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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
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２．点検計画 

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

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

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

跨線橋、緊急輸送道路を構成する橋梁については、最優先で点検を進めることとし

ています。 

 

○ ５年間の点検計画（全道路管理者合計） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○ 跨道橋、跨線橋等の５年間の点検計画（全道路管理者合計） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

（参考） 

  
 
 

 

※四捨五入の関係で合計値が 100%にならない場合がある（次頁以降も同） 

 

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

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

着手しており、引き続き定期的な点検を実施していきます。 

  

10%

15%

17%

20%

17%

24%

24%

18%

20%

24%

19%

17%

23%

31%

22%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

10% 20% 24% 24% 23%橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

18%

15%

18%

22%

23%

27%

21%

23%

22%

17%

19%

17%

22%

20%

17%

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁
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３．点検実施状況（平成 26 年度） 

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

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

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

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

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

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

検を実施し、約 13%、約 15%の点検実施率となっています。 
 

○橋梁 （単位：橋）     

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 28,139  5,741 20% 

高速道路会社 17,344 2,155 12% 

都道府県・政令市等 180,985 20,739 11% 

市区町村 480,081 31,173 6% 

合計 706,549 59,808 8% 
H27.6 末時点 

 

○トンネル （単位：箇所）    

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 1,458 323 22% 

高速道路会社 1,889 337 18% 

都道府県・政令市等 5,293 471 9% 

市区町村 2,267 262 12% 

合計 10,907 1,393 13% 
H27.6 末時点 

 

○道路附属物等                                          （単位：施設）    

管理者 管理施設数 点検実施数 点検実施率 

国土交通省 12,076 1,361 11% 

高速道路会社 11,643 2,320 20% 

都道府県・政令市等 13,512 1,929 14% 

市区町村 2,711 515 19% 

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

 

 

  
10%

15%

17%

20%

17%

24%

24%

18%

20%

24%

19%

17%

23%

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 

5



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%

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

（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】  岩手県の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）＞ 

○ 岩手県の道路施設全体の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が10箇所（0.7%）あ
り、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は227箇所（16.9%）、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819箇所
（60.9%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 725 132 40 65 27 0

高速道路会社 627 69 4 36 29 0

岩手県 2,899 775 207 469 99 0

市町村 10,123 369 38 249 72 10

合計 14,374 1,345 289 819 227 10

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】  岩手県の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）＞ 

○ 岩手県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が8橋（0.7%）あり、また、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は180橋（14.9%）、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742橋（61.5%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 480 114 40 55 19 0

高速道路会社 418 36 0 9 27 0

岩手県 2,659 708 199 436 73 0

市町村 10,024 349 38 242 61 8

合計 13,581 1,207 277 742 180 8

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】  岩手県の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）＞ 

○ 岩手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2本（3.3%)、また、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は34本（56.7%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、
長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は24本（40%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 59 18 0 10 8 0

高速道路会社 29 7 0 6 1 0

岩手県 154 19 0 5 14 0

市町村 44 16 0 3 11 2

合計 286 60 0 24 34 2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】  岩手県の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）＞ 

○ 岩手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13箇所（16.7%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限
り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は53箇所（67.9%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 186 0 0 0 0 0

高速道路会社 180 26 4 21 1 0

岩手県 86 48 8 28 12 0

市町村 55 4 0 4 0 0

合計 507 78 12 53 13 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【岩手県（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 480 114 40 55 19 0

高速道路会社 418 36 0 9 27 0

岩手県 2,659 708 199 436 73 0

盛岡市 582 0

宮古市 473 0

大船渡市 327 159 13 109 33 4

花巻市 1,011 4 0 2 2 0

北上市 664 7 0 7 0 0

久慈市 319 0

遠野市 472 0

一関市 1,223 0

陸前高田市 241 37 3 31 3 0

釜石市 252 0

二戸市 174 0

八幡平市 371 3 0 1 2 0

奥州市 1,144 49 1 35 11 2

滝沢市 105 0

雫石町 264 0

葛巻町 150 0

岩手町 159 20 10 10 0 0

紫波町 317 0

矢巾町 280 0

西和賀町 143 0

金ケ崎町 168 2 0 1 1 0

平泉町 90 0

住田町 89 0

大槌町 128 0

山田町 88 67 11 45 9 2

岩泉町 178 0

田野畑村 57 0

普代村 56 0

軽米町 115 1 0 1 0 0

野田村 51 0

九戸村 80 0

洋野町 135 0

一戸町 118 0

合計 13,581 1,207 277 742 180 8

管理者
判定区分内訳

点検実施数管理施設数

資料⑤-2



【岩手県（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 59 18 0 10 8 0

高速道路会社 29 7 0 6 1 0

岩手県 154 19 0 5 14 0

盛岡市 2 0

宮古市 9 6 0 0 5 1

大船渡市 0 0

花巻市 1 0

北上市 0 0

久慈市 5 0

遠野市 0 0

一関市 3 3 0 2 1 0

陸前高田市 0 0

釜石市 5 5 0 1 4 0

二戸市 0 0

八幡平市 1 0

奥州市 2 1 0 0 0 1

滝沢市 0 0

雫石町 0 0

葛巻町 2 0

岩手町 0 0

紫波町 1 0

矢巾町 0 0

西和賀町 3 0

金ケ崎町 0 0

平泉町 0 0

住田町 0 0

大槌町 0 0

山田町 0 0

岩泉町 4 1 0 0 1 0

田野畑村 2 0

普代村 3 0

軽米町 0 0

野田村 0 0

九戸村 0 0

洋野町 0 0

一戸町 1 0

合計 286 60 0 24 34 2

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【岩手県（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 186 0 0 0 0 0

高速道路会社 180 26 4 21 1 0

岩手県 86 48 8 28 12 0

盛岡市 16 0

宮古市 2 0

大船渡市 0 0

花巻市 0 0

北上市 4 4 0 4 0 0

久慈市 4 0

遠野市 0 0

一関市 6 0

陸前高田市 0 0

釜石市 3 0

二戸市 3 0

八幡平市 1 0

奥州市 10 0

滝沢市 0 0

雫石町 1 0

葛巻町 0 0

岩手町 0 0

紫波町 0 0

矢巾町 0 0

西和賀町 1 0

金ケ崎町 0 0

平泉町 0 0

住田町 0 0

大槌町 0 0

山田町 0 0

岩泉町 1 0

田野畑村 0 0

普代村 1 0

軽米町 0 0

野田村 0 0

九戸村 0 0

洋野町 2 0

一戸町 0 0

合計 507 78 12 53 13 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【岩手県】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

好地こ道橋 (ｺｳﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1974 12 22 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

山吹川橋 (ﾔﾏﾌﾞｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1988 11 20 東北地方整備局 岩手県 紫波町 Ⅰ

高田橋 (ﾀｶﾀﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1973 11 23 東北地方整備局 岩手県 矢巾町 Ⅱ

加賀野跨道橋 (ｶｶﾞﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1969 10 18 東北地方整備局 岩手県 盛岡市 Ⅱ

南大橋 (ﾐﾅﾐｵｵﾊｼ) 国道4号 1966 231 18 東北地方整備局 岩手県 盛岡市 Ⅱ

船田橋 (ﾌﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1983 62 16 東北地方整備局 岩手県 盛岡市 Ⅱ

道地橋 (ﾄﾞｳﾁﾊﾞｼ) 国道4号 1964 16 10 東北地方整備局 岩手県 一戸町 Ⅱ

平糠川橋 (ﾋﾗﾇｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1998 17 12 東北地方整備局 岩手県 一戸町 Ⅰ

寺領橋 (ｼﾞﾘｮｳﾊﾞｼ) 国道4号 1972 4 18 東北地方整備局 岩手県 奥州市 Ⅰ

片子沢橋 (ｶﾀｺｻﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1967 15 11 東北地方整備局 岩手県 奥州市 Ⅲ

香原川橋 (ｶﾊﾗｶﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1967 12 19 東北地方整備局 岩手県 奥州市 Ⅱ

佐倉河跨道橋 (ｻｸﾗｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1979 20 9 東北地方整備局 岩手県 奥州市 Ⅱ

下庄溝橋 (ｼﾀｼﾞｮｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1979 13 11 東北地方整備局 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

餅田跨道橋 (ﾓﾁﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1978 12 12 東北地方整備局 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

大松沢跨道橋 (ｵｵﾏﾂｻﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1973 11 12 東北地方整備局 岩手県 北上市 Ⅱ

大関沢橋 (ｵｵｾﾞｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1973 11 12 東北地方整備局 岩手県 北上市 Ⅲ

黒沢川橋 (ｸﾛｻﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1985 20 20 東北地方整備局 岩手県 北上市 Ⅲ

鳥谷ヶ崎橋 (ﾄﾘｶﾞﾔｻｷﾊﾞｼ) 国道4号 1986 22 13 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

安栖橋 (ｱｽﾞﾏｲﾊﾞｼ) 国道46号 2002 31 15 東北地方整備局 岩手県 雫石町 Ⅰ

大平橋 (ｵｵﾀﾞｲﾗﾊｼ) 国道46号 1972 51 9 東北地方整備局 岩手県 雫石町 Ⅲ

下荒沢橋 (ｼﾓｱﾗｻﾜﾊﾞｼ) 国道46号 1972 30 9 東北地方整備局 岩手県 雫石町 Ⅲ

上竜川橋 (ｶﾐﾘｭｳｶﾜﾊﾞｼ) 国道46号 1972 70 8 東北地方整備局 岩手県 雫石町 Ⅰ

下鹿倉橋 (ｼﾓｼｶｸﾗﾊﾞｼ) 国道46号 1972 73 8 東北地方整備局 岩手県 雫石町 Ⅰ

竜川陸橋 (ﾘｭｳｶﾜﾘｯｷｮｳ) 国道46号 1973 35 6 東北地方整備局 岩手県 雫石町 Ⅲ

片子沢橋側歩道橋（下）
(ｶﾀｺｻﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｼ
ﾀ))

国道4号 1986 18 1 東北地方整備局 岩手県 奥州市 Ⅰ

片子沢橋側歩道橋（上）
(ｶﾀｺｻﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｳ
ｴ))

国道4号 1984 18 1 東北地方整備局 岩手県 奥州市 Ⅰ

界田橋 (ｻｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1960 3 10 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅱ

長久橋 (ﾅｶﾞﾋｻﾊﾞｼ) 国道45号 1959 6 11 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅲ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1969 14 8 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅰ

八木沢川橋 (ﾔｷﾞｻﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1990 14 23 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅱ

中町橋 (ﾅｶﾏﾁﾊﾞｼ) 国道45号 1954 5 8 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅰ

小成１号橋 (ｺﾅﾘｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道45号 1970 7 8 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅱ

小成２号橋 (ｺﾅﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道45号 1970 8 8 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅰ

小成３号橋 (ｺﾅﾘｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道45号 1970 7 9 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 国道45号 1970 8 9 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅰ

小牛内橋 (ｺｳｼﾅｲﾊﾞｼ) 国道45号 1962 8 6 東北地方整備局 岩手県 岩泉町 Ⅲ

山田高架橋 (ﾔﾏﾀﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2000 471 11 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅱ

大芦上橋 (ｵｵｱｼｶﾐﾊﾞｼ) 国道45号 1965 6 7 東北地方整備局 岩手県 田野畑村 Ⅰ

尾肝要橋 (ｵｶﾝﾖｳﾊﾞｼ) 国道45号 1959 7 7 東北地方整備局 岩手県 田野畑村 Ⅱ

深渡小橋 (ﾌｶﾜﾀﾘｺﾊﾞｼ) 国道45号 1959 8 7 東北地方整備局 岩手県 普代村 Ⅲ

北ノ股橋 (ｷﾀﾉﾏﾀﾊﾞｼ) 国道45号 1970 14 8 東北地方整備局 岩手県 普代村 Ⅱ

米田橋 (ﾏｲﾀﾊﾞｼ) 国道45号 1970 14 8 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅰ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 国道45号 1968 14 7 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅱ

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

82850275
長方形



【岩手県】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）

宇部１号橋 (ｳﾍﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1955 11 7 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅱ

宇部２号橋 (ｳﾍﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1957 3 10 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅰ

町中２の橋 (ﾏﾁﾅｶﾆﾉﾊｼ) 国道45号 1965 5 6 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅲ

町中１の橋 (ﾏﾁﾅｶｲﾁﾉﾊｼ) 国道45号 1966 11 7 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅲ

小屋畑川橋（上長内橋） (ｺﾔﾊﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1967 6 7 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅲ

大浜橋 (ｵｵﾊﾏﾊﾞｼ) 国道45号 1972 10 8 東北地方整備局 岩手県 洋野町 Ⅱ

安家大橋 (ｱｯｶｵｵﾊｼ) 国道45号 1972 156 8 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅲ

銭神橋 (ｾﾞﾆｶﾞﾐﾊﾞｼ) 国道45号 1961 44 6 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅲ

弥生沢橋 (ﾔﾖｲｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1963 40 10 東北地方整備局 岩手県 田野畑村 Ⅲ

一の渡橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 国道45号 1958 28 10 東北地方整備局 岩手県 田野畑村 Ⅱ

普代１号橋 (ﾌﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1972 23 8 東北地方整備局 岩手県 田野畑村 Ⅱ

堀内跨線橋 (ﾎﾘﾅｲｺｾﾝｷｮｳ) 国道45号 1968 20 7 東北地方整備局 岩手県 普代村 Ⅱ

野田跨線橋 (ﾉﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 国道45号 1968 17 8 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅲ

長内跨線橋 (ｵｻﾅｲｺｾﾝｷｮｳ) 国道45号 1985 38 12 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅱ

久慈大橋 (ｸｼﾞｵｵﾊｼ) 国道45号 1986 270 13 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅱ

夏井川橋 (ﾅﾂｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道45号(八戸・久慈自動車道) 1992 157 10 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅱ

荒川１号橋 (ｱﾗｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道45号 1970 9 8 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅰ

長部橋 (ｵｻﾍﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1971 11 7 東北地方整備局 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

新神田橋 (ｼﾝｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1963 6 8 東北地方整備局 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

下平橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾞｼ) 国道45号 1962 7 11 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

商人橋 (ｱｷﾝﾄﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1956 12 7 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

塚の前橋 (ﾂｶﾉﾏｴﾊﾞｼ) 国道45号 1967 7 7 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

大畑野１号橋 (ｵｵﾊﾀﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1967 7 8 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

大畑野２号橋 (ｵｵﾊﾀﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1967 6 8 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

畳石橋 (ﾀﾀﾐｲｼﾊﾞｼ) 国道45号 1967 7 8 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

横石橋 (ﾖｺｲｼﾊﾞｼ) 国道45号 1965 10 9 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

１号溝橋 (ｲﾁｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1970 10 8 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

立根大橋（上） (ﾀｯｺﾝｵｵﾊｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1998 210 10 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

滝入川橋 (ﾀｷｲﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1998 42 12 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

立根川橋 (ﾀｯｺﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1998 23 9 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

細野橋 (ﾎｿﾉﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1992 29 16 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅲ

畳石橋（畳石こ道橋） (ﾀﾀﾐｲｼﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1992 214 11 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

大沢橋側道橋（下） (ｵｵｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1978 14 2 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅰ

中町橋側道橋（上） (ﾅｶﾏﾁﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1960 5 2 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅰ

旭橋（側道橋） (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 国道45号 1979 20 1 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅰ

宇部１号橋（側道橋） (ｳﾍﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1985 14 2 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅱ

上長内橋（側道橋） (ｶﾐｵｻﾅｲﾊﾞｼ) 国道45号 2002 5 1 東北地方整備局 岩手県 久慈市 Ⅰ

大浜橋（側道橋） (ｵｵﾊﾏﾊﾞｼ) 国道45号 1981 21 1 東北地方整備局 岩手県 洋野町 Ⅱ

野田跨線橋側歩道橋 (ﾉﾀﾞｺｾﾝｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1973 25 2 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅰ

荒川１号橋側歩道橋
(ｱﾗｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

国道45号 1982 15 1 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

長部側道橋 (ｵｻﾍﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 2000 18 3 東北地方整備局 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

商人橋側歩道橋（下） (ｱｷﾝﾄﾞﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1971 12 2 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

商人橋側歩道橋（上） (ｱｷﾝﾄﾞﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1971 13 2 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ



【岩手県】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）

塚の前橋側歩道橋（上） (ﾂｶﾉﾏｴﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1978 12 1 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

塚の前橋側歩道橋（下） (ﾂｶﾉﾏｴﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1978 7 1 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

堀之内側歩道橋 (ﾎﾘﾉｳﾁｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1968 8 1 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大畑野１号橋側歩道
（下）

(ｵｵﾊﾀﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳ) 国道45号 1980 19 2 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大畑野１号橋側歩道
（上）

(ｵｵﾊﾀﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳ) 国道45号 1998 23 2 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

大畑野２号橋側歩道橋
(ｵｵﾊﾀﾉﾆｺﾞｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮ
ｳ)

国道45号 1980 15 1 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

横石橋側歩道橋 (ﾖｺｲｼﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1983 14 1 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅰ

立根大橋（下） (ﾀｯｺﾝｵｵﾊｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2003 210 10 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大沢橋側道橋（上） (ｵｵｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1978 17 2 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅰ

甲子こ線橋 (ｶｯｼｺｾﾝｷｮｳ) 国道283号(仙人峠道路) 2005 220 10 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

洞泉橋 (ﾄﾞｳｾﾝｷｮｳ) 国道283号(仙人峠道路) 2004 405 10 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

新衣川橋 (ｼﾝｺﾛﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 2006 147 12 東北地方整備局 岩手県 平泉町 Ⅱ

衣川橋 (ｺﾛﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 2007 124 12 東北地方整備局 岩手県 平泉町 Ⅱ

丸森橋 (ﾏﾙﾓﾘﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2004 46 10 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

米田橋側歩道橋 (ﾏｲﾀﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 2012 21 2 東北地方整備局 岩手県 野田村 Ⅰ

猿ヶ石川橋 (ｻﾙｶﾞｲｼｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2009 223 8 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

毒沢橋 (ﾄﾞｸｻﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2009 24 10 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅲ

滝川橋 (ﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2009 37 10 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

倉沢橋 (ｸﾗｻﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2009 122 8 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

田瀬橋 (ﾀｾﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2010 396 8 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2008 76 8 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅰ

白土川橋 (ｼﾛﾂﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2009 201 8 東北地方整備局 岩手県 花巻市 Ⅱ

深沢橋 (ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2011 62 9 東北地方整備局 岩手県 遠野市 Ⅰ

猿ヶ石橋 (ｻﾙｶﾞｲｼﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2011 26 10 東北地方整備局 岩手県 遠野市 Ⅰ

小友川橋 (ｵﾄﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東北横断自動車道釜石秋田線 2011 270 8 東北地方整備局 岩手県 遠野市 Ⅱ

千徳大橋 (ｾﾝﾄｸｵｵﾊｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2012 341 11 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅰ

普代大橋 (ﾌﾀﾞｲｵｵﾊｼ) 国道45号(三陸北縦貫道路) 2013 490 11 東北地方整備局 岩手県 普代村 Ⅱ

上普代橋 (ｶﾐﾌﾀﾞｲﾊﾞｼ) 国道45号(三陸北縦貫道路) 2013 421 10 東北地方整備局 岩手県 普代村 Ⅰ

蔵戸橋 ｸﾗﾄﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 20 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

蔵戸橋 ｸﾗﾄﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 20 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

大谷地橋 ｵｵﾔﾁﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1979 19 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

大谷地橋 ｵｵﾔﾁﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1979 19 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

金目橋 ｷﾝﾓｸﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1979 20 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

金目橋 ｷﾝﾓｸﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1979 20 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

羽場川橋 ﾊﾊﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 22 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

羽場川橋 ﾊﾊﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 22 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

羽場橋 ﾊﾊﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 15 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅱ

