰ ○ ○

203 門型標識等 案内標識 国道7号 2003 36.3 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅰ ○ ○

204 門型標識等 提供装置 国道7号 1995 11.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅰ ○ ○

205 門型標識等 提供装置 国道7号 2009 11.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅰ ○ ○

206 門型標識等 提供装置 国道7号 1997 18.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅱ ○ ○

207 門型標識等 提供装置 国道7号 2001 11.5 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅱ ○ ○

208 門型標識等 提供装置 国道13号 1991 28 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅰ ○ ○

209 門型標識等 提供装置 国道46号 2014 20 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

210 門型標識等 提供装置 国道46号 1999 12.3 秋田 角館 秋田 大仙市 H28 Ⅰ ○ ○

211 門型標識等 提供装置 国道46号 2014 10.4 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

212 門型標識等 提供装置 国道46号 2014 10.4 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

213 門型標識等 提供装置 国道46号 2004 15.5 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

214 門型標識等 提供装置 国道46号 1998 15.5 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

215 門型標識等 提供装置 国道46号 1999 12.3 秋田 角館 秋田 大仙市 H28 Ⅰ ○ ○

216 門型標識等 提供装置 国道46号 2003 12.3 秋田 角館 秋田 大仙市 H28 Ⅱ ○ ○

217 門型標識等 提供装置 国道46号 2003 12.3 秋田 角館 秋田 大仙市 H28 Ⅱ ○ ○

218 門型標識等 その他 国道46号 1975 9.5 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅱ ○ ○

219 門型標識等 案内標識 国道46号 1975 18.6 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

220 門型標識等 案内標識 国道46号 1975 12.5 秋田 角館 秋田 仙北市 H28 Ⅰ ○ ○

221 門型標識等 提供装置 国道7号 2006 7 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅱ ○ ○

222 門型標識等 提供装置 国道7号 2006 7 秋田 本荘 秋田 由利本荘市 H28 Ⅰ ○ ○

223 門型標識等 案内標識 国道13号 2014 20 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○

224 門型標識等 案内標識 国道13号 2014 20 秋田 秋田 秋田 秋田市 H28 Ⅱ ○ ○

225 門型標識等 提供装置 国道13号 1988 7 湯沢 湯沢 秋田 横手市 H28 Ⅱ ○ □ ○ 部材交換

226 門型標識等 提供装置 国道13号 1995 7 湯沢 湯沢 秋田 横手市 H28 Ⅱ ○ ○

227 門型標識等 提供装置 国道13号 1995 7 湯沢 湯沢 秋田 横手市 H28 Ⅰ ○ ○

228 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 22.5 湯沢 湯沢 秋田 横手市 ○ ○

229 門型標識等 提供装置 国道13号 1997 7 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅱ ○ ○

230 門型標識等 提供装置 国道13号 1997 7 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅱ ○ ○

231 門型標識等 提供装置 国道13号 2001 7 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅰ ○ ○

232 門型標識等 提供装置 国道13号 1981 7 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 H28 Ⅱ ○ ○

233 門型標識等 案内標識 国道13号 1989 15.2 湯沢 湯沢 秋田 湯沢市 ○ ○

234 門型標識等 提供装置 国道13号 2002 7 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H28 Ⅱ ○ ○

235 門型標識等 提供装置 国道13号 2009 7 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H28 Ⅱ ○ ○

236 門型標識等 案内標識 国道13号 1996 12.2 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H27 Ⅲ ○ △ ○ 部材交換

