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FR02:川を渡る橋・岩手県 
 

 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 和賀川橋梁 わがかわ 岩手 北上市  東北新幹線 和賀川 1982 466 複線  

                ＰＣＩ型桁橋 ｌ＝27.2+7ｘ44.66+2ｘ42.66+27.2 

R0002 和賀川橋梁 わがかわ 岩手 北上市   国鉄東北本線 和賀川 1958 ≒395 複線 鈑桁 ｌ＝16ｘ22.3+1ｘ12.1+1ｘ9.8 

R0003 四十二年橋   岩手 北上市    和賀川 1909   中島を隔てて北側に広がった川に架

設 

R0004 九年橋  くねん  岩手 北上市    和賀川 1922 179 5.5 （左岸側）鈑桁 ｌ＝22.5 ｎ＝8 

R0005 九年大橋  くねんおお 岩手 北上市    和賀川 1998 530 15.8 ＰＣ連続桁 

R0006 和賀大橋  わがおお 岩手 北上市  国道 4号 和賀川 1969 515 8+2@1.5 合成鈑桁 ｌ＝15ｘ33.7 

R0007 和賀川橋  わががわ 岩手 北上市   東北自動車道 和賀川 1977 500.4 2x10 連続鈑桁 ｌ＝4ｘ（41.2+41.7+41.2） 

R0008 広表橋  ひろおもて 岩手 北上市（江釣子町）県道 122号 和賀川 1974 250 "5,5" PC桁 

R0009 和賀新橋    岩手 北上市    和賀川     

R0010 和賀中央大橋 わがちゅうおう 岩手 北上市（和賀町）県道 165号 和賀川  ＲＣゲルバー桁 ｌ＝24.5+7@24+24.5 

R0011 煤孫橋  すすまご 岩手 北上市（和賀町）   和賀川 1965   ＰＣ桁 

R0012 堅川目橋  たてかわめ 岩手 北上市（和賀町）   和賀川     

R0013 瀬畑大橋  せばた 岩手 北上市（和賀町）   和賀川     

R0014 瀬畑橋  せばた 岩手 北上市（和賀町）   和賀川 1951 180 4.5 鈑桁 ｌ＝6ｘ19.96 

R0015 第五和賀川橋梁 わがかわ 岩手 北上市（和賀町） 国鉄北上線 和賀川 1921 ≒133 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ21+3ｘ12 

R0016 （石羽根ダム ）  岩手      和賀川 1953   重力式ダム Ｈ＝20.5ｍ 

R0017 和賀橋    岩手 北上市（和賀町） 国道 107号 和賀川 1979 137 7+2 鋼連続箱桁 ｌ＝2@68 

R0018 平和橋    岩手 北上市（和賀町） 国道 107号 和賀川 1968 155 6.9 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ31.5+26 

R0019 望仙橋    岩手 北上市（和賀町） 国道 107号 和賀川 1967 100 6.8 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ32.7 

R0020 人当橋    岩手 北上市（和賀町）   和賀川     

R0021 和賀仙人橋  わがせんにん 岩手 北上市（和賀町）    和賀川 1932 100.6 4.6  

        鋼上路 3 ヒンジスパンドレルブレースドアーチ ｌ＝76.8 上路曲弦 トラス ｌ＝18.6 Ｉ型桁 ｌ＝5.3 

R0022 （湯田ダム）   岩手  錦秋湖   和賀川 1964   アーチ重力式ダム Ｈ＝87.5ｍ 

R0023 （大荒沢ダム ）  岩手      和賀川 1940    

R0024 平和橋    岩手 西和賀町（湯田町）  和賀川 1911 140  錦秋湖に水没 

R0025 天ヶ瀬橋  あまがせ 岩手 西和賀町（湯田町）県道 133号 和賀川 1993 342 6.5  

          ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝39.9+118+71.9 ＰＣ連続合成桁橋 ｌ＝36.45+37.2+36.45 

R0026 第二和賀川橋梁 わがかわ 岩手 西和賀町（湯田町）国鉄北上線 和賀川 1924 ≒136 単線 錦秋湖に水没 

R0027 第二和賀川橋梁   岩手       和賀川 1962 508 単線  

            （ダムによる線路付け替え）トラス ｌ＝1ｘ90 ＰＣ桁 ｌ＝（4+17）ｘ19.2 

R0028 あやめ橋    岩手 西和賀町（湯田町）  和賀川     

R0029 第一和賀川橋梁  わがかわ 岩手 西和賀町（湯田町）国鉄北上線 和賀川 1924 ≒174 単線 錦秋湖に水没 

R0030 第一和賀川橋梁   岩手      和賀川 1962 ≒249 単線  

                （ダムによる線路付け替え）鈑桁 ｌ＝8ｘ25.4 

R0031 川尻橋  かわしり 岩手 西和賀町（湯田町）国道 107号 和賀川 1994 95.5 14 鋼下路 ローゼ 

R0032 オロセの吊橋   岩手 西和賀町（湯田町） 林道 和賀川 1998 85 1.5 吊橋 鋼塔 

R0033 湯本大橋    岩手 西和賀町（湯田町）県道 1号 和賀川 1980 99 8.5+2@1.5 鋼ランガー桁 ｌ＝1ｘ97.6 

R0034 山室橋  やまむろ 岩手 西和賀町（湯田町）  和賀川 1925 53.3 5.3 ＲＣオープンアーチ ｌ＝38 

R0035 槻沢大橋  つきざわ 岩手 西和賀町（沢内村）農免道路 和賀川 1982   架設 

R0036 百年橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1969   架設 

R0037 分訳橋    岩手      和賀川 2001 111 7 鈑桁 n＝3 

R0038 内の沢橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1970   鈑桁 ｎ＝3 

R0039 飯豊橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1967   架け替え 

R0040 鍵沢橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川     

                1971年当時は吊橋 木造補剛トラス 木塔 

R0041 弁天橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1970 22 6.5 鈑桁 

R0042 厳島橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1970 18 4.6  

R0043 八年橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1956   架け替え 

R0044 ？     岩手      和賀川 1960   架け替え 

R0045 ？     岩手      和賀川 1971   架け替え 

R0046 和賀橋    岩手 西和賀町（沢内村・川舟村） 県道 1号 和賀川 1931  道路 鈑桁 

R0047 湯沢橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川     

R0048 新山橋    岩手 西和賀町（沢内村）  和賀川 1963   ＲＣ桁 

R0049 ？     岩手      和賀川 1999 75 6.2 桁橋 

R0060 宮古大橋  みやこおお 岩手 宮古市  国道 45号 閉伊川 1974 308.3 2x(7+1.5)  

            鋼連続箱桁 ｌ＝54.4+76.4+34.3+40.2 合成箱桁 ｌ＝52.9+45.5 

R0061 新晴橋    岩手 宮古市    閉伊川 1875   創架 

R0062 宮古橋  みやこ 岩手      閉伊川 1935 195.6 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝22.5+5@30+22.5  



 ２ 

R0063 第三十四閉伊川橋梁 へいがわ 岩手 宮古市  国鉄山田線 閉伊川  単線   

R0064 小山田橋    岩手 宮古市    閉伊川 1978 271 12 鈑桁 

R0065 花輪橋  はなわ 岩手 宮古市  県道 200号 閉伊川 1960 272.7 3.6 ＰＣ桁 ｌ＝22+23 

R0066 牛伏橋    岩手 宮古市    閉伊川 1968   永久橋 

R0067 第三十三閉伊川橋   岩手 宮古市(新里村) 国鉄山田線 閉伊川 1950 ≒131 単線  

               ワーレントラス 1ｘ77.5 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2+1ｘ12.9 

R0068 第三十二閉伊川橋   岩手 宮古市(新里村) 国鉄山田線 閉伊川 1950 ≒142 単線  

               ワーレントラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝4ｘ19.2 

R0069 第三十一閉伊川橋   岩手 宮古市(新里村) 国鉄山田線 閉伊川   単線   

R0070 第三十閉伊川橋   岩手 宮古市(新里村) 国鉄山田線 閉伊川   単線   

R0071 高徳橋    岩手 宮古市(新里村) 林道  閉伊川 2000 123.7 6.5+3 鈑桁 

R0072 腹帯下の橋   岩手 宮古市(新里村) 国道 106号 閉伊川     

R0073 腹帯橋    岩手 宮古市(新里村)   閉伊川     

R0074 腹帯上の橋   岩手 宮古市(新里村) 国道 106号 閉伊川     

R0075 第二十九閉伊川橋  岩手 宮古市(新里村) 国鉄山田線 閉伊川 1934 124.8 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ19 Ｒ＝200  