羽場橋 ﾊﾊﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 15 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 盛岡市 Ⅲ

関沢川橋 ｾｷｻﾞﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 16 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 北上市 Ⅲ

関沢川橋 ｾｷｻﾞﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 16 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 北上市 Ⅲ

吉田橋 ﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道八戸線 1988 239 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 二戸市 Ⅱ

笹森橋 ｻｻﾓﾘﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 21 14
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅱ

笹森橋 ｻｻﾓﾘﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 21 13
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅱ



【岩手県】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）

大久保橋 ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 19 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅲ

大久保橋 ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 19 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅲ

高屋敷橋 ﾀｶﾔｼｷﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 19 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅱ

高屋敷橋 ﾀｶﾔｼｷﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1978 19 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅲ

境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 23 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 23 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

滝名川橋 ﾀｷﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1976 74 10
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅱ

滝名川橋 ﾀｷﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1976 74 10
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅱ

志和橋 ｼﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 24 15
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

志和橋 ｼﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 24 15
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

宮手川橋 ﾐﾔﾃﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 22 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

宮手川橋 ﾐﾔﾃﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 22 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

水分川橋 ﾐｽﾞﾜｹｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 21 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

水分川橋 ﾐｽﾞﾜｹｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 21 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

七滝川橋 ﾅﾅﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 33 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

七滝川橋 ﾅﾅﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 33 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 紫波町 Ⅲ

上渋川橋 ｶﾐｼﾌﾞｶﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 26 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 金ケ崎町 Ⅲ

上渋川橋 ｶﾐｼﾌﾞｶﾜﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 26 11
東日本高速道路
株式会社

岩手県 金ケ崎町 Ⅲ

君成田橋 ｷﾐﾅﾘﾀﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道八戸線 1986 315 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 軽米町 Ⅲ

小松橋 ｺﾏﾂﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道八戸線 1985 198 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 軽米町 Ⅱ

平船橋 ﾀｲﾗﾌﾞﾈﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道八戸線 1986 113 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 一戸町 Ⅱ



【岩手県】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

宮古第１トンネル （ﾐﾔｺﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1971 120 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅲ

宮古第２トンネル （ﾐﾔｺﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1971 437 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅱ

宮古第３トンネル （ﾐﾔｺﾀﾞｲｻnﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1971 388 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅱ

小本トンネル （ｵﾓﾄﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1971 729 東北地方整備局 岩手県 岩泉町 Ⅲ

田老トンネル （ﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1971 618 東北地方整備局 岩手県 宮古市 Ⅲ

船越トンネル （ﾌﾅｺｼﾄﾝﾈﾙ） 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2001 1288 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅱ

山田トンネル （ﾔﾏﾀﾞﾄﾝﾈﾙ） 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2001 774 東北地方整備局 岩手県 山田町 Ⅱ

熊の木トンネル （ｸﾏﾉｷﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1972 498 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

小白浜トンネル （ｺｼﾗﾊﾏﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1971 324 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

嬉石トンネル （ｳﾚｲｼﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1975 138 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

天神トンネル （ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1988 205 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅱ

夏本トンネル （ﾅﾂﾓﾄﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1992 122 東北地方整備局 岩手県 大槌町 Ⅲ

霜ヶ沢トンネル （ｼﾓｶﾞｻﾜﾄﾝﾈﾙ） 国道45号 1992 466 東北地方整備局 岩手県 大槌町 Ⅲ

甲子トンネル （ｶｼﾄﾝﾈﾙ） 国道283号(仙人峠道路) 2007 488 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅲ

新仙人トンネル （ｼﾝｾﾝﾆﾝﾄﾝﾈﾙ） 国道283号(仙人峠道路) 2007 4492 東北地方整備局 岩手県 釜石市 Ⅲ

笹崎トンネル （ｻｻｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ） 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 284 東北地方整備局 岩手県 大船渡市 Ⅱ

滝観洞トンネル （ﾛｳｶﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ） 国道283号(仙人峠道路) 2007 2996 東北地方整備局 岩手県 住田町 Ⅲ

秋丸トンネル （ｱｷﾏﾙﾄﾝﾈﾙ） 国道283号(仙人峠道路) 2007 1030 東北地方整備局 岩手県 住田町 Ⅱ

平泉トンネル ﾋﾗｲｽﾞﾐﾄﾝﾈﾙ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 1108
東日本高速道路
株式会社

岩手県 平泉町 Ⅱ

平泉トンネル ﾋﾗｲｽﾞﾐﾄﾝﾈﾙ 東北縦貫自動車道弘前線 1977 1123
東日本高速道路
株式会社

岩手県 平泉町 Ⅱ

梨木トンネル ﾅｼｷﾄﾝﾈﾙ 東北縦貫自動車道弘前線 1983 812
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

梨木トンネル ﾅｼｷﾄﾝﾈﾙ 東北縦貫自動車道弘前線 1983 816
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅲ

折爪トンネル ｵﾘﾂﾞﾒﾄﾝﾈﾙ 東北縦貫自動車道八戸線 1986 2272
東日本高速道路
株式会社

岩手県 一戸町 Ⅱ

峠山トンネル ﾄｳｹﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 東北横断自動車道釜石秋田線 1997 1321
東日本高速道路
株式会社

岩手県 西和賀町 Ⅱ

鷲之巣トンネル ﾜｼﾉｽﾄﾝﾈﾙ 東北横断自動車道釜石秋田線 1997 924
東日本高速道路
株式会社

岩手県 西和賀町 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）



【岩手県】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

滝沢22 ﾀｷｻﾞﾜ22 東北縦貫自動車道弘前線 1980 30 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅱ

滝沢29 ﾀｷｻﾞﾜ29 東北縦貫自動車道弘前線 1980 32 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 滝沢市 Ⅱ

西根10 ﾆｼﾈ10 東北縦貫自動車道弘前線 1982 29 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

西根12 ﾆｼﾈ12 東北縦貫自動車道弘前線 1982 30 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

西根16 ﾆｼﾈ16 東北縦貫自動車道弘前線 1982 44 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

西根23 ﾆｼﾈ23 東北縦貫自動車道弘前線 1982 58 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

西根27 ﾆｼﾈ27 東北縦貫自動車道弘前線 1982 38 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

松尾1 ﾏﾂｵ1 東北縦貫自動車道弘前線 1982 40 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

松尾7 ﾏﾂｵ7 東北縦貫自動車道弘前線 1982 45 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 八幡平市 Ⅱ

北上741 ｷﾀｶﾐ741 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 48 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

北上752 ｷﾀｶﾐ752 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 62 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

北上761 ｷﾀｶﾐ761 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 12 10
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港1 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ1 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 36 6
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港2 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ2 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 35 12
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港3 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ3 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 13 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港4 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ4 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 20 8
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港6 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ6 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 27 4
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港7 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ7 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 40 10
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅰ

花巻空港9 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ9 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 36 14
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

花巻空港10 ﾊﾅﾏｷｸｳｺｳ10 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 28 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅰ

東和15 ﾄｳﾜ15 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 35 19
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

東和17 ﾄｳﾜ17 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 31 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

東和18 ﾄｳﾜ18 東北横断自動車道釜石秋田線 2002 12 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 花巻市 Ⅱ

浄法寺2 ｼﾞｮｳﾎﾞｳｼﾞ2 東北縦貫自動車道八戸線 1989 31 9
東日本高速道路
株式会社

岩手県 二戸市 Ⅰ

浄法寺9 ｼﾞｮｳﾎﾞｳｼﾞ9 東北縦貫自動車道八戸線 1989 28 7
東日本高速道路
株式会社

岩手県 二戸市 Ⅲ

行政区域

施設名(フリガナ） 路線名
建設
年次
（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【岩手県】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 1998 25
東日本高速道路
株式会社

岩手県 奥州市 Ⅰ

行政区域

施設名 路線名
設置年月
（西暦）

道路幅員
（ｍ）



【岩手県】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

徳田橋自転車道橋 (ﾄｸﾀﾞｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道盛岡矢巾自転車道線 1985 361.1 3.8 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道盛岡矢巾自転車道線 1987 15.5 3.8 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅰ

みつや橋 (ﾐﾂﾔﾊﾞｼ) 一般県道盛岡矢巾自転車道線 1987 87.8 4.6 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅲ

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道盛岡矢巾自転車道線 1989 53.0 3.8 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅰ

北ノ股橋 (ｷﾀﾉﾏﾀﾊﾞｼ) 一般県道雫石東八幡平線 1972 75.0 9.3 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

毘沙門橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊｼ) 主要地方道紫波江繋線 1997 21.0 8.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

下似内跨道橋 (ｼﾓﾆﾀﾅｲｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻空港インター線 2003 23.7 13.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

瀬川橋 (ｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1979 47.7 4.8 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

藤橋 (ﾌｼﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1973 705.0 8.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

かいち橋 (ｶｲﾁﾊﾞｼ) 一般国道３９７号 1970 98.0 10.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

森小橋 (ﾓﾘｺﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1967 17.1 9.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

金ヶ崎橋 (ｶﾈｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 一般県道江刺金ヶ崎線 1960 510.0 6.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

櫓前橋 (ﾔｸﾞﾗﾏｴﾊｼ) 一般県道衣川前沢線 1985 44.8 8.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

寺峠橋 (ﾃﾗﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1985 70.2 7.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

梅木橋 (ｳﾒｷﾊﾞｼ) 一般国道２８４号 1972 45.6 9.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

新里橋 (ｼﾝｻﾞﾄﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 1995 162.0 3.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

眞立橋 (ﾏﾀﾞﾁﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 106.0 4.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

長岡小橋 (ﾅｶﾞｵｶｺﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 1998 33.0 4.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

はやせ落合橋 (ﾊﾔｾｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 2000 115.0 4.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

たかむろ橋 (ﾀｶﾑﾛﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 2000 20.5 4.7 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

かっぱ橋 (ｶｯﾊﾟﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 2001 61.6 4.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

簗見橋 (ﾔﾅﾐﾊﾞｼ) 一般県道遠野東和自転車道線 2002 203.0 4.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

高松８号橋 (ﾀｶﾏﾂﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻雫石線 1979 8.4 6.2 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅰ

門前寺橋 (ﾓﾝｾﾞﾝｼﾞﾊｼ) 一般県道渋民川又線 1975 11.5 8.2 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅲ

白沢橋 (ｼﾗｻﾜﾊｼ) 一般県道渋民川又線 1962 11.5 9.2 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅲ

平ヶ倉橋 (ﾋﾗｶｶｸﾗﾊｼ) 一般県道西山生保内線 1958 5.5 4.5 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

大志田橋３ (ｵｵｼﾀﾞﾊﾞｼｻﾝ) 一般県道大志田停車場線 1984 2.0 4.4 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

川場橋 (ｶﾜﾊﾞﾊｼ) 一般県道藪川川口線 1985 2.6 6.7 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

九十九沢橋 (ﾂｸﾓｻﾜﾊｼ) 一般県道紫波雫石線 1967 10.4 6.1 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1974 12.5 8.8 岩手県 岩手県 矢巾町 Ⅱ

笹沢橋 (ｻｻｻﾞﾜﾊｼ) 一般県道紫波雫石線 1968 5.3 6.2 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

高松９号橋 (ﾀｶﾏﾂｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻雫石線 1981 8.4 6.2 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅰ

高松７号橋 (ﾀｶﾏﾂﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻雫石線 1961 11.0 4.0 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

高松５号橋 (ﾀｶﾏﾂｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻雫石線 1960 8.5 4.0 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

高松４号橋 (ﾀｶﾏﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻雫石線 1960 8.3 4.0 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

高松３号橋 (ﾀｶﾏﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道花巻雫石線 1963 6.0 4.0 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

岩手山１号橋 (ｲﾜﾃｻﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道雫石東八幡平線 1991 3.5 9.0 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

小岩井橋 (ｺｲﾜｲﾊｼ) 一般県道小岩井停車場線 1992 11.7 11.7 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

新中島橋 (ｼﾝﾅｶｼﾞﾏﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1977 6.6 20.0 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅱ

土手田橋 (ﾄﾞﾃﾀﾞﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1977 9.4 8.8 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅱ

下黒沢川橋 (ｼﾓｸﾛｻﾜｶﾜﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1978 13.7 8.8 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅱ

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）
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太田元橋 (ｵｵﾀﾓﾄﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1978 3.7 8.8 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅱ

杉の下橋 (ｽｷﾞﾉｼﾀﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1978 10.4 12.6 岩手県 岩手県 矢巾町 Ⅱ

大釜橋 (ｵｵｶﾞﾏﾊﾞｼ) 一般県道大釜停車場線 1996 2.3 18.3 岩手県 岩手県 滝沢市 Ⅰ

館沢橋 (ﾀﾃｻﾜﾊｼ) 一般県道大志田停車場線 1984 3.5 6.2 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

大志田橋１ (ｵｵｼﾀﾞﾊﾞｼｲﾁ) 一般県道大志田停車場線 1984 6.1 4.0 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 一般国道４５６号 1993 4.2 10.0 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅱ

長山橋 (ﾅｶﾞﾔﾏﾊﾊｼ) 一般県道雫石東八幡平線 1991 6.0 9.7 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

南大松橋 (ﾐﾅﾐｵｵﾏﾂﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1977 2.6 7.0 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅱ

下油田橋 (ｼﾓﾕﾀﾞﾊｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1978 2.6 7.0 岩手県 岩手県 紫波町 Ⅰ

大志田橋２ (ｵｵｼﾀﾞﾊﾞｼﾆ) 一般県道大志田停車場線 1984 2.0 4.8 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

蛇ノ沢橋 (ﾍﾋﾞﾉｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道二戸五日市線 1969 5.3 7.2 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅰ

繋沢橋 (ﾂﾅｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道二戸五日市線 1969 11.0 7.2 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅰ

切通橋 (ｷﾘﾄｵﾘﾊﾞｼ) 一般県道田山花輪線 1973 12.0 6.3 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

四日市橋 (ﾖｯｶｲﾁﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1966 9.2 13.8 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

根別川２号橋 (ﾈﾍﾞﾂｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道大更八幡平線 1967 5.0 9.1 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

南寄木橋 (ﾐﾅﾐﾖﾘｷﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1967 5.3 7.7 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

鹿野橋 (ｼｶﾉﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1962 5.0 8.9 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1929 5.2 8.8 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

根別川３号橋 (ｺﾝﾍﾞﾂｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道大更八幡平線 1965 2.3 6.4 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

後藤川橋 (ｺﾞﾄｳｶﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1970 6.4 7.4 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1951 13.4 9.9 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅲ

中佐井橋 (ﾅｶｻｲﾊﾞｼ) 主要地方道二戸五日市線 1969 2.5 6.9 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

バンガロー橋 (ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰﾊﾞｼ) 一般県道雫石東八幡平線 1967 6.4 6.5 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅲ

澤橋 (ｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道雫石東八幡平線 1969 11.5 6.3 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅲ

一ツ森橋 (ﾋﾄﾂﾓﾘﾊﾞｼ) 一般県道大更好摩線 1964 5.3 6.3 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

黒谷地橋 (ｸﾛﾔﾁﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1966 10.6 8.5 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 一般県道大更好摩線 1965 6.4 7.3 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

谷地下橋 (ﾔﾁｼﾓﾊﾞｼ) 主要地方道葛巻日影線 1960 4.1 5.0 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

根別川１号橋 (ﾈﾍﾞﾂｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道大更八幡平線 1967 4.0 9.6 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

袋沢橋 (ﾌｸﾛｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1927 5.0 8.0 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

石羽根橋 (ｲｼﾊﾞﾈﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1967 4.5 9.8 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

湯ノ沢橋 (ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道二戸五日市線 1969 3.9 8.3 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

車門橋 (ｸﾙﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1973 4.4 7.8 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

滝沢橋 (ﾀｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1968 4.0 8.5 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

小平沢橋 (ｺﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1972 2.6 7.5 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

漆真下橋 (ｳﾙｼﾏｼﾀﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1973 2.5 7.4 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

上鍋倉橋 (ｶﾐﾅﾍﾞｸﾗﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1970 4.2 9.0 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁﾊｼ) 主要地方道一戸葛巻線 1983 12.0 9.2 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

安孫沢橋 (ﾔｽﾏｺﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道一戸葛巻線 1982 12.6 9.2 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

案内沢橋 (ｱﾝﾅｲｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道一戸葛巻線 1979 5.6 9.0 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 主要地方道葛巻日影線 1973 6.4 7.8 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ
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長松沢橋 (ﾅｶﾞﾏﾂｻﾞﾜﾊｼ) 主要地方道葛巻日影線 1994 3.4 8.6 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅰ

谷地川橋 (ﾔﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道葛巻日影線 1960 4.4 7.0 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

上沖橋 (ｶﾐｵｷﾊﾞｼ) 主要地方道大更八幡平線 1965 4.5 9.6 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

野中橋 (ﾉﾅｶﾊｼ) 一般県道雫石東八幡平線 1975 10.4 10.5 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

下土橋 (ｼﾓﾂﾁﾊｼ) 一般県道大更好摩線 1966 3.7 6.2 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

用水橋 (ﾖｳｽｲﾊｼ) 一般県道大更好摩線 1995 9.6 11.0 岩手県 岩手県 八幡平市 Ⅱ

粒来沢橋 (ﾂﾌﾞﾗｲｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道葛巻日影線 1997 5.9 10.2 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅱ

更の沢橋 (ﾌｹﾉｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道葛巻日影線 2008 13.2 9.5 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅰ

中家橋 (ﾅｶｲｴﾊｼ) 主要地方道葛巻日影線 1995 13.8 9.7 岩手県 岩手県 葛巻町 Ⅰ

界橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 主要地方道二戸五日市線 1969 2.3 9.7 岩手県 岩手県 二戸市 Ⅱ

柳町橋 (ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾊﾞｼ) 一般県道佐倉河真城線 1928 10.1 10.9 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

上野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 一般県道前沢東山線 1970 10.5 7.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

車道橋 (ｼｬﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1964 2.4 10.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

上川端跨道橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾞﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道一関北上線 1980 8.8 13.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

斉田橋 (ｻｲﾀﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1977 4.0 7.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

大内田橋 (ｵｵｳﾁﾀﾞﾊｼ) 主要地方道水沢米里線 1927 3.4 5.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

大松沢橋 (ｵｵﾏﾂｻﾜﾊｼ) 主要地方道水沢米里線 1966 3.8 7.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

昼沢橋 (ﾋﾙｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1970 8.3 11.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

菅生橋 (ｽｺﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道玉里梁川線 1966 5.7 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

上町橋 (ｶﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 一般県道玉里梁川線 1966 10.6 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

南町橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 一般県道佐倉河真城線 1954 3.2 14.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道佐倉河真城線 1928 8.8 11.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

三日町橋 (ﾐｯｶﾏﾁﾊｼ) 一般県道新城馬口沢線 1980 4.7 8.9 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道前沢東山線 1966 6.3 12.4 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

刈明橋 (ｶﾘｱｹﾊﾞｼ) 一般県道胆沢金ヶ崎線 1967 3.6 7.2 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

境田橋 (ｻｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道胆沢金ヶ崎線 1957 6.7 8.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

5号橋 (ｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道一関北上線 2004 8.4 16.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

花添橋 (ﾊﾅｿｴﾊﾞｼ) 一般県道胆沢金ヶ崎線 1954 7.5 7.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

折居小橋 (ｵﾘｲｺﾊﾞｼ) 一般県道田原折居線 1961 2.5 4.9 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

長根橋 (ﾅｶﾞﾈﾊﾞｼ) 一般県道北上水沢線 1988 6.4 7.9 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

正板橋 (ｼｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1955 12.5 8.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

登満羽毛橋 (ﾉﾎﾞﾘﾐﾁｳﾓｳﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1966 7.2 7.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

心経橋 (ｼﾝｷｮｳﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1963 7.4 8.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

天田橋 (ｱﾏﾀﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1965 11.0 11.7 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1989 12.6 8.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

