
橋梁点検結果一覧表
管轄 橋梁名 橋梁名_ﾌﾘｶﾞﾅ 路線名 供用年度 橋長(m) 点検実施年度 判定区分
東青 大釈迦跨線橋 ﾀﾞｲｼｬｶｺｾﾝｷｮｳ 101号 1961 23.5
東青 大釈迦跨線橋側歩道橋 ﾀﾞｲｼｬｶｺｾﾝｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1998 30
東青 八甲田大橋 ﾊｯｺｳﾀﾞｵｵﾊｼ 103号 1969 161.3
東青 新妙見橋 ｼﾝﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ 103号 1973 49.6
東青 妙見橋 ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ 103号 1973 24.8
東青 北野尻橋 ｷﾀﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ 103号 1993 17.4
東青 新横内橋 ｼﾝﾖｺｳﾁﾊﾞｼ 103号 1993 17.3
東青 酸ヶ湯橋 ｽｶﾕﾊﾞｼ 103号 1997 15.7
東青 平岡橋 ﾋﾗｵｶﾊﾞｼ 280号 1984 80.8
東青 福浦橋 ﾌｸｳﾗﾊﾞｼ 280号 1990 17.8
東青 新奥内橋 ｼﾝｵｸﾅｲﾊﾞｼ 280号 1992 20.9
東青 新内真部橋 ｼﾝｳﾁﾏﾝﾍﾟﾊﾞｼ 280号 1993 36.5
東青 新六枚橋 ｼﾝﾛｸﾏｲﾊﾞｼ 280号 1999 37.7
東青 瀬辺地橋 ｾﾍｼﾞﾊﾞｼ 280号 1984 21.6
東青 広瀬橋 ﾋﾛｾﾊﾞｼ 280号 1984 38.1
東青 蟹田橋 ｶﾆﾀﾊﾞｼ 280号 1973 83.3
東青 尻高橋 ｼﾘﾀｶﾊﾞｼ 280号 1988 15
東青 高坏橋 ﾀｶﾂｷﾊﾞｼ 280号 1987 16.7
東青 新湯ノ沢橋 ｼﾝﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 280号 1991 18.5
東青 石崎橋 ｲｼｻﾞｷﾊﾞｼ 280号 1979 15.4
東青 与茂内橋 ﾖﾓﾅｲﾊﾞｼ 280号 2008 19.1
東青 新今別橋 ｼﾝｲﾏﾍﾞﾂﾊﾞｼ 280号 1982 68
東青 新長川橋 ｼﾝﾁｮｳｶﾜﾊﾞｼ 280号 1975 22.2 R01年度 Ⅱ
東青 翌桧大橋 ｱｽﾅﾛｵｵﾊｼ 280号 1980 113
東青 三厩橋 ﾐﾝﾏﾔﾊﾞｼ 280号 1980 15.7
東青 新瀬辺地橋 ｼﾝｾﾍｼﾞﾊﾞｼ 280号 2010 32.5
東青 新広瀬橋 ｼﾝﾋﾛｾﾊﾞｼ 280号 2010 47.3
東青 丑ヶ沢跨道橋 ｳｼｶﾞｻﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ 280号 2010 24.5
東青 天田内川橋 ｱﾏﾀﾞﾅｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 280号 2010 19.7
東青 新蓬田橋 ｼﾝﾖﾓｷﾞﾀﾞﾊﾞｼ 280号 2001 15.4
東青 鬼泊橋 ｵﾆﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ 280号 2007 15.7
東青 沖館橋 ｵｷﾀﾞﾃﾊﾞｼ 280号 1980 27
東青 新井田橋 ﾆｲﾀﾞﾊﾞｼ 280号 1974 58.5
東青 大浜橋 ｵｵﾊﾏﾊﾞｼ 280号 1993 20.2
東青 内真部橋 ｳﾁﾏﾝﾍﾞﾊﾞｼ 280号 1964 18.9 R01年度 Ⅰ
東青 左堰橋 ﾋﾀﾞﾘｾﾞｷﾊﾞｼ 280号 1968 16.6
東青 六枚橋 ﾛｸﾏｲﾊﾞｼ 280号 1965 36.1
東青 今別橋 ｲﾏﾍﾞﾂﾊﾞｼ 280号 1956 75.8
東青 長川橋 ﾁｮｳｶﾜﾊﾞｼ 280号 1965 27.2
東青 浜名橋 ﾊﾏﾅﾊﾞｼ 280号 2009 16.7
東青 奥内橋 ｵｸﾅｲﾊﾞｼ 280号 2005 20.5
東青 内真部橋側道橋 ｳﾁﾏﾝﾍﾟﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 280号 2010 37.9
東青 左堰橋側道橋 ﾋﾀﾞﾘｾﾞｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 280号 2009 16.5
東青 今別橋側道橋 ｲﾏﾍﾞﾂﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 280号 1956 75.6
東青 六枚橋側道橋 ﾛｸﾏｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 280号 1965 36.1 R01年度 Ⅱ
東青 一本松大橋 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂｵｵﾊｼ 280号 1989 78.8
東青 かにた跨線橋 ｶﾆﾀｺｾﾝｷｮｳ 280号 2017 104 R01年度 Ⅰ
東青 算用師橋 ｻﾝﾖｳｼﾊﾞｼ 339号 1966 22
東青 梹榔大橋 ﾋｮｳﾛｳｵｵﾊｼ 339号 2006 40.8
東青 城ヶ倉大橋 ｼﾞｮｳｶﾞｸﾗｵｵﾊｼ 394号 1995 360
東青 横岳橋 ﾖｺﾀﾞｹﾊｼ 394号 1990 90
東青 七沢大橋 ﾅﾅｻﾜｵｵﾊｼ 394号 1982 54 R01年度 Ⅱ
東青 眺青橋 ﾁｮｳｾｲﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 17.5
東青 金青橋 ｷﾝｾｲﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1998 31
東青 白鳥大橋 ﾊｸﾁｮｳｵｵﾊｼ 夏泊公園線 1971 215.4
東青 新雷電橋 ｼﾝﾗｲﾃﾞﾝﾊﾞｼ 夏泊公園線 1998 173
東青 東田沢橋 ﾋｶﾞｼﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ 夏泊公園線 1969 31.3
東青 茂浦２号橋 ﾓｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 夏泊公園線 2010 36
東青 茂浦１号橋 ﾓｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 夏泊公園線 2010 53
東青 上小股橋 ｶﾐｺﾏﾀﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1998 22.3
東青 新小股橋 ｼﾝｺﾏﾀﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1998 22.3
東青 やまなみ橋 ﾔﾏﾅﾐﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1998 24.4
東青 新砂川橋 ｼﾝｽﾅｶﾜﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1998 23.8
東青 大平橋 ｵｵﾀﾞｲﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 2005 34
東青 新野脇橋 ｼﾝﾉﾜｷﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1991 15.7
東青 山本橋 ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1966 15.5 R01年度 Ⅰ
東青 上品吉橋 ｶﾐｼﾅﾖｼﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1977 22.7
東青 山本橋側道橋 ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1991 19 R01年度 Ⅲ
東青 第二二股橋 ﾀﾞｲ2ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 1979 26.7
東青 二股橋 ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ 今別蟹田線 1973 15.6
東青 田の子橋 ﾀﾉｺﾊﾞｼ 今別蟹田線 1986 17.5
東青 母沢橋 ﾓｻﾜﾊﾞｼ 今別蟹田線 1974 19.2
東青 高石股橋 ﾀｶｲｼﾏﾀﾊﾞｼ 今別蟹田線 1981 20
東青 栄橋 ｻｶｴﾊﾞｼ 今別蟹田線 1971 17.1 R01年度 Ⅰ
東青 上股橋側道橋 ｶﾐﾏﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 今別蟹田線 1980 16.3
東青 王余魚沢橋 ｶﾚｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 青森浪岡線 1987 150 R01年度 Ⅱ
東青 五本松橋 ｺﾞﾎﾝﾏﾂﾊﾞｼ 青森浪岡線 1996 41
東青 空港浪岡大橋 ｸｳｺｳﾏﾐｵｶｵｵﾊｼ 青森浪岡線 1993 284.3
東青 スカイブリッジ ｽｶｲﾌﾞﾘｯｼﾞ 青森浪岡線 2005 587.5 R01年度 Ⅰ
東青 花岡大橋 ﾊﾅｵｶｵｵﾊｼ 五所川原浪岡線 2003 498.5
東青 花岡大橋（アプローチ橋） ﾊﾅｵｶｵｵﾊｼ 五所川原浪岡線 2003 81



東青 吉野田４号側道橋 ﾖｼﾉﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 五所川原浪岡線 1990 10.5
東青 筒井橋 ﾂﾂｲﾊﾞｼ 青森田代十和田線 2017 44.6
東青 堤橋 ﾂﾂﾐﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1986 25.1 R01年度 Ⅰ
東青 田望橋 ﾃﾞﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1980 8
東青 八景橋側道橋 ﾊｯｹｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 1980 14.2
東青 田代橋側道橋 ﾀｼﾛﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 1980 14.2
東青 西滝川橋 ﾆｼﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 青森環状野内線 1980 16.2
東青 金高橋 ｷﾝｺｳﾊﾞｼ 青森環状野内線 1965 64
東青 幸畑橋 ｺｳﾊﾞﾀﾊﾞｼ 青森環状野内線 1973 99.5
東青 赤川橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 青森環状野内線 1980 34.4
東青 宮田橋 ﾐﾔﾀﾊﾞｼ 青森環状野内線 1980 118.2
東青 荒川橋 ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ 青森環状野内線 2003 56
東青 牛館川橋 ｳｼﾀﾃｶﾜﾊﾞｼ 青森環状野内線 2001 17.3
東青 金高橋側道橋 ｷﾝｺｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 1983 64 R01年度 Ⅱ
東青 赤川橋１号歩道橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ1ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 1998 27.8 R01年度 Ⅰ
東青 赤川橋２号歩道橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ2ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 1998 32.4 R01年度 Ⅰ
東青 三本木橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾊﾞｼ 青森東インター線 2003 106.4
東青 青森中央大橋 ｱｵﾓﾘﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ 荒川青森停車場線 1986 582
東青 大野小前歩道橋 ｵｵﾉｼｮｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 荒川青森停車場線 1987 42.3 R01年度 Ⅰ
東青 山彦橋 ﾔﾏﾋﾞｺﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1980 27 R01年度 Ⅰ
東青 下湯橋 ｼﾓﾕﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1979 120
東青 深雪橋 ﾐﾕｷﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1979 109.2
東青 松沢橋 ﾏﾂｻﾞﾜﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1979 100
東青 横倉橋 ﾖｺｸﾗﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1979 45 R01年度 Ⅰ
東青 岩谷橋 ｲﾜﾔﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1980 122
東青 見滝橋 ﾐﾀｷﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1978 41
東青 川瀬橋 ｶﾜｾﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1976 20.9
東青 小出森橋 ｺﾃﾞﾓﾘﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 1981 58.5 R01年度 Ⅱ
東青 月光橋 ｹﾞｯｺｳﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 1999 19.6 R01年度 Ⅰ
東青 駒込橋 ｺﾏｺﾞﾒﾊﾞｼ 駒込筒井線 1963 70
東青 駒込橋側道橋 ｺﾏｺﾞﾒﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 駒込筒井線 1976 70.1
東青 新本郷橋 ｼﾝﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 浪岡北中野黒石線 1980 15.1 R01年度 Ⅰ
東青 銀橋 ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ 常海橋銀線 1977 47.6 R01年度 Ⅱ
東青 新大川橋 ｼﾝｵｵｶﾜﾊﾞｼ 後平青森線 1997 30
東青 土筆橋 ﾂｸｼﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 1938 15 R01年度 Ⅰ
東青 白旗野跨線橋 ｼﾗﾊﾀﾉｺｾﾝｷｮｳ 鶴ヶ坂千刈線 2004 54.8
東青 新城橋 ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 2005 56.8 R01年度 Ⅰ
東青 西滝大橋 ﾆｼﾀｷｵｵﾊｼ 鶴ヶ坂千刈線 1985 354.2
東青 滝内橋 ﾀｷｳﾁﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 1985 19.7 R01年度 Ⅱ
東青 滝内橋側道橋 ﾀｷｳﾁﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 鶴ヶ坂千刈線 1986 16.1
東青 筒井１号橋 ﾂﾂｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森十和田湖自転車道線 1972 15.6
東青 八甲田自転車道橋 ﾊｯｺｳﾀﾞｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳｷｮｳ 青森十和田湖自転車道線 1987 61 R01年度 Ⅰ
東青 浅虫ゆうやけ橋 ｱｻﾑｼﾕｳﾔｹﾊﾞｼ 増田浅虫線 1998 212
東青 根井橋 ﾈｲﾊﾞｼ 久栗坂造道線 2014 32
東青 野内橋 ﾉﾅｲﾊﾞｼ 久栗坂造道線 1990 93.5 R01年度 Ⅰ
東青 原別橋 ﾊﾗﾍﾞﾂﾊﾞｼ 久栗坂造道線 1990 18.2
東青 新増川川橋 ｼﾝﾏｽｶﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1972 44.1
東青 三厩沢橋 ﾐﾝﾏﾔｻﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1972 75.1
東青 算用師川橋 ｻﾝﾖｳｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1974 102.6
東青 藤島橋 ﾌｼﾞｼﾏﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1973 95.4
東青 釜野沢橋 ｶﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1976 40.9 R01年度 Ⅰ
東青 宇鉄沢橋 ｳﾃﾂｻﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1976 86
東青 マグチ沢橋 ﾏｸﾞﾁｻﾞﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1976 47
東青 鐇泊沢橋 ﾏｻｶﾘﾄﾞﾏﾘｻﾞﾜﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 1977 115
東青 第１鳴神沢橋 ﾀﾞｲ1ﾅﾙｶﾐｻﾞﾜﾊｼ 三厩停車場竜飛崎線 1978 51.1
東青 第３鳴神沢橋 ﾀﾞｲ3ﾅﾙｶﾐｻﾞﾜﾊｼ 三厩停車場竜飛崎線 1976 48
東青 第１梹榔橋 ﾀﾞｲ1ﾋｮｳﾛｳﾊｼ 三厩停車場竜飛崎線 1976 120
東青 第２梹榔橋 ﾀﾞｲ2ﾋｮｳﾛｳﾊｼ 三厩停車場竜飛崎線 1976 41 R01年度 Ⅰ
東青 増川林道橋 ﾏｽｶﾜﾘﾝﾄﾞｳｷｮｳ 三厩停車場竜飛崎線 1980 9.5 R01年度 Ⅱ
東青 浪岡橋 ﾅﾐｵｶﾊﾞｼ 浪岡藤崎線 1985 24.1
東青 川倉新橋 ｶﾜｸﾗｼﾝﾊﾞｼ 浪岡藤崎線 1987 35.9
東青 浪岡橋橋側歩道橋 ﾅﾐｵｶﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 1985 25
東青 浪岡跨線橋橋側歩道橋 ﾅﾐｵｶｺｾﾝｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 1987 32
東青 川倉新橋橋側歩道橋（上り） ｶﾜｸﾗｼﾝﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 1980 35.9
東青 浪岡歩道橋 ﾅﾐｵｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 1982 41.8
東青 雑魚沢橋 ｻﾞｯｺｻﾜﾊﾞｼ 三厩小泊線 1968 18.4
東青 悌子橋 ﾃｲｼﾊﾞｼ 三厩小泊線 1969 12.4 R01年度 Ⅰ
東青 四ツ滝橋 ﾖﾂﾀｷﾊﾞｼ 三厩小泊線 1969 30.7 R01年度 Ⅲ
東青 菊の里橋 ｷｸﾉｻﾄﾊﾞｼ 奥津軽いまべつ停車場線 1991 21.7
中南 新豊橋（下り） ｼﾝﾄﾖﾊﾞｼ 102号 1986 16.7
中南 新豊橋（上り） ｼﾝﾄﾖﾊﾞｼ 102号 2000 16.7
中南 弘南大橋（下り） ｺｳﾅﾝｵｵﾊｼ 102号 1985 195
中南 弘南大橋（上り） ｺｳﾅﾝｵｵﾊｼ 102号 1999 195
中南 館元橋（下り） ﾀﾃﾓﾄﾊﾞｼ 102号 1985 19.5
中南 館元橋（上り） ﾀﾃﾓﾄﾊﾞｼ 102号 1999 19.5
中南 諏訪堂堰橋（下り） ｽﾜﾄﾞｳｾｷﾊﾞｼ 102号 1984 21.1
中南 諏訪堂堰橋（上り） ｽﾜﾄﾞｳｾｷﾊﾞｼ 102号 2000 21.1
中南 垂柳高架橋（下り） ﾀﾚﾔﾅｷﾞｺｳｶｶｷｮｳ 102号 1986 44
中南 垂柳高架橋（上り） ﾀﾚﾔﾅｷﾞｺｳｶｶｷｮｳ 102号 2001 44
中南 赤岩橋 ｱｶｲﾜﾊﾞｼ 102号 1979 152 R01年度 Ⅱ
中南 石名坂橋 ｲｼﾅｻﾞｶﾊﾞｼ 102号 1979 70 R01年度 Ⅱ
中南 紅葉大橋 ﾓﾐｼﾞｵｵﾊｼ 102号 1979 335.7 R01年度 Ⅱ
中南 出湯橋 ｲﾃﾞﾕﾊﾞｼ 102号 1980 115



中南 杉の沢橋 ｽｷﾞﾉｻﾜﾊﾞｼ 102号 1980 134
中南 下川橋 ｼﾀｶﾜﾊﾞｼ 102号 1979 46.8
中南 水沢橋 ﾐｽﾞｻﾜﾊﾞｼ 102号 1980 140
中南 門沢橋 ｶﾄﾞｻﾜﾊﾞｼ 102号 1980 86 R01年度 Ⅱ
中南 巻の沢橋 ﾏｷﾉｻﾜﾊﾞｼ 102号 1980 75
中南 二庄内橋 ﾆｼｮｳﾅｲﾊﾞｼ 102号 1981 294 R01年度 Ⅰ
中南 沖浦橋 ｵｷｳﾗﾊﾞｼ 102号 1981 50
中南 湯の元橋 ﾕﾉﾓﾄﾊﾞｼ 102号 1981 78.5 R01年度 Ⅰ
中南 青荷橋 ｱｵﾆﾊﾞｼ 102号 1983 181 R01年度 Ⅰ
中南 一の渡橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ 102号 1986 245
中南 山下橋 ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ 102号 1986 110
中南 つばくら橋 ﾂﾊﾞｸﾗﾊﾞｼ 102号 1988 142
中南 昭和平橋 ｼｮｳﾜﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ 102号 1998 63.5
中南 清流橋 ｾｲﾘｭｳﾊﾞｼ 102号 1994 73
中南 葛川大橋 ｸｽﾞｶﾜｵｵﾊｼ 102号 1993 150 R01年度 Ⅰ
中南 砂子沢橋 ｽﾅｺｻﾞﾜﾊﾞｼ 102号 1979 17 R01年度 Ⅰ
中南 滝の股橋 ﾀｷﾉﾏﾀﾊﾞｼ 102号 1959 37.8
中南 四十巻橋 ｼｼﾞｭｳﾏｷﾊﾞｼ 102号 1958 19
中南 温川橋 ﾇﾙｶﾜﾊﾞｼ 102号 1961 21.2
中南 巽橋 ﾀﾂﾐﾊﾞｼ 282号 1985 62
中南 黒滝橋 ｸﾛﾀｷﾊﾞｼ 282号 1972 25
中南 新遠部橋 ｼﾝﾄｳﾍﾞﾊﾞｼ 282号 1972 25.5
中南 七家戸橋 ｼﾁｹﾄﾞﾊﾞｼ 394号 1988 30
中南 大川原橋（火流し橋） ｵｵｶﾜﾗﾊﾞｼ 394号 1998 70.5
中南 新黒森橋 ｼﾝｸﾛﾓﾘﾊﾞｼ 394号 1996 45.4
中南 浄仙寺橋 ｼﾞｮｳｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 394号 1994 60
中南 下川沢橋 ｼﾓｶﾜｻﾞﾜﾊﾞｼ 394号 1988 17
中南 第三小国橋 ﾀﾞｲｻﾝｵｸﾞﾆﾊﾞｼ 454号 1978 17
中南 第一小国橋 ﾀﾞｲｲﾁｵｸﾞﾆﾊﾞｼ 454号 1976 17.5
中南 糠塚森橋 ﾇｶﾂﾞｶﾓﾘﾊﾞｼ 454号 1979 53.8
中南 大和橋（跨線橋） ﾔﾏﾄﾊﾞｼ 454号 1970 36.7
中南 第二小國橋 ﾀﾞｲﾆｵｸﾞﾆﾊﾞｼ 454号 1976 14.7
中南 蓬莱橋 ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1951 17
中南 岩木橋 ｲﾜｷﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1960 161.6 R01年度 Ⅱ
中南 西館橋 ﾆｼﾀﾞﾃﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1982 66.5 R01年度 Ⅱ
中南 蔵助橋 ｸﾗｽｹﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1976 23.3
中南 岩木橋側道橋 ｲﾜｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 1979 161.7 R01年度 Ⅰ
中南 上枇杷田橋 ｶﾐﾋﾞﾜﾀﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 1994 19.8
中南 平尾橋 ﾋﾗｵﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 1992 30.7
中南 新千歳橋 ｼﾝﾁﾄｾﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 1987 137.7
中南 黒石大橋 ｸﾛｲｼｵｵﾊｼ 大鰐浪岡線 1985 274
中南 飛内橋 ﾄﾋﾞﾅｲﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 1980 37.3
中南 アップル大橋 ｱｯﾌﾟﾙｵｵﾊｼ 大鰐浪岡線 2010 203
中南 シブツ橋 ｼﾌﾞﾂﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1965 22.5 R01年度 Ⅰ
中南 柳沢橋 ﾔﾅｷﾞｻﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1964 15.6
中南 鬼川辺橋 ｵﾆｺｳﾍﾞﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1964 16.5
中南 暗門大橋 ｱﾝﾓﾝｵｵﾊｼ 岩崎西目屋弘前線 1964 61.1
中南 大割沢橋 ｵｵﾜﾘｻﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1964 30.7 R01年度 Ⅱ
中南 細沢橋 ﾎｿｻﾞﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1964 20.6
中南 小割沢橋 ｺﾜﾘｻﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1963 30.6 R01年度 Ⅲ
中南 鷹ノ巣橋 ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2008 77
中南 黒土橋 ｸﾛﾂﾁﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 42.6
中南 坂本橋 ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 29.9
中南 堰根橋 ｾｷﾈﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 110
中南 長慶橋 ﾁｮｳｹｲﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 111
中南 里見橋 ｻﾄﾐﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 132
中南 湯口橋 ﾕｸﾞﾁﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 17.5
中南 青柳橋 ｱｵﾔｷﾞﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 37.8
中南 木戸ヶ沢橋 ｷﾄﾞｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2007 97
中南 河鳥橋 ｶﾄﾘﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2005 118
中南 鹿嶋橋 ｶｼﾏﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2011 33.4
中南 目屋渓大橋 ﾒﾔｹｲｵｵﾊｼ 岩崎西目屋弘前線 2012 174
中南 ブドウツル沢橋 ﾌﾞﾄﾞｳﾂﾙｻﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1965 12.4
中南 大川白神橋 ｵｵｶﾜｼﾗｶﾐﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2014 178
中南 川原平橋 ｶﾜﾗﾀｲﾗﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2014 344
中南 砂子瀬橋 ｽﾅｺｾﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2014 454
中南 光沢橋 ｺｳﾀｸﾊﾞｼ 岩木山環状線 1994 16.1
中南 富士見橋 ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 1958 188
中南 大橋 ｵｵﾊｼ 弘前鰺ヶ沢線 1993 55.2
中南 高杉橋 ﾀｶｽｷﾞﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 1970 30.2 R01年度 Ⅱ
中南 鶴見橋 ﾂﾙﾐﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 1987 29.8
中南 長前橋 ﾁｮｳﾏｴﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 1974 9
中南 富士見橋側道橋 ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｭｳ 弘前鰺ヶ沢線 1976 188
中南 高杉歩道橋 ﾀｶｽｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 弘前鰺ヶ沢線 2012 30.2
中南 中万橋 ﾁｭｳﾏﾝﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1993 22.5
中南 雷橋 ｲｶｽﾞﾁﾊﾞｼ 五所川原岩木線 2001 28.9 R01年度 Ⅰ
中南 宮舘橋 ﾐﾔﾀﾞﾃﾊﾞｼ 五所川原岩木線 2002 18.5
中南 幸仙橋 ｺｳｾﾝﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1990 37.6
中南 月夜見橋 ﾂｷﾖﾐﾊﾞｼ 弘前柏線 1993 52.8
中南 三省橋 ｻﾝｼｮｳﾊﾞｼ 弘前柏線 1989 23
中南 新大蜂橋 ｼﾝﾀﾞｲﾊﾁﾊﾞｼ 弘前柏線 1966 36.3
中南 種市橋 ﾀﾈｲﾁﾊﾞｼ 弘前柏線 1960 17.3
中南 三和大橋 ﾐﾜｵｵﾊｼ 弘前柏線 1977 96.6