R0076 大沢橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0077 第二十八閉伊川橋  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1934  単線 鈑桁  

R0078 三川石橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川     

R0079 西家橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川     

R0080 第二十七閉伊川橋  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1934  単線 鈑桁  

R0081 第二十六閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川     

R0082 第二十五閉伊川橋梁 へいがわ 岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1954 129 単線  

               トラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝4ｘ9.8+1ｘ15.3+1ｘ8.2 

R0083 古田橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0084 第二十四閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川     

R0085 袰岩橋  ほろいわ 岩手      閉伊川     

R0086 第二十三閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1934    

R0087 川井大橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1995 99.8 6 鈑桁 

R0088 新川井橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 340号 閉伊川 1987    

R0089 川井橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1935 51.2 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16+19.2+16 

R0090 巣内沢橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0091 片巣橋  かたす 岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1956 40 2.5 木造吊橋 

R0092 第二十二閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0093 箱石大橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1925 15.7 4.5 ＲＣ橋  

R0094 箱石大橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1975 110 7.5+1.5 鋼連続箱桁 ｌ＝19.6+16.5 

R0095 第二十一閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0096 坂本橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1949 18.8 4.5 木橋 

R0097 鈴久石橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0098 法師渡大橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1978 95 7.5+1.5  

                 トラス ｌ＝56 連続鈑桁 ｌ＝2@18.8 

R0099 第二十閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0100 第十九閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0101 蟹岡橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1978 70 7.5+1.5 連続鈑桁 ｌ＝38.6+30.6 

R0102 蟹岡橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0103 第十八閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0104 第十七閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0105 川内橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1954 59 4.5 ＲＣ橋  

R0106 ？     岩手 宮古市(川井村)   閉伊川    吊橋 

R0107 八幡橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0108 川内橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1978 140 7.5+1.5 連続鈑桁 ｌ＝31.5+2@38+31.5 

R0109 川内大橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0110 ？     岩手 宮古市(川井村)   閉伊川    吊橋 

R0111 明月橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1977 134 7.5+1.5  

                 連続鈑桁 ｌ＝30.3+2@36.2+30.3 

R0112 第十六閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0113 第十五閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0114 達曽部橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1978 46.8 7.5+1.5 連続鈑桁 ｌ＝2@23 

R0115 小滝橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1978 69.9 7.5+1.5  

                 鋼方杖ラーメン橋 ｌ＝（12+34+18） 

R0116 下平 1号橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川     

R0117 下平 2号橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川     

R0118 大峠第一橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1969 84 8 鋼方杖ラーメン橋 ｌ＝（27.5+28+27.5） 

R0119 大峠第二橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1970 92 8  

                上路ランガー桁 ｌ＝55 鈑桁 ｌ＝13+24 

R0120 第十四閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0121 大峠第三橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1970 99.3 8 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ32.5 

R0122 大峠第四橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1970 124.1 8 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ30，4  

R0123 第十三閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    



 ３ 

R0124 第十二閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1933    

R0125 平津戸橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0126 平津戸第一橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1975 86.8 7.5 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ43.2 

R0127 第十一閉伊川橋梁  岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0128 平津戸第二橋   岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1976 189 8  

              鋼連続箱桁 ｌ＝30+45+30 連続鈑桁 ｌ＝26.6+28.9+25.7 

R0129 早池峰橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0130 第十閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0131 第九閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0132 第八閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0133 第七閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0134 栃渕橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1971 56 8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ27.4 

R0135 岩井橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1971 40.9 8 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ40  

R0136 第六閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0137 第五閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0138 新松草橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1971 48.3 8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ23.4 

R0139 笹平橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1971 45 8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ21.8 

R0140 第四閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1931    

R0141 権現堂 1号橋   岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0142 蔵の沢橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0143 松草橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川 1937 10.1 4.5 ＲＣ橋 

R0144 第三閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1930    

R0145 樺底橋    岩手 宮古市(川井村)   閉伊川     

R0146 第二閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1930    

R0147 第一閉伊川橋梁   岩手 宮古市(川井村) 国鉄山田線 閉伊川 1930    

R0148 柳橋    岩手 宮古市(川井村) 国道 106号 閉伊川 1929 15.2 5 ＲＣ橋 

R0160 新北上大橋  しんきたかみ 宮城 石巻市（河北町・北上町） 国道 395号 新北上川 1976 565.7 6.5+2  

                 下路連続トラス ｌ＝3@84.8+2ｘ2@76.9 

R0161 飯野川橋  いいのがわ 宮城 石巻市（河北町） 飯野川可動堰と兼用  新北上川 1932 433.9 5.5  鈑桁 

R0162 新飯野川橋 しんいいのがわ 宮城 石巻市（河北町） 国道 45号 新北上川 1974 441.5 7+2@1.5 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@73.2） 

R0163 北上大堰管理橋   宮城 石巻市（河北町） 管理橋 新北上川 1978 335.4 6 合成鈑桁 ｌ＝27～53 

R0164 柳津大橋  やないず 宮城 登米市（津山町） 県道 61号 新北上川 1975 450 8.5 下路連続トラス ｌ＝3@74.4+2@ トラス 

R0165 日和大橋  ひよりおお 宮城 石巻市  県道 240号 北上川 1979 716.6 7+3  

             鋼連続箱桁 ｌ＝83.5+125+83.5 連続鈑桁 ｎ＝（3+3）+（3+3） 

R0166 西内海橋  にしうつみ 宮城 石巻市  国道 398号 北上川 1933 64.9 7.5 鈑桁 ｌ＝10.2 ｎ＝6 

R0167 東内海橋    ひがしうつみ 宮城 石巻市  国道 398号 北上川 1933 75.1 7.5 鈑桁 ｌ＝12.2 ｎ＝ 

R0168 石巻大橋  いしのまき 宮城 石巻市    北上川 1967 277.5 10 鋼合成箱桁 ｌ＝5ｘ54.7 

R0169 北上川橋梁 きたかみがわ 宮城 石巻市 ＪＲ石巻線 北上川 1972 ≒247 単線  

                下路鈑桁 ｌ＝4ｘ22.3+31.5+8.2+2ｘ41.5+31.4 

R0170 開北橋  かいほく 宮城 石巻市  県道 33号 北上川 1969 285 6 鋼連続箱桁 ｌ＝55.1+3@58+55.1 

R0171 天王橋（鹿又橋） てんのう（かのまた） 宮城 石巻市（河南町・河北町） 国道 45号 北上川 1961 367.7 6 渡船 

R0172 新天王橋  しんてんおう宮城 石巻市（河南町・河北町） 三陸縦貫自動車道 北上川 2003 424.8 11.2  

                   鋼連続箱桁 n＝5 

R0173 神取橋  かんどり 宮城 石巻市（桃生町・河南町） 県道 21号 北上川 1966 278 6  

              ゲルバートラス ｌ＝63+81+63 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ25.8 

R0174 赤生津橋  あこうず 宮城 登米市（豊里町）・石巻市（桃生町） 県道 北上川    渡船 

R0175 豊里大橋  とよさとおお 宮城    県道 21号 北上川 1971 349 6+2@0.75  

                合成鈑桁 ｌ＝9ｘ33.6 Ｈ型桁橋 ｌ＝3ｘ12.9 

R0176 北上川橋梁   宮城 登米市（津山町）・石巻市（桃生町） ＪＲ気仙沼線 北上川 1968 618 単線  

               連続トラス ｌ＝3ｘ（3@63.5） + トラス ｌ＝1ｘ46.3 

R0177 米神橋    宮城 登米市    北上川 1917   船橋 

R0178 登米大橋  とめおお 宮城    国道 342号（国道 45号） 北上川 1979 306 7+2  

                  連続鈑桁 ｌ＝25.2+32.3+25.2 

R0179 米谷橋  まいや 宮城      北上川 1905 218 5.1 船橋 

R0180 米谷大橋  まいやおお 宮城 登米市（中田町・東和町） 県道 26号 北上川 1930 181.4 5.5  

                 ゲルバートラス ｌ＝56.3+66.8+56.3 

R0181 ？     宮城    国道 398号 北上川 1982 183.4 7+2 連続トラス ｌ＝2@91 

R0182 錦桜橋  きんおう 宮城 登米市（中田町・東和町） 国道 346号 北上川 1956 575.6 6  

            トラス ｌ＝59 ｎ＝5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝9ｘ27.5 鈑桁 ｌ＝1ｘ22.3  

