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FR02:川を渡る橋・青森県 
 

 Ｎｏ  橋名  読み  県名  所在地 路線名／番号 架橋河川 西暦年 橋長、幅員  構造形式・構成 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R0001 野辺地橋    青森 野辺地町  県道 243号 野辺地川 1955 73 3.6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝27 

R0002 野辺地川橋梁   青森 野辺地町  国鉄大湊線 野辺地川 1921  単線   

R0003 城内橋    青森 野辺地町  県道 174号 野辺地川 1966   永久橋 

R0004 ことぶき橋    青森 野辺地町    野辺地川 1986 28 2 鈑桁 

R0005 鳴沢橋    青森 野辺地町  国道 279号 野辺地川 1953   永久橋 

R0006 あすなろ橋   青森 野辺地町  県道 174号 野辺地川 1987  16 PC桁 

R0007 新田橋    青森 野辺地町    野辺地川     

R0008 ？     青森 野辺地町  国道 279号 野辺地川     

R0009 清水目川橋梁   青森 東北町   国鉄東北本線 清水目川 1968  複線 新線 

R0010 一ノ渡橋    青森 東北町  国道 4 号 清水目川 1967 19.1 9.8 ＲＣＴ桁 ｌ＝2ｘ9.2 

R0011 ？     青森 東北町     清水目川     

R0012 清水目ダム   青森      清水目川     

R0020 八太郎大橋 はったろうおお 青森 八戸市    馬淵川 1976 421.4 21.5 鋼連続箱桁 

R0021 新大橋    青森 八戸市    馬淵川 1956 300.8 9.8 ゲルバー鈑桁 

R0022 馬淵川大堰管理橋  青森 八戸市    馬淵川 1978 270 6 合成鈑桁 ｌ＝38.3 

R0023 馬淵大橋  まぶちおお 青森 八戸市  国道 45 号 馬淵川 1972 371 7.5+2  

         (上り下り)鋼連続箱桁 ｌ＝62.6+64+62.6 鋼箱桁 ｌ＝62.2 鈑桁 ｌ＝（41.75）+（39.3+24.7）  

R0024 馬淵川水管橋   青森 八戸市   青森県工業用水道 馬淵川 1969 285.3   

R0025 馬淵川橋梁 まべちがわ 青森 八戸市  青森県専用側線 馬淵川 1978 278.6 単線 トラス ｌ＝58.8+5.8 鈑桁 ｌ＝4ｘ39.4 

R0026 馬淵川橋梁 まべちがわ 青森    国鉄八戸線 馬淵川 1943 ≒279 単線 鈑桁 

R0027 大橋  おお  青森 八戸市  国道 104号 馬淵川 1998 241.6 7.5+2@3  

                連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@39.7） 鈑桁 ｌ＝1ｘ29.5 

R0028 目時橋    青森 八戸市（売市）   馬淵川 1901 211 5.4 木橋 

R0029 根城大橋  ねじょうおお 青森 八戸市    馬淵川 1981 524.9 21.8  

            合成鈑桁 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ（45.5+48.5+45.5） ＰＣ連続スラブ橋 ｎ＝3 

R0030 西水管橋    青森 八戸市   八戸市上水道 馬淵川 1979 340.8  鈑桁 

R0031 尻内橋  しりうち 青森 八戸市  県道 20 号 馬淵川 1936 145.4 7.8 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝23 

R0032 櫛引橋(一日市橋)  くしひき 青森 八戸市    馬淵川 1955 136 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝18.7+3@24.5+18.7 

R0033 櫛引橋    青森    国道 104号 馬淵川 1989 165.2 13.5  

               平行して新架 鋼連続箱桁 l=37.1+2@44.8+37.1 

R0034 水管橋    青森 八戸市    馬淵川     

R0035 馬淵川橋    青森 八戸市  百石道路 馬淵川     

R0036 馬淵川橋    青森    （道路公団） 馬淵川 2000 294 9.25 連続鈑桁 ｌ＝41.5+5@42+41.5 

R0037 法師岡橋  ほうしおか 青森 南部町（福地村）・八戸市 県道 134号 馬淵川 1965 123 6 ＰＣ桁橋 ｌ＝30 

R0038 馬淵川橋梁   青森 南部町（福地村）・八戸市 東北新幹線 馬淵川 2003    

R0039 小滝橋    青森 南部町（福地村）   馬淵川     

R0040 福地橋    青森 南部町（福地村）   馬淵川 1970    

R0041 ふれあい橋   青森      馬淵川 1983 200 2 歩道  

R0042 苫米地橋  とまべじ 青森 南部町（福地村）   馬淵川 1958 64 2.5 吊橋 無補剛 耐風索 

R0043 福田大橋  ふくだおお 青森 南部町（福地村） 県道 223号 馬淵川 1933 697  ＲＣ桁 

R0044 剣吉橋  けんよし 青森 南部町（名川町） 県道 42 号 馬淵川 1974   架け替え 桁橋 

R0045 名久井橋  なくい  青森 南部町（名川町） 県道 33 号 馬淵川 1935 136.5 7.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝25 

