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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

【１．道路インフラを取り巻く現状】 【２．国土交通省の取組みと目指すべき方向性】

○全橋梁約７０万橋のうち約５０万橋が市町村道

（１）メンテナンスサイクルを確定（道路管理者の義務の明確化） （２）メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

[予算]  

[技術]

（１）道路インフラの現状 （２）老朽化対策の課題
○直轄維持修繕予算は最近10年間で２割減少

○町の約５割、村の約７割で橋梁保全業務に 携
わっている土木技術者が存在しない

○地方公共団体では、遠望目視による点検も
多く点検の質に課題

本格的にメンテナンスサイクルを回すための取組みに着手

○インフラ長寿命化基本計画の策定【H25.11】

『インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議』
⇒ インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定へ

（大臣レク資料案）
1/31 26:00道路の老朽化対策の本格実施に関する提言 概要

最低限のルール・基準が確立していない メンテナンスサイクルを回す仕組みがない

○高速道路更新事業の財源確保 （通常国会に法改正案提出）

○点検、修繕予算は最優先で確保

○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対して支援す
る補助制度

各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７０万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な基準に
より、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○舗装、照明柱等は適切な更新年数を設定し点検・更新を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕ができな
い場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○重大事故等の原因究明、再発防止策を検討する『道路インフラ安全委員
会』を設置

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

（省令・告示：Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行予定）

（高速）

（直轄）

（地方）

[体制]

○道路法改正【H25.6】

・点検基準の法定化
・国による修繕等代行制度創設

①メンテナンスサイクルを確定 ②メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築

【３．具体的な取組み】

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構成される
『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等が点検や
修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための
資格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

（２）目指すべき方向性（３）現状の総括（２つの根本的課題）

[国民の
理解・協働] ○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推進

（１）メンテナンス元年の取組み

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

○地方公共団体管理橋梁では、最近５年間で
通行規制等が２倍以上に増加

○一部の構造物で老朽化による変状が顕在化

メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

産学官のリソース（予算・人材・技術）を全て投入し、総力をあげて本格的なメンテナンスサイクルを始動【道路メンテナンス総力戦】

『道路インフラ健診』

資料①

Ｈ２６
結果を
公表



１．道路メンテナンス年報について 

○ 平成 25 年の道路法改正等を受け、平成 26 年 7 月より、道路管理者は、全ての橋

梁、トンネル等について、5年に 1度、近接目視で点検を行い、点検結果として、

健全性を 4段階に診断することになりました。

○ 国土交通省では、国民・道路利用者の皆様に道路インフラの現状及び老朽化対策に

ついてご理解頂くため、点検の実施状況や結果等を調査し、「道路メンテナンス年

報」としてまとめました。

○ 結果の詳細は、以下のホームページにてご覧いただけます。

http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen_maint2.html

○ この調査結果は、点検結果を踏まえた今後の措置方針の立案等を検討するための資

料となります。

○ なお、本年報に記載されている数値は、平成 27 年 6 月末時点の暫定値であり、今

後変わりうることがあります。

点検について 
全ての道路管理者は、「橋梁」、「トンネル」、及び「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）」の道路施設について、5年に 1度、近
接目視にて、点検を実施していきます。 

＜平成 26 年度点検実施数＞ 

道路施設 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

橋梁 706,549 59,808 8％ 

トンネル 10,907 1,393 13％ 

道路附属物等 39,942 6,125 15％ 
H27.6 末時点 

※ 上記の他に、国土交通省及び高速道路会社管理の溝橋（カルバート） がある。 

（管理施設数、点検実施数は、国土交通省 9,467、101、高速道路会社 5,733、1,481） 

点検結果について 
橋梁、トンネル等の健全性の点検結果は、以下の 4段階に区分します。 

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。 

道路メンテナンス年報の活用 
道路メンテナンス年報は、橋梁等の老朽化の実態の把握、点検結果を踏まえた措置

方針の立案などに活用することとしています。 

道路の老朽化の現状はどうなっている

のだろうか。 

→ 地域毎のデータ、経年的な変化等、様々な観
点から我が国の道路施設の老朽化の実態を
把握することができます。 

今後どのように措置していくのか。 

→ 各道路管理者は、自らの管理施設の老朽化
の実態を踏まえ、今後の措置方針を立案して
いくことになります。 
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２．点検計画 

○ 全道路管理者は平成 26 年 12 月時点で、橋梁、トンネル、道路附属物等について、

平成 30 年度までに全ての施設の点検を実施する点検計画※を策定しました。 

○ また、第三者被害の予防並びに路線重要性の観点から緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、

跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋梁については、最優先で点検を進めることとし

ています。 

 

○ ５年間の点検計画（全道路管理者合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 跨道橋、跨線橋等の５年間の点検計画（全道路管理者合計） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考） 

  
 
 

 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある（次頁以降も同） 

 

※ 国土交通省では、従前より橋梁等について、５年に１回の点検を実施してきているところです。また、高速道路

会社では、笹子トンネル天井板落下事故以降、各種の構造物を点検したうえで更新・修繕計画を策定し、事業に

着手しており、引き続き定期的な点検を実施していきます。 
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24%

18%
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24%
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17%
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31%

22%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

10% 20% 24% 24% 23%橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

18%

15%

18%

22%

23%

27%

21%

23%

22%

17%

19%

17%

22%

20%

17%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁
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３．点検実施状況（平成 26 年度） 

（１）全国の橋梁・トンネル・道路附属物等 
○ 平成 26 年度において、橋梁は全国約 70 万橋のうち、約 6万橋の点検を実施しまし

た。各管理者別の点検実施数は、国土交通省 5,741 橋、高速道路会社 2,155 橋、

都道府県・政令市等 20,739 橋、市区町村 31,173 橋となりました。 

○ なお、点検実施率は、全体で約 8%、管理者別では、国土交通省 約 20%、高速道路

会社 約 12%、都道府県・政令市等 約 11%、市区町村 約 6%となっています。 

○ その他、トンネル及び道路附属物等は、それぞれ約 1,400 箇所、約 6,100 施設で点

検を実施し、約 13%、約 15%の点検実施率となっています。 
 

○橋梁 （単位：橋）     

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 28,139  5,741 20% 

高速道路会社 17,344 2,155 12% 

都道府県・政令市等 180,985 20,739 11% 

市区町村 480,081 31,173 6% 

合計 706,549 59,808 8% 
H27.6 末時点 

 

○トンネル （単位：箇所）    

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 1,458 323 22% 

高速道路会社 1,889 337 18% 

都道府県・政令市等 5,293 471 9% 

市区町村 2,267 262 12% 

合計 10,907 1,393 13% 
H27.6 末時点 

 

○道路附属物等                                          （単位：施設）    

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 12,076 1,361 11% 

高速道路会社 11,643 2,320 20% 

都道府県・政令市等 13,512 1,929 14% 

市区町村 2,711 515 19% 

合計 39,942 6,125 15% 
H27.6 末時点 
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○点検実施状況 

 

 

  
10%
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17%
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17%

24%

24%
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17%
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31%

22%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

平成26年度実施状況

8% 

13% 

15% 

計画 
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（２）都道府県別の点検実施状況 

○ 平成 26 年度の点検実施状況は、地域によって異なる状況です。 

 

○点検実施数（全道路管理者） 

都道府県名 橋梁 トンネル 道路附属物等 

北海道 1,923 43 358 

青森県 1,166 6 89 

岩手県 888 51 72 

宮城県 1,691 21 43 

秋田県 845 30 46 

山形県 459 22 42 

福島県 1,422 35 43 

茨城県 166 3 59 

栃木県 582 1 129 

群馬県 1,415 12 57 

埼玉県 3,162 4 504 

千葉県 561 57 304 

東京都 1,145 11 337 

神奈川県 1,250 57 504 

新潟県 898 47 123 

富山県 1,338 12 66 

石川県 494 7 2 

福井県 1,127 54 67 

山梨県 772 11 66 

長野県 2,694 40 58 

岐阜県 2,845 28 99 

静岡県 3,060 22 237 

愛知県 3,493 21 406 

三重県 1,314 112 222 

滋賀県 1,128 5 39 

京都府 1,222 54 41 

大阪府 960 7 369 

兵庫県 2,010 58 362 

奈良県 282 18 124 
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都道府県名 橋梁 トンネル 道路附属物等 

和歌山県 446 27 24 

鳥取県 1,301 17 6 

島根県 380 70 32 

岡山県 1,603 57 66 

広島県 3,196 78 266 

山口県 1,518 27 52 

徳島県 1,160 16 112 

香川県 1,016 4 9 

愛媛県 1,421 28 31 

高知県 413 16 93 

福岡県 1,853 28 115 

佐賀県 469 15 68 

長崎県 744 9 48 

熊本県 1,171 22 138 

大分県 1,337 68 92 

宮崎県 778 49 36 

鹿児島県 588 9 49 

沖縄県 102 4 20 

合計 59,808 1,393 6,125 
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（参考） 管理施設数（全道路管理者） 

都道府県名 橋梁 トンネル 道路附属物等 

北海道 30,372 480 2,894 

青森県 6,975 51 353 

岩手県 13,595 287 496 

宮城県 12,449 119 543 

秋田県 12,095 171 450 

山形県 9,047 154 484 

福島県 17,380 235 861 

茨城県 14,686 68 637 

栃木県 12,976 94 682 

群馬県 15,261 138 633 

埼玉県 19,661 83 1,561 

千葉県 11,530 448 1,134 

東京都 6,313 187 2,393 

神奈川県 9,191 334 1,956 

新潟県 22,481 412 1,428 

富山県 11,984 118 750 

石川県 8,909 148 479 

福井県 9,865 270 433 

山梨県 8,166 207 496 

長野県 22,205 409 924 

岐阜県 26,092 367 1,100 

静岡県 30,021 427 1,453 

愛知県 24,919 120 2,743 

三重県 19,390 236 714 

滋賀県 11,966 86 434 

京都府 12,799 169 626 

大阪府 10,810 115 2,824 

兵庫県 29,727 380 2,112 

奈良県 10,494 173 295 

和歌山県 11,798 324 340 

鳥取県 7,639 100 210 
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都道府県名 橋梁 トンネル 道路附属物等 

島根県 14,389 321 374 

岡山県 32,087 256 663 

広島県 22,720 418 887 

山口県 14,823 273 605 

徳島県 12,399 182 403 

香川県 7,903 53 434 

愛媛県 12,757 353 568 

高知県 13,604 396 345 

福岡県 29,356 153 1,110 

佐賀県 12,462 52 253 

長崎県 9,946 208 216 

熊本県 19,920 292 327 

大分県 10,890 574 313 

宮崎県 9,468 243 398 

鹿児島県 10,511 174 328 

沖縄県 2,518 49 280 

合計 706,549 10,907 39,942 
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18%

15%
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23%

27%
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23%
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22%

20%

17%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

（３）最優先で点検すべき橋梁 

○ 第三者被害の予防並びに路線重要性の観点から、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、

緊急輸送道路を構成する橋梁については、最優先で点検を進めることとしており、そ

れぞれ、2,035 橋、1,063 橋、15,427 橋で、点検を実施しました。 

○ 点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋、跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋梁に

ついて、それぞれ、約 16%、約 12%、約 15%と、いずれも、橋梁全体の点検実施率（約

8%）を上回っています。 

○ 最優先で点検すべき橋梁の点検実施状況《上段：点検実施率 下段：点検実施数》 

管理者 
緊急輸送道路を跨ぐ 

跨道橋 
跨線橋 

緊急輸送道路を構成する

橋梁 

国土交通省 
24%  

（402） 

21% 

（351） 

21% 

（4,918） 

高速道路会社 
14% 

（658） 

7% 

（75） 

12% 

（2,077） 

都道府県・政令市等 
16% 

（403） 

12% 

(411) 

14% 

(7,972) 

市区町村 
15% 

(572) 

8% 

(226) 

12% 

(460) 

合計 
16% 

（2,035） 

12% 

(1,063) 

15% 

(15,427) 

H27.6 末時点 

 

 

10% 20% 24% 24% 23%橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

（参考） 

16% 

12% 

15% 

計画 

8% 

平成 26 年度実施状況 
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386

504

424

282

416

674

3

2689

222

321

295

444

551

448

1

2282

23

33

39

133

300

240

768

2

2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～10年

11年～20年

21年～30年

31年～40年

41年～50年

51年～

不明

合計

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

４．点検結果（平成 26 年度） 
（１）国土交通省 

①橋梁 

○ 国土交通省では、管理する橋梁 28,139 橋のうち、5,741 橋について点検を実施し、

その結果は判定区分※Ⅰ 2,689 橋、Ⅱ 2,282 橋、Ⅲ 768 橋、Ⅳ 2 橋となりました。 

  なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 47%、Ⅱ 40%、Ⅲ 13%、Ⅳ0.03%となります。 

○ 判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）については、建設後 30 年を過ぎると急増

し、10％超となっています。 

○ 緊急措置段階である判定区分Ⅳの橋梁については、速やかに緊急措置を実施したと

ころです。 

 

※ 判定区分Ⅰ：健全（構造物の機能に支障が生じていない状態） 

判定区分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） 

判定区分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） 

判定区分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） 
 

○ 判定区分                ○ 判定区分と建設経過年度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

○ 判定区分Ⅳのリスト（橋梁） 

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容 

堺田跨
さ か い だ こ

線
せん

橋
きょう

 
国道 47 号 

（山形県） 
1970 

下フランジ及び支点上補剛材
の一部が欠損。支承にも著しい
腐食 

仮受け材の設置 

徳仏
と く ふ つ

橋
ばし

 
国道 9 号 

（山口県） 
1965 

主桁端部のウェブ下部及び下
フランジに孔食・破断が発生 仮受け材の設置 

47%
（2,689）40%

（2,282）

13%
（768）

0.03%
（2）

H26 年度 

橋梁 

5,741 橋 
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②その他の構造物 

○ 国土交通省では、管理するトンネル 1,458 箇所のうち、323 箇所について点検を実

施し、その結果は、判定区分Ⅰ 10 箇所、Ⅱ 193 箇所、Ⅲ 117 箇所、Ⅳ 3 箇所とな

りました。なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 3%、Ⅱ 60%、Ⅲ 36%、Ⅳ 1%と

なります。 

○ また、管理する道路附属物等 12,076 施設のうち、1,361 施設について点検を実施し、

その結果は、判定区分Ⅰ 460 施設、Ⅱ 657 施設、Ⅲ 243 施設、Ⅳ 1 施設となりま

した。なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 34%、Ⅱ 48%、Ⅲ 18%、Ⅳ0.1%とな

ります。 

○ 緊急措置段階である判定区分Ⅳについては、速やかに緊急措置を実施したところで

す。 

 
○ トンネル                   ○ 道路附属物等 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 判定区分Ⅳリスト（トンネル） 

施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容 

観音
かんのん

トンネル 
一般国道 20 号 

（山梨県） 
1958 

早期に落下の恐れのある覆

工コンクリートのうき・剥離 
はく落防止工の設置 

都留
つ る

トンネル 
一般国道 139 号 

（山梨県） 
1987 

早期に落下の恐れのある覆

工コンクリートのうき・剥離 
はく落防止工の設置 

万沢
まんざわ

トンネル 
一般国道 52 号 

（山梨県） 
1971 

早期に落下の恐れのある覆

工コンクリートのうき・剥離 
はく落防止工の設置 

 

○ 判定区分Ⅳリスト（道路附属物等） 

施設名 管理者名 建設年 損傷の具体的内容 緊急措置の内容 

門型標識 
一般国道 50 号 

（栃木県） 
1989 横梁及び横梁トラスに孔食 標識の撤去 

 

3%
（10）

60%
（193）

36%
（117）

1%
（3）

H26 年度 

トンネル 

323 箇所 

34%
（460）

48%
（657）

18%
（243）

0.1%
（1）

判定区分Ⅰ（健全）

判定区分Ⅱ（予防保全段階）

判定区分Ⅲ（早期措置段階）

判定区分Ⅳ（緊急措置段階）

H26 年度 
道路附属物等 
1,361 施設 
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（２）高速道路会社 

①橋梁 
○ 高速道路会社では、管理する橋梁 17,344 橋のうち、2,155 橋について点検を実施

し、その結果は、判定区分Ⅰ 70 橋、Ⅱ 1,827 橋、Ⅲ 258 橋となり、判定区分Ⅳ

はありませんでした。 

  なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 3%、Ⅱ 85%、Ⅲ 12%となります。 

○ 判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）については、建設後 30 年を過ぎると急

増し、10％超となっています。 

 

○ 判定区分              ○ 判定区分と建設経過年度 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

② その他の道路構造物 
○ 高速道路会社では、管理するトンネル 1,889 箇所のうち、337 箇所について点検を

実施し、その結果は、判定区分Ⅰ 2 箇所、Ⅱ 205 箇所、Ⅲ 130 箇所となりました。 

なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 1%、Ⅱ 61%、Ⅲ 39%となります。 

○ また、管理する道路附属物等 11,643 施設のうち、2,320 施設について点検を実施

し、その結果は、判定区分Ⅰ 1,099 施設、Ⅱ 1,127 施設、Ⅲ 94 施設となりました。 

なお、判定区分のそれぞれの割合は、Ⅰ 47%、Ⅱ 49%、Ⅲ 4%となります。 

○ ともに、判定区分Ⅳはありませんでした。 
 

○ トンネル                     ○ 道路附属物等 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

21

28

15

6

70

47

371

666

382

314

47

1827

2

9

31

86

115

15

258

0% 20% 40% 60% 80% 100%

～10年

11年～20年

21年～30年

31年～40年

41年～50年

51年～

合計

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ
3%

（70）

85%
（1,827）

12%
（258）

H26 年度 
橋梁 
2,155 橋 

47%
（1,099）

49%
（1,127）

4%
（94）

判定区分Ⅰ（健全）

判定区分Ⅱ（予防保全段階）

判定区分Ⅲ（早期措置段階）

判定区分Ⅳ（緊急措置段階）

H26 年度 
道路附属物等 
2,320 施設 

1%
（2）

61%
（205）

39%
（130） H26 年度 

トンネル 
337 箇所 
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５．直轄診断 

〇地方公共団体への支援策の一つとして、緊急かつ高度な技術力を要する可能性が高

い橋梁について、「直轄診断※」を平成 26 年度に試行的に実施しました。 

○直轄診断を実施した橋梁については、各道路管理者からの要請を踏まえ、平成 27 年度

より修繕代行事業や大規模修繕・更新補助事業に着手されています。 

○「直轄診断」については、平成 27 年度より本格実施に取り組むこととしています。 

 

 

○ 平成 26 年度直轄診断実施箇所と診断結果概要 

 

橋梁名 市町村名 橋長（ｍ） 診断結果概要 

三島
み し ま

大橋
おおはし

 
三島町 

（福島県） 
131 

アーチにおける継ぎ手部の高力ボルトについて、ゆる

み・脱落しているものが多数発見 

大前橋
おおまえはし

 
嬬恋村 

（群馬県） 
73 

床版、高欄部等におけるひびわれ部から水が内部に侵

入し、鉄筋の腐食が進行 

なお、大型車通行規制の解除を行うためには架替が必要 

大渡
お お ど

ダム

大橋
おおはし

 

仁淀川町 

（高知県） 
444 

メインケーブルの防食部の腐食が進行し、内部のケーブ

ル素線が剥き出し状態 

           

                       

  

 

 

 

 

 

 

 

※直轄診断：「橋梁、トンネル等の道路施設については、各道路管理者が責任を持って管理する」という

原則の下、それでもなお、地方公共団体の技術力等に鑑みて支援が必要なもの（複雑な構造

を有するもの、損傷の度合いが著しいもの、社会的に重要なもの、等）に限り、国が地方整

備局、国土技術政策総合研究所、国立開発研究法人土木研究所の職員で構成する「道路メン

テナンス技術集団」を派遣し、技術的な助言を行うもの。 

 

緊急性・難易度を踏まえて対応 

平成 27 年度 

○ 三島大橋、大渡ダム大橋   修繕代行事業に着手 

○ 大前橋  大規模修繕・更新補助事業に着手 
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参考１ 橋梁の現状 

１．管理者別の橋梁数、橋面積等 

○ 我が国には橋梁が、約 70 万橋あり、このうち、地方公共団体が管理する橋梁

が約 66 万橋と全体の 9 割以上を占めています。これは米国に比較すると、非

常に多くなっています。 
 

○ 道路管理者別                     

 

                             

 

  

 

 

 

（参考）橋梁数、橋面積に関する米国との比較 

＜橋梁数＞ 

【日本】                  【米国】 

 

 

 

 

 

＜橋面積＞ 

【日本】                  【米国】 

 

 

 

 

 

 
 

出典）日本 道路局調べ(H26.12 時点） 

米国 FHWA（Federal Highway Administration）ホームページ （2014.12 時点） 

※State には Federal(約 1 万橋)を含む 
※切り捨てにより合計値が一致しない 

 

国土交通省, 約28,000橋,（4%）
高速道路会社, 約17,000橋,（2%）

都道府県, 

約130,000橋

（19%）

道路公社, 約2,000橋, (0.3%)

政令市,

約46,000橋,

(7%)
市区町村, 

約480,000橋,

(68%)

地方公共団体管理 

約 66 万橋 

橋梁 
約 70 万橋 

高速自動車国道

約14,000橋

（2%）

直轄国道

約30,000橋（4%）

補助国道

約34,000橋

（5%）

都道府県道

約110,000橋

（15%）

市町村道

約520,000橋

（74%）

橋梁 

約 70 万橋 

（参考）道路種別別 
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２．建設年度別の橋梁数 

○建設年度別の橋梁数の分布を見ると、昭和 30 年から 50 年にかけて建設されたもの

が約 26％と多くなっています。 

○建設後 50 年を経過した橋梁の割合は、現在は約 18％ですが、10 年後には約 42%に

急増します。特に橋長 15m 未満の橋梁では、約半数が建設後 50 年を経過します。 

○この他にも建設年度が不明の道路橋が全国で約 23 万橋あり、これらの大半が市区町

村管理の橋長 15m 未満の橋梁です。 
 

○建設年度別橋梁数 

 

 

（出典）道路局調べ(H26.12 時点） 

○建設後 50 年を経過した橋梁の割合  

 

 

 

※ この他に建設年度不明橋梁約 23 万橋 

（出典）道路局調べ(H26.12 時点） 

○建設年度不明橋梁（約 23 万橋）の内訳                               

 

 

 

 
       

  

 

 

（出典）道路局調べ(H26.12 時点） 
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高速道路会社

国土交通省

都道府県・政令市

市区町村

26％ 

98%

1% 0.2%

2m以上15m未満 15m以上50m未満 50m以上

高速道路会社,0%
国土交通省,0.02%

13% 87%管理者別

高速道路会社 国土交通省 都道府県・政令市 市区町村

18%

42%

2015時点

2025時点

22%

49%

2015時点

2025時点

11%

32%

2015時点

2025時点

全体 橋長 15m 未満 

橋長 15m 以上 

市 区 町 村 管 理
の橋長分布 

等 

※この他に建設年度不明橋梁約 23 万橋 

等 
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３．管理者別の橋長分布 

○橋長 50m 以上の橋梁の割合は全体では約 8％ですが、高速道路会社で約 64％、国

土交通省で約 30％である一方、市区町村では約 3％と管理者によって大きく異な

っています。 

○ 市区町村が管理する橋梁の 80％以上が橋長 15m 未満です。一方、最優先で点検

すべきとされている跨線橋では、市区町村が管理する橋梁の 80％以上が、橋長

15m 以上で、市区町村にとっては大規模なものとなっています。 
 

○管理者別の橋長分布     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（出典）道路局調べ(H26.12 時点） 