R0183 花藤橋    岩手 一関市（花泉町・藤沢町） 町道 北上川 1992 356 9.75  

                ＰＣ連続箱桁 ｌ＝66+2@81.5+66+2@30.5 

R0184 北上川橋    きたかみかわ 岩手 一関市（花泉町・藤沢町） 県道 21号 北上川 1930 187.3 3･6  

         吊橋 単径間 トラス補剛 木床 ＲＣ塔 ｌ＝120 両側径間はＲＣゲルバー桁 Ｌ＝33 

R0185 ？     岩手    県道 21号 北上川 1968 275.1 6 連続トラス ｌ＝84.3+105.4+84.3 

R0186 北上大橋  きたかみ 岩手 一関市（川崎村）   北上川    渡船 

R0187 （弥栄橋）（薄衣橋） （やさかえ）(うすきぬ) 岩手  国道 284号 北上川 1938 204.4 6  

    鋼ブレースドリブタイドアーチ橋 ｌ＝1ｘ100 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18+27+18 ＲＣ桁橋 ｌ＝1ｘ14.2 ＲＣ連続桁橋 ｌ＝3ｘ7.9  

R0188 新北上大橋  しんきたかみ 岩手 一関市（川崎村） 国道 284号 北上川 2003 482.2 9.5+2@3 



 ４ 

             鋼ゲルバーブレースドリブタイドアーチ橋 ｌ＝136+208+136 

R0189 北上川橋梁  きたかみかわ 岩手 一関市（川崎村） ＪＲ大船渡線 北上川 1980  単線 下路 トラス ｌ＝1ｘ93.4 

R0190 狐禅寺船橋 こぜんじ 岩手 一関市    北上川 1899   渡船 

R0191 千歳橋  ちとせ 岩手    県道 19号 北上川 1978 434.1 9.3 下路連続トラス ｌ＝2ｘ（3@72） 

R0192 柵ノ瀬橋  さくのせ 岩手 一関市  県道 19号 北上川 1963 219 6 鋼下路 ランガートラス ｌ＝3ｘ72 

R0193 第一北上川橋梁 きたかみかわ 岩手 一関市 東北新幹線 北上川 1982 3872 複線 

             連続トラス ｌ＝6ｘ90 ＰＣ箱桁 ｌ＝7ｘ42+48ｘ32+45ｘ30ｍ， 

R0194 新高館橋    しんたかだて 岩手 平泉町    北上川 2001 625 12.5  

                PC連続箱桁 l＝73.1+81.4+130+81.4+73.1 

R0195 高館橋  たかだて 岩手 平泉町  県道 206号 北上川 1971 224.1 6 ＲＣ橋  

R0196 箱石橋    岩手 奥州市（前沢町）・平泉町 県道 237号 北上川 1992 512 7.25+2.5  

               ＰＣ連続箱桁 ｌ＝59.2+5@73+59.2 ＰＣ桁 ｌ＝26.05 

R0197 赤生津橋  あこうづ 岩手 奥州市（前沢町） 県道 237号 北上川 1971 513.5 6 拡幅 ＰＣ桁橋 ｌ＝7ｘ40.1  

R0198 大曲橋  おおまがり 岩手 奥州市（前沢町） 県道 106号 北上川 1958 488 5.5  

               ゲルバートラス ｌ＝3@60 ＰＣ桁 ｌ＝31 ｎ＝8+2 

R0199 藤橋  ふじ  岩手 奥州市（水沢市） 国道 343号 北上川 1973 705 6.5+2@0.75  

              連続鈑桁 ｌ＝3@52.8+（52.8+68+52.8）+3@52.8+4@52.8 

R0200 小谷木橋  こやぎ 岩手 奥州市（水沢市） 国道 397号 北上川 1954 595.3 5.5  

               鈑桁 ｌ＝15ｘ24.75 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝9@24.8 

R0201 四丑橋  しうし  岩手 奥州市（江刺市・水沢市） 県道 251号 北上川 1979 495.3 7+2@2  

                鋼連続箱桁 ｌ＝2@70.3+3@70.3+2@70.3 

R0202 桜木橋  さくらぎ 岩手    県道 8号 北上川 1989 519.7 (7.25+2.25  

               鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@69） ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ33.6  

R0203 金ケ崎橋  かねがさき 岩手 金ケ崎町・奥州市（江刺市） 県道 108号 北上川 1961 510 6  

          ゲルバートラス ｌ＝53.4+74.2+53.4 合成鈑桁 ｌ＝20.6 ＰＣ桁橋 ｌ＝10ｘ30.8 

R0204 江崎大橋（江原橋） えざきおお 岩手 奥州市（江刺市）・金ケ崎町 県道 255号 北上川 1982 586.2 7+2@2.25  

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝64.8+7@65+64.8 

R0205 第二北上川橋梁 きたかみかわ 岩手 北上市  東北新幹線 北上川 1982 2017.2 複線  

                トラス ｌ＝9ｘ101+1ｘ60 ＰＣ桁 Ｌ＝1029 

R0206 国見橋  くにみ  岩手 北上市   市道 北上川 1974 537 6 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝9ｘ59.5 

R0207 珊瑚橋  さんご 岩手 北上市 （国道 107）県道 14号 北上川 1934 254.6 5.5  

             ゲルバートラス ｌ＝48+76.8+48 ＲＣ連続桁 ｌ＝3ｘ（2@13.5 ）  

R0208 日高見橋    岩手 北上市  国道 107号 北上川 1993 355 10.5 ＰＣ連続箱桁 

R0209 北上中央橋   岩手 北上市  市道  北上川 1973- 382.7 6 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝7ｘ54.5 

R0210 第三北上川橋梁 きたかみかわ 岩手 北上市  東北新幹線 北上川 1982 366 複線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝62.4+3@80+62.4 

R0211 昭和橋  しょうわ 岩手 北上市  県道 39号 北上川 1936 172.7 5.3 鋼ランガートラス ｌ＝63 を架け替え 

R0212 花巻南大橋 はなまきみなみ 岩手 花巻市  市道  北上川 1992 420 9.25 鋼連続箱桁 ｌ＝64 ｎ＝2ｘ3@ 

R0213 朝日大橋  あさひおお 岩手 花巻市  国道 283号 北上川 1982 475.8 7.25+2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@63） ＰＣ桁 

R0214 朝日橋  あさひ 岩手 花巻市  県道 12号 北上川 1932 314.1 6.5  

                トラス ｌ＝5ｘ52.8 ＲＣ連続Ｔ桁 ｌ＝3@15  

R0215 花巻北大橋   岩手 花巻市    北上川 2001  8.75+3  

               鋼ローゼ ｌ＝137.2 鋼連続箱桁 ｌ＝51.9+43.4 

R0216 北上川橋梁  きたかみかわ 岩手 花巻市   岩手軽便鉄道 北上川 1913   鉄橋  

R0217 ？     岩手    ＪＲ釜石線 北上川 1943   改軌 

R0218 北上川橋    きたかみかわ 岩手 花巻市   東北横断自動車道 北上川 2002   桁橋 

R0219 花巻大橋  はなまき 岩手 花巻市  市道  北上川    渡船 

R0220 ？     岩手    県道 286号 北上川 1976 372 8.5 鋼連続箱桁 ｌ＝3@61.7 

R0221 八重畑橋  やえはた 岩手 花巻市（石鳥谷町） 町道 北上川    渡船 

R0222 東雲橋  しののめ 岩手    県道 214号 北上川 1982 337.6 7.25+2.5  

              連続鈑桁 l＝2ｘ（3@47） ＰＣ連続スラブ橋 ｌ＝3@17.6 

R0223 井戸向橋  いどむかい 岩手 花巻市（石鳥谷町） 町道 北上川 1971 322.5 6 ＰＣ桁 

R0224 石鳥谷大橋   岩手 花巻市（石鳥谷町） 農免道路 北上川 2001 353.6 8.5 桁橋 

R0225 大正橋  たいしょう 岩手 花巻市（石鳥谷町）県道 117号 北上川    渡船 

R0226      岩手    県道 102号 北上川 1960 183.1 6 鋼ランガー桁橋 ｌ＝3ｘ60 

R0227 第四北上川橋梁 きたかみかわ 岩手 紫波町  東北新幹線 北上川 1982 454 複線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝75+4@76+75 

