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【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。 

1

82750491
テキストボックス
資料②



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%
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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
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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 
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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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17%
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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

（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、最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、最優先で点検を推進

・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

※ 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%
※ 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】

16%

10%

12%

11%

18%

16%

16%

19%

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

＜最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】福島県の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）＞

○ 福島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）は無し（0%）、ま
た、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は230箇所（14.8%）、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989箇所（63.6%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 875 157 51 74 32 0

高速道路会社 673 59 3 41 15 0

福島県 4,861 734 13 587 134 0

市町村 12,158 604 268 287 49 0

合計 18,567 1,554 335 989 230 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

※国土交通省の管理トンネル数のうち、西栗子トンネルは山形県に所在する。
※国土交通省の管理道路附属物数のうち、門型標識１基は山形県に所在する。



【機密性２】福島県の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）＞

○ 福島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）は無し（0%）、また、判定区
分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は209橋（14.4%）、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915橋（62.9%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 637 153 51 70 32 0

高速道路会社 446 22 0 14 8 0

福島県 4,293 691 13 551 127 0

市町村 12,092 589 267 280 42 0

合計 17,468 1,455 331 915 209 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】福島県の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）＞

○ 福島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12本（34.3%）、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23本（65.7%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 36 4 0 4 0 0

高速道路会社 26 6 0 2 4 0

福島県 154 22 0 15 7 0

市町村 23 3 0 2 1 0

合計 239 35 0 23 12 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

※国土交通省の管理トンネル数のうち、西栗子トンネルは山形県に所在する。



【機密性２】福島県の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）＞

○ 福島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9箇所（14.1%）、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51箇所（79.7%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 202 0 0 0 0 0

高速道路会社 201 31 3 25 3 0

福島県 414 21 0 21 0 0

市町村 43 12 1 5 6 0

合計 860 64 4 51 9 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

※国土交通省の管理道路附属物数のうち、門型標識１基は山形県に所在する。



【福島県（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 637 153 51 70 32 0

高速道路会社 446 22 0 14 8 0

福島県 4,293 691 13 551 127 0

福島市 1,143 150 63 80 7 0

会津若松市 664 0

郡山市 808 65 0 60 5 0

いわき市 2,084 0

白河市 404 20 0 15 5 0

須賀川市 396 8 0 8 0 0

喜多方市 373 0

相馬市 340 0

二本松市 547 36 8 26 2 0

田村市 359 0

南相馬市 603 0

伊達市 534 0

本宮市 173 134 129 4 1 0

桑折町 163 2 0 0 2 0

国見町 131 0

川俣町 153 0

大玉村 71 0

鏡石町 28 0

天栄村 114 0

下郷町 124 0

檜枝岐村 28 0

只見町 205 0

南会津町 427 2 0 1 1 0

北塩原村 48 0

西会津町 166 0

磐梯町 27 0

猪苗代町 152 0

会津坂下町 59 0

湯川村 19 11 1 7 3 0

柳津町 74 0

三島町 14 1 0 0 1 0

金山町 64 0

昭和村 90 0

会津美里町 157 0

西郷村 127 1 0 1 0 0

泉崎村 53 0

中島村 19 0

矢吹町 68 0

棚倉町 73 0

矢祭町 73 0

管理者
判定区分内訳

点検実施数管理施設数

資料⑤-2



【福島県（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
管理者

判定区分内訳
点検実施数管理施設数

資料⑤-2

塙町 105 0

鮫川村 66 0

石川町 133 0

玉川村 42 0

平田村 62 0

浅川町 31 16 0 13 3 0

古殿町 118 0

三春町 83 0

小野町 86 0

広野町 42 0

楢葉町 57 35 1 30 4 0

富岡町 5 4 3 0 1 0

大熊町 1 0

双葉町 1 0

浪江町 1 0

新地町 104 104 62 35 7 0

合計 17,468 1,455 331 915 209 0



【福島県（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 36 4 0 4 0 0

高速道路会社 26 6 0 2 4 0

福島県 154 22 0 15 7 0

福島市 0 0

会津若松市 2 2 0 2 0 0

郡山市 1 1 0 0 1 0

いわき市 8 0

白河市 2 0

須賀川市 0 0

喜多方市 1 0

相馬市 2 0

二本松市 0 0

田村市 0 0

南相馬市 0 0

伊達市 0 0

本宮市 0 0

桑折町 0 0

国見町 0 0

川俣町 0 0

大玉村 0 0

鏡石町 0 0

天栄村 0 0

下郷町 0 0

檜枝岐村 0 0

只見町 0 0

南会津町 2 0

北塩原村 0 0

西会津町 0 0

磐梯町 0 0

猪苗代町 0 0

会津坂下町 0 0

湯川村 0 0

柳津町 3 0

三島町 0 0

金山町 0 0

昭和村 0 0

会津美里町 1 0

西郷村 0 0

泉崎村 0 0

中島村 0 0

矢吹町 0 0

棚倉町 0 0

矢祭町 0 0

塙町 1 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【福島県（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

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

鮫川村 0 0

石川町 0 0

玉川村 0 0

平田村 0 0

浅川町 0 0

古殿町 0 0

三春町 0 0

小野町 0 0

広野町 0 0

楢葉町 0 0

富岡町 0 0

大熊町 0 0

双葉町 0 0

浪江町 0 0

新地町 0 0

合計 239 35 0 23 12 0



【福島県（附属物）】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 202 0 0 0 0 0

高速道路会社 201 31 3 25 3 0

福島県 414 21 0 21 0 0

福島市 8 0

会津若松市 3 1 0 1 0 0

郡山市 6 4 1 0 3 0

いわき市 12 6 0 4 2 0

白河市 1 0

須賀川市 0 0

喜多方市 0 0

相馬市 0 0

二本松市 0 0

田村市 0 0

南相馬市 0 0

伊達市 0 0

本宮市 5 0

桑折町 0 0

国見町 0 0

川俣町 0 0

大玉村 0 0

鏡石町 0 0

天栄村 0 0

下郷町 1 0

檜枝岐村 0 0

只見町 2 0

南会津町 0 0

北塩原村 0 0

西会津町 2 0

磐梯町 0 0

猪苗代町 1 1 0 0 1 0

会津坂下町 0 0

湯川村 0 0

柳津町 0 0

三島町 1 0

金山町 0 0

昭和村 0 0

会津美里町 0 0

西郷村 0 0

泉崎村 0 0

中島村 0 0

矢吹町 0 0

棚倉町 0 0

矢祭町 0 0

塙町 0 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【福島県（附属物）】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

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳

鮫川村 0 0

石川町 0 0

玉川村 0 0

平田村 0 0

浅川町 0 0

古殿町 0 0

三春町 1 0

小野町 0 0

広野町 0 0

楢葉町 0 0

富岡町 0 0

大熊町 0 0

双葉町 0 0

浪江町 0 0

新地町 0 0

合計 860 64 4 51 9 0



【福島県】橋梁点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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

安達太良橋（上） (ｱﾀﾞﾀﾗﾊﾞｼ) 国道4号 2003 39 12 東北地方整備局 福島県 本宮市 Ⅱ

安達太良橋（下） (ｱﾀﾞﾀﾗﾊﾞｼ) 国道4号 2002 39 12 東北地方整備局 福島県 本宮市 Ⅱ

長命橋（下） (ﾁｮｳﾒｲﾊﾞｼ) 国道4号 1998 66 12 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅰ

長命橋（上） (ﾁｮｳﾒｲﾊﾞｼ) 国道4号 2001 66 14 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

北杉田跨道橋（下） (ｷﾀｽｷﾞﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1971 23 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

北杉田跨道橋（上） (ｷﾀｽｷﾞﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1974 23 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

北杉田跨線橋（下） (ｷﾀｽｷﾞﾀｺｾﾝｷｮｳ) 国道4号 1974 36 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

北杉田跨線橋（上） (ｷﾀｽｷﾞﾀｺｾﾝｷｮｳ) 国道4号 1971 36 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅲ

冠木跨道橋（下） (ｶﾌﾞｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1974 17 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅰ

冠木跨道橋（上） (ｶﾌﾞｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1971 17 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅲ

二本松高架橋（下） (ﾆﾎﾝﾏﾂｺｳｶｷｮｳ) 国道4号 1974 210 10 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅲ

二本松高架橋（上） (ﾆﾎﾝﾏﾂｺｳｶｷｮｳ) 国道4号 1971 225 10 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

油井高架橋（上） (ﾕｲｺｳｶｷｮｳ) 国道4号 1981 801 10 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

油井高架橋（下） (ﾕｲｺｳｶｷｮｳ) 国道4号 1995 801 11 東北地方整備局 福島県 二本松市 Ⅱ

松陵橋（下） (ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｼ) 国道4号 1982 52 12 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

松陵橋（上） (ｼｮｳﾘｮｳﾊﾞｼ) 国道4号 1987 52 12 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

清水こ道橋（下） (ｼﾐｽﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1984 13 13 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

清水こ道橋（上） (ｼﾐｽﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1984 13 17 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

杉妻橋（下） (ｽｷﾞﾂﾏﾊﾞｼ) 国道4号 1972 11 7 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

杉妻橋（上） (ｽｷﾞﾂﾏﾊﾞｼ) 国道4号 1972 11 7 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

渡利橋（下） (ﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 国道4号 1972 11 7 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

渡利橋（上） (ﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 国道4号 1972 11 7 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

松川橋（下） (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1976 170 8 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

松川橋（上） (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1973 170 10 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

鎌田橋（下） (ｶﾏﾀﾊﾞｼ) 国道4号 1978 27 12 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

鎌田橋（上） (ｶﾏﾀﾊﾞｼ) 国道4号 1978 27 12 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

滝川橋 (ﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1960 21 9 東北地方整備局 福島県 国見町 Ⅱ

六角溝橋 (ﾛｯｶｸﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1959 9 17 東北地方整備局 福島県 国見町 Ⅰ

姥上川溝橋 (ｳﾊﾞｶﾞﾐｶﾞﾜﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1959 12 9 東北地方整備局 福島県 国見町 Ⅰ

吾妻高架橋（上） (ｱｽﾞﾏｺｳｶｷｮｳ) 国道13号 1994 371 9 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

葭沢橋 (ﾖｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1991 49 11 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

馬川橋（上） (ｳﾏｶﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1994 7 11 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

馬川橋（下） (ｳﾏｶﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1994 7 11 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

西大橋（下） (ﾆｼｵｵﾊｼ) 国道13号 1999 414 12 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

払川溝橋 (ﾊﾗｲｶﾞﾜﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道13号 1965 5 24 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

福島こ線橋（下） (ﾌｸｼﾏｺｾﾝｷｮｳ) 国道13号 1972 18 10 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

福島こ線橋（上） (ﾌｸｼﾏｺｾﾝｷｮｳ) 国道13号 1974 18 10 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

耳取川橋 (ﾐﾐﾄﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1997 15 28 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

八反田川橋（下） (ﾊｯﾀﾝﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1968 21 11 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

八反田川橋（上） (ﾊｯﾀﾝﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1974 21 11 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

篭岩橋（籠岩橋） (ｶｺﾞｲﾜﾊﾞｼ) 国道13号 1966 38 8 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

山神橋 (ｻﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道13号 1963 107 8 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

杉妻橋側歩道橋（下） (ｽｷﾞﾂﾏﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1972 11 1 東北地方整備局 福島県 福島市 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）

資料⑤-３



【福島県】橋梁点検結果（国土交通省、高速道路会社）
管理者
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録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

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）

杉妻橋側歩道橋（上） (ｽｷﾞﾂﾏﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1972 11 2 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

渡利橋側歩道橋（下） (ﾜﾀﾘﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1972 11 2 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

渡利橋側歩道橋（上） (ﾜﾀﾘﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1972 11 2 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅲ

松川橋側歩道橋（下） (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1969 170 2 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

滝川橋側歩道橋（下） (ﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1973 26 1 東北地方整備局 福島県 国見町 Ⅲ

滝川橋側歩道橋（上） (ﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1973 30 2 東北地方整備局 福島県 国見町 Ⅰ

六角溝橋側歩道橋（上） (ﾛｯｶｸﾐｿﾞﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1959 19 1 東北地方整備局 福島県 国見町 Ⅰ

新屋敷橋 (ｼﾝﾔｼｷﾊﾞｼ) 国道49号 1967 17 9 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅰ

銅冶橋 (ﾄﾞｳﾔﾊﾞｼ) 国道49号 1967 15 9 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 国道49号 1967 20 8 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅱ

梅田跨道橋 (ｳﾒﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1961 13 15 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅱ

久保田跨線橋 (ｸﾎﾞﾀｺｾﾝｷｮｳ) 国道4号 1960 11 15 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅱ

大隅橋 (ｵｵｽﾐﾊﾞｼ) 国道49号 1961 12 8 東北地方整備局 福島県 平田村 Ⅰ

横森橋 (ﾖｺﾓﾘﾊﾞｼ) 国道49号 1961 11 8 東北地方整備局 福島県 平田村 Ⅰ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) 国道49号 1997 130 14 東北地方整備局 福島県 会津坂下町 Ⅲ

竹の橋 (ﾀｹﾉﾊｼ) 国道49号 1961 21 8 東北地方整備局 福島県 猪苗代町 Ⅱ

梅の橋 (ｳﾒﾉﾊｼ) 国道49号 1961 15 8 東北地方整備局 福島県 猪苗代町 Ⅰ

八田橋 (ﾊｯﾀﾊﾞｼ) 国道49号 1966 32 8 東北地方整備局 福島県 会津若松市 Ⅱ

大工川橋 (ﾀﾞｲｸｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道49号 1966 24 10 東北地方整備局 福島県 会津若松市 Ⅱ

鶴沼橋 (ﾂﾙﾇﾏﾊﾞｼ) 国道49号 1974 53 13 東北地方整備局 福島県 会津坂下町 Ⅱ

上藤片桟橋 (ｶﾐﾌｼﾞｶﾀｻﾝﾊﾞｼ) 国道49号 1969 20 4 東北地方整備局 福島県 柳津町 Ⅱ

不動片桟橋 (ﾌﾄﾞｳｶﾀｻﾝﾊﾞｼ) 国道49号 1970 91 4 東北地方整備局 福島県 西会津町 Ⅱ

新長谷川橋 (ｼﾝﾊｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道49号 1970 54 8 東北地方整備局 福島県 西会津町 Ⅱ

松の橋 (ﾏﾂﾉﾊｼ) 国道49号 1962 10 9 東北地方整備局 福島県 猪苗代町 Ⅰ

新田跨線橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｺｾﾝｷｮｳ) 国道49号 1969 12 8 東北地方整備局 福島県 西会津町 Ⅰ

新村こ線橋 (ﾆｲﾑﾗｺｾﾝｷｮｳ) 国道49号 1969 14 9 東北地方整備局 福島県 西会津町 Ⅰ

喜久田橋側道橋 (ｷｸﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道49号 1979 33 2 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅱ

大隅橋側道橋 (ｵｽﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道49号 1963 12 1 東北地方整備局 福島県 平田村 Ⅱ

横森橋側道橋 (ﾖｺﾓﾘﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道49号 1963 13 1 東北地方整備局 福島県 平田村 Ⅲ

新田側道橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道49号 1997 12 2 東北地方整備局 福島県 西会津町 Ⅰ

幣導内こ道橋 (ﾍｲﾄﾞｳﾅｲｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1959 5 8 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅱ

川原跨道橋 (ｶﾜﾊﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1971 8 27 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

下川跨道橋 (ｼﾓｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1973 11 13 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

谷地川溝第１上ランプ
(ﾔｼﾞｶﾞﾜﾐｿﾞﾀﾞｲｲﾁﾉﾎﾞﾘﾗﾝ
ﾌﾟ)

国道6号 1971 10 8 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅲ

谷地川溝第２下ランプ
(ﾔｼﾞｶﾞﾜﾐｿﾞﾀﾞｲﾆｸﾀﾞﾘﾗﾝ
ﾌﾟ)

国道6号 1971 10 8 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅲ

岸溝橋 (ｷｼﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1966 10 19 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅲ

大角溝橋 (ｵｵｽﾐﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1966 10 19 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

大久川橋 (ｵｵﾋｻｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1955 40 8 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅲ

戸ノ作橋（上） (ﾄﾉｻｸﾊｼ) 国道6号 1983 100 11 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅲ

新折木橋 (ｼﾝｵﾘｷﾊﾞｼ) 国道6号 1962 21 9 東北地方整備局 福島県 広野町 Ⅲ

木戸川橋 (ｷﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1963 111 8 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅱ

熊川橋 (ｸﾏｶﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1959 73 8 東北地方整備局 福島県 大熊町 Ⅰ

中央台橋 (ﾁｭｳｵｳﾀﾞｲﾊﾞｼ) 国道6号 1963 19 9 東北地方整備局 福島県 大熊町 Ⅱ



【福島県】橋梁点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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前田川橋 (ﾏｴﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1963 51 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅲ

戎川橋 (ｴﾋﾞｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1963 19 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

中田川橋 (ﾅｶﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1964 25 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

高瀬川橋 (ﾀｶｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1964 131 8 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅱ

請戸川橋 (ｳｹﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1965 122 8 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅲ

小高川橋 (ｵﾀﾞｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1965 101 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅲ

新桜井橋 (ｼﾝｻｸﾗｲﾊﾞｼ) 国道6号 1965 127 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅱ

真野川橋 (ﾏﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1963 210 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅱ

夕筋跨道橋 (ﾕｳｽｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1962 10 9 東北地方整備局 福島県 広野町 Ⅱ

大木下橋 (ｵｵｷｼﾀﾊﾞｼ) 国道6号 1962 13 10 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅰ

北田橋 (ｷﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1963 7 9 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅰ

井出跨道橋 (ｲﾃﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1962 10 10 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅰ

牛踏橋 (ｳｼﾌﾞﾐﾊﾞｼ) 国道6号 1963 6 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

三宮橋 (ｻﾝﾉﾐﾔﾊﾞｼ) 国道6号 1964 6 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 国道6号 1964 7 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

荒井橋 (ｱﾗｲﾊﾞｼ) 国道6号 1964 5 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 国道6号 1964 6 9 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

西台橋 (ﾆｼﾀﾞｲﾊﾞｼ) 国道6号 1964 11 9 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅲ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1964 6 10 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅲ

行津橋 (ﾅﾒﾂﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1964 10 9 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅰ

大井橋 (ｵｵｲﾊﾞｼ) 国道6号 1964 11 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 国道6号 1964 8 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅰ

堤谷橋 (ﾂﾂﾐｶﾞｲﾊﾞｼ) 国道6号 1964 11 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅲ

第一中川原橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶｶﾞﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 国道6号 1963 13 10 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅱ

第二中川原橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶｶﾞﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 国道6号 1963 5 10 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅱ

金沢跨道橋 (ｶﾅｻﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1963 7 9 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅱ

町東橋 (ﾏﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 国道6号 1963 13 9 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅰ

岩穴前橋 (ｲﾜｱﾅﾏｴﾊﾞｼ) 国道6号 1963 7 9 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅱ

第１砂子田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾕﾅｺﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1963 5 9 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅲ

第２砂子田橋 (ﾀﾞｲﾆﾕﾅｺﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 国道6号 1963 5 9 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅱ

渋民橋 (ｼﾌﾞﾀﾐﾊﾞｼ) 国道6号 1963 3 9 東北地方整備局 福島県 新地町 Ⅰ

駒ケ嶺橋 (ｺﾏｶﾞﾐﾈﾊﾞｼ) 国道6号 1963 5 9 東北地方整備局 福島県 新地町 Ⅱ

下真引橋 (ｼﾓﾏﾋﾞｷﾊﾞｼ) 国道6号 1962 11 15 東北地方整備局 福島県 新地町 Ⅱ

小浜橋 (ｵﾊﾞﾏﾊﾞｼ) 国道6号 1963 13 9 東北地方整備局 福島県 大熊町 Ⅱ

大久川橋側道橋 (ｵｵﾋｻｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1971 40 1 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

折木側道橋 (ｵﾘｷｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1994 21 3 東北地方整備局 福島県 広野町 Ⅰ

木戸川側道橋 (ｷﾄﾞｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1984 111 2 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅱ

前田川側道橋 (ﾏｴﾀﾞｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1981 52 2 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

戎川側道橋 (ｴﾋﾞｽｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1982 23 1 東北地方整備局 福島県 双葉町 Ⅱ

高瀬側道橋 (ﾀｶｾｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2001 131 3 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅰ

請戸川橋側道橋 (ｳｹﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1986 123 2 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅰ

宮田川橋側道橋 (ﾐﾔﾀｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1975 21 1 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅱ

牛川橋側道橋 (ｳｼｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1984 24 1 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅰ



【福島県】橋梁点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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

橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

大木下側道橋 (ｵｵｷｼﾀｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1987 16 1 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅰ

北田側道橋 (ｷﾀﾀﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1969 17 1 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅱ

西台第１側道橋 (ﾆｼﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1988 23 1 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅰ

原田橋側道橋 (ﾊﾗﾀﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1969 15 3 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅰ

第一中川原橋側道橋
(ﾀﾞｲｲﾁﾅｶｶﾞﾜﾊﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ
ｷｮｳ)

国道6号 2000 13 1 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅰ

第二中川原側道橋
(ﾀﾞｲﾆﾅｶｶﾞﾜﾊﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

国道6号 2000 5 1 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅰ

幾世橋側道橋（上） (ｷﾖﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2003 23 3 東北地方整備局 福島県 浪江町 Ⅰ

大木下橋側道橋（下） (ｵｵｷｼﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2004 13 1 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅰ

梅川橋 (ｳﾒｶﾜﾊﾞｼ) 国道6号 2006 26 28 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅱ

大曲こ道橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2005 32 10 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅰ

新地蔵川橋 (ｼﾝｼﾞｿﾞｳｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 2004 143 12 東北地方整備局 福島県 新地町 Ⅱ

南川溝橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1957 7 8 東北地方整備局 福島県 郡山市 Ⅱ

福島こ線橋側道橋（下） (ﾌｸｼﾏｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道13号 1972 18 1 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

戸ノ作橋（下） (ﾄﾉｻｸﾊｼ) 国道6号 2006 100 11 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅲ

大角溝橋側道橋 (ｵｵｽﾐﾐｿﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2007 18 2 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

沖山側道橋（上） (ｵｷﾔﾏｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2007 29 3 東北地方整備局 福島県 相馬市 Ⅰ

宮の上こ道橋 (ﾐﾔﾉｳｴｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1974 35 4 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

長老壇こ道橋 (ﾁｮｳﾛｳﾀﾞﾝｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1972 36 4 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅰ

白土こ道橋 (ｼﾗﾄﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道13号 1982 29 4 東北地方整備局 福島県 福島市 Ⅱ

久能平側道橋（下） (ｸﾉｳﾀﾞｲﾗｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2005 15 2 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅰ

堤谷側道橋（下） (ﾂﾂﾐｶﾞｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2005 13 2 東北地方整備局 福島県 南相馬市 Ⅰ

みまや徳姫こ道橋（下） (ﾐﾏﾔﾄｸﾋﾒｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道49号 2011 34 9 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅰ

井出川橋側道橋（下） (ｲﾃﾞｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2010 73 2 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅰ

井出跨道橋側道橋（下） (ｲﾃﾞｺﾄﾞｳｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 2010 24 2 東北地方整備局 福島県 楢葉町 Ⅲ

松塚川橋 ﾏﾂﾂﾞｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 33 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

松塚川橋 ﾏﾂﾂﾞｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 33 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

下釜橋 ｼﾓｶﾞﾏﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 45 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

下釜橋 ｼﾓｶﾞﾏﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 45 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

高倉橋 ﾀｶｸﾗﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 37 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

高倉橋 ﾀｶｸﾗﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 37 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

細谷橋 ﾎｿﾔﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 37 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

細谷橋 ﾎｿﾔﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 37 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

四斗蒔田橋 ﾖﾝﾄﾏｷﾀﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 82 10
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