中南 新三和橋 ｼﾝﾐﾜﾊﾞｼ 弘前柏線 1998 19
中南 桂橋 ｶﾂﾗﾊﾞｼ 弘前柏線 2007 18.5
中南 三和歩道橋 ﾐﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 弘前柏線 2006 96.6
中南 蒔苗橋 ﾏｶﾅｴﾊﾞｼ 弘前環状線 1998 35.6
中南 西田橋 ﾆｼﾀﾊﾞｼ 弘前環状線 1977 43
中南 豊平橋 ﾄﾖﾋﾗﾊﾞｼ 弘前環状線 1981 211
中南 豊蒔跨線橋 ﾄﾖﾏｷｺｾﾝｷｮｳ 弘前環状線 1971 37.5
中南 杉館橋 ｽｷﾞﾀﾞﾃﾊﾞｼ 弘前環状線 1972 40.5
中南 清瀬橋 ｷﾖｾﾊﾞｼ 弘前環状線 2005 345
中南 豊田跨線橋（上り） ﾄﾖﾀｺｾﾝｷｮｳ 弘前平賀線 1980 207.5
中南 豊田跨線橋（下り） ﾄﾖﾀｺｾﾝｷｮｳ 弘前平賀線 1980 207.5
中南 新大豊橋 ｼﾝﾀｲﾎｳﾊﾞｼ 弘前平賀線 1999 204 R01年度 Ⅰ
中南 川部跨線橋 ｶﾜﾍﾞｺｾﾝｷｮｳ 黒石藤崎線 1978 555
中南 川部跨線橋側道橋 ｶﾜﾍﾞｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 黒石藤崎線 1979 140.8
中南 新桂橋 ｼﾝｶﾂﾗﾊﾞｼ 小友板柳停車場線 2001 15.4
中南 新小友橋 ｼﾝｵﾄﾓﾊﾞｼ 小友板柳停車場線 2013 58.6
中南 宝楽跨線橋 ﾎｳﾗｸｺｾﾝｷｮｳ 石川土手町線 1973 17.2
中南 大沢跨線橋 ｵｵｻﾜｺｾﾝｷｮｳ 石川土手町線 1973 17.3
中南 上千年橋 ｶﾐﾁﾄｾﾊﾞｼ 石川土手町線 1961 57
中南 文京歩道橋 ﾌﾞﾝｷｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 石川土手町線 1967 40.4
中南 中千年橋 ﾅｶﾁﾄｾﾊﾞｼ 松木平撫牛子停車場線 1971 62
中南 希望橋 ｷﾎﾞｳﾊﾞｼ 松木平撫牛子停車場線 1991 15.5
中南 豊栄橋 ﾎｳｴｲﾊﾞｼ 松木平撫牛子停車場線 1987 17.4
中南 城東福田橋 ｼﾞｮｳﾄｳﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ 松木平撫牛子停車場線 1987 31.1
中南 関ヶ平橋 ｾｷｶﾞﾀｲﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1970 19.4
中南 富田橋 ﾄﾐﾀﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1962 18.4
中南 立石橋 ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1991 35
中南 羽根山橋 ﾊﾈﾔﾏﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1991 40
中南 藤沢橋 ﾌｼﾞｻﾜﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1973 25
中南 紙漉沢橋 ｶﾐｽｷｻﾞﾜﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1978 46.6 R01年度 Ⅱ
中南 栩内橋 ﾄﾁﾅｲﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1977 23.1
中南 岩木茜橋 ｲﾜｷｱｶﾈﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 2002 211.5 R01年度 Ⅰ
中南 紙漉沢橋側道橋 ｶﾐｽｷｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 関ヶ平五代線 1981 46.6
中南 安東橋 ｱﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ 前坂藤崎線 1962 198.1
中南 藤崎橋 ﾌｼﾞｻｷﾊﾞｼ 前坂藤崎線 1965 185
中南 元見合橋 ﾓﾄﾐｱｲﾊﾞｼ 十腰内陸奥森田停車場線 2003 18.3
中南 春日橋 ｶｽｶﾞﾊﾞｼ 鬼沢種市線 1973 33.5 R01年度 Ⅰ
中南 泉橋 ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 鬼沢種市線 1972 27.4
中南 泉田橋 ｲｽﾞﾐﾀﾞﾊﾞｼ 鬼沢種市線 1964 14
中南 美和田橋 ﾐﾜﾀﾞﾊﾞｼ 吹上金屋黒石線 1976 17.7 R01年度 Ⅰ
中南 浅瀬石橋 ｱｾｲｼﾊﾞｼ 吹上金屋黒石線 1979 117.8
中南 朝日橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ 常盤新山線 1979 147.9
中南 館田橋 ﾀﾁﾀﾊﾞｼ 平賀門外線 1977 278.7
中南 十川橋 ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ 浪岡北中野黒石線 1979 15.9 R01年度 Ⅱ
中南 竹田橋 ﾀｹﾀﾞﾊﾞｼ 浪岡北中野黒石線 1980 12.4
中南 竹田橋側道橋 ﾀｹﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 1990 12.4
中南 十川橋側道橋 ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 1979 15.9 R01年度 Ⅱ
中南 中央橋 ﾁｭｳｵｳﾊｼ 畑中竹鼻線 1978 132.7
中南 二双子橋 ﾆｿｳｼﾊﾞｼ 畑中竹鼻線 1979 39.6 R01年度 Ⅰ
中南 大鰐跨線橋 ｵｵﾜﾆｺｾﾝｷｮｳ 蔵館大鰐線 1985 144.6 R01年度 Ⅱ
中南 青柳橋 ｱｵﾔｷﾞﾊﾞｼ 蔵館大鰐線 1967 49.2
中南 大鰐跨線橋側道橋 ｵｵﾜﾆｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 蔵舘大鰐線 1986 112
中南 島田新田橋 ｼﾏﾀﾞｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1994 21.4
中南 大滝橋 ｵｵﾀｷﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1961 36
中南 白糸橋 ｼﾗｲﾄﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1988 41.3 R01年度 Ⅰ
中南 清川橋 ｷﾖｶﾜﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1989 36
中南 新虹貝橋 ｼﾝﾆｼﾞｶｲﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1974 40.6 R01年度 Ⅰ
中南 羽黒橋 ﾊｸﾞﾛﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1965 53
中南 西島田橋 ﾆｼｼﾏﾀﾞﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 2003 20.6
中南 羽黒橋側道橋 ﾊｸﾞﾛﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 碇ヶ関大鰐停車場線 1984 53.4 R01年度 Ⅰ
中南 大助橋 ｵｵｽｹﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1971 21.6
中南 上大助橋 ｶﾐｵｵｽｹﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1976 21.8
中南 沢田高橋 ｻﾜﾀﾞｺｳﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1991 36
中南 開野橋 ﾋﾗｷﾉﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1972 18
中南 第一大秋橋 ﾀﾞｲｲﾁﾀｲｱｷﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1971 22.6
中南 望山橋 ﾎﾞｳｻﾝﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1982 30
中南 御幸橋 ﾐﾕｷﾊﾞｼ 石川百田線 1984 144.1
中南 堀越橋 ﾎﾘｺｼﾊﾞｼ 石川百田線 1980 24.3
中南 千年橋 ﾁﾄｾﾊﾞｼ 石川百田線 2004 52.2
中南 弘前跨線橋 ﾋﾛｻｷｺｾﾝｷｮｳ 石川百田線 1964 25.1
中南 撫牛子一号橋 ﾅｲｼﾞｮｳｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 石川百田線 1935 21.2
中南 大久保橋 ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 石川百田線 1980 59.2
中南 撫牛子一号橋歩道橋 ﾅｲｼﾞｮｳｼ1ｺﾞｳｷｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 石川百田線 1935 23
中南 石川歩道橋 ｲｼｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 石川百田線 1969 36.1
中南 境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 1989 200
中南 千歳橋 ﾁﾄｾﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 1977 114.3
中南 牡丹平橋 ﾎﾞﾀﾝﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 1977 56.8
中南 深沢橋 ﾌｶｻﾞﾜﾊｼ 小国本町線 1983 35
中南 赤倉橋 ｱｶｸﾗﾊﾞｼ 岩木山環状線 1994 16
中南 滝野沢橋 ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 1993 46.1 R01年度 Ⅱ
中南 釣瓶橋 ﾂﾙﾍﾞﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 1986 115
中南 尻高橋 ｼﾘﾀｶﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 1988 40
中南 尾太９号橋 ｵｯﾌﾟｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ 西目屋二ツ井線 2014 56.9



中南 天狗橋 ﾃﾝｸﾞﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 1990 25 R01年度 Ⅱ
三八 田子橋 ﾀｯｺﾊﾞｼ 104号 1995 25.7
三八 一の渡橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ 104号 2007 16.7
三八 馬場瀬橋 ﾊﾞﾊﾞｾﾊﾞｼ 340号 1984 50 R01年度 Ⅱ
三八 泥障作跨道橋 ｱｵｽﾞｸﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ 340号 1999 24.8
三八 泥障作大橋 ｱｵﾂﾞｸﾘｵｵﾊｼ 340号 2008 121
三八 図南小前歩道橋 ﾄﾅﾝｼｮｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 340号 1980 42.4
三八 長者中前歩道橋 ﾁｮｳｼﾞｬﾁｭｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 340号 1975 24.4
三八 えんぶりっぢ（上り） ｴﾝﾌﾞﾘｯﾁﾞ 454号 2003 485
三八 えんぶりっぢ（下り） ｴﾝﾌﾞﾘｯﾁﾞ 454号 2002 485
三八 中ノ沢橋 ﾅｶﾉｻﾜﾊﾞｼ 454号 1979 32
三八 戌橋 ｲﾇﾊﾞｼ 454号 1977 30.9
三八 獅子神橋 ｼｼｶﾞﾐﾊﾞｼ 454号 1956 21.4 R01年度 Ⅱ
三八 越戸橋 ｺｲﾄﾞﾊｼ 454号 1972 21
三八 合同庁舎前歩道橋 ｺﾞｳﾄﾞｳﾁｮｳｼｬﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 454号 2004 131.1
三八 湊橋 ﾐﾅﾄﾊﾞｼ 八戸階上線 1974 87.9
三八 小中野歩道橋（やちぐさのはし）ｺﾅｶﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ 八戸階上線 1974 41.3
三八 五戸川橋 ｺﾞﾉﾍｶﾞﾜﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1997 38.1
三八 高館歩道橋 ﾀｶﾀﾞﾃﾎﾄﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 1974 48.6
三八 長舘橋 ﾁｮｳｶﾝﾊﾞｼ 八戸大野線 2004 80.6
三八 長舘橋側道橋 ﾁｮｳｶﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｭｳ 八戸大野線 1989 78.4
三八 市川橋 ｲﾁｶﾜﾊﾞｼ 橋向五戸線 1990 50.5
三八 轟木橋 ﾄﾄﾞﾛｷﾊﾞｼ 橋向五戸線 1960 45.2 R01年度 Ⅱ
三八 新市川橋 ｼﾝｲﾁｶﾜﾊﾞｼ 八戸百石線 1976 51.4
三八 石堂歩道橋（平成ふれあいの橋）ｲｼﾄﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 1988 45.9
三八 北市川橋 ｷﾀｲﾁｶﾜﾊﾞｼ 八戸三沢線 2003 56.6
三八 根岸山添橋 ﾈｷﾞｼﾔﾏｿﾞｴｷｮｳ 八戸三沢線 2002 83
三八 尻内橋 ｼﾘｳﾁﾊﾞｼ 八戸三沢線 1995 291
三八 田面木１号橋 ﾀﾓｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸三沢線 1995 19.5
三八 内丸歩道橋（すずかけのはし） ｳﾁﾏﾙﾎﾄﾞｳｷｮｳ 本八戸停車場線 1988 45.1
三八 川向橋 ｶﾜﾑｶｲﾊﾞｼ 田子十和田湖線 2007 21.7 R01年度 Ⅰ
三八 稲守橋 ｲﾅﾓﾘﾊﾞｼ 田子十和田湖線 2008 20
三八 白山台大橋（上り） ﾊｸｻﾝﾀﾞｲｵｵﾊｼ 八戸環状線 1997 280
三八 白山台大橋（下り） ﾊｸｻﾝﾀﾞｲｵｵﾊｼ 八戸環状線 1997 280
三八 新井田中央大橋 ﾆｲﾀﾞﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ 八戸環状線 1999 95.7
三八 白銀陸橋 ｼﾛｶﾞﾈﾘｯｷｮｳ 八戸環状線 1966 117
三八 桔梗橋（上り） ｷｷｮｳﾊﾞｼ 八戸環状線 2005 530
三八 市川未来橋（上り） ｲﾁｶﾜﾐﾗｲﾊﾞｼﾞ 八戸環状線 2005 280
三八 市川未来橋（下り） ｲﾁｶﾜﾐﾗｲﾊﾞｼﾞ 八戸環状線 2005 280
三八 図南大橋（上り） ﾄﾅﾝｵｵﾊｼ 八戸環状線 2011 165 R01年度 Ⅱ
三八 図南大橋（下り） ﾄﾅﾝｵｵﾊｼ 八戸環状線 2011 165 R01年度 Ⅱ
三八 しろがね歩道橋 ｼﾛｶﾞﾈﾎﾄﾞｳｷｮｳ 八戸環状線 1966 58.4
三八 衣更橋 ｷﾇｶﾞｴﾊﾞｼ 二戸田子線 1988 41.9 R01年度 Ⅱ
三八 落合川原橋 ｵﾁｱｲｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ 二戸田子線 1989 28.7
三八 北川跨線橋 ｷﾀｶﾞﾜｺｾﾝｷｮｳ 軽米名川線 1967 18.5
三八 名久井橋 ﾅｸｲﾊﾞｼ 軽米名川線 2007 168
三八 千歳橋 ﾁﾄｾﾊﾞｼ 軽米名川線 2007 15.8
三八 剣吉橋 ｹﾝﾖｼﾊﾞｼ 名川階上線 1974 108.9 R01年度 Ⅱ
三八 新中野橋 ｼﾝﾅｶﾉﾊﾞｼ 名川階上線 1992 15.6
三八 市野沢橋 ｲﾁﾉｻﾜﾊﾞｼ 名川階上線 1985 48.5
三八 馬場橋 ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ 名川階上線 1998 60.8
三八 砂篭橋 ｻﾛｳﾊﾞｼ 名川階上線 1984 19.3
三八 田代橋 ﾀｼﾛﾊﾞｼ 名川階上線 2007 17
三八 安方橋 ﾔｽｶﾀﾊﾞｼ 十和田三戸線 1938 32.1
三八 八景橋 ﾊｯｹｲﾊﾞｼ 五戸六戸線 2007 38
三八 下新井田橋 ｼﾓﾆｲﾀﾞﾊﾞｼ 五戸六戸線 1985 36.2
三八 梅泉橋 ﾊﾞｲｾﾝﾊﾞｼ 櫛引上名久井三戸線 1968 86 R01年度 Ⅱ
三八 通清水橋 ﾄｵﾘｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 櫛引上名久井三戸線 2007 69
三八 法師岡跨線橋 ﾎｳｼｵｶｺｾﾝｷｮｳ 櫛引上名久井三戸線 2007 55.1
三八 島守橋 ｼﾏﾓﾘﾊﾞｼ 島守八戸線 1992 59.2
三八 妻の神橋 ｻｲﾉｶﾐﾊﾞｼ 差波新井田線 1988 62.5
三八 十日市跨道橋 ﾄｳｶｲﾁﾊﾞｼ 差波新井田線 2010 44.4
三八 十日市橋側歩道橋 ﾄｳｶｲﾁﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 差波新井田線 1986 25.8
三八 萬世橋 ﾏﾝｾｲﾊﾞｼ 倉石五戸線 2010 35.2
三八 小向橋 ｺﾑｶｲﾊﾞｼ 南部田子線 1963 25
三八 渡ノ端橋 ﾜﾀﾘﾉﾊﾞﾀﾊﾞｼ 南部田子線 1971 25.5 R01年度 Ⅱ
三八 二又橋 ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ 南部田子線 1971 15.5
三八 仲之橋 ﾅｶﾉﾊﾞｼ 南部田子線 1970 17.5
三八 鹿田橋 ｼｶﾀﾞﾊﾞｼ 戸来十和田線 1977 17.5 R01年度 Ⅱ
三八 落合橋 ｵﾁｱｲﾊﾞｼ 道前浄法寺線 1983 63.4 R01年度 Ⅱ
三八 中堤橋 ﾅｶﾂﾂﾐﾊﾞｼ 野々上斗内線 1970 31.1 R01年度 Ⅱ
三八 鉢森橋 ﾊﾁﾓﾘﾊﾞｼ 苫米地兎内線 2011 29.8
三八 深山橋 ﾌｶﾔﾏﾊﾞｼ 戸来岳貝守線 1978 18.7
三八 杉沢橋 ｽｷﾞｻﾜﾊﾞｼ 戸来岳貝守線 1994 15
三八 松森橋 ﾏﾂﾓﾘﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1974 31.3 R01年度 Ⅱ
三八 横沢橋 ﾖｺｻﾞﾜﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1993 16
三八 東手倉橋 ﾋｶﾞｼﾃｸﾗﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1986 17.1
三八 扇ノ沢橋 ｵｳｷﾞﾉｻﾜﾊﾞｼ 石無坂鹿田線 1963 9.1
三八 松館橋 ﾏﾂﾀﾞﾃﾊﾞｼ 鳥谷部十日市線 1984 15.7 R01年度 Ⅱ
三八 赤石跨線橋 ｱｶｲｼｺｾﾝｷｮｳ 赤石沖田面線 1967 25.1
三八 赤石橋 ｱｶｲｼﾊﾞｼ 赤石沖田面線 1968 95.6 R01年度 Ⅱ
三八 福田大橋 ﾌｸﾀﾞｵｵﾊｼ 福田苫米地線 1992 198
三八 高瀬橋 ﾀｶｾﾊﾞｼ 高瀬諏訪平停車場線 1956 86



三八 高瀬橋側道橋 ﾀｶｾﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 高瀬諏訪平停車場線 1990 86
三八 法師岡橋 ﾎｳｼｵｶﾊﾞｼ 中野北高岩停車場線 1965 123
三八 高岩跨線橋 ﾀｶｲﾜｺｾﾝｷｮｳ 中野北高岩停車場線 1967 18
三八 手倉橋 ﾃｸﾗﾊﾞｼ 浅水南部線 1960 16
三八 新井田橋 ﾆｲﾀﾞﾊﾞｼ 妙売市線 2001 93.7
三八 境の沢橋 ｻｶｲﾉｻﾜﾊﾞｼ 三戸南部線 1976 71.6
三八 黄金橋 ｷｶﾞﾈﾊﾞｼ 三戸南部線 2017 42.2
三八 住谷橋 ｽﾐﾔﾊﾞｼ 三戸南部線 1957 68.2
三八 住谷橋側道橋 ｽﾐﾔﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 三戸南部線 1974 68.2
三八 古牧橋 ﾌﾙﾏｷﾊﾞｼ 三戸南部線 1959 84
三八 古牧橋側道橋 ﾌﾙﾏｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 三戸南部線 1974 84
西北 姥萢橋 ｳﾊﾞﾔﾁﾊﾞｼ 101号 2001 22.6
西北 湊大橋 ﾐﾅﾄｵｵﾊｼ 101号 1973 98
西北 乾橋 ｲﾇｲﾊﾞｼ 101号 1961 346
西北 乾橋側道橋 ｲﾇｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1961 346
西北 みどり橋 ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ 101号 1981 37.6
西北 ポプラの橋 ﾎﾟﾌﾟﾗﾉﾊｼ 101号 1972 38.9
西北 契り橋 ﾁｷﾞﾘﾊﾞｼ 339号 1984 19.7
西北 花菖蒲橋 ﾊﾅｼｮｳﾌﾞﾊﾞｼ 339号 1997 123.2
西北 姥萢高架橋 ｳﾊﾞﾔﾁｺｳｶｷｮｳ 339号 1997 50
西北 十川橋 ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ 339号 1987 85
西北 新長富橋 ｼﾝﾅｶﾞﾄﾐﾊﾞｼ 339号 1963 35
西北 新奴橋 ｼﾝﾔｯｺﾊﾞｼ 339号 1979 44.1 R01年度 Ⅰ
西北 金木橋 ｶﾅｷﾞﾊﾞｼ 339号 1966 50.8
西北 大沢内跨線橋 ｵｵｻﾜﾅｲｺｾﾝｷｮｳ 339号 1980 30.3
西北 新深郷田橋 ｼﾝﾌｺｳﾀﾞﾊﾞｼ 339号 1978 19.8
西北 新中里橋 ｼﾝﾅｶｻﾄﾊﾞｼ 339号 1978 17.5
西北 尾別橋 ｵﾍﾞﾂﾊﾞｼ 339号 1977 21.5
西北 新薄市橋 ｼﾝｳｽｲﾁﾊﾞｼ 339号 1970 36.3
西北 新今泉橋 ｼﾝｲﾏｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 339号 1972 58.1
西北 於瀬洞橋 ｵｾﾄﾞｳﾊﾞｼ 339号 1990 44.9 R01年度 Ⅰ
西北 山王坊橋 ｻﾝﾉｳﾎﾞｳﾊﾞｼ 339号 1990 21.5
西北 磯松川橋 ｲｿﾏﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ 339号 1988 22.5
西北 山朝橋 ﾔﾏﾁｮｳﾊﾞｼ 339号 1986 17.4 R01年度 Ⅰ
西北 幾世森大橋（上り） ｲｸｾﾓﾘｵｵﾊｼ 339号 2007 103.1 R01年度 Ⅰ
西北 湊橋 ﾐﾅﾄﾊﾞｼ 339号 1989 116
西北 新薄市橋側道橋 ｼﾝｳｽｲﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 339号 2001 40
西北 神田橋 ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1989 389.5
西北 沢部橋 ｻﾜﾍﾞﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1996 16.1
西北 喜良市橋 ｷﾗｲﾁﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 44 R01年度 Ⅰ
西北 一の渡橋（上り） ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1980 22.4
西北 一の渡橋（下り） ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 22.3
西北 かといし橋（上り） ｶﾄｲｼﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1982 22.4
西北 かといし橋（下り） ｶﾄｲｼﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 21.8
西北 羽黒橋 ﾊｸﾞﾛﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1985 17.6
西北 十三湖大橋 ｼﾞｭｳｻﾝｺｵｵﾊｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1979 234
西北 吉見橋 ﾖｼﾐﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1980 72.6
西北 飯詰橋 ｲｲﾂﾞﾒﾊﾞｼ 青森五所川原線 1987 20.7
西北 高野橋 ﾀｶﾉﾊﾞｼ 五所川原浪岡線 1971 14
西北 夕顔関橋 ﾕｳｶﾞｵｾﾞｷﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1984 100 R01年度 Ⅰ
西北 幡竜橋 ﾊﾞﾝﾘｭｳﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1979 282.8
西北 掛落林跨線橋 ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｺｾﾝｷｮｳ 五所川原岩木線 2015 16.4 R01年度 Ⅰ
西北 梅田橋 ｳﾒﾀﾞﾊﾞｼ 五所川原黒石線 1952 63.6
西北 津軽りんご大橋 ﾂｶﾞﾙﾘﾝｺﾞｵｵﾊｼ 小友板柳停車場線 2003 305.3 R01年度 Ⅰ
西北 胡桃館橋 ｸﾙﾐﾀﾞﾃﾊﾞｼ 七ツ館板柳線 1987 21.8
西北 五林平橋 ｺﾞﾘﾝﾀｲﾊﾞｼ 持子沢鶴田線 1985 101
西北 篠沼橋 ｼﾉﾇﾏ 持子沢鶴田線 1979 19.8
西北 新松倉橋 ｼﾝﾏﾂｸﾗﾊﾞｼ 持子沢鶴田線 1994 22.7
西北 鶴翔跨線橋 ｶｸｼｮｳｺｾﾝｷｮｳ 持子沢鶴田線 1996 90
西北 第二松倉橋 ﾀﾞｲﾆﾏﾂｸﾗﾊﾞｼ 持子沢鶴田線 1986 22.2
西北 蒔田橋 ﾏｷﾀﾊﾞｼ 蒔田五所川原線 1971 52
西北 鳴戸橋 ﾅﾙﾄﾊﾞｼ 蒔田五所川原線 1983 188.2
西北 鶴寿橋 ｶｸｼﾞｭﾊﾞｼ 山田鶴田線 1978 306.8
西北 五所川原大橋 ｺﾞｼｮｶﾞﾜﾗｵｵﾊｼ 妙堂崎五所川原線 1989 396 R01年度 Ⅱ
西北 エルム大橋 ｴﾙﾑｵｵﾊｼ 福山五所川原線 1995 37.1 R01年度 Ⅰ
西北 エルム大橋側道橋（上り） ｴﾙﾑｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 福山五所川原線 1995 37.1
西北 エルム大橋側道橋（下り） ｴﾙﾑｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 福山五所川原線 1995 37.1
西北 柳橋 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 松野木姥萢線 1976 28.5
西北 赤萢橋 ｱｶﾔﾁﾊﾞｼ 胡桃館鶴田線 1970 12.9
西北 栄橋 ｻｶｴﾊﾞｼ 大泉姥萢線 1997 111.8 R01年度 Ⅰ
西北 中泉橋 ﾅｶｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 羽野木沢梅田線 1986 112
西北 長寿橋 ﾁｮｳｼﾞｭﾊﾞｼ 羽野木沢梅田線 1979 20
西北 長寿橋側道橋 ﾁｮｳｼﾞｭﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 羽野木沢梅田線 1996 24.9
西北 上中泊橋 ｶﾐﾅｶﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ 沖飯詰五所川原線 1991 98
西北 三好橋 ﾐﾖｼﾊﾞｼ 林五所川原線 1971 313
西北 下中泊橋 ｼﾓﾅｶﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ 林五所川原線 1991 90.1
西北 富野橋 ﾄﾐﾉﾊﾞｼ 富野大沢内停車場線 1969 15.3
西北 大富橋 ｵｵﾄﾐﾊﾞｼ 富野大沢内停車場線 1986 25.2
西北 津軽大橋 ﾂｶﾞﾙｵｵﾊｼ 富萢薄市線 1970 558
西北 鳥谷川橋 ﾄﾘﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ 富萢薄市線 1992 93.9 R01年度 Ⅰ
西北 常福橋 ｼﾞｮｳﾌｸﾊﾞｼ 常海橋銀線 1965 85.2
西北 小田川橋 ｵﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 喜良市嘉瀬停車場線 1972 23
西北 八はた橋 ﾔﾊﾀﾊﾞｼ 神原中里線 1985 29.7