R0046 ながわ大橋   青森      馬淵川 2002   鋼連続桁 

R0047 高瀬橋    青森 南部町（名川町） 県道 224号 馬淵川     

R0048 第一馬淵川橋梁 まぶちがわ 青森 南部町  東北本線 馬淵川 1968 117.1 単線 （複線化 上り） ＲＣ桁 ｌ＝5ｘ19+1ｘ16 

R0049 赤石橋  あかいし 青森 南部町  県道 222号 馬淵川 1967   ＰＣ桁橋 n＝2 

R0050 第二馬淵川橋梁 まぶちがわ 青森 南部町  東北本線 馬淵川 1968 104.5 単線 （複線化 下り） 鈑桁 ｌ＝31.5+2ｘ36.4 

R0051 第三馬淵川橋梁 まぶちがわ 青森 南部町  東北本線 馬淵川 1968 単線 （下り）  

R0052 古牧橋    青森 南部町  県道 258号 馬淵川 1959   ＲＣゲルバー桁 ｌ＝24 

R0053 南部大橋    青森 南部町  国道 4 号 馬淵川 1978 251.8 7.5+2@1.5 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@41.6） 

R0054 馬淵橋    青森 南部町・三戸町 国道 4 号 馬淵川 1978 283.1 7.5+2@1.5  

               連続鈑桁 ｌ＝（3@35.1）+（3@36.7）+（2@33.6） 

R0055 住谷橋  すみや 青森 南部町・三戸町 県道 258号 馬淵川 1957 68.2 7 鋼ランガ－桁 ｌ＝67.2 

R0056 第四馬淵川橋梁 まぶちがわ 青森 南部町・三戸町 東北本線 馬淵川 1968 ≒115 単線  

                （上り） 鈑桁 ｌ＝3ｘ31.5 ＲＣ桁 ｌ＝1ｘ17 

R0057 梅泉橋    青森 三戸町  県道 134号 馬淵川 1932    

R0058 第五馬淵川橋梁 まぶちがわ 青森 三戸町  東北本線 馬淵川 1968  単線  

                鈑桁 ｌ＝2ｘ31.5+1ｘ16 ＲＣ桁 ｌ＝1ｘ19 

R0059 遠小橋    青森 三戸町    馬淵川     

R0060 三戸望郷大橋   青森 三戸町  区域農道 馬淵川 2005    
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R0061 第六馬淵川橋梁 まぶちがわ 青森 三戸町  東北本線 馬淵川 1967 102.4 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2+2ｘ31.5 

R0062 目端橋    青森・岩手 三戸町・二戸市  馬淵川 1950 77  木造吊橋 

R0063 河原大橋          馬淵川 1954 301 9 ゲルバー鈑桁 ｎ＝9 

R0080 浅瀬石川橋梁 あせいしかわ 青森 田舎館村  JR奥羽線 浅瀬石川 1970 194 複線 別線架け替え  

R0081 朝日橋    青森 田舎館村  県道 136号 浅瀬石川 1927 45.6 5.5 Ｉ型桁 l＝9+9.05+9.15+2ｘ9.2 

R0082 浅瀬石川水管橋   青森 田舎館村    浅瀬石川     

R0083 田光橋  でんこう 青森 田舎館村    浅瀬石川 1948   木橋 

R0084 中央橋    青森 田舎館村  県道 148号 浅瀬石川 1972 89.2 6.5+2@0.75 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ29.75+29.8 

R0085 東橋  あずま 青森 田舎館村    浅瀬石川 1966 180.4 3.7 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ23.75 

R0086 浅瀬石川橋梁   青森 田舎館村・黒石市 弘南鉄道 浅瀬石川 1949 161 単線 鈑桁 

R0087 千歳橋  ちとせ 青森 黒石市    浅瀬石川 1877 82 3.6 木桁橋 

R0088 追子ノ木橋（後・千歳橋） 青森      浅瀬石川 1881-   後 千歳橋 

R0089 千歳橋  ちとせ 青森    県道 268号 浅瀬石川 1977 114.3 7.5 RCT型桁 l＝10ｘ9.06 

R0090 浅瀬石大橋   青森 黒石市    浅瀬石川 1879    

R0091 新千歳橋    青森 黒石市  県道 13 号 浅瀬石川 1987    

R0092 浅瀬石橋  あせいし 青森 黒石市  県道 135号 浅瀬石川 1970 64 6 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ21.3 