※ 橋長に関して情報がなかった橋梁約 1,000 橋を除く 

 

○管理者別の橋長分布（跨線橋） 

 

 

 

 

 

 

（出典）道路局調べ(H26.12 時点）     

74%

2%

36%

66%

82%

18%

34%

33%

22%

15%

4%

16%

12%

7%

2%

4%

48%

18%

6% 1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

高速道路会社

国

都道府県・政令市等

市区町村

2m以上15m未満 15m以上50m未満 50m以上100m未満 100m以上

12%

2%

9%

12%

17%

40%

21%

45%

36%

49%

12%

10%

12%

12%

14%

36%

67%

34%

40%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

高速道路会社

国土交通省

都道府県・政令市等

市区町村

2m以上15m未満 15m以上50m未満 50m以上100m未満 100m以上
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参考２． 地方公共団体の意識調査結果 
 
【調査対象】 

 全地方公共団体（1,788 団体）：都道府県（47）、政令市（20）及び市区町村（1,721） 

【調査時点】 

 平成 26 年 11 月（調査期間：平成 26 年 11 月４日～12 月４日） 

【回答数】 

 1,788 団体（47 都道府県、20 政令市、1,721 市区町村）〔回答率 100％〕 

※なお、設問ごとに一部未記入や回答対象外のものなどがあるため、有効回答数は異なります。 
 
 

（１）橋梁管理に携わる土木技術者数 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 平成 24 年度に比べ、橋梁管理に携わる土木技術者が存在しない町は約５割から約３

割へ、村は約７割から約６割へ減少 
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（２）老朽化対策を進める上での懸念事項 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（３）国に求める支援策 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

○ 老朽化する構造物等が増加し、適切に維持管理・更新を行うための職員数または技

術力が不足するとの懸念が高まっている。特に市区町村では、技術力不足に関する

懸念が倍増 

○ 老朽化対策を進める上で国に求める支援施策として、「防災・安全交付金等による財

政的支援策の充実」を挙げた市区町村は約９割 

○ その他「点検業務等の標準歩掛設定」や「定期点検に係る地方債の適用」が約７割 
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（４）道路メンテナンス会議について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）一括発注について 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 約８割の市区町村で地域一括発注を必要と回答 

○ ８割以上が「積算・発注手続きの手間の省略」や「点検の質が確保できる」等のメ

リットがあると回答 

○ ほとんどの市区町村で道路メンテナンス会議を必要と回答 

○ 道路メンテナンス会議で、技術的支援を中心に「講習会の実施」、「財政的支援に関

する相談窓口の設置」、「技術的助言・支援の相談」および「一括発注」等の幅広な

支援内容を要望 
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（６）現行の交付金制度について 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 現行の交付金制度は、「予算配分」や「複数年事業に係る国費の担保」などの財政的

な不安があると半数以上が回答 
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【機密性２】東北地整管内の点検実施状況（全体）

○昨年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目視によ
る点検計画を策定。平成26年度の点検実施率は、橋梁約１１％、トンネル約１７％、道路附属物等約１１％

○橋梁については、国土交通省では、全体の約２２％を点検しているが道路管理者によって取組状況が異なる
○第三者被害の予防並びに路線の重要性の観点から、 優先で点検を推進する橋梁を規定

＜５年間の点検計画と平成26年度の実施状況＞
＜各構造物の点検実施状況＞

資料③

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、 優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

※ H27.6月末時点

13%

17%

11%

24%

18%

19%

21%

19%

21%

19%

17%

22%

23%

29%

27%

道路附属物

等

トンネル

橋梁

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

道路附属物
等

11%

17%

11% ※ H27.6月末時点 

※ 上記の他に、国土交通省及び高速道路会社管理の溝橋（カルバート）がある。

（管理施設数、点検実施数は、国土交通省1,130、0、高速道路会社1,072、220）

道路施設 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 71,640 8,056 7,607 11%

トンネル 1,013 172 174 17%

道路附属物等 3,159 421 363 11%

管理者 管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

国土交通省 3,015 682 671 22%

高速道路会社 1,768 0 77 4%

地方公共団体 66,857 7,374 6,859 10%

合計 71,640 8,056 7,607 11%



【機密性２】
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10%

12%

11%

18%
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16%
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21%

24%

21%

21%

18%

24%

18%

22%

27%

27%

34%

27%

緊急輸送道路を

構成する橋梁

跨線橋

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

橋梁

Ｈ２６ Ｈ２７ Ｈ２８ Ｈ２９ Ｈ３０

東北地整管内の点検実施状況（橋梁）

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約１３％、跨線橋約９％、緊急
輸送道路を構成する橋梁約１５％であり、跨線橋及び緊急輸送道路を構成する橋梁の点検が点検計画
に対して多少遅れている状況

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、全ての鉄道
事業者と今後の点検計画を確認しており、平成27年度は平成26年度の約２倍を点検予定

※ H27.6月末時点

＜課題＞

跨線橋については、点検方法の下協議、鉄道事業者側の
保線工事等との実施時期の調整（実施協議）などに時間を
要する。

（調整必要期間：跨線橋 約１年～１年半、跨道橋 約２～４ヶ月）

今後は、道路メンテナンス会議事務局が窓口となった県
内道路管理者分の一括協議、年度上半期での点検着手、
実施体制の強化等により、点検を実施していく予定

【調整（例）】

下協議
：４～６ヶ月

・点検方法
・点検日数

実施協議
：４～６ヶ月

・点検日時
（保線工事
等との調整）

点検
実施

各種手続き
：４～６ヶ月

・覚書締結
・発注手続き
・停電手続き

下協議
：１～２ヶ月

・点検方法
・点検日数
・規制方法

本協議
：１～２ヶ月

・点検日時
・内部決裁

点検
実施

跨
線
橋

跨
道
橋

資料④

＜ 優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26年度の実施状況＞

13%

9%

15%

11%

管理施設数 計画点検数 点検実施数 点検実施率

橋梁 71,640 8,056 7,607 11%

緊急輸送道路を跨ぐ
跨道橋

1,267 158 159 13%

跨線橋 1,209 121 108 9%

緊急輸送道路を構
成する橋梁

11,294 1,862 1,702 15%



【機密性２】

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 375 55 14 34 7 0

高速道路会社 184 14 4 8 2 0

青森県 2,436 556 123 228 204 1

市町村 4,342 634 294 244 96 0

合計 7,337 1,259 435 514 309 1

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

青森県のＨ２６点検結果（全体） 資料⑤-1

＜平成26年度管理者別点検結果（全体）＞

○ 青森県の道路施設全体の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が1箇所（0.1%）あ
り、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は309箇所（24.5%）、さらに、判定区分Ⅱ（予
算の許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は514箇所
（40.8%）

※ H27.6月末時点



【機密性２】青森県のＨ２６点検結果（橋梁） 資料⑤-1

＜平成26年度管理者別点検結果（橋梁）＞

○ 青森県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が１橋（0.1%）あり、また、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は261橋（22.4%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限
り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は479橋（41.2%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 235 40 12 23 5 0

高速道路会社 131 3 0 1 2 0

青森県 2,295 514 121 223 169 1

市町村 4,302 607 290 232 85 0

合計 6,963 1,164 423 479 261 1

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】青森県のＨ２６点検結果（トンネル） 資料⑤-1

＜平成26年度管理者別点検結果（トンネル）＞

○ 青森県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は無し（0%)、また、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は2本（33.3%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長
期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は4本（66.7%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 7 4 0 3 1 0

高速道路会社 6 0 0 0 0 0

青森県 35 2 0 1 1 0

市町村 4 0 0 0 0 0

合計 52 6 0 4 2 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】青森県のＨ２６点検結果（道路附属物等） 資料⑤-1

＜平成26年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

○ 青森県の道路附属物の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が無し（0%)、また、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は46箇所（51.7%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限
り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は31箇所（34.8%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 133 11 2 8 1 0

高速道路会社 47 11 4 7 0 0

青森県 106 40 2 4 34 0

市町村 36 27 4 12 11 0

合計 322 89 12 31 46 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【青森県（橋梁）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成２７年６月３０日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 235 40 12 23 5 0

高速道路会社 131 3 0 1 2 0

青森県 2,259 514 121 223 169 1

青森県道路公社 36 0

青森市 481 0

弘前市 523 30 17 4 9 0

八戸市 309 125 24 82 19 0

黒石市 100 2 0 2 0 0

五所川原市 191 0

十和田市 242 0

三沢市 44 0

むつ市 159 0

つがる市 165 135 123 11 1 0

平川市 327 0

平内町 46 12 3 3 6 0

今別町 40 0

蓬田村 49 49 7 39 3 0

外ヶ浜町 55 0

鰺ヶ沢町 85 0

深浦町 70 0

西目屋村 29 2 0 2 0 0

藤崎町 99 0

大鰐町 107 0

田舎館村 104 0

板柳町 91 78 62 16 0 0

鶴田町 47 0

中泊町 88 0

野辺地町 28 9 5 1 3 0

七戸町 102 64 24 37 3 0

六戸町 48 0

横浜町 17 0

東北町 87 0

六ヶ所村 12 0

おいらせ町 61 0

大間町 15 0

東通村 46 35 15 20 0 0

風間浦村 5 0

佐井村 17 0

三戸町 59 22 1 13 8 0

五戸町 115 0

田子町 88 3 0 2 1 0

南部町 79 41 9 0 32 0

階上町 41 0

新郷村 31 0

合計 6,963 1,164 423 479 261 1

資料⑤-2

管理者
判定区分内訳

点検実施数管理施設数



【青森県（トンネル）】各道路管理者別点検実施数、診断結果

平成２７年６月３０日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 7 4 0 3 1 0

高速道路会社 6 0

青森県 31 0

青森県道路公社 4 2 0 1 1 0

青森市 0 0

弘前市 0 0

八戸市 1 0

黒石市 1 0

五所川原市 0 0

十和田市 0 0

三沢市 0 0

むつ市 0 0

つがる市 0 0

平川市 0 0

平内町 0 0

今別町 0 0

蓬田村 0 0

外ヶ浜町 0 0

鰺ヶ沢町 0 0

深浦町 1 0

西目屋村 0 0

藤崎町 0 0

大鰐町 0 0

田舎館村 0 0

板柳町 0 0

鶴田町 0 0

中泊町 0 0

野辺地町 0 0

七戸町 1 0

六戸町 0 0

横浜町 0 0

東北町 0 0

六ヶ所村 0 0

おいらせ町 0 0

大間町 0 0

東通村 0 0

風間浦村 0 0

佐井村 0 0

三戸町 0 0

五戸町 0 0

田子町 0 0

南部町 0 0

階上町 0 0

新郷村 0 0

合計 52 6 0 4 2 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【青森県（付属物）】各道路管理者別点検実施数、診断結果

平成２７年６月３０日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 133 11 2 8 1 0

高速道路会社 47 11 4 7 0 0

青森県 93 40 2 4 34 0

青森県道路公社 13 0

青森市 3 0

弘前市 1 0

八戸市 25 25 4 12 9 0

黒石市 1 0

五所川原市 0 0

十和田市 0 0

三沢市 2 0

むつ市 1 1 0 0 1 0

つがる市 0 0

平川市 0 0

平内町 0 0

今別町 0 0

蓬田村 0 0

外ヶ浜町 0 0

鰺ヶ沢町 0 0

深浦町 0 0

西目屋村 0 0

藤崎町 2 0

大鰐町 0 0

田舎館村 0 0

板柳町 0 0

鶴田町 0 0

中泊町 1 1 0 0 1 0

野辺地町 0 0

七戸町 0 0

六戸町 0 0

横浜町 0 0

東北町 0 0

六ヶ所村 0 0

おいらせ町 0 0

大間町 0 0

東通村 0 0

風間浦村 0 0

佐井村 0 0

三戸町 0 0

五戸町 0 0

田子町 0 0

南部町 0 0

階上町 0 0

新郷村 0 0 0 0 0 0

合計 322 89 12 31 46 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【青森県】橋梁点検結果（直轄・高速）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 国道4号 1978 37 10 東北地方整備局 青森県 七戸町 Ⅱ

坪橋 (ﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1971 94 10 東北地方整備局 青森県 七戸町 Ⅲ

南部大橋 (ﾅﾝﾌﾞｵｵﾊｼ) 国道4号 1978 252 10 東北地方整備局 青森県 南部町 Ⅱ

新野内橋（上） (ｼﾝﾉﾅｲﾊﾞｼ) 国道4号 1974 82 12 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅲ

新野内橋（下） (ｼﾝﾉﾅｲﾊﾞｼ) 国道4号 2000 82 12 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅰ

新城大橋（下） (ｼﾝｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 国道7号 2000 86 13 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅰ

鶴ケ坂２号橋 (ﾂﾙｶﾞｻｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道7号 1986 142 12 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅰ

梨ノ木橋 (ﾅｼﾉｷﾊﾞｼ) 国道4号 1966 13 9 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅱ

浜子橋 (ﾊﾏｺﾊﾞｼ) 国道4号 1938 9 8 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道4号 1938 11 8 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅲ

媒川橋 (ｽｽｶﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1967 14 25 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅲ

浅虫橋 (ｱｻﾑｼﾊﾞｼ) 国道4号 1967 14 25 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅲ

追分橋 (ｵｲﾜｹﾊﾞｼ) 国道7号 1974 86 10 東北地方整備局 青森県 平川市 Ⅱ

土渕川橋 (ﾂﾁﾌﾞﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道7号 1972 61 7 東北地方整備局 青森県 弘前市 Ⅱ

平川橋（下） (ﾋﾗｶﾜﾊﾞｼ) 国道7号 1973 246 10 東北地方整備局 青森県 弘前市 Ⅱ

平川橋（上） (ﾋﾗｶﾜﾊﾞｼ) 国道7号 1983 246 11 東北地方整備局 青森県 弘前市 Ⅱ

番所橋 (ﾊﾞﾝﾄﾞｺﾛﾊﾞｼ) 国道7号 1978 73 12 東北地方整備局 青森県 平川市 Ⅱ

弘前跨線橋 (ﾋﾛｻｷｺｾﾝｷｮｳ) 国道7号 1977 13 22 東北地方整備局 青森県 弘前市 Ⅱ

新井田大橋（下） (ﾆｲﾀﾞｵｵﾊｼ) 国道45号 1988 106 10 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

新井田大橋（上） (ﾆｲﾀﾞｵｵﾊｼ) 国道45号 1970 106 9 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

櫛引橋 (ｸｼﾋﾞｷﾊﾞｼ) 国道104号 1988 165 13 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

新井田跨道橋 (ﾆｲﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1970 8 25 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

犬落瀬溝橋 (ｲﾇｵﾄｾﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1962 11 11 東北地方整備局 青森県 六戸町 Ⅰ

上田面木橋 (ｶﾐﾀﾓﾉｷﾞﾊﾞｼ) 国道104号 1965 4 6 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅰ

浜子橋側道橋（下） (ﾊﾏｺﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1980 13 2 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅰ

浜子橋側道橋（上） (ﾊﾏｺﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1978 9 1 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅱ

明神橋側道橋（下） (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1988 18 1 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅰ

悪虫跨道橋 (ｱｸﾑｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道104号 1971 5 9 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

陸橋 (ﾘｯｷｮｳ) 国道104号 1962 5 9 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

ほたて大橋 (ﾎﾀﾃｵｵﾊｼ) 国道4号 2007 410 13 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅱ

七戸こ線橋 (ｼﾁﾉﾍｺｾﾝｷｮｳ) 国道4号 2007 21 14 東北地方整備局 青森県 七戸町 Ⅰ

七戸川橋 (ｼﾁﾉﾍｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 2007 64 18 東北地方整備局 青森県 七戸町 Ⅱ

一野坪こ線橋 (ｲﾁﾉﾂﾎﾞｺｾﾝｷｮｳ) 国道101号(津軽自動車道) 2005 27 10 東北地方整備局 青森県 五所川原市 Ⅰ

第一浅水橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱｻﾐｽﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1962 13 7 東北地方整備局 青森県 五戸町 Ⅱ

角橋 (ﾂﾉﾊﾞｼ) 国道4号 1966 13 8 東北地方整備局 青森県 平内町 Ⅱ

柳沢こ道橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号(上北道路) 2011 26 10 東北地方整備局 青森県 六戸町 Ⅰ

小松ヶ丘大橋 (ｺﾏﾂｶﾞｵｶｵｵﾊｼ) 国道45号(上北道路) 2011 167 12 東北地方整備局 青森県 六戸町 Ⅰ

姉沼川大橋 (ｶｷﾇﾏｶﾜｵｵﾊｼ) 国道45号(上北道路) 2012 333 13 東北地方整備局 青森県 六戸町 Ⅱ

大沢橋（上） (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号(上北道路) 2012 97 10 東北地方整備局 青森県 東北町 Ⅱ

大沢橋（下） (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号(上北道路) 2012 84 10 東北地方整備局 青森県 東北町 Ⅰ

頃巻川橋 ｺﾛﾏｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道八戸線 1985 133 9
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅲ

十川橋 ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 39 10
東日本高速道路
株式会社

青森県 黒石市 Ⅱ

十川橋 ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 39 11
東日本高速道路
株式会社

青森県 黒石市 Ⅲ

行政区域

橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

82850275
長方形

82850275
タイプライターテキスト
資料⑤-3



【青森県】トンネル点検結果（直轄）
管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

善知鳥トンネル （ｳﾄｳﾄﾝﾈﾙ） 国道4号 1980 112 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅱ

久栗坂トンネル （ｸｸﾞﾘｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ） 国道4号 1974 585 東北地方整備局 青森県 青森市 Ⅲ

鶴ケ花トンネル （ﾂﾙｶﾞﾊﾅﾄﾝﾈﾙ） 国道7号 1993 154 東北地方整備局 青森県 平川市 Ⅱ

塩町トンネル （ｼｵﾁｮｳﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1980 150 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

行政区域

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

延長
（m）



【青森県】大型カルバート点検結果（直轄・高速）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

笹原カルバート (ｻｻﾊﾗｶﾙﾊﾞｰﾄ)
国道45号（八戸・久慈自動車
道）

2013 26 7 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

追立カルバート (ｵｯﾀﾃｶﾙﾊﾞｰﾄ)
国道45号（八戸・久慈自動車
道）

2013 17 13 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

新田カルバート (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾙﾊﾞｰﾄ)
国道45号（八戸・久慈自動車
道）

2013 21 12 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

登手カルバート (ﾉﾎﾞﾘﾃｶﾙﾊﾞｰﾄ)
国道45号（八戸・久慈自動車
道）

2013 27 12 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

黒石33 ｸﾛｲｼ33 東北縦貫自動車道弘前線 1979 25 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 青森市 Ⅱ

黒石52 ｸﾛｲｼ52 東北縦貫自動車道弘前線 1979 36 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 青森市 Ⅱ

浪岡2 ﾅﾐｵｶ2 東北縦貫自動車道弘前線 1979 46 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 青森市 Ⅱ

浪岡25 ﾅﾐｵｶ25 東北縦貫自動車道弘前線 1979 30 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 青森市 Ⅱ

八戸4 ﾊﾁﾉﾍ4 東北縦貫自動車道八戸線 2002 55 8
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅱ

八戸6 ﾊﾁﾉﾍ6 東北縦貫自動車道八戸線 2002 39 9
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅱ

八戸11 ﾊﾁﾉﾍ11 東北縦貫自動車道八戸線 2002 28 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅰ

八戸12 ﾊﾁﾉﾍ12 東北縦貫自動車道八戸線 2002 17 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅱ

八戸16 ﾊﾁﾉﾍ16 東北縦貫自動車道八戸線 2002 18 11
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅰ

八戸17 ﾊﾁﾉﾍ17 東北縦貫自動車道八戸線 2002 34 7
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅰ

行政区域

施設名(フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【青森県】横断歩道橋点検結果（直轄）
管理者

点検記
録

管理者名
都道府県

名
市区町村名

判定区
分

ふたば横断歩道橋 （ﾌﾀﾊﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 国道45号 1971 31 2 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅰ

城下一丁目横断歩道橋
（ｼﾛｼﾀｲｯﾁｮｳﾒｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳ
ｷｮｳ）

国道45号 1973 30 2 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木横断歩道橋 （ｶﾜﾗｷﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 国道104号 1969 17 1 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

根城横断歩道橋 （ﾈｼﾞｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 国道104号 1971 18 2 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅱ

馬場頭横断歩道橋
（ﾊﾞﾊﾞｶﾞｼﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮ
ｳ）

国道104号 1986 27 2 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅰ

松園横断歩道橋 （ﾏﾂｿﾞﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 国道104号 1986 69 2 東北地方整備局 青森県 八戸市 Ⅲ

剣吉横断歩道橋 （ｹﾝﾖｼｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 国道104号 1974 15 2 東北地方整備局 青森県 南部町 Ⅱ

行政区域

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

通路
幅員
（ｍ）



【青森県】門型標識等点検結果（高速）
管理者

点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道八戸線 2002 22
東日本高速道路
株式会社

青森県 八戸市 Ⅰ

行政区域

施設名 路線名
設置年月
（西暦）

道路幅員
（ｍ）



【青森県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

新長川橋 (ｼﾝﾁｮｳｶﾜﾊﾞｼ) 国道２８０号 1975 22.0 7.5 青森県 青森県 今別町 Ⅱ

六枚橋側道橋 (ﾛｸﾏｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２８０号 1965 36.0 1.5 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

七沢大橋 (ﾅﾅｻﾜｵｵﾊｼ) 国道３９４号 1982 54.0 9.4 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

山本橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼ) 鰺ヶ沢蟹田線 1966 15.0 7.3 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅱ

山本橋側道橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 鰺ヶ沢蟹田線 1991 19.0 2.0 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 今別蟹田線 1971 17.0 7.5 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

王余魚沢橋 (ｶﾚｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) 青森浪岡線 1987 150.0 8.5 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

堤橋 (ﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 青森田代十和田線 1986 25.0 8.8 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

金高橋側道橋 (ｷﾝｺｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 青森環状野内線 1983 64.0 2.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

赤川橋１号歩道橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ1ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 青森環状野内線 1998 28.0 3.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

赤川橋２号歩道橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ2ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 青森環状野内線 1998 32.0 3.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

山彦橋 (ﾔﾏﾋﾞｺﾊﾞｼ) 酸ヶ湯高田線 1980 27.0 6.3 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

横倉橋 (ﾖｺｸﾗﾊﾞｼ) 酸ヶ湯高田線 1979 45.0 5.5 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

小出森橋 (ｺﾃﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 清水川滝沢野内線 1981 58.0 10.0 青森県 青森県 平内町 Ⅱ

月光橋 (ｹﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 清水川滝沢野内線 1999 20.0 9.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

新本郷橋 (ｼﾝﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 浪岡北中野黒石線 1980 15.0 6.5 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

銀橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ) 常海橋銀線 1977 48.0 7.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

土筆橋 (ﾂｸｼﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 1938 15.0 7.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

新城橋 (ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 2005 57.0 21.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