兄和田橋 (ｱﾆﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道口内伊手線 1976 7.3 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

中針橋 (ﾅｶﾊﾘﾊﾞｼ) 一般県道胆沢金ヶ崎線 1967 4.0 7.2 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅲ

四道橋 (ｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道前沢東山線 1967 6.6 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

萬世橋 (ﾏﾝｾﾊﾞｼ) 一般県道長坂束稲前沢線 1969 6.3 7.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

上太田橋 (ｶﾐｵｵﾀﾊﾞｼ) 一般県道田原折居線 1965 4.0 7.6 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

鳶ノ木橋 (ﾄﾋﾞﾉｷﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1960 4.9 24.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ
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板倉橋 (ｲﾀｸﾗﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1976 14.4 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

柳沢橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1960 7.4 11.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

二枚橋 (ﾆﾏｲﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1982 2.8 7.6 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

府金橋 (ﾌｶﾞﾈﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1989 12.3 12.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

境畑橋 (ｻｶｲﾊﾀﾊｼ) 主要地方道水沢米里線 1989 4.7 20.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

3号橋 (ｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 主要地方道水沢米里線 1992 4.1 22.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

丑沢橋 (ｳｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道新城馬口沢線 1962 5.4 10.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

谷地桑橋 (ﾔﾁｸﾜﾊﾞｼ) 一般県道西根佐倉河線 1960 9.4 11.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

仙光橋 (ｾﾝｺｳﾊﾞｼ) 一般県道胆沢金ヶ崎線 1968 2.0 18.9 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅲ

下川端橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞﾀﾊｼ) 一般国道３９７号 1999 4.0 11.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

独光橋 (ﾄﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 一般国道３９７号 1993 3.2 27.6 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

広岡１号橋 (ﾋﾛｵｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４５６号 1997 2.9 13.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

餅田橋 (ﾓﾁﾀﾊｼ) 一般国道４５６号 1963 4.2 7.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

えびす橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 一般国道４５６号 1993 2.7 20.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

大平跨道橋 (ｵｵﾋﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道４５６号 2001 4.4 25.7 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

二渡橋 (ﾌﾀﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1969 7.1 7.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

沼尻橋 (ﾇﾏｼﾞﾘﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1964 4.6 10.9 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1974 14.1 10.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

大文字橋 (ｵｵﾓｼﾞﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 2004 2.4 17.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

中谷起橋 (ﾅｶﾀﾆｷﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1979 8.5 10.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

和光橋 (ﾜｺｳﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1984 2.6 9.0 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

佐野川橋 (ｻﾉｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1987 4.2 8.0 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

道下橋 (ﾐﾁｼﾀﾊﾞｼ) 主要地方道水沢米里線 1993 2.3 30.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

福原橋 (ﾌｸﾊﾗﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1998 12.3 22.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

高屋敷橋 (ﾀｶﾔｼｷﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1998 4.2 22.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1998 3.6 22.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

原川橋 (ﾊﾗｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1967 6.3 90.9 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

上恩俗橋 (ｼﾞｮｳｵﾝｿﾞｸﾊﾞｼ) 一般県道衣川水沢線 1967 10.4 8.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

満倉4号橋 (ﾏﾝｿｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道永沢水沢線 1982 12.5 11.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

西幅橋 (ﾆｼﾊﾊﾞﾊﾞｼ) 一般県道永沢水沢線 1985 2.6 18.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

北丑沢橋 (ｷﾀｳｼｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道永沢水沢線 1996 3.5 16.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

谷起橋 (ﾀﾆｷﾊﾞｼ) 一般県道永沢水沢線 2005 3.5 10.5 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅰ

境田橋 (ｻｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道岩明岩谷堂線 1991 14.0 14.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

真折橋 (ｼﾝｵﾘﾊﾞｼ) 一般県道久田笹長根線 1997 3.2 7.7 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

後大畑橋 (ｺﾞﾀﾞｲﾊﾀﾊﾞｼ) 一般県道供養塚折居線 1965 5.3 9.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

1号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道玉里水沢線 1975 5.0 18.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

高架下水路橋 (ｺｳｶｼﾀｽｲﾛｷｮｳ) 一般県道玉里水沢線 1987 2.2 12.6 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

石原人道橋 (ｲｼﾊﾗｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道玉里水沢線 1987 4.2 13.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

前広田橋 (ﾏｴﾋﾛﾀﾊﾞｼ) 一般県道玉里水沢線 1987 9.5 12.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道玉里水沢線 1987 3.3 11.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

老耳1号橋 (ｵｲﾐﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道玉里水沢線 1993 6.1 10.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ
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稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 一般県道玉里水沢線 1996 3.5 10.6 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

大畑橋 (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 一般県道玉里水沢線 1998 3.8 17.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

立石橋 (ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 一般県道口内伊手線 1976 2.8 7.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

下浅倉橋 (ｼﾓｱｻｸﾗﾊﾞｼ) 一般県道口内伊手線 1976 7.0 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 一般県道口内伊手線 1973 8.0 7.1 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

後田橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道口内伊手線 1974 2.5 6.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

西風橋 (ﾆｼｶｾﾞﾊﾞｼ) 一般県道口内伊手線 1982 8.0 10.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

東袋橋 (ﾋｶﾞｼﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ) 一般県道江刺金ヶ崎線 1966 5.3 9.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

沼舘小橋 (ﾇﾏﾀﾞﾃｺﾊﾞｼ) 一般県道江刺金ヶ崎線 1963 2.2 9.4 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

沼舘橋 (ﾇﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 一般県道江刺金ヶ崎線 1963 2.6 9.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

不断橋 (ﾌﾀﾞﾝﾊﾞｼ) 一般県道佐倉河真城線 1995 4.6 16.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

小山崎橋 (ｺﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 一般県道佐倉河真城線 1999 6.6 13.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

九蔵橋 (ｸｿﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道西根佐倉河線 1960 7.3 11.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

東上野橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾉﾊﾞｼ) 一般県道前沢東山線 1962 4.6 6.6 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

母体橋 (ﾎﾞﾀｲﾊﾞｼ) 一般県道前沢東山線 1967 13.6 7.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

上木橋 (ｶﾐｷﾊﾞｼ) 一般県道前沢東山線 1968 9.1 8.6 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

前川原跨道橋 (ﾏｴｶﾜﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道前沢東山線 1967 9.2 16.3 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 一般県道胆沢金ヶ崎線 1959 2.7 7.0 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

鵜ノ木橋 (ｳﾉｷﾊﾞｼ) 一般県道長坂束稲前沢線 2010 9.5 11.4 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

沼尻跨道橋 (ﾇﾏｼﾞﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道長坂束稲前沢線 1997 4.8 11.0 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 一般県道田原折居線 1985 2.6 8.4 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

檜葉田橋 (ﾋﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 一般県道田原折居線 1981 13.5 8.2 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

高網橋 (ﾀｶｱﾐﾊﾞｼ) 一般県道北上水沢線 1978 6.4 22.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

聖天橋 (ｼｮｳﾃﾝﾊﾞｼ) 一般県道北上水沢線 1980 11.4 22.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

二ツ堤橋 (ﾌﾀﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 一般県道北上水沢線 1988 2.6 13.0 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

高谷野二号橋 (ﾀｶﾔﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上水沢線 1995 4.0 13.3 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

取揚石上ノ橋 (ﾄﾘｱｹﾞｲｼｶﾐﾉﾊｼ) 一般県道北上水沢線 1990 3.1 11.0 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

上二の町二号橋 (ｶﾐﾆﾉﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上水沢線 1967 2.4 6.8 岩手県 岩手県 金ケ崎町 Ⅲ

赤坂橋 (ｱｶｻｶﾊﾞｼ) 一般県道花巻和賀線 1979 6.3 7.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅲ

金森橋 (ｶﾈﾓﾘﾊﾞｼ) 主要地方道花巻大曲線 1967 12.4 7.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅲ

上町橋 (ｶﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 一般県道花巻和賀線 1950 4.8 26.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

藤沢橋 (ﾌｼﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道花巻大曲線 1993 11.0 13.3 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 主要地方道花巻大曲線 1959 4.0 11.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅲ

鍛冶橋 (ｶｼﾞﾊﾞｼ) 一般県道花巻和賀線 1955 4.6 24.4 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

鍛冶2の橋 (ｶｼﾞﾆﾉﾊｼ) 一般県道花巻和賀線 1955 2.7 13.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

滝田二ノ橋 (ﾀｷﾀﾆﾉﾊｼ) 一般県道羽黒堂二枚橋線 1961 6.3 12.9 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

武平堂橋 (ﾌﾞﾍｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道花巻温泉郷線 1965 6.7 8.4 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

大橋函渠橋 (ｵｵﾊｼｶﾝｷｮｷｮｳ) 一般県道花巻和賀線 1979 3.8 11.6 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

大沢口橋 (ｵｵｻﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷花巻温泉線 1966 3.8 12.4 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

小通橋 (ｺﾄｵﾘﾊｼ) 一般県道中寺林犬淵線 1924 3.8 12.9 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

薬師堂橋 (ﾔｸｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道中寺林犬淵線 1979 13.0 16.8 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ
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舘陸橋 (ﾀﾃﾘｸｷｮｳ) 一般県道花巻温泉郷線 1963 6.3 7.3 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

中口橋 (ﾅｶｸﾁﾊﾞｼ) 一般県道中寺林犬淵線 1960 10.6 12.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

上口川橋 (ｶﾐｸﾁｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道中寺林犬淵線 1978 13.5 17.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

南川原橋 (ﾐﾅﾐｶﾜﾗﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1980 14.0 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

材木橋 (ｻﾞｲﾓｸﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1979 5.0 4.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

上の橋 (ｶﾐﾉﾊｼ) 主要地方道紫波江繋線 1968 14.1 7.3 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

万寿橋 (ﾏﾝｼﾞｭﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1963 8.0 8.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

滝田一ノ橋 (ﾀｷﾀｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道羽黒堂二枚橋線 1958 5.0 9.7 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

新好地橋 (ｼﾝｺｳﾁﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷花巻温泉線 1947 7.0 7.3 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

折壁橋 (ｵﾘｶﾍﾞﾊﾞｼ) 主要地方道紫波江繋線 1966 12.5 7.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

新堀１の橋 (ﾆｲﾎﾞﾘｲﾁﾉﾊｼ) 一般国道４５６号 1990 2.9 9.8 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

小原田橋 (ｺﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷大迫線 1965 4.7 9.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

後川橋 (ｳｼﾛｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 2010 7.0 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

酢屋橋 (ｽﾔﾊｼ) 一般国道４５６号 1966 9.4 9.7 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

広野一の橋 (ﾋﾛﾉｲﾁﾉﾊｼ) 一般国道４５６号 1972 5.2 9.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

下湯本橋 (ｼﾓﾕﾓﾄﾊｼ) 主要地方道花巻衣川線 1961 4.4 14.6 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

松谷橋 (ﾏﾂﾀﾆﾊｼ) 主要地方道花巻衣川線 1959 12.5 11.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

古舘橋 (ﾌﾙﾀﾞﾃﾊｼ) 主要地方道盛岡大迫東和線 1967 3.0 7.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

下股橋 (ｼﾓﾏﾀﾊﾞｼ) 一般県道花巻雫石線 1978 8.4 3.7 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

小通橋 (ｺﾄｵﾘﾊﾞｼ) 一般県道花巻田瀬線 1978 10.5 9.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

砂子橋 (ｽﾅｺﾊﾞｼ) 一般県道花巻田瀬線 1981 13.3 8.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

万寿橋 (ﾏﾝｼﾞｭﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1973 3.4 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 主要地方道花巻衣川線 1980 12.0 11.1 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

高木2の橋 (ﾀｶｷﾞﾆﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1971 3.0 23.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

土沢1の橋 (ﾂﾁｻﾜｲﾁﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1958 4.6 11.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

土沢２の橋 (ﾂﾁｻﾜﾆﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1958 4.2 11.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

土沢3の橋 (ﾂﾁｻﾜｻﾝﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1958 4.0 10.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

安俵1の橋 (ｱﾋｮｳｲﾁﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1988 4.1 19.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊｼ) 一般国道３９６号 1990 2.4 15.4 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

岩ノ目１橋 (ｲﾜﾉﾒｲﾁﾊｼ) 一般国道３９６号 1990 3.2 16.8 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

栗の木橋 (ｸﾘﾉｷﾊﾞｼ) 一般国道３９６号 1990 3.2 11.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

桜田橋 (ｻｸﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道３９６号 1987 3.5 12.3 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

上野々橋 (ｳｴﾉﾉﾊｼ) 一般国道４５６号 1964 3.6 10.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

甲水橋 (ｺｳｽｲﾊｼ) 一般国道４５６号 1972 4.7 9.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

太田1の橋 (ｵｵﾀｲﾁﾉﾊｼ) 主要地方道花巻衣川線 1990 2.1 15.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅰ

鬼屋敷橋 (ｵﾆﾔｼｷﾊﾞｼ) 主要地方道花巻大曲線 1953 4.6 10.4 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

一堰二ノ橋 (ｲﾁｾｷﾆﾉﾊｼ) 主要地方道花巻大曲線 1953 4.3 10.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

松沢橋 (ﾏﾂｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道花巻大曲線 1970 11.0 9.7 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

武士の沢橋 (ﾌﾞｼﾉｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道紫波江繋線 1991 2.5 11.4 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

新山橋 (ﾆｲﾔﾏﾊﾞｼ) 主要地方道紫波江繋線 1995 13.7 9.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

名目入沢橋 (ﾅﾒｲﾘｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道紫波江繋線 1984 2.6 5.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ



【岩手県】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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沢橋 (ｻﾜﾊｼ) 主要地方道盛岡大迫東和線 1965 3.1 10.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

鏑川橋 (ﾃｷｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道盛岡大迫東和線 1965 3.4 14.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道盛岡和賀線 1973 5.3 13.7 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

水門橋 (ｽｲﾓﾝﾊﾞｼ) 主要地方道盛岡和賀線 1962 4.7 14.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

大畑函渠橋 (ｵｵﾊﾀｶﾝｷｮｷｮｳ) 主要地方道盛岡和賀線 1965 2.0 17.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

富沢函渠橋 (ﾄﾐｻﾞﾜｶﾝｷｮｷｮｳ) 主要地方道盛岡和賀線 1967 2.3 20.6 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

滝田三ノ橋 (ﾀｷﾀｻﾝﾉﾊｼ) 一般県道羽黒堂二枚橋線 1980 6.0 11.8 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

荒谷橋 (ｱﾗﾔﾊﾞｼ) 一般県道羽黒堂二枚橋線 1971 3.8 10.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

湯ノ沢橋 (ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道花巻温泉郷線 1959 4.5 9.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

湯ノ沢一ノ橋 (ﾕﾉｻﾜｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道花巻温泉郷線 1959 3.4 25.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅰ

仏沢二ノ橋 (ﾎﾄｹｻﾞﾜﾆﾉﾊｼ) 一般県道花巻温泉郷線 1959 2.1 9.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

仏沢橋 (ﾎﾄｹｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道花巻温泉郷線 1996 8.2 9.8 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅰ

桂沢橋 (ｶﾂﾗｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道花巻雫石線 1978 6.0 8.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

中の股沢橋 (ﾅｶﾉﾏﾀｻﾜﾊｼ) 一般県道花巻雫石線 1979 6.0 8.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅰ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 一般県道花巻停車場線 1981 4.0 14.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

四日町橋 (ﾖｯｶﾏﾁﾊﾞｼ) 一般県道花巻停車場線 1981 3.0 14.9 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

谷内橋 (ﾀﾆｳﾁﾊｼ) 一般県道花巻田瀬線 1981 3.8 9.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

滝川橋 (ﾀｷｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道花巻田瀬線 1981 5.0 3.6 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

轟木１の橋 (ﾄﾄﾞﾛｷｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道花巻和賀線 1985 2.0 12.9 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

大瀬川7号橋 (ｵｵｾｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1979 6.1 18.2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

南野原橋 (ﾐﾅﾐﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 一般県道盛岡石鳥谷線 1979 4.0 10.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

鏡橋 (ｶｶﾞﾐﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷花巻温泉線 1964 8.0 8.1 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅲ

羽黒堂橋 (ﾊｸﾞﾛﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷大迫線 1965 3.9 7.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

鉢橋 (ﾊﾁﾊｼ) 一般県道石鳥谷大迫線 1965 3.1 5.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷大迫線 1965 3.5 9.3 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

水の口橋 (ﾐｽﾞﾉｸﾁﾊﾞｼ) 一般県道石鳥谷大迫線 1965 2.1 7.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 一般県道土淵達曽部線 1968 2.3 7.7 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅰ

桝沢橋 (ﾏｽｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道八重畑小山田線 不明 4.2 12.9 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

愛宕沢橋 (ｱﾀｺﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1973 5.7 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

枇杷沢橋 (ﾋﾜｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1973 7.0 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

松園橋 (ﾏﾂｿﾉﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1973 4.5 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

桜沢橋 (ｻｸﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1972 7.1 4.0 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

藤沢橋 (ﾌｼﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1973 13.3 4.5 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

大野沢橋 (ｵｵﾉｻﾜﾊｼ) 主要地方道盛岡横手線 1928 2.4 7.1 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

谷地川橋 (ﾔﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道相去飯豊線 1980 3.2 12.3 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

中の湯橋 (ﾅｶﾉﾕﾊﾞｼ) 一般県道湯川温泉線 1961 6.3 7.3 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

新藤助橋 (ｼﾝﾄｳｽｹﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1977 9.4 3.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

舘橋 (ﾀﾃﾊｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1978 9.4 3.6 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1978 13.9 3.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

宿橋 (ﾔﾄﾞﾊｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1978 13.9 3.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

荒屋敷1号橋 (ｱﾗﾔｼｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1978 10.5 3.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ
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荒屋敷2号橋 (ｱﾗﾔｼｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1978 9.4 6.6 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

川舟橋 (ｶﾜﾌﾈﾊﾞｼ) 主要地方道花巻大曲線 1930 4.1 16.5 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

立花1号橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1977 7.8 3.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅰ

呉橋 (ｸﾚﾊｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1978 5.0 3.6 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

荒屋敷3号橋 (ｱﾗﾔｼｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1983 3.0 4.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

横川目１号橋 (ﾖｺｶﾜﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道花巻衣川線 1991 4.8 13.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

横川目3号橋 (ﾖｺｶﾜﾒｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道花巻衣川線 1991 4.8 13.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

上家橋 (ｶﾐﾔﾊﾞｼ) 一般県道相去飯豊線 1957 3.7 13.5 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

相去橋 (ｱｲｻﾘﾊﾞｼ) 一般県道相去飯豊線 1957 3.9 10.4 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道相去飯豊線 1933 11.7 8.4 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

野崎橋 (ﾉｻﾞｷﾊﾞｼ) 一般県道南笹間黒沢尻線 1982 6.8 12.3 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

鳩岡崎1号橋 (ﾊﾄｵｶｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道南笹間黒沢尻線 1982 2.5 14.4 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

相去11号橋 (ｱｲｻﾘｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上水沢線 1969 8.5 7.5 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

三石橋 (ｻﾝｺﾞｸﾊﾞｼ) 一般県道北上和賀線 1967 5.6 7.3 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

蟹沢橋 (ｶﾆｻﾜﾊｼ) 主要地方道花巻衣川線 1982 4.8 10.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅰ

蛭川2号橋 (ﾋﾙｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道花巻衣川線 1991 4.7 18.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

石保良橋 (ｲｼﾎﾗﾊﾞｼ) 主要地方道花巻大曲線 1993 11.0 10.2 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 主要地方道盛岡横手線 1990 2.6 10.5 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

二子橋 (ﾌﾀｺﾞﾊｼ) 主要地方道北上東和線 1983 4.5 6.5 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