R0093 浅瀬石川橋   青森 黒石市   東北自動車道 浅瀬石川 1979    

R0094 赤岩橋    青森 黒石市  国道 102号 浅瀬石川     

R0095 上川原橋    青森 黒石市    浅瀬石川 1951    

R0096 中島橋    青森 黒石市    浅瀬石川 1910 73 1.8 木橋 

R0097 温湯橋  ぬるゆ 青森 黒石市    浅瀬石川     

R0098 紫明橋    青森 黒石市    浅瀬石川     

R0099 落合大橋    青森 黒石市    浅瀬石川 1908 40.9 1.2 木橋 

R0100 しょうげつ橋   青森      浅瀬石川     

R0101 思い出の橋   青森      浅瀬石川     

R0102 浅瀬石ダム   青森      浅瀬石川 1988    

R0103 虹の橋    青森      浅瀬石川     

R0104 青荷橋    青森 黒石市（山形村）   浅瀬石川 1889 38 2.4 木橋 

R0105 中島橋    青森 黒石市（山形村）   浅瀬石川 1889 55 2 木橋 

R0106 ？     青森      浅瀬石川 1910 73 1.8 木橋 

R0107 小国橋    青森 黒石市・平川市   浅瀬石川 1951 34 3.5 木橋 

R0108 山下橋    青森 黒石市・平川市 国道 102号 浅瀬石川     

R0109 つばくろ橋    青森 黒石市・平川市 国道 102号 浅瀬石川     

R0110 昭和平橋    青森 平川市  国道 102号 浅瀬石川     

R0111 清流橋    青森 平川市  国道 102号 浅瀬石川     

R0112 葛川下橋    青森 平川市  国道 102号 浅瀬石川     

R0113 折戸橋  おりと  青森 平川市    浅瀬石川 1910 22 1.8 土橋 

R0114 葛川橋  くずかわ 青森 平川市    浅瀬石川     

R0115 井戸沢橋    青森 平川市    浅瀬石川 1894 33 2.1 土橋 

R0116 ？     青森 平川市  国道 102号 浅瀬石川     

R0117 風心橋    青森 平川市    浅瀬石川     

R0118 温川橋  ぬるかわ 青森 平川市    浅瀬石川 1943 29 5.8 RC橋 

R0119 深川橋     青森 平川市    浅瀬石川 1889 64 1.5 木橋 

R0120 ？     青森      浅瀬石川 1908 65 1.5 木橋 

R0121 山城橋    青森 南津軽郡    浅瀬石川 1889 49 3 木橋 

R0122 大根子橋    青森 南津軽郡    浅瀬石川 1889 47 2.7 木橋 

R0123 平六橋    青森 平川市（平六村）   浅瀬石川 1909 36 2.1 木橋 

R0124 筏橋    青森 平川市（切明村）   浅瀬石川 1909 29 2.1 木橋 

R0125 四十巻橋    青森 平川市    浅瀬石川 1958 21 7.3 RC橋 

R0140 八戸大橋    はちのへおお 青森 八戸市    新井田川 1980 1323.7 19.5  

              鋼連続箱桁 ｌ＝100.4+165+100.4 連続鈑桁 ｌ＝3@40  

R0141 湊橋  みなと 青森 八戸市  県道 1 号 新井田川 1974 87.9 29 連続鈑桁  

R0142 新湊橋    青森 八戸市    新井田川 1974 93 7+2@2.5 鈑桁 l＝30.5 n＝3 

R0143 新井田川橋梁 にいだかわ 青森 八戸市  JR八戸線 新井田川 1967 154 単線  

               鈑桁 ｌ＝11ｘ12 Ｉ型桁 ｌ＝1ｘ4.5 伸長 ｌ＝1ｘ9.8  

R0144 柳橋    青森 八戸市    新井田川     

R0145 塩入橋    青森 八戸市    新井田川     

R0146 大橋    青森      新井田川 1911 44 3.6 木橋 

R0147 新井田大橋 にいだおお 青森 八戸市  国道 45 号 新井田川 1972 105.75 7.5+2  

                連続鈑桁 l=26.125+26.35+26.35+26.125 

R0148 招運橋    青森 八戸市    新井田川     

R0149 新井田中央大橋   青森 八戸市  県道 29 号 新井田川 1993    

R0150 新井田橋  にいだ 青森 八戸市  県道 251号 新井田川 2001 92.3 9+2@4  

                 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝14.5+3@20+14.5 

R0151 長館橋（通称・十日市橋） ちょうかん 青森 八戸市 県道 11 号 新井田川 2003 80.6  桁橋 n＝2 

R0152 松石橋    青森 三戸郡    新井田川 1879 36 2.7 木橋 

R0153 ？     青森      新井田川 1915 45.5 3.6 土橋 

R0154 野崎橋    青森 三戸郡    新井田川 1881 40 3 土橋 



 ３ 

R0155 土岡橋    青森 三戸郡    新井田川 1889 36 5.8 木橋 

R0156 是川橋  これかわ 青森 八戸市    新井田川     

R0157 風張橋  かざはり 青森 八戸市    新井田川 1885 58 4.5 木橋 

R0158 ？     青森      新井田川 1911 76 4.5 木橋 