滝内橋 (ﾀｷｳﾁﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 1985 20.0 9.5 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

八甲田自転車道橋 (ﾊｯｺｳﾀﾞｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳｷｮｳ) 青森十和田湖自転車道線 1987 61.0 3.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

野内橋 (ﾉﾅｲﾊﾞｼ) 久栗坂造道線 1990 94.0 13.0 青森県 青森県 青森市 Ⅰ

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 久栗坂造道線 1990 21.0 10.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

沢田橋側道橋 (ｻﾜﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 久栗坂造道線 1990 21.0 2.5 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

釜野沢橋 (ｶﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ) 三厩停車場竜飛崎線 1976 41.0 6.5 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅰ

第２梹榔橋 (ﾀﾞｲ2ﾋｮｳﾛｳﾊｼ) 三厩停車場竜飛崎線 1976 41.0 6.5 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅱ

増川林道橋 (ﾏｽｶﾜﾘﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 三厩停車場竜飛崎線 1980 9.0 6.5 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

悌子橋 (ﾃｲｼﾊﾞｼ) 三厩小泊線 1969 12.0 4.0 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅰ

四ツ滝橋 (ﾖﾂﾀｷﾊﾞｼ) 三厩小泊線 1969 31.0 4.0 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅱ

赤岩橋 (ｱｶｲﾜﾊﾞｼ) 国道１０２号 1979 152.0 14.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅱ

石名坂橋 (ｲｼﾅｻﾞｶﾊﾞｼ) 国道１０２号 1979 70.0 14.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅱ

紅葉大橋 (ﾓﾐｼﾞｵｵﾊｼ) 国道１０２号 1979 336.0 10.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅱ

門沢橋 (ｶﾄﾞｻﾜﾊﾞｼ) 国道１０２号 1980 86.0 11.5 青森県 青森県 黒石市 Ⅰ

二庄内橋 (ﾆｼｮｳﾅｲﾊﾞｼ) 国道１０２号 1981 294.0 10.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅰ

湯の元橋 (ﾕﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 国道１０２号 1981 78.0 11.5 青森県 青森県 黒石市 Ⅰ

青荷橋 (ｱｵﾆﾊﾞｼ) 国道１０２号 1983 181.0 10.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅰ

砂子沢橋 (ｽﾅｺｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０２号 1979 17.0 12.0 青森県 青森県 平川市 Ⅰ

岩木橋 (ｲﾜｷﾊﾞｼ) 弘前岳鰺ヶ沢線 1960 162.0 7.4 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

西館橋 (ﾆｼﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 弘前岳鰺ヶ沢線 1982 67.0 15.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅰ

岩木橋側道橋 (ｲﾜｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 弘前岳鰺ヶ沢線 1979 162.0 2.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

シブツ橋 (ｼﾌﾞﾂﾊﾞｼ) 岩崎西目屋弘前線 1965 22.0 4.0 青森県 青森県 西目屋村 Ⅰ

大割沢橋 (ｵｵﾜﾘｻﾜﾊﾞｼ) 岩崎西目屋弘前線 1964 31.0 4.0 青森県 青森県 西目屋村 Ⅱ

行政区域
路線名

架設
年次

（西暦）
橋梁名(フリガナ）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【青森県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

行政区域
路線名

架設
年次

（西暦）
橋梁名(フリガナ）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

小割沢橋 (ｺﾜﾘｻﾜﾊﾞｼ) 岩崎西目屋弘前線 1963 31.0 4.0 青森県 青森県 西目屋村 Ⅱ

高杉橋 (ﾀｶｽｷﾞﾊﾞｼ) 弘前鰺ヶ沢線 1970 30.0 8.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅰ

雷橋 (ｲｶｽﾞﾁﾊﾞｼ) 五所川原岩木線 2001 29.0 10.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅰ

新大豊橋 (ｼﾝﾀｲﾎｳﾊﾞｼ) 弘前平賀線 1999 204.0 15.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅰ

岩木茜橋 (ｲﾜｷｱｶﾈﾊﾞｼ) 関ヶ平五代線 2002 212.0 17.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅰ

安東橋 (ｱﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 前坂藤崎線 1962 198.0 6.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 鬼沢種市線 1973 34.0 7.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅰ

美和田橋 (ﾐﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 吹上金屋黒石線 1976 18.0 6.5 青森県 青森県 平川市 Ⅰ

十川橋 (ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 浪岡北中野黒石線 1979 16.0 5.5 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

十川橋側道橋 (ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 浪岡北中野黒石線 1979 16.0 2.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅱ

二双子橋 (ﾆｿｳｼﾊﾞｼ) 畑中竹鼻線 1979 40.0 7.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅱ

白糸橋 (ｼﾗｲﾄﾊﾞｼ) 碇ヶ関大鰐停車場線 1988 41.0 9.2 青森県 青森県 大鰐町 Ⅲ

新虹貝橋 (ｼﾝﾆｼﾞｶｲﾊﾞｼ) 碇ヶ関大鰐停車場線 1974 41.0 7.5 青森県 青森県 大鰐町 Ⅰ

羽黒橋側道橋 (ﾊｸﾞﾛﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 碇ヶ関大鰐停車場線 1984 53.0 2.5 青森県 青森県 大鰐町 Ⅰ

滝野沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 1993 46.0 7.2 青森県 青森県 西目屋村 Ⅱ

天狗橋 (ﾃﾝｸﾞﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 1990 25.0 7.0 青森県 青森県 西目屋村 Ⅰ

馬場瀬橋 (ﾊﾞﾊﾞｾﾊﾞｼ) 国道３４０号 1984 50.0 12.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅲ

獅子神橋 (ｼｼｶﾞﾐﾊﾞｼ) 国道４５４号 1956 21.0 6.5 青森県 青森県 新郷村 Ⅱ

轟木橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊﾞｼ) 橋向五戸線 1960 45.0 6.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅲ

川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊﾞｼ) 田子十和田湖線 2007 21.0 10.0 青森県 青森県 田子町 Ⅰ

白銀陸橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾘｯｷｮｳ) 八戸環状線 1966 117.0 13.5 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

図南大橋(上り) (ﾇｶﾂﾞｶﾊﾞｼ) 八戸環状線 2011 165.0 10.5 青森県 青森県 八戸市 Ⅰ

図南大橋(下り) (ﾇｶﾂﾞｶﾊﾞｼ) 八戸環状線 2011 165.0 10.5 青森県 青森県 八戸市 Ⅰ

衣更橋 (ｷﾇｶﾞｴﾊﾞｼ) 二戸田子線 1988 42.0 9.0 青森県 青森県 田子町 Ⅰ

剣吉橋 (ｹﾝﾖｼﾊﾞｼ) 名川階上線 1974 109.0 8.0 青森県 青森県 南部町 Ⅲ

梅泉橋 (ﾊﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 櫛引上名久井三戸線 1968 86.0 6.0 青森県 青森県 三戸町 Ⅱ

渡ノ端橋 (ﾜﾀﾘﾉﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 南部田子線 1971 26.0 6.4 青森県 青森県 南部町 Ⅰ

鹿田橋 (ｼｶﾀﾞﾊﾞｼ) 戸来十和田線 1977 17.0 7.0 青森県 青森県 新郷村 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 道前浄法寺線 1983 63.0 10.0 青森県 青森県 田子町 Ⅱ

中堤橋 (ﾅｶﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 野々上斗内線 1970 31.0 5.0 青森県 青森県 三戸町 Ⅰ

松森橋 (ﾏﾂﾓﾘﾊﾞｼ) 栃棚手倉橋線 1974 31.0 7.5 青森県 青森県 新郷村 Ⅱ

松館橋 (ﾏﾂﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 鳥谷部十日市線 1984 16.0 13.5 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

赤石橋 (ｱｶｲｼﾊﾞｼ) 赤石沖田面線 1968 96.0 6.0 青森県 青森県 南部町 Ⅱ

新奴橋 (ｼﾝﾔｯｺﾊﾞｼ) 国道３３９号 1979 44.0 11.5 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

於瀬洞橋 (ｵｾﾄﾞｳﾊﾞｼ) 国道３３９号 1990 22.0 12.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

幾世森大橋（上り線） (ｲｸｾﾓﾘｵｵﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 国道３３９号 2007 103.0 8.5 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

喜良市橋 (ｷﾗｲﾁﾊﾞｼ) 屏風山内真部線 1971 44.0 7.7 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

夕顔関橋 (ﾕｳｶﾞｵｾﾞｷﾊﾞｼ) 五所川原岩木線 1984 100.0 9.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

佐助橋 (ｻｽｹﾊﾞｼ) 五所川原岩木線 1972 15.0 9.8 青森県 青森県 板柳町 Ⅱ

五林平橋 (ｺﾞﾘﾝﾀｲﾊﾞｼ) 持子沢鶴田線 1985 101.0 7.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

五所川原大橋 (ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗｵｵﾊｼ) 妙堂崎五所川原線 1989 396.0 14.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

エルム大橋 (ｴﾙﾑｵｵﾊｼ) 福山五所川原線 1995 37.0 9.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ
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赤萢橋 (ｱｶﾔﾁﾊﾞｼ) 胡桃館鶴田線 1970 12.0 7.0 青森県 青森県 鶴田町 Ⅰ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 大泉姥萢線 1997 112.0 8.8 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

上法量橋 (ｶﾐﾎｳﾘｮｳﾊﾞｼ) 国道１０２号 1970 66.0 10.5 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

広瀬橋側道橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１０２号 1987 48.0 2.5 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

猿倉橋 (ｻﾙｸﾗﾊﾞｼ) 国道１０３号 1982 15.0 8.0 青森県 青森県 十和田市 Ⅰ

仙人橋 (ｾﾝﾆﾝﾊﾞｼ) 国道１０３号 1976 25.0 6.0 青森県 青森県 十和田市 Ⅰ

通天橋 (ﾂｳﾃﾝﾊﾞｼ) 国道１０３号 1934 38.0 5.5 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

宇樽部橋 (ｳﾀﾙﾍﾞﾊﾞｼ) 国道１０３号 1968 22.0 9.5 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

蔦橋側道橋 (ﾂﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１０３号 1973 16.0 1.5 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

田ノ沢橋 (ﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 1982 16.0 13.5 青森県 青森県 横浜町 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 国道２７９号 1979 22.0 9.0 青森県 青森県 野辺地町 Ⅰ

鳴沢橋 (ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 1953 70.0 12.7 青森県 青森県 野辺地町 Ⅲ

鳴沢橋側道橋（上流側） (ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 1979 70.0 2.4 青森県 青森県 野辺地町 Ⅱ

鳴沢橋側道橋（下流側） (ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 1979 70.0 2.2 青森県 青森県 野辺地町 Ⅱ

鷹架橋 (ﾀｶﾎｺﾊﾞｼ) 国道３３８号 1963 95.0 6.8 青森県 青森県 六ヶ所村 Ⅱ

内沼橋 (ｳﾁﾇﾏﾊﾞｼ) 国道３９４号 1958 24.0 6.8 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 国道３９４号 1959 25.0 6.3 青森県 青森県 七戸町 Ⅲ

開運橋（上流側） (ｶｲｳﾝﾊﾞｼ) 八戸百石線 1980 304.0 25.5 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

新川原橋 (ｼﾝｶﾜﾗﾊﾞｼ) 七戸十和田湖線 1968 44.0 5.7 青森県 青森県 七戸町 Ⅲ

中里橋 (ﾅｶｻﾄﾊﾞｼ) 七戸十和田湖線 1956 15.0 6.4 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 下田停車場線 1960 228.0 7.0 青森県 青森県 おいらせ町 Ⅲ

下田橋側道橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 下田停車場線 1960 228.0 2.4 青森県 青森県 おいらせ町 Ⅰ

乙供橋 (ｵｯﾄﾓﾊﾞｼ) 乙供停車場中野線 1974 38.0 10.0 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

新与田川橋 (ｼﾝﾖﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 野辺地停車場線 1979 19.0 16.8 青森県 青森県 野辺地町 Ⅱ

あすなろ橋 (ｱｽﾅﾛﾊﾞｼ) 野辺地停車場線 1987 31.0 16.8 青森県 青森県 野辺地町 Ⅰ

高見橋 (ﾀｶﾐﾊﾞｼ) 泊陸奥横浜停車場線 1965 8.0 7.3 青森県 青森県 横浜町 Ⅲ

城内橋 (ｼﾞｮｳﾅｲﾊﾞｼ) 野辺地野辺地停車場線 1966 26.0 6.8 青森県 青森県 野辺地町 Ⅰ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ) 米田六戸線 1973 170.0 8.8 青森県 青森県 六戸町 Ⅲ

鳥口橋 (ﾄﾘｸﾞﾁﾊﾞｼ) 水喰上北町停車場線 1991 50.0 10.8 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

易国間橋 (ｲｺｸﾏﾊﾞｼ) 国道２７９号 1969 48.0 8.5 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

大赤川橋 (ｵｵｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 1987 26.0 12.0 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

小赤川橋 (ｺｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 1970 18.0 6.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

ハーモニー橋 (ﾊｱﾓﾆｲﾊﾞｼ) 国道２７９号 2007 91.0 13.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

上女舘橋 (ｶﾐｵﾝﾅﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 国道２７９号 1976 31.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

奥戸橋 (ｵｺｯﾍﾟﾊﾞｼ) 国道３３８号 2003 70.0 8.6 青森県 青森県 大間町 Ⅰ

材木橋 (ｻﾞｲﾓｸﾊﾞｼ) 国道３３８号 1966 24.0 8.2 青森県 青森県 大間町 Ⅱ

大佐井橋 (ｵｵｻｲﾊﾞｼ) 国道３３８号 1972 22.0 8.2 青森県 青森県 佐井村 Ⅱ

萬葉橋 (ﾏﾝﾖｳﾊﾞｼ) 国道３３８号 1990 73.0 8.2 青森県 青森県 佐井村 Ⅰ

男川橋 (ｵﾄｺｶﾜﾊﾞｼ) 国道３３８号 1969 17.0 6.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) 九艘泊脇野沢線 1958 20.0 6.4 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

松山跨道橋 (ﾏﾂﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) むつ恐山公園大畑線 1991 21.0 9.5 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

ゼンマイ橋 (ｾﾞﾝﾏｲﾊﾞｼ) むつ恐山公園大畑線 1991 21.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ
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あすなろ橋（釜の沢２号橋） (ｱｽﾅﾛﾊﾞｼ) むつ恐山公園大畑線 1991 27.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

紅葉橋（釜の沢橋） (ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼ) むつ恐山公園大畑線 1991 43.0 9.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

うぐい滝橋 (ｳｸﾞｲﾀｷﾊﾞｼ) むつ恐山公園大畑線 1962 21.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

赤坂橋 (ｱｶｻｶﾊﾞｼ) むつ尻屋崎線 1972 70.0 7.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

最花橋 (ｻｲﾊﾅﾊﾞｼ) むつ尻屋崎線 1976 26.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

湯の小川橋 (ﾕﾉｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 川内佐井線 1965 15.0 6.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

福浦橋 (ﾌｸｳﾗﾊﾞｼ) 長後川内線 1983 72.0 7.7 青森県 青森県 佐井村 Ⅰ

本潟貝橋 (ﾎﾝｶﾀｶﾞｲﾊﾞｼ) 長後川内線 1981 19.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

翠明橋 (ｽｲﾒｲﾊﾞｼ) 長後川内線 1984 110.0 7.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

十一橋 (ﾄｲﾁﾊﾞｼ) 長後川内線 1986 31.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

大高山第一陸橋 (ｵｵﾀｶﾔﾏﾀﾞｲ1ﾘｯｷｮｳ) 国道１０１号 1988 90.0 15.3 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅰ

砂山橋（新大和田橋） (ｽﾅﾔﾏﾊﾞｼ(ｼﾝｵｵﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 国道１０１号 2000 185.0 15.3 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅰ

大和田橋 (ｵｵﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 国道１０１号 1996 125.0 15.3 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅰ

蒼海大橋（第３跨線橋） (ｿｳｶｲｵｵﾊｼ(ﾀﾞｲ3ｺｾﾝｷｮｳ) 国道１０１号 2002 234.0 14.5 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅰ

新小童子橋 (ｼﾝｺﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 国道１０１号 1974 21.0 10.4 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

北金ヶ沢跨線橋 (ｷﾀｶﾈｶﾞｻﾜｺｾﾝｷｮｳ) 国道１０１号 1975 86.0 7.5 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

小福浦跨線橋 (ｺﾌｸｳﾗｺｾﾝｷｮｳ) 国道１０１号 1971 16.0 8.2 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

濁川橋 (ﾆｺﾞﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1962 27.0 7.2 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

津梅川橋 (ﾂﾊﾞｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1973 36.0 8.8 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

木蓮寺陸橋 (ﾓｸﾚﾝｼﾞﾘｯｷｮｳ) 国道１０１号 1972 106.0 9.3 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

千畳敷橋 (ｾﾝｼﾞｮｳｼﾞｷﾊﾞｼ) 国道１０１号 2007 19.0 11.5 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

田野沢跨線橋 (ﾀﾉｻﾜｺｾﾝｷｮｳ) 国道１０１号 2007 99.0 13.0 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

夕陽海岸大橋 (ﾕｳﾋｶｲｶﾞﾝｵｵﾊｼ) 国道１０１号 2007 406.0 12.5 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

基橋 (ﾓﾄｲﾊﾞｼ) 国道１０１号 1958 156.0 6.6 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅰ

乙女橋 (ｵﾄﾒﾊﾞｼ) 弘前岳鰺ヶ沢線 1977 50.0 6.7 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅲ

土倉橋 (ﾂﾁｸﾗﾊﾞｼ) 弘前岳鰺ヶ沢線 1977 45.0 6.7 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅰ

仁陽橋 (ﾆﾖｳﾊﾞｼ) 岩崎西目屋弘前線 1963 31.0 4.6 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

赤滝橋 (ｱｶﾀｷﾊｼ) 岩崎西目屋弘前線 1963 31.0 4.6 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

小森橋 (ｺﾓﾘﾊﾞｼ) 松代町陸奥赤石停車場線 1974 88.0 8.8 青森県 青森県 鰺ヶ沢町 Ⅲ

大童子橋 (ｵｵﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 種里町柳田線 1974 33.0 5.4 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

六角沢橋 (ﾛｯｶｸｻﾞﾜﾊﾞｼ) 岩崎深浦線 1985 20.0 6.7 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

寒水沢橋 (ｶﾝｽｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０３号 1968 10.0 9.6 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

荒川4号橋 (ｱﾗｶﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０３号 不明 3.0 8.3 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 9.0 8.5 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

坂川橋 (ｻｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 9.0 9.6 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

赤倉橋 (ｱｶｸﾗﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 2.0 9.6 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

大岳橋 (ｵｵﾀﾞｹﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 4.0 7.6 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

硫黄橋 (ｲｵｳﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 4.0 8.1 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

石倉橋 (ｲｼｸﾗﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 5.0 8.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

白樺橋 (ｼﾗｶﾊﾞﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 3.0 8.2 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

白雲橋 (ｼﾗｸﾓﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 5.0 8.3 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

ヒナ橋 (ﾋﾅﾊﾞｼ) 国道１０３号 不明 5.0 8.3 青森県 青森県 青森市 Ⅲ



【青森県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点
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沖津橋 (ｵｷﾂﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 4.0 8.8 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

塩越橋１ (ｼｵｺｼﾊﾞｼｲﾁ) 国道２８０号 不明 3.0 8.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

飛鳥橋 (ｱｽｶﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 6.0 8.3 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

瀬戸子橋 (ｾﾄｼﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 10.0 8.6 青森県 青森県 青森市 Ⅳ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 6.0 8.2 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

岸田橋 (ｷｼﾀﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 7.7 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

沢弘橋 (ｻﾜﾋﾛﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 8.1 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

巻之橋 (ﾏｷﾉﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 7.8 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

平橋 (ﾋﾗﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 8.6 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

峰矢橋 (ﾐﾔﾈﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 7.6 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

蓬田橋 (ﾖﾓｷﾞﾀﾊﾞｼ) 国道２８０号 1982 14.0 10.9 青森県 青森県 蓬田村 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 国道２８０号 2013 5.0 10.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

玉松橋 (ﾀﾏﾏﾂﾊﾞｼ) 国道２８０号 1988 14.0 12.3 青森県 青森県 蓬田村 Ⅱ

滝沢橋 (ﾀｷｻﾜﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 6.8 青森県 青森県 蓬田村 Ⅲ

塩越橋２ (ｼｵｺｼﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 8.0 8.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

石崎1号橋 (ｲｼｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２８０号 不明 2.0 16.8 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

太郎沢橋 (ﾀﾛｳｻﾜﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 2.0 11.9 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 国道２８０号 1956 9.0 6.7 青森県 青森県 今別町 Ⅲ

富田橋 (ﾄﾐﾀﾊﾞｼ) 国道２８０号 不明 3.0 9.0 青森県 青森県 今別町 Ⅲ

間木橋 (ﾏｷﾞﾊﾞｼ) 夏泊公園線 不明 4.0 6.9 青森県 青森県 平内町 Ⅲ

滝下橋 (ﾀｷｼﾀﾊﾞｼ) 夏泊公園線 不明 3.0 6.4 青森県 青森県 平内町 Ⅲ

白砂橋 (ｼﾗｽﾊﾞｼ) 夏泊公園線 不明 4.0 7.6 青森県 青森県 平内町 Ⅲ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 青森浪岡線 不明 9.0 14.5 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

のあい橋 (ﾉｱｲﾊﾞｼ) 五所川原浪岡線 不明 4.0 5.8 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

火箱沢2号橋 (ﾋﾊﾞｺｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 青森田代十和田線 不明 7.0 6.7 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

小藤橋 (ｺﾌｼﾞﾊﾞｼ) 青森田代十和田線 不明 7.0 6.4 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

駒込1号橋 (ｺﾏｺﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 青森環状野内線 不明 5.0 7.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

戸山2号橋 (ﾄﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 青森環状野内線 不明 2.0 20.0 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

秋福橋 (ｱｷﾌｸﾊﾞｼ) 青森環状野内線 1971 6.0 7.7 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

野沢橋 (ﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ) 酸ヶ湯高田線 1934 3.0 5.5 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

滝沢1号橋 (ﾀｷｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 清水川滝沢野内線 不明 3.0 12.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

山本溝橋 (ﾔﾏﾓﾄﾐｿﾞﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 不明 8.0 9.2 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

田川函渠橋 (ﾀｶﾞﾜｶﾝｷｮﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 不明 3.0 9.0 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

田川橋 (ﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 不明 13.0 8.8 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

戸門橋 (ﾄｶﾄﾞﾊﾞｼ) 鶴ヶ坂千刈線 不明 12.0 9.6 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

戸門2号 (ﾄｶﾄﾞﾆｺﾞｳ) 鶴ヶ坂千刈線 不明 4.0 7.8 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

白旗野1号 (ｼﾗﾊﾀﾉｲﾁｺﾞｳ) 鶴ヶ坂千刈線 不明 3.0 7.7 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

綱不知橋 (ﾂﾅﾌﾁﾊﾞｼ) 久栗坂造道線 1936 5.0 9.6 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

浅虫3号橋 (ｱｻﾑｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 増田浅虫線 不明 3.0 4.2 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