四斗蒔田橋 ﾖﾝﾄﾏｷﾀﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 82 10
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

堰場橋 ｾｷﾊﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 30 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

堰場橋 ｾｷﾊﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 30 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

前原橋 ﾏｴﾊﾗﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 30 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

前原橋 ﾏｴﾊﾗﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 30 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

内郷橋 ｳﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 25 9
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 Ⅱ

内郷橋 ｳﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 25 9
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 Ⅱ

成沢橋 ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1995 464 9
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 Ⅲ

成田橋 ﾅﾘﾀﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 36 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 二本松市 Ⅲ

成田橋 ﾅﾘﾀﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 36 15
東日本高速道路
株式会社

福島県 二本松市 Ⅲ



【福島県】橋梁点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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

橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

成田橋（バスレーン） ﾅﾘﾀﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 36 5
東日本高速道路
株式会社

福島県 二本松市 Ⅱ

五反田橋 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 13 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

五反田橋 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 13 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ



【福島県】トンネル点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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

南富岡トンネル（上） （ﾐﾅﾐﾄﾐｵｶﾄﾝﾈﾙ） 国道6号 1980 280 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

南富岡トンネル（下） （ﾐﾅﾐﾄﾐｵｶﾄﾝﾈﾙ） 国道6号 2004 280 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

久世原トンネル(上) （ｸｾﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道6号 1999 260 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

久世原トンネル(下) （ｸｾﾊﾗﾄﾝﾈﾙ） 国道6号 1999 260 東北地方整備局 福島県 いわき市 Ⅱ

福島トンネル ﾌｸｼﾏﾄﾝﾈﾙ 東北縦貫自動車道弘前線 1974 880
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

鞍手山トンネル ｸﾗﾃﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 東北横断自動車道いわき新潟線 1990 1669
東日本高速道路
株式会社

福島県 郡山市 Ⅲ

関都トンネル ｾｷﾄﾄﾝﾈﾙ 東北横断自動車道いわき新潟線 1990 1488
東日本高速道路
株式会社

福島県 猪苗代町 Ⅲ

鳥屋山トンネル ﾄﾔｻﾝﾄﾝﾈﾙ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 2600
東日本高速道路
株式会社

福島県 西会津町 Ⅱ

黒森山トンネル ｸﾛﾓﾘﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 東北横断自動車道いわき新潟線 1997 2469
東日本高速道路
株式会社

福島県 西会津町 Ⅲ

大久トンネル ｵｵﾋｻﾄﾝﾈﾙ 常磐自動車道 2000 528
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 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）



【福島県】シェッド点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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

関都スノーシェルター ｾｷﾄｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ 東北横断自動車道いわき新潟線 1990 52 9
東日本高速道路
株式会社

福島県 猪苗代町 Ⅱ

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）



【福島県】大型カルバート点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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

二本松13 ﾆﾎﾝﾏﾂ13 東北縦貫自動車道弘前線 1975 47 7
東日本高速道路
株式会社

福島県 二本松市 Ⅱ

二本松26 ﾆﾎﾝﾏﾂ26 東北縦貫自動車道弘前線 1975 75 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 二本松市 Ⅲ

二本松32 ﾆﾎﾝﾏﾂ32 東北縦貫自動車道弘前線 1975 62 7
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅲ

二本松39 ﾆﾎﾝﾏﾂ39 東北縦貫自動車道弘前線 1975 32 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

二本松61 ﾆﾎﾝﾏﾂ61 東北縦貫自動車道弘前線 1975 48 12
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

二本松62 ﾆﾎﾝﾏﾂ62 東北縦貫自動車道弘前線 1975 31 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

二本松66 ﾆﾎﾝﾏﾂ66 東北縦貫自動車道弘前線 1975 33 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 福島市 Ⅱ

須賀川25 ｽｶｶﾞﾜ25 東北縦貫自動車道弘前線 1977 35 12
東日本高速道路
株式会社

福島県 郡山市 Ⅱ

須賀川33 ｽｶｶﾞﾜ33 東北縦貫自動車道弘前線 1977 34 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 郡山市 Ⅱ

郡山6 ｺｵﾘﾔﾏ6 東北縦貫自動車道弘前線 1977 37 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 郡山市 Ⅲ

若松26 ﾜｶﾏﾂ26 東北横断自動車道いわき新潟線 1992 37 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 会津若松市 Ⅱ

若松28 ﾜｶﾏﾂ28 東北横断自動車道いわき新潟線 1992 34 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 会津若松市 Ⅱ

若松29 ﾜｶﾏﾂ29 東北横断自動車道いわき新潟線 1992 33 9
東日本高速道路
株式会社

福島県 会津若松市 Ⅱ

若松39 ﾜｶﾏﾂ39 東北横断自動車道いわき新潟線 1992 47 15
東日本高速道路
株式会社

福島県 会津若松市 Ⅱ

若松45 ﾜｶﾏﾂ45 東北横断自動車道いわき新潟線 1992 29 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 会津美里町 Ⅱ

若松53 ﾜｶﾏﾂ53 東北横断自動車道いわき新潟線 1992 32 13
東日本高速道路
株式会社

福島県 会津坂下町 Ⅱ

いわき中央17 ｲﾜｷﾁｭｳｵｳ17 常磐自動車道 1999 86 12
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 Ⅱ

いわき四倉1 ｲﾜｷﾖﾂｸﾗ1 常磐自動車道 1999 37 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 Ⅱ

いわき四倉5 ｲﾜｷﾖﾂｸﾗ5 常磐自動車道 2001 72 7
東日本高速道路
株式会社

福島県 いわき市 Ⅱ

いわき四倉7 ｲﾜｷﾖﾂｸﾗ7 常磐自動車道 2001 140 13
東日本高速道路
株式会社

福島県 広野町 Ⅱ

いわき四倉10 ｲﾜｷﾖﾂｸﾗ10 常磐自動車道 2001 25 11
東日本高速道路
株式会社

福島県 広野町 Ⅱ

広野1 ﾋﾛﾉ1 常磐自動車道 2001 29 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 広野町 Ⅱ

広野3 ﾋﾛﾉ3 常磐自動車道 2004 25 12
東日本高速道路
株式会社

福島県 楢葉町 Ⅱ

広野6 ﾋﾛﾉ6 常磐自動車道 2013 48 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 楢葉町 Ⅰ

広野9 ﾋﾛﾉ9 常磐自動車道 2004 47 10
東日本高速道路
株式会社

福島県 富岡町 Ⅰ

広野15 ﾋﾛﾉ15 常磐自動車道 2004 33 8
東日本高速道路
株式会社

福島県 富岡町 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）



【福島県】門型標識等点検結果（国土交通省、高速道路会社）
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 東北縦貫自動車道弘前線 1997 7
東日本高速道路
株式会社

福島県 本宮市 Ⅱ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 1997 7
東日本高速道路
株式会社

福島県 郡山市 Ⅱ

道路情報提供装置 東北横断自動車道いわき新潟線 1995 14
東日本高速道路
株式会社

福島県 郡山市 Ⅱ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 1994 14
東日本高速道路
株式会社

福島県 須賀川市 Ⅱ

行政区域

施設名 路線名
設置年月
（西暦）

道路幅員
（ｍ）



【福島県】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

川原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 福島飯坂線 1937 4.1 10.1 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

堺橋 (ｻｶｲﾊｼ) 福島飯坂線 1963 5.6 28.5 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

上並松橋 (ｶﾐﾅﾐﾏﾂﾊｼ) 福島飯坂線 1950 13.2 10.7 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

並松橋 (ﾅﾐﾏﾂﾊｼ) 福島飯坂線 1950 2.5 10.0 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

下江添橋 (ｼﾓｴｿﾞｴﾊｼ) 福島吾妻裏磐梯線 1959 2.8 14.7 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

北ノ内橋 (ｷﾀﾉｳﾁﾊｼ) 福島吾妻裏磐梯線 1982 2.8 8.1 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

東橋 (ｱﾂﾞﾏﾊｼ) 福島吾妻裏磐梯線 1973 3.5 8.9 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

高湯橋 (ﾀｶﾕﾊｼ) 福島吾妻裏磐梯線 1960 6.0 8.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

松川橋（旧国道4号） (ﾏﾂｶﾜﾊｼ) 福島安達線 1956 22.0 9.6 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

柴切田橋 (ｼﾊﾞｷﾘﾀﾞﾊｼ) 飯野三春石川線 1968 6.0 9.6 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊｼ) 飯野三春石川線 1969 6.4 5.4 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

新広表橋 (ｼﾝﾋﾛｵﾓﾃﾊｼ) 飯野三春石川線 1997 13.7 13.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

上八幡橋 (ｶﾐﾔﾊﾀﾊｼ) 飯坂保原線 1988 32.7 23.5 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊｼ) 二本松川俣線 1977 19.6 8.2 福島県 福島県 川俣町 Ⅲ

唐滝橋 (ｶﾗﾀｷﾊｼ) 土湯温泉線 1971 13.6 7.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

地蔵川橋 (ｼﾞｿﾞｳｶﾞﾜﾊｼ) 土湯温泉線 1970 2.0 4.4 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

室沢橋 (ﾑﾛｻﾜﾊｼ) 土湯温泉線 1970 13.6 7.8 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

高沢橋 (ﾀｶｻﾜﾊｼ) 庭坂福島線 1978 12.1 14.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

小畑橋 (ｺﾊﾀﾊｼ) 大沢広表線 2003 32.8 11.0 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

境川橋 (ｻｶｲｶﾞﾜﾊｼ) 川俣安達線 1974 12.6 10.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

月夜田橋 (ﾂｷﾖﾀﾞﾊｼ) 川俣安達線 1974 3.5 15.4 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

荒川橋 (ｱﾗｶﾜﾊｼ) 水原福島線 1997 41.9 13.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

赤沢橋 (ｱｶｻﾞﾜﾊｼ) 水原福島線 1962 5.3 7.0 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

大森川橋 (ｵｵﾓﾘｶﾞﾜﾊｼ) 水原福島線 1962 9.5 7.3 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

檀の越橋 (ﾀﾞﾝﾉｺｼﾊｼ) 水原福島線 1958 13.5 6.1 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 水原福島線 1980 5.0 9.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

鍛冶屋川橋（上り） (ｶｼﾞﾔｶﾜﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1998 40.0 12.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

下白津川橋（下り） (ｼﾓｼﾗﾂｶﾜﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1975 18.6 11.7 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

上八反田橋 (ｶﾐﾊﾂﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1972 10.6 6.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

平地内橋 (ﾍｲﾁﾅｲﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1957 6.5 10.6 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

第１跨道橋 (ﾀﾞｲ1ｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 上名倉飯坂伊達線 1956 10.4 8.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

鍛冶屋川橋（下り） (ｶｼﾞﾔｶﾜﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1963 25.3 8.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

堰の内橋 (ｾｷﾉｳﾁﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1950 13.2 7.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

長老座橋 (ﾁﾖｳﾛｳｻﾞﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1992 5.2 9.6 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

第１跨道人道橋 (ﾀﾞｲ1ｺﾄﾞｳｼﾞﾝﾄﾞｳﾊｼ) 上名倉飯坂伊達線 1956 10.5 3.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

樋下橋 (ﾄｲｼﾀﾊｼ) 原町川俣線 1969 7.4 7.8 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

軽井沢橋 (ｶﾙｲｻﾜﾊｼ) 国道399号 1932 6.8 6.0 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

界橋 (ｻｶｲﾊｼ) 国道399号 1939 4.5 7.0 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

茂庭沢橋 (ﾓﾆﾜｻﾞﾜﾊｼ) 国道399号 1992 12.8 11.5 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

穴原橋 (ｱﾅﾊﾞﾗﾊｼ) 国道399号 1960 7.8 5.1 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

春雨橋 (ﾊﾙｻﾒﾊｼ) 国道349号 1963 3.4 6.6 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

川原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 国道349号 1967 15.7 10.0 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域



【福島県】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
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

折坂橋 (ｵﾘｻｶﾊｼ) 国道349号 1969 3.0 7.9 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊｼ) 国道349号 1981 41.5 12.8 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 国道115号 1967 2.7 7.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

高森橋 (ﾀｶﾓﾘﾊｼ) 国道115号 1972 12.5 12.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

濁川橋 (ﾆｺﾞﾘｶﾞﾜﾊｼ) 国道115号 1987 35.3 28.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

田代川橋 (ﾀｼﾛｶﾞﾜﾊｼ) 国道114号 1995 10.7 19.8 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

新笠松橋 (ｼﾝｶｻﾏﾂﾊｼ) 国道114号 1977 8.4 13.4 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

沢橋 (ｻﾜﾊｼ) 国道114号 1937 2.7 8.8 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

南川俣橋 (ﾐﾅﾐｶﾜﾏﾀﾊｼ) 国道114号 1995 40.9 19.8 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

御輪橋 (ｺﾞﾘﾝﾊｼ) 国道114号 1982 19.3 13.3 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 国道114号 1937 7.3 12.6 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

脇橋 (ﾜｷﾊｼ) 国道114号 1937 4.1 9.5 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

橋本橋歩道橋 (ﾊｼﾓﾄﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 福島飯坂線 1961 12.1 1.6 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

赤沢橋歩道橋 (ｱｶｻﾞﾜﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 水原福島線 1975 5.5 3.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

鍛冶屋川歩道橋 (ｶｼﾞﾔｶﾜﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 上名倉飯坂伊達線 1983 25.3 3.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

上八反田橋歩道橋 (ｶﾐﾊﾂﾀﾝﾀﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 上名倉飯坂伊達線 1957 11.4 2.8 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

堰の内橋歩道橋 (ｾｷﾉｳﾁﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 上名倉飯坂伊達線 1950 13.2 2.5 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

平地内橋歩道橋 (ﾋﾗﾁｳﾁﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 上名倉飯坂伊達線 1999 9.7 3.3 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

堀中橋 (ﾎﾘﾅｶﾊｼ) 本宮熱海線 1964 2.4 12.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

中原田橋 (ﾅｶﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 本宮熱海線 1982 4.9 11.6 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

青田原橋 (ｱｵﾀﾊﾗﾊｼ) 本宮熱海線 1963 2.2 11.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅲ

神座橋 (ｼﾝｻﾞﾊｼ) 本宮熱海線 1962 3.6 11.1 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊｼ) 本宮熱海線 1963 2.4 15.6 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

夏無川橋 (ﾅﾂﾅｼｶﾞﾜﾊｼ) 本宮土湯温泉線 1972 11.6 7.8 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

小関沢橋 (ｺｾｷｻﾜﾊｼ) 本宮土湯温泉線 1998 13.2 11.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

不動滝橋 (ﾌﾄﾞｳﾀｷﾊｼ) 本宮土湯温泉線 1963 11.4 6.7 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊｼ) 本宮常葉線 1988 3.6 9.2 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 本宮常葉線 1999 16.8 11.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

石上橋 (ｲｼｶﾞﾐﾊｼ) 本宮常葉線 1968 4.1 8.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

不動滝橋 (ﾌﾄﾞｳﾀｷﾊｼ) 本宮常葉線 1975 11.4 12.1 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

作原橋 (ｻｸﾊﾗﾊｼ) 本宮三春線 1957 9.6 9.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

作原橋側道橋 (ｻｸﾊﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 本宮三春線 2004 11.1 3.8 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

除石橋 (ﾉｿﾞｷｲｼﾊｼ) 本宮岩代線 1950 3.4 8.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅲ

小田部橋 (ｺﾀﾍﾞﾊｼ) 本宮岩代線 1984 5.2 10.5 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

戌茂橋 (ｲﾇﾓﾊｼ) 本宮岩代線 1965 3.9 10.4 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

払川橋 (ﾊﾗｲｶﾞﾜﾊｼ) 福島安達線 1956 7.5 9.1 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 福島安達線 2008 25.3 12.7 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

払川側道橋（下流側） (ﾊﾗｲｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 福島安達線 1973 10.4 2.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

払川側道橋（上流側） (ﾊﾗｲｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 福島安達線 1970 10.5 2.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 飯野三春石川線 1960 6.2 9.1 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

本町橋 (ﾓﾄﾏﾁﾊｼ) 飯野三春石川線 1956 7.5 14.9 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

早稲田橋 (ﾜｾﾀﾞﾊｼ) 飯野三春石川線 1977 13.6 9.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ



【福島県】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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架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

松沢橋 (ﾏﾂｻﾜﾊｼ) 飯野三春石川線 1968 3.2 11.2 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

町田橋 (ﾏﾁﾀﾊｼ) 飯野三春石川線 1986 4.5 9.7 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

荻ノ田橋 (ｵｷﾞﾉﾀﾞﾊｼ) 飯野三春石川線 1976 14.5 9.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

不動瀧橋 (ﾌﾄﾞｳﾀﾞｷﾊｼ) 飯野三春石川線 1955 6.0 6.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

広惣内橋 (ﾋﾛｿｳﾁﾊｼ) 飯野三春石川線 1983 5.5 6.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

黒木内橋 (ｸﾛｷｳﾁﾊｼ) 飯野三春石川線 1968 6.1 7.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

古明神橋 (ﾌﾙﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 飯野三春石川線 1955 4.9 8.4 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

坂ノ下橋 (ｻｶﾉｼﾀﾊｼ) 飯野三春石川線 1988 12.0 9.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

馬場平甲橋 (ﾊﾞﾊﾞﾀﾞｲﾗｺｳﾊｼ) 馬場平杉田線 1965 6.0 6.5 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

大原橋 (ｵｵﾊﾗﾊｼ) 二本松川俣線 1992 19.9 11.4 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

田谷橋 (ﾀﾔﾊｼ) 二本松川俣線 1932 3.5 4.6 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

諸田橋 (ﾓﾛﾀﾊｼ) 二本松三春線 1979 13.6 9.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

関根橋 (ｾｷﾈﾊｼ) 二本松三春線 1991 13.9 11.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

長屋橋 (ﾅｶﾞﾔﾊｼ) 二本松三春線 1983 10.4 10.0 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

平石橋 (ﾋﾗｲｼﾊｼ) 二本松三春線 1997 22.3 14.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊｼ) 二本松金屋線 1981 5.3 8.2 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

鯉川橋 (ｺｲｶﾜﾊｼ) 二本松安達線 1957 6.5 7.6 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

竹ノ内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊｼ) 石筵本宮線 1975 8.2 9.6 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

ツツジ橋 ﾂﾂｼﾞﾊﾞｼ 石筵本宮線 2000 10.9 9.2 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 石沢荻田線 1967 4.0 5.5 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

馬洗橋 (ｳﾏｱﾗｲﾊｼ) 石沢荻田線 1969 15.0 6.8 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

樋ノ口橋 (ﾄｲﾉｸﾁﾊｼ) 石沢荻田線 1992 28.1 10.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

成田橋 (ﾅﾘﾀﾊｼ) 須賀川二本松線 1982 18.6 11.5 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

枝沢橋 (ｴﾀﾞｻﾜﾊｼ) 須賀川二本松線 1983 12.3 10.7 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

穴田橋 (ｱﾅﾀﾞﾊｼ) 須賀川二本松線 1960 3.9 8.3 福島県 福島県 本宮市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 須賀川二本松線 1982 18.1 10.8 福島県 福島県 本宮市 Ⅲ

田子屋橋 (ﾀｺﾞﾔﾊｼ) 松川渋川線 1970 17.4 7.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾊｼ) 松川渋川線 1970 35.3 7.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

山木屋橋 (ﾔﾏｷﾔﾊｼ) 原町二本松線 1997 12.4 11.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

粒良田橋 (ﾂﾌﾞﾗﾀﾞﾊｼ) 原町二本松線 1976 6.5 8.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

伏返橋 (ﾌｾｶﾞｴｼﾊｼ) 原町二本松線 1956 2.5 5.1 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

中森橋 (ﾅｶﾓﾘﾊｼ) 原町二本松線 1976 4.5 10.6 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

杉内橋 (ｽｷﾞｳﾁﾊｼ) 原町二本松線 1992 4.3 10.2 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

滑岩橋 (ﾅﾒｲﾜﾊｼ) 岳温泉大玉線 1964 11.8 4.0 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 岳温泉大玉線 1964 6.7 7.0 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

遠藤ヶ滝橋 (ｴﾝﾄﾞｳｶﾞﾀｷﾊｼ) 岳温泉大玉線 1966 11.8 4.6 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

井戸神橋 (ｲﾄﾞｶﾞﾐﾊｼ) 岳温泉大玉線 1966 7.4 4.5 福島県 福島県 大玉村 Ⅲ

寺沢橋 (ﾃﾗｻﾜﾊｼ) 岳温泉大玉線 1965 11.8 4.5 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

二ツ橋 (ﾌﾀﾂﾊｼ) 岳温泉大玉線 1963 7.3 4.2 福島県 福島県 大玉村 Ⅱ

深堀橋 (ﾌｶﾎﾞﾘﾊｼ) 岳温泉線 1959 10.5 7.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

濡石橋 (ﾇﾚｲｼﾊｼ) 安達停車場線 2005 27.1 5.3 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

道田橋 (ﾐﾁﾀﾞﾊｼ) 安達停車場線 1968 2.4 6.5 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ



【福島県】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
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橋梁名(フリガナ） 路線名
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幅員
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行政区域

黒金橋 (ｸﾛｶﾞﾈﾊｼ) 安達太良山線 1962 14.5 6.8 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

表橋 (ｵﾓﾃﾊｼ) 安達太良山線 2002 9.8 11.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

御徒橋 (ｵｶｼﾞﾊｼ) 安達太良山線 1968 2.1 16.4 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

市神橋 (ｲﾁｶﾞﾐﾊｼ) 安達太良山線 1969 21.6 7.8 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

湯仙橋 (ﾕｾﾝﾊｼ) 安達太良山線 1972 16.6 8.3 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 安達太良山線 1959 4.5 8.3 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊｼ) 国道459号 1924 2.4 6.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

堂内橋 (ﾄﾞｳﾅｲﾊｼ) 国道459号 1987 5.8 13.8 福島県 福島県 二本松市 Ⅲ

久根内橋 (ｸﾈﾉｳﾁﾊｼ) 国道459号 1924 2.4 6.0 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

天王田橋歩道橋 (ﾃﾝﾉｳﾀﾞﾊｼﾎﾄﾞｳ) 福島安達線 1984 10.7 8.4 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

荻ノ田歩道橋 (ｵｷﾞﾉﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 飯野三春石川線 1990 21.6 3.8 福島県 福島県 二本松市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 保原桑折線 1970 5.5 10.5 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

飯出橋 (ｲｲﾃﾞﾊｼ) 平松梁川線 1960 4.3 7.0 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

宮本橋 (ﾐﾔﾓﾄﾊｼ) 平松梁川線 1981 2.5 6.4 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

栃倉橋 (ﾄﾁｸﾗﾊｼ) 平松梁川線 1994 4.9 6.4 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

峠下橋 (ﾄｳｹﾞｼﾀﾊｼ) 白石国見線 1956 2.3 8.4 福島県 福島県 国見町 Ⅱ

小坂橋 (ｺｻｶﾊｼ) 白石国見線 1984 4.2 6.4 福島県 福島県 国見町 Ⅱ

風呂沢橋 (ﾌﾛｻﾞﾜﾊｼ) 大枝貝田線 1973 4.7 9.5 福島県 福島県 国見町 Ⅱ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊｼ) 赤井畑国見線 1975 3.0 6.2 福島県 福島県 国見町 Ⅱ

泉田橋 (ｲｽﾞﾐﾀﾞﾊｼ) 国見福島線 1973 7.3 8.7 福島県 福島県 桑折町 Ⅱ

瀬戸場橋 (ｾﾄﾊﾞﾊｼ) 国見福島線 1963 5.9 9.8 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 国見福島線 2004 12.7 11.0 福島県 福島県 国見町 Ⅱ

