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FR06:川を渡る橋・山形県 
 

 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 第三荒川橋梁 あらかわ 山形 小国町  ＪＲ米坂線 荒川  1967 単線 トラス ｌ＝46.8 鈑桁 ｌ＝2ｘ12.9 

R0002 中野橋    山形 小国町  国道 113号 荒川  1969 67 8.5 トラス ｌ＝66 

R0003 第四荒川橋梁   山形 小国町  ＪＲ米坂線 荒川  1968 150 単線  

           Schwedler トラス ｌ＝1ｘ64.2 鈑桁 ｌ＝12.9+2ｘ22.3+12.9 Ｉ型桁 ｌ＝6.7+4.2 

R0004 大沢橋    山形 小国町  国道 113号 荒川  1972 42 8.5 合成鈑桁 ｌ＝41.3  

R0005 向大沢橋    山形 小国町  国道 113号 荒川  1969 123.2 8.5  

                鋼ランガー桁 ｌ＝97.2 合成鈑桁 ｌ＝24 

R0006 第五荒川橋梁   山形 小国町  ＪＲ米坂線 荒川  1968- 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ9.8+1ｘ31.5+1ｘ8.2 

R0007 第六荒川橋梁   山形 小国町  ＪＲ米坂線 荒川  1968 単線   

R0008 横根橋    山形 小国町  国道 113号 荒川  1968 54.5 8.5 合成鈑桁 ｌ＝38+15 

R0009 落合橋    山形 小国町    荒川  1885   仮橋 

R0010 赤芝橋  あかしば 山形 小国町    荒川  1969 84.4 8.5  

                合成箱桁 ｌ＝48.4 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ17 

R0011 第七荒川橋梁   山形 小国町  ＪＲ米坂線 荒川    単線   

R0012 小渡橋  おど  山形 小国町    荒川     

R0013 沖庭橋    山形 小国町    荒川  1958 120 5.5 トラス 

R0014 松崎橋    山形 小国町    荒川     

R0015 走中里橋    山形 小国町  県道 261号 荒川     

R0016 長沢橋    山形 小国町    荒川     

R0017 中荒川橋    山形 小国町  県道 261号 荒川     

R0018 虚空蔵橋    山形 小国町  県道 261号 荒川     

R0019 ？     山形 小国町    荒川     

R0030 白川橋  しらかわ 山形 長井市  国道 287号 置賜白川 1978 296.1 8.5+2@3.5 ＰＣ橋  

R0031 白川橋梁  しらかわ 山形 長井市  フラワー長井線 置賜白川 1914 ≒320 単線 鈑桁 ｌ＝12ｘ19.15+（3+3）ｘ12.9 

R0032 東中島橋   ひがしなかじま 山形 長井市  フラワー長井線 置賜白川 1918 ≒13 単線 錬鉄鈑桁 ｌ＝1ｘ12.8 

R0033 上白川橋    山形 長井市・飯豊町   置賜白川 1983 281.1 "6,5"  

R0034 飯豊橋  いいで 山形 飯豊町    置賜白川 1966  歩道とする ＰＣ桁 

R0035 飯豊橋    山形      置賜白川 2006 213.5 8.9 桁橋  

R0036 長瀞橋  ながとろ 山形 飯豊町  県道 250号 置賜白川 1992 83.2 11 鈑桁 

R0037 小白川橋    山形 飯豊町    置賜白川 1994 81.8 10 桁橋 

R0038 中里橋    山形 飯豊町  県道  置賜白川     

R0039 手の子橋    山形 飯豊町  国道 113号 置賜白川 1956 99.3 6 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ19.5 

