
令和元年度　橋梁定期点検結果
架設年次 橋長 幅員

（西暦） （m） （m） 実施年度 判定区分 所見等

中の橋 ナカノバシ 中の橋通り線 2008 70.8 13.9 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰め床版より遊離石灰
下部：P1橋脚に遊離石灰を伴うひびわれ
その他：地覆にひびわれ

川登蟹沢線１号橋
ｶﾜﾉﾎﾞﾘｶﾞﾆｻﾞﾜｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳｷｮｳ

市道川登蟹沢線 不明 3.2 5.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：欠損
下部構造：浸食

黒川田ノ植線１号橋
ｸﾛｶﾜﾀﾉｳｴｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

市道黒川田ノ植線 不明 3.0 6.1 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

１０７東線１号橋
ﾋｬｸﾅﾅﾋｶﾞｼｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道１０７東線 不明 2.8 6.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：変形・欠損
下部構造：浸食

上桧沢橋 カミヒザワバシ 武道線 不明 2.9 8.3 横手市 R1 Ⅰ
床板：頂版にひびわれ
下部：側壁にその他(排水管の漏水・遊離石灰)
その他：地覆にひびわれ

新坂橋 シンザカハシ 新坂七日市線 不明 4.2 6.9 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に剥離・鉄筋露出
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：防護柵に変形・欠損

スポーツセンター線
２号橋

ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰｾﾝﾆｺﾞｳｷｮ
ｳ

市道スポーツセンター
線

不明 3.6 5.9 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

市民会館東ガ－ド橋
シミンカイカンヒガシ
ガードハシ

記念グラウンド線 不明 4.8 7.6 横手市 R1 Ⅱ
床板：頂版に剥離、ひびわれ
下部：側壁にひびわれ
その他：防護柵に変形・欠損

スポーツセンター線
１号橋

スポーツセンターセン
イチゴウキョウ

スポーツセンター線 不明 6.1 5.5 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に床版ひびわれ
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：路面に路面の凹凸

上中の畑橋 カミナカノハタバシ 武道線 2001 22.1 8.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：堅壁にひびわれ
その他：路面にひびわれ

中の畑橋 ナカノハタバシ 武道線 1999 29.0 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水・遊離石灰
下部：堅壁にひびわれ
その他：路面に凹凸

真人橋 マトバシ 荻袋線 1996 62.0 11.0 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に腐食、横桁：対傾構に腐食
下部：A1橋台支承下面付近にひびわれ
支承部：沓座コンクリートに鉄筋露出
その他：地覆にひびわれ

新久保橋 シンクボバシ 筏小松川線 1990 31.0 8.2 横手市 R1 Ⅱ
横桁：漏水・遊離石灰
床板：漏水・遊離石灰
下部：梁部にひびわれ
その他：防護柵に変形

公園橋 コウエンバシ 大森白山下線 1982 46.4 6.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食、床板：床
版にひびわれ、下部：A2橋台にひびわれ、漏水、
遊離石灰、支承部：支承に腐食、沓座モルタルの
欠損、その他：地覆に剥離、鉄筋露出

昼川橋 ヒルカワバシ 上野昼川線 1973 31.0 7.4 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食
下部：堅壁にひびわれ
支承部：支承に機能障害
その他：伸縮装置に変形

西走橋 ニシハシリバシ 船沼堤防線 1969 13.5 3.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：ひびわれ、漏水・遊離石灰、床板：間詰床
版に漏水・遊離石灰、下部：竪壁に漏水・遊離石
灰、支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

下八卦橋 シモハッケイバシ 八卦線 1969 13.5 3.6 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

下八卦２号橋
シモハッケイニゴウ
キョウ

八卦石持川線 1969 13.6 3.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁終点側に剥離・鉄筋露出、漏水・遊離
石灰、床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離、支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離

油川８号橋
アブラカワハチゴウ
キョウ

東桜森2号線 1974 13.6 3.5 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：胸壁に剥離・鉄筋露出
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大面橋 オオオモテバシ 杉村大面線 1974 13.5 4.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

油川１５号橋
アブラカワジュウゴゴ
ウキョウ

下高口上田村線 不明 14.1 6.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食
下部：A2橋台に遊離石灰
支承部：支承に腐食、防食機能の劣化
その他：防護柵に変形

烏頭橋 ウトウバシ 大橋田町線 1975 13.5 8.1 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大黒沢橋 オオグロサワバシ 上畑滝ノ下線 1978 13.6 6.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：全体的に腐食、横桁：全体的に腐食
床板：漏水・遊離石灰、下部：堅壁に漏水・遊離
石灰、支承部：全体的に腐食
その他：路面のひびわれ

鷹の巣橋 タカノスバシ 柵台線 1979 13.5 5.0 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

杉沢１号橋 スギサワイチゴウハシ 中杉沢2号線 1981 13.6 4.8 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

武道橋 ブドウバシ 武道小安沢線 1983 13.6 6.1 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に部分的な剥離
床板：間詰め床版に遊離石灰
その他：路面にひびわれ

頭無幹排１１号橋
カシラナシカンパイ
ジュウイチゴウハシ

赤川3号線 不明 13.6 4.0 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：防護柵に変形・欠損

厨川７号橋
クリヤガワナナゴウハ
シ

川原保十二牲線 不明 13.5 5.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁側面に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁にその他(土砂詰まり)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

篭田釜ノ川線１号橋
カゴタカマノカワセン
イチゴウキョウ

篭田釜ノ川線 不明 13.7 5.9 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ、床板：間詰床版に漏水・
遊離石灰、下部：竪壁に漏水・滞水
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

道路橋名 フリガナ 路線名 管理者名
点検記録
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頭無幹排１０号橋
カシラナシカンパイ
ジュウゴウハシ

三本柳森崎線 不明 13.6 6.8 横手市 R1 Ⅰ
床板：間詰床版に漏水・滞水
下部：水路側壁にひびわれ
その他：地覆に剥離

下桜沢新町線２号橋
シモサクラザワシンマ
チセンニゴウキョウ

下桜沢新町線 不明 13.7 7.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に遊離石灰を伴うひびわれ
下部：P1橋脚に剥離
その他：路面委走行.に支障のない凹凸

開１号橋 ヒラキイチゴウキョウ 黒川田ノ植線 不明 13.6 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水
床板：床版に漏水・遊離石灰
下部：堅壁にひびわれ
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

広野橋 ヒロノバシ 広野線 1968 12.5 2.7 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に剥離・鉄筋露出、床板：床版に剥
離・鉄筋露出、下部：支承直下の竪壁に剥離、う
き、支承部：その他(変色・劣化)
その他：路面にその他(隙間)

大巻橋 オオマキバシ 大巻北部線 1969 12.5 5.0 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に剥離

上三ツ屋橋 カミミツヤバシ 睦合造山線 1969 12.6 7.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離

油川１４号橋
アブラカワジュウヨン
ゴウキョウ

柏木向線 1971 12.5 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁下面に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰、下部：胸壁に
剥離・鉄筋露出、支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

油川１１号橋
アブラカワジュウイチ
ゴウキョウ

上桜森一ノ関線 1971 12.6 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水・遊離石灰、床板：間詰床版に
漏水・遊離石灰、下部：竪壁に剥離
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

上湯奈川橋 カミユナガワバシ 羽場南線 1979 12.5 6.3 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にその他(沈下)、床板：間詰床版に漏
水・遊離石灰、下部：竪壁に漏水・遊離石灰
支承部：その他(脱落)
その他：防護柵に変形・欠損

