
架設年次 橋長 幅員

（西暦） （m） （m） 実施年度 判定区分 初見等

清水沼橋 ｼﾐｽﾞﾇﾏﾊﾞｼ 大巻北線 不明 11.8 5.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：Ａ１橋台にひびわれ
その他：路面舗装異常

中道橋 ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ 南形五郎兵衛堰５号線 不明 9.2 6.0 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

出向２号橋 ｲﾃﾞﾑｶｲﾆｺﾞｳｷｮｳ 今宿福地中央線 1994 10.5 11.9 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：漏水・滞水
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆の剥離・鉄筋露出

樽見内蛭野線５号橋 ﾀﾙﾐﾅｲﾋﾙﾉｾﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 樽見内蛭野線 不明 9.5 5.5 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：漏水・滞水
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵腐食・変形・欠損

出向３号橋 ｲﾃﾞﾑｶｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 今宿中島線 不明 10.5 5.9 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆の剥離・鉄筋露出

戸波橋 ﾄﾅﾐﾊﾞｼ 羽場戸波線 1971 188.0 5.7 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
床板：遊離石灰を伴うひびわれ
下部構造：P4橋脚に剥離・鉄筋露出
支承部：沓座モルタルの欠損
その他：地覆の剥離・鉄筋露出

落合橋 ｵﾁｱｲﾊﾞｼ 川原百万刈線 1972 59.9 8.3 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁・横桁：腐食、床板：遊離石灰を伴うひびわ
れ、下部構造：P1橋脚にひびわれ、支承部：沓座
モルタルのうき、その他：地覆の剥離・鉄筋露出

オホン清水橋 ｵﾎﾝｼﾐｽﾞﾊｼ 萱原般若寺線 1972 36.4 4.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁・横桁：腐食
床板：ひびわれ、鉄筋露出
下部構造：P2橋脚にひびわれ
支承部：劣化、その他：防護柵破断

川口橋 ｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ 川口線 1977 34.8 7.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：地覆の剥離・鉄筋露出

清水町橋 ｼﾐｽﾞﾏﾁﾊｼ 黒川田ノ植線 1972 34.3 6.3 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P1橋脚にひびわれ
その他：地覆にうき

大戸川橋 ｵｵﾄﾞｶﾜﾊﾞｼ 条里跡般若寺線 2017 35.4 12.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：P1橋脚にひびわれ

新城橋 ﾆｲｼﾞｮｳﾊｼ 新城線 1973 22.0 4.6 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P2橋脚にひびわれ
その他：添架物設置架台の腐食

木戸口橋 ｷﾄﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ 阿気西丁線 1972 27.5 6.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P1橋脚にうき

畑中橋 ﾊﾀﾅｶﾊｼ 般若寺下福田線 1972 27.4 4.5 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P1橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：地覆にうき

郷口橋 ｺﾞｳｸﾁﾊｼ 郷口新城下線 1973 22.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P2橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵破断

大堰端２号橋 ｵｵｾｷﾊﾞﾀﾆｺﾞｳﾊｼ 大堰端宮表線 1973 29.3 4.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P2橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：地覆の剥離・鉄筋露出

本田堰橋 ﾎﾝﾀﾞｾﾞｷﾊｼ 四ツ屋西新城線 1974 22.0 6.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P2橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：排水施設の腐食・変形・欠損

油川１号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 田村浜道線 1974 20.7 3.7 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露
出、下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出、支承
部：腐食、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大宮川２号橋 ｵｵﾐﾔｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 六町大上橋線 1974 20.6 3.7 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁・横桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露出、下部
構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出、支承部：ゆる
み・脱落、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大宮川１号橋 ｵｵﾐﾔｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 阿気公園線 1974 20.6 3.7 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露
出、下部構造：A1橋台に漏水・滞水、支承部：腐
食、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

油川３号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 河川公園線 1974 20.5 4.7 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：遊離石灰に伴う
ひびわれ、下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出、
支承部：腐食、その他：路面に剥離・鉄筋露出

油川４号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 牛中島線 1974 20.4 3.7 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露
出、下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出、支承
部：腐食、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

油川５号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 中島乗阿気線 1974 19.5 4.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：遊離石灰に伴う
ひびわれ、下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出、
支承部：ゆるみ、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

油川１２号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ 下高口上田村線 1974 20.0 6.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露出、下部構造：
A1橋台に剥離・鉄筋露出、支承部：腐食、その
他：防護柵破断

弥勒橋 ﾐﾛｸﾊｼ 上台弥勒線 1975 20.5 4.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：A2橋台にひびわれ

田ノ植東橋 ﾀﾉｳｴﾋｶﾞｼﾊﾞｼ 密屋南西法寺線 1974 19.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：うき、床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P1橋脚にひびわれ
その他：排水施設に腐食・変形・欠損