R0040 橋本橋    山形 飯豊町    置賜白川     

R0041 ？     山形 飯豊町  県道  置賜白川     

R0042 湯小屋橋    山形 飯豊町  県道  置賜白川     

R0043 安導寺橋    山形 飯豊町    置賜白川     

R0044 （白川ﾀﾞﾑ）    山形 飯豊町    置賜白川     

R0045 中津川橋    山形 飯豊町  県道  置賜白川 1973 234.8 7.3 ニールセンローゼ l＝181.6 

R0046 十四郷橋  とよさと 山形 飯豊町  県道 8号 置賜白川 1976 120 6.5 上路トラス 

R0047 川内戸橋    山形 飯豊町    置賜白川 1964 38.6 3 桁橋 

R0048 神明橋    山形 飯豊町    置賜白川 1967 32.3 6 桁橋 

R0049 ？     山形 飯豊町  県道 8号 置賜白川     

R0050 ？     山形 飯豊町  県道 8号 置賜白川     

R0051 ？     山形 飯豊町  県道 8号 置賜白川     

R0052 ？     山形 飯豊町  県道 8号 置賜白川     

R0053 ？     山形 飯豊町  県道 8号 置賜白川     

R0070 溝延橋    山形 河北町  県道 282号 寒河江川 1968 237  ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ33.8 

R0071 寒河江橋    山形 寒河江市  県道 25号 寒河江川 1903 147 4.5 木橋 

R0072 慈恩寺橋    山形 寒河江市    寒河江川 1981  歩道 鈑桁 

R0073 慈恩寺大橋   山形 寒河江市  国道 287号 寒河江川     

R0074 臥竜橋  がりゅう 山形 寒河江市    寒河江川 1937 63 5.5 RCオープンアーチ l＝53  

R0075 新臥竜橋  しんがりゅう 山形 寒河江市  国道 112号 寒河江川 1968 186.3 6.5+2@0.75 PC桁 l=6ｘ31 

R0077 みやま橋    山形      寒河江川   歩道  

R0078 臥竜大橋    山形 寒河江市    寒河江川     

R0079 上野大橋    山形 西川町・寒河江市 国道 458号 寒河江川     

R0080 稲沢橋    山形 西川町・寒河江市   寒河江川 1933   ＲＣ桁 

R0081 寒河江川橋   山形 西川町   山形自動車道 寒河江川 1998   PC桁 

R0082 あづま橋    山形 西川町    寒河江川     

R0083 西川橋    山形 西川町  県道 291号 寒河江川     

R0084 村山広域水道水管橋  山形 西川町   村山広域水道 寒河江川   水管橋 ランガー桁 
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R0085 小月山橋    山形 西川町    寒河江川    上路トラス 

R0086 高瀬橋    山形 西川町  県道 26号 寒河江川 2000   桁橋 

R0087 月影橋    山形 西川町    寒河江川     

R0088 入間橋    山形 西川町    寒河江川     

R0089 網場橋    山形 西川町    寒河江川     

R0090 水ケ瀬橋    山形 西川町    寒河江川     

R0091 水ケ瀬ダム   山形     寒河江川     

R0092 本道寺月岡橋   山形 西川町   山形自動車道 寒河江川 1999 981   

R0093 向ノ瀬橋    山形 西川町    寒河江川     

R0094 月岡橋    山形 西川町    寒河江川     

R0095 本道寺上橋   山形 西川町    寒河江川     

R0096 寒河江ダム   山形      寒河江川 1990   月山湖 

R0097 月山湖橋    山形 西川町    寒河江川 1999 274   

R0098 三山橋    山形 西川町  国道 112号 寒河江川    上路トラス 

R0110 栄橋    山形 遊佐町    日向川     

R0111 宮海橋    山形 遊佐町・酒田市 国道 7号 日向川 1965 223.2 8 合成鈑桁 l＝6@36.1 

R0112 日向橋  にっこう 山形 酒田市  県道 353 日向川 1927   トラス 

R0113 大正橋    山形 酒田市  県道 60 日向川     

R0114 日向川橋梁   にっこうがわ 山形 酒田市    JR羽越本線 日向川 1919 ≒254 単線 ラチス桁 ｌ＝5ｘ18.3 鈑桁 ｌ＝15ｘ9.1 

R0115 曙橋    山形 酒田市    日向川     

R0116 昭和橋    山形 酒田市    日向川     

R0117 鳥海橋  ちょうかい 山形 酒田市  県道 369 日向川 1928 146 4.6 ＲＣ橋  

R0118 鳥海橋    山形 酒田市  国道 345号 日向川  155 11.5  

R0119 下黒川橋    山形 酒田市  県道 366号 日向川     

R0120 不動沢橋    山形 酒田市  県道 366号 日向川     

R0121 ？     山形 酒田市    日向川     

R0130 すいか橋    山形 大石田町    丹生川     

R0131 丹生川大橋 にゅうがわおお 山形 大石田町  県道 305号 丹生川     

R0132 丹生川橋梁 にゅうがわ 山形 大石田町   国鉄奥羽本線 丹生川 1973 ≒183 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ22.3 

