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１．開 会

２．挨 拶

３．議事内容

(1)報告

H26年度 定期点検の取り組み状況

・メンテナンスサイクル 資料①

・道路メンテナンス年報（暫定版）資料②

・H26点検実施状況（地整版） 資料③④

・県内のH26点検結果 資料⑤

・県内判定区分Ⅳの構造物リスト 資料⑥

(2)議事

H27年度 定期点検の見通し

・県内のH27点検計画 資料⑦

(3)その他

・地域一括発注の進捗状況 資料⑧

・研修の開催状況 資料⑨

４．意見交換

５．閉 会
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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】  宮城県の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）＞ 

○ 宮城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5箇所（0.3%）あ
り、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は258箇所（14.2%）、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1,247箇所
（68.5%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 810 75 18 39 18 0

高速道路会社 494 51 14 32 5 0

宮城県 1,961 158 66 72 20 0

市町村 9,826 1,537 213 1,104 215 5

合計 13,091 1,821 311 1,247 258 5

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】  宮城県の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）＞ 

○ 宮城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5橋（0.3%）あり、また、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は250橋（14.2 %）、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1,208橋（68.8%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 609 74 18 39 17 0

高速道路会社 323 11 0 7 4 0

宮城県 1,788 148 66 66 16 0

市町村 9,714 1,524 210 1,096 213 5

合計 12,434 1,757 294 1,208 250 5

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】  宮城県の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）＞ 

○ 宮城県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は無し（0%)、また、判
定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は6本（30%）、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12本（60%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 21 1 0 0 1 0

高速道路会社 4 1 0 1 0 0

宮城県 50 10 0 6 4 0

市町村 43 8 2 5 1 0

合計 118 20 2 12 6 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】  宮城県の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）＞ 

○ 宮城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2箇所（4.5%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、
長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は27箇所（61.4%） 

※ H27.6月末時点 

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国 180 0 0 0 0 0

高速道路会社 167 39 14 24 1 0

宮城県 123 0 0 0 0 0

市町村 69 5 1 3 1 0

合計 539 44 15 27 2 0

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【宮城県（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 609 74 18 39 17 0

高速道路会社 323 11 0 7 4 0

宮城県 1,756 148 66 66 16 0

宮城県道路公社 32 0

仙台市 808 26 9 17 0 0

石巻市 1,082 62 1 56 5 0

塩竈市 20 7 2 4 1 0

気仙沼市 410 97 25 67 4 1

白石市 338 0

名取市 230 52 27 17 7 1

角田市 286 63 4 57 2 0

多賀城市 50 11 10 1 0 0

岩沼市 171 6 0 2 4 0

登米市 1,399 0

栗原市 858 102 12 77 13 0

東松島市 207 163 8 136 19 0

大崎市 913 254 23 124 106 1

蔵王町 102 36 2 30 4 0

七ヶ宿町 58 3 2 0 1 0

大河原町 107 26 0 24 2 0

村田町 99 3 0 3 0 0

柴田町 149 94 9 77 8 0

川崎町 60 0

丸森町 212 0

亘理町 433 202 52 135 13 2

山元町 239 0

松島町 64 0

七ヶ浜町 3 3 2 1 0 0

利府町 33 17 1 16 0 0

大和町 129 83 0 78 5 0

大郷町 76 0

富谷町 56 2 0 2 0 0

大衡村 64 0

色麻町 130 29 6 22 1 0

加美町 280 63 1 60 2 0

涌谷町 218 6 0 1 5 0

美里町 293 69 14 49 6 0

女川町 30 24 0 20 4 0

南三陸町 107 21 0 20 1 0

合計 12,434 1,757 294 1,208 250 5

資料⑤-2

管理者
判定区分内訳

点検実施数管理施設数



【宮城県（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 21 1 0 0 1 0

高速道路会社 4 1 0 1 0 0

宮城県 50 10 0 6 4 0

宮城県道路公社 0 0

仙台市 10 3 0 3 0 0

石巻市 4 0

塩竈市 3 0

気仙沼市 0 0

白石市 0 0

名取市 2 2 0 1 1 0

角田市 1 0

多賀城市 0 0

岩沼市 0 0

登米市 0 0

栗原市 3 0

東松島市 2 0

大崎市 2 0

蔵王町 0 0

七ヶ宿町 4 0

大河原町 1 0

村田町 0 0

柴田町 1 0

川崎町 2 0

丸森町 0 0

亘理町 0 0

山元町 0 0

松島町 5 0

七ヶ浜町 1 1 0 1 0 0

利府町 0 0

大和町 0 0

大郷町 0 0

富谷町 0 0

大衡村 0 0

色麻町 0 0

加美町 0 0

涌谷町 0 0

美里町 0 0

女川町 2 2 2 0 0 0

南三陸町 0 0

合計 118 20 2 12 6 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【宮城県（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 180 0 0 0 0 0

高速道路会社 167 39 14 24 1 0

宮城県 111 0

宮城県道路公社 12 0

仙台市 56 0

石巻市 2 0

塩竈市 1 1 0 1 0 0

気仙沼市 1 1 0 1 0 0

白石市 0 0

名取市 1 1 0 1 0 0

角田市 0 0

多賀城市 1 1 0 0 1 0

岩沼市 0 0

登米市 0 0

栗原市 0 0

東松島市 1 1 1 0 0 0

大崎市 1 0

蔵王町 1 0

七ヶ宿町 0 0

大河原町 0 0

村田町 0 0

柴田町 0 0

川崎町 0 0

丸森町 0 0

亘理町 0 0

山元町 0 0

松島町 0 0

七ヶ浜町 0 0

利府町 0 0

大和町 0 0

大郷町 0 0

富谷町 1 0

大衡村 1 0

色麻町 0 0

加美町 0 0

涌谷町 2 0

美里町 0 0

女川町 0 0

南三陸町 0 0

合計 539 44 15 27 2 0

資料⑤-2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【宮城県】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

名取大橋 (ﾅﾄﾘｵｵﾊｼ) 国道4号 1963 541 14 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅲ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 国道4号 1969 17 20 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅰ

苦竹第二こ道橋ランプ (ﾆｶﾞﾀｹﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1974 33 5 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

車橋（下） (ｸﾙﾏﾊﾞｼ) 国道4号 1960 20 14 東北地方整備局 宮城県 大和町 Ⅱ

車橋（上） (ｸﾙﾏﾊﾞｼ) 国道4号 1960 20 14 東北地方整備局 宮城県 大和町 Ⅰ

福田橋（下） (ﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1957 51 10 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅲ

福田橋（上） (ﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 国道45号 1971 54 11 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅰ

福田大橋（下） (ﾌｸﾀﾞｵｵﾊｼ) 国道45号 1971 112 11 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅲ

福田大橋（上） (ﾌｸﾀﾞｵｵﾊｼ) 国道45号 1957 109 11 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅲ

多賀城橋 (ﾀｶﾞｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 国道45号 1953 56 22 東北地方整備局 宮城県 多賀城市 Ⅱ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 国道45号 1962 17 7 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅰ

下立沢橋 (ｼﾓﾀﾂｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1971 17 11 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅱ

大畠橋 (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 国道45号 1971 17 9 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅰ

新桜橋 (ｼﾝｻｸﾗﾊﾞｼ) 国道45号 1970 23 7 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1967 20 8 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

神山川橋 (ｶﾐﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道45号 1986 52 12 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大沢第一橋 (ｵｵｻﾜﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 国道45号 1970 28 8 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

大沢第二橋 (ｵｵｻﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 国道45号 1970 23 7 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

赤井橋（下） (ｱｶｲﾊﾞｼ) 国道45号 1984 20 7 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅱ

増田川橋 (ﾏｽﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道4号 1992 34 12 東北地方整備局 宮城県 名取市 Ⅰ

新田こ道橋 (ﾆｯﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1963 7 10 東北地方整備局 宮城県 山元町 Ⅱ

六志橋 (ﾛｸｼﾊﾞｼ) 国道6号 1964 16 17 東北地方整備局 宮城県 岩沼市 Ⅲ

三本木大橋（上） (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｵｵﾊｼ) 国道4号 1970 196 10 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

三本木大橋（下） (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｵｵﾊｼ) 国道4号 1998 196 11 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

留場橋 (ﾄﾒﾊﾞﾊﾞｼ) 国道4号 1953 77 7 東北地方整備局 宮城県 栗原市 Ⅲ

名取橋 (ﾅﾄﾘﾊﾞｼ) 国道4号 1991 470 12 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

熊ケ根橋 (ｸﾏｶﾞﾈﾊﾞｼ) 国道48号 2005 138 14 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

成沢橋 (ﾅﾘｻﾜﾊﾞｼ) 国道47号 1963 56 7 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅲ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼ) 国道47号 1963 19 7 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾔﾊﾞｼ) 国道47号 1971 86 8 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅲ

大深沢橋 (ｵｵﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道47号 1962 100 9 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

名取大橋側道橋 (ﾅﾄﾘｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1979 541 3 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

愛宕橋側道橋（上） (ｱﾀｺﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1982 28 1 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

東橋側道橋（上） (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1970 17 1 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅱ

東橋側道橋（下） (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1970 17 1 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅲ

大畠橋側道橋（下） (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1971 17 1 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅰ

新桜橋側道橋（下） (ｼﾝｻｸﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1980 23 1 東北地方整備局 宮城県 南三陸町 Ⅱ

大沢橋側道橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1977 20 1 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大沢第二橋側道橋（下） (ｵｵｻﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 1978 23 1 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大沢第二橋側道橋（上） (ｵｵｻﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道45号 2001 27 2 東北地方整備局 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

名取第一号溝橋側道橋
(ﾅﾄﾘﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞ
ｳｷｮｳ)

国道4号 1961 6 2 東北地方整備局 宮城県 名取市 Ⅰ

名取第四号溝橋側道橋
（上）

(ﾅﾄﾘﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞ
ｳｷｮｳ)

国道4号 1963 5 2 東北地方整備局 宮城県 名取市 Ⅰ

名取第四号溝橋側道橋
（下）

(ﾅﾄﾘﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞ
ｳｷｮｳ)

国道4号 1963 5 2 東北地方整備局 宮城県 名取市 Ⅰ

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



【宮城県】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）

留場橋側道橋（下） (ﾄﾒﾊﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1971 77 1 東北地方整備局 宮城県 栗原市 Ⅱ

留場橋側道橋（上） (ﾄﾒﾊﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 1971 77 1 東北地方整備局 宮城県 栗原市 Ⅲ

水無橋側道橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道47号 1969 19 2 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅲ

大深沢橋側道橋 (ｵｵﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道47号 1973 108 1 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

滝岸こ道橋 (ﾀｷｷﾞｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道47号 2003 21 7 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

境川橋 (ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道47号 2003 40 7 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅰ

大谷橋側道橋 (ｵｵﾔﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道47号 1933 54 1 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅰ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1993 150 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅱ

高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1994 134 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅱ

旗沢橋 (ﾊﾀｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1993 160 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅲ

上小松橋 (ｶﾐｺﾏﾂﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1993 141 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅱ

赤井堀ランプ橋（ON） (ｱｶｲﾎﾞﾘﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 18 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅰ

赤井堀橋（上） (ｱｶｲﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 18 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅱ

崎山橋 (ｻｷﾔﾏﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2007 35 12 東北地方整備局 宮城県 石巻市 Ⅰ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2007 63 10 東北地方整備局 宮城県 石巻市 Ⅲ

山居沢橋 (ｻﾝｷｮｻﾜﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2007 96 10 東北地方整備局 宮城県 石巻市 Ⅱ

桃生IC橋 (ﾓﾉｳICｷｮｳ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2007 22 15 東北地方整備局 宮城県 石巻市 Ⅱ

鳴瀬奥松島大橋（上） (ﾅﾙｾｵｸﾏﾂｼﾏｵｵﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 411 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅲ

鳴瀬奥松島大橋（下） (ﾅﾙｾｵｸﾏﾂｼﾏｵｵﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 415 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅱ

荒川橋 (ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ) 国道4号 2007 33 8 東北地方整備局 宮城県 栗原市 Ⅰ

内南沢こ道橋 (ｳﾁﾐﾅﾐｻﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道4号 2007 33 13 東北地方整備局 宮城県 栗原市 Ⅱ

赤井堀ランプ橋（OFF） (ｱｶｲﾎﾞﾘﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 18 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅰ

赤井堀橋（下） (ｱｶｲﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 1996 18 9 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅰ

聖橋側道橋 (ﾋｼﾞﾘﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道48号 1968 23 4 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

木場跡橋 (ｷﾊﾞｱﾄﾊﾞｼ) 国道4号 1978 9 25 東北地方整備局 宮城県 仙台市 Ⅱ

蔵王大橋（上） (ｻﾞｵｳｵｵﾊｼ) 国道4号 2004 285 11 東北地方整備局 宮城県 蔵王町 Ⅰ

赤井橋（上） (ｱｶｲﾊﾞｼ) 国道45号 1984 10 11 東北地方整備局 宮城県 東松島市 Ⅲ

桃生北IC橋Aランプ橋 (ﾓﾉｳｷﾀICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2007 21 7 東北地方整備局 宮城県 石巻市 Ⅱ

桃生北IC橋 (ﾓﾉｳｷﾀICｷｮｳ) 国道45号(三陸縦貫自動車道) 2007 21 12 東北地方整備局 宮城県 石巻市 Ⅱ

李埣跨線橋 (ｽﾓｿﾞﾈｺｾﾝｷｮｳ) 国道108号 2012 163 11 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

新荒雄橋 (ｼﾝｱﾗｵﾊﾞｼ) 国道108号 2012 133 14 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅱ

折立橋 ｵﾘﾀﾃﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1975 72 7
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

水神橋 ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 48 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

水神橋 ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 48 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

種次橋 ﾀﾈﾂｷﾞﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 308 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅲ

種次橋 ﾀﾈﾂｷﾞﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 308 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅲ

藤田橋 ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 340 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅲ

藤田橋 ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 340 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅲ

猿候橋 ｴﾝｺｳﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1991 184 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 名取市 Ⅱ

猿候橋 ｴﾝｺｳﾊﾞｼ 国道6号（仙台東部道路） 1992 184 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 名取市 Ⅱ

北谷地橋 ｷﾀﾔﾁﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1976 30 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 大崎市 Ⅱ

北谷地橋 ｷﾀﾔﾁﾊﾞｼ 東北縦貫自動車道弘前線 1976 30 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 大崎市 Ⅱ



【宮城県】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

鳴子トンネル （ﾅﾙｺﾄﾝﾈﾙ） 国道47号 1970 225 東北地方整備局 宮城県 大崎市 Ⅲ

星野城トンネル (ﾎｼﾉｼﾞﾖｳﾄﾝﾈﾙ) 東北横断自動車道酒田線 1985 393
東日本高速道路
株式会社

宮城県 村田町 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）



【宮城県】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

築館6 ﾂｷﾀﾞﾃ6 東北縦貫自動車道弘前線 1977 26 7
東日本高速道路
株式会社

宮城県 栗原市 Ⅱ

築館7 ﾂｷﾀﾞﾃ7 東北縦貫自動車道弘前線 1977 15 7
東日本高速道路
株式会社

宮城県 栗原市 Ⅰ

築館9 ﾂｷﾀﾞﾃ9 東北縦貫自動車道弘前線 1977 24 7
東日本高速道路
株式会社

宮城県 栗原市 Ⅱ

築館33 ﾂｷﾀﾞﾃ33 東北縦貫自動車道弘前線 1978 50 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 栗原市 Ⅱ

名取8 ﾅﾄﾘ8 国道6号（仙台東部道路） 1994 55 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 名取市 Ⅱ

名取10 ﾅﾄﾘ10 国道6号（仙台東部道路） 1994 34 7
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

名取14 ﾅﾄﾘ14 国道6号（仙台東部道路） 1994 33 8
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅲ

仙台若林ＪＣＴ4 ﾜｶﾊﾞﾔｼJCT4 国道6号（仙台東部道路） 1994 39 8
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

仙台若林ＪＣＴ5 ﾜｶﾊﾞﾔｼJCT5 国道6号（仙台東部道路） 1994 15 8
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅰ

名取31 ﾅﾄﾘ31 国道6号（仙台東部道路） 1994 25 8
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

名取35 ﾅﾄﾘ35 国道6号（仙台東部道路） 1994 30 8
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

名取40 ﾅﾄﾘ40 国道6号（仙台東部道路） 1994 31 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

名取43 ﾅﾄﾘ43 国道6号（仙台東部道路） 1994 35 9
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

仙台東3-1 ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼ3-1 国道6号（仙台東部道路） 1994 32 16
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

仙台東5 ｾﾝﾀﾞｲﾋｶﾞｼ5 国道6号（仙台東部道路） 1994 56 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

仙台港北2 ｾﾝﾀﾞｲｺｳｷﾀ2 国道6号（仙台東部道路） 1994 34 15
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

今泉1 ｲﾏｲｽﾞﾐ1 国道6号（仙台南部道路） 1994 30 8
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

今泉11 ｲﾏｲｽﾞﾐ11 国道6号（仙台南部道路） 1994 25 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

長町3 ﾅｶﾞﾏﾁ3 国道6号（仙台南部道路） 1994 29 7
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅰ

長町5 ﾅｶﾞﾏﾁ5 国道6号（仙台南部道路） 1981 32 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

長町6 ﾅｶﾞﾏﾁ6 国道6号（仙台南部道路） 1981 11 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

多賀城3 ﾀｶﾞｼﾞｮｳ3
国道45号（三陸縦貫自動車道
（仙塩道路））

1997 35 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 利府町 Ⅱ

利府塩釜2 ﾘﾌｼｵｶﾞﾏ2
国道45号（三陸縦貫自動車道
（仙塩道路））

1997 35 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 利府町 Ⅱ

利府塩釜3 ﾘﾌｼｵｶﾞﾏ3
国道45号（三陸縦貫自動車道
（仙塩道路））

1997 29 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 利府町 Ⅱ

利府中3 ﾘﾌﾅｶ3
国道45号（三陸縦貫自動車道
（仙塩道路））

1997 27 10
東日本高速道路
株式会社

宮城県 利府町 Ⅱ

行政区域

施設名(フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【宮城県】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 2010 25
東日本高速道路
株式会社

宮城県 富谷町 Ⅰ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 2010 25
東日本高速道路
株式会社

宮城県 富谷町 Ⅰ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 2010 25
東日本高速道路
株式会社

宮城県 富谷町 Ⅰ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 1996 26
東日本高速道路
株式会社

宮城県 村田町 Ⅰ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 1996 25
東日本高速道路
株式会社

宮城県 村田町 Ⅱ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 1996 25
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅱ

道路情報提供装置 東北縦貫自動車道弘前線 2001 26
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅰ

道路情報提供装置
国道45号（三陸縦貫自動車道（仙塩
道路））

2010 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 利府町 Ⅰ

道路情報提供装置
国道45号（三陸縦貫自動車道（仙塩
道路））

2010 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 利府町 Ⅰ

道路情報提供装置 東北横断自動車道酒田線 1996 21
東日本高速道路
株式会社

宮城県 村田町 Ⅱ

道路情報提供装置 国道6号（仙台東部道路） 2010 24
東日本高速道路
株式会社

宮城県 名取市 Ⅰ

道路情報提供装置 国道6号（仙台東部道路） 1994 24
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅰ

道路情報提供装置 国道6号（仙台東部道路） 1994 24
東日本高速道路
株式会社

宮城県 仙台市 Ⅰ

道路情報提供装置 国道6号（仙台南部道路） 2001 11
東日本高速道路
株式会社

宮城県 名取市 Ⅰ

行政区域

施設名 路線名
設置年月
（西暦）

道路幅員
（ｍ）



【宮城県】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

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼ) 国道１０８号 1956 57.0 6.0 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅱ

白石街道橋 (ｼﾛｲｼｶｲﾄﾞｳ) 国道１１３号 1966 12.0 8.4 宮城県 宮城県 角田市 Ⅰ

石名坂橋 (ｲｼﾅｻﾞｶ) 国道２８６号 1969 30.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

元木橋 (ﾓﾄｷ) 国道２８６号 1969 35.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅲ

熊野橋 (ｸﾏﾉ) 国道２８６号 1969 30.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅰ

根岸橋 (ﾈｷﾞｼ) 国道２８６号 1969 45.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

新名乗橋 (ｼﾝﾅﾉﾘ) 国道２８６号 1980 43.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅲ

新落合橋 (ｼﾝｵﾁｱｲ) 国道２８６号 1980 41.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

新猪ノ沢橋 (ｼﾝｲﾉｻﾜ) 国道２８６号 1980 37.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

二階坂橋 (ﾆｶｲｻﾞｶ) 国道２８６号 1980 45.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

坂元橋 (ｻｶﾓﾄ) 国道２８６号 1980 40.0 9.2 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

三日町橋 (ﾐｯｶﾏﾁ) 国道３４２号 1957 4.0 10.5 宮城県 宮城県 登米市 Ⅰ

銭神橋 (ｾﾞﾆｶﾞﾐ) 国道３４６号 1969 2.0 11.7 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅰ

猪鼻橋 (ｲﾉﾊﾅ) 国道３４６号 1971 31.0 10.0 宮城県 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

向谷地橋 (ﾑｶｲﾔﾁ) 国道３４６号 1962 6.0 10.0 宮城県 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

赤江橋 (ｱｶｴ) 国道３４６号 1930 2.0 9.9 宮城県 宮城県 美里町 Ⅰ

荒堀橋 (ｱﾗﾎﾘ) 国道３４６号 1992 19.0 11.0 宮城県 宮城県 美里町 Ⅰ

田町橋 (ﾀﾏﾁ) 国道３４６号 1992 14.0 14.0 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

新涌谷大橋 (ｼﾝﾜｸﾔｵｵ) 国道３４６号 1991 212.0 13.5 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

不明橋（042-07） (ﾌﾒｲ(042-07) 国道３４６号 1991 5.0 11.0 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

無名橋（045-02） (ﾑﾒｲ(045-02) 国道３４６号 1988 3.0 12.3 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

不明橋（047-06） (ﾌﾒｲ(047-06) 国道３４６号 1989 3.0 16.5 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

黄金迫橋 (ｺｶﾞﾈﾊｻﾞﾏ) 国道３４６号 1993 3.0 17.5 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

大海崎橋 (ｵｵｶｲｻﾞｷ) 国道３４６号 1965 2.0 8.5 宮城県 宮城県 登米市 Ⅱ

菅の沢橋 (ｽｶﾞﾉｻﾜ) 国道３４６号 1958 3.0 8.0 宮城県 宮城県 涌谷町 Ⅰ

川面橋 (ｶﾜｽﾞﾗ) 国道３４６号 1965 3.0 9.0 宮城県 宮城県 登米市 Ⅱ

梨の木大橋 (ﾅｼﾉｷｵｵ) 国道３４６号 2003 71.0 11.5 宮城県 宮城県 登米市 Ⅱ

小滝沢橋 (ｺﾀｷｻﾜ) 国道３４７号 1986 27.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

中峰２号橋 (ﾅｶﾐﾈﾆｺﾞｳ) 国道３４７号 1988 40.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

滝ノ沢橋 (ﾀｷﾉｻﾜ) 国道３４７号 1986 45.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

内川橋 (ｳﾁｶﾜ) 国道３４７号 1972 42.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅲ

柳瀞桟道橋（027-02） (ﾔﾅｷﾞﾄﾛｻﾝﾄﾞｳ(027-02) 国道３４７号 不明 168.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

弁沢橋 (ﾜｷﾏｴｻﾜ) 国道３４７号 2007 17.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

小黒沢橋 (ｺｸﾞﾛｻﾜ) 国道３４７号 1966 30.0 7.5 宮城県 宮城県 加美町 Ⅱ

宇津野桟道橋（037-01） (ｳﾂﾉｻﾝﾄﾞｳ(037-01) 国道３４７号 不明 195.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

屏風岩橋 (ﾋﾞｮｳﾌﾞｲﾜ) 国道３４７号 2008 91.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

宇津野桟道橋（038-02） (ｳﾂﾉｻﾝﾄﾞｳ(038-02) 国道３４７号 不明 148.0 8.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

上野目江橋 (ｶﾐﾉﾒｴ) 国道３４７号 1938 2.0 8.5 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

高谷地橋 (ﾀｶﾔﾁ) 国道３４７号 1937 2.0 6.3 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ

渋井小西橋 (ｼﾌﾞｲｺﾆｼ) 国道３４７号 2008 5.0 12.8 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅰ

新渋井川橋 (ｼﾝｼﾌﾞｲｶﾞﾜ) 国道３４７号 2010 24.0 14.3 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅰ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞ) 国道３４７号 1966 3.0 9.7 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅱ

橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域



【宮城県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

川南新田西橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾆｼ) 国道３９８号 2000 5.0 15.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

新十五丁1号橋 (ｼﾝｼﾞｭｳｺﾞﾁｮｳｲﾁｺﾞｳ) 国道３９８号 2000 9.0 30.2 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

新十五丁2号橋 (ｼﾝｼﾞｭｳｺﾞﾁｮｳﾆｺﾞｳ) 国道３９８号 2000 5.0 17.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

川南新田東橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾋｶﾞｼ) 国道３９８号 1998 8.0 15.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

注入橋 (ﾁﾕｳﾆﾕｳ) 国道３９８号 1937 3.0 7.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

新岩沢橋 (ｼﾝｲﾜｻﾜ) 国道３９８号 1989 9.0 10.0 宮城県 宮城県 南三陸町 Ⅱ

油橋 (ｱﾌﾞﾗ) 国道３９８号 1938 3.0 14.4 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

赤井の目橋 (ｱｶｲﾉﾒ) 国道３９８号 1967 27.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

御前橋 (ｵﾝﾏｴ) 国道３９８号 1955 6.0 6.5 宮城県 宮城県 女川町 Ⅱ

指浜橋 (ｻｼﾊﾏ) 国道３９８号 1955 2.0 6.6 宮城県 宮城県 女川町 Ⅱ

草木大橋 (ｸｻｷｵｵ) 国道３９８号 1968 51.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

天ヶ沢桟道橋 (ｱﾏｶﾞｻﾜｻﾝﾄﾞｳ) 国道３９８号 2000 170.0 13.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

天ヶ沢橋 (ｱﾏｶﾞｻﾜ) 国道３９８号 1998 100.0 9.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

座主橋 (ｻﾞｽ) 国道３９８号 1965 188.0 13.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

呼沢橋 (ﾖﾊﾞﾘｻﾞﾜ) 国道３９８号 1983 80.0 8.0 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

山内橋 (ﾔﾏｳﾁ) 国道３９８号 1975 3.0 8.1 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

入釜谷橋 (ｲﾘｶﾏﾔ) 国道３９８号 1983 73.0 8.0 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

斜橋 (ﾅﾅﾒ) 国道３９８号 1952 4.0 3.9 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

三峰橋 (ﾐﾂﾐﾈ) 国道３９８号 1989 62.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

御番所大橋 (ｺﾞﾊﾞﾝｼｮｵｵ) 国道３９８号 1989 107.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

月浜橋（174-02） (ﾂｷﾊﾏ(174-02) 国道３９８号 1980 55.0 8.5 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

長塩谷一号橋 (ﾅｶﾞｼｵﾔｲﾁｺﾞｳ) 国道３９８号 1928 2.0 11.2 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅰ

嘉右衛門堀橋 (ｶｴﾓﾝﾎﾞﾘ) 国道３９８号 2007 8.0 15.0 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

菅刈橋 (ｽｶﾞｶﾘ) 国道４５７号 1987 46.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

本砂金橋 (ﾓﾄｲｻｺﾞ) 国道４５７号 1987 36.0 8.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅱ

永洞橋 (ｴｲﾄﾞｳ) 国道４５７号 1963 3.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁ) 国道４５７号 1965 20.0 6.0 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅲ

日照田橋 (ﾋﾃﾞﾘﾀ) 国道４５７号 1984 21.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀ) 国道４５７号 1975 3.0 7.7 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅱ

通丁橋（018-02） (ﾄｵﾘﾁｮｳ(018-02) 国道４５７号 不明 2.0 6.0 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅰ

馬場上橋 (ﾊﾞﾊﾞｶﾐ) 国道４５７号 1970 2.0 7.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔ) 国道４５７号 1957 4.0 9.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

堀の内橋 (ﾎﾘﾉｳﾁ) 国道４５７号 1974 3.0 9.3 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

芋窪橋 (ｲﾓﾉｸﾎﾞ) 国道４５７号 1954 59.0 4.4 宮城県 宮城県 川崎町 Ⅲ

小深田橋 (ｺﾌﾞｶﾀ) 国道４５７号 1955 5.0 10.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

茂庭大橋 (ﾓﾆﾜｵｵ) 国道４５７号 1959 6.0 10.6 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

茂庭小橋 (ﾓﾆﾜｺ) 国道４５７号 1949 2.0 10.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

岩ヶ崎橋 (ｲﾜｶﾞｻｷ) 国道４５７号 1937 73.0 8.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

上野橋 (ｳｴﾉ) 国道４５７号 1967 5.0 8.8 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

雷神橋 (ﾗｲｼﾞﾝ) 国道４５７号 1992 3.0 22.6 宮城県 宮城県 加美町 Ⅱ

笊屋敷橋 (ｻﾞﾙﾔｼｷ) 国道４５７号 1958 3.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

志田江橋 (ｼﾀﾞｴ) 国道４５７号 2001 6.0 12.0 宮城県 宮城県 加美町 Ⅰ



【宮城県】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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深川橋 (ﾌｶｶﾞﾜ) 国道４５７号 1973 22.0 12.8 宮城県 宮城県 加美町 Ⅱ

砂押橋 (ｽﾅｵｼ) 国道４５７号 1937 3.0 6.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

谷地下橋 (ﾔﾁｼﾓ) 国道４５７号 1951 2.0 6.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

谷地上橋 (ﾔﾁｶﾐ) 国道４５７号 1951 2.0 6.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

水門江橋 (ｽｲﾓﾝｴ) 国道４５７号 1966 3.0 10.0 宮城県 宮城県 色麻町 Ⅰ

新橋 (ｼﾝ) 国道４５７号 1958 42.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

駒馬橋 (ｺﾏﾊﾞ) 国道４５７号 1958 2.0 7.1 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

秋法橋 (ｱｷﾉﾘ) 国道４５７号 1935 5.0 6.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

舘前橋 (ﾀﾃﾏｴ) 国道４５７号 1960 6.0 9.3 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

千貫目橋 (ｾﾝｶﾞﾝﾒ) 国道４５７号 1965 4.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

箱渕橋 (ﾊｺﾌﾞﾁ) 国道４５７号 1986 41.0 7.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

権現堂橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄﾞｳ) 国道４５７号 1963 4.0 8.6 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

川台北橋 (ｶﾜﾀﾞｲｷﾀ) 国道４５７号 1955 2.0 8.2 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

明神橋 (ﾐﾖｳｼﾞﾝ) 国道４５７号 1935 2.0 7.2 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

小僧大橋 (ｺｿﾞｳｵｵ) 国道４５７号 1993 22.0 10.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

中野川橋 (ﾅｶﾉｶﾜ) 国道４５７号 1971 43.0 7.0 宮城県 宮城県 白石市 Ⅲ

風越橋 (ｶｻﾞｺｼ) 石巻鮎川線 1998 186.0 14.5 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

板倉橋（004-02） (ｲﾀｸﾗ(004-02) 中田栗駒線 1964 5.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

無名橋（027-02） (ﾑﾒｲ(027-02) 中田栗駒線 不明 3.0 9.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

百目木橋 (ﾄﾞﾒｷ) 中田栗駒線 1990 4.0 10.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

二枚橋 (ﾆﾏｲ) 中田栗駒線 1949 5.0 7.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

上野橋 (ｳｴﾉ) 大和松島線 1996 17.0 17.0 宮城県 宮城県 大郷町 Ⅰ

大河原街道橋 (ｵｵｶﾜﾗｶｲﾄﾞｳ) 亘理大河原川崎線 1968 7.0 7.0 宮城県 宮城県 角田市 Ⅰ

蛇沼橋 (ｼﾞｬﾇﾏ) 石巻鹿島台大衡線 1968 18.0 6.0 宮城県 宮城県 美里町 Ⅱ

佐太夫橋 (ｻﾀﾞﾕｳ) 石巻鹿島台大衡線 1969 31.0 6.0 宮城県 宮城県 東松島市 Ⅱ

三ツ橋 (ﾐﾂ) 栗駒岩出山線 1967 5.0 9.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

龍雲寺橋 (ﾘｭｳｳﾝｼﾞ) 栗駒岩出山線 1961 162.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

龍雲寺橋側道橋 (ﾘｭｳｳﾝｼﾞｿｸﾄﾞｳ) 栗駒岩出山線 2000 164.0 3.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

田川橋 (ﾀｶﾞﾜ) 栗駒岩出山線 1965 53.0 6.7 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

小牛田跨線橋 (ｺｺﾞﾀｺｾﾝ) 鹿島台高清水線 1990 178.0 11.0 宮城県 宮城県 美里町 Ⅰ

槻木大橋 (ﾂｷﾉｷｵｵ) 丸森柴田線 1995 778.0 10.8 宮城県 宮城県 柴田町 Ⅲ

横森橋 (ﾖｺﾓﾘ) 河南築館線 1963 4.0 5.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

熊狩橋 (ｸﾏｶﾞﾘ) 河南築館線 1938 3.0 7.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

梅木橋 (ｳﾒｷ) 河南築館線 1959 5.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

伊豆沢橋 (ｲｽﾞｻﾜ) 河南築館線 2002 3.0 9.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

黄金橋 (ｺｶﾞﾈ) 古川松山線 1960 8.0 9.7 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅰ

敷玉橋 (ｼｷﾀﾏ) 古川松山線 1952 113.0 5.5 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅱ

水貫橋 (ﾐｽﾞﾇｷ) 石巻河北線 1970 17.0 7.0 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

山神社橋 (ｻﾝｼﾞﾝｼﾞｬ) 築館登米線 2003 38.0 11.3 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

芋埣橋 (ｲﾓｿﾞﾈ) 築館栗駒公園線 1961 24.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

芋埣橋側道橋 (ｲﾓｿﾞﾈﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳ) 築館栗駒公園線 2007 28.0 3.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

下伊賀橋 (ｼﾓｲｶﾞ) 仙台三本木線 1975 4.0 13.0 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅰ
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原田橋 (ﾊﾗﾀﾞ) 仙台三本木線 1979 4.0 9.5 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅱ

大衡ＩＣ橋（上り線側） (ｵｵﾋﾗｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ) 大衡落合線 2010 36.7 6.8 宮城県 宮城県 大衡村 Ⅰ

藤屋敷跨道橋 (ﾌｼﾞﾔｼｷｺﾄﾞｳ) 岩出山上蝦沢線 1976 35.0 11.4 宮城県 宮城県 大崎市 Ⅱ

宿前橋 (ﾔﾄﾞﾏｴ) 田尻瀬峰線 1943 4.0 4.7 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

宿北入口橋 (ﾔﾄﾞｷﾀｲﾘｸﾁ) 田尻瀬峰線 1970 2.0 8.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

沖橋 (ｵｷ) 田尻瀬峰線 1954 6.0 6.8 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

嘉倉橋 (ｶｸﾗ) 若柳築館線 不明 3.0 7.5 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

木戸橋 (ｷﾄﾞ) 若柳築館線 1977 36.0 6.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

軍沢橋 (ｲｸｻｻﾞﾜ) 花山一迫線 1959 4.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

四ツ岩上橋 (ﾖﾂｲﾜｶﾐ) 花山一迫線 1959 2.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

四ツ岩中橋 (ﾖﾂｲﾜﾅｶ) 花山一迫線 1965 2.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

四ツ岩下橋 (ﾖﾂｲﾜｼﾓ) 花山一迫線 1958 5.0 8.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

三島橋 (ﾐｼﾏ) 栗駒金成線 1945 4.0 10.0 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

川南高架橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｺｳｶ) 有壁若柳線 1988 136.0 7.2 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

小積跨道橋 (ｺｽﾞﾐｺﾄﾞｳ) 牡鹿半島公園線 1969 12.0 7.3 宮城県 宮城県 女川町 Ⅱ

大原跨道橋 (ｵｵﾊﾗｺﾄﾞｳ) 牡鹿半島公園線 1969 13.0 7.4 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

跨道橋 (ｺﾄﾞｳ) 石巻女川線 1979 7.0 10.0 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅰ

白石跨道橋 (ｼﾛｲｼｺﾄﾞｳ) 南蔵王白石線 1973 59.0 7.0 宮城県 宮城県 白石市 Ⅱ

小豆島橋 (ｱｽﾞｷｼﾏ) 仙台館腰線 2004 26.0 16.0 宮城県 宮城県 名取市 Ⅱ

敷味４号線橋 (ｼｷｱｼﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝ) くりこま高原停車場伊豆沼線 不明 3.0 5.4 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅰ

小平跨道橋 (ｺﾀﾞｲﾗｺﾄﾞｳ) 角田山下線 2004 22.0 10.5 宮城県 宮城県 山元町 Ⅰ

無名橋（060-04） (ﾑﾒｲ) 国道３４６号 不明 2.0 12.0 宮城県 宮城県 登米市 Ⅰ

牛越橋 ｳｼｺﾞｴﾊﾞｼ 市道三居沢道線 1954 134.6 9.6 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

旭ヶ丘住宅南4号線1号橋 ｱｻﾋｶﾞｵｶｼﾞｭｳﾀｸﾐﾅﾐ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道旭ヶ丘住宅南4号線 1985 49.6 6.7 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

鶴ヶ谷荒巻青葉山（その1） ﾂﾙｶﾞﾔｱﾗﾏｷｱｵﾊﾞﾔﾏ(ｿﾉ1)ｾﾝﾊｼ
市道鶴ヶ谷荒巻青葉山線（そ
の１）線

1985 20.0 40.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

瞑想の松橋（下） ﾒｲｿｳﾉﾏﾂﾊｼ(ｼﾀ) 市道川内南小泉（その３）線 1986 47.5 14.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

瞑想の松橋（上） ﾒｲｿｳﾉﾏﾂﾊｼ(ｳｴ) 市道川内南小泉（その３）線 1986 47.5 14.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

旭ヶ丘橋 ｱｻﾋｶﾞｵｶﾊﾞｼ 市道旭ヶ丘住宅南９号線 1986 39.6 6.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

瓦橋 ｶﾜﾗﾊﾞｼ 市道川内南小泉線（その4） 1992 42.4 9.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

一本杉橋 ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾊﾞｼ 市道川内南小泉線（その4） 1992 33.5 9.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

小松島新堤橋 ｺﾏﾂｼﾏｼﾝﾂﾂﾐﾊﾞｼ 市道小松島1号線 2002 47.8 10.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

荒巻本沢大橋 ｱﾗﾏｷﾎﾝｻﾞﾜｵｵﾊｼ 県道大衡仙台線 2006 111.0 25.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

荒巻本沢三丁目跨道橋 ｱﾗﾏｷﾎﾝｻﾞﾜｻﾝﾁｮｳﾒｺﾄﾞｳｷｮｳ 市道荒巻泉線 2007 28.6 7.2 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

明仙橋 ﾒｲｾﾝﾊﾞｼ 市道向田線 1964 25.2 4.5 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

錦ケ丘橋 ﾆｼｷｶﾞｵｶﾊﾞｼ 県道秋保温泉愛子線 1988 37.4 26.5 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

開成橋 ｶｲｾｲﾊﾞｼ 市道愛子赤坂線 2001 146.0 14.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

中の坂橋 ﾅｶﾉｻｶﾊﾞｼ 市道中の坂線 1969 41.0 4.7 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

余目跨線橋 ｱﾏﾙﾒｺｾﾝｷｮｳ 県道今市福田線 1981 21.3 14.6 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

宮城野大橋 ﾐﾔｷﾞﾉｵｵﾊｼ 市道今市福田線 1999 376.1 21.3 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

大堤橋 ｵｵﾂﾞﾂﾐﾊﾞｼ 市道川内南小泉（その６） 2008 27.2 34.0 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

長命橋 ﾁｮｳﾒｲﾊﾞｼ 市道野村熊ノ林線 1961 45.1 1.9 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

加茂歩道橋 ｶﾓﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道加茂53号線 1983 57.8 3.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ
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中山２号橋 ﾅｶﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道中山106号線 1983 47.0 9.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

中山１号橋 ﾅｶﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道中山幹線4号線 1983 36.0 9.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

宝堰橋 ﾀｶﾗｾﾞｷﾊﾞｼ 市道宝堰前沼線 1984 124.1 8.2 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

将監ﾄﾝﾈﾙ連絡橋 ｼｮｳｹﾞﾝﾄﾝﾈﾙﾚﾝﾗｸｷｮｳ 県道仙台泉線 1998 302.5 7.5 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

実沢大橋 ｻﾈｻﾞﾜｵｵﾊｼ 市道荒巻根白石線 2000 234.0 18.8 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅱ

鈎取橋 ｶｷﾞﾄﾘﾊﾞｼ 市道鹿野人来田線 1955 14.7 7.5 仙台市 宮城県 仙台市 Ⅰ

牧山沢橋 ﾏｷﾞﾔﾏｻﾞﾜﾊﾞｼ
中埣橋石巻大橋伊原津一丁目
線

1973 7.3 10.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

伊原津橋 ｲﾊﾗﾂﾞﾊﾞｼ
中埣橋石巻大橋伊原津一丁目
線

1973 9.5 8.7 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

蛇田新橋１号橋 ﾍﾋﾞﾀｼﾝﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 田道町一・蛇田新橋線 1965 7.3 5.9 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

中堀４号橋 ﾅｶボリ4ｺﾞｳｷｮｳ 新下前沼青葉東１号線 不明 6.8 6.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

塩富大橋 ｼｵﾄﾐｵｵﾊｼ 塩富町二・七勺線 1983 8.5 8.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

志の畑１号橋 ｼﾉﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 志の畑１号線 不明 8.3 5.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

志の畑２号橋 ｼﾉﾊﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ 志の畑１号線 不明 6.6 3.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

小閘門橋 ｼｮｳｺｳﾓﾝﾊｼ 丸井戸曽波神線 1968 12.5 6.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

新堤橋 ｼﾝﾂﾂﾐﾊｼ 南経塚鹿又線 不明 7.3 7.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

蛇田小橋１号橋 ﾍﾋﾞﾀｺﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 丸井戸閘門線 不明 8.9 4.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

蛇田小橋２号橋 (ﾍﾋﾞﾀｺﾊﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 丸井戸閘門線 1984 14.5 4.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

新上沼２号橋 ｼﾝｶﾐﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 新下沼向陽町二丁目線 1975 9.5 6.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

新上沼１号橋 ｼﾝｶﾐﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ 新下沼向陽町二丁目線 1975 8.4 6.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

向陽町３号橋 ｺｳﾖｳﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ 向陽町中央１号線 不明 7.3 11.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

向陽町２号橋 ｺｳﾖｳﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ 向陽町一・五丁目線 不明 7.0 5.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

向陽町５号橋 ｺｳﾖｳﾁｮｳ5ｺﾞｳｷｮｳ 向陽町二・五丁目線 不明 7.1 10.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

向陽町６号橋 ｺｳﾖｳﾁｮｳ6ｺﾞｳｷｮｳ 向陽町二・新山崎線 不明 7.2 5.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

刈場橋 ｶﾘﾊﾞﾊｼ メ切曽波山線 不明 12.4 14.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅰ

向陽町１号橋 ｺｳﾖｳﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ
あけぼの一丁目自転車歩行者
道１号線

不明 7.0 1.7 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

深田橋 ﾌｶﾀﾞﾊｼ 福村南新沼向後線 不明 7.5 3.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

向陽町７号橋 ｺｳﾖｳﾁｮｳ7ｺﾞｳｷｮｳ 新下前沼・わかば三丁目線 不明 8.5 3.3 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

亀山橋 ｶﾒﾔﾏﾊｼ 井内大瓜線 不明 7.1 6.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

小友山橋 ｵﾄﾓﾔﾏﾊｼ 流留真野沢田線 不明 10.3 6.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

小塚橋 ｺﾂﾞｶﾊｼ 開北橋箕輪線 1979 7.3 4.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

五の坪橋 ｺﾞﾉﾂﾎﾞﾊｼ 明治橋稲井小・中学校線 1981 10.7 6.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

新小友橋 ｼﾝｵﾄﾓﾊｼ 沢田沼津線 不明 9.5 6.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

夷木橋 ｲﾎﾞｷﾊｼ 剣崎夷木線 不明 10.4 2.9 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

上台橋 ｼﾞｮｳﾀﾞｲﾊｼ 内亀山上宿線 不明 7.1 2.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅲ

四の坪橋 ｼﾉﾂﾎﾞﾊｼ 沢田沼津線 不明 8.6 3.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

平形３号橋 ﾋﾗｶﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ 平形山根１号線 不明 8.5 3.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

大草橋 ｵｵｸｻﾊｼ 大草清水線 1968 8.4 4.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

寺前２号橋 ﾃﾗﾏｴ2ｺﾞｳｷｮｳ 寺前１号線 1974 8.5 4.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

人留橋 ﾋﾄﾄﾒﾊﾞｼ 小島日影線 1981 9.2 3.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

八森山橋 ﾊﾁﾓﾘﾔﾏﾊﾞｼ 小島日影線 不明 7.1 3.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

日向２号橋 ﾋﾅﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ 日向１号線 1974 8.3 4.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

萱原橋 ｶﾔﾊﾞﾗﾊﾞｼ 萱原日影線 1981 8.0 4.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ



【宮城県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

横路橋 ﾖｺﾐﾁﾊｼ 水沼通学路線 不明 7.0 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

清水２号橋 ｼﾐｽﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 大草清水線 1981 9.9 6.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

宮下橋 ﾐﾔｼﾀﾊｼ 内原内山線 不明 8.0 5.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

中戈橋 ﾅｶﾋｷﾊｼ 内原内山線 不明 7.4 4.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅲ

水車橋 ｽｲｼｬﾊｼ 内原内山線 不明 7.7 3.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

若宮橋 ﾜｶﾐﾔﾊｼ 大沢１号線 不明 6.6 4.3 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅲ

沢田承水路第２号橋 ｻﾜﾀﾞｼｮｳｽｲﾛﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 平形山根２号線 不明 8.3 3.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊｼ 清水上谷地線 1968 7.4 4.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

寺前１号橋 ﾃﾗﾏｴ1ｺﾞｳｷｮｳ 中才大沢線 不明 8.5 4.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

道場橋 ﾄﾞｳﾊﾞﾊｼ 新館下１号線 不明 12.5 5.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

真野１号橋 ﾏﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ 新明神新赤坂線 不明 7.3 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

柳田橋 ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊｼ 新金棒１号線 1978 7.3 4.2 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

亀山橋 ｶﾒﾔﾏﾊｼ 新金棒１号線 1973 7.3 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

高木１号橋 ﾀｶｷﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 石崎日影線 不明 7.3 6.1 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

下新田橋 ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ 真野高木線 不明 7.4 8.6 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

上之間橋 ｳｴﾉﾏﾊﾞｼ 真野高木線 不明 7.3 8.7 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

島越前１号橋 ｼﾏｺｼﾏｴ1ｺﾞｳｷｮｳ 八軒馬鞍線 不明 5.8 5.8 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅲ

赤柴橋 (ｱｶｼﾊﾞﾊﾞｼ) 三輪田線 1960 5.9 4.5 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅲ

鶴家裏橋 ﾂﾙｶﾞｳﾗﾊﾞｼ 鶴家裏線 不明 8.2 2.7 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

鶴家西橋 ﾂﾙｶﾞﾆｼﾊｼ 鶴家西線 不明 9.5 5.3 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

一番江橋 ｲﾁﾊﾞﾝｴﾊｼ 一番江線 不明 10.4 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

二番江橋 ﾆﾊﾞﾝｴﾊｼ 二番江線 不明 10.4 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

五十五人１号橋 ｺﾞｼﾞｭｳｺﾞﾆﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 三番江南線 1977 9.4 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

五十五人２号橋 ｺﾞｼﾞｭｳｺﾞﾆﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 四番江北線 1997 9.4 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

五十五人３号橋 ｺﾞｼﾞｭｳｺﾞﾆﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 五番江線 不明 8.4 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

苗代橋 ﾅｴｼﾛﾊﾞｼ 苗代前二号線 不明 10.7 5.0 石巻市 宮城県 石巻市 Ⅱ

一本松大橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｵｵﾊｼ) 新富町貞山通線 1973 132.5 14.2 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅲ

Ａ橋 （ｴｰｷｮｳ） 伊保石須賀線 不明 4.4 11.4 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅱ

Ｂ橋 （ﾋﾞｰｷｮｳ） 石堂西玉川町線 不明 2.0 6.1 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 栄町二号線 1965 7.0 3.0 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅱ

Ｃ橋 （ｼｰｷｮｳ） 庚塚一号線 不明 2.5 2.6 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅰ

伊保石沢２号橋 (ｲﾎﾞｲｼｻﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 千賀の台三十三号線 2002 7.0 4.0 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅰ

Ｄ橋 （ﾃﾞｨｰｷｮｳ） 南錦町２号線 2003 4.9 6.0 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅱ

学園橋 (ｶﾞｸｴﾝﾊｼ) 津谷中道線 1997 84.8 12.3 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

明戸大橋 (ｱｹﾄﾞｵｵﾊｼ) 宿明戸線 1997 71.0 10.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

舘山大橋 （ﾀﾃﾔﾏｵｵﾊｼ) 古町四反田線 1982 69.0 10.3 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

新城大橋 (ｼﾝｼﾞｮｩｵｵﾊｼ) 本郷古町線 1994 62.9 12.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

袋川橋 (ﾌｸﾛｶﾜﾊｼ) 津谷中道線 1981 54.0 9.3 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊｼ) 表新城線 1969 45.4 8.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

小々尻橋 (ｺｺﾞｼﾘﾊｼ) 東中才西中才2号線 1987 43.1 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

松崎こ道橋 (ﾏﾂｻﾞｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 泥ノ木柳沢線 1988 42.0 9.5 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

風越跨道橋 (ｶｻﾞｺｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 風越赤崎線 1996 41.8 9.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ



【宮城県】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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東八幡前橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾁﾏﾝﾏｴﾊｼ) 東八幡前東中才線 1988 40.0 3.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 東中才西中才１号線 1984 38.4 6.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

岩月こ道橋 (ｲﾜﾂｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 千岩田宝ヶ沢線 1989 37.5 10.5 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

赤坂橋歩道橋 (ｱｶｻｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 三日町古町線 不明 35.5 2.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

尾持沢橋 (ｵﾓﾁｻﾞﾜﾊｼ) 尾持沢狩猟線 1974 28.9 4.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

東前橋 (ﾋｶﾞｼﾏｴﾊｼ) 八瀬川線 1999 35.1 12.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

栢の木橋 (ｶﾔﾉｷﾊｼ) 栢の木尾持沢線 1972 33.9 4.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

表山田橋 (ｵﾓﾃﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 表山田中沢線 不明 34.4 4.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

平貝橋 (ﾋﾗｶｲﾊｼ) 田中赤貝線 1998 34.0 14.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

両沢橋 (ﾘｮｳｻﾜﾊｼ) 上西測27号線 1977 32.9 3.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊｼ) 廿一線 1968 31.7 5.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

今朝磯陸橋 (ｲﾏｱｻﾘｸｷｮｳ) 今朝磯線 1971 31.6 4.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

赤岩こ道橋 (ｱｶｲﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 石兜3号線 1988 30.0 6.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

赤坂橋(1) (ｱｶｻｶﾊｼ) 三日町古町線 1954 29.1 7.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

赤坂橋（2） (ｱｶｻｶｼﾝﾊｼ) 三日町古町線 2004 29.0 5.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

八瀬橋 (ﾔｯｾﾊｼ) 切通西線 1980 28.4 5.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

下川内分館前1号橋 (ｼﾓｶﾜｳﾁﾌﾞﾝｶﾝﾏｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下川内分館前線 1981 27.2 5.7 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

松岩歩道橋 (ﾏﾂｲﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 五駄鱈2号線 1974 27.1 2.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

小金山橋 (ｺｶﾞﾈﾔﾏﾊｼ) 小金山寺線 1996 25.4 6.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

桜久保橋 (ｻｸﾗｸﾎﾞﾊｼ) 桜久保線 1980 22.9 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

権内橋 (ｺﾞﾝﾅｲﾊｼ) 八瀬川線 1962 22.0 5.6 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

新田松川橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾏﾂｶﾜﾊｼ) 本郷古町線 2001 21.8 12.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

門の下橋 (ﾓﾝﾉｼﾀﾊｼ) 門ノ下線 1980 20.0 4.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

一本杉橋 (ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾊｼ) 東中才11号線 不明 20.0 3.7 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 八瀬川線 1980 20.0 9.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大石倉橋 (ｵｵｲｼｸﾗﾊｼ) 柳沢牧沢線 1979 20.0 6.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

前浜跨線橋 (ﾏｴﾊﾏｺｾﾝｷｮｳ) 大谷浜区1号線 1940 19.7 7.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

百々橋 (ﾓﾓﾊｼ) 百々橋線 1976 19.5 3.3 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

清水前橋 (ｼﾐｽﾞﾏｴﾊｼ) 下八瀬線 1978 18.6 4.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

崖の尻橋 (ｶﾞｹﾉｼﾘﾊｼ) 崖の尻線 1980 18.0 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

長根山橋 (ﾅｶﾞﾈﾔﾏﾊｼ) 長根山尾田線 1972 18.5 4.5 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

向原こ線橋 (ﾑｶｲﾊﾗｺｾﾝｷｮｳ) 向原岩井崎線 1993 18.0 9.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大東1号橋 (ﾀﾞｲﾄｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大東本線 2002 17.7 6.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 横通線 1980 17.0 5.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

金取橋 (ｶﾅﾄﾘﾊｼ) 面瀬川線 1972 16.5 6.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

中瀬こ道橋 (ﾅｶｾｺﾄﾞｳｷｮｳ) 高谷4号線 1989 16.5 5.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

教学橋 (ｷｭｳｵｳｻﾜﾊｼ) 向畑線 1962 19.2 4.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

塚沢橋 (ﾂｶｻﾞﾜﾊｼ) 塚沢線 1974 15.5 4.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

妻前橋 (ﾂﾏﾏｴﾊｼ) 小沼線 1965 15.4 4.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

面瀬橋 （ｵﾓｾﾊｼ） 田中赤貝線 1969 15.4 5.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

川原1号橋 ｶﾜﾊﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ 港岩井崎線 不明 8.6 3.5 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

川合橋 ｶﾜｱｲﾊｼ 港岩井崎線 不明 5.0 3.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ
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丸森橋 ﾏﾙﾓﾘﾊｼ 萱原ノ沢線 不明 5.3 9.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