福村1号橋(仮) (ﾌｸﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０２号 不明 2.0 25.7 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

徳沢橋 (ﾄｸｻﾜﾊﾞｼ) 国道１０２号 不明 4.0 7.5 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

米沢橋 (ﾖﾈｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０２号 1961 8.0 8.8 青森県 青森県 平川市 Ⅲ
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滝の沢2号橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０２号 不明 2.0 8.6 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

碇ヶ関2号橋 (ｲｶﾘｶﾞｾｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道２８２号 不明 4.0 8.9 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

ミカゲド沢橋 (ﾐｶｹﾞﾄﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２８２号 不明 4.0 9.0 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

碇ヶ関3号橋 (ｲｶﾘｶﾞｾｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道２８２号 不明 3.0 6.9 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

西碇ヶ関1号橋 (ﾆｼｲｶﾘｶﾞｾｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２８２号 不明 4.0 6.9 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

西碇ヶ関4号橋 (ﾆｼｲｶﾘｶﾞｾｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道２８２号 不明 4.0 8.6 青森県 青森県 平川市 Ⅰ

松野木橋 (ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 6.0 8.8 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

春雨橋 (ﾊﾙｻﾒﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 4.0 7.7 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

夕立橋 (ﾕｳﾀﾞﾁﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 14.0 7.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

小国第1号橋(仮) (ｵｸﾞﾆﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道４５４号 不明 2.0 16.7 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

石山橋 (ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ) 大鰐浪岡線 不明 4.0 17.0 青森県 青森県 大鰐町 Ⅱ

悪戸1号 (ｱｸﾄﾞｲﾁｺﾞｳ) 岩崎西目屋弘前線 不明 3.0 9.1 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

弥生1号 (ﾔﾖｲｲﾁｺﾞｳ) 岩木山環状線 不明 4.0 6.9 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

御蔵橋 (ｵｸﾞﾗﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 1935 4.0 8.7 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

前橋 (ﾏｴﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 3.0 10.4 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

斜橋 (ﾅﾅﾒﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 5.0 10.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

浜橋 (ﾊﾏﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 7.0 9.1 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 3.0 7.2 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

柳下橋 (ﾔﾅｷﾞｼﾀﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 3.0 7.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

貝沢橋 (ｶｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 2000 10.0 8.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

白狐橋 (ﾋﾞｬｯｺﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 5.0 7.1 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

赤坂橋 (ｱｶｻｶﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 4.0 8.3 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

赤坂側道橋 (ｱｶｻｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 4.0 2.6 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

元見谷橋 (ﾓﾄﾐﾔﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 10.0 9.2 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 弘前鯵ヶ沢線 不明 3.0 10.2 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

折笠橋 (ｵﾘｶｻﾊﾞｼ) 五所川原岩木線 1976 5.0 6.8 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

榊橋 (ｻｶｷﾊﾞｼ) 五所川原黒石線 不明 5.0 9.7 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

境松橋 (ｻｶｴﾏﾂﾊﾞｼ) 五所川原黒石線 1957 12.0 7.8 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

げんげん橋 (ｹﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 五所川原黒石線 不明 3.0 6.1 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

土堂1号橋 (ﾄﾞﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 弘前環状線 不明 4.0 7.9 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

土堂2号橋 (ﾄﾞﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 弘前環状線 不明 5.0 9.6 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

薬師堂橋 (ﾔｸｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 弘前環状線 不明 3.0 9.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

ホウライ橋 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 弘前環状線 不明 9.0 6.0 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

新山橋 (ﾆｲﾔﾏﾊﾞｼ) 弘前環状線 不明 12.0 7.7 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

日沼1号橋(仮) (ﾋﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 弘前環状線 不明 2.0 16.3 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

石畑橋 (ｲｼﾊﾀﾊﾞｼ) 弘前環状線 不明 4.0 22.7 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

大坊橋 (ﾀﾞｲﾎﾞｳﾊﾞｼ) 弘前環状線 不明 4.0 6.6 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

第1岩館橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾜﾀﾞﾃｷｮｳ) 弘前環状線 不明 6.0 22.0 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

前田屋敷橋 (ﾏｴﾀﾞﾔｼｷﾊﾞｼ) 黒石藤崎線 1967 6.0 7.9 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

ふじや橋 (ﾌｼﾞﾔﾊﾞｼ) 黒石藤崎線 不明 4.0 14.0 青森県 青森県 藤崎町 Ⅱ

すけの橋 (ｽｹﾉﾊﾞｼ) 黒石藤崎線 不明 6.0 9.6 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 黒石藤崎線 1961 9.0 8.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ
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猿賀2号橋 (ｻﾙｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 尾上日沼線 不明 2.0 8.6 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

久渡寺橋 (ｸﾄﾞｼﾞﾊﾞｼ) 久渡寺新寺町線 1977 5.0 11.1 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

坂元橋 (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) 久渡寺新寺町線 1977 7.0 10.7 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 石川土手町線 2000 9.0 9.6 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

松清橋 (ﾏﾂｷﾖﾊﾞｼ) 松木平撫牛子停車場線 1979 11.0 8.3 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

大堰橋 (ｵｵｾﾞｷﾊﾞｼ) 関ヶ平五代線 不明 6.0 16.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊﾞｼ) 関ヶ平五代線 1979 8.0 7.6 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

弘盛橋 (ｺｳｾｲﾊﾞｼ) 桔梗野富田線 不明 12.0 7.8 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

第2弘盛橋 (ﾀﾞｲﾆｺｳｾｲﾊﾞｼ) 桔梗野富田線 不明 3.0 11.0 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

前坂橋 (ﾏｴｻｶﾊﾞｼ) 前坂藤崎線 不明 3.0 8.8 青森県 青森県 弘前市 Ⅱ

月見野橋 (ﾂｷﾐﾉﾊﾞｼ) 前坂藤崎線 1957 14.0 6.4 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊﾞｼ) 前坂藤崎線 不明 5.0 7.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅱ

李平1号橋 (ｽﾓﾓﾀﾞｲﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 吹上金屋黒石線 不明 2.0 5.6 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

川部1号橋 (ｶﾜﾍﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 常盤新山線 不明 5.0 7.8 青森県 青森県 田舎館村 Ⅱ

大鵬橋 (ﾀｲﾎｳﾊﾞｼ) 平賀門外線 1976 11.0 6.2 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 平賀門外線 1964 2.0 7.7 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

堀越1号橋 (ﾎﾘｺｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 平賀門外線 不明 4.0 13.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 増館堂野前線 不明 7.0 18.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅱ

俵舛1号橋(仮) (ﾀﾜﾗﾏｽｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 五林平藤崎線 不明 3.0 10.0 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

大鰐1号橋 (ｵｵﾜﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大鰐停車場線 不明 2.0 9.0 青森県 青森県 大鰐町 Ⅲ

新内橋 (ｼﾝﾅｲﾊﾞｼ) 太田藤崎線 不明 6.0 5.9 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

早瀬野1号橋 (ﾊﾔｾﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 碇ヶ関大鰐停車場線 不明 2.0 6.9 青森県 青森県 大鰐町 Ⅲ

安入1号橋 (ﾔｽｲﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 酸ヶ湯黒石線 不明 2.0 7.0 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

上沼橋 (ｶﾐﾇﾏﾊﾞｼ) 藤崎停車場線 不明 2.0 7.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

鶴亀橋 (ﾂﾙｶﾒﾊﾞｼ) 藤崎停車場線 不明 4.0 7.6 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

堀越1号橋(仮) (ﾎﾘｺｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 石川百田線 不明 2.0 8.7 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

松森1号橋 (ﾏﾂﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 石川百田線 不明 2.0 11.5 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

大久保1号橋(仮) (ｵｵｸﾎﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 石川百田線 不明 2.0 13.3 青森県 青森県 弘前市 Ⅲ

梅橋 (ｳﾒﾊﾞｼ) 弘前田舎館黒石線 不明 2.0 8.3 青森県 青森県 平川市 Ⅲ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 弘前田舎館黒石線 不明 6.0 9.6 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

田舎館1号橋 (ｲﾅｶﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 弘前田舎館黒石線 不明 2.0 7.6 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

田舎館2号橋 (ｲﾅｶﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ) 弘前田舎館黒石線 不明 4.0 11.3 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 弘前田舎館黒石線 不明 3.0 10.7 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 弘前田舎館黒石線 不明 4.0 10.9 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

畑中1号橋(仮) (ﾊﾀﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 弘前田舎館黒石線 不明 2.0 28.7 青森県 青森県 田舎館村 Ⅲ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 弘前田舎館黒石線 1929 9.0 9.5 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

富士見橋側道橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 弘前田舎館黒石線 不明 9.7 1.8 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

唐竹2号橋 (ｶﾗﾀｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小国本町線 不明 2.0 11.0 青森県 青森県 平川市 Ⅱ

柏橋 (ｶｼﾜﾊﾞｼ) 浪岡藤崎線 不明 4.0 15.0 青森県 青森県 藤崎町 Ⅲ

矢沢2号橋 (ﾔｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 浪岡藤崎線 不明 4.0 10.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅱ

矢沢4号橋 (ﾔｻﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 浪岡藤崎線 不明 2.0 30.5 青森県 青森県 藤崎町 Ⅱ

上黒滝沢橋 (ｶﾐｸﾛﾀｷｻﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 不明 8.0 7.7 青森県 青森県 西目屋村 Ⅱ
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あいはぎ沢橋 (ｱｲﾊｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 不明 9.0 7.7 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

尾太3号橋 (ｵｯﾌﾟｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 西目屋二ツ井線 不明 3.0 6.4 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

尾太4号橋 (ｵｯﾌﾟﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 西目屋二ツ井線 不明 2.0 6.4 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

上吹平沢橋 (ｶﾐﾌｷﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 不明 2.0 5.6 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

馬場沢橋 (ﾊﾞﾊﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 不明 3.0 5.5 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

アジラ沢橋 (ｱｼﾞﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 不明 3.0 5.3 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

尾太7号橋 (ｵｯﾌﾟﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 西目屋二ツ井線 不明 3.0 5.8 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

沼野沢橋 (ﾇﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ) 西目屋二ツ井線 不明 6.0 5.6 青森県 青森県 西目屋村 Ⅲ

泥障作１号橋 (ｱｵﾂﾞｸﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３４０号 不明 7.3 11.6 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

白銀橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ) 八戸階上線 1963 3.0 8.2 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

金浜橋 (ｶﾈﾊﾏﾊﾞｼ) 八戸階上線 1959 4.0 5.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

大蛇橋 (ｵｵｼﾞｬﾊﾞｼ) 八戸階上線 1937 3.0 5.8 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

下長1号橋 (ｼﾓﾅｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 八戸百石線 不明 4.0 22.2 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

下長2号橋 (ｼﾓﾅｶﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 八戸百石線 不明 6.0 22.4 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

北沼橋 (ｷﾀﾇﾏﾊﾞｼ) 八戸百石線 1969 8.0 21.2 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

田向橋１号橋 (ﾀﾑｶｲﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 八戸環状線 不明 5.5 22.4 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

八戸橋 (ﾊﾁﾉﾍﾊﾞｼ) 八戸環状線 不明 14.0 17.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

桔梗野1号橋 (ｷｷｮｳﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 八戸環状線 2005 5.8 31.2 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

桔梗野2号橋 (ｷｷｮｳﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 八戸環状線 2005 5.8 31.9 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

コゴウダ橋 (ｺｺﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ) 名川階上線 不明 3.0 4.5 青森県 青森県 南部町 Ⅱ

森越橋 (ﾓﾘｺｼﾊﾞｼ) 名川階上線 1973 13.0 8.0 青森県 青森県 南部町 Ⅱ

平内1号橋 (ﾋﾗﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 名川階上線 不明 6.0 7.0 青森県 青森県 階上町 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 名川階上線 1999 2.8 11.6 青森県 青森県 階上町 Ⅱ

東鳥屋部1号橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾘﾔﾍﾞﾊﾞｼ) 名川階上線 不明 2.3 13.8 青森県 青森県 階上町 Ⅱ

差波橋 (ｻｼﾅﾐﾊﾞｼ) 島守八戸線 2000 13.0 10.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

十日市橋 (ﾄｳｶｲﾁﾊﾞｼ) 差波新井田線 1961 14.0 6.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅲ

田向1号橋 (ﾀﾑｶｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 妙売市線 2001 8.0 18.0 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

新原子橋 (ｼﾝﾊﾗｺﾊﾞｼ) 国道１０１号 1973 8.0 11.8 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

浅間橋 (ｱｻﾏﾊﾞｼ) 国道１０１号 1976 11.0 14.5 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

小沼橋 (ｺﾇﾏﾊﾞｼ) 国道１０１号 2013 2.0 14.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

有明橋 (ｱﾘｱｹﾊﾞｼ) 国道１０１号 不明 2.0 11.1 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

大沼橋 (ｵｵﾇﾏﾊﾞｼ) 国道１０１号 不明 6.0 12.4 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

七ッ館1号 (ﾅﾅﾂﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳ) 国道１０１号 1995 12.0 12.4 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

七ッ館2号 (ﾅﾅﾂﾀﾞﾃﾆｺﾞｳ) 国道１０１号 1995 5.0 12.9 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

広田橋 (ﾋﾛﾀﾊﾞｼ) 国道１０１号 不明 2.0 8.8 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

後藤橋 (ｺﾞﾄｳﾊﾞｼ) 国道１０１号 不明 2.0 9.4 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

広田1号橋 (ﾋﾛﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 不明 2.0 9.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

広田2号橋 (ﾋﾛﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 不明 2.0 9.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

みどり2号橋 (ﾐﾄﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 不明 2.0 8.8 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

弥助橋 (ﾔｽｹﾊﾞｼ) 国道１０１号 不明 10.0 16.1 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

元町1号橋 (ﾓﾄﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 不明 2.0 15.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

掛落林1号 (ｶｴｵﾁﾊﾞﾔｼｲﾁｺﾞｳ) 国道３３９号 1988 3.0 21.7 青森県 青森県 板柳町 Ⅱ
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野中1号橋 (ﾉﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 1988 7.0 33.1 青森県 青森県 板柳町 Ⅱ

掛落林3号橋 (ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 1988 6.0 27.0 青森県 青森県 板柳町 Ⅱ

中泉1号橋 (ﾅｶｲｽﾞﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 1988 7.0 21.0 青森県 青森県 鶴田町 Ⅱ

山道1号橋 (ﾔﾏﾐﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 1988 3.0 20.2 青森県 青森県 鶴田町 Ⅰ

三ツ谷1号橋 (ﾐﾂﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 1996 5.3 16.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

飯田橋 (ｲｲﾀﾞﾊﾞｼ) 国道３３９号 1956 4.0 7.0 青森県 青森県 板柳町 Ⅰ

小幡1号橋 (ｺﾊﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 3.0 8.3 青森県 青森県 板柳町 Ⅲ

小幡3号橋 (ｺﾊﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 3.0 9.1 青森県 青森県 板柳町 Ⅱ

鶴菖橋 (ｶｸｼｮｳﾊﾞｼ) 国道３３９号 1987 5.0 18.2 青森県 青森県 鶴田町 Ⅱ

鶴田1号橋 (ﾂﾙﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 1981 3.0 14.9 青森県 青森県 鶴田町 Ⅱ

鶴田2号 (ﾂﾙﾀﾆｺﾞｳ) 国道３３９号 1981 2.0 15.9 青森県 青森県 鶴田町 Ⅱ

亀田橋 (ｶﾒﾀﾞﾊﾞｼ) 国道３３９号 1957 8.0 6.7 青森県 青森県 鶴田町 Ⅱ

鶴田5号橋 (ﾂﾙﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 4.0 9.8 青森県 青森県 鶴田町 Ⅲ

強巻1号橋 (ｺﾜﾏｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 4.0 7.9 青森県 青森県 鶴田町 Ⅲ

田中堰橋 (ﾀﾅｶｾｷﾊﾞｼ) 国道３３９号 1959 7.0 7.4 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

善兵エ橋 (ｾﾞﾝﾍﾞｴﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 4.0 7.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

栄町1号橋 (ｻｶｴﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 6.0 14.7 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

田町1号橋 (ﾀﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 2.0 14.7 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

川正橋 (ｶﾜｼｮｳﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 4.0 13.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

川和橋 (ｶﾜｶｽﾞﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 3.0 13.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

中平井1号橋 (ﾅｶﾋﾗｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 4.0 12.7 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

桃崎8号橋 (ﾓﾓｻﾞｷﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 2.0 8.7 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

毘沙門1号橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 3.0 7.9 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

毘沙門2号橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 3.0 8.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

毘沙門3号橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 4.0 8.1 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

毘沙門4号橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 4.0 8.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

嘉瀬1号橋 (ｶｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 4.0 11.1 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

嘉瀬2号橋 (ｶｾﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 2.0 6.9 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

萩元橋 (ﾊｷﾞﾓﾄﾊﾞｼ) 国道３３９号 1982 9.0 8.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

萩元橋側道橋 (ﾊｷﾞﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 9.0 3.8 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

川倉1号橋 (ｶﾜｸﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 6.0 10.6 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

川倉2号橋 (ｶﾜｸﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 2012 4.0 9.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

川倉2号側道橋 (ｶﾜｸﾗﾆｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 5.0 3.3 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

長崎橋 (ﾅｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 国道３３９号 1978 5.0 12.2 青森県 青森県 中泊町 Ⅱ

直樹橋 (ﾅｵｷﾊﾞｼ) 国道３３９号 1978 5.0 14.6 青森県 青森県 中泊町 Ⅲ

高根1号橋 (ﾀｶﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 3.0 10.0 青森県 青森県 中泊町 Ⅱ

高根2号橋 (ﾀｶﾈﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 2.0 8.1 青森県 青森県 中泊町 Ⅱ

昆布掛橋 (ｺﾝﾌﾞｶｹﾊﾞｼ) 国道３３９号 1986 12.0 8.7 青森県 青森県 中泊町 Ⅱ

唐崎橋 (ｶﾗｻｷﾊﾞｼ) 国道３３９号 1975 9.0 8.8 青森県 青森県 中泊町 Ⅱ

なみおと橋 (ﾅﾐｵﾄﾊﾞｼ) 国道３３９号 不明 4.0 13.2 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

脇元1号 (ﾜｷﾓﾄｲﾁｺﾞｳ) 国道３３９号 不明 2.0 22.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

太刀打1号橋 (ﾀﾁｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 2008 5.8 23.3 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ
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太刀打2号橋 (ﾀﾁｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 2008 3.9 45.0 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

幾世森1号橋 (ｲｸｾﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 2008 5.6 23.4 青森県 青森県 五所川原市 Ⅰ

飯田橋側道人道橋 (ｲｲﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３３９号 不明 7.1 2.0 青森県 青森県 板柳町 Ⅱ

山科橋 (ﾔﾏｼﾅﾊﾞｼ) 国道３３９号 1978 2.2 13.0 青森県 青森県 中泊町 Ⅱ

勝川橋 (ｶﾂｶﾜﾊﾞｼ) 林五所川原線 1999 10.0 12.9 青森県 青森県 五所川原市 Ⅱ

小惣辺橋 (ｺｿｳﾍﾞﾊﾞｼ) 国道１０２号 1959 11.0 6.7 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

渕沢橋 (ﾌﾁｻﾜﾊﾞｼ) 国道１０２号 1970 11.0 12.9 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

片貝沢１号橋 (ｶﾀｶｲｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０２号 不明 3.0 8.4 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

両泉寺橋 (ﾘｮｳｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 国道１０２号 1970 13.0 11.2 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

小沢口橋 (ｵｻﾞﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 国道１０２号 1970 8.0 11.2 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

中野渡橋 (ﾅｶﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 国道１０２号 1937 12.0 9.0 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

下猿倉橋 (ｼﾓｻﾙｸﾗﾊﾞｼ) 国道１０３号 1974 9.0 9.8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

蔦橋 (ﾂﾀﾊﾞｼ) 国道１０３号 1968 14.0 7.7 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

イタヤノ木1号橋 (ｲﾀﾔﾉｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 4.0 14.9 青森県 青森県 横浜町 Ⅱ

吹越橋 (ﾌｯｺｼﾊﾞｼ) 国道２７９号 1974 13.0 12.0 青森県 青森県 横浜町 Ⅱ

浜通1号橋 (ﾊﾏﾄﾞｵﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３３８号 不明 4.0 7.1 青森県 青森県 三沢市 Ⅲ

三川目橋 (ﾐｶﾜﾒﾊﾞｼ) 国道３３８号 不明 2.0 8.0 青森県 青森県 三沢市 Ⅱ

乙部橋 (ｵﾄﾍﾞﾊﾞｼ) 国道３９４号 1980 7.0 10.1 青森県 青森県 東北町 Ⅲ

保戸沢2号橋 (ﾎﾄﾞｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道３９４号 不明 2.0 8.5 青森県 青森県 東北町 Ⅲ

保戸沢1号橋 (ﾎﾄﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３９４号 不明 2.0 8.5 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

山舘9号橋 (ﾔﾏﾀﾞﾃｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 国道３９４号 不明 8.0 7.8 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

山舘8号橋 (ﾔﾏﾀﾞﾃﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道３９４号 不明 9.0 7.8 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

山館6号橋 (ﾔﾏﾀﾞﾃﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 国道３９４号 不明 2.0 8.0 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

花向橋 (ﾊﾅﾑｶｲﾊﾞｼ) 八戸野辺地線 1958 11.0 6.8 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

大旗屋橋 (ｵｵﾊﾀﾔﾊﾞｼ) 八戸野辺地線 1996 11.0 13.5 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

金矢橋 (ｶﾅﾔﾊﾞｼ) 三沢七戸線 1968 5.0 7.2 青森県 青森県 三沢市 Ⅲ

笊田橋 (ｻﾞﾙﾀﾊﾞｼ) 三沢七戸線 1974 8.0 6.2 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

坂立橋 (ｻｶﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 横浜六ヶ所線 1983 12.0 8.2 青森県 青森県 六ヶ所村 Ⅱ

若狭橋 (ﾜｶｻﾊﾞｼ) 青森田代十和田線 1978 10.0 11.2 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

深持1号橋 (ﾌｶﾓﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 青森田代十和田線 不明 4.0 8.0 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

増沢橋 (ﾏｽｻﾞﾜﾊﾞｼ) 青森田代十和田線 1991 8.0 8.8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

石渡橋 (ｲｼﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 青森田代十和田線 1992 9.0 8.6 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

倉手１号橋 (ｸﾗﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 青森田代十和田線 1995 4.1 13.7 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

一本松橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂﾊﾞｼ) 十和田三戸線 不明 5.0 7.0 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

大光寺橋 (ﾀﾞｲｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 十和田三戸線 不明 5.0 7.9 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

昇陽橋 (ｼｮｳﾖｳﾊﾞｼ) 十和田三戸線 1988 11.0 8.2 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

下川原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ) 七戸十和田湖線 1960 9.0 6.6 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

三日市橋 (ﾐｯｶｲﾁﾊﾞｼ) 中ノ渡十和田線 1981 8.0 9.3 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