野崎橋 ノザキバシ 野崎線 1984 12.6 5.5 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

大屋川橋 オオヤガワバシ 横手平鹿増田線 1986 12.5 9.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ
下部：A2橋台にひびわれ
支承部：支承モルタルに剥離
その他：伸縮装置に変形、劣化

館ノ下橋 タテノシタバシ 堤防雄物川北小学校線 1997 12.5 6.2 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

樋脇橋 トヨワキハシ 沼下中野本線 1997 12.6 7.2 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

南田橋 ミナミタバシ 南田石持川線 1997 13.0 7.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁側面に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

水越橋 ミズコシハシ 水越樋脇線 1997 12.5 7.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：翼壁に剥離
その他：伸縮装置目地材の劣化

藤根橋 フジネバシ 十五野野村線 2001 13.2 13.0 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に剥離

笹崎寺内２号橋
ササザキテラウチニゴ
ウハシ

大屋寺内2号線 不明 12.6 4.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離・鉄筋露出、横桁：横締め
材にひびわれ、床板：床版に漏水・遊離石灰、下
部：竪壁に漏水・滞水、支承部：その他(脱落)、そ
の他：地覆に剥離・鉄筋露出

弥勒ほたる橋 ミロクホタルハシ 弥勒角代沢線 2007 12.5 5.2 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁前面にその他(不法占有)
その他：地覆下面に漏水・遊離石灰

橋場橋 ハシババシ 甲下夕村線 1966 12.5 5.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離・鉄筋露出
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

鶴巻橋 ツルマキハシ 新坂七日市線 不明 12.8 4.1 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離・鉄筋露出
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
その他：地覆に剥離

吉沢橋 ヨシザワハシ 吉沢追廻線 不明 12.6 4.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁下面一部に漏水・滞水
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
支承部：その他(脱落)、その他：地覆に剥離

大島１号橋 オオジマイチゴウハシ 黒川田ノ植線 不明 12.6 6.1 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離

豊前中島線４号橋
ブゼンナカジマセンヨ
ンゴウキョウ

豊前中島線 不明 12.5 6.8 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
支承部：その他(脱落)
その他：防護柵に防食機能の劣化

樋ノ口柳持線２号橋
ヒノクチヤナギモチセ
ンニゴウキョウ

樋ノ口柳持線 不明 13.2 7.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：遊離石灰を伴うひびわれ
下部：橋台A1のひびわれ
その他：舗装のひびわれ

上法寺川４号橋
ジョウホウジガワヨン
ゴウキョウ

薮沢目上法寺線 不明 12.6 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水
下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

堂ヶ沢橋 ドウガサワバシ 横手平鹿増田線 不明 12.6 9.4 横手市 R1 Ⅰ その他：地覆に剥離・鉄筋露出

十五野新田橋
ジュウゴノシンデンバ
シ

三重植田線 不明 12.6 10.8 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：翼壁に剥離
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

清水沢川４号橋
シミズサワガワヨンゴ
ウキョウ

旭川金沢線 2005 13.3 10.0 横手市 R1 Ⅰ その他：地覆に剥離

頭無幹排９号橋
カシラナシカンパイ
キュウゴウハシ

条里跡般若寺線 不明 13.4 12.0 横手市 R1 Ⅱ 下部：竪壁にひびわれ
その他：路面に路面の凹凸
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下川原橋 シモカワラバシ 堤防下川原線 1953 11.5 4.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・滞水
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
その他：地覆に剥離

阿美多地橋 アミタジバシ 阿美多地線 1965 12.0 6.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水
床板：床版に漏水・遊離石灰
下部：堅壁にひびわれ
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

男鹿野橋 オガノバシ 三又岩井川線 1966 12.1 6.8 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰め床版に遊離石灰
下部：A1橋台にひびわれ、遊離石灰
その他：防護柵に変形

大排１号橋
オオバイイチゴウキョ
ウ

袴形板井田線 1971 12.1 8.9 横手市 R1 Ⅱ
主桁：全体的な防食機能の劣化、横桁：全体的な
防食機能の劣化、床板：床版に剥離・鉄筋露出、
下部：胸壁に剥離・鉄筋露出、支承部：防食機能
の劣化、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

回館橋 マワリタテバシ 回館東里西線 1972 11.6 3.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
支承部：その他(脱落)、その他：地覆に剥離

県先橋 ケンサキバシ 松田縦断線 1972 12.0 6.3 横手市 R1 Ⅱ
主桁：全体的な防食機能の劣化
横桁：全体的な防食機能の劣化
下部：胸壁に剥離、支承部：防食機能の劣化、そ
の他：防護柵に変形・欠損

七滝川４号橋
ナナタキガワヨンゴウ
キョウ

二井山上溝線 1991 12.2 8.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水・滞水
床板：間詰め床版に遊離石灰
下部：A1橋台にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

沼山５号橋 ヌマヤマゴゴウハシ 沼山線 1994 11.7 5.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：翼壁に剥離
その他：地覆に漏水・遊離石灰

沢口観音橋 サワグチカンノンバシ 横手平鹿増田線 1994 11.6 9.5 横手市 R1 Ⅱ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に漏水・遊離石灰

上根岸橋 カミネギシバシ 本町根岸町線 1996 12.0 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水
床板：間詰め床版に遊離石灰
その他：舗装のひびわれ

清水沢橋 シミズサワバシ 羽黒清水沢線 1994 12.3 9.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：ひびわれ・遊離石灰
下部：遊離石灰
その他：路面に凹凸

八幡下下根木野線
１号橋

ハチマンシタシモネッ
コノセンイチウゴウハ
シ

八幡下下根木野線 2000 12.0 6.7 横手市 R1 Ⅱ 下部：A1橋台にひびわれ
その他：路面に走行に支障のある凹凸

桧の沢橋 ヒノサワバシ 桧の沢線 不明 11.5 2.1 横手市 R1 Ⅲ
主桁：一部に剥離・鉄筋露出
床板：枕木腐朽による抜け落ち
支承部：土砂堆積
その他：腐朽による抜け落ち

赤倉沢橋 アカクラサワバシ 赤倉線 不明 11.5 2.1 横手市 R1 Ⅲ
主桁：一部にひびわれ
床板：枕木腐朽による抜け落ち
支承部：土砂堆積
その他：腐朽による抜け落ち

六日町後新堀線１号橋
ムイカマチウシロシン
ボリセンイチゴウキョ
ウ

六日町後新堀線 不明 11.5 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：一部に漏水・滞水
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に一部剥離
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

頭無幹排１２号橋
カシラナシカンパイ
ジュウニゴウハシ

赤川2号線 不明 11.5 5.0 横手市 R1 Ⅱ 床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

小野塚丘見線１号橋
オノヅカオカミセンイ
チゴウキョウ

小野塚丘見線 不明 11.5 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に剥離・鉄筋露出、ひびわれ、漏水・
遊離石灰、床板：間詰床版に漏水・遊離石灰、下
部：胸壁に剥離・鉄筋露出
その他：地覆に剥離

孫太郎橋 マゴタロウバシ 男鹿野線 不明 11.8 5.1 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁下面一部に剥離
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離、支承部：その他(脱落)
その他：防護柵に変形・欠損

清水橋 シミズバシ 清水線 不明 12.0 2.1 横手市 R1 Ⅲ
主桁：一部に剥離・鉄筋露出
床板：枕木腐朽による抜け落ち
下部：竪壁に剥離
その他：腐朽による抜け落ち

