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FR05:川を渡る橋・秋田県 
 

 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 雄物大橋    秋田 秋田市  国道 7号 雄物川 1986 394 8.25+3.5  

                ＰＣ箱桁 ｌ＝68+3@74+68 ＰＣ桁 ｌ＝33.3 

R0002 雄物新橋    秋田 秋田市  県道 65号 雄物川 1938 414 4.5  

               木造ハウトラス橋 ｌ＝3ｘ30 木桁橋 Ｌ＝144+180 

R0003 秋田大橋  あきたおお 秋田 秋田市  県道 56号 雄物川 2001 583 8+2@3.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝74.9+2@78+58.6 

R0004 雄物川橋梁 おものがわ 秋田 秋田市    ＪＲ羽越本線 雄物川 1957 ≒600 単線  

    中路トラス橋 L=9ｘ47 を架け替え. 全体は下路 トラス橋 ｌ＝1ｘ46.8 中路トラス ｌ=9ｘ47 鈑桁 ｌ＝5ｘ19.2+1ｘ11.7+1ｘ9.8 

R0005 秋田南大橋   秋田 秋田市    雄物川  689   

R0006 黒瀬橋  くろせ 秋田 秋田市（雄和町）  県道 240号 雄物川 1969 252 6 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ42 

R0007 雄物川橋    秋田 秋田市（雄和町） 高速  雄物川 2004 452 10.26 連続開断面箱桁 ｌ＝86.8+3@95+78.5 

R0008 水沢橋  みずさわ 秋田 秋田市（雄和町） 県道 9号 雄物川 1961 245 6  

               下路ゲルバートラス橋 ｌ＝55.5+2@66.6+55.5 

R0009 中川橋    秋田 秋田市（雄和町）   雄物川     

R0010 新波橋  あらわ 秋田 秋田市（雄和町） 国道 341 雄物川 1975 255 8 鋼下路ランガー桁 ｌ＝1ｘ90 

R0011 福部羅橋  ふくべら 秋田 秋田市（共和町）・大仙市（西仙北町） 雄物川 1976 230. 6  

                 連続トラス ｌ＝81.9+2@73.7 +鈑桁 

R0012 新強首橋  しんこわくび 秋田 大仙市（西仙北町） 県道 113号 雄物川  400 8.5+3.5  

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝58.2+4@70.5+58.2 

R0013 強首橋  こわくび 秋田 大仙市（西仙北町）  雄物川 1966 215 4.5 ＰＣ桁橋 

R0014 雄物川第二橋   秋田 秋田市（共和町）・大仙市（西仙北町） 秋田自動車道 雄物川  364.5 10  

                   PC有ヒンジラーメン箱桁 

R0015 刈和野橋  かりわの 秋田 大仙市（西仙北町） 県道 10号 雄物川 1986 541.3 7.25+2.5  

              連続トラス ｌ＝2@80.1+3@80.1 プレビーム桁 ｎ＝（2+2） 

R0016 岳見橋  だけみ 秋田    県道 30号 雄物川 1962 430.5 6 トラス ｎ＝5 合成鈑桁 ｎ＝5  

R0017 大曲大橋   おおまがりおお 秋田 大仙市（大曲市） 国道 105号 雄物川 1977 580.3 7+2@2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝4@61.8+2ｘ（3@61.8） 

R0018 姫神橋    秋田 大仙市（大曲市） 国道 105号 雄物川 2003  2車  

R0019 大曲橋（金谷橋） おおまがり（かなや） 秋田 大仙市（大曲市） 県道 36号 雄物川 1938 369 5.5  

                 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝24+10@32+24 

R0020 大川橋  おおかわ 秋田 大仙市（大曲市）・横手市（大森町） 県道 116号 雄物川  548.5 6  

                   合成鈑桁 ｌ＝11ｘ48.4 

R0021 雄物川第一橋   秋田 大仙市（大曲市）・横手市（大森町） 秋田自動車道 雄物川 1990 548.5 10  

                  連続鈑桁 l=49.5+2@50+49.5 

R0022 大上橋    秋田 横手市（大雄町・大森町） 県道 29号 雄物川 1979 504.3 9+2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@55.7）+4@41.8 

R0023 上下橋    秋田 横手市（雄物川町）  雄物川     

R0024 沼館橋  ぬまだて 秋田 横手市（雄物川町）県道 48号 雄物川 1973 452.5 6.3+1.5  

             鋼ランガー桁 ｌ＝1ｘ110.4 ＰＣ箱桁 ｌ＝1ｘ39.2+3ｘ49.9+3ｘ49.9 

R0025 深井橋    秋田 横手市（雄物川町）  雄物川    渡船 

R0026 雄物川橋    秋田      雄物川 1957 378.6 5.5 104ｍ伸長 

R0027 新雄物川橋   秋田 横手市（雄物川町） 国道 107 雄物川 1988    

R0028 今泉橋  いまいずみ 秋田 横手市（十文字町）県道 57号 雄物川 1963 422 6  

               鋼ランガー桁 ｌ＝65 ｎ＝4 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ31.5 

R0029 今泉橋側道橋   秋田      雄物川 2002 421.7  鈑桁 

R0030 京塚橋  きょうづか 秋田 湯沢市    雄物川     

R0031 柳田橋  やなぎだ 秋田 湯沢市・羽後町 国道 398号 雄物川 2004 320 9.5+3.5 連続合成鈑桁 

R0032 文月橋  ふみつき 秋田 湯沢市    雄物川    ＲＣ桁 

R0033 中川原橋    秋田 湯沢市  県道 278号 雄物川 1969 309.7 6 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ34.4 

R0034 上の宿橋  かみのしゅく 秋田 湯沢市    雄物川    ＲＣ桁 

R0035 酒蒔橋  さかまき 秋田 湯沢市    雄物川     

R0036 泉沢橋    秋田 湯沢市（雄勝町）   雄物川 1965    

R0037 岩館橋    秋田 湯沢市（雄勝町）   雄物川     

R0038 桂川橋  かつらかわ 秋田 湯沢市（雄勝町）   雄物川 1921 33  ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0039 常盤橋    秋田 湯沢市（雄勝町）   雄物川     