西北 保安橋 ﾎｱﾝﾊﾞｼ 米山菖蒲川線 1959 231
上北 啄木鳥橋 ｷﾂﾂｷﾊﾞｼ 102号 1990 80
上北 鵯橋 ﾋﾖﾄﾞﾘﾊﾞｼ 102号 1995 152
上北 四十雀橋 ｼｼﾞｭｳｶﾗﾊﾞｼ 102号 1994 38
上北 山雀橋 ﾔﾏｶﾞﾗﾊﾞｼ 102号 1986 19
上北 奥入瀬橋 ｵｲﾗｾﾊﾞｼ 102号 1983 80
上北 子ノ口橋 ﾈﾉｸﾁﾊﾞｼ 102号 1963 38
上北 百両橋 ﾋｬｸﾘｮｳﾊﾞｼ 102号 1960 21
上北 神明橋 ｼﾝﾒｲﾊﾞｼ 102号 1951 19.8
上北 裸渡橋 ﾊﾀﾞｶﾜﾀﾘﾊﾞｼ 102号 1959 20.8
上北 馬門橋 ﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ 102号 1973 40
上北 惣辺橋 ｿｳﾍﾞﾊﾞｼ 102号 1958 16
上北 十和田橋 ﾄﾜﾀﾞﾊﾞｼ 102号 1972 62.7
上北 片貝沢橋 ｶﾀｶｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 102号 1999 22.3
上北 上法量橋 ｶﾐﾎｳﾘｮｳﾊﾞｼ 102号 1970 66.5 R01年度 Ⅰ
上北 広瀬橋 ﾋﾛｾﾊﾞｼ 102号 1960 47.6
上北 広瀬橋側道橋 ﾋﾛｾﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 102号 1987 48.5 R01年度 Ⅱ
上北 奥瀬歩道橋 ｵｸｾﾎﾄﾞｳｷｮｳ 102号 1971 59.7 R01年度 Ⅰ
上北 二丁目歩道橋 ﾆﾁｮｳﾒﾎﾄﾞｳｷｮｳ 102号 1969 35.1 R01年度 Ⅱ
上北 猿倉橋 ｻﾙｸﾗﾊﾞｼ 103号 1982 15.1 R01年度 Ⅰ
上北 仙人橋 ｾﾝﾆﾝﾊﾞｼ 103号 1976 24.6 R01年度 Ⅰ
上北 通天橋 ﾂｳﾃﾝﾊﾞｼ 103号 1934 37.6 R01年度 Ⅲ
上北 宇樽部橋 ｳﾀﾙﾍﾞﾊﾞｼ 103号 1968 21.5 R01年度 Ⅱ
上北 鶏沢橋 ﾆﾜﾄﾘｻﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1974 18.7
上北 新桧木川橋 ｼﾝﾋﾉｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1982 24.5
上北 第二跨線橋 ﾀﾞｲﾆｺｾﾝｷｮｳ 279号 1982 31
上北 田ノ沢橋 ﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ 279号 1982 16.3 R01年度 Ⅱ
上北 三保野橋 ﾐﾎﾉﾊﾞｼ 279号 1982 29
上北 第一跨線橋 ﾀﾞｲｲﾁｺｾﾝｷｮｳ 279号 1982 23.5 R01年度 Ⅱ
上北 向橋 ﾑｶｲﾊﾞｼ 279号 1974 16.6
上北 太田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 279号 1979 21.8 R01年度 Ⅱ
上北 鳴沢橋 ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ 279号 1953 69.2 R01年度 Ⅲ
上北 松ノ木平跨線橋 ﾏﾂﾉｷﾀﾞｲﾗｺｾﾝｷｮｳ 279号 1980 191
上北 目ノ越跨道橋 ﾒﾉｺｼｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2004 33.1
上北 中萢跨道橋 ﾅｶﾔﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2004 56.5
上北 有戸向山跨道橋 ｱﾘﾄﾑｶｲﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2004 45
上北 新有戸大橋 ｼﾝｱﾘﾄｵｵﾊｼ 279号 2004 93
上北 有戸跨道橋 ｱﾘﾄｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2004 55.7
上北 新太田橋 ｼﾝｵｵﾀﾊﾞｼ 279号 2004 165
上北 蟹田跨道橋 ｶﾆﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2004 54.6
上北 有戸鳥井平橋 ｱﾘﾄﾄﾘｲﾋﾗﾊﾞｼ 279号 2004 27.5
上北 タラノ木跨道橋 ﾀﾗﾉｷｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2005 18.9
上北 寺ノ沢橋 ﾃﾗﾉｻﾜﾊﾞｼ 279号 2005 96.7
上北 あたご大橋 ｱﾀｺﾞｵｵﾊｼ 279号 2005 150
上北 やすらぎ橋 ﾔｽﾗｷﾞﾊﾞｼ 279号 2005 77
上北 新鳴子坂橋 ｼﾝﾅﾙｺｻﾞｶﾊﾞｼ 279号 2005 55.8
上北 一ノ渡１号橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 2005 42.5
上北 一ノ渡跨線橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘｺｾﾝｷｮｳ 279号 2005 43
上北 一ノ渡２号橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ 279号 2005 35.6
上北 武の川橋 ﾀｹﾉｶﾜﾊﾞｼ 279号 2007 15.6
上北 第２目ノ越跨道橋 ﾀﾞｲﾆﾒﾉｺｼｺﾄﾞｳｷｮｳ 279号 2007 69
上北 地紙橋 ﾁｶﾞﾐﾊｼ 279号 2007 54
上北 弥栄平大橋 ｲﾔｻｶﾀﾞｲﾗｵｵﾊｼ 279号 2007 32.5
上北 松ノ木平跨線橋側道橋 ﾏﾂﾉｷﾀﾞｲﾗｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1979 114.1
上北 鳴沢橋側道橋（下り）（上流側）ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1979 69.2 R01年度 Ⅱ
上北 鳴沢橋側道橋（上り）（下流側）ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1979 69.2 R01年度 Ⅱ
上北 船橋１号橋 ﾌﾅﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 36
上北 吹越跨線橋 ﾌｯｺｼｺｾﾝｷｮｳ 279号 2017 40.6 R01年度 Ⅱ
上北 わかば歩道橋 ﾜｶﾊﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1982 45.4 R01年度 Ⅱ
上北 泊大橋 ﾄﾏﾘｵｵｵﾊｼ 338号 1982 43
上北 新馬門川橋 ｼﾝﾏｶﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1979 19.8
上北 猿子沢大橋 ｻﾙｺｻﾞﾜｵｵﾊｼ 338号 2003 675
上北 二又橋 ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ 338号 1994 170
上北 新鷹架橋 ｼﾝﾀｶﾎｺﾊﾞｼ 338号 1991 69.8
上北 老部川橋 ｵｲｯﾍﾟｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1974 27.2
上北 尾駮橋 ｵﾌﾞﾁﾊﾞｼ 338号 1996 91.5
上北 鷹架橋 ﾀｶﾎｺﾊﾞｼ 338号 1963 94.7 R01年度 Ⅱ
上北 田面木橋 ﾀﾓｷﾞﾊﾞｼ 338号 1995 16.5
上北 高瀬橋 ﾀｶｾﾊﾞｼ 338号 1965 98
上北 高瀬川第二橋 ﾀｶｾｶﾞﾜﾀﾞｲﾆｷｮｳ 338号 1965 44
上北 南川橋 ﾐﾅﾐｶﾜﾊﾞｼ 338号 2010 15.7
上北 四川目橋 ﾖｶﾜﾒﾊﾞｼ 338号 2011 23.4
上北 内沼橋 ｳﾁﾇﾏﾊﾞｼ 394号 1958 24 R01年度 Ⅰ
上北 乙供跨線橋 ｵｯﾄﾓｺｾﾝｷｮｳ 394号 1975 281.9
上北 天堂橋 ﾃﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ 394号 1962 63.5
上北 八幡橋 ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ 394号 1959 25.4 R01年度 Ⅲ
上北 五堂橋 ｺﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ 394号 1987 19.7
上北 保戸沢３号橋 ﾎﾄﾞｻﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 394号 2010 17
上北 甲橋 ｶﾌﾞﾄﾊﾞｼ 394号 1964 8.2
上北 甲橋側道橋 ｶﾌﾞﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 394号 1989 20
上北 第二奥入瀬川橋 ﾀﾞｲﾆｵｲﾗｾｶﾜﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1999 256
上北 新川端橋 ｼﾝｶﾜﾊﾞﾀﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1998 27.4
上北 姉沼橋 ｱﾈﾇﾏﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1989 25.2



上北 砂土路橋 ｻﾄﾞﾛﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1985 39.4
上北 花切橋 ﾊﾅｷﾘﾊﾞｼ 八戸野辺地線 2001 25.8
上北 二ツ森橋 ﾌﾀﾂﾓﾘﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1999 179.9
上北 赤川橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 八戸野辺地線 2001 55.5
上北 ?屋橋 ﾊﾀﾔﾊﾞｼ 八戸野辺地線 2003 32.3
上北 下板橋跨線橋 ｼﾓｲﾀﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1968 25.7
上北 古間木橋 ﾌﾙﾏｷﾊﾞｼ 三沢十和田線 1954 17.6
上北 大曲跨線橋 ｵｵﾏｶﾞﾘｺｾﾝｷｮｳ 三沢十和田線 1985 42.9
上北 大曲橋 ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ 三沢十和田線 1996 138
上北 第２古間木側道橋 ﾀﾞｲ2ﾌﾙﾏｷｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 三沢十和田線 1988 79.8
上北 古間木側道橋 ﾌﾙﾏｷｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 三沢十和田線 1984 25
上北 元町歩道橋 ﾓﾄﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 三沢十和田線 1975 38.4
上北 上久保横断歩道橋 ｶﾐｸﾎﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 三沢十和田線 2007 61.7
上北 開運橋（下り） ｶｲｳﾝﾊﾞｼ 八戸百石線 1980 304.2 R01年度 Ⅱ
上北 開運橋（上り） ｶｲｳﾝﾊﾞｼ 八戸百石線 1996 304.2
上北 明神橋（下り） ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 八戸百石線 1995 41.4
上北 明神橋（上り） ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 八戸百石線 1995 41.4
上北 睦橋 ﾑﾂﾐﾊｼ 八戸三沢線 2006 160
上北 早坂橋 ﾊﾔｻｶﾊﾞｼ 三沢七戸線 1984 36.9
上北 七戸橋 ｼﾁﾉﾍﾊﾞｼ 三沢七戸線 1935 33
上北 七戸橋橋側歩道橋 ｼﾁﾉﾍﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 三沢七戸線 1987 36.2
上北 戸鎖橋 ﾄｸｻﾘﾊﾞｼ 東北横浜線 1990 29.2
上北 室ノ久保橋 ﾑﾛﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ 東北横浜線 1997 25.2
上北 越難台橋 ｴﾂﾅﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ 東北横浜線 1990 16.8
上北 新熊ノ沢橋 ｼﾝｸﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1997 65
上北 川口橋 ｶﾜｸﾞﾁﾊｼ 青森田代十和田線 2007 78
上北 稲生橋 ｲﾅｵｲﾊﾞｼ 十和田三戸線 1951 17.4
上北 切田橋 ｷﾘﾀﾊﾞｼ 十和田三戸線 1961 107.5
上北 後藤川大橋 ｺﾞﾄｳｶﾞﾜｵｵﾊｼ 十和田三戸線 2002 230.3
上北 横道橋 ﾖｺﾐﾁﾊﾞｼ 十和田三戸線 2007 37.8
上北 切田自歩道橋 ｷﾘﾀｼﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 十和田三戸線 1983 107.5
上北 稲生橋側道橋 ｲﾅｵｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 十和田三戸線 1988 15.8
上北 新川原橋 ｼﾝｶﾜﾗﾊﾞｼ 七戸十和田湖線 1968 43.6 R01年度 Ⅱ
上北 見町橋 ﾐﾙﾏﾁﾊﾞｼ 七戸十和田湖線 1996 22.3
上北 中里橋 ﾅｶｻﾄﾊﾞｼ 七戸十和田湖線 1956 15
上北 新川原橋側道橋 ｼﾝｶﾜﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 七戸十和田湖線 1988 44.2
上北 三本木跨線橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｺｾﾝｷｮｳ 五戸下田停車場線 2004 220
上北 徳万才橋 ﾄｸﾏﾝｻﾞｲﾊﾞｼ 七戸上北町停車場線 1999 31
上北 下田橋 ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ 下田停車場線 1960 227.5 R01年度 Ⅲ
上北 下田橋側道橋 ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 下田停車場線 1960 227.5 R01年度 Ⅰ
上北 五渡橋 ｺﾞﾄﾊｼ 戸来十和田線 1971 23.8
上北 藤島橋 ﾌｼﾞｼﾏﾊﾞｼ 戸来十和田線 1951 30
上北 御幸橋 ﾐﾕｷﾊﾞｼ 戸来十和田線 1988 119
上北 藤島橋橋側歩道橋（上流側） ﾌｼﾞｼﾏﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 戸来十和田線 2000 30.3
上北 藤島橋橋側歩道橋（下流側） ﾌｼﾞｼﾏﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 戸来十和田線 1977 30.9
上北 相坂歩道橋 ｱｲｻｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ 戸来十和田線 1990 72.1
上北 穂並町歩道橋 ﾎﾅﾐﾁｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 戸来十和田線 2005 48.4
上北 立崎橋 ﾀﾁｻﾞｷﾊﾞｼ 上野十和田線 1971 20
上北 大正橋 ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ 中ﾉ渡十和田線 1961 86
上北 下切田橋 ｼﾓｷﾘﾀﾊﾞｼ 切田五戸線 1995 44.5
上北 種原橋 ﾀﾅﾊﾗﾊﾞｼ 切田五戸線 1997 27.7
上北 乙供橋 ｵｯﾄﾓﾊﾞｼ 乙供停車場中野線 1974 38 R01年度 Ⅱ
上北 天間舘橋 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ 乙供停車場中野線 1956 68
上北 天間舘橋側道橋 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 乙供停車場中野線 1989 68.8
上北 新与田川橋 ｼﾝﾖﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 野辺地停車場線 1979 18.8 R01年度 Ⅱ
上北 あすなろ橋 ｱｽﾅﾛﾊﾞｼ 野辺地停車場線 1987 30.9 R01年度 Ⅱ
上北 三保川橋 ﾐﾎｶﾞﾜﾊﾞｼ 泊陸奥横浜停車場線 1974 24
上北 高見橋 ﾀｶﾐﾊﾞｼ 泊陸奥横浜停車場線 1965 8.6 R01年度 Ⅱ
上北 城内橋 ｼﾞｮｳﾅｲﾊﾞｼ 野辺地野辺地停車場線 1966 26.5 R01年度 Ⅱ
上北 枇杷野橋 ﾋﾞﾜﾉﾊﾞｼ 野辺地野辺地停車場線 1995 16.3
上北 城内橋側道橋 ｼﾞｮｳﾅｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 野辺地野辺地停車場線 1966 26.5
上北 菩提寺橋 ﾎﾞﾀﾞｲｼﾞﾊﾞｼ 折茂上北町停車場線 1972 24
上北 新後藤橋 ｼﾝｺﾞﾄｳﾊﾞｼ 米田六戸線 1997 36.5
上北 共栄橋 ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ 米田六戸線 1973 170 R01年度 Ⅲ
上北 鳥口橋 ﾄﾘｸﾞﾁﾊﾞｼ 水喰上北町停車場線 1991 50.3 R01年度 Ⅲ
上北 甲地橋 ｶｯﾁﾊﾞｼ 水喰上北町停車場線 1995 209
上北 半兵衛橋 ﾊﾝﾍﾞｲﾊﾞｼ 後平青森線 1968 26.4
上北 桧平橋 ﾋﾉｷﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ 後平青森線 1985 26.5
上北 野辺地橋 ﾉﾍｼﾞﾊﾞｼ 馬門野辺地線 1955 94.7
上北 野辺地歩道橋 ﾉﾍｼﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 馬門野辺地線 1977 94.7
下北 小易国間橋 ｺｲｺｸﾏﾊﾞｼ 279号 1969 25.6
下北 易国間橋 ｲｺｸﾏﾊﾞｼ 279号 1969 47.8 R01年度 Ⅰ
下北 大赤川橋 ｵｵｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1987 26 R01年度 Ⅱ
下北 小赤川橋 ｺｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1970 18 R01年度 Ⅱ
下北 朝比奈橋 ｱｻﾋﾅﾊﾞｼ 279号 1985 118.3
下北 上正津川橋 ｶﾐｼｮｳﾂﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1991 40.5
下北 新出戸橋 ｼﾝﾃﾞﾄﾞﾊﾞｼ 279号 1995 32.4
下北 女舘橋 ｵﾝﾅﾀﾞﾃﾊﾞｼ 279号 1974 18.3
下北 品ノ木橋 ｼﾅﾉｷﾊﾞｼ 279号 1974 20
下北 むつ大橋 ﾑﾂｵｵﾊｼ 279号 1996 70
下北 金谷沢橋（上り） ｶﾅﾔｻﾞﾜﾊﾞｼ 279号 2002 16.4
下北 金谷沢橋（下り） ｶﾅﾔｻﾞﾜﾊﾞｼ 279号 2002 16.4
下北 今泉橋（上り） ｲﾏｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 279号 2002 25.3



下北 今泉橋（下り） ｲﾏｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 279号 2002 25.3
下北 ハーモニー橋 ﾊｱﾓﾆｲﾊﾞｼ 279号 2007 90.7 R01年度 Ⅰ
下北 大畑橋（下大畑橋） ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ 279号 1958 91
下北 正津川橋 ｼｮｳｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 2010 29.5
下北 出戸橋 ﾃﾞﾄﾊﾞｼ 279号 1976 37.9
下北 上女舘橋 ｶﾐｵﾝﾅﾀﾞﾃﾊﾞｼ 279号 1976 30.7 R01年度 Ⅱ
下北 小赤川歩道橋 ｺｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1979 19.2
下北 むつ大橋歩道橋 ﾑﾂｵｵﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1981 70
下北 新大橋 ｼﾝｵｵﾊｼ 279号 1955 31.9
下北 金曲歩道橋 ｶﾅﾏｶﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1987 92.2
下北 奥戸橋 ｵｺｯﾍﾟﾊﾞｼ 338号 2003 69.7 R01年度 Ⅰ
下北 材木橋 ｻﾞｲﾓｸﾊﾞｼ 338号 1966 24 R01年度 Ⅱ
下北 古佐井橋 ｺｻﾞｲﾊﾞｼ 338号 1976 31.7
下北 大佐井橋 ｵｵｻｲﾊﾞｼ 338号 1972 21.6 R01年度 Ⅱ
下北 清水橋 ｷﾖﾐｽﾞﾞﾊﾞｼ 338号 1985 17.7
下北 三幸橋 ｻﾝｺｳﾊﾞｼ 338号 1988 52
下北 牛道橋 ｳｼﾐﾁﾊﾞｼ 338号 1988 74.5
下北 海望橋 ｶｲﾎﾞｳﾊﾞｼ 338号 1988 28.5
下北 七曲橋 ﾅﾅﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ 338号 1988 53
下北 満葉橋 ﾏﾝﾖｳﾊﾞｼ 338号 1990 73 R01年度 Ⅰ
下北 源藤城橋 ｹﾞﾝﾄｳｼﾛﾊﾞｼ 338号 1992 26
下北 七引橋 ｼﾁﾋﾞｷﾊﾞｼ 338号 1985 17.1
下北 男川橋 ｵﾄｺｶﾜﾊﾞｼ 338号 1969 16.9 R01年度 Ⅱ
下北 滝山橋 ﾀｷﾔﾏﾊﾞｼ 338号 2000 29
下北 宿野部橋 ｼｭｸﾉﾍﾞﾊﾞｼ 338号 1965 46
下北 桧川橋 ﾋﾉｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1987 32.6
下北 川内橋 ｶﾜｳﾁﾊﾞｼ 338号 1995 100.2
下北 角違橋 ｽﾐﾁｶﾞｲﾊﾞｼ 338号 2003 24
下北 小荒川橋 ｺｱﾗｶﾜﾊﾞｼ 338号 1982 26.8
下北 小川橋（栗山大橋） ｵｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾘﾔﾏｵｵﾊｼ 338号 1997 121.5
下北 太田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 338号 1972 70
下北 駒形橋 ｺﾏｶﾞﾀﾊﾞｼ 338号 1975 40.7
下北 砂子又橋 ｽﾅｺﾏﾀﾊﾞｼ 338号 1976 17.7
下北 新小老部橋 ｼﾝｺｵｲｯﾍﾟﾊﾞｼ 338号 1997 20
下北 新砂端橋 ｼﾝｽﾅﾊｼﾞﾊﾞｼ 338号 1995 53
下北 堤橋 ﾂﾂﾐﾊﾞｼ 338号 1996 18
下北 老部橋 ｵｲｯﾍﾟﾊﾞｼ 338号 1936 80
下北 向流沢橋 ﾑｶｲﾅｶﾞﾚｻﾞﾜﾊﾞｼ 338号 2003 60
下北 新小奥戸橋 ｼﾝｺｵｺｯﾍﾟﾊﾞｼ 338号 2000 15.2
下北 水源池大橋 ｽｲｹﾞﾝﾁｵｵﾊｼ 338号 2008 55.8
下北 長後橋 ﾁｮｳｺﾞﾊｼ 338号 2008 34.5
下北 福浦橋 ﾌｸｳﾗﾊﾞｼ 338号 2008 21.7
下北 鳥ノ沢橋 ﾄﾘﾉｻﾜﾊﾞｼ 338号 2008 92
下北 稲葉沢橋 ｲﾅﾊﾞｻﾜﾊﾞｼ 338号 1999 15
下北 大明神橋 ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 338号 2010 123.9
下北 黒岩橋 ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ 338号 2005 10.4
下北 高野川橋側道橋 ﾀｶﾉｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 1980 15
下北 小川１号橋 ｵｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 338号 1980 8
下北 新汐橋 ﾆｲｼﾞｵﾊﾞｼ 338号 1995 35.1
下北 古佐井橋歩道橋 ｺｻﾞｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 338号 1978 31.7
下北 奥戸橋側道橋 ｵｺｯﾍﾟﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 2003 69.9 R01年度 Ⅰ
下北 二小通横断歩道橋 ﾆｼｮｳﾄﾞｵﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 338号 1977 58.8
下北 松山跨道橋 ﾏﾂﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ むつ恐山公園大畑線 1991 21 R01年度 Ⅱ
下北 恐山橋 ｵｿﾚｻﾞﾝﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 15.2
下北 ゼンマイ橋 ｾﾞﾝﾏｲﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 20.9 R01年度 Ⅰ
下北 あすなろ橋（釜の沢２号橋） ｱｽﾅﾛﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 27.1 R01年度 Ⅰ
下北 紅葉橋（釜の沢橋） ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 43 R01年度 Ⅰ
下北 ?滝橋 ｳｸﾞｲﾀｷﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1962 20.7 R01年度 Ⅱ
下北 薬研橋 ﾔｹﾞﾝﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 2001 58
下北 仙山橋 ｾﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 2001 25
下北 上大畑橋 ｶﾐｵｵﾊﾀﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1971 96.3
下北 赤坂橋 ｱｶｻｶﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 1972 70
下北 最花橋 ｻｲﾊﾅﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 1976 26.6 R01年度 Ⅰ
下北 目名橋 ﾒﾅﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 1975 31
下北 荷橋 ﾆﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 1976 34
下北 野牛橋 ﾉｳｼﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 1963 25.2
下北 目名側道橋 ﾒﾅｿｸﾄﾞｳｷｮｳ むつ尻屋崎線 1988 30.5
下北 天間沢橋 ﾃﾝﾏｻﾜﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 2008 80 R01年度 Ⅰ
下北 岩屋大橋 ｲﾜﾔｵｵﾊｼ むつ尻屋崎線 2010 116
下北 赤坂橋 ｱｶｻｶﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 2003 47 R01年度 Ⅰ
下北 滝野橋 ﾀｷﾉﾊﾞｼ むつ東通線 1979 20.8
下北 八木沢橋 ﾔｷﾞｻﾜﾊﾞｼ 川内佐井線 1973 18.4
下北 蛇渡橋 ﾍﾋﾞﾜﾀﾘﾊﾞｼ 川内佐井線 1965 36.7
下北 湯の小川橋 ﾕﾉｺｶﾞﾜﾊﾞｼ 川内佐井線 1965 15 R01年度 Ⅰ
下北 矢別橋 ﾔﾍﾞﾂﾊﾞｼ 川内佐井線 1966 13.8
下北 新助橋 ｼﾝｽｹﾊﾞｼ 川内佐井線 1967 11
下北 目名橋 ﾒﾅﾊﾞｼ 川内佐井線 1967 11.1
下北 上重兵衛橋 ｶﾐｼﾞｭｳﾍｴﾊﾞｼ 川内佐井線 1967 7
下北 新愛宕橋 ｼﾝｱﾀｺﾞﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 2004 49.3
下北 新渡向橋 ｼﾝﾜﾀﾑｶｲﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 2010 44.2
下北 平和橋 ﾍｲﾜﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 1958 20.2 R01年度 Ⅱ
下北 桂沢橋 ｶﾂﾗｻﾜﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 2015 43
下北 海老川橋 ｴﾋﾞｶﾜﾊﾞｼ 赤川下北停車場線 1964 70



下北 海老川側道橋 ｴﾋﾞｶﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 赤川下北停車場線 1987 70.8
下北 福浦橋 ﾌｸｳﾗﾊﾞｼ 長後川内線 1983 72 R01年度 Ⅰ
下北 本潟貝橋 ﾎﾝｶﾀｶﾞｲﾊﾞｼ 長後川内線 1981 18.7 R01年度 Ⅱ
下北 翠明橋 ｽｲﾒｲﾊﾞｼ 長後川内線 1984 110 R01年度 Ⅱ
下北 霞橋 ｶｽﾐﾊﾞｼ 長後川内線 1984 60
下北 三開橋 ｻﾝｶｲﾊﾞｼ 長後川内線 1983 147
下北 留魂橋 ﾘｭｳｺﾝﾊﾞｼ 長後川内線 1985 20.8
下北 湖眺橋 ｺﾁｮｳﾊﾞｼ 長後川内線 1985 27.8
下北 親不知橋 ｵﾔｼﾗｽﾞﾊﾞｼ 長後川内線 1986 70
下北 彦部橋 ﾋｺﾍﾞﾊﾞｼ 長後川内線 1986 30.8
下北 十一橋 ﾄｲﾁﾊﾞｼ 長後川内線 1986 30.8 R01年度 Ⅲ
下北 剣橋 ﾂﾙｷﾞﾊﾞｼ 長後川内線 1985 33.8
下北 春秋橋 ｼｭﾝｼﾞｭｳﾊﾞｼ 長後川内線 1985 20.8
下北 開湖橋 ｶｲｺﾊﾞｼ 長後川内線 1984 18.8
下北 荒川橋 ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ 長後川内線 1979 27.2
下北 於望橋 ｵﾎﾞｳﾊﾞｼ 長後川内線 1990 19.7
下北 湯ノ川橋 ﾕﾉｶﾜﾊﾞｼ 長後川内線 1980 27.1
下北 下北橋 ｼﾓｷﾀﾊﾞｼ 下北停車場線 1988 81.4
下北 湯ノ股橋 ﾕﾉﾏﾀﾊﾞｼ 薬研佐井線 1999 21
下北 奥薬研１３号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝ13ｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 1969 16.6
下北 奥薬研１４号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝ14ｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 1969 35.5
下北 上の橋 ｶﾐﾉﾊﾞｼ 薬研佐井線 1969 16.5
下北 中の橋 ﾅｶﾉﾊﾞｼ 薬研佐井線 1969 16.5
下北 下の橋 ｼﾓﾉﾊﾞｼ 薬研佐井線 1969 16.5
下北 奥薬研１１号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝ11ｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 1969 14.5
下北 奥薬研１２号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝ12ｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 1969 11.5
下北 奥薬研１５号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝ15ｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 1969 10.3
下北 奥薬研１６号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝ16ｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 1969 10.4
鰺ヶ沢森田跨線橋 ﾓﾘﾀｺｾﾝｷｮｳ 101号 1987 26
鰺ヶ沢新大舘橋 ｼﾝｵｵﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 1986 19.7
鰺ヶ沢鳴沢橋 ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ 101号 1967 41.1
鰺ヶ沢美濃捨橋 ﾐﾉｽﾃﾊﾞｼ 101号 1968 19.2
鰺ヶ沢新中村橋 ｼﾝﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ 101号 1981 58.9
鰺ヶ沢鯵ヶ沢津大橋 ｱｼﾞｶﾞｻﾜｼﾝｵｵﾊｼ 101号 1988 182.6
鰺ヶ沢大高山第一陸橋 ｵｵﾀｶﾔﾏﾀﾞｲ1ﾘｯｷｮｳ 101号 1988 90 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢大高山第二陸橋 ｵｵﾀｶﾔﾏﾀﾞｲ2ﾘｯｷｮｳ 101号 1989 100
鰺ヶ沢小夜橋（第２跨線橋） ｻﾔﾊﾞｼﾀﾞｲ2ｺｾﾝｷｮｳ 101号 1999 81.5
鰺ヶ沢清滝橋 ｷﾖﾀｷﾊﾞｼ 101号 1997 27.5
鰺ヶ沢小浜一号橋 ｵﾊﾞﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ 101号 1995 19.7
鰺ヶ沢小浜二号橋 ｵﾊﾞﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 101号 1996 20
鰺ヶ沢砂山橋（新大和田橋） ｽﾅﾔﾏﾊﾞｼｼﾝｵｵﾜﾀﾞﾊﾞｼ 101号 2000 185 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢大和田橋 ｵｵﾜﾀﾞﾊﾞｼ 101号 1996 125 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢蒼海大橋（第３跨線橋） ｿｳｶｲｵｵﾊｼﾀﾞｲ3ｺｾﾝｷｮｳ 101号 2002 234.3 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢新赤石大橋 ｼﾝｱｶｲｼｵｵﾊｼ 101号 2009 163 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢新大童子橋 ｼﾝｵｵﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ 101号 1973 29.6
鰺ヶ沢新小童子橋 ｼﾝｺﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ 101号 1974 21 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢関跨線橋 ｾｷｺｾﾝｷｮｳ 101号 1973 24.6
鰺ヶ沢北金ヶ沢跨線橋 ｷﾀｶﾈｶﾞｻﾜｺｾﾝｷｮｳ 101号 1975 86.3 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢追良瀬橋 ｵｲﾗｾﾊﾞｼ 101号 1959 149.4
鰺ヶ沢吾妻橋 ｱﾂﾞﾏﾊﾞｼ 101号 2005 54
鰺ヶ沢吾妻館跨線橋 ｱﾂﾞﾏﾀﾞﾃｺｾﾝｷｮｳ 101号 1971 19.8
鰺ヶ沢観音橋 ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ 101号 2004 21.1
鰺ヶ沢小福浦跨線橋 ｺﾌｸｳﾗｺｾﾝｷｮｳ 101号 1971 16.3 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢笹内橋 ｻｻﾅｲﾊﾞｼ 101号 1963 94.6
鰺ヶ沢濁川橋 ﾆｺﾞﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1962 27.7 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢小峰橋 ｺﾐﾈﾊﾞｼ 101号 2004 21
鰺ヶ沢新黒崎橋 ｼﾝｸﾛｻｷﾊﾞｼ 101号 1973 20
鰺ヶ沢白神橋 ｼﾗｶﾐﾊﾞｼ 101号 1985 23.8
鰺ヶ沢津梅川橋 ﾂﾊﾞｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1973 36.5 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢中の澗跨線橋 ﾅｶﾉﾏｺｾﾝｷｮｳ 101号 1999 32.5
鰺ヶ沢木蓮寺陸橋 ﾓｸﾚﾝｼﾞﾘｯｷｮｳ 101号 1972 105.8 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢千畳敷橋 ｾﾝｼﾞｮｳｼﾞｷﾊﾞｼ 101号 2007 19.7 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢新田野沢橋 ｼﾝﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ 101号 2006 17
鰺ヶ沢田野沢跨線橋 ﾀﾉｻﾜｺｾﾝｷｮｳ 101号 2007 99 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢夕陽海岸大橋 ﾕｳﾋｶｲｶﾞﾝｵｵﾊｼ 101号 2007 406 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢入良川橋 ｲﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 2007 22.2
鰺ヶ沢新廣戸橋 ｼﾝﾋﾛﾄﾊﾞｼ 101号 1972 13.6
鰺ヶ沢鮎見橋側道橋 ｱﾕﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1981 149.5
鰺ヶ沢吾妻歩道橋 ｱｽﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1979 54
鰺ヶ沢鳴沢橋側道橋 ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 2011 41.1
鰺ヶ沢美濃捨橋側道橋 ﾐﾉｽﾃﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 2001 27.7
鰺ヶ沢笹内橋側道橋 ｻｻﾅｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1978 94.6
鰺ヶ沢赤坂台跨道橋 ｱｶｻｶﾀﾞｲｺﾄﾞｳｷｮｳ 101号 2002 20
鰺ヶ沢津山跨道橋 ﾂﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1996 30
鰺ヶ沢西松島跨道橋 ﾆｼﾏﾂｼﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1988 44
鰺ヶ沢砂山橋 ｽﾅﾔﾏﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 66.2
鰺ヶ沢赤沢橋 ｱｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1976 20.5
鰺ヶ沢乙女橋 ｵﾄﾒﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1977 50.2 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢土倉橋 ﾂﾁｸﾗﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1977 44.9 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢一本杉橋 ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 2002 45.5
鰺ヶ沢明海橋 ﾒｲｶｲﾊﾞｼ 鰺ヶ沢停車場線 2015 51
鰺ヶ沢仁瀬橋 ﾆｾﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1997 17
鰺ヶ沢仁陽橋 ﾆﾖｳﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1963 30.8 R01年度 Ⅰ