一本杉桑ノ木線１号橋
イッポンスギクワノキ
センイチゴウキョウ

一本杉桑ノ木線 不明 11.5 6.2 横手市 R1 Ⅰ その他：地覆に剥離・鉄筋露出

蛭野前田表線１号橋
ヒルノマエダオモテセ
ンイチゴウキョウ

蛭野前田表線 不明 11.5 6.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：側面に剥離・鉄筋露出
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

赤川橋 アカガワバシ 赤川6号線 1970 11.5 6.8 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

清水沢３号橋
シミズサワサンゴウ
キョウ

城南1号線 不明 11.7 7.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に剥離
下部：A2橋台にひびわれ・遊離石灰
その他：伸縮装置に劣化

頭無幹排７号橋
カシラナシカンパイナ
ナゴウハシ

静町赤坂線 不明 11.6 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁側面に漏水・遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に漏水・遊離石灰

三貫堰２号橋
サンガンゼキニゴウハ
シ

厨川御所野線 不明 11.6 10.0 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

婦気橋 フケバシ 駅西線 不明 11.5 16.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水・滞水、床板：床版に剥離・鉄
筋露出、下部：竪壁に漏水・遊離石灰
支承部：その他(脱落)
その他：路面にひびわれ、凹凸

南形橋 ナンカタバシ 雄物川東西線 1963 11.4 7.3 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に洗掘
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

地竹川５号橋
ヂダケガワゴゴウキョ
ウ

大沢南3号線 1970 11.4 3.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離

地竹川６号橋
ヂダケガワロクゴウ
キョウ

大沢南部4号線 1970 11.4 3.7 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
その他：防護柵に変形・欠損
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名古前橋 ナコマエハシ 山崎太田線 1970 11.0 5.3 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に漏水がみられる
床板：間詰め床版に遊離石灰
下部：Ａ2橋台支承付近に剥離
その他：防護柵に腐食

藤巻橋 フジマキバシ 土井尻線 1971 10.4 6.5 横手市 R1 Ⅱ 下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

芦沢橋 アシザワバシ 留長根本木線 1971 10.5 7.8 横手市 R1 Ⅱ 床板：床版に遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

柴橋 シババシ 滝ノ上小山線 1987 10.9 6.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に剥離
下部：A2橋台に剥離
その他：路面にひびわれ

知恵ヶ沢橋 チエガサワバシ 牛ヶ沢猿田線 1989 10.4 8.2 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁に軽微な遊離石灰
その他：地覆側面に遊離石灰

出向４号橋
イデムカイヨンゴウ
キョウ

旭町中島線 1994 11.4 11.5 横手市 R1 Ⅱ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に漏水・遊離石灰

古向橋 フルムカイバシ 道地堤防線 1997 10.5 6.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆にひびわれ

太田橋 オオタバシ 寺内八景田線 1997 10.5 8.2 横手市 R1 Ⅱ 主桁：主桁に漏水、遊離石灰
その他：路面に走行に支障のある凹凸

柴２号橋 シバニゴウキョウ 滝ノ上小山線 2003 11.4 6.9 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ
床板：間詰め床版に遊離石灰
下部：竪壁に遊離石灰を伴うひびわれ
その他：防護柵に変形

頭無幹排６号橋
カシラナシカンパイロ
クゴウハシ

上長田赤坂線 2004 11.5 12.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・遊離石灰
下部：翼壁に剥離
その他：地覆に剥離

頭無幹排８号橋
カシラナシカンパイハ
チゴウハシ

城野岡三本柳線 不明 10.4 3.8 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

頭無幹排５号橋
カシラナシカンパイゴ
ゴウハシ

後野上長田線 不明 11.5 3.6 横手市 R1 Ⅱ 下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離

大島２号橋 オオジマニゴウハシ 塚堀北1号線 不明 11.4 4.0 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

笹崎寺内１号橋
ササザキテラウチイチ
ゴウハシ

笹崎線 不明 11.4 4.0 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離

開橋 ヒラキハシ 家西線 不明 10.5 4.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁全体に腐食、防食機能の劣化
横桁：横桁全体に腐食、床板：床版にひびわれ、
下部：柱部にひびわれ、支承部：腐食
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

田村堰橋桑ノ木線１号
橋

タムラゼキハシクワノ
キセンイチゴウキョウ

田村堰橋桑ノ木線 不明 11.4 4.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁側面に剥離・鉄筋露出、床板：間詰床
版に漏水・遊離石灰、下部：胸壁に剥離・鉄筋露
出、支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

林崎上猪岡線１号橋
ハヤシザキカミイノオ
カセンイチゴウキョウ

林崎上猪岡線 不明 11.5 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・滞水
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

新平川北大清水線
１号橋

シンベイガワキタオオ
シミズセンイチゴウ
キョウ

新平川北大清水線 不明 11.4 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁側面に剥離・鉄筋露出
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

新平川南大清水線
１号橋

シンベイガワミナミオ
オシミズセンイチゴウ
キョウ

新平川南大清水線 不明 11.4 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・滞水
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離

河前橋 カワマエバシ 大屋寺内5号線 不明 10.6 7.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ・遊離石灰
床板：床版に漏水・遊離石灰
下部：A1橋台に漏水・滞水
その他：路面にひびわれ

桑木下村線１号橋
クワノキシモムラセン
イチゴウキョウ

桑木下村線 不明 10.9 7.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：柱部にひびわれ
その他：地覆に漏水・遊離石灰

頭無幹排４号橋
カシラナシカンパイヨ
ンゴウハシ

下谷地添八幡線 不明 11.5 9.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：翼壁に剥離
その他：地覆に剥離

駅西１０号橋
エキニシジュウゴウバ
シ

駅西6号線 不明 11.4 9.2 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁にひびわれ
その他：舗装のひびわれ、うき、凹凸

南野橋 ミナミノバシ 南野線 1965 9.6 5.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：防護柵にボルトのゆるみ・脱落

中島二号橋 ナカジマニゴウキョウ 平野沢線 2012 14.8 8.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰め床版に遊離石灰
下部：A1橋台に漏水、来水
その他：地覆に剥離

松澤１号橋
マツサワイチゴウキョ
ウ

土場線 1967 10.5 4.8 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ、漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

山荘橋 サンソウバシ 真人山荘線 不明 9.4 6.8 横手市 R1 Ⅱ 主桁：主桁に漏水
その他：地覆に剥離、鉄筋露出

三ヶ村堰１０号橋
サガムラゼキジュウゴ
ウキョウ

小中島支線 1970 10.1 7.3 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

地竹川２号橋
ヂダケガワニゴウキョ
ウ

大沢南部4号線 1971 9.5 3.6 横手市 R1 Ⅱ
下部：竪壁に剥離
支承部：その他(脱落)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出
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十三塚橋 ジュウサンヅカバシ 回館東部線 1972 10.4 2.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に剥離・鉄筋露出、床板：床版に剥
離・鉄筋露出、下部：竪壁に漏水・遊離石灰
支承部：その他(変色・劣化)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

大排３号橋
オオバイサンゴウキョ
ウ

タモノ木東線 1972 9.6 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に剥離・鉄筋露出、横桁：横桁に剥
離・鉄筋露出、床板：床版にその他(抜け落ち)、下
部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

上法寺川２号橋
ジョウホウジガワニゴ
ウキョウ

長持線 1976 10.0 6.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に軽微な遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
その他：防護柵に変形