R0228 紫波南大橋   岩手 紫波町    北上川 1996 366.5 8 鈑桁 

R0229 承慶橋  しょうけい 岩手 紫波町    北上川 1846   木桁橋 島を挟んで二つの橋 

R0230 平井橋  ひらい 岩手    遠野街道 北上川 1903 117 1.8 木桁橋 

R0231      岩手    県道  北上川 1910   流失 

R0232 紫波橋  しわ  岩手    県道 25号 北上川 1970 247 6.5+2@2  

               ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝55.9+2@67.1+55.9  

R0233 長徳橋    岩手 矢巾町・紫波町 町道  北上川 1991 322 9.75 鋼箱桁 

R0234 徳田橋歩道橋   岩手 矢巾町・盛岡市（都南村） 県道 502号 北上川 1986  3 桁橋 自転車道 

R0235 徳田橋  とくた  岩手    県道 208号 北上川 1962 361 6 トラス ｌ＝3ｘ56.2 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ31 

R0236 都南中央橋   岩手 盛岡市  市道  北上川 1985 326 7+2@1.5 連続鈑桁 ｌ＝3@54 

R0237 都南大橋  となんおお 岩手 盛岡市  県道 36号 北上川 1987 416.5 7.25 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@69） 

R0238 南大橋  みなみおお 岩手 盛岡市  国道 4号 北上川 1984 230.9 10.5+2.25  

               鈑桁 ｌ＝6ｘ37.9 橋端部拡幅 ｂ＝17.5+2@2.25  



 ５ 

R0239 新山舟橋  しんざん 岩手 盛岡市    北上川 1663 200  船橋 

R0240 明治橋  めいじ 岩手    国道 4号 北上川 1932 170.7 7.85+2@2 鈑桁 ｌ＝7ｘ24 

R0241 ？     岩手    県道 120号 北上川 1973  13.72+2@2.5 補修拡幅 

R0242 不来方橋  こずかた 岩手 盛岡市    北上川 2006 75.3 25.8+2@4.5 桁橋 n＝2 

R0243 開運橋  かいうん 岩手 盛岡市  県道 21号 北上川 1953 82.6 11.5+2@2.5  

               鋼ランガートラス ｌ＝1ｘ60 ＲＣ桁橋 ｌ＝2ｘ10  

R0244 旭橋  あさひ 岩手 盛岡市  市道  北上川 1980 83.7 25.5（18.5?）+2@3.5 鋼連続箱桁 ｎ＝2 

R0245 夕顔瀬橋  ゆうがおぜ 岩手 盛岡市  国道 4号 北上川 1940 97.2 10+2@2.7 ゲルバートラス ｌ＝2@48 

R0246 ？     岩手    県道 12号 北上川 1993 95.2 18+2@3.5 鋼連続箱桁 ｌ＝47.9+46.3 

R0247 北上川橋梁   岩手 盛岡市  ＪＲ山田線 北上川 1939    

R0248 館坂橋  たてさか 岩手 盛岡市  国道 46号 北上川 1957 68.7 6 ＲＣＴ桁 ｌ＝7ｘ9.4 

R0249 北大橋  きたおお 岩手 盛岡市  国道 4号 北上川 1968 68 "2x(7+2,25)" 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ33.3 

R0250 三馬橋    岩手 盛岡市  市道  北上川 1950 45 3.2 土橋 

R0251 ？     岩手      北上川 1968 65 4 合成鈑桁 

R0252 ？     岩手      北上川 1998 229 12.8  

R0253 四十四田橋   岩手 盛岡市  市道  北上川 1981 97 8 鋼箱桁 ｌ＝80.8 

R0254 四十四田用水管橋  岩手 盛岡市    北上川     

R0255 四十四田ダム   岩手      北上川     

R0256 岩姫橋  いわひめ 岩手      北上川 1935   Ｉ型桁橋 

R0257 ？     岩手 滝沢市  県道 16号 北上川 1966 137.3 6  

                トラス ｌ＝1ｘ60 合成鈑桁 ｌ＝（2+1）ｘ25  

R0258 第五北上川橋梁   岩手 滝沢市  東北新幹線 北上川 2002 ≒147 複線 曲弦トラス ｌ＝112.4 ＲＣ桁 ｌ＝20+12 

R0259 笹の平橋    岩手 盛岡市（玉山村） 村道  北上川 1990 180 9.75 ＰＣ橋 

R0260 船田橋  ふなだ 岩手 盛岡市（玉山村） 国道 4号 北上川 1983 61.9 10+2@3 連続鈑桁 ｌ＝2@30.5  

R0261 ？     岩手 盛岡市（玉山村）   北上川 1988  歩道  

R0262 鶴飼橋  つるかい 岩手 盛岡市（玉山村） 村道  北上川 1985 78 2 吊橋  

R0263 芋田橋  いもた 岩手 盛岡市（玉山村） 県道 129号 北上川 1977 95 6.25 鈑桁 

R0264 枡沢橋    岩手 盛岡市（玉山村） 村道  北上川 1965 85 4.5 ＲＣ橋 

R0265 永井橋    岩手 盛岡市（玉山村） 村道  北上川 1998 51 12 鈑桁 n＝2 

R0266 ？     岩手 盛岡市（玉山村）・岩手町 ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0267 川口南大橋   岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1986 64.1 12+2.5 連続鈑桁 ｌ＝2@31.4 

R0268 岩崎橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1960 48 4 ＲＣ橋 

R0269 川口北大橋   岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1986 57.5 11+2.5 連続鈑桁 ｌ＝2@28.2 

R0270 雪浦橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1967 40 4 鈑桁 

R0271 新田橋    岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1957 14.9 8.5+2 合成鈑桁 ｌ＝14.5  

R0272 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0273 川原新田橋   岩手 岩手町    北上川     

R0274 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0275 河原橋    岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1957 15 8.5+2 合成鈑桁 ｌ＝14.4 

R0276 新末代橋    岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1970 40 8+2@1.5 PC桁 ｌ＝2ｘ19.2  

R0277 末代橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1965 23 2.5 鈑桁 

R0278 大袋橋    岩手 岩手町    北上川     

R0279 苗代沢橋    岩手 岩手町  県道 17号 北上川 1959 21.1 6 ＰＣ橋 

R0280 宝来橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1920 19.6 4 ＲＣ橋 

R0281 あいたい橋   岩手 岩手町  町道  北上川 1984 134.2 12.5+2@3 鈑桁 

R0282 ？     岩手 岩手町  東北新幹線 北上川 2002    

R0283 田屋橋    岩手 岩手町    北上川     

R0284 石神橋    岩手 岩手町    北上川     

R0285 下平橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1967 18.4 4.5 Ｈ型桁橋 

R0286 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0287 鍋屋橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1976 16.7 4.5 ＰＣ橋 

R0288 五日市橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1933 22.7 4 ＲＣ橋 

R0289 新町橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1930 18.9 8.5 ＲＣ橋 

R0290 民部田橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1930 15.7 8.5 ＲＣ桁橋 

R0291 新民部田橋   岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1974 23.7 7.5+2@2 合成鈑桁 ｌ＝23  

R0292 丹藤橋    岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1957 41.1 8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ19.8 

R0293 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0294 天神橋    岩手 岩手町   町道 北上川 1972 42.5 5 Ｈ型桁橋 

R0295 ？     岩手 岩手町  東北新幹線 北上川 2002    

R0296 川原木橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1963 13.5 4 ＲＣ桁 

R0297 水堀橋    岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1964 11.4 10.5 ＰＣ橋 

R0298 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0299 尾呂部橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1988 11.5 4 ＰＣ橋 

R0300 門沢橋    岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1928 4.5 8.5 ＲＣ桁 

R0301 小山沢橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1981 8 7 ＰＣ橋 

R0302 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0303 農道橋    岩手 岩手町  農道  北上川 1980 8.4 3.6 ＰＣ橋 

R0304 御堂橋  みどう  岩手 岩手町  国道 4号 北上川 1928 9.5 6.5 ＲＣ桁 
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R0305 ？     岩手 岩手町    ＪＲ東北本線 北上川 1891    

R0306 水源橋    岩手 岩手町  町道  北上川 1975 6.5 4 鈑桁 

R0320 第七馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手・青森 二戸市・三戸町 東北本線 馬淵川 1967 ≒223 複線 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ31.3 