鰺ヶ沢赤滝橋 ｱｶﾀｷﾊｼ 岩崎西目屋弘前線 1963 30.7 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢追良瀬大橋 ｵｲﾗｾｵｵﾊｼ 岩崎西目屋弘前線 1970 51
鰺ヶ沢赤石大橋 ｱｶｲｼｵｵﾊｼ 岩崎西目屋弘前線 1995 115 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢乱岩沢橋 ﾗﾝｶﾞﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1995 40
鰺ヶ沢東赤石１号橋 ﾋｶﾞｼｱｶｲｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 岩崎西目屋弘前線 1963 16.5
鰺ヶ沢上鳴沢橋 ｶﾐﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 2007 41.4
鰺ヶ沢広須橋 ﾋﾛｽﾊﾞｼ 弘前柏線 1978 19.4
鰺ヶ沢桑野木田橋 ｸﾜﾉｷﾀﾞﾊﾞｼ 弘前柏線 2007 29.1
鰺ヶ沢新建石橋 ｼﾝﾀﾃｲｼﾊﾞｼ 長平町森田線 1993 21
鰺ヶ沢下車力橋 ｼﾓｼｬﾘｷﾊﾞｼ 五所川原車力線 1986 20.9
鰺ヶ沢車力橋 ｼｬﾘｷﾊﾞｼ 五所川原車力線 1971 66.6
鰺ヶ沢山田橋 ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 菰槌木造線 1967 64.3
鰺ヶ沢下の橋 ｼﾓﾉﾊｼ 菰槌木造線 1975 33
鰺ヶ沢永田橋 ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ 菰槌木造線 2003 18.7
鰺ヶ沢増田橋 ﾏｽﾀﾊﾞｼ 菰槌木造線 2003 16.3
鰺ヶ沢生田橋 ｲｸﾀﾊﾞｼ 豊川舘岡線 1973 17.2
鰺ヶ沢館岡橋 ﾀﾃｵｶﾊﾞｼ 豊川舘岡線 1974 69.9
鰺ヶ沢永岡橋 ﾅｶﾞｵｶﾊﾞｼ 再賀木造線 2003 16.7
鰺ヶ沢中の川橋 ﾅｶﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 桑野木田南広森線 1973 19.5
鰺ヶ沢新山田橋 ｼﾝﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 桑野木田南広森線 1969 18.2
鰺ヶ沢三ッ舘橋 ﾐﾂﾀﾞﾃﾊﾞｼ 越水木造線 1969 21.4
鰺ヶ沢富萢橋 ﾄﾐﾔﾁﾊﾞｼ 富萢薄市線 1970 75.2
鰺ヶ沢芦の沢橋 ｱｼﾉｻﾜﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1987 60
鰺ヶ沢小森２号橋 ｺﾓﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ 松代町陸奥赤石停車場線 1963 15.4
鰺ヶ沢小森橋 ｺﾓﾘﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1974 87.6 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢開源橋 ｶｲｹﾞﾝﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1970 117.1
鰺ヶ沢黒森橋 ｸﾛﾓﾘﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1985 75
鰺ヶ沢恩愛橋 ｵﾝｱｲﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1971 13.1
鰺ヶ沢開源橋側道橋 ｶｲｹﾞﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 松代町陸奥赤石停車場線 1987 117.1
鰺ヶ沢石動２号橋 ｲｽﾙｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 1963 25.5
鰺ヶ沢石動橋 ｲｽﾙｷﾞﾊﾞｼ 種里町柳田線 1972 34.3
鰺ヶ沢岩坂橋 ｲﾜｻｶﾊﾞｼ 種里町柳田線 1973 27
鰺ヶ沢大童子橋 ｵｵﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ 種里町柳田線 1974 33.3 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢六角沢橋 ﾛｯｶｸｻﾞﾜﾊﾞｼ 岩崎深浦線 1985 20.5 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢中山橋 ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ 岩崎深浦線 1971 23.6
鰺ヶ沢磯崎橋 ｲｿｻﾞｷﾊﾞｼ 岩崎深浦線 1980 17.3
鰺ヶ沢柏跨線橋 ｶｼﾜｺｾﾝｷｮｳ 木造停車場線 1987 19.8
鰺ヶ沢石門橋 ｲｼﾓﾝﾊﾞｼ 十二湖公園線 1995 23.6
東青 大釈迦１号橋 ﾀﾞｲｼｬｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2
東青 横内１号橋 ﾖｺｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 6
東青 田茂萢澤橋 ﾀﾓﾔﾁｻﾞﾜﾊﾞｿ 103号 1969 10
東青 寒水沢橋 ｶﾝｽｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 103号 1968 10 R01年度 Ⅱ
東青 﨔橋 ｹﾔｷﾊﾞｼ 103号 1964 11
東青 荒川３号橋 ｱﾗｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 4
東青 荒川４号橋 ｱﾗｶﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3 R01年度 Ⅱ
東青 地獄橋 ｼﾞｺﾞｸﾊﾞｼ 103号 不明 4
東青 赤川橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 103号 不明 9 R01年度 Ⅱ
東青 坂川橋 ｻｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 103号 不明 9 R01年度 Ⅲ
東青 赤倉橋 ｱｶｸﾗﾊﾞｼ 103号 不明 2 R01年度 Ⅱ
東青 大岳橋 ｵｵﾀﾞｹﾊﾞｼ 103号 不明 4 R01年度 Ⅱ
東青 硫黄橋 ｲｵｳﾊﾞｼ 103号 不明 4 R01年度 Ⅱ
東青 石倉橋 ｲｼｸﾗﾊﾞｼ 103号 不明 5 R01年度 Ⅱ
東青 紅葉橋 ｺｳﾖｳﾊﾞｼ 103号 不明 3
東青 白樺橋 ｼﾗｶﾊﾞﾊﾞｼ 103号 不明 3 R01年度 Ⅱ
東青 白雲橋 ｼﾗｸﾓﾊﾞｼ 103号 不明 5 R01年度 Ⅱ
東青 ヒナ橋 ﾋﾅﾊﾞｼ 103号 不明 5 R01年度 Ⅱ
東青 岡町１号橋 ｵｶﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 4
東青 羽白１号橋 ﾊｼﾞﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 5
東青 羽白２号橋 ﾊｼﾞﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 2
東青 油田橋 ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 姥川橋 ｳﾊﾞｶﾜﾊﾞｼ 280号 不明 8
東青 武波橋 ﾀｹﾅﾐﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 油川橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜﾊﾞｼ 280号 不明 6
東青 貴浪橋 ﾀｶﾊﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 浜田橋 ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ 280号 2013 11
東青 沖津橋 ｵｷﾂﾊﾞｼ 280号 不明 4 R01年度 Ⅲ
東青 塩越橋１ ｼｵｺｼﾊﾞｼｲﾁ 280号 不明 3 R01年度 Ⅱ
東青 飛鳥橋 ｱｽｶﾊﾞｼ 280号 不明 6 R01年度 Ⅰ
東青 瀬戸子橋 ｾﾄｼﾊﾞｼ 280号 不明 10 R01年度 Ⅲ
東青 神田橋 ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ 280号 不明 6 R01年度 Ⅰ
東青 宮田橋 ﾐﾔﾀﾊﾞｼ 280号 2014 4
東青 平塚橋 ﾋﾗﾂｶﾊﾞｼ 280号 不明 4
東青 中野橋 ﾅｶﾉﾊﾞｼ 280号 不明 4
東青 白戸橋 ｼﾛﾄﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 浜中橋 ﾊﾏﾅｶﾊﾞｼ 280号 不明 3
東青 岸田橋 ｷｼﾀﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅲ
東青 野田橋 ﾉﾀﾞﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 沢弘橋 ｻﾜﾋﾛﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅱ
東青 上田橋 ｳｴﾀﾞﾊﾞｼ 280号 不明 3
東青 巻之橋 ﾏｷﾉﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅱ
東青 磯原橋 ｲｿﾊﾞﾗﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 平橋 ﾋﾗﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅲ
東青 峰矢橋 ﾐﾔﾈﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅱ



東青 石戸橋 ｲｼﾄﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 平野橋 ﾋﾗﾉﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 戸川橋 ﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 四戸橋 ｼﾄﾊﾞｼ 280号 1981 14
東青 中沢橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 280号 1983 4
東青 長科橋 ﾅｶﾞｼﾅﾊﾞｼ 280号 1980 11
東青 阿弥陀橋 ｱﾐﾀﾞﾊﾞｼ 280号 1963 14
東青 潮越橋 ｼｵｺｼﾊﾞｼ 280号 不明 3
東青 蓬田橋 ﾖﾓｷﾞﾀﾊﾞｼ 280号 1982 14 R01年度 Ⅱ
東青 浜田橋 ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ 280号 2013 5 R01年度 Ⅱ
東青 玉松橋 ﾀﾏﾏﾂﾊﾞｼ 280号 1988 14 R01年度 Ⅰ
東青 滝沢橋 ﾀｷｻﾜﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅱ
東青 上蟹田橋 ｶﾐｶﾆﾀﾊﾞｼ 280号 不明 6
東青 磯山橋 ｲｿﾔﾏﾊﾞｼ 280号 不明 11
東青 石浜橋 ｲｼﾊﾏﾊﾞｼ 280号 不明 5
東青 塩越橋２ ｼｵｺｼﾊﾞｼ 280号 不明 8 R01年度 Ⅱ
東青 塩越２号橋 ｼｵｺｼﾆｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 13
東青 塩越３号橋 ｼｵｺｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 3
東青 水汲沢橋 ﾐｽﾞｸﾐｻﾜﾊﾞｼ 280号 1982 6
東青 水汲沢橋側道橋 ﾐｽﾞｸﾐｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 280号 1982 6
東青 二ッ谷橋 ﾌﾀﾂﾔﾊﾞｼ 280号 2009 9
東青 舟岡橋 ﾌﾅｵｶﾊﾞｼ 280号 1981 6
東青 杉湯の沢橋 ｽｷﾞﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 280号 1988 8
東青 頃々川橋 ｺﾛｺﾛｶﾜﾊﾞｼ 280号 1988 9
東青 石崎１号橋 ｲｼｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 2 R01年度 Ⅱ
東青 太郎沢橋 ﾀﾛｳｻﾜﾊﾞｼ 280号 不明 2 R01年度 Ⅱ
東青 寺田橋 ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ 280号 不明 4
東青 だるま橋 ﾀﾞﾙﾏﾊﾞｼ 280号 2002 8
東青 五所塚橋 ｺﾞｼｮｽﾞｶﾊﾞｼ 280号 不明 7
東青 弁済橋 ﾍﾞﾝｻﾞｲﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 奥平部橋 ｵｸﾀｲﾗﾍﾊﾞｼ 280号 1970 7
東青 神社の沢橋 ｼﾞﾝｼﾞｬﾉｻﾜﾊﾞｼ 280号 1992 5
東青 大沢橋 ｵｵｻﾜﾊﾞｼ 280号 1996 3
東青 袰月橋 ﾎﾛｽﾞｷﾊﾞｼ 280号 1967 7
東青 釈迦橋 ｼｬｶﾊﾞｼ 280号 1970 6
東青 中美田橋 ﾅｶﾐﾀﾞﾊﾞｼ 280号 1967 8
東青 シンショウ橋 ｼﾝｼｮｳﾊﾞｼ 280号 不明 2
東青 山崎橋 ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ 280号 1956 9 R01年度 Ⅱ
東青 玉吉橋 ﾀﾏﾖｼﾊﾞｼ 280号 1990 5
東青 富田橋 ﾄﾐﾀﾊﾞｼ 280号 不明 3 R01年度 Ⅱ
東青 太田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 280号 不明 4
東青 一本木橋 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾊﾞｼ 280号 不明 4
東青 今別跨線橋 ｲﾏﾍﾞﾂｺｾﾝｷｮｳ 280号 1984 14.6 R01年度 Ⅲ
東青 中宇田橋 ﾅｶｳﾀﾞﾊﾞｼ 280号 1968 10
東青 寺小橋 ﾃﾗｺﾊﾞｼ 280号 1969 5
東青 浜名２号橋 ﾊﾏﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ 280号 不明 5
東青 新浜名橋 ｼﾝﾊﾏﾅﾊﾞｼ 280号 1974 13
東青 古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ 280号 1969 9
東青 新滝沢橋 ｼﾝﾀｷｻﾜﾊﾞｼ 280号 1991 8
東青 瀬辺地牧場橋 ｾﾍｼﾞﾎﾞｸｼﾞｮｳﾊﾞｼ 280号 不明 8.6
東青 新四戸橋 ｼﾝｼﾄﾊﾞｼ 280号 1999 13.6
東青 新阿弥陀橋 ｼﾝｱﾐﾀﾞﾊﾞｼ 280号 2001 12.3
東青 広瀬１号橋 ﾋﾛｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 280号 2008 8.4
東青 瀬辺地４号橋 ｾﾍｼﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 280号 2008 8
東青 鳴神橋 ﾅﾙｶﾐﾊﾞｼ 339号 1991 3
東青 尻神橋 ｼﾘｶﾐﾊﾞｼ 339号 不明 2
東青 滝沢橋 ﾀｷｻﾜﾊﾞｼ 339号 不明 2
東青 鐇泊橋 ﾏｻｶﾘﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ 339号 2001 8
東青 元宇鉄橋 ﾓﾄｳﾃﾂﾊﾞｼ 339号 1987 8
東青 釜野沢橋 ｶﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ 339号 1996 6
東青 境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 339号 1997 6
東青 水吸橋 ﾐｽﾞｽｲﾊﾞｼ 339号 不明 3
東青 庚申橋 ｺｳｼﾝﾊﾞｼ 339号 不明 2
東青 藤島橋 ﾌｼﾞｼﾏﾊﾞｼ 339号 1970 10
東青 駒込１号橋 ｺﾏｺﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 2
東青 城ヶ倉橋 ｼﾞｮｳｶﾞｸﾗﾊｼ 394号 不明 8
東青 眺望橋 ﾁｮｳﾎﾞｳﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 11
東青 中志橋 ﾁｭｳｼﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 13
東青 山中橋 ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1971 13
東青 立石橋 ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ 夏泊公園線 不明 4
東青 弁慶内橋 ﾍﾞﾝｹｲﾅｲﾊﾞｼ 夏泊公園線 不明 5
東青 横峰橋 ﾖｺﾐﾈﾊﾞｼ 夏泊公園線 不明 2
東青 椿橋 ﾂﾊﾞｷﾊﾞｼ 夏泊公園線 1994 11
東青 椿歩道橋 ﾂﾊﾞｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 夏泊公園線 1979 9
東青 油目崎橋 ｱﾌﾞﾗﾒｻﾞｷﾊﾞｼ 夏泊公園線 1990 4
東青 稲生橋 ｲﾅｵｲﾊﾞｼ 夏泊公園線 不明 4
東青 茂浦１号橋 ﾓｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 夏泊公園線 不明 2
東青 中野１号橋 ﾅｶﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 夏泊公園線 不明 5
東青 山尻橋 ﾔﾏｼﾘﾊﾞｼ 夏泊公園線 不明 4.5
東青 ２－３函渠橋 ﾆｰｻﾝｶﾝｷｮﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 不明 12
東青 新沢辺橋 ｼﾝｻﾜﾍﾞﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1992 11
東青 坂元橋 ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1986 10
東青 中沢橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 今別蟹田線 1983 2



東青 熊沢橋 ｸﾏｻﾜﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 2
東青 深沢１号橋 ﾌｶｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 今別蟹田線 不明 2
東青 深沢２号橋 ﾌｶｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 今別蟹田線 不明 3
東青 与四郎橋 ﾖｼﾛｳﾊﾞｼ 今別蟹田線 1957 5
東青 二股１号橋 ﾌﾀﾏﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 今別蟹田線 不明 2
東青 上股橋 ｶﾐﾏﾀﾊﾞｼ 今別蟹田線 1971 13
東青 アイマタ橋 ｱｲﾏﾀﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 5
東青 杉森橋 ｽｷﾞﾓﾘﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 5
東青 小沼橋 ｺﾇﾏﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 6
東青 シンショウ橋 ｼﾝｼｮｳﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 9
東青 サカイザワ橋 ｻｶｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 6
東青 下高石股橋 ｼﾓﾀｶｲｼﾏﾀﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 7
東青 中高石股橋 ﾅｶﾀｶｲｼﾏﾀﾊﾞｼ 今別蟹田線 不明 8
東青 羽白１号橋 ﾊｼﾞﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森五所川原線 不明 3
東青 松原橋 ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ 青森浪岡線 不明 9 R01年度 Ⅱ
東青 佐野橋 ｻﾉﾊﾞｼ 青森浪岡線 1996 11
東青 高田跨道橋 ﾀｶﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ 青森浪岡線 2002 10.8
東青 旭１号橋 ｱｻﾋｲﾁｺﾞｳ 五所川原浪岡線 不明 2
東青 吉野田１号橋 ﾖｼﾉﾀﾞｲﾁｺﾞｳ 五所川原浪岡線 不明 2
東青 のあい橋 ﾉｱｲﾊﾞｼ 五所川原浪岡線 不明 4 R01年度 Ⅰ
東青 吉野田４号 ﾖｼﾉﾀﾞﾖﾝｺﾞｳ 五所川原浪岡線 不明 4
東青 火箱沢１号橋 ﾋﾊﾞｺｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 7
東青 火箱沢２号橋 ﾋﾊﾞｺｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 7 R01年度 Ⅰ
東青 鳴沢３号橋 ﾅﾙｻﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 9
東青 鳴沢４号橋 ﾅﾙｻﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 3
東青 駒込１号橋 ｺﾏｺﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 2
東青 坂石橋 ｻｶｲｼﾊﾞｼ 青森田代十和田線 不明 3
東青 武蔵橋 ﾑｻｼﾊﾞｼ 青森田代十和田線 不明 2
東青 駒込２号橋 ｺﾏｺﾞﾒﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 2
東青 駒込３号橋 ｺﾏｺﾞﾒｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 2
東青 空上橋 ｿﾗｶﾐﾊﾞｼ 青森田代十和田線 不明 6
東青 小藤橋 ｺﾌｼﾞﾊﾞｼ 青森田代十和田線 不明 7 R01年度 Ⅱ
東青 上駒込橋 ｶﾐｺﾏｺﾞﾒﾊﾞｼ 青森田代十和田線 不明 14
東青 八景橋 ﾊｯｹｲﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1985 11
東青 田代橋 ﾀｼﾛﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1985 11
東青 浪館橋 ﾅﾐﾀﾞﾃﾊﾞｼ 青森環状野内線 1963 12
東青 千富町１号橋 ｾﾝﾄﾐﾁｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 3
東青 浪館１号橋 ﾅﾐﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 前田川橋 ﾏｴﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 青森環状野内線 1955 8
東青 新高田橋 ｼﾝﾀｶﾀﾞﾊﾞｼ 青森環状野内線 1965 12
東青 金浜１号橋 ｶﾅﾊﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 3
東青 神田橋 ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ 青森環状野内線 不明 9
東青 上四ツ石橋 ｶﾐﾖﾂｲｼﾊﾞｼ 青森環状野内線 2014 41
東青 幸畑１号橋 ｺｳﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 4
東青 幸畑２号橋 ｺｳﾊﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 幸畑３号橋 ｺｳﾊﾞﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 幸畑４号橋 ｺｳﾊﾞﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 駒込１号橋 ｺﾏｺﾞﾒｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 5 R01年度 Ⅰ
東青 駒込２号橋 ｺﾏｺﾞﾒﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 駒込３号橋 ｺﾏｺﾞﾒｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 4
東青 戸山２号橋 ﾄﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2 R01年度 Ⅰ
東青 戸崎橋 ﾄｻﾞｷﾊﾞｼ 青森環状野内線 不明 3
東青 後萢１号橋 ｱﾄﾔﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 後萢２号橋 ｱﾄﾔﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 後沢橋 ｱﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ 青森環状野内線 不明 2
東青 秋福橋 ｱｷﾌｸﾊﾞｼ 青森環状野内線 1971 6 R01年度 Ⅱ
東青 桜川１号橋 ｻｸﾗｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 諏訪沢２号橋 ｽﾜｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 2
東青 宮田４号橋 ﾐﾔﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 青森環状野内線 不明 3
東青 馬屋尻１号 ﾏﾔｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森東インター線 不明 7
東青 下湯１号橋 ｼﾓﾕｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 不明 2
東青 下湯２号橋 ｼﾓﾕﾆｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 不明 2
東青 下湯３号橋 ｼﾓﾕｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 不明 2
東青 野沢２号橋 ﾉｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 不明 2
東青 野沢４号橋 ﾉｻﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 不明 6
東青 野沢５号橋 ﾉｻﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 不明 8
東青 切替橋 ｷﾘｶｴﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1998 7
東青 野沢橋 ﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ 酸ヶ湯高田線 1934 3 R01年度 Ⅱ
東青 西高田橋歩道橋 ﾆｼﾀｶﾀﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯高田線 1984 20
東青 薬師野橋 ﾔｸｼﾉﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 6
東青 第１大深山橋 ﾀﾞｲｲﾁｵｵﾌｶﾔﾏﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 8
東青 第２大深山橋 ﾀﾞｲﾆｵｵﾌｶﾔﾏﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 6
東青 高館橋 ﾀｶﾀﾞﾃﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 2
東青 外童子１号橋 ｿﾄﾄﾞｳｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 3
東青 後堰橋 ｳｼﾛｾﾞｷﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 3
東青 松倉橋 ﾏﾂｸﾗﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 3
東青 外童子２号橋 ｿﾄﾄﾞｳｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 3
東青 深沢橋 ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 不明 6
東青 金掘橋 ｶﾅﾎﾘﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 1989 12
東青 奥宮橋 ｵｸﾐﾔﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 1989 8
東青 北滝沢山１号橋 ｷﾀﾀｷｻﾜﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 7
東青 平沢橋 ﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ 清水川滝沢野内線 1995 10
東青 北滝沢山２号橋 ｷﾀﾀｷｻqﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 1991 10