多田橋 (ﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道夏油温泉江釣子線 1958 3.6 9.5 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道夏油温泉江釣子線 1957 3.8 9.3 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

神社前橋 (ｼﾞﾝｼﾞｬﾏｴﾊｼ) 一般県道夏油温泉江釣子線 1924 2.4 10.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

江釣子橋 (ｴﾂﾞﾘｺﾊﾞｼ) 一般県道夏油温泉江釣子線 不明 2.4 10.2 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

宿橋 (ｼｭｸﾊﾞｼ) 一般県道夏油温泉江釣子線 1980 3.4 8.7 岩手県 岩手県 北上市 Ⅲ

田中堰の２跨道橋 (ﾀﾅｶｾｷﾉﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道岩崎藤根線 1973 4.8 13.9 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

長沼橋 (ﾅｶﾞﾇﾏﾊｼ) 一般県道岩崎藤根線 1980 2.7 14.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

上堰２の橋 (ｶﾐｾｷﾆﾉﾊｼ) 一般県道後藤野野中線 1969 2.5 14.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅲ

口内1号橋 (ｸﾁﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道口内伊手線 1965 4.0 7.2 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

荒堰跨道橋 (ｱﾗｾｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道相去飯豊線 1997 3.0 19.6 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

九年橋三丁目跨道橋 (ｸﾈﾝﾊﾞｼｻﾝﾁｮｳﾒｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道相去飯豊線 1997 8.0 15.8 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

男鳥橋 (ｵﾝﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 一般県道南笹間黒沢尻線 1981 2.5 11.2 岩手県 岩手県 北上市 Ⅰ

東大畑橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 一般県道南笹間黒沢尻線 1982 2.5 34.9 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

横堰橋 (ﾖｺｾｷﾊﾞｼ) 一般県道南笹間黒沢尻線 1962 7.0 7.7 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

鳩岡崎2号橋 (ﾊﾄｵｶｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道南笹間黒沢尻線 1982 2.0 13.5 岩手県 岩手県 北上市 Ⅲ

新よしきり橋 (ｼﾝﾖｼｷﾘﾊﾞｼ) 一般県道北上花巻温泉線自転車道線 1990 5.6 5.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

寺沢水路橋 (ﾃﾗｻﾜｽｲﾛｷｮｳ) 一般県道北上和賀線 2007 3.0 17.1 岩手県 岩手県 北上市 Ⅰ

小田中橋 (ｺﾀﾅｶﾊﾞｼ) 一般県道北上和賀線 1993 2.2 6.0 岩手県 岩手県 北上市 Ⅰ

岩崎跨道橋 (ｲﾜｻｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道北上和賀線 1994 4.5 20.4 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

関口橋 (ｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般国道２８３号 1966 5.9 7.7 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅰ

草倉橋 (ｸｻｸﾗﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1986 2.7 10.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅲ

砂子沢２号橋 (ｽﾅｺｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野住田線 1979 6.0 18.6 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅰ
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松崎４号橋 (ﾏﾂｻﾞｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 2.3 6.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

鱒沢１号橋 (ﾏｽｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 3.4 10.5 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

小水内橋 (ｺﾐｽﾞﾅｲﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 1939 6.3 12.5 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

晴山橋 (ﾊﾚﾔﾏﾊﾞｼ) 一般県道土淵達曽部線 1971 5.5 7.7 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅲ

小田越橋 (ｵﾀﾞｺｴﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 1981 12.8 8.7 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

砂子沢橋 (ｽﾅｺｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 1978 11.6 8.2 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

大工町１号橋 (ﾀﾞｲｸﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 4.9 4.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

下赤沢川橋 (ｼﾓｱｶｻﾞﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道下宮守田瀬線 1964 13.5 6.3 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

一倉橋 (ｲﾁｸﾗﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1985 2.4 13.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

田畑長野橋 (ﾀﾊﾞﾀﾅｶﾞﾉﾊｼ) 一般国道１０７号 1995 4.2 13.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

長老橋 (ﾁｮｳﾛｳﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1938 4.6 7.3 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

立丸橋 (ﾀﾂﾏﾙﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1988 2.5 7.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅲ

湯屋橋 (ﾕﾔﾊﾞｼ) 一般国道３９６号 1967 4.0 13.3 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅰ

中宿橋 (ﾅｶｼﾞｭｸﾊﾞｼ) 一般国道３９６号 1982 3.1 15.9 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

比尻田橋 (ﾋｼﾘﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 1938 5.5 12.5 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 2004 11.9 12.8 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

我丸小橋 (ｶﾞﾏﾙｺﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 1966 3.0 11.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

我丸橋 (ｶﾞﾏﾙﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 2004 2.6 12.3 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

東舘橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 1992 2.5 13.1 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

砂子沢３の橋 (ｽﾅｺｻﾞﾜｻﾝﾉﾊｼ) 一般県道遠野住田線 1980 2.5 7.7 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅰ

松崎１号橋 (ﾏﾂｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 2.3 6.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

松崎２号橋 (ﾏﾂｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 2.3 6.1 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

松崎３号橋 (ﾏﾂｻﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道遠野東和自転車道線 1999 2.1 8.0 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

塚沢川橋 (ﾂｶｻﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道達曽部下宮守線 1989 7.0 14.5 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 一般県道土淵達曽部線 1973 7.4 9.1 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

夫婦森橋 (ﾒｵﾄﾓﾘﾊｼ) 一般県道土淵達曽部線 2000 14.4 9.2 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅲ

土大洞橋 (ﾂﾁｵｵﾎﾗﾊﾞｼ) 一般県道土淵達曽部線 1971 2.9 14.3 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅰ

長沢橋 (ﾅｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道土淵達曽部線 2000 11.4 9.2 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅰ

有宇内橋 (ｱﾘｳﾅｲﾊﾞｼ) 一般県道土淵達曽部線 1967 6.6 9.5 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

水門橋 (ｽｲﾓﾝﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1963 5.4 9.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾊﾞｼ) 一般国道４５７号 1977 2.7 9.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

学校前橋 (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1954 3.0 9.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

大門内沢橋 (ﾀﾞｲﾓﾝｳﾁｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1963 2.4 10.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

芦ノ口橋 (ｱｼﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般国道４５７号 1962 9.0 8.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

水沢橋 (ﾐｽﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1928 4.4 7.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ

町裏橋 (ﾏﾁｳﾗﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1929 3.4 9.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

上新田橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 主要地方道弥栄金成線 1979 2.6 9.9 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

外山橋 (ｿﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 一般県道本郷五串線 1967 13.5 8.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

上野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 2009 3.2 26.9 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

沼畑橋 (ﾇﾏﾊﾀﾊﾞｼ) 一般国道２８４号 1979 4.4 19.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ

オーレン6号橋 (ｵｰﾚﾝﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４２号 1967 10.0 6.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ
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髢石2号橋 (ｶﾂﾗｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道平泉厳美渓線 1981 2.6 8.8 岩手県 岩手県 平泉町 Ⅲ

オーレン5号橋 (ｵｰﾚﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４２号 1972 9.0 6.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

石名坂橋 (ｲｼﾅｻﾞｶﾊﾞｼ) 一般国道２８４号 1971 4.5 12.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

七里塚橋 (ｼﾁﾘﾂﾞｶﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1960 4.0 7.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

川街橋 (ｶﾜﾏﾁﾊﾞｼ) 一般国道２８４号 1952 4.0 11.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

舘下橋 (ﾀﾃｼﾀﾊﾞｼ) 一般国道２８４号 1951 3.3 8.6 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

田古橋 (ﾀｺﾊｼ) 一般国道３４２号 1988 3.2 22.6 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊｼ) 一般国道３４２号 1981 14.2 10.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

東沢橋 (ﾋｶﾞｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1946 2.4 11.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

月町橋 (ﾂｷﾏﾁﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1977 3.2 30.6 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1980 12.0 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

菅ノ平橋 (ｽｶﾞﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1989 7.1 11.9 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

小滝橋 (ｺﾀｷﾊﾞｼ) 一般国道４５７号 1967 3.0 8.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

上菅生沢橋 (ｶﾐｽｺﾞｳｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道栗駒衣川線 1982 2.1 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

北沢橋 (ｷﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道平泉厳美渓線 1981 3.6 9.7 岩手県 岩手県 平泉町 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 一般県道中里西平線 1930 5.2 10.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

大奈良橋 (ｵｵﾅﾗﾊﾞｼ) 一般国道２８４号 1972 4.7 12.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

三反田橋 (ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1981 3.4 16.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

雨田橋 (ｱﾒﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 2001 5.0 20.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

雨田2号橋 (ｱﾒﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４２号 1977 6.0 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

下の沢橋 (ｼﾓﾉｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1963 2.8 10.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1963 5.4 9.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４２号 1988 3.1 11.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

山根下橋 (ﾔﾏﾈｼﾀﾊﾞｼ) 主要地方道一関大東線 1983 11.4 10.9 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

外大久保橋 (ｿﾄｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 主要地方道一関大東線 1979 3.4 11.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

中照井堰橋 (ﾅｶﾃﾙｲｾｷﾊｼ) 主要地方道一関北上線 1965 3.7 23.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

西平橋 (ﾆｼﾋﾗﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1936 4.8 7.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1966 3.5 12.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道一関北上線 1933 3.0 7.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ

老瀬橋 (ｵｲｾﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1928 3.5 9.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

宿橋 (ﾔﾄﾞﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1931 5.3 9.1 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

宿沢橋 (ﾔﾄﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1931 2.4 7.9 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

甲羅橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1970 6.9 10.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

水沢跨道橋 (ﾐｽﾞｻﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道花泉藤沢線 1928 5.8 10.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 主要地方道平泉厳美渓線 1986 3.3 11.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 主要地方道平泉厳美渓線 1961 3.1 9.8 岩手県 岩手県 平泉町 Ⅱ

上川原橋 (ｶﾐｶﾜﾗﾊｼ) 主要地方道平泉厳美渓線 1965 3.0 9.9 岩手県 岩手県 平泉町 Ⅱ

滝の上橋 (ﾀｷﾉｳｴﾊﾞｼ) 主要地方道平泉厳美渓線 1981 2.5 7.0 岩手県 岩手県 平泉町 Ⅱ

養子沢橋 (ﾖｳｼｻﾜﾊｼ) 主要地方道弥栄金成線 1962 4.7 7.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

下清水橋 (ｼﾓｼﾐｽﾞﾊｼ) 一般県道白崖弥栄線 1999 3.0 12.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

竹沢橋 (ﾀｹｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道本郷五串線 1977 2.0 11.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ
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舟卸橋 (ﾌﾈｵﾛｼﾊﾞｼ) 一般県道本郷五串線 1963 12.5 11.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道東山薄衣線 1929 3.3 10.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ

第一吉田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1935 2.7 9.1 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

薬師堂橋 (ﾔｸｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 主要地方道江刺室根線 1966 3.6 7.1 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

有切橋 (ｱﾘｷﾘﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1963 4.4 8.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

澄川橋 (ｽﾐｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1965 8.5 7.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

下窪橋 (ｼﾀｸﾎﾞﾊﾞｼ) 一般県道柴宿横沢線 1979 4.0 7.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ

宮本橋 (ﾐﾔﾓﾄﾊﾞｼ) 一般県道東山薄衣線 1966 4.5 7.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

衣井沢橋 (ｺﾛﾓｲｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道東和薄衣線 1963 9.5 5.8 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

八日町橋 (ﾖｳｶﾏﾁﾊﾞｼ) 一般県道沖田渋民線 1966 4.4 7.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

栗柄田橋 (ｸﾘﾋﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道柴宿横沢線 1979 4.4 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

籠の橋 (ｶｺﾞﾉﾊｼ) 一般県道藤沢大籠線 1986 8.5 8.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

里前橋 (ｻﾄﾏｴﾊﾞｼ) 主要地方道一関大東線 1959 3.0 20.4 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

第二吉田橋 (ﾀﾞｲﾆﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1966 4.2 7.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

西古谷橋 (ﾆｼﾌﾙﾔﾊﾞｼ) 主要地方道花泉藤沢線 1986 2.1 9.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

吉立橋 (ﾖｼﾀﾃﾊﾞｼ) 主要地方道江刺室根線 1968 4.0 11.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ) 一般県道松川千厩線 1976 3.1 10.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ) 主要地方道江刺室根線 1993 3.2 11.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

前田野橋 (ﾏｴﾀﾞﾉﾊﾞｼ) 主要地方道江刺室根線 1969 3.5 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

篠ヶ崎橋 (ｼﾉｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 主要地方道江刺室根線 1976 2.6 4.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

両国橋 (ﾘｮｳｺﾞｸﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1994 11.8 12.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1981 2.0 10.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

宝来橋 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1966 4.6 7.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

上竹ノ下橋 (ｶﾐﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1963 10.8 8.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

湯舟橋 (ﾕﾌﾞﾈﾊﾞｼ) 主要地方道本吉室根線 1955 9.6 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

千刈田橋 (ｾﾝｶﾘﾀﾊｼ) 主要地方道本吉室根線 1976 4.3 11.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

西丑石橋 (ﾆｼｳｼｲｼﾊﾞｼ) 一般県道沖田田原線 1973 2.4 6.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

市の通橋 (ｲﾁﾉｶﾖｳﾊﾞｼ) 一般県道沖田田原線 1986 4.0 5.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

小黒橋 (ｺｸﾞﾛﾊｼ) 一般県道沖田田原線 1978 3.5 5.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

尻高一ノ橋 (ｼﾘﾀｶｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道柴宿横沢線 1968 3.8 6.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

脇谷2号橋 (ﾜｷﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道松川千厩線 1977 4.8 10.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

脇谷1号橋 (ﾜｷﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道松川千厩線 1977 5.4 10.5 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

岩穴口橋 (ｲﾜｱﾅｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般県道長坂束稲前沢線 1958 4.2 6.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

矢の森橋 (ﾔﾉﾓﾘﾊﾞｼ) 一般県道長坂束稲前沢線 1973 3.0 5.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

滝沢橋 (ﾀｷｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道東山薄衣線 1962 8.1 6.9 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

滝の沢平橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾋﾗﾊﾞｼ) 一般県道東山薄衣線 1973 2.2 7.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

三室平橋 (ﾐﾑﾛﾋﾗﾊﾞｼ) 一般県道東山薄衣線 1973 2.3 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

小日形橋 (ｺﾋｶﾞﾀﾊﾞｼ) 一般県道東和薄衣線 1992 5.2 7.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 一般県道東和薄衣線 1993 14.0 9.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

大柳橋 (ｵｵﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 一般県道藤沢大籠線 1930 3.0 7.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

二本柳橋 (ﾆﾎﾝﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 一般県道藤沢大籠線 1966 8.2 8.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ
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深田橋 (ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道藤沢大籠線 1928 3.0 8.0 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

新屋橋 (ｼﾝﾔﾊﾞｼ) 一般県道藤沢大籠線 1986 5.8 8.7 岩手県 岩手県 一関市 Ⅰ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 一般県道藤沢大籠線 1967 4.3 10.1 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

登戸沢橋 (ﾉﾎﾞﾘﾄｻﾜﾊｼ) 一般県道藤沢津谷川線 1966 3.5 7.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 一般県道藤沢津谷川線 1966 6.0 7.3 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

平治橋 (ﾍｲｼﾞﾊﾞｼ) 一般県道藤沢津谷川線 1997 10.1 10.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

竹野下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 一般県道藤沢津谷川線 1986 13.5 8.2 岩手県 岩手県 一関市 Ⅱ

下平田橋 (ｼﾓﾍｲﾀﾊﾞｼ) 一般県道桜峠平田線 1986 9.3 10.4 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

石塚橋 (ｲｼﾂﾞｶﾊﾞｼ) 一般県道桜峠平田線 1989 2.5 7.4 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

土橋沢橋 (ﾂﾁﾊｼｻﾜﾊｼ) 一般国道２８３号 1965 2.4 10.2 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

洞ヶ沢橋 (ﾄﾞｳｶﾞｻﾜﾊｼ) 一般国道２８３号 1966 2.4 11.9 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

六の橋 (ﾛｸﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1965 2.8 16.2 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

砂子渡下橋 (ｽﾅﾜﾀﾘｼﾓﾉﾊｼ) 一般国道２８３号 1965 2.4 9.1 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

砂子渡橋 (ｽﾅｺﾜﾀﾘﾊｼ) 一般国道２８３号 1965 2.4 9.6 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

辺違ヶ沢橋 (ﾍｼﾞｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道大槌小国線 1965 3.9 8.1 岩手県 岩手県 大槌町 Ⅰ

菊瀬川橋 (ｷｸｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 2000 4.6 13.5 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 1995 3.6 11.1 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅱ

初子沢橋 (ﾊﾂｺｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 1995 4.1 11.0 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

掛川橋 (ｶｹｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 1964 3.7 11.6 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

板割橋 (ｲﾀﾜﾘﾊﾞｼ) 主要地方道釜石遠野線 1992 3.2 11.7 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

渋梨後橋 (ｼﾌﾞﾅｼｱﾄﾊﾞｼ) 主要地方道大槌小国線 1988 3.7 8.2 岩手県 岩手県 大槌町 Ⅰ

神の舞橋 (ｶﾐﾉﾏｲﾊﾞｼ) 主要地方道大槌小国線 1988 3.2 8.4 岩手県 岩手県 大槌町 Ⅰ

深渡橋 (ﾌｶﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 主要地方道大槌小国線 1990 3.8 8.3 岩手県 岩手県 大槌町 Ⅰ

徳万沢橋 (ﾄｸﾏﾝｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道大槌小国線 1966 4.0 7.5 岩手県 岩手県 大槌町 Ⅲ

花輪田跨道橋 (ﾊﾅﾜﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道大槌小鎚線 1966 4.3 15.2 岩手県 岩手県 大槌町 Ⅰ

下荒川橋 (ｼﾓｱﾗｶﾜﾊﾞｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1957 3.3 7.2 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅱ

中荒川の三橋 (ﾅｶｱﾗｶﾜﾉｻﾝﾊｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1998 2.6 9.7 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

中荒川の二橋 (ﾅｶｱﾗｶﾜﾆﾉﾊｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1998 3.5 9.2 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

荒金二の橋 (ｱﾗｶﾞﾈﾆﾉﾊｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1966 4.8 6.9 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

休石橋 (ｷｭｳｾｷﾊﾞｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1964 3.2 6.5 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅰ

名須賀川橋 (ﾅｽｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道重茂半島線 1954 7.8 4.4 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅱ

山口4の橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾖﾝﾉﾊｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1962 3.9 9.7 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

高橋 (ｺｳﾊﾞｼ) 一般県道花輪千徳線 2006 4.8 11.4 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

三ヶ月橋 (ﾐｶﾂﾞｷﾊﾞｼ) 主要地方道重茂半島線 1965 5.0 3.7 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

寒風橋 (ｶﾝﾌﾟｳﾊﾞｼ) 主要地方道重茂半島線 1954 8.5 4.4 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

熊の平橋 (ｸﾏﾉﾀﾞｲﾗﾊｼ) 主要地方道重茂半島線 1961 5.3 6.2 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 主要地方道重茂半島線 1935 6.5 5.5 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

保久田橋 (ﾎｸﾀﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1956 4.1 13.5 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

近内小橋 (ﾁｶﾅｲｺﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1933 4.0 9.0 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

西町橋 (ﾆｼﾏﾁﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1968 2.5 10.6 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

中里橋 (ﾅｶｻﾄﾊｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1976 3.2 5.0 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ
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小平二号橋 (ｺﾀﾞｲﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道宮古岩泉線 1989 3.8 10.0 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅱ

山口新橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｼﾝﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1989 4.8 18.0 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

川代橋 (ｶﾜｼﾛﾊﾞｼ) 主要地方道重茂半島線 1965 11.6 5.1 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