網田橋 (ｱﾐﾀﾞﾊｼ) 国見福島線 1971 3.1 6.0 福島県 福島県 桑折町 Ⅱ

佐久間橋 (ｻｸﾏﾊｼ) 国見福島線 1971 6.1 6.3 福島県 福島県 桑折町 Ⅱ

嘉地田橋 (ｶｼﾞﾀﾊｼ) 広畑月舘線 1980 18.5 8.0 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

牡丹沢橋 (ﾎﾞﾀﾝｻﾞﾜﾊｼ) 広畑月舘線 1965 10.4 8.2 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

高田橋 (ﾀｶﾀﾞﾊｼ) 広畑月舘線 1981 5.8 13.8 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

箱崎橋 (ﾊｺｻﾞｷﾊｼ) 広畑月舘線 1956 8.3 7.0 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

扇橋 (ｵｳｷﾞﾊｼ) 丸森霊山線 1987 5.4 9.8 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

下日向橋 (ｼﾓﾋﾅﾀﾊｼ) 丸森霊山線 1960 3.2 13.9 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

西裏橋 (ﾆｼｳﾗﾊｼ) 丸森霊山線 1960 3.1 11.7 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

木高橋 (ｷﾀﾞｶﾊｼ) 丸森霊山線 1964 3.6 4.6 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

上高谷橋 (ｶﾐｺｳﾔﾊｼ) 丸森霊山線 1964 2.3 4.3 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

竹の花橋 (ﾀｹﾉﾊﾅﾊｼ) 丸森梁川線 1981 11.0 5.9 福島県 福島県 伊達市 Ⅲ

山舟生橋 (ﾔﾏﾌﾆﾕｳﾊｼ) 丸森梁川線 1977 19.8 8.2 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

蜂沢橋 (ﾊﾞﾁｻﾜﾊｼ) 丸森梁川線 1964 7.4 8.2 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

番谷橋 (ﾊﾞﾝﾔﾊｼ) 丸森梁川線 1980 4.9 7.1 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

村石橋 (ﾑﾗｲｼﾊｼ) 国道399号 1954 2.9 18.7 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

竹の内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊｼ) 国道399号 1970 10.4 7.0 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

堰場橋 (ｾｷﾊﾞﾊﾞｼ) 国道399号 2001 6.4 6.7 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

館ノ内橋 (ﾀﾃﾉｳﾁﾊｼ) 国道349号 1933 4.2 8.8 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 国道349号 1933 4.0 8.8 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ
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滝沢橋 (ﾀｷｻﾞﾜﾊｼ) 国道349号 1967 12.1 7.1 福島県 福島県 伊達市 Ⅲ

第１中屋敷歩道橋 (ﾀﾞｲ12ﾅｶﾔｼｷﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 伊達霊山線 1965 2.6 3.3 福島県 福島県 伊達市 Ⅲ

第2中屋敷歩道橋 (ﾀﾞｲ2ﾅｶﾔｼｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 伊達霊山線 1982 5.1 2.5 福島県 福島県 伊達市 Ⅱ

馬場第２橋 (ﾊﾞﾊﾞﾀﾞｲﾆﾊｼ) 国道288号 1971 3.4 6.4 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

西光地橋 (ｻｲｺｳﾁﾊｼ) 国道288号 1984 9.9 10.8 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

山根川橋 (ﾔﾏﾈｶﾞﾜﾊｼ) 国道288号 1962 7.3 7.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 国道288号 1971 4.0 8.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾊｼ) 国道288号 1971 4.5 7.5 福島県 福島県 田村市 Ⅰ

上の橋 (ｶﾐﾉﾊｼ) 国道288号 1936 32.0 7.7 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

曲山橋 (ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾊｼ) 国道349号 1961 4.3 6.4 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

高柴橋 (ﾀｶｼﾊﾞﾊｼ) 国道349号 1986 14.8 10.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 国道349号 1973 4.5 7.9 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

和名田橋 (ﾜﾅﾀﾞﾊｼ) 国道349号 1961 4.0 6.5 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊｼ) 国道399号 1986 17.3 9.4 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊｼ) 国道399号 1972 4.4 6.6 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

麓橋 (ﾌﾓﾄﾊｼ) 小野・田母神線 1951 3.8 6.5 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

宮出橋 (ﾐﾔﾃﾞﾊｼ) 船引・大越・小野線 1969 4.0 6.3 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

宮入橋 (ﾐﾔｲﾘﾊｼ) 船引大越小野線 1969 3.6 6.1 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

上川原橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾗﾊｼ) 船引・大越・小野線 1964 4.4 5.9 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ) 船引・大越・小野線 1970 3.0 6.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

大坂橋 (ｵｵｻｶﾊｼ) 船引・大越・小野線 1968 26.8 9.1 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

担橋 (ｶﾂｷﾞﾊｼ) 本宮三春線 1981 21.7 12.0 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

梵天橋 (ﾎﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 小野富岡線 1984 8.9 5.6 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

西沢橋 (ﾆｼｻﾞﾜﾊｼ) 小野富岡線 1983 12.2 8.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

入新田３号橋 (ｲﾘｼﾝﾃﾞﾝ3ｺﾞｳｷﾖｳ) 小野富岡線 1998 20.1 8.9 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

田畑橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊｼ) 飯野三春石川線 1964 3.0 7.0 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

五味橋 (ｺﾞﾐﾊｼ) 小野四倉線 1996 19.9 10.0 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

中通橋 (ﾅｶﾄﾞｵﾘﾊｼ) 小野四倉線 1976 2.0 16.0 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

岩沢橋 (ｲﾜｻﾜﾊｼ) 小野四倉線 1961 3.7 6.5 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

五百橋 (ｺﾞﾋﾔｸﾊｼ) 矢吹小野線 1969 9.5 6.5 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

軽井沢橋 (ｶﾙｲｻﾞﾜﾊｼ) 浪江三春線 1984 33.9 10.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

石沢橋 (ｲｼｻﾞﾜﾊｼ) 浪江三春線 1998 24.4 10.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 浪江三春線 1972 2.8 6.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

曲山橋 (ﾏｶﾞﾘﾔﾏﾊｼ) 浪江三春線 1967 7.3 9.1 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

甲神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊｼ) 浪江三春線 1967 4.5 6.9 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

下台橋 (ｼﾓﾀﾞｲﾊｼ) 浪江三春線 1966 3.2 6.1 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

多賀橋 (ﾀｶﾞﾊｼ) 浪江三春線 1967 2.9 5.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

宇津志橋 (ｳﾂｼﾊｼ) 浪江三春線 1971 2.8 7.8 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

椚山橋 (ｸﾇｷﾞﾔﾏﾊｼ) 郡山・大越線 1988 20.1 8.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

鞍掛橋 (ｸﾗｶｹﾊｼ) 郡山・大越線 1982 6.1 7.1 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

第１樋渡橋 (ﾀﾞｲ1ﾋﾜﾀｼﾊｼ) 郡山大越線 1971 15.0 6.5 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

西方橋 (ﾆｼｶﾀﾊｼ) 郡山・大越線 1989 45.0 10.0 福島県 福島県 三春町 Ⅱ
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力石橋 (ﾘｷｲｼﾊｼ) 小野郡山線 1928 2.9 6.1 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

高柴橋 (ﾀｶｼﾊﾞﾊｼ) 小野郡山線 1972 3.3 7.0 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

按田橋 (ｱﾝﾀﾞﾊｼ) 小野郡山線 1986 11.6 7.0 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

上遠野橋 (ｶﾄｳﾉﾊｼ) 富岡大越線 2003 8.7 6.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

滝の橋 (ﾀｷﾉﾊｼ) 富岡大越線 1936 4.0 4.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

下の内橋 (ｼﾓﾉｳﾁﾊｼ) 常葉芦沢線 1975 5.3 5.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

実沢橋 (ｻﾈｻﾞﾜﾊｼ) 本宮常葉線 1966 7.2 7.2 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 本宮常葉線 1978 9.0 6.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

樋ノ口橋 (ﾄｲﾉｸﾁﾊｼ) 本宮常葉線 1978 9.0 6.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

赤沼橋 (ｱｶﾇﾏﾊｼ) 平田・小野線 1978 12.3 7.0 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

巌橋 (ｲﾜｵﾊｼ) 平田小野線 1937 2.5 7.6 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

元内橋 (ﾓﾄｳﾁﾊｼ) 谷田川三春線 1975 9.4 7.4 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

矢大臣橋 (ﾔﾀﾞｲｼﾞﾝﾊｼ) 吉間田・滝根線 1935 3.0 5.4 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

逆木橋 (ｻｶｷﾊｼ) 吉間田滝根線 1921 3.1 4.8 福島県 福島県 田村市 Ⅲ

矢大臣２号橋 (ﾔﾀﾞｲｼﾞﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 吉間田滝根線 1930 3.1 4.4 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

遠下橋 (ﾄｳｼﾓﾊｼ) 常葉野川線 1982 8.2 7.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊｼ) 常葉野川線 1972 6.0 5.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

長賀橋 (ﾁﾖｳｶﾞﾊｼ) 鴇子夏井停車場線 1970 7.6 6.5 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

穴田橋 (ｱﾅﾀﾞﾊｼ) 鴇子夏井停車場線 1999 5.1 7.0 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

辻の内橋 (ﾂｼﾞﾉｳﾁﾊｼ) 鴇子・夏井停車場線 1980 14.9 8.5 福島県 福島県 小野町 Ⅱ

上台橋 (ｳｴﾉﾀﾞｲﾊｼ) 実沢・要田線 1960 2.5 6.5 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

請地橋 (ｳｹﾁﾊｼ) 実沢・要田線 1956 4.8 4.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

明神橋 (ﾐﾖｳｼﾞﾝﾊｼ) 栗出・菅谷線 1967 12.7 6.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

神明前橋 (ｼﾝﾒｲﾏｴﾊｼ) 柳渡戸・常葉線 1968 15.0 5.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

真上橋 (ﾏｶﾞﾐﾊｼ) 柳渡戸・常葉線 1997 12.4 8.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

鳴沢橋 (ﾅﾙｻﾜﾊｼ) 柳渡戸・常葉線 1968 4.0 9.3 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

柳渡戸橋 (ﾔﾅｷﾞﾜﾀﾄﾞﾊｼ) 柳渡戸・常葉線 1972 5.5 6.3 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

昭和橋 (ｼﾖｳﾜﾊｼ) 石沢荻田線 1984 23.0 8.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊｼ) 上移・常葉線 1963 8.3 3.9 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

女房内橋 (ﾆﾖｳﾎﾞｳﾅｲﾊｼ) 上移常葉線 1970 4.5 3.8 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊｼ) 上移常葉線 1990 18.6 10.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

高原橋 (ﾀｶﾊﾗﾊｼ) 上移・常葉線 1970 4.5 4.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) あぶくま洞・都路線 1977 14.8 4.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

早稲川橋 (ﾜｾｶﾞﾜﾊｼ) あぶくま洞・都路線 1983 19.3 7.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾗﾊｼ) あぶくま洞・都路線 1996 17.8 11.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

長七田橋 (ﾁﾖｳｼﾁﾀﾊｼ) あぶくま洞都路線 1956 2.5 7.8 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊｼ) あぶくま洞都路線 1956 3.9 5.0 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

鬼五郎中橋 (ｵﾆｺﾞﾛｳﾅｶﾊｼ) あぶくま洞都路線 1956 5.0 3.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

入水橋 (ｲﾘﾐｽﾞﾊｼ) あぶくま洞都路線 1973 4.0 6.5 福島県 福島県 田村市 Ⅱ

春田大橋 (ﾊﾙﾀｵｵﾊｼ) 谷田川・三春線 1994 218.0 9.8 福島県 福島県 三春町 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊｼ) 国道118号 1963 3.5 6.8 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

湯本橋 (ﾕﾓﾄﾊｼ) 国道118号 1965 60.0 6.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅰ
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野仲橋 (ﾉﾅｶﾊｼ) 国道118号 1960 23.6 6.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅲ

菖蒲沢橋 (ｼﾖｳﾌﾞｻﾜﾊｼ) 国道118号 1961 2.6 6.7 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

第４号橋 (ﾀﾞｲ4ｺﾞｳｷﾖｳ) 国道118号 1961 5.4 7.4 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

南塚越橋 (ﾐﾅﾐﾂｶｺﾞｼﾊｼ) 国道118号 1965 3.6 7.9 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

新滝坂橋 (ｼﾝﾀｷｻｶﾊｼ) 国道118号 1991 19.5 8.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

八十内橋 (ﾔｿｳﾁﾊｼ) 国道118号 1976 23.8 9.5 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

斧切沢橋 (ｵﾉｷﾘｻﾜﾊｼ) 国道118号 1985 10.6 8.2 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 国道118号 1976 12.9 7.5 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

坂本川橋 (ｻｶﾓﾄｶﾞﾜﾊｼ) 国道118号 1968 16.5 6.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅲ

元木原橋 (ﾓﾄｷﾊﾗﾊｼ) 国道118号 1968 6.1 6.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

第２号橋 (ﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 国道118号 1961 7.6 6.5 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

簀子橋 (ｽﾉｺﾊｼ) 国道118号 1961 31.8 6.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

横橋 (ﾖｺﾊｼ) 国道294号 1969 10.0 6.5 福島県 福島県 須賀川市 Ⅲ

湯口橋 (ﾕｸﾞﾁﾊｼ) 国道294号 1980 23.8 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

勢至堂大橋 (ｾｲｼﾄﾞｳｵｵﾊｼ) 国道294号 1984 87.0 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

熊谷橋 (ｸﾏｶﾞﾔﾊｼ) 国道294号 1969 19.5 6.5 福島県 福島県 須賀川市 Ⅲ

西銅屋橋 (ﾆｼﾄﾞｳﾔﾊｼ) 国道294号 1982 39.3 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

勢至菩薩橋 (ｾｲｼﾎﾞｻﾂﾊｼ) 国道294号 1982 64.4 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

滝ノ沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾊｼ) 国道294号 1980 44.5 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

東銅屋橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾔﾊｼ) 国道294号 1982 32.8 8.3 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

銭神橋 (ｾﾞﾆｶﾐﾊｼ) 飯野三春石川線 1990 10.8 10.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

桐久保橋 (ｷﾘｸﾎﾞﾊｼ) 飯野三春石川線 1994 10.5 10.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

江持橋 (ｴﾓﾁﾊｼ) 須賀川三春線 2003 165.5 15.5 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

前川原橋 (ﾏｴｶﾜﾗﾊｼ) 郡山矢吹線 1972 54.7 7.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

石の花橋 (ｲｼﾉﾊﾅﾊｼ) 郡山矢吹線 1980 11.2 8.6 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

屋敷前橋 (ﾔｼｷﾏｴﾊｼ) 郡山矢吹線 1955 2.7 7.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅰ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 矢吹天栄線 1973 5.0 5.5 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

沢橋 (ｻﾜﾊｼ) 矢吹天栄線 1973 3.2 5.7 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 矢吹天栄線 1973 5.0 4.3 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

日照田橋(上り線) (ﾋﾃﾞﾘﾀﾞﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 古殿須賀川線 1999 23.4 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

岩根大橋 (ｲﾜﾈｵｵﾊｼ) 中野須賀川線 1979 26.0 10.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

清諒橋 (ｾｲﾘﾖｳﾊｼ) 中野須賀川線 1989 14.3 10.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

浦通南橋 (ｳﾗﾄﾞｳﾘﾐﾅﾐﾊｼ) 矢吹堀込線 1967 3.0 6.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 母畑・須賀川線 1952 4.4 7.1 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

関向橋 (ｾｷﾑｶｲﾊｼ) 玉川・田村線 1965 12.6 13.3 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

小倉橋 (ｵｸﾞﾗﾊｼ) 玉川・田村線 1982 14.2 10.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 十日市矢吹線 1973 69.5 7.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

石仏橋 (ｲｼﾎﾞﾄｹﾊｼ) 下松本鏡石停車場線 1968 2.2 10.1 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 三穂田須賀川線 1960 4.3 6.6 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

沢目木橋 (ｻﾜﾒｷﾊｼ) 須賀川二本松線 1931 4.2 7.8 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

須賀川橋 (ｽｶｶﾞﾜﾊｼ) 須賀川二本松線 2001 114.5 16.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

日照田橋(下り線) (ﾋﾃﾞﾘﾀﾞﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 古殿須賀川線 1997 23.4 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ
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湯沢２号桟道橋 (ﾕｻﾞﾜﾆｺﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 国道294号 1990 35.0 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

湯沢１号桟道橋 (ﾕｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 国道294号 1990 78.0 9.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅰ

新閻魔沢橋 (ｼﾝｴﾝﾏｻﾜﾊｼ) 国道294号 2003 33.0 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

雪舟田橋 (ｿﾘﾀﾊｼ) 長沼喜久田線 1995 24.6 8.0 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

竜田橋 (ﾀﾂﾀﾊｼ) 国道294号 1988 22.3 14.0 福島県 福島県 天栄村 Ⅱ

桶田橋 (ｵｹﾀﾞﾊｼ) 国道118号 1964 2.4 8.5 福島県 福島県 須賀川市 Ⅱ

金波橋 (ｶﾝﾅﾐﾊｼ) 国道118号 2000 31.3 18.0 福島県 福島県 玉川村 Ⅱ

篠久保橋（１） (ｼﾉｸﾎﾞﾊｼ1) 国道349号 1977 4.8 8.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

篠久保橋（３） (ｼﾉｸﾎﾞﾊｼ3) 国道349号 1968 4.3 6.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊｼ) 国道349号 1987 15.0 10.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

寺作橋歩道橋 (ﾃﾗｻｸﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道349号 1986 25.5 2.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

曲橋 (ﾏｶﾞﾘﾊｼ) 白河石川線 1926 2.5 6.5 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

王子平橋 (ｵｳｼﾞﾀﾞｲﾗﾊｼ) 白河石川線 1963 4.5 6.5 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

宮橋歩道橋右 (ﾐﾔﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾐｷﾞ) 白河石川線 1973 39.0 1.6 福島県 福島県 石川町 Ⅲ

堀越橋 (ﾎﾘｺｼﾊｼ) いわき石川線 2001 5.1 7.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅰ

宇多路橋 (ｳﾀｼﾞﾊｼ) いわき石川線 1968 3.4 6.6 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

堀越橋歩道橋 (ﾎﾘｺｼﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) いわき石川線 1998 6.3 2.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

岩見橋 (ｲﾜﾐﾊｼ) いわき石川線 1962 3.0 7.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

谷沢橋 (ﾔｻﾞﾜﾊｼ) いわき石川線 1995 2.5 7.7 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

湯坂橋 (ﾕｻｶﾊｼ) 飯野三春石川線 1967 4.5 6.6 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 飯野三春石川線 1996 13.9 8.0 福島県 福島県 玉川村 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾀﾞｲﾗﾊｼ) 飯野三春石川線 1996 8.0 5.0 福島県 福島県 玉川村 Ⅱ

都々古橋 (ﾂﾂｺﾊｼ) 矢吹小野線 1967 3.9 6.5 福島県 福島県 玉川村 Ⅱ

横川橋 (ﾖｺｶﾜﾊｼ) 矢吹小野線 1961 6.4 9.2 福島県 福島県 平田村 Ⅱ

空釜橋 (ｿﾗｶﾏﾊｼ) 矢吹小野線 1967 2.6 7.7 福島県 福島県 平田村 Ⅱ

関根橋 (ｾｷﾈﾊｼ) 矢吹小野線 1968 5.5 6.0 福島県 福島県 平田村 Ⅱ

輪ノ内橋 (ﾜﾉｳﾁﾊｼ) 古殿須賀川線 1953 8.0 5.5 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

６２号橋 (ﾛｸｼﾞﾕｳﾆｺﾞｳｷﾖｸ) 古殿須賀川線 1960 2.6 4.2 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

１２８号橋 (ﾋﾔｸﾆｼﾞﾕｳﾊﾁｺﾞｳｷﾖｸ) 古殿須賀川線 1963 2.4 3.2 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

５７号橋 (ｺﾞｼﾞﾕｳｼﾁｺﾞｳｷﾖｸ) 古殿須賀川線 1960 4.1 5.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

６３号橋 (ﾛｸｼﾞﾕｳｻﾝｺﾞｳｷﾖｸ) 古殿須賀川線 1962 2.6 4.1 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

滝ノ平橋 (ﾀｷﾉﾀﾞｲﾗﾊｼ) 勿来浅川線 1969 12.5 5.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

殿上橋 (ﾄﾉｶﾞﾐﾊｼ) 塙泉崎線 1970 6.6 5.5 福島県 福島県 浅川町 Ⅱ

和久橋 (ﾜｸﾞﾊｼ) 石川矢吹線 1970 10.4 6.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

王子平橋 (ｵｳｼﾞﾀﾞｲﾗﾊｼ) 石川矢吹線 1963 4.7 6.5 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

瀧見橋 (ﾀｷﾐﾊｼ) 三株下市萱小川線 1965 12.4 5.5 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

下落合橋 (ｼﾓｵﾁｱｲﾊｼ) 三株下市萱小川線 1968 4.6 6.0 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

鶴巻橋 (ﾂﾙﾏｷﾊｼ) 三株下市萱小川線 1968 6.0 9.5 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 三株下市萱小川線 1968 5.0 5.3 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

小名沢橋 (ｵﾅｻﾞﾜﾊｼ) 三株・下市萱・小川線 1971 7.3 6.5 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

第一橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾖｳ) 三株下市萱小川線 1935 2.0 4.2 福島県 福島県 古殿町 Ⅱ

滑津橋 (ﾅﾒﾂﾊｼ) 泉崎石川線 1986 152.6 9.8 福島県 福島県 中島村 Ⅱ
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母畑橋 (ﾎﾞﾊﾞﾀﾊｼ) 母畑白河線 1985 9.9 7.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

一つ橋 (ﾋﾄﾂﾊｼ) 石川・鴇子線 1969 15.0 7.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

神主橋 (ｶﾝﾇｼﾊｼ) 石川鴇子線 1969 4.3 6.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

矢造橋 (ﾔﾂﾞｸﾘﾊｼ) 石川・鴇子線 1934 11.8 4.3 福島県 福島県 石川町 Ⅲ

二つ橋 (ﾌﾀﾂﾊｼ) 石川・鴇子線 1935 6.0 12.7 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

羽貫田橋 (ﾊﾇｷﾀﾞﾊｼ) 赤坂西野石川線 1968 6.6 6.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

堂の下橋 (ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 赤坂西野石川線 1973 4.0 7.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

中ノ沢橋 (ﾅｶﾉｻﾜﾊｼ) 赤坂西野石川線 1968 4.5 7.5 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

安寺跡橋 (ｱﾃﾗｱﾄﾊｼ) 赤坂西野石川線 1967 3.8 4.0 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

畑田橋 (ﾊﾀﾀﾞﾊｼ) 浅川古殿線 1970 7.0 6.6 福島県 福島県 浅川町 Ⅲ

陣場橋 (ｼﾞﾝﾊﾞﾊｼ) 浅川古殿線 1975 30.7 7.0 福島県 福島県 浅川町 Ⅱ

美輪田橋 (ﾐﾜﾀﾞﾊｼ) 浅川古殿線 1969 7.3 6.6 福島県 福島県 浅川町 Ⅱ

地我橋 (ﾁﾞﾜﾚﾊｼ) 北方遅沢線 1983 8.8 7.0 福島県 福島県 平田村 Ⅱ

滝作橋 (ﾀｷｻｸﾊｼ) 矢吹小野線 2010 27.2 8.0 福島県 福島県 玉川村 Ⅱ

白石側道橋 (ｼﾛｲｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 白河石川線 1989 50.0 2.5 福島県 福島県 石川町 Ⅱ