大宮川３号橋 ｵｵﾐﾔｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 土井尻線 1974 18.9 6.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：ひびわれ
支承部：ゆるみ・脱落

野田東中谷地線１号橋
ﾉﾀﾞﾋｶﾞｼﾅｶﾔﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

野田東中谷地線 1975 19.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出、床板：漏水・遊離石灰、
下部構造：P2橋脚にひびわれ、その他：排水施設
に腐食・変形・欠損

蜜屋角掛線１号橋 ﾐﾂﾔﾂﾉｶｹｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 密屋角掛線 1975 19.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：変形・欠損、床板：漏水・遊離石灰、下部
構造：P2橋脚にひびわれ、その他：排水施設に腐
食・変形・欠損

点検記録

平成３０年度　橋梁定期点検結果

道路橋名 フリガナ 路線名 管理者名
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中谷地橋 ﾅｶﾔﾁﾊﾞｼ 蜜屋中谷地西線 1975 19.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：漏水・滞水、床板：漏水・遊離石灰、下部
構造：P2橋脚にひびわれ、その他：排水施設に腐
食・変形・欠損

南田橋 ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ 石ノ塔樋ノ口下線 1976 19.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P2橋脚にひびわれ
その他：地覆にうき

川登東橋 ｶﾜﾉﾎﾞﾘﾋｶﾞｼﾊﾞｼ 川登荒処線 1976 19.0 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：P2橋脚にひびわれ
その他：地覆にうき

四津屋橋 ﾖﾂﾔﾊﾞｼ 新城上桜森線 1976 18.8 6.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露
出、下部構造：A1橋台に土砂堆積、支承部：腐
食、その他：防護柵に破断

沖田大橋 ｵｷﾀﾞｵｵﾊｼ 沖田土手線 1977 19.0 6.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：P2橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大宮橋 ｵｵﾐﾔﾊﾞｼ 八柏船沼線 2000 18.7 8.2 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

土井尻橋 ﾄﾞｲｼﾞﾘﾊﾞｼ 薄井六町線 2011 18.9 6.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A2橋台にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

菅生田橋 ｽｺﾞｳﾀﾊﾞｼ 湯ノ島寺内線 1963 17.8 9.4 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：P1橋台にうき

佐戸川下橋 ｻﾄﾞｶﾜｼﾓﾊﾞｼ 田ノ植野田線 1967 18.4 4.4 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：ひびわれ
その他：排水施設に土砂詰り

又兵衛２号橋 ﾏﾀﾍﾞｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 又兵衛東線 1968 17.0 3.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：ひびわれ、下部
構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出、支承部：腐食、
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大宮川４号橋 ｵｵﾐﾔｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 田町東線 1974 16.5 4.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：うき、下部構
造：A2橋台にうき、支承部：ゆるみ・脱落、その
他：防護柵に変形・欠損

油川１３号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 下高口上田村線 1974 16.5 6.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：ひびわれ

大堰端１号橋 ｵｵｾｷﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ 岩野沢下宮東線 1973 29.4 4.2 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P2橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵破断

又兵衛橋 ﾏﾀﾍﾞｴﾊﾞｼ 又兵衛東部線 1969 15.7 4.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出

堰合橋 ｾｷｱｲﾊﾞｼ 石塚北部２号線 1970 16.4 3.5 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：漏水・遊離石灰
その他：防護柵破断

向井田橋 ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ 新平川沼館線 1972 15.7 8.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：漏水・滞水、床板：漏水・遊離石灰、下部
構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出、その他：路面の
凹凸

油川６号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 中島乗阿気線 1974 15.5 4.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：剥離・鉄筋露
出、下部構造：A1橋台に漏水・滞水、支承部：腐
食、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

上桜森橋 ｶﾐｻｸﾗﾓﾘﾊﾞｼ 八柏船沼線 2003 15.7 8.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

油川９号橋 ｱﾌﾞﾗｶﾜｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ 土井尻線 1974 14.8 7.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：ひびわれ、横桁：定着部の異常、床板：漏
水・遊離石灰、下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露
出、その他：地覆にうき

樋脇橋 ﾄﾖﾜｷﾊﾞｼ 折橋四津屋線 1999 15.3 13.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 主桁：錆汁を伴うひびわれ、下部構造：A1橋台に
ひびわれ、その他：地覆にひびわれ、変形・欠損

中助五郎林橋 ﾅｶｽｹｺﾞﾛｳﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ 沼館下川原線 1958 9.1 4.7 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵に腐食、変形・欠損

下三ツ屋橋 ｼﾓﾐﾂﾔﾊﾞｼ 柏木三ツ屋桑木線 1969 9.5 5.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：漏水・滞水
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