金浜跨道橋 (ｶﾈﾊﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道宮古港線 1933 11.1 13.7 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

荷竹橋 (ﾆﾁｸﾊﾞｼ) 一般県道宮古山田線 1993 2.7 10.0 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

折壁橋 (ｵﾘｶﾍﾞﾊﾞｼ) 一般県道宮古山田線 1977 2.9 8.7 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

兄形一の橋 (ｱﾆｶﾞﾀｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1970 3.0 10.5 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅰ

皆ノ川橋 (ﾐﾅﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1965 13.4 4.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

長者橋 (ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1965 13.5 4.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

下三田貝橋 (ｼﾓﾐﾀｶｲﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1989 2.1 11.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

猿山橋 (ｻﾙﾔﾏﾊｼ) 主要地方道岩泉平井賀普代線 1968 10.5 10.8 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅱ

本田下の橋 (ﾎﾝﾃﾞﾝｼﾓﾉﾊｼ) 主要地方道久慈岩泉線 1977 4.7 9.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

あんのん橋 (ｱﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1969 3.0 9.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

妻の神橋 (ﾂﾏﾉｶﾐﾊｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1970 3.5 8.1 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

小焼巻沢橋 (ｺﾔｷﾏｷｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1969 4.0 7.1 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

種倉下の橋 (ﾀﾈｸﾗｼﾓﾉﾊｼ) 一般県道大川松草線 1969 4.3 7.7 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

学校下橋 (ｶﾞｯｺｳｼﾓﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1984 4.4 5.4 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊｼ) 主要地方道岩泉平井賀普代線 1986 13.0 11.3 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅱ

中倉口橋 (ﾅｶｸﾗｸﾞﾁ) 主要地方道宮古岩泉線 1989 13.5 11.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

倉の沢橋 (ｸﾗﾉｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1968 7.3 6.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

滝ノ上橋 (ﾀｷﾉｳｴﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1978 7.3 5.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

駒ヶ沢橋 (ｺﾏｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1968 7.3 4.7 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

三畑橋 (ﾐﾊﾀﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1967 7.4 4.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

馬飼野橋 (ﾏｶｲﾉﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1991 4.0 8.4 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

松林橋 (ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1974 5.0 7.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

上根岸橋 (ｶﾐﾈｷﾞｼﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1975 13.6 9.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

下田麦橋 (ｼﾓﾀﾑｷﾞﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1976 6.3 8.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1978 9.4 10.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

赤須賀橋 (ｱｶｽｶﾊﾞｼ) 主要地方道久慈岩泉線 1998 11.0 11.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

釜沢上橋 (ｶﾏﾝｻﾞﾜｶﾐﾊｼ) 一般県道大川松草線 2010 7.3 6.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

上田麦橋 (ｶﾐﾀﾑｷﾞﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1975 7.5 9.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

御所１号橋 (ｺﾞｼｮｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４０号 1995 11.0 12.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

大曲橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1976 12.0 8.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

岐橋 (ｴﾀﾞﾐﾁﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1980 7.9 8.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

門5号橋 (ｶﾄﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４０号 1990 8.0 12.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

門2号橋 (ｶﾄﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４０号 1990 5.8 12.1 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

大坊１号橋 (ﾀﾞｲﾎﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４０号 1995 11.2 13.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

滝の沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1937 4.1 8.4 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

三田貝橋 (ﾐﾀｶｲﾊﾞｼ) 一般国道４５５号 1993 8.3 11.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

赤須賀1号橋 (ｱｶｽｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道久慈岩泉線 1994 3.7 15.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 主要地方道久慈岩泉線 1989 12.6 8.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ



【岩手県】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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根玉上の橋 (ﾈﾀﾏｶﾐﾉﾊｼ) 主要地方道久慈岩泉線 1967 4.4 8.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

供沢橋 (ﾄﾓｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1981 6.3 7.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

年々橋 (ﾈﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1994 13.3 8.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

松ヶ沢橋 (ﾏﾂｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1968 12.4 4.7 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

目倉梨１の橋 (ﾒｸﾗﾅｼｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1989 3.1 5.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

目倉梨橋 (ﾒｸﾗﾅｼﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1980 4.0 6.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

川代中橋 (ｶﾜﾀﾞｲﾅｶﾊｼ) 一般国道３４０号 1989 3.1 12.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

馬立橋 (ﾏﾀﾞﾂﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1980 8.4 8.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

門3号橋 (ｶﾄﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４０号 1990 12.7 17.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

三田市1号橋 (ﾐﾀｲﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道岩泉平井賀普代線 2010 4.0 13.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

ハイペ沢橋 (ﾊｲﾍﾟｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道岩泉平井賀普代線 1975 11.0 8.8 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅰ

平井賀1号橋 (ﾋﾗｲｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道岩泉平井賀普代線 1976 2.5 9.2 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅰ

高須賀小橋 (ﾀｶｽｶﾞｺﾊﾞｼ) 主要地方道久慈岩泉線 1999 2.5 7.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

上茶屋橋 (ｶﾐﾁｬﾔﾊﾞｼ) 主要地方道久慈岩泉線 1998 5.9 9.4 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

井出沢橋 (ｲﾃﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1982 2.6 10.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

堤沢橋 (ﾂﾂﾐｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道宮古岩泉線 1982 2.5 12.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

川口2号橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道安家玉川線 1989 5.4 4.6 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

下町橋 (ｼﾓﾁｮｳﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1978 8.4 11.4 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

大広橋 (ｵｵﾋﾞﾛｲﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1970 4.1 7.6 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

沢口沢橋 (ｻﾜｸﾞﾁｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1971 5.0 10.3 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

釜沢橋 (ｶﾏﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1971 6.0 7.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

杉山沢橋 (ｽｷﾞﾔﾏｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1969 3.7 4.7 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

三畑上橋 (ﾐﾊﾀｶﾐﾊｼ) 一般県道大川松草線 1983 4.5 4.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅲ

獅子ヶ鼻沢橋 (ｼｼｶﾞﾊﾅｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道大川松草線 1993 7.3 8.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

櫃取上橋 (ﾋｯﾄﾘｶﾐﾊｼ) 一般県道大川松草線 1989 2.5 11.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

櫃取２号橋 (ﾋﾂﾄﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道大川松草線 1989 2.5 8.9 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

大森橋 (ｵｵﾓﾘﾊﾞｼ) 一般県道田野畑岩泉線 2004 2.3 11.3 岩手県 岩手県 田野畑村 Ⅰ

祝井沢橋 (ｲﾜｲｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1995 7.0 12.1 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

川口下橋 (ｶﾜｸﾞﾁｼﾓﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1994 3.1 5.5 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

川口橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1986 9.0 8.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

氷渡1号橋 (ｽｶﾞﾜﾀﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道普代小屋瀬線 1968 2.0 9.0 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

栃の木下橋 (ﾄﾁﾉｷｼﾓﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1980 4.0 6.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

目倉梨２の橋 (ﾒｸﾗﾅｼﾆﾉﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1990 3.6 5.1 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

目倉梨下橋 (ﾒｸﾗﾅｼｼﾓﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1957 4.0 6.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

堺沢橋 (ｻｶｲｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道有芸田老線 1981 2.0 7.1 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅱ

繋沢3の橋 (ﾂﾅｷﾞｻﾜｻﾝﾉﾊｼ) 一般県道有芸田老線 1980 3.0 5.9 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

黒森橋 (ｸﾛﾓﾘﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1957 7.4 10.5 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

宇洞沢橋 (ｳﾄﾞｳｻﾞﾜﾊｼ) 一般県道上有住日頃市線 1962 11.5 6.3 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

的場橋 (ﾏﾄﾊﾞﾊﾞｼ) 一般県道世田米矢作線 1984 7.5 4.6 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

大上橋 (ｵｵｶﾞﾐﾊﾞｼ) 一般県道世田米矢作線 1984 7.4 4.6 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

久名畑２の橋 (ｸﾅﾊﾞﾀｹﾆﾉﾊｼ) 一般国道１０７号 1959 3.2 10.2 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ
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竹駒橋 (ﾀｹｺﾏﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1979 3.8 9.7 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

壺の沢橋 (ﾂﾎﾞﾉｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1968 4.5 7.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

白浜橋 (ｼﾗﾊﾏﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡綾里三陸線 1961 2.5 5.6 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

平沢橋 (ﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1934 3.2 5.8 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ

笹崎橋 (ｻｻｻﾞｷﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1953 2.0 15.3 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1951 2.5 14.9 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

平橋 (ﾀｲﾗﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1934 2.4 5.3 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ

岩滝沢橋 (ｲﾜﾀｷｼﾜﾊﾞｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1981 4.0 4.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

須崎橋 (ｽｻﾞｷﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1960 12.8 13.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小細浦橋 (ｺﾎｿｳﾗﾊﾞｼ) 一般県道碁石海岸線 1966 4.7 7.4 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

佐沼橋 (ｻﾇﾏﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1932 3.8 7.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

耳切橋 (ﾐﾐｷﾘﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1969 2.6 7.3 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

千歳橋 (ﾁﾄｾﾊﾞｼ) 一般県道吉浜上荒川線 1983 4.0 4.5 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ

久名畑１の橋 (ｸﾅﾊﾞﾀｹｲﾁﾉﾊｼ) 一般国道１０７号 1984 2.1 11.9 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

田代屋敷橋 (ﾀｼﾛﾔｼｷﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1978 3.0 9.5 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1979 2.4 12.9 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

竹の原橋 (ﾀｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1966 3.0 7.5 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

大梨沢橋 (ｵｵﾅｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1935 2.5 8.1 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1991 2.5 14.8 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

下舘下橋 (ｼﾓﾀﾞﾃｼﾀﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1973 2.4 15.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 一般県道崎浜港線 1982 2.0 8.9 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

一の橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 一般県道上有住日頃市線 1969 5.1 7.6 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

細浦橋の２ (ﾎｿｳﾗﾊﾞｼﾉﾆ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1933 2.3 6.4 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅱ

峯岸橋 (ﾐﾈｷﾞｼﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1933 3.2 6.4 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

勝木田橋 (ｶﾁｷﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1934 3.6 5.5 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

芦沢橋 (ｱｼｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1960 6.4 6.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

安本沢橋 (ﾔｽﾓﾄｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1984 3.0 9.3 岩手県 岩手県 住田町 Ⅱ

御不動橋 (ｵﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般国道１０７号 1991 3.6 10.9 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊｼ) 一般国道１０７号 1989 3.9 11.6 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

見世前橋 (ﾐｾﾏｴﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 2008 3.6 29.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

滝の里橋 (ﾀｷﾉｻﾄﾊｼ) 一般国道３４０号 1979 2.9 11.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

十日市場橋 (ﾄｵｶｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1979 2.4 7.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

土手影1号橋 (ﾄﾞﾃｶｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４０号 2008 3.6 20.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

中井橋 (ﾅｶｲﾊﾞｼ) 一般国道３４０号 1982 2.5 13.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

湯漬畑橋 (ﾕﾂﾞｹﾊﾀﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1983 3.6 8.9 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

梅木1号橋 (ｳﾒｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道３４３号 1984 2.6 6.5 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

信内橋 (ｼﾝﾅｲﾊｼ) 一般国道３４３号 1983 2.0 9.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

三番沢橋 (ｻﾝﾊﾞﾝｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道３４３号 1982 2.4 10.3 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

下中井橋の１ (ｼﾓﾅｶｲﾊﾞｼﾉｲﾁ) 主要地方道大船渡綾里三陸線 1979 3.4 15.4 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

中井橋 (ﾅｶｲﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡綾里三陸線 1982 2.5 13.3 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

跡浜橋 (ｱﾄﾊﾏﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡綾里三陸線 1977 3.3 12.3 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ
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平林橋 (ﾀｲﾗﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1934 4.5 6.1 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1966 3.1 5.6 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

茶立橋 (ﾁｬﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1924 5.4 7.2 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

沼田1号橋 (ﾇﾏﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 主要地方道大船渡広田陸前高田線 1979 2.5 12.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

羽根越橋 (ﾊﾈｺｼﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 1992 2.5 12.0 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

羽根穴沢橋 (ﾊﾈｱﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道遠野住田線 1984 2.0 8.2 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

和田野橋 (ﾜﾀﾞﾉﾊｼ) 一般県道釜石住田線 2010 5.5 52.4 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

下船渡橋 (ｼﾓﾌﾅﾄﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1933 2.0 18.1 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

下永井沢橋 (ｼﾓﾅｶﾞｲｻﾜﾊｼ) 一般県道丸森権現堂線 1933 2.0 10.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅲ

下根沢橋 (ｼﾓﾈｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1951 3.8 15.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

内ノ目橋 (ｳﾁﾉﾒﾊﾞｼ) 一般県道丸森権現堂線 1973 3.5 15.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

杉下橋 (ｽｷﾞｼﾀﾊﾞｼ) 一般県道崎浜港線 1980 2.5 9.5 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

六郎3号橋 (ﾛｸﾛｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道上有住日頃市線 1958 5.4 9.8 岩手県 岩手県 住田町 Ⅰ

鍋倉橋 (ﾅﾍﾞｸﾗﾊﾞｼ) 一般県道世田米矢作線 2004 12.0 6.2 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

袖野橋 (ｿﾃﾞﾉﾊﾞｼ) 一般県道世田米矢作線 1998 2.5 13.2 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

木戸口橋 (ｷﾄﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般県道世田米矢作線 1984 2.0 6.9 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

下大股橋 (ｼﾓｵｵﾏﾀﾊﾞｼ) 一般県道世田米矢作線 1984 2.0 7.0 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

田ノ浜橋 (ﾀﾉﾊﾏﾊﾞｼ) 一般県道長部漁港線 1955 2.8 5.2 岩手県 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

茶立橋 (ﾁｬﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 一般県道唐丹日頃市線 1998 2.9 8.0 岩手県 岩手県 大船渡市 Ⅰ

和座橋 (ﾜｻﾞﾊｼ) 一般県道角ノ浜玉川線 1933 9.1 5.6 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅱ

下大沢一の橋 (ｼﾓｵｵｻﾜｲﾁﾉﾊｼ) 主要地方道軽米種市線 1959 12.6 9.7 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅱ

国丹橋 (ｸﾆﾀﾝﾊﾞｼ) 一般国道３９５号 1935 2.3 7.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅰ

菱倉二の橋 (ﾋｼｸﾗﾆﾉﾊｼ) 一般国道３９５号 1967 7.0 6.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊﾞｼ) 主要地方道岩泉平井賀普代線 1962 6.7 7.2 岩手県 岩手県 普代村 Ⅲ

大野川上の橋 (ｵｵﾉｶﾞﾜｶﾐﾉﾊｼ) 一般県道大野山形線 1969 6.0 5.5 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅲ

小袖2号橋 (ｺｿﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1968 5.0 4.9 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

夏井跨道橋 (ﾅﾂｲｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道３９５号 1967 4.1 9.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊｼ) 主要地方道軽米種市線 1939 3.0 7.7 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅱ

菱倉五の橋 (ﾋｼｸﾗｺﾞﾉﾊｼ) 一般国道３９５号 1968 5.7 6.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

菱倉一の橋 (ﾋｼｸﾗｲﾁﾉﾊｼ) 一般国道３９５号 1967 8.4 6.6 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

小袖3号橋 (ｺｿﾃﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1968 5.4 4.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

小袖沢2号橋 (ｺｿﾃﾞｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1955 2.5 5.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

小袖4号橋 (ｺｿﾃﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1969 5.6 4.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

玉ノ脇橋 (ﾀﾏﾉﾜｷﾊｼ) 一般県道野田長内線 1962 5.0 9.1 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

大ダライ橋 (ｵｵﾀﾞﾗｲﾊﾞｼ) 一般県道安家玉川線 1988 11.0 8.2 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅰ

下安家1号橋 (ｼﾓｱｯｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道安家玉川線 2003 6.5 8.2 岩手県 岩手県 野田村 Ⅱ

渋谷橋 (ｼﾌﾞﾔﾊﾞｼ) 一般県道角ノ浜玉川線 1987 10.8 10.0 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅱ

荒谷橋 (ｱﾗﾔﾊｼ) 一般県道戸田荷軽部線 1970 6.7 4.2 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

谷地橋 (ﾔﾁﾊｼ) 一般県道戸田荷軽部線 1970 9.0 8.2 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

八木橋 (ﾔｷﾞﾊｼ) 一般県道八木港線 1972 5.5 6.8 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅱ

芦渡橋 (ｱｼﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1996 3.2 9.6 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ
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芦渡中の橋 (ｱｼﾜﾀﾘﾅｶﾉﾊｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1996 2.8 8.0 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ

芦渡上の橋 (ｱｼﾜﾀﾘｶﾐﾉﾊｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1996 2.8 10.0 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ

鉄山橋 (ﾃﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 一般県道明戸種市線 1973 6.0 8.2 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅱ

小袖沢1号橋 (ｺｿﾃﾞｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1955 2.5 5.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

オチア沢橋 (ｵﾁｱｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道野田長内線 1959 4.5 7.7 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

大尻橋 (ｵｵｼﾞﾘﾊﾞｼ) 一般県道野田長内線 1994 11.4 10.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅰ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道２８１号 1939 3.0 12.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

小杉橋 (ｺｼｷﾞﾊﾞｼ) 主要地方道戸呂町軽米線 1983 12.8 8.4 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

下安家4号橋 (ｼﾓｱｯｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道安家玉川線 1993 2.6 7.4 岩手県 岩手県 野田村 Ⅰ

下安家3号橋 (ｼﾓｱｯｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道安家玉川線 1993 7.5 7.5 岩手県 岩手県 野田村 Ⅰ

小柏橋 (ｺｶｼﾊｼ) 一般県道角ノ浜玉川線 1989 8.3 7.7 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅰ

芦沢橋 (ｱｼｻﾜﾊｼ) 一般県道戸田荷軽部線 1971 6.4 4.4 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

谷地1号橋 (ﾔﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道戸田荷軽部線 1986 4.5 9.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

韮沢橋 (ﾆﾗｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道戸田荷軽部線 1986 2.2 7.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅰ

芦沢上の橋 (ｱｼｻﾜｶﾐﾉﾊｼ) 一般県道戸田荷軽部線 1986 2.4 5.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅰ

松坂橋 (ﾏﾂｻｶﾊﾞｼ) 一般県道大野山形線 1968 10.7 10.7 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

二又橋 (ﾌﾀﾏﾀﾊｼ) 一般県道大野山形線 1967 3.4 7.0 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅰ

金山橋 (ｶﾅﾔﾏﾊｼ) 一般県道大野山形線 1985 2.5 7.0 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅰ

道越橋 (ﾐﾁｺｼﾊﾞｼ) 一般県道大野山形線 1996 9.3 7.0 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

沢山橋 (ｻﾜﾔﾏﾊｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1975 8.0 5.8 岩手県 岩手県 普代村 Ⅱ

年内渡上ノ橋 (ﾈﾝﾅｲﾜﾀﾘｶﾐﾉﾊｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1975 2.4 8.0 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ

茂市小橋 (ﾓｲﾁｺﾊﾞｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1993 2.9 8.5 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ

茂市橋 (ﾓｲﾁﾊｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1977 12.2 8.0 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ

南俣橋 (ﾐﾅﾐﾏﾀﾊｼ) 一般県道普代小屋瀬線 1996 2.8 8.8 岩手県 岩手県 普代村 Ⅰ

和座橋 (ﾜｻﾞﾊｼ) 一般県道明戸種市線 1989 3.1 9.7 岩手県 岩手県 洋野町 Ⅰ

久喜1号橋 (ｸｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1955 2.4 6.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

小袖沢3号橋 (ｺｿﾃﾞｻﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1955 2.5 4.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