仏橋 (ﾎﾄｹﾊﾞｼ) 天ヶ森三沢線 不明 8.0 7.6 青森県 青森県 三沢市 Ⅱ

天ヶ森橋 (ｱﾏｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 天ヶ森三沢線 不明 8.0 7.7 青森県 青森県 三沢市 Ⅲ

淋代平1号橋 (ｻﾋﾞｼﾛﾀﾞｲﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 天ヶ森三沢線 不明 5.0 6.8 青森県 青森県 三沢市 Ⅲ

天間舘1号橋 (ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 乙供停車場中野線 不明 2.0 10.2 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ
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桧川台山3号橋 (ﾋﾉｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 泊陸奥横浜停車場線 1990 13.0 8.2 青森県 青森県 横浜町 Ⅱ

第3折茂橋 (ﾀﾞｲｻﾝｵﾘﾓﾊﾞｼ) 折茂上北町停車場線 不明 6.0 7.2 青森県 青森県 六戸町 Ⅲ

七百橋 (ｼﾁﾋｬｸﾊﾞｼ) 折茂上北町停車場線 1976 7.0 11.2 青森県 青森県 六戸町 Ⅲ

柳町橋 (ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾊﾞｼ) 米田六戸線 1990 13.0 10.6 青森県 青森県 六戸町 Ⅱ

犬落瀬１号橋 (ｲﾇｵﾄｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 米田六戸線 不明 11.0 10.2 青森県 青森県 六戸町 Ⅲ

名古木橋 (ﾅｺｷﾊﾞｼ) 米田六戸線 1953 7.0 9.9 青森県 青森県 六戸町 Ⅱ

實橋 (ﾐﾉﾘﾊﾞｼ) 後平青森線 1962 12.0 4.4 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

二戸の瀬橋 (ﾆﾄﾉｾﾊﾞｼ) 後平青森線 1987 14.0 5.2 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

竹ノ沢橋 (ﾀｹﾉｻﾜﾊﾞｼ) 後平青森線 1983 8.0 4.9 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

上北鉱山6号橋 (ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 後平青森線 1991 12.0 7.2 青森県 青森県 七戸町 Ⅱ

新萌出橋 (ｼﾝﾓﾀﾞｼﾊﾞｼ) 水喰野辺地線 1984 10.0 8.2 青森県 青森県 東北町 Ⅱ

焼山小溪橋 (ﾔｹﾔﾏｼｮｳｹｲﾊﾞｼ) 青森十和田湖自転車道線 1987 14.0 3.8 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

大間1号橋 (ｵｵﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 5.0 19.3 青森県 青森県 大間町 Ⅱ

蛇浦橋 (ﾍﾋﾞｳﾗﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 6.0 8.5 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

沢ノ黒橋 (ｻﾜﾉｸﾛﾊﾞｼ) 国道２７９号 1959 9.0 8.2 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

沢ノ黒側道橋 (ｻﾜﾉｸﾛｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 1990 10.0 3.3 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

根戸内橋 (ﾈﾄﾅｲﾊﾞｼ) 国道２７９号 2001 12.0 10.8 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

根戸内側道橋 (ﾈﾄﾅｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 1990 10.0 3.3 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

夕立橋 (ﾕｳﾀﾞﾁﾊﾞｼ) 国道２７９号 1958 4.0 9.5 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

小田陰橋 (ｵﾀﾞｶｹﾞﾊﾞｼ) 国道２７９号 1963 4.0 7.8 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

杉乃尻橋 (ｽｷﾞﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ) 国道２７９号 1987 13.0 11.0 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 国道２７９号 1955 5.0 10.1 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

桑畑橋 (ｸﾜﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 国道２７９号 1956 12.0 7.7 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

三崎橋 (ﾐｻｷﾊﾞｼ) 国道２７９号 1963 5.0 7.7 青森県 青森県 風間浦村 Ⅲ

佐久間橋 (ｻｸﾏﾊﾞｼ) 国道２７９号 1956 4.0 7.2 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

焼山橋 (ﾔｷﾔﾏﾊﾞｼ) 国道２７９号 2000 10.0 14.0 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

焼山1号橋 (ﾔｷﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 2.0 5.8 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

玉江橋 (ﾀﾏｴﾊﾞｼ) 国道２７９号 1963 5.0 7.8 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

入江橋 (ｲﾘｴﾊﾞｼ) 国道２７９号 1956 4.0 6.8 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

大川尻橋 (ｵｵｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 国道２７９号 1963 7.0 7.4 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

日和橋 (ﾋﾖﾘﾊﾞｼ) 国道２７９号 1956 6.0 8.1 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

東向滝橋 (ﾋｶﾞｼﾑｶｲﾀｷﾊﾞｼ) 国道２７９号 1934 2.0 7.7 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

下風呂1号橋 (ｼﾓﾌﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 3.0 15.9 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

温泉橋 (ｵﾝｾﾝﾊﾞｼ) 国道２７９号 1939 4.0 16.3 青森県 青森県 風間浦村 Ⅱ

畑尻1号橋 (ﾊﾀｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 3.0 7.6 青森県 青森県 風間浦村 Ⅰ

佐助川1号橋 (ｻｽｹｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 3.0 8.0 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

佐助川2号橋 (ｻｽｹｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 3.0 7.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

佐助川3号橋 (ｻｽｹｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 2.0 7.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 5.0 9.0 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

鷲乃巣橋 (ﾜｼﾉｽﾊﾞｼ) 国道２７９号 1958 5.0 9.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

三右ェ門橋 (ｻﾝｴﾓﾝﾊﾞｼ) 国道２７９号 1956 6.0 8.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 国道２７９号 1958 6.0 8.0 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ



【青森県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点
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赤石橋 (ｱｶｲｼﾊﾞｼ) 国道２７９号 1958 7.0 6.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

砂鉄橋 (ｻﾃﾂﾊﾞｼ) 国道２７９号 1962 5.0 8.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

二枚橋 (ﾆﾏｲﾊﾞｼ) 国道２７９号 1958 8.0 9.3 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

駒込橋 (ｺﾏｺﾞﾒﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 2.0 8.1 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

大畑2号橋 (ｵｵﾊﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 2.0 7.2 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

長土橋 (ﾁｮｳﾄﾞﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 2.0 9.3 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

汐橋 (ｼｵﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 3.0 8.5 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

正津川3号橋 (ｼｮｳﾂﾞｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 2.0 9.5 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

手洗橋(関根1号) (ﾃｱﾗｲﾊﾞｼ) 国道２７９号 1932 3.0 9.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

女舘1号橋 (ｵﾝﾅﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 3.0 16.1 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

大曲橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 3.0 23.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

中山橋(大曲2号) (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 3.0 8.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 1971 7.0 9.5 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

金谷沢1号橋 (ｶﾅﾔｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 2.0 10.5 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

奥内橋 (ｵｸﾅｲﾊﾞｼ) 国道２７９号 不明 2.0 14.7 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ) 国道２７９号 1990 13.5 16.8 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

近川橋 (ﾁｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２７９号 1981 13.6 10.9 青森県 青森県 むつ市 Ⅰ

芦川堰橋 (ｱｼｶﾜｾﾞｷﾊﾞｼ) 国道１０１号 1965 3.0 10.5 青森県 青森県 つがる市 Ⅱ

1号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1978 3.0 7.8 青森県 青森県 五所川原市 Ⅲ

4号橋 (ﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1969 3.0 12.3 青森県 青森県 つがる市 Ⅲ

5号橋 (ｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1969 4.0 9.9 青森県 青森県 つがる市 Ⅱ

7号橋 (ﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1969 7.0 11.5 青森県 青森県 つがる市 Ⅲ

8号橋 (ﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1969 5.0 11.7 青森県 青森県 つがる市 Ⅲ

11号橋 (ｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 不明 4.0 39.0 青森県 青森県 つがる市 Ⅰ

漆館橋 (ｳﾙｼﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 国道１０１号 1971 10.0 10.1 青森県 青森県 つがる市 Ⅱ

森田1号 (ﾓﾘﾀｲﾁｺﾞｳ) 国道１０１号 1988 2.0 53.3 青森県 青森県 つがる市 Ⅱ

大館1号橋 (ｵｵﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1988 3.0 20.0 青森県 青森県 つがる市 Ⅱ

森田跨道橋 (ﾓﾘﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1984 7.5 16.5 青森県 青森県 つがる市 Ⅱ

桜沢橋 (ｻｸﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 2001 13.0 10.8 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

江沢橋 (ｴｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1971 4.0 9.9 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

深沢橋 (ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1969 3.0 10.1 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

小舟川橋 (ｺﾌﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1968 8.0 12.7 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

大舟川橋 (ｵｵﾌﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1968 5.0 10.6 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

浜館橋 (ﾊﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 国道１０１号 1968 5.0 8.0 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

浜館2号橋 (ﾊﾏﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1968 3.8 8.4 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ

オシャッコ橋 (ｵｼｬｯｺﾊﾞｼ) 国道１０１号 1968 8.0 14.0 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

ドロッコプ橋 (ﾄﾞﾛｯｺﾌﾟﾊﾞｼ) 国道１０１号 1968 6.0 8.6 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

黒崎橋 (ｸﾛｻｷﾊﾞｼ) 国道１０１号 1970 10.0 9.6 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ

塩見崎1号橋(仮) (ｼｵﾐｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 不明 4.0 8.0 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

小広戸側道橋 (ｺﾋﾛﾄｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1962 13.0 2.8 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

新廣戸側道橋 (ｼﾝﾋﾛﾄｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1990 13.0 3.3 青森県 青森県 深浦町 Ⅰ

古川側道橋 (ｺｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１０１号 1992 4.0 2.0 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ
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玉坂橋 (ﾀﾏｻｶﾊﾞｼ) 国道１０１号 1967 7.0 17.7 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 国道１０１号 1967 7.0 7.9 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ

脇野沢橋 (ﾜｷﾉｻﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1965 14.0 9.7 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ

泥川橋 (ﾄﾞﾛｶﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1960 8.0 10.8 青森県 青森県 深浦町 Ⅲ

下浜館橋 (ｼﾓﾊﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 国道１０１号 1968 5.0 10.1 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

釜屋沢橋 (ｶﾏﾔｻﾜﾊﾞｼ) 国道１０１号 1974 10.0 9.0 青森県 青森県 深浦町 Ⅱ

天間沢橋 (ﾃﾝﾏｻﾜﾊﾞｼ) むつ尻矢崎線 2008 80.0 13.0 青森県 青森県 東通村 Ⅰ

二枚橋側道橋 (ﾆﾏｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 不明 10.0 1.5 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

奥戸橋側道橋 (ｵｺｯﾍﾟﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２７９号 2003 70.0 1.9 青森県 青森県 大間町 Ⅰ

桔梗橋(上り) (ｷｷｮｳﾊﾞｼ) 八戸環状線 2013 530.0 9.6 青森県 青森県 八戸市 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ) 撫牛子和徳町線 1973 21.6 27.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅱ

川村橋 (ｶﾜﾑﾗﾊｼ) 大森三和線 1974 19.1 8.5 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

朝陽橋 (ﾁｮｳﾖｳﾊﾞｼ) 和徳下白銀町線 1973 16.4 16.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 田町和徳町線 1980 26.8 9.1 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

野崎橋 (ﾉｻﾞｷﾊﾞｼ) 蒔苗鳥井野線 2002 16.0 6.6 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

三本柳橋 (ｻﾝﾎﾞﾝﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 百沢・中野・目屋線 1976 21.5 7.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 向山五所線 1973 33.1 5.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

桜井大橋 (ｻｸﾗｲｵｵﾊｼ) 藤沢桜井線 1973 40.0 5.5 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

新山崎橋 (ｼﾝﾔﾏｻﾞｷﾊｼ) 大原館野線 1980 18.7 6.6 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

市原橋 (ｲﾁﾊﾗﾊｼ) 十面沢笹舘線 1988 15.0 7.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

国吉橋 (ｸﾆﾖｼﾊｼ) 国吉黒土線 1979 33.8 7.8 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

裾野１号橋 (ｽｿﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 地蔵様国吉線 1993 23.5 8.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

城北大橋 (ｼﾞｮｳﾎｸｵｵﾊｼ) 神田石渡線 1980 234.8 12.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

大和沢川橋 (ｵｵﾜｻﾜｶﾞﾜﾊｼ) 大和沢深山沢１号線 1973 27.5 6.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

童子森橋 (ﾄﾞｳｼﾞﾓﾘﾊｼ) 童子森線 1979 15.6 6.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊｼ) 賀田・八幡・荒神山線 2004 15.5 3.5 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

蔵助沢橋 (ｸﾗｽｹｻﾞﾜﾊﾞｼ) 百沢・杉山線 1976 19.5 6.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

後長根沢橋 (ｳｼﾛﾅｶﾞﾈｻﾜﾊﾞｼ) 百沢・杉山線 1976 15.5 6.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

作沢橋 (ｻｸｻﾜﾊﾞｼ) 舟打沢田線 1984 63.0 4.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

勢ノ沢橋 (ｾﾉｻﾜﾊﾞｼ) 舟打沢田線 1981 20.5 4.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

中西田橋 (ﾅｶﾆｼﾀﾊｼ) 撫牛子神田１号線 1979 41.0 14.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

稲元橋 (ｲﾅﾓﾄﾊｼ) 大沢清水森線 1981 22.1 6.5 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

西下田面１号橋 (ﾆｼｼﾓﾀﾞﾒﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大沢清水森線 1981 15.4 7.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

茜橋 (ｱｶﾈﾊﾞｼ) 茂森町樋の口町線 1995 37.1 16.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

田ノ尻橋 (ﾀﾉｼﾘﾊﾞｼ) 宮地・築舘線 2005 27.7 4.5 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

園村橋 (ｿﾉﾑﾗﾊﾞｼ) 園村線 1976 25.4 5.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅱ

新鳥井野橋 (ｼﾝﾄﾘｲﾉﾊﾞｼ) 鳥井野五代線 1977 20.1 9.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅲ

上沢田橋 (ｶﾐｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 沢田線 1976 27.8 4.0 弘前市 青森県 弘前市 Ⅱ

水星橋 (ｽｲｾｲﾊｼ) 桜井山越線 1991 52.1 7.3 弘前市 青森県 弘前市 Ⅰ

小友橋 (ｵﾄﾓﾊｼ) 小友種市線 不明 61.2 11.5 弘前市 青森県 弘前市 Ⅱ

白蛇跨線橋 (ﾊｸｼﾞｬｺｾﾝｷｮｳ) 上野仲間木線 1966 38.7 2.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

八戸通り跨線橋 (ﾊﾁﾉﾍﾄﾞｵﾘｺｾﾝｷｮｳ) 下長1号線 1971 87.7 5.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ
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（西暦）
橋梁名(フリガナ）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

長保橋 (ﾁｮｳﾎﾊﾞｼ) 轟木前轟木前谷地線 1983 40.2 5.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

和野橋 (ﾜﾉﾊﾞｼ) 和野前陸奥市川線 1968 33.5 5.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 大仏張田線 1970 23.6 3.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

横手橋 (ﾖｺﾃﾊﾞｼ) 張田三条目線 1970 23.6 6.3 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

根市橋 (ﾈｲﾁﾊﾞｼ) 張田三条目線 1970 24.9 5.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

矢沢橋 (ﾔｻﾜﾊﾞｼ) 上長豊崎線 1970 21.7 4.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

開明橋 (ｶｲﾒｲﾊﾞｼ) 八戸駅正法寺線 1970 29.1 7.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

中之橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 一番町6号線 1963 27.0 6.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

新大橋 (ｼﾝｵｵﾊｼ) 沼館小田線 1955 300.8 7.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

根城大橋 (ﾈｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 根城前田線 1980 524.9 10.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 柳町根城線 1967 140.0 18.3 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

塩入橋 (ｼｵｲﾘﾊﾞｼ) 塩入橋線 1986 101.0 12.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

是川橋 (ｺﾚｶﾜﾊﾞｼ) 是川団地1号線 1979 77.5 8.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

風張橋 (ｶｻﾞﾊﾘﾊﾞｼ) 風張線 1989 66.5 7.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

鷹ノ巣橋 (ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ) 西母袋子線 2013 50.0 9.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

母袋子橋 (ﾎﾛｺﾊﾞｼ) 東母袋子線 1995 50.0 2.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

黒坂橋 (ｸﾛｻｶﾊﾞｼ) 十日市線 1970 21.6 4.3 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

籠田橋 (ｶｺﾞﾀﾊﾞｼ) 十日市階上線 1987 24.0 7.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

片橋 (ｶﾀﾊﾞｼ) 差波線 1966 26.3 2.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

沢里橋 (ｻﾜｻﾄﾊﾞｼ) 沢里田面木線 1988 90.9 11.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

八戸環状線第２跨道橋 (ﾊﾁﾉﾍｶﾝｼﾞｮｳｾﾝﾀﾞｲ2ｺﾄﾞｳｷｮｳ) 新都市流通団地西線 1986 49.3 7.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

笹子橋 (ｻｻｺﾊﾞｼ) 八戸福地線 1978 25.7 10.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

相畑橋 (ｱｲﾊﾀﾊﾞｼ) 相畑古里線 1984 15.2 7.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

ドンドン坂橋 (ﾄﾞﾝﾄﾞﾝｻｶﾊﾞｼ) 島守・不習線 1984 27.3 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

沢内橋 (ｻﾜｳﾁﾊﾞｼ) 島守・不習線 1984 17.0 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

新巻橋 (ｼﾝﾏｷﾊﾞｼ) 島守・是川線 1997 55.9 9.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 江花沢簗瀬線 1980 59.0 6.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

中ノ沢橋 (ﾅｶﾉｻﾜﾊﾞｼ) 馬場瀬市野沢線 1986 47.6 7.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

下洗橋 (ｼﾓｱﾗｲﾊﾞｼ) 市野沢下洗線 1990 21.1 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

上頃巻沢橋 (ｶﾐｺﾛﾏｷｻﾜﾊﾞｼ) 鴨平上頃巻沢線 1984 16.9 8.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

新相畑橋 (ｼﾝｱｲﾊﾀﾊﾞｼ) 番屋不習線 1990 65.0 7.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

留長根橋 (ﾄﾒﾅｶﾞﾈﾊﾞｼ) 大久保拵坂線 1995 20.0 5.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

力石橋（道路橋） (ﾁｶﾗｲｼﾊﾞｼ) 力石小松線 1986 59.6 4.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

平中橋 (ﾀｲﾅｶﾊﾞｼ) 西1号線 1986 40.8 5.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

滝谷橋 (ﾀｷﾔﾊﾞｼ) 滝谷1号線 2001 36.6 6.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

下滝谷橋 (ｼﾓﾀｷﾔﾊﾞｼ) 滝谷4号線 2004 36.5 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 永福寺線 2003 36.5 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

永福寺橋 (ｴｲﾌｸｼﾞﾊﾞｼ) 渋民夏間木線 2001 37.7 6.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

柳館橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 八戸駅正法寺線 2001 56.4 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

新湊橋 (ｼﾝﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 南横町線 1989 93.0 12.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

天狗の木橋 (ﾃﾝｸﾞﾉｷﾊﾞｼ) 館越山線 2003 50.2 7.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

根子久保橋 (ﾈｺｸﾎﾞﾊﾞｼ) 泥ノ木・根子久保線 1986 51.9 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ
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忍山橋 (ｼﾉﾌﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 赤坂・忍山線 1986 69.9 5.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

西ノ沢跨道橋 (ﾆｼﾉｻﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 根城前田線 1980 16.8 4.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

河原木１２号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ12ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１０号線 不明 4.8 9.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木２０号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ20ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１０号線 不明 3.1 9.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１号橋 (ｲｼﾄﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木９５号線 不明 2.3 6.3 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂３号橋 (ｲｼﾄﾞｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木９３号線 不明 2.3 9.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂４号橋 (ｲｼﾄﾞｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂緑道１号線 不明 2.3 10.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂５号橋 (ｲｼﾄﾞｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７号線 不明 2.3 9.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂６号橋 (ｲｼﾄﾞｳ6ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１０４号線 不明 2.3 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

石堂７号橋 (ｲｼﾄﾞｳ7ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１０２号線 不明 2.3 6.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂８号橋 (ｲｼﾄﾞｳ8ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１０７号線 不明 2.3 6.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂９号橋 (ｲｼﾄﾞｳ9ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木６１号線 不明 3.3 15.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１０号橋 (ｲｼﾄﾞｳ10ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１２号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

石堂１１号橋 (ｲｼﾄﾞｳ11ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１３号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１２号橋 (ｲｼﾄﾞｳ12ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１４号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１３号橋 (ｲｼﾄﾞｳ13ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１５号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１４号橋 (ｲｼﾄﾞｳ14ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１６号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１５号橋 (ｲｼﾄﾞｳ15ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１８号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１６号橋 (ｲｼﾄﾞｳ16ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１９号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１７号橋 (ｲｼﾄﾞｳ17ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１１号線 不明 3.2 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１８号橋 (ｲｼﾄﾞｳ18ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７号線 不明 3.3 9.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂１９号橋 (ｲｼﾄﾞｳ19ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１６４号線 不明 3.2 10.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２０号橋 (ｲｼﾄﾞｳ20ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１８２号線 不明 3.4 6.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２１号橋 (ｲｼﾄﾞｳ21ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１８５号線 不明 6.0 5.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２２号橋 (ｲｼﾄﾞｳ22ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１２号線 不明 6.2 9.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２３号橋 (ｲｼﾄﾞｳ23ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木５９号線 不明 6.1 9.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２４号橋 (ｲｼﾄﾞｳ24ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木５８号線 不明 3.6 12.3 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２５号橋 (ｲｼﾄﾞｳ25ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木６８号線 不明 2.2 9.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２６号橋 (ｲｼﾄﾞｳ26ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木６９号線 不明 2.1 7.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２７号橋 (ｲｼﾄﾞｳ27ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７１号線 不明 2.1 12.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２８号橋 (ｲｼﾄﾞｳ28ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７０号線 不明 2.4 10.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂２９号橋 (ｲｼﾄﾞｳ29ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７２号線 不明 2.1 12.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂３０号橋 (ｲｼﾄﾞｳ30ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７１号線 不明 2.1 9.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂３１号橋 (ｲｼﾄﾞｳ31ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木７４号線 不明 2.1 12.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

石堂３２号橋 (ｲｼﾄﾞｳ32ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１２７号線 不明 3.5 6.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂３３号橋 (ｲｼﾄﾞｳ33ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１２４号線 不明 3.5 11.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

石堂３４号橋 (ｲｼﾄﾞｳ34ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１３９号線 不明 3.5 6.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

石堂３５号橋 (ｲｼﾄﾞｳ35ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木６２号線 不明 3.5 17.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂３６号橋 (ｲｼﾄﾞｳ36ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１８９号線 不明 3.5 11.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

石堂３７号橋 (ｲｼﾄﾞｳ37ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１７６号線 不明 3.7 6.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

石堂３８号橋 (ｲｼﾄﾞｳ38ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１６９号線 不明 4.6 7.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

城下１号橋 (ｼﾛｼﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 沼館城下１号線 不明 4.0 21.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ



【青森県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

行政区域
路線名

架設
年次

（西暦）
橋梁名(フリガナ）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

城下２号橋 (ｼﾛｼﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 城下二丁目１号線 不明 5.2 14.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