赤田橋 ｱｶﾀﾊｼ 萱原ノ沢線 不明 10.0 5.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

中瀬橋 ﾅｶｾﾊｼ 面瀬川線 不明 7.3 6.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

地蔵下橋 ｼﾞｿﾞｳｼﾓﾊｼ 羽田線 不明 7.1 4.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

地蔵上橋 ｼﾞｿﾞｳｶﾐﾊｼ 羽田線 不明 7.4 5.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

前田橋 ﾏｴﾀﾞﾊｼ 柳沢迎前田線 不明 12.0 6.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

みなと3号橋 ﾐﾅﾄｻﾝｺﾞｳﾊｼ 浜町西八幡町線 不明 5.7 6.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

黒沢橋 ｸﾛｻﾜﾊｼ 黒沢上西側線 不明 5.2 3.5 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

川崎橋 ｶﾜｻﾞｷﾊｼ 廿一線 1965 5.0 7.5 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

渡戸橋 ﾜﾀﾘﾄﾊｼ 渡戸線 不明 5.5 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

蜂喰橋 ﾊﾁｸｲﾊｼ 和野鹿ノ倉線 不明 11.4 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

小沼橋 ｺﾇﾏﾊｼ 小沼線 不明 7.3 4.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

金成沢橋 ｶﾝﾅﾘｻﾜﾊｼ 表新城線 不明 8.0 4.3 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

渋抜橋 ｼﾌﾞﾇｷﾊｼ 南郷5号線 不明 6.0 5.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

田柄橋 ﾀｶﾞﾗﾊｼ 後九条所沢線 不明 5.7 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

ヌカリ沢橋 ﾇｶﾘｻﾜﾊｼ 白石7号線 不明 7.0 3.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

鳥沢橋 ﾄﾘｻﾜﾊｼ 上東側16号線 不明 13.3 5.6 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

高判形橋 ﾀｶﾊﾝｷﾞｮｳﾊｼ 上東側16号線 不明 6.3 4.3 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

鳥沢5号橋 ﾄﾘｻﾜｺﾞｺﾞｳﾊｼ 上東側17号線 不明 5.2 3.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

上西側1号橋 ｶﾐﾆｼｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ 上西側3号線 不明 10.1 2.7 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

太郎沢橋 ﾀﾛｳｻﾜﾊｼ 上西側6号線 不明 11.5 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

道沢橋 ﾄﾞｳﾐﾁﾊｼ 上西側10号線 不明 10.0 2.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

己の口橋 ﾐﾉｸﾁﾊｼ 上西側21号線 不明 12.5 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

東中才橋 ﾋｶﾞｼﾅｶｻｲﾊｼ 東中才東八幡前橋 不明 5.8 4.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

新正橋 ｼﾝｾｲﾊｼ 東八幡前10号線 1979 5.3 4.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

万行沢上橋 ﾏﾝｷﾞｮｻﾜｶﾐﾊｼ 東八幡前中みなと町線 不明 5.2 4.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

刈米沢橋 ｶﾘｺﾒｻﾜﾊｼ 新浜町蔵底線 1998 13.5 5.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

中瀬1号橋 ﾅｶｾｲﾁｺﾞｳﾊｼ 高谷鶴巻線 不明 8.4 5.1 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

高谷橋 ﾀｶﾔﾊｼ 高谷松崎五駄鱈線 不明 8.0 4.7 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

上赤田橋 ｶﾐｱｶﾀﾊｼ 馬場上赤田線 不明 10.8 3.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

さい渕橋 ｻｲﾌﾞﾁﾊｼ 迎前田線 1975 13.5 3.8 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

大下橋 ｵｵｼﾀﾊｼ 四十二4号線 1989 10.2 3.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

物見1号橋 ﾓﾉﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ 上羽田3号線 不明 6.4 4.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

追分橋 ｵｲﾜｹﾊｼ 四十二物見2号線 不明 9.2 4.6 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

二本松橋 ﾆﾎﾝﾏﾂﾊｼ 四十二上金取線 不明 6.1 3.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

中瀬2号橋 ﾅｶｾﾆｺﾞｳﾊｼ 中瀬高谷線 1989 9.1 5.4 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

大萱2号橋 ｵｵｶﾔﾆｺﾞｳﾊｼ 大萱2号線 1998 10.0 5.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

新田橋 ﾆｯﾀﾊｼ 新田線 不明 9.4 3.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

鍋沢橋 ﾅﾍﾞｻﾜﾊｼ 鍋沢線 不明 9.8 3.6 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

鍛冶屋前橋 ｶｼﾞﾔﾏｴﾊｼ 早稲谷1号線 不明 8.8 8.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

横峰橋 ﾖｺﾐﾈﾊｼ 横峰入線 不明 7.1 3.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

馬籠橋 ﾏｺﾞﾒﾊﾞｼ 上野旧県道線 1963 15.0 4.7 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅳ
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大東2号橋 ﾀﾞｲﾄｳﾆｺﾞｳｷｮｳ 大東本線 1983 14.7 6.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

鳥居元橋 ﾄﾘｲﾓﾄﾊｼ 筋根線 1992 13.7 4.0 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

馬越戸橋 ﾏｺﾞｲﾄﾊｼ 馬越戸線 2001 14.6 6.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

大萱橋 ｵｵｶﾔﾊｼ 大萱2号線 1987 14.8 5.2 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅰ

小山橋 (ｵﾔﾏﾊﾞｼ) 増田野田線 不明 26.5 9.5 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

東大手橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾃﾊﾞｼ) 大手町中央線 1975 29.5 8.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

大手橋 (ｵｵﾃﾊﾞｼ) 植松田高線 1974 79.0 12.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 植松田高線 1928 4.5 11.7 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

手倉田ふれあい橋 (ﾃｸﾗﾀﾞﾌﾚｱｲﾊﾞｼ) 増田塩手線 2000 26.4 7.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

増田川上橋 (ﾏｽﾀﾞｶﾞﾜｶﾐﾊﾞｼ) 上水門火の見線 1994 25.3 6.2 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

増田西大橋 (ﾏｽﾀﾞﾆｼｵｵﾊｼ) 名取駅西線 2000 34.6 21.9 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

猫塚橋 (ﾈｺﾂﾞｶﾊﾞｼ) 鹿島猫塚線 不明 50.7 16.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

関ノ下橋 (ｾｷﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市役所通り線 不明 12.0 20.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

堰根橋 (ｾｷﾈﾊﾞｼ) 堰根8号線 1994 21.4 3.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

鍋沼１号橋 (ﾅﾍﾞﾇﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鍋島鰻子線 1980 10.2 7.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

広浦貞山橋 (ﾋﾛｳﾗﾃｲｻﾞﾝﾊﾞｼ) 小塚原中央線 2000 59.0 16.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

鈴木堀１号橋 (ｽｽﾞｷﾎﾞｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 北釜線 1978 19.3 8.4 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

鈴木堀１号橋（歩道橋） (ｽｽﾞｷﾎﾞﾘ1ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 北釜線 1987 13.8 2.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

寺野大橋 (ﾃﾗﾉｵｵﾊﾞｼ) 飯塚開発線 2006 35.9 8.3 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

鈴木堀３号橋 (ｽｽﾞｷﾎﾞﾘ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 北釜広浦線 不明 11.1 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

懸の橋 (ｶｹﾉﾊｼ) 懸向1号線 1977 17.8 4.5 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 懸向1号線 1963 13.7 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

経塚南橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 杉中線 1960 13.6 3.8 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

城の内橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾁﾊﾞｼ) 谷地線 1997 50.4 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

柚の木橋 (ﾕｽﾞﾉｲﾊﾞｼ) 杉ヶ袋増田線 1994 61.3 15.2 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

袋胴橋 (ﾌｸﾛﾄﾞｳﾊﾞｼ) 堀内下野郷線 1978 29.9 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

鷹の橋 (ﾀｶﾉﾊｼ) 本郷堀内線 1979 27.9 8.3 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

新川内橋 (ｼﾝｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 本郷札前線 1996 23.3 7.2 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

舟橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 柳田関の下線 1998 50.1 16.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

板橋 (ｲﾀﾊﾞｼ) 山崎原線 1980 14.0 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

笠島橋 (ｶｻｼﾞﾏﾊﾞｼ) 上平蔵神線 2000 18.1 5.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 松崎学市線 1980 42.0 10.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

川内沢橋 (ｶﾜｳﾁｻﾜﾊﾞｼ) 笠島中道線 1983 14.4 7.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅳ

新河川橋 (ｼﾝｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 潜穴線 1979 14.1 5.4 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

神の上橋 (ｶﾐﾉｶﾐﾊﾞｼ) 笠島川内線 1981 11.4 3.6 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

下堀新橋 (ｼﾀﾎﾞﾘｼﾝﾊﾞｼ) 塩手中道線 1980 10.4 7.5 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

下堀新橋（歩道橋） ｼﾀﾎﾞﾘｼﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 塩手中道線 不明 10.4 2.5 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

北目原橋 (ｷﾀﾒﾊﾗﾊﾞｼ) 小豆島北目原線 1980 14.5 7.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

笠島舟橋 (ｶｻｼﾞﾏﾌﾅﾊﾞｼ) 上平宮脇線 不明 17.5 10.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

愛島大橋 (ﾒﾃﾞｼﾏｵｵﾊｼ) 箕輪二ツ森線 1999 85.0 10.3 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

中沢大橋 (ﾅｶｻﾞﾜｵｵﾊｼ) 中沢今成線 1996 16.1 7.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 大沢中沢線 1996 14.6 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ
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豊橋 (ﾄﾖﾊｼ) 余方大沢線 1962 15.4 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

河原前橋 (ｶﾜﾗﾏｴﾊﾞｼ) 旧東道路線 1965 18.1 4.3 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

別当橋 (ﾍﾞｯﾄｳﾊﾞｼ) 東北畑八反線 1984 18.6 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 清水十文字線 1983 17.9 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

清水前橋 (ｼﾐｽﾞﾏｴﾊﾞｼ) 内舘線 1987 20.5 7.5 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

東内舘橋 (ﾋｶﾞｼｳﾁﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 東内館野田山線 1986 20.1 10.4 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

中在家前橋 (ﾅｶｻﾞｲｹﾏｴﾊﾞｼ) 吉合線 1989 21.7 4.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

吉田南橋 (ﾖｼﾀﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 川上田高線 不明 5.0 14.2 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

前沖橋 (ﾏｴｵｷﾊｼ) 川上田高線 2001 22.0 12.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

箕輪２号橋 (ﾐﾉﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 手倉田箕輪線 不明 4.5 12.5 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

吉合橋 (ﾖｼｱｲﾊﾞｼ) 西小元中田線 1991 19.9 9.7 名取市 宮城県 名取市 Ⅰ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 三日町川上線 1996 20.4 7.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

新豊橋 (ｼﾝﾄﾖﾊﾞｼ) 相互台線 1988 90.0 10.9 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

愛峰橋 (ｱｲﾎｳﾊﾞｼ) 愛島西部線 2001 69.9 16.0 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

北郷診療所前橋 (ｷﾀｺﾞｳｼﾝﾘｮｳｼﾞｮﾏｴﾊﾞｼ) 二枚橋北岡線 不明 3.4 9.3 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

東新田橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 北岡毛萱線 1960 6.4 6.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

笠島２号橋 (ｶｻｼﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 横倉高倉線 1960 9.3 8.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

広田橋 (ﾋﾛﾀﾊﾞｼ) 横倉高倉線 1992 11.0 6.2 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

泉田橋 (ｲｽﾞﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 南大坊泉田線 1984 10.5 6.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

内町堀２号橋 (ｳﾁﾏﾁﾎﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 金津石川口線 1960 10.0 5.6 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

薬師堂橋 (ﾔｸｼﾄﾞｳﾊﾞｼ) 君萱小田線 不明 2.9 9.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

角田上水路１号橋 (ｶｸﾀﾞｼﾞｮｳｽｲﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 東町大沼線 不明 2.5 7.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

田町橋 (ﾀﾏﾁﾊﾞｼ) 天神町中島下線 1960 2.4 16.9 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

沢の入橋 (ｻﾜﾉｲﾘﾊﾞｼ) 沢入坂下線 不明 5.2 9.6 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

寒風沢下橋 (ｻﾌﾞｻﾜｼﾓﾊﾞｼ) 腰休寒風沢春日線 不明 10.4 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

半田１号橋 (ﾊﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 藤尾松橋梶内線 1966 13.1 6.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

稲置１号橋 (ｲﾅｵｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岡萬蔵線 1984 12.6 6.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

内町堀１号橋 (ｳﾁﾏﾁﾎﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 粒ケ尻五反田線 1960 7.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅰ

金谷橋 (ｶﾅﾔﾊﾞｼ) 戸地掛梶賀線 不明 2.3 6.6 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

下谷地橋 (ｼﾓﾔﾁﾊﾞｼ) 戸地掛梶賀線 不明 10.0 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅲ

横堀橋 (ﾖｺﾎﾘﾊﾞｼ) 光目内泉線 1960 7.3 5.6 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ) 馬場内老ケ崎線 不明 10.5 7.1 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

馬場内橋（歩道） (ﾊﾞﾊﾞｳﾁﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳ) 馬場内老ケ崎線 1991 12.3 3.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

長瀞２号橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ) 丸山大窪線 1960 7.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

長瀞３号橋 (ﾅｶﾞﾄﾛｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 丸山専福寺線 1960 7.3 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

小田校前橋 (ｵﾀﾞｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 息栖戸ノ内線 1972 11.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

長瀞４号橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 世ケ崎専福寺線 1960 6.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

鹿島下橋 (ｶｼﾏｼﾓﾊﾞｼ) 鹿島大窪線 1971 10.4 5.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

長瀞５号橋 (ﾅｶﾞﾄﾛｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 鹿島大窪線 1960 6.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

南町橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 西南町線 1935 2.6 4.7 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

郡山橋 (ｺｵﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 畑中前川線 1960 11.4 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

沼尻橋 (ﾇﾏｼﾞﾘﾊﾞｼ) 上沼尻品濃線 1966 11.4 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅲ
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大谷３号橋 (ｵｵﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 林大谷線 1960 11.4 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

桜井上橋 (ｻｸﾗｲｶﾐﾊﾞｼ) 今泉２号線 1960 7.0 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

清原橋 (ｷﾖﾊﾗﾊｼ) 清原君内線 1981 12.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

北谷地３号橋 (ｷﾀﾔﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 春日中島線 1960 5.6 5.2 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

庄司橋 (ｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 春日３号線 1960 5.3 3.4 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

北谷地６号橋 (ｷﾀﾔﾁﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 北谷地峯線 1960 5.3 4.4 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

北根前３号橋 (ｷﾀﾈﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 北根前３号線 1960 6.3 5.2 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

仙石２号橋 (ｾﾝｺﾞｸﾆｺﾞｳｷｮｳ) 源内原鹿野線 1960 7.3 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

仙石３号橋 (ｾﾝｾｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 源内原鹿野線 1960 7.5 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

仙石１号橋 (ｾﾝｺﾞｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 寺岡線 1960 5.3 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

半田３号橋 (ﾊﾝﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 半田線 1960 5.3 3.9 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

半田４号橋 (ﾊﾝﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 北田源内線 1960 6.2 6.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

半田２号橋 (ﾊﾝﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 北田源内線 1960 5.3 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ) 北田半田線 1966 11.8 6.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

高島橋 (ﾀｶｼﾏﾊﾞｼ) 荒町北島線 1960 10.4 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

北島橋 (ｷﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ) 荒町北島線 1960 7.3 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 上大門五反田線 1960 6.3 6.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

北谷地２号橋 (ｷﾀﾔﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 腰休線 1960 6.1 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

平貫４号橋 (ﾋﾗﾇｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 平貫３号線 1960 5.4 3.7 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

平貫３号橋 (ﾋﾗﾇｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 平貫４号線 1960 5.4 3.7 角田市 宮城県 角田市 Ⅰ

平貫１号橋 (ﾋﾗﾇｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 平貫６号線 1960 5.3 3.7 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

中島下水路１号橋 (ﾅｶｼﾞﾏｹﾞｽｲﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宮谷地線 2001 11.2 7.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

卯之崎橋 (ｳﾉｻｷﾊﾞｼ) 一里壇北明地２号線 1972 11.0 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

西前橋 (ﾆｼﾏｴﾊﾞｼ) 岡南谷地愛宕前線 1960 6.4 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

鬼平太１号橋 (ｵﾆﾍｲﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 草刈谷地舘前線 不明 10.0 4.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

草刈谷地橋 (ｸｻｶﾘﾔﾁﾊﾞｼ) 草刈谷地鬼平太線 1978 11.0 2.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

天ヶ迫２号橋 (ﾃﾝｶﾞﾊｻﾞﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 天ケ迫線 1960 8.3 3.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

6160-1橋 6160-1ﾊｼ 岡駅西線 1960 7.3 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅰ

東ヶ崎橋 (ﾋｶﾞｼｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 大谷地宮田梅ケ崎線 1960 6.4 5.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

中学校前橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 新町１号線 1992 13.6 4.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅰ

中ノ内下橋 (ﾅｶﾉｳﾁｼﾓﾊﾞｼ) 明神松ノ口線 1960 12.6 6.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

稲置２号橋 (ｲﾅｵｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 西浦舘浦線 1992 12.6 6.5 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

北浦橋 (ｷﾀｳﾗﾊﾞｼ) 舘浦南谷地線 1960 8.4 5.1 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

毛萱南谷地下橋 (ｹｶﾞﾔﾐﾅﾐﾔﾁｼﾓﾊﾞｼ) 舘浦南谷地線 1960 11.4 5.1 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

長瀞６号橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 君萱小田線 不明 5.0 11.0 角田市 宮城県 角田市 Ⅱ

鴻の池橋 (ｺｳﾉｲｹﾊﾞｼ) 新田上野線 1994 62.6 12.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

樋の口大橋 (ﾋﾉｸﾁｵｵﾊｼ) 新田高崎線 1998 337.0 14.5 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅱ

舟橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 舟橋街路一号線 1985 54.5 16.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

高崎跨線橋 (ﾀｶｻｷｺｾﾝｷｮｳ) 浮島高崎線 1999 25.9 12.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

高崎橋 (ﾀｶｻｷﾊﾞｼ) 高崎廃寺線 2003 40.0 18.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

鎮守橋 (ﾁﾝｼﾞｭﾊﾞｼ) 東田中八幡線 1995 54.2 17.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

笠神新橋 (ｶｻｶﾞﾐｼﾝﾊﾞｼ) 八幡下馬線 1990 62.5 11.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ
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笠神橋 (ｶｻｶﾞﾐﾊﾞｼ) 下馬笠神線 1993 27.4 10.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

中峯橋 (ﾅｶﾐﾈﾊﾞｼ) 石ヶ森十二号線 1991 45.5 12.0 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 大代中央線 1985 47.9 9.3 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

市川橋 (ｲﾁｶﾜﾊﾞｼ) 新田浮島線 1961 47.3 5.5 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅰ

岩中橋 (ｲﾜﾁｭｳﾊﾞｼ) 岩中前線 1967 13.4 5.2 岩沼市 宮城県 岩沼市 Ⅲ

六角橋 (ﾛｯｶｸﾊﾞｼ) 吹上中央線 1972 10.4 4.7 岩沼市 宮城県 岩沼市 Ⅲ

西六角橋 (ﾆｼﾛｯｶｸﾊｼ) 新丁北長谷線 1980 18.4 8.3 岩沼市 宮城県 岩沼市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ) 貴船神社前線 1969 14.8 7.3 岩沼市 宮城県 岩沼市 Ⅱ

宝橋 (ﾀｶﾗﾊﾞｼ) 玉崎浄水場線 1972 10.2 7.0 岩沼市 宮城県 岩沼市 Ⅲ

亀1号橋 (ｶﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三色吉亀1号線 1969 2.7 11.7 岩沼市 宮城県 岩沼市 Ⅲ

上野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 市道大林線 不明 11.5 5.2 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大江橋 (ｵｵｴﾊﾞｼ) 市道御蔵線 1985 14.7 8.8 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

萩沢橋側道橋 (ﾊｷﾞｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道萩沢線 2001 15.8 3.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

王沢橋 (ｵｳｻﾜﾊﾞｼ) 市道十文字小山崎線 1948 12.7 6.7 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

栗原中央大橋 (ｸﾘﾊﾗﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ) 市道栗原中央線 2008 204.3 14.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

釜沢橋 (ｶﾏｻﾜﾊﾞｼ) 市道鳥沢一関線 1982 11.4 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道向小田線 1990 32.8 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

向小田橋 (ﾑｶｲｺﾀﾞﾊﾞｼ) 市道向小田線 2001 78.0 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

時鳥沢２号橋 (ﾄｷﾄﾘｻﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道向小田線 2000 36.4 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

時鳥沢橋 (ﾄｷﾄﾘｻﾜﾊﾞｼ) 市道向小田線 1999 34.9 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

小田ダム１号橋 (ｺﾀﾞﾀﾞﾑ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道向小田線 2004 38.0 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

滝野大橋 (ﾀｷﾉｵｵﾊｼ) 市道川北合道線 2006 63.3 10.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

多賀２号跨道橋 (ﾀｶﾞ2ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ)
市道高規格道側道加倉獅子ケ
鼻１号線

2008 41.8 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

荒田沢橋 (ｱﾗﾀｻﾜﾊﾞｼ) 市道荒田沢線 1973 12.5 6.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

筋違橋歩道橋 (ｽｼﾞｶｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道沢入留場線 2009 14.4 3.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

左足山橋 (ｺｴﾀﾞﾃﾔﾏﾊﾞｼ) 市道照越横須賀線 不明 10.4 3.1 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

堀の内橋 (ﾎﾘﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道堀の内横須賀線 1964 10.5 2.8 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

太田川上橋 (ｵｵﾀｶﾞﾜｶﾐﾊｼ) 市道曽内熊狩線 不明 11.9 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

北向橋 (ｷﾀﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道八沢二号線 1959 14.8 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

沢入橋 (ｻﾜｲﾘﾊﾞｼ) 市道側道沢入線 1978 43.2 3.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

かけ１号跨道橋 (ｶｹ1ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道峯大立線 2007 34.8 9.3 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

そでさき橋 (ｿﾃﾞｻｷﾊﾞｼ) 市道大袋線 1981 14.5 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

川原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ) 市道若柳川原線 2000 21.3 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

川原１号線橋 (ｶﾜﾗ1ｺﾞｳｾﾝﾊｼ) 市道川原１号線 1935 11.8 2.9 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

権十郎橋 (ｺﾞﾝｼﾞｭｳﾛｳﾊﾞｼ) 市道川原８号線 不明 10.8 3.6 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

北谷地橋 (ｷﾀﾔﾁﾊﾞｼ) 市道大目４号線 2004 39.0 3.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

郡界橋 (ｸﾞﾝｻﾞｶｲﾊﾞｼ) 市道新田１号線 2002 39.2 3.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

多賀３号跨道橋 (ﾀｶﾞ3ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道多賀２号線 2009 58.1 6.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

米ヶ浦１号跨道橋 (ｺﾒｶﾞｳﾗ1ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道多賀４号線 2006 43.5 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

八木橋 (ﾔｷﾞﾊﾞｼ) 市道八木６号線 1975 12.8 6.2 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

多賀１号跨道橋 (ﾀｶﾞ1ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ)
市道高規格道側道獅子ケ鼻１
号線

2007 41.8 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

木鉢澤橋 (ｷﾊﾞﾁｻﾜﾊﾞｼ) 市道馬場駒の湯線 1976 10.5 6.6 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ
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岩魚沢橋 (ｲﾜﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道馬場駒の湯線 1978 10.4 6.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

柳沢橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市道馬場駒の湯線 1977 10.4 6.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

角ヶ崎橋 (ｶﾄﾞｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 市道馬道原線 2009 13.0 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

西海寺平橋 (ｻｲｶﾞｲｼﾞﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 市道文字蟹沢線 不明 14.5 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

沼前橋 (ﾇﾏﾏｴﾊﾞｼ) 市道文字蟹沢線 不明 10.4 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

柳沢橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市道耕英柳沢線 2010 38.0 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

下岩魚橋 (ｼﾓｲﾜﾅﾊﾞｼ) 市道耕英開拓Ⅱ線 1989 12.5 7.3 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

三峰前線１号橋 (ﾐﾂﾐﾈﾏｴｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三峰前線 不明 11.8 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道若木田代線 1977 12.0 6.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

中山田橋 (ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道若木田代線 1978 12.6 6.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

山子橋 (ﾔﾏｺﾊﾞｼ) 市道田代線 1993 13.5 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 市道田代線 2000 12.5 7.2 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

不動堂橋 (ﾌﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道鳥沢線 1990 14.6 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

鳥沢的場線１号橋 (ﾄﾘｻﾜﾏﾄﾊﾞｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道鳥沢的場線 不明 10.4 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

東向線１号橋 (ﾋｶﾞｼﾑｶｲｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東向線 不明 12.3 3.3 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

下町裏橋 (ｼﾓﾏﾁｳﾗﾊﾞｼ) 市道末町沖八幡線 1980 13.0 12.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

下大鳥橋 (ｼﾓｵｵﾄﾘﾊﾞｼ) 市道下大鳥内ノ目線 2010 25.3 5.1 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

金生川橋 (ｷﾝｾｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道広域線 1980 14.5 7.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

宿畑２号橋 (ｼｭｸﾊﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道宿畑山神線 不明 12.2 2.6 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

権平橋 (ｺﾞﾝﾍﾞｴﾊﾞｼ) 市道権平線 1990 13.6 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 市道町田山王線 1980 11.4 5.2 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

泉沢橋 (ｲｽﾞﾐｻﾜﾊﾞｼ) 市道宝来上黒瀬線 1979 13.5 6.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

山城橋 (ﾔﾏｼﾛﾊﾞｼ) 市道古戸油沢線 1993 14.3 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

田高田西線１号橋 (ﾀｺｳﾀﾞﾆｼｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田高田西線 不明 11.4 4.3 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

鳥木沢線１号橋 (ﾄﾘｷｻﾞﾜｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道鳥木沢線 不明 13.5 5.9 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

小山下橋 (ｵﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道鳴子線 2004 22.0 9.8 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道影の沢八重壁線 1995 13.7 10.7 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

馬伏橋 (ﾏﾌﾞｾﾊﾞｼ) 市道馬伏線 1980 10.4 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

上河原橋 (ｶﾐｶﾜﾗﾊﾞｼ) 市道上河原～上要害線 1973 14.6 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

野山橋 (ﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 市道一本松～椙の沢線 1966 14.6 3.6 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道下田～青符線 1967 14.7 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

町田橋 (ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 市道町田～一本松線 1968 11.5 3.3 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

膳店橋 (ｾﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 市道川崎～五平次森線 不明 14.0 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

鈴木橋 (ｽｽﾞｷﾊﾞｼ) 市道鈴木～堂の沢線 2002 19.7 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 市道寺前～宮野線 2001 24.6 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道姫松～金田線 1963 14.1 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

畑前橋 (ﾊﾀｹﾏｴﾊﾞｼ) 市道畑線 1985 12.0 7.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

妙円橋 (ﾐｮｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道畑線 1987 11.6 6.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

権平橋 (ｺﾞﾝﾍﾞｲﾊﾞｼ) 市道外の沢～権平線 1990 13.7 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

樋口山東橋 (ﾋｸﾞﾁｻﾝﾄｳﾊﾞｼ) 市道筒ヶ崎線 1993 13.0 6.2 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾊﾞｼ) 市道砂田線 1989 14.0 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道藤沢線 1970 13.5 8.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ
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五輪原橋 (ｺﾞﾘﾝﾊﾟﾗﾊｼ) 市道町田～五輪原線 1969 14.4 5.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