R0159 妻ノ神橋  さいのかみ 青森 八戸市  県道  新井田川 1958 46.8  RC桁 n＝3 

R0160 母袋子橋  ほろこ 青森 八戸市    新井田川 1995 50 2.5 吊橋 単径間 無補剛 鋼塔 

R0161 ？     青森 八戸市  東北建材私道橋 新井田川     

R0162 巻橋    青森 八戸市（南郷村）   新井田川 1915 44 3.6 土橋 

R0163 長瀬橋    青森 八戸市（南郷村）   新井田川 1879 60 4.5 木橋 

R0164 島守橋    青森 八戸市（南郷村） 県道 138号 新井田川 1958    

R0165 虚空蔵橋  こくぞう 青森 八戸市（南郷村）   新井田川 2004 68.2  吊橋 無補郷 RC塔 

R0166 馬場橋    青森 八戸市（南郷村）   新井田川 1879 47 2.7 木橋 

R0167 ？     青森    県道 42 号 新井田川 1955   ＲＣＴ桁  

R0168 門前橋    青森 八戸市（南郷村） 県道  新井田川 1879 53 2.7 木橋 

R0169 赤穂堂橋    青森 八戸市（南郷村）   新井田川 1879 64 3.6 木橋 

R0170 赤穂土橋  あこうど 青森    県道  新井田川 1915 36 "3,6" 土橋 

R0171 荒谷橋    青森 八戸市（南郷村）   新井田川    

R0172 世増ダム  よまさり 青森      新井田川 2003    

R0173 世増橋  よまさり 青森 八戸市（南郷村）   新井田川 1879 71 3.6 ダム湖に水没 

R0174 新世増橋  しんよまさり 青森 八戸市（南郷村）   新井田川 2001 260  桁橋 n＝3 

R0175 水吉橋    青森 八戸市（南郷村）   新井田川 1898 54.5 3.6 ダム湖に水没 

R0176 新水吉橋    青森      新井田川 2002   PC ラーメン箱桁 

R0190 十三橋  じゅうさん 青森 五所川原市（市浦村）  岩木川 1959 395.5 3.5 木桁橋 

R0191 十三湖大橋 じゅうさんこおお 青森    県道 12 号 岩木川 1979 234 6+2@2.5  

              ＰＣ連続箱桁 ｌ＝48+69.1+48 ＰＣ単純箱桁 ｌ＝2ｘ32.9  

R0192 津軽大橋（長泥橋） つがるおお 青森 中泊町（中里町）・つがる市（車力村） 県道 189号 岩木川 1970 558 6  

               単純活荷重合成鈑桁 ｌ＝12ｘ45.79 鋼管杭基礎 

R0193 神田橋  かんだ 青森 五所川原市（金木町）・つがる市（稲垣村） 県道 2 号 岩木川 1989 389.5 7.5+2.5 

                   連続鈑桁 ｌ＝3@+4@55.4  

R0194 三好橋  みよし 青森 つがる市（木造町）・五所川原市 県道 164号 岩木川 1971 313 5.5  

                 連続合成鈑桁 ｌ＝3@44.5+4@44.5  

R0195 新津軽大橋   青森 つがる市（木造町）・五所川原市 広域農道 岩木川 1989 316.5 7+2@1.5 

                  連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@52.4） 

R0196 岩木川橋梁 いわきがわ 青森 五所川原市  ＪＲ五能線 岩木川 1924 ≒371 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ19+ｘ16 

R0197 乾橋  いぬい 青森 五所川原市  国道 101号 岩木川 1962 346 6.5  

               ゲルバー鈑桁 ｌ＝32.4 ｎ＝11 吊桁は合成鈑桁 

R0198 五所川原大橋   青森 五所川原市・つがる市（柏村） 県道 154号 岩木川 1989 396 14  

                鋼連続箱桁 ｎ＝3+2 合成鈑桁 ｎ＝2 

R0199 永代橋    青森 鶴田町    岩木川 1893   架設 

R0200 鶴寿橋  かくじゅ 青森    県道 153号 岩木川 1978 306.7 12 連続鈑桁 ｎ＝2ｘ（3@50.8） 

R0201 保安橋  ほあん 青森 鶴田町  県道 200号 岩木川 1959 231 6.6 合成鈑桁 l=20.5 

R0202 板柳大橋（?）   青森 板柳町・弘前市 県道 125号 岩木川  306 11.5 連続鈑桁 ｎ＝7 

R0203 幡竜橋  ばんりゅう 青森 板柳町・弘前市 県道 35 号 岩木川 1979 282.8 11.5 合成箱桁 ｌ＝55.8 ｎ＝5 

R0204 新鳴瀬橋    青森 弘前市  農道  岩木川 1971 101.3 3.7 合成箱桁 

R0205 安東橋    青森 藤崎町・弘前市 県道 239号 岩木川 1985 198 7.2 連続鈑桁 （伸長） 合成鈑桁 ｌ＝31.8  

R0206 岩木川水管橋   青森 弘前市    岩木川     

R0207 城北大橋    青森 弘前市  県道 41 号 岩木川 1980 234.8 12 ＰＣＴ桁 ｎ＝7 

R0208 清瀬橋    青森 弘前市    岩木川 2005 345 12.2 ＰＣ連続桁 ｎ＝3+5 

R0209 石渡橋    青森      岩木川 1880 154.5 3.8 木橋 

R0210 富士見橋  ふじみ 青森    県道 3 号 岩木川 1958 188 8.1 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝25 