R0321 青岩大橋  せいがん 岩手・青森 二戸市・三戸町 国道 4号 馬淵川 1970 139.9 8 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ22.8 

R0322 青岩橋  せいがん 岩手・青森 二戸市・三戸町 町道 馬淵川 1935 189.1 6 鈑桁 ｌ＝9ｘ20 トレッスル 

R0323 下豊年橋    岩手 二戸市    馬淵川 1936   架設 

R0324 豊年橋    岩手 二戸市  県道 241 馬淵川 1963   架設 

R0325 第八馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 二戸市  東北本線 馬淵川 1967 138.3 単線 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ31.3 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ20  

R0326 馬淵川橋    岩手 二戸市    馬淵川     

R0327 第三馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 二戸市  東北新幹線 馬淵川 2002 184 複線 ＲＣ連続オープンアーチ ｎ＝5 

R0328 府金橋  ふがね 岩手 二戸市  市道  馬淵川 1936 72.2 5.5+2@0.25 鈑桁 ｌ＝4ｘ18 

R0329 金田一大橋 きんだいち 岩手 二戸市  国道 4号 馬淵川 1983 126 9.5+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝62.2+61.8 

R0330 石淵橋    岩手 二戸市    馬淵川 1980   架設 

R0331 八ケ矢橋    岩手 二戸市  国道 395号 馬淵川 1938 112 4.7  

               ＲＣバランスドオープンアーチ ｌ＝37+38+37 

R0332 荒田橋    岩手 二戸市  農道  馬淵川 1989   架設 

R0333 長瀬橋  ながせ 岩手 二戸市  県道 174 馬淵川 1937 91.5 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝15.5+3@20+15.5 

R0334 斗米橋  とまい  岩手 二戸市    馬淵川 1978 170 7.3 合成鈑桁 ｌ＝41.8 

R0335 天神橋  てんじん 岩手 二戸市    馬淵川 1988 "97,4" 12 架設 

R0336 上之橋    岩手 二戸市    馬淵川 1966   架設 

R0337 日金橋    岩手 二戸市  国道 4号 馬淵川 1976 210 7.5+(2+1)  

                 （桟道）連続鈑桁 ｌ＝27.2+34.7+27.2 

R0338 二戸大橋    岩手 二戸市    馬淵川 1981 240 12 鈑桁（？） 

R0339 川原橋  かわはら 岩手 二戸市  県道 274 馬淵川 1940 70 6 ＲＣ桁 

R0340 荒瀬橋  あらせ 岩手 二戸市  県道 274 馬淵川 1936 71.8 6  

               ＲＣバランスドオープンアーチ ｌ＝22+24.2+22 

R0341 第九馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 二戸市  東北本線 馬淵川 1968 ≒102 単線 (上り) 鈑桁 ｌ＝4ｘ25.4 

R0342 第二馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 二戸市  東北新幹線 馬淵川 2002 複線 PC橋 

R0343 馬仙大橋    岩手 二戸市  国道 4号 馬淵川 1979 252 9+2 鋼連続箱桁 ｌ＝49.5+2@76+49.5 

R0344 ？     岩手 二戸市    馬淵川     

R0345 希望大橋    岩手 二戸市    馬淵川 2000 103 13 鋼橋 

R0346 第一馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 一戸町・二戸市 東北新幹線 馬淵川 2002 複線   

R0347 鳥越橋    岩手 一戸町    馬淵川     

R0348 八木沢橋    岩手 一戸町    馬淵川     

R0349 馬淵川橋    岩手 一戸町   八戸自動車道 馬淵川 1989    

R0350 第十馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 一戸町  東北本線 馬淵川 1968 ≒127 単線 複線化（上り）  

                 鈑桁 ｌ＝3ｘ25.4 ＲＣ桁 ｌ＝3ｘ15.8 

R0351 中田橋    岩手 一戸町    馬淵川    

R0352 万代橋  ばんだい 岩手 一戸町    馬淵川 1933 50 7.5 連続鈑桁 ｌ＝20 ｎ＝3 

R0353 岩淵橋    岩手 一戸町    馬淵川     

R0354 西方寺橋    岩手 一戸町    馬淵川 1959    

R0355 碧橋    岩手 一戸町    馬淵川 1991 71 11+2.5 鈑桁 

R0356 岩根橋    岩手 一戸町    馬淵川     

R0357 小姓堂橋    岩手 一戸町    馬淵川     

R0358 第十一馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 一戸町  東北本線 馬淵川 1891 55 単線 鈑桁 ｌ＝19.2 

R0359 野中橋    岩手 一戸町  国道 4号 馬淵川 1958 46 8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝13.7+18+13.5 

R0360 第十二馬淵川橋梁 まぶちがわ 岩手 一戸町  東北本線 馬淵川 1891 76 単線   

R0361 川久保橋    岩手 一戸町    馬淵川     

R0362 鬼淵橋  おにぶち 岩手 一戸町  県道 15号 馬淵川 1926 36.5 5.5 ＲＣ桁 ｌ＝4ｘ9.12 

R0363 薬師橋    岩手 一戸町  県道 15号 馬淵川     

R0364 青刈橋  あおがり 岩手 一戸町  県道 15号 馬淵川 1943 25.3 5 ＲＣアーチ 

R0365 尻高橋  しりたか 岩手 葛巻町  県道 15号 馬淵川 1935 20 4  

                ＲＣ2 ヒンジバランスドアーチ ｆ＝3 ｌ＝15 

R0366 下冬部橋  しもふゆべ 岩手 葛巻町    馬淵川     

R0367 田屋橋  たや  岩手 葛巻町    馬淵川     

R0368 市部内橋  いちべない 岩手 葛巻町    馬淵川     

R0369 久木橋    岩手 葛巻町    馬淵川     

R0370 名前端橋  なまえはた 岩手 葛巻町    馬淵川     

R0371 前里橋  まえさと 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0372 馬淵橋  まべち 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0373 寺畑橋  てらはた 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0374 触沢橋  ふれさわ 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0375 小田橋  こだ  岩手 葛巻町    馬淵川 1916 

R0376 土村橋    岩手 葛巻町    馬淵川  

R0377 古川戸橋  ふるかわど 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0378 平船橋  たいらふね 岩手 葛巻町    馬淵川 1915 

R0379 泡淵橋  あわぶち 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0380 砂子橋  すなご 岩手 葛巻町    馬淵川  
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R0381 掘之内橋  ほりのうち 岩手 葛巻町    馬淵川  

R0382 田子橋  たっこ  岩手 葛巻町    馬淵川  

R0383 打田子橋    岩手 葛巻町    馬淵川  

R0384 大橋    岩手 葛巻町    馬淵川  

R0385 十一間橋    岩手 葛巻町    馬淵川 1902 

R0386 野中橋  のなか 岩手 葛巻町    馬淵川   

R0387 大沢口橋    おおさわぐち 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0388 寺田橋  てらだ 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0389 中村橋    岩手 葛巻町    馬淵川 

R0390 小苗代橋  こなわしろ 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0391 泉田向橋  いずみだむかい 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0392 袖山口橋    岩手 葛巻町    馬淵川 

R0393 山下橋    岩手 葛巻町    馬淵川 

R0394 日渡橋  ひわたし 岩手 葛巻町  国道 340号 馬淵川 

R0395 車門橋  くるまもん 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0396 西里大橋  にっさとおお 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0397 本木橋  もとき  岩手 葛巻町    馬淵川 