地竹川８号橋
チタケガワハチゴウ
キョウ

堂ノ下南線 1988 9.4 6.2 横手市 R1 Ⅱ 主桁：主桁に剥離
その他：地覆に剥離

七滝川２号橋
ナナタキガワニゴウ
キョウ

二井山上溝線 1990 9.8 8.2 横手市 R1 Ⅱ 主桁：主桁に剥離
その他：地覆に剥離

橋野沢橋 ハシノサワバシ 筏小松川線 1997 9.5 9.2 横手市 R1 Ⅰ 下部：竪壁にひびわれ
その他：地覆に剥離

杉沢川橋 スギサワガワハシ 見入野谷地中線 2004 9.5 6.1 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、防食機能の劣化、横桁：横桁に腐食、
防食機能の劣化、床板：床版に床版ひびわれ、漏水・遊離
石灰、下部：竪壁に漏水・遊離石灰、支承部：腐食、防食
機能の劣化、その他：路面に舗装の異常(ひびわれ)

新屋敷橋 アラヤシキハシ 赤川新屋敷線 不明 10.4 3.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に剥離・鉄筋露出、床板：床版に漏
水・滞水、下部：竪壁に漏水・滞水
支承部：その他(変色・劣化)
その他：路面(床版)に剥離・鉄筋露出

大堤沢１号橋
オオツツミザワイチゴ
ウキョウ

橋野沢線 不明 9.5 4.2 横手市 R1 Ⅱ 床板：床版に遊離石灰
その他：シール材の劣化

野黒沢橋 ノグロサワバシ 貝沢松沢線 不明 10.0 5.2 横手市 R1 Ⅱ 床板：床版に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

下篭田桶清水線１号橋
シモカゴタオケシミズ
センイチゴウキョウ

下篭田桶清水線 不明 10.4 5.0 横手市 R1 Ⅱ
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に剥離
支承部：その他(脱落)
その他：防護柵に変形・欠損

持田橋 モチダバシ 柳田駅通り線 不明 10.2 6.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に遊離石灰
下部：A1橋台にひびわれ
その他：路面に凹凸

樽見内蛭野線１号橋
タルミナイヒルノセン
イチゴウキョウ

樽見内蛭野線 不明 10.3 5.9 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に床版ひびわれ、漏水・遊離石灰
下部：竪壁にひびわれ
その他：路面に路面の凹凸

掵下都線２号橋
ハバシモミヤコセンニ
ゴウキョウ

掵下都線 不明 10.0 6.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁側面に剥離・鉄筋露出
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

沢口橋 サワグチバシ 真人半助線 不明 10.2 7.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に漏水
下部：A1橋台にひびわれ・遊離石灰
その他：伸縮装置に変形

若宮２号橋 ワカミヤニゴウキョウ 下根田百万刈線 不明 9.5 7.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に床版ひびわれ
下部：竪壁に剥離
その他：地覆に漏水・遊離石灰

三貫堰１号橋
サンガンゼキイチゴウ
ハシ

三貫堰十二牲線 不明 10.3 6.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に漏水・遊離石灰
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

平鹿堰橋 ヒラカゼキバシ 平真線 1962 9.5 7.3 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離・鉄筋露出
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：竪壁に漏水・遊離石灰、支承部：その他(脱
落)、その他：地覆に剥離・鉄筋露出

篭田釜ノ川線２号橋
カゴタカマノカワセン
ニゴウキョウ

篭田釜ノ川線 不明 9.4 8.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁一部に剥離
床板：間詰床版に漏水・遊離石灰
下部：水路側壁に漏水・遊離石灰、ひびわれ
その他：地覆にひびわれ

成瀬大橋 ナルセオオハシ 横手平鹿増田線 1998 335.0 10.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ
横桁：横桁にひびわれ
床板：床版にひびわれ、遊離石灰
下部：堅壁にひびわれ、その他：路面に凹凸

十文字大橋 ジュウモンジオオハシ 梨木古内線 1935 253.7 7.0 横手市 R1 Ⅲ
主桁：著しい鉄筋露出
横桁：著しい遊離石灰を伴うひびわれ
床板：一部角落ちを伴うひびわれ,格子状ひびわれ
の箇所もある。下部：橋脚P8に著しい遊離石灰を
伴うひびわれがみられる。支承部：支承材に劣化

祇薗寺大橋 ギオンジオオハシ 旭川金沢線 2005 122.0 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁下フランジに腐食
床板：張出床版に遊離石灰を伴うひびわれ
下部：橋台に軽微なひびわれ
その他：伸縮装置に欠損

新旭川橋 ｼﾝｱｻﾋｶﾜﾊﾞｼ 旭川金沢線 1999 71.0 9.8 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に漏水・遊離石灰
下部：A2橋台にひびわれ
その他：路面にひびわれ

碇大橋 イカリオオハシ 朝倉線 1970 70.2 6.9 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に遊離石灰を伴うひびわれ
下部：橋台にひびわれ
その他：変状無し

和野橋 ワノハシ 上和野下根田線 1968 60.0 3.1 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食、床板：床
版に表面的な錆、下部：P2橋脚に遊離石灰を伴う
ひびわれ、支承部：支承に腐食、欠損
その他：路面にひびわれ

百万刈１号橋 ﾋｬｸﾏﾝｶﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 下和野落合線 1968 60.0 3.6 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に腐食
横桁：横桁に腐食
下部：P1橋脚に剥離・鉄筋露出
支承部：支承に機能障害、その他：路面に凹凸

湯ノ島橋 ユノシマバシ 湯の島線 1993 58.1 5.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にうき、横桁：横桁に剥離、床板：床版に遊離
石灰を伴うひびわれ、下部：P1橋脚に遊離石灰を伴うひび
われ、支承部：支承モルタル部にひびわれ、うき、その
他：路面にひびわれ

本郷橋 ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ 平和町本郷線 1958 56.0 6.8 横手市 R1 Ⅲ
床板：床版に格子状のひびわれ
支承部：支承に亀裂および支承の機能障害
その他：地覆にひびわれ

板井沢橋 ｲﾀｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 板井沢土渕線 1978 55.9 6.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版にひびわれ
下部：堅壁にひびわれ
支承部：支承に腐食
その他：ボルトの脱落
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頭無幹排１５号橋
ｶｼﾗﾅｼｶﾝﾊﾟｲｼﾞｭｳｺﾞｺﾞ
ｳﾊｼ

水越下中島線 1981 16.6 5.7 横手市 R1 Ⅱ 床板：床版に遊離石灰
その他：路面にひびわれ

大沢大橋 オオサワオオハシ 嶽鼻回立線 1976 54.5 4.8 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁全体に腐食、横桁：横桁に腐食
床板：床版にひびわれ、下部：P1橋脚に遊離石灰
を伴うひびわれ
その他：路面に走行に支障のある凹凸

軽井沢橋 カルイザワバシ 板井沢土渕線 1988 50.9 8.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：A2橋台にひびわれ
その他：排水管に欠損

根田川橋 コンダガワハシ 根田川中野東線 1973 50.0 4.3 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にボルトの脱落、横桁：横桁に表面的な腐食、
床板：床版にひびわれ、下部：A1橋台にひびわれ、支承
部：支承にナット脱落、腐食、土砂詰り、その他：路面に
走行に支障のある段差