R0040 愛宕橋    秋田 湯沢市（雄勝町）   雄物川     

R0041 雄勝橋    秋田 湯沢市（雄勝町） 国道 13号 雄物川     

R0042 院内二号橋   秋田 湯沢市（雄勝町） 国道 108号 雄物川     

R0043 院内跨線橋   秋田 湯沢市（雄勝町） 国道 108号 雄物川     

R0044 長倉橋    秋田      雄物川     



 ２ 

R0045 落合小橋    秋田      雄物川     

R0046 漆坊橋    秋田      雄物川     

R0060 能代大橋  のしろおお 秋田 能代市  国道 101号 米代川 1979 554.8 10.75 鋼連続箱桁 ｎ＝4@+3@ 鈑桁 

R0061 能代橋  のしろ  秋田 能代市    米代川 1957 381 7.5+2@2.25  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝37.4+7@43.6+37.4 

R0062 米代川橋梁  よねしろがわ 秋田 能代市  ＪＲ五能線 米代川 1926 ≒518 単線 トラス ｌ＝6ｘ45.72 鈑桁 ｌ＝10ｘ21.2  

R0063 米白新橋  よねしろしん 秋田 能代市  県道 64号 米代川 1983 469 9.75 鋼連続箱桁 

R0064 富根橋    秋田 能代市(二ツ井町)   米代川 1956 330 5.5 トラス ｌ＝5ｘ45 下路鈑桁 ｌ＝5ｘ20.3 

R0065 二ツ井大橋   秋田 能代市(二ツ井町) 国道 7号 米代川 2001  16  

R0066 米代川橋梁  よねしろがわ 秋田 能代市(二ツ井町) ＪＲ奥羽本線 米代川 1969 340.7 複線 

             Ｒ＝800 ＰＣ連続曲線箱桁 l=2x(3@56.3) ＰＣ桁 ｌ＝1ｘ24.4 

R0067 米白橋  よねしろ 秋田 能代市(二ツ井町) 県道 317号 米代川 1955 352 6 トラス ｌ＝4ｘ60 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ21 

R0068 響橋  ひびき 秋田 能代市(二ツ井町) 県道 203号 米代川 1957 180 4.5  

            トラス ｌ＝2ｘ45 下路 ポニートラス ｌ＝3ｘ29.4 平行して新橋架設 

R0069 銀杏橋    秋田 能代市(二ツ井町) 森林軌道 米代川     

               トラス ｌ＝4ｘ60 鈑桁 ｌ＝2ｘ23 道路橋となる 

R0070 七座橋  ななくら 秋田 能代市(二ツ井町) 県道 3号 米代川 1994 195.4  連続鈑桁 

R0071 蟹沢水管橋   秋田 北秋田市(鷹巣町)   米代川 1968 548.5 鉱滓流送用パイプ 上面に歩道 b=1.2 

                逆三角型パイプトラス ｌ＝3ｘ（3@50）+2ｘ47.3 

R0072 蟹沢大橋  かにさわ 秋田 北秋田市(鷹巣町)   米代川 1998 380.1 9.9+2@3 ＰＣ斜張橋 ｌ＝99.3+180+99.3  

R0073 翔鷹大橋    秋田 北秋田市(鷹巣町) 県道 325号 米代川     

R0074 坊沢大橋    ぼうざわおお 秋田      米代川 1966 365.5 5 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ40 

R0075 米代川橋梁  よねしろがわ 秋田 北秋田市(鷹巣町) 秋田内陸鉄道 米代川 1969 ≒526 単線 鈑桁 ｌ＝13ｘ40 

R0076 西鷹巣大橋   秋田      米代川     

R0077 鷹巣橋  たかのす 秋田 北秋田市(鷹巣町) 国道 105号 米代川 1939 292.5 5.5  

             ＲＣゲルバー桁 ｌ＝28.8 ｎ＝9 伸長 ＰＣ桁 ｌ＝16.1+28.3+27 

R0078 鷹巣橋梁  たかのす 秋田 北秋田市(鷹巣町) 鷹巣森林軌道 米代川 1949- 240 軌道 木造トラス ｌ＝4ｘ30 廃線 

R0079 東鷹巣橋    秋田 北秋田市(鷹巣町) 国道 105号 米代川 1987 308.7 10.75 鋼連続箱桁 ｎ＝1ｘ3@+1ｘ2@ 

R0080 栄新橋    秋田 北秋田市(鷹巣町) 県道 102号 米代川     

R0081 栄橋    秋田 北秋田市(鷹巣町)   米代川 1979 188.8 4.3  

              ＲＣゲルバー桁 ｎ＝8、2径間をＨビームに架け替え 

R0082 向黒沢大橋   秋田 北秋田市(鷹巣町)   米代川     

R0083 水管橋    秋田 大館市(田代町)   米代川     

R0084 外川原橋  そとかわら 秋田 大館市(田代町)   米代川     

R0085 新真中橋  しんまなか 秋田 大館市  県道 52号 米代川     

R0086 真中橋  まなか 秋田 大館市(比内町)   米代川 1936 163.6 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝25.2 ｎ＝7 

R0087 田中橋  たなか 秋田 大館市  県道 102号 米代川 1973  6+2@1 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ48 

R0088 二井田大橋 にいだおお 秋田      米代川     

R0089 米代川橋梁   秋田 大館市(比内町) ＪＲ花輪線 米代川    鈑桁 

R0090 扇田橋  おおぎだ 秋田 大館市(比内町)   米代川 1940 163.7 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝19+5@25+19 

R0091 扇田大橋    おおぎだおお 秋田 大館市(比内町) 国道 285号 米代川 1986 165.5 9.75 ＰＣ連結桁橋 ｌ＝4@41.15 

R0092 曲田橋  まがた 秋田 大館市    米代川 1973   永久橋 

R0093 大滝橋  おおたき 秋田 大館市    米代川 1958   桁橋 

R0094 十二所橋  じゅうにしょ 秋田 大館市    米代川     

R0095 十二所大橋 じゅうにしょ 秋田 大館市    米代川     

R0096 葛原橋  くぞわら 秋田 大館市    米代川 2008   通行禁止 

R0097 末広橋    秋田 鹿角市  国道 103号 米代川 1951    

R0098 石野橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0099 錦木橋    秋田 鹿角市    米代川 1978 170 9.8 合成鈑桁 ｌ＝33.3 

R0100 ？     秋田 鹿角市  ＪＲ花輪線 米代川     

R0101 神田橋  しんだ 秋田 鹿角市    米代川 1957 155 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝28.8+3@31.2+28.8 

R0102 高屋橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0103 狐平橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0104 用野旦橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0105 久保田橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0106 ？     秋田 鹿角市  県道 66号 米代川    