城下４号橋 (ｼﾛｼﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 城下二丁目４号線 不明 4.3 4.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

城下７号橋 (ｼﾛｼﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ) 本八戸駅沼館２号線 不明 3.5 19.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

城下８号橋 (ｼﾛｼﾀ8ｺﾞｳｷｮｳ) 江陽小学校通線 不明 3.9 6.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

江陽２号橋 (ｺｳﾖｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) ２号二中通線 不明 3.7 8.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

江陽３号橋 (ｺｳﾖｳ3ｺﾞｳｷｮｲｳ) 小中野線 不明 3.2 16.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

江陽４号橋 (ｺｳﾖｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 江陽小学校通線 不明 3.5 6.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

江陽５号橋 (ｺｳﾖｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 小中野北一丁目３号線 不明 3.6 6.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

江陽６号橋 (ｺｳﾖｳ6ｺﾞｳｷｮｳ) 小中野北２号線 不明 3.6 5.9 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

江陽７号橋 (ｺｳﾖｳ7ｺﾞｳｷｮｳ) 小中野北４号線 不明 2.5 9.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

馬尻橋 (ﾊﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ) 新井田川河岸線 不明 5.0 15.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

根城１号橋 (ﾈｼﾞｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 根城１号線 不明 6.2 7.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

根城２号橋 (ﾈｼﾞｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 根城２号線 不明 3.5 14.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

松山１号橋 (ﾏﾂﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 重地水溜線 不明 2.5 5.9 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

松山２号橋 (ﾏﾂﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 松山小久保頭線 不明 3.1 7.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

第１外ノ久保橋 (ﾀﾞｲ1ｿﾄﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ) 西金浜１号線 不明 3.0 2.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

長苗代２号橋 (ﾅｶﾞﾅﾜｼﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 内舟渡２号線 不明 2.5 6.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

下沢内２号橋 (ｼﾓｻﾜｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下沢内線 不明 3.2 34.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木３号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木９号線 不明 2.3 12.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木４号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木４１号線 不明 2.3 9.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木６号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木６号線 不明 4.2 13.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

河原木７号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１１号線 不明 4.2 10.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

河原木１１号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ11ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木９号線 不明 5.0 9.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木１５号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ15ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木４号線 不明 3.2 13.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木１９号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ19ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木４６号線 不明 3.1 7.7 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木１号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木１７号線 不明 2.3 7.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

河原木２号橋 (ｶﾜﾗｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 石堂河原木８号線 不明 2.5 12.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 下長１号線 不明 2.9 15.1 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

第３轟木橋 (ﾀﾞｲ3ﾄﾄﾞﾛｷﾊﾞｼ) 轟木下田線 不明 2.6 6.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

田ノ沢下線 (ﾀﾉｻﾜｼﾀﾊﾞｼ) 尻引轟木線 不明 3.5 4.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

向谷地前橋 (ﾑｶｲﾔﾁﾏｴﾊﾞｼ) 橋向尻引線 不明 3.4 10.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

笹ノ沢橋 (ｻｻﾉｻﾜﾊﾞｼ) 笹ノ沢杉子沢線 不明 2.4 11.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

田端橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 笹ノ沢轟木線 不明 2.2 3.9 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

尻内鴨ヶ池橋 (ｼﾘｳﾁｶﾓｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 尻内田端１号線 不明 2.5 3.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

直田堰橋 (ｼﾞｷﾃﾞﾝｾﾞｷﾊﾞｼ) 正法寺下長線 不明 4.0 6.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

張田橋 (ﾊﾘﾀﾊﾞｼ) 張田熊ノ沢線 不明 2.9 3.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

根岸橋 (ﾈｷﾞｼﾊﾞｼ) 張田熊ノ沢線 不明 2.6 3.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

栃ノ木橋 (ﾄﾁﾉｷﾊﾞｼ) 正法寺上市川線 不明 1.7 9.6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

下中坪橋 (ｼﾓﾅｶﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 下長２号線 不明 2.9 7.0 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

高館橋 (ﾀｶﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 高館１７号線 1977 43.3 3.0 黒石市 青森県 黒石市 Ⅱ

長谷沢橋 (ﾅｶﾞｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) 上十川４号線 1977 40.8 4.0 黒石市 青森県 黒石市 Ⅱ

林2号橋 (ﾊﾔｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 林生田線 不明 8.0 4.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ
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蓮川橋 (ﾊｽｶﾜﾊﾞｼ) 蓮川3号線 不明 8.0 4.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

清川橋 (ｷﾖｶﾜﾊﾞｼ) 蓮川4号線 不明 9.0 4.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

塩越橋 (ｼｵｺｼﾊﾞｼ) 兼館3号線 不明 11.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下福原橋 (ｼﾓﾌｸﾊﾗﾊﾞｼ) 下福原吉見線 不明 6.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

兼館橋 (ｶﾈﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 兼館4号線 不明 11.0 5.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 停車場松原線 不明 5.0 6.9 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

吹原1号橋 (ﾌｷﾊﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 吹原中央線 不明 3.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

広島橋 (ﾋﾛｼﾏﾊﾞｼ) 石館広島線 不明 2.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

林1号橋 (ﾊﾔｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 林中央線 不明 8.0 5.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅲ

広須4号橋 (ﾋﾛｽﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 松原中央線 不明 7.0 10.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

姫松橋 (ﾋﾒﾏﾂﾊﾞｼ) 館岡姫松線 不明 2.0 5.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

稲元橋 (ｲﾈﾓﾄﾊｼ) 館岡山田川線 不明 2.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

亀下橋 (ｶﾒｼﾀﾊﾞｼ) 亀ヶ岡山田川線 不明 9.0 4.7 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

内川橋 (ｳﾁｶﾜﾊﾞｼ) 柴田中央線 不明 8.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

森十橋 (ﾓﾘﾄﾊﾞｼ) 森田十文字線 不明 13.0 8.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

猫渕橋 (ﾈｺﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 中田猫渕線 不明 2.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

漆館2号橋 (ｳﾙｼﾀﾞﾃﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 中田猫渕線 不明 2.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

漆館1号橋 (ｳﾙｼﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 中田猫渕線 不明 12.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾊﾞｼ) 中田猫渕線 不明 3.0 5.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

広須1号橋 (ﾋﾛｽﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 上相野柏線 不明 10.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

栄田橋 (ﾖﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 上相野柏線 不明 2.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

姥島1号橋 (ｳﾊﾞｼﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 桑野木田八重崎線 不明 3.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上古川1号橋 (ｶﾐｺｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 上古川稲盛線 不明 3.0 8.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

稲盛1号橋 (ｲｾｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 稲盛芦沼線 不明 7.0 7.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下古川1号橋 (ｼﾓｺｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 下古川6号線 不明 3.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

姥島2号橋 (ｳﾊﾞｼﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 下町2号線 不明 2.0 5.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

生田放橋 (ｲｸﾀﾊﾅﾚﾊﾞｼ) 林立花線 不明 10.0 7.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

沼館1号橋 (ﾇﾏﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 吉出線 不明 3.0 7.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

出精川橋 (ｼｭｯｾｲｶﾜﾊﾞｼ) 林立花線 不明 11.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

沼館2号橋 (ﾇﾏﾀﾞﾃﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 沼館線 不明 2.0 12.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

今市橋 (ｲﾏｲﾁﾊﾞｼ) 林立花線 不明 2.0 7.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

元増橋 (ﾓﾄﾏｽﾊｼ) 楽田・元増線 不明 12.0 5.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

鶴見里橋 (ﾂﾙﾐｻﾄﾊﾞｼ) 元増・家調線 不明 2.0 8.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

家調1号橋 (ｶﾁｮｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 元増・家調線 不明 2.0 9.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

家調3号橋 (ｶﾁｮｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 家調2号線 不明 3.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

屏風山大橋 (ﾋﾞｮｳﾌﾞｻﾞﾝｵｵﾊｼ) 木造屏風山線 不明 14.7 7.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

東俣1号橋 (ﾋｶﾞｼﾏﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 芦部岡沼崎線 不明 3.0 8.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

無名橋3 () 富萢47号線 不明 2.0 7.4 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

無名橋4 () 富萢47号線 不明 2.0 11.4 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

沖善津橋 (ｵｷｾﾞﾝﾂﾊﾞｼ) 芦部岡吉出線 不明 5.0 6.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

無名橋5 () 豊富15号線 不明 7.0 4.4 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

再賀橋 (ｻｲｶﾞﾊﾞｼ) 出崎沖善津線 不明 5.0 6.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ
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鬼沼橋 (ｵﾆﾇﾏﾊｼ) 丸山出来島線 不明 5.0 5.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 丸山蓮花田線 不明 6.0 8.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

平野1号橋 (ﾋﾗﾉｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 丸山蓮花田線 不明 10.0 7.4 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

蓮花田橋 (ﾚﾝｹﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 丸山蓮花田線 不明 13.0 7.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

中の林橋 (ﾅｶﾉﾊﾔｼﾊﾞｼ) 土滝桜井線 不明 13.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

千代田橋 (ﾁﾖﾀﾞﾊﾞｼ) 千代田中の林線 不明 3.0 9.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

常盤1号橋 (ﾄｷﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 福原木造線 不明 2.0 8.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

紫田橋 (ｼﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 福原木造線 不明 11.0 8.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

濁川橋 (ﾆｺﾞﾘｶﾜﾊｼ) 中舘濁川線 不明 11.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

福原橋 (ﾌｸﾊﾗﾊﾞｼ) 福原菊川線 不明 14.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

吉見1号橋 (ﾖｼﾐｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 近野吉見線 不明 2.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

平岡橋 (ﾋﾗｵｶﾊﾞｼ) 十文字菊川線 不明 7.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

田園橋 (ﾃﾞﾝｴﾝﾊﾞｼ) 森田田園線 不明 2.0 8.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

稲盛２号橋 (ｲｾﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 稲盛1号線 不明 3.0 5.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上派立1号橋 (ｶﾐﾊﾀﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 上派立田の尻線 不明 14.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上派立2号橋 (ｶﾐﾊﾀﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 上派立２号線 不明 5.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 蓮花田豊田線 不明 9.0 6.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

姥島５号橋 (ｳﾊﾞｼﾏｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 姥島上古川線 不明 3.0 15.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

富久地橋 (ﾌｸﾁﾊﾞｼ) 蓮花田豊田線 不明 3.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

長豊橋 (ﾅｶﾞﾄﾖﾊｼ) 千代田遠山線 不明 3.0 8.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

野田1号橋 (ﾉﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 野田2号線 不明 4.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

米盛橋 (ｺﾒﾓﾘﾊｼ) 遠山1号線 不明 4.0 4.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

遠山橋 (ﾄｵﾔﾏﾊﾞｼ) 遠山1号線 不明 9.0 5.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

野末3号橋 (ﾉｽｴｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 野末・穂積線 不明 2.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

繁田7号橋 (ｼｹﾞﾀﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 繁田５号線 不明 8.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下派立橋 (ｼﾓﾊﾀﾞﾁﾊﾞｼ) 下派立・下繁田線 不明 10.0 4.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下繁田1号橋 (ｼﾓｼｹﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 下派立・下繁田線 不明 12.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

座八橋 (ｻﾞﾊﾁﾊﾞｼ) 大畑宮崎線 不明 3.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

林堰橋 (ﾊﾔｼｾｷﾊｼ) 林兼館線 不明 9.0 4.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

赤根2号橋 (ｱｶﾈﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 赤根１号線 不明 5.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

生田1号橋 (ｲｸﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 林兼館線 不明 8.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

白金橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ) 林兼館線 不明 5.0 4.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

早田橋 (ﾊﾔﾀﾊﾞｼ) 赤根蓮花田線 不明 13.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

吉野1号橋 (ﾖｼﾉｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 川除出野里線 不明 2.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

吉野2号橋 (ﾖｼﾉﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 川除出野里線 不明 3.0 5.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

白菊1号橋 (ｼﾗｷﾞｸｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 川除出野里線 不明 2.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

白菊2号橋 (ｼﾗｷﾞｸﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 川除出野里線 不明 5.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 松原増田線 不明 5.0 3.9 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

赤根1号橋 (ｱｶﾈｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 赤根芦沼線 不明 5.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 清水増田線 不明 4.0 5.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 山田吉野線 不明 2.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

豊棯橋 (ﾎｳﾈﾝﾊﾞｼ) 山田吉野線 不明 11.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ
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浅田橋 (ｱｻﾀﾞﾊﾞｼ) 浅田近野線 不明 7.0 8.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

吉野1号橋 (ﾖｼﾉｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 川端通り線 不明 2.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

川端1号橋 (ｶﾜﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 川端通り線 不明 11.0 4.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

川端2号橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 川端通り線 不明 11.0 4.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

吉野2号橋 (ﾖｼﾉﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 川端通り線 不明 2.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

富岡橋 (ﾄﾐｵｶﾊｼ) 富岡田園線 不明 3.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

鶴泊橋 (ﾂﾙﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ) 森内鶴泊線 不明 6.0 5.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

栄田幹線橋 (ﾖﾝﾀﾞｶﾝｾﾝｷｮｳ) 栄田幹線 不明 2.0 18.9 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

猫渕田園橋 (ﾈｺﾌﾞﾁﾃﾞﾝｴﾝｷｮｳ) 猫渕田園線 不明 2.0 4.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

中田田園橋 (ﾅｶﾀﾃﾞﾝｴﾝｷｮｳ) 中田田園線 不明 9.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

中吉橋 (ﾅｶｷﾁﾊｼ) 中田吉野線 不明 7.0 5.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下町2号橋 (ｼﾓﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 下町5号線 不明 3.0 3.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下町5号橋 (ｼﾓﾏﾁｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 上古川３号線 不明 3.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

鷺坂1号橋 (ｻｷﾞｻｶｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 鷺坂7号線 不明 3.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

向陽橋 (ｺｳﾖｳﾊﾞｼ) 千年2号線 不明 3.0 6.9 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

広須3号橋 (ﾋﾛｽｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 広須3号線 不明 8.0 3.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

正方寺橋 (ｼｮｳﾎｳｼﾞﾊﾞｼ) 千年3号線 不明 7.0 4.7 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

姥島4号橋 (ｳﾊﾞｼﾏﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 姥島5号線 不明 10.0 4.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

姥島6号橋 (ｳﾊﾞｼﾏﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 姥島8号線 不明 10.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上古川3号橋 (ｶﾐｺｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 幾山1号線 不明 4.0 8.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

下町4号橋 (ｼﾓﾏﾁﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 花埼房田線 不明 3.0 6.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

八重埼1号橋 (ﾔｴｻｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 八重崎1号線 不明 2.0 9.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

八重埼2号橋 (ﾔｴｻｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 八重崎1号線 不明 2.0 9.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上派立3号橋 (ｶﾐﾊﾀﾞﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 若宮4号線 不明 5.0 6.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

広須2号橋 (ﾋﾛｽﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 広須2-1号線 不明 8.0 3.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

八重埼3号橋 (ﾔｴｻｷｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 八重崎1-1号線 不明 2.0 9.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上野田橋 (ｶﾐﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 沼崎・野田線 不明 5.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

豊清橋 (ﾄﾖｷﾖﾊｼ) 中派立・穂積線 不明 11.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

前村1号橋 (ﾏｴﾑﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 繁萢・穂積線 不明 13.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

前村橋 (ﾏｴﾑﾗﾊﾞｼ) 前村1号線 不明 14.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

再賀１号橋 (ｻｲｶﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 再賀7号線 不明 2.0 4.6 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

楽田5号橋 (ﾗｸﾀｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 楽田1号線 不明 2.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

楽田6号橋 (ﾗｸﾀﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 楽田3号線 不明 2.0 4.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

野田２号橋 (ﾉﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 元増野田線 不明 3.0 5.9 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

無名橋1 () 富萢17号線 不明 13.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

無名橋2 () 富萢18号線 不明 8.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

栄盛橋 (ｴｲｾｲﾊﾞｼ) 芦屋蓮沼線 不明 3.0 5.4 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

無名橋6 () 豊富32号線 不明 7.0 6.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅱ

月夜見橋 (ﾂｷﾖﾐﾊﾞｼ) 蓮川1号線 不明 8.0 4.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

浜松橋 (ﾊﾏﾏﾂﾊﾞｼ) 蓮川2号線 不明 8.0 4.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

とこや橋 (ﾄｺﾔﾊﾞｼ) 下古川下町線 不明 3.0 5.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

桑野木田4号橋 (ｸﾜﾉｷﾀﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 姥島小和巻線 不明 5.0 13.8 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ
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桑野木田3号橋 (ｸﾜﾉｷﾀﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 姥島小和巻線 不明 3.0 7.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

柏橋 (ｶｼﾜﾊﾞｼ) 上派立6号線 不明 5.0 5.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

豊田橋 (ﾄﾖﾀﾞﾊﾞｼ) 豊田線 不明 3.0 4.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

派立橋 (ﾊﾀﾞﾁﾊﾞｼ) 下派立2号線 不明 10.0 7.0 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

繁田1号橋 (ｼｹﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 繁田13号線 不明 3.0 6.3 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

繁田2号橋 (ｼｹﾞﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 繁田13号線 不明 2.0 6.1 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

大畑橋 (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 大畑3号線 不明 8.0 6.5 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

上相野1号橋 (ｶﾐｱｲﾉｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 千代町上相野線 不明 3.0 11.2 つがる市 青森県 つがる市 Ⅰ

童子橋 (ﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 小湊外童子線 1968 41.0 8.7 平内町 青森県 平内町 Ⅲ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 小湊線 1970 62.0 7.8 平内町 青森県 平内町 Ⅲ

盛田橋 (ﾓﾘﾀﾊﾞｼ) 盛田線 1978 83.0 4.7 平内町 青森県 平内町 Ⅲ

福島橋 (ﾌｸｼﾏﾊﾞｼ) 小湊浅所線 1974 85.0 4.8 平内町 青森県 平内町 Ⅲ

清水川橋 (ｼﾐｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 第一清水川線 1945 18.0 7.9 平内町 青森県 平内町 Ⅲ

第二松野木橋 (ﾀﾞｲﾆﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ) 沼館松野木線 2002 58.0 8.2 平内町 青森県 平内町 Ⅰ

第二野内畑橋 (ﾀﾞｲﾆﾉﾅｲﾊﾀﾊﾞｼ) 平川東田沢線 1979 25.0 4.8 平内町 青森県 平内町 Ⅲ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 一本松線 1968 54.0 3.7 平内町 青森県 平内町 Ⅱ

小沢橋 (ｺｻﾞﾜﾊﾞｼ) 斎場線 2002 47.0 6.2 平内町 青森県 平内町 Ⅰ

雷電橋 (ﾗｲﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 東和東滝線 1986 154.0 6.9 平内町 青森県 平内町 Ⅱ

口広橋1 (ｸﾁﾋﾛﾊﾞｼ) 平内環状128号線 1990 18.0 8.2 平内町 青森県 平内町 Ⅱ

第一堀差橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾎﾘｻｼﾊﾞｼ) 平内環状128号線 1992 23.0 8.2 平内町 青森県 平内町 Ⅰ

広瀬高根橋 (ﾋﾛｾﾀｶﾈﾊﾞｼ) 村道7-1-1号線 1999 32.8 11.3 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

高根橋 (ﾀｶﾈﾊﾞｼ) 村道8-2-1号線 1971 16.4 4.7 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅲ

板木橋 (ｲﾀｷﾊﾞｼ) 村道6-2-1号線 1991 14.3 5.8 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 村道1-2-1号線 2001 15.2 8.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

高根小学校橋 (ﾀｶﾈｼｮｳｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 村道8-3-1号線 1969 16.4 5.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 村道7-3-4号線 1991 30.9 5.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

宮本橋１ (ﾐﾔﾓﾄﾊﾞｼ) 村道4-3-25号線 1995 15.4 9.5 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅲ

長兵衛橋 (ﾁｮｳﾍﾞｴﾊﾞｼ) 村道4-3-33号線 1985 16.3 4.6 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅲ

桃太郎橋 (ﾓﾓﾀﾛｳﾊﾞｼ) 村道1-3-12号線 1995 15.3 6.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

豊穣橋 (ﾎｳｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 村道1-3-13号線 1997 15.2 6.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

小舘野橋 (ｺﾀﾞﾃﾉﾊﾞｼ) 村道3-3-32号線 1990 24.0 7.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

十一の橋 (ｼﾞｭｳｲﾁﾉﾊｼ) 村道1-3-18号線 不明 2.2 6.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

六の橋 (ﾛｸﾉﾊｼ) 村道1-3-20号線 不明 5.0 5.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

五の橋 (ｺﾞﾉﾊｼ) 村道1-3-21号線 不明 5.0 5.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

四の橋 (ﾖﾝﾉﾊｼ) 村道1-3-24号線 不明 5.0 4.3 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

三の橋 (ｻﾝﾉﾊｼ) 村道1-3-24号線 不明 3.4 6.7 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

二の橋 (ﾆﾉﾊｼ) 村道1-3-26号線 不明 2.5 3.6 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

一の橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 村道1-3-26号線 不明 3.4 5.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

川瀬橋 (ｶﾜｾﾊﾞｼ) 村道2-2-2号線 1979 10.7 6.8 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

くじゅうろっこ橋 (ｸｼﾞｭｳﾛｯｺﾊﾞｼ) 村道2-3-19号線 不明 6.3 6.1 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

鶴蝮一の橋 (ﾂﾙﾊﾞﾐｲﾁﾉﾊｼ) 村道2-3-15号線 不明 8.0 4.9 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

鶴蝮二の橋 (ﾂﾙﾊﾞﾐﾆﾉﾊｼ) 村道2-3-20号線 不明 8.0 5.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ
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鶴蝮三の橋 (ﾂﾙﾊﾞﾐｻﾝﾉﾊｼ) 村道2-3-21号線 不明 7.4 5.7 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

鶴蝮四の橋 (ﾂﾙﾊﾞﾐﾖﾝﾉﾊｼ) 村道2-3-22号線 不明 8.0 4.8 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

新堤橋 (ｼﾝﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 村道2-3-15号線 不明 12.5 4.9 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

横流橋 (ﾖｺﾅｶﾞﾚﾊﾞｼ) 村道2-3-26号線 不明 7.3 3.6 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

長科堤橋 (ﾅｶﾞｼﾅﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 村道2-3-16号線 不明 5.9 4.9 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

汐干橋 (ｼｵﾎｼﾊﾞｼ) 村道2-3-26号線 不明 9.3 2.5 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

小橋 (ｺﾊﾞｼ) 村道3-3-20号線 不明 2.3 3.2 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 村道3-3-8号線 不明 13.3 4.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

太もこ橋 (ﾌﾄﾓｺﾊﾞｼ) 村道3-3-14号線 不明 9.4 3.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

さけじ橋 (ｻｹｼﾞﾊﾞｼ) 村道3-1-1-号線 不明 7.3 5.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

横松橋 (ﾖｺﾏﾂﾊﾞｼ) 村道3-3-26号線 不明 8.0 2.4 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

新阿弥陀川側道橋 (ｼﾝｱﾐﾀﾞｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 村道3-3-33号線 不明 12.3 7.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 村道4-3-6号線 不明 9.5 2.8 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