R0133      山形      山形新幹線 丹生川 1999  単線 広軌化 

R0134 尾花沢橋  おばなざわ 山形 尾花沢市  国道 13号 丹生川 1984 169.6 11.25+2.5 連続鈑桁 l＝2@33.6+3@33.6 

R0135 丹生川橋  にゅうがわ 山形 尾花沢市    丹生川 1888 109 7.3 木橋  

R0136 ？     山形 尾花沢市（玉野村）   丹生川 1890 111 4.5 木橋  

R0137 ？     山形 尾花沢市（福原村）県道 120号 丹生川 1955 214.5 7.5 ＲＣゲルバー桁 

R0138 和合橋    山形 尾花沢市    丹生川     

R0139 西正巌橋    にししょうごん 山形 尾花沢市  県道 28号 丹生川 1965 147.2 6 ＰＣ橋  

R0140 萱刈畑橋    山形 尾花沢市    丹生川     

R0141 行沢橋    山形 尾花沢市    丹生川     

R0142 産業橋    山形 尾花沢市    丹生川     

R0143 母袋橋    山形 尾花沢市  国道 347号 丹生川     

R0144 栗生橋    山形 尾花沢市    丹生川     

R0145 下柳渡戸橋 しもやなぎわたりど 山形 尾花沢市 県道 188号 丹生川 1930 50.1 4.5 ＲＣ桁 ｌ＝12.9 ｎ＝3 

R0146 紅内橋    山形 尾花沢市    丹生川     

R0147 ？     山形 尾花沢市    丹生川     

R0148 新鶴子ダム   山形      丹生川 1990   H＝96 ロックフイルダム 東北農政局 

R0160 落合橋    山形 天童市・中山町 県道 277号 須川  1988- 231  鋼桁 

R0161 中野目橋    山形 山形市  県道 24号 須川  1995- 238 13.5 鈑桁  

R0162 ？     山形 山形市・中山町 山形自動車道 須川 1989-7-26    

R0163 船町橋  ふなまち 山形 山形市  国道 112号 須川  1971- 205.9 9.5 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ40.6 

R0164 鮨洗大橋   すしあらいおお 山形 山形市・山辺町 県道 49号 須川  2001-8 201 16 連続鈑桁 

R0165 須川橋梁    山形 山形市  JR左沢線 須川  1921-7-20    

R0166 三河橋    山形 山形市  県道  須川  1961- 86.2 6 ＲＣ橋 ｌ＝28.6 

R0167 椹沢橋  くぬぎさわ 山形 山形市    須川  1933-9-2 204 3.2 木橋 

R0168 反田橋  そりだ  山形      須川  1993- 224 7 単純鈑桁 

R0169 飯塚橋    山形 山形市  県道 271号 須川  1966- 92.9 6 ｌ＝30.9 

R0170 ？     山形 山形市  東北中央自動車道 須川  1997-11-21    

R0171 門伝大橋    山形 山形市  県道 17号 須川  1969- 171.6 "6,5+2@0.75" 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ34.2 

R0172 前明石橋    山形 山形市  国道 348号 須川  1981- 145 14.5 鈑桁 

R0173 たてのうち橋   山形 山形市  県道 51号 須川  2006- 142.5 28 桁橋 ｎ＝3 

R0174 須川橋梁    山形 山形市    JR奥羽本線 須川  1992-7-1  単線 広軌化 

R0175 坂巻橋    山形 山形市    須川  1752-   土橋 

R0176 常盤橋  ときわ  山形    県道 51号 須川  1970- 99 8 鈑桁、 n＝3 

R0177 睦合橋  むつあい 山形 山形市  県道 170号 須川  1999-  18.8 ＲＣ橋 

R0178 ？     山形    県道 170号 須川  1999-  18.8  

R0179 大川橋    山形      須川     

R0180 福田橋    山形 山形市    須川  2009  6+2@4.5 PC桁 

R0181 ？     山形 山形市  東北中央自動車道 須川  1997-11-21    

R0182 金瓶橋  かなかめ 山形 上山市    須川  1992- 107 4 ＲＣ橋 
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R0183 龍王橋  りゅうおう 山形 上山市    県道 267？号 須川  1937- 72.5 7 ＲＣオープンアーチ ｌ＝2ｘ36 