回立橋 ﾏｯﾀﾂﾊｼ 回立線 1981 50.0 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、床板：床版にひびわれ
下部：堅壁にひびわれ
支承部：支承に腐食
その他：路面にひびわれ

旭岡橋 アサヒオカハシ 旭岡嶽鼻線 1992 50.0 5.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食
床板：床版にひびわれ、下部：A2橋台にひびわ
れ、支承部：支承に腐食
その他：路面に走行に支障のある凹凸

平野沢橋 ﾋﾗﾉｻﾜﾊﾞｼ 武道線 1995 49.5 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ、遊離石灰
下部：A1橋台にひびわれ
その他：路面にひびわれ

若宮橋 ワカミヤハシ 福島下根田線 1970 48.0 3.4 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に板厚減少を伴う著しいひびわれ、横桁：横桁
に腐食、床板：床版に鉄筋露出、下部：橋脚に遊離石灰を
伴うひびわれ、支承部：支承に表面的な錆、沓座モルタル
の欠損、その他：路面に走行に支障のある凹凸

神明橋 シンメイバシ 文天鏡田久保線 1971 43.8 3.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食、床板：床
版デッキプレートに腐食、下部：P1橋脚にひびわ
れ、支承部：支承に土砂詰り、その他：路面に走
行に支障のある凹凸

高根子橋 タカネコバシ 高根子線 1986 43.5 6.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版にひびわれ
下部：P1橋脚に遊離石灰を伴うひびわれ
その他：路面にひびわれ

高口下橋 タカクチシタバシ 高口下線 1977 42.8 3.3 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食
床板：床版に遊離石灰を伴うひびわれ、下部：A2
橋台にひびわれ、支承部：支承に腐食
その他：路面に走行に支障のある凹凸

亀井沢橋 カメイザワバシ 横手平鹿増田線 1995 43.0 9.2 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に板厚減少を伴う腐食、床板：床版に
遊離石灰を伴うひびわれ、下部：A1橋台にひびわ
れ、漏水、遊離石灰、支承部：支承に表面的な
錆、その他：路面の凹凸箇所補修済み

文天橋 モンテンバシ 西野文天線 1972 42.0 2.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食、床板：床
版に遊離石灰、下部：P1橋脚にひびわれ、支承
部：支承にアンカーボルトのゆるみ、その他：地
覆に剥離、鉄筋露出、路面にひびわれ

真山橋 シンザンバシ 町田線 1972 41.4 5.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁全体に腐食、横桁：横桁全体に腐食、床板：床
版に遊離石灰を伴うひびわれ、下部：P1橋脚に支承下付近
にひびわれ、支承部：支承全体に腐食、その他：起点側の
路面にひびわれ

菅生橋 スゴウバシ 上吉野菅生線 1965 39.4 4.7 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に板厚減少を伴う著しい腐食、横桁：対傾構に
腐食、床板：床版に遊離石灰を伴うひびわれ、下部：P2橋
脚に局部的な鉄筋露出、支承部：支承に腐食、その他：路
面にひびわれ

樽沢橋 タルサワハシ 大沢羽後線 1976 38.6 9.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食、床板：床
版に遊離石灰を伴うひびわれ、下部：A2橋台に遊
離石灰を伴うひびわれ、支承部：支承に腐食、そ
の他：防護柵に亀裂

上畑広野橋 カミハタヒロノバシ 広野線 1976 38.0 3.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：遊間の異常(橋台に接触している。)、横桁：表面的
な錆、床板：遊離石灰を伴うひびわれ、下部：P1橋脚にひ
びわれ、支承部：支承に表面的な錆、モルタルの欠損、そ
の他：路面に走行に支障のある凹凸、遊間の異常

下三明岡橋
シモサンミョウオカバ
シ

下三明岡線 1982 35.8 6.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食、防食機能
の劣化、床板：床版に格子状のひびわれ、下部：
A2橋台にひびわれ、支承部：支承に腐食、その
他：防護柵に欠損

鍋ヶ澤橋 ナベガサワバシ 稗畑越上線 1956 32.6 6.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：全体に腐食、横桁：表面的な錆、床板：遊
離石灰を伴うひびわれ、下部：A2橋台に鉄筋露
出、支承部：支承にナットのゆるみ、沓座モルタ
ルの欠損、その他：防護柵に変形

天下橋 テンカバシ 天下橋線 1962 33.0 5.1 横手市 R1 Ⅲ
主桁：腐食、横桁：腐食、床板：遊離石灰を伴う
ひびわれ、下部：A1橋台に錆汁を伴う遊離石灰、
支承部：支承ピンチプレートに移動（支承の機能
障害）、その他：地覆に著しい鉄筋露出

相野々橋 アイノノバシ 相野々駅前線 1978 32.0 5.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に部分的な腐食、
床板：床版に格子状のひびわれ、下部：A2橋台に
剥離・鉄筋露出、支承部：支承に腐食、その他：
路面に走行に支障のある凹凸

新屋敷橋 アラヤシキバシ 二井山上溝線 1980 31.5 6.2 横手市 R1 Ⅲ
主桁：主桁に部分的な剥離、横桁：横桁なし、床
板：床版に錆汁を伴う遊離石灰、下部：A2橋台に
遊離石灰を伴うひびわれ、支承部：支承の端部に
劣化、その他：路面にひびわれ

大城橋 オオシロバシ 大城線 1994 29.5 4.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：軽微なひびわれ
床板：床版に白華
下部：A2橋台にひびわれ
その他：路面にひびわれ

落合１号橋 オチアイイチゴウハシ 黒落5号線 1973 55.2 2.4 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁全体に腐食、横桁：横桁に腐食
床板：床版デッキプレートに腐食、下部：A1橋台
にひびわれ、支承部：支承に腐食
その他：路面にひびわれ

小栗山橋 コグリヤマバシ 小栗山線 1984 28.6 6.0 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食、横桁：横桁に腐食
床板：床版にひびわれ
下部：A1橋台にひびわれ
支承部：支承に腐食、その他：路面にひびわれ

落合橋 オチアイバシ 霜焼野線 2000 28.9 5.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食
床板：床版にひびわれ
下部：P1橋脚にひびわれ
その他：防護柵にボルトの脱落

新処橋 ｱﾗﾄｺﾛﾊﾞｼ 小野沢田線 1998 27.6 8.2 横手市 R1 Ⅰ その他：路面にひびわれ

兵部谷地橋 ヒョウブヤチバシ 兵部谷地線 1993 27.2 6.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：A2橋台にひびわれ
その他：路面に走行に支障のある凹凸

上中村橋 カミナカムラバシ 鬼越線 1994 27.0 6.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁にひびわれ、うき
床板：床版にひびわれ
下部：胸壁にひびわれ
その他：路面に凹凸
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沼山４号橋 ヌマヤマヨンゴウハシ 沼山線 1997 26.5 7.2 横手市 R1 Ⅰ その他：伸縮装置に変形

雄勝川橋 オガチガワバシ 雄勝川線 2002 27.0 7.2 横手市 R1 Ⅰ その他：路面にひびわれ

寄木橋 ﾖﾘｷﾊﾞｼ 二井山上溝線 不明 27.2 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：ひびわれ、うき
下部：堅壁に土砂、流木等の堆積
その他：路面に沈下がみられる。

見入野橋 ﾐｲﾘﾉﾊｼ 旭川金沢線 1994 25.5 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食
床板：床版にひびわれ、遊離石灰
下部：胸壁にひびわれ
支承部：支承に腐食、その他：路面にひびわれ