R0398 遠矢場橋  とおやば 岩手 葛巻町    馬淵川 

R0399 落合橋    岩手 葛巻町    馬淵川 

R0400 沢口橋    岩手 葛巻町  国道 340号 馬淵川 

R0401 大道橋    岩手 葛巻町    馬淵川 

R0402 馬淵橋    岩手 葛巻町    馬淵川 

R0403 上馬淵橋    岩手 葛巻町  県道 202 馬淵川     

R0404 下泥這橋  しもどろばい岩手 葛巻町    馬淵川     

R0405 泥這橋  どろばい 岩手 葛巻町    馬淵川     

R0406 大平橋    岩手 葛巻町    馬淵川     

R0407 舟場橋    岩手 二戸郡    馬淵川 1882 80 4.5 土橋 

R0408 舌崎橋    岩手      馬淵川 1888 211 5.5 板橋 

R0421 胆沢川橋  いさわがわ 岩手 金ケ崎町・奥州市（水沢市） 胆沢川 1876 81 3.6 土橋 

R0422 再巡橋  さいじゅん 岩手    県道  胆沢川 1934 349.7 7.5 RCゲルバー桁 l＝18.5+13@24+13.5 

R0423 胆沢川橋梁 いさわがわ 岩手 金ケ崎町・奥州市（水沢市） JR東北本線 胆沢川 1956 356 2ｘ単線 

                  鈑桁 l=17x19.2+1ｘ9.8+1ｘ8.2 

R0424 金ケ崎大橋   岩手 金ケ崎町・奥州市（水沢市） 国道 4号 胆沢川 1977 334.5 8.5+2.25 

                  連続鈑桁 l＝3ｘ（3@36.9） 

R0425 胆沢川橋    岩手 金ケ崎町・奥州市（水沢市） 東北自動車道 胆沢川     

R0426 半入橋    岩手 金ケ崎町・奥州市（水沢市） 胆沢川     

R0427 胆沢川橋  いさわがわ 岩手    県道  胆沢川 1954 270 4.2 鈑桁 l＝23.5 n＝2 RC桁 n＝16 

R0428 五松林橋  ごしょうりん 岩手 金ケ崎町・奥州市（胆沢町） 県道 胆沢川 1965 276 6 PCT型橋 

R0429 高梨橋    岩手 金ケ崎町・奥州市（胆沢町） 胆沢川     

R0430 明神橋    岩手 金ケ崎町・奥州市（胆沢町） 胆沢川     

R0431 門ケ城橋    岩手 奥州市（胆沢町） 県道  胆沢川     

R0432 若柳ダム    岩手      胆沢川     

R0433 馬留橋    岩手 奥州市（胆沢町）   胆沢川    鈑桁 

R0434 望み大橋    岩手 奥州市（胆沢町） 国道 397号 胆沢川     

R0435 石淵ダム    岩手      胆沢川 1953    

R0450 米代川橋    岩手 八幡平市(安代町) 東北自動車道 米代川 1983    

R0451 夢大橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0452 大橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0453 館市橋    岩手 八幡平市(安代町) 国道 282号 米代川     

R0454 佐比内橋  さひない 岩手 八幡平市(安代町) 東北自動車道 米代川 1983    

R0455 第六米代川橋梁 よねしろがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0456 第五米代川橋梁 よねしろがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0457 戸鎖橋  とくさり 岩手 八幡平市(安代町) 東北自動車道 米代川 1983    

R0458 第四米代川橋梁 よねしろがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0459 戸鎖橋  とくさり 岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0460 長坂橋    岩手 八幡平市(安代町) 東北自動車道 米代川 1983    

R0461 第三米代川橋梁 よねしろがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0462 田山橋  たやま 岩手 八幡平市(安代町) 東北自動車道 米代川     

R0463 第二米代川橋梁 よねしろがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒39 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ12.2 

R0464 第一米代川橋梁 よねしろがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒59 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.1+2ｘ18.3 

R0465 蛇石橋  じゃいし 岩手 八幡平市(安代町) 国道 282号 米代川     

R0466 田山橋  たやま 岩手 八幡平市(安代町) 国道 282号 米代川     

R0467 田山川橋梁 たやまがわ 岩手 八幡平市(安代町) ＪＲ花輪線 米代川 1929 ≒30 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ9.1 

R0468 田山橋  たやま 岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0469 中山橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0470 中の橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0471 おほしな橋   岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0472 佐妻橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川     
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R0473 栗木田中橋   岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0474 平又橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川     

R0475 沖台橋    岩手 八幡平市(安代町)   米代川 1878 54.5 4.5  

R0490 湊橋    岩手 久慈市    久慈川    鈑桁 

R0491 久慈大橋    岩手 久慈市  国道 45号 久慈川 1986 269.8 8.5+2@2.5 連続鈑桁 l＝2ｘ（4@33.5） 

R0492 川崎大橋    岩手 久慈市    久慈川 2002 164.4 16 連続鈑桁 

R0493 久慈橋    岩手 久慈市    久慈川 1935 145.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝20.5+4@26+20.5 

R0494 久慈川橋梁   岩手 久慈市  JR八戸線 久慈川 1930 ≒107 単線 鈑桁 ｌ＝8ｘ12 

R0495 中の橋    岩手 久慈市    久慈川 1968 137 9+2@1.5 鈑桁 

R0496 上の橋    岩手 久慈市    久慈川    鈑桁 

R0497 川貫歩道橋 かわぬき 岩手 久慈市    久慈川 2002 179 3.5 鈑桁（耐候性鋼） 

R0498 大成橋    岩手 久慈市    久慈川    単純鈑桁 

R0499 大川目大橋   岩手 久慈市  国道 281号 久慈川    桁 

R0500 大川目橋（三日町橋）  岩手 久慈市    久慈川    RC桁 

R0501 山口橋    岩手 久慈市  国道 281号 久慈川    桁 n＝2 

R0502 ？     岩手 久慈市  国道 281号 久慈川     

R0503 ？     岩手 久慈市（山形町） 国道 281号 久慈川     

R0520 銀河大橋    岩手 花巻市  国道 4号 猿ケ石川 2002 532 14 鋼ローゼ 鈑桁 

R0521 安野橋    岩手 花巻市  国道 283号 猿ケ石川 1938   RC橋 

R0522 中野橋    岩手 花巻市  県道 284号 猿ケ石川     

R0523 猿ケ石川橋梁   岩手 花巻市  東北新幹線 猿ケ石川     

R0524 猿ケ石橋    岩手 花巻市    猿ケ石川     

R0525 下山橋    岩手 花巻市    猿ケ石川     

R0526 平緑木橋？   岩手 花巻市    猿ケ石川     

R0527 毘沙門橋    岩手 花巻市(東和町) 県道 39号 猿ケ石川 1989 139 9.75 鈑桁 

R0528 矢崎橋    岩手 花巻市(東和町) 県道 39号 猿ケ石川     

R0529 落合橋  おちあい 岩手 花巻市(東和町) 国道 456号 猿ケ石川 1953 204 4.5 RCゲルバー桁 l＝18+7@24+18 

R0530 前郷橋    岩手 花巻市(東和町) 農道  猿ケ石川 2002 63 2 木橋 

R0531 東和大橋    岩手 花巻市(東和町) 農道  猿ケ石川 2002 149 11.5 連続鈑桁 

R0532 上瀬橋    岩手 花巻市(東和町)   猿ケ石川     

R0533 上瀬橋歩道橋   岩手      猿ケ石川     

R0534 鯖谷橋    岩手 花巻市(東和町)   猿ケ石川     

R0535 立沢橋    岩手 花巻市(東和町)   猿ケ石川     

R0536 野木山橋    岩手 花巻市(東和町)   猿ケ石川     

R0537 （田瀬ダム）   岩手      猿ケ石川 1954    

R0538 白金橋  しらがね 岩手 花巻市(東和町)   猿ケ石川 1955 165 2.8 重床式吊橋 l＝162.4 塔なし 

R0539 田瀬大橋    岩手 花巻市(東和町) 国道 107号 猿ケ石川 1950 140.4 8.5 鋼ニールセンローゼ 

R0540 簗見橋    岩手 遠野市(宮守村)   猿ケ石川 2002 203 4.5 鈑桁 

R0541 落合橋    岩手 遠野市(宮守村)   猿ケ石川     

R0542 沢田橋    岩手 遠野市(宮守村) 国道 107号 猿ケ石川     

R0543 船渡橋    岩手 遠野市(宮守村)   猿ケ石川     

R0544 札場橋    岩手 遠野市    猿ケ石川     

R0545 日影橋    岩手 遠野市  県道 238号 猿ケ石川 1955 193 6 PC桁 l＝7ｘ26 

R0546 新里橋    岩手 遠野市    猿ケ石川     

R0547 愛宕橋    岩手 遠野市    猿ケ石川 1938 123  RC橋 

R0548 猿ケ石川橋梁   岩手 遠野市  JR釜石線 猿ケ石川     

R0549 光興寺橋    岩手 遠野市  国道 283号 猿ケ石川     

R0550 登戸橋    岩手 遠野市    猿ケ石川     

R0551 薬研堀橋    岩手 遠野市    猿ケ石川     

R0552 宮代橋    岩手 遠野市    猿ケ石川     

R0553 松崎橋    岩手 遠野市    猿ケ石川     

R0554 上松崎橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0555 真立橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0556 駒木橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0557 新田渡橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0558 野田渡橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0559 安居台橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0560 ?     岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0561 片岸橋    岩手 遠野市  県道 160号 猿ケ石川  