R0184 金谷橋    山形 上山市    須川  1991-3 74 3 吊橋 

R0185 こだま橋    山形 上山市  県道 12号 須川  1963- 86 6 永久橋 

R0186 泉川橋    山形 上山市    須川  1975- 60 4.5 永久橋 

R0187 宮川水管橋   山形 上山市    須川  1959-7  歩道・水道管 鋼吊橋 鋼塔 

R0188 仙石橋    山形 上山市    須川  1979-   歩道橋 鈑桁 

R0189 かかし橋    山形 上山市  県道 169号 須川  2002-3 68  永久橋 

R0190 東宮橋  とうぐう 山形 上山市    須川  1929-10 46.2 "5,5" ＲＣ桁 

R0191 東宮新橋  とうぐうしん 山形 上山市  県道 263号 須川  1987- 111.4 17.5 ＲＣ桁橋 

R0192 須川橋    山形 上山市  国道 13号 須川  1988- 97 9.25 連続鈑桁 ｌ＝30.1+36+30.1 

R0193 須川大橋    山形 上山市  農道  須川  1970- 81  永久橋 

R0194 平和橋    山形 上山市    須川  1934-   木橋 

R0195 京塚橋    山形 上山市    須川  1980- 81 6.6 永久橋 

R0196 藤沢橋    山形 上山市    須川  1969- 71 3 ＲＣ桁 

R0197 楢下長渕橋   山形 上山市  県道 13号 須川  2005- "68,5" 12 鈑桁 

R0198 嘉平橋    山形 上山市    須川  1966- 32.5 4 鈑桁 ｎ＝2 

R0199 宮川橋    山形 上山市    須川  1962- 30  ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0200 ならげ宿橋   山形 上山市  県道 13号 須川  2005- 37 12 ＲＣ桁 

R0201 久保川橋    山形 上山市    須川  1972- 20 4 鈑桁 

R0202 風穴橋  かざあな 山形 上山市    須川  1973- 20 3 鈑桁 

R0203 庄ノ沢橋    山形 上山市    須川     

R0204 ？     山形 上山市  林道  須川  1962- 18  ＲＣ桁橋 ｎ＝2 

R0205 大渡戸橋    おおわたりど 山形 上山市    須川  1977-   木橋 

R0206 東橋  あずま 山形 上山市  県道 263号 須川  1969- 37 5.5 木橋 

R0207 古屋敷？    山形 上山市  県道 263号 須川     

R0208 ？     山形 上山市  県道 263号 須川     

R0220 港橋    山形 酒田市    新井田川     

R0221 実生橋  みのり 山形 酒田市  国道 112号 新井田川 1936 37.8 8.7 ＲＣ桁 ｌ＝12.6 ｎ＝3 

R0222 山居橋    山形 酒田市    新井田川 1893   木橋  

R0223 新内橋    山形 酒田市  県道 42号 新井田川     

R0224 新井田橋  にいだ 山形 酒田市    新井田川 1890   石造アーチ ｎ＝3 撤去 

R0225 酒田みらい橋   山形 酒田市    新井田川   歩道  

R0226 中の口橋    山形 酒田市  県道 40号 新井田川     

R0227 新栄橋    山形 酒田市    新井田川     

R0228 浜田橋    山形 酒田市    新井田川     

R0229 新井田川橋梁 にいだがわ 山形 酒田市    JR羽越本線 新井田川 1962 ≒45 3線 鈑桁 ｌ＝2ｘ21 

R0230 新橋    山形 酒田市    新井田川     

R0231 旭新橋    山形 酒田市  県道 352号 新井田川     

R0232 金内橋    山形 酒田市    新井田川   歩道  

R0233 新井田川橋    山形 酒田市 国道 7号 新井田川 1992 57.5 9.5+3 PC箱桁 l＝2@28 

R0234 上安橋    山形 酒田市    新井田川   歩道  

R0235 富士見橋    山形 酒田市    新井田川     

R0236 ？     山形 酒田市   山形自動車道 新井田川 2001    

R0237 舟止橋    山形 酒田市  県道 367号 新井田川 1910   桁橋 ｎ＝4 水門と兼用. 