北ノ入橋 (ｷﾀﾉｲﾘﾊｼ) 矢吹天栄線 1970 14.5 6.8 福島県 福島県 白河市 Ⅱ

樋ノ口橋 (ﾄｲﾉｸﾁﾊｼ) 矢吹天栄線 1976 4.8 8.7 福島県 福島県 白河市 Ⅱ

万才橋 (ﾏﾝｻﾞｲﾊｼ) 矢吹天栄線 1985 59.3 11.0 福島県 福島県 白河市 Ⅱ

鴬橋 (ｳｸﾞｲｽﾊｼ) 矢吹天栄線 2001 29.3 11.0 福島県 福島県 白河市 Ⅲ

樋ノ口歩道橋 (ﾄｲﾉｸﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 矢吹天栄線 2003 9.0 3.3 福島県 福島県 白河市 Ⅰ

弥栄橋(上り線) (ﾔｻｶｴﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 矢吹小野線 2001 27.5 11.8 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

弥栄橋(下り線) (ﾔｻｶｴﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 矢吹小野線 2001 27.5 11.8 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

五本松1 (ｺﾞﾎﾝﾏﾂ1) 矢吹小野線 2000 3.5 31.5 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

赤沢西１ (ｱｶｻﾜﾆｼ1) 矢吹小野線 2000 3.0 15.7 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

赤沢西２ (ｱｶｻﾜﾆｼ2) 矢吹小野線 2000 3.0 15.8 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

赤沢東１ (ｱｶｻﾜﾋｶﾞｼ1) 矢吹小野線 2000 3.0 27.8 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

赤沢東2 (ｱｶｻﾜﾋｶﾞｼ2) 矢吹小野線 2000 3.1 10.6 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

田町3 (ﾀﾏﾁ3) 矢吹小野線 2000 4.7 40.1 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

八幡町2 (ﾊﾁﾏﾝﾁｮｳ2) 矢吹小野線 2000 5.3 31.1 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

弥栄2 (ﾔｻｶｴ2) 矢吹小野線 2000 6.1 44.0 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

鶴生こ道橋 (ﾂﾘｭｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 矢祭棚倉自転車道 1995 4.8 9.5 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

関沢橋 (ｾｷｻﾜﾊｼ) 矢祭山八槻線 1954 5.5 7.0 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

古宿橋 (ﾌﾙｼﾞﾕｸﾊｼ) 矢祭山八槻線 2004 5.4 12.0 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊｼ) 矢祭山八槻線 2004 4.5 13.5 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 矢祭山八槻線 1986 11.2 10.2 福島県 福島県 矢祭町 Ⅱ

赤沢橋 (ｱｶｻﾞﾜﾊｼ) 矢祭山八槻線 1953 9.2 6.9 福島県 福島県 塙町 Ⅲ

下植田橋 (ｼﾓｳｴﾀﾞﾊｼ) 矢祭山八槻線 1976 3.0 11.8 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

内ケ竜上橋 (ｳﾁｶﾞﾘﾕｳｶﾐﾊｼ) 勿来浅川線 1979 10.0 10.1 福島県 福島県 鮫川村 Ⅱ

内ケ竜下橋 (ｳﾁｶﾞﾘﾕｳｼﾓﾊｼ) 勿来浅川線 1979 10.0 9.9 福島県 福島県 鮫川村 Ⅱ

中の内橋 (ﾅｶﾉｳﾁﾊｼ) 勿来浅川線 1962 3.6 4.2 福島県 福島県 鮫川村 Ⅲ

上の町橋 (ｶﾐﾉﾏﾁﾊｼ) 塙大津港線 1926 7.2 7.6 福島県 福島県 塙町 Ⅲ

宮橋 (ﾐﾔﾊｼ) 塙大津港線 1963 6.2 7.3 福島県 福島県 塙町 Ⅱ
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小谷地橋 (ｺﾔﾁﾊｼ) 塙大津港線 1963 6.5 7.6 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 塙大津港線 1930 7.0 6.6 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

泉崎大橋 (ｲｽﾞﾐｻﾞｷｵｵﾊｼ) 塙泉崎線 1983 229.0 12.8 福島県 福島県 泉崎村 Ⅲ

幹線橋 (ｶﾝｾﾝﾊｼ) 塙泉崎線 1983 5.0 11.2 福島県 福島県 中島村 Ⅱ

中宿橋 (ﾅｶｼﾞｭｸﾊｼ) 塙泉崎線 1977 2.7 16.0 福島県 福島県 泉崎村 Ⅰ

小田倉橋 (ｵﾀﾞｸﾗﾊｼ) 白坂停車場小田倉線 1973 3.6 26.5 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

笹原橋 (ｻｻﾊﾗﾊｼ) 白河羽鳥線 1957 12.6 6.8 福島県 福島県 西郷村 Ⅲ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊｼ) 中野番沢線 1954 9.1 6.6 福島県 福島県 白河市 Ⅲ

上志宝橋 (ｶﾐｼﾎｳﾊｼ) 棚倉鮫川線 1980 20.0 10.5 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

豊地橋 (ﾄﾖﾁﾊｼ) 増見小田倉線 1979 10.0 9.2 福島県 福島県 白河市 Ⅲ

岩根橋 (ｲﾜﾈﾊｼ) 増見小田倉線 1976 79.3 10.5 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

赤坂橋 (ｱｶｻｶﾊｼ) 赤坂東野塙線 2010 32.9 11.3 福島県 福島県 塙町 Ⅱ

彦次郎橋 (ﾋｺｼﾞﾛｳﾊｼ) 赤坂東野塙線 1977 7.0 8.4 福島県 福島県 鮫川村 Ⅱ

湯ノ下橋 (ﾕﾉｼﾀﾊｼ) 赤坂東野塙線 1960 9.5 6.8 福島県 福島県 鮫川村 Ⅲ

田尻橋 (ﾀｼﾞﾘﾊｼ) 赤坂東野塙線 1977 4.8 8.1 福島県 福島県 鮫川村 Ⅱ

一色橋 (ｲﾂｼｷﾊｼ) 社田浅川線 1948 5.8 6.3 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

平塩橋 (ﾋﾗｼｵﾊｼ) 山本不動線 1963 5.2 7.3 福島県 福島県 棚倉町 Ⅲ

檜沢橋 (ﾋｲｻﾜﾊｼ) 山本不動線 1965 4.5 7.0 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾜﾊｼ) 山本不動線 1965 22.1 4.6 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

白子橋 (ｼﾗｺﾊｼ) 黒磯棚倉線 1956 5.0 6.7 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

富岡橋 (ﾄﾐｵｶﾊｼ) 黒磯棚倉線 1972 19.9 7.0 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

西平橋 (ﾆｼﾀﾞｲﾗﾊｼ) 黒磯棚倉線 1981 81.5 8.5 福島県 福島県 棚倉町 Ⅲ

川前橋 (ｶﾜﾏｴﾊｼ) 黒磯棚倉線 1956 4.5 7.0 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

厨川橋 (ｸﾘﾔｶﾞﾜﾊｼ) 黒磯棚倉線 1957 4.5 7.0 福島県 福島県 棚倉町 Ⅲ

富岡橋側道橋 (ﾄﾐｵｶﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 黒磯棚倉線 1989 21.5 3.3 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 国道349号 1961 5.0 12.5 福島県 福島県 矢祭町 Ⅱ

円明寺橋 (ｴﾝﾐｮｳｼﾞﾊｼ) 国道294号 2012 20.6 15.4 福島県 福島県 白河市 Ⅱ

円明寺橋 (ｴﾝﾐｮｳｼﾞﾊｼ) 国道294号 2001 20.6 15.4 福島県 福島県 白河市 Ⅱ

離山橋ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ (ﾊﾅﾚﾔﾏﾊｼﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道289号 1956 2.4 10.7 福島県 福島県 西郷村 Ⅱ

金沢内跨道橋 (ｶﾅｻﾞﾜｳﾁｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 国道289号 1973 4.0 12.0 福島県 福島県 棚倉町 Ⅱ

大犬平橋 (ｵｵｲﾇﾀﾞｲﾗﾊｼ) 国道289号 1969 2.4 20.9 福島県 福島県 鮫川村 Ⅱ

大子沢橋 (ﾀｲｼｻﾞﾜﾊｼ) 国道118号 1972 4.0 6.5 福島県 福島県 矢祭町 Ⅱ

舘谷こ道橋 (ﾀﾃﾔｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道118号 1991 2.5 2.5 福島県 福島県 矢祭町 Ⅱ

槻木橋 (ﾂｷﾉｷﾊｼ) 北山会津若松線 1963 8.0 6.8 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

谷沢橋 (ﾀﾆｻﾜﾊｼ) 北山会津若松線 2005 4.0 10.5 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

簗前橋 (ﾔﾅﾏｴﾊｼ) 北山会津若松線 1992 2.1 21.5 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

台橋 (ﾀﾞｲﾊｼ) 北山会津若松線 1963 2.9 7.7 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

藤倉橋 (ﾌｼﾞｸﾗﾊｼ) 北山会津若松線 1972 4.2 8.5 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

沢井橋 (ｻﾜｲﾊｼ) 北山会津若松線 1937 2.2 10.4 福島県 福島県 会津若松市 Ⅰ

中前田橋 (ﾅｶﾏｴﾀﾞﾊｼ) 北山会津若松線 1961 2.3 7.2 福島県 福島県 会津若松市 Ⅰ

大工川橋側道橋 (ﾀﾞｲｸｶﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 北山会津若松線 1987 20.2 2.8 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

姥沢橋 (ｳﾊﾞｻﾜﾊｼ) 飯谷大巻線 1953 11.0 6.8 福島県 福島県 柳津町 Ⅲ
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標江橋 (ﾋﾖｳｴﾊｼ) 飯谷大巻線 1950 4.0 7.0 福島県 福島県 柳津町 Ⅱ

宇内橋 (ｳﾅｲﾊｼ) 熱塩加納会津坂下線 1975 6.7 9.7 福島県 福島県 会津坂下町 Ⅱ

東善寺橋 (ﾄｳｾﾞﾝｼﾞﾊｼ) 熱塩加納会津坂下線 1997 13.7 15.8 福島県 福島県 会津坂下町 Ⅱ

中屋敷橋 (ﾅｶﾔｼｷﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 1974 11.4 6.8 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

下檜和田橋 (ｼﾓﾋﾜﾀﾞﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 1972 11.2 6.9 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

檜和田橋 (ﾋﾜﾀﾞﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 1973 11.4 6.8 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

入檜和田橋 (ｲﾘﾋﾜﾀﾞﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 1968 6.4 4.3 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

下屋敷橋 (ｼﾓﾔｼｷﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 1976 9.7 8.8 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

尾岐窪橋 (ｵﾏﾀｸﾎﾞﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 1968 12.5 6.8 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 湯ノ上会津高田線 2000 47.2 14.8 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1977 5.0 3.4 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

八木の瀬橋 (ﾔｷﾞﾉｾﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1987 43.0 9.6 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

箱淵橋 (ﾊｺﾌﾞﾁﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1985 37.0 9.2 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

井戸沢橋 (ｲﾄｻﾞｸﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1973 2.0 15.0 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

原橋 (ﾊﾗﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1980 47.5 3.5 福島県 福島県 昭和村 Ⅱ

滝の上橋 (ﾀｷﾉｳｴﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1975 15.1 5.5 福島県 福島県 昭和村 Ⅱ

割沢橋 (ﾜﾘｻﾜﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1979 9.4 9.3 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

中ノ橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1975 23.4 6.7 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

永井橋 (ﾅｶﾞｲﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1976 5.3 8.7 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

袖山口橋 (ｿﾃﾞﾔﾏｸﾁﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1990 18.0 9.2 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

袖山橋 (ｿﾃﾞﾔﾏﾊｼ) 小林会津宮下停車場線 1989 19.7 9.2 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

唐沢ボックスカルバート (ｶﾗｻﾜﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 小林会津宮下停車場線 1977 2.6 17.3 福島県 福島県 三島町 Ⅱ

北御山橋（上り線） (ｷﾀｵﾔﾏﾊｼﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 会津若松裏磐梯線 1992 8.3 27.8 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

大坪橋（上り線） (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 会津若松裏磐梯線 1992 13.6 27.8 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

松沢橋 (ﾏﾂｻﾜﾊｼ) 会津若松三島線 1955 11.7 5.0 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊｼ) 会津若松三島線 1955 5.2 12.4 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

村間橋 (ﾑﾗﾏﾊｼ) 会津若松三島線 1976 4.1 8.8 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

西川原道下３号橋 (ﾆｼｶﾞﾜﾗﾐﾁｼﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 会津若松三島線 1976 6.4 8.4 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

西川原道下１号橋 (ﾆｼｶﾞﾜﾗﾐﾁｼﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 会津若松三島線 1976 2.5 10.9 福島県 福島県 会津若松市 Ⅰ

北神明２号橋 (ｷﾀｼﾝﾒｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 会津若松三島線 1976 2.5 10.4 福島県 福島県 会津若松市 Ⅰ

北神明１号橋 (ｷﾀｼﾝﾒｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 会津若松三島線 1976 2.4 11.2 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

二岐ボックスカルバート (ﾌﾀﾏﾀﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 会津若松三島線 1969 2.5 12.0 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

天神前カルバート (ﾃﾝｼﾞﾝﾏｴｶﾙﾊﾞ-ﾄ) 会津坂下塩川線 1982 6.8 26.5 福島県 福島県 会津坂下町 Ⅱ

三谷カルバート (ﾐﾀﾆｶﾙﾊﾞ-ﾄ) 会津坂下塩川線 1979 2.1 15.8 福島県 福島県 会津坂下町 Ⅱ

立川橋 (ﾀﾁｶﾜﾊｼ) 会津坂下塩川線 1981 314.9 10.0 福島県 福島県 会津坂下町 Ⅲ

旧日橋川カルバート (ｷﾕｳﾆﾂﾊﾟｼｶﾞﾜｶﾙﾊﾞ-ﾄ) 会津坂下塩川線 1977 4.2 11.7 福島県 福島県 湯川村 Ⅱ

胡桃橋 (ｸﾙﾐﾊｼ) 国道401号 1995 132.1 8.0 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

小館橋 (ｺﾀﾃﾊｼ) 国道401号 1980 4.0 21.2 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

松坂橋 (ﾏﾂｻﾞｶﾊｼ) 国道401号 1986 78.0 8.0 福島県 福島県 会津美里町 Ⅱ

前田橋２号 (ﾏｴﾀﾞﾊｼﾆｺﾞｳ) 国道401号 1961 2.9 9.6 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

芦の牧橋 (ｱｼﾉﾏｷﾊｼ) 国道118号 1967 190.0 10.5 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

赤崎橋 (ｱｶｻｷ) 国道121号 2009 22.5 16.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ
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夢の森橋 (ﾕﾒﾉﾓﾘ) 国道121号 2009 29.8 16.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

別府橋 (ﾍﾞｯﾌﾟ) 国道121号 2000 49.3 20.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀ) 国道121号 1965 44.4 8.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

上岩崎橋 (ｶﾐｲﾜｻｷ) 国道121号 1988 80.5 16.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

吉志田北橋 (ﾖｼｼﾀﾞｷﾀ) 国道121号 1985 79.6 16.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

高倉沢橋 (ﾀｶｸﾗｻﾜ) 国道121号 1992 45.8 10.5 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

飯森沢橋 (ｲｲﾓﾘｻﾜ) 国道121号 1992 24.0 15.5 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

天井沢橋 (ｱﾏｲｻﾞﾜ) 国道121号 1986 20.6 16.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

温沢１号片桟橋 (ﾇｸﾒｻﾞﾜ) 国道121号 1992 30.0 6.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗ) 国道121号 2006 17.6 16.0 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

上川原橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾗ) 国道121号 2002 67.4 10.5 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

姥堂跨道橋 (ｳﾊﾞﾄﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道121号 2011 145.7 13.3 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

上川原橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾗ) 喜多方西会津線 1973 40.1 11.5 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

濁川橋 (ﾆｺﾞﾘｶﾞﾜ) 喜多方西会津線 1991 168.7 12.5 福島県 福島県 喜多方市 Ⅱ

三沢橋 (ﾐｻﾜﾊｼ) 国道118号 1981 106.0 8.7 福島県 福島県 下郷町 Ⅱ

新水沢橋 (ｼﾝﾐｽﾞｻﾜﾊｼ) 国道118号 1975 77.0 8.7 福島県 福島県 下郷町 Ⅲ

湯ノ上橋 (ﾕﾉｶﾐﾊｼ) 国道121号 1956 46.8 7.2 福島県 福島県 下郷町 Ⅱ

仲山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 国道121号 1970 34.6 8.8 福島県 福島県 下郷町 Ⅱ

へつり橋 (ﾍﾂﾘﾊｼ) 国道121号 1970 49.4 8.8 福島県 福島県 下郷町 Ⅲ

若水橋 (ﾜｶﾐｽﾞﾊｼ) 国道121号 1966 130.1 7.8 福島県 福島県 下郷町 Ⅲ

楢原橋 (ﾅﾗﾊﾗﾊｼ) 国道121号 1965 91.6 7.8 福島県 福島県 下郷町 Ⅲ

姫川橋 (ﾋﾒｶﾜﾊｼ) 国道121号 2001 44.0 16.4 福島県 福島県 下郷町 Ⅱ

入山橋 (ｲﾘﾔﾏﾊｼ) 国道121号 1962 30.0 8.7 福島県 福島県 下郷町 Ⅲ

大沢口橋 (ｵｵｻﾜｸﾞﾁﾊｼ) 国道121号 1968 32.4 8.8 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

田島橋 (ﾀｼﾞﾏﾊｼ) 国道121号 1962 151.5 8.7 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

金地橋 (ｶﾅﾁﾊｼ) 国道121号 1973 33.1 11.8 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

今泉跨線橋 (ｲﾏｲｽﾞﾐｺｾﾝｷﾖｳ) 国道121号 1977 40.3 7.5 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

馬場平橋 (ﾊﾞﾊﾞﾀﾞｲﾗﾊｼ) 国道121号 1992 41.5 7.5 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

楢木橋 (ﾅﾗﾉｷﾊｼ) 国道121号 1975 24.6 9.5 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

中治橋 (ﾅｶｼﾞﾊｼ) 国道121号 1976 17.7 9.7 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊｼ) 国道121号 1979 15.6 10.7 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

陣場橋 (ｼﾞﾝﾊﾞﾊｼ) 国道121号 1978 14.7 10.2 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

山王大橋 (ｻﾝﾉｳｵｵﾊｼ) 国道121号 1979 119.4 9.7 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊｼ) 国道289号 1987 113.8 11.5 福島県 福島県 只見町 Ⅱ

万才橋 (ﾊﾞﾝｻﾞｲﾊｼ) 国道289号 2002 94.0 17.3 福島県 福島県 只見町 Ⅲ

長浜沢橋 (ﾅｶﾞﾊﾏｻﾞﾜﾊｼ) 国道289号 1972 23.9 8.3 福島県 福島県 只見町 Ⅱ

桃の木沢橋 (ﾓﾓﾉｷｻﾞﾜﾊｼ) 国道289号 1961 17.1 7.2 福島県 福島県 只見町 Ⅲ

余名沢橋 (ﾖﾅｻﾞﾜﾊｼ) 国道289号 1972 16.6 8.3 福島県 福島県 只見町 Ⅱ

下山橋 (ｼﾓﾔﾏﾊｼ) 国道289号 1974 15.4 9.4 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

深沢橋 (ﾐｻﾜﾊｼ) 国道289号 1986 18.0 14.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

鹿水橋 (ｶﾅﾐｽﾞﾊｼ) 国道289号 1994 36.0 7.8 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

小屋川橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾊｼ) 国道289号 1991 20.6 12.8 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ
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桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 国道289号 1990 33.4 11.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊｼ) 国道289号 1976 35.8 11.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

柄倉橋 (ｶﾗｸﾗﾊｼ) 国道289号 1973 53.3 8.2 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

黒森沢橋 (ｸﾛﾓﾘｻﾜﾊｼ) 国道289号 1995 25.0 13.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

下針生橋 (ｼﾓﾊﾘｭｳﾊｼ) 国道289号 1996 35.0 13.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

静川橋 (ｼｽﾞｶﾜﾊｼ) 国道289号 1996 38.8 8.3 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

龍神橋 (ﾘﾕｳｼﾞﾝﾊｼ) 国道289号 1996 68.9 13.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

檜沢橋 (ﾋｻﾞﾜﾊｼ) 国道289号 1962 71.8 7.2 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

永田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊｼ) 国道289号 1937 204.7 6.6 福島県 福島県 南会津町 Ⅲ

新大門橋 (ｼﾝﾀﾞｲﾓﾝﾊｼ) 国道289号 2012 24.0 13.0 福島県 福島県 南会津町 Ⅱ

桃内橋 (ﾓﾓｳﾁﾊｼ) 浪江鹿島線 1961 2.5 7.0 福島県 福島県 南相馬市 Ⅲ

第２広谷地橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾛﾔﾁﾊｼ) 浪江三春線 1981 6.0 8.2 福島県 福島県 葛尾村 Ⅲ

第１広谷地橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋﾛﾔﾁﾊｼ) 浪江三春線 1981 5.1 9.2 福島県 福島県 葛尾村 Ⅱ

２号水路橋 (2ｺﾞｳｽｲﾛｷﾖｳ) 富岡大越線 1957 2.5 6.3 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

門口歩道橋 (ﾓﾝｸﾞﾁﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 富岡大越線 1984 82.9 2.8 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

門口橋 (ﾓﾝｸﾞﾁﾊｼ) 富岡大越線 1957 82.9 6.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅲ

本町橋 (ﾓﾄﾏﾁﾊｼ) 富岡大越線 1957 6.1 11.8 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

棚塩２号橋 (ﾀﾅｼｵ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 長塚請戸浪江線 1941 3.0 14.3 福島県 福島県 浪江町 Ⅱ

棚塩１号橋 (ﾀﾅｼｵ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 長塚請戸浪江線 1941 2.8 23.0 福島県 福島県 浪江町 Ⅱ

中舛倉橋 (ﾅｶﾏｽｸﾗﾊｼ) 長塚請戸浪江線 1964 2.5 8.0 福島県 福島県 浪江町 Ⅲ

柴田橋 (ｼﾊﾞﾀﾊｼ) 中ノ森加倉線 1964 2.5 8.3 福島県 福島県 浪江町 Ⅲ

加倉橋 (ｶｸﾗﾊｼ) 中ノ森加倉線 1969 97.6 6.0 福島県 福島県 浪江町 Ⅱ

高遠１号橋 (ﾀｶﾄｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 中ノ森加倉線 1964 5.6 8.1 福島県 福島県 浪江町 Ⅱ

高遠橋 (ﾀｶﾄｳﾊｼ) 中ノ森加倉線 1966 2.7 7.2 福島県 福島県 浪江町 Ⅱ

仲ノ内橋 (ﾅｶﾉｳﾁﾊｼ) 相馬浪江線 1990 24.0 11.0 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊｼ) 相馬浪江線 1979 22.4 11.0 福島県 福島県 南相馬市 Ⅲ

大富橋 (ｵｵﾄﾐﾊｼ) 相馬浪江線 1986 21.7 11.0 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊｼ) 相馬浪江線 1969 3.8 7.2 福島県 福島県 相馬市 Ⅲ

上田郷橋 (ｳｴﾀﾞｺﾞｳﾊｼ) 上北迫下北迫線 2003 51.2 13.0 福島県 福島県 広野町 Ⅱ

田吾沢橋 (ﾀｺﾞｻﾜﾊｼ) 小野富岡線 1935 15.1 5.5 福島県 福島県 川内村 Ⅲ

鍋倉橋 (ﾅﾍﾞｸﾗﾊｼ) 小野富岡線 1997 106.5 9.0 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

田ノ入４号橋 (ﾀﾉｲﾘ4ｺﾞｳｷﾖｳ) 小野富岡線 1996 33.0 9.0 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