小袖橋 (ｺｿﾃﾞﾊﾞｼ) 一般県道野田長内線 1990 8.9 11.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅰ

大尻2号橋 (ｵｵｼﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道野田長内線 1979 2.7 12.4 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

長内橋 (ｵｻﾅｲﾊﾞｼ) 一般県道野田長内線 1979 2.4 10.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

駒ヶ嶺橋 (ｺﾏｶﾞﾐﾈﾊｼ) 主要地方道二戸五日市線 1968 12.0 6.8 岩手県 岩手県 二戸市 Ⅰ

面岸沢橋 (ｵﾓｷﾞｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道姉帯戸田線 1970 12.4 5.2 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅲ

塚内橋 (ﾂｶﾅｲﾊﾞｼ) 主要地方道戸呂町軽米線 1939 7.4 10.3 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅱ

中里橋 (ﾅｶｻﾄﾊﾞｼ) 一般県道一戸浄法寺線 1971 11.5 7.8 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅱ

一本木1号橋 (ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道姉帯戸田線 1954 5.2 3.9 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅱ

向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊｼ) 一般県道姉帯戸田線 1988 4.2 4.4 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅱ

第6号橋 (ﾀﾞｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道道前浄法寺線 1961 4.4 5.0 岩手県 岩手県 二戸市 Ⅲ

泉沢橋 (ｲｽﾞﾐｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道一戸浄法寺線 1970 4.9 7.5 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅱ

一本木2号橋 (ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 一般県道姉帯戸田線 1954 4.2 4.4 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅱ

惣地保橋 (ｿｳﾁﾎﾞﾊｼ) 一般県道二戸軽米線 1970 3.0 4.2 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅱ

平第2号橋 (ﾀｲﾗﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道二戸軽米線 1989 3.4 7.5 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅱ
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宇別下橋 (ｳﾍﾞｼﾓﾊｼ) 主要地方道葛巻日影線 1983 3.8 10.8 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅰ

小太郎平一橋 (ｺﾀﾛｳﾍｲｲﾁﾊｼ) 主要地方道戸呂町軽米線 1984 3.0 10.0 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅰ

鎌屋敷二の橋 (ｶﾏﾔｼｷﾆﾉﾊｼ) 主要地方道戸呂町軽米線 1985 4.0 8.2 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅱ

鎌屋敷一の橋 (ｶﾏﾔｼｷｲﾁﾉﾊｼ) 主要地方道戸呂町軽米線 1985 6.0 8.2 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅱ

長川橋 (ｵｻｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道金田一温泉線 2002 8.8 9.2 岩手県 岩手県 二戸市 Ⅰ

館ヶ沢橋 (ﾀﾃｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道姉帯戸田線 1982 3.6 6.0 岩手県 岩手県 九戸村 Ⅱ

杉沢橋 (ｽｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般県道道前浄法寺線 1990 10.6 8.7 岩手県 岩手県 二戸市 Ⅱ

上野町道橋 (ｳﾜﾉﾁｮｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道二戸一戸線 2002 8.6 22.3 岩手県 岩手県 一戸町 Ⅱ

君成田橋 (ｷﾐﾅﾘﾀﾊｼ) 一般県道二戸軽米線 1982 5.0 5.8 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅱ

平第1号橋 (ﾀｲﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道二戸軽米線 1989 3.2 7.0 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅰ

小屋沢橋 (ｺﾔｻﾜﾊｼ) 一般県道二戸軽米線 1991 2.4 7.5 岩手県 岩手県 軽米町 Ⅰ

堰口前田橋 (ｾｷｸﾞﾁﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 堰口前田線 2008 41.0 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

上野１号橋 (ｳｴﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 花崎後山線 不明 5.2 3.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

平根１号橋 (ﾋﾗﾈ1ｺﾞｳｷｮｳ) 盛線 不明 2.6 3.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

向野１号橋 (ﾑｶｲﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 根白狐穴線 不明 3.0 2.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

向野２号橋 (ﾑｶｲﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ) 根白向野線 不明 2.3 1.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

沖田１号橋 (ｵｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上野川戸田線 不明 3.3 1.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

横石２号橋 (ﾖｺｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中井向線 不明 5.0 3.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

横石４号橋 (ﾖｺｲｼ4ｺﾞｳｷｮｳ) 吉浜越喜来線 不明 2.4 4.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

横石５号橋 (ﾖｺｲｼ5ｺﾞｳｷｮｳ) 吉浜越喜来線 不明 2.7 5.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

かにあ沢１号橋 (ｶﾆｱｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 沖田シミア線 不明 5.0 4.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

小出１号橋 (ｺｲﾃﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 合野線 不明 2.0 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

小出２号橋 (ｺｲﾃﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 合野線 不明 3.8 8.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

円満寺下橋 (ｴﾝﾏﾝｼﾞｼﾀﾊﾞｼ) 合野線 1964 2.5 10.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

西上甫嶺１号橋 (ﾆｼｶﾐﾎﾚｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上甫嶺線 不明 4.2 10.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

烏頭２号橋 (ｳﾄﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 岡畑線 不明 2.6 8.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

仲崎浜１号橋 (ﾅｶｻｷﾊﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 烏の木沢線 不明 4.2 18.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

南部屋橋 (ﾅﾝﾌﾞﾔﾊﾞｼ) 崎浜小学校線 不明 3.7 3.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

浪板１号橋 (ﾅﾐｲﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 越喜来吉浜線 1962 2.4 5.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

前田１号橋 (ま)ｴﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 前田旧線 不明 3.8 5.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

合野１号橋 (ｱｲﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 前田小出線 不明 3.2 6.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

井戸洞１号橋 (ｲﾄﾞﾎﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 井戸洞線 不明 2.2 2.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅳ

庄屋橋 (ｼｮｳﾔﾊﾞｼ) 泊海岸線 1966 5.0 5.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

舘林１号橋 (ﾀﾃﾊﾞﾔｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小石浜砂子浜線 不明 4.2 6.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

中曽根１号橋 (ﾅｶｿﾈ1ｺﾞｳｷｮｳ) 綾里野々前線 不明 3.6 5.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小迫橋 (ｺﾊｻﾞﾏﾊﾞｼ) 岩崎野形線 1997 2.5 5.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

熊ノ入橋 (ｸﾏﾉｲﾘﾊﾞｼ) 岩崎野形線 1957 2.7 4.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

清水２号橋 (ｼｽﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 清水線 不明 2.8 5.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

清水３号橋 (ｼｽﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 清水線 不明 2.1 4.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

舘ヶ森１号橋 (ﾀﾃｶﾞﾓﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小石浜横断線 不明 3.8 5.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

舘ヶ森２号橋 (ﾀﾃｶﾞﾓﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小石浜公民館前線 不明 6.0 9.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ
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平館１号橋 (ﾋﾗﾀﾞﾃ1ｺﾞｳｷｮｳ) 平館線 不明 4.0 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

樋口橋 (ﾋｸﾞﾁﾊﾞｼ) 岩崎黒土田線 不明 4.7 7.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

田浜上１号橋 (ﾀﾊﾏｶﾞﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川上線 不明 2.9 2.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

田浜上２号橋 (ﾀﾊﾏｶﾞﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小浜線 不明 2.2 2.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

田浜下１号橋 (ﾀﾊﾏｼﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田浜垂水線 不明 2.2 3.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

野形２号橋 (ﾉｶﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 双元線 不明 4.5 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

坂本２号橋 (ｻｶﾓﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) 双元線 不明 2.7 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

坂本３号橋 (ｻｶﾓﾄ3ｺﾞｳｷｮｳ) 不動線 不明 3.6 3.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

港１号橋 (ﾐﾅﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 港下横断線 不明 2.5 3.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

石浜２号橋 (ｲｼﾊﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 石浜線 不明 4.0 7.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

石浜３号橋 (ｲｼﾊﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ) 石浜川添線 不明 4.6 17.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

石浜東線１号橋 (ｲｼﾊﾏﾋｶﾞｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 石浜東線 不明 2.3 3.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

岩崎歩道橋 (ｲﾜｻｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 綾里線 不明 13.0 2.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

上石橋橋 (ｶﾐｲｼﾊﾞｼｷｮｳ) 石橋２号線 不明 4.7 3.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

黒森沢２号橋 (ｸﾛﾓﾘｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 黒森沢３号線 不明 2.4 3.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

黒森沢３号橋 (ｸﾛﾓﾘｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 黒森沢２号線 不明 3.3 3.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅳ

大倉橋 (ｵｵｸﾗﾊﾞｼ) 下甲子線 1991 2.1 11.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

上小通６号橋 (ｶﾐｺｶﾞﾖｳ6ｺﾞｳｷｮｳ) 上小通線 2005 4.0 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

鬼丸沢３号橋 (ｵﾐﾏﾙｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大森線 不明 4.3 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

平山橋 (ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 落合線 1990 4.5 3.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大森２号橋 (ｵｵﾓﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大森２号線 2004 2.3 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

古峠橋 (ｺﾄｳｹﾞｷｮｳ) 古峠線 不明 3.9 3.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅳ

古峠２号橋 (ｺﾄｳｹﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 古峠線 不明 4.2 3.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

古峠３号橋 (ｺﾄｳｹﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 古峠線 不明 5.0 3.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅳ

小森橋 (ｺﾓﾘﾊﾞｼ) 萱中線 1993 2.4 5.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

君ヶ岡橋 (ｷﾐｶﾞｵｶﾊﾞｼ) 古峠線 不明 4.2 6.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 平田３号線 1990 2.3 7.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

萱中橋 (ｶﾔﾅｶﾊﾞｼ) 萱中線 1993 2.6 4.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小林１号橋 (ｺﾊﾞﾔｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小林線 不明 3.5 1.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小林２号橋 (ｺﾊﾞﾔｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小林線 不明 2.3 3.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

安養寺橋 (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊﾞｼ) 釜石沢線 不明 2.8 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

石見洞橋 (ｲｼﾐﾎﾗﾊﾞｼ) 上手線 1992 3.1 5.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小林３号橋 (ｺﾊﾞﾔｼ3ｺﾞｳｷｮｳ) 関谷小林線 1997 2.3 4.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

田谷１号橋 (ﾀﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田谷４号線 不明 2.4 8.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

猫足橋 (ﾈｺｱｼﾊﾞｼ) 猫足線 1992 2.5 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

久保１号橋 (ｸﾎﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中野桑原線 不明 3.0 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

久保２号橋 (ｸﾎﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 久保２号線 不明 3.5 2.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

堀内橋 (ﾎﾘｳﾁﾊﾞｼ) 堀ノ内桑原線 不明 4.0 2.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

堰口橋 (ｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 岩脇萱中線 不明 3.9 5.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

関谷橋 (ｾｷﾔﾊﾞｼ) 岩脇萱中線 1987 2.7 8.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

和山橋 (ﾜﾔﾏﾊﾞｼ) 安養寺野尻線 1999 3.2 9.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ
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（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

久名畑１号橋 (ｸﾅﾊﾞﾀｹ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大野線 2004 3.1 9.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 前田５号線 不明 2.4 6.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

上富岡３号橋 (ｶﾐﾄﾐｵｶ3ｺﾞｳｷｮｳ) 上富岡１号線 不明 5.1 3.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

上富岡１号橋 (ｶﾐﾄﾐｵｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中井下欠線 不明 2.8 12.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

下富岡橋 (ｼﾓﾄﾐｵｶﾊﾞｼ) 長洞１号線 不明 3.6 2.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

長洞橋 (ﾅｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 長谷堂長洞線 不明 3.5 4.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大野１号橋 (ｵｵﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大野線 不明 2.5 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

刈山１号橋 (ｶﾘﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 刈山線 1993 5.1 5.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

刈山２号橋 (ｶﾘﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 刈山線 不明 3.2 3.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

柿ノ木沢５号橋 (ｶｷﾉｷｻﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 権現堂１号線 不明 2.0 5.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

柿ノ木沢２号橋 (ｶｷﾉｷｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 柿ノ木沢線 不明 2.3 5.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

柿ノ木沢４号橋 (ｶｷﾉｷｻﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 吉野森線 不明 2.4 4.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

内ノ目１号橋 (ｳﾁﾉﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 内ノ目４号線 不明 2.2 3.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

内ノ目２号橋 (ｳﾁﾉﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 内ノ目４号線 不明 3.4 3.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宇津野沢１号橋 (ｳﾂﾉｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 盛中央線 不明 3.3 8.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宇津野沢２号橋 (ｳﾂﾉｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 宇津野沢御山下線 不明 2.5 4.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宇津野沢３号橋 (ｳﾂﾉｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 宇津野沢２号線 不明 3.1 4.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宇津野沢４号橋 (ｳﾂﾉｻﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 宇津野沢８号線 不明 3.6 3.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宇津野沢５号橋 (ｳﾂﾉｻﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 宇津野沢６号線 不明 3.3 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

御山下４号橋 (ｵﾔﾏｼﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 御山下７号線 不明 4.3 3.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

田茂山橋 (ﾀﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 盛中央線 不明 4.6 7.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

御山下２号橋 (ｵﾔﾏｼﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 御山下５号線 2004 3.9 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

中道下１号橋 (ﾅｶﾐﾁｼﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 内ノ目田中島線 2002 3.5 10.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

田中島１号橋 (ﾀﾅｶｼﾞﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 内ノ目田中島線 1999 2.1 10.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

下舘下橋 (ｼﾓﾀﾃｼﾀﾊﾞｼ) 盛中央線 不明 3.0 8.4 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宇津野沢沢川橋 (ｳﾂﾉｻﾜｻﾜｶﾜﾊﾞｼ) 宇津野沢沢川線 不明 2.0 19.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

引木橋 (ﾋｷｷﾞﾊﾞｼ) 後ノ入線 不明 3.0 3.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

善金橋 (ﾖｼｶﾈﾊﾞｼ) 野々田川口橋線 不明 3.6 11.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 後ノ入線 不明 3.2 6.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

湯舟沢１号橋 (ﾕﾌﾈｻﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 湯船沢線 不明 4.6 3.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

湯舟沢２号橋 (ﾕﾌﾈｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 後ノ入７号線 1989 3.3 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

湯舟沢３号橋 (ﾕﾌﾈｻﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 後ノ入左岸線 1997 3.0 11.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小森橋 (ｺﾓﾘﾊﾞｼ) 前田線 不明 2.4 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大洞２号橋 (ｵｵﾎﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 舞良線 不明 2.5 5.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

生形１号橋 (ｵｲｶﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 跡浜山口線 不明 3.8 4.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大洞１号橋 (ｵｵﾎﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大洞線 不明 3.8 3.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

合足１号橋 (ｱｯﾀﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 合足線 不明 5.0 7.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

清水１号橋 (ｼｽﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 蛸ノ浦清水線 不明 2.4 16.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

鳥沢橋 (ﾄﾘｻﾜﾊﾞｼ) 鳥沢線 不明 2.1 4.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

千丸橋 (ｾﾝﾏﾙﾊﾞｼ) 千丸線 不明 2.5 6.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

地ノ森１号橋 (ｼﾞﾉﾓﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 地ノ森野々田線 不明 3.3 11.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ
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地ノ森２号橋 (ｼﾞﾉﾓﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 地ノ森５号線 不明 2.0 5.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

地ノ森３号橋 (ｼﾞﾉﾓﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 地ノ森野々田線 不明 2.7 10.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

地ノ森５号橋 (ｼﾞﾉﾓﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ) 新田５号線 不明 2.5 6.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

新田２号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 新田４号線 不明 3.6 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

新田３号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 新田５号線 不明 2.2 5.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

仁田橋 (ﾆﾀﾊﾞｼ) 山馬越２号線 1993 4.0 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大船渡小学校前橋 (ｵｵﾌﾅﾄｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 大船渡小学校線 不明 2.3 6.1 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

笹崎３号橋 (ｻｻｻﾞｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 笹崎７号線 不明 2.8 2.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

一の渡橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 山馬越２号線 不明 5.0 3.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

永沢５号橋 (ﾅｶﾞｻﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 大船渡中学校線 不明 2.2 4.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

永沢１号橋 (ﾅｶﾞｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 永沢線 不明 2.4 3.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

永沢２号橋 (ﾅｶﾞｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 永沢線 不明 2.6 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

永沢３号橋 (ﾅｶﾞｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 永沢３号線 不明 2.5 6.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

永沢４号橋 (ﾅｶﾞｻﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 笹崎下船渡線 不明 2.5 6.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

永沢６号橋 (ﾅｶﾞｻﾜ6ｺﾞｳｷｮｳ) 永沢５号線 不明 2.5 7.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

下平橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾞｼ) 宮ノ前下平線 不明 3.7 3.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

砂子前２号橋 (ﾕﾅｺﾞﾏｴ2ｺﾞｳｷｮｳ) 宮ノ前下平２号線 不明 2.4 5.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

砂子前１号橋 (ﾕﾅｺﾞﾏｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 宮ノ前下平線 不明 2.5 5.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 宮ノ前上平山手線 不明 2.1 5.8 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

下船渡１号橋 (ｼﾓﾌﾅﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下船渡海岸線 1990 3.4 7.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

下船渡２号橋 (ｼﾓﾌﾅﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下船渡海岸２号線 不明 2.4 2.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

下船渡３号橋 (ｼﾓﾌﾅﾄ3ｺﾞｳｷｮｳ) 下船渡１号線 不明 2.9 2.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

下船渡４号橋 (ｼﾓﾌﾅﾄ4ｺﾞｳｷｮｳ) 下船渡５号線 不明 2.7 4.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

下船渡５号橋 (ｼﾓﾌﾅﾄ5ｺﾞｳｷｮｳ) 下船渡６号線 不明 2.5 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

猪頭１号橋 (ｲﾉｶﾞｼﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 猪頭鷹頭線 不明 3.0 4.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

猪頭２号橋 (ｲﾉｶﾞｼﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 猪頭鷹頭線 不明 7.4 5.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

猪頭３号橋 (ｲﾉｶﾞｼﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 猪頭鷹頭線 不明 3.0 6.2 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

細浦橋 (ﾎｿｳﾗﾊﾞｼ) 細浦駅前線 不明 2.5 3.7 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

神坂橋 (ｶﾐｻｶﾊﾞｼ) 神坂線 不明 2.8 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小細浦４号橋 (ｺﾎﾞｿｳﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ) 小細浦線 不明 2.5 4.3 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

小細浦２号橋 (ｺﾎﾞｿｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小細浦線 不明 4.0 7.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小細浦３号橋 (ｺﾎﾞｿｳﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 山岸海岸線 不明 3.1 8.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

山岸橋 (ﾔﾏｷﾞｼﾊﾞｼ) 小細浦線 不明 2.4 3.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

相生橋 (ｱｲｵｲﾊﾞｼ) 小細浦平林線 不明 2.3 7.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 平林山岸線 不明 2.2 3.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

寅甲塚橋 (ﾄﾗｺｳﾂﾞｶﾊﾞｼ) 平林山岸線 不明 2.1 3.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

畑中橋 (ﾊﾀﾅｶﾊﾞｼ) 平林線 不明 3.3 4.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

小河原橋 (ｺｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 大豆沢９号線 不明 2.8 2.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

大田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 大田小田線 不明 3.5 2.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

門之浜橋 (ｶﾄﾞﾉﾊﾏﾊﾞｼ) 沢内線 不明 2.8 6.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

泊里１号橋 (ﾄﾏﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 泊里１号線 不明 3.7 2.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ
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泊里２号橋 (ﾄﾏﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 泊里３号線 不明 3.6 2.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

泊里３号橋 (ﾄﾏﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 泊里５号線 不明 3.8 1.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅰ

泊里４号橋 (ﾄﾏﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 泊里１０号線 不明 2.2 3.9 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

泊里５号橋 (ﾄﾏﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ) 泊里１０号線 不明 2.5 2.5 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