R0211 岩木橋  いわき 青森    県道 3 号 岩木川 1960 161.7 8  

                ポニートラス ｌ＝1ｘ38 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ24 

R0212 第二城西大橋（?）  青森 弘前市（岩木町）   岩木川  211.5 17.5 鋼連続箱桁 ｎ＝4 

R0213 上岩木橋  かみいわき 青森 弘前市（岩木町） 県道 28 号 岩木川 1961 91 6.6 ＰＣ桁 ｌ＝29.5 

R0214 ?     青森 西目屋村・弘前市（相馬村） 岩木川     

R0215 地形橋    青森 西目屋村・弘前市（相馬村） 岩木川     

R0216 ?     青森 西目屋村・弘前市（相馬村） 岩木川     

R0217 ?     青森 西目屋村・弘前市（相馬村） 岩木川     

R0218 高野橋    青森 弘前市    岩木川     

R0219 吉川橋    青森 弘前市    岩木川     

R0220 平山橋    青森 弘前市    岩木川     

R0221 堰口橋    青森 弘前市    岩木川     

R0222 目屋橋    青森 西目屋村  県道 28 号 岩木川 1958-3-31 95 8.8 ＲＣ橋 

R0223 田ノ尻橋    青森 西目屋村  県道 28 号 岩木川 1958-3-31 42.6 6.5 トラス ｌ＝41.6 

R0224 村市橋    青森 西目屋村    岩木川 1893-9 39.4 2.7 木橋 

R0225 川辺橋    青森 西目屋村    岩木川 1984-    

R0226 岩木川橋    青森 西目屋村  県道 28 号 岩木川 1958-3-31 44.7 6.5 トラス ｌ＝44 

R0227 ダム     青森      岩木川     



 ４ 

R0228 湯ノ沢橋    青森 西目屋村    岩木川 1959 ｰ 11 114.8 5.5  

               トラス ｌ＝64 ゲルバー鈑桁 ｌ＝14.2+21+14.2 

R0229 （目屋ダム）＝ 美山湖 青森      岩木川    Ｈ＝60 

R0230 砂子瀬橋  すなこせ 青森 西目屋村    岩木川 1986-   鉄橋 ｌ＝115 

R0231 山毛欅沢橋   青森 西目屋村    岩木川 1958- 40 4 上路トラス ｌ＝39.2 

R0232 望岳橋    青森 弘前市    岩木川 1884-5 127 3.6 木橋 

R0233 芦沢橋    青森 西目屋村    岩木川 1958 33 4 （目屋ダム）合成鈑桁 ｌ＝32.4 

R0234 一ノ渡橋    青森 中津軽郡    岩木川 1908-8 45 1.8 木橋 

R0250 藤崎橋    青森 藤崎町   県道 131号 平川  1965 150.3 6.6 合成鈑桁 ｌ＝29.5 

R0251 水管橋    青森 藤崎町     平川     

R0252 平川橋  ひらかわ 青森 藤崎町・弘前市    平川  1681    

R0253 藤崎橋    青森      平川  1881 56 3.6 木橋 

R0254 平川橋  ひらかわ 青森    国道 7 号 平川  1973 246 8.25+1.5 連続鈑桁 L＝3@48.9+2@48.9 

R0255 （浅瀬石川 合流）   青森      平川     

R0256 豊平橋  とよひら 青森 田舎館村・弘前市 県道 41 号 平川  1962 63.5 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝20.5 

R0257 第一平川橋梁 ひらかわ 青森 田舎館村・弘前市 奥羽本線 平川  1969 244.6 複線 (複線化上り)トラス ｌ＝5ｘ48  

R0258 境橋  さかい 青森 田舎館村・弘前市 県道 268号 平川  1939 150 5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝24+3@33.9+24 

R0259 幸橋    青森 弘前市     平川  1881 76 3.6 木橋  

R0260 弘南大橋    青森 平川市  国道 102号 平川     

R0261 新大豊橋    青森 平川市  県道 109号 平川     

R0262 大豊橋    青森 平川市    平川  1969 210 6 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ34.9 

R0263 平川橋梁    青森 平川市  弘南鉄道 平川  1927  複線 下路鈑桁 

R0264 館田橋  たちた 青森 平川市  県道 144号 平川  1938 108.4 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝24 

R0265 弘南大橋    青森 平川市  国道 7 号 平川  1980 214.5 9.85+2  

                 連続鈑桁 l=(37.9+36.2+35.4)+(3@35)  

R0266 御幸橋    青森 弘前市  県道 260号 平川  1956 144.5 7.2 ＲＣゲルバー桁 

R0267 平川橋梁    青森 弘前市  弘南鉄道 平川  1952    

R0268 大鰐橋（後・相生橋）  青森      平川  1881 42 3.6 木橋  

R0269 守山大橋    青森 弘前市    平川     

R0270 宿川原大橋   青森 大鰐町    平川     

R0271 第二平川橋梁   青森 大鰐町    国鉄奥羽本線 平川  1967 90.6 複線 下路鈑桁 ｌ＝2ｘ45.5 

R0272 虹の大橋    青森 大鰐町    平川     

R0273 羽黒橋    青森 大鰐町  県道 202号 平川  1965   トラス ｌ＝51.8 

R0274 船岡橋    青森 大鰐町    平川  1890 47 5.5 木橋  

R0275 青柳橋    青森     県道 平川  1967   トラス ｌ＝48 

R0276 苦木観音橋   青森 大鰐町    平川     

R0277 福島橋    青森 大鰐町  国道 7 号 平川  1980 61.5 11+2@3 連続鈑桁 l=26.3+34.4 

R0278 第三平川橋梁   青森 大鰐町   国鉄奥羽本線 平川  1970 92   ＰＣ合成桁 ｌ＝2ｘ46 

R0279 ？     青森 大鰐町   東北自動車道 平川  1980    

R0280 渋谷橋    青森 平川市    平川  1910 38 3 木橋  

R0281 十六夜橋    青森 平川市    平川  1967   トラス ｌ＝62.4 

R0282 番所橋    青森 平川市  国道 7 号 平川  1978 73 "9+2@1,5" 連続鈑桁 l=2@36 

R0283 第五平川橋   青森 平川市   国鉄奥羽本線 平川  1971 ≒53 複線 鋼鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0284 第六平川橋   青森 平川市   国鉄奥羽本線 平川  1971 ≒54 複線 鋼鈑桁 ｌ＝1ｘ21.3+2ｘ14.3 