R0238 荻島橋    山形 酒田市  県道 364号 新井田川     

R0239 平田橋    山形 酒田市    新井田川     

R0240 熊野田橋    山形 酒田市    新井田川     

R0241 早塚橋    山形 酒田市    新井田川     

R0242 大荒田橋    山形 酒田市  県道 352号 新井田川     

R0243 新千萬田橋   山形 酒田市    新井田川     

R0244 平成田堤橋   山形 酒田市 庄内東部広域農道 新井田川     

R0245 中谷地橋    山形 酒田市    新井田川     

R0246 中野目橋    山形 酒田市    新井田川     

R0247 ？     山形 酒田市  県道 205号 新井田川     

R0260 金打坊橋    山形 戸沢村    鮭川     

R0261 鮭川橋梁    山形 戸沢村   JR陸羽西線 鮭川  1969 249 単線 鈑桁 l＝7ｘ35.2 

R0262 岩津橋    山形 戸沢村    鮭川     

R0263 戸沢橋    山形 戸沢村・新庄市   鮭川  1963 197.1 6 合成鈑桁 

R0264 向居橋    山形 鮭川村  県道 328 鮭川  2003 187.8 11 鈑桁 

R0265 鮭川橋  さけかわ 山形 鮭川村    鮭川  1962 174.3 5.5 PC桁 

R0266 観音寺橋    山形 鮭川村    鮭川  1965 108.8 6 PC桁 

R0267 豊田橋    山形 鮭川村    鮭川  1960 178.5 4.6 トラス橋 

R0268 八千代橋    山形      鮭川  1936 88.3 4.5 RCT型橋 

R0269 高坂ダム    山形 真室川町    真室川    （梅花里湖） 

R0270 塩根橋  しおね 山形 真室川町    真室川 1880    

R0271 万代橋    山形 真室川町（及位）   真室川    及位の読み「のぞき」 

R0272 新橋    山形 真室川町    真室川     

R0273 真室川橋梁   山形 真室川町 奥羽本線  真室川 1904    



 ４ 

R0274      山形 真室川町    真室川     

R0275      山形 真室川町(釜淵)   真室川     

R0290 出羽大橋  でわおお 山形 酒田市  国道 112号 最上川 1972 817.4 6.5+2@2  

              鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ3@65.4 +2@65 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ42 