枯木橋 (ｶﾚｷﾊﾞｼ) 村道4-3-27号線 不明 14.6 3.5 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 村道4-3-21号線 不明 14.4 4.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

汐越橋 (ｼｵｺｼﾊﾞｼ) 村道4-3-21号線 不明 8.4 4.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

宮本橋２ (ﾐﾔﾓﾄﾊﾞｼ) 村道4-3-21号線 不明 8.4 4.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

郷沢一の橋 (ｺﾞｳｻﾜｲﾁﾉﾊｼ) 村道5-3-6号線 不明 5.3 10.5 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

板木沢川橋 (ｲﾀｷｻﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 村道6-3-2号線 不明 13.4 4.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

小川平橋 (ｵｶﾞﾜﾀｲﾊﾞｼ) 村道6-3-5号線 不明 12.5 4.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

安向橋 (ﾔｽﾑｶｲﾊﾞｼ) 村道6-3-5号線 不明 8.0 3.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

中ノ沢橋 (ﾅｶﾉｻﾜﾊﾞｼ) 村道6-3-9号線 不明 11.0 3.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

瀬辺地小橋 (ｾﾍｼﾞｺﾊﾞｼ) 村道6-3-10号線 不明 2.0 3.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

滝の沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ) 村道7-3-9号線 不明 2.5 2.6 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅰ

関根股沢橋 (ｾｷﾈﾏﾀｻﾜﾊﾞｼ) 村道8-2-1号線 不明 12.0 3.4 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

砂川橋 (ｽﾅｶﾜﾊﾞｼ) 村道8-3-8号線 不明 12.6 3.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

西股沢橋 (ﾆｼﾉﾏﾀｻﾜﾊﾞｼ) 村道8-3-7号線 不明 12.2 3.0 蓬田村 青森県 蓬田村 Ⅱ

大秋橋 (ﾀｲｱｷﾊﾞｼ) 大秋２号線 1970 20.0 3.6 西目屋村 青森県 西目屋村 Ⅱ

第２大秋橋 (ﾀﾞｲﾆﾀｲｱｷﾊﾞｼ) 白沢山内線 1971 22.0 7.0 西目屋村 青森県 西目屋村 Ⅱ

岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊﾞｼ) 岡本玉川環状線 不明 8.4 12.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

岡本玉川環状２号橋 (ｵｶﾓﾄﾀﾏｶﾜｶﾝｼﾞｮｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 岡本玉川環状線 不明 2.3 9.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

岡本玉川環状４号橋 (ｵｶﾓﾄﾀﾏｶﾜｶﾝｼﾞｮｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 岡本玉川環状線 不明 3.0 11.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

岡本玉川環状５号橋 (ｵｶﾓﾄﾀﾏｶﾜｶﾝｼﾞｮｳ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 岡本玉川環状線 不明 9.0 11.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

五十嵐北若宮１号橋 (ｲｶﾞﾗｼｷﾀﾜｶﾐﾔ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 五十嵐北若宮線 不明 2.6 6.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

五十嵐北若宮２号橋 (ｲｶﾞﾗｼｷﾀﾜｶﾐﾔ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 五十嵐北若宮線 不明 2.3 4.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

掛落林石野２号橋 (ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｲｼﾉ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 掛落林石野線 不明 6.4 10.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

掛落林石野６号橋 (ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｲｼﾉ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 掛落林石野線 不明 2.6 7.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

掛落林石野７号橋 (ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｲｼﾉ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 掛落林石野線 不明 5.2 6.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

高増常海１号橋 (ﾀｶﾏｽｼﾞｮｳｶｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高増常海橋線 不明 4.1 7.2 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

高増常海８号橋 (ﾀｶﾏｽｼﾞｮｳｶｲ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高増常海橋線 不明 2.0 6.4 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

福舘道１号橋 (ﾌｸﾀﾞﾃﾄﾞｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福館道線 不明 3.3 7.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

福舘道２号橋 (ﾌｸﾀﾞﾃﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福館道線 不明 3.3 7.4 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ
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館野越新道２号橋 (ﾀﾃﾉｺｼｼﾝﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 館野越新道線 不明 5.8 6.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

館野越新道５号橋 (ﾀﾃﾉｺｼｼﾝﾄﾞｳ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 館野越新道線 不明 9.5 6.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

館野越新道７号橋 (ﾀﾃﾉｺｼｼﾝﾄﾞｳ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 館野越新道線 不明 2.5 7.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

大俵東西１号橋 (ｵｵﾀﾞﾜﾗﾄｳｻﾞｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大俵東西線 不明 2.8 7.7 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

石野大俵１号橋 (ｲｼﾉｵｵﾀﾞﾜﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 石野大俵線 不明 2.5 8.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

道田五幾形１号橋 (ﾐﾁﾀﾞｺﾞｷｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 道田五幾形線 不明 2.9 8.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

萢道１号橋 (ﾔﾁﾄﾞｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 萢道線 不明 2.2 5.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

萢道２号橋 (ﾔﾁﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 萢道線 不明 3.4 8.2 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

萢道３号橋 (ﾔﾁﾄﾞｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 萢道線 不明 2.1 7.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

亀岡２号橋 (ｶﾒｵｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 亀岡線 不明 2.6 6.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

博労町２号橋 (ﾊﾞｸﾛｳﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 博労町線 不明 4.8 7.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

博労町４号橋 (ﾊﾞｸﾛｳﾏﾁ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 博労町線 不明 2.8 4.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

飯田林崎１号橋 (ｲｲﾀﾞﾊﾔｼｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 飯田林崎線 不明 2.1 9.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

三千石本１号橋 (ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸﾎﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三千石本線 不明 2.4 5.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

三千石本２号橋 (ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸﾎﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三千石本線 不明 2.3 5.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

三千石本３号橋 (ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸﾎﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三千石本線 不明 2.0 7.3 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

三千石本４号橋 (ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸﾎﾝ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三千石本線 不明 2.1 6.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

沖夕顔関１号橋 (ｵｷﾕｳｶﾞｵｾﾞｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 沖夕顔関線 不明 2.1 13.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

沖夕顔関２号橋 (ｵｷﾕｳｶﾞｵｾﾞｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 沖夕顔関線 不明 2.0 4.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

高増本２号橋 (ﾀｶﾏｽﾎﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高増本線 不明 3.5 5.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

高増本３号橋 (ﾀｶﾏｽﾎﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高増本線 不明 2.9 5.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

高増萢子１号橋 (ﾀｶﾏｽﾔﾁｺ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高増萢子線 不明 7.3 3.2 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

大俵東１号橋 (ｵｵﾀﾞﾜﾗﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大俵東線 不明 4.0 3.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

博労町田中町２号橋 (ﾊﾞｸﾛﾏﾁﾀﾅｶﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 博労町田中町線 不明 6.5 4.3 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

大町西小路１号橋 (ｵｵﾏﾁﾆｼｺｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大町西小路線 不明 3.2 3.7 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

実町４号橋 (ﾐﾉﾙﾁｮｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 実町線 不明 5.5 5.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

下村小路１号橋 (ｼﾓﾑﾗｺｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下村小路線 不明 5.1 3.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

下村道２号橋 (ｼﾓﾑﾗﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下村道線 不明 2.0 5.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

下村道３号橋 (ｼﾓﾑﾗﾄﾞｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下村道線 不明 7.1 5.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

下村道４号橋 (ｼﾓﾑﾗﾄﾞｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下村道線 不明 2.4 5.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

下村道南小路１号橋 (ｼﾓﾑﾗﾄﾞｳﾐﾅﾐｺｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下村道南小路線 不明 2.3 4.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

駅裏南１号橋 (ｴｷｳﾗﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 駅裏南線 不明 2.1 9.4 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

広栄いたや１号橋 (ｺｳｴｲｲﾀﾔ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 広栄いたや線 不明 3.1 2.7 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

広栄里見１号橋 (ｺｳｴｲｻﾄﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 広栄里見線 不明 4.3 2.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

広栄北里美１号橋 (ｺｳｴｲｷﾀｻﾄﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 広栄北里見線 不明 3.7 3.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

木賊里美１号橋 (ﾄｸｻｻﾄﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 木賊里見線 不明 2.8 3.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

鶴住田毎１号橋 (ﾂﾙｽﾞﾐﾀﾓﾃ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鶴住田毎線 不明 2.7 2.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

鶴住田毎２号橋 (ﾂﾙｽﾞﾐﾀﾓﾃ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鶴住田毎線 不明 2.7 2.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

宮本田毎１号橋 (ﾐﾔﾓﾄﾀﾓﾃ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮本田毎線 不明 2.4 5.3 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

若松春日幹１号橋 (ﾜｶﾏﾂｶｽｶﾞｶﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 若松春日幹線 不明 2.4 5.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

若松春日幹２号橋 (ﾜｶﾏﾂｶｽｶﾞｶﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 若松春日幹線 不明 2.4 5.3 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

若松春日幹３号橋 (ﾜｶﾏﾂｶｽｶﾞｶﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 若松春日幹線 不明 2.4 5.3 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ
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春日田毎１号橋 (ｶｽｶﾞﾀﾓﾃ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 春日田毎線 不明 3.0 3.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

鶴住幹１号橋 (ﾂﾙｽﾞﾐｶﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鶴住南線 不明 2.5 2.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

鶴住幹２号橋 (ﾂﾙｽﾞﾐｶﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鶴住南線 不明 2.4 2.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

鶴住幹３号橋 (ﾂﾙｽﾞﾐｶﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鶴住南線 不明 2.4 2.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

宮本大柳北１号橋 (ﾐﾔﾓﾄｵｵﾔﾅｷﾞｷﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮本大柳北線 不明 2.7 2.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

大柳蓮沼１号橋 (ｵｵﾔﾅｷﾞﾊｽﾇﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大柳蓮沼線 不明 3.1 1.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

五幾形飯田西１号橋 (ｺﾞｷｶﾞﾀｲｲﾀﾞﾆｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 五幾形飯田西線 不明 3.1 3.3 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

狐森沖東上１号橋 (ｷﾂﾈﾓﾘｵｷﾋｶﾞｼｶﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 狐森沖東上線 不明 4.7 5.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

高増前田南北１号橋 (ﾀｶﾏｽﾏｴﾀﾞﾐﾅﾐｷﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高増前田南北線 不明 4.0 2.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

沖大俵１号橋 (ｵｷｵｵﾀﾜﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 沖大俵線 不明 6.5 3.2 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

沖大俵２号橋 (ｵｷｵｵﾀﾜﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 沖大俵線 不明 4.0 2.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

日新萢子１号橋 (ﾆｯｼﾝﾔﾁｺ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 日新萢子線 不明 5.1 2.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

福館道北１号橋 (ﾌｸﾀﾞﾃﾄﾞｳｷﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福舘道北線 不明 3.3 5.5 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

１号橋 (1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大俵和田東小路線 不明 3.7 5.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

大俵和田南小路１号橋 (ｵｵﾀﾞﾜﾗﾜﾀﾞﾐﾅﾐｺｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大俵和田南小路線 不明 3.8 16.6 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

道田五幾形１号橋 (ﾐﾁﾀﾞｺﾞｷｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 道田五幾形北線 不明 3.0 2.8 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

道田五幾形２号橋 (ﾐﾁﾀﾞｺﾞｷｶﾞﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 道田五幾形北線 不明 3.6 3.7 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

深宮１号橋 (ﾌｶﾐﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 深宮線 不明 2.0 8.9 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

萢道亀岡部１号橋 (ﾔﾁﾄﾞｳｶﾒｵｶﾍﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 萢道亀岡東線 不明 3.0 6.5 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

夕顔関中１号橋 (ﾕｳｶﾞｵｾﾞｷﾅｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 夕顔関中道線 不明 2.4 3.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

辻１号橋 (ﾂｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 辻２号線 1994 4.5 5.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅱ

東品吉線１号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾅﾖｼｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 東品吉線 不明 2.8 10.1 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

柏牡瀬１号橋 (ｶｼﾎﾞｾ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 柏牡瀬線 不明 2.6 4.0 板柳町 青森県 板柳町 Ⅰ

第二川目橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾜﾒﾊﾞｼ) 一ノ渡線 1997 31.0 5.7 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅰ

獅子沢跨線橋 (ｼｼｻﾞﾜｺｾﾝｷｮｳ) 獅子沢線 1967 29.8 3.8 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 下町一ノ渡線 1982 31.6 10.5 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅲ

白岩橋 (ｼﾗｲﾜﾊﾞｼ) 与田川尻線 1980 18.9 8.2 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅲ

第一観音跨線橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾝﾉﾝｺｾﾝｷｮｳ) 観音林脇線 1988 26.5 12.8 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅰ

第二観音跨線橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾝﾉﾝｺｾﾝｷｮｳ) 観音林脇線 1991 30.5 12.8 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅰ

川目橋 (ｶﾜﾒﾊﾞｼ) 水ヶ沢線 1986 26.4 5.7 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅲ

下小中野橋 (ｼﾓｺﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市内支線35号線 1984 15.9 5.2 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅰ

臨港線橋 (ﾘﾝｺｳｾﾝﾊﾞｼ) 鳥井平松ノ木線 1996 15.9 11.0 野辺地町 青森県 野辺地町 Ⅰ

鶴児平跨線橋 (ﾂﾙﾉｺﾀｲｺｾﾝｷｮｳ) 七戸・鳥谷部線 2007 63.0 7.5 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

第1荒熊内跨線橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱﾗｸﾏﾅｲｺｾﾝｷｮｳ) 駅南8号線 2007 21.0 14.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

後川橋 (ｳｼﾛｶﾞﾜﾊﾞｼ) 倉岡・深山国有林線 1983 3.1 3.9 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

雪乗橋 (ﾕｷﾉﾘﾊﾞｼ) 倉岡・深山国有林線 1990 6.9 4.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

大藤橋 (ｵｵﾌｼﾞﾊﾞｼ) 倉岡・深山国有林線 2006 4.0 5.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

上左エ門橋 (ｳｴｻﾞｴﾓﾝﾊﾞｼ) 倉岡・深山国有林線 2001 4.5 6.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

南斗内橋 (ﾐﾅﾐﾄﾅｲﾊﾞｼ) 牧場・倉岡・底田線 1983 9.4 8.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 寒水・大沢線 1985 3.8 3.4 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

小滝橋 (ｺﾀｷﾊﾞｼ) 道地2号線 1983 6.5 4.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

北の川目橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾒﾊﾞｼ) 野左掛放牧場線 1953 6.5 4.3 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ
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治部袋下橋 (ｼﾞﾝﾊﾞｼﾀﾊﾞｼ) 牧場・治部袋・底田線 1985 7.0 4.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

銀南木1号橋 (ｲﾁｮｳﾉｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 銀南木・深山国有林線 1985 3.9 3.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅲ

倉岡後川橋 (ｸﾗｵｶｳｼﾛｶﾞﾜﾊﾞｼ) 倉岡・古和備線 1996 8.3 7.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

荒熊内本村橋 (ｱﾗｸﾏﾅｲﾎﾝｿﾝﾊﾞｼ) 荒熊内・手代森線 1985 3.4 3.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

上見町橋 (ｳｴﾐﾙﾏﾁﾊﾞｼ) 宇道坂・五十貫田線 1968 10.4 6.3 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

海内橋 (ｳﾐﾅｲﾊﾞｼ) 海内1号線 1991 3.0 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

太田野橋 (ｵｵﾀﾉﾊﾞｼ) 太田野・小松原線 1967 9.5 4.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

有田沢橋 (ｱﾘﾀｻﾜﾊﾞｼ) 西野小学校・道地線 1991 4.2 4.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

大台1号橋 (ｵｵﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 和田・道地奥線 1984 7.3 4.6 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

大台2号橋 (ｵｵﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 和田・道地奥線 1984 6.3 4.6 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

八栗平橋 (ﾊｯｸﾘﾀｲﾊﾞｼ) 高屋敷・西野・八栗平線 1970 5.3 3.9 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

別曾橋 (ﾍﾞｯｿｳﾊﾞｼ) 別曾・清水頭線 1978 12.6 5.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

道地橋 (ﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 夏焼・道地線 1985 7.4 4.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

金鶏山橋 (ｷﾝｹｲｻﾞﾝﾊﾞｼ) 見町開拓・上見町線 1973 7.1 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

荒屋橋 (ｱﾗﾔﾊﾞｼ) 中村・見町開拓線 1982 12.5 6.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 中村・鷹ノ巣線 1974 7.4 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

下見町橋 (ｼﾓﾐﾙﾏﾁﾊﾞｼ) 下見町・横長根線 1985 12.1 4.9 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

野左掛橋 (ﾉｻｶｹﾊﾞｼ) 野左掛・北の川目線 1985 5.9 4.3 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

鷹ノ巣橋 (ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ) 中村・山屋線 1984 10.4 8.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

萩ノ沢橋 (ﾊｷﾞﾉｻﾜﾊﾞｼ) 中村・山屋線 1990 13.6 7.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

小川口橋 (ｺｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 中村・山屋線 1991 11.8 8.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

槻木沢橋 (ﾂｷﾉｷﾊﾞｼ) 槻木沢2号線 2007 13.5 5.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

1の1号橋 (ｲﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 金沢・白石線 1980 2.6 7.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

十枝内橋 (ﾄｼﾅｲﾊﾞｼ) 道ノ上・市ノ渡線 1979 9.3 8.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

5の1号橋 (ｺﾞﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 石沢・後平線 1980 2.7 26.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

19の1号橋 (ｼﾞｭｳｸﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 天間舘・小俣1線 1992 3.5 10.6 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

20の1号橋 (ﾆｼﾞｭｳﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上原子・尾山頭線 1980 2.5 8.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

22の1号橋 (ﾆｼﾞｭｳﾆﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白石・市ノ渡線 1980 3.3 7.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

市ノ渡橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 白石・市ノ渡線 1970 11.0 5.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅲ

27の1号橋 (ﾆｼﾞｭｳﾅﾅﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 道ノ上・鳥谷部線 1970 3.6 5.5 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

松ケ沢橋 (ﾏﾂｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 道ノ上・鳥谷部線 1971 10.0 6.5 七戸町 青森県 七戸町 Ⅲ

下鳥谷部橋 (ｼﾓﾄﾘﾔﾍﾞﾊﾞｼ) 道ノ上・鳥谷部線 1969 13.5 4.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

43の1号橋 (ﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白石・五庵ノ下線 1980 4.4 3.5 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

60の1号橋 (ﾛｸｼﾞｭｳﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白石・白金線 1993 2.5 6.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

61の1号橋 (ﾛｸｼﾞｭｳｲﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白石・貯水槽線 1987 3.5 5.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

92の1号橋 (ｷｭｳｼﾞｭｳﾆﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 夏間木・十枝内線 1992 7.7 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

93の1号橋 (ｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 十枝内・松ケ沢線 1980 10.5 5.2 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

十枝内2号橋 (ﾄｼﾅｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 十枝内・底田線 1991 12.5 6.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

131の1号橋 (ﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳｲﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 曙・卒古沢線 1980 2.5 4.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

141の1号橋 (ﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 蒼前・小又線 1980 5.8 5.5 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

141の2号橋 (ﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 蒼前・小又線 1980 2.2 7.5 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

201の1号橋 (ﾆﾋｬｸｲﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野崎2号線 1988 4.7 6.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ
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227の1号橋 (ﾆﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾅﾅﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野崎11号線 1993 4.7 6.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

228の1号橋 (ﾆﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾊﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野崎12号線 1993 4.7 5.0 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

242の1号橋 (ﾆﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾆﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 甲田7号線 1980 7.3 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

243の1号橋 (ﾆﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 甲田8号線 1980 2.3 8.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

243の2号橋 (ﾆﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 甲田8号線 1980 7.3 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

243の3号橋 (ﾆﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 甲田8号線 1980 6.4 4.8 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

263の1号橋 (ﾆﾋｬｸﾛｸｼﾞｭｳｻﾝﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 榎林・二ッ森線 1970 14.4 4.3 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

野崎橋 (ﾉｻﾞｷﾊﾞｼ) 附田・十字路線 1994 13.6 10.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

41の1号橋 (ﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上原子1号線 1967 3.0 3.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅱ

栗ノ木沢橋 (ｸﾘﾉｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 白石・市ノ渡線 1999 8.4 8.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

甲田1号橋 (ｺｳﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 甲田14号線 2010 2.7 7.1 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

下川原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ) 哘・底田線 1980 13.7 8.7 七戸町 青森県 七戸町 Ⅰ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 石持野牛線 1981 18.6 5.0 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

布名見橋 (ﾌﾅﾐﾊﾞｼ) 大利石持線 2001 21.7 9.2 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

前田大橋 (ﾏｴﾀﾞｵｵﾊｼ) 石持蒲野沢線 2002 36.5 9.7 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 大利向野線 2002 70.0 9.2 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

上の橋 (ｶﾐﾉﾊｼ) 砂子又学校線2号 1975 14.9 4.3 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

早掛橋（跨線橋） (ﾊﾔｶﾞｹﾊﾞｼ) 田名部大利線 1988 11.4 8.7 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

第1蒲野沢橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾞﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ) 石持砂子又線 1975 9.7 7.9 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

尻労1号 (ｼﾂｶﾘｲﾁｺﾞｳ) 尻屋尻労線 1991 2.0 7.6 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

上田代1号 (ｶﾐﾀｼﾛｲﾁｺﾞｳ) 砂子又下田代線 1980 2.0 9.2 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

上田代2号 (ｶﾐﾀｼﾛﾆｺﾞｳ) 砂子又下田代線 1980 2.6 9.2 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

第二畑浦橋 (ﾀﾞｲﾆﾊﾀｳﾗﾊﾞｼ) 小田野沢南通線 1977 2.3 8.2 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

桑原1号 (ｸﾜﾊﾗｲﾁｺﾞｳ) 桑原野牛線 1988 4.0 9.7 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

蛙谷地橋 (ﾋﾞｯｷﾔﾁﾊﾞｼ) 斎場線 1974 6.2 7.8 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

水上橋 (ﾐｽﾞｶﾐﾊﾞｼ) 野牛線 1981 9.3 7.0 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

石持1号 (ｲｼﾓﾁｲﾁｺﾞｳ) 石持漁港線 1995 4.6 8.4 東通村 青森県 東通村 Ⅰ

大川1号 (ｵｵｶﾜｲﾁｺﾞｳ) 大利向野線 2001 5.5 9.2 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

加藤沢橋 (ｶﾄｳｻﾜﾊﾞｼ) 大利浜ノ平線 1982 10.4 6.2 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

千鳥橋 (ﾁﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 石持浜線 1961 5.3 3.0 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

第4蒲野沢橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｶﾞﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ) 猿ケ森蒲野沢線 1975 6.4 4.8 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

サダ1号橋 (ｻﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 猿ケ森蒲野沢線 1976 8.3 4.3 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

サダ2号橋 (ｻﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 猿ケ森蒲野沢線 1976 8.3 4.3 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

サダ3号橋 (ｻﾀﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 猿ケ森蒲野沢線 1975 2.4 5.0 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

サダ4号橋 (ｻﾀﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 猿ケ森蒲野沢線 1975 6.5 4.3 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