桧沢橋 ヒザワバシ 平野沢線 1998 26.4 8.2 横手市 R1 Ⅰ その他：路面に走行に支障のある凹凸

上三明岡橋 ｶﾐｻﾝﾐｮｳｵｶﾊﾞｼ 上三明岡線 2008 25.5 6.2 横手市 R1 Ⅰ その他：路面にひびわれ

大穴一号橋 オオアナイチゴウバシ 小野沢田線 1966 24.8 3.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食
床板：床版に遊離石灰を伴う格子状のひびわれ
下部：P1橋脚にひびわれ
その他：路面にひびわれ

野中橋 ﾉﾅｶﾊｼ 野中線 1980 25.7 4.6 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に腐食
床板：床版ひびわれ
支承部：支承に腐食、モルタル欠損
その他：路面にひびわれ

白石沢橋 シロイシザワバシ 旭川金沢線 1997 24.8 8.2 横手市 R1 Ⅱ 下部：A1橋台に遊離石灰
その他：路面にひびわれ

若神子橋 ワカミゴハシ 白坂天賀森線 1975 23.9 4.1 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁に部分的な剥離
床板：間詰め床版に遊離石灰
下部：P1橋脚にひびわれ
その他：防護柵に変形

明永沼橋 ミョウエイヌマハシ 明永線 1980 24.4 4.8 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁全体に腐食、横桁：横桁に表面的な
錆、床板：床版にひびわれ、下部：A2橋台にひび
われ、うき、支承部：支承に腐食、モルタル欠
損、その他：路面にひびわれ

大場沢橋 オオバザワバシ 天狗沢１号線 1997 24.0 5.2 横手市 R1 Ⅱ
横桁：遊離石灰を伴うひびわれ
床板：床版のひびわれ
下部：橋台のひびわれ
その他：地覆のひびわれ

平成橋 ヘイセイハシ 大屋線 1997 23.7 9.2 横手市 R1 Ⅱ
横桁：遊離石灰
床板：遊離石灰を伴うひびわれ
下部：錆汁を伴うひびわれ
その他：路面のひびわれ

李原橋 シノバラバシ 中田谷地線 2001 23.8 7.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁のひびわれ
下部：橋台のひびわれ
その他：路面のひびわれ

上畑橋 カミハタハシ 狙半内線 1979 23.0 8.2 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁の腐食、横桁：広範囲に表面的な錆、床板：格
子状のひびわれ、下部：遊離石灰を伴うひびわれ
支承部：腐食、沓座モルタルのひびわれ、うき
その他：走行に支障のある程度の段差

熊ノ堂橋 クマノドウバシ 熊ノ堂線 1996 22.0 6.7 横手市 R1 Ⅱ
主桁：PC鋼材折り曲げ支持金具の穴埋めモルタル
の脱落、横桁：横桁のうき、剥離
下部：橋台の剥離、その他：路面の軽微なひびわ
れ

寄木１号橋 ヨリキ１ゴウキョウ 寄木中房線 1999 22.3 7.2 横手市 R1 Ⅰ
床板：床版の剥離
下部：橋台のひびわれ
その他：路面に支障のない程度の段差

樋脇橋 ﾄﾖﾜｷﾊﾞｼ
市道根田谷地阿気桜森
線

不明 3.6 8.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出、漏水
下部構造：洗堀、クラック

狐塚橋 キツネヅカバシ 根田谷地阿気桜森線 不明 4.8 8.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に剥離・鉄筋露出
下部：竪壁にその他(摩耗)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

樋西橋 トヨニシバシ 根田谷地阿気桜森線 1960 4.5 6.5 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に剥離・鉄筋露出
下部：竪壁にその他(摩耗)
その他：地覆に欠損

江原橋 エバラバシ 大雄東西線 1962 4.8 9.2 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に剥離・鉄筋露出
下部：竪壁に洗掘
その他：防護柵に変形・欠損

前堰６号橋
マエゼキロクゴウキョ
ウ

新城上桜森線 1971 4.8 6.4 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に剥離・鉄筋露出
下部：竪壁に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離

Ｍ２－７号橋
エムニノナナゴウキョ
ウ

八柏下村線 1974 4.5 4.5 横手市 R1 Ⅱ
主桁：主桁下面に漏水・滞水
下部：竪壁に漏水・滞水
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

Ｍ２－５号橋 エムニノゴゴウキョウ 八柏下村線 1974 4.5 4.5 横手市 R1 Ⅱ 主桁：主桁側面に漏水・遊離石灰
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

Ｍ２－３号橋
エムニノサンゴウキョ
ウ

八柏北線 1974 4.7 7.5 横手市 R1 Ⅱ
床板：床版に漏水・滞水
下部：橋台P1(拡幅部)に剥離
その他：地覆に剥離

柏木南橋 カシワギミナミバシ 折橋四津屋線 1974 4.5 10.5 横手市 R1 Ⅱ 下部：側壁にその他(摩耗)
その他：地覆に剥離・鉄筋露出

東里西２号橋 ﾄｳｻﾄﾆｼﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道東里西６号線 1953 3.6 1.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食

電気堰橋 ﾃﾞﾝｷｾﾞｷﾊﾞｼ 市道吉野中央線 1955 3.6 5.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：側面欠け、鉄筋露出
下部構造：一部欠落、クラック等

造山蝦夷塚３号橋
ﾂｸﾘﾔﾏｴｿﾞﾂﾞｶｻﾝｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道造山南部４号線 1957 3.6 2.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：剥離、鉄筋露出
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通し下田橋 ﾄｵｼｹﾞﾀﾊﾞｼ 市道八卦南支線 1958 3.9 2.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：路面の凹凸、劣化
下部構造：漏水

下川原５号橋 ｼﾓｶﾜﾗｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道下川原北部線 1958 3.6 4.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：漏水

粧坂橋 ｼｮｳｻｶﾊﾞｼ 市道猿田３号支線 1960 3.6 3.7 横手市 Ｒ１ Ⅲ 床板：鉄筋露出
下部構造：洗堀、クラック

下田３号橋 ｼﾓﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道下田西水沢線 1962 3.5 5.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：クラック

東二ツ森２号橋 ﾋｶﾞｼﾌﾀﾂﾓﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道二ッ森中島線 1964 3.6 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：漏水

白山前橋 ﾊｸｻﾝﾏｴﾊﾞｼ 市道白山前線 1964 3.8 11.9 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出、漏水
下部構造：浸食

中ノ又橋 ﾅｶﾉﾏﾀﾊﾞｼ 市道善知鳥蓋支線 1965 3.6 2.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食、ジャンカ

上法寺川橋 ｼﾞｮｳﾎﾞｳｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道長持西線 1966 3.5 3.4 横手市 Ｒ１ Ⅲ 床板：雑草繁茂
下部構造：洗堀、クラック

大元２号橋 ｵｵﾓﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道柏木三ツ屋桑木線 1969 3.5 3.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ

上船沼橋 ｶﾐﾌﾅﾇﾏﾊﾞｼ 市道船沼東線 1969 3.9 4.3 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：漏水

大宮川橋 ｵｵﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ 市道八木線 1969 3.5 8.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：洗堀

湯の沢川６号橋 ﾕﾉｻﾜｶﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 市道大沢南２号線 1971 3.7 3.4 横手市 Ｒ１ Ⅲ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：圧壊