R0285 追分橋    青森 平川市  国道 7 号 平川  1974 86 "9+1,5" 連続鈑桁 l=19.635+30.6 

R0300 石森橋    青森 青森市    堤川  1980 79 14+2@3 鋼ニールセンローゼ ｌ＝77.6  

R0301 青柳橋    青森 青森市    堤川  1939 69.2 6.9 鈑桁 n＝2 

R0302 旭橋    青森 青森市    堤川  1939 66 8.9 ＲＣゲルバー桁  

R0303 うとう島橋    青森 青森市    堤川     

R0304 堤橋  つつみ 青森 青森市  国道 4 号 堤川  1984 64.2 24+2@4 連続鈑桁 l＝2@31.7 

R0305 堤川橋    青森 青森市  東北本線 堤川  1891   鈑桁 経路変更により廃線 

R0306 松園橋    青森 青森市    堤川    歩道 鋼トラスドランガー 

R0307 甲田橋    青森 青森市    堤川  2002   鋼桁橋 

R0309 桜川橋    青森 青森市    荒川  1965   鈑桁 n＝2 

R0310 下筒井橋    青森 青森市    荒川     木橋 

R0311 筒井橋    青森 青森市    荒川  1954 44.6 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝18  

R0312 上筒井橋    青森 青森市    荒川     

R0313 荒川橋    青森 青森市    JR東北本線 荒川  1968    

R0314 妙見橋    青森 青森市  国道 7 号 荒川  1980 54 12.3+3.5 連続鈑桁 l=2@26.5  

R0315 ？     青森 青森市   青森自動車道 荒川     

R0316 妙見橋    青森 青森市  国道 7 号 荒川  1994 60 8.6+1.7 連続鈑桁 l=2@29.4  

R0317 新妙見橋    青森 青森市  国道 103号 荒川     

R0318 問屋橋    青森 青森市    荒川     

R0319 牛館橋    青森 青森市    荒川     

R0320 荒川橋    青森 青森市    荒川     

R0321 金高橋    青森 青森市  県道 44 号 荒川  1964   ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 