泊里６号橋 (ﾄﾏﾘ6ｺﾞｳｷｮｳ) 泊里７号線 不明 4.6 6.0 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅲ

石浜橋 (ｲｼﾊﾏﾊﾞｼ) 丸森石浜線 不明 5.3 6.6 大船渡市 岩手県 大船渡市 Ⅱ

松園橋 (ﾏﾂｿﾞﾉﾊﾞｼ) 日居城野・地森線 1977 57.3 4.0 花巻市 岩手県 花巻市 Ⅲ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 四日町・山居線 1977 57.8 9.0 花巻市 岩手県 花巻市 Ⅲ

館山橋 (ﾀﾃﾔﾏﾊﾞｼ) 向線 1976 42.4 2.5 花巻市 岩手県 花巻市 Ⅱ

黒森橋 (ｸﾛﾓﾘﾊﾞｼ) 黒森開拓線 1976 49.3 4.0 花巻市 岩手県 花巻市 Ⅱ

大堤橋 (ｵｵﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 大堤北線 1977 42.0 12.5 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

鬼柳橋 (ｵﾆﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 相去三十人町線 1977 62.0 7.0 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

上鬼柳橋 (ｶﾐｵﾆﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 能登坂線 1977 86.9 6.0 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

藩境橋 (ﾊﾝｷﾖｳﾊﾞｼ) １０６３０９５号線 1977 46.5 4.5 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

新堤橋 (ｼﾝﾂﾂﾐﾊﾞｼ) １０７３００１号線 1977 41.7 6.0 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

藤沢橋 (ﾌｼﾞｻﾜﾊﾞｼ) ２１３３２６５号線 1975 54.8 6.0 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

北上広域農道橋 (ｷﾀｶﾐｺｳｲｷﾉｳﾄﾞｳｷﾖｳ) ２１３３２９８号線 1993 54.7 8.0 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

丸森橋 (ﾏﾙﾓﾘﾊﾞｼ) 市道小坪沢線 1967 7.5 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

桝内第2号橋 (ﾏｽﾅｲﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桝内線 不明 7.5 3.6 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西宿3号線 1982 7.4 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

大神橋 (ｵｵｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道小黒山1号線 不明 7.4 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

宝鏡橋 (ﾎｳｷｮｳﾊﾞｼ) 市道小黒山2号線 不明 7.4 3.6 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

黒木橋 (ｸﾛｷﾊﾞｼ) 市道小坪沢線 1973 7.3 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

山岸橋 (ﾔﾏｷﾞｼﾊﾞｼ) 市道上長部4号線 不明 7.3 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

下和野第2号橋 (ｼﾓﾜﾉﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下和野線 不明 7.3 3.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

的場第1号橋 (ﾏﾄﾊﾞﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道的場2号線 不明 7.3 3.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道小坪沢線 1972 7.2 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

新茶屋橋 (ｼﾝﾁｬﾔﾊﾞｼ) 市道小黒山1号線 不明 7.2 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

前志田橋 (ﾏｴｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西宿2号線 1959 7.1 3.6 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

つるきり橋 (ﾂﾙｷﾘﾊﾞｼ) 市道黒森線 不明 7.0 4.5 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

金屋敷橋 (ｶﾅﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道金屋敷1号線 1983 7.0 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

松の倉第2号橋 (ﾏﾂﾉｸﾗﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道梅木線 不明 6.7 3.5 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

平栗第1号橋 (ﾋﾗｸﾞﾘﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道舞出5号線 不明 6.7 3.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

飯森第2号橋 (ｲｲﾓﾘﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道信内飯森線 不明 6.6 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

西宿橋 (ﾆｼｼﾞｭｸﾊﾞｼ) 市道三日市本宿線 不明 6.6 5.5 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

桝内第3号橋 (ﾏｽﾅｲﾀﾞｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桝内線 不明 6.5 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

下和野第1号橋 (ｼﾓﾜﾉﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下和野5号線 不明 6.5 3.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

清水川第1号橋 (ｼﾐｽﾞｶﾞﾜﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清水川第2号線 不明 6.5 2.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅰ

小泉第4号橋 (ｺｲｽﾞﾐﾀﾞｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小泉2号線 不明 6.3 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

西風澤橋 (ﾅﾗｲｻﾜﾊﾞｼ) 市道小坪沢線 1973 6.3 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

桝内第1号橋 (ﾏｽﾅｲﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道金屋敷線 不明 6.3 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ
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佐野橋 (ｻﾉﾊｼ) 市道佐野線 1983 6.3 5.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

保呂羽第2号橋 (ﾎﾛﾜﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浜田線 不明 6.2 5.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

志田橋 (ｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道浜田1号線 不明 6.2 4.3 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

上壺第2号橋 (ｶﾐﾂﾎﾞﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上壺3号線 不明 6.1 3.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

松の倉第1号橋 (ﾏﾂﾉｸﾗﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道梅木線 不明 5.9 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

白糸橋 (ｼﾗｲﾄﾊﾞｼ) 市道馬越線 不明 5.8 4.9 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

福伏橋 (ﾌｯﾌﾟｼﾊｼ) 市道長部線 1972 5.7 5.5 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

松の下橋 (ﾏﾂﾉｼﾀﾊｼ) 市道浜田線 不明 5.7 5.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

袋沢第2号橋 (ﾌｸﾛｻﾜﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道金成袋沢線 不明 5.6 5.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

十日市場第1号橋 (ﾄｵｶｲﾁﾊﾞﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大畑十日市場線 不明 5.5 4.0 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅲ

山谷橋 (ﾔﾏﾔﾊﾞｼ) 市道本宿線 不明 5.5 3.6 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

西風橋 (ﾅﾗｲﾊﾞｼ) 市道通岡線 不明 5.5 3.3 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

下宿橋 (ｼﾓｼﾞｭｸﾊﾞｼ) 市道下宿4号線 不明 5.4 6.1 陸前高田市 岩手県 陸前高田市 Ⅱ

上の山橋 (ｳｴﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 曲田上の山線 1981 44.3 5.0 八幡平市 岩手県 八幡平市 Ⅲ

七時雨橋 (ﾅﾅｼｸﾞﾚﾊﾞｼ) 下愛宕線 1989 79.1 4.0 八幡平市 岩手県 八幡平市 Ⅲ

曲田橋 (ﾏｶﾞﾀﾊﾞｼ) 上の山２号線 1983 43.5 5.0 八幡平市 岩手県 八幡平市 Ⅱ

根久保橋 (ﾈｸﾎﾞﾊｼ) 市道五道ヶ辻歌読線 1987 51.5 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

御簾野尾橋 (ﾐｿﾉｵﾊﾞｼ) 市道力石御免線 1968 72.7 5.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

館前橋 (ﾀﾃﾏｴﾊﾞｼ) 市道原体線 1998 45.6 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

亀の子橋 (ｶﾒﾉｺﾊﾞｼ) 市道佐野線 1970 56.0 3.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

下鴨ヶ崎橋 (ｼﾓｶﾓｶﾞｻｷﾊｼ) 市道梨ノ木線 1976 20.1 3.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅳ

広瀬大橋 (ﾋﾛｾｵｵﾊｼ) 市道下日向大曲線 1967 37.4 4.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

中ノ橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 市道中町中ノ橋線 1993 35.8 5.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

上堰橋 (ｳﾜｾﾞｷﾊﾞｼ) 市道上堰線 1970 40.9 2.2 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道北田苗代沢線 1970 40.8 3.2 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

下川辺橋 (ｼﾓｶﾜﾍﾞﾊｼ) 市道山の林線 1969 25.2 3.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

大森橋 (ｵｵﾓﾘﾊｼ) 市道大塚線 1973 31.2 4.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

砂子田橋 (ｽﾅｺﾞﾀﾞﾊｼ) 市道野砂子田線 1971 27.0 5.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

中野大橋 (ﾅｶﾉｵｵﾊｼ) 市道中野苗代沢線 1992 44.9 8.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

佐野大橋 (ｻﾉｵｵﾊｼ) 市道高畑佐野線 1983 108.0 12.8 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道中堰観音堂沖線 2001 61.0 16.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

下町橋 (ｼﾓﾏﾁﾊｼ) 市道中田線 2001 25.3 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 市道根岸栄町線 1994 44.0 12.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

阿部舘橋 (ｱﾍﾞﾀﾃﾊｼ) 市道本杉水神野線 1983 42.1 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

阿部舘歩道橋 (ｱﾍﾞﾀﾃﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道本杉水神野線 2003 41.6 3.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

目呂木橋 (ﾓｸﾛｷﾞﾊｼ) 市道北久保安久沢東線 1954 42.6 3.3 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

沼の沢橋 (ﾇﾏﾉｻﾜﾊｼ) 市道沼ノ沢線 1975 28.1 3.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

内屋敷橋 (ｳﾁﾔｼｷﾊｼ) 市道内屋敷線 1970 20.4 2.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

川端橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾊｼ) 市道綾織合子屋敷線 1994 35.0 5.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

箕輪橋 (ﾐﾉﾜﾊｼ) 市道苗圃線 1970 28.1 3.6 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

養ヶ森跨道橋 (ﾖｳｶﾞﾓﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道簾森陣場線 1976 41.3 4.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅰ
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二の沢橋 (ﾆﾉｻﾜﾊｼ) 市道二ノ沢線 1970 20.0 3.4 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

板子沢橋 (ｲﾀｺﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市道下北上野前沢赤坂線 1989 30.0 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

下赤堰橋 (ｼﾓｱｶｾﾞｷﾊﾞｼ) 市道下大畑平前四ツ屋線 1983 20.0 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

上鹿合橋 (ｶﾐｼｼｱﾜｾﾊﾞｼ) 市道上愛宕北中沢線 1970 91.0 3.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

大橋１号橋 (ｵｵﾊｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐布大橋線 1961 17.9 2.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

北赤堰１号橋 (ｷﾀｱｶｾﾞｷｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 市道岩洞沢北赤堰線 1962 16.0 3.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

関袋橋 (ｾｷﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ) 市道古戸大森２号線 1962 50.0 5.6 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

冨沢橋 (ﾄﾐｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道古戸大森２号線 2002 60.0 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

豊巻橋 (ﾄﾖﾏｷﾊﾞｼ) 市道大西岩ノ上線 1996 103.0 9.6 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

川西橋 (ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ) 市道徳沢噌味２号線 1996 150.0 9.3 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

南股橋 (ﾐﾅﾐﾏﾀﾊﾞｼ) 市道川内噌味線 1978 74.0 5.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

土屋橋 (ﾂﾁﾔﾊﾞｼ) 市道土屋線 1957 81.0 6.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

天土橋 (ｱﾏﾂﾁﾊﾞｼ) 市道天土線 1954 36.0 2.7 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅳ

苗代沢橋 (ﾅﾜｼﾛｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道苗代沢線 1985 41.0 5.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

青ヶ沢橋 (ｱｵｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市道夏梨１号線 1978 45.0 5.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

澱河橋 (ﾃﾞﾝｶﾞﾊﾞｼ) 市道澱河線 1975 42.0 5.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

楢原橋 (ﾅﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道楢原野崎線 1964 25.0 3.6 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

十文字橋 (ｼﾞﾕｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道和田黒田助線 1997 21.0 16.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

慶徳橋 (ｹｲﾄｸﾊﾞｼ) 市道川原田東広町線 1992 29.0 20.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅲ

河内橋 (ｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道十一ケ銘滝の沢線 2000 140.0 8.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

重任橋 (ｼｹﾞﾄｳﾊﾞｼ) 市道平六道線 1999 104.0 7.0 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

折居舘橋 (ｵﾘｲﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 市道折居舘線 1976 63.0 8.4 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

宮沢橋 (ﾐﾔｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道宮沢本線 1976 63.0 7.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

望み大橋 (ﾉｿﾞﾐｵｵﾊｼ) 市道横岳前山市野々前線 1996 260.0 6.5 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅱ

御堂新田１号橋 (ﾐﾄﾞｳｼﾝﾃﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 御堂新田線 不明 6.5 4.7 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

御堂新田２号橋 (ﾐﾄﾞｳｼﾝﾃﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 御堂新田線 不明 6.3 4.8 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

御堂新田３号橋 (ﾐﾄﾞｳｼﾝﾃﾞﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 御堂新田線 不明 9.3 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

朽木林１号橋 (ｸﾁｷﾊﾞﾔｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 鳥谷沢朽木林線 1985 3.9 5.5 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

御堂新田５号橋 (ﾐﾄﾞｳｼﾝﾃﾞﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 鳥谷沢朽木林線 不明 6.4 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

尾呂部橋 (ｵﾛﾍﾞﾊﾞｼ) 横沢高森線 1963 10.5 3.9 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 北上線 1968 5.2 3.5 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

ガンド沢線１号橋 (ｶﾞﾝﾄﾞｻﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) ガンド沢線 不明 4.2 4.5 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

宇別橋 (ｳﾍﾞﾂﾊﾞｼ) 尾呂部朽木林線 不明 5.6 5.5 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

古城橋 (ﾌﾙｼﾛﾊﾞｼ) 城山公園線 1979 12.9 4.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

新立橋 (ｼﾝﾀﾃﾊﾞｼ) 新立線 1985 10.1 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

相寅瀬橋 (ｱｲﾄﾗｾﾊﾞｼ) 白椛大渡線 1970 6.3 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

相寅瀬１号橋 (ｱｲﾄﾗｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白椛大渡線 不明 12.5 5.5 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

相寅瀬２号橋 (ｱｲﾄﾗｾﾆｺﾞｳｷｮｳ) 白椛大渡線 不明 12.0 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

万部橋 (ﾏﾝﾌﾞﾊﾞｼ) 白椛大渡線 2010 13.5 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

白椛大渡線１号橋 (ｼﾗｶﾊﾞｵｵﾜﾀﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白椛大渡線 不明 2.3 5.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅰ

赤杉橋 (ｱｶｽｷﾞﾊﾞｼ) 赤杉岩瀬張線 1951 5.6 3.8 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ



【岩手県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

行政区域
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

下大金沢橋 (ｼﾓｵｵｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 大金沢線 不明 6.5 3.6 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

大金沢橋 (ｵｵｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 引木線 1967 11.6 4.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

大坊橋 (ﾀﾞｲﾎﾞｳﾊﾞｼ) 舘線 1969 10.5 4.0 岩手町 岩手県 岩手町 Ⅱ

相合橋 (ｱｲｱｲﾊﾞｼ) 土井道合・赤坂裏線 1999 55.0 12.5 金ケ崎町 岩手県 金ケ崎町 Ⅱ

上荒巻橋 (ｶﾐｱﾗﾏｷﾊﾞｼ) 上荒巻1号線 1977 16.0 3.0 金ケ崎町 岩手県 金ケ崎町 Ⅲ

梨ヶ沢橋 (ﾅｼｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 町道福士線 不明 2.5 9.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

馬鞍橋 (ﾏｸﾞﾗﾊﾞｼ) 町道福士線 不明 8.0 6.3 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

瀬ヶ沢橋 (ｾｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 町道那智畑線 1962 11.7 5.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

神楽橋 (ｶｸﾗﾊﾞｼ) 町道白山・船石線 不明 2.7 6.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

羽々の下橋 (ﾊﾊﾞﾉｼﾀﾊﾞｼ) 町道石峠線 不明 2.5 7.6 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

第２繋橋 (ﾀﾞｲﾆﾂﾅｷﾞﾊﾞｼ) 町道新田・繋線 不明 6.4 7.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

せんげい橋 (ｾﾝｹﾞｲﾊﾞｼ) 町道新田・繋線 不明 3.1 4.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

長内橋 (ｵｻﾅｲﾊﾞｼ) 町道新田・繋線 不明 7.6 4.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

第２長内橋 (ﾀﾞｲﾆｵｻﾅｲﾊﾞｼ) 町道東山国有林線 1966 8.5 4.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 町道長内線 不明 6.5 5.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

高橋 (ﾀｶﾊﾞｼ) 町道新田・繋線 不明 6.6 4.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

神明橋 (ｼﾞﾝﾐｮｳﾊﾞｼ) 町道新田・下田名部線 不明 5.8 5.2 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

ミツチガイ橋 (ﾐﾂﾁｶﾞｲﾊﾞｼ) 町道下田名部線 不明 2.6 15.9 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

下田名部橋 (ｼﾓﾀﾅﾌﾞﾊﾞｼ) 町道田名部・新田線 1964 6.7 4.7 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

上田名部橋 (ｶﾐﾀﾅﾌﾞﾊﾞｼ) 町道田名部・新田線 不明 6.1 5.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

蟹洞沢橋 (ｶﾆﾎﾗｻﾜﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 不明 3.0 7.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

大場橋 (ｵｵﾊﾞﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 不明 2.6 7.2 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

第１木戸口橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾄﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道木戸口線 不明 4.7 8.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第２木戸口橋 (ﾀﾞｲﾆｷﾄﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道木戸口線 不明 2.6 4.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

堤橋 (ﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 町道勝山・山内線 不明 5.5 4.7 山田町 岩手県 山田町 Ⅳ

ヨクサ内橋 (ﾖｸｻﾅｲﾊﾞｼ) 町道日当線 1975 8.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

城戸ヶ沢橋 (ｷﾄﾞｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 町道日当線 1975 8.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

シッピョウス橋 (ｼｯﾋﾟﾖｳｽﾊﾞｼ) 町道泥淵線 不明 4.5 4.6 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

小種地橋 (ｺﾀﾈﾁﾊﾞｼ) 町道泥淵線 1978 10.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

内野橋 (ｳﾁﾉﾊﾞｼ) 町道内野線 不明 3.5 3.5 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

歩南沢橋 (ﾎﾅﾝｻﾜﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 1985 8.6 6.6 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

第３関口橋 (ﾀﾞｲｻﾝｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 1985 11.0 6.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第２関口橋 (ﾀﾞｲﾆｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 不明 9.5 6.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第１関口橋 (ﾀﾞｲｲﾁｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 不明 4.6 4.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

関口橋 (ｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道関口線 1985 8.2 6.5 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

沢山橋 (ｻﾜﾔﾏﾊﾞｼ) 町道関口線 1995 9.3 6.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

雲南橋 (ｳﾝﾅﾝﾊｼ) 町道川向線 不明 10.8 7.5 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊｼ) 町道川向北側１号線 2004 13.8 6.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

汐入橋 (ｼｵｲﾘﾊﾞｼ) 町道大沢海岸線 1969 12.5 6.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

永楽橋 (ｴｲﾗｸﾊｼ) 町道海岸線 不明 4.6 6.5 山田町 岩手県 山田町 Ⅳ

上永楽橋 (ｶﾐｴｲﾗｸﾊｼ) 町道海岸中通線 不明 6.0 4.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ



【岩手県】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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行政区域
橋梁名(フリガナ） 路線名
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橋長
（ｍ）
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西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊｼ) 町道川向・八幡線 不明 2.8 7.6 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第１長崎橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶﾞｻｷﾊｼ) 町道長崎二丁目４号線 不明 2.4 11.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

第２長崎橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾞｻｷﾊｼ) 町道長崎二丁目３号線 不明 2.4 11.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

細浦橋 (ﾎｿｳﾗﾊｼ) 町道跡浜・細浦線 不明 2.6 4.5 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

秀禅橋 (ｼｭｳｾﾞﾝﾊｼ) 町道大浦港北側線 不明 3.0 3.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

宿磯橋 (ｼｭｸｲｿﾊﾞｼ) 町道宿磯線 不明 4.3 7.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

小谷鳥橋 (ｺﾔﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 町道田の浜・小谷鳥線 不明 3.8 7.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

入江田橋 (ｲﾘｴﾀﾞﾊﾞｼ) 町道三浦医院前線 不明 2.9 5.7 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 町道船越２号線 不明 2.5 5.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