沖ノ下橋 ｵｷﾉｼﾀﾊﾞｼ 柏木常野桑木線 1970 9.4 5.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：防護柵腐食

萱原橋 ｶﾔﾊﾗﾊﾞｼ 常野東線 1970 9.4 5.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

高花橋 ﾀｶﾊﾞﾅﾊﾞｼ 雄物川高校高花線 1971 9.5 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：ひびわれ
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆にひびわれ

出向橋 ｲﾃﾞﾑｶｲﾊﾞｼ 造山今宿西部線 1971 8.6 4.4 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

下通りＭ１線１号橋
ｼﾓﾄﾞｵﾘｴﾑｲﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

下通りＭ１線 不明 2.8 6.0 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

八幡小路宿館線２号橋
ﾔﾜﾀｺｳｼﾞｼｭｸﾀﾞﾃｾﾝﾆｺﾞｳ
ｷｮｳ

八幡小路宿館線 不明 9.5 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：防護柵破断

五十田大道上線１号橋
ｺﾞｼﾞｭｳﾃﾞﾝｵｵﾐﾁｶﾐｾﾝｲﾁ
ｺﾞｳｷｮｳ

五十田大道上線 不明 8.5 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅰ
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豊前中島線３号橋
ﾌﾞｾﾞﾝﾅｶｼﾞﾏｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮ
ｳ

豊前中島線 不明 9.3 6.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に漏水・遊離石灰
その他：地覆に変形・欠損

沖田樋ノ口線１号橋 ｵｷﾀﾞﾋﾉｸﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 沖田樋ノ口線 不明 9.4 7.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に変形・欠損

金屋１０７線２号橋 ｶﾅﾔﾋｬｸﾅﾅｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 金屋１０７線 不明 9.4 8.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：ひびわれ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：防護柵変形・欠損

大橋 ｵｵﾊｼ 雄物川中央線 1962 8.1 7.0 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁・横桁：剥離・鉄筋露出
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

上通り梨木線１号橋
ｶﾐﾄﾞｵﾘﾅｼﾉｷｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

上通り梨木線 不明 2.8 4.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

宮川橋 ﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ 根田谷地阿気桜森線 1921 7.3 6.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出

水門下橋 ｽｲﾓﾝｼﾀﾊﾞｼ 今宿福地中央線 1968 8.1 10.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆ひびわれ

豊前砂子田線１号橋
ﾌﾞｾﾞﾝｽﾅｺﾞﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

豊前砂子田線 不明 7.4 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：路面剥離・鉄筋露出、変形・欠損

蛭野Ｍ４線３号橋 ﾋﾙﾉｴﾑﾖﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 蛭野Ｍ４線 不明 6.3 3.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：翼壁に変形・欠損

大橋下醍醐線１号橋
ｵｵﾊﾞｼｼﾀﾀﾞｲｺﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

大橋下醍醐線 不明 2.8 5.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

上狐渕醍醐東線１号橋
ｶﾐｷﾂﾈﾌﾞﾁﾀﾞｲｺﾞﾋｶﾞｼｾﾝｲ
ﾁｺﾞｳｷｮｳ

上狐渕醍醐東線 不明 2.8 5.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

上狐渕下醍醐線１号橋
ｶﾐｷﾂﾈﾌﾞﾁｼﾀﾀﾞｲｺﾞｾﾝｲﾁ
ｺﾞｳｷｮｳ

上狐渕下醍醐線 不明 2.8 5.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

覚町白山神社線１号橋
ｶﾞｸﾏﾁﾊｸｻﾝｼﾞﾝｼﾞｬｾﾝｲ
ﾁｺﾞｳｷｮｳ

覚町白山神社線 不明 4.8 6.3 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：A1橋台にうき

小泉豊前線１号橋 ｺｲｽﾞﾐﾌﾞｾﾞﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 小泉豊前線 不明 3.8 3.0 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

荒所北小路線１号橋
ｱﾗﾄｺﾛｷﾀｺｳｼﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

荒所北小路線 不明 4.0 3.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 主桁：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に漏水・滞水

十五野１号線１号橋
ｼﾞｭｳｺﾞﾉｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

十五野１号線 不明 4.0 3.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：路面に隙間

七日市北線１号橋 ﾅﾉｶｲﾁｷﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 七日市北線 不明 4.3 3.9 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大倉小屋２号橋 ｵｵｸﾗｺﾞﾔﾆｺﾞｳﾊｼ 南大倉小屋谷地線 不明 4.3 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

三ツ栗２号橋 ﾐﾂｸﾘﾆｺﾞｳﾊｼ 下中島斉藤小屋線 不明 4.4 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：路面舗装異常