東青 滝沢１号橋 ﾀｷｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 3 R01年度 Ⅱ
東青 滝沢２号橋 ﾀｷｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 2
東青 滝沢３号橋 ﾀｷｻﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 4
東青 滝沢４号橋 ﾀｷｻﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 4
東青 三本木１号橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 3
東青 三本木２号橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 3
東青 三本木３号橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 5
東青 三本木４号橋 ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 清水川滝沢野内線 不明 2
東青 古舘１号橋 ﾌﾙﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 駒込筒井線 不明 2
東青 川原１号橋 ｶﾜﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 不明 2
東青 川原２号橋 ｶﾜﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 不明 2
東青 川原３号橋 ｶﾜﾊﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 不明 5
東青 川原４号橋 ｶﾜﾊﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 不明 2
東青 本郷１号橋 ﾎﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡北中野黒石線 不明 9
東青 樽沢１号橋 ﾀﾙｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 常海橋銀線 不明 2
東青 樽沢２号橋 ﾀﾙｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 常海橋銀線 不明 3
東青 銀１号橋 ｼﾛｶﾞﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 常海橋銀線 不明 4
東青 銀２号橋 ｼﾛｶﾞﾈﾆｺﾞｳｷｮｳ 常海橋銀線 不明 2
東青 東亜橋 ﾄｳｱﾊﾞｼ 西平内停車場線 1970 11
東青 元田川橋 ﾓﾄﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 津軽新城停車場油川線 不明 4
東青 天岡橋 ｱﾏｵｶﾊﾞｼ 津軽新城停車場油川線 不明 5
東青 岡町橋 ｵｶﾏﾁﾊﾞｼ 津軽新城停車場油川線 2015 18.8
東青 空川橋 ｿﾗｶﾜﾊﾞｼ 後平青森線 1994 10
東青 山本溝橋 ﾔﾏﾓﾄﾐｿﾞﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 8 R01年度 Ⅱ
東青 田川函渠橋 ﾀｶﾞﾜｶﾝｷｮﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 3 R01年度 Ⅱ
東青 田川橋 ﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 13 R01年度 Ⅱ
東青 戸門橋 ﾄｶﾄﾞﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 12 R01年度 Ⅰ
東青 戸門２号 ﾄｶﾄﾞﾆｺﾞｳ 鶴ヶ坂千刈線 不明 4 R01年度 Ⅱ
東青 白旗野１号 ｼﾗﾊﾀﾉｲﾁｺﾞｳ 鶴ヶ坂千刈線 不明 3 R01年度 Ⅰ
東青 白旗野２号 ｼﾗﾊﾀﾉﾆｺﾞｳ 鶴ヶ坂千刈線 不明 2
東青 新城橋 ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 2
東青 新城１号橋 ｼﾝｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 鶴ヶ坂千刈線 2013 6
東青 大坂溝橋 ｵｵｻｶﾐｿﾞﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 2
東青 松ヶ丘溝橋 ﾏﾂｶﾞｵｶﾐｿﾞﾊﾞｼ 鶴ヶ坂千刈線 不明 3
東青 戸門橋側道橋 ﾄｶﾄﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 鶴ヶ坂千刈線 不明 11.7 R01年度 Ⅰ
東青 スケソウ溝橋 ｽｹｿｳﾐｿﾞﾊﾞｼ 久栗坂造道線 不明 2
東青 菊川橋 ｷｸｶﾜﾊﾞｼ 久栗坂造道線 不明 7
東青 綱不知橋 ﾂﾅﾌﾁﾊﾞｼ 久栗坂造道線 1936 5 R01年度 Ⅰ
東青 八重田橋 ﾔｴﾀﾞﾊﾞｼ 久栗坂造道線 不明 10
東青 磯野溝橋 ｲｿﾉﾐｿﾞﾊﾞｼ 久栗坂造道線 不明 2
東青 浅虫１号橋 ｱｻﾑｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 増田浅虫線 不明 6
東青 浅虫ダム橋 ｱｻﾑｼﾀﾞﾑﾊﾞｼ 増田浅虫線 不明 3
東青 浅虫３号橋 ｱｻﾑｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 増田浅虫線 不明 3 R01年度 Ⅰ
東青 浅虫橋 ｱｻﾑｼﾊﾞｼ 増田浅虫線 2008 10
東青 浅虫５号橋 ｱｻﾑｼｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 増田浅虫線 不明 4
東青 東町橋 ｱｽﾞﾏﾏﾁﾊﾞｼ 三厩停車場竜飛崎線 不明 4
東青 高屋敷１号橋 ﾀｶﾔｼｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 2
東青 赤川１号橋 ｱｶｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 10
東青 浪岡跨線橋 ﾅﾐｵｶｺｾﾝｷｮｳ 浪岡藤崎線 1960 12
東青 上十川１号橋 ｶﾐﾄｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 5
東青 白鳥沼１号橋 ｼﾛﾄﾞﾘﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 3
東青 上十川２号橋 ｶﾐﾄｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 3
東青 増舘１号橋 ﾏｽﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 5
東青 増舘２号橋 ﾏｽﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 8
東青 川倉新橋橋側歩道橋（下り） ｶﾜｸﾗｼﾝﾊﾞｼﾊｼｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 1972 35.9
東青 板割沢橋 ｲﾀﾜﾘｻﾞﾜﾊﾞｼ 三厩小泊線 1977 7
東青 小豆沢橋 ｱｽﾞｷｻﾜﾊﾞｼ 三厩小泊線 1977 11
東青 孫作橋 ﾏｺﾞｻｸﾊﾞｼ 三厩小泊線 1978 5
東青 獅子ヶ沢橋 ｼｼｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 三厩小泊線 1978 7
東青 猫右衛門沢橋 ﾈｺｴﾓﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ 三厩小泊線 1978 5
東青 長沢橋 ﾅｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 三厩小泊線 不明 8
中南 福村１号橋 ﾌｸﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 福村２号橋 ﾌｸﾑﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3
中南 福村３号橋 ﾌｸﾑﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3
中南 穴堰橋 ｱﾅｾﾞｷﾊﾞｼ 102号 1984 11
中南 垂柳１号橋 ﾀﾚﾔﾅｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 4
中南 高樋跨線橋 ﾀｶﾋｺｾﾝｷｮｳ 102号 2000 14.2
中南 追子野木１号橋 ｵｲｺﾉｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3
中南 四つ屋橋 ﾖﾂﾔﾊﾞｼ 102号 1977 11
中南 稲荷橋 ｲﾅﾘﾊﾞｼ 102号 1976 10
中南 東橋 ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ 102号 1975 10
中南 板留田代１号橋 ｲﾀﾄﾞﾒﾀｼﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3
中南 沖浦３号橋 ｵｷｳﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 8
中南 寒水沢橋 ｶﾝｽｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 102号 不明 5
中南 葛川１号橋 ｸｽﾞｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 6
中南 一本木１号橋 ｲｯﾎﾟﾝｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2
中南 平六橋 ﾍｲﾛｸﾊﾞｼ 102号 不明 2
中南 徳沢橋 ﾄｸｻﾜﾊﾞｼ 102号 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 切明１号橋 ｷﾘﾒｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2
中南 上割沢１号橋 ｶﾐﾜﾘｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2
中南 滝の沢１号橋 ﾀｷﾉｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3
中南 米沢橋 ﾖﾈｻﾞﾜﾊﾞｼ 102号 1961 8 R01年度 Ⅱ
中南 滝の沢２号橋 ﾀｷﾉｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2 R01年度 Ⅱ



中南 滝の沢４号橋 ﾀｷﾉｻﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3
中南 滝の沢５号橋 ﾀｷﾉｻﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2
中南 福村３－１号橋 ﾌｸﾑﾗｻﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2.6
中南 福村３－２号橋 ﾌｸﾑﾗｻﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2.6
中南 福村４号橋 ﾌｸﾑﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 4.5
中南 日沼１号橋 ﾋﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 4.5
中南 日沼２号橋 ﾋﾇﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 8
中南 日沼３号橋 ﾋﾇﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 5
中南 日沼３－１号橋 ﾋﾇﾏｻﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2.3
中南 日沼４号橋 ﾋﾇﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 4.9
中南 垂柳２号 ﾀﾚﾔﾅｷﾞﾆｺﾞｳ 102号 不明 3.7
中南 高樋１号橋 ﾀｶﾋｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 5.3
中南 高樋２号橋 ﾀｶﾋﾆｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 5.4
中南 高樋３号橋 ﾀｶﾋｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 5
中南 東１号 ｱｽﾞﾏｲﾁｺﾞｳ 102号 不明 5.6
中南 滝の沢３号橋 ﾀｷﾉｻﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2.9
中南 碇ヶ関２号橋 ｲｶﾘｶﾞｾｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 282号 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 ミカゲド沢橋 ﾐｶｹﾞﾄﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ 282号 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 碇ヶ関３号橋 ｲｶﾘｶﾞｾｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 282号 不明 3 R01年度 Ⅱ
中南 西碇ヶ関１号橋 ﾆｼｲｶﾘｶﾞｾｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 282号 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 西碇ヶ関４号橋 ﾆｼｲｶﾘｶﾞｾｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 282号 不明 4 R01年度 Ⅰ
中南 藤崎１号橋 ﾌｼﾞｻｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 5
中南 林崎２号橋 ﾊﾔｼｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3
中南 林崎３号橋 ﾊﾔｼｻﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 2
中南 林崎４号橋 ﾊﾔｼｻﾞｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 5
中南 松野木橋 ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ 339号 不明 6 R01年度 Ⅱ
中南 春雨橋 ﾊﾙｻﾒﾊﾞｼ 339号 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 夕立橋 ﾕｳﾀﾞﾁﾊﾞｼ 339号 不明 14 R01年度 Ⅱ
中南 藤崎３号橋 ﾌｼﾞｻｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3
中南 藤崎２号橋 ﾌｼﾞｻｷ2ｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3
中南 烏沢橋 ｶﾗｽｻﾞﾜﾊﾞｼ 394号 1982 9
中南 十二沢橋 ｼﾞｭｳﾆｻﾞﾜﾊﾞｼ 394号 1996 10
中南 小国第２号橋 ｵｸﾞﾆﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ 454号 1992 6
中南 小国第１号橋 ｵｸﾞﾆﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 高崎橋 ﾀｶｻｷﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 4
中南 向陽橋 ｺｳﾖｳﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1929 5
中南 津軽橋 ﾂｶﾞﾙﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1961 6
中南 熊嶋１号橋 ｸﾏｼﾞﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3
中南 一町田２号橋 ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 2
中南 新馬子橋 ｼﾝｳﾏｺﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3
中南 さだご橋 ｻﾀﾞｺﾞﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 2000 11
中南 百沢橋 ﾋｬｸｻﾞﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3
中南 小田橋 ｵﾀﾞﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3
中南 百沢４号橋 ﾋｬｸｻﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 2
中南 裾野３号橋 ｽｿﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 2
中南 平沢橋 ﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 8
中南 小川橋 ｵｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 6
中南 清水湖橋 ｼﾐｽﾞｺﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 7
中南 入口橋 ｲﾘｸﾞﾁﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 7
中南 常盤野１号橋 ﾄｷﾜﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 2
中南 湯の沢橋 ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3
中南 第一湯の沢橋 ﾀﾞｲｲﾁﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 2
中南 常盤野２号橋 ﾄｷﾜﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 4
中南 神馬野橋 ｼﾞﾝﾊﾞﾉﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 2007 14.6
中南 神馬野１号橋 ｼﾞﾝﾊﾞﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3.2
中南 第二湯の沢橋 ﾀﾞｲﾆﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3.4
中南 裾野２号橋 ｽｿﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 2.3
中南 石山橋 ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 八幡館橋 ﾊﾁﾏﾝﾀﾞﾃﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 不明 3
中南 薬師堂１号 ﾔｸｼﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳ 大鰐浪岡線 不明 2
中南 新六羽川橋 ｼﾝﾛｯﾊﾟｶﾞﾜﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 1999 11
中南 小和森１号 ｺｶｽﾞﾓﾘｲﾁｺﾞｳ 大鰐浪岡線 不明 8
中南 南町橋 ﾐﾅﾐﾏﾁﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 不明 2
中南 あらた橋 ｱﾗﾀﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 不明 2.6
中南 三ツ又橋 ﾐﾂﾏﾀﾊﾞｼ 大鰐浪岡線 不明 5.4
中南 薬師堂２号橋 ﾔｸｼﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ 大鰐浪岡線 不明 3.5
中南 中畑１号 ﾅｶﾊﾀｲﾁｺﾞｳ 岩崎西目屋弘前線 不明 2
中南 新耕田橋 ｼﾝｺｳﾀﾞﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2002 9
中南 悪戸１号 ｱｸﾄﾞｲﾁｺﾞｳ 岩崎西目屋弘前線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 茂寺橋 ｼｹﾞﾃﾗﾊｼ 岩崎西目屋弘前線 1979 9
中南 日暮橋 ﾋｸﾞﾚﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1980 12
中南 第一田の尻橋 ﾀﾞｲｲﾁﾀﾉｼﾘﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 不明 11.4
中南 中央橋 ﾁｭｳｵｳﾊｼ 岩木山環状線 1995 12
中南 百沢２号 ﾋｬｸｻﾞﾜﾆｺﾞｳ 岩木山環状線 不明 4
中南 弥生１号 ﾔﾖｲｲﾁｺﾞｳ 岩木山環状線 不明 4 R01年度 Ⅰ
中南 第１百沢 ﾀﾞｲｲﾁﾋｬｸｻﾞﾜ 岩木山環状線 不明 2
中南 第２百沢 ﾀﾞｲﾆﾋｬｸｻﾞﾜ 岩木山環状線 不明 2
中南 第３百沢 ﾀﾞｲｻﾝﾋｬｸｻﾞﾜ 岩木山環状線 不明 2
中南 御蔵橋 ｵｸﾞﾗﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 1935 4 R01年度 Ⅱ
中南 前橋 ﾏｴﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 斜橋 ﾅﾅﾒﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 5 R01年度 Ⅰ
中南 浜橋 ﾊﾏﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 7 R01年度 Ⅰ
中南 六千石橋 ﾛｸｾﾝｺﾞｸﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 3



中南 独狐１号橋 ﾄｯｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前鰺ヶ沢線 不明 2
中南 大石橋 ｵｵｲｼﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 3 R01年度 Ⅱ
中南 平橋 ﾀｲﾗﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 2
中南 柳下橋 ﾔﾅｷﾞｼﾀﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 貝沢橋 ｶｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 2000 10 R01年度 Ⅱ
中南 大森橋 ｵｵﾓﾘﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 5
中南 落橋 ｵﾁﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 1982 3
中南 湯森橋 ﾕﾓﾘﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 3
中南 白狐橋 ﾋﾞｬｯｺﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 5 R01年度 Ⅱ
中南 赤坂橋 ｱｶｻｶﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 赤坂側道橋 ｱｶｻｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 弘前鰺ヶ沢線 不明 4 R01年度 Ⅰ
中南 元見谷橋 ﾓﾄﾐﾔﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 10 R01年度 Ⅱ
中南 中沢橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 3 R01年度 Ⅱ
中南 徒橋 ｵｶﾁﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 13.5
中南 町渡橋 ﾏﾁﾜﾀﾘﾊﾞｼ 弘前鰺ヶ沢線 不明 2.4
中南 貝沢橋側道橋 ｶｲｻﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 弘前鰺ヶ沢線 2000 10
中南 青女子２号橋 ｱｵﾅｺﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 3
中南 高杉１号 ﾀｶｽｷﾞｲﾁｺﾞｳ 五所川原岩木線 不明 2
中南 折笠橋 ｵﾘｶｻﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1976 5 R01年度 Ⅰ
中南 折笠歩道橋 ｵﾘｶｻﾎﾄﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 10
中南 鼻和橋 ﾊﾅﾜﾊﾞｼ 五所川原岩木線 不明 3
中南 青女子１号 ｱｵﾅｺﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 4.5
中南 鼻和２号 ﾊﾅﾜﾆｺﾞｳ 五所川原岩木線 不明 2.3
中南 石渡１号橋 ｲｼﾜﾀﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前柏線 不明 2
中南 種市１号 ﾀﾈｲﾁｲﾁｺﾞｳ 弘前柏線 不明 3
中南 種市１号側道橋 ﾀﾈｲﾁｲﾁｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 弘前柏線 不明 5
中南 榊橋 ｻｶｷﾊﾞｼ 五所川原黒石線 不明 5 R01年度 Ⅱ
中南 堂野前橋 ﾄﾞｳﾉﾏｴﾊﾞｼ 五所川原黒石線 不明 2
中南 境松橋 ｻｶｴﾏﾂﾊﾞｼ 五所川原黒石線 1957 12 R01年度 Ⅱ
中南 げんげん橋 ｹﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ 五所川原黒石線 不明 3 R01年度 Ⅱ
中南 東光寺１号 ﾄｳｺｳｼﾞｲﾁｺﾞｳ 五所川原黒石線 不明 2.8
中南 土堂１号橋 ﾄﾞﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 土堂２号橋 ﾄﾞﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 5 R01年度 Ⅱ
中南 薬師堂橋 ﾔｸｼﾄﾞｳﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 玉水橋 ﾀﾏﾐｽﾞﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 3
中南 撫牛子２号橋 ﾅｲｼﾞｮｳｼﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 1982 2
中南 ホウライ橋 ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 9 R01年度 Ⅲ
中南 新山橋 ﾆｲﾔﾏﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 12 R01年度 Ⅱ
中南 新山側道橋 ﾆｲﾔﾏｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 5
中南 日沼１号橋 ﾋﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 大袋橋 ｵｵﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 2
中南 杉珠橋 ｽｷﾞﾀﾏﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 2
中南 苗生松橋 ﾅﾝﾊﾞｲﾏﾂﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 4
中南 館田１号 ﾀﾃﾀﾞｲﾁｺﾞｳ 弘前環状線 不明 2
中南 石畑橋 ｲｼﾊﾀﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 大坊橋 ﾀﾞｲﾎﾞｳﾊﾞｼ 弘前環状線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 第１岩館橋 ﾀﾞｲｲﾁｲﾜﾀﾞﾃｷｮｳ 弘前環状線 不明 6 R01年度 Ⅱ
中南 岩館１号橋 ｲﾜﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 2
中南 町田１号橋 ﾏﾁﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 2004 11
中南 町田２号橋 ﾏﾁﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 4
中南 津賀野橋 ﾂｶﾞﾉﾊﾞｼ 弘前環状線 2005 10
中南 撫牛子地下道橋 ﾅｲｼﾞｮｳｼﾁｶﾄﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 4.3
中南 豊蒔地下道橋 ﾄﾖﾏｷﾁｶﾄﾞｳｷｮｳ 弘前環状線 不明 4.3
中南 栄松橋 ｴｲｼｮｳﾊﾞｼ 尾上停車場線 不明 2
中南 外崎１号橋 ﾄﾉｻｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前平賀線 不明 2
中南 大光寺１号橋 ﾀﾞｲｺｳｼﾞｲtｺﾞｳｷｮｳ 弘前平賀線 不明 2
中南 堂野前橋 ﾄﾞｳﾉﾏｴﾊﾞｼ 黒石藤崎線 不明 8
中南 前田屋敷橋 ﾏｴﾀﾞﾔｼｷﾊﾞｼ 黒石藤崎線 1967 6 R01年度 Ⅱ
中南 ふじや橋 ﾌｼﾞﾔﾊﾞｼ 黒石藤崎線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 すけの橋 ｽｹﾉﾊﾞｼ 黒石藤崎線 不明 6 R01年度 Ⅱ
中南 朝日橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ 黒石藤崎線 1961 9 R01年度 Ⅱ
中南 上西田１号橋 ｶﾐﾆｼﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 黒石藤崎線 不明 2
中南 八幡橋 ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ 八幡宮線 不明 3
中南 猿賀２号橋 ｻﾙｶﾆｺﾞｳｷｮｳ 尾上日沼線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 猿賀２号歩道橋 ｻﾙｶﾆｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 尾上日沼線 不明 2
中南 久渡寺橋 ｸﾄﾞｼﾞﾊﾞｼ 久渡寺新寺町線 1977 5 R01年度 Ⅰ
中南 坂元橋 ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ 久渡寺新寺町線 1977 7 R01年度 Ⅱ
中南 小沢橋 ｵｻﾞﾜﾊﾞｼ 久渡寺新寺町線 不明 2
中南 津軽大沢橋 ﾂｶﾞﾙｵｵｻﾜﾊﾞｼ 石川土手町線 1978 10
中南 牛沢橋 ｳｼｻﾞﾜﾊﾞｼ 石川土手町線 1981 11
中南 小栗山橋 ｵｸﾞﾘﾔﾏﾊﾞｼ 石川土手町線 1978 10
中南 中野橋 ﾅｶﾉﾊﾞｼ 石川土手町線 2000 9 R01年度 Ⅱ
中南 中野橋側道橋 ﾅｶﾊﾞｼﾉｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 石川土手町線 不明 9.2
中南 富田橋 ﾄﾐﾀﾊﾞｼ 石川土手町線 不明 3
中南 松清橋 ﾏﾂｷﾖﾊﾞｼ 松木平撫牛子停車場線 1979 11 R01年度 Ⅰ
中南 藍内１号橋 ｱｲﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 関ヶ平五代線 不明 3
中南 藍内２号橋 ｱｲﾅｲﾆｺﾞｳｷｮｳ 関ヶ平五代線 不明 2
中南 鴫ヶ沢橋 ｼｷﾞｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1976 13
中南 坂市橋 ｻｶｲﾁﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1979 10
中南 派立橋 ﾊﾀﾞﾁﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1979 7
中南 大堰橋 ｵｵｾﾞｷﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 不明 6 R01年度 Ⅰ
中南 安田橋 ﾔｽﾀﾞﾊﾞｼ 関ヶ平五代線 1979 8 R01年度 Ⅱ
中南 真土１号橋 ﾏﾂﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 関ヶ平五代線 不明 12



中南 弘盛橋 ｺｳｾｲﾊﾞｼ 桔梗野富田線 不明 12 R01年度 Ⅱ
中南 第２弘盛橋 ﾀﾞｲﾆｺｳｾｲﾊﾞｼ 桔梗野富田線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 弘盛橋側道橋 ｺｳｾｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 桔梗野富田線 不明 13.5
中南 前坂橋 ﾏｴｻｶﾊﾞｼ 前坂藤崎線 不明 3 R01年度 Ⅱ
中南 小山橋 ｵﾔﾏﾊﾞｼ 前坂藤崎線 1968 9
中南 月見野橋 ﾂｷﾐﾉﾊﾞｼ 前坂藤崎線 1957 14 R01年度 Ⅰ
中南 川原田橋 ｶﾜﾗﾀﾞﾊﾞｼ 前坂藤崎線 1967 10
中南 鶴田橋 ﾂﾙﾀﾊﾞｼ 前坂藤崎線 不明 5 R01年度 Ⅱ
中南 羽州街道橋 ｳｼｭｳｶｲﾄﾞｳﾊﾞｼ 前坂藤崎線 不明 2
中南 矢沢１号橋 ﾔｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 前坂藤崎線 不明 2
中南 高畑１号橋 ﾀｶﾊﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 吹上金屋黒石線 不明 2
中南 沖館１号橋 ｵｷﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 吹上金屋黒石線 不明 2
中南 町居橋 ﾏﾁｲﾊﾞｼ 吹上金屋黒石線 1972 2
中南 照国橋 ﾃﾙｸﾆﾊﾞｼ 吹上金屋黒石線 1974 5
中南 境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 吹上金屋黒石線 1977 7
中南 新屋２号橋 ｱﾗﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ 吹上金屋黒石線 不明 9
中南 新屋３号橋 ｱﾗﾔｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 吹上金屋黒石線 不明 2
中南 李平１号橋 ｽﾓﾓﾀﾞｲﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 吹上金屋黒石線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 浅瀬石３号橋 ｱｾｲｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 吹上金屋黒石線 不明 2
中南 泉橋 ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 常盤新山線 不明 2
中南 境森１号橋 ｻｶｲﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 常盤新山線 不明 2
中南 川部１号橋 ｶﾜﾍﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 常盤新山線 不明 5 R01年度 Ⅲ
中南 川部橋 ｶﾜﾍﾞﾊﾞｼ 常盤新山線 不明 3
中南 川部２号橋 ｶﾜﾍﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 常盤新山線 不明 4.7
中南 川部３号橋 ｶﾜﾍﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 常盤新山線 不明 2
中南 大鵬橋 ﾀｲﾎｳﾊﾞｼ 平賀門外線 1976 11 R01年度 Ⅰ
中南 梨田橋 ﾅｼﾀﾞﾊﾞｼ 平賀門外線 不明 2
中南 田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 平賀門外線 1964 2 R01年度 Ⅱ
中南 堀越１号橋 ﾎﾘｺｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 平賀門外線 不明 4 R01年度 Ⅰ
中南 こざと橋 ｺｻﾞﾄﾊﾞｼ 浪岡北中野黒石線 1979 11
中南 川倉１号橋 ｶﾜｸﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 増館堂野前線 不明 3
中南 大橋 ｵｵﾊｼ 増館堂野前線 不明 7 R01年度 Ⅱ
中南 畑中１号橋 ﾊﾀﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 畑中竹鼻線 不明 2
中南 前田屋敷１号橋 ﾏｴﾀﾞﾔｼｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 畑中竹鼻線 不明 4
中南 東光寺橋 ﾄｳｺｳｼﾞﾊﾞｼ 畑中竹鼻線 1968 7
中南 東光寺側道橋 ﾄｳｺｳｼﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 畑中竹鼻線 不明 7
中南 東光寺２号橋 ﾄｳｺｳｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 畑中竹鼻線 不明 2
中南 東光寺３号橋 ﾄｳｺｳｼﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 畑中竹鼻線 不明 3
中南 残月橋 ｻﾞﾝｹﾞﾂﾊﾞｼ 畑中竹鼻線 不明 5
中南 伏見橋 ﾌｼﾐﾊﾞｼ 畑中竹鼻線 不明 5
中南 下俵舛橋 ｼﾓﾀﾜﾗﾏｽﾊﾞｼ 五林平藤崎線 不明 2
中南 俵舛１号橋 ﾀﾜﾗﾏｽｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五林平藤崎線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 水沼橋 ﾐｽﾞﾇﾏﾊﾞｼ 五林平藤崎線 不明 3
中南 水沼３号橋 ﾐｽﾞﾇﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五林平藤崎線 不明 3
中南 水沼１号 ﾐｽﾞﾇﾏｲﾁｺﾞｳ 五林平藤崎線 不明 2
中南 大鰐１号橋 ｵｵﾜﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 大鰐停車場線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 新内橋 ｼﾝﾅｲﾊﾞｼ 太田藤崎線 不明 6 R01年度 Ⅱ
中南 第２碇橋 ﾀﾞｲﾆｲｶﾘﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 1994 7
中南 早瀬橋 ﾊﾔｾﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 不明 2
中南 早瀬野１号橋 ﾊﾔｾﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 碇ヶ関大鰐停車場線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 上ゾベコ沢橋 ｶﾐｿﾞﾍﾞｺｻﾜﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 不明 12.9
中南 上後ヶ沢橋 ｶﾐｳｼﾛｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 碇ヶ関大鰐停車場線 不明 12.9
中南 福舘１号橋 ﾌｸﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 常海橋銀線 不明 3
中南 大助１号橋 ｵｵｽｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 相馬常盤野線 1983 2
中南 鉢呑沢橋 ﾊﾁﾉﾐｻﾞﾜﾊﾞｼ 相馬常盤野線 1983 13
中南 郷坂堰橋 ｺﾞｳｻﾞｶｾｷﾊﾞｼ 相馬常盤野線 不明 4
中南 沢田１号橋 ｻﾜﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 相馬常盤野線 不明 2.1
中南 町居１号橋 ﾏﾁｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 町居平賀停車場線 不明 3
中南 安入１号橋 ﾔｽｲﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 酸ヶ湯黒石線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 碇橋 ｲｶﾘﾊﾞｼ 碇ヶ関停車場線 不明 5
中南 上沼橋 ｶﾐﾇﾏﾊﾞｼ 藤崎停車場線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 鶴亀橋 ﾂﾙｶﾒﾊﾞｼ 藤崎停車場線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 大川橋 ｵｵｶﾜﾊﾞｼ 藤崎停車場線 不明 3
中南 赤田橋 ｱｶﾀﾞﾊﾞｼ 藤崎停車場線 不明 2
中南 第１石川橋 ﾀﾞｲｲﾁｲｼｶﾜﾊﾞｼ 石川百田線 不明 2
中南 第２石川橋 ﾀﾞｲﾆｲｼｶﾜﾊﾞｼ 石川百田線 不明 4
中南 石川１号橋 ｲｼｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 石川百田線 不明 5
中南 堀越１号橋 ﾎﾘｺｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 石川百田線 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 松森１号橋 ﾏﾂﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 石川百田線 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 大久保１号橋 ｵｵｸﾎﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 石川百田線 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 取上１号橋 ﾄﾘｱｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 石川百田線 不明 2.1
中南 梅橋 ｳﾒﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 諏訪堂橋 ｽﾜﾄﾞｳﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 不明 4
中南 前川橋 ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 不明 6 R01年度 Ⅱ
中南 幸福橋 ｺｳﾌｸﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 不明 8
中南 田舎館１号橋 ｲﾅｶﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前田舎館黒石線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 田舎館２号橋 ｲﾅｶﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前田舎館黒石線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 新橋 ｼﾝﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 不明 3 R01年度 Ⅱ
中南 寺田橋 ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 畑中１号橋 ﾊﾀﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前田舎館黒石線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 富士見橋 ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ 弘前田舎館黒石線 1929 9 R01年度 Ⅱ
中南 富士見橋側道橋 ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 弘前田舎館黒石線 不明 9.7 R01年度 Ⅱ
中南 深沢１号橋 ﾌｶｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 小国本町線 不明 2