R0291 新両羽橋  しんりょうう 山形    国道 7号 最上川 1976 723.05 8.25+2  

          鋼連続箱桁 ｌ＝3@67.1+2@67.1+3@67.1 鈑桁 ｌ＝（49.7+42.95）+（43.2+44.5） 

R0292 最上川白鳥大橋   山形  山形自動車道  最上川 2001 674.1 10.49  

                鋼連続箱桁 ｌ＝39+2@57.4+6@74.3+72.9 

R0293 第二最上川橋梁 もがみがわ 山形 庄内町(余目町) ＪＲ羽越本線 最上川 1960 624   

           トラス ｌ＝8ｘ62.4 再用ポニートラス ｌ＝1ｘ29.7 鈑桁 ｌ＝1ｘ19.2+3ｘ20.7 

R0294 庄内大橋   しょうないおお 山形 庄内町(余目町) 県道 360号 最上川 1985 606 7.5+2@2.25  

              鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@64）+2@64 連続鈑桁 ｌ＝2@44.6 

R0295 庄内橋  しょうない 山形 庄内町(余目町)・酒田市（松山町） 県道 117号 最上川 1958 465.5 5.5  

                 トラス ｌ＝6ｘ60 鈑桁 ｌ＝4ｘ24.2 

R0296 最上川橋  もがみがわ 山形 酒田市（松山町）・庄内町(立川町) 国道 345号 最上川 1965 357.9 6 トラス ｌ＝5ｘ70.8 

R0297 清川橋  きよかわ 山形 酒田市（松山町）・庄内町(立川町) 県道 361号 最上川 1969 391.8 6  

               鋼下ランガー桁 ｌ＝3ｘ75 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ40.3 

R0298 古口大橋  ふるくちおお 山形 酒田市（松山町）・庄内町(立川町) 県道 34号 最上川 1967 417.1 6  

               連続トラス ｌ＝4@63 合成鈑桁 ｌ＝（1+3）ｘ40.4  

R0299 第一最上川橋梁 もがみがわ 山形 戸沢村 ＪＲ陸羽西線 最上川 1973 434 単線  

                トラス ｌ＝4ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝（6+3）ｘ19.2 

R0300 本合海大橋   もとあいかい 山形 新庄市  国道 47号 最上川 1971 407.8 7+2  

              鋼合成曲線箱桁 ｌ＝1x68.9 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@56） 

R0301 大蔵橋  おおくら 山形    国道 458号 最上川 2006 229.2  桁橋  

R0302 烏川大橋  からすがわ 山形 大蔵村  県道 330号 最上川 1986 288 7.25+2.3  

               連続鈑桁 ｌ＝（2@47.5）+（47.45+2@48+47.45） 

R0303 堀内橋  ほりのうち 山形 舟形町  県道 30号 最上川 1956 180.9 5.5 ゲルバートラス ｌ＝48+84+48  

R0304 猿羽根大橋（毒沢橋） さばねおお 山形 尾花沢市 県道 187号 最上川 1973 182 7.5 連続トラス ｌ＝3@60.4 

R0305 舟戸大橋  ふなとおお 山形 尾花沢市  農免道路 最上川 1996 240 7.5 PC桁 n＝5 

R0306 大浦橋  おおうら 山形 大石田町大石田町 県道 123号 最上川 1982 210 6.75+2.5  

               鋼トラスドランガー ｌ＝1ｘ108.9 鈑桁 ｌ＝2ｘ49.2 

R0307 亀井田橋  かめいだ 山形 大石田町  県道 30号 最上川 1959 176.5 5.5  

               トラス ｌ＝1ｘ70 合成鈑桁 ｌ＝（3ｘ27）+（1ｘ21.5）  

R0308 黒滝橋  くろたき 山形 大石田町  広域農道 最上川 1990 255 6.75+1.5  

           PC有鉸ラーメン箱桁 ｌ＝47.5+65.9+47.5 ＰＣ桁 ｌ＝（2ｘ42.95）+（1Ｘ46.85） 

R0309 大橋（大石田大橋） おお 山形 大石田町  県道 121号 最上川 1930 145.5 5.4 ゲルバートラス ｌ＝44.3+56.8+44.3  

R0310 虹の大橋  にじのおお 山形 大石田町  国道 347号 最上川 1993 252 8.5+2.5  

               鋼連続箱桁 ｌ＝59.5+77.5+59.5 鈑桁 n＝1+1 

R0311 昭和橋  しょうわ 山形 村山市    最上川 1954 143.8 4.5 上路トラス ｌ＝3ｘ47 

R0312 長島橋  ながしま 山形 村山市  国道 347号 最上川 2009 172  トラス ｌ＝1ｘ64 鈑桁 ｌ＝（1+2）ｘ24.5 

R0313 三ケ瀬橋  みかのせ 山形 村山市  国道 347号 最上川 2006   桁橋 

R0314 共栄橋  きょうえい 山形 村山市  広域農道 最上川 1980 180.7 7.5+2.5 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝48+58+48 