R0323 八甲田自転車道橋  青森 青森市    駒込川 1987   桁橋 n＝2 

R0324 八甲橋    青森 青森市    駒込川    鈑桁 n＝2 



 ５ 

R0325 福田橋    青森 青森市    駒込川 1975    

R0326 晴雄橋    青森 青森市    駒込川    鈑桁 n＝2 

R0327 水管橋    青森 青森市    駒込川    鋼トラスドランガー 

R0328 松桜橋    青森 青森市    駒込川     

R0329 南桜川橋    青森 青森市    駒込川     

R0330 駒込川橋    青森 青森市    JR東北本線 駒込川 1968    

R0331 駒込橋    青森 青森市    駒込川     

R0332 駒込川橋    青森 青森市  国道 7 号 駒込川 1989 82 7+3 連続鈑桁 l=2@40.5 

R0333 ？     青森 青森市   青森自動車道 駒込川     

R0334 桐の沢橋    青森 青森市    駒込川     

R0335 幸佃橋    青森 青森市  県道 44 号 駒込川     

R0350 大畑橋  おおはた 青森 むつ市  国道 279号 大畑川 1958 91  ＰＣ桁 ｌ＝17.5 

R0351 大畑川橋梁   青森 むつ市  大間鉄道 大畑川 1969  単線 鈑桁、撤去 

R0352 上大畑橋    かみおおはた 青森 むつ市  県道 1 号 大畑川 1969    

R0353 朝比奈橋    青森 むつ市  国道 279号 大畑川 1987    

R0354 船場橋    青森 むつ市    大畑川 1880 73 5.5 木橋  

R0355 新小名目橋   青森 むつ市    大畑川     

R0356 薬研橋    青森 むつ市  県道 1 号 大畑川     

R0357 大畑川橋    青森 むつ市   大畑森林鉄道 大畑川 1933  単線 鈑桁 ｎ＝3 廃線、歩道橋に転用 

R0358 ?     青森 むつ市  県道 284 大畑川     

R0360 川内橋  かわうち 青森 むつ市（川内町）   川内川 1938 103.3 5.5 ＲＣＴ型橋 ｌ＝4ｘ10+3ｘ11+3ｘ10  

R0361 中畑橋    青森 むつ市（川内町）   川内川 1965   吊橋 

R0362 小倉平橋    青森 むつ市（川内町）   川内川     

R0363 銀杏木橋    青森 むつ市（川内町）   川内川 1970   永久橋 

R0364 銀杏橋    青森 むつ市（川内町）   川内川     

R0365 獅子畑橋    青森 むつ市（川内町）   川内川 1984   永久橋 

R0366 あすなろ橋   青森 むつ市（川内町）   川内川     

R0367 川内ダム    青森 むつ市（川内町） かわうち湖 川内川     

R0368 湖鐘大橋    青森 むつ市（川内町）   川内川     

R0370 権現橋    青森 つがる市    山田川     

R0371 富萢橋    青森 つがる市  県道 189号 山田川     

R0372 豊富橋    青森 つがる市    山田川 1899 36 2.4 木橋 

R0373 車力橋    青森 つがる市  県道 43 号 山田川 1973 62 5.5 トラス 

R0374 鷲范橋    青森 つがる市    山田川 1903 56 2.5 木橋 

R0375 牛潟橋    青森 つがる市    山田川     

R0376 砂山橋    青森 つがる市  県道 2 号 山田川     

R0377 （田光沼）    青森 つがる市    山田川     

R0378      青森 つがる市  県道 161号 山田川     

R0379      青森 つがる市  県道 114号 山田川     

R0380 ？     青森 つがる市  県道 186号 山田川     

R0381      青森 つがる市  県道 187号 山田川     

R0382 新大館橋    青森 つがる市  国道 101号 山田川     

R0383 山田川橋梁   青森 つがる市  国鉄五能線 山田川     

R0384 大館橋    青森 つがる市  県道 267号 山田川 1956 7.5 6 ＲＣ橋  

R0385      青森 つがる市  県道 39 号 山田川     

R0386 （池）    青森      山田川     

R0400 高瀬橋    青森 三沢市・六ヶ所村 国道 338号 高瀬川 1956 98 7.2 永久橋 桁橋 

R0401 （小川原湖）   青森      高瀬川     

R0402 （七戸川）    青森      高瀬川     

R0403 湖畔橋    青森 東北町    高瀬川     

R0404 甲地橋    青森 東北町・七戸町 県道 219号 高瀬川     

R0405 三ツ森橋    青森 東北町・七戸町 県道 8 号 高瀬川     

R0406 小川原橋    青森 東北町・七戸町 国鉄東北本線 高瀬川 1891  単線   

R0407 上天橋    青森 東北町・七戸町   高瀬川     

R0408 大浦橋    青森 東北町    高瀬川     

R0409 八幡橋    青森 東北町    高瀬川     

R0410 栢葉橋    青森 七戸町  国道 4 号 高瀬川 1960 38.1 8.1 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ18.4 

R0411 七戸川大橋（小川町橋） 青森 七戸町    高瀬川 1844   架け替え 

R0412 七戸橋  しちのへ 青森 七戸町  県道 22 号 高瀬川 1988 44 5.4 木橋  

R0413 新川原橋    青森 七戸町  県道 118号 高瀬川     

R0414 和田一大橋   青森 七戸町    高瀬川     

R0420 百石水管橋   青森 八戸市・おいらせ町(百石町) 奥入瀬川    鋼下路ランガー 

R0421 開運橋    青森 八戸市・おいらせ町(百石町) 県道 19 号 奥入瀬川 1980 304  鈑桁  

R0422 幸運橋  こううん 青森 八戸市・おいらせ町(百石町) 国道 45 号 奥入瀬川 1953 220 6 鈑桁 ｌ＝14ｘ15.1  

R0423 第二奥入瀬川橋   青森 八戸市・おいらせ町(下田町) 県道 8 号 奥入瀬川     

R0424 奥入瀬川橋   青森 八戸市・おいらせ町(下田町) 百石道路 奥入瀬川 1991 262.4 2x9.25  

               連続鈑桁 l＝（43.33+453.4+43.4）+（2@43.4+43.4） 

R0425 開明橋    青森 おいらせ町(下田町) 県道 奥入瀬川 1963    



 ６ 

R0426 下田水管橋   青森 おいらせ町(下田町)  奥入瀬川     

R0427 下田橋  しもだ  青森 おいらせ町(下田町) 県道 140号 奥入瀬川 1961 230 6 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ29.5 

R0428 奥入瀬川橋梁 おいらせがわ 青森 おいらせ町(下田町) 東北本線 奥入瀬川 1968 228 複線 鈑桁 l＝6ｘ29.4+2ｘ24.4 

R0429 幸橋    青森 おいらせ町(下田町)  奥入瀬川    

R0430 神明橋、    青森 おいらせ町(下田町)  奥入瀬川     

R0431 赤田橋    青森 六戸町    奥入瀬川     

R0432 盛運橋    青森 六戸町    奥入瀬川     

R0433 睦橋  むつみ 青森 六戸町    奥入瀬川 1961 158 6 RCゲルバー桁 l＝22.5+3@28+22.5 

R0434 長栄橋    青森 六戸町    奥入瀬川    

R0435 共栄橋    青森 六戸町     奥入瀬川 1959    

R0436 六日町橋  むいかまち 青森 十和田市    奥入瀬川 1987   桁橋 

R0437 相坂大橋    あいさかおお 青森 十和田市  国道 4 号 奥入瀬川 1997 177.5 8.75+2.5 連続鈑桁 l=51.5+2：41.8+40.8 

R0438 御幸橋  みゆき 青森 十和田市  県道 145号 奥入瀬川 1988 118｡8 8.5*2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝4@29.5 

R0439 切田橋  きりた  青森    県道 45 号 奥入瀬川 1961 107.5 6 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ21.5 