中南 唐竹１号橋 ｶﾗﾀｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 小国本町線 不明 2
中南 唐竹２号橋 ｶﾗﾀｹﾆｺﾞｳｷｮｳ 小国本町線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 唐竹３号橋 ｶﾗﾀｹｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 小国本町線 不明 4
中南 唐竹４号橋 ｶﾗﾀｹﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 小国本町線 不明 3
中南 五西田１号橋 ｺﾞﾆｼﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 3
中南 柏橋 ｶｼﾜﾊﾞｼ 浪岡藤崎線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 矢沢２号橋 ﾔｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 4 R01年度 Ⅱ
中南 矢沢４号橋 ﾔｻﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 浪岡藤崎線 不明 2 R01年度 Ⅱ
中南 第一高岡橋 ﾀﾞｲｲﾁﾀｶｵｶﾊﾞｼ 岩木山環状線 不明 14
中南 百沢１号 ﾋｬｸｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳ 岩木山環状線 不明 3
中南 釜萢堰橋 ｶﾏﾔﾁｾﾞｷﾊﾞｼｶﾘ 弘前停車場線 不明 8
中南 南田中橋 ﾐﾅﾐﾀﾅｶﾊﾞｼ 金屋尾上線 不明 2.4
中南 上黒滝沢橋 ｶﾐｸﾛﾀｷｻﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 8 R01年度 Ⅱ
中南 あいはぎ沢橋 ｱｲﾊｷﾞｻﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 9 R01年度 Ⅱ
中南 尾太３号橋 ｵｯﾌﾟｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 西目屋二ツ井線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 尾太４号橋 ｵｯﾌﾟﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 西目屋二ツ井線 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 尾太５号橋 ｵｯﾌﾟｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 西目屋二ツ井線 不明 2
中南 上吹平沢橋 ｶﾐﾌｷﾋﾗｻﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 2 R01年度 Ⅰ
中南 馬場沢橋 ﾊﾞﾊﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 アジラ沢橋 ｱｼﾞﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 沼野沢橋 ﾇﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 6 R01年度 Ⅰ
中南 尾太７号橋 ｵｯﾌﾟﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 西目屋二ツ井線 不明 3 R01年度 Ⅰ
中南 葉嚇橋 ﾖｳｶｸﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 12
中南 奥尾太橋 ｵｸｵｯﾌﾟﾊﾞｼ 西目屋二ツ井線 不明 9
三八 山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ 104号 1970 2
三八 和田橋 ﾜﾀﾞﾊﾞｼ 104号 不明 4
三八 石亀橋 ｲｼｶﾞﾒﾊﾞｼ 104号 1970 2
三八 杉本橋 ｽｷﾞﾓﾄﾊﾞｼ 104号 1978 3
三八 茂市橋 ﾓｲﾁﾊﾞｼ 104号 1977 2
三八 嘉沢橋 ｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 104号 1970 2
三八 関所橋 ｾｷｼｮﾊﾞｼ 104号 1997 7
三八 関村下橋 ｾｷﾑﾗｼﾀﾊﾞｼ 104号 1970 2
三八 関橋 ｾｷﾊﾞｼ 104号 1970 3
三八 関村上橋 ｾｷﾑﾗｶﾐﾊﾞｼ 104号 1969 4
三八 小雷鉢橋 ｺﾗｲﾊﾞﾁﾊﾞｼ 104号 1970 2
三八 深沢橋 ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 104号 1935 2
三八 黒滝橋 ｸﾛﾀｷﾊﾞｼ 104号 1955 8
三八 柳場橋 ﾔﾅｷﾞﾊﾞﾊﾞｼ 104号 1953 10
三八 栗木沢１号橋 ｸﾘｷｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 104号 不明 2.6
三八 土橋道ノ上１号橋 ﾂﾁﾊﾞｼﾐﾁﾉｳｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 104号 不明 2.8
三八 泥障作１号橋 ｱｵﾂﾞｸﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 340号 不明 7.3 R01年度 Ⅱ
三八 泥障作1号跨道橋 ｱｵﾂﾞｸﾘ1ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ 340号 不明 14
三八 長苗代１号橋 ﾅｶﾞﾅﾜｼﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 2002 3
三八 尻内町１号橋 ｼﾘｳﾁﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 2002 2
三八 馬場橋 ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ 454号 不明 11
三八 羽井内橋 ﾊｲﾅｲﾊﾞｼ 454号 1988 11
三八 温川橋 ﾇﾙｶﾜﾊﾞｼ 454号 2002 12
三八 下大清水橋 ｼﾓｵｵｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 454号 不明 4
三八 大清水橋 ｵｵｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 454号 不明 3
三八 野沢１号橋 ﾉｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 不明 3.2
三八 渋民１号橋 ｼﾌﾞﾀﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 不明 2.1
三八 倉石上川原１号橋 ｸﾗｲｼｶﾐｶﾜﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 不明 2.6
三八 六ッ橋１号橋 ﾑﾂﾊｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 454号 不明 2.4
三八 滝谷橋 ﾀｷﾔﾊﾞｼ 454号 1972 2
三八 白銀橋 ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ 八戸階上線 1963 3 R01年度 Ⅱ
三八 金浜橋 ｶﾈﾊﾏﾊﾞｼ 八戸階上線 1959 4 R01年度 Ⅱ
三八 大蛇橋 ｵｵｼﾞｬﾊﾞｼ 八戸階上線 1937 3 R01年度 Ⅱ
三八 持越沢２号橋 ﾓﾁｺｼｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸階上線 不明 3.4
三八 榊橋 ｻｶｷﾊﾞｼ 八戸階上線 不明 3.4
三八 刈田橋 ｶﾘﾀﾊﾞｼ 八戸野辺地線 不明 2
三八 八太郎橋 ﾔﾀﾛｳﾊﾞｼ 八戸野辺地線 不明 2 R01年度 Ⅱ
三八 小田橋 ｵﾀﾞﾊﾞｼ 八戸野辺地線 不明 2
三八 坂下橋 ｻｶｼﾀﾊﾞｼ 八戸野辺地線 不明 4
三八 市川町１号橋 ｲﾁｶﾜﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 1997 5
三八 市川町２号橋 ｲﾁｶﾜﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 1997 9
三八 市川町３号橋 ｲﾁｶﾜﾏﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 1997 6
三八 第１秋堂橋 ﾀﾞｲｲﾁｱｷﾄﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 不明 5
三八 南尻引１号橋 ﾐﾅﾐｼﾘﾋﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 不明 2.9
三八 御兵糧橋 ｺﾞﾋｮｳﾘｮｳﾊﾞｼ 橋向五戸線 不明 4
三八 十文字橋 ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ 橋向五戸線 不明 5
三八 上市川１号橋 ｶﾐｲﾁｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 橋向五戸線 2001 3
三八 切谷内１号橋 ｷﾘﾔﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 橋向五戸線 2000 3 R01年度 Ⅱ
三八 兎内１号橋 ｳｻｷﾞﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 橋向五戸線 不明 2
三八 石仏橋 ｲｼﾎﾞﾄｹﾊﾞｼ 橋向五戸線 不明 3
三八 下タノ沢頭１号橋 ｼﾀﾉｻﾜｶﾞｼﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 橋向五戸線 不明 6.5
三八 下長１号橋 ｼﾓﾅｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 4 R01年度 Ⅱ
三八 下長２号橋 ｼﾓﾅｶﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 6 R01年度 Ⅱ
三八 北沼橋 ｷﾀﾇﾏﾊﾞｼ 八戸百石線 1969 8 R01年度 Ⅲ
三八 北沼一号橋 ｷﾀﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.5
三八 壁取下１号橋 ｶﾍﾞﾄﾘｼﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.2
三八 上中平沖１号橋 ｶﾐﾅｶﾀﾞｲｵｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2
三八 上中平沖２号橋 ｶﾐﾅｶﾀﾞｲｵｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.1
三八 上中平沖３号橋 ｶﾐﾅｶﾀﾞｲｵｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.2



三八 上中平沖４号橋 ｶﾐﾅｶﾀﾞｲｵｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.4
三八 下大川端１号橋 ｼﾓｵｵｶﾜﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.9
三八 下大川端２号橋 ｼﾓｵｵｶﾜﾊﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.9
三八 下大川端３号橋 ｼﾓｵｵｶﾜﾊﾞﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.1
三八 下大川端４号橋 ｼﾓｵｵｶﾜﾊﾞﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.1
三八 下大川端５号橋 ｼﾓｵｵｶﾜﾊﾞﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.1
三八 下揚１号橋 ｼﾓｱｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸百石線 不明 2.1
三八 尻内２号橋 ｼﾘｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸三沢線 不明 6
三八 尻内４号橋 ｼﾘｳﾁﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸三沢線 不明 3
三八 尻内３号橋 ｼﾘｳﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 八戸三沢線 不明 3
三八 林ノ前橋 ﾊﾔｼﾉﾏｴﾊﾞｼ 八戸三沢線 不明 6
三八 一番町橋 ｲﾁﾊﾞﾝﾁｮｳﾊﾞｼ 八戸三沢線 不明 3
三八 沼廻１号橋 ﾇﾏﾏﾜﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸三沢線 不明 3
三八 椛山橋 ｶﾊﾞﾔﾏﾊﾞｼ 田子十和田湖線 1998 14
三八 湯ノ沢橋 ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 田子十和田湖線 1991 13
三八 こわから橋 ｺﾜｶﾗﾊﾞｼ 田子十和田湖線 1958 6
三八 ひめぐり橋 ﾋﾒｸﾞﾘﾊﾞｼ 田子十和田湖線 1957 7
三八 田向橋 ﾀﾑｶｲﾊﾞｼ 八戸環状線 不明 5.5 R01年度 Ⅱ
三八 八戸橋 ﾊﾁﾉﾍﾊﾞｼ 八戸環状線 不明 14
三八 桔梗野１号橋 ｷｷｮｳﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸環状線 2005 5.8 R01年度 Ⅱ
三八 桔梗野２号橋 ｷｷｮｳﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ 八戸環状線 2005 5.8 R01年度 Ⅱ
三八 桔梗橋（下り） ｷｷｮｳﾊﾞｼ 八戸環状線 2013 530 R01年度 Ⅱ
三八 新井田１号橋 ﾆｲﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 八戸環状線 不明 3.2
三八 第１大久保橋 ﾀﾞｲｲﾁｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 軽米名川線 1989 2
三八 不老橋 ﾌﾛｳﾊﾞｼ 軽米名川線 1982 11
三八 万代橋 ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ 軽米名川線 1980 11
三八 蓬莱橋 ﾎｳﾗｳﾊﾞｼ 軽米名川線 1995 13
三八 コゴウダ橋 ｺｺﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ 名川階上線 不明 3
三八 森越橋 ﾓﾘｺｼﾊﾞｼ 名川階上線 1973 13 R01年度 Ⅱ
三八 平内１号橋 ﾋﾗﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 名川階上線 不明 6 R01年度 Ⅱ
三八 田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 名川階上線 1999 2.8 R01年度 Ⅰ
三八 東鳥屋部１号橋 ﾋｶﾞｼﾄﾘﾔﾍﾞﾊﾞｼ 名川階上線 不明 2.3 R01年度 Ⅰ
三八 川代橋 ｶﾜﾀﾞｲﾊﾞｼ 十和田三戸線 1960 10
三八 田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 十和田三戸線 1999 9
三八 新井田橋 ﾆｲﾀﾞﾊﾞｼ 十和田三戸線 1968 6
三八 新高橋 ｼﾝﾀｶﾊﾞｼ 十和田三戸線 1957 14.7
三八 文治屋敷１号橋 ﾌﾞﾝｼﾞﾔｼｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 十和田三戸線 不明 2.4
三八 蛯川橋 ｴﾋﾞｶﾜﾊﾞｼ 五戸六戸線 不明 3
三八 西ノ沢１号橋 ﾆｼﾉｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五戸六戸線 不明 2.3
三八 里ノ川橋 ｻﾄﾉｶﾜﾊﾞｼ 櫛引上名久井三戸線 1968 5
三八 向館場１号橋 ﾑｶｲﾀﾃﾊﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 櫛引上名久井三戸線 不明 2
三八 如来堂橋 ﾆｮﾗｲﾄﾞｳﾊﾞｼ 櫛引上名久井三戸線 1981 11
三八 鬢田１号橋 ﾋﾞﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 櫛引上名久井三戸線 不明 2.1
三八 差波橋 ｻｼﾅﾐﾊﾞｼ 島守八戸線 2000 13 R01年度 Ⅱ
三八 十日市橋 ﾄｳｶｲﾁﾊﾞｼ 差波新井田線 1961 14 R01年度 Ⅱ
三八 門前１号橋 ﾓﾝｾﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 差波新井田線 不明 2.3
三八 新井田西平１号橋 ﾆｲﾀﾞﾆｼﾋﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 差波新井田線 不明 2.4
三八 北向橋 ｷﾀﾑｶｲﾊﾞｼ 倉石五戸線 1992 10
三八 浅水橋 ｱｻﾐｽﾞﾊﾞｼ 倉石五戸線 不明 2.5
三八 一の渡橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ 南部田子線 1958 14
三八 葛放１号橋 ｸｽﾞﾊﾅｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 南部田子線 不明 3.2
三八 大平１号橋 ｵｵﾀﾞｲﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 南部田子線 不明 2
三八 坂中平１号橋 ｻｶﾅｶﾀｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 二戸田子線 不明 9.3
三八 高屋敷１号橋 ﾀｶﾔｼｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市川下田停車場線 不明 5.4
三八 下田堺１号橋 ｼﾓﾀﾞｻｶｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市川下田停車場線 不明 2.4
三八 大羽沢橋 ｵｵﾊﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ 野々上斗内線 1981 10
三八 大舌橋 ｵｵｼﾀﾊﾞｼ 野々上斗内線 1981 7
三八 山端橋 ﾔﾏﾊﾀﾊﾞｼ 野々上斗内線 1980 10
三八 団子坂橋 ﾀﾞﾝｺﾞｻﾞｶﾊﾞｼ 野々上斗内線 1979 10
三八 目滝橋 ﾒﾀｷﾊﾞｼ 野々上斗内線 1980 9
三八 苫米地橋 ﾄﾏﾍﾞﾁﾊﾞｼ 苫米地兎内線 1971 4
三八 兎内橋 ｳｻｷﾞﾅｲﾊﾞｼ 苫米地兎内線 1996 2
三八 舘野１号橋 ﾀﾃﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 苫米地兎内線 1990 4.4
三八 学童橋 ｶﾞｸﾄﾞｳﾊﾞｼ 苫米地兎内線 1940 2
三八 空沼橋 ｿﾗﾇﾏﾊﾞｼ 戸来岳貝守線 1966 11
三八 猿辺橋 ｻﾙﾍﾞﾊﾞｼ 戸来岳貝守線 1971 4
三八 貝守橋 ｶｲﾓﾘﾊﾞｼ 戸来岳貝守線 1959 14
三八 貝森橋 ｶｲﾓﾘﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1996 9
三八 滝の又橋 ﾀｷﾉﾏﾀﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1966 5
三八 下平橋 ｼﾓﾋﾗﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1965 5
三八 上田中橋 ｶﾐﾀﾅｶﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1956 6
三八 桂橋 ｶﾂﾗﾊﾞｼ 石無坂鹿田線 1958 11
三八 泉山１号橋 ｲｽﾞﾐﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 名久井岳公園線 不明 9
三八 浅水大橋 ｱｻﾐｽﾞｵｵﾊｼ 浅水南部線 1938 4
三八 関口橋 ｾｷｸﾞﾁﾊﾞｼ 浅水南部線 不明 2
三八 舘ノ沢１号橋 ﾀﾃﾉｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 浅水南部線 不明 2
三八 名久井橋１号橋 ﾅｸｲﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 軽米名川線 不明 3.8
三八 大防橋 ﾀﾞｲﾎﾞｳﾊﾞｼ 軽米名川線 不明 3.5
三八 田向１号橋 ﾀﾑｶｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 妙売市線 2001 8 R01年度 Ⅱ
三八 舘越山１号橋 ﾀﾃｺｼﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 妙売市線 不明 2.2
三八 南古館１号橋 ﾐﾅﾐﾌﾙﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 剣吉停車場線 不明 2.5
三八 間明田橋 ﾏﾐｮｳﾀﾞﾊﾞｼ 栃棚手倉橋線 1971 3
三八 沢口１号橋 ｻﾜｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 栃棚手倉橋線 不明 2.8



三八 道前１号橋 ﾄﾞｳｾﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 道前浄法寺線 不明 2.5
三八 八日町１号橋 ﾖｳｶﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 三戸南部線 不明 3
西北 新原子橋 ｼﾝﾊﾗｺﾊﾞｼ 101号 1973 8.5 R01年度 Ⅰ
西北 浅間橋 ｱｻﾏﾊﾞｼ 101号 1976 11.5 R01年度 Ⅰ
西北 小沼橋 ｺﾇﾏﾊﾞｼ 101号 2013 2.3 R01年度 Ⅰ
西北 有明橋 ｱﾘｱｹﾊﾞｼ 101号 不明 2.4 R01年度 Ⅱ
西北 大沼橋 ｵｵﾇﾏﾊﾞｼ 101号 不明 5.9 R01年度 Ⅲ
西北 七ッ館１号 ﾅﾅﾂﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳ 101号 1995 4.6 R01年度 Ⅰ
西北 七ッ館２号 ﾅﾅﾂﾀﾞﾃﾆｺﾞｳ 101号 1995 3.8 R01年度 Ⅰ
西北 広田橋 ﾋﾛﾀﾊﾞｼ 101号 不明 2.8 R01年度 Ⅰ
西北 後藤橋 ｺﾞﾄｳﾊﾞｼ 101号 不明 2.3 R01年度 Ⅰ
西北 広田１号橋 ﾋﾛﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2.9 R01年度 Ⅱ
西北 広田２号橋 ﾋﾛﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2.7 R01年度 Ⅰ
西北 みどり２号橋 ﾐﾄﾞﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2.6 R01年度 Ⅰ
西北 弥助橋 ﾔｽｹﾊﾞｼ 101号 不明 10 R01年度 Ⅱ
西北 元町１号橋 ﾓﾄﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 3.4 R01年度 Ⅰ
西北 掛落林１号 ｶｴｵﾁﾊﾞﾔｼｲﾁｺﾞｳ 339号 1988 2.9 R01年度 Ⅱ
西北 野中１号橋 ﾉﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 1988 4.6 R01年度 Ⅰ
西北 掛落林３号橋 ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 1988 4.6 R01年度 Ⅰ
西北 中泉１号橋 ﾅｶｲｽﾞﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 1988 7.2 R01年度 Ⅰ
西北 山道１号橋 ﾔﾏﾐﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 1988 3.3 R01年度 Ⅰ
西北 三ツ谷１号橋 ﾐﾂﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 1996 5.3 R01年度 Ⅱ
西北 飯田橋 ｲｲﾀﾞﾊﾞｼ 339号 1956 4.4 R01年度 Ⅰ
西北 小幡１号橋 ｺﾊﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3
西北 小幡３号橋 ｺﾊﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3 R01年度 Ⅱ
西北 鶴菖橋 ｶｸｼｮｳﾊﾞｼ 339号 1987 5 R01年度 Ⅱ
西北 鶴田１号橋 ﾂﾙﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 1981 3 R01年度 Ⅱ
西北 鶴田２号 ﾂﾙﾀﾆｺﾞｳ 339号 1981 2 R01年度 Ⅱ
西北 亀田橋 ｶﾒﾀﾞﾊﾞｼ 339号 1957 8 R01年度 Ⅱ
西北 鶴田５号橋 ﾂﾙﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 4 R01年度 Ⅱ
西北 強巻１号橋 ｺﾜﾏｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 4 R01年度 Ⅱ
西北 田中堰橋 ﾀﾅｶｾｷﾊﾞｼ 339号 1959 7 R01年度 Ⅰ
西北 栄町１号橋 ｻｶｴﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 6 R01年度 Ⅱ
西北 田町１号橋 ﾀﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 2 R01年度 Ⅰ
西北 川正橋 ｶﾜｼｮｳﾊﾞｼ 339号 不明 4 R01年度 Ⅰ
西北 川和橋 ｶﾜｶｽﾞﾊﾞｼ 339号 不明 3 R01年度 Ⅰ
西北 中平井１号橋 ﾅｶﾋﾗｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 4
西北 桃崎９号橋 ﾓﾓｻﾞｷｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 2.3 R01年度 Ⅲ
西北 毘沙門１号橋 ﾋﾞｼｬﾓﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3 R01年度 Ⅱ
西北 毘沙門２号橋 ﾋﾞｼｬﾓﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3 R01年度 Ⅰ
西北 毘沙門３号橋 ﾋﾞｼｬﾓﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 4 R01年度 Ⅱ
西北 毘沙門４号橋 ﾋﾞｼｬﾓﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 4 R01年度 Ⅰ
西北 嘉瀬１号橋 ｶｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 4 R01年度 Ⅰ
西北 嘉瀬２号橋 ｶｾﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 2
西北 萩元橋 ﾊｷﾞﾓﾄﾊﾞｼ 339号 1982 9 R01年度 Ⅱ
西北 萩元橋側道橋 ﾊｷﾞﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 339号 不明 9 R01年度 Ⅰ
西北 川倉１号橋 ｶﾜｸﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 6 R01年度 Ⅰ
西北 川倉２号橋 ｶﾜｸﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 2012 4 R01年度 Ⅱ
西北 川倉２号側道橋 ｶﾜｸﾗﾆｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 339号 不明 5 R01年度 Ⅰ
西北 長崎橋 ﾅｶﾞｻｷﾊﾞｼ 339号 1978 5 R01年度 Ⅱ
西北 直樹橋 ﾅｵｷﾊﾞｼ 339号 1978 5 R01年度 Ⅱ
西北 高根１号橋 ﾀｶﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 3 R01年度 Ⅱ
西北 高根２号橋 ﾀｶﾈﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 不明 2 R01年度 Ⅱ
西北 昆布掛橋 ｺﾝﾌﾞｶｹﾊﾞｼ 339号 1986 12 R01年度 Ⅱ
西北 唐崎橋 ｶﾗｻｷﾊﾞｼ 339号 1975 9 R01年度 Ⅱ
西北 なみおと橋 ﾅﾐｵﾄﾊﾞｼ 339号 不明 4 R01年度 Ⅰ
西北 脇元１号 ﾜｷﾓﾄｲﾁｺﾞｳ 339号 不明 2 R01年度 Ⅱ
西北 脇元川橋 ﾜｷﾓﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ 339号 不明 5
西北 折腰内１号 ｵﾘｺｼﾅｲｲﾁｺﾞｳ 339号 1973 4
西北 七ッ石橋 ﾅﾅﾂｲｼﾊﾞｼ 339号 1974 10
西北 冬部橋 ﾌﾕﾍﾞﾊﾞｼ 339号 1974 13
西北 南小泊山２号橋 ﾐﾅﾐｺﾄﾞﾏﾘﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 1974 2
西北 青岩橋 ｱｵｲﾜﾊﾞｼ 339号 1975 13
西北 七つ滝橋１号 ﾅﾅﾂﾀｷﾊﾞｼ 339号 1975 4
西北 長浜橋 ﾅｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ 339号 1976 13
西北 佐藤橋 ｻﾄｳﾊﾞｼ 339号 1977 10
西北 太刀打１号橋 ﾀﾁｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 2008 5.8 R01年度 Ⅰ
西北 太刀打２号橋 ﾀﾁｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 339号 2008 3.9 R01年度 Ⅰ
西北 幾世森１号橋 ｲｸｾﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 339号 2008 5.6 R01年度 Ⅰ
西北 飯田橋側道人道橋 ｲｲﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 339号 不明 7.1 R01年度 Ⅱ
西北 山科橋 ﾔﾏｼﾅﾊﾞｼ 339号 1978 2.2 R01年度 Ⅱ
西北 桜田１号橋 ｻｸﾗﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 339号 2014 3.4
西北 桜田２号橋 ｻｸﾗﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 339号 2014 5
西北 神原１号 ｶﾝﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳ 屏風山内真部線 不明 6
西北 喜良市１号 ｷﾗｲﾁｲﾁｺﾞｳ 屏風山内真部線 不明 3
西北 富田橋 ﾄﾐﾀﾊﾞｼ 屏風山内真部線 2010 8
西北 高神橋 ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1978 13
西北 相生橋 ｱｲｵｲﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1985 12
西北 ゆき見橋 ﾕｷﾐﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1981 10
西北 蒲ヶ沢橋 ｶﾏｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1983 13
西北 山越橋 ﾔﾏｺﾞｴﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1985 13
西北 清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1983 4
西北 鹿の子橋 ｶﾉｺﾊﾞｼ 屏風山内真部線 1972 4