R0107 稲村橋  いなむら 秋田 鹿角市    米代川 1934 86 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝20 

R0108 松館橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0109 松谷橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0110 川部橋  かわべ 秋田 鹿角市    米代川     

R0111 新八幡平橋 しんはちまんた 秋田 鹿角市  国道 282号 米代川     

R0112 八幡平橋    はちまんたい 秋田 鹿角市     米代川 1958   

R0113 八幡平橋    はちまんたい 秋田 鹿角市   東北自動車道 米代川 1983 390.3 2ｘ9.75  

               PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝129.4+185+74.4  

R0114 第十四米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市 ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒136 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ18.3+2ｘ12.2+3ｘ9.1 

R0115 第十三米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市 ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒72 単線  

               鈑桁 ｌ＝15.9+9+22+9+15.9 トレッスル 2基  

R0116 天狗橋  てんぐ 秋田 鹿角市 東北自動車道 米代川 1983 171 2ｘ9.75  



 ３ 

            鋼Ｖ脚ラーメン箱桁 ｌ＝（30.5+18+38+29+25+29） 中央支間長は 75ｍ  

R0117 渓谷橋  けいこく 秋田 鹿角市 東北自動車道 米代川 1983 146.4 2x9.75  

                 ＲＣ上路オープンアーチ橋 ｌ＝75 

R0118 第十二米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市 ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒85 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ21.3+1ｘ18.3+2ｘ9.1  

R0119 第十一米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市 ＪＲ花輪線 米代川 1962 ≒83.7 単線 鈑桁 l=3x19.8+1x16.5+1x7.1 

R0120 笹の渡橋    秋田 鹿角市  国道 282号 米代川 1961   架設 

R0121 笹の渡橋  ささのわたり 秋田 鹿角市   東北自動車道 米代川 1983 249.7 2x9.75 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝57+67+67+57 

R0122 吉祥橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0123 長者橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0124 湯瀬橋    秋田 鹿角市    米代川     

R0125 第十米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市  ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒78 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ18.3  

R0126 居熊橋？    秋田 鹿角市  国道 282号 米代川     

R0127 居熊井橋  おりくまい 秋田 鹿角市   東北自動車道 米代川 1983 443.5 2x9.75  

           鋼連続箱桁 ｌ＝49.5+2@55.7+49.5 連続鈑桁 ｌ＝（47.5+48+47.5）+（2@43.6） 

R0128 ？     秋田 鹿角市  国道 282号 米代川     

R0129 第九米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市  ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0130 西石通橋   にしいしどおし 秋田 鹿角市   東北自動車道 米代川 1983  2ｘ  

R0131 東石通橋  ひがしいしどおし 秋田 鹿角市   東北自動車道 米代川 1983  2ｘ  

R0132 第八米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市  ＪＲ花輪線 米代川 1931 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0133 石通橋  いしどおし 秋田 鹿角市  国道 282 米代川 1962   架設 

R0134 才田橋  さいた 秋田 鹿角市  国道 282号 米代川 1905 64 3.6 板橋 

R0135 第七米代川橋梁 よねしろがわ 秋田 鹿角市 Ｊ Ｒ花輪線 米代川 1931 ≒91 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ12.2+5ｘ9.1 

R0140 白雪橋  しらゆき 秋田 にかほ市  国道 7号 白雪川 1958 30 7 鋼合成箱桁 ｌ＝29.2 

R0141 白雪川橋    秋田 にかほ市  羽越本線 白雪川 1972   ＰＣＴ桁 ｌ＝1ｘ23 ＲＣ橋 ｌ＝1ｘ9 

R0142 万石橋  まんごく 秋田 にかほ市  県道 290号 白雪川 2002 59  鈑桁 

R0143 ?     秋田 にかほ市    白雪川     

R0144 中野橋    秋田 にかほ市  県道 289号 白雪川     

R0145 ?     秋田 にかほ市    白雪川     

R0146 大畑橋    秋田 にかほ市  県道 312号 白雪川     

R0147 ?     秋田 にかほ市    白雪川     

R0148 ?     秋田 にかほ市  県道 58号 白雪川     

R0150 本荘大橋（古雪橋） （ふるゆき） 秋田 由利本荘市 国道 7号 子吉川 1966 200 12+2@1.5 連続トラス ｌ＝3@65.4 

R0151 幡竜橋  ばんりゅう 秋田 由利本荘市    子吉川   吊橋 

R0152 有利橋    秋田      子吉川 1878 113 5.4 木造橋 

R0153 由利橋  ゆり  秋田      子吉川 1931 175.5 6.5 トラス ｌ＝3ｘ57 

R0154 飛鳥大橋  あすかおお 秋田 由利本荘市  国道 105号 子吉川 1969 256 15+2@3.5 合成鈑桁 ｌ＝30.5+5ｘ38+30.5 

R0155 子吉川橋梁   秋田 由利本荘市 ＪＲ羽越本線 子吉川 1968 250 複線 鈑桁 ｌ＝3ｘ22.1 ＰＣ桁 ｌ＝8ｘ22.3 

R0156 二十六木橋 とどろき 秋田 由利本荘市    子吉川 1928 195.8  鈑桁 

R0157 新二十六木橋   秋田 由利本荘市  国道 105号 子吉川 1971 229.7 7+2@2 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ32.1 