根堀場橋 (ﾈﾎﾘﾊﾞﾊﾞｼ) 市道祝田～紙漉沢線 1975 10.2 6.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

あきのり橋 (ｱｷﾉﾘﾊﾞｼ) 市道北沢向～原線 1949 13.4 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大土森放森線５号橋 (ｵｵﾄﾞﾓﾘﾊﾅﾚﾓﾘｾﾝ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大土森～放森線 不明 12.6 4.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大竹橋 (ｵｵﾀｹﾊﾞｼ) 市道柳沢大竹線 不明 13.1 4.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

鶯沢大橋 (ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜｵｵﾊｼ) 市道辻前遠堀線 2005 71.6 11.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

駒場跨道橋 (ｺﾏﾊﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道辻前遠堀線 2006 14.1 11.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

椚橋 (ｸﾇｷﾞﾊﾞｼ) 市道片馬合普賢堂線 1978 13.5 6.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大梨橋 (ｵｵﾅｼﾊﾞｼ) 市道星沢線 1966 11.0 2.6 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

中里橋 (ﾅｶｻﾄﾊﾞｼ) 市道新大谷地線 1965 10.6 3.6 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

三嶽堂橋 (ﾐﾀｹﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道小田前線 2004 22.4 9.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

新町大橋 (ｼﾝﾏﾁｵｵﾊｼ) 市道新町反町線 1972 14.1 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大梨橋 (ｵｵﾅｼﾊﾞｼ) 市道大梨線 1981 10.4 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

有馬橋 (ｱﾘﾏﾊﾞｼ) 市道上原前線 1964 11.5 9.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道蟹沢線 不明 13.5 5.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大江橋 (ｵｵｴﾊﾞｼ) 市道阿久戸線 1984 10.2 9.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大島橋 (ｵｵｼﾏﾊﾞｼ) 市道畑岡線 不明 12.0 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

谷地橋 (ﾔﾁﾊﾞｼ) 市道大峯線 1976 10.4 6.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅰ

上間海橋 (ｶﾐﾏｶｲﾊﾞｼ) 市道蒜ヶ崎線 不明 10.5 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

下中山橋 (ｼﾓﾅｶﾔﾏﾊｼ) 市道台東線 不明 12.4 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

八樟橋 (ﾔﾂｸﾇｷﾞﾊｼ) 市道宇南分岐線 1978 48.8 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

新上戸橋 (ｼﾝｱｶﾞﾄﾊﾞｼ) 市道新上戸線 不明 11.4 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道新幹線側道南線 不明 11.0 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

天王橋 (ﾃﾝｵｳﾊｼ) 市道山下～角間線 1964 13.5 5.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

角間橋 (ｶｸﾏﾊｼ) 市道山下～角間線 1990 11.1 4.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

花山沢橋 (ﾊﾅﾔﾏｻﾜﾊｼ) 市道駒根屋敷～花山沢線 1980 13.0 5.2 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

大笹橋 (ｵｵｻﾞｻﾊｼ) 市道大笹～上原線 1960 12.5 5.5 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅲ

花山沢１号橋 (ﾊﾅﾔﾏｻﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道花山沢線 1966 13.5 3.0 栗原市 宮城県 栗原市 Ⅱ

南浦1号橋 (ﾐﾅﾐｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 新沼・上河戸線 1970 2.5 8.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜3号橋 (ｼﾌﾞﾇｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 矢本中央線 1955 4.5 7.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜6号橋 (ｼﾌﾞﾇｷﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 五味倉線 1993 4.7 7.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

笠松4号橋 (ｶｻﾏﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 立沼線 1995 2.6 7.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

不動前2号橋 (ﾌﾄﾞｳﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 道地線 1978 3.0 6.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

道地1号橋 (ﾄﾞｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 道地線 1978 2.6 7.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

高築地橋 (ﾀｶﾁｸﾁﾊｼ) 袋堀・下区線 1982 3.1 5.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

北赤井5号橋 (ｷﾀｱｶｲｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 中区線 1964 2.2 11.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

旗沢橋 (ﾊﾀｻﾞﾜﾊｼ) 百合子線 2008 2.3 7.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

関の内1号橋 (ｾｷﾉｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 関の内151号線 1979 3.4 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

関の内2号橋 (ｾｷﾉｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 関の内9号線 1979 3.4 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

蜂谷浦橋 (ﾊﾁﾔｳﾗﾊｼ) 蜂谷浦・櫓前16号線 1979 3.9 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下七丁橋 (ｼﾓﾅﾅﾁｮｳﾊｼ) 堺堀・下七丁22号線 1987 2.0 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

堺堀4号橋 (ｻｶｲﾎﾞﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 横沼27号線 1984 2.1 9.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ
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道下2号橋 (ﾐﾁｼﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上納・土手下53号線 1979 3.0 2.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

横沼2号橋 (ﾖｺﾇﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上納58号線 1988 2.8 6.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

蜂谷前1号橋 (ﾊﾁﾔﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 蜂谷前60号線 1979 3.9 6.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

蜂谷前2号橋 (ﾊﾁﾔﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 蜂谷前61号線 1979 3.9 6.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

台橋 (ﾀﾞｲﾊﾞｼ) 下前63号線 1979 3.0 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

板取1号橋 (ｲﾀﾄﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 板取・上台67号線 1984 5.5 6.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下立沼前1号橋 (ｼﾓﾀﾃﾇﾏﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 板取・上台67号線 1984 2.3 7.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

板取2号橋 (ｲﾀﾄﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 下舘沼前71号線 1996 5.5 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

板取3号橋 (ｲﾀﾄﾞﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 下舘沼前71号線 1984 2.5 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

笠松2号橋 (ｶｻﾏﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 五反田・中田1号線 1996 2.6 10.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

笠松5号橋 (ｶｻﾏﾂｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 赤松東西8号線 1983 2.6 4.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

笠松3号橋 (ｶｻﾏﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 立沼浦10号線 1986 2.6 4.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新沼1号橋 (ﾆｲﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 新沼37号線 2000 2.0 8.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新沼2号橋 (ﾆｲﾇﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 新沼39号線 1970 2.7 2.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新沼3号橋 (ﾆｲﾇﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 新沼40号線 1970 2.8 2.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新沼4号橋 (ﾆｲﾇﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 新沼41号線 1981 2.7 3.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新沼5号橋 (ﾆｲﾇﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 新沼43号線 1970 2.7 2.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

南浦5号橋 (ﾐﾅﾐｳﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 南浦45号線 1970 2.8 6.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

南浦2号橋 (ﾐﾅﾐｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 南浦47号線 2000 2.5 8.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

南浦3号橋 (ﾐﾅﾐｳﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 南浦48号線 1974 3.5 3.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

南浦6号橋 (ﾐﾅﾐｳﾗﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 南浦49号線 1970 2.8 2.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

児童橋 (ｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ) 川前三1号線 1991 6.1 2.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

舘谷地1号橋 (ﾀﾃﾔﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 川前三2号線 1986 6.0 2.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

舘谷地2号橋 (ﾀﾃﾔﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 南新町中央21号線 1986 6.0 2.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

金治江橋 (ｶﾅｼﾞｴﾊﾞｼ) 南栄町82号線 1978 3.4 6.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新江橋 (ｼﾝｴﾊﾞｼ) 七反谷地93号線 1954 3.0 2.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 八反谷地94号線 1982 3.0 5.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

堰ノ下橋 (ｾｷﾉｼﾀﾊﾞｼ) 中小松1号線 1980 2.3 8.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

長光庵橋 (ﾁｮｳｺｳｱﾝﾊﾞｼ) 中小松2号線 1980 2.3 8.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

浦田橋 (ｳﾗﾀﾊﾞｼ) 五味倉11号線 1954 7.4 2.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

七下橋 (ﾅﾅｼﾀﾊﾞｼ) 五味倉12号線 1954 7.3 1.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜7号橋 (ｼﾌﾞﾇｷﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 五味倉南北13号線 1955 5.5 3.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜5号橋 (ｼﾌﾞﾇｷｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 作田浦・月観14号線 1988 5.0 6.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜4号橋 (ｼﾌﾞﾇｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 作田浦・谷地15号線 1984 4.5 4.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜2号橋 (ｼﾌﾞﾇｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大溜・谷地16号線 1988 4.0 6.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

渋抜1号橋 (ｼﾌﾞﾇｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大溜・下小松17号線 1993 4.1 9.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

倉田橋 (ｸﾗﾀﾊﾞｼ) 五味倉20号線 1954 7.3 2.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下浦4号橋 (ｼﾓｳﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 堰の内南88号線 1979 3.4 8.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下浦3号橋 (ｼﾓｳﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 下浦・貝殻塚89号線 1979 3.4 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下浦2号橋 (ｼﾓｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 矢本中央線 1979 3.4 9.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下浦1号橋 (ｼﾓｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 堰の内南99号線 1979 3.4 3.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

鹿妻橋 (ｶｽﾞﾏﾊﾞｼ) 穴尻3号線 1972 2.0 7.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ



【宮城県】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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笠松1号橋 (ｶｻﾏﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 鳥子・野中9号線 1970 2.6 14.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

不動前4号橋 (ﾌﾄﾞｳﾏｴﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 不動前14号線 1983 2.3 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

不動前5号橋 (ﾌﾄﾞｳﾏｴｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 不動前14号線 1983 2.1 4.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

御上新田橋 (ｵﾉｳｴｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 御上新田16号線 1980 2.1 2.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

上小松橋 (ｶﾐｺﾏﾂﾊﾞｼ) 上小松17号線 1975 2.0 6.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞ) 上小松17号線 1975 2.2 6.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

三間堀1号橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾎﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 三間堀・沢田24号線 1960 3.8 3.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

三間堀2号橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾎﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 三間堀25号線 1963 3.8 3.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

道地浦1号橋 (ﾄﾞｳﾁｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西小前26号線 1959 2.5 7.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

星場橋 (ﾎｼﾊﾞﾊﾞｼ) 星場8号線 1990 2.8 6.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中区橋 (ﾅｶｸﾊﾞｼ) 東周院前25号線 1983 6.0 2.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

川前四橋 (ｶﾜﾏｴﾖﾝﾊﾞｼ) 川前西28号線 1986 6.0 2.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

小太郎江橋 (ｺﾀﾛｳｴﾊﾞｼ) 川前・北田34号線 1955 6.0 2.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

北赤井6号橋 (ｷﾀｱｶｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 川前・北田34号線 1966 2.5 10.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

沼中江橋 (ﾇﾏﾅｶｴﾊﾞｼ) 川前・北田34号線 2005 7.3 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

東3号橋 (ﾋｶﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 筍堀東西64号線 1988 3.9 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

東2号橋 (ﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 筍堀東西65号線 2005 3.9 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

東1号橋 (ﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 筍堀東西66号線 2005 3.9 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊﾞｼ) 朴倉17号線 1978 5.8 4.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 上前柳18号線 1960 2.8 3.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

清水沢橋 (ｼﾐｽﾞｻﾜﾊﾞｼ) 池ノ内・清水沢37号線 1995 2.9 10.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中江2号橋 (ﾅｶｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 池ノ内・清水沢37号線 1995 5.0 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

舘前1号橋 (ﾀﾃﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 舘前50号線 1980 4.3 8.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

舘前2号橋 (ﾀﾃﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 小松台54号線 1994 3.4 2.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

樗木橋 (ｵｳﾁｷﾊﾞｼ) 清水沢56号線 2004 3.9 4.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中江1号橋 (ﾅｶｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 清水沢56号線 2004 4.6 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

三ツ谷2号橋 (ﾐﾂﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ) 鳥の巣25号線 1986 3.6 6.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

裏沢橋 (ｳﾗｻﾜﾊﾞｼ) 前三郷28号線 1981 3.5 3.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

関の内3号橋 (ｾｷﾉｳﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 蜂谷浦145号線 1988 3.3 15.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

西田東西1号橋 (ﾆｼﾀﾞﾄｳｻﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西田東西69号線 1987 2.3 4.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

関の内4号橋 (ｾｷﾉｳﾁﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 蜂谷浦148号線 1988 5.1 14.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

養閑橋 (ﾖｳｶﾝﾊﾞｼ) 下小松142号線 1991 4.5 2.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

関の内5号橋 (ｾｷﾉｳﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 関の内158号線 1991 3.4 5.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

三ツ谷3号橋 (ﾐﾂﾔｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 三ツ谷45号線 1991 6.5 4.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

荻窪橋 (ｵｷﾞｸﾎﾞﾊﾞｼ) 寺前74号線 1970 4.2 8.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

川前2号橋 (ｶﾜﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 川前二150号線 1996 7.0 2.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

忠兵衛江側道2号橋 (ﾁｭｳﾍﾞｴｴｿｸﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 関の内四147号線 1997 3.4 8.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

忠兵衛江側道1号橋 (ﾁｭｳﾍﾞｴｴｿｸﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 関の内四147号線 1997 3.9 9.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

柳ノ目側道2号橋 (ﾔﾅｷﾞﾉﾒｿｸﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 新南149号線 1997 4.5 14.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

柳ノ目側道1号橋 (ﾔﾅｷﾞﾉﾒｿｸﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 新南149号線 1997 4.5 12.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

七反谷地1号橋 (ｼﾁﾀﾝﾔﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小松・赤井線 1996 4.5 10.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

三間堀3号橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾎﾞﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 三間堀53号線 1997 2.3 18.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ
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松の木橋 (ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ) 照井73号線 1929 7.5 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

山崎1号橋 (ﾔﾏｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岩崎58号線 2004 3.9 10.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中四十八橋 (ﾅｶｼｼﾞｭｳﾊﾁﾊﾞｼ) 牛網・浜市線 2005 3.2 7.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

台前・亀岡1号橋 (ﾀﾞｲﾏｴ･ｶﾒｵｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 台前・亀岡線 1985 3.9 7.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

台前・亀岡4号橋 (ﾀﾞｲﾏｴ･ｶﾒｵｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 台前・亀岡線 1985 2.3 8.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

台前・亀岡5号橋 (ﾀﾞｲﾏｴ･ｶﾒｵｶｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 台前・亀岡線 1985 3.8 9.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

新田前・寒水1号橋 (ﾆｯﾀﾏｴﾏｴ･ｶﾝｽｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 新田前・寒水線 1985 2.3 8.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

有田沢橋 (ｱﾘﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ) 原田・入沢線 1965 2.9 6.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

漆崎橋 (ｳﾙｼｻﾞｷﾊﾞｼ) 浅井・上下堤線 1965 3.3 11.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

浅井上下堤1号橋 (ｱｻｲｼﾞｮｳｹﾞﾂﾂﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 浅井・上下堤線 1986 2.8 5.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

浅井上下堤2号橋 (ｱｻｲｼﾞｮｳｹﾞﾂﾂﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 浅井・上下堤線 1986 2.7 4.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

さめがた橋 (ｻﾒｶﾞﾀﾊﾞｼ) 浅井・上下堤線 1986 2.4 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

内谷地橋 (ｳﾁﾔﾁﾊﾞｼ) 浅井・上下堤線 1990 3.2 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

八幡前橋 (ﾊﾁﾏﾝﾏｴﾊﾞｼ) 浅井・上下堤線 1986 3.7 9.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

宇津・神田2号橋 (ｳﾂ･ｶﾝﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 宇津・神田線 1985 3.4 6.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

宇津・神田3号橋 (ｳﾂ･ｶﾝﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 宇津・神田線 1985 3.8 14.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

田町・鰹前1号橋 (ﾀﾏﾁ･ｶﾂﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 田町・鰹前線 1985 4.0 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

田町・鰹前2号橋 (ﾀﾏﾁ･ｶﾂﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 田町・鰹前線 1985 2.3 9.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

城内・曲田1号橋 (ｼﾞｮｳﾅｲ･ﾏｶﾞﾘﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 城内・曲田線 1986 2.4 4.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

城内・曲田2号橋 (ｼﾞｮｳﾅｲ･ﾏｶﾞﾘﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 城内・曲田線 1986 3.9 3.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

小野・町尻1号橋 (ｵﾉ･ﾏﾁｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小野・町尻線 1986 2.3 4.8 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

小野・門前1号橋 (ｵﾉ･ﾓﾝｾﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小野・門前線 1975 2.6 6.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

出来沼・欠下1号橋 (ﾃﾞｷﾇﾏ･ｶｹｼﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 小野・門前線 1989 2.7 4.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

根古・清水1号橋 (ﾈｺｼﾐｽﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 根古・清水線 1985 2.3 9.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

十階松・二の関1号橋 (ﾄｵｶｲﾏﾂ･ﾆﾉｾｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 十階松・二の関線 1985 3.2 4.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

十階松・二の関2号橋 (ﾄｵｶｲﾏﾂ･ﾆﾉｾｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 十階松・二の関線 1985 3.2 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

十階松・坂の入2号橋 (ﾄｵｶｲﾏﾂ･ｻｶﾉｲﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 十階松・坂の入線 1985 3.2 4.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

大沢・中窪1号橋 (ｵｵｻﾜ･ﾅｶｸﾎﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大沢・中窪線 1985 3.2 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

西福田・要害1号橋 (ﾆｼﾌｸﾀﾞ･ﾖｳｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西福田・要害線 1985 2.8 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

古堂・仮又沢1号橋 (ﾌﾙﾄﾞｳ･ｶﾘﾏﾀｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 古堂・仮又沢線 1985 3.2 4.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

鞍坪・牧の内2号橋 (ｸﾗﾂﾎﾞ･ﾏｷﾉｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 鞍坪・牧の内線 1985 5.8 4.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

鞍坪・牧の内3号橋 (ｸﾗﾂﾎﾞ･ﾏｷﾉｳﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 鞍坪・牧の内線 1985 5.2 5.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

原田・萩窪2号橋 (ﾊﾗﾀﾞ･ﾊｷﾞｸﾎﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 原田・萩窪線 1984 3.2 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

冠木・八幡前1号橋 (ｶﾌﾞｷ･ﾔﾊﾀﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 冠木・八幡前線 2008 5.0 2.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

冠木・八幡前2号橋 (ｶﾌﾞｷ･ﾔﾊﾀﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 冠木・八幡前線 1985 2.8 9.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

平崎前・中田1号橋 (ﾋﾗｻｷﾏｴ･ﾅｶﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 平崎前・中田線 1985 5.3 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

上下堤・富沢1号橋 (ｼﾞｮｳｹﾞﾂﾂﾐ･ﾄﾐｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上下堤・富沢線 1985 5.3 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

上下堤・磯田沢1号橋 (ｼﾞｮｳｹﾞﾂﾂﾐ･ｲｿﾀｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上下堤・磯田沢線 1985 5.3 4.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

上北谷地・下南谷地1号橋 (ｶﾐｷﾀﾔﾁ･ｼﾓﾐﾅﾐﾔﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上北谷地・下南谷地線 1985 5.3 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

上北谷地・下南谷地2号橋 (ｶﾐｷﾀﾔﾁ･ｼﾓﾐﾅﾐﾔﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上北谷地・下南谷地線 1985 3.3 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

漆崎・長沢1号橋 (ｳﾙｼｻﾞｷ･ﾅｶﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 漆崎・長沢線 1985 5.3 4.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

袖谷地・下北谷地2号橋 (ｿﾃﾞﾔﾁ･ｼﾓｷﾀﾔﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 袖谷地・下北谷地線 1985 5.7 4.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ



【宮城県】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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袖谷地・下北谷地3号橋 (ｿﾃﾞﾔﾁ･ｼﾓｷﾀﾔﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 袖谷地・下北谷地線 1985 5.3 3.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

袖谷地・茗荷沢1号橋 (ｿﾃﾞﾔﾁ･ﾐｮｳｶﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 袖谷地・茗荷沢線 1985 5.2 4.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

丸塚・小原1号橋 (ﾏﾙﾂｶ･ｵﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 丸塚・小原線 1985 2.0 7.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

上野蒜・大塚1号橋 (ｶﾐﾉﾋﾞﾙ･ｵｵﾂｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上野蒜・大塚線 1999 3.8 5.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

上野蒜1号橋 (ｶﾐﾉﾋﾞﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上野蒜線 1985 2.3 5.1 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

上野蒜・小池1号橋 (ｶﾐﾉﾋﾞﾙ･ｺｲｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上野蒜・小池線 1985 3.8 3.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

野蒜・宇津1号橋 (ﾉﾋﾞﾙ･ｳﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野蒜・宇津線 2005 2.5 5.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

野蒜・山の坊1号橋 (ﾉﾋﾞﾙ･ﾔﾏﾉﾎﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野蒜・山の坊線 1985 4.0 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

上西・別当1号橋 (ｶﾐﾆｼ･ﾍﾞｯﾄｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上西・別当線 1983 2.8 6.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

上江戸原・下江戸原1号橋 (ｶﾐｴﾄﾞﾊﾗ･ｼﾓｴﾄﾞﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上江戸原・下江戸原線 1983 2.2 5.4 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

下江戸原・東浮足1号橋 (ｼﾓｴﾄﾞﾊﾗ･ﾋｶﾞｼｳﾀﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 下江戸原・東浮足線 1983 3.9 7.7 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

白萩・城内1号橋 (ｼﾗﾊｷﾞ･ｼﾞｮｳﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白萩・城内線 1983 5.7 2.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

白萩・東浮足1号橋 (ｼﾗﾊｷﾞ･ﾋｶﾞｼｳﾀﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 白萩・東浮足線 1983 3.8 4.6 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

松ヶ島・茗荷2号橋 (ﾏﾂｶﾞｼﾏ･ﾐｮｳｶﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 松ケ島・茗荷線 1987 3.8 4.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅲ

神田1号橋 (ｶﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 神田線 1988 4.2 4.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中央街路1号1号橋 (ﾁｭｳｵｳｶﾞｲﾛｲﾁｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中央街路1号線 1989 2.8 7.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中央街路3号1号橋 (ﾁｭｳｵｳｶﾞｲﾛｻﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中央街路3号線 1989 2.8 6.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

中央街路4号1号橋 (ﾁｭｳｵｳｶﾞｲﾛﾖﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 中央街路4号線 1989 2.8 6.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

町裏・新大欠1号橋 (ﾏﾁｳﾗ･ｼﾝｵｵｶｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 町裏・新大欠線 1992 2.3 6.0 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

風張・小屋1号橋 (ｶｻﾞﾊﾘ･ｺﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 風張・小屋線 1984 6.0 3.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

谷地中・立石1号橋 (ﾔﾁﾅｶ･ﾀﾃｲｼｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 谷地中・北針生線 2005 2.5 5.5 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

谷地中・立石2号橋 (ﾔﾁﾅｶ･ﾀﾃｲｼﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 谷地中・北針生線 1985 4.7 4.3 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

宇津・長沼1号橋 (ｳﾂ･ﾅｶﾞﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宇津・長沼線 2005 4.3 5.9 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅱ

十八引沢橋 (ｸﾆﾋｷｻﾞﾜﾊﾞｼ) 下前田門田線 1977 34.8 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

南小林橋 (ﾐﾅﾐｵﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 下り松一本杉線 1976 61.4 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

大田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 稲葉飯川線 1975 62.2 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新沼北橋 (ﾆｲﾇﾏｷﾀﾊﾞｼ) 沖高柳線 1976 56.3 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

御殿森橋 (ｺﾞﾃﾞﾝﾓﾘﾊﾞｼ) 伊賀線 1976 60.8 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

伊賀南橋 (ｲｶﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 伊賀線 1976 43.0 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新沼橋 (ﾆｲﾇﾏﾊﾞｼ) 中谷地線 1976 56.3 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

赤沼橋 (ｱｶﾇﾏﾊﾞｼ) 金谷赤沼線 1962 9.6 2.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

築道新橋 (ﾂｷﾐﾁｼﾝﾊﾞｼ) 鹿島台築道線 不明 9.6 2.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

下志田排水路橋 (ｼﾓｼﾀﾞﾊｲｽｲﾛﾊﾞｼ) 東高岩下志田線 不明 9.5 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

一本杉橋 (ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾊﾞｼ) 一本杉線 不明 9.5 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

玄番２号橋 (ｹﾞﾝﾊﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 玄蕃線 不明 9.4 5.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

桑畑２号橋 (ｸﾜﾊﾞﾀｹ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桑畑２号線 不明 9.4 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

雲南２号橋 (ｳﾝﾅﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 雲南線 不明 9.4 5.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

柴田線橋１ (ｼﾊﾞﾀｾﾝﾊﾞｼ1) 志田谷地３号線 不明 9.4 3.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

四ツ谷橋 (ﾖﾂﾔﾊﾞｼ) 四ツ家沖線 不明 9.4 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

館ノ沢橋 (ﾀﾃﾉｻﾜﾊﾞｼ) 末沢赤這線 1975 9.4 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鹿島４号橋 (ｶｼﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ) 袮宜沢線 不明 9.4 4.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

沖道橋 (ｵｷﾐﾁﾊﾞｼ) 沖道線 不明 9.2 5.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ
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新華島橋 (ｼﾝﾊﾅｼﾏﾊﾞｼ) 大窪通線 不明 9.1 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新木杭浦橋 (ｼﾝﾎﾞｯｸｲｳﾗﾊﾞｼ) 中屋敷二枚橋線 不明 9.0 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

内川橋 (ｳﾁｶﾜﾊﾞｼ) 三丁目線 不明 9.0 3.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

千手寺２号橋 (ｾﾝｼﾞｭｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 萬平横丁線 不明 9.0 3.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

七日町１号橋 (ﾅﾉｶﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 第一小前線 1919 9.0 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅳ

北町２号橋 (ｷﾀﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新幹線西江合線 不明 8.8 4.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

押堀２号橋 (ｵｼﾎﾞﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 竹ノ花線 不明 8.7 7.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

飯塚東橋 (ｲｲﾂﾞｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 桜目橋下川原１号線 不明 8.5 9.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

乙待田橋 (ﾐﾏﾂﾀﾊﾞｼ) 己待田東西線 不明 8.5 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

天王寺橋 (ﾃﾝﾉｳｼﾞﾊﾞｼ) 天王寺線 不明 8.4 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

飯塚橋 (ｲｲﾂﾞｶﾊﾞｼ) 飯塚福浦線 不明 8.4 12.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

夜烏裏１号橋 (ﾖｶﾞﾗｽｳﾗ1ｺﾞｳｷﾞｮｳ) 二間線 不明 8.3 11.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

末沢橋 (ｽｴｻﾞﾜﾊﾞｼ) 末沢赤這線 1958 8.1 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 新田東線 不明 8.1 3.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

窪川原４号橋 (ｸﾎﾞｶﾜﾗ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 窪川原線 不明 8.0 3.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 土橋線 不明 7.9 3.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 東館１号線 不明 7.9 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新堰場２号橋 (ｼﾝｾｷﾊﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 長岡線 不明 7.9 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

沼井線１号橋 (ﾇﾏｲｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 沼井線 不明 7.8 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

周防橋 (ｼｭｳﾎﾞｳﾊﾞｼ) 下三丁目線 不明 7.8 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

千手寺１号橋 (ｾﾝｼﾞｭｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 古中前線 不明 7.6 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