237 門型標識等 案内標識 国道13号 1983 14.5 湯沢 大曲 秋田 大仙市 H27 Ⅲ ○ □ ○ 部材交換

238 門型標識等 提供装置 国道13号 1989 7 湯沢 大曲 秋田 美郷町 H28 Ⅱ ○ ○

239 門型標識等 提供装置 国道13号 1980 7 湯沢 大曲 秋田 美郷町 H28 Ⅱ ○ ○

240 門型標識等 案内標識 国道13号 2002 23.2 湯沢 湯沢 秋田 横手市 ○ ○

241 門型標識等 提供装置 国道7号 2004 25.6 能代 能代 秋田 能代市 H29 Ⅰ ○

242 門型標識等 その他 国道7号(琴丘能代道路) 2007 13.5 能代 能代 秋田 能代市 H29 Ⅰ ○

243 門型標識等 提供装置 国道7号 2005 11 能代 大館 秋田 大館市 Ⅱ ○

244 門型標識等 提供装置 国道7号 2005 11 能代 大館 秋田 大館市 Ⅰ ○

245 門型標識等 提供装置 国道7号 2007 9.5 能代 能代 秋田 能代市 Ⅰ ○

246 門型標識等 その他 国道7号(琴丘能代道路) 2007 15 能代 能代 秋田 能代市 ○

247 門型標識等 提供装置 国道13号 2002 31.2 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○ ○

248 門型標識等 案内標識 国道13号 1992 30.2 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○ ○

249 門型標識等 案内標識 国道13号 1992 33.8 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○ ○

250 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 30.8 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○ ○

251 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 27.9 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○ ○

252 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 26.2 山形 山形 山形 山形市 H29 Ⅱ ○ ○

253 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 11.6 山形 米沢 山形 米沢市 H29 Ⅱ ○ ○

254 門型標識等 案内標識 国道13号 1998 12 山形 米沢 山形 米沢市 H28 Ⅲ ○ □ ○ 部材交換

255 門型標識等 案内標識 国道13号 1994 11.9 山形 米沢 山形 米沢市 H28 Ⅱ ○ ○

256 門型標識等 案内標識 国道13号 1991 11.3 山形 米沢 山形 米沢市 H28 Ⅱ ○ ○

257 門型標識等 提供装置 国道13号(尾花沢新庄道路) 2004 13.8 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅰ ○ ○

258 門型標識等 提供装置 国道13号 2011 17.2 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅱ ○ ○

259 門型標識等 提供装置 国道47号 1993 10 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○ ○

260 門型標識等 提供装置 国道47号 2008 8.4 山形 新庄 山形 新庄市 H28 Ⅱ ○ ○

261 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 31.6 山形 新庄 山形 新庄市 H26 Ⅱ 〇 ○

262 門型標識等 案内標識 国道13号(新庄北道路) 2010 17.6 山形 新庄 山形 新庄市 H29 Ⅰ ○ ○

263 門型標識等 提供装置 国道112号 2007 11 山形 寒河江 山形 寒河江市 H28 Ⅰ ○ ○

264 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 23.6 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○ ○

265 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 23.6 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○ ○

266 門型標識等 その他（道路標識） 国道13号 不明 25.1 山形 山形 山形 上山市 H29 Ⅱ ○ ○

267 門型標識等 提供装置 国道13号 1991 19 山形 尾花沢 山形 村山市 H28 Ⅱ ○ ○

268 門型標識等 提供装置 国道113号 1990 11 山形 米沢 山形 長井市 H26 Ⅱ 〇 ○

269 門型標識等 提供装置 国道13号 2004 27.4 山形 山形 山形 天童市 H29 Ⅱ ○ ○

270 門型標識等 案内標識 国道13号 不明 27.9 山形 山形 山形 天童市 H29 Ⅱ ○ ○

271 門型標識等 案内標識 国道48号 1992 12.4 山形 山形 山形 東根市 H29 Ⅱ ○ ○

272 門型標識等 提供装置 国道13号(尾花沢新庄道路) 2006 16.6 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H26 Ⅱ 〇 ○