R0562 鍬台沢橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0563 中瀬橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0564      岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0565 愛宕橋    岩手 遠野市    猿ケ石川  

R0566 猿ケ石川橋   岩手 遠野市    猿ケ石川 1822 

R0580 ？     岩手 一関市  県道  大川  

R0581 梅木橋    岩手 一関市  国道 284号 大川  

R0582 中谷地橋    岩手 一関市    大川  

R0583 ？     岩手 一関市  国道 284号 大川     
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R0584 ？     岩手 一関市   国鉄大船渡線 大川  1929    

R0585 ？     岩手 一関市   国鉄大船渡線 大川  1928    

R0586 ？     岩手 一関市   国鉄大船渡線 大川  1928    

R0587 ？     岩手 一関市  県道 18号 大川     

R0588 湯舟橋    岩手 一関市  県道 18号 大川     

R0589 ？     岩手 一関市  県道 18号 大川     

R0590 ？     岩手 一関市    大川     

R0591 ？     岩手 一関市    大川     

R0610 ？     岩手 花巻市  下水道専用 豊沢川    鋼ランガー桁 n＝3 

R0611 桜橋    岩手 花巻市  国道 4号 豊沢川 1960 150 9.5 ＰＣＴ桁 ｌ＝5ｘ29.2 

R0612 豊沢橋  とよさわ 岩手 花巻市    豊沢川 1932 121 7.5 ＲＣ連続桁 ｌ＝11 ｎ＝11 

R0613 豊沢川橋梁   岩手 花巻市    JR東北本線 豊沢川 1952 ≒187 単線  

               （上り） 鈑桁 ｌ＝7ｘ19.2 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ13.9+2ｘ10.8 

R0614 豊沢川橋梁   岩手      豊沢川 1952 ≒198 単線 （下り） 鈑桁 ｌ＝10ｘ19.2  

R0615 不動大橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0616 不動橋    岩手 花巻市  県道 103号 豊沢川 1961 131.1   

R0617 道地橋  どうじ  岩手 花巻市    豊沢川 1999 105.5 16  

R0618 豊沢川橋    岩手 花巻市   東北自動車道 豊沢川 1977    

R0619 太田橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0620 平成橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0621 上根子橋    岩手 花巻市  県道 12号 豊沢川 1961 161.3   

R0622 新淵橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0623 中島橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0624 高村橋    岩手 花巻市  県道 37号 豊沢川     

R0625 天王橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0626 渡橋    岩手 花巻市  県道 12号 豊沢川 1957 34.5 6 ＲＣＴ桁 

R0627 高倉橋    岩手 花巻市    豊沢川     

R0628 豊沢ダム  とよさわ 岩手      豊沢川 1961   H＝59.1 重力式 東北農政局 

R0640 十日市橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0641 稗貫川橋    岩手 花巻市  国道 456号 稗貫川     

R0642 稗貫川橋    岩手 花巻市  国道 456号 稗貫川     

R0643 ？     岩手 花巻市  東北新幹線 稗貫川     

R0644 戸塚橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0645 滝田橋    岩手 花巻市  県道 214号 稗貫川     

R0646 遠安橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0647 衣更着橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0648 大沢橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0649 亀ケ森大橋   岩手 花巻市  県道 43号 稗貫川     

R0652 大迫橋    岩手 花巻市    稗貫川 1897 22 3.6 木造下路トラス 

R0653 新大橋    岩手 花巻市  県道 43号 稗貫川 2001  13 桁橋 

R0654 柳橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0655 早池峰大橋   岩手 花巻市  国道 396号 稗貫川     

R0656 鳥長根橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0657 八木沢橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0658 鳥谷野橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0659 経塚橋    岩手 花巻市  県道 43号 稗貫川 1935    

R0660 白岩橋    岩手 花巻市    稗貫川     

R0661 早池峰ダム はやちね 岩手      稗貫川 2000   H＝73.5 重力式 岩手県 

R0670      岩手 一関市    磐井川     

R0671 東大橋    岩手 一関市  県道 19号 磐井川    

R0672 前堀橋    岩手 一関市    磐井川 1920   木桁橋  

R0673 下之橋    岩手      磐井川 1970 87.2 4.5 トラス ｌ＝25 ｎ＝3 ＲＣ桁 

R0674      岩手 一関市  東北新幹線 磐井川 1982    

R0675 磐井川橋梁 いわいかわ 岩手 一関市    JR東北本線 磐井川 1963 ≒168 単線  鈑桁 ｌ＝2ｘ26.3+5ｘ19.2+1ｘ16ｍ 

R0676 萩荻橋    岩手      磐井川 1674 98 5.5 木造土橋 

R0677 磐井橋  いわい 岩手 一関市  県道 19号 磐井川 1952 147.5 6  

             ポニーワーレントラス ｌ＝3ｘ28.5 ＲＣ桁 ｌ＝1ｘ16.7 ｌ＝3ｘ15.1 

R0678 上ノ橋    岩手 一関市  国道 284号 磐井川 1952 143 8 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝32 ｎ＝5 

R0679 黒沢橋  くろさわ 岩手 一関市  国道 284号 磐井川 1963 244.4 5.5  

              ＲＣゲルバー桁 Ｌ＝70 ＲＣ桁 Ｌ＝86 ＲＣ橋 Ｌ＝88  

R0680 一ノ関大橋   岩手 一関市  国道 4号 磐井川 1976 252.2 7.5+(2+0.85) 連続鈑桁 l＝3@35+4@35 

R0681 磐井川橋    岩手 一関市   東北自動車道 磐井川 1978    

R0682 大久保橋    岩手 一関市    磐井川 1967 100 4.5 合成鈑桁  

R0683 鈴振の橋    岩手 一関市  県道 240号 磐井川     

R0684 天工橋    岩手 一関市    磐井川 1962 50 5 連続鈑桁 ｌ＝24.8+24 

R0685 長者滝橋    ちょうじゃたき 岩手 一関市    磐井川 1947 61.2 4  

             竹筋コンクリート充腹アーチ ｌ＝2ｘ18 ＲＣＴ桁 ｎ＝（1+1） 

R0686 しずの上橋   岩手 一関市    磐井川     
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R0687 穴滝橋    岩手 一関市    磐井川     

R0688 深立目橋    岩手 一関市    磐井川 1954 100.1 4 ＲＣ橋  

R0689 本寺橋    岩手 一関市  県道 49号 磐井川     

R0690 円寿橋    岩手 一関市  国道 342号 磐井川     

R0691 昇仙橋    岩手 一関市  国道 342号 磐井川     

R0692 真湯大橋    岩手 一関市  国道 342号 磐井川     

R0693 須川橋    岩手 一関市  国道 342号 磐井川     

R0700 御厩橋  おんまや 岩手 盛岡市  県道  中津川 1983 127 9+2@4.5 鋼桁橋 

R0701 川原橋  かわら 岩手 盛岡市    中津川   歩道 斜張橋 

R0702 川留橋    岩手 盛岡市    中津川 1910   流失  

R0703 下の橋  しもの  岩手 盛岡市    中津川 1976 161  ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ32 

R0704 毘沙門橋  びしゃもん 岩手 盛岡市    中津川 1961 53.7 3（歩道） ＲＣ橋  

R0705 中の橋  なかの 岩手 盛岡市  国道 106号 中津川 1956 51.5 11.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝14.9+21.1+14.9 

R0706 銀行橋  ぎんこう 岩手 盛岡市    中津川 1877   仮橋 

R0707 与の字橋  よのじ 岩手 盛岡市    中津川 1925 55 6+1.5 ＲＣ桁 ｌ＝10.9 

R0708 上の橋  かみの 岩手 盛岡市  県道  中津川 1935 54 12.2 ＲＣ橋 ｌ＝8.7 ｎ＝6 

R0709 富士見橋  ふじみ 岩手 盛岡市    中津川 1981 97 3.5（歩道） 架替え 

R0710 東大橋  ひがしおお 岩手 盛岡市  国道 4号 中津川 1969 76 17.5+2@2.5 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ24.8  