関合村西３号橋 ｾｷｱｲﾑﾗﾆｼｻﾝｺﾞｳﾊｼ 関合南馬場線 不明 4.1 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

三ツ栗１号橋 ﾐﾂｸﾘｲﾁｺﾞｳﾊｼ 大島中村目名川線 不明 4.2 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に変形・欠損

五味川南線１号橋 ｺﾞﾐｶﾜﾐﾅﾐｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五味川南線 不明 4.0 3.7 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁・横桁：剥離・鉄筋露出、下部構造：A2橋台
梁部に不同沈下によるひびわれ、その他：路面に
剥離・鉄筋露出

五味川西線１号橋 ｺﾞﾐｶﾜﾆｼｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 五味川西線 不明 4.0 3.7 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁・横桁：剥離・鉄筋露出
下部構造：A2橋台柱部に著しい傾斜
その他：路面に剥離・鉄筋露出

境田北２号橋 ｻｶｲﾀﾞｷﾀﾆｺﾞｳﾊｼ 松林関小屋線 不明 4.1 4.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

館廻六日町線１号橋
ﾀﾃﾏﾜﾘﾑｲｶﾏﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

館廻六日町線 不明 4.0 4.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出

小安沢５号橋 ｵﾔｽｻﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 武道線 不明 4.3 4.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：防護柵に変形・欠損

御倉前北外郭線１号橋
ｵｸﾗﾏｴｷﾀｶﾞｲｶｸｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳｷｮｳ

御倉前北外郭線 不明 4.0 5.0 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

穴市線１号橋 ｱﾅｲﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 穴市線 不明 4.4 5.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出

下明永橋 ｼﾓﾐｮｳｴｲﾊｼ 明永中４号線 不明 4.1 4.6 横手市 Ｈ３０ Ⅰ
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中谷地２号橋 ﾅｶﾔﾁﾆｺﾞｳﾊｼ 中谷地福小屋線 不明 4.3 4.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：うき
下部構造：A1橋台に漏水・滞水
その他：路面隙間

下村羽場線１号橋 ｼﾓﾑﾗﾊﾊﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 下村羽場線 不明 4.0 4.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

上八木東橋 ｶﾐﾔｷﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ 上八木東線 不明 4.0 4.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

馬鞍釜ノ川線１号橋 ﾏｸﾞﾗｶﾏﾉｶﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 馬鞍釜ノ川線 不明 4.0 4.5 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：木片混入
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵に変形・欠損

沼山２号橋 ﾇﾏﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ 沼山線 不明 4.1 5.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・滞水
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

下中島１号橋 ｼﾓﾅｶｼﾞﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ 水越下中島線 不明 4.0 5.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

田屋学校通線２号橋 ﾀﾔｶﾞｯｺｳﾄﾞｵﾘｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 田屋学校通線 不明 4.3 5.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 下部構造：A2橋台にひびわれ
その他：路面に凹凸

赤川橋 ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 塚堀赤川線 不明 5.4 6.6 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：漏水・滞水
下部構造：A1橋台に漏水・滞水

御倉前甚平南線１号橋
ｵｸﾗﾏｴｼﾞﾝﾍﾞｲﾐﾅﾐｾﾝｲﾁ
ｺﾞｳｷｮｳ

御倉前甚平南線 不明 4.0 6.0 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

一本杉高口線１号橋
ｲｯﾎﾟﾝｽｷﾞﾀｶｸﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

一本杉高口線 不明 4.3 6.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵に変形・欠損

大倉小屋３号橋 ｵｵｸﾗｺﾞﾔｻﾝｺﾞｳﾊｼ 明永間明田線 不明 4.7 5.7 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

静町３号橋 ｼｽﾞｶﾏﾁｻﾝｺﾞｳﾊｼ 静町上小屋幹線 不明 4.2 5.9 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

羽場橋 ﾊﾊﾞﾊﾞｼ 三重植田線 不明 5.2 6.3 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に豆板
その他：地覆に変形・欠損

北大屋敷１号橋 ｷﾀｵｵﾔｼｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ 大島中村目名川線 不明 4.2 6.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

沼田真角線７号橋 ﾇﾏﾀﾏｯｶｸｾﾝﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 沼田真角線 不明 4.1 6.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：地覆に剥離・鉄筋露出・うき

荒田目西線２号橋 ｱﾗﾀﾒﾆｼｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 荒田目西線 不明 4.0 5.8 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

宮東橋 ﾐﾔﾋｶﾞｼﾊﾞｼ 三重植田線 不明 4.0 9.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆にうき

山崎橋 ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ 袴形呂土沢線 不明 3.9 6.0 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
床板：剥離・鉄筋露出、うき
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：路面に剥離・鉄筋露出