田ノ入３号橋 (ﾀﾉｲﾘ3ｺﾞｳｷﾖｳ) 小野富岡線 1995 33.0 9.0 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

田ノ入２号橋 (ﾀﾉｲﾘ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 小野富岡線 1995 23.5 9.0 福島県 福島県 川内村 Ⅲ

二又橋 (ﾌﾀﾏﾀﾊｼ) 小野富岡線 1993 21.8 9.0 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

木戸川橋 (ｷﾄﾞｶﾞﾜﾊｼ) 小野富岡線 1934 30.1 4.5 福島県 福島県 川内村 Ⅲ

かたくり第２橋 (ｶﾀｸﾘﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 小野富岡線 1998 18.0 9.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

かたくり第１橋 (ｶﾀｸﾘﾀﾞｲｲﾁﾊｼ) 小野富岡線 1997 27.5 9.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

男滝橋 (ｵﾀｷﾊｼ) 小野富岡線 1997 140.0 9.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

熊転橋 (ｸﾏｺﾛﾊｼ) 小野富岡線 1999 45.0 9.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

坂ノ上橋 (ｻｶﾉｳｴﾊｼ) 小野富岡線 1994 45.0 9.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 小野富岡線 1995 59.0 10.2 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ
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女滝橋 (ﾒﾀﾞｷﾊｼ) 小野富岡線 1999 22.0 9.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 小塙上郡山線 1964 27.0 6.0 福島県 福島県 富岡町 Ⅲ

六反田橋 (ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 小塙上郡山線 1965 12.6 6.8 福島県 福島県 富岡町 Ⅱ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊｼ) 小塙上郡山線 1964 6.5 6.3 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

小六郎橋 (ｺﾛｸﾛｳﾊｼ) 小塙上郡山線 1936 2.9 10.9 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

木戸川橋 (ｷﾄﾞｶﾞﾜﾊｼ) 小塙上郡山線 1993 127.0 9.8 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

金鋼橋 (ｺﾝｺﾞｳﾊｼ) 小塙上郡山線 1946 9.3 7.4 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

町橋 (ﾏﾁﾊｼ) 小塙上郡山線 1946 3.2 6.6 福島県 福島県 楢葉町 Ⅲ

井出川橋 (ｲﾃﾞｶﾞﾜﾊｼ) 小塙上郡山線 2004 81.0 12.0 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

金鋼歩道橋 (ｺﾝｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 小塙上郡山線 1964 9.1 2.8 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

車川橋 (ｸﾙﾏｶﾞﾜﾊｼ) 鹿島日下石線 1965 73.9 6.7 福島県 福島県 南相馬市 Ⅲ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 山上赤木線 1980 3.5 9.2 福島県 福島県 相馬市 Ⅲ

代橋 (ｼﾛﾊｼ) 広野小高線 1980 2.3 7.0 福島県 福島県 楢葉町 Ⅱ

東川原橋 (ﾋｶﾞｼｶﾜﾗﾊｼ) 広野小高線 1980 5.0 6.0 福島県 福島県 楢葉町 Ⅰ

前原橋 (ﾏｴﾊﾗﾊｼ) 広野小高線 1978 16.5 5.0 福島県 福島県 楢葉町 Ⅲ

鉄山橋 (ﾃﾂｻﾞﾝﾊｼ) 原町浪江線 1987 25.3 9.7 福島県 福島県 南相馬市 Ⅲ

北沢橋 (ｷﾀｻﾞﾜﾊｼ) 原町浪江線 1984 10.5 9.2 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

横川橋 (ﾖｺｶﾜﾊｼ) 原町浪江線 2000 31.0 8.2 福島県 福島県 南相馬市 Ⅲ

永井沢橋 (ﾅｶﾞｲｻﾜﾊｼ) 原町浪江線 1983 34.0 8.2 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

薬師岳橋 (ﾔｸｼﾀｹﾊｼ) 原町浪江線 1982 36.0 9.2 福島県 福島県 南相馬市 Ⅱ

五台橋 (ｺﾞﾀﾞｲｷﾖｳ) 原町浪江線 1980 32.0 8.2 福島県 福島県 南相馬市 Ⅲ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊｼ) 幾世橋小高線 1964 3.1 12.6 福島県 福島県 浪江町 Ⅲ

鳶巣橋 (ﾄﾋﾞｽﾊｼ) 国道399号 1964 2.0 5.3 福島県 福島県 飯舘村 Ⅲ

時田第１橋 (ﾄｷﾀﾀﾞｲ1ﾊｼ) 国道399号 1964 4.5 5.5 福島県 福島県 飯舘村 Ⅱ

時田第３橋 (ﾄｷﾀﾀﾞｲ3ﾊｼ) 国道399号 1971 4.0 5.3 福島県 福島県 飯舘村 Ⅲ

百目木橋 (ﾄﾞｳﾒｷﾊｼ) 国道399号 2001 16.1 12.0 福島県 福島県 飯舘村 Ⅱ

飯樋橋 (ｲｲﾄｲﾊｼ) 国道399号 1984 20.7 11.0 福島県 福島県 飯舘村 Ⅱ

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾜﾊｼ) 国道399号 1977 2.7 5.4 福島県 福島県 飯舘村 Ⅰ

野川橋 (ﾉｶﾞﾜﾊｼ) 国道399号 1991 20.0 10.0 福島県 福島県 葛尾村 Ⅲ

根小屋橋 (ﾈｺﾞﾔﾊｼ) 国道399号 1973 23.0 6.0 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊｼ) 国道399号 1959 45.0 5.5 福島県 福島県 川内村 Ⅲ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 国道399号 1980 19.6 8.0 福島県 福島県 川内村 Ⅱ

大高橋 (ｵｵﾀｶﾊｼ) 国道288号 1994 25.1 11.5 福島県 福島県 大熊町 Ⅲ

野上橋 (ﾉｶﾞﾐﾊｼ) 国道288号 1992 60.0 9.3 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

湯の神橋 (ﾕﾉｶﾐﾊｼ) 国道288号 2009 35.3 9.2 福島県 福島県 大熊町 Ⅲ

大川原橋 (ｵｵｶﾜﾗﾊｼ) いわき浪江線 2003 19.8 12.0 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

六地蔵橋 (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾊｼ) 江名常磐線 1970 4.1 9.9 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

緑青橋 (ﾛｸｼﾖｳﾊｼ) 八茎四倉線 1963 20.9 3.6 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 小野富岡線 1987 11.8 10.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

余木田橋 (ｱﾏｷﾀﾞﾊｼ) 旅人勿来線 1994 27.3 13.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

弥木太郎橋（上り） (ﾔｷﾞﾀﾛｳﾊｼ) 小名浜小野線 1996 24.8 12.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

弥木太郎橋（下り） (ﾔｷﾞﾀﾛｳﾊｼ) 小名浜小野線 1995 23.0 12.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ



【福島県】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
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

門八橋 (ﾓﾝﾊﾟﾁﾊｼ) 小野四倉線 1966 18.1 6.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

宝珠院橋 (ﾎｳｼﾞﾕｳｲﾝﾊｼ) 泉岩間植田線 1969 34.5 7.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

平石大橋 (ﾋﾗｲｼｵｵﾊｼ) 勿来浅川線 1993 23.8 9.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

平久田橋 (ﾍｲｸﾀﾊｼ) 小川赤井平線 1936 2.5 9.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

浜街橋 (ﾊﾏﾏﾁﾊｼ) 豊間四倉線 1994 15.7 7.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

磐城舞子橋 (ｲﾜｷﾏｲｺﾊｼ) 豊間四倉線 1963 340.4 8.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

八ッ海橋 (ﾔﾂｶﾞｲﾊｼ) 高久鹿島線 1993 19.7 17.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

白鳥橋 (ｼﾗﾄﾘﾊｼ) いわき上三坂小野線 1994 22.1 8.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

白狐橋 (ﾋﾞﾔﾂｺﾊｼ) 小名浜小野線 1972 11.0 8.7 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

東湖園橋 (ﾄｳｺｳｴﾝﾊｼ) 日立いわき線 1986 5.4 11.7 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

島廻橋 (ｼﾏﾏﾜﾘﾊｼ) いわき石川線 1955 4.0 7.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

渡戸川前２号橋 (ﾜﾀﾄﾞｶﾜﾏｴ2ｺﾞｳﾊｼ) いわき上三坂小野線 1995 18.5 9.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

田人大橋 (ﾀﾋﾞﾄｵｵﾊｼ) 国道289号 1992 205.0 11.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 小名浜四倉線 1979 31.3 13.9 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

的場橋 (ﾏﾄﾊﾞﾊｼ) 小名浜四倉線 1970 7.4 9.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

中森橋 (ﾅｶﾓﾘﾊｼ) いわき浪江線 1975 4.0 8.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 小名浜小野線 1981 8.5 9.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊｼ) 小名浜港線 1960 32.5 9.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

第２前沢橋 (ﾀﾞｲﾆﾏｴｻﾞﾜﾊｼ) いわき浪江線 1981 15.6 9.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

第１前沢橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾏｴｻﾞﾜﾊｼ) いわき浪江線 1986 13.8 9.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 三株下市萱小川線 1966 22.8 6.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

大道橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳﾊｼ) 小名浜四倉線 1970 3.6 11.6 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

大田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) いわき上三坂小野線 1955 3.3 8.9 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

大鳥橋 (ｵｵﾄﾘﾊｼ) 国道399号 1976 13.4 7.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

大森橋 (ｵｵﾓﾘﾊｼ) いわき浪江線 1975 3.0 8.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) いわき上三坂小野線 1985 20.2 9.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

泉田橋 (ｲｽﾞﾐﾀﾞﾊｼ) 常磐勿来線 1977 10.5 8.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

川前橋 (ｶﾜﾏｴﾊｼ) 川前停車場上三坂線 1962 30.4 6.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

川原大橋 (ｶﾜﾊﾗｵｵﾊｼ) 旅人勿来線 2005 124.3 12.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

千峰橋 (ｾﾐﾈﾊｼ) いわき石川線 1968 15.6 8.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

千体橋 (ｾﾝﾀｲﾊｼ) いわき上三坂小野線 1974 13.6 7.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

石田太郎橋 (ｲｼﾀﾞﾀﾛｳﾊｼ) 片倉末続停車場線 1970 25.5 6.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

西屋橋 (ﾆｼﾔﾊｼ) いわき上三坂小野線 1955 5.1 9.1 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

諏訪原橋 (ｽﾜﾊﾗﾊｼ) 小川赤井平線 1930 4.3 7.9 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

神明橋 (ｼﾝﾒｲﾊｼ) 下高久谷川瀬線 1980 39.9 10.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

森合橋 (ﾓﾘｱｲﾊｼ) いわき浪江線 1975 4.0 8.6 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) いわき上三坂小野線 1968 5.0 4.1 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

新大平橋 (ｼﾝｵｵﾋﾗﾊｼ) 小名浜四倉線 1979 12.5 12.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

新石田橋 (ｼﾝｲｼﾀﾞﾊｼ) 日立いわき線 2000 14.6 18.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

新高橋 (ｼﾝﾀｶﾊｼ) 常磐勿来線 1985 34.4 9.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

新向橋 (ｼﾝﾑｶｲﾊｼ) 国道399号 2002 64.5 9.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

常住川橋 (ｼﾞﾖｳｼﾞﾕｳｶﾞﾜﾊｼ) 赤井停車場線 1956 6.1 8.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ



【福島県】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
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

上神城橋（上り） (ｶﾐｶｼﾛﾊｼ) 小名浜小野線 1995 21.2 12.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

上神城橋（下り） (ｶﾐｶｼﾛﾊｼ) 小名浜小野線 1995 21.8 12.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

松下橋 (ﾏﾂｼﾀﾊｼ) 常磐勿来線 1978 2.7 18.7 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

小名川橋 (ｵﾅｶﾞﾜﾊｼ) 小名浜四倉線 1969 9.2 12.7 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 小川赤井平線 1956 47.6 5.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

小川２号橋 (ｵｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 国道399号 1981 7.1 5.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

小川１号橋 (ｵｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 国道399号 1988 6.6 4.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

勝善橋 (ｼﾖｳｾﾞﾝﾊｼ) 常磐勿来線 1985 10.3 10.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

志富川橋 (ｼﾌﾞｶﾜﾊｼ) いわき上三坂小野線 1949 34.9 8.1 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

四時大橋 (ｼﾄｷｵｵﾊｼ) 国道289号 1977 130.9 13.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

三島小橋 (ﾐｼﾏｺﾊｼ) 三株下市萱小川線 1968 10.6 6.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

三沢橋 (ﾐｻﾜﾊｼ) 国道289号 1981 80.0 13.9 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

笹鳴橋 (ｻｻﾅｷﾊｼ) 上川内川前線 1972 20.6 6.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

作沢橋 (ｻｸﾘｻﾜﾊｼ) 国道399号 1975 10.4 8.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

根小屋２号橋 (ﾈｺﾞﾔﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 皿貝勿来停車場線 1943 2.7 9.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

黒須野橋 (ｸﾛｽﾉﾊｼ) いわき上三坂小野線 1951 6.9 9.1 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

高萩橋 (ﾀｶﾊｷﾞﾊｼ) 小川赤井平線 1956 3.6 6.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

香後橋 (ｺｳｺﾞﾊｼ) 小野四倉線 1991 34.7 11.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

荒神橋 ｱﾗｶﾞﾐﾊｼ 国道399号 2011 26.7 18.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

江名大橋 (ｴﾅｵｵﾊｼ) 小名浜四倉線 1970 65.5 8.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

江栗橋 (ｴｸﾞﾘﾊｼ) 日立いわき線 1989 9.4 18.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

栃橋 (ﾄﾁﾊｼ) いわき石川線 2003 12.0 10.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

幸之助橋 (ｺｳﾉｽｹﾊｼ) 上戸渡広野線 1994 5.4 4.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

御斉所橋 (ｺﾞｻｲｼｮﾊｼ) いわき石川線 1992 49.5 12.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 甲塚古墳線 1979 96.5 10.5 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

原口橋 (ﾊﾗｸﾞﾁﾊｼ) 国道289号 1988 38.0 12.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊｼ) 小名浜小野線 1997 20.5 11.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

錦橋 (ﾆｼｷﾊｼ) 常磐勿来線 1952 48.0 8.1 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

京田橋 (ｷﾖｳﾃﾞﾝﾊｼ) 日立いわき線 1988 10.1 18.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

舘下橋 (ﾀﾃｼﾀﾊｼ) いわき上三坂小野線 1955 5.1 9.1 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

関屋橋 (ｾｷﾔﾊｼ) いわき上三坂小野線 1964 6.5 7.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 日立いわき線 1985 28.1 12.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

柿の沢橋 (ｶｷﾉｻﾜﾊｼ) 皿貝勿来停車場線 1959 60.8 6.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

蟹打橋 (ｶﾆｳﾁﾊｼ) 常磐勿来線 1988 33.3 13.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

加路橋 (ｶﾛﾊｼ) 小野四倉線 1964 25.0 7.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊｼ) 国道399号 1999 20.5 15.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

下大野３号橋 (ｼﾓｵｵﾉｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 国道289号 1970 7.7 22.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

下大野１号橋 (ｼﾓｵｵﾉｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 国道289号 1970 5.0 19.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

下高戸橋 (ｼﾓﾀｶﾄﾊｼ) 三株下市萱小川線 1969 12.5 6.8 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

下滑津橋 (ｼﾓﾅﾒﾂﾞﾊｼ) 豊間四倉線 1974 42.3 12.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

塩沢橋 (ｼｵｻﾜﾊｼ) 三株下市萱小川線 1969 18.5 4.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

宇根尻橋 (ｳﾈｼﾞﾘﾊｼ) 川前停車場上三坂線 1960 34.2 3.6 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ



【福島県】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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一つ屋橋 (ﾋﾄﾂﾔﾊｼ) 小野富岡線 1989 12.0 9.0 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

欅橋 (ｹﾔｷﾊｼ) 国道288号 1991 25.0 27.8 福島県 福島県 大熊町 Ⅲ

北御山橋(下り線) (ｷﾀｵﾔﾏﾊｼｸﾀﾞﾘｾﾝ) 会津若松裏磐梯線 1992 8.25 9.22 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

大坪橋（下り線） (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼｸﾀﾞﾘｾﾝ) 会津若松裏磐梯線 1992 13.55 10.2 福島県 福島県 会津若松市 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) ２８８号 1969 18.4 11.05 福島県 福島県 双葉町 Ⅲ

安心橋 (ｱﾝｼﾝﾊｼ) ２８８号 1987 34 16 福島県 福島県 大熊町 Ⅲ

手子塚橋 (ﾃｺﾂﾞｶﾊｼ) ２８８号 1967 11.53 10.3 福島県 福島県 双葉町 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊｼ) ２８８号 1975 32.5 11.5 福島県 福島県 双葉町 Ⅲ

樅の木橋 (ﾓﾐﾉｷﾊｼ) ２８８号 1987 5.7 11.54 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

滝の橋 (ﾀｷﾉﾊｼ) ２８８号 1988 3.7 7.85 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

片岩橋 (ｶﾀｲﾜﾊｼ) ２８８号 1967 8.52 7.3 福島県 福島県 双葉町 Ⅲ

砂山橋 (ｽﾅﾔﾏﾊｼ) ２８８号 1963 6.5 7.85 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

第１山神橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏｶﾐﾊｼ) ２８８号 1934 5 9.3 福島県 福島県 大熊町 Ⅱ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) ２８８号 1987 36.5 30.52 福島県 福島県 大熊町 Ⅲ

鹿島橋 (ｶｼﾏﾊｼ) ２８８号 1969 6.8 36.52 福島県 福島県 双葉町 Ⅲ

舟田橋 （ﾌﾅﾀﾞﾊｼ） 高萩久田野停車場線 1954 2.6 7.75 福島県 福島県 白河市 Ⅱ

松川橋２号橋 （ﾏﾂｶﾜﾊｼﾆｺﾞｳｷｮｳ） 福島安達線 1971 26.1 1.5 福島県 福島県 福島市 Ⅲ

松川橋１号橋 （ﾏﾂｶﾜﾊｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ） 福島安達線 2000 26.7 7.0 福島県 福島県 福島市 Ⅱ

笛吹田橋 （ﾌｴﾌｷﾀﾞﾊｼ） 月舘・川俣線 1970 5.2 6.1 福島県 福島県 川俣町 Ⅱ

道田橋 (ﾐﾁﾀﾞﾊｼ) 向・毘沙門前線 1967 21.3 5.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

比沙門橋 (ﾋｼｬﾓﾝﾊﾞｼ) 大旦・道田前線 1967 21.2 4.2 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊｼ) 五倫平・大西線 1969 15.4 2.7 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

新畑橋 (ｼﾝﾊﾀﾊｼ) 鎌田・笹谷線 不明 8.1 7.8 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

真垣１号橋 (ﾏｶﾞｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 土屋場・染屋線 不明 2.5 7.4 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

染屋橋 (ｿﾒﾔﾊﾞｼ) 下染屋・大沢線 不明 2.3 12.1 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

天梅橋 (ﾃﾝﾊﾞｲﾊﾞｼ) 下染屋・大沢線 不明 3.9 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

鼻毛石橋 (ﾊﾅｹﾞｲｼﾊﾞｼ) 下染屋・大沢線 不明 4.3 7.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

北穴１号橋 (ｷﾀｱﾅ1ｺﾞｳﾊｼ) 下染屋・大沢線 不明 4.0 7.2 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

北穴２号橋 (ｷﾀｱﾅ2ｺﾞｳﾊｼ) 下染屋・大沢線 不明 3.3 8.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

箱淵１号橋 (ﾊｺﾌﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 下染屋・大沢線 不明 2.6 8.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

箱淵２号橋 (ﾊｺﾌﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 下染屋・大沢線 不明 3.6 7.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

樽沢橋 (ﾀﾙｻﾜﾊｼ) 当木・川面線 不明 12.1 2.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

岩崎町橋 (ｲﾜｻｷﾏﾁﾊﾞｼ) 岩崎町・鳥谷下町1号線 1998 15.5 9.9 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 舘ノ前・金畑下線 不明 15.7 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

古枝橋 (ﾌﾙｴﾀﾞﾊｼ) 才ノ内線 1989 22.0 7.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

御前橋 (ｵﾏｴﾊﾞｼ) 戸ノ内・下ノ原山線 1979 44.0 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

下藤内橋 (ｼﾓﾌｼﾞｳﾁﾊｼ) 下川崎・沼袋線 1976 39.0 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

十二御前橋 (ｼﾞｭｳﾆｵﾏｴﾊﾞｼ) 蓬莱町129号線 1984 35.8 12.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

川原田跨線橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 佐久間・西原山線 1962 33.5 3.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

土合橋 (ﾄﾞｱｲﾊｼ) 下中島・仏明内線 1966 31.5 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

土合前橋 (ﾄﾞｱｲﾏｴﾊﾞｼ) 土合前線 1954 30.1 2.0 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

熊ノ田橋 (ｸﾏﾉﾀﾊﾞｼ) 南沢・小池線 1972 28.2 5.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ
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諏訪田橋 (ｽﾜﾀﾞﾊｼ) 宮田・南沢線 1974 26.6 4.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

古浅川橋 (ﾌﾙｱｻｶﾜﾊｼ) 金沢・立子山線 1984 18.7 9.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

沢尻橋 (ｻﾜｼﾞﾘﾊｼ) 清水町・浅川線 1978 18.0 7.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

関根橋 (ｾｷﾈﾊｼ) 関根・障子線 1989 21.0 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 下田・金山線 1986 22.1 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

天野山歩道橋 (ﾃﾝﾉﾔﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 馬場・蛇森線 1989 25.0 1.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

十郎橋 (ｼﾞｭｳﾛｳﾊｼ) 金沢・立子山線 不明 3.1 14.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

柴平ボックスカルバート (ｼﾊﾞﾀﾞｲﾗﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 屋敷田・南沢線 不明 2.5 5.8 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

石内橋 (ｲｼｳﾁﾊｼ) 蓬莱町・杉ノ内線 不明 13.5 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

中田１号橋 (ﾅｶﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市ノ沢・明内線 不明 5.3 6.6 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

角田橋 (ｶｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市ノ沢・明内線 不明 4.5 5.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

一区橋 (ｲｯｸﾊﾞｼ) 地蔵岡前・上明内線 不明 5.7 4.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

沖橋 (ｵｷﾊﾞｼ) 下中島・仏明内線 不明 10.3 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

神明山橋 (ｼﾝﾒｲﾔﾏﾊｼ) 関根・障子線 不明 9.0 9.4 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 宮ノ前・石内線 1979 12.6 5.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

壇の前橋 (ﾀﾞﾝﾉﾏｴﾊﾞｼ) 蓬莱町・壇ノ前線 1979 13.6 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

日照沢橋 (ﾆｯｼｮｳｻﾜﾊｼ) 土船・庭塚線 1975 67.6 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

須川新橋 (ｽｶﾞﾜｼﾝﾊﾞｼ) 佐原・折戸線 1979 67.6 9.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

庭塚大橋 (ﾆﾜﾂﾞｶｵｵﾊｼ) 佐原・折戸線 1980 60.9 9.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

早乙女橋 (ｻｵﾄﾒﾊﾞｼ) 坂ノ上・下ノ町線 1956 38.1 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

西須川橋 (ﾆｼｽｶﾜﾊｼ) 湯町・姥堂線 1966 36.6 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

荒川大橋 (ｱﾗｶﾜｵｵﾊｼ) 上ノ町・大岩線 1983 36.5 9.8 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

小坂橋 (ｺｻｶﾊﾞｼ) 湯町・姥堂線 1972 31.3 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

上荒川橋 (ｶﾐｱﾗｶﾜﾊﾞｼ) 上ノ町・大岩線 1968 29.9 4.7 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

大上場橋 (ﾀﾞｲｼﾞｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 会沢新林・雌立線 1984 23.4 5.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

月の湯橋 (ﾂｷﾉﾕﾊｼ) 坂ノ上・下ノ町線 1954 23.0 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

堰口橋 (ｾｷｸﾞﾁﾊｼ) 上林・作田線 1979 21.5 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 佐原・水保線 不明 21.4 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

中白津橋 (ﾅｶｼﾗﾂﾊｼ) 土船・庭塚線 1978 18.9 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊﾞｼ) 足王前・地蔵原線 1981 18.7 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

花井橋 (ﾊﾅｲﾊﾞｼ) 長畑・黄金坂線 不明 3.6 7.8 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

田中内橋 (ﾀﾅｶｳﾁﾊｼ) 田中前線 1987 12.5 7.3 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

橇田橋 (ｿﾘﾀﾊﾞｼ) 足王前・地蔵原線 不明 3.3 8.2 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

沢目橋 (ｻﾜﾒﾊｼ) 渡辺・西原線 不明 3.3 5.9 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

後志田橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 渡辺・西原線 不明 2.0 6.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 湯町・姥堂線 1986 4.8 7.3 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

井戸尻ボックス (ｲﾄﾞｼﾞﾘﾎﾞｯｸｽ) 佐原・折戸線 不明 4.2 8.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

辰道橋 (ﾀﾂﾐﾁﾊｼ) 佐原・折戸線 1985 12.5 7.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

庚申原ボックス (ｺｳｼﾝﾊﾞﾗﾎﾞｯｸｽ) 佐原・折戸線 不明 3.2 8.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

下隠台１号橋 (ｼﾓｶｸﾚﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上ノ町・大岩線 不明 6.0 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

中十綱橋 (ﾅｶﾄﾂﾅﾊﾞｼ) 下原・樅ノ木下線 1982 57.2 2.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

増沢橋 (ﾏｽｻﾞﾜﾊｼ) マス沢・増沢山線 1982 46.9 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ
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秋庭橋 (ｱｷﾊﾞﾊｼ) 向川原・窪線 1983 45.3 2.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾜﾊｼ) 湯野・平野線 1985 29.9 12.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

上米川橋 (ｶﾐﾖﾈｶﾞﾜﾊｼ) 湯野・平野線 1987 20.0 12.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

舘ノ山跨道橋 (ﾀﾃﾉﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道 1989 24.9 13.6 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

新広瀬橋 (ｼﾝﾋﾛｾﾊｼ) 黒沢・尼ケ堂線 不明 99.5 8.2 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

中茂庭橋 (ﾅｶﾓﾆﾜﾊｼ) 黒沢・尼ケ堂線 不明 8.4 6.9 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

黒沢橋 (ｸﾛｻﾜﾊｼ) 黒沢・尼ケ堂線 不明 77.0 7.7 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

広川原橋 (ﾋﾛｶﾜﾊﾗﾊｼ) 烏川・焼松林道線 不明 5.8 3.9 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

程沢橋 (ﾎﾄﾞｻﾜﾊｼ) 烏川・焼松林道線 不明 3.7 3.7 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

高見橋 (ﾀｶﾐﾊﾞｼ) 湯野・平野線 1993 2.4 12.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

米川橋 (ﾖﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ) 前野・志和田線 1993 13.2 7.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

西小姓橋 (ﾆｼｺｼｮｳﾊﾞｼ) 平林・四箇線 不明 4.5 4.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

二井田３号橋 (ﾆｲﾀﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 平林・四箇線 不明 3.8 4.3 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

早坂橋 (ﾊﾔｻｶﾊｼ) 安養寺・大平線 不明 5.5 5.1 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

中丸橋 (ﾅｶﾏﾙﾊｼ) 安養寺・大平線 不明 5.0 5.1 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

大平橋 (ｵｵﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 安養寺・大平線 不明 5.4 5.2 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

中津川橋 (ﾅｶﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 穴平・滑沢線 2001 133.0 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

名号大橋 (ﾅｺﾞｳｵｵﾊｼ) 穴平・滑沢線 2001 220.0 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

布入橋 (ﾇﾉｲﾘﾊｼ) 黒沢・北野原線 不明 20.8 5.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

下八幡橋 (ｼﾓﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 田中・中家線 1983 43.0 12.3 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

中江橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 御山・宮代線 1981 27.3 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

天車橋 (ｱﾏｸﾞﾙﾏﾊｼ) 泉・前原線 1962 17.6 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

矢野目跨道橋 (ﾔﾉﾒｺﾄﾞｳｷｮｳ) 江下・前原前線 1981 17.5 3.9 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

水口橋 (ﾐｽﾞｸﾞﾁﾊｼ) 鳥川・大笹生線 1981 15.0 8.9 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 西谷地・田中線 不明 14.8 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

上植田橋 (ｶﾐｳｴﾀﾞﾊｼ) 御山・宮代線 1986 15.3 9.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

一本松跨道橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｺﾄﾞｳｷｮｳ) 御仮家1号線 1988 21.4 6.2 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

鳥ノ目橋 (ﾄﾘﾉﾒﾊﾞｼ) 鳥ノ目2号線 不明 5.1 3.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

長老檀５号橋 (ﾁｮｳﾛｳﾀﾞﾝ5ｺﾞｳﾊｼ) 長老檀2号線 不明 3.8 4.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

長老檀６号橋 (ﾁｮｳﾛｳﾀﾞﾝ6ｺﾞｳﾊｼ) 長老檀2号線 不明 2.6 2.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

南荒１号橋 (ﾐﾅﾐｱﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 原前・南荒線 不明 2.9 2.2 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

西荒橋 (ﾆｼｱﾗﾊｼ) 西荒・北横堀線 不明 3.4 18.2 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

粕屋橋 (ｶｽﾔﾊｼ) 西荒・北横堀線 不明 2.2 3.4 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

中谷地橋 (ﾅｶﾔﾁﾊｼ) 中谷地・石田線 不明 2.2 3.3 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

南荒２号橋 (ﾐﾅﾐｱﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 東荒・南荒線 不明 3.0 2.7 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

原ノ下１号橋 (ﾊﾗﾉｼﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 原ノ下・矢野目畑線 不明 2.6 2.4 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

前久保橋 (ﾏｴｸﾎﾞﾊｼ) 中之畑・仲畑線 1983 15.0 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

鍋屋敷橋 (ﾅﾍﾞﾔｼｷﾊﾞｼ) 鍋屋敷・田ノ神線 不明 9.5 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

五月乙女橋 (ｻﾂｷｵﾄﾒﾊｼ) 湯野・平野線 1999 28.0 14.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 矢剣町・鳥谷下町線 1964 206.0 12.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

北萱場橋 (ｷﾀｶﾔﾊﾞﾊｼ) 鳥川・大笹生線 不明 4.1 8.2 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

上野原２号橋 (ｳｴﾉﾊﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 泉・萱場線 不明 2.6 7.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ
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祓川１０号橋 (ﾊﾗｲｶﾜ10ｺﾞｳﾊｼ) 太平寺・山口線 不明 6.2 12.4 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

東浜２号橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏ2ｺﾞｳﾊｼ) 曽根田・三本木線 不明 2.5 11.4 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

御山橋 (ｵﾔﾏﾊｼ) 御山町・信夫山線 1936 9.1 5.6 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

南谷地橋 (ﾐﾅﾐﾔﾁﾊﾞｼ) 明神前・堀ノ内線 不明 2.8 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

中荒子橋 (ﾅｶｱﾗｺﾊﾞｼ) 松山町・北中川原線 不明 3.3 10.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

祓川３２号橋 (ﾊﾗｲｶﾜ32ｺﾞｳﾊｼ) 松山町・北原線 不明 6.3 8.8 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

龍洞橋 (ﾘｭｳﾎﾗﾊﾞｼ) 松山町・谷山線 不明 6.4 4.7 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

祓川８号橋 (ﾊﾗｲｶﾜ8ｺﾞｳﾊｼ) 中町・御山町線 不明 5.5 7.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

東浜１号橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 曽根田・三本木線 不明 4.8 12.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

表屋敷前ボックス (ｵﾓﾃﾔｼｷﾏｴﾎﾞｯｸｽ) 三日堀向・下台線 不明 4.8 8.6 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊｼ) 百目木・原野町線 1991 42.8 16.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

宮西２号橋 (ﾐﾔﾆｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 茶畑前・宮西線 1970 18.5 6.8 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

原野町橋 (ﾊﾗﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 榎内下・森子段線 1973 17.8 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

上河原橋 (ｶﾐｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 南沢又・大森線 1979 16.3 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

二本榎橋 (ﾆﾎﾝｴﾉｷﾊﾞｼ) 鳥川・大笹生線 不明 2.6 11.8 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

さくらボックスカルバート (ｻｸﾗﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 鳥川・大笹生線 1983 4.0 9.8 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 鳥川・大笹生線 不明 3.6 4.9 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

梵天橋 (ﾎﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 仁井田・笹谷線 不明 2.0 6.7 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

立屋敷後橋 (ﾀﾃﾔｼｷｺﾞﾊﾞｼ) 茶畑・十三仏線 1988 6.7 4.1 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

加藤１号橋 (ｶﾄｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 笠ノ内北・加藤南線 不明 2.6 7.9 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

団子田前橋 (ﾀﾞﾝｺﾞﾀﾏｴﾊﾞｼ) 上鳥渡・紫内線 不明 3.2 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

茶畑北橋 (ﾁｬﾊﾞﾀｹｷﾀﾊｼ) 上鳥渡・紫内線 不明 2.9 5.7 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

茨沢橋 (ﾊﾞﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ) 上鳥渡・紫内線 不明 3.1 3.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

古屋敷橋 (ﾌﾙﾔｼｷﾊｼ) 半夏田・麦ヶ入線 不明 2.1 9.8 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

三日堀向１号ボックス (ﾐｯｶﾎﾘﾑｶｲ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 三日堀向・下台線 不明 7.1 9.6 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

三日堀向２号ボックス (ﾐｯｶﾎﾘﾑｶｲ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 三日堀向・下台線 不明 6.3 9.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

鶴巻橋 (ﾂﾙﾏｷﾊﾞｼ) 島ノ内・町ノ内線 1962 28.6 3.6 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 辻・古内線 1974 22.0 4.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞﾊｼ) 平石・方木田線 1978 21.3 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

毘沙門橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊﾞｼ) 毘沙門堂・中ノ内線 1997 23.3 3.7 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

大橋橋 (ｵｵﾊｼﾊﾞｼ) 沢田・照内線 1968 20.1 6.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

北焼野大橋 (ｷﾀﾔｹﾉｵｵﾊｼ) 小田・荒井線 1986 120.0 8.2 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊｼ) 小田・金谷川線 不明 13.0 4.0 福島市 福島県 福島市 Ⅲ

柿場橋 (ｶｷﾊﾞﾊﾞｼ) 小田・金谷川線 1971 8.9 6.1 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

下児ヶ沢橋 (ﾁｺﾞｻﾜﾊｼ) 小田・金谷川線 不明 5.2 6.9 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

葉ノ木立橋 (ﾊﾉｷﾀﾞﾃﾊｼ) 方木田・太田町線 不明 5.4 10.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

真木田東橋 (ﾏｷﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 半夏田・麦ヶ入線 不明 11.6 5.0 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

赤仁井田３号橋 (ｱｶﾆｲﾀﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 赤仁井田・目増線 不明 3.3 7.5 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

水梨橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊｼ) 赤仁井田・目増線 不明 5.9 9.4 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

原宿南１号橋 (ﾊﾗｼﾞｭｸﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 赤仁井田・目増線 不明 2.5 6.8 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

小井戸橋 (ｺｲﾄﾞﾊｼ) 小田・荒井線 不明 6.1 16.4 福島市 福島県 福島市 Ⅱ

音坊１号橋 (ｵﾄﾎﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 小田・荒井線 不明 3.1 11.5 福島市 福島県 福島市 Ⅰ
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中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 平石・方木田線 不明 9.4 6.0 福島市 福島県 福島市 Ⅰ

南川橋 (ﾐﾅﾐｶﾜﾊｼ) 荒井八山田線 1984 47.0 23.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

安原橋 (ﾔｽﾊﾗﾊｼ) 赤沼方八町線 1997 188.3 21.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

富田橋 (ﾄﾐﾀﾊｼ) 荒井八山田線 1986 44.6 23.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 赤沼方八町線 1986 36.4 17.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

新栄橋 (ｼﾝｴｲﾊｼ) 笹川多田野線 1988 68.5 24.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

高玉橋 (ﾀｶﾀﾏﾊｼ) 北仲田田代線 1949 33.4 5.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

小滝橋 (ｺﾀｷﾊｼ) 熱海五丁目二渡線 1964 23.5 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

蓬橋 (ﾖﾓｷﾞﾊｼ) 熱海五丁目二渡線 1965 21.7 8.1 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

山の井橋側道橋 (ﾔﾏﾉｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 原西中島線 1992 36.7 10.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

鬼越第２橋 (ｵﾆｺﾞｴﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 枇杷沢鬼越線 不明 56.8 3.8 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

谷地橋 (ﾔｼﾞﾊｼ) 栃本谷地２号線 不明 17.5 2.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 赤目立谷地線 不明 18.5 3.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊｼ) 西原阿広木一丁目線 1988 17.1 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊｼ) 三穂田熱海線 1990 29.1 8.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

川底川橋 (ｶﾜｿﾞｺｶﾜﾊﾞｼ) 三穂田熱海線 1984 18.7 8.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

本丸橋 (ﾎﾝﾏﾙﾊｼ) 本丸台東線 1987 29.6 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

川田前河原橋 (ｶﾜﾀﾞﾏｴｶﾜﾊﾗﾊｼ) 野田川田線 2004 36.8 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

才の神橋 (ｻｲﾉｶﾐﾊﾞｼ) 赤津２号線 1974 19.5 6.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 下沼田御前線 1989 15.3 7.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 寺久保線 1992 20.5 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 新鍬日出山三丁目線 1968 63.4 3.6 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

如月橋 (ｷｻﾗｷﾞﾊｼ) 日出山久保田線 2000 16.8 18.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

汁谷橋 (ｼﾙﾀﾆﾊﾞｼ) 多田野河内線 1958 12.0 4.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

賀多来橋 (ｶﾀﾗｲﾊｼ) 菰壇菖蒲沢線 1955 14.6 4.6 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

安積疏水管理橋 (ｱｻｶｿｽｲｶﾝﾘｷｮｳ) 猫神馬場川原線 1978 22.8 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

大峯橋 (ｵｵﾐﾈﾊﾞｼ) 夏出熱海線 1952 32.5 3.7 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

竹之内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊｼ) 西向山松林線 1958 10.0 3.6 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

北川橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾊｼ) 城ノ脇不動山線 1961 26.1 7.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

永徳橋 (ｴｲﾄｸﾊﾞｼ) 小川笹川二丁目線 1964 157.3 6.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 竹之内桜内線 1979 17.6 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

胎の内橋 (ﾀｲﾉｳﾁﾊｼ) 笹川川田線 1963 50.4 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

原大橋 (ﾊﾗｵｵﾊｼ) 原笊内線 1963 27.1 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

木村南橋 (ｷﾑﾗﾐﾅﾐﾊｼ) 根木屋南線 1995 46.0 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

東宿跨道橋 (ﾋｶﾞｼｼﾞｭｸｺﾄﾞｳｷｮｳ) 駅前二丁目大名艮線 2002 29.4 5.6 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

卸町こ道橋 (ｵﾛｼﾏﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 早稲原卸一丁目線 2000 23.8 9.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

阿武隈橋 (ｱﾌﾞｸﾏﾊｼ) 土棚高倉線 1968 181.2 6.8 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

鬼生田橋 (ｵﾆｭｳﾀﾞﾊｼ) 鬼生田日和田線 1989 200.0 7.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

中央大橋 (ﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ) 田村香久池二丁目線 1987 191.1 14.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

阿ノ山橋 (ｱﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 高倉荒井線 1973 35.0 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

城清水１号橋 (ｼﾛｼﾐｽﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 賀庄山崎線 1980 8.3 3.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

岩江橋 (ｲﾜｴﾊｼ) 下白岩舞木線 1965 17.5 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ
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咲田橋 (ｻｸﾀﾊﾞｼ) 麓山一丁目久保田線 1971 42.4 7.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

大勢橋 (ﾀｲｾｲﾊｼ) 並木五丁目大島前線 1974 9.6 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

大島前橋 (ｵｵｼﾏﾏｴﾊｼ) 並木五丁目矢ノ根石線 1981 12.7 6.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

第二大島前橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵｼﾏﾏｴﾊｼ) 桑野日和田線 1981 11.9 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

舘内橋 (ﾀﾃｳﾁﾊﾞｼ) 舘捻内線 1985 13.6 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

亀田橋 (ｶﾒﾀﾞﾊｼ) 上亀田十文字線 1987 11.4 6.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

希望ヶ丘橋 (ｷﾎﾞｳｶﾞｵｶﾊｼ) 上亀田希望ヶ丘線 1988 11.3 8.8 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

相生橋 (ｱｲｵｲﾊｼ) 大町二丁目梅田線 1990 56.6 8.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

大島橋 (ｵｵｼﾏﾊｼ) 並木片平線 2001 19.7 10.8 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

城清水橋 (ｼﾛｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 南二丁目一丁目線 2005 19.1 18.2 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

第二南小前田橋 (ﾀﾞｲﾆﾐﾅﾐｼｮｳﾏｴﾀﾊｼ) 南小前田線 1965 10.4 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

木宮橋 (ｷﾐﾔﾊｼ) 木宮南舘線 1975 31.0 3.4 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

諏訪２号橋 (ｽﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 手子下北諏訪線 1961 10.4 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

逢瀬川橋 (ｵｵｾｶﾞﾜﾊｼ) 原畑石阿弥陀線 1975 51.0 4.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

馬場川橋 (ﾊﾞﾊﾞｶﾞﾜﾊｼ) 原畑石阿弥陀線 1976 15.4 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

沖中橋 (ｵｷﾅｶﾊｼ) 沖中南向線 1977 13.6 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

渡戸橋 (ﾜﾀﾄﾊｼ) 片平２号線 1977 12.6 5.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

重郎作橋 (ｼﾞｭｳﾛｳｻｸﾊｼ) 重郎作並松線 1979 28.6 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

鍛治屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 庚坦原並西勝線 1979 27.6 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

中屋敷橋 (ﾅｶﾔｼｷﾊｼ) 中川原的場線 1983 42.0 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 西ノ山諏訪前線 2005 58.0 20.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

馬場川第２橋 (ﾊﾞﾊﾞｶﾞﾜﾀﾞｲ2ﾊｼ) 石阿弥陀鳴神線 1961 11.4 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊｼ) 向山若木下線 1986 10.4 4.0 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

母神橋 (ﾓｶﾞﾐﾊﾞｼ) 田仲２号線 1981 15.5 3.8 郡山市 福島県 郡山市 Ⅱ

石前堂平線1号橋 (ｲｼﾏｴﾄﾞｳﾋﾗｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 舎利石関平線 1976 19.0 10.3 白河市 福島県 白河市 Ⅲ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 北山松ノ原線 1982 54.0 10.5 白河市 福島県 白河市 Ⅲ

高山跨線橋 (ﾀｶﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ) 昭和町白坂線 1992 159.0 12.4 白河市 福島県 白河市 Ⅲ

二番町橋 (ﾆﾊﾞﾝﾁｮｳﾊﾞｼ) 二番町白井掛線 2002 21.0 2.5 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

金勝寺橋 (ｷﾝｼﾖｳｼﾞﾊｼ) 道場小路金勝寺線 2008 111.0 16.8 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

風神下橋 (ﾌｳｼﾞﾝｼﾀﾊﾞｼ) 西郷搦目線 2003 42.0 20.8 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

豊年橋 (ﾎｳﾈﾝﾊﾞｼ) 旭町関川窪線 1980 16.0 8.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

豆柄橋 (ﾏﾒｶﾞﾗﾊｼ) 桜町菅生舘線 1992 19.0 8.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 大工町新蔵線 2000 21.0 4.9 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

寒晒橋 (ｶﾝｻﾞﾗｼﾊｼ) 南町菖蒲沢線 1999 21.0 9.0 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

乙姫橋 (ｵﾄﾋﾒﾊｼ) 天神町白井掛線 2001 21.0 11.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

恵比寿橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 巡り矢白井掛線 2001 21.0 9.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

雷神新橋 (ﾗｲｼﾞﾝｼﾝﾊﾞｼ) 風神下蛇石線 1992 21.0 6.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 金屋町白井掛線 2001 21.0 10.7 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

土橋 (ﾄﾞﾊﾞｼ) 白河駅白坂線 2001 21.0 8.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

雷神橋 (ﾗｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 風神下蛇石線 1999 13.0 6.2 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

昭和町歩道橋 (ｼｮｳﾜﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 昭和町１号線 2000 26.0 2.8 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

硯石橋 (ｽｽﾞﾘｲｼﾊｼ) 才ノ内関辺線 1963 25.0 4.1 白河市 福島県 白河市 Ⅲ
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和平橋 (ﾜﾀﾞｲﾗﾊｼ) 旗宿上和平線 1959 17.0 4.2 白河市 福島県 白河市 Ⅲ

白河大橋 (ｼﾗｶﾜｵｵﾊｼ) 舎利石関平線 1972 130.0 8.8 白河市 福島県 白河市 Ⅱ

新栄橋（車道） (ｼﾝｻｶｴﾊﾞｼ) 市道Ⅰ-16号線 1967 40.4 10.3 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

新栄橋（歩道）東京側 (ｼﾝｻｶｴﾊﾞｼ) 市道Ⅰ-16号線 1986 40.5 3.0 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

新栄橋（歩道）青森側 (ｼﾝｻｶｴﾊﾞｼ) 市道Ⅰ-16号線 1992 40.6 3.2 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道1519号線 1954 12.0 4.4 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

芹沢橋 (ｾﾘｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道2333号線 1973 53.0 4.0 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

関越橋 (ｶﾝｴﾂﾊﾞｼ) 市道2630号線 1972 44.2 6.0 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

日和久橋 (ﾋﾖﾘﾋｻﾊﾞｼ) 市道5454号線 1972 38.9 3.0 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

柳池橋 (ﾔﾅｷﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道5339号線 1972 39.8 3.0 須賀川市 福島県 須賀川市 Ⅱ

金堀橋 (ｶﾅﾎﾘﾊﾞｼ) 塩沢町・二本柳 1982 19.5 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

眼鏡橋 (ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 若宮・箕輪 1988 17.6 8.5 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

笠張橋 (ｶｻﾊﾘﾊﾞｼ) 若宮・箕輪 1982 27.4 9.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

原瀬大橋 (ﾊﾔｾｵｵﾊｼ) 硯石・大玉 1981 32.0 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

木藤次郎内橋 (ｷﾄｳｼﾞﾛｳｳﾁﾊﾞｼ) 作田・北杉田 1981 20.5 8.8 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

菅田橋 (ｽｶﾞﾀﾊﾞｼ) 南杉田・白沢 2012 148.5 10.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

源兵衛橋 (ｹﾞﾝﾊﾞｲﾊﾞｼ) 大稲場・小高内 1980 18.0 8.3 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

上本木橋 (ｶﾐﾓﾄｷﾊﾞｼ) 平石町・岩角 2000 14.7 11.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

中井橋 (ﾅｶｲﾊﾞｼ) 大平中通り 1979 22.0 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

湯川橋 (ﾕｶﾜﾊﾞｼ) 持東林・北田 1984 18.9 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

脇久保橋 (ﾜｷｸﾎﾞﾊﾞｼ) 神明森・山ノ入 1973 17.9 6.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

沖中橋 (ｵｷﾅｶﾊｼ) 沖中・下ノ内 1987 22.0 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