清待井２号橋 (ｷﾖﾏﾁｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 舘越・上長根線 不明 7.6 8.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊﾞｼ) 上宮線 不明 7.6 3.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

川熊前２号橋 (ｶﾜｸﾏﾏｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桜目川熊前線 不明 7.5 3.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

鳥屋下橋 (ﾄﾔｼﾀﾊﾞｼ) 坂本寺島線 1954 7.5 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊﾞｼ) 新西待・下貝ノ堀線 不明 7.5 4.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

姥股橋 (ｳﾊﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 川原小路線 不明 7.4 3.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

玄番１号橋 (ｹﾞﾝﾊﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 玄蕃線 不明 7.4 5.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鷹の巣沢橋 (ﾜｼﾉｽｻﾞﾜﾊﾞｼ) 中野西線 1975 7.4 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新木杭橋 (ｼﾝﾎﾞｯｸｲﾊﾞｼ) 枇杷沢中屋敷線 不明 7.4 3.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

美賀野間橋 (ﾐｶﾉﾏﾊﾞｼ) 美賀野間台畑線 不明 7.4 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

浄泉寺橋 (ｼﾞｮｳｾﾝｼﾞﾊﾞｼ) 下町浄泉寺通り線 不明 7.4 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

雲南１号橋 (ｳﾝﾅﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 雲南線 不明 7.4 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

桑畑１号橋 (ｸﾜﾊﾞﾀｹ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桑畑２号線 不明 7.4 5.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新高谷地橋 (ｼﾝﾀｶﾔﾁﾊﾞｼ) 桜目橋下川原２号線 不明 7.3 9.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 自動車道東宮沢１号線 不明 7.2 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

上谷地橋 (ｶﾐﾔﾁﾊﾞｼ) 内谷地８号線 不明 7.2 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

行沢浦橋 (ﾅﾒｻﾜｳﾗﾊﾞｼ) 内谷地９号線 不明 7.2 4.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

清舟窪橋 (ｷﾖﾌﾅｸﾎﾞﾊﾞｼ) 鹿飼・下長根線 1982 7.2 5.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

毒水澤橋 (ﾄﾞｸﾐｽﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 黄金成線 1960 7.1 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

大隅橋 (ｵｵｽﾐﾊﾞｼ) 渋井１号線 不明 7.1 4.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

川端橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 川端南線 不明 7.1 6.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ
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灰塚橋 (ﾊｲﾂﾞｶﾊﾞｼ) 新横枕灰塚東線 不明 7.0 3.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

新宮前橋 (ｼﾝﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 古川築道線 不明 6.9 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

苔谷地橋 (ｺｹﾔﾁﾊﾞｼ) 化女沼ダム放水路線 不明 6.9 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

七日町２号橋 (ﾅﾉｶﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 会所小路線 不明 6.9 3.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

北稲葉３号橋 (ｷﾀｲﾅﾊﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 並柳谷地線 不明 6.8 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

切伏橋 (ｷﾘﾌｾﾊﾞｼ) 葉山・中沢目線 1985 6.7 6.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

遠田江渕１号橋 (ﾄｵﾀﾞｴﾌﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下釜線 不明 6.6 3.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

自口橋 (ｼﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 上宮線 不明 6.5 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

屋敷沢３号橋 (ﾔｼｷｻﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町十文字線 1963 6.5 3.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

山崎前橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾏｴﾊﾞｼ) 藤屋敷前田沢線 不明 6.5 2.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

高谷地橋 (ﾀｶﾔﾁﾊﾞｼ) 二ツ谷福浦１号線 不明 6.5 3.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

金沢橋 (ｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 岩下仲通り線 不明 6.5 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

姥股橋 (ｳﾊﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 元製作所線 1988 6.5 4.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

鵜ノ崎橋 (ｳﾉｻｷﾊﾞｼ) 新幹線西長岡２号線 不明 6.4 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

亀ヶ崎橋 (ｶﾒｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 新幹線西長岡２号線 不明 6.4 3.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

門梨橋 (ｶﾄﾞﾅｼﾊﾞｼ) 門梨線 不明 6.4 8.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

一本松１号橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下前田古川線 不明 6.3 4.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

小泉橋 (ｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 石名坂小泉線 1970 6.3 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

上川橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾞｼ) 東昌寺沢３号線 不明 6.3 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

上田２号橋 (ｳｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上田線 不明 6.2 2.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

倉の沢橋 (ｸﾗﾉｻﾜﾊﾞｼ) 賀美田倉ノ沢線 不明 6.2 3.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

富沼１号橋 (ﾄﾐﾇﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 祇園寺校前線 不明 6.2 5.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

筒堀下１号橋 (ﾄﾞｳﾎﾞﾘｼﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 筒掘下線 不明 6.2 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

御堂下橋 (ﾐﾄﾞｳｼﾀﾊﾞｼ) 御堂下線 不明 6.2 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

中道下１号橋 (ﾅｶﾐﾁｼﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 内谷地６号線 不明 6.2 7.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 内谷地７号線 不明 6.2 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

駅裏橋 (ｴｷｳﾗﾊﾞｼ) 岩出山駅裏線 不明 6.1 6.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

赤新田１号橋 (ｱｶﾆｲﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 赤新田線 不明 6.1 3.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

上ノ台橋 (ｳｴﾉﾀﾞｲﾊﾞｼ) 上宮線 不明 6.0 3.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

旭３号橋 (ｱｻﾋ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 神田線 不明 6.0 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新江橋 (ｼﾝｴﾊﾞｼ) 堤根上沖線 不明 6.0 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

高岩東１号橋 (ﾀｶｲﾜﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高岩１号線 不明 6.0 4.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

高岩東２号橋 (ﾀｶｲﾜﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高岩１号線 不明 6.0 4.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

山崎東橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 内谷地５号線 不明 6.0 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鴻ノ巣橋 (ｺｳﾉｽﾊﾞｼ) 小坪線 1961 6.0 3.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

遠田江渕２号橋 (ﾄｵﾀﾞｴﾌﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桜目橋下川原１号線 不明 5.9 4.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

旭４号橋 (ｱｻﾋ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 東中学校北線 不明 5.9 7.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新砂崎２号橋 (ｼﾝｽﾅｻｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新西股線 不明 5.8 3.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新砂崎１号橋 (ｼﾝｽﾅｻｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新砂崎線 不明 5.8 3.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

砂川原橋 (ｽﾅｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 東鳴子幹線 不明 5.7 7.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新札場橋 (ｼﾝﾌﾀﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 下前田門田線 不明 5.7 3.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

中雨生沢橋 (ﾅｶｱﾒｵｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一ノ沢雨生沢線 不明 5.7 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ
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福沼橋 (ﾌｸﾇﾏﾊﾞｼ) 福沼２号線 不明 5.7 17.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

小平橋 (ｺﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 水鶏川線 不明 5.7 3.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

金ヶ崎橋 (ｶﾈｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 金ヶ崎団地８号線 不明 5.6 8.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

平筒橋 (ﾋﾗﾄｳﾊﾞｼ) 蟹沢・新田線 不明 5.6 5.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

中ノ町橋 (ﾅｶﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 中ノ町線 不明 5.5 4.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

内高畑橋 (ｳﾁﾀｶﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ) 自動車道西東大崎線 不明 5.5 3.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

福沼１号橋 (ﾌｸﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 北町福沼線 不明 5.5 10.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

蔵人橋 (ｸﾗﾝﾄﾞﾊﾞｼ) 札前中田線 1998 5.5 11.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鍋田上橋 (ﾅﾍﾞﾀｶﾐﾊﾞｼ) 金谷駅前線 不明 5.5 7.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

渋倉橋 (ｼﾌﾞｸﾗﾊﾞｼ) 大橋３号線 1998 5.5 8.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

下高野東橋 (ｼﾓｺﾞｳﾔﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 下高野東・新寺前線 不明 5.5 4.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

緒絶橋 (ｵﾀﾞｴﾊﾞｼ) 小金丁北線 不明 5.4 5.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新按沢橋 (ｼﾝﾀﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ) 長泥沼田線 不明 5.3 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新前田沢橋 (ｼﾝﾏｴﾀｻﾜﾊﾞｼ) 木杭柳堤線 不明 5.3 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

落合１号橋 (ｵﾁｱｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 落合賀美田線 不明 5.3 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新大谷川１号橋 (ｼﾝｵｵﾔｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 賀美田高屋敷線 不明 5.3 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新大谷川２号橋 (ｼﾝｵｵﾔｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高日向線 不明 5.3 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

柳ノ内１号橋 (ﾔﾅｷﾞﾉｳﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桜線 不明 5.3 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 広岡廿沼線 不明 5.3 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

金ヶ崎橋 (ｶﾈｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 金ヶ崎文化丁線 1998 5.3 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

上新田橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 北善光寺・御蔵浦線 不明 5.3 4.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

地武長根橋 (ｼﾞﾌﾞﾅｶﾞﾈﾊﾞｼ) 漆棒・鹿飼線 1984 5.3 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

岩ノ沢橋 (ｲﾜﾉｻﾜﾊﾞｼ) 鹿飼・下長根線 1979 5.3 5.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

高築橋 (ﾀｶﾁｸﾊﾞｼ) 菅生線 不明 5.2 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

山形橋 (ﾔﾏｶﾞﾀﾊﾞｼ) 東昌寺沢３号線 不明 5.2 6.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

諏訪２号橋 (ｽﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮袋新川２号線 不明 5.2 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

鹿島西２号橋 (ｶｼﾏﾆｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下三丁目線 不明 5.2 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

荒川小金町１号橋 (ｱﾗｶﾜｺｶﾞﾈﾁｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 小金丁北線 不明 5.2 5.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

城野橋 (ｼﾞｮｳﾉﾊﾞｼ) 三本木城野線 不明 5.2 5.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新世紀橋 (ｼﾝｾｲｷﾊﾞｼ) 長尾須摩屋線 1999 5.2 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

上野江橋 (ｳｴﾉｴﾊﾞｼ) 広岡文化丁線 1964 5.2 8.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 前林線 不明 5.2 3.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

川熊前１号橋 (ｶﾜｸﾏﾏｴ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 川熊宮沢伊勢堂線 不明 5.1 3.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

向田２号橋 (ﾑｶｲﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 向田駅前線 不明 5.1 16.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

広岡江橋 (ﾋﾛｵｶｴﾊﾞｼ) 広岡文化丁線 1962 5.1 9.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

銘沢２号橋 (ﾒｲｻﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 池月駅前線 不明 5.0 3.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

安沢橋 (ﾔｽｻﾞﾜﾊﾞｼ) 安沢線 1993 5.0 4.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

土橋 (ﾂﾁﾊﾞｼ) 土橋線 不明 5.0 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

賀美田２号橋 (ｶﾐﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 雨生沢塚原線 不明 5.0 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

押堀１号橋 (ｵｼﾎﾞﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新幹線西富永線 不明 5.0 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

南町橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 松山線 不明 5.0 15.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

中島２号橋 (ﾅｶｼﾞﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 祇園線 不明 5.0 5.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ



【宮城県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分
橋梁名(フリガナ） 路線名
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（ｍ）

幅員
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桑折江橋 (ｺｵﾘｴﾊﾞｼ) 桑折線 不明 5.0 10.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

木ノ下橋 (ｷﾉｼﾀﾊﾞｼ) 下沢高田線 不明 5.0 4.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

山王江用水路１１号橋 (ｻﾝﾉｳｴﾖｳｽｲﾛ11ｺﾞｳﾊﾞｼ) 後迫線 不明 5.0 20.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

畳台橋 (ﾀﾀﾐﾀﾞｲﾊﾞｼ) 田嶋・畳台線 不明 5.0 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

金蘭橋 (ｷﾝﾗﾝﾊﾞｼ) 荒町夏梨線 不明 5.0 7.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

機織橋 (ﾊﾀｵﾘﾊﾞｼ) 小倉線 不明 4.9 8.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

又戸橋 (ﾏﾀﾄﾞﾊﾞｼ) 桜目沢田線 不明 4.9 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

稲葉橋 (ｲﾅﾊﾞﾊﾞｼ) 稲葉飯川線 不明 4.9 5.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

青砥橋 (ｱｵﾄﾊﾞｼ) 山王野田線 不明 4.9 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

下高野東橋 (ｼﾓｺﾞｳﾔﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 木戸・小塩線 1978 4.8 11.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

江添橋 (ｴｿﾞｴﾊﾞｼ) 新幹線東１号線 不明 4.7 18.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

新道下４号橋 (ｼﾝﾐﾁｼﾀ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 五輪崎線 不明 4.7 11.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

小塩橋 (ｵｼｵﾊﾞｼ) 木戸・小塩線 1978 4.6 11.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

荷坂橋 (ﾆｻﾞｶﾊﾞｼ) 十文字小倉線 1971 4.5 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

銘沢１号橋 (ﾒｲｻﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山際・下宮１号線 不明 4.5 6.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

一本松２号橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 真坂線 不明 4.5 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新田１号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 役場新道線 不明 4.5 4.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

李埣１号橋 (ｽﾓｿﾞﾈ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 李埣線 不明 4.5 5.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

蔵田３号橋 (ｸﾗﾀ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山王野田線 不明 4.4 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

伸萠西橋 (ｼﾝﾎﾟｳﾆｼﾊﾞｼ) 伸萠・筒堀線 不明 4.4 4.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

出町築道線３号橋 (ｲﾃﾞﾏﾁﾁｸﾐﾁｾﾝ3ｺﾞｳﾊｼ) 出町築道線 不明 4.4 4.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

南田１号橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三ツ江１号線 不明 4.3 9.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

中宿１号橋 (ﾅｶｼﾞｭｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 台所線 不明 4.3 21.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 山際・下宮１号線 不明 4.3 5.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

横山西橋 (ﾖｺﾔﾏﾆｼﾊﾞｼ) 敷玉北浦線 不明 4.2 5.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

上金沢橋 (ｶﾐｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 城山西廻り線 不明 4.1 5.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

月蔵橋 (ｶﾞｯｿﾞｳﾊﾞｼ) 蓑口沼線 不明 4.1 8.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

渕尻橋 (ﾌﾁｼﾞﾘﾊﾞｼ) 三ツ江１号線 不明 4.0 6.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

三ッ江１号橋 (ﾐﾂｴ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三ツ江１号線 不明 4.0 6.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鹿島西３号橋 (ｶｼﾏﾆｼ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 古川中央線 不明 4.0 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

馬場崎１号橋 (ﾊﾞﾊﾞｻｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 飯川耳取線 不明 4.0 6.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

北屋敷橋 (ｷﾀﾔｼｷﾊﾞｼ) 新幹線東１号線 不明 4.0 3.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

蔵田２号橋 (ｸﾗﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山王野田線 不明 4.0 5.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

須摩屋橋 (ｽﾏﾔﾊﾞｼ) 須摩屋駅前線 不明 4.0 10.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新家前橋 (ｼﾝｲｴﾏｴﾊﾞｼ) 富岡・木戸線 不明 4.0 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

葛生橋 (ｸｽﾞｵﾊﾞｼ) 飯川耳取線 不明 3.9 9.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

角田橋 (ｶｸﾀﾞﾊﾞｼ) 稲葉１号線 不明 3.9 4.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

江下橋 (ｴｼﾀﾊﾞｼ) 須摩屋平渡線 不明 3.9 8.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

出町築道線２号橋 (ｲﾃﾞﾏﾁﾁｸﾐﾁｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 出町築道線 不明 3.9 4.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

河童橋 (ｶｯﾊﾟﾊﾞｼ) 富岡・谷地中線 1968 3.9 10.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

久保前橋 (ｸﾎﾞﾏｴﾊﾞｼ) 山際・下宮１号線 不明 3.7 5.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

南小林裏橋 (ﾐﾅﾐｵﾊﾞﾔｼｳﾗﾊﾞｼ) 下り松一本杉線 不明 3.7 3.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ
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金五輪橋 (ｶﾅｺﾞﾘﾝﾊﾞｼ) 宮内境野宮線 不明 3.7 4.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

筒場橋 (ﾄｳﾊﾞﾊﾞｼ) 牧目・峯崎線 1985 3.7 7.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

北原橋 (ｷﾀﾊﾗﾊﾞｼ) 塚目西荒井線 不明 3.6 3.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新田２号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新幹線東１号線 不明 3.5 3.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

元村前２号橋 (ﾓﾄﾑﾗﾏｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 敷玉北浦線 不明 3.5 7.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

堰堀橋 (ｾｷﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 蒜袋線 1965 3.5 8.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新田１号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 桜目沢田線 不明 3.4 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

氷室橋 (ﾋﾑﾛﾊﾞｼ) 大崎耳取線 不明 3.4 4.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

沖屋敷橋 (ｵｷﾔｼｷﾊﾞｼ) 真坂街道線 不明 3.3 3.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

三ッ江２号橋 (ﾐﾂｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 三ツ江１号線 不明 3.3 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

下供輪堂橋 (ｼﾓｷｮｳﾘﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 蓑口沼線 不明 3.3 10.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

大田４号橋 (ｵｵﾀ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 稲葉飯川線 不明 3.3 7.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

深沼甲橋 (ﾌｶﾇﾏｺｳﾊﾞｼ) 馬寄谷地中線 不明 3.3 6.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

沼ノ上橋 (ﾇﾏﾉｳｴﾊﾞｼ) 桜目三ツ江線 不明 3.3 7.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

南小松樋前橋 (ﾐﾅﾐｺﾏﾂﾋﾏｴﾊﾞｼ) 荒谷下田線 不明 3.3 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

伊達ヶ森橋 (ﾀﾞﾃｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 師山伊達ヶ森線 不明 3.2 2.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

杉ノ下１号橋 (ｽｷﾞﾉｼﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮沢三丁目線 不明 3.1 4.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

高田２号橋 (ﾀｶﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新幹線東１号線 不明 3.1 4.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

館下１号橋 (ﾀﾃｼﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鵙目線 不明 3.1 4.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 山際・下宮１号線 不明 3.1 5.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

新森子田橋 (ｼﾝﾓﾘｺﾀﾞﾊﾞｼ) 役場新道線 不明 3.0 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

下屋敷橋 (ｼﾓﾔｼｷﾊﾞｼ) 秋田線 不明 3.0 12.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

千石山王２号橋 (ｾﾝｺﾞｸｻﾝﾉｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山王野田線 不明 3.0 5.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

蔵前橋 (ｸﾗﾏｴﾊﾞｼ) 須摩屋平渡線 不明 3.0 6.2 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

上志田橋 (ｶﾐｼﾀﾞﾊﾞｼ) 志田谷地１号線 不明 3.0 7.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

北浦橋 (ｷﾀｳﾗﾊﾞｼ) 宮内師山線 不明 2.9 3.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

九十九橋 (ｸｼﾞﾕｳｸﾊﾞｼ) 町横町金ヶ崎線 不明 2.9 13.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

新照井谷地橋 (ｼﾝﾃﾙｲﾔﾁﾊﾞｼ) 富岡・谷地中線 1970 2.8 10.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 秋田線 不明 2.7 8.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

新見輪１号橋 (ｼﾝﾐﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 馬寄谷地中線 不明 2.6 10.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

赤沼１号橋 (ｱｶﾇﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮内師山線 不明 2.6 4.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

新牛沼橋 (ｼﾝｳｼﾇﾏﾊﾞｼ) 宮沢三丁目線 不明 2.6 9.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

南屋敷橋 (ﾐﾅﾐﾔｼｷﾊﾞｼ) 蒜袋線 1970 2.6 6.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

二枚橋 (ﾆﾏｲﾊﾞｼ) 伊賀線 不明 2.6 5.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

萱刈橋 (ｶﾔｶﾘﾊﾞｼ) 伊賀線 不明 2.6 7.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

伸萠中１号橋 (ｼﾝﾎﾟｳﾅｶｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 伸萠・筒堀線 不明 2.6 5.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

道場２号橋 (ﾄﾞｳﾊﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮沢三丁目線 不明 2.5 13.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

江合橋 (ｴｱｲﾊﾞｼ) 役場新道線 不明 2.5 4.8 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

道下東橋 (ﾐﾁｼﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 蓑口沼線 不明 2.5 8.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

金皿２号橋 (ｶﾅｻﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 米倉線 不明 2.5 5.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

出町築道線４号橋 (ｲﾃﾞﾏﾁﾁｸﾐﾁｾﾝ4ｺﾞｳﾊｼ) 出町築道線 不明 2.5 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

出町築道線５号橋 (ｲﾃﾞﾏﾁﾁｸﾐﾁｾﾝ5ｺﾞｳﾊｼ) 出町築道線 不明 2.5 4.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ
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境沢橋 (ｻｶｲｻﾜﾊﾞｼ) 鳴子鍛冶谷沢線 1987 2.4 8.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 土手下線 不明 2.4 4.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

屋敷３号橋 (ﾔｼｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 塚目線 不明 2.4 4.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

上田橋 (ｳｴﾀﾞﾊﾞｼ) 稲葉飯川線 不明 2.4 6.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

元村橋 (ﾓﾄﾑﾗﾊﾞｼ) 敷玉北浦線 不明 2.4 7.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

蓬田沢橋 (ﾖﾓｷﾞﾀﾞｻﾜﾊﾞｼ) 鳴子鍛冶谷沢線 1987 2.3 8.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

杉沢橋 (ｽｷﾞｻﾜﾊﾞｼ) 山際・下宮１号線 不明 2.3 8.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鷹の巣橋 (ﾜｼﾉｽﾊﾞｼ) 鷲の巣潟沼線 1985 2.2 10.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

八幡下橋 (ﾊﾁﾏﾝｼﾀﾊﾞｼ) 小倉線 不明 2.2 13.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

屋敷２号橋 (ﾔｼｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 塚目線 不明 2.2 5.3 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

谷地中前橋 (ﾔﾁﾅｶﾏｴﾊﾞｼ) 馬寄谷地中線 不明 2.2 7.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

横山１号橋 (ﾖｺﾔﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 敷玉北浦線 不明 2.2 8.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

元村前３号橋 (ﾓﾄﾑﾗﾏｴ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 敷玉北浦線 不明 2.2 6.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

出町築道線６号橋 (ｲﾃﾞﾏﾁﾁｸﾐﾁｾﾝ6ｺﾞｳﾊｼ) 出町築道線 不明 2.2 3.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

上組１号橋 (ｶﾐｸﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 馬寄谷地中線 不明 2.1 5.6 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

蔵田１号橋 (ｸﾗﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山王野田線 不明 2.1 15.0 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

上谷地橋 (ｶﾐﾔﾁﾊﾞｼ) 蓑口沼線 不明 2.0 9.1 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

鹿島３号橋 (ｶｼﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ) 塚目西荒井線 不明 2.0 8.4 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

高田３号橋 (ﾀｶﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新幹線東１号線 不明 2.0 4.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

橋木橋 (ﾊｼｷﾊﾞｼ) 新沼線 不明 2.0 11.7 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

阿弥陀江排水路３号橋 (ｱﾐﾀﾞｴﾊｲｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 木間塚船越線 不明 2.0 5.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

馬場崎歩道橋 (ﾊﾞﾊﾞｻｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 飯川耳取線 不明 13.0 2.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

稲葉歩道橋 (ｲﾅﾊﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 稲葉飯川線 不明 4.9 1.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅰ

沼ノ上歩道橋 (ﾇﾏﾉｳｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 桜目三ツ江線 不明 4.8 3.9 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅱ

押堀２号橋歩道橋 (ｵｼﾎﾞﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 竹ノ花線 不明 7.5 1.5 大崎市 宮城県 大崎市 Ⅲ

辻前橋 (ﾂｼﾞﾏｴﾊﾞｼ) 永野山ノ入平沢線 1933 4.3 3.9 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

平沢橋 (ﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ) 永野山ノ入平沢線 1963 9.5 4.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 宮曲竹線 1950 7.4 5.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

宮小学校前橋 (ﾐﾔｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 西裏井戸井沖線 1954 6.7 4.8 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

砂押橋 (ｽﾅｵｼﾊﾞｼ) えぼし高原線 不明 10.4 12.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) 向山矢附塩沢線 不明 9.6 6.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

日吉橋 (ﾋﾖｼﾊﾞｼ) 山ノ入築舘線 不明 6.9 5.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

曲木橋 (ﾏｶﾞｷﾊﾞｼ) 高木曲木線 1935 6.5 4.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅲ

我戸橋 (ｱｶﾞﾄﾊﾞｼ) 下別当1号線 1965 5.2 5.2 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

中丸1号橋 (ﾅｶﾏﾙｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 大除線 1933 3.5 3.4 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

臼久保2号橋 (ｳｽｸﾎﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 臼久保線 1933 3.9 4.2 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

川子石橋 (ｶｺﾞｲｼﾊﾞｼ) 北境川子石線 不明 2.2 3.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

だるま橋 (ﾀﾞﾙﾏﾊﾞｼ) 湯口線 1963 6.3 3.3 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

学校前橋 (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 台町鎌倉線 1932 7.0 6.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

辻裏橋 (ﾂｼﾞｳﾗﾊﾞｼ) 台町鎌倉線 1932 5.3 3.4 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

後沢橋 (ｳｼﾛｻﾞﾜﾊﾞｼ) 台町鎌倉線 1971 9.0 4.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅲ

鎌倉橋 (ｶﾏｸﾗﾊﾞｼ) 台町鎌倉線 1959 3.1 3.4 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ
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大鳥下橋 (ｵｵﾄﾘｼﾀﾊﾞｼ) 猫松沢鬼場線 1974 7.3 3.8 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

東山橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊﾞｼ) 下永線 1970 4.2 4.1 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

下永橋 (ｼﾓﾅｶﾞﾊﾞｼ) 東浦松川線 1955 2.1 3.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

境松1号橋 (ｻｶｲﾏﾂｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 境松ネギの沢線 1965 4.0 3.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

境松2号橋 (ｻｶｲﾏﾂﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 境松ネギの沢線 1965 3.2 3.4 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

中丸2号橋 (ﾅｶﾏﾙﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 松手原入線 1955 3.2 3.7 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅰ

椚林橋 (ｸﾇｷﾞﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 椚林線 1933 3.8 7.6 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

二ツ坂橋 (ﾌﾀﾂｻﾞｶﾊﾞｼ) 二ツ坂線 1931 4.6 4.1 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

山田沢2号橋 (ﾔﾏﾀﾞｻﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 山田沢線 1970 9.0 5.6 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

釜沢橋 (ｶﾏｻﾞﾜﾊﾞｼ) 土浮山開拓線 1960 7.4 5.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

釜沢2号橋 (ｶﾏｻﾞﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 土浮山開拓線 1960 6.4 5.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

小妻坂橋 (ｺﾂﾞﾏｻﾞｶﾊﾞｼ) 小妻坂線 不明 3.9 5.1 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅰ

北原尾橋 (ｷﾀﾊﾗｵﾊﾞｼ) 北原尾線 不明 6.4 5.1 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

善舞森橋 (ｾﾞﾝﾏｲﾓﾘﾊﾞｼ) 善舞森八山線 不明 6.0 5.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅲ

横柴1号橋 (ﾖｺｼﾊﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 横柴線 不明 4.0 6.8 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

横柴2号橋 (ﾖｺｼﾊﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 横柴線 不明 3.5 4.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

南道上橋 (ﾐﾅﾐﾄﾞｳｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 平沢村田線 不明 6.4 4.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅲ

定矢口橋 (ｼﾞｮｳﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ) 向山矢附塩沢線 不明 3.0 6.5 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

供養前橋 (ｸﾖｳﾏｴﾊﾞｼ) 松原線 1932 4.0 4.0 蔵王町 宮城県 蔵王町 Ⅱ

林盛橋 (ﾘﾝｾｲﾊﾞｼ) 神林線 1970 30.0 5.0 七ヶ宿町 宮城県 七ヶ宿町 Ⅲ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 湯原稲子線 1968 17.9 3.7 七ヶ宿町 宮城県 七ヶ宿町 Ⅰ

山一橋 (ﾔﾏｲﾁﾊﾞｼ) 大深沢線 1965 18.1 4.1 七ヶ宿町 宮城県 七ヶ宿町 Ⅰ

蟹清水橋 (ｶﾆｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 堤幹線 不明 2.3 6.6 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水上谷団地入口橋 (ﾌﾅｽｲｶﾐﾔﾀﾞﾝﾁｲﾘｸﾞﾁﾊｼ) 上谷見城前線 不明 2.7 8.2 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

角神橋 (ﾂﾉｶﾞﾐﾊﾞｼ) 角神線 不明 2.5 12.7 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水錦町３号橋 (ﾌﾅｽｲﾆｼｷﾁｮｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 錦町2号線 2011 2.0 6.6 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水錦町１号橋 (ﾌﾅｽｲﾆｼｷﾁｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 錦町5号線 不明 2.6 8.1 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅲ

鷺沼排水板倉橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲｲﾀｸﾗﾊﾞｼ) 板倉線 不明 3.6 4.6 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水住吉町１号橋 (ﾌﾅｽｲｽﾐﾖｼﾁｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 住吉町2号線 1964 3.3 2.3 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水住吉町２号橋 (ﾌﾅｽｲｽﾐﾖｼﾁｮｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 住吉町3号線 1964 2.8 4.1 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水住吉町３号橋 (ﾌﾅｽｲｽﾐﾖｼﾁｮｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 住吉町山崎線 不明 2.7 5.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水二本松入口橋 (ﾌﾅｽｲﾆﾎﾝﾏﾂｲﾘｸﾞﾁﾊﾞｼ) 荒屋敷原前線 不明 2.6 3.6 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水一軒地２号橋 (ﾌﾅｽｲｲｯｹﾝﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 安浄寺線 不明 2.7 7.6 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水見城前橋 (ﾌﾅｽｲｹﾝｼﾞｮｳﾏｴﾊﾞｼ) 見城前線 不明 3.0 5.8 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

船水上谷橋 (ﾌﾅｽｲｶﾐﾔﾊﾞｼ) 上谷線 不明 3.0 8.2 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅲ

黒水白坂前橋 (ｸﾛｽｲｼﾗｻｶﾏｴﾊﾞｼ) 金ヶ瀬西浦線 1967 2.6 6.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

黒水学校裏橋 (ｸﾛｽｲｶﾞｯｺｳｳﾗﾊﾞｼ) 金改３６号線 1967 2.6 4.0 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

青木堤生活センター橋 (ｱｵｷﾂﾂﾐｾｲｶﾂｾﾝﾀｰﾊﾞｼ) 小山田堤線 2001 3.3 15.1 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

小山田南橋 (ｵﾔﾏﾀﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 小山田堤線 不明 2.0 12.2 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

福田九蔵橋 (ﾌｸﾀﾞｸｿﾞｳﾊﾞｼ) 千改１７号線 1967 2.1 6.0 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

福田宮下橋 (ﾌｸﾀﾞﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 福橋線 1984 2.1 4.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊｼ) 千改１９号線 1984 2.3 7.0 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ
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鴻の巣３号橋 (ｺｳﾉｽ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 五輪鴻の巣線 不明 2.2 4.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

小山田南１号橋 (ｵﾔﾏﾀﾞﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 天神山線 2011 2.3 12.0 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

大井戸１号橋 (ｵｵｲﾄﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 上道明神線 不明 2.9 7.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

愛宕石橋 (ｱﾀｺﾞｲｼﾊﾞｼ) 上道明神線 不明 2.4 5.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 上道明神線 不明 2.0 6.9 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

湯の沢橋 (ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ) ドブ線 不明 3.0 6.5 大河原町 宮城県 大河原町 Ⅱ

元館橋 (ﾓﾄﾀﾞﾃﾊｼ) 松山寺線 1986 54.2 5.9 村田町 宮城県 村田町 Ⅱ

梅ヶ久保橋 (ｳﾒｶﾞｸﾎﾞﾊｼ) 梅ヶ久保二号線 1986 39.3 4.1 村田町 宮城県 村田町 Ⅱ

大平山橋 (ｵｵﾀﾞｲﾗﾔﾏﾊｼ) 大平山二号線 1986 46.0 5.0 村田町 宮城県 村田町 Ⅱ

白坂堀８号橋 (ｼﾗｻｶﾎﾞﾘ8ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂7号線 1954 3.6 6.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

五合田堀４号橋 (ｺﾞｺﾞｳﾀﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂8号線 1977 3.5 5.3 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

槻木五間堀８号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ8ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂11号線 1967 11.0 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

五合田堀１号橋 (ｺﾞｺﾞｳﾀﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂11号線 1965 8.3 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五間堀左岸４号橋 (ｺﾞｹﾝﾎﾞﾘｻｶﾞﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂11号線 1964 7.0 5.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

白坂堀３号橋 (ｼﾗｻｶﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂11号線 1980 7.5 4.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

白坂堀２号橋 (ｼﾗｻｶﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂12号線 1954 3.4 4.4 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

白坂堀１号橋 (ｼﾗｻｶﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂19号線 1955 3.5 3.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五合田堀３号橋 (ｺﾞｺﾞｳﾀﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂20号線 1954 4.1 3.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

槻木五間堀９号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ9ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂21号線 1967 9.1 4.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五合田堀２号橋 (ｺﾞｺﾞｳﾀﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 葉坂22号線 1968 5.9 3.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

関根堀５号橋 (ｾｷﾈﾎﾞﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田10号線 1980 6.4 6.8 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五間堀左岸低排水路支線１号(ｺﾞｹﾝﾎﾞﾘｻｶﾞﾝﾃｲﾊｲｽﾛｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田14号線 不明 10.5 7.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五間堀左岸低排水路支線１号(ｺﾞｹﾝﾎﾞﾘｻｶﾞﾝﾃｲﾊｲｽﾛｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 入間田14号線 不明 7.5 1.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

関根堀３号橋 (ｾｷﾈﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田14号線 1964 4.0 12.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

関根堀２号橋 (ｾｷﾈﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田18号線 1964 6.8 4.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

関根堀４号橋 (ｾｷﾈﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田19号線 1964 7.0 3.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

槻木五間堀６号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ6ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田20号線 1965 11.1 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

関根堀１号橋 (ｾｷﾈﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田20号線 1964 12.5 6.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

関根堀７号橋 (ｾｷﾈﾎﾞﾘ7ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田22号線 1980 5.5 4.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

三本木堀４号橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田33号線 1972 4.3 5.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

三本木堀３号橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田35号線 1964 4.3 4.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀３号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田36号線 1963 7.3 5.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

三本木堀２号橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田41号線 1964 5.3 2.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

上川名堀１号橋 (ｶﾐｶﾜﾅﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田44号線 1963 4.6 5.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀１号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田44号線 1978 8.4 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

三本木堀１号橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 入間田44号線 1964 5.3 4.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀1１号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ11ｺﾞｳｷｮｳ) 富沢7号線 1964 4.3 4.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀１２号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ12ｺﾞｳｷｮｳ) 富沢8号線 2010 4.0 1.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀９号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ9ｺﾞｳｷｮｳ) 富沢12号線 1963 6.0 4.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

土神堀１号橋 (ﾂﾁｶﾞﾐﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 富沢22号線 不明 3.5 2.8 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀４号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 上川名2号線 1963 5.0 3.4 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

上川名堀２号橋 (ｶﾐｶﾜﾅﾎﾞﾘ2ｷﾞｮｳｷｮｳ) 上川名4号線 1963 6.0 4.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ



【宮城県】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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上川名堀４号橋 (ｶﾐｶﾜﾅﾎﾞﾘ4ｷﾞｮｳｷｮｳ) 上川名8号線 1963 3.6 4.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

上川名堀３号橋 (ｶﾐｶﾜﾅﾎﾞﾘ3ｷﾞｮｳｷｮｳ) 上川名10号線 1978 4.6 7.4 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大江堀８号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ8ｺﾞｳｷｮｳ) 富沢26号線 1963 8.0 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

上川名堀５号橋 (ｶﾐｶﾜﾅﾎﾞﾘ5ｷﾞｮｳｷｮｳ) 四日市場北15号線 不明 7.1 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

平堀９号橋 (ﾋﾗﾎﾞﾘ9ｺﾞｳｷｮｳ) 若葉18号線 1974 4.7 3.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

槻木五間堀１６号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ16ｺﾞｳｷｮｳ) 成田2号線 1975 3.3 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

槻木五間堀１１号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ11ｺﾞｳｷｮｳ) 成田6号線 1959 5.3 4.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

槻木五間堀１０号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ10ｺﾞｳｷｮｳ) 成田10号線 1959 7.5 4.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五間堀右岸４号橋 (ｺﾞｹﾝﾎﾞﾘｳｶﾞﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 海老穴4号線 1962 6.0 3.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

槻木五間堀７号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ20ｺﾞｳｷｮｳ) 海老穴6号線 1967 13.0 3.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

平堀７号橋 (ﾋﾗﾎﾞﾘ7ｺﾞｳｷｮｳ) 船迫15号線 1953 2.8 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

平堀５号橋 (ﾋﾗﾎﾞﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木1号線 1950 3.0 3.3 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

舘前堀３号橋 (ﾀﾃﾏｴﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木70号線 1969 10.1 4.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

舘前堀４号橋 (ﾀﾃﾏｴﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木72号線 不明 6.0 3.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

平堀４号橋 (ﾋﾗﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木72号線 不明 4.7 12.4 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

舘前堀２号橋 (ﾀﾃﾏｴﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木75号線 1972 4.1 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

稲荷山用水路５号橋 (ｲﾅﾆﾔﾏﾖｳｽｲﾛ5ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木95号線 1956 5.6 2.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五間堀右岸１号橋 (ｺﾞｹﾝﾎﾞﾘｳｶﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木169号線 1967 9.6 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

稲荷山用水路２号橋 (ｲﾅﾆﾔﾏﾖｳｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 四日市場21号線 1978 5.0 7.4 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

稲荷山用水路１号橋 (ｲﾅﾆﾔﾏﾖｳｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 四日市場23号線 1978 4.4 2.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

富上用排水路１号橋 (ﾄﾐｶﾐﾖｳﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 四日市場23号線 1958 3.0 6.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

舘前堀５号橋 (ﾀﾃﾏｴﾎﾞﾘ5ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木170号線 不明 6.0 3.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

平堀１１号橋 (ﾋﾗﾎﾞﾘ11ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木179号線 不明 3.7 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

館前堀６号橋 (ﾀﾃﾏｴﾎﾞﾘ6ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木179号線 不明 4.4 7.8 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

五間堀右岸６号橋 (ｺﾞｹﾝﾎﾞﾘｳｶﾞﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 槻木179号線 不明 2.1 6.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

槻木五間堀１８号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ18ｺﾞｳｷｮｳ) 海老穴8号線 不明 5.2 7.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

槻木五間堀１９号橋 (ﾂｷﾉｷｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ19ｺﾞｳｷｮｳ) 海老穴8号線 不明 4.5 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡用水路１号橋 (船岡ﾖｳﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西住7号線 1959 2.3 5.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路１号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 山岸1号線 1974 2.2 3.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡旧用水路１号橋 (ﾌﾅｵｶｷｭｳﾖｳｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 山岸1号線 1973 3.3 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路２号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 山岸1号線 1974 3.8 7.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路９号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ9ｺﾞｳｷｮｳ) 清住12号線 1974 2.0 8.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路７号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ7ｺﾞｳｷｮｳ) 清住13号線 1974 2.1 8.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

鷺沼排水路６号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ6ｺﾞｳｷｮｳ) 清住14号線 1974 2.1 7.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路５号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ5ｺﾞｳｷｮｳ) 清住15号線 1974 2.6 15.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路４号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ4ｺﾞｳｷｮｳ) 清住18号線 1974 2.2 4.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

八入排水路１号橋 (ﾔﾂｲﾘﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 清住32号線 1974 2.1 8.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路８号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ8ｺﾞｳｷｮｳ) 清住32号線 1974 2.2 6.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

八入排水路２号橋 (ﾔﾂｲﾘﾊｲｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 清住34号線 1974 2.3 5.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

鷺沼排水路３号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ) 清住35号線 1974 3.4 8.8 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

鷺沼排水路１０号橋 (ｻｷﾞﾇﾏﾊｲｽｲﾛ10ｺﾞｳｷｮｳ) 八入1号線 1974 3.3 11.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

新小路排水路１号橋 (ｼﾝｺｳｼﾞﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡中央20号線 1953 2.1 3.9 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ
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新町都市下水路２号橋 (ｼﾝﾏﾁﾄｼｹﾞｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡中央22号線 不明 2.1 6.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀１３号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ13ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡東49号線 1959 4.3 4.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀１２号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ12ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡東50号線 1959 8.1 10.8 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅰ

久根添堀４号橋 (ｸﾈｿﾞｴﾎﾞﾘ4ｺﾞｳｷｮｳ) 上名生17号線 1950 4.1 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

久根添堀３号橋 (ｸﾈｿﾞｴﾎﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 上名生21号線 1957 3.9 3.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

久根添堀２号橋 (ｸﾈｿﾞｴﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上名生23号線 1957 3.5 6.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

久根添堀１号橋 (ｸﾈｿﾞｴﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上名生25号線 1957 3.7 2.6 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀７号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ7ｺﾞｳｷｮｳ) 上名生26号線 1957 13.6 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀６号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ6ｺﾞｳｷｮｳ) 上名生28号線 1957 13.7 3.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

古川都市下水路１号橋 (ﾌﾙｶﾜﾄｼｹﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中名生2号線 1973 4.4 6.5 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 中名生16号線 2000 12.0 5.0 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀４号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中名生17号線 1950 13.8 2.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀２号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中名生19号線 1958 14.0 2.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

大堀１号橋 (ｵｵｴﾎﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下名生11号線 1957 5.8 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

中曽根下水路１号橋 (ﾅｶｵsﾈｹﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下名生16号線 1957 5.0 2.7 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀９号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ9ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡32号線 1962 8.0 3.2 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅲ

船岡３２号線１号橋 (ﾌﾅｵｶ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡32号線 1992 3.0 6.1 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀１１号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ11ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡新栄53号線 1999 10.5 12.3 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

船岡五間堀１６号橋 (ﾌﾅｵｶｺﾞｹﾝﾎﾞﾘ16ｺﾞｳｷｮｳ) 船岡新栄88号線 1992 11.0 13.8 柴田町 宮城県 柴田町 Ⅱ

牛袋中熊橋 (ｳｼﾌﾞｸﾛﾅｶｸﾏﾊﾞｼ) 牛袋高須賀線 1990 4.4 9.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

神宮寺橋 (ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 神宮寺高屋線 1966 9.4 5.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中斉橋 (ﾅｶｻｲﾊﾞｼ) 神宮寺高屋線 1966 5.6 4.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

裏城戸橋 (ｳﾗｷﾄﾞﾊﾞｼ) 柴街道線 1985 4.5 7.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下茨田橋 (ｼﾓﾊﾞﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 亘理浜吉田線 1966 4.2 5.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

曽根下橋 (ｿﾈｼﾀﾊﾞｼ) 亘理浜吉田線 1990 9.4 8.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

星橋 (ﾎｼﾊﾞｼ) 荒浜築港線 1990 6.3 15.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

舟入橋 (ﾌﾅｲﾘﾊﾞｼ) 長瀞浜吉田浜線 1966 6.4 5.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上釣中橋 (ｶﾐﾂﾞﾙﾅｶﾊﾞｼ) 上釣本線 2003 7.8 12.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

下大畑橋 (ｼﾓｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 五十刈線 1990 6.3 5.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

舟入北橋 (ﾌﾅｲﾘｷﾀﾊﾞｼ) 五十刈線 1990 8.9 6.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 上郡小山線 1990 3.3 11.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

長瀞大橋 (ﾅｶﾞﾄｵｵﾊｼ) 高屋野地線 1959 6.2 7.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

長瀞小橋 (ﾅｶﾞﾄﾛｺﾊﾞｼ) 高屋野地線 1967 5.3 7.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

新堀橋 (ｼﾝﾎﾘﾊﾞｼ) 高屋野地線 1967 9.5 7.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋２ ﾑﾒｲﾊｼ1 祝田駅前線 1935 5.8 7.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

堂前橋 (ﾄﾞｳﾏｴﾊﾞｼ) 神宮寺本線 1990 2.9 8.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

南新田橋 (ﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 台田線 1990 9.0 4.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中條橋 (ﾅｶｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 中條新道線 1990 4.4 41.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

豊田橋 (ﾄﾖﾀﾊﾞｼ) 中條新道線 1990 9.0 5.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

道上橋 (ﾐﾁｳｴﾊﾞｼ) 道上線 1990 8.1 6.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 新田熊野線 1966 3.2 5.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

花屋敷橋 (ﾊﾅﾔｼｷﾊﾞｼ) 新田熊野線 1966 3.6 5.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ
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新丁北橋 (ｼﾝﾁｮｳｷﾀﾊﾞｼ) 原北新丁線 1966 3.2 5.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

東東橋 (ﾋｶﾞｼｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 東線 1990 2.3 3.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

新丁南橋 (ｼﾝﾁｮｳﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 町裏的場線 1990 2.3 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 中田線 1985 5.8 4.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中田東橋 (ﾅｶﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 中田南山線 1966 5.5 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

碇西橋 (ｲｶﾘﾆｼﾊﾞｼ) 碇小城内線 1966 6.6 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

碇橋 (ｲｶﾘﾊﾞｼ) 堰下線 1966 5.5 3.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

宮原橋 (ﾐﾔﾊﾗﾊﾞｼ) 田沢堰添線 1993 7.2 9.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

碇東橋 (ｲｶﾘﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 堰下碇線 1966 7.8 3.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

糀町橋 (ｺｳｼﾞﾏﾁﾊﾞｼ) 田沢小城内線 1966 7.5 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

糀町東橋 (ｺｳｼﾞﾏﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 糀町西山線 1966 7.6 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

八ツ入橋 (ﾔﾂｲﾘﾊﾞｼ) 大森山線 1985 8.0 9.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

疣石橋 (ｲﾎﾞｲｼﾊﾞｼ) 大森山線 1985 7.0 8.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

無名橋4 ﾑﾒｲﾊｼ4 若宮明神線 1990 4.0 13.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

早川東橋 (ﾊﾔｶﾜﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 浜道南線 1990 4.7 5.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋10 ﾑﾒｲﾊｼ10 山神線 1993 5.5 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

大手東橋 (ｵｵﾃﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 宮前樋ノ口線 1966 5.3 7.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

砂金橋 (ｲｻｺﾞﾊﾞｼ) 七合下須賀線 1966 5.5 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

北原北橋 (ｷﾀﾊﾗｷﾀﾊﾞｼ) 砂金下須賀南線 1966 5.5 3.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

安久戸橋 (ｱｸﾄﾞﾊﾞｼ) 下郡榎袋線 1966 8.8 5.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

南郷高屋橋 (ﾐﾅﾐｺﾞｳｺｳﾔﾊﾞｼ) 下郡榎袋線 1966 6.3 6.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

榎袋高屋橋 (ｴﾉｷﾌｸﾛｺｳﾔｾﾝ) 五反田蒲沼線 1966 5.4 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

寅艮橋 (ﾄﾗｺﾝﾊﾞｼ) 五反田蒲沼線 1990 6.3 3.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

石堂北橋 (ｲｼﾄﾞｳｷﾀﾊﾞｼ) 上郡高屋線 1990 6.3 4.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

艮中橋 (ｺﾝﾅｶﾊﾞｼ) 蕨蒲沼線 1985 6.4 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

北原高屋橋 (ｷﾀﾊﾗｺｳﾔﾊﾞｼ) 高田北原線 1966 6.3 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

水谷地中橋 (ﾐｽﾞﾔﾁﾅｶﾊﾞｼ) 蕨水谷地南線 1985 6.3 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

水谷地南橋 (ﾐｽﾞﾔﾁﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 蕨水谷地南線 1966 4.5 4.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

石堂高屋橋 (ｲｼﾄﾞｳｺｳﾔﾊﾞｼ) 上郡蕨線 1966 6.3 3.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

一郷西橋 (ｲﾁｺﾞｳﾆｼﾊﾞｼ) 鹿島上郡線 1990 4.8 4.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

馬行東橋 (ﾏﾕｷﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 一郷大宮線 1966 7.3 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

大宮中橋 (ﾀﾞｲﾐﾔﾅｶﾊﾞｼ) 一郷大宮線 1985 7.3 3.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

馬行高屋橋 (ﾏﾕｷｺｳﾔﾊﾞｼ) 一郷上東線 1990 5.8 3.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

深町高屋橋 (ﾌｶﾏﾁｺｳﾔﾊﾞｼ) 神宮寺荒浜線 1966 7.3 4.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋12 ﾑﾒｲﾊｼ12 中野上東線 1985 6.3 1.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

道田西橋 (ﾄﾞｳﾀﾞﾆｼﾊﾞｼ) 西郷高屋線 1966 5.0 3.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 下木戸新町線 1966 3.5 4.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 祝田新町線 1966 3.9 5.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

七曲橋 (ﾅﾅﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 七曲線 1979 3.5 4.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋13 ﾑﾒｲﾊｼ13 新町西線 1966 4.1 4.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

中町東橋 (ﾅｶﾏﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 停車場横道線 1966 5.8 16.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

裏城戸北橋 (ｳﾗｷﾄﾞｷﾀﾊﾞｼ) 柴街道南線 1993 4.9 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ
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裏城戸中橋 (ｳﾗｷﾄﾞﾅｶﾊﾞｼ) 裏城戸芝西線 1993 4.9 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

裏城戸南橋 (ｳﾗｷﾄﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 唐屋敷線 1992 4.9 5.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

油田北橋 (ｱﾌﾞﾗﾃﾞﾝｷﾀﾊﾞｼ) 唐屋敷南線 1992 4.9 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

油田橋 (ｱﾌﾞﾗﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 台田北線 1992 4.6 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

南新田北橋 (ﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝｷﾀﾊﾞｼ) 台田北線 1990 8.9 2.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

南新田橋 (ﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 台田南線 1990 8.9 2.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

南新田南橋 (ﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 油田芝西線 1990 8.9 2.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

石山南新田橋 (ｲｼﾔﾏﾐﾅﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 石山南新田線 1990 8.9 3.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

石山北橋 (ｲｼﾔﾏｷﾀﾊﾞｼ) 町南石山線 1966 8.9 3.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

石山橋 (ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ) 石山下新丁線 1966 8.9 3.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

谷地中橋 (ﾔﾁﾅｶﾊﾞｼ) 高屋本線 1990 4.3 6.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

新谷地橋 (ｼﾝﾔﾁﾊﾞｼ) 中原谷地中線 1998 6.4 7.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 北横丁線 1966 4.3 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

水神隈潟橋 (ｽｲｼﾞﾝｸﾏｶﾞﾀﾊﾞｼ) 一丁目東線 1993 2.8 4.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中野星橋 (ﾅｶﾉﾎｼﾊﾞｼ) 箱根田東線 1990 6.2 5.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

隈崎東木倉橋 (ｸﾏｻﾞｷﾋｶﾞｼｷｸﾞﾗﾊﾞｼ) 四丁目線 1990 5.3 6.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

西谷地橋 (ﾆｼﾔﾁﾊﾞｼ) 新丁西線 1993 3.0 4.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

新丁東橋 (ｼﾝﾁｮｳﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 新丁下釣線 1986 9.0 6.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

下釣北東橋 (ｼﾓﾂﾞﾙｷﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 新丁下釣線 1994 9.0 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

下釣橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 下釣線 1995 8.4 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

下釣南橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 下釣南線 1995 8.3 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

長瀞浜下釣橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾊﾏｼﾓﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 長瀞浜下釣線 1995 8.3 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

下釣橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 新丁南線 1988 6.4 7.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下釣中西橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾅｶﾆｼﾊﾞｼ) 新丁南線 1985 2.5 6.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下釣釣川橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾂﾞﾙｶﾜﾊﾞｼ) 新丁南線 1985 5.0 6.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下釣南橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 新丁南線 1985 4.5 6.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

中釣北中中橋 (ﾅｶﾂﾞﾙｷﾀﾅｶﾅｶﾊﾞｼ) 南原中釣線 1995 7.9 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

中釣北東橋 (ﾅｶﾂﾞﾙｷﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 南原中釣線 1985 2.3 4.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中釣北中東橋 (ﾅｶﾂﾞﾙｷﾀﾅｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 中釣北線 1990 2.4 3.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中釣中橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾅｶﾊﾞｼ) 中釣北線 1995 7.9 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

中釣中東橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾅｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 中釣線 1990 3.7 3.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

中釣中西橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾅｶﾆｼﾊﾞｼ) 中釣線 1966 3.6 3.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

無名橋16 ﾑﾒｲﾊｼ16 中釣南線 2003 3.5 9.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

上釣北東橋 (ｶﾐﾂﾞﾙｷﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 上釣北線 1990 2.0 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

塩田中橋 (ｴﾝﾃﾞﾝﾅｶﾊﾞｼ) 大畑浜北線 1990 4.5 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

塩田東橋 (ｴﾝﾃﾞﾝﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 大畑浜北線 1966 6.9 3.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

舟入東橋 (ﾌﾅｲﾘﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 大畑浜松崎線 1966 5.0 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

須賀畑東橋 (ｽｶﾊﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 大畑浜松崎線 1990 2.1 3.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

道上南橋 (ﾐﾁｳｴﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 大畑浜原線 1990 5.4 3.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中條東橋 (ﾅｶｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 砂取場中條線 1990 3.8 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

黒森沢橋 (ｸﾛﾓﾘｻﾞﾜﾊﾞｼ) 宮前河原線 1998 9.5 6.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

作田中橋 (ｻｸﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ) 大畑向山線 1990 3.4 8.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ
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境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 松崎線 1990 3.1 6.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

南田北橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞｷﾀﾊﾞｼ) 南新田石山線 1990 5.6 4.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

舟入南東橋 (ﾌﾅｲﾘﾐﾅﾐﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 舟入北南野地線 1990 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

上野地東橋 (ｶﾐﾔﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 舟入北南野地線 1966 5.3 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上塚東橋 (ｶﾐﾂｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 板橋一本松線 1985 4.5 5.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

大塚北橋 (ｵｵﾂｶｷﾀﾊﾞｼ) 浜吉田北線 1990 9.5 2.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

関下東橋 (ｾｷｼﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 関下一本松線 1990 6.3 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上田北東橋 (ｳｴﾀﾞｷﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 関下一本松線 1990 8.9 4.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

関下南橋 (ｾｷｼﾀﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 関下下田線 1990 6.4 5.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上田東橋 (ｳｴﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 関下下田線 1990 8.9 5.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下大畑北橋 (ｼﾓｵｵﾊﾀｷﾀﾊﾞｼ) 成合線 1990 7.2 4.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上田五十刈橋 (ｳｴﾀﾞｺﾞｼﾞｭｳｶﾞﾘﾊﾞｼ) 成合線 1990 8.9 4.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