駅西６号橋 ｴｷﾆｼﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ 駅西１３号線 不明 4.4 9.4 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：P1橋脚にひびわれ
その他：地覆のひびわれ

上八木橋 ｶﾐﾔｷﾞﾊﾞｼ 八木南線 不明 4.0 6.9 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A2橋台に木片混入
その他：路面舗装異常

高口村中西線１号橋
ﾀｶｸﾁﾑﾗﾅｶﾆｼｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

高口村中西線 不明 4.3 6.6 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

１０７西線２号橋 ﾋｬｸﾅﾅﾆｼｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ １０７西線 不明 4.0 7.0 横手市 Ｈ３０ Ⅲ
床板：剥離・鉄筋露出、うき
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵に変形・欠損

西原駅北線１号橋
ﾆｼﾊﾗｴｷｷﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

西原駅北線 不明 4.1 7.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵腐食、変形・欠損

沼下２号橋 ﾇﾏｼﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 赤川８号線 不明 4.4 8.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：A2橋台にひびわれ
その他：路面舗装異常

下桜沢新町線１号橋
ｼﾓｻｸﾗｻﾞﾜｼﾝﾏﾁｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳｷｮｳ

下桜沢新町線 不明 4.0 10.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：剥離・鉄筋露出
下部構造：P1橋脚に剥離・鉄筋露出
その他：防護柵に変形・欠損

大深井橋 ｵｵﾌｶｲﾊﾞｼ 雄物川東西線 不明 4.0 8.4 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A2橋台にひびわれ
その他：防護柵に変形・欠損

大橋田町線２号橋 ｵｵﾊﾞｼﾀﾏﾁｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 大橋田町線 不明 4.0 7.5 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：漏水・滞水
その他：路面舗装異常

梨木田屋線１号橋 ﾅｼﾉｷﾀﾔｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 梨木田屋線 不明 4.2 9.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・滞水
下部構造：A2橋台に漏水・遊離石灰
その他：路面舗装異常

下川原７号橋 ｼﾓｶﾜﾗﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 下川原北部線 不明 2.4 15.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ 床板：剥離・鉄筋露出
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樋ノ口東線１号橋 ﾋﾉｸﾁﾋｶﾞｼｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 樋ノ口東線 不明 4.0 9.1 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A2橋台にひびわれ
その他：路面に凹凸

下都木下線１号橋
ｼﾓﾐﾔｺｷｼﾞﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

下都木下線 不明 4.0 10.5 横手市 Ｈ３０ Ⅰ

七ノ口橋 ﾅﾅﾉｸﾁﾊｼ 三枚橋一の口線 不明 4.7 10.2 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆にひびわれ

深間内荒処線１号橋
ﾌｶﾏｳﾁｱﾗﾄｺﾛｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

深間内荒処線 不明 4.1 11.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：防護柵に変形・欠損

庚塚１号橋 ｶﾉｴﾂﾞｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ 黒川田ノ植線 不明 3.8 18.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台に剥離・鉄筋露出
その他：路面舗装異常

中の村越前線１号橋
ﾅｶﾉﾑﾗｴﾂｾﾞﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

中の村越前線 不明 3.9 13.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：目地部の変形・欠損
下部構造：A2橋台に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に変形・欠損

下通り下醍醐線１号橋
ｼﾓﾄﾞｵﾘｼﾀﾀﾞｲｺﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

下通り下醍醐線 不明 3.9 12.0 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台に漏水・遊離石灰
その他：縁石に変形・欠損

梨木古内線１号橋 ﾅｼﾉｷﾌﾙｳﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 梨木古内線 不明 3.3 18.4 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A2橋台に漏水・遊離石灰
その他：縁石に変形・欠損

岩ノ沢橋 ｲﾜﾉｻﾜﾊﾞｼ 新藤荒処線 不明 3.9 31.5 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：漏水・遊離石灰
下部構造：A1橋台にうき
その他：防護柵に変形・欠損

大鳥井橋 ｵｵﾄﾘｲﾊｼ
朝倉サイクリングロード
線

1982 80.1 4.6 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：剥離・鉄筋露出
床板：ひびわれ
下部構造：P2橋脚にひびわれ
その他：伸縮装置に変形・欠損

上の橋 ｶﾐﾉﾊｼ 大町上の橋線 1983 70.8 5.8 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
主桁：ひびわれ、床板：漏水・遊離石灰、下部構
造：P2橋脚に剥離・鉄筋露出、支承部：劣化、そ
の他：添架物取付金具の腐食

駅西９号橋 ｴｷﾆｼｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ 駅西歩道５号線 不明 12.1 13.5 横手市 Ｈ３０ Ⅱ
床板：ひびわれ
下部構造：A1橋台にひびわれ
その他：路面舗装異常