R0158 子吉川橋    秋田 由利本荘市  県道 43号 子吉川     

R0159 子吉橋    秋田 由利郡    子吉川 1878 98 4.2 木造橋 

R0160 滝沢川橋梁   秋田 由利本荘市(由利町) 由利高原鉄道 子吉川 1938  単線 鈑桁 ｌ＝9ｘ15.9 

R0161 滝沢橋    秋田 由利本荘市(由利町) 県道 171号 子吉川 1896 145 3.6 板橋 

R0162 森子橋  もりこ  秋田 由利本荘市(由利町)  子吉川     

R0163 ゆり大橋    秋田 由利本荘市(由利町)  子吉川     

R0164 長瀬橋    秋田 由利本荘市(由利町) 国道 108号 子吉川 1969    

R0165 吉沢橋  よしざわ 秋田 由利本荘市(由利町) 国道 108号 子吉川 1901 84 3.6 土橋 

R0166 子吉川橋梁   秋田 由利本荘市(由利町) 由利高原鉄道 子吉川   単線  

R0167 木在橋  きさら  秋田 由利本荘市(矢島町)  子吉川     

R0168 立石橋  たていし 秋田 由利本荘市(矢島町)  子吉川 1968    

R0169 長泥橋    秋田 由利本荘市(矢島町) 県道 32号 子吉川     

R0170 坂之下大橋 さかのした 秋田 由利本荘市(矢島町)  子吉川     

R0171 ?     秋田 由利本荘市(鳥海町) 国道 108号 子吉川     

R0172 河台橋  こうだい 秋田 由利本荘市(鳥海町)  子吉川     

R0173 長坂橋    秋田 由利本荘市(鳥海町)  子吉川     

R0174 大川端橋    おおかわばた 秋田 由利本荘市(鳥海町)  子吉川 1968 60 6 トラス ｌ＝1ｘ59 

R0175 久保橋    秋田 由利本荘市(鳥海町)  子吉川 1966    

R0176 長瀬橋    秋田      子吉川 1969    

R0190 雄平橋  ゆうへい 秋田 湯沢市・横手市（十文字町） 県道 皆瀬川 1967 454.6 6  

                トラス l＝2ｘ66.8 合成鈑桁 l＝4ｘ29.9 

R0191 ？     秋田 湯沢市・横手市（十文字町） 湯沢横手道路 皆瀬川     

R0192 新岩崎橋    秋田 湯沢市・横手市（十文字町） 国道 13号 皆瀬川 1978    

R0193 岩崎橋  いわさき 秋田 湯沢市・横手市（十文字町） 皆瀬川 1935 253.7 6.4  

                RCゲルバー桁 l=18.5+9@24+18.5 

R0194 岩崎橋梁  いわさき 秋田 湯沢市・横手市（十文字町） 国鉄奥羽本線 皆瀬川 1905 231 単線 鈑桁 l＝10ｘ21.3 

R0195 戸波橋    秋田 横手市（増田町）   皆瀬川     

R0196 久保橋    秋田 湯沢市（稲川町） 国道 394号 皆瀬川 1961 278 6 PC桁 

R0197 大館橋    秋田 湯沢市（稲川町）   皆瀬川     



 ４ 

R0198 清水小屋橋   秋田 湯沢市（稲川町）   皆瀬川 1994    

R0199 上久保橋    秋田 湯沢市（稲川町）   皆瀬川     

R0200 岩城橋    秋田 湯沢市（稲川町） 県道  皆瀬川     

R0201 八郷橋    秋田 湯沢市（稲川町）   皆瀬川     

R0202 八王橋    秋田 湯沢市（稲川町）   皆瀬川     

R0203 菅生橋  すごう  秋田 湯沢市（皆瀬村）   皆瀬川 1931 43.7 4.5 ボーストリングトラス l＝42.4 

R0204 新菅生橋    秋田 湯沢市（皆瀬村） 国道  皆瀬川 2001 89  連続鈑桁 

R0205 板戸ダム    秋田      皆瀬川     

R0206 皆瀬ダム    秋田      皆瀬川     

R0207 羽場橋  はば  秋田 湯沢市（皆瀬村）   皆瀬川 1961 101 3.4 重床式吊橋 l＝100 

R0208 市野橋    秋田 湯沢市（皆瀬村）   皆瀬川 1962 90 3.1 重床式吊橋 l＝92 RC塔 

R0209 河原湯橋    秋田      皆瀬川     

R0210 上大鳥合橋   秋田      皆瀬川     

R0211 下小鳥合橋   秋田      皆瀬川     

R0212 上小鳥合橋   秋田      皆瀬川     

R0230 馬場目川大橋   秋田 八郎潟町・五城目町  馬場目川     

R0231 竜馬橋    秋田 八郎潟町・五城目町 県道 219号 馬場目川     

R0232 ？     秋田 八郎潟町・五城目町 国鉄奥羽本線 馬場目川 1969  複線  

R0233 竜馬大橋    秋田 八郎潟町・五城目町 国道 7号 馬場目川 1965 97 7.5 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ31.6  

R0234      秋田 八郎潟町・五城目町 秋田自動車道 馬場目川 2002    

R0235 西野橋    秋田 八郎潟町・五城目町  馬場目川     

R0236 磯ノ目大橋   秋田    国道 285号 馬場目川     

R0237 五城目橋    秋田      馬場目川 1909 107 3.6 板橋  

R0238 馬城橋  ばじょう 秋田    県道 15号 馬場目川 1987 56 9+(6;+4.5) 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ27.3  

R0239 紹辰橋    秋田      馬場目川     

R0240 館の橋    秋田      馬場目川     

R0241 仲屋敷橋    秋田      馬場目川     

R0242 荷背橋    秋田      馬場目川     

R0243 保呂瀬橋    秋田      馬場目川     

R0244 恋地大橋    秋田      馬場目川     

R0245 ？     秋田    県道 129号 馬場目川     

R0250 琴音橋  ことね  秋田 能代市（二ツ井） 県道 222号 藤琴川 1952 235.2 6  

            ワーレントラス ｌ＝3ｘ44.3 ポニートラス ｌ＝3ｘ28.5 鈑桁 ｌ＝14.7 

R0251 きみまち大橋   秋田 能代市（二ツ井） 国道 7号 藤琴川 1978 263.7 9.5+3 鋼連続箱桁 L=2@52.3+3@52.3 

R0252 藤琴川橋梁   ふじことかわ 秋田 能代市（二ツ井） 奥羽本線間 藤琴川 1901 ≒206 単線 鋼鈑桁 ｌ＝9ｘ 

R0253 高岩橋    秋田      藤琴川 1934  道路   

R0254 高岩橋    秋田 能代市（二ツ井） 藤琴森林鉄道 藤琴川 1930 724 単線 廃止、撤去 

R0255 大沢橋    秋田 藤里町  県道 200号 藤琴川 1964 179  合成鈑桁 

R0256 藤琴橋    秋田 藤里町  県道 201号 藤琴川 1963    

R0257 ？     秋田 藤里町  県道  藤琴川     

R0258 馬坂橋    秋田 藤里町    藤琴川     

R0259 一の渡橋    秋田 藤里町    藤琴川     

R0260 突山橋    秋田 藤里町    藤琴川     

R0261 藤倉橋    秋田 藤里町  県道 317号 藤琴川     

R0262 真名子橋    秋田 藤里町    藤琴川 1964    

R0263 水神橋    秋田 藤里町  県道 317号 藤琴川     

R0264 太良橋    秋田 藤里町  県道 317号 藤琴川     

R0270 山田渡橋    秋田 大館市  国道 7号 長木川     

R0271 餅田橋  もちだ  秋田 大館市  国道 7号 長木川 1959 166 7 ゲルバー鈑桁 ｌ＝30+33+38+33+30 

R0272 長木川橋    秋田 大館市  国道 7号 長木川 1998 98.1 10 連続鈑桁 l=29.9;37.4+29.9 

R0273 ？     秋田 大館市  JR花輪線 長木川 1914    

R0274 西大橋  にしおお 秋田 大館市    長木川 1969 165 18 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ33 