273 門型標識等 提供装置 国道13号 1999 11 山形 尾花沢 山形 尾花沢市 H28 Ⅰ ○ ○

274 門型標識等 提供装置 国道13号 1998 11 山形 米沢 山形 南陽市 H28 Ⅱ ○ ○

275 門型標識等 案内標識 国道13号 1998 14.7 山形 米沢 山形 南陽市 H28 Ⅰ ○ ○

276 門型標識等 案内標識 国道112号(月山道路) 1995 13.5 山形 寒河江 山形 西川町 H28 Ⅱ ○ ○

277 門型標識等 案内標識 国道13号(主寝坂道路) 2007 14.6 山形 新庄 山形 金山町 H29 Ⅱ ○ ○

278 門型標識等 案内標識 国道13号(主寝坂道路) 2008 7.9 山形 新庄 山形 金山町 H29 Ⅱ ○ ○

279 門型標識等 提供装置 国道47号 1994 9.1 山形 新庄 山形 舟形町 H29 Ⅱ ○ ○

280 門型標識等 提供装置 国道13号 1999 13.5 山形 新庄 山形 真室川町 H29 Ⅱ ○ ○

281 門型標識等 提供装置 国道47号 1999 15.9 山形 新庄 山形 戸沢村 ○△

282 門型標識等 提供装置 国道13号 2007 14.5 山形 米沢 山形 高畠町 H28 Ⅰ ○ ○

283 門型標識等 案内標識 国道113号(赤湯ﾊﾞｲﾊﾟｽ) 2003 17.3 山形 米沢 山形 高畠町 H29 Ⅰ ○ ○

284 門型標識等 提供装置 国道113号 1990 7.5 山形 米沢 山形 小国町 H28 Ⅱ ○ ○

285 門型標識等 提供装置 国道7号 2013 11.8 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ ○

286 門型標識等 提供装置 国道7号 2013 14.5 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H27 Ⅱ ○

287 門型標識等 提供装置 国道7号 2003 31 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

288 門型標識等 提供装置 国道112号 2003 16.5 酒田 月山 山形 鶴岡市 H27 Ⅱ ○

289 門型標識等 提供装置 国道112号 1999 20 酒田 月山 山形 鶴岡市 H27 Ⅲ ○ □ 部材交換

290 門型標識等 提供装置 国道112号 2003 15 酒田 月山 山形 鶴岡市 H27 Ⅰ ○

291 門型標識等 提供装置 国道112号 2009 19.8 酒田 月山 山形 鶴岡市 H27 Ⅱ ○
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（Ｈ29以降）

管理者 所在地 点検結果

事務所 出張所 県 市町村 年度 健全性 H34 H35H29 H30 H31 H32

292 門型標識等 案内標識 国道7号 1997 14.8 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ ○

293 門型標識等 案内標識 国道7号 1984 11 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

294 門型標識等 案内標識 国道7号 1993 13.5 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅰ ○

295 門型標識等 案内標識 国道7号 不明 14.5 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ ○

296 門型標識等 その他 国道112号 1998 17 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

297 門型標識等 案内標識 国道112号 不明 12.5 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

298 門型標識等 案内標識 国道112号 1989 6.9 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

299 門型標識等 その他 国道112号 不明 6.9 酒田 月山 山形 鶴岡市 H27 Ⅰ ○

300 門型標識等 案内標識 国道112号 1989 6.8 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

301 門型標識等 案内標識 国道112号 不明 10.4 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

302 門型標識等 案内標識 国道112号 不明 18.6 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

303 門型標識等 案内標識 国道112号 不明 18.4 酒田 月山 山形 鶴岡市 ○

304 門型標識等 案内標識 日本海沿岸東北自動車道 2012 27.3 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 ○

305 門型標識等 案内標識 日本海沿岸東北自動車道 2012 27.3 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 ○

306 門型標識等 案内標識 日本海沿岸東北自動車道 2012 14 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 ○

307 門型標識等 案内標識 日本海沿岸東北自動車道 2012 12 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 ○

308 門型標識等 提供装置 国道7号 2013 15 酒田 酒田 山形 酒田市 H27 Ⅰ ○

309 門型標識等 提供装置 国道7号 2002 33 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅱ ○

310 門型標識等 提供装置 国道47号 2013 19.5 酒田 酒田 山形 酒田市 H27 Ⅰ ○

311 門型標識等 案内標識 国道7号 2007 28.7 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅱ ○

312 門型標識等 案内標識 国道7号 1986 9.9 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅰ ○

313 門型標識等 案内標識 国道7号 不明 23.4 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