R0711 文化橋  ぶんか 岩手 盛岡市    中津川 1940 73 "4,6" ＲＣ連続ラーメン橋 ｌ＝9.2 ｎ＝8 

R0712 山賀橋  やまが 岩手 盛岡市    中津川 1972   桁橋 

R0713 中津川橋  なかつがわ 岩手 盛岡市    中津川 1996  歩道 鋼ニールセン橋 

R0714 浅岸橋  あさぎし 岩手 盛岡市    中津川 1968 32 5 鈑桁 

R0715 水道橋  すいどう 岩手 盛岡市    中津川 1933 43 4.5  

R0716 無名橋    岩手 盛岡市    中津川    木桁橋 

R0717 （綱取ダム）   岩手 盛岡市    中津川     

R0718 綱取大橋  つなとり 岩手 盛岡市    中津川 1957+2@1.5 連続鈑桁 

R0719 貝田橋  かいだ 岩手 盛岡市    中津川 1980   桁橋 n＝3 

R0720 小貝沢橋  こがいさわ 岩手 盛岡市    中津川 1983   鈑桁 

R0721 良渡橋  よしわたり 岩手 盛岡市    中津川     

R0722 よろこび橋    岩手 盛岡市    中津川 1987   桁橋 

R0723 熊沢橋  くまさわ 岩手 盛岡市    中津川    桁橋 

R0724 岩倉橋  がんくら 岩手 盛岡市    中津川 1978    

R0725 落合橋    岩手 盛岡市    中津川 1949 30 3.6  

R0726 上落合橋    岩手 盛岡市    中津川 1977 26.7 10 桁橋 

R0727 五淵橋  ごぶつ 岩手 盛岡市    中津川 1976    

R0728 白雲橋    岩手 盛岡市    中津川 1977    

R0729 無名橋    岩手 盛岡市    中津川    木桁橋 

R0730 清水橋  しみず 岩手 盛岡市    中津川 1975   鈑桁 

R0731 上中津川橋 かみなかつがわ 岩手 盛岡市    中津川 1977    

R0732 中津川橋梁   岩手 盛岡市  JR山田線 中津川     

R0740 丹藤橋    岩手 岩手町  国道 4号 丹藤川 1957 41.1 8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ19.8 

R0741 ？     岩手 岩手町  いわて銀河鉄道 丹藤川 1969-9-15   複線化 

R0742 ？     岩手 岩手町  東北新幹線 丹藤川 2002-12-1    

R0750 衣川橋    岩手 平泉町  国道 4号 衣川     

R0751 衣川橋梁    岩手 平泉町   国鉄東北本線 衣川  1966 ≒115 複線 鈑桁 ｌ＝1ｘ25.4+4ｘ22.3 

R0752 衣川橋  ころもがわ 岩手 平泉町  国道 4号 衣川  1951 92 7. ＲＣ連続桁 ｌ＝（2@14.5）+3ｘ（2@10.5） 

R0753 月山橋    岩手 奥州市    衣川     

R0754 衣川橋    岩手 奥州市   東北自動車道 衣川  1977 

R0755 川西橋    岩手 奥州市    衣川  

R0756 土屋橋    岩手 奥州市    衣川  

R0757 重任橋    岩手 奥州市    衣川  

R0758 豊巻橋    岩手 奥州市    衣川  

R0759 安倍館橋    岩手 奥州市  県道 49号 衣川  

R0760 ?の巣橋    岩手 奥州市    衣川  

R0761 （北股川）    岩手 奥州市    衣川  

R0762 落合橋    岩手 奥州市    衣川  

R0763 関袋橋    岩手 奥州市    衣川  

R0764 女石橋    岩手 奥州市    衣川  

R0765 金龍橋    岩手 奥州市    衣川  

R0766 桑畑橋    岩手 奥州市    衣川  

R0767 苗代沢橋    岩手 奥州市    衣川  

R0768 西窪橋    岩手 奥州市    衣川  

R0769 ?     岩手 奥州市  県道 37号 衣川  

R0771 衣川ダム    岩手      衣川     

R0780 雫石川橋梁  しずくいしかわ 岩手 盛岡市 国鉄東北本線 雫石川 1963 ≒250 複線 鈑桁 ｌ＝6ｘ39.6 ＲＣＴ形桁 ｌ＝1ｘ9.8 

R0781 雫石川橋梁  しずくいしかわ 岩手 盛岡市  東北新幹線 雫石川 1982  複線  

R0782 森南大橋    岩手 盛岡市    雫石川     

R0783 社の大橋    岩手 盛岡市  県道 293号 雫石川     
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R0784 沢田橋    岩手 盛岡市    雫石川   渡船 

R0785 太田橋  おおた 岩手 盛岡市  県道 1号 雫石川 1984 493.1  PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝59.5  

R0786 西大橋    岩手 盛岡市  国道 46号 雫石川 1991 442.1 10.5 連続鈑桁 l＝4@43.95+2ｘ3@43.95 

R0787 雫石川橋    岩手 盛岡市   東北自動車道 雫石川 1979 470   

R0788 舟場橋    岩手 盛岡市    雫石川     

R0789 滝大橋    岩手 盛岡市  県道  雫石川     

R0790 （御所ダム）   岩手 盛岡市    雫石川 1981   H＝52.5 ロックフイルダム 国交省 

R0791 繋橋    岩手 盛岡市    雫石川 1965 230.8 4.5  

R0792 繋大橋    岩手 盛岡市・雫石町 県道 258号 雫石川     

R0793 安庭橋    岩手 雫石町  県道 1号 雫石川     

R0794 雫石大橋    岩手 雫石町    雫石川     

R0800 小本橋    岩手 岩泉町  県道 291号 小本川 1877 54.5 3.6 土橋  

R0801 小本大橋    岩手 岩泉町  国道 45号 小本川 1970 220.5 8.5 合成鈑桁 ｌ＝231.6+530.6 

R0802 ？     岩手 岩泉町  三陸鉄道 小本川 1984    

R0803 卒部橋    岩手 岩泉町    小本川     

R0804 中里橋    岩手 岩泉町    小本川 1882 44 3.6 土橋 

R0805      岩手 岩泉町    小本川     

R0806 細入橋    岩手 岩泉町    小本川 1880 60 3.6 土橋 

R0807 赤須賀橋    岩手 岩泉町    小本川 1882 65 5.4 土橋 

R0808 赤鹿橋    岩手 岩泉町    小本川     

R0809 ホロ野大橋   岩手 岩泉町  国道 455号 小本川     

R0810 三田市橋    岩手 岩泉町  国道 455号 小本川     

R0811 ふれあい橋   岩手 岩泉町    小本川     

R0812 乙茂橋    岩手 岩泉町  県道 40号 小本川 1961 124   

R0813 荷内川橋    岩手 岩泉町    小本川     

R0814 缺橋    岩手 岩泉町  国道 455号 小本川     

R0815 女神橋    岩手 岩泉町  国道 455号 小本川     

R0816 鼠入川橋    岩手 岩泉町    小本川     

R0817 惣畑橋    岩手 岩泉町    小本川     

R0818 ?     岩手 岩泉町  県道 221号 小本川     

R0819 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0820 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0821 尼額橋    岩手 岩泉町    小本川     

R0822 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0823 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0824 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0825 二升石橋    岩手 岩泉町    小本川 1881 44 3.6 土橋 

R0826 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0827 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0828 ?     岩手 岩泉町  JR岩泉線 小本川 1972    

R0829 ?     岩手 岩泉町  国道 455号 小本川     

R0830 ?     岩手 岩泉町  国道 340号 小本川     

R0831 栗畑二の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川     

R0832 栗畑一の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0833 松野三の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0834 松野二の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0835 松野一の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0836 下山三の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0837 下山二の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0838 下山一の橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0839 一ツ苗代橋   岩手 岩泉町    小本川 

R0840 ?     岩手 岩泉町    小本川 

R0841 新袰錦橋    岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0842 野向橋    岩手 岩泉町    小本川 

R0843 穴沢橋    岩手 岩泉町    小本川 

R0844 ?     岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0845 新名目入橋   岩手 岩泉町  国道 455号 小本川 

R0846 ?     岩手 岩泉町    小本川 

R0847 小瀧橋    岩手 岩泉町    小本川 

R0848 上門橋    岩手 岩泉町    小本川 

R0849 ?     岩手 岩泉町    小本川 

R0850 にこにこ大坊橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0851 しあわせ御所橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0852 さわやか大穴橋   岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0853 見内川橋    岩手 岩泉町  国道 340号 小本川 

R0854 ?     岩手 岩泉町    小本川 

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

 