R0275 長木川大橋   秋田 大館市    長木川 1885 236 3.6 板橋  

R0276 大館橋  おおだて 秋田    県道 2号 長木川 1957    

R0277 東大橋  ひがしおお 秋田 大館市  国道 7号 長木川 1971 137.1 7.6+2@2 合成鈑桁 l＝5@26.8 

R0278 通町橋    秋田 大館市    長木川 1885 100 4.2 廃橋 

R0279 下町橋  したまち 秋田 大館市    長木川 1965    

R0280 鳳凰大橋    秋田 大館市    長木川     

R0281 東橋    秋田 大館市    長木川     

R0282 宮袋新橋   みやぶくろしん 秋田 大館市    長木川     

R0283 一ノ渡橋    いちのわたり 秋田 大館市  県道 2号 長木川     

R0284 ？     秋田 大館市  小坂鉄道 長木川 1908   廃止 

R0285 ？     秋田 大館市  小坂鉄道 長木川    廃止 

R0286 二ノ渡橋  にのわたり 秋田 大館市  県道 2号 長木川 2000 63  合成鈑桁 

R0287 立石橋  たていし 秋田 大館市  県道 2号 長木川 2000 85  鋼中路固定アーチ 

R0288 雪沢大橋    ゆきざわおお 秋田 大館市  県道 2号 長木川     

R0289 ？     秋田 大館市  小坂鉄道 長木川    廃止 

R0290 小雪沢橋  こゆきざわ 秋田 大館市  県道 2号 長木川     



 ５ 

R0291 雪沢橋  ゆきさわ 秋田 大館市  県道 2号 長木川     

R0292 大明神橋   だいみょうじん 秋田 大館市  県道 2号 長木川     

R0293 ？     秋田 大館市  小坂鉄道 長木川    廃止 

R0294 新沢橋  しんさわ 秋田 大館市  県道 2号 長木川     

R0295 藷ケ岱橋  いもがたい 秋田 大館市  県道 2号 長木川     

R0296 茂内橋  しげない 秋田 大館市    長木川     

R0297 木沢橋    秋田 大館市    長木川     

R0310 鮎瀬橋    秋田 由利本荘市    石沢川     

R0311 鳥川橋    秋田 由利本荘市    石沢川     

R0312 石沢橋    秋田 由利本荘市    石沢川     

R0313 金柳橋    秋田 由利本荘市    石沢川     

R0314 藤倉橋    秋田 由利本荘市    石沢川 1958 55 1.8 木造吊橋 ｌ＝25 木桁橋  

R0315 物言橋  ものいい 秋田 由利本荘市    石沢川 1958 55 5.5 トラス ｌ＝44 

R0316 奥名免橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川     

R0317 清水尻橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川     

R0318 大下橋    秋田 由利本荘市    石沢川 1963    

R0319 新田向橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川     

R0320 下舟木橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川 1963    

R0321 船木橋    秋田 由利本庄市    石沢川 1957   ＲＣオープンアーチ、廃橋 

R0322 大琴橋    秋田 由利本荘市    石沢川 1966    

R0323 幅野橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川     

R0324 根城館橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川     

R0325 横渡橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川     

R0326 高瀬川橋    秋田 由利本荘市    石沢川 1962 

R0327 丸山橋    秋田 由利本荘市    石沢川  

R0328 石田坂橋    秋田 由利本荘市    石沢川  

R0329 島宮橋    秋田 由利本荘市    石沢川 1966 

R0330 養田橋    秋田 由利本荘市  県道 48号 石沢川  

R0331 良善寺橋    秋田 由利本荘市  国道 107号 石沢川 1958 

R0332 牡丹野橋    秋田 由利本荘市    石沢川  

R0333 須郷田橋    秋田 由利本荘市    石沢川  

R0334 川原田橋    秋田 由利本荘市  県道 32号 石沢川  

R0335 沖田橋    秋田 由利本荘市  県道 34号 石沢川  

R0336 黒淵大橋    秋田 由利本荘市    石沢川  

R0337 向田橋    秋田 由利本荘市    石沢川  

R0338 智者鶴橋    秋田 由利本荘市  県道 34号 石沢川  

R0339 岩瀬橋    秋田 羽後町    石沢川  

R0340 足水橋    秋田 羽後町    石沢川  

R0341 長戸呂橋    秋田 羽後町    石沢川  

R0342 門前橋    秋田 羽後町    石沢川     

R0343 ？     秋田 羽後町  県道 275号 石沢川     

R0344 仙道川橋    秋田 羽後町    石沢川     

R0345 萱沢橋    秋田 羽後町    石沢川     

R0346 ？     秋田 羽後町    石沢川     

R0360 成瀬川橋    秋田 横手市  県道 108号 成瀬川 1951 287 4.5 ＲＣＴ桁 

R0361 成瀬大橋    秋田 横手市   雄平東部広域農道 成瀬川     

R0362 真人橋    秋田 横手市    成瀬川     

R0363 菅生橋    秋田 横手市    成瀬川     

R0364 新菅生橋    秋田 横手市  県道 274号 成瀬川     

R0365 田子内大橋   秋田 東成瀬村  国道 342号 成瀬川     

R0366 田子内橋  たごない 秋田 東成瀬村    成瀬川 1935 38.9 5.5 ＲＣオープンアーチ ｆ＝5.5 ｌ＝32  

R0367 のぞき橋    秋田 東成瀬村    成瀬川     

R0368 猿橋    秋田 東成瀬村    成瀬川     

R0369 肴沢橋    秋田 東成瀬村  国道 342号 成瀬川 1956    

R0370 椿台橋    秋田 東成瀬村  国道 342号 成瀬川     

R0371 耳脇橋    秋田 東成瀬村    成瀬川  

R0372 谷地橋    秋田 東成瀬村  国道 342号 成瀬川  

R0373 ?     秋田 東成瀬村  県道 322号 成瀬川  

R0374 草の台橋    秋田 東成瀬村  国道 342号 成瀬川  

R0375 土寄橋    秋田 東成瀬村  国道 342号 成瀬川  

R0380 北空港川口橋   秋田 北秋田市  県道 24号 小猿部川  