曽根下橋 (ｿﾈｼﾀﾊﾞｼ) 成合線 1990 3.4 3.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

大坂橋 (ﾀﾞｲｻﾞｶﾊﾞｼ) 大畑大塚線 1966 2.6 6.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下塚東橋 (ｼﾓﾂｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 大畑大塚線 1966 3.4 4.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

堰中橋1 (ｾｷﾅｶﾊﾞｼ1) 中原下塚線 1966 5.6 3.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

舟入南橋 (ﾌﾅｲﾘﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 中原下塚線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

堰中西橋 (ｾｷﾅｶﾆｼﾊﾞｼ) 中原浜吉田北線 1985 4.3 8.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

堰中橋2 (ｾｷﾅｶﾊﾞｼ2) 中原浜吉田北線 1966 6.4 8.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上新田西橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾆｼﾊﾞｼ) 中原浜吉田北線 1985 3.5 7.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上新田橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 中原浜吉田北線 1985 3.3 7.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

堰中南橋 (ｾｷﾅｶﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 中原分残線 1966 6.7 4.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上新田南橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾝﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 中原分残線 1966 3.4 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

下新田東橋 (ｼﾓｼﾝﾃﾞﾝﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 中原分残線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上塚南橋 (ｶﾐﾂｶﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 板橋下新田線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

大道橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 大谷地線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

大谷地南橋 (ｵｵﾔﾁﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 流中新田線 1966 2.4 3.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

大道南橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 流中新田線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上野地北橋 (ｶﾐﾔﾁｷﾀﾊﾞｼ) 下新道上野地線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅳ

下野地南橋 (ｼﾓﾔﾁﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 大谷地南野地線 1966 5.9 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上野地東橋 (ｶﾐﾔﾁﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 大谷地南野地線 1966 3.2 3.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

須賀畑西橋 (ｽｶﾊﾀﾆｼﾊﾞｼ) 吉田浜線 1990 3.4 5.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

南中橋 (ﾐﾅﾐﾅｶﾊﾞｼ) 吉田浜南線 1990 4.0 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅳ

南中南橋 (ﾐﾅﾐﾅｶﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 南上吉田浜線 1990 2.4 4.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

九号橋 (ｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 鳥屋崎三丁目線 1961 8.2 7.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋20 ﾑﾒｲﾊｼ20 高原明神西線 1966 3.1 7.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中新道橋 (ﾅｶｼﾝﾐﾁﾊﾞｼ) 流上野地線 1990 3.2 6.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中須賀東橋 (ﾅｶｽｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 十文字高須賀線 1990 5.4 7.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

南原南橋 (ﾐﾅﾐﾊﾗﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 開墾場野地線 1990 2.0 6.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

北猿田橋 (ｷﾀｻﾙﾀﾊﾞｼ) 沼頭北猿田線 1990 4.5 3.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋24 ﾑﾒｲﾊｼ24 椿山線 1990 5.8 5.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋29 ﾑﾒｲﾊｼ29 土手下西河原線 1993 4.1 6.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ
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椿山橋 (ﾂﾊﾞｷﾔﾏﾊﾞｼ) 椿山１号線 1994 7.7 8.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋31 ﾑﾒｲﾊｼ31 北新丁線 1998 4.0 3.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

無名橋32 ﾑﾒｲﾊｼ32 中泉1号線 1985 2.8 9.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

無名橋33 ﾑﾒｲﾊｼ33 中泉1号線 1985 2.8 9.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

境堤橋 (ｻｶｲﾂﾞﾂﾐﾊﾞｼ) 亘理中央線 1966 2.0 7.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

浜街道橋 (ﾊﾏｶｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 亘理浜吉田線 1990 4.8 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下浜街道橋 (ｼﾓﾊﾏｶｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 亘理浜吉田線 1966 5.3 11.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

松栗橋 (ﾂﾞﾝｸﾞﾘﾊﾞｼ) 東街道線 1990 2.2 9.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

作田橋 (ｻｸﾀﾊﾞｼ) 東街道線 1990 2.6 13.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

牛橋流橋 (ｳｼﾊﾞｼﾅｶﾞﾚﾊﾞｼ) 浜吉田駅前線 1985 3.7 8.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

雁田橋 (ｶﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 上郡小山線 1990 3.8 7.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊﾞｼ) 上郡小山線 1990 2.5 7.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

西河原橋 (ﾆｼｶﾜﾗﾊﾞｼ) 早川十文字線 1985 3.5 10.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

無名橋3 ﾑﾒｲﾊｼ3 祝田上郡線 1990 2.5 11.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

台田東橋 (ﾀﾞｲﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 台田線 1990 4.1 4.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

尻手北橋 (ｼﾘﾃｷﾀﾊﾞｼ) 長沼尻手線 1990 2.0 10.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

無名橋35 ﾑﾒｲﾊｼ35 南町東2号線 1966 2.0 4.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

谷地中北橋 (ﾔﾁﾅｶｷﾀﾊﾞｼ) 高屋道下線 1990 2.5 6.4 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

上熊西橋 (ｶﾐｸﾏﾆｼﾊﾞｼ) 新丁上熊線 1990 3.2 4.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

牛袋北南橋 (ｳｼﾌﾞｸﾛｷﾀﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 舘内南線 1990 3.2 13.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中須賀南橋 (ﾅｶｽｶﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 宮前樋ノ口線 1990 2.4 7.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

出来沼北橋 (ﾃﾞｷﾇﾏｷﾀﾊﾞｼ) 七合下須賀線 1990 2.5 7.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

安久戸明神橋 (ｱｸﾄﾞﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 下郡榎袋線 1990 3.2 5.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

岩地蔵明神橋 (ｲﾜｼﾞｿﾞｳﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 下郡榎袋線 1990 2.0 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

上郡上橋 (ｶﾐｺﾞｵﾘｶﾐﾊﾞｼ) 上郡高屋線 1990 3.1 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上郡下橋 (ｶﾐｺﾞｵﾘｼﾓﾊﾞｼ) 上郡高屋線 1966 2.0 5.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

上郡下南橋 (ｶﾐｺﾞｵﾘｼﾓﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 上郡蕨線 1966 3.2 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

柴北西橋 (ｼﾊﾞｷﾀﾆｼﾊﾞｼ) 柴北南郷線 1990 2.9 5.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

二郷西橋 (ﾆｺﾞｳﾆｼﾊﾞｼ) 一郷大宮線 1990 3.2 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

吹田東橋 (ﾌｷﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 神宮寺荒浜線 1990 3.2 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

東鹿島東橋 (ﾋｶﾞｼｶｼﾏﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 神宮寺荒浜線 1966 2.4 5.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

二子東橋 (ﾌﾀｺﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 下木戸篠子橋線 1990 3.1 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

道田東橋 (ﾄﾞｳﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 西郷高屋線 1990 3.1 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

道田南橋 (ﾄﾞｳﾀﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 柴北西郷線 1990 3.9 5.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

見田内橋 (ﾐﾀｳﾁﾊﾞｼ) 倉庭線 1990 4.0 9.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

町東南北橋 (ﾏﾁﾄｳﾅﾝｷﾀﾊﾞｼ) 下木戸新町線 1990 2.0 6.2 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

上茨田橋 (ｶﾐﾊﾞﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 道田西上茨田線 1990 3.4 7.9 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

龍円寺前橋 (ﾘｭｳｴﾝｼﾞﾏｴﾊﾞｼ) 龍円寺前線 1990 2.1 9.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

裏城戸西橋 (ｳﾗｷﾄﾞﾆｼﾊﾞｼ) 堰添線 1966 3.7 6.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

下大畑五十刈橋 (ｼﾓｵｵﾊﾀｺﾞｼﾞｭｳｶﾞﾘﾊﾞｼ) 堰添線 1990 2.9 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中町東裏城戸橋 (ﾅｶﾏﾁﾋｶﾞｼｳﾗｷﾄﾞﾊﾞｼ) 新町裏城戸線 1986 4.4 15.3 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 停車場横道線 1941 3.2 7.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ
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橋長
（ｍ）

幅員
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行政区域

下茨田西橋 (ｼﾓﾊﾞﾗﾀﾞﾆｼﾊﾞｼ) 上茨田堂田線 1990 2.7 4.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下茨田橋 (ｼﾓﾊﾞﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 下茨田高屋線 1990 2.9 3.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅲ

下茨田東橋 (ｼﾓﾊﾞﾗﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 渋田中町線 1990 3.1 3.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下浜街道橋 (ｼﾓﾊﾏｶｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 柴街道南線 1966 2.8 3.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

下浜街道南橋 (ｼﾓﾊﾏｶｲﾄﾞｳﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 裏城戸芝西線 1966 2.8 3.1 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

逢隈駅前橋 (ｵｵｸﾏｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 逢隈停車場線 1985 4.1 15.7 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

中釣南橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 中釣線 1995 7.9 4.8 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅰ

無名橋25 ﾑﾒｲﾊｼ25 郡１号線 1993 4.3 13.6 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋26 ﾑﾒｲﾊｼ26 郡２号線 1993 2.6 10.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋27 ﾑﾒｲﾊｼ27 郡２号線 1993 2.6 7.5 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

無名橋28 ﾑﾒｲﾊｼ28 郡３号線 1993 2.6 9.0 亘理町 宮城県 亘理町 Ⅱ

要害1号1号橋 (ﾖｳｶﾞｲ1ｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) (二)要害1号線 1978 21.6 7.0 七ヶ浜町 宮城県 七ヶ浜町 Ⅱ

汐見橋 (ｼｵﾐﾊﾞｼ) (他)汐見台南1号線 1992 44.6 13.8 七ヶ浜町 宮城県 七ヶ浜町 Ⅰ

七ヶ浜横断1号橋 (ｼﾁｶﾞﾊﾏｵｳﾀﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) （一）七ヶ浜横断線 不明 4.0 15.1 七ヶ浜町 宮城県 七ヶ浜町 Ⅰ

北沢橋 (ｷﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ) 神谷沢線 1971 4.1 5.0 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

神谷沢橋 (ｶﾐﾔｻﾞﾜﾊﾞｼ) 菅谷神谷沢線 不明 3.8 9.5 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ) 春日塩釜線 1979 7.4 7.0 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

向田１号橋 (ﾑｶｲﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 赤沼浜田線 不明 2.6 9.8 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

塚元橋 (ﾂｶﾓﾄﾊﾞｼ) 塚元金沢線 不明 3.4 4.5 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

金沢橋 (ｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 塚元金沢線 不明 4.6 3.5 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

宮ケ崎橋 (ﾐﾔｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 赤坂後沢線 不明 3.9 8.4 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

新洞風橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾌｳﾊﾞｼ) 西浦笠菅沢線 不明 3.0 10.2 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

東浦橋 (ﾋｶﾞｼｳﾗﾊﾞｼ) 新砂押迎東浦線 不明 4.0 4.1 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

深山前橋 (ｼﾝｻﾞﾝﾏｴﾊﾞｼ) 八幡崎前田線 不明 3.6 3.4 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

本郷Bb橋 (ﾎﾝｺﾞｳBbﾊﾞｼ) 新江渕砂押迎線 1980 5.1 6.5 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

第一砂押川Bb橋 (ﾀﾞｲ1ｽﾅｵｼｶﾞﾜBbﾊﾞｼ) 新江渕砂押迎線 1980 13.0 6.0 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

町頭Bb橋 (ﾏﾁｶﾞｼﾗBbﾊﾞｼ) 新河原車両基地線 1978 9.2 7.5 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 舘熊野堂線 不明 3.1 19.6 利府町 宮城県 利府町 Ⅰ

勝負沢橋 (ｼｮｳﾌﾞｻﾜﾊﾞｼ) 金生勝負沢線 不明 13.8 5.0 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

並松橋 (ﾅﾐﾏﾂﾊﾞｼ) 新並松掘切前線 不明 3.2 9.9 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

白石沢橋 (ｼﾛｲｼｻﾜﾊﾞｼ) しらかし台１６-１号線 1981 10.3 16.0 利府町 宮城県 利府町 Ⅱ

金谷中橋 (ｶﾅﾔﾅｶﾊﾞｼ) 西原南金谷線 1951 2.3 2.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅲ

南金谷中橋 (ﾐﾅﾐｶﾅﾔﾅｶﾊﾞｼ) 南金谷線 1951 2.6 2.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

篭田橋 (ｶｺﾞﾀﾊﾞｼ) 土保田街道線 1951 2.2 5.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

金谷上橋 (ｶﾅﾔｶﾐﾊﾞｼ) 南金谷支線 不明 2.0 2.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

駅前通橋 (ｴｷﾏｴﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 吉岡停車場線 不明 2.5 17.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

車東橋 (ｸﾙﾏﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 車東一号線 不明 2.5 6.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

西下蔵1号橋 (ﾆｼｼﾀｸﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 公園二号線 不明 2.8 8.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

西下蔵2号橋 (ﾆｼｼﾀｸﾗ二ｺﾞｳﾊﾞｼ) 西下蔵線 不明 2.8 9.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

東下蔵1号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾀｸﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 天皇寺高田線 不明 2.9 9.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

東下蔵2号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾀｸﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 中二号線 不明 2.5 7.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

東下蔵3号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾀｸﾗｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 東下蔵東線 不明 2.5 6.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ
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東下蔵4号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾀｸﾗﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 東一号線 不明 2.3 7.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

仲千刈橋 (ﾅｶｾﾝｶﾞﾘﾊﾞｼ) 桧木上舞野線 不明 2.4 4.4 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

東車橋 (ﾋｶﾞｼｸﾙﾏﾊﾞｼ) 東車4号線 1965 2.5 6.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

草ノ川橋 (ｸｻﾉｶﾜﾊﾞｼ) 山崎西ノ原線 不明 7.4 6.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

川窪橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 宮床難波線 1988 15.0 10.5 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

深山2号橋 (ｼﾝｻﾞﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮床難波線 不明 3.4 14.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

深山3号橋 (ｼﾝｻﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮床難波線 不明 3.4 12.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

大手橋 (ｵｵﾃﾊﾞｼ) 磯ヶ沢前河原線 1979 3.6 8.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

柿ノ木橋 (ｶｷﾉｷﾊﾞｼ) 古熊野堂線 2005 14.2 10.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

滝ノ平橋 (ﾀｷﾉﾀｲﾗﾊﾞｼ) 四ツ辻線 不明 5.4 5.2 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

四ツ辻1号橋 (ﾖﾂｼﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 四ツ辻線 不明 2.2 3.6 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

四ツ辻2号橋 (ﾖﾂｼﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 四ツ辻線 不明 2.5 4.1 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

四ツ辻3号橋 (ﾖﾂｼﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 四ツ辻線 不明 2.2 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

四ツ辻4号橋 (ﾖﾂｼﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 四ツ辻線 不明 2.2 3.9 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

四ツ辻5号橋 (ﾖﾂｼﾞｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 四ツ辻線 不明 2.2 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

砂生田橋 (ｽﾅｳﾀﾞﾊﾞｼ) 馬場後石高線 不明 6.0 5.2 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

下小野橋 (ｼﾓｵﾉﾊﾞｼ) 山下大沢線 1991 2.5 14.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

黒木橋 (ｸﾛｷﾊﾞｼ) 山下大沢線 1994 13.0 9.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 馬場中沢線 不明 13.6 9.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

天皇寺歩道橋 (ﾃﾝﾉｳｼﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 天皇寺高田線 1995 16.4 3.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

沢目橋 (ｻﾜﾒﾊﾞｼ) 山ノ神禅興寺線 不明 2.2 18.9 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

結成橋 (ﾕｲﾅﾘﾊﾞｼ) 山ノ神禅興寺線 不明 3.8 6.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 山ノ神禅興寺線 不明 2.7 22.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊﾞｼ) 山ノ神禅興寺線 不明 3.2 9.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

車沢橋 (ｸﾙﾏｻﾞﾜﾊﾞｼ) 車沢西線 不明 5.3 5.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

瀬戸原橋 (ｾﾄﾊﾗﾊﾞｼ) 裏街道線 不明 5.3 6.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

童子渕橋 (ﾜｯﾊﾟﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 裏街道線 不明 2.0 7.1 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

西風橋 (ﾅﾗｲﾊﾞｼ) 下原線 不明 2.0 12.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

上郷田橋 (ｵｵｻﾀﾊﾞｼ) 関下線 不明 3.4 7.6 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

玉山橋 (ﾀﾏﾔﾏﾊﾞｼ) 玉ヶ池山津沢線 1969 12.0 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 台ヶ森線 1969 3.8 12.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

中之越渡橋 (ﾅｶﾉｺｼﾜﾀｼﾊﾞｼ) 台ヶ森線 1978 12.7 7.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

こばこ橋 (ｺﾊﾞｺﾊﾞｼ) 台ヶ森線 不明 7.4 6.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

細野橋 (ﾎｿﾉﾊﾞｼ) 若畑線 不明 5.0 4.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

台ヶ森橋 (ﾀﾞｲｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 台ヶ森支線 不明 7.2 4.5 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 山下線 1944 2.0 16.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

瀬の久沢1号橋 (ｾﾉｸｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 沢渡中見山線 不明 3.0 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

瀬の久沢2号橋 (ｾﾉｸｻﾞﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 沢渡中見山線 不明 2.0 6.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

瀬の久沢3号橋 (ｾﾉｸｻﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 沢渡中見山線 不明 4.6 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅲ

瀬の久沢4号橋 (ｾﾉｸｻﾞﾜﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 沢渡中見山線 不明 5.0 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅲ

嘉太神5号線 (ｶﾀﾞｲｼﾞﾝｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 嘉太神線 1960 3.0 3.9 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

金屑沢橋 (ｶﾅｸｽﾞｻﾜﾊﾞｼ) 嘉太神線 1974 10.4 5.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ
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中川原橋 (ﾅｶｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 嘉太神線 1970 13.5 4.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

鉄山橋 (ﾃﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 嘉太神線 1974 6.0 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

下畑橋 (ｼﾓﾊﾀﾊﾞｼ) 下草砂金沢線 不明 2.3 5.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

別所橋 (ﾍﾞｯｼｮﾊﾞｼ) 別所砂金沢線 不明 4.6 12.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 北目砂金沢線 不明 4.6 8.2 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

中江橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 大崎線 不明 8.4 6.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

窪川橋 (ｸﾎﾞｶﾜﾊﾞｼ) 大崎大平線 不明 3.6 3.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

鷹ノ巣橋 (ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ) 鷹ノ巣線 不明 3.6 5.5 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

新千刈田橋 (ｼﾝｾﾝｶﾞﾘﾀﾊﾞｼ) 大崎北目線 不明 8.4 6.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

宮の沢橋 (ﾐﾔﾉｻﾜﾊﾞｼ) 大崎北目線 不明 2.4 17.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

三田橋 (ﾐﾀﾊﾞｼ) 鳥屋大平線 不明 2.3 7.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 幕柳大平線 1972 9.8 7.4 大和町 宮城県 大和町 Ⅲ

円田橋 (ｴﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 幕柳大平線 不明 6.4 6.1 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

小鶴沢線 (ｵﾂﾞﾙｻﾜﾊﾞｼ) 太田小鶴沢線 1976 8.5 7.3 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

関場橋 (ｾｷﾊﾞﾊﾞｼ) 太田小鶴沢線 1960 4.6 3.2 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

漆甫橋 (ｳﾙｼｯﾎﾟﾊﾞｼ) 山田小鶴沢線 不明 3.4 5.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

広坪橋 (ﾋﾛﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 小鶴沢橋 不明 4.0 9.5 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

鹿ノ前橋 (ｶﾉﾏｴﾊﾞｼ) 小鶴沢橋 不明 4.5 9.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

桧木沢橋 (ﾋﾉｷｻﾜﾊﾞｼ) 桧木沢線 不明 3.5 8.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

屋敷下橋 (ﾔｼｷｼﾀﾊﾞｼ) 新千刈田線 不明 8.5 4.8 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

南白鳥橋 (ﾐﾅﾐｼﾛﾄﾘﾊﾞｼ) 舞野志戸田線 不明 2.5 6.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 衡南松坂平線 1995 16.7 8.2 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

附ノ川橋 (ﾌﾉｶﾜﾊﾞｼ) 相川松坂線 不明 4.6 2.1 大和町 宮城県 大和町 Ⅲ

五輪沢橋 (ｺﾞﾘﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ) 松坂五輪沢線 不明 4.4 3.1 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

金轡沢橋 (ｶﾅｸﾂｸｻﾜﾊﾞｼ) 桧和田本線 不明 6.4 7.6 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

山畑橋 (ﾔﾏﾊﾀｹﾊﾞｼ) 三ヶ内大角線 不明 2.1 2.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

大角橋 (ﾀﾞｲｶｸﾊﾞｼ) 三ヶ内大角線 不明 3.5 4.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

三ヶ内上橋 (ｻﾝｶﾞｳﾁｶﾐﾊﾞｼ) 三ヶ内線 不明 8.4 4.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ) 栗毛沢線 不明 2.0 3.0 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 松坂大角線 不明 2.8 5.7 大和町 宮城県 大和町 Ⅱ

いちょう大橋 (ｲﾁｮｳｵｵﾊｼ) 町道富ヶ丘明石線 1989 37.0 16.0 富谷町 宮城県 富谷町 Ⅱ

上桜木橋 (ｶﾐｻｸﾗｷﾞﾊｼ) 町道宮沢根白石線 1976 38.7 24.0 富谷町 宮城県 富谷町 Ⅱ

新深川橋 (ｼﾝﾌｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 王城寺線 1970 26.0 6.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

高城橋 (ﾀｶｷﾞﾊﾞｼ) 高城線 1984 57.0 7.9 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

志津橋 (ｼﾂﾊﾞｼ) 元小野田線 1996 74.0 9.8 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

新高根橋 (ｼﾝﾀｶﾈﾊﾞｼ) 高根平沢線 2001 34.0 11.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

西花川橋 (ﾆｼﾊﾅｶﾜﾊﾞｼ) 広域1号線 1982 101.0 6.5 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

東苗代橋 (ﾄｳﾅﾜｼﾛﾊｼ) 一の関線 1977 6.0 5.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

手倉橋 (ﾃｸﾗﾊｼ) 手倉線 1987 2.0 5.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅰ

新伝八橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾟﾊｼ) 伝八道命線 1964 6.0 7.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅰ

地蔵堂橋 (ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾊｼ) 王城寺線 不明 2.0 6.6 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅰ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 王城寺線 不明 3.0 8.6 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ
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新徳明橋 (ｼﾝﾄｸﾒｲﾊｼ) 王城寺線 不明 2.0 6.6 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

八原橋 (ﾔﾂﾊﾗﾊｼ) 王城寺線 不明 3.0 8.4 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅰ

渡戸橋 (ﾜﾀﾄﾞﾊｼ) 元小野田線 1981 10.0 6.5 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

黒沢一号橋 (ｸﾛｻﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 黒沢線 不明 4.0 6.1 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

黒沢二号橋 (ｸﾛｻﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 黒沢線 不明 5.0 8.4 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

伊勢堂橋 (ｲｾﾄﾞｳﾊｼ) 黒沢線 1968 2.0 7.2 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

黒沢三号橋 (ｸﾛｻﾜｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 黒沢線 不明 2.0 7.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

黒沢四号橋 (ｸﾛｻﾜﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 黒沢線 不明 4.0 7.1 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

新吉田橋 (ｼﾝﾖｼﾀﾞﾊｼ) 新吉田線 不明 2.0 5.6 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

平沢一号橋 (ﾋﾗｻﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 高根平沢線 1999 3.0 12.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

平沢三号橋 (ﾋﾗｻﾜｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 高根平沢線 不明 10.0 5.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

川端橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾊｼ) 新田線 不明 9.0 5.1 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

道命橋 (ﾄﾞｳﾒｲﾊｼ) 道命南線 不明 5.0 3.9 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

新田町橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾏﾁﾊｼ) 道命四号線 不明 3.0 3.4 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅰ

合柄橋 (ｶﾞｯｶﾗﾊｼ) 合柄線 1986 6.0 5.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅰ

広域二号橋 (ｺｳｲｷﾆｺﾞｳﾊｼ) 広域一号線 不明 6.0 7.0 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

広域三号橋 (ｺｳｲｷｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 広域一号線 不明 2.0 7.4 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

旧長谷川四号橋 (ｷｭｳﾊｾｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 上高城一号線 不明 7.0 3.6 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅱ

旧長谷川三号橋 (ｷｭｳﾊｾｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 上高城二号線 不明 6.0 3.6 色麻町 宮城県 色麻町 Ⅲ

上谷地橋 (ｶﾐﾔﾁﾊﾞｼ) 上涌谷上郡線 1989 174.2 8.8 涌谷町 宮城県 涌谷町 Ⅲ

涌谷橋 (ﾜｸﾔﾊﾞｼ) 蔵人沖名上町線 1976 150.1 7.8 涌谷町 宮城県 涌谷町 Ⅲ

石坂橋 (ｲｼｻﾞｶﾊﾞｼ) 名鰭線 1967 45.2 4.5 涌谷町 宮城県 涌谷町 Ⅲ

上谷崎橋 (ｼﾞｮｳﾔｻｷﾊﾞｼ) 上涌谷上郡線 1978 50.9 8.2 涌谷町 宮城県 涌谷町 Ⅲ

岸ヶ森大橋 (ｷｼｶﾞﾓﾘｵｵﾊｼ) 吉住長根線 1979 44.8 7.0 涌谷町 宮城県 涌谷町 Ⅱ

生栄巻大橋 (ｵｲﾉﾏｷｵｵﾊｼ) 太田生栄巻線 1964 122.4 3.5 涌谷町 宮城県 涌谷町 Ⅲ

麓橋 (ﾌﾓﾄﾊﾞｼ) 中町・麓線 1966 50.0 4.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

味ヶ袋橋 (ｱｼﾞｶﾞﾌｸﾛﾊﾞｼ) 田中味ヶ袋線 1957 86.5 4.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

君子橋 (ｷﾐｺﾞﾊﾞｼ) 物置・金沢線 1967 40.0 3.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

細渕橋 (ﾎｿﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 三杉川底線 1957 23.2 5.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

田澤橋 (ﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ) 役場・切込線 1962 20.0 4.2 加美町 宮城県 加美町 Ⅲ

小山橋 (ｺﾔﾏﾊﾞｼ) 小山線 1968 60.4 6.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

鳥屋ヶ崎橋 (ﾄﾘﾔｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 南鳥屋ヶ崎線 1969 160.0 4.8 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

筒砂子橋 (ﾂﾂｻｺﾞﾊﾞｼ) 宇津野漆沢線 1967 40.1 6.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

蛇沢橋 (ﾍﾋﾞｻﾜﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1970 15.0 5.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

名蓋橋 (ﾅﾌﾀﾊﾞｼ) 四日市場線 1977 14.9 9.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

寒風澤橋 (ｻﾌﾞｻﾜﾊﾞｼ) 旭・寒風沢線 1958 18.2 5.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

小野田大橋 (ｵﾉﾀﾞｵｵﾊｼ) 小野田宮崎線 1986 291.6 7.7 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

宮崎大橋 (ﾐﾔｻﾞｷｵｵﾊｼ) 上孫沢・下野目線 1990 331.7 7.7 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