R0440 大正橋    青森 十和田市    奥入瀬川 1961 86  PC桁 l＝20.8 

R0441 ?     青森 十和田市    奥入瀬川     

R0442 広瀬橋  ひろせ 青森 十和田市  国道 102号 奥入瀬川 1961 48 7 トラス ｌ＝47.2 

R0443 大堀橋    青森 十和田市    奥入瀬川     

R0444 法量橋  ほうりょう 青森 十和田市    奥入瀬川 1932 52 5.6 ＲＣ桁 ｌ＝13 ｎ＝3 

R0445 ?     青森      奥入瀬川 1932 52 5.6 ＲＣ桁 ｌ＝13 ｎ＝3 

R0446 大畑野橋    青森 上北郡     奥入瀬川 1903 58 3.6 木橋 

R0447 赤沼橋    青森 上北郡     奥入瀬川 1914 76 3.5 土橋 

R0448 上法量橋    青森 十和田市    奥入瀬川     

R0449 奥入瀬西大橋   青森 十和田市    奥入瀬川     

R0450 百目木橋    青森 十和田市    奥入瀬川     

R0451 立石橋    青森 十和田市    奥入瀬川     

R0452 奥入瀬橋    青森 十和田市    奥入瀬川 1959   ＲＣゲルバー桁 ｌ＝22，7 

R0453 桂月橋    青森 十和田市    奥入瀬川     

R0454 十和田橋    青森 十和田市    奥入瀬川 1932 55.1  ＲＣ桁 ｌ＝10.5 

R0455 ?     青森      奥入瀬川 1972   上流に架設 

R0456 かえで橋    青森 十和田市  国道 102号 奥入瀬川     

R0457 ?     青森 十和田市    奥入瀬川     

R0458 奥入瀬橋    青森 十和田市  国道 102号 奥入瀬川     

R0459 馬門橋    青森 十和田市  国道 102号 奥入瀬川 1932 55.1  ＲＣＴ桁 ｌ＝10.5 

R0460 裸渡橋    はだかわたり 青森 十和田市  国道 102号 奥入瀬川 1959 20.9 6 永久橋 桁橋 n＝2 

R0461 百島橋    青森 十和田市  国道 102号 奥入瀬川     

R0462 子ノ口橋  ねのくち 青森 十和田市    奥入瀬川 1963 38 8+2@1.5 PC門型ゲルバー桁 l＝35.5 

R0463 十和田湖    青森        

R0470 市川橋    青森 八戸市  県道 15 号 五戸川     

R0471 新市川橋    青森 八戸市  県道 19 号 五戸川     

R0472 尻引橋    青森 八戸市  国道 45 号 五戸川 1941 34.9 5.7 ＲＣＴ桁 ｌ＝3ｘ11 

R0473 五戸川橋    青森 八戸市  県道 8 号 五戸川     

R0474 五戸川橋    青森 八戸市  百石道路 五戸川 1995 38.1 10.5 鈑桁 l=37.3 

R0475 和野橋    青森 八戸市    五戸川     

R0476 五戸川橋梁   青森 八戸市   国鉄東北本線 五戸川 1968  複線  

R0477 轟木橋    青森 八戸市  県道 15 号 五戸川 1959 45.2  合成鈑桁 ｌ＝22 

R0478 第二轟木橋   青森 八戸市    五戸川     

R0479 池の堂橋    青森 五戸町    五戸川     

R0480 北市川橋    青森 五戸町  県道 20 号 五戸川 1938    

R0481 粒ケ谷地橋   青森 五戸町    五戸川 1938    

R0482 切谷内橋    青森 五戸町    五戸川     

R0483 蛯川橋    青森 五戸町    五戸川 1959 33 5 ＲＣ橋  

R0484 下新井田橋   青森 五戸町  県道 119号 五戸川     

R0485 五戸橋  ごのへ 青森 五戸町    五戸川 1934 32.6 8.4 ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0486 八景橋  はっけい 青森 五戸町  県道 113号 五戸川 1951   ＲＣ桁 

R0487 五戸新橋    青森 五戸町  国道 4 号 五戸川 1980 56.8 9+2@1.5 連続鈑桁 l＝2@28 

R0488 戌橋    青森 五戸町  国道 454号 五戸川 1938 30 5.5 ＲＣＴ型桁 ｎ＝2 

R0489 中市新橋    青森 五戸町    五戸川     

R0490 ？     青森 五戸町  県道 142号 五戸川     

R0491 ？     青森 新郷村    五戸川     

R0492 ？     青森 新郷村  県道 45 号 五戸川     

R0493 新世紀橋    青森 新郷村    五戸川 2001 34 歩道 鈑桁 

R0494 ？     青森 新郷村  県道 218号 五戸川     

R0495 （二ノ倉ダム）   青森      五戸川     

R0500 田名部川橋梁   青森 むつ市  JR大湊線 田名部川 1921  単線  

R0501 下北橋    青森 むつ市  県道 176号 田名部川 1988    

R0502 大瀬橋    青森 むつ市    田名部川 1965 72.9  永久橋 桁橋 

R0503 新小川橋    青森 むつ市    田名部川 1969   永久橋 



 ７ 

R0504 白鳥橋    青森 むつ市    田名部川     

R0505 新大橋    青森 むつ市  県道 4 号 田名部川     

R0506 大橋  おお  青森 むつ市    田名部川 1955   ＲＣＴ桁 ｎ＝3 

R0507 品の木橋    青森 むつ市  国道 279号 田名部川     

R0508 新田名部川橋梁   青森 むつ市  JR大湊線 新田名部川     

R0509 海老川橋    青森 むつ市  県道 176号 新田名部川 1963 70  鈑桁 ｌ＝22.8 

R0510 むつ大橋    青森 むつ市  国道 279号 新田名部川 1962 

R0511 内田橋    青森 むつ市    新田名部川  

R0512 大田橋    青森 むつ市  国道 338号 田名部川  

R0513 赤坂橋    青森 むつ市  県道 6 号 田名部川  

R0514 ？     青森 むつ市    田名部川  

R0515 ？     青森 東通村    田名部川  

R0516 荷橋    青森 東通村  県道  田名部川  

R0517 蒲野沢橋    青森 東通村  県道  田名部川  

R0518 桑野橋    青森 東通村    田名部川  

R0519 第二里橋    青森 東通村    田名部川  

R0520 沢内橋    青森 東通村    田名部川  

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 

 

 