R0381 川口橋    秋田 北秋田市    小猿部川  

R0382 堂ケ岱橋    秋田 北秋田市    小猿部川  

R0383 ？     秋田 北秋田市  県道 324号 小猿部川  

R0384 希鷹橋    秋田 北秋田市    小猿部川  

R0385 横淵橋    秋田 北秋田市    小猿部川  

R0386 小猿部橋    秋田 北秋田市  国道 285号 小猿部川 1935 

R0387 元渡橋    秋田 北秋田市    小猿部川  



 ６ 

R0388 興助岱橋    秋田 北秋田市    小猿部川  

R0389 黒松橋    秋田 北秋田市    小猿部川  

R0390 ？     秋田 北秋田市  県道 111号 小猿部川  

R0391 ？     秋田 北秋田市  県道 111号 小猿部川     

R0400 玉川橋  たまがわ 秋田 大曲市  国道 13号 玉川     渡船 

R0401 玉川橋  たまがわ 秋田    国道 13号 玉川  1972 652 7.5  

            （上流側別橋） 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ47.1+6ｘ51.8+3ｘ47.8 旧橋は歩道橋 

R0402 玉川橋梁  たまがわ 秋田 大曲市    ＪＲ奥羽本線 玉川  1980 735 複線  ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ43+13ｘ40 

R0403 勝田橋    秋田 大曲市    玉川  1971 124 4.5  

R0404 松倉橋  まつくら 秋田 大曲市・大仙市（中仙町） 県道 67号 玉川     

R0405 松倉頭首工管理橋  秋田 大曲市・大仙市（中仙町） 玉川     

R0406 長野大橋  ながのおお 秋田 大仙市（中仙町） 県道 256号 玉川  1927 68.5   

R0407 下延橋  しものぶ 秋田 仙北市（角館町） 県道 253号 玉川  1969    

R0408 第一玉川橋梁 たまがわ 秋田 仙北市（角館町）・大仙市（中仙町） ＪＲ田沢湖線 玉川 1996 188   

                 ＰＣ斜張橋 ｌ＝51.5+85+51.5 

R0409 岩瀬橋  いわせ 秋田 仙北市（角館町）・大仙市（中仙町） 国道 105号 玉川 1961 260.3 6 ＰＣ桁 

R0410 角館橋    秋田 仙北郡    玉川  1889 240 5.4 木橋 

R0411 大威徳橋    秋田 仙北市（角館町）   玉川  1962   永久橋 

R0412 上花田大橋   秋田      玉川     

R0413 広久内橋  ひろくない 秋田      玉川  1962   永久橋 

R0414 ？     秋田 仙北市（田沢湖町・角館町） 玉川     

R0415 (神代ダム)    秋田      玉川     

R0416 （夏瀬ダム    秋田      玉川     

R0417 生保内橋  おぼない 秋田 仙北市（田沢湖町）国道 46号 玉川  1967 160 7 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ26+27 

R0418 第二玉川橋梁 たまがわ 秋田 仙北市（田沢湖町） ＪＲ田沢湖線 玉川 1977 188 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ21.3+1ｘ9.1 

R0419 山居橋    秋田 仙北市（田沢湖町）  玉川  1965 12 3 永久橋 

R0420 石神橋    秋田 仙北市（田沢湖町）  玉川  1968   鈑桁 

R0421 田沢湖橋    秋田 仙北市（田沢湖町）県道 38号 玉川     

R0422 大谷地橋    秋田 仙北市（田沢湖町）  玉川     

R0423 中島橋    秋田 仙北市（田沢湖町）県道 248号 玉川     

R0424 川崎橋    秋田 仙北市（田沢湖町）国道 341号 玉川  1967 82.3 6 ＰＣ橋 ｌ＝26.2+29+26.2 

R0425 駒草橋    秋田 仙北市（田沢湖町）国道 341号 玉川     

R0426 （鎧畑ダム ）   秋田      玉川     

R0427 先達水路橋 せんだつ 秋田 仙北市（田沢湖町）  玉川  1939 59.7 水路 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝22 ｎ＝3 

R0428 神の岩橋    秋田 仙北市（生保内）   玉川  1926 78.8 1.8森林軌道 吊橋 木造補剛トラス ＲＣ塔 

R0429 下中嶋橋    秋田 仙北郡    玉川  1880 236 4.2 木造橋 

R0430 玉川大橋    秋田 仙北市（田沢湖町）  玉川  1955    

R0440 鷹塚橋    秋田 秋田市    岩見川     

R0441 岩見川橋    秋田 秋田市（雄和町）    岩見川 1925    

R0442 芝野橋    秋田 秋田市    岩見川 1968    

R0443 秋雄大橋    秋田 秋田市  県道 9号 岩見川     

R0444 本田橋  ほんでん 秋田 秋田市    岩見川 1964 150.8 6 鋼ランガー  

R0445 豊成小橋    秋田 秋田市    岩見川     

R0446 豊成橋    秋田 秋田市  県道 61号 岩見川 1962 94.5 4.2 木橋  

R0447 戸島大橋    秋田 秋田市  県道 62号 岩見川     

R0448 中の橋    秋田 秋田市    岩見川 1959 74.5 6 木橋 

R0449 ？     秋田 秋田市   秋田自動車道 岩見川 1991    

R0450 松渕橋    秋田 秋田市    岩見川     

R0451 式田橋    秋田 秋田市    岩見川     

R0452 ？     秋田 秋田市    JR奥羽本線 岩見川 1975 65  鈑桁 ｌ＝6ｘ12.2 

R0453 ？     秋田 秋田市  秋田新幹線 岩見川 1997    

R0454 和田大橋    秋田 秋田市  国道 13号 岩見川 1961 88.4 7 ＰＣＴ桁 ｌ＝3ｘ26.6 

R0455 赤平橋    秋田 秋田市  県道 308号 岩見川     

R0456 夏田橋    秋田 秋田市    岩見川     

R0457 岩見大橋    秋田 秋田市  県道 308号 岩見川     

R0458 野崎新橋    秋田 秋田市  県道 28号 岩見川     

R0459 ？     秋田 秋田市  県道 28号 岩見川     

R0460 石川橋    秋田 秋田市（河辺町･和田村）  岩見川 1904 71 5.4 木橋  

R0461 曽場の吊橋 そば  秋田 秋田市（河辺町）    岩見川 1958 80 2.5 木造吊橋  

R0470 第三下内川橋 しもないかわ 秋田 大館市   国鉄奥羽本線 下内川 1900 ≒53 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.2 