大木屋橋 オオゴヤバシ 大木屋自然の家線 不明 4.5 3.5 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　桁腐食

白山前３号橋
ハクサンマエサンゴウ
キョウ

白山前線 1970 5.0 0.7 横手市 H30 Ⅰ

知恵ヶ沢２号橋 チエガサワニゴウキョウ 知恵ヶ沢線 不明 2.4 5.0 横手市 H30 Ⅰ

粧坂橋 ショウサカバシ 猿田３号支線 1960 3.6 3.7 横手市 H30 Ⅲ
【経過観察】
　A1鏡台の半分が洗掘により沈下、床板部を支え
られない状態

平野２号橋 ヒラノニゴウキョウ 上長タモノ木夏見沢線 不明 2.2 6.4 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　ボックスの上部に孔、孔から漏水。

新島１号橋 シンジマイチゴウキョウ 前村後線 1972 3.0 4.6 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　主桁に鉄筋露出

新島３号橋 シンジマサンゴウキョウ 一本柳線 1971 3.0 4.3 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　桁間に漏水、桁裏に鉄筋露出

矢矧沢橋 ヤハギサワハシ 矢矧沢線 不明 2.4 4.0 横手市 H30 Ⅰ

仁井田古内線１号橋
ニイダフルウチセンイチ
ゴウキョウ

仁井田古内線 不明 2.4 5.7 横手市 H30 Ⅰ

仁井田２号線１号橋
ニイダニゴウセンイチゴ
ウキョウ

仁井田２号線 不明 2.4 4.4 横手市 H30 Ⅰ

大槻沢川橋 オオツキサワカワバシ 狙半内線 不明 2.1 7.5 横手市 H30 Ⅰ

狐沢橋 キツネザワバシ 鷹の巣線 1966 2.4 0.4 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板の矢板がたわんでいる。

鳥食野橋 トリクイノバシ 上黒沢線 不明 3.8 5.5 横手市 H30 Ⅰ

十文字担手１７号線１号
橋

ジュウモンジニナイテ
ジュウナナゴウセンイチ
ゴウキョウ

十文字担手１７号線 不明 2.3 8.3 横手市 H30 Ⅰ

中の村能平喜線４号橋
ナカノムラノウビラキセ
ンヨンゴウキョウ

中の村能平喜線 不明 2.0 7.0 横手市 H30 Ⅰ

中の村能平喜線１号橋
ナカノムラノウビラキセ
ンイチゴウキョウ

中の村能平喜線 不明 2.0 9.0 横手市 H30 Ⅰ

西下中の村線２号橋
ニシシタナカノムラセン
ニゴウキョウ

西下中の村線 不明 2.3 8.3 横手市 H30 Ⅰ
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御休線２号橋
オヤスミセンニゴウキョ
ウ