西北 今泉１号 ｲﾏｲｽﾞﾐｲﾁｺﾞｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1990 2
西北 藍橋 ｱｵｲﾊﾞｼ 鰺ヶ沢蟹田線 1997 8
西北 今泉七号橋 ｲﾏｲｽﾞﾐﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1994 8
西北 今泉６号橋 ｲﾏｲｽﾞﾐﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1989 6
西北 今泉５号橋 ｲﾏｲｽﾞﾐｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1989 7
西北 今泉四号橋 ｲﾏｲｽﾞﾐﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1991 11
西北 今泉三号橋 ｲﾏｲｽﾞﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 1996 9
西北 舘岡３号橋 ﾀﾃｵｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 不明 3.3
西北 舘岡４号橋 ﾀﾃｵｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢蟹田線 不明 3.3
西北 一両橋 ｲﾁﾘｮｳﾊﾞｼ 青森五所川原線 1969 9
西北 高野１号 ﾀｶﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 3
西北 夕顔堰３号橋 ﾕｳｶﾞｵｾﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 2
西北 夕顔堰４号橋 ﾕｳｶﾞｵｾﾞｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 7
西北 駒田橋 ｺﾏﾀﾞﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1983 11
西北 高増１号橋 ﾀｶﾏｽｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 8
西北 高増２号橋 ﾀｶﾏｽﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 9
西北 高増３号橋 ﾀｶﾏｽｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 9
西北 高増橋 ﾀｶﾏｽﾊﾞｼ 五所川原岩木線 不明 11
西北 大俵１号橋 ｵｵﾀﾜﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 4
西北 大俵２号橋 ｵｵﾀﾜﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 5
西北 大俵３号橋 ｵｵﾀﾜﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 2
西北 五幾形１号橋 ｺﾞｷｶﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 2
西北 五幾形２号橋 ｺﾞｷｶﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 5
西北 新五幾形橋 ｼﾝｺﾞｷｶﾞﾀﾊﾞｼ 五所川原岩木線 1981 9
西北 三千石１号橋 ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 2
西北 三千石２号橋 ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 4
西北 三千石３号橋 ｻﾝｾﾞﾝｺﾞｸｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 3
西北 灰沼１号橋 ﾊｲﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 2
西北 灰沼２号橋 ﾊｲﾇﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 不明 4
西北 掛落林１号橋 ｶｹｵﾁﾊﾞﾔｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原岩木線 2017 7.2
西北 神山川橋 ｶﾐﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ 五所川原金木線 不明 4
西北 松野木橋 ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ 五所川原金木線 不明 6
西北 １号橋 ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原金木線 1978 5
西北 嘉瀬１号橋 ｶｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原金木線 不明 3
西北 嘉瀬２号橋 ｶｾﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原金木線 不明 4
西北 嘉瀬３号橋 ｶｾｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原金木線 不明 3
西北 梅田１号橋 ｳﾒﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五所川原黒石線 不明 6
西北 大俵１号 ｵｵﾀﾜﾗｲﾁｺﾞｳ 五所川原黒石線 不明 2
西北 高増２号橋 ﾀｶﾏｽﾆｺﾞｳｷｮｳ 五所川原黒石線 不明 4
西北 高増３号橋 ﾀｶﾏｽｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 五所川原黒石線 不明 5
西北 俵橋 ﾀﾜﾗﾊﾞｼ 五所川原黒石線 不明 9
西北 床橋 ﾄｺﾊﾞｼ 五所川原黒石線 不明 3
西北 深郷田橋 ﾌｺｳﾀﾞﾊﾞｼ 津軽中里停車場線 1969 13
西北 林橋 ﾊﾔｼﾊﾞｼ 菰槌木造線 1966 9
西北 朝日橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ 菰槌木造線 1978 5
西北 藤ヱ門橋 ﾄｳｴﾓﾝﾊﾞｼ 川除木造線 不明 3
西北 出精川橋 ｼｭｯｾｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 川除木造線 1959 8
西北 末広橋 ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ 川除木造線 1978 5
西北 沖１号 ｵｷｲﾁｺﾞｳ 七ツ館板柳線 不明 2
西北 胡桃館２号橋 ｸﾙﾐﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 七ツ館板柳線 不明 6
西北 瀬良沢１号橋 ｾﾗｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 持子沢鶴田線 不明 4
西北 瀬良沢２号橋 ｾﾗｻﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 持子沢鶴田線 不明 2
西北 山道橋 ﾔﾏﾐﾁﾊﾞｼ 持子沢鶴田線 1958 10
西北 むつ鶴田５号橋 ﾑﾂﾂﾙﾀｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 持子沢鶴田線 不明 5
西北 杉ノ沢１号橋 ｽｷﾞﾉｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 山田鶴田線 不明 3
西北 廻堰１号橋 ﾏﾜﾘｾﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 山田鶴田線 不明 8.5
西北 木筒１号橋 ｷﾂﾞﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 山田鶴田線 2008 14.7
西北 妙堂崎２号橋 ﾐｮｳﾄﾞｳｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 不明 4
西北 妙堂崎１号橋 ﾐｮｳﾄﾞｳｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 1972 12
西北 桑の木２号橋 ｸﾜﾉｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 不明 2.7
西北 水野尾橋 ﾐｽﾞﾉｵﾊﾞｼ 松野木姥萢線 1980 7
西北 稲実３号橋 ｲﾅﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 松野木姥萢線 不明 3
西北 姥萢２号橋 ｳﾊﾞﾔﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 松野木姥萢線 不明 2
西北 姥萢３号橋 ｳﾊﾞﾔﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 松野木姥萢線 不明 2
西北 島野橋 ｼﾏﾉﾊﾞｼ 松野木姥萢線 1971 8.3
西北 姥萢１号橋 ｳﾊﾞﾔﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 松野木姥萢線 不明 2
西北 山道１号橋 ﾔﾏﾐﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 胡桃館鶴田線 不明 2
西北 山道２号橋 ﾔﾏﾐﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 胡桃館鶴田線 不明 6
西北 新田子１号橋 ｼﾝﾀｯｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 胡桃館鶴田線 不明 3
西北 羽野木沢橋 ﾊﾉｷﾞｻﾜﾊﾞｼ 羽野木沢梅田線 不明 2
西北 中泊橋 ﾅｶﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ 沖飯詰五所川原線 不明 10
西北 古田川橋 ﾌﾙﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 林五所川原線 1968 8
西北 林橋 ﾊﾔｼﾊﾞｼ 林五所川原線 1966 10
西北 生田放橋 ｲｸﾀﾊﾞﾅｼﾊﾞｼ 林五所川原線 1967 10
西北 下出精川橋 ｼﾓｼｭｯｾｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 林五所川原線 1970 10
西北 山吹１号橋 ﾔﾏﾌﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 林五所川原線 不明 5
西北 川袋１号橋 ｶﾜﾌﾞｸﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 林五所川原線 不明 3
西北 勝川橋 ｶﾂｶﾜﾊﾞｼ 林五所川原線 1999 10
西北 種井１号橋 ﾀﾈｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 林五所川原線 不明 3
西北 勝川橋側道橋 ｶﾂｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 林五所川原線 1999 10
西北 山吹２号 ﾔﾏﾌﾞｷﾆｺﾞｳ 林五所川原線 不明 3.1
西北 大沢内１号橋 ｵｵｻﾜﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 富野大沢内停車場線 不明 3
西北 大沢内２号橋 ｵｵｻﾜﾅｲﾆｺﾞｳｷｮｳ 富野大沢内停車場線 不明 3



西北 下高根１号橋 ｼﾓﾀｶﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 富萢薄市線 不明 3
西北 喜良市１号橋 ｷﾗｲﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 喜良市嘉瀬停車場線 不明 3
西北 喜良市１号歩道橋 ｷﾗｲﾁｲﾁｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 喜良市嘉瀬停車場線 不明 5.5
西北 喜良市２号橋 ｷﾗｲﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 喜良市嘉瀬停車場線 不明 2
西北 喜良市２号歩道橋 ｷﾗｲﾁﾆｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 喜良市嘉瀬停車場線 不明 4.7
西北 嘉瀬１号橋 ｶｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 喜良市嘉瀬停車場線 不明 3
西北 常海橋２号橋 ｼﾞｮｳｶｲﾊﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ 五林平藤崎線 不明 2
西北 四ッ谷１号橋 ﾖﾂﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五林平藤崎線 不明 2
西北 滝井４号橋 ﾀｷｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 五林平藤崎線 不明 6
西北 舘野越橋 ﾀﾃﾉｺｼﾊﾞｼ 五林平藤崎線 不明 2
西北 舘野越１号橋 ﾀﾃﾉｺｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五林平藤崎線 不明 3
西北 宝寿橋 ﾎｳｼﾞｭﾊﾞｼ 神原中里線 1991 9
西北 横沢橋 ﾖｺｻﾞﾜﾊﾞｼ 太田藤崎線 不明 3
西北 西俣橋 ﾆｼﾏﾀﾊﾞｼ 米山菖蒲川線 1967 9
西北 東俣橋 ﾋｶﾞｼﾏﾀﾊﾞｼ 米山菖蒲川線 1989 10
西北 西俣橋側道橋 ﾆｼﾏﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 米山菖蒲川線 不明 13.6
西北 きよし橋 ｷﾖｼﾊﾞｼ 鶴泊停車場線 不明 2
西北 かんすけ橋 ｶﾝｽｹﾊﾞｼ 鶴泊停車場線 不明 4
西北 玉水１号橋 ﾀﾏﾐｽﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 木造停車場線 不明 6
西北 桑野木田２号橋 ｸﾜﾉｷﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 弘前柏線 不明 3.4
西北 桑野木田１号跨道橋 ｸﾜﾉｷﾀﾞｲﾁｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ 弘前柏線 2001 4.6
西北 桑野木田２号跨道橋 ｸﾜﾉｷﾀﾞﾆｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ 弘前柏線 2003 5.7
西北 境１号橋 ｻｶｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 鶴泊停車場胡桃館線 不明 9
西北 境６号橋 ｻｶｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 鶴泊停車場胡桃館線 不明 3
西北 古山田川橋 ﾌﾙﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 越水木造線 不明 8.1
西北 上相野橋 ｶﾐｱｲﾉﾊﾞｼ 稲盛千代町山田線 不明 3.9
西北 深味二号橋 ﾌｶﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ 大俵板柳停車場線 1972 6
西北 深味一号橋 ﾌｶﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 大俵板柳停車場線 1972 2
西北 銀嶺橋 ｷﾞﾝﾚｲﾊﾞｼ 大俵板柳停車場線 1972 5
西北 深味３号橋 ﾌｶﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 大俵板柳停車場線 不明 5
西北 五幾形１号橋 ｺﾞｷｶﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 大俵板柳停車場線 不明 5
上北 奥瀬１号橋 ｵｸｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 5
上北 奥瀬２号橋 ｵｸｾﾆｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 6
上北 奥瀬３号橋 ｵｸｾｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 2
上北 奥瀬４号橋 ｵｸｾﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 102号 1982 5
上北 瀬ノ岳橋 ｾﾉﾀﾞｹﾊﾞｼ 102号 不明 5.2
上北 獅子岩橋 ｼｼｲﾜﾊﾞｼ 102号 不明 3
上北 寒沢橋 ｶﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ 102号 1955 7
上北 尻辺山橋 ｼﾘﾍﾞﾔﾏﾊﾞｼ 102号 不明 5
上北 雲井橋 ｸﾓｲﾊﾞｼ 102号 1957 6
上北 屏風岩橋 ﾋﾞｮｳﾌﾞｲﾜﾊﾞｼ 102号 不明 3
上北 小惣辺橋 ｺｿｳﾍﾞﾊﾞｼ 102号 1959 11 R01年度 Ⅱ
上北 第三木久保橋 ﾀﾞｲｻﾝｷｸﾎﾊﾞｼ 102号 1935 3
上北 第四木久保橋 ﾀﾞｲﾖﾝｷｸﾎﾊﾞｼ 102号 不明 2
上北 焼山橋 ﾔｹﾔﾏﾊﾞｼ 102号 不明 2
上北 渕沢橋 ﾌﾁｻﾜﾊﾞｼ 102号 1970 11 R01年度 Ⅰ
上北 片貝沢１号橋 ｶﾀｶｲｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 102号 不明 3 R01年度 Ⅰ
上北 両泉寺橋 ﾘｮｳｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 102号 1970 13 R01年度 Ⅰ
上北 小沢口橋 ｵｻﾞﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ 102号 1970 8 R01年度 Ⅱ
上北 中野渡橋 ﾅｶﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ 102号 1937 12 R01年度 Ⅰ
上北 中掫橋 ﾁｭｳｾﾘﾊﾞｼ 102号 不明 4
上北 蓮沼橋 ﾚﾝﾇﾏﾊﾞｼ 103号 2013 4
上北 三景橋 ｻﾝｹｲﾊﾞｼ 103号 不明 5
上北 下猿倉２号橋 ｼﾓｻﾙｸﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3
上北 下猿倉橋 ｼﾓｻﾙｸﾗﾊﾞｼ 103号 1974 9 R01年度 Ⅱ
上北 蔦１号橋 ﾂﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3
上北 蔦２号橋 ﾂﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3
上北 蔦３号橋 ﾂﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3
上北 蔦４号橋 ﾂﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 2
上北 蔦橋 ﾂﾀﾊﾞｼ 103号 1968 14 R01年度 Ⅰ
上北 法量１号橋 ﾎｳﾘｮｳｲﾁﾎｳｷｮｳ 103号 1968 2
上北 法量２号橋 ﾎｳﾘｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3
上北 十和田１号橋 ﾄﾜﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 2
上北 十和田２号橋 ﾄﾜﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 103号 不明 3
上北 神田川橋 ｶﾝﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 103号 1935 4
上北 イタヤノ木１号橋 ｲﾀﾔﾉｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 4 R01年度 Ⅱ
上北 イタヤノ木２号橋 ｲﾀﾔﾉｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 3
上北 平橋 ﾀｲﾗﾊﾞｼ 279号 1974 6
上北 吹越橋 ﾌｯｺｼﾊﾞｼ 279号 1974 13 R01年度 Ⅱ
上北 泊川橋 ﾄﾏﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 不明 7
上北 第２雲雀平橋 ﾀﾞｲﾆﾋﾊﾞﾘﾀｲﾗﾊﾞｼ 279号 1974 7
上北 大明神橋 ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 279号 1987 7
上北 第１雲雀平橋 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾊﾞﾘﾀｲﾗﾊﾞｼ 279号 1974 7
上北 蟹田橋 ｶﾆﾀﾊﾞｼ 279号 1971 4
上北 干草橋 ﾋｸｻﾊﾞｼ 279号 2013 10
上北 豊栄平１号橋 ﾄﾖｻｶﾀｲﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 279号 2017 5 R01年度 Ⅰ
上北 泊川第１号橋 ﾄﾏﾘｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 279号 2017 5 R01年度 Ⅰ
上北 第１号函渠 ﾀﾞｲ1ｺﾞｳｶﾝｷｮ 279号 2012 5 R01年度 Ⅰ
上北 向田１号橋 ﾑｶｲﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 4.1 R01年度 Ⅰ
上北 鷹架一号橋 ﾀｶﾎｺ1ｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 10 R01年度 Ⅰ
上北 北川橋 ｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 2008 9
上北 平橋 ﾋﾗﾊﾞｼ 338号 1974 5
上北 出戸橋 ﾃﾞﾄﾊﾞｼ 338号 2012 5



上北 市柳１号橋 ｲﾁﾔﾅｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 2
上北 市柳橋 ｲﾁﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 338号 2013 4
上北 平沼橋 ﾋﾗﾇﾏﾊﾞｼ 338号 1970 8
上北 塩釜歩道橋 ｼｵｶﾞﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ 338号 不明 3
上北 織笠橋 ｵﾘｶｻﾊﾞｼ 338号 1953 3
上北 六川目橋 ﾑｶﾜﾒﾊﾞｼ 338号 不明 4
上北 浜通１号橋 ﾊﾏﾄﾞｵﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 4 R01年度 Ⅲ
上北 浜通２号橋 ﾊﾏﾄﾞｵﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 3
上北 五川目橋 ｲﾂｶﾜﾒﾊﾞｼ 338号 1953 4
上北 三川目橋 ﾐｶﾜﾒﾊﾞｼ 338号 不明 2 R01年度 Ⅱ
上北 二川目橋 ﾌﾀｶﾜﾒﾊﾞｼ 338号 1964 3
上北 根岸橋 ﾈｷﾞｼﾊﾞｼ 338号 不明 9
上北 平沼橋側道橋 ﾋﾗﾇﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 1970 8
上北 細谷１号橋 ﾎｿﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 2
上北 倉内２号橋 ｸﾗｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 8
上北 倉内１号橋 ｸﾗｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 3
上北 乙部橋 ｵﾄﾍﾞﾊﾞｼ 394号 1980 7 R01年度 Ⅱ
上北 保戸沢２号橋 ﾎﾄﾞｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 2 R01年度 Ⅱ
上北 保戸沢１号橋 ﾎﾄﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 2 R01年度 Ⅱ
上北 山舘９号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 8 R01年度 Ⅰ
上北 山舘８号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 9 R01年度 Ⅰ
上北 山舘７号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 5
上北 山舘６号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 2 R01年度 Ⅱ
上北 山舘５号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 2
上北 山舘４号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 2
上北 山舘３号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 5
上北 山舘２号橋 ﾔﾏﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 394号 不明 3
上北 第２五堂橋 ﾀﾞｲﾆｺﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ 394号 1963 3
上北 第２秋堂橋 ﾀﾞｲﾆｱｷﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1998 4
上北 第一木ノ下橋 ﾀﾞｲｲﾁｷﾉｼﾀﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1972 3
上北 大光寺橋 ﾀﾞｲｺｳｼﾞﾊﾞｼ 弘前平賀線 1999 19.3
上北 金谷橋 ｶﾈﾔﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1968 2
上北 小川原橋 ｵｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1993 3
上北 流川橋 ﾅｶﾞﾚｶﾜﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1960 7
上北 蒼前橋 ｿｳｾﾞﾝﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1960 11
上北 花向橋 ﾊﾅﾑｶｲﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1958 11 R01年度 Ⅱ
上北 花向歩道橋 ﾊﾅﾑｶｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 八戸野辺地線 1958 12.5
上北 大旗屋橋 ｵｵﾊﾀﾔﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1996 11 R01年度 Ⅰ
上北 大光寺堰橋 ﾀﾞｲｺｳｼﾞｾﾞｷﾊﾞｼ 八戸野辺地線 1971 3
上北 犬落瀬１号 ｲﾇｵﾄｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 三沢十和田線 不明 5
上北 月見橋 ﾂｷﾐﾊﾞｼ 八戸三沢線 1969 5
上北 舘野橋 ﾀﾃﾉﾊｼ 八戸三沢線 1993 3
上北 坪毛沢橋 ﾂﾎﾞｹｻﾜﾊﾞｼ 八戸三沢線 1962 6
上北 金矢橋 ｶﾅﾔﾊﾞｼ 三沢七戸線 1968 5 R01年度 Ⅲ
上北 大沢田３号橋 ｵｵｻﾜﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 三沢七戸線 不明 2
上北 新野呂子橋 ｼﾝﾉﾛｺﾊﾞｼ 三沢七戸線 1988 10
上北 笊田橋 ｻﾞﾙﾀﾊﾞｼ 三沢七戸線 1974 8 R01年度 Ⅱ
上北 坂立橋 ｻｶﾀﾞﾃﾊﾞｼ 横浜六ヶ所線 1983 12 R01年度 Ⅰ
上北 一枚橋 ｲﾁﾏｲﾊﾞｼ 横浜六ヶ所線 1962 5
上北 二又川橋 ﾌﾀﾏﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 横浜六ヶ所線 1975 5
上北 前川橋 ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ 東北横浜線 1985 4
上北 若狭橋 ﾜｶｻﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1978 10 R01年度 Ⅱ
上北 深持１号橋 ﾌｶﾓﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 4 R01年度 Ⅰ
上北 深持２号橋 ﾌｶﾓﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 不明 2
上北 増沢橋 ﾏｽｻﾞﾜﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1991 8 R01年度 Ⅰ
上北 石渡橋 ｲｼﾜﾀﾘﾊﾞｼ 青森田代十和田線 1992 9 R01年度 Ⅰ
上北 倉手１号橋 ｸﾗﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森田代十和田線 1995 4.1 R01年度 Ⅰ
上北 一本松橋 ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂﾊﾞｼ 十和田三戸線 不明 5 R01年度 Ⅰ
上北 大光寺橋 ﾀﾞｲｺｳｼﾞﾊﾞｼ 十和田三戸線 不明 5 R01年度 Ⅱ
上北 大光寺橋側道橋 ﾀﾞｲｺｳｼﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 十和田三戸線 不明 5
上北 平山橋 ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ 十和田三戸線 不明 4
上北 昇陽橋 ｼｮｳﾖｳﾊﾞｼ 十和田三戸線 1988 11 R01年度 Ⅰ
上北 第１上吉田橋 ﾀﾞｲｲﾁｶﾐﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ 五戸六戸線 1981 4
上北 沼ノ沢１号橋 ﾇﾏﾉｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 七戸十和田湖線 不明 2
上北 下川原橋 ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ 七戸十和田湖線 1960 9
上北 米沢１号橋 ﾖﾈｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五戸下田停車場線 1985 3
上北 舘橋 ﾀﾃﾊﾞｼ 戸来十和田線 1973 5
上北 高屋橋 ﾀｶﾔﾊﾞｼ 戸来十和田線 不明 4
上北 第２相坂溝橋 ﾀﾞｲﾆｵｵｻｶｺｳｷｮｳ 戸来十和田線 不明 11.5
上北 豊年溝橋 ﾎｳﾈﾝｺｳｷｮｳ 戸来十和田線 不明 6.2
上北 大浦２号橋 ｵｵｳﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ 上野十和田線 不明 2
上北 大浦１号橋 ｵｵｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 上野十和田線 不明 4
上北 小立崎橋 ｺﾀﾂｻﾞｷﾊﾞｼ 上野十和田線 1935 2
上北 三日市橋 ﾐｯｶｲﾁﾊﾞｼ 中ﾉ渡十和田線 1981 8 R01年度 Ⅰ
上北 赤沼１号橋 ｱｶﾇﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 中ﾉ渡十和田線 不明 2
上北 万内橋 ﾏﾝﾅｲﾊﾞｼ 切田五戸線 1968 12
上北 立崎橋 ﾀﾁｻﾞｷﾊﾞｼ 立崎洞内線 不明 3
上北 上立崎橋 ｶﾐﾀﾁｻﾞｷﾊﾞｼ 立崎洞内線 不明 3
上北 大沢田橋 ｵｵｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ 立崎洞内線 不明 3
上北 仏橋 ﾎﾄｹﾊﾞｼ 天ヶ森三沢線 不明 8 R01年度 Ⅱ
上北 上天ヶ森橋 ｶﾐｱﾏｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ 天ヶ森三沢線 不明 2
上北 天ヶ森橋 ｱﾏｶﾞﾓﾘﾊﾞｼ 天ヶ森三沢線 不明 8 R01年度 Ⅰ
上北 八幡橋 ﾔﾊﾀﾊﾞｼ 天ヶ森三沢線 1954 9



上北 淋代平１号橋 ｻﾋﾞｼﾛﾀﾞｲﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 天ヶ森三沢線 不明 5 R01年度 Ⅱ
上北 天間舘１号橋 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 乙供停車場中野線 不明 2 R01年度 Ⅱ
上北 天間舘２号橋 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 乙供停車場中野線 不明 2
上北 馬門橋 ﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ 泊陸奥横浜停車場線 1966 10
上北 横沢橋 ﾖｺｻﾞﾜﾊﾞｼ 泊陸奥横浜停車場線 2009 5
上北 桧川台山２号橋 ﾋﾉｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 泊陸奥横浜停車場線 不明 3
上北 桧川台山１号橋 ﾋﾉｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 泊陸奥横浜停車場線 1995 3
上北 桧川台山３号橋 ﾋﾉｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 泊陸奥横浜停車場線 1990 13 R01年度 Ⅰ
上北 桧川台山４号橋 ﾋﾉｷｶﾞﾜﾀﾞｲﾔﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 泊陸奥横浜停車場線 不明 3
上北 鷹架１号橋 ﾀｶﾎｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 尾駮有戸停車場線 不明 2
上北 折茂橋 ｵﾘﾓﾊﾞｼ 折茂上北町停車場線 1966 4
上北 第１折茂橋 ﾀﾞｲｲﾁｵﾘﾓﾊﾞｼ 折茂上北町停車場線 1965 3
上北 折茂新田１号橋 ｵﾘﾓﾆｯﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 折茂上北町停車場線 不明 3
上北 折茂新田２号橋 ｵﾘﾓﾆｯﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 折茂上北町停車場線 不明 3
上北 第３折茂橋 ﾀﾞｲｻﾝｵﾘﾓﾊﾞｼ 折茂上北町停車場線 不明 6 R01年度 Ⅲ
上北 七百橋 ｼﾁﾋｬｸﾊﾞｼ 折茂上北町停車場線 1976 7 R01年度 Ⅰ
上北 小菩提寺橋 ｼｮｳﾎﾞﾀﾞｲｼﾞﾊﾞｼ 折茂上北町停車場線 不明 2.5
上北 沼崎橋 ﾇﾏｻｷﾊﾞｼ 上野十和田線線 不明 2
上北 柳町橋 ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾊﾞｼ 米田六戸線 1990 13 R01年度 Ⅰ
上北 川原新田橋 ｶﾜﾊﾗﾆｯﾀﾊﾞｼ 米田六戸線 不明 3
上北 折茂１号橋 ｵﾘﾓｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 米田六戸線 不明 2
上北 犬落瀬１号橋 ｲﾇｵﾄｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 米田六戸線 不明 11 R01年度 Ⅲ
上北 名古木橋 ﾅｺｷﾊﾞｼ 米田六戸線 1953 7 R01年度 Ⅰ
上北 犬落瀬１号橋側道橋 ｲﾇｵﾄｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 米田六戸線 不明 11.5 R01年度 Ⅲ
上北 下吉田１号橋 ｼﾓﾖｼﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 柳町下田停車場線 不明 3
上北 本村橋 ﾓﾄﾑﾗﾊﾞｼ 柳町下田停車場線 2013 3
上北 上赤坂橋 ｶﾐｱｶｻｶﾊﾞｼ 柳町下田停車場線 不明 2
上北 下赤坂橋 ｼﾓｱｶｻｶﾊﾞｼ 柳町下田停車場線 不明 2
上北 天間館１号橋 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 3
上北 天間舘２号橋 ﾃﾝﾏﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 3
上北 石山橋 ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ 後平青森線 不明 4
上北 小坪橋 ｺﾂﾎﾞﾊﾞｼ 後平青森線 不明 5
上北 實橋 ﾐﾉﾘﾊﾞｼ 後平青森線 1962 12 R01年度 Ⅱ
上北 二戸の瀬橋 ﾆﾄﾉｾﾊﾞｼ 後平青森線 1987 14 R01年度 Ⅱ
上北 竹ノ沢橋 ﾀｹﾉｻﾜﾊﾞｼ 後平青森線 1983 8 R01年度 Ⅱ
上北 南天間舘１号橋 ﾐﾅﾐﾃﾝﾏﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 3
上北 上北鉱山１号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 1951 11
上北 上北鉱山２号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 1972 6
上北 上北鉱山３号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 2
上北 上北鉱山４号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 1969 8
上北 上北鉱山５号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 2
上北 上北鉱山６号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 1991 12 R01年度 Ⅱ
上北 上北鉱山７号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 2
上北 上北鉱山８号橋 ｶﾐｷﾀｺｳｻﾞﾝﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 後平青森線 不明 5
上北 馬門橋 ﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ 馬門野辺地線 1966 4
上北 近沢橋 ﾁｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 馬門野辺地線 不明 7
上北 新萠出橋 ｼﾝﾓﾀﾞｼﾊﾞｼ 水喰野辺地線 1984 10 R01年度 Ⅰ
上北 法量１号橋 ﾎｳﾘｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 青森十和田湖自転車道線 1968 2
上北 焼山小溪橋 ﾔｹﾔﾏｼｮｳｹｲﾊﾞｼ 青森十和田湖自転車道線 1987 14 R01年度 Ⅰ
下北 大間１号橋 ｵｵﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 5 R01年度 Ⅱ
下北 蛇浦橋 ﾍﾋﾞｳﾗﾊﾞｼ 279号 不明 6 R01年度 Ⅰ
下北 沢ノ黒橋 ｻﾜﾉｸﾛﾊﾞｼ 279号 1959 9 R01年度 Ⅱ
下北 沢ノ黒側道橋 ｻﾜﾉｸﾛｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1990 10 R01年度 Ⅰ
下北 根戸内橋 ﾈﾄﾅｲﾊﾞｼ 279号 2001 12 R01年度 Ⅰ
下北 根戸内側道橋 ﾈﾄﾅｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 279号 1990 10 R01年度 Ⅱ
下北 夕立橋 ﾕｳﾀﾞﾁﾊﾞｼ 279号 1958 4 R01年度 Ⅱ
下北 小田陰橋 ｵﾀﾞｶｹﾞﾊﾞｼ 279号 1963 4 R01年度 Ⅱ
下北 杉乃尻橋 ｽｷﾞﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ 279号 1987 13 R01年度 Ⅱ
下北 長瀬橋 ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ 279号 1955 5 R01年度 Ⅱ
下北 桑畑橋 ｸﾜﾊﾞﾀﾊﾞｼ 279号 1956 12 R01年度 Ⅱ
下北 三崎橋 ﾐｻｷﾊﾞｼ 279号 1963 5 R01年度 Ⅱ
下北 佐久間橋 ｻｸﾏﾊﾞｼ 279号 1956 4 R01年度 Ⅱ
下北 焼山橋 ﾔｷﾔﾏﾊﾞｼ 279号 2000 10 R01年度 Ⅱ
下北 焼山１号橋 ﾔｷﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 2 R01年度 Ⅱ
下北 玉江橋 ﾀﾏｴﾊﾞｼ 279号 1963 5 R01年度 Ⅰ
下北 入江橋 ｲﾘｴﾊﾞｼ 279号 1956 4 R01年度 Ⅰ
下北 大川尻橋 ｵｵｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ 279号 1963 7 R01年度 Ⅱ
下北 日和橋 ﾋﾖﾘﾊﾞｼ 279号 1956 6 R01年度 Ⅲ
下北 東向滝橋 ﾋｶﾞｼﾑｶｲﾀｷﾊﾞｼ 279号 1934 2 R01年度 Ⅱ
下北 下風呂１号橋 ｼﾓﾌﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 3 R01年度 Ⅱ
下北 温泉橋 ｵﾝｾﾝﾊﾞｼ 279号 1939 4 R01年度 Ⅱ
下北 畑尻１号橋 ﾊﾀｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 3 R01年度 Ⅱ
下北 佐助川１号橋 ｻｽｹｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 3 R01年度 Ⅱ
下北 佐助川２号橋 ｻｽｹｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 3 R01年度 Ⅲ
下北 佐助川３号橋 ｻｽｹｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 2 R01年度 Ⅱ
下北 大沢橋 ｵｵｻﾜﾊﾞｼ 279号 不明 5 R01年度 Ⅲ
下北 鷲乃巣橋 ﾜｼﾉｽﾊﾞｼ 279号 1958 5
下北 三右エ門橋 ｻﾝｴﾓﾝﾊﾞｼ 279号 1956 6 R01年度 Ⅱ
下北 清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 279号 1958 6 R01年度 Ⅲ
下北 赤石橋 ｱｶｲｼﾊﾞｼ 279号 1958 7 R01年度 Ⅱ
下北 砂鉄橋 ｻﾃﾂﾊﾞｼ 279号 1962 5 R01年度 Ⅰ
下北 二枚橋 ﾆﾏｲﾊﾞｼ 279号 1958 8 R01年度 Ⅲ
下北 駒込橋 ｺﾏｺﾞﾒﾊﾞｼ 279号 不明 2 R01年度 Ⅰ