壇ノ尻橋 ﾀﾞﾝﾉｼﾘﾊﾞｼ 市道砂子田南部線 1971 3.7 3.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：路面の凹凸、劣化
下部構造：浸食

根田谷地堰４号橋 ｺﾝﾀﾞﾔﾁｾﾞｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道八柏東１号線 1971 3.7 3.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ
下部構造：漏水

惣助堰５号橋 ｿｳｽｹｾﾞｷｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道八柏西１号線 1971 3.8 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ、鉄筋露出
下部構造：漏水

上田村西橋 ｶﾐﾀﾑﾗﾆｼﾊﾞｼ 市道上田村西２号線 1971 3.7 4.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：浸食

両頭川２号橋 ﾘｮｳｽﾞｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道土井尻線 1971 3.9 6.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：ジャンカ
その他（地覆）：欠損、鉄筋露出

田村堰８号橋 ﾀﾑﾗｾﾞｷﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道下高口上田村線 1971 3.8 6.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ、鉄筋露出
その他（地覆）：クラック

東大中島橋 ﾋｶﾞｼｵｵﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ 市道タモノ木東線 1972 3.6 4.4 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出

樋場主人堰橋 ﾄﾖﾊﾞﾓﾝﾄｾﾞｷﾊﾞｼ 市道真人亀田線 1972 3.9 4.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：漏水
下部構造：鉄筋露出

千本野１号橋 ｾﾝﾎﾞﾝﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ 番匠田千本野線 不明 3.7 5.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

安田２号橋 ﾔｽﾀﾞﾆｺﾞｳﾊｼ 市道安田団地２号線 不明 3.5 5.4 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：クラック
下部構造：浸食

中村真角線２号橋
ﾅｶﾑﾗﾏｯｶｸｾﾝﾆｺﾞｳｷｮ
ｳ

市道中村真角線 不明 3.6 5.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：漏水

境田北１号橋 ｻｶｲﾀﾞｷﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道境田千本野線 不明 3.6 5.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：クラック、欠損

下村線１号橋 ｼﾀﾑﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道下村線 不明 3.5 5.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：遊離石灰
下部構造：浸食

樽川橋 ﾀﾙｶﾜﾊﾞｼ 市道三重植田線 不明 3.7 5.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：洗堀

浅舞柳持線２号橋
ｱｻﾏｲﾔﾅｷﾞﾓﾁｾﾝﾆｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道浅舞柳持線 不明 3.9 5.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、ジャンカ
下部構造：クラック、浸食

横手沢橋 ﾖｺﾃｻﾞﾜﾊｼ 市道兀山２号線 不明 3.5 5.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：クラック、漏水・遊離石灰
その他：地覆欠損

御休線１号橋 ｵﾔｽﾐｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道御休線 不明 3.5 6.0 横手市 Ｒ１ Ⅰ
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下小路橋 ｼﾓｺｳｼﾞﾊﾞｼ 市道雄物川中央線 不明 3.5 6.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：クラック

西下中の村線３号橋
ﾆｼｼﾀﾅｶﾉﾑﾗｾﾝｻﾝｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道西下中の村線 不明 3.7 6.1 横手市 Ｒ１ Ⅰ

駅西１号橋 ｴｷﾆｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道駅西９号線 不明 3.8 6.3 横手市 Ｒ１ Ⅰ

駅西２号橋 ｴｷﾆｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 市道駅西９号線 不明 3.6 6.4 横手市 Ｒ１ Ⅰ

浅舞今宿線１号橋
ｱｻﾏｲｲﾏｼｭｸｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道浅舞今宿線 不明 3.5 7.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

沼下１号橋 ﾇﾏｼﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 市道沼下猪岡線 不明 3.7 7.1 横手市 Ｒ１ Ⅰ

木下中村線３号橋
ｷｼﾞﾀﾅｶﾑﾗｾﾝｻﾝｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道木下中村線 不明 3.6 7.4 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

樋ノ口柳持線１号橋
ﾋﾉｸﾁﾔﾅｷﾞﾓﾁｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳｷｮｳ

市道樋ノ口柳持線 不明 3.7 8.1 横手市 Ｒ１ Ⅰ

中の村能平喜線３号橋
ﾅｶﾉﾑﾗﾉｳﾋﾞﾗｷｾﾝｻﾝｺﾞ
ｳｷｮｳ

市道中の村能平喜線 不明 3.8 8.1 横手市 Ｒ１ Ⅰ

亀田熊渕橋 ｶﾒﾀﾞｸﾏﾌﾞﾁﾊﾞｼ 市道横手平鹿増田線 不明 3.6 8.5 横手市 Ｒ１ Ⅰ

新堰橋 ﾆｲｾﾞｷﾊﾞｼ 市道平真線 不明 3.6 8.8 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：洗堀

清水川橋 ｼﾐｽﾞｶﾜﾊﾞｼ 市道三重植田線 不明 3.9 10.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：剥離、浸食

豊前中島線１号橋
ﾌﾞｾﾞﾝﾅｶｼﾞﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道豊前中島線 不明 3.7 11.0 横手市 Ｒ１ Ⅰ

１０７西線１号橋
ﾋｬｸﾅﾅﾆｼｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

市道１０７西線 不明 3.5 11.4 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

西下中の村線１号橋
ﾆｼｼﾀﾅｶﾉﾑﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ

市道西下中の村線 不明 3.5 12.2 横手市 Ｒ１ Ⅰ

八幡３号橋 ﾊﾁﾏﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道卸団地中央線 不明 3.7 15.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：クラック、欠損

上町西橋 ｶﾐﾏﾁﾆｼﾊﾞｼ 市道上町西線 1935 3.1 3.7 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：浸食

尖岩橋 ﾄｶﾞﾘｲﾜﾊﾞｼ 市道羽場菅生線 1946 2.9 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：浮き、剥離、欠損
下部構造：はらみ出し

桜森橋 ｻｸﾗﾓﾘﾊﾞｼ
市道根田谷地阿気桜森
線

1946 3.0 6.9 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

新宮４号橋 ｼﾝﾐﾔﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 市道新宮線 1948 3.0 2.7 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：クラック、遊離石灰
下部構造：浸食

新宮３号橋 ｼﾝﾐﾔｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 市道新宮線 1948 3.0 2.7 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食
その他：床板に雑草繁茂

菅生沢橋 ｽｺﾞｳｻﾜﾊﾞｼ 市道菅生沢線 1951 2.5 3.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

東里西４号橋 ﾄｳｻﾄﾆｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道東里西部線 1953 2.5 2.0 横手市 Ｒ１ Ⅲ 床板：変形・欠損
下部構造：変形・欠損

鳥羽下橋 ﾄﾊﾞｼﾀﾊﾞｼ 市道今宿中島線 1953 3.1 5.1 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：変色・劣化
下部構造：クラック

下谷地６号橋 ｼﾀﾔﾁﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 市道下谷地中線 1954 2.5 4.1 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離
下部構造：浸食、すり減り

湯ノ沢橋 ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ 市道湯野沢線 1954 2.6 4.9 横手市 Ｒ１ Ⅰ

石塚２号橋 ｲｼﾂﾞｶﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道新平川沼館線 1956 3.3 5.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：剥離、鉄筋露出、浸食

造山蝦夷塚２号橋
ﾂｸﾘﾔﾏｴｿﾞﾂﾞｶﾆｺﾞｳｷｮ
ｳ

市道造山南部６号線 1957 3.0 2.4 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：路面の凹凸、劣化
下部構造：浸食