御休線 不明 2.0 6.9 横手市 H30 Ⅰ

十五野富沢１号線１号橋
ジュウゴノトミザワイチ
ゴウセンイチゴウキョウ

十五野富沢１号線 不明 2.2 3.5 横手市 H30 Ⅰ

富沢中線１号橋
トミザワナカセンイチゴ
ウキョウ

富沢中線 不明 2.3 8.8 横手市 H30 Ⅰ

富沢北線１号橋
トミザワキタセンイチゴ
ウキョウ

富沢北線 不明 2.3 6.0 横手市 H30 Ⅰ

十五野３号線１号橋
ジュゴノサンギョウセン
イチゴウキョウ

十五野３号線 不明 2.4 4.9 横手市 H30 Ⅰ

十五野富沢３号線１号橋
ジュウゴノトミザワサン
ゴウセンイチゴウキョウ

十五野富沢３号線 不明 2.3 3.9 横手市 H30 Ⅰ

羽場１号線１号橋
ハバイチゴウセンイチゴ
ウキョウ

羽場１号線 不明 2.4 5.5 横手市 H30 Ⅰ

川前裏線１号橋
カワマエウラセンイチゴ
ウキョウ

川前裏線 1954 2.2 4.0 横手市 H30 Ⅰ

睦合造山線１号橋
ムツアイツクリヤマセン
イチゴウキョウ

睦合造山線 不明 2.2 9.3 横手市 H30 Ⅰ

中島駒引線１号橋
ナカジマコマヒキセンイ
チゴウキョウ

中島駒引線 不明 2.4 4.5 横手市 H30 Ⅰ

駒引裏線１号橋
コマヒキウラセンイチゴ
ウキョウ

駒引裏線 不明 2.2 5.0 横手市 H30 Ⅰ

睦合中線１号橋
ムツアイナカセンイチゴ
ウキョウ

睦合中線 不明 2.2 3.2 横手市 H30 Ⅰ

別明駒引線１号橋
ベツミョウカマヒキセン
イチゴウキョウ

別明駒引線 不明 2.2 5.1 横手市 H30 Ⅰ

真角川原線１号橋
マッカクカワラセンイチ
ゴウキョウ

真角川原線 不明 2.4 5.3 横手市 H30 Ⅰ

沼尻荊島線１号橋
ヌマジリバラジマセンイ
チゴウキョウ

沼尻荊島線 不明 2.4 6.5 横手市 H30 Ⅰ

沼田真角線２号橋
ヌマタマッカクセンニゴ
ウキョウ

沼田真角線 不明 2.1 9.2 横手市 H30 Ⅰ

下村下今泉線１号橋
シモムラシモイマイズミ
センイチゴウキョウ

下村下今泉線 不明 2.4 5.3 横手市 H30 Ⅰ

八ツ口４号橋 ヤツクチヨンゴウキョウ 上西野堤防２号線 不明 2.2 5.8 横手市 H30 Ⅰ

下今泉線１号橋
シモイマイズミセンイチ
ゴウキョウ

下今泉線 不明 2.6 4.0 横手市 H30 Ⅰ

上藤根村中Ｍ－３－３線
２号橋

カミフジムラヌラナカエ
ムノサンノノサンセンニ
ゴウキョウ

上藤根村中Ｍ－３－３線 不明 2.3 3.8 横手市 H30 Ⅰ

年子狐住宅線１号橋
ネンネコジュウタクセン
イチゴウキョウ

年子狐住宅線 不明 2.4 6.7 横手市 H30 Ⅰ

浅舞柳持線３号橋
アサマイヤナギモチセン
サンゴウキョウ

浅舞柳持線 不明 2.3 5.2 横手市 H30 Ⅰ

浅舞柳持線６号橋
アサマイヤナギモチセン
ロクゴウキョウ

浅舞柳持線 不明 2.4 10.9 横手市 H30 Ⅰ

１０７蒋沼線１号橋
ヒャクナナガツギヌマセ
ンイチゴウキョウ

１０７蒋沼線 不明 3.1 5.7 横手市 H30 Ⅱ

下村田ノ新戸線１号橋
シタムラタノシンドセン
イチゴウキョウ

下村田ノ新戸線 不明 2.0 5.1 横手市 H30 Ⅲ 【経過観察】
　床板のひびわれ。通行規制要。

川登下醍醐線２号橋
カワノボリシタダイゴセ
ンニゴウキョウ

川登下醍醐線 不明 2.5 5.6 横手市 H30 Ⅰ

掵下都線４号橋
ハバシモミヤコセンヨン
ゴウキョウ

掵下都線 不明 2.4 7.6 横手市 H30 Ⅰ

下都木下線２号橋
シモミヤコキジタセンニ
ゴウキョウ

下都木下線 不明 2.3 6.0 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　ひび割れから遊離石灰の漏出。

樽新東線１号橋
タルシンヒガシセンイチ
ゴウキョウ

樽新東線 不明 2.4 6.5 横手市 H30 Ⅰ
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相川野東里線１号橋
アイカワノトウサトセン
イチゴウキョウ

相川野東里線 不明 2.0 5.0 横手市 H30 Ⅲ
【経過観察】
　主桁の鉄筋露出。基礎杭及び桁受けの変形有
り。

相川野砂子田東線１号橋
アイカワノスナコダヒガ
シセンイチゴウキョウ

相川野砂子田東線 不明 2.0 4.5 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　基礎杭及び桁受けの変形有り。

相川野砂子田東線３号橋
アイカワノスナコダヒガ
シセンサンゴウキョウ

相川野砂子田東線 不明 2.4 4.3 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板に大きな隙間。

小泉西小泉線１号橋
コイズミニシコイズミセ
ンイチゴウキョウ

小泉西小泉線 不明 2.0 5.5 横手市 H30 Ⅰ

今宿橋 イマシュクバシ 沼館今宿東部線 不明 2.0 9.6 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板に擦り減り・ジャンカ。