移川橋 (ｳﾂｼｶﾞﾜﾊﾞｼ) 道久内 1972 20.3 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅲ

田沢橋 (ﾀｻﾞﾜﾊｼ) 田沢 1999 24.7 8.4 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

日向橋 (ﾋﾅﾀﾊﾞｼ) 戸ノ内・日向 1991 46.5 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

福岡橋 (ﾌｸｵｶﾊｼ) 福岡・鶴巻 2002 24.7 10.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 町田・十文字 1992 14.7 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

上竹跨線橋 (ｼﾞｮｳﾀｹｺｾﾝｷｮｳ) 榎戸・上竹 1966 15.4 10.7 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

高越跨道橋 (ﾀｶｺｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 槻木６号 1972 50.4 3.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

島山橋 (ｼﾏﾔﾏﾊﾞｼ) 川口・新船 2011 40.4 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

地堀橋 (ｼﾞﾎﾘﾊﾞｼ) 鈴木内・戸ノ内 2005 22.0 9.7 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

古塚田橋 (ｺﾂｶﾀﾊﾞｼ) 古塚田線 1977 20.0 4.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

上払川橋 (ｶﾐﾊﾗｲｶﾞﾜﾊｼ) 上払川・山下 2008 18.4 9.1 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ

竹の花橋 (ﾀｹﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 百目木・南戸沢 2010 17.4 7.3 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

砂粉田橋 (ｽﾅｺﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 水神山・東北 2003 15.5 7.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

松坂御門橋 (ﾏﾂｻﾞｶｺﾞﾓﾝﾊﾞｼ) 観音丘陵サイクリング 1974 75.9 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

切通り橋 (ｷﾘﾄﾞｵｼﾊﾞｼ) 観音丘陵サイクリング 1984 73.5 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

上竹こ線橋 (ｼﾞｮｳﾀｹｺｾﾝｷｮｳ) 亀谷・上竹 1977 59.3 1.5 二本松市 福島県 二本松市 Ⅲ

久保丁橋 (ｸﾎﾞﾁｮｳﾊﾞｼ) 観音丘陵サイクリング 1974 35.2 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

祭橋 (ﾏﾂﾘﾊﾞｼ) 観音丘陵サイクリング 1981 34.0 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

南橋 (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 観音丘陵サイクリング 1981 25.9 5.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

石ヶ崎橋 (ｲｼｶﾞｻｷﾊｼ) 川口・河窪線 2009 52.1 4.5 二本松市 福島県 二本松市 Ⅰ
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上竹歩道橋 (ｼﾞｮｳﾀｹﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 榎戸・上竹 1977 22.2 2.3 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

百目木橋 (ﾄﾞｳﾒｷﾊｼ) 町・向町３号 1991 22.2 2.0 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

夜名串橋 (ﾖﾅｸｼﾊﾞｼ) 夜名串 1981 15.6 1.8 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾜﾊﾞｼ) 白髭・蟹沢 1983 14.6 0.8 二本松市 福島県 二本松市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 前田4号線 1973 15.6 5.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅲ

瀬戸川第四橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ) 桝形線 不明 9.4 5.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

新根岸橋 (ｼﾝﾈｷﾞｼﾊﾞｼ) 大山・松沢線 2010 10.0 10.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

寺内橋 (ﾃﾗｳﾁﾊﾞｼ) 白岩・稲沢線 1990 11.4 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

坂ノ下橋 (ｻｶﾉｼﾀﾊﾞｼ) 白岩・稲沢線 不明 4.6 6.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

水池尻橋 (ﾐｽﾞｲｹｼﾞﾘﾊﾞｼ) 本郷・清水前線 不明 4.5 4.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

日記沢橋 (ﾆｯｷｻﾜﾊﾞｼ) 清水前・蛇ノ鼻線 不明 4.0 5.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

摺鉢橋 (ｽﾘﾊﾞｼﾊﾞｼ) 清水前・蛇ノ鼻線 不明 3.1 3.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大谷下第六橋 (ｵｵﾔｼﾀﾀﾞｲﾛｸﾊﾞｼ) 青田原・西原線 不明 4.0 5.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

堀切第二橋 (ﾎﾘｷﾘﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 堀切・関根線 不明 5.0 3.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

堀切第三橋 (ﾎﾘｷﾘﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 関根線 不明 4.8 2.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

下江橋 (ｼﾓｴﾊﾞｼ) 万世・鍋田線 不明 2.4 4.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

下台橋 (ｼﾓﾀﾞｲﾊﾞｼ) 下台・名郷線 不明 5.7 4.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

北ノ内橋 (ｷﾀﾉｳﾁﾊﾞｼ) 北ノ内２号線 不明 5.5 3.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

瀬戸川第六橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲﾛｸﾊﾞｼ) 庄内１号線 不明 9.4 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

瀬戸川第七橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲｼﾁﾊﾞｼ) 戸ノ内２号線 不明 9.4 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

前原橋 (ﾏｴﾊﾗﾊﾞｼ) 前田７号線 不明 8.4 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

清水前第二橋 (ｼﾐｽﾞﾏｴﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 清水前１号線 不明 4.0 3.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

清水前第三橋 (ｼﾐｽﾞﾏｴﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 清水前４号線 不明 4.0 5.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

南第二橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 清水前２号線 不明 2.1 5.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

南第一橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 清水前２号線 不明 2.7 6.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

南第三橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 清水前６号線 不明 5.0 2.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

清水前第一橋 (ｼﾐｽﾞﾏｴﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 清水前５号線 不明 4.0 4.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大谷下第四橋 (ｵｵﾔｼﾀﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ) 大谷下１号線 不明 4.1 4.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大谷下第三橋 (ｵｵﾔｼﾀﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 大谷下２号線 不明 4.0 4.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大谷下第二橋 (ｵｵﾔｼﾀﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 大谷下３号線 不明 4.1 4.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大谷下第一橋 (ｵｵﾔｼﾀﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 来ノ池１号線 不明 4.5 4.2 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大谷下第五橋 (ｵｵﾔｼﾀﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 平倉・石編田線 不明 4.1 4.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

青田原第一橋 (ｱｵﾀﾊﾗﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 青田原３号線 不明 2.3 2.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

西万風橋 (ﾆｼﾏﾝﾌﾟｳﾊﾞｼ) 前田・西万風線 不明 8.4 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

前田第二橋 (ﾏｴﾀﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 高速側道１８号線 1973 4.5 3.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

前田第三橋 (ﾏｴﾀﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 高速側道１８号線 1973 11.6 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

来ノ池第一橋 (ﾗｲﾉｲｹﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 高速側道１９号線 1973 11.6 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

殕森橋 (ｶﾌﾞﾚﾓﾘﾊﾞｼ) 殕森・羽山線 不明 2.7 3.9 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

甲斐第五橋 (ｶｲﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 甲斐２号線 不明 3.3 4.2 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

甲斐第一橋 (ｶｲﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 甲斐３号線 不明 3.9 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

上野台第二橋 (ｳｴﾉﾀﾞｲﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 上ノ台９号線 不明 3.0 2.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

上野台第一橋 (ｳｴﾉﾀﾞｲﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 上ノ台９号線 不明 4.5 2.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ



【福島県】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
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

瀬戸川第五橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 白山・瀬戸川線 不明 9.4 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

富士内第一橋 (ﾌｼﾞｳﾁﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 富士内４号線 不明 4.0 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

富士内第二橋 (ﾌｼﾞｳﾁﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 富士内５号線 不明 4.0 5.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

光田第一橋 (ｺｳﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 光田３号線 不明 2.0 6.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

四合田第二橋 (ｼｺﾞｳﾀﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 四合田８号線 不明 2.9 3.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

四合田第一橋 (ｼｺﾞｳﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 上野台７号線 不明 2.7 6.4 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

瀬戸川第三橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 瀬戸川２号線 不明 9.4 3.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

瀬戸川第二橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 瀬戸川３号線 不明 10.5 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

瀬戸川第一橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 瀬戸川５号線 不明 10.5 3.4 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

池前橋 (ｲｹﾏｴﾊﾞｼ) 池前３号線 不明 4.6 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

北池橋 (ｷﾀｲｹﾊﾞｼ) 池前３号線 不明 7.3 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

関川橋 (ｾｷｶﾜﾊﾞｼ) 上年神・上前田線 不明 9.4 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

三前橋 (ｻﾝﾏｴﾊﾞｼ) 三池沢５号線 不明 5.3 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

三ツ池沢第二橋 (ﾐﾂｲｹｼﾞﾘﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 三池沢６号線 不明 4.5 6.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

三ツ池沢第一橋 (ﾐﾂｲｹｼﾞﾘﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 三池沢６号線 不明 5.5 6.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

小山第一橋 (ｺﾔﾏﾀﾞｲｲｲﾁﾊﾞｼ) 殿田・矢沢線 不明 2.6 2.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大池橋 (ｵｵｲｹﾊﾞｼ) 池前・向山１号線 不明 5.3 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

南田橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 南田１号線 不明 12.5 3.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

神座橋 (ｼﾝｻﾞﾊﾞｼ) 下関下１５号線 不明 2.2 3.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 上関下・川原線 不明 7.3 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

苗代田第五橋 (ﾅﾜｼﾛﾀﾞﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 南原田２号線 不明 11.4 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

葭池１号橋 (ﾖｼｲｹｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 小田部・葭池線 1981 6.4 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 小田部・川内線 1978 10.5 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

石神橋 (ｲｼｶﾞﾐﾊﾞｼ) 小田部・五味内線 不明 5.4 8.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

羽黒橋 (ﾊｸﾞﾛﾊﾞｼ) 羽黒・五斗内線 不明 8.3 2.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

五斗内橋 (ｺﾞﾄｳｳﾁﾊﾞｼ) 五斗内２号線 不明 3.7 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

作橋 (ｻｸﾊｼ) 作・日向線 1979 11.5 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

江口橋 (ｴｸﾞﾁﾊﾞｼ) 江口６号線 1979 3.5 7.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

東明石内２号橋 (ﾋｶﾞｼｱｶｼｳﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 東明石内６号線 不明 4.3 2.4 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

松ヶ作１号橋 (ﾏﾂｶﾞｻｸｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 根岸・堤崎線 1976 9.5 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

松ヶ作２号橋 (ﾏﾂｶﾞｻｸﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 松ケ作１０号線 不明 9.0 0.9 本宮市 福島県 本宮市 Ⅱ

関根橋 (ｾｷﾈﾊﾞｼ) 松ケ作１８号線 不明 9.4 2.2 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 馬場・岩ノ入線 不明 5.3 2.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

堰ノ上橋 (ｾｷﾉｳｴﾊﾞｼ) 白田・宮ノ下線 1983 12.5 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊﾞｼ) 白田６号線 不明 12.8 3.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

白田橋 (ｼﾗﾀﾊﾞｼ) 宮田１号線 1964 2.3 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大岩入橋 (ｵｵｲﾜｲﾘﾊﾞｼ) 岩ノ入７号線 不明 7.9 1.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅱ

百内橋 (ﾋｬｸｳﾁﾊﾞｼ) 稲場下・根廻線 1982 9.4 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

鍋ヶ作橋 (ﾅﾍﾞｶﾞｻｸﾊﾞｼ) 笹久保・鍋ケ作線 不明 4.7 2.9 本宮市 福島県 本宮市 Ⅱ

根柄橋 (ﾈｶﾞﾗﾊﾞｼ) 名葉ノ内・掘田線 不明 5.0 6.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

越田橋 (ｺｴﾀﾞﾊﾞｼ) 前田・大岩入線 不明 5.0 3.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅱ

春日２号橋 (ｶｽｶﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮ノ脇・春日線 不明 6.0 4.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ



【福島県】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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宮ノ脇橋 (ﾐﾔﾉﾜｷﾊﾞｼ) 春日・渋池線 1990 9.1 6.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

竹重内橋 (ﾀｹｼﾞｭｳｳﾁﾊﾞｼ) 中田・百目木１号線 不明 4.6 2.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

柄沢２号橋 (ｶﾗｻﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 白岩・稲沢線 不明 3.0 7.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

平田石橋 (ﾋﾗﾀｲｼﾊﾞｼ) 白岩・稲沢線 不明 2.3 7.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

北原田橋 (ｷﾀﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 北原田・山ノ神線 不明 4.4 6.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

北川原田橋 (ｷﾀｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 欠下１号線 不明 3.2 3.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

西笹田橋 (ﾆｼｻｻﾀﾞﾊﾞｼ) 東禅寺・西笹田線 不明 2.4 3.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

葭池２号橋 (ﾖｼｲｹﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 堀ノ内・西明内線 不明 3.7 14.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

戸ノ内３号橋 (ﾄﾉｳﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 堀ノ内・西明内線 不明 2.3 6.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

戸ノ内１号橋 (ﾄﾉｳﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 礼堂・堀ノ内線 1968 2.6 5.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

堀切第一橋 (ﾎﾘｷﾘﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 堀切・中島線 不明 3.8 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

平井５号橋 (ﾋﾗｲｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 平井５号線 不明 2.5 5.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

舘町第三橋 (ﾀﾃﾏﾁﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 舘町９号線 不明 2.2 5.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

舘町第二橋 (ﾀﾃﾏﾁﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 舘町２号線 不明 2.0 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

舘町第一橋 (ﾀﾃﾏﾁﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 舘町２号線 不明 2.0 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

新池橋 (ｼﾝｲｹﾊﾞｼ) 蛇ノ鼻３号線 不明 2.8 3.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

上山田橋 (ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 山田・太郎丸線 不明 2.1 8.8 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

来ノ池第二橋 (ﾗｲﾉｲｹﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 高速側道１９号線 1973 3.5 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

甲斐第二橋 (ｶｲﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 甲斐３号線 不明 2.1 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

甲斐第三橋 (ｶｲﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 甲斐５号線 不明 2.1 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

一里壇橋 (ｲﾁﾘﾀﾞﾝﾊﾞｼ) 一里壇１号線 不明 4.0 5.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

桝形橋 (ﾏｽｶﾞﾀﾊﾞｼ) 兼谷平・桝形線 不明 2.1 5.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

三枚田第三橋 (ｻﾝﾏｲﾀﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 向田・根岸線 不明 2.6 3.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

三枚田第二橋 (ｻﾝﾏｲﾀﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 三枚田３号線 不明 2.5 3.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

向田第一橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 向田線 不明 2.6 3.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

向田第二橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 熊ノ木・向田線 不明 2.6 4.3 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

熊ノ木橋 (ｸﾏﾉｷﾊﾞｼ) 平内・熊ノ木線 不明 2.2 9.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

平内橋 (ﾀｲﾛｳｳﾁﾊﾞｼ) 平内１号線 不明 2.2 5.4 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 原・高木線 不明 2.1 12.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

南原田第二橋 (ﾐﾅﾐﾊﾗﾀﾞﾀﾞｵﾆﾊﾞｼ) 苗代田１号線 不明 2.5 6.6 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

苗代田第四橋 (ﾅﾜｼﾛﾀﾞﾀﾞｲﾖﾝﾊﾞｼ) 苗代田２号線 不明 2.5 9.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

苗代田第三橋 (ﾅﾜｼﾛﾀﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 苗代田６号線 不明 2.5 8.2 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

苗代田第二橋 (ﾅﾜｼﾛﾀﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 苗代田８号線 不明 2.5 8.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

苗代田第一橋 (ﾅﾜｼﾛﾀﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 上年神・上前田線 不明 2.3 5.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

赤津橋 (ｱｶﾂﾊﾞｼ) 赤津１号線 不明 4.2 4.4 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

豆腐岩橋 (ﾄｳﾌｲﾜﾊﾞｼ) 豆腐岩・南田線 不明 3.0 3.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

南原田３号橋 (ﾐﾅﾐﾊﾗﾀﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 南原田３号線 不明 2.1 2.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

高速側道５号橋 (ｺｳｿｸｿｸﾄﾞｳｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 高速側道５号線 不明 4.5 7.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

神座橋 (ｼﾝｻﾞﾊﾞｼ) 神座線 不明 2.0 7.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

下川原橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 下関下１９号線 不明 4.8 5.2 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大木内２号橋 (ｵｵｷｳﾁﾆｺﾞｳｾﾝ) 小田部・礼堂１号線 不明 2.3 5.4 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

礼堂橋 (ﾚｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 小田部・礼堂２号線 1968 2.5 3.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ
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東笹田橋 (ﾋｶﾞｼｻｻﾀﾞﾊﾞｼ) 東笹田３号線 不明 3.1 4.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

城ノ内橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾁﾊﾞｼ) 久保内・城ノ内１号線 1979 2.0 3.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

大木内１号橋 (ｵｵｷｳﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 大木内・戸ノ内線 1968 2.2 3.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

戸ノ内２号橋 (ﾄﾉｳﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 戸ノ内８号線 1968 2.4 3.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 和田下田３号線 1980 2.2 5.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

竹ノ内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊﾞｼ) 大木内１号線 1968 2.5 3.1 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

境ノ内１号橋 (ｻｶｲﾉｳﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 上境ノ内５号線 1981 2.8 2.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

境ノ内２号橋 (ｻｶｲﾉｳﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 境ノ内・上境ノ内１号線 不明 2.2 4.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

東明石内１号橋 (ﾋｶﾞｼｱｶｼｳﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 硯石１号線 不明 3.4 2.5 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

対馬内１号橋 (ﾂｼﾏｳﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 対馬内・堤崎線 不明 3.3 6.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

対馬内２号橋 (ﾂｼﾏｳﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 対馬内・戍茂内線 不明 2.1 3.7 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

滝池橋 (ﾀｷｲｹﾊﾞｼ) 滝池１号線 不明 2.3 2.0 本宮市 福島県 本宮市 Ⅰ

内馬場橋 (ｳﾁﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 内の馬場線 1974 41.1 7.0 桑折町 福島県 桑折町 Ⅲ

内城橋 (ｳﾁｼﾞｮｳﾊｼ) 4151号線 1974 40.1 3.0 桑折町 福島県 桑折町 Ⅲ

滝原橋 (ﾀｷﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 下田線 1959 19.9 3.6 南会津町 福島県 南会津町 Ⅲ

上の淵橋 (ｶﾐﾉﾌﾁﾊﾞｼ) 廻舘・立屋沢線 1958 15.5 4.2 南会津町 福島県 南会津町 Ⅱ

六反橋 ﾛｸﾀﾝﾊﾞｼ 村道勝常・王領線 不明 3.0 7.3 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

道北橋 ﾄﾞｳﾎｸﾊﾞｼ 村道水谷地北一号線 不明 2.7 4.0 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

村前北橋 ﾑﾗﾏｴｷﾀﾊﾞｼ 村道水谷地南二号線 不明 2.2 3.9 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

高瀬南橋 ﾀｶｾﾐﾅﾐﾊﾞｼ 村道高瀬南線 不明 6.1 3.5 湯川村 福島県 湯川村 Ⅲ

長瀞北橋 ﾅｶﾞﾄﾛｷﾀﾊﾞｼ 村道長瀞北線 不明 2.9 5.0 湯川村 福島県 湯川村 Ⅲ

長瀞南橋 ﾅｶﾞﾄﾛﾐﾅﾐﾊﾞｼ 村道長瀞中線 不明 3.0 7.3 湯川村 福島県 湯川村 Ⅲ

中谷地橋 ﾅｶﾔﾁﾊﾞｼ 村道浜崎・王領線 不明 3.1 6.0 湯川村 福島県 湯川村 Ⅰ

南沖橋 ﾐﾅﾐｵｷﾊﾞｼ 村道浜崎・王領線 不明 3.1 6.5 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

中ノ目南橋 ﾅｶﾉﾒﾐﾅﾐﾊﾞｼ 村道中ノ目六号線 不明 3.5 3.1 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

遠瀬戸橋 ﾄｵｾﾄﾊﾞｼ 村道中ノ目九号線 1983 4.8 4.0 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

中ノ目西橋 ﾅｶﾉﾒﾆｼﾊﾞｼ 村道中ノ目九号線 1983 2.5 4.0 湯川村 福島県 湯川村 Ⅱ

三島大橋 (ﾐｼﾏｵｵﾊｼ) 町道宮下名入線 1975 131.0 7.0 三島町 福島県 三島町 Ⅲ

大清水橋 (ｵｵｼﾐｽﾞﾊｼ) 高速側道間２号線 1974 41.2 3.0 西郷村 福島県 西郷村 Ⅱ

小貫橋 (ｵﾇｷﾊｼ) 竹ノ内東ノ町線 1995 46.0 5.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

太田輪橋 (ｵｵﾀﾜﾊｼ) 荒町太田輪線 1981 47.3 7.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

滝大川橋 (ﾀｷｵｵｶﾜﾊｼ) 滝輪背戸谷地線 1998 59.5 6.8 浅川町 福島県 浅川町 Ⅲ

青砥橋 (ｱｵﾄﾊｼ) 里白石石原線 1994 53.2 7.5 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

川原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 中里松ノ入線 1978 21.9 6.1 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

舞台橋 (ﾌﾞﾀｲﾊｼ) 美谷田中里線 2001 21.2 7.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

附掛橋 (ﾂｯｶｹﾊｼ) 裏門美谷田線 1983 24.8 5.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

山森田橋 (ﾔﾏﾓﾘﾀﾞﾊｼ) 大窪橋上沢線 1974 6.0 3.4 浅川町 福島県 浅川町 Ⅲ

東今田橋 (ﾋｶﾞｼｺﾝﾀﾞﾊｼ) 宮下下菖蒲庭線 1981 3.8 5.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

湯治田橋 (ﾕｼﾞﾀﾊｼ) 出シ寺ノ前線 1965 6.4 5.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

竹の葉橋 (ﾀｹﾉﾊﾊｼ) 里白石石原線 1970 7.1 7.1 浅川町 福島県 浅川町 Ⅲ

躰田橋 (ﾑｸﾛﾀﾞﾊｼ) 躰田塚本線 1988 6.4 4.5 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

美谷田橋 (ﾋﾞﾔﾀﾞﾊｼ) 美谷田中里線 1988 5.2 4.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ
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堀川橋 (ﾎﾘｶﾜﾊｼ) 板倉前平田線 1980 22.9 3.5 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

入ノ作橋 (ｲﾘﾉｻｸﾊｼ) 内田線 1969 10.2 3.0 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

殿川橋 (ﾄﾉｶﾜﾊｼ) 中里線 1967 13.0 5.2 浅川町 福島県 浅川町 Ⅱ

橋向１号橋 (ﾊｼﾑｶｲｲﾁｺﾞｳ) 橋向線 1979 5.3 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

浜畑１号橋 (ﾊﾏﾊﾀｲﾁｺﾞｳ) 原・五反田線 1978 7.9 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

林東橋 (ﾘﾝﾄｳ) 波倉線 1974 7.6 6.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

塩貝橋 (ｼｵｶﾞｲ) 立石線 1978 2.7 7.1 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

下川原橋 (ｼﾓｶﾞﾜﾗ) 下川原・迎平線 1973 30.0 3.8 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

刈集橋 (ｶﾘｼｭｳ) 鹿島・下奥海線 1963 30.1 2.7 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅲ

舘ノ沢橋 (ﾀﾃﾉｻﾜ) 木屋・小六郎線 1978 70.6 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

萩平橋 (ﾊｷﾞﾀｲﾗ) 八石・萩平線 1980 61.9 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

八石橋 (ﾊﾁｺｸ) 西原・八石線 1982 36.9 7.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

西代第二橋 (ﾆｼﾀﾞｲﾀﾞｲﾆ) 寺下・西代線 1985 4.3 4.6 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

西代橋 (ﾆｼﾀﾞｲ) 寺下・西代線 1982 9.2 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

堂ノ内橋 (ﾄﾞｳﾉｳﾁ) 堂ノ内・今中線 1978 2.7 5.4 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