314 門型標識等 その他 国道7号 2003 11 酒田 鶴岡 山形 三川町 H27 Ⅱ ○

315 門型標識等 提供装置 国道47号 2002 14.7 酒田 酒田 山形 庄内町 H27 Ⅰ ○

316 門型標識等 提供装置 国道7号 2002 14 酒田 酒田 山形 遊佐町 H29 Ⅱ ○

317 門型標識等 案内標識 国道7号 1998 11.8 酒田 鶴岡 山形 鶴岡市 H28 Ⅱ ○

318 門型標識等 警戒標識 国道7号 2000 33 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅱ ○

319 門型標識等 案内標識 国道7号 1996 14 酒田 酒田 山形 遊佐町 H29 Ⅱ ○

320 門型標識等 提供装置 一般国道47号 2002 11 酒田 酒田 山形 庄内町 H29 Ⅱ ○

321 門型標識等 提供装置 一般国道7号 2002 9.5 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅱ ○

322 門型標識等 案内標識 一般国道7号 不明 9.5 酒田 酒田 山形 酒田市 H29 Ⅰ ○

323 門型標識等 案内標識 国道13号 2007 11.5 福島 栗子 山形 米沢市 H28 Ⅲ ○ □ ○ 部材交換

324 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 8.9 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

325 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 17 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

326 門型標識等 提供装置 国道13号 2009 8.7 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅱ ○ ○

327 門型標識等 提供装置 国道13号 2008 8.9 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅱ ○ ○

328 門型標識等 提供装置 国道13号 2003 11.8 福島 栗子 福島 福島市 H29 Ⅰ ○ ○

329 門型標識等 案内標識 国道4号 2007 20 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

330 門型標識等 案内標識 国道4号 1996 24 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

331 門型標識等 案内標識 国道4号 1999 29.5 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

332 門型標識等 案内標識 国道4号 1999 29.5 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

333 門型標識等 案内標識 国道13号 2007 24.2 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

334 門型標識等 案内標識 国道13号 1993 27.5 福島 福島 福島 福島市 H29 Ⅰ ○ ○

335 門型標識等 案内標識 国道13号 1987 15 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

336 門型標識等 案内標識 国道13号 2007 10 福島 栗子 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

337 門型標識等 案内標識 国道13号 2007 13.7 福島 栗子 福島 福島市 Ⅰ ○ ○

338 門型標識等 その他（道路標識） 国道13号 2007 8.3 福島 栗子 福島 福島市 H28 Ⅰ ○□ ○

339 門型標識等 案内標識 国道13号 2007 10.6 福島 栗子 福島 福島市 H28 Ⅲ ○ □ ○ 部材交換

340 門型標識等 その他（道路標識） 国道4号 不明 9 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○ ○

341 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 21 福島 福島 福島 本宮市 H29 Ⅱ ○ ○

342 門型標識等 提供装置 国道4号 2009 8 福島 福島 福島 国見町 H28 Ⅱ ○ ○

343 門型標識等 提供装置 国道13号 不明 7.8 福島 栗子 山形 米沢市 ○ △

344 門型標識等 提供装置 国道13号 不明 11.6 福島 栗子 山形 米沢市 ○ △

345 門型標識等 提供装置 国道13号 不明 6.5 福島 栗子 山形 米沢市 ○ △

346 門型標識等 提供装置 国道13号(西道路) 1998 20 福島 栗子 福島 福島市 ○ ○

347 門型標識等 その他（道路標識） 国道4号 不明 9 福島 福島 福島 福島市 H28 Ⅱ ○

348 門型標識等 提供装置 国道49号 2006 13.1 郡山 会津若松 福島 会津若松市 H28 Ⅱ ○

349 門型標識等 提供装置 国道49号 2006 10.1 郡山 郡山 福島 郡山市 H29 Ⅱ ○

350 門型標識等 提供装置 国道49号 2013 22.9 郡山 郡山 福島 郡山市 Ⅰ ○

351 門型標識等 提供装置 国道49号 2006 9.5 郡山 郡山 福島 郡山市 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