水沼橋 (ﾐｽﾞﾇﾏﾊﾞｼ) 原町谷地袋線 1995 175.8 13.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊﾞｼ) 役場・切込線 2001 102.1 11.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

小田刈橋 (ｺﾀﾞｶﾘﾊﾞｼ) 上区青野線 1994 68.5 11.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

鴬沢橋 (ｳｸﾞｲｽｻﾞﾜﾊﾞｼ) 本郷・鴬沢線 2010 118.8 10.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ
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岩城橋 (ｲﾜｷﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1969 60.4 5.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

六円橋 (ﾛｸｴﾝﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1969 40.0 5.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

矢坪橋 (ﾔﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1969 30.1 5.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

小土山橋 (ｺﾂﾞﾁﾔﾏﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1970 32.0 5.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1970 30.1 5.2 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

大滝橋 (ｵｵﾀｷﾊﾞｼ) 西上野目青野線 1970 15.5 5.8 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

立板橋 (ﾀﾃｲﾀﾊﾞｼ) 出都滝庭線 1964 27.0 5.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 源城滝庭線 1999 32.0 13.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

滝庭橋 (ﾀｷﾆﾜﾊﾞｼ) 源城滝庭線 2002 35.8 13.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

源城橋 (ｹﾞﾝｼﾞﾛﾊﾞｼ) 原町谷地袋線 1970 30.0 7.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

鹿原橋 (ｶﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 上区青野線 1989 173.1 10.7 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 四日市場線 1978 37.4 9.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

五輪橋 (ｺﾞﾘﾝﾊﾞｼ) 平柳下新田線 1981 42.7 8.2 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

神堂橋 (ｶﾐﾄﾞｳﾊﾞｼ) 平柳下新田線 1980 16.2 8.2 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

大畑橋 (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 胆沢線 1996 9.2 6.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

川端江橋 (ｶﾜﾊﾞﾀｴﾊﾞｼ) 役場前並柳線 1964 4.0 3.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

城内１号橋 (ｼﾞｮｳﾅｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 役場前並柳線 1968 7.6 5.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

トノボリ橋 (ﾄﾉﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 宮沢線 1976 8.4 6.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

鰻江３号橋 (ｳﾅｷﾞｴ3ｺﾞｳｷｮｳ) 色麻下多田川線 1994 4.0 27.8 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

百目木１号橋 (ﾄﾞｳﾒｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 城内一本杉線 1952 4.6 14.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

城内２号橋 (ｼﾞｮｳﾅｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 城内一本杉線 1952 2.3 14.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

清八前橋 (ｾｲﾊﾁﾏｴﾊﾞｼ) 上区青野線 1973 6.1 5.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

奇妙沼橋 (ｷﾀｲﾇﾏﾊﾞｼ) 旭・寒風沢線 1962 10.0 3.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅲ

宮崎無名橋３ (ﾐﾔｻﾞｷﾑﾒｲﾊﾞｼ3) 南永志田・北永志田 不明 5.3 5.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

宿１号橋 (ｼｭｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上宿線 1972 9.6 5.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

大江１号橋 (ｵｵｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西町沖線 1965 2.8 9.7 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

長清水一号橋 (ﾁｮｳｼﾐｽﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 長清水宮崎線 1974 13.5 5.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

長清水二号橋 (ﾁｮｳｼﾐｽﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 長清水宮崎線 1974 5.4 5.9 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

長谷川橋 (ﾊｾｶﾞﾜﾊﾞｼ) 上中嶋高城線 不明 7.3 5.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

１８－１号橋 (18-1ｺﾞｳｷｮｳ) 町頭・台崎線 不明 2.3 7.2 加美町 宮城県 加美町 Ⅰ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 桜町線 1982 6.4 7.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

鰻江２号橋 (ｳﾅｷﾞｴ2ｺﾞｳｷｮｳ) 岡町雁原線 1975 3.6 5.8 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

鰻江１号橋 (ｳﾅｷﾞｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町裏２号線 1962 3.8 15.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

百目木２号橋 (ﾄﾞｳﾒｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 城内並柳線 1959 7.4 4.8 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

南丁橋 (ﾐﾅﾐﾁｮｳﾊﾞｼ) 南丁並柳線 1945 4.5 4.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

狢橋 (ﾑｼﾞﾅﾊﾞｼ) 天神橋線 1924 5.9 4.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 南町裏町線 1930 6.1 4.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

百目木３号橋 (ﾄﾞｳﾒｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 南町裏町線 1970 2.5 4.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

股川２号橋 (ﾏﾀｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 百目木１号線 不明 2.6 3.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

十二軒丁橋 (ｼﾞｭｳﾆｹﾝﾁｮｳﾊﾞｼ) 大手十二軒線 1927 3.4 4.6 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

赤塚橋 (ｱｶﾂｶﾊﾞｼ) 赤塚線 1994 3.2 7.9 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

大江８号橋 (ｵｵｴ8ｺﾞｳｷｮｳ) 平柳下新田線 不明 9.3 7.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ



【宮城県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

大江９号橋 (ｵｵｴ9ｺﾞｳｷｮｳ) 平柳下新田線 不明 9.4 7.3 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

小路合橋 (ｼｮｳｼﾞｱｲﾊﾞｼ) 平柳下新田線 不明 5.3 7.1 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

平柳仮名橋 (ﾋﾗﾔﾅｷﾞｶﾘﾅﾊﾞｼ) 平柳下新田線 不明 9.4 7.5 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

小野田無名橋１９ (ｵﾉﾀﾞﾑﾒｲﾊﾞｼ19) 小野田宮崎線 不明 10.4 7.0 加美町 宮城県 加美町 Ⅱ

３０７号橋 307ｺﾞｳﾊｼ 中埣幼稚園西線 1983 4.4 5.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

２１２号橋 212ｺﾞｳﾊｼ 牛飼松ヶ崎線 1979 4.6 5.4 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１０４号橋 104ｺﾞｳﾊｼ 南小牛田線 1974 4.6 9.4 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１１９号橋 119ｺﾞｳﾊｼ 志賀町５号線 1978 5.6 4.9 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊｼ) 小牛田消防分署前線 1968 4.8 6.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５１４号橋 514ｺﾞｳﾊｼ 下柳９号線 1978 5.0 5.8 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５１５号橋 515ｺﾞｳﾊｼ 下柳１０号線 1978 5.0 5.7 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

志賀橋 (ｼｶﾞﾊｼ) 志賀町中央通線 1968 4.8 8.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅲ

５３６号橋 536ｺﾞｳﾊｼ 中央東４号線 1977 5.1 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５１８号橋 518ｺﾞｳﾊｼ 古館１号線 1980 5.5 5.3 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

３１７号橋 317ｺﾞｳﾊｼ 平針田尻線 1981 4.7 7.6 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１０９号橋 109ｺﾞｳﾊｼ 谷地中東線 1981 5.4 4.2 美里町 宮城県 美里町 Ⅲ

１０８号橋 108ｺﾞｳﾊｼ 鉄道下２号線 1981 5.4 2.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１１０号橋 110ｺﾞｳﾊｼ 小牛田南郷線 2007 5.5 11.6 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

１３４号橋 134ｺﾞｳﾊｼ 小沼塩釜線 2001 5.5 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

３１６号橋 316ｺﾞｳﾊｼ 平針田尻線 1981 5.5 7.2 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５１３号橋 513ｺﾞｳﾊｼ 下柳１号線 1970 5.5 4.3 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１１８号橋 118ｺﾞｳﾊｼ 志賀町東通線 1978 5.7 5.1 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５５０号橋 550ｺﾞｳﾊｼ 北八線 1988 2.7 5.1 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

１３３号橋 133ｺﾞｳﾊｼ 一本柳線 2001 6.0 4.6 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

１０７号橋 107ｺﾞｳﾊｼ 草刈線 1981 6.0 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１１５号橋 115ｺﾞｳﾊｼ 志賀町西通線 1981 5.9 5.2 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５３５号橋 535ｺﾞｳﾊｼ 沖新堀川左岸堤塘道（Ⅰ）線 1977 6.0 3.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５３７号橋 537ｺﾞｳﾊｼ 中央東５号線 1977 6.0 2.7 美里町 宮城県 美里町 Ⅲ

５４３号橋 543ｺﾞｳﾊｼ 沼合新堀線 1963 6.0 3.6 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５５３号橋 553ｺﾞｳﾊｼ 北八丁１０号線 1988 3.6 5.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５２４号橋 524ｺﾞｳﾊｼ 中央南４号線 1993 3.1 6.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

３０５号橋 305ｺﾞｳﾊｼ 中田荻埣線 1983 6.3 5.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５４１号橋 541ｺﾞｳﾊｼ 大境２号線 1977 6.6 4.3 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５３８号橋 538ｺﾞｳﾊｼ 中央南２号線 1977 7.3 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

６２７号橋 627ｺﾞｳﾊｼ 獅見崎大道（Ⅰ）線 1992 7.3 7.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

５３９号橋 539ｺﾞｳﾊｼ 中央南３号線 1977 8.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

５４０号橋 540ｺﾞｳﾊｼ 高玉沖２号線 1987 8.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５４２号橋 542ｺﾞｳﾊｼ 北八丁７号線 1993 8.4 6.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

５４４号橋 544ｺﾞｳﾊｼ 運蔵大道線 1987 8.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５４５号橋 545ｺﾞｳﾊｼ 高玉沖４号線 1987 8.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

５４９号橋 549ｺﾞｳﾊｼ 加藤大道線 1964 9.4 5.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６３０号橋 630ｺﾞｳﾊｼ 大和田（Ⅰ）線 1992 8.4 5.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ



【宮城県】橋梁点検結果（地方公共団体） 平成27年6月30日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分
橋梁名(フリガナ） 路線名
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（ｍ）

幅員
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行政区域

６３１号橋 631ｺﾞｳﾊｼ 大和田（ⅱ）線 1972 8.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６３２号橋 632ｺﾞｳﾊｼ 小分木線 1992 8.4 7.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６３３号橋 633ｺﾞｳﾊｼ 小分木線 1975 8.4 12.4 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

４０２号橋 402ｺﾞｳﾊｼ 和多北１４号線 1988 8.5 5.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１３５号橋 135ｺﾞｳﾊｼ 下境線 1992 5.5 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

４０３号橋 403ｺﾞｳﾊｼ 和多北１５号線 1988 9.0 5.9 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５４６号橋 546ｺﾞｳﾊｼ 高玉沖５号線 1971 9.0 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅲ

１３１号橋 131ｺﾞｳﾊｼ 新一本柳線 1981 9.2 3.1 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４３２号橋 432ｺﾞｳﾊｼ 荒田３号線 1977 9.3 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４３３号橋 433ｺﾞｳﾊｼ 荒田３号線 1977 9.5 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

５４８号橋 548ｺﾞｳﾊｼ 高玉沖７号線 1971 9.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

５５１号橋 551ｺﾞｳﾊｼ 慶半沖２号線 1971 9.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

５５２号橋 552ｺﾞｳﾊｼ 慶半沖３号線 1971 9.4 3.6 美里町 宮城県 美里町 Ⅰ

６３６号橋 636ｺﾞｳﾊｼ 沖新堀川右岸堤塘道線 1978 9.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４４０号橋 440ｺﾞｳﾊｼ 赤谷三８号線 1958 10.3 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４５９号橋 459ｺﾞｳﾊｼ 新なびれ１号線 1988 10.4 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅲ

６３４号橋 634ｺﾞｳﾊｼ 南八丁１号線 1977 10.4 5.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６２３号橋 623ｺﾞｳﾊｼ 佐野沖８号線 1978 11.4 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６２４号橋 624ｺﾞｳﾊｼ 佐野沖７号線 1978 11.4 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６２５号橋 625ｺﾞｳﾊｼ 佐野沖６号線 1977 11.4 3.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６２８号橋 628ｺﾞｳﾊｼ 旧八丁（Ⅱ）線 1972 11.4 4.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６３５号橋 635ｺﾞｳﾊｼ 肘曲（Ⅱ）線 1975 11.4 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１２８号橋 128ｺﾞｳﾊｼ 寺前線 1981 11.7 4.4 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

６２６号橋 626ｺﾞｳﾊｼ 佐野沖５号線 1995 11.7 7.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４３４号橋 434ｺﾞｳﾊｼ 留谷地４号線 1963 12.0 2.9 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４３５号橋 435ｺﾞｳﾊｼ 練牛木村横道線 1963 12.1 3.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４３６号橋 436ｺﾞｳﾊｼ 留谷地１０号線 1963 12.5 3.1 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

１２９号橋 129ｺﾞｳﾊｼ 新一本柳１号線 1981 13.2 2.4 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

４５８号橋 458ｺﾞｳﾊｼ 北村３号線 1961 13.7 2.4 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

素山橋 (ｿﾔﾏﾊｼ) 素山橋線 1987 14.4 2.5 美里町 宮城県 美里町 Ⅲ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 平針高城線 1996 14.4 7.0 美里町 宮城県 美里町 Ⅱ

御2-1号橋 (ｵﾆｰｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 御前2号線 不明 5.5 4.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

御前2号橋 (ｺﾞｾﾞﾝﾆｺﾞｳﾊｼ) 御前10号線 2001 6.1 7.5 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

御前橋 (ｺﾞｾﾞﾝﾊｼ) 御前4号線 2002 6.4 4.6 女川町 宮城県 女川町 Ⅲ

しもいがのばし (ｼﾓｲｶﾞﾉﾊﾞｼ) 御前8号線 1989 12.2 4.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

かみいがのかわ橋 (ｶﾐｲｶﾞﾉｶﾜﾊﾞｼ) 御前8号線 1989 12.0 4.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

小屋ノ口橋 (ｺﾔﾉｸﾁﾊｼ) 浦宿猪落線 不明 2.8 4.9 女川町 宮城県 女川町 Ⅲ

浦宿海岸橋 (ｳﾗｼﾞｭｸｶｲｶﾞﾝｾﾝﾊｼ) 浦宿猪落線 1970 5.6 8.4 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

針浜橋 (ﾊﾘﾊﾏﾊｼ) 浦宿猪落線 2000 5.6 8.1 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

猪落橋 (ｲﾉﾗｸﾊｼ) 浦宿猪落線 1999 4.0 8.9 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

猪落沢橋 (ｲﾉﾗｸｻﾜﾊｼ) 針浜猪落線 不明 8.6 2.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

浦宿1号橋 (ｳﾗﾔﾄﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 浦宿9号線 不明 2.1 5.2 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ



【宮城県】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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小屋ノ口1号橋 (ｺﾔﾉｸﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 浦宿12号線 1990 3.0 5.3 女川町 宮城県 女川町 Ⅲ

尾田峰沢1号橋 (ｵﾀﾞﾐﾈｻﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 浦宿26号線 不明 2.3 5.8 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊｼ) 大沢安住線 1962 7.8 5.2 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

大沢川下流橋 (ｵｵｻﾜｶﾜｶﾘｭｳﾊｼ) 大沢2号線 1987 7.5 4.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

大沢川上流橋 (ｵｵｻﾜｶﾜｼﾞｮｳﾘｭｳﾊｼ) 大沢8号線 不明 6.8 3.6 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

後山橋 (ｳｼﾛﾔﾏﾊｼ) 針浜1号線 1967 6.5 4.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅲ

後山2号橋 (ｳｼﾛﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ) 蓬田針浜線 1967 3.0 3.6 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

浜中橋 (ﾊﾏﾅｶﾊｼ) 針浜8号線 1984 6.4 10.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

浜中2号橋 (ﾊﾏﾅｶﾆｺﾞｳﾊｼ) 針浜8号線 1987 5.1 5.4 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

針浜沢橋 (ﾊﾘﾊﾏｻﾜﾊｼ) 針浜9号線 不明 2.2 4.1 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

野々浜川橋 (ﾉﾉﾊﾏｶﾜﾊｼ) 野々浜7号線 1990 2.5 1.9 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

大石原1号橋 (ｵｵｲｼﾊﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 大石原1号線 不明 2.6 2.3 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

アンダーパス (ｱﾝﾀﾞｰﾊﾟｽ) 浦宿12号線 不明 4.2 5.0 女川町 宮城県 女川町 Ⅱ

並石1号橋 (ﾅﾐｲｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 町道並石線 1990 18.9 4.1 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

並石2号橋 (ﾅﾐｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 町道並石線 不明 7.4 4.0 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 町道津の宮滝浜線 1931 2.9 4.4 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 町道津の宮滝浜線 1926 3.0 3.0 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅲ

滝浜橋 (ﾀｷﾊﾏﾊﾞｼ) 町道津の宮滝浜線 1931 6.1 3.2 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

細浦橋 (ﾎｿｳﾗﾊﾞｼ) 町道細浦線 1963 13.0 5.6 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 町道助作大沢線 1964 4.9 3.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

蛇王橋 (ｼﾞｬｵｳﾊﾞｼ) 町道細浦切割線 1971 34.0 3.1 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

熊田橋 (ｸﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 町道横断1号線 1961 29.0 5.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 町道松坂線 不明 11.1 3.0 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

入谷橋 (ｲﾘﾔﾊﾞｼ) 町道中道線 1968 16.0 3.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

大明神橋 (ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道横断3号線 1973 16.1 5.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

桜沢橋 (ｻｸﾗｻﾜﾊﾞｼ) 町道松笠線 1968 15.6 2.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

押舘橋 (ｵｼﾀﾃﾊﾞｼ) 町道松笠線 1979 15.5 4.0 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

雲南橋 (ｳﾝﾅﾝﾊﾞｼ) 町道横断3号線 1972 20.6 5.0 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

入谷大橋 (ｲﾘﾔｵｵﾊｼ) 町道横断3号線 1974 25.6 5.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

最上橋 (ﾓｶﾞﾐﾊﾞｼ) 町道井戸の入線 不明 22.8 2.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

袖山橋 (ｿﾃﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 町道袖山線 1984 18.9 3.5 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

中在橋 (ﾅｶｻﾞｲﾊﾞｼ) 町道中在線 不明 22.0 4.7 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

歌津跨線橋 (ｳﾀﾂｺｾﾝｷｮｳ) 町道伊里前住宅線 不明 26.2 3.6 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ

御所橋 (ｺﾞｼｮﾊﾞｼ) 町道上沢払川線 1987 15.6 8.9 南三陸町 宮城県 南三陸町 Ⅱ



【宮城県】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

宮床ﾄﾝﾈﾙ ﾐﾔﾄｺﾄﾝﾈﾙ 国道457号 1991 185 宮城県 宮城県 大和町 Ⅱ

石積ﾄﾝﾈﾙ ｲｼﾂﾞﾓﾘﾄﾝﾈﾙ 県道3号線 1999 445 宮城県 宮城県 富谷町 Ⅱ

しおりふれあいﾄﾝﾈﾙ ｼｵﾘﾌﾚｱｲﾄﾝﾈﾙ 県道271号線 2000 1107 宮城県 宮城県 塩竈市 Ⅲ

川口ﾄﾝﾈﾙ ｶﾜｸﾞﾁﾄﾝﾈﾙ 国道457号 1960 70 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

新玉山ﾄﾝﾈﾙ ｼﾝﾀﾏﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 県道42号線 1999 1220 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅲ

薄木ﾄﾝﾈﾙ ｳｽｷﾄﾝﾈﾙ 県道42号線 1989 230 宮城県 宮城県 栗原市 Ⅱ

風越ﾄﾝﾈﾙ ｶｻﾞｺｼﾄﾝﾈﾙ 県道2号線 1998 634 宮城県 宮城県 石巻市 Ⅱ

八瀬ﾄﾝﾈﾙ ﾔｾﾄﾝﾈﾙ 国道284号 1998 148 宮城県 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

桟敷が森ﾄﾝﾈﾙ ｻｼﾞｷｶﾞﾓﾘﾄﾝﾈﾙ 国道284号 1999 462 宮城県 宮城県 気仙沼市 Ⅲ

巨釜ﾄﾝﾈﾙ ｵｶﾞﾏﾄﾝﾈﾙ 県道26号線 1989 77.5 宮城県 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

瞑想の松トンネル ﾒｲｿｳﾉﾏﾂﾄﾝﾈﾙ
市道川内南小泉（その３）
線

1988 315 仙台市 宮城県 仙台市青葉区 Ⅱ

北山トンネル（下り線） ｷﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙｸﾀﾞﾘｾﾝ 県道大衡仙台線 2011 758 仙台市 宮城県 仙台市青葉区 Ⅱ

北山トンネル（上り線） ｷﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙﾉﾎﾞﾘｾﾝ 県道大衡仙台線 2011 1051 仙台市 宮城県 仙台市青葉区 Ⅱ

南北沢トンネル ﾐﾅﾐｷﾀｻﾜﾄﾝﾈﾙ 愛島西部線 1991 100 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

蜂ヶ森ﾄﾝﾈﾙ ﾊﾁｶﾞﾓﾘﾄﾝﾈﾙ 愛島西部線 1993 364 名取市 宮城県 名取市 Ⅲ

飛ヶ崎トンネル ﾄﾋﾞｶﾞｻｷﾄﾝﾈﾙ パシフィックライン 1987 48 七ヶ浜町 宮城県 七ヶ浜町 Ⅱ

五部浦第一トンネル ｺﾞﾌﾞｳﾗﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ 町道横浦大石原浜線 2006 510 女川町 宮城県 女川町 Ⅰ

万石浦トンネル ﾏﾝｺﾞｸｳﾗﾄﾝﾈﾙ 町道浦宿猪落線 2003 423 女川町 宮城県 女川町 Ⅰ

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



【宮城県】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

中沢上42号第2C-BOX (ﾅｶｻﾞﾜｶﾐ42ｺﾞｳﾀﾞｲﾆｶﾙﾊﾞｰﾄ) 百合子線 1993 16.6 10.2 東松島市 宮城県 東松島市 Ⅰ

行政区域
施設名(フリガナ） 路線名

建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



【宮城県】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

かっぱ橋 （ｶｯﾊﾟﾊﾞｼ） 藤倉庚塚線 不明 49.5 2.2 塩竈市 宮城県 塩竈市 Ⅱ

本吉跨線橋 (ﾓﾄﾖｼｺｾﾝｷｮｳ) 本吉駅前1号線 1978 40.2 1.9 気仙沼市 宮城県 気仙沼市 Ⅱ

杜せきのした自由通路橋 （ﾓﾘｾｷﾉｼﾀｼﾞﾕｳﾂｳﾛｷｮｳ） 杜せきのした自由通路線 2007 34.9 6.6 名取市 宮城県 名取市 Ⅱ

駅前歩道橋 （ｴｷﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 東田中八幡線 1993 78 3.9 多賀城市 宮城県 多賀城市 Ⅲ

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）

行政区域



【機密性２】  判定区分Ⅳの構造物リスト（宮城県） 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

○道路附属物等 

○トンネル 

区分 状態 

Ⅰ  健全 構造物の機能に支障が生じていない状態 

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

Ⅲ  早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態 

Ⅳ  緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態 

※判定区分 

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容 

宮城県 
気仙沼市 

馬籠橋 
市道上野旧県道

線 
1963 

主桁の剥離・鉄筋露出 
床板の剥離・鉄筋露出 
下部構造の剥離 

宮城県 
名取市 

川内沢橋 
市道 笠島中道

線 
1983 主桁のひびわれ・剥離・鉄筋露出 

宮城県 
大崎市 

七日町一号
橋 

市道第一小前線 不明 主桁のひびわれ 

宮城県 
亘理町 

上野地北橋 
町道下新道上野

地線 
1966 橋台の傾斜が著しい 

宮城県 
亘理町 

南中橋 町道吉田浜南線 1990 
１主桁が消失し、直角方向へのず
れが生じている 

＜判定区分Ⅳのリスト＞ 

○橋梁 

資料⑥ 

該当なし 

該当なし 

○ 判定区分Ⅳの施設は、緊急措置（通行止め、片側車線通行規制、主桁補強）を実施済 



【機密性２】  宮城県のＨ２７点検計画 資料⑦-1 

＜各構造物の平成27年度の点検予定＞   

・H26計画点検数（A）、H27計画点検数（B）は、H26.12に策定した数値であり、今後の計画点検数は
見直しすることがある 

管理施設数
H26点検計画数

（Ａ）
H27点検計画数

（Ｂ）
H26点検実施数

（Ｃ）
H27点検予定数
（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

12,434 1,628 2,387 1,757 2,258

118 18 22 20 20

539 74 148 44 178

13,091 1,720 2,557 1,821 2,456

トンネル

道路附属物等

合計

道路施設

橋梁



【機密性２】  宮城県の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）

243 39 28 39 28

161 17 45 15 47

1,496 305 296 161 440

1,900 361 369 215 515

跨線橋

緊急輸送道路を構成する橋梁

合計

道路施設

緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋



【機密性２】  地域一括発注の進捗状況（宮城県） 

○希望する市町村が，公益社団法人宮城県建設センターにマネジメント業務および点検業務を一括発注
を行うことにより，定期点検５項目の発注・点検・診断の一連のメンテナンスサイクルを構築。 

＜地域一括発注による平成26年度の点検実施と平成27年度の点検計画＞ 

資料⑧ 

【イメージ図】 

・定期点検５項目の点検、診断、措置、記録、長寿

命化計画策定、データ保管等について、建設セン
ターが一括してトータルマネジメントを行うもの。 
 

【業務スケジュール（予定）】 

・第一四半期に契約し，現地踏査結果・点検状況を 
 勘案し，１０月までに次年度要望額を確認。 

 

建設センターが自ら点検し、 
市町村のメンテナンスサイクルを一括で受け持つ 

Ａ市 Ｂ町 Ｃ村 

建設センターが自ら点検 

市町村毎にセンターに委託 

②
委
託
契
約
手
続
き 

（５
～
６
月
） 

①
交
付
決
定 

（４
月
） 

③
現
地
踏
査
・一
部
再
委
託 

（７
～
８
月
） 

④
本
調
査
・デ
ー
タ
入
力 （９

～ 
 

月
） 

１１ 

⑤
調
書
作
成
・修
繕
計
画
更
新 

（  

～
１
月
） 

１２ 

⑥
報
告
書
作
成 

（２
～
３
月
） 

平成27年度 
○参加２３市町村 
○７月３１日時点で１９市町村が契約済み。 
○定期点検（道路橋１，８６８橋、大型カルバート１基、歩道橋１橋） 
 
 

平成26年度 
○参加１４市町 
○定期点検 
（道路橋８６３橋，歩道橋１橋） 

 

 
 


	④【宮城】第
	スライド番号 1
	スライド番号 2
	　東北地整管内の点検実施状況（全体）
	　東北地整管内の点検実施状況（橋梁）
	　宮城県のＨ２６点検結果（全体）
	　宮城県のＨ２６点検結果（橋梁）
	　宮城県のＨ２６点検結果（トンネル）
	　宮城県のＨ２６点検結果（道路附属物等）
	　判定区分Ⅳの構造物リスト（宮城県）
	　宮城県のＨ２７点検計画
	　宮城県のＨ２７点検計画（最優先で点検すべき橋梁）
	　地域一括発注の進捗状況（宮城県）
	スライド番号 13
	　H27年度研修（２／２）
	　判定区分Ⅳの対応　
	　判定区分Ⅳの対応　
	　判定区分Ⅳの対応　
	　判定区分Ⅳの対応　
	　判定区分Ⅳの対応　
	スライド番号 20
	　事後保全から予防保全への転換　

	⑥【宮城】資料⑤
	資料⑤-2【橋梁】
	資料⑤-2【トンネル】 
	資料⑤-2【付属物】  