下北 大畑２号橋 ｵｵﾊﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 2 R01年度 Ⅱ
下北 長土橋 ﾁｮｳﾄﾞﾊﾞｼ 279号 不明 2 R01年度 Ⅲ
下北 汐橋 ｼｵﾊﾞｼ 279号 不明 3 R01年度 Ⅱ
下北 正津川３号橋 ｼｮｳﾂﾞｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 2 R01年度 Ⅱ
下北 手洗橋（関根１号） ﾃｱﾗｲﾊﾞｼ 279号 1932 3 R01年度 Ⅱ
下北 女舘１号橋 ｵﾝﾅﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 3 R01年度 Ⅰ
下北 大曲橋 ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ 279号 不明 3 R01年度 Ⅱ
下北 中川橋（大曲２号） ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 不明 3 R01年度 Ⅱ
下北 赤川橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1971 7 R01年度 Ⅲ
下北 金谷沢１号橋 ｶﾅﾔｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 279号 不明 2 R01年度 Ⅱ
下北 奥内橋 ｵｸﾅｲﾊﾞｼ 279号 不明 2 R01年度 Ⅱ
下北 中道橋 ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ 279号 1990 13.5 R01年度 Ⅱ
下北 近川橋 ﾁｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 279号 1981 13.6 R01年度 Ⅰ
下北 二枚橋側道橋 ﾆﾏｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 279号 不明 10 R01年度 Ⅱ
下北 おもいで橋 ｵﾓｲﾃﾞﾊﾞｼ 279号 不明 14
下北 石上１号橋 イシガミ１ゴウキョウ 279号 不明 2.5 R01年度 Ⅱ
下北 新釜橋（赤石橋） ｼﾝｶﾏﾊﾞｼｱｶｲｼﾊﾞｼ 338号 1972 7
下北 たかはし橋 ﾀｶﾊｼﾊﾞｼ 338号 不明 3
下北 さかき橋 ｻｶｷﾊﾞｼ 338号 不明 4
下北 原田橋 ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ 338号 1959 14
下北 黒岩橋 ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ 338号 1977 5
下北 願掛橋 ｶﾞﾝｶｹﾊﾞｼ 338号 1969 6
下北 釜谷橋 ｶﾏﾔﾊﾞｼ 338号 1983 5
下北 滝の沢橋 ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ 338号 1989 7
下北 上牛滝橋 ｶﾐｳｼﾀｷﾊﾞｼ 338号 1986 13
下北 舘越橋 ﾀﾃｺｼﾊﾞｼ 338号 1965 14
下北 勝ノ木橋 ｶﾂﾉｷﾊﾞｼ 338号 1968 4
下北 辰内橋 ﾀﾂﾅｲﾊﾞｼ 338号 不明 2
下北 ヌイド橋 ﾇｲﾄﾞﾊﾞｼ 338号 1971 3
下北 口広橋 ｸﾁﾋﾛﾊﾞｼ 338号 1987 13
下北 深石橋 ﾌｶｲｼﾊﾞｼ 338号 1956 5
下北 小沢橋 ｵｻﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1972 13
下北 田ノ頭橋 ﾀﾉｶﾞｼﾗﾊﾞｼ 338号 不明 3
下北 中の橋 ﾅｶﾉﾊﾞｼ 338号 1962 5
下北 目倉川橋 ﾒｸﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1969 7
下北 貝田橋 ｶｲﾀﾞﾊﾞｼ 338号 1969 4
下北 葛沢橋 ｸｽﾞｻﾜﾊﾞｼ 338号 1993 8
下北 熊野川橋 ｸﾏﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1981 11
下北 高野川橋 ﾀｶﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1962 14
下北 田野沢橋 ﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ 338号 1966 12
下北 袰川１号橋 ﾎﾛｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 2
下北 袰川２号橋 ﾎﾛｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 3
下北 戸澤橋 ﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1983 12
下北 袰川橋 ﾎﾛｶﾜﾊﾞｼ 338号 1967 7
下北 梅ノ木橋 ｳﾒﾉｷﾊﾞｼ 338号 1969 4
下北 梅田橋 ｳﾒﾊﾞﾊﾞｼ 338号 1967 5
下北 梅田側道橋 ｳﾒﾀﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 1998 7
下北 羽立橋 ﾊﾀﾞﾁﾊﾞｼ 338号 不明 4
下北 近沢橋 ﾁｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 338号 不明 3
下北 一里越橋 ｲﾁﾘｺﾞｴﾊﾞｼ 338号 1970 12
下北 角田橋（泉沢１号） ｶｸﾀﾊﾞｼ 338号 不明 2
下北 佐川橋（泉沢２号） ｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 不明 5
下北 城ヶ沢橋 ｼﾞｮｳｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 338号 1968 5
下北 宇曽利川橋 ｳｿﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1979 10
下北 宇曽利川歩道橋 ｳｿﾘｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 1998 12
下北 桜木１号橋（真田橋） ｻｸﾗｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 1935 4
下北 大湊１号橋 ｵｵﾐﾅﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 9
下北 小松野川橋 ｺﾏﾂﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1983 7.9
下北 小松野川側道橋 ｺﾏﾂﾉｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 不明 7
下北 小荒川橋 ｺｱﾗｶﾜﾊﾞｼ 338号 1931 7
下北 小荒川側道橋 ｺｱﾗｶﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 不明 7
下北 荒川橋 ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ 338号 1962 6.9
下北 三本松橋（朝日１号） ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾊﾞｼ 338号 1936 4
下北 横迎橋（田名部１号） ﾖｺﾉﾍﾞﾊﾞｼ 338号 不明 5
下北 下田屋１号橋 ｼﾓﾀﾞﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 3
下北 上田屋１号橋 ｳｴﾀﾞﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 2
下北 横流橋 ﾖｺﾅｶﾞﾚﾊﾞｼ 338号 1972 2
下北 沢内１号橋 ｻﾜﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 3.7
下北 沢内橋 ｻﾜﾅｲﾊﾞｼ 338号 1972 6
下北 蛙谷地橋 ﾋﾞｯｷﾔﾁﾊﾞｼ 338号 1987 9
下北 見知川山１号橋 ﾐｼﾘｶﾞﾜﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 338号 不明 3
下北 新町橋（小松野川橋） ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼｺﾏﾂﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 338号 1981 5
下北 大荒川橋 ｵｵｱﾗｶﾜﾊﾞｼ 338号 1981 14
下北 大沢川橋 ｵｵｻﾜｶﾜﾊﾞｼ 338号 不明 9.2
下北 黒岩橋側道橋 ｸﾛｲﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 不明 7.8
下北 荒川橋側道橋 ｱﾗｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 338号 不明 7.5
下北 二股橋 ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1973 7
下北 円山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1969 7
下北 三途川橋 ｻﾝｽﾞﾉｶﾜﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1969 12
下北 左股沢橋 ﾋﾀﾞﾘﾏﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 13
下北 ナメカワ沢橋 ﾅﾒｶﾜｻﾜﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 11
下北 温の沢橋 ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1985 12
下北 楢の木沢橋 ﾅﾗﾉｷｻﾜﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1985 12



下北 糸魚淵橋 ｲﾄｳﾌﾁﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1991 6
下北 葉色沢橋 ﾊｲﾛｻﾞﾜﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1967 10
下北 小目名橋 ｺﾒﾅﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 不明 2
下北 金山橋 ｶﾅﾔﾏﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1993 13
下北 １号橋 ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ むつ恐山公園大畑線 不明 5
下北 佐渡橋 ｻﾜﾀﾘﾊﾞｼ むつ恐山公園大畑線 1998 8
下北 休屋橋 ﾔｽﾐﾔﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 1973 7
下北 木戸橋 ｷﾄﾞﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 不明 4
下北 目名２号橋 ﾒﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ むつ尻屋崎線 不明 3
下北 岩屋１号橋 ｲﾜﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ むつ尻屋崎線 不明 4
下北 水車橋 ｽｲｼｬﾊﾞｼ むつ尻屋崎線 2012 4
下北 木戸橋側道橋 ｷﾄﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ むつ尻屋崎線 不明 7
下北 目名２号橋側道橋 ﾒﾅﾆｺﾞｳｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ むつ尻屋崎線 不明 3.5
下北 ミワ橋 ﾐﾜﾊﾞｼ むつ東通線 1971 2
下北 滝野澤橋 ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ むつ東通線 1958 9
下北 一切沢橋 ｲﾁｷﾘｻﾜﾊﾞｼ むつ東通線 不明 4
下北 三の渡橋 ｻﾝﾉﾜﾀﾘﾊｼ むつ東通線 1997 13
下北 雷門橋 ﾗｲﾓﾝﾊﾞｼ むつ東通線 1971 2.7
下北 田尻橋 ﾀｼﾞﾘﾊﾞｼ 川内佐井線 1973 3
下北 新安部城橋 ｼﾝｱﾍﾞｼﾛﾊﾞｼ 川内佐井線 1986 13
下北 鍵掛沢橋（安部城１号） ｶｷﾞｶｹｻﾞﾜﾊﾞｼ 川内佐井線 不明 11
下北 新田１号橋（安部城２号） ﾆｲﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 川内佐井線 不明 3
下北 高野山１号橋（安部城３号） ﾀｶﾉﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 川内佐井線 1962 6.1
下北 湯ノ川山２号橋（畑１号） ﾕﾉｶﾜﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 川内佐井線 不明 4
下北 湯ノ川山３号橋（畑２号） ﾕﾉｶﾜﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 川内佐井線 不明 4
下北 笹端橋 ｻｻﾊﾞﾀﾊﾞｼ 川内佐井線 不明 4
下北 下重兵衛橋 ｼﾓｼﾞｭｳﾍﾞｴﾊﾞｼ 川内佐井線 1967 5
下北 湯ノ川越一号橋 ﾕﾉｶﾜｺﾞｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 川内佐井線 不明 3.8
下北 滝ノ沢橋 ﾀｷﾉｻﾜﾊﾞｼ 川内佐井線 不明 2
下北 クソピリ橋 ｸｿﾋﾞﾘﾊﾞｼ 川内佐井線 1996 8
下北 黒沢橋 ｸﾛｻﾜﾊﾞｼ 川内佐井線 1983 13
下北 岩澤橋 ｲﾜｻﾜﾊﾞｼ 川内佐井線 1958 9
下北 小木田橋 ｺｷﾞﾀﾊﾞｼ 尻労袰部線 1969 5
下北 長坂橋 ﾅｶﾞｻｶﾊﾞｼ 長坂大湊線 1966 11
下北 落野沢橋 ｵﾁﾉｻﾜﾊﾞｼ 長坂大湊線 不明 3
下北 九艘泊橋 ｸｿﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 1969 7
下北 芋田橋 ｲﾓﾀﾞﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 不明 4
下北 芋田２号橋 ｲﾓﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 九艘泊脇野沢線 不明 2
下北 蛸田沢橋 ﾀｺﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 1999 6
下北 エビス橋 ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 不明 3
下北 瀬野橋 ｾﾉﾊﾞｼ 九艘泊脇野沢線 1991 11
下北 猿ヶ森１号橋 ｻﾙｶﾞﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 尻労小田野沢線 不明 2
下北 下田代橋 ｼﾓﾀｼﾛﾊﾞｼ 尻労小田野沢線 1996 11
下北 栄橋 ｻｶｴﾊﾞｼ 長後川内線 1990 10
下北 潟貝橋 ｶﾀｶｲﾊﾞｼ 長後川内線 1981 14
下北 川内ダム１号橋 ｶﾜｳﾁﾀﾞﾑｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 長後川内線 不明 2
下北 鏡橋 ｶｶﾞﾐﾊﾞｼ 赤川停車場線 不明 2
下北 田名部町橋（田尻橋） ﾀﾅﾌﾞﾏﾁﾊﾞｼﾀｼﾞﾘﾊﾞｼ 田名部停車場線 1990 3
下北 古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ 海老川新町線 1998 2.5
下北 奥薬研２号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 7
下北 奥薬研４号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 12
下北 奥薬研５号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 12
下北 奥薬研７号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 8
下北 奥薬研８号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 12
下北 奥薬研９号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 12
下北 奥薬研１０号橋 ｵｸﾔｹﾞﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ 薬研佐井線 不明 7
下北 荒沢橋 ｱﾗｻﾜﾊﾞｼ 薬研佐井線 不明 6
下北 白土橋 ﾊｸﾄﾞﾊﾞｼ 薬研佐井線 不明 5
鰺ヶ沢芦川堰橋 ｱｼｶﾜｾﾞｷﾊﾞｼ 101号 1965 3 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢１号橋 ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 1978 3 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢４号橋 ﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 101号 1969 3 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢５号橋 ｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 101号 1969 4 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢７号橋 ﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 101号 1969 7 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢８号橋 ﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 1969 5 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢１１号橋 ｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 4 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢漆館橋 ｳﾙｼﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 1971 10 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢森田１号 ﾓﾘﾀｲﾁｺﾞｳ 101号 1988 2 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢大館１号橋 ｵｵﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 1988 3 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢森田跨道橋 ﾓﾘﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1984 7.5 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢蒲生１号 ｶﾞﾓｳｲﾁｺﾞｳ 101号 1981 5.8
鰺ヶ沢赤石町３号 ｱｶｲｼﾏﾁｻﾝｺﾞｳ 101号 2002 4.9
鰺ヶ沢桜沢橋 ｻｸﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ 101号 2001 13.2 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢江沢橋 ｴｻﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1971 4 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢上江沢橋 ｶﾐｴｻﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1963 3
鰺ヶ沢濁川橋 ﾆｺﾞﾘｶﾜﾊﾞｼ 101号 1966 7
鰺ヶ沢追立橋 ｵｲﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 不明 3
鰺ヶ沢田野沢橋 ﾀﾉｻﾜﾊﾞｼ 101号 不明 7
鰺ヶ沢深沢橋 ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1969 3 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢小舟川橋 ｺﾌﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1968 8 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢大舟川橋 ｵｵﾌﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1968 5 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢貝良木橋 ｶｲﾗｷﾞﾊﾞｼ 101号 1969 6
鰺ヶ沢小浜館橋 ｺﾊﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 1969 4
鰺ヶ沢浜館橋 ﾊﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 1968 5 R01年度 Ⅱ



鰺ヶ沢浜館２号橋 ﾊﾏﾀﾞﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 101号 1968 3.8 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢オシャッコ橋 ｵｼｬｯｺﾊﾞｼ 101号 1968 8 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢ドロッコプ橋 ﾄﾞﾛｯｺﾌﾟﾊﾞｼ 101号 1968 6 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢黒崎橋 ｸﾛｻｷﾊﾞｼ 101号 1970 10 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢塩見崎１号橋 ｼｵﾐｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 4 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢白糸橋 ｼﾗｲﾄﾊﾞｼ 101号 不明 4
鰺ヶ沢小広戸橋 ｺﾋﾛﾄﾊﾞｼ 101号 1962 13
鰺ヶ沢小広戸側道橋 ｺﾋﾛﾄｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1962 13 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢新廣戸側道橋 ｼﾝﾋﾛﾄｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1990 13 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢古川橋 ｺｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1970 4
鰺ヶ沢古川橋側道橋 ｺｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1992 4 R01年度 Ⅰ
鰺ヶ沢深浦橋 ﾌｶｳﾗﾊﾞｼ 101号 1971 6
鰺ヶ沢中沢橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1970 14
鰺ヶ沢横磯１号橋 ﾖｺｲｿｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 1971 2
鰺ヶ沢玉坂橋 ﾀﾏｻｶﾊﾞｼ 101号 1967 7 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 101号 1967 7 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢脇野沢橋 ﾜｷﾉｻﾜﾊﾞｼ 101号 1965 14 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢泥川橋 ﾄﾞﾛｶﾜﾊﾞｼ 101号 1960 8 R01年度 Ⅲ
鰺ヶ沢浜館橋 ﾊﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 1968 10
鰺ヶ沢下浜松橋 ｼﾓﾊﾏﾀﾞﾃﾊﾞｼ 101号 1968 5 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢大峰川橋 ｵｵﾐﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ 101号 1971 10
鰺ヶ沢間ノ沢橋 ﾏﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ 101号 不明 7
鰺ヶ沢釜屋沢橋 ｶﾏﾔｻﾜﾊﾞｼ 101号 1974 10 R01年度 Ⅱ
鰺ヶ沢熊野沢橋 ｸﾏﾉｻﾜﾊﾞｼ 101号 1955 2
鰺ヶ沢中ノ澗１号橋 ﾅｶﾉﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2
鰺ヶ沢木蓮寺１号橋 ﾓｸﾚﾝｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2
鰺ヶ沢舞戸橋 ﾏｲﾄﾊﾞｼ 101号 1981 3.8
鰺ヶ沢驫木跨道橋 ﾄﾄﾞﾛｷｺﾄﾞｳｷｮｳ 101号 2007 4.3
鰺ヶ沢大間越跨道橋 ｵｵﾏｺﾞｼｺﾄﾞｳｷｮｳ 101号 1974 8.3
鰺ヶ沢木蓮寺２号橋 ﾓｸﾚﾝｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 101号 不明 2.4
鰺ヶ沢下派立橋 ｼﾓﾊﾀﾞﾁ 屏風山内真部線 1988 14
鰺ヶ沢尻無川橋 ｼﾘﾅｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 2015 6.7
鰺ヶ沢大和田川橋 ｵｵﾜﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 7.8
鰺ヶ沢天狗橋 ﾃﾝｸﾞﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1950 2
鰺ヶ沢白沢橋 ｼﾗｻﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1956 5
鰺ヶ沢滝淵橋 ﾀｷﾌﾁﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1962 13
鰺ヶ沢横沢橋 ﾖｺｻﾞﾜﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 2004 12
鰺ヶ沢中村１号橋 ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 弘前岳鰺ヶ沢線 不明 3
鰺ヶ沢山下橋 ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ 弘前岳鰺ヶ沢線 1982 12
鰺ヶ沢梵城橋 ﾎﾞﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1992 12
鰺ヶ沢寺沢１号橋 ﾃﾗｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 岩崎西目屋弘前線 1988 2
鰺ヶ沢石森橋 ｲｼﾓﾘﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1993 3
鰺ヶ沢錦橋 ﾆｼｷﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1993 13
鰺ヶ沢穴門橋 ｱﾅﾓﾝﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 2001 8
鰺ヶ沢草湯橋 ｸｻﾕﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1995 7
鰺ヶ沢白滝橋 ｼﾗﾀｷﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1995 4
鰺ヶ沢猿見橋 ｻﾙﾐﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1996 13
鰺ヶ沢白藤橋 ｼﾗﾌｼﾞﾊﾞｼ 岩崎西目屋弘前線 1994 10
鰺ヶ沢南追良瀬山１号橋 ﾐﾅﾐｵｲﾗｾﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 岩崎西目屋弘前線 不明 10
鰺ヶ沢東赤石山２号橋 ﾋｶﾞｼｱｶｲｼﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 岩崎西目屋弘前線 不明 3
鰺ヶ沢上鳴沢橋 ｶﾐﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ 岩木山環状線 1990 5
鰺ヶ沢一本杉ボックス ｲｯﾎﾟｽｷﾞﾎﾞｯｸｽ 岩木山環状線 不明 5.8
鰺ヶ沢徳明橋 ﾄｸﾒｲﾊﾞｼ 岩木山環状線 1965 10.5
鰺ヶ沢上古田川橋 ｶﾐﾌﾙﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 弘前柏線 2003 2
鰺ヶ沢狄ヶ館橋 ｴｿﾞｶﾞﾀﾞﾃﾊﾞｼ 長平町森田線 1995 10
鰺ヶ沢猫渕橋 ﾈｺﾌﾞﾁﾊﾞｼ 山田鶴田線 不明 10
鰺ヶ沢桑の木１号橋 ｸﾜﾉｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 不明 4
鰺ヶ沢下古川跨道橋 ｼﾓｺｶﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 1988 7
鰺ヶ沢金田１号橋 ｶﾈﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 1991 3
鰺ヶ沢鷲坂１号橋 ﾜｼｻｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 1988 3
鰺ヶ沢鷲坂２号橋 ﾜｼｻｶﾆｺﾞｳｷｮｳ 妙堂崎五所川原線 1988 2
鰺ヶ沢再賀橋 ｻｲｶﾞﾊﾞｼ 豊川舘岡線 2003 5
鰺ヶ沢古再賀橋 ﾌﾙｻｲｶﾞﾊﾞｼ 豊川舘岡線 2005 8
鰺ヶ沢兼館１号橋 ｶﾈﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 再賀木造線 不明 2
鰺ヶ沢石沢橋 ｲｼｻﾞﾜﾊﾞｼ 出来島丸山線 1983 2
鰺ヶ沢妙堂橋 ﾐｮｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 桑野木田南広森線 1978 3
鰺ヶ沢古山田橋 ﾌﾙﾔｱﾀﾞﾊﾞｼ 桑野木田南広森線 1967 14
鰺ヶ沢三ッ館１号橋 ﾐﾂﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 越水木造線 不明 6
鰺ヶ沢福原橋（妙堂橋） ﾌｸﾊﾗﾊﾞｼﾐｮｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 越水木造線 不明 12
鰺ヶ沢菊川１号橋 ｷｸｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 越水木造線 不明 5
鰺ヶ沢柴田１号橋 ｼﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 越水木造線 不明 3
鰺ヶ沢柴田２号橋 ｼﾊﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ 越水木造線 不明 5
鰺ヶ沢中館１号橋 ﾅｶﾀﾞﾃｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 越水木造線 不明 3
鰺ヶ沢中館橋 ﾅｶﾀﾞﾃﾊﾞｼ 越水木造線 1970 8
鰺ヶ沢木造１号橋 ｷﾂﾞｸﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 越水木造線 不明 6
鰺ヶ沢しんせい１号橋 ｼﾝｾｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 富萢薄市線 不明 6.9
鰺ヶ沢恩愛橋（小森３号） ｵﾝｱｲﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1988 8
鰺ヶ沢南金沢橋 ﾐﾅﾐｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ 松代町陸奥赤石停車場線 1964 12
鰺ヶ沢目内崎１号橋 ﾒﾅｲｻﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 松代町陸奥赤石停車場線 1968 2
鰺ヶ沢館前町１号橋 ﾀﾃﾏｴﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 松代町陸奥赤石停車場線 1999 3
鰺ヶ沢深谷１号橋 ﾌｶﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 松代町陸奥赤石停車場線 2000 13
鰺ヶ沢深谷２号橋 ﾌｶﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ 松代町陸奥赤石停車場線 1963 10
鰺ヶ沢種里１号橋 ﾀﾈｻﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 不明 3



鰺ヶ沢一ッ森６号橋 ﾋﾄﾂﾓﾘﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 1993 2
鰺ヶ沢一ッ森７号橋 ﾋﾄﾂﾓﾘﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 1993 5
鰺ヶ沢一ッ森２号橋 ﾋﾄﾂﾓﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 不明 5
鰺ヶ沢一ッ森３号橋 ﾋﾄﾂﾓﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 不明 4
鰺ヶ沢石動１号橋 ｲｽﾙｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 種里町柳田線 不明 6
鰺ヶ沢柳田橋 ﾔﾅｷﾞﾀﾊﾞｼ 種里町柳田線 1957 6
鰺ヶ沢旧丸山橋 ｷｭｳﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 岩崎深浦線 1946 6
鰺ヶ沢岩崎１号橋 ｲﾜｻｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 岩崎深浦線 不明 2
鰺ヶ沢岩崎２号橋 ｲﾜｻｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 岩崎深浦線 不明 2
鰺ヶ沢岩崎３号橋 ｲﾜｻｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 岩崎深浦線 不明 3
鰺ヶ沢湯ノ沢橋 ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 岩崎深浦線 不明 6
鰺ヶ沢旧六角澤橋 ｷｭｳﾛｯｶｸｻﾞﾜﾊﾞｼ 岩崎深浦線 1957 9.6
鰺ヶ沢オオノ橋 ｵｵﾉﾊﾞｼ 稲盛千代町山田線 1956 4
鰺ヶ沢シロウ橋 ｼﾛｳﾊﾞｼ 稲盛千代町山田線 不明 9
鰺ヶ沢シロウ歩道橋 ｼﾛｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 稲盛千代町山田線 不明 8
鰺ヶ沢中田１号橋 ﾅｶﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 稲盛千代町山田線 不明 3
鰺ヶ沢中田橋 ﾅｶﾀﾊﾞｼ 稲盛千代町山田線 不明 7
鰺ヶ沢外馬屋橋 ｿﾄｳﾏﾔﾊﾞｼ 鳴沢停車場線 1972 2
鰺ヶ沢舞戸１号橋 ﾏｲﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 鰺ヶ沢停車場線 不明 3
鰺ヶ沢山田橋 ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 山田鯵ヶ沢線 1934 4
鰺ヶ沢床舞橋 ﾄｺﾏｲﾊﾞｼ 山田鯵ヶ沢線 不明 4
鰺ヶ沢大舘橋 ｵｵﾀﾞﾃﾊﾞｼ 山田鯵ヶ沢線 1956 8
鰺ヶ沢大舘側道橋 ｵｵﾀﾞﾃｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 山田鯵ヶ沢線 1972 8
鰺ヶ沢下萢橋 ｼﾓﾔﾁﾊﾞｼ 山田鯵ヶ沢線 不明 3
鰺ヶ沢日暮橋 ﾋｸﾞﾚﾊﾞｼ 十二湖公園線 2001 14