R0471 沼館橋  ぬまだて 秋田 大館市    下内川 1968   PC桁 

R0472 松木橋  まつき 秋田 大館市    下内川 1965    

R0473 高館橋  たかだて 秋田 大館市    下内川     

R0474 新松峰橋    しんまつみね 秋田 大館市  県道 192号 下内川     

R0475 松峰橋  まつみね 秋田 大館市    下内川     

R0476 長面橋  ながおもて 秋田 大館市    下内川     

R0477 福館橋  ふくだて 秋田 大館市    下内川     

R0478 中渡橋    なかのわたり 秋田 大館市  県道 62号 下内川     
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R0479 上渡橋    秋田 大館市    下内川     

R0480 第二下内川橋 しもないかわ 秋田 大館市   国鉄奥羽本線 下内川 1899 ≒67 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ12.2 

R0481 松原橋  まつばら 秋田 大館市    下内川     

R0482 第一下内川橋 しもないかわ 秋田 大館市   国鉄奥羽本線 下内川 1899 ≒45 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ21，3 

R0483 ?     秋田 大館市    下内川     

R0484 今度渡橋    こんどわたり 秋田 大館市  国道 7号 下内川 1958 78 7 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（2@19.1） 

R0500 藤木下橋    秋田 大仙市  県道 13号 横手川     

R0501 藤木上橋    秋田 大仙市  県道 116号 横手川 1967    

R0502 大久保橋    秋田 大仙市    横手川     

R0503 角間川橋    秋田 大仙市（大曲市）    横手川 1878 73 5.2 木造橋  

R0504 旭川橋    秋田 美郷町・横手市 県道 266号 横手川     

R0505 境大橋  さかいおお 秋田 美郷町・横手市 県道 267号 横手川 1965 97.4  Ｉ型桁橋  

R0506 朝日川橋    秋田 横手市    JR奥羽本線 横手川 1905 177 単線 鈑桁 ｌ＝9ｘ18.3 

R0507 横手川橋  よこてがわ 秋田 横手市  国道 13号 横手川 1964 93.3 8 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ30.5  

R0508 大鳥井橋    秋田 横手市    横手川     

R0509 碇大橋    秋田 横手市    横手川 1970 70.2 6 合成鈑桁  

R0510 蛇ノ崎橋  じゃのさき 秋田 横手市    横手川 1895 99 22 連続鈑桁  

R0511 中の橋    秋田 横手市    横手川 1958 49 5.2 ポニートラス  

R0512 学校橋    秋田 横手市  県道 272号 横手川 1982 70.8 20 PC桁 

R0513 浄光寺橋    秋田 横手市    横手川     

R0514 上の橋    秋田 横手市    横手川 1927 48.6 4.6 Ｉ型桁 

R0515 愛宕大橋    秋田 横手市  県道 272号 横手川     

R0516 新旭川橋    秋田 横手市    横手川     

R0517 本郷橋    秋田 横手市    横手川 1958 56 6 合成鈑桁  

R0518 第一旭川橋   秋田 横手市  JR北上線 横手川 1920 ≒67 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ12 

R0519 大沢橋    秋田 横手市  国道 107号 横手川 1968 61.9 8･5 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ20 

R0520 大沢大橋（嶽鼻橋）  秋田 横手市    横手川 1976 54.5 4 桁  

R0521 旭岡橋    秋田 横手市    横手川     

R0522 第二旭川橋   秋田 横手市  JR北上線 横手川 1920 ≒67 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ12 

R0523 皿木橋    秋田 横手市  国道 107号 横手川 1895 55 3.6 板橋 

R0524 板井沢橋    秋田 横手市    横手川     

R0525 軽井沢橋    秋田 横手市    横手川 1966    

R0526 相野々橋    秋田 横手市  国道 107号 横手川 1974 61.9 8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ30.2 

R0527 岩瀬橋  いわせ 秋田 横手市  県道 40号 横手川 2000 61.4  連続鈑桁 

R0528 第三旭川橋   秋田 横手市  JR北上線 横手川 1920 ≒80 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ12 