トヤ橋 (ﾄﾔﾊﾞｼ) 猿ケ森蒲野沢線 不明 2.0 5.7 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

青平橋 (ｱｵﾍﾞﾗﾊﾞｼ) 上流線 1970 14.0 3.8 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

野牛海浜湖沼公園1号 (ﾉｳｼｶｲﾋﾝｺｼｮｳｺｳｴﾝｲﾁｺﾞｳ) 野牛海浜湖沼公園線 2008 7.0 7.1 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

青平川橋 (ｱｵﾍﾞﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 奥内二又線 1969 11.0 4.7 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

小田野沢1号 (ｵﾀﾞﾉｻﾜｲﾁｺﾞｳ) 小田野沢学校線 1985 3.7 10.0 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

白糠1号 (ｼﾗﾇｶｲﾁｺﾞｳ) 鯨川線 1985 2.5 6.5 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

鯨川橋 (ｸｼﾞﾗｶﾜﾊﾞｼ) 鯨川線 1983 4.0 13.0 東通村 青森県 東通村 Ⅱ
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猿ケ森橋 (ｻﾙｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 猿ケ森線 1970 3.4 5.4 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

小田野沢2号 (ｵﾀﾞﾉｻﾜﾆｺﾞｳ) 北向1号線 1982 2.7 7.7 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

小田野沢3号 (ｵﾀﾞﾉｻﾜｻﾝｺﾞｳ) 北向1号線 1982 2.6 7.7 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

小田野沢4号 (ｵﾀﾞﾉｻﾜﾖﾝｺﾞｳ) 北向2号線 1982 2.3 6.1 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

善助橋 (ｾﾞﾝｽｹﾊﾞｼ) 小田野沢漁港線 1984 4.6 10.2 東通村 青森県 東通村 Ⅱ

下川原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ) 町道下田新井田線 不明 5.0 4.0 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

久保２号橋 (ｸﾎﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道久保線 不明 4.0 2.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

椛ノ木橋 (ｶﾊﾞﾉｷﾊﾞｼ) 町道松山斗内沢舞手線 不明 3.0 7.6 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

栗木沢橋 (ｸﾘｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 町道長坂線 不明 3.0 4.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

丹内沢橋 (ﾀﾝﾅｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) 町道長坂線 不明 3.0 5.9 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

室沢橋 (ﾑﾛｻﾜﾊﾞｼ) 町道蜂ヶ崎太鼓森線 不明 5.0 4.2 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

駒木平橋 (ｺﾏｷﾞﾀｲﾊﾞｼ) 町道蜂ヶ崎太鼓森線 不明 4.0 4.0 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 町道杉ノ平泉線 不明 7.0 6.0 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

下横沢橋 (ｼﾓﾖｺｻﾜﾊﾞｼ) 町道荒田下横沢線 不明 5.0 4.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 町道袴田下川原線 不明 4.0 4.8 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

箸木山橋 (ﾊｼｷﾔﾏﾊﾞｼ) 町道箸木山線 不明 3.0 5.6 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

北大平１号橋 (ｷﾀｵｵﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道北大平線 不明 7.0 4.0 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

北大平２号橋 (ｷﾀｵｵﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道北大平線 不明 5.0 4.1 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

宇藤橋 (ｳﾄｳﾊﾞｼ) 町道大平宇藤二五山線 不明 4.0 3.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊﾞｼ) 町道清座久保荒田線 不明 4.0 3.6 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

新井田橋 (ﾆｲﾀﾞﾊﾞｼ) 町道新井田中山線 不明 5.0 3.6 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

金堀橋 (ｶﾈﾎﾘﾊﾞｼ) 町道金堀竹林線 不明 2.0 3.0 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

竹林橋 (ﾀｹﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 町道竹林道線 不明 3.0 3.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅲ

沼ノ沢橋 (ﾇﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ) 町道沼ノ沢線 不明 5.0 3.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

比丘尼坂橋 (ﾋﾞｸﾆｻﾞｶﾊﾞｼ) 町道比丘尼坂１号線 不明 3.0 3.3 三戸町 青森県 三戸町 Ⅰ

立花橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 町道立花線 不明 7.0 4.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

沼ノ沢橋 (ﾇﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ) 町道沼ノ沢線 2001 3.8 3.5 三戸町 青森県 三戸町 Ⅱ

新井田橋 (ﾆｲﾀﾞﾊﾞｼ) 七日市新井田線 1983 41.0 4.5 田子町 青森県 田子町 Ⅱ

相米橋 (ｿｳﾏｲﾊﾞｼ) 田子根渡石亀線 1971 10.0 5.0 田子町 青森県 田子町 Ⅲ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田子根渡石亀線 不明 5.4 5.0 田子町 青森県 田子町 Ⅱ

中の橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 苫米地･片岸線 1969 2.0 8.7 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

片岸橋 (ｶﾀｷﾞｼﾊﾞｼ) 苫米地･片岸線 1968 2.0 7.8 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

大成田橋 (ｵｵﾅﾘﾀﾊﾞｼ) 苫米地･高橋線 1968 2.0 9.6 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

中ノ渡橋 (ﾅｶﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 五日市･助川線 不明 3.0 7.5 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

助川１号橋 (ｽｹｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市･助川線 1993 2.0 6.5 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

助川２号橋 (ｽｹｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市･助川線 1993 3.0 6.7 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

助川３号橋 (ｽｹｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市･助川線 1993 3.0 6.2 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

助川４号橋 (ｽｹｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市･助川線 1993 2.0 6.6 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

作和橋 (ｻｸﾜﾊﾞｼ) 日渡･青鹿長根線 1973 2.0 7.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

中山１号橋 (ﾅｶﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 日渡･青鹿長根線 1973 2.0 5.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

中山２号橋 (ﾅｶﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 日渡･青鹿長根線 1973 3.0 6.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

鰻沢陸橋 (ｳﾅｷﾞｻﾜﾘｯｷｮｳ) 鳥谷･二戸線 1980 4.0 6.6 南部町 青森県 南部町 Ⅲ
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上沢２号橋 (ｶﾐｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 相内線 不明 3.0 5.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

下在所橋 (ｼﾀｻﾞｲｼｮﾊﾞｼ) 相内線 不明 2.0 5.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

内田２号橋 (ｳﾁﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 相内線 不明 3.0 6.7 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

沖中橋 (ｵｷﾅｶﾊﾞｼ) 北本村･南古舘線 不明 3.0 2.6 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

村中橋 (ﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ) 沖田面･小向線 不明 3.0 4.9 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

長畑橋 (ﾅｶﾞﾊﾀﾊﾞｼ) 苫米地･根岸線 1995 2.0 7.8 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

根岸橋 (ﾈｷﾞｼﾊﾞｼ) 苫米地･根岸線 1995 2.0 8.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

鱒沢１号橋 (ﾏｽｻﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小向･新郷線 不明 2.0 9.6 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

石畳橋 (ｲｼﾀﾞﾀﾐﾊﾞｼ) 上斗賀･田ノ沢線 1980 3.0 6.5 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

木ノ下橋 (ｷﾉｼﾀﾊﾞｼ) 釜場線 1995 3.0 6.3 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

森越団地橋 (ﾓﾘｺｼﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 腰廻･森林線 1982 3.0 9.6 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 野場境･前田線 1992 3.0 7.9 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

梵纒橋 (ﾎﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 八森･腰廻線 1984 3.0 7.8 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

日泥橋 (ﾋﾄﾞﾛﾊﾞｼ) 日泥線 不明 3.0 6.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

西ノ沢１号橋 (ﾆｼﾉｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 日泥線 1984 3.0 5.3 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

桜ノ木橋 (ｻｸﾗﾉｷﾊﾞｼ) 塚内･塩殻線 1986 3.0 6.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

西ノ沢２号橋 (ﾆｼﾉｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 日泥･場口沢線 不明 5.0 7.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

上諏訪平橋 (ｶﾐｽﾜﾀｲﾊﾞｼ) 日泥･場口沢線 1984 3.0 4.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

上外ノ沢橋 (ｶﾐｿﾄﾉｻﾜﾊﾞｼ) 左比代･石鉢線 1993 5.0 6.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

下外ノ沢橋 (ｼﾓｿﾄﾉｻﾜﾊﾞｼ) 場口沢･下外ノ沢線 1984 5.0 5.4 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

百ヶ森橋 (ﾋｬｸｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 小渋民･百ヶ森線 2005 3.0 3.0 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

後ノ沢橋 (ｳｼﾛﾉｻﾜﾊﾞｼ) 後ノ沢･蟹沢線 2001 2.0 5.3 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

三合田橋 (ｻﾝｺﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ) 作和･高屋敷線 1989 2.0 17.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

明土橋 (ｱｹﾄﾞﾊﾞｼ) 下在所･下川原線 不明 3.0 2.6 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

内田１号橋 (ｳﾁﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上明土･内田線 不明 2.0 4.4 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

上沢１号橋 (ｶﾐｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上沢１号線 不明 3.0 4.2 南部町 青森県 南部町 Ⅰ

塚ノ越橋 (ﾂｶﾉｺｼﾊﾞｼ) 門前下線 不明 2.0 6.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

鱒沢２号橋 (ﾏｽｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 村中･鱒沢線 不明 4.0 3.0 南部町 青森県 南部町 Ⅲ

鱒沢３号橋 (ﾏｽｻﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 鱒沢線 不明 4.0 3.8 南部町 青森県 南部町 Ⅲ



【青森県】トンネル点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
市区町村名 判定区分

東天間トンネル ﾋｶﾞｼﾃﾝﾏﾄﾝﾈﾙ みちのく有料道路県道後平馬屋尻線 1978 357 青森県道路公社 青森県 七戸町 Ⅲ

西天間トンネル ﾆｼﾃﾝﾏﾄﾝﾈﾙ みちのく有料道路県道後平馬屋尻線 1979 310 青森県道路公社 青森県 七戸町 Ⅱ

延長
（ｍ）

行政区域
トンネル名(フリガナ） 路線名

完成
年次

（西暦）



【青森県】シェッド点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

城ヶ倉スノーシェルター （ｼﾞｮｳｶﾞｸﾗｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道３９４号 1999 100 10 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

大川原1スノーシェルター （ｵｵｶﾜﾗ1ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道３９４号 1997 530 9 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

大川原2スノーシェルター （ｵｵｶﾜﾗ2ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道３９４号 1994 45 8 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

沖揚平スノーシェルター （ｵｷｱｹﾞﾀｲｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道３９４号 2009 220 10 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

白萩平1スノーシェルター （ｼﾗﾊｷﾞﾀｲ1ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道１０４号 1975 82 8 青森県 青森県 田子町 Ⅲ

白萩平2スノーシェルター （ｼﾗﾊｷﾞﾀｲ2ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道１０４号 1974 135 8 青森県 青森県 田子町 Ⅲ

夏坂1号スノーシェルター （ﾅﾂｻｶ1ｺﾞｳｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道１０４号 1993 138 8 青森県 青森県 田子町 Ⅲ

夏坂2号スノーシェルター （ﾅﾂｻｶ2ｺﾞｳｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道１０４号 1998 372 8 青森県 青森県 田子町 Ⅲ

大釈迦スノーシェルター （ﾀﾞｲｼｬｶｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 国道１０１号 1987 180 9.5 青森県 青森県 青森市 Ⅲ

若狭スノーシェルター （ﾜｶｻｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 県道青森田代十和田線 2000 100 9.4 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

深持スノーシェルター （ﾌｶﾓﾁｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 県道青森田代十和田線 2012 100 9.4 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

野平スノーシェルター （ﾉﾀｲｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ） 県道長後川内線 2001 230 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅱ

大川原1スノーシェッド （ｵｵｶﾜﾗ1ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道３９４号 1993 70 8 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

大川原2スノーシェッド （ｵｵｶﾜﾗ2ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道３９４号 1997 80 8 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

大川原3スノーシェッド （ｵｵｶﾜﾗ3ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道３９４号 1997 290 8 青森県 青森県 黒石市 Ⅲ

奥瀬1スノーシェッド （ｵｸｾ1ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道１０２号 1981 70 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

奥瀬2スノーシェッド （ｵｸｾ2ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道１０２号 1981 60 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

奥瀬3スノーシェッド （ｵｸｾ3ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道１０２号 1981 50 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

蔦スノーシェッド （ﾂﾀｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道１０３号 1988 140 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

宇樽部スノーシェッド （ｳﾀﾙﾍﾞｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 国道４５４号 不明 60 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

若狭第1スノーシェッド （ﾜｶｻﾀﾞｲ1ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 県道青森田代十和田線 1994 309 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

若狭第3スノーシェッド （ﾜｶｻﾀﾞｲ3ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 県道青森田代十和田線 1999 130 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

若狭第2スノーシェッド （ﾜｶｻﾀﾞｲ2ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 県道青森田代十和田線 2004 142 8 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

大滝覆道スノーシェッド （ｵｵﾀｷﾌｸﾄﾞｳｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ） 県道むつ恐山公園大畑線 1982 80 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

三厩鎧島1ロックシェッド （ﾐﾝﾏﾔﾖﾛｲｼﾏ1ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道３３９号 不明 65 8 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

三厩鎧島2ロックシェッド （ﾐﾝﾏﾔﾖﾛｲｼﾏ2ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道３３９号 不明 21 8 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

三厩鳴神ロックシェッド （ﾐﾝﾏﾔﾅﾙｶﾐﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道３３９号 不明 27 8 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

三厩宇鉄山ロックシェッド （ﾐﾝﾏﾔｳﾃﾂﾔﾏﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道３３９号 不明 70 8 青森県 青森県 外ヶ浜町 Ⅲ

南小泊山1ロックシェッド （ﾐﾅﾐｺﾄﾞﾏﾘﾔﾏ1ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道３３９号 1984 40 8 青森県 青森県 中泊町 Ⅲ

南小泊山2ロックシェッド （ﾐﾅﾐｺﾄﾞﾏﾘﾔﾏ2ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道３３９号 1984 70 8 青森県 青森県 中泊町 Ⅲ

尻部山ロックシェッド （ｼﾘﾍﾞﾔﾏﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 国道１０２号 1989 90 7 青森県 青森県 十和田市 Ⅲ

川内野平1号ロックシェッド （ｶﾜｳﾁﾉﾀｲ1ｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 県道長後川内線 1985 50 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

川内野平2号ロックシェッド （ｶﾜｳﾁﾉﾀｲ2ｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 県道長後川内線 1985 60 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

川内野平3号ロックシェッド （ｶﾜｳﾁﾉﾀｲ3ｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 県道長後川内線 1985 40 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

川内野平4号ロックシェッド （ｶﾜｳﾁﾉﾀｲ4ｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 県道長後川内線 1985 25 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

川内野平5号ロックシェッド （ｶﾜｳﾁﾉﾀｲ5ｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ） 県道長後川内線 1985 21 8 青森県 青森県 むつ市 Ⅲ

巻ロックシェッド (ﾏｷﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ) 市道島守・是川線 2000 107 8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

延長
（ｍ）

行政区域
シェッド名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

幅員
（ｍ）



【青森県】大型カルバート点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
市区町村名 判定区分

新都市62号線1号カルバート （ｼﾝﾄｼ62ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄ） 市道新都市62号線 不明 42 25 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

水産科学館通線1号カルバート (ｽｲｻﾝｶｶﾞｸｶﾝﾄﾞｵﾘｾﾝ1ｺﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄ) 市道水産科学館通線 不明 20 8.2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

新都市43号線1号カルバート （ｼﾝﾄｼ43ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｶﾙﾊﾞｰﾄ） 市道新都市43号線 不明 34.4 6 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

紅葉坂地下道 （ﾓﾐｼﾞｻｶﾁｶﾄﾞｳ） 町道404号線 1999 16 9.25 中泊町 青森県 中泊町 Ⅲ

行政区域
施設名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【青森県】横断歩道橋点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

大野小前歩道橋 ｵｵﾉｼｮｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 荒川青森停車場線 1987 42.3 1.5 青森県 青森県 青森市 Ⅱ

奥瀬歩道橋 ｵｸｾﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０２号 1971 59.7 1.5 青森県 青森県 十和田市 Ⅰ

二丁目歩道橋 ﾆﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０２号 1969 35.1 1.2 青森県 青森県 十和田市 Ⅱ

わかば歩道橋 ﾜｶﾊﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道２７９号 1982 45.4 1.5 青森県 青森県 野辺地町 Ⅰ

公園下歩道橋 （ｺｳｴﾝｼﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 停車場上線 1968 43.8 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

白銀歩道橋 （ｼﾛｶﾞﾈﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 湊白銀鮫線 1970 23.5 2 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

江陽歩道橋 （ｺｳﾖｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 小中野北五丁目1号線 1970 14.6 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

柏崎歩道橋 （ｶｼﾜｻﾞｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 柳町根城線 1974 24.3 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

長者歩道橋 （ﾁｮｳｼﾞｬﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 柳町根城線 1974 22.6 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

いちい歩道橋 （ｲﾁｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 湊高台2号線 1989 16.5 2.1 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

長根歩道橋 （ﾅｶﾞﾈﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 売市1号線 1997 24.3 2.1 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

是川団地歩道橋 （ｺﾚｶﾜﾀﾞﾝﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 是川団地1号線 1973 27 4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

タウンセンター中央歩道橋 （ﾀｳﾝｾﾝﾀｰﾁｭｳｵｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 新都市165号線 2001 38.15 5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂第1歩道橋 （ｲｼﾄﾞｳﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 石堂河原木1号線 1981 25.7 2.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

河原木第2歩道橋 （ｶﾜﾗｷﾞﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 石堂河原木1号線 1981 28.7 2.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

石堂第2歩道橋 （ｲｼﾄﾞｳﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 沼館下長線 1981 34 2.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

河原木第1歩道橋 （ｶﾜﾗｷﾞﾀﾞｲｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 沼館下長線 1981 20.2 2.4 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

根岸歩道橋 （ﾈｷﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 沼舘小田線 1990 26.3 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

熊野堂歩道橋 （ｸﾏﾉﾄﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 根城城下線 1991 23.3 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

狐窪歩道橋 （ｷﾂﾈｸﾎﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 売市1号線 1991 17.3 1.5 八戸市 青森県 八戸市 Ⅱ

行政区域
横断歩道橋名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

通路
幅員
（ｍ）



【青森県】横断歩道橋点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

行政区域
横断歩道橋名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

通路
幅員
（ｍ）

ヌタゴ立体歩道橋 （ﾇﾀｺﾞﾘｯﾀｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 根城城下線 1990 21.6 3 八戸市 青森県 八戸市 Ⅲ

上野横断歩道橋 ｳﾜﾉｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道上野線 1989 13.5 2 むつ市 青森県 むつ市 Ⅲ



【青森県】門型標識等点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

道路標識 市道沼館小田線 2009 31.8 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

道路標識 市道沼館小田線 不明 30 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

道路標識 市道日東通線 2009 22 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

道路標識 市道沼館下長線 2009 22 八戸市 青森県 八戸市 Ⅰ

路線名施設名
設置
年月

（西暦）

行政区域道路
幅員
（ｍ）



【機密性２】判定区分Ⅳの構造物リスト（青森県）

○ 判定区分Ⅳの施設は、緊急措置（通行規制）を実施中

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

＜判定区分Ⅳのリスト＞

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

○道路附属物等

○トンネル

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

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

青森県 瀬戸子橋 一般国道280号 不明 歩道部の主桁、横桁の腐食

＜判定区分Ⅳのリスト＞
○橋梁

該当なし

該当なし

資料⑥



【機密性２】

管理施設数
H26点検計画数

（Ａ）
H27点検計画数

（Ｂ）
H26点検実施数

（Ｃ）
H27点検予定数
（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

6,963 1,175 1,053 1,164 1,064

52 6 2 6 2

322 90 45 89 46

7,337 1,271 1,100 1,259 1,112

トンネル

道路附属物等

合計

道路施設

橋梁

青森県のＨ２７点検計画 資料⑦-1

＜各構造物の平成27年度の点検予定＞

・H26計画点検数（A）、H27計画点検数（B）は、H26.12に策定した数値であり、今後の計画点検数は
見直しすることがある



【機密性２】青森県のＨ２７点検計画（最優先で点検すべき橋梁） 資料⑦-2

＜ 優先で点検すべきの平成27年度の点検予定＞

・H26計画点検数（A）、H27計画点検数（B）は、H26.12に策定した数値であり、今後の計画点検数は
見直しすることがある

管理施設数
H26点検計画数

（Ａ）
H27点検計画数

（Ｂ）
H26点検実施数

（Ｃ）
H27点検予定数
（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

182 15 27 14 28

160 23 23 15 31

1,788 379 277 379 277

2,130 417 327 408 336

跨線橋

緊急輸送道路を構成する橋梁

合計

道路施設

緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋



【機密性２】地域一括発注の進捗状況（青森県）

○市町村の人不足・技術力不足を補うために、市町村が実施する点検・診断の発注事務を都道府県等が受委託
することで、地域一括発注を実施していく方向

＜地域一括発注による平成26年度の点検実施と平成27年度の点検計画＞

資料⑧

【イメージ図】

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村

都道府県等による受託

国・県にてニーズを取りまとめ

・市町村のニーズを踏まえ、
地域単位での点検業務の⼀括発注等の実施

【手続きの流れ】
・国、都道府県にて市町村の意向調査を実施し、
点検数量をとりまとめた上で、点検業者へ発注

○参加市町村
平成２６年度、２７年度とも実施無し（希望市町村無し H27分調査：H27.3月及び6月）。

○現在の状況
平成２８年度以降も引き続き意向調査を実施して行く（平成２９年度分１町の希望を確認済）。



【機密性２】

■地方自治体への支援（各種研修等）

①道路構造物管理実務者研修
〈東北地方整備局〉

対 象：自治体職員及び直轄職員

目 的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、
点検要領に基づく点検に必要な知識・
技能等を取得するための研修。

募集時期：４月～９月下旬

【H27年度研修（実施・計画）】
※Ｈ２７年度状況：延べ６４名の地方公共団体職員（４２県市町村）が受講予定

研修名 開催時期 募集期限 受講（予定）者数

橋梁初級Ⅰ ⅰ期 7/6～7/10 締切済 ７名

トンネル初級 8/25～8/28 締切済 ７名

橋梁初級Ⅰ ⅱ期 9/14～9/18 締切済 （４６名）

橋梁初級Ⅱ 11/17～11/20 9/25 （４名）

H27.8.20現在

H27年度研修（１／２） 資料⑨



【機密性２】

②メンテナンス研修：橋梁
〈津軽地域、南部地域でそれぞれ１回開催予定〉

対 象：自治体職員（及び直轄職員）
予定人数：１会場３０名程度
時 期：１０月上旬
目 的：管理者又は発注者として必要な橋梁点検・

橋梁保全の技術力の向上を目的に、実際
の橋梁を利用して近接目視・打音検査に
よる点検を実施

H27年度研修（２／２） ・ 現地見学会

③現地見学会：橋梁

対 象：一般市民
予定人数：１会場３０名程度
時 期：１０月中旬
目 的：普段は橋梁を見る機会が少ない地域住民の

方々を対象に見学会を開催し、橋の老朽化
や損傷の現状、点検・補修・管理などの取り
組みについて知っていただく

資料⑨
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