湾台跨線橋 (ﾜﾝﾀﾞｲｺｾﾝｷｮｳ) 町道前須賀・タブの木荘線 不明 13.6 7.9 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

山の内橋 (ﾔﾏﾉｳﾁﾊﾞｼ) 町道山の内港線 不明 3.2 5.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

越田橋 (ｺｼﾀﾊﾞｼ) 町道礼堂・根井沢線 1990 9.9 6.2 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第１新田橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 町道織笠・新田線 不明 7.3 5.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第２新田橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 町道織笠・新田線 不明 6.7 5.4 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

第３新田線 (ﾀﾞｲｻﾝｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 町道織笠・新田線 不明 2.8 3.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 町道礼堂・中野線 不明 4.0 4.3 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

萩野橋 (ﾊｷﾞﾉﾊﾞｼ) 町道馬指野２号線 1984 10.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

大滝沢橋 (ｵｵﾀｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 町道馬指野２号線 1985 5.3 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

日陰畑橋 (ﾋｶｹﾞﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 町道馬指野２号線 1985 10.8 4.7 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

白石橋 (ｼﾛｲｼﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 不明 6.3 6.1 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

第１落合橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 1964 11.8 4.6 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

本落合橋 (ﾎﾝｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 1975 11.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 1974 12.5 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅲ

大下橋 (ｵｵｼﾀﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 1974 10.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

曲沢橋 (ﾏｶﾞﾘｻﾜﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 1975 9.4 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

外山橋 (ｿﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 1972 11.2 4.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

北大滝橋 (ｷﾀｵｵﾀｷﾊﾞｼ) 町道織笠・外山線 不明 9.7 5.0 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

大沢川跨線橋 (ｵｵｻﾜｶﾞﾜｺｾﾝｷｮｳ) 町道森林公園線 不明 13.5 10.6 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

第４関口橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道豊間根・関口線 1989 11.4 6.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

一陽橋 (ｲﾁﾖｳﾊﾞｼ) 町道総合運動公園線 1989 13.3 8.2 山田町 岩手県 山田町 Ⅰ

第１繋橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾂﾅｷﾞﾊﾞｼ) 町道繋線 不明 6.0 7.8 山田町 岩手県 山田町 Ⅱ

こぶし橋 (ｺﾌﾞｼﾊﾞｼ) 岩崎外川目線 1985 74.6 9.8 軽米町 岩手県 軽米町 Ⅱ



【岩手県】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

西家第二トンネル ﾆｼｶﾀﾞｲﾆ 一般国道106号 1972 164 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

ほろ岩トンネル ﾎﾛｲﾜﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1972 295 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

箱石トンネル ﾊｺｲｼﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1978 273 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

柏木トンネル ｶｼﾜｷﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1978 376 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

川内トンネル ｶﾜｳﾁﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1978 405 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

下達曽部トンネル ｼﾓﾀｯｿﾍﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1977 997 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

小滝トンネル ｺﾀｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1978 246 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

大峠トンネル ｵｵﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道106号 1970 458 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅲ

当楽ﾄﾝﾈﾙ ｱﾃﾗｸﾄﾝﾈﾙ 一般国道107号 1973 214 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

大荒沢ﾄﾝﾈﾙ ｵｵｱﾗｻﾜﾄﾝﾈﾙ 一般国道107号 1962 300 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

笹ノ田ﾄﾝﾈﾙ ｻｻﾉﾀﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道343号 1973 400 岩手県 岩手県 一関市 Ⅲ

小峠トンネル ｺﾄｳｹﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道396号 1994 995 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅲ

赤金トンネル ｱｶｶﾞﾈﾄﾝﾈﾙ 一般国道397号 1990 855 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

滝ノ上トンネル ﾀｷﾉｳｴﾄﾝﾈﾙ 一般県道西山生保内線 1971 234.5 岩手県 岩手県 雫石町 Ⅱ

鳥ヶ沢ﾄﾝﾈﾙ ﾄﾘｶﾞｻﾜﾄﾝﾈﾙ 一般県道水海大渡線 1927 295.5 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅲ

第3号トンネル ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ 一般県道野田長内線 1955 15 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

浄土ヶ浜トンネル ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ 一般県道野田長内線 1955 90.4 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

安家隧道 ｱｯｶｽﾞｲﾄﾞｳ 一般県道安家玉川線 1956 36 岩手県 岩手県 野田村 Ⅱ

須麻古トンネル ｽﾏｺﾄﾝﾈﾙ 一般県道遠野東和自転車道 2002 55 岩手県 岩手県 遠野市 Ⅱ

近内トンネル ﾁｶﾅｲﾄﾝﾈﾙ 近内柵舘線 1987 316 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

花原市トンネル ｹﾊﾞﾗｲﾁﾄﾝﾈﾙ 花原市作見内線 1935 25.8 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅳ

宿トンネル ﾔﾄﾞﾄﾝﾈﾙ 宿女遊戸海岸線 1984 141 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

女遊戸ﾄﾝﾈﾙ ｵﾅﾂﾍﾟﾄﾝﾈﾙ 宿女遊戸海岸線 1984 105.3 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

養呂地隧道 ﾖｳﾛﾁｽﾞｲﾄﾞｳ 神田・佐羽根線 1969 94.5 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

丹敷トンネル ﾀﾝｼﾞｷﾄﾝﾈﾙ 丹敷線 不明 51 宮古市 岩手県 宮古市 Ⅲ

中山トンネル ﾅｶﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 市道黄海花藤線 1998 382 一関市 岩手県 一関市 Ⅲ

吉高トンネル ﾖｼﾀｶﾄﾝﾈﾙ 市道黄海花藤線 1998 571 一関市 岩手県 一関市 Ⅱ

深山トンネル ﾐﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 市道山谷平泉線 2010 123 一関市 岩手県 一関市 Ⅱ

桑ノ浜隧道 ｸﾜﾉﾊﾏｽﾞｲﾄﾞｳ 鵜住居７号線 1961 156 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

佐須トンネル ｻｽﾄﾝﾈﾙ 佐須１号線 1972 210 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

仮宿随道 ｶﾘﾔﾄﾞｽﾞｲﾄﾞｳ 鵜住居８号線 1969 230 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

大仮宿トンネル ｵｵｶﾘﾔﾄﾞﾄﾝﾈﾙ 仮宿線 1981 130 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅲ

唐丹さくらトンネル ﾄｳﾆｻｸﾗﾄﾝﾈﾙ 小白浜本郷線 2006 448 釜石市 岩手県 釜石市 Ⅱ

増沢トンネル ﾏｽｻﾞﾜﾄﾝﾈﾙ 市道増沢高堂線 1957 36 奥州市 岩手県 奥州市 Ⅳ

奥岩泉トンネル ｵｸｲﾜｲｽﾞﾐﾄﾝﾈﾙ 町道奥岩泉線 1970 790 岩泉町 岩手県 岩泉町 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



【岩手県】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

和賀仙人スノーシェッド ﾜｶﾞｾﾝﾆﾝｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1980 82.2 10.9 岩手県 岩手県 北上市 Ⅲ

当楽スノーシェッド ｱﾃﾗｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1987 81.5 9 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

大荒沢1号（１工区）スノーシェッ
ド

ｵｵｱﾗｻﾜｲﾁｺﾞｳｲﾁｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1977 227 7.3 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

大荒沢1号（2工区）スノーシェッ
ド

ｵｵｱﾗｻﾜｲﾁｺﾞｳﾆｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1972 64 8 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

大荒沢2号スノーシェッド ｵｵｱﾗｻﾜﾆｺﾞｳｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1979 91.5 7 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

杉名畑スノーシェッド ｽｷﾞﾅﾊﾀｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1982 128.2 7.5 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

百間平（1工区）スノーシェッド ﾋｬｯｹﾝﾋﾞﾗｲﾁｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1974 166 8.3 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

百間平（2工区）スノーシェッド ﾋｬｯｹﾝﾋﾞﾗﾆｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1985 123 7.8 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

百間平（3工区）スノーシェッド ﾋｬｯｹﾝﾋﾞﾗｻﾝｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1973 234 7.8 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

百間平（4工区）スノーシェッド ﾋｬｯｹﾝﾋﾞﾗﾖﾝｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1979 167.7 7.5 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅲ

沼袋スノーシェッド ﾇﾏﾌﾞｸﾛｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道281号 1993 473 9.85 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

大岩スノーシェッド ｵｵｲﾜｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国号397号 1994 130 8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅲ

漁止スノーシェッド ｷﾞｮﾄﾞﾒｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国号397号 1997 130 8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

椿山スノーシェッド ﾁﾝｻﾞﾝｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国号397号 2001 140 8.5 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

上の倉スノーシェッド ｶﾐﾉｸﾗｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国号397号 1993 90 8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅱ

赤防（1工区）スノーシェッド ｱｶﾎﾞｳｲﾁｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 主要地方道久慈岩泉線 1989 61 10.1 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

赤防（2工区）スノーシェッド ｱｶﾎﾞｳﾆｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 主要地方道久慈岩泉線 不明 97 8.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

赤防（3工区）スノーシェッド ｱｶﾎﾞｳｻﾝｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 主要地方道久慈岩泉線 1989 144 10.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

赤防（4工区）スノーシェッド ｱｶﾎﾞｳﾖﾝｺｳｸｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 主要地方道久慈岩泉線 1997 168 9.8 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

焼石スノーシェッド ﾔｹｲｼｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道397号 2003 33 9.8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

下甲地スノーシェッド ｼﾓｶｯﾁｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般国道397号 2012 110 8 岩手県 岩手県 奥州市 Ⅰ

片巣ロックシェッド ｶﾀｽﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道106号 不明 185 9.2 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅱ

大峠ロックシェッド ｵｵﾄｳｹﾞﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道106号 不明 46.8 8.7 岩手県 岩手県 宮古市 Ⅱ

岩谷ロックシェッド ｲﾜﾔﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道455号 不明 4.5 9.8 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

二升石１号ロックシェッド ﾆｼｮｳｲｼｲﾁｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道455号 不明 72 14 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

二升石2号ロックシェッド ﾆｼｮｳｲｼﾆｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道455号 不明 30 9.2 岩手県 岩手県 岩泉町 Ⅰ

大滝ロックシェッド ｵｵﾀｷﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道281号 不明 40 9.5 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅱ

仙人1号ロックシェッド ｾﾝﾆﾝｲﾁｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道283号 不明 67 9.6 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅱ

仙人2号（1工区）ロックシェッド ｾﾝﾆﾝﾆｺﾞｳｲﾁｺｳｸﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道283号 1987 40 9.5 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅱ

仙人2号（2工区）ロックシェッド ｾﾝﾆﾝﾆｺﾞｳﾆｺｳｸﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道283号 1985 40 7 岩手県 岩手県 釜石市 Ⅱ

和野山1号ロックシェッド ﾜﾉﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 主要地方道岩泉平井賀普代線 不明 161 10.8 岩手県 岩手県 普代村 Ⅱ

和野山2号ロックシェッド ﾜﾉﾔﾏﾆｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 主要地方道岩泉平井賀普代線 不明 159 10.5 岩手県 岩手県 普代村 Ⅲ

和野山3号ロックシェッド ﾜﾉﾔﾏｻﾝｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 主要地方道岩泉平井賀普代線 不明 78 10.1 岩手県 岩手県 普代村 Ⅱ

和野山4号ロックシェッド ﾜﾉﾔﾏﾖﾝｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 主要地方道岩泉平井賀普代線 不明 37 10.3 岩手県 岩手県 普代村 Ⅱ

百間平ロックシェッド ﾋｬｯｹﾝﾋﾞﾗﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般国道107号 1990 124 7.6 岩手県 岩手県 西和賀町 Ⅱ

大尻1号（仮）ロックシェッド ｵｵｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳ(ｶﾘ)ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般県道野田長内線 1983 7.5 6.3 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

大尻2号（仮）ロックシェッド ｵｵｼﾞﾘﾆｺﾞｳ(ｶﾘ)ﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般県道野田長内線 1984 10.8 6.7 岩手県 岩手県 久慈市 Ⅲ

大尻3号ロックシェッド ｵｵｼﾞﾘｻﾝｺﾞｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般県道野田長内線 1999 21.2 7.2 岩手県 岩手県 久慈市 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）



【岩手県】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

柳原町北立体交差 ﾔﾅｷﾞﾊﾗｷﾀﾘｯﾀｲｺｳｻ 上川原常盤台線 2006 11 16 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

柳原町南立体交差 ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾐﾅﾐﾘｯﾀｲｺｳｻ 上川原常盤台線 2006 10 16 北上市 岩手県 北上市 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）



【岩手県】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

湯沢歩道橋 ﾕｻﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道上米内湯沢線 1978 50 2.9 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅰ

城西歩道橋 ｼﾞｮｳｾｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道盛岡横手線 1969 61 1.9 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅰ

青物歩道橋 ｱｵﾓﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道盛岡環状線 1974 29 1.9 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅰ

木伏口歩道橋 ｷﾌｸｸﾞﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道盛岡停車場線 1968 52 3.45 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

桜城歩道橋 ｻｸﾗｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道盛岡停車場線 1968 117 2.8 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

津志田歩道橋 ﾂｼﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道上米内湯沢線 1979 79 2.65 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

青山歩道橋 ｱｵﾔﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道盛岡滝沢線 1969 60 1.9 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

永井歩道橋 ﾅｶﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道上米内湯沢線 1978 50 1.9 岩手県 岩手県 盛岡市 Ⅱ

北上横断歩道橋 ｷﾀｶﾐｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道相去飯豊線 1968 16.5 1.9 岩手県 岩手県 北上市 Ⅱ

八幡歩道橋 ﾊﾁﾏﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道中寺林犬渕線 1968 13.9 2 岩手県 岩手県 花巻市 Ⅱ

舘曽山線歩道橋 ﾀﾃｿﾔﾏｾﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 舘曽山線 1998 26 2 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

北上駅西線歩道橋 ｷﾀｶﾐｴｷﾆｼｾﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 北上駅西線 1985 10 2 北上市 岩手県 北上市 Ⅱ

行政区域
横断歩道橋名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

通路
幅員
（ｍ）



【機密性２】  判定区分Ⅳの構造物リスト（岩手県） 

○ 判定区分Ⅳの施設は、緊急措置（いずれも通行止め）を実施中 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

岩手県 
宮古市 

花原市ト
ンネル 

市道花原市作
見内線 

1935 覆工コンクリートのひび割れ 

岩手県 
奥州市 

増沢トン
ネル 

市道増沢高堂
線 

1957 覆工及び背面地山の崩落 

○道路附属物等 

○トンネル 

区分 状態 

Ⅰ  健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

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

Ⅲ  早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ  緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態 

※判定区分 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

岩手県 
大船渡市 

井戸洞1号
線 

市道井戸洞線 不明 
主桁の腐食、破断 
床版の腐食、破断 

岩手県 
大船渡市 

古峠橋 市道古峠線 不明 床版の抜け落ち 

岩手県 
大船渡市 

古峠3号橋 市道古峠線 不明 床版の破損、漏水、抜け落ち 

岩手県 
大船渡市 

黒森沢3号
橋 

市道黒森沢2号
線 

不明 床版の腐食、破断 

岩手県 
奥州市 

下鴨ヶ崎
橋 

市道梨ノ木線 1976 
床板のひび割れ、剥離、鉄筋露
出 

岩手県 
奥州市 

天土橋 市道天土線 1954 
橋台の変形・欠損 
橋脚の洗堀 

岩手県 
山田町 

堤橋 
町道勝山・山

内線 
不明 

床板の変形と欠損 
路面に凹凸 

岩手県 
山田町 

永楽橋 町道海岸線 不明 
主桁と床板のコンクリート剥離、
鉄筋露出 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

○橋梁 

資料⑥ 

該当なし 



【機密性２】  岩手県のＨ２７点検計画 資料⑦ 

＜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）

13,581 1,373 1,450 1,207 1,616

286 57 47 60 44

507 78 94 78 94

14,374 1,508 1,591 1,345 1,754

トンネル

道路附属物等

合計

道路施設

橋梁



【機密性２】  岩手県の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）

217 23 26 27 22

266 13 17 9 21

2,044 292 200 310 182

2,527 328 243 346 225

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】 

 

 

 

 

 

 

希望市町村 

 
 

町 

 点検実施コンサルタント 

点検業務を発注 

委託契約  
委託費+監理費 

【一括発注の概要】 

 （公財）岩手県土木技術振興協会 

 地域一括発注の進捗状況（岩手県） 資料⑧ 

・当面は施設数が多い橋梁を対象として実施予定。 
・点検要領、積算基準は、県の点検要領を使用予定。 
 （※H26.6に国が策定した自治体向け要領、積算基
準は使用しない） 
・調書作成にあたっては、国への提出様式も作成。 
・技術職員が少ない自治体を優先的に支援。 

村 市 

②土振協と各市町村が委託契約を締結 

①メンテナンス会議事務局で市町村の意向等をとりまとめ 

・市町村の意向と土振協の受託可能数量などに応じて、一括発注実
施市町村数をとりまとめ。 

③点検内容に応じ土振協と各市町村が変更契約 

⑤土振協による点検診断結果の確認・納品 

④点検結果について市町村と中間協議等を実施 

・交付金の交付決定を受けて各市町村と契約を締結。 
・コンサルタントに発注し業務に着手。 

・統一的な視点に立って、点検を実施し、診断結果をとりまとめ。 
・点検結果について各市町村と協議しながら診断結果を取りまとめ。 

・現地条件や点検方法の変更などがある場合は、変更契約を締結。 

前
年
度 

当
該
年
度 

※各市町村は、土木技術振興協会からの受託希望調査にもエントリーのこと。 

【一括発注の進め方】 【一括発注の前提条件】 

○市町村の人不足・技術力不足を補うため、市町村が実施する点検・診断の業務を（公財）岩手県土木技術振興
協会が受託することで、一括発注を実施。 

平成27年度の一括発注の実施状況 
 ○参加８市町村分について、市町村から受託、点検実施コンサルタントへの外部委託を発注、契約済。 



【機密性２】 

■地方自治体への支援（各種研修等） 

①道路構造物管理実務者研修 
 〈東北地方整備局〉 
 
対   象：自治体職員及び直轄職員 
 
目   的：地方公共団体の職員の技術力育成のため、 
       点検要領に基づく点検に必要な知識・ 
       技能等を取得するための研修。 
 
募集時期：４月～９月下旬 
 
 
 

【H27年度研修（実施・計画）】 
※Ｈ２７年度状況：延べ６４名の地方公共団体職員（４２県市町村）が受講予定 

研修名 開催時期 募集期限 受講（予定）者数 

橋梁初級Ⅰ ⅰ期 7/6～7/10 締切済 ７名 

トンネル初級 8/25～8/28 締切済 ７名 

橋梁初級Ⅰ ⅱ期 9/14～9/18 締切済 （４６名） 

橋梁初級Ⅱ 11/17～11/20 9/25 （４名） 

H27.8.20現在 

 H27年度研修（１／２） 資料⑨ 

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　



【機密性２】  H27年度研修（２／２） 

①メンテナンス研修：橋梁・トンネル 
  
対   象： 自公体職員及び直轄職員 
予定人数： １会場５０名程度 
時   期： １ ０月以降 
場   所：  調整中 
目   的： 道路施設の管理者または発注者として必要とする 
        知識を習得することを目的に、橋梁・トンネル等の 
         現場に赴き実点検を行って 頂く。 

②現場見学会：トンネル 
 
対   象： 一般市民 
予定人数： １会場３０名程度 
時   期： １０月以降 
場   所：  調整中 
目   的： 一般の方に、トンネルの長寿命化に向けた取組み 
        を理解して頂くことを目的に、コンクリートの損傷が 
        進むトンネル現場と、凍害に強い高品質なコンクリ 
        ートを施工しているトンネル現場を見学して頂く。 
 
 
 

資料⑨ 
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