R0529 ？     秋田 横手市   秋田自動車道 横手川 1995    

R0530 ？     秋田 横手市   秋田自動車道 横手川 1995    

R0531 ？     秋田 横手市   秋田自動車道 横手川 1995    

R0532 ？     秋田 横手市   秋田自動車道 横手川 1995    

R0533 平野沢橋    秋田 横手市    横手川     

R0534 筏橋    秋田 横手市  県道 40号 横手川     

R0535 ？     秋田 横手市   秋田自動車道 横手川 1995    

R0536 新処橋    秋田 横手市    横手川 1966    

R0537 新久保橋    秋田 横手市    横手川     

R0538 下南郷橋    秋田 横手市  県道 40号 横手川     

R0539 中の橋    秋田 横手市  県道 40号 横手川     

R0540 塩貝橋    秋田 横手市    横手川     

R0541 丸志田橋    秋田 横手市  県道 40号 横手川     

R0542 粕子橋    秋田 横手市  県道 40号 横手川     

R0560 下田平橋    秋田 能代市(二ツ井町)   阿仁川 1932   木橋 

R0561 下田平ゆめ大橋   秋田      阿仁川 1964 90   

R0562 木戸石橋    秋田 北秋田市(合川町)   阿仁川 1911 131 2.4 木橋 

R0563 高長橋(改名)   秋田 県道 3号    阿仁川 1960 144  RCゲルバー桁 

R0564 芦沢橋    秋田 北秋田市(合川町)   阿仁川 1930    

R0565 芦沢大橋    秋田      阿仁川 1957   永久橋 

R0566 阿仁川橋  あにがわ 秋田 北秋田市(合川町)   阿仁川 1959 155 6 RCゲルバー桁 l＝23 

R0567 合川橋    秋田 北秋田市(合川町)   阿仁川 1961    

R0568 新田目橋  にいだめ 秋田 北秋田市(合川町)   阿仁川 1936    

R0569 米内沢橋  よないざわ 秋田 北秋田市(森吉町) 国道 105号 阿仁川 1975 174.5 6.5+2@2.5 トラス l＝76.3 連続鈑桁 

R0570 浦田橋  うらた  秋田 北秋田市(森吉町)   阿仁川 1962   永久橋 

R0571 桂瀬橋  かつらせ 秋田 北秋田市(森吉町)   阿仁川 1984    

R0572 八幡橋  やはた 秋田 北秋田市(森吉町)   阿仁川 1958    

R0573 小又橋  こまたお 秋田 北秋田市(森吉町)   阿仁川 1969   永久橋 

R0574 小又大橋  こまたおお 秋田 県道 309号    阿仁川 1975    

R0575 五味堀橋  ごみほり 秋田 北秋田市(森吉町)   阿仁川 1970   永久橋 

R0576 大岱橋  おおだい 秋田 北秋田市(阿仁町・森吉町) 阿仁川 1993   合成鈑桁 

R0577 新風張橋    秋田 北秋田市(阿仁町)   阿仁川 1961    

R0578 黄鵲橋    秋田 北秋田市(阿仁町) 国道 105号 阿仁川 1898 60 5.4 板橋 
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R0579 向山橋    秋田 北秋田市(阿仁町)   阿仁川     

R0580 阿仁橋    秋田 北秋田市(阿仁町)   阿仁川     

R0581 阿仁川橋梁   秋田 北秋田市(阿仁町) 秋田内陸鉄道 阿仁川 1989    

R0582 萱草橋  かやくさ 秋田 北秋田市(阿仁町)   阿仁川 1936    

R0583 萱草大橋  かやくさおお秋田 国道 105号    阿仁川     

R0584 伏影橋  ふしかげ 秋田 北秋田市(阿仁町)   阿仁川     

R0585 幸屋橋  こうや  秋田 北秋田市(阿仁町)   阿仁川     

R0586 幸屋大橋  こうやおお 秋田 北秋田市(阿仁町) 県道  阿仁川     

R0600 新旭橋    秋田 秋田市  国道 13号 旭川     

R0601 旭橋  あさひ 秋田 秋田市  県道 56号 旭川  1932 62.5 12.6 ＲＣ桁 

R0602 川口橋    秋田 秋田市    旭川  1968 40.4 5.7 永久橋  

R0603 刈穂橋    秋田 秋田市    旭川     

R0604 下新橋    秋田 秋田市    旭川     

R0605 五丁目橋    秋田 秋田市    旭川     

R0606 四丁目橋    秋田 秋田市    旭川     

R0607 三丁目橋    秋田 秋田市    旭川  1961 24.6 5.1 ＰＣ桁 

R0608 二丁目橋    秋田 秋田市  県道 26号 旭川  1922 19.5 5.5+2@2.2 ＲＣアーチ ｌ＝18.2  

R0609 幸橋  さいわい 秋田 秋田市    旭川  1961  道路  桁橋 

R0610 一丁目橋    秋田 秋田市    旭川     

R0611 通町橋  とおりまち 秋田 秋田市  県道 233号 旭川  1973 18.6 6.5 鈑桁  

R0612 保戸野川橋   秋田 秋田市    旭川     

R0613 鷹匠橋    秋田 秋田市    旭川     

R0614 保戸野新橋   秋田 秋田市    旭川  1968 "25,6" 6.8 永久橋  

R0615 新中島橋    秋田 秋田市    旭川  1969 40.9 6.3 永久橋  

R0616 旭川橋  あさひかわ 秋田 秋田市    JR奥羽本線 旭川  1960 ≒53 複線  

R0617 旭川橋    秋田 秋田市    旭川  1968  6  

R0618 新藤田橋    秋田 秋田市    旭川  1968 37.5 4 木橋  

R0619 濁川橋    秋田 秋田市  県道 41号 旭川     

R0620 添川橋    秋田 秋田市  県道 15号 旭川     

R0621 旭川橋    秋田 秋田市   秋田自動車道 旭川     

R0622 矢板農道橋   秋田 秋田市    旭川     

R0623 ？     秋田 秋田市  県道 401号 旭川  1973    

R0624 三本松橋    秋田 秋田市  秋田中央広域農道 旭川     

R0625 松原橋    秋田 秋田市  県道 15号 旭川  1967 54 6  

R0626 藤倉橋    秋田 秋田市  県道 15号 旭川  1968 47 6.5  

R0627 山内橋    秋田 秋田市    旭川     

R0628 ？     秋田 秋田市  県道 401号 旭川  1973    

R0629 （藤倉ダム）   秋田 秋田市    旭川     

R0630 藤倉水源地堤上架橋  秋田 秋田市 藤倉ダム管理橋 旭川  1911 30.6 1.6 トラス ｌ＝30.5 

R0631 洞門の橋    秋田 秋田市  県道 401号 旭川  1973    

R0632 長橋    秋田 秋田市  県道 401号 旭川  1973    

R0633 堂ノ下橋    秋田 秋田市    旭川     

R0634 （旭川ダム）   秋田 秋田市    旭川     

R0650 芋川橋    秋田 由利本荘市    芋川  1965   永久橋  

R0651 芋川大橋    秋田 由利本荘市  国道 105号 芋川     

R0652 館前橋    秋田 由利本荘市    芋川     

R0653 ？     秋田 由利本荘市 日本海東北自動車道 芋川 2007    

R0654 芋川橋梁    秋田 由利本荘市 JR羽越本線 芋川  1922 ≒43 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ21+2ｘ12 

R0655 ？     秋田 由利本荘市    芋川     

R0656 北福田橋    秋田 由利本荘市    芋川     

R0657 徳沢橋    秋田 由利本荘市  国道 105号 芋川  1952    

R0658 加賀沢橋    秋田 由利本荘市  国道 105号 芋川     

R0659 松本橋    秋田 由利本荘市  国道 105号 芋川     

R0660 町妻橋    秋田 由利本荘市    芋川     

R0661 新見岫橋    秋田 由利本荘市  国道 105号 芋川     

R0662 芦渕橋    秋田 由利本荘市    芋川     

R0663 岩野目沢橋   秋田      芋川      

R0664 広表橋    秋田      芋川     

R0665 新広表橋    秋田    県道 49号 芋川     

R0666 橋渕橋    秋田      芋川     

R0667 曲沢橋    秋田      芋川     

R0668 落合橋    秋田      芋川 

R0669 川台橋    秋田      芋川 
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