後田表２号橋 ｳｼﾛﾀﾞｵﾓﾃﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道上西野南部線 1961 2.9 2.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：欠損、鉄筋露出
下部構造：浸食
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石持橋 ｲｼﾓﾁﾊﾞｼ
市道根田谷地阿気桜森
線

1961 2.5 6.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：漏水
下部構造：その他（土砂堆積）

蝦夷塚橋 ｴｿﾞﾂﾞｶﾊﾞｼ 市道雄物川東西線 1961 3.1 6.1 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：浸食

江原小橋 ｴﾊﾞﾗｺﾊﾞｼ
市道根田谷地阿気桜森
線

1961 3.3 8.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ、漏水
下部構造：ジャンカ

東里２号橋 ﾄｳｻﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ
市道雄物川東部３号幹
線

1962 3.0 7.3 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ
下部構造：クラック、浸食

吉野鉱山橋 ﾖｼﾉｺｳｻﾞﾝﾊﾞｼ 市道吉野南線 1963 3.2 3.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：変色・劣化
下部構造：変形・欠損

苗代下橋 ﾅﾜｼﾛｼﾀﾊｼ 市道苗代下線 1964 2.7 2.7 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：クラック、鉄筋露出
その他（地覆）：欠損、鉄筋露出

大沢橋 ｵｵｻﾜﾊﾞｼ 市道吉野中央線 1964 3.0 4.1 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：異常なたわみ
下部構造：洗堀

南神成橋 ﾐﾅﾐｶﾝﾅﾘﾊﾞｼ 市道東神成線 1964 3.0 6.0 横手市 Ｒ１ Ⅰ

女学校裏橋 ｼﾞｮｶﾞｯｺｳｳﾗﾊﾞｼ 市道女学校裏線 1966 3.4 3.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ、欠損
下部構造：浸食

民生橋 ﾐﾝｾｲﾊﾞｼ 市道縫殿中町線 1966 3.0 3.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：漏水、ジャンカ、鉄筋露出
下部構造：浸食

門ノ目堰２号橋 ｶﾄﾞﾉﾒｾﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道折橋四津屋線 1967 3.0 9.2 横手市 Ｒ１ Ⅰ

極楽寺２号橋 ｺﾞｸﾗｸｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道釣瓶線 1968 3.1 4.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：変形、鉄筋露出
下部構造：浸食

極楽寺４号橋 ｺﾞｸﾗｸｼﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道釣瓶線 1968 3.0 4.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食
その他（地覆）：欠損、鉄筋露出

湯の沢川５号橋 ﾕﾉｻﾜｶﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道大沢南部３号線 1970 2.5 3.9 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：クラック

大巻６号橋 ｵｵﾏｷﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 市道大巻線 1970 2.5 5.1 横手市 Ｒ１ Ⅰ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 市道上野小勝田線 1971 3.0 5.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：路面の凹凸、劣化
下部構造：クラック、浸食

門ノ目堰５号橋 ｶﾄﾞﾉﾒｾﾞｷｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道樋脇一ノ関線 1971 2.5 3.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：漏水

鳶ヶ沢橋 ﾄﾋﾞｶﾞｻﾜﾊﾞｼ 市道鳶ケ沢線 1971 3.3 3.6 横手市 Ｒ１ Ⅰ

鳶ヶ沢２号橋 ﾄﾋﾞｶﾞｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道鳶ケ沢線 1971 3.4 3.7 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：漏水

狐塚堰橋 ｷﾂﾈﾂﾞｶｾﾞｷﾊﾞｼ 市道一ノ関東線 1971 2.6 4.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ
その他（地覆）：欠損

門ノ目堰６号橋 ｶﾄﾞﾉﾒｾﾞｷﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 市道上桜森一ノ関線 1971 3.3 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ
下部構造：欠損、漏水

東二ツ森４号橋 ﾋｶﾞｼﾌﾀﾂﾓﾘﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道二ッ森東線 1971 3.0 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食

泥毛橋 ﾄﾞﾛｹﾊﾞｼ 市道高畑東藤野線 1971 3.1 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅰ

新島２号橋 ｼﾝｼﾞﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道高畑東藤野線 1971 3.0 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食、ジャンカ

新島３号橋 ｼﾝｼﾞﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道一本柳線 1971 3.0 4.3 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食

岩瀬橋 ｲﾜｾﾊﾞｼ 市道大沢岩ノ沢線 1971 3.1 5.3 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出、遊離石灰
下部構造：浸食

六盃橋 ﾛｯﾊﾟｲﾊﾞｼ 市道阿美多地線 1971 3.1 5.6 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食
その他（地覆）：欠損、鉄筋露出

開一の口橋 ﾋﾗｷｲﾁﾉｸﾁﾊｼ 市道開一の口線 1971 3.2 5.9 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：漏水

三ヶ村堰１号橋 ｻｶﾞﾑﾗｾﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道女郎出袴形線 1971 3.1 6.0 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食
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令和元年度　橋梁定期点検結果
架設年次 橋長 幅員

（西暦） （m） （m） 実施年度 判定区分 所見等
道路橋名 フリガナ 路線名 管理者名

点検記録

惣助堰橋 ｿｳｽｹｾﾞｷﾊﾞｼ 市道下高口上田村線 1971 3.3 6.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：ジャンカ、鉄筋露出
下部構造：欠損、漏水

上田村上堰１号橋
ｶﾐﾀﾑﾗｳﾜｾｷｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ

市道下高口上田村線 1971 3.0 6.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：ジャンカ、漏水
その他（地覆）：欠損

門ノ目堰７号橋 ｶﾄﾞﾉﾒｾﾞｷﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ 市道下高口上田村線 1971 2.8 6.3 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：剥離、鉄筋露出
下部構造：漏水

宮田堰３号橋 ﾐﾔﾀｾﾞｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道新城上桜森線 1971 2.7 10.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食
その他（舗装）：舗装の異常(剥がれ)

新島１号橋 ｼﾝｼﾞﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道前村後線 1972 3.0 4.2 横手市 Ｒ１ Ⅱ 床板：鉄筋露出
下部構造：浸食、ジャンカ

野中十文字境線１号橋
ﾉﾅｶｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｻｶｲｾﾝｲ
ﾁｺﾞｳｷｮｳ

市道野中十文字境線 不明 3.0 4.5 横手市 Ｒ１ Ⅰ

下醍醐柳持線１号橋
ｼﾀﾀﾞｲｺﾞﾔﾅｷﾞﾓﾁｾﾝｲﾁ
ｺﾞｳｷｮｳ

市道下醍醐柳持線 不明 3.0 4.5 横手市 Ｒ１ Ⅱ 下部構造：浸食

城野岡２号橋 ｼﾞｮｳﾉｵｶﾆｺﾞｳｷｮｳ 赤坂柳ノ下線 2018 2.3 3.0 横手市 Ｒ１ Ⅰ

碇大橋歩道橋
イカリオオハシホドウ
キョウ

朝倉線 1997 70.9 3.8 横手市 R1 Ⅰ
主桁：広範囲に表面的な錆、横桁：広範囲に表面
的な錆、床板：床版の防食機能の劣化
下部：橋台の遊離石灰、支承部：沓座モルタルの
うき、その他：路面のひびわれ

東又１号橋 ﾋｶﾞｼﾏﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道東又線 不明 3.7 4.0 横手市 Ｒ１ Ⅰ
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