柏木橋 カシワギバシ 今宿福地中央線 不明 2.4 6.9 横手市 H30 Ⅰ

湯の沢川４号橋
ユノサワカワヨンゴウ
キョウ

大沢南部２号線 不明 2.2 5.1 横手市 H30 Ⅰ

湯の沢川橋 ユノサワカワバシ 湯ノ沢線 不明 2.4 4.0 横手市 H30 Ⅰ

けだに橋 ケダニバシ 下川原線 不明 2.3 4.8 横手市 H30 Ⅰ

両頭６号橋 リョウズロクゴウキョウ 新城北線 不明 2.1 5.2 横手市 H30 Ⅰ

大塚橋 オオツカバシ 新城大塚線 不明 2.0 8.0 横手市 H30 Ⅰ

下高口五味川線２号橋
シモタカグチゴミカワセ
ンニゴウキョウ

下高口五味川線 不明 2.3 6.7 横手市 H30 Ⅰ

下高口油川幹排添線１号
橋

シモタカクチアブラガワ
カンパイゾイセンイチゴ
ウキョウ

下高口油川幹排添線 不明 2.0 3.8 横手市 H30 Ⅲ 【経過観察】
　橋面にすり減りによる鉄筋露出。

下吉田桜森線２号橋
シモヨシダサクラモリセ
ンニゴウキョウ

下吉田桜森線 不明 2.4 6.7 横手市 H30 Ⅰ

下吉田村中東線１号橋
シモヨシダムラナカヒガ
シセンイチゴウキョウ

下吉田村中東線 不明 2.0 11.5 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　地覆損傷。地覆鉄筋露出。高欄欠損。

下福田東１号線１号橋
シモフクダヒガシイチゴ
ウセンイチゴウキョウ

下福田東１号線 不明 2.2 3.8 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板鉄筋露出。橋台すり減り。

宮下１号橋 ミヤシタイチゴウキョウ 清水町村中２号線 不明 2.3 5.0 横手市 H30 Ⅰ

伍口村中線１号橋
ゴクチムラナカセンイチ
ゴウキョウ

伍口村中線 不明 2.4 6.3 横手市 H30 Ⅰ

三本柳３号橋
サンボンヤナギサンゴウ
ハシ

三本柳森崎線 不明 2.3 4.9 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　拡幅部打ち継ぎ目の不良。

三本柳１号橋
サンボンヤナギイチゴウ
ハシ

助太郎六助小屋線 不明 2.1 5.7 横手市 H30 Ⅰ

三本柳４号橋
サンボンヤナギヨンゴウ
ハシ

静町赤坂線 不明 2.1 11.8 横手市 H30 Ⅰ

卸町１号橋
オロシマチイチゴウキョ
ウ

上長田赤坂線 不明 2.4 4.6 横手市 H30 Ⅰ

八幡５号橋 ハチマンゴゴウキョウ 後野上長田線 不明 2.4 4.0 横手市 H30 Ⅰ

下鶴田橋 シモツルタハシ 静町赤坂線 不明 2.1 12.0 横手市 H30 Ⅰ

静町１号橋 シズカマチイチゴウハシ 静町上小屋幹線 不明 2.3 8.4 横手市 H30 Ⅰ

北小屋４号橋 キタゴヤヨンゴウハシ 払小屋線 不明 2.3 7.4 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　鉄筋露出、床板表面の風化。

北小屋３号橋 キタゴヤサンゴウハシ 福小屋１号線 不明 2.4 5.4 横手市 H30 Ⅰ

北小屋２号橋 キタゴヤニゴウハシ 北小屋西久保ノ目線 2017 2.2 3.0 横手市 H30 Ⅰ

上明永２号橋
カミミョウエイニゴウハ
シ

谷地線 不明 3.1 3.2 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板劣化、下部構造ひびわれ。
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上明永１号橋
カミミョウエイイチゴウ
ハシ

明永間明田線 不明 3.4 3.6 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板ジャンカ、下部構造洗堀。

樋掛２号橋 トヨガカリニゴウハシ 水越下中島線 不明 2.3 4.2 横手市 H30 Ⅰ

庚塚２号橋 カノエヅカニゴウハシ 根田川西大島線 不明 2.9 2.7 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板ジャンカ、下部構造洗堀。

関合村西１号橋
セキアイヌラニシイチゴ
ウハシ

日向中村線 不明 2.2 4.0 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　下部構造欠損。

間明田２号橋 マミョウダニゴウハシ 下悪戸上間明田線 不明 2.3 6.0 横手市 H30 Ⅰ

館３号橋 タテサンゴウハシ 館栄川原線 不明 2.1 7.0 横手市 H30 Ⅰ

本郷一の堰１号橋
ホンゴウイチノセキイチ
ゴウハシ

平和町本郷線 不明 2.4 6.5 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　A1橋台擦り減り。

赤坂１号橋 アカサカイチゴウハシ 静町赤坂線 2017 2.3 7.8 横手市 H30 Ⅰ

赤坂２号橋 アカサカニゴウハシ 朝日が丘中央線 不明 3.2 7.5 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板鉄筋露出。

柳田橋 ヤナギダハシ 田久保礼塚線 不明 2.6 3.0 横手市 H30 Ⅱ 【経過観察】
　床板鉄筋露出。

城野岡２号橋
ジョウノオカニゴウキョ
ウ

赤坂柳ノ下線 2017 2.6 5.1 横手市 H30 Ⅰ
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