川原橋 (ｶﾜﾗ) 柴崎・長瀞線 1980 22.9 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅲ

上小塙橋 (ｶﾐｺﾊﾞﾅ) 大師作・中川原線 1975 16.0 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

細内橋 (ﾎｿｳﾁ) 中満・縄手下線 1980 5.3 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

葉の木原橋 (ﾊﾉｷﾊﾗ) 作助・田中内線 1986 10.5 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

延木戸橋 (ﾉﾍﾞｷﾄﾞ) 延木戸・袖山川原線 1980 6.6 7.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

金剛橋 (ｺﾝｺﾞｳ) 延木戸・袖山川原線 1980 16.3 7.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

府ノ内橋 (ﾌﾉｳﾁ) 府ノ内線 1982 6.4 4.1 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

関場橋 (ｾｷﾊﾞ) 大町・山道北線 1978 15.6 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅲ

戸崎１号橋 (ｿｻｷｲﾁｺﾞｳ) 戸崎・小塙作線 1986 2.5 5.6 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

戸崎2号橋 (ﾄｻｷﾆｺﾞｳ) 戸崎・小塙作線 1986 4.3 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

戸崎３号橋 (ﾄｻｷｻﾝｺﾞｳ) 戸崎・寺後線 1986 2.4 6.4 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

高田橋 (ﾀｶﾀﾞ) 中島・高田線 1976 13.6 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

小山２号橋 (ｺﾔﾏﾆｺﾞｳ) 小山二号線 1978 3.8 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅰ

洞坂橋 (ﾎﾞﾗｻｶ) 大倉平・宮田線 1986 6.3 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

大町橋 (ｵｵﾏﾁ) 大町・上ノ代線 1978 17.0 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

山田川橋 (ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜ) 駅内・南作線 1997 18.8 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

南作橋 (ﾐﾅﾐｻｸ) 駅内・南作線 1983 28.0 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀ) 寺下・夫太郎線 1986 10.2 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

女平大橋 (ｵﾝﾅﾀﾞｲﾗ) 寺下・夫太郎線線 1972 50.9 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅲ

（仮）旭ヶ丘橋 (ｱｻﾋｶﾞｵｶ) 八石・清太郎線 1980 12.7 4.5 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

小塙作１号橋 (ｺﾊﾞﾅｻｸｲﾁｺﾞｳ) 洞・入海線 1987 3.4 5.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

八石側道橋 (ﾊﾁｺｸｿｸﾄﾞｳ) 西原・八石線 2011 40.6 2.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

仮橋 (ｶﾘ) 寺下・夫太郎線 1996 100.8 4.0 楢葉町 福島県 楢葉町 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 林）太田岩井戸線 2002 41.7 8.0 富岡町 福島県 富岡町 Ⅰ

第一上本町橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾐﾓﾄﾏﾁﾊｼ) 農）諸沢線 2002 50.6 5.0 富岡町 福島県 富岡町 Ⅰ

上申田橋 (ｶﾐｻﾙﾀﾊｼ) 農）遅沢線 2002 47.1 6.0 富岡町 福島県 富岡町 Ⅰ

第２躑躅橋 (ﾀﾞｲﾆﾂﾂｼﾞﾊｼ) 夜の森仲谷地線 1986 21.1 11.0 富岡町 福島県 富岡町 Ⅲ
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北ノ橋 (ｷﾀﾉﾊｼ) 町道中里磯山線 1997 19.6 10.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

諏訪橋 (ｽﾜﾊｼ) 町道中里上真弓線 1985 15.2 7.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

水分橋 (ﾐｽﾞﾜｹﾊｼ) 町道中里上真弓線 1961 7.2 3.8 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

埒南橋 (ﾗﾁﾐﾅﾐﾊｼ) 町道作田埒浜線 1987 5.9 7.3 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

相善橋 (ｿｳｾﾞﾝﾊｼ) 町道南菅谷福田線 1982 13.0 7.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

相善橋側道橋 (ｿｳｾﾞﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 町道南菅谷福田線 1998 13.0 2.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

日向橋 (ﾋﾅﾀﾊｼ) 町道南菅谷福田線 1979 14.6 8.6 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

日向橋側道橋 (ﾋﾅﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 町道南菅谷福田線 1997 14.4 2.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 町道南菅谷福田線 1959 6.9 6.4 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 町道町狼沢線 1956 10.3 4.5 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

長谷地橋 (ﾅｶﾞﾔﾁﾊｼ) 町道中島今泉線 1976 16.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

向田橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾊｼ) 町道中島今泉線 1998 4.5 11.1 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

菅谷橋 (ｽｶﾞﾔﾊｼ) 町道菅谷今神線 1961 13.5 7.6 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

菅谷橋側道橋 (ｽｶﾞﾔﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 町道菅谷今神線 1995 21.2 2.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

相善東橋 (ｿｳｾﾞﾝﾋｶﾞｼﾊｼ) 町道菅谷今神線 1972 3.5 10.2 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 町道釣師小川線 1985 23.0 6.5 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 町道釣師小川線 1975 16.7 6.7 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

大判田橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾀﾞﾊｼ) 町道古街道渋民駒ケ嶺停車場線 1979 4.6 5.7 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

北向橋 (ｷﾀﾑｷﾊｼ) 町道古街道渋民駒ケ嶺停車場線 1985 24.6 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

関場南橋 (ｾｷﾊﾞﾐﾅﾐﾊｼ) 町道駒ケ嶺停車場高田線 1978 4.8 7.7 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

十王堂橋 (ｼﾞｭｳｵｳﾄﾞｳﾊｼ) 町道南菅谷福田線 1959 11.2 6.2 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

長清水橋 (ﾅｶﾞｼﾐｽﾞﾊｼ) 町道駒町寺前線 1985 2.6 7.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊｼ) 町道駒町寺前線 1988 11.9 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 町道山崎寺前線 1966 10.8 3.0 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

真弓１号橋 (ﾏﾕﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道山崎寺前線 1982 9.4 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

北川尻橋 (ｷﾀｶﾜｼﾞﾘﾊｼ) 町道山崎川尻線 1992 39.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

日神橋 (ﾋｶﾞﾐﾊｼ) 町道月神藤崎前線 1997 24.1 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

藤崎前東橋 (ﾌｼﾞｻｷﾏｴﾋｶﾞｼﾊｼ) 町道月神藤崎前線 1979 7.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

藤崎前西橋 (ﾌｼﾞｻｷﾏｴﾆｼﾊｼ) 町道藤崎渋民線 1979 7.3 5.6 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

藤見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊｼ) 町道藤崎渋民線 2002 22.6 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

諏訪橋 (ｽﾜﾊｼ) 町道諏訪日神線 1978 25.5 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

深町橋 (ﾌｶﾏﾁﾊｼ) 町道深町権現東線 1982 21.3 6.1 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

権現東橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾋｶﾞｼﾊｼ) 町道深町権現東線 1979 4.8 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

大判田南橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾀﾞﾐﾅﾐﾊｼ) 町道上渋民大判田線 1979 4.8 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

権現南１号橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道権現北線 1978 5.3 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊｼ) 町道駒ケ嶺保育所西線 1976 14.5 2.7 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 町道駒ケ嶺椎木線 1978 23.9 5.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

観音橋側道橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 町道駒ケ嶺椎木線 2007 25.0 2.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

権現南２号橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾐﾅﾐﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道駒ケ嶺椎木線 1978 3.8 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

関場北橋 (ｾｷﾊﾞｷﾀﾊｼ) 町道関場新町前線 1978 4.7 6.1 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

畑中橋 (ﾊﾀｹﾅｶﾊｼ) 町道三貫地線 1978 4.4 5.1 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

関場橋 (ｾｷﾊﾞﾊｼ) 町道小深田関場線 1978 18.4 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ



【福島県】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
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

高田橋 (ﾀｶﾀﾞﾊｼ) 町道竹ノ花高田東線 1977 17.6 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

木戸内橋 (ｷﾄﾞｳﾁﾊｼ) 町道木戸内線 1977 17.6 3.5 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

釣師坂橋 (ﾂﾙｼｻｶﾊｼ) 町道山屋敷線 1961 10.0 6.6 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊｼ) 町道大沢線 1961 6.8 4.5 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

立田川橋 (ﾀﾂﾀｶﾞﾜﾊｼ) 町道駒ケ嶺新地線 1966 12.0 4.6 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

濁川橋 (ﾆｺﾞﾘｶﾞﾜﾊｼ) 町道駒ケ嶺新地線 1959 11.1 7.1 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

鍛冶前橋 (ｶｼﾞﾏｴﾊｼ) 町道駒ケ嶺新地線 1953 3.7 5.6 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

新道橋 (ｼﾝﾐﾁﾊｼ) 町道駒ケ嶺新地線 1968 16.5 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

土橋 (ﾂﾁﾊｼ) 町道駒ケ嶺新地線 1951 4.1 5.9 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

貝塚橋 (ｶｲﾂﾞｶﾊｼ) 町道坂越貝塚西線 1979 2.0 4.7 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

ソリ畑線 (ｿﾘﾊﾀｹﾊｼ) 町道貝塚ソリ畑線 1976 2.5 2.6 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

牛川橋 (ｳｼｶﾜﾊｼ) 町道田中大戸浜線 1977 9.5 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 町道新地駅前線 1988 23.8 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

下深町橋 (ｼﾓﾌｶﾏﾁﾊｼ) 町道原添八幡前線 1975 22.7 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 町道深町背中振線 1984 14.7 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

川窪橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 町道雁小屋線 1988 11.0 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

中丁橋 (ﾅｶﾁﾞｮｳﾊｼ) 町道中丁雁小屋線 1957 8.0 3.7 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

日向橋 (ﾋﾅﾀﾊｼ) 町道赤柴金井線 1984 9.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

北松房橋 (ｷﾀﾏﾂﾎﾞｳﾊｼ) 町道背中振山田線 1962 3.6 2.7 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

鈴山橋 (ｽｽﾞﾔﾏﾊｼ) 町道背中振大槻線 1962 3.3 5.8 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

杉目橋 (ｽｷﾞﾉﾒﾊｼ) 町道南狼沢中丁線 1986 5.6 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

鈴山橋 (ｽｽﾞﾔﾏﾊｼ) 町道南狼沢飯樋線 1994 11.2 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

中橋 (ﾅｶﾊｼ) 町道局裏中島線 2000 12.0 14.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 町道馬場須賀酒線 1983 9.4 3.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

鈴宇橋 (ｽｽﾞｳﾊｼ) 町道狼沢沢入線 1980 9.6 6.4 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

吉村橋 (ﾖｼﾑﾗﾊｼ) 町道埒浜磯山線 1957 5.0 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

水門橋 (ｽｲﾓﾝﾊｼ) 町道埒浜磯山線 2003 12.9 3.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

磯山橋 (ｲｿﾔﾏﾊｼ) 町道埒浜磯山線 1994 30.1 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

車田橋 (ｸﾙﾏﾀﾞﾊｼ) 町道車田埒浜線 1998 5.7 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

木崎橋 (ｷｻﾞｷﾊｼ) 町道木崎渋田線 1992 17.7 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

薬師３号橋 (ﾔｸｼｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道薬師真弓線 1976 9.1 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

真弓３号橋 (ﾏﾕﾐｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道薬師真弓線 1978 9.5 4.4 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

真弓２号橋 (ﾏﾕﾐﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道大窪真弓線 1978 9.0 4.4 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 町道中里閏崎線 1987 14.2 6.2 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

薬師２号橋 (ﾔｸｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道中里閏崎線 1978 7.5 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

大窪橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 町道中里下真弓線 1984 15.2 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

薬師１号橋 (ﾔｸｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道中里下真弓線 1999 8.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

稲川橋 (ｲﾅｶﾞﾜﾊｼ) 町道稲川線 1995 12.7 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

十三奉行橋 (ｼﾞｭｳｻﾝﾌﾞｷﾞｮｳﾊｼ) 町道稲川線 1998 3.8 4.7 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

吉平橋 (ﾖｼﾋﾗﾊｼ) 町道牛渕上平線 1992 13.5 6.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊｼ) 町道新掘山神線 1980 12.9 6.4 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

瀬上橋 (ｾｶﾞﾐﾊｼ) 町道山神中原線 1979 9.0 5.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ



【福島県】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
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橋梁名(フリガナ） 路線名
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行政区域

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁﾊｼ) 町道山神中原線 1996 11.2 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

新地高校グランド線１号橋 (ｼﾝﾁｺｳｺｳｸﾞﾗﾝﾄﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道新地高校グランド線 1977 3.0 5.5 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

宝来橋 (ﾎｳﾗｲﾊｼ) 町道中里線 1986 14.4 3.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

城ノ内橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾁﾊｼ) 町道城ノ内広畑線 1987 14.6 3.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

雨溜橋 (ｱﾒﾀﾞﾏﾘﾊｼ) 町道東雨溜線 1994 18.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊｼ) 町道北狼沢川原線 1960 7.3 5.6 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

北追橋 (ｷﾀｵｲﾊｼ) 町道木舟舘前線 1999 4.2 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 町道市場前線 2006 2.0 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

飯樋橋 (ｲｲﾄｲﾊｼ) 町道南狼沢飯樋線 1970 11.0 11.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

五郎四郎橋 (ｺﾞﾛｳｼﾛｳﾊｼ) 町道南狼沢飯樋線 1963 6.0 7.0 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

富倉橋 (ﾄﾐｸﾗﾊｼ) 町道富倉藤崎線 1962 2.8 14.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

手長橋 (ﾃﾅｶﾞﾊｼ) 町道新地高校線 1961 2.8 15.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

須賀酒橋 (ｽｶﾞｻｹﾊｼ) 町道駒ケ嶺新地線 1951 2.3 9.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊｼ) 町道谷地田真弓線 1957 2.3 10.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

狼沢橋 (ｵｲｻﾞﾜﾊｼ) 町道南狼沢線 2014 41.5 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

田中橋側道橋 （ﾀﾅｶﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ） 町道釣師小川線 1985 23.0 1.5 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

清水橋側道橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 町道釣師小川線 1975 16.7 1.5 新地町 福島県 新地町 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 上ノ町新町前線 1935 8.6 4.0 新地町 福島県 新地町 Ⅲ

車田橋 (ｸﾙﾏﾀﾊｼ) 作田岩崎線 1995 25.9 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) 作田岩崎線 1992 24.6 5.0 新地町 福島県 新地町 Ⅰ



【福島県】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

大沢トンネル ｵｵｻﾜﾄﾝﾈﾙ 主要地方道江名・常磐線 1975 87.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

泉トンネル ｲｽﾞﾐﾄﾝﾈﾙ
主要地方道いわき・上三
坂・小野線

2007 203 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

豊間トンネル ﾄﾖﾏﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・四倉線 1970 126.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

安竜トンネル ｱﾝﾘｭｳﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・四倉線 1971 141 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

中ノ作南トンネル ﾅｶﾉｻｸﾐﾅﾐﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・四倉線 1971 96.4 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

中ノ作北トンネル ﾅｶﾉｻｸｷﾀﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・四倉線 1972 194.3 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

新江名トンネル ｼﾝｴﾅﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・四倉線 1972 165.7 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

合磯トンネル ｶｯｿｳﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・四倉線 1973 195 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

八ツ坂トンネル（上り） ﾔﾂｻｶﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・平線 1988 180 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

八ツ坂トンネル（下り） ﾔﾂｻｶﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・平線 1988 180 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

四時トンネル ｼﾄﾞｷﾄﾝﾈﾙ 国道289号 1991 1439 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

御斎所トンネル ｺﾞｻｲｼｮﾄﾝﾈﾙ 主要地方道いわき・石川線 1995 685.2 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

辺栗トンネル ﾍｸﾞﾘﾄﾝﾈﾙ 国道289号 1997 797 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

遠野トンネル ﾄｵﾉﾄﾝﾈﾙ
主要地方道いわき・上三
坂・小野線

1996 1030 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

岡小名トンネル（上り） ｵｶｵﾅﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・小野線 1997 142.6 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

岡小名トンネル（下り） ｵｶｵﾅﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・小野線 1997 142.6 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

相子島トンネル（上り） ｱｲｺﾞｼﾏﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・小野線 1997 348.75 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

相子島トンネル（下り） ｱｲｺﾞｼﾏﾄﾝﾈﾙ 主要地方道小名浜・小野線 1997 346 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

白岩トンネル ｼﾛｲﾜﾄﾝﾈﾙ 県道白岩・久之浜線 1996 203 福島県 福島県 いわき市 Ⅲ

根室トンネル ﾈﾑﾛﾄﾝﾈﾙ 国道289号 1998 218 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

御斎所洞門 ｺﾞｻｲｼｮﾄﾞｳﾓﾝ 主要地方道いわき・石川線 2000 177 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

皿貝トンネル ｻﾗｶﾞｲﾄﾝﾈﾙ 主要地方道いわき・石川線 2005 617 福島県 福島県 いわき市 Ⅱ

芦ノ牧トンネル ｱｼﾉﾏｷﾄﾝﾈﾙ 市道幹Ⅱー16号線 1969 65.3 会津若松市 福島県 会津若松市 Ⅱ

鵜ノ浦トンネル ｳﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ 市道幹Ⅱー19号線 1982 179 会津若松市 福島県 会津若松市 Ⅱ

大槻トンネル ｵｵﾂｷﾄﾝﾈﾙ 三穂田熱海線 1988 102 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

行政区域



【福島県】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

闇川ロックシェッド (ｸﾗｶﾞﾜﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ) 市道幹Ⅱー15号線 1973 24 3 会津若松市 福島県 会津若松市 Ⅱ

行政区域
シェッド名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【福島県】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

下宮崎1 (ｼﾓﾐﾔｻﾞｷ1) 矢吹小野線 2000 37.62 12.4 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

下宮崎2 (ｼﾓﾐﾔｻﾞｷ2) 矢吹小野線 2000 27.02 7 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

五本松2 (ｺﾞﾎﾝﾏﾂ2) 矢吹小野線 2000 42.135 8.1 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

五本松3 (ｺﾞﾎﾝﾏﾂ3) 矢吹小野線 2000 32.3 9 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

上宮崎1 (ｶﾐﾐﾔｻﾞｷ1) 矢吹小野線 2000 30.52 7.6 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

上宮崎2 (ｶﾐﾐﾔｻﾞｷ2) 矢吹小野線 2000 36.52 8.7 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

上宮崎3 (ｶﾐﾐﾔｻﾞｷ3) 矢吹小野線 2000 27.42 11.178 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

上宮崎4 (ｶﾐﾐﾔｻﾞｷ4) 矢吹小野線 2000 60.86 8.4 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

赤沢東3 (ｱｶｻﾜﾋｶﾞｼ3) 矢吹小野線 2000 9 11.1 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

田町１ (ﾀﾏﾁ1) 矢吹小野線 2000 26.2 7.6 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

田町2 (ﾀﾏﾁ2) 矢吹小野線 2000 33.554 15.9 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

田町4 (ﾀﾏﾁ4) 矢吹小野線 2000 30.233 7.71 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

白山1 (ﾊｸｻﾝ1) 矢吹小野線 2000 9 7.5 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

白山2 (ﾊｸｻﾝ2) 矢吹小野線 2000 32.745 7.9 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

白山3 (ﾊｸｻﾝ3) 矢吹小野線 2000 30.02 9.6 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

白山4 (ﾊｸｻﾝ4) 矢吹小野線 2000 38.4 7.5 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

八幡1 (ﾔﾊﾀ1) 矢吹小野線 2000 58.5 12.3 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

文京1 (ﾌﾞﾝｷｮｳ1) 矢吹小野線 2000 27.22 13.4 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

文京2 (ﾌﾞﾝｷｮｳ2) 矢吹小野線 2000 31.62 8.1 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

弥栄1 (ﾔｻｶｴ1) 矢吹小野線 2000 35.53 35.53 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

弥栄3 (ﾔｻｶｴ3) 矢吹小野線 2000 40.06 40.06 福島県 福島県 矢吹町 Ⅱ

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）



【福島県】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

島歩道橋 （ｼﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 桑野大槻線 1982 41.9 1.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

小原田歩道橋 （ｺﾊﾗﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 日出山久保田線 1982 64.24 1.5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

ペデストリアンデッキ （ﾍﾟﾃﾞｽﾄﾘｱﾝﾃﾞｯｷ） 大町大槻線 2001 120.14 5 郡山市 福島県 郡山市 Ⅲ

千代田歩道橋 （ﾁﾖﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 堅田五百苅線 不明 47.4 1.5 猪苗代町 福島県 猪苗代町 Ⅲ

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）



【福島県】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 地田東東原線 不明 8 郡山市 福島県 郡山市 Ⅰ

道路標識 渚・滝尻線 不明 7 いわき市 福島県 いわき市 Ⅲ

道路標識 東田町・佐糠町線 不明 7 いわき市 福島県 いわき市 Ⅱ

道路標識 東田町・佐糠町線 不明 7 いわき市 福島県 いわき市 Ⅱ

道路標識 東田町・佐糠町線 不明 7 いわき市 福島県 いわき市 Ⅱ

道路標識 東田町・佐糠町線 不明 7 いわき市 福島県 いわき市 Ⅱ

道路標識 御台境町・北好間線 不明 14 いわき市 福島県 いわき市 Ⅲ

施設名 路線名
設置
年月

（西暦）

道路
幅員
（ｍ）

行政区域



【機密性２】判定区分Ⅳの構造物リスト（福島県）

平成２６年度において、判定区分Ⅳ該当施設は、ありません。

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

＜判定区分Ⅳのリスト＞
○橋梁

資料⑥

＜判定区分Ⅳのリスト＞

○道路附属物等

○トンネル

判定区分Ⅳ該当施設なし

判定区分Ⅳ該当施設なし

判定区分Ⅳ該当施設なし



【機密性２】福島県の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

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）

17,468 1,438 2,936 1,455 2,919

239 33 64 35 62

860 76 210 64 222

18,567 1,547 3,210 1,554 3,203

トンネル

道路附属物等

合計

道路施設

橋梁

※国土交通省の管理トンネル数のうち、西栗子トンネルは山形県に所在する。
※国土交通省の管理道路附属物数のうち、門型標識１基は山形県に所在する。



【機密性２】福島県のＨ２７点検計画（最優先で点検すべき橋梁） 資料⑦-2

＜最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）

325 40 68 29 79

270 26 41 29 38

2,670 371 481 383 469

3,265 437 590 441 586

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】市町村支援の取り組み（福島県）

○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・診断を（一）ふくしま市町村支援機構が
受託することで市町村を支援する。

＜（一）ふくしま市町村支援機構による平成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】

・市町村のニーズを踏まえ、点検業務を（⼀）ふくしま市町村⽀援機構に発注等の実施

○平成２６年度は、５市町村の橋梁 ８３橋の点検を実施した。
○平成２７年度は、７市町村の橋梁１６４橋及び１町のトンネル１本の点検を計画している。

（一）ふくしま市町村支援機構による受託

A市 B町 C村



【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
〈橋梁の点検実習を実施〉

対 象：自治体職員（及び直轄職員）

予定人数：４０名程度 （H26実績：２会場、60名参加）
時 期：１０月予定 （2会場を予定）
目 的：管理者又は発注者として必要な知識の習得を目的と

して、橋梁についての点検要領の理解に係わる講義
および近接目視による劣化状況確認の実技講習

③現地見学会：橋梁
〈一般の方を対象に老朽化対策の取り組みを紹介〉

対 象：一般の方々
予定人数：３０名程度 （H26実績：1会場、15名参加）
時 期：１０月予定
目 的：一般の方々を対象として、橋の老朽化や損傷の現状

と、それに対する点検・補修・管理などの取り組みに
ついて、広く知っていただくために『橋の現地見学会』
を開催

H27年度研修（２／２） 資料⑨
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