352 門型標識等 案内標識 国道4号 2005 26.9 郡山 郡山 福島  郡山市 Ⅱ ○

353 門型標識等 案内標識 国道4号 2005 17 郡山 郡山 福島  郡山市 H27 Ⅲ ○ □ 部材交換

354 門型標識等 案内標識 国道4号 2003 33 郡山 郡山 福島  郡山市 H28 Ⅰ ○

355 門型標識等 案内標識 国道4号 1995 18.5 郡山 郡山 福島  郡山市 H27 Ⅲ ○ □ 部材交換

356 門型標識等 案内標識 国道49号 2001 15 郡山 郡山 福島  郡山市 H29 Ⅱ ○

357 門型標識等 案内標識 国道49号 2002 11.8 郡山 郡山 福島  郡山市 H29 Ⅰ ○

358 門型標識等 案内標識 国道49号 1988 11.8 郡山 郡山 福島  郡山市 H29 Ⅰ ○

359 門型標識等 案内標識 国道49号 1979 26.9 郡山 郡山 福島  郡山市 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

360 門型標識等 案内標識 国道49号 1979 26.6 郡山 郡山 福島  郡山市 H28 Ⅰ ○

361 門型標識等 案内標識 国道49号 2012 12.9 郡山 郡山 福島  郡山市 H28 Ⅰ ○

362 門型標識等 案内標識 国道49号 1992 9.5 郡山 郡山 福島  郡山市 H28 Ⅰ ○

363 門型標識等 提供装置 国道4号 2007 8.4 郡山 郡山 福島 白河市 Ⅰ ○

364 門型標識等 提供装置 国道4号 2007 26.7 郡山 郡山 福島 須賀川市 H28 Ⅰ ○

365 門型標識等 案内標識 国道4号 2003 17.5 郡山 郡山 福島  須賀川市 Ⅰ ○

366 門型標識等 提供装置 国道49号 2004 16 郡山 会津若松 福島 西会津町 H28 Ⅱ ○

367 門型標識等 提供装置 国道49号 2007 9.2 郡山 会津若松 福島 西会津町 H29 Ⅰ ○

368 門型標識等 案内標識 国道49号 1988 8.5 郡山 会津若松 福島 西会津町 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

369 門型標識等 案内標識 国道49号 1987 9.1 郡山 会津若松 福島 猪苗代町 H28 Ⅲ ○ □ 部材交換

370 門型標識等 提供装置 国道49号 2006 14.8 郡山 会津若松 福島 会津坂下町 H28 Ⅱ ○

371 門型標識等 案内標識 国道49号 2012 20 郡山 会津若松 福島 会津坂下町 H28 Ⅰ ○

372 門型標識等 案内標識 国道49号 2012 20 郡山 会津若松 福島 柳津町 H28 Ⅰ ○

373 門型標識等 提供装置 国道4号 2007 13.6 郡山 郡山 福島 西郷村 H29 Ⅲ ○ □ 部材交換

374 門型標識等 提供装置 国道49号 2010 11.4 郡山 郡山 福島 平田村 Ⅰ ○

375 門型標識等 提供装置 国道6号 2004 8 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○

376 門型標識等 提供装置 国道49号 不明 7.4 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○

377 門型標識等 提供装置 国道49号 2004 8 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○□ ○

378 門型標識等 案内標識 国道49号 2002 20 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○

379 門型標識等 案内標識 国道49号 2002 8.8 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○

380 門型標識等 案内標識 国道49号 1987 10.7 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○

381 門型標識等 案内標識 国道49号 1995 12 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○

382 門型標識等 案内標識 国道6号 1998 13 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ △

383 門型標識等 その他 国道6号 2001 11.5 磐城 原町 福島 相馬市 H28 Ⅱ ○ ○

384 門型標識等 その他 国道6号 2006 6.5 磐城 原町 福島 南相馬市 H28 Ⅱ ○ ○

385 門型標識等 その他 国道6号 1997 8 磐城 原町 福島 楢葉町 H28 Ⅱ ○ ○

386 門型標識等 その他 国道6号 1997 10 磐城 原町 福島 双葉町 H28 Ⅱ ○ ○

387 門型標識等 案内標識 国道49号 不明 24.1 磐城 平 福島 いわき市 H28 Ⅱ ○ ○
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