R0315 龍神吊橋    山形 村山市    最上川 1992  歩道  

                吊橋 単径間 ｌ＝47 無補剛 鋼塔 鋼箱桁 

R0316 碁点橋  ごてん 山形 村山市  県道 294号 最上川 1989 313.3 7.5+2@2.5  

              ＰＣ連続箱桁 ｌ＝2@65.5+2@73 ＰＣ箱桁 ｌ＝35.8 

R0317 最上川水管橋   山形 河北町    最上川 1988 498 水管  

               連続トラス ｌ＝69.6+115+69.6 トラス ｌ＝49.4 

R0318 河北橋（押切大橋） かほく 山形 河北町  県道 25号 最上川 1966 441.7 6  

               鋼ランガー桁 ｌ＝2ｘ62 合成鈑桁 ｌー（6+2）ｘ39  

R0319 道海橋（谷地軌道橋）  山形 東根市・河北町   最上川 1918   廃止 

R0320 谷地橋  やち  山形 河北町  国道 287号 最上川 1979 499.7 8.5+2@2.5  

                鋼連続箱桁 ｌ＝3@62.1+2@62.1+3@62.1 

R0321 田井橋  だい  山形 河北町    最上川 1940   流失 廃橋 

R0322 村山橋  むらやま 山形 寒河江市・天童市 県道 23号 最上川 1980 532.7 7+2@2.5 トラス ｌ＝8ｘ57 

R0323 最上川橋  もがみがわ 山形 中山町 山形自動車道 最上川 1989 406 9.5 連続鈑桁 ｌ＝3@60.8 

R0324 長崎大橋    ながさきおお 山形 寒河江市・中山町 国道 112号 最上川 1971 341.3 7.5+2  

                鋼合成箱桁 ｌ＝2ｘ（56.45+56.9 +56.45） 

R0325 最上川橋梁 もがみがわ 山形 寒河江市・中山町 ＪＲ左沢線 最上川 1960 334.1   

                83ｍ伸長 プラットトラス ｌ＝3ｘ31.4再用 

R0326 高瀬大橋  たかせおお 山形 寒河江市  県道 24号 最上川 1992 180 7.25+2.5 連続鈑桁 ｌ＝4@44.8 

R0327 最上川水管橋   山形 寒河江市    最上川 1981   トラス 

R0328 平塩場  ひらしお 山形 寒河江市  市道  最上川 1960 121 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝30 n＝4 

R0329 此の木橋    山形 寒河江市  県道 143号 最上川 1988 117.4 7+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝36.3+43.8+36.3 

R0330 簗瀬橋  やなせ 山形 寒河江市  国道 287号 最上川 1991 154 8.5+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝32.5+33+44+43.5  

R0331 最上橋  もがみ 山形 大江町・寒河江市 国道 458号 最上川 1940 97.6 5.5 ＲＣオープンアーチ ｌ＝3ｘ32 

R0332 新最上橋    山形 大江町・寒河江市 国道 458号バイパス 最上川 2003 129.6 16.5 桁橋 

R0333 柏陵橋  はくりょう 山形 大江町・寒河江市 国道 287号 最上川 1989 156 8.5+2@2.5  



 ５ 

                PC連続ラーメン箱桁 ｌ＝47+60.8+47 

R0334 大江大橋（最上川大橋） おおえ 山形 大江町  広域農道 最上川 1977 146 8 鋼上路トラスドランガー桁橋 ｌ＝100.8 

R0335 用橋  よう  山形 朝日町・大江町 町道  最上川 1978 185 6  

              鋼中路ランガートラス ｌ＝1ｘ91.2 合成鈑桁 n＝2 

R0336 明鏡橋    山形    国道 287号 最上川 2005 115 17.3 鋼上路アーチ橋 

R0337 明鏡橋（大巻橋） めいきょう 山形 朝日町    最上川 1937 74.3 5.5 ＲＣオープンアーチ ｌ＝1ｘ54 

R0338 八天橋  はってん 山形 朝日町  農道  最上川 1989 188 5.75+1.5 連続鈑桁 ｌ＝3@51 

R0339 五百川橋  いもがわ 山形 朝日町  町道  最上川 1927 92.9 3.6 中路ポニートラス ｌ＝2ｘ40.5 鈑桁 

R0340 新五百川橋  しんいもがわ 山形 朝日町  県道 289号 最上川 1984 160 7+2@2 連続トラス ｌ＝2@70.38 

R0341 上郷ダム  かみごう 山形 朝日町  東北電力 最上川 1962   重力式 Ｈ＝23.5 

R0342 松程橋  まつほど 山形 朝日町    最上川 1885   吊橋 

R0343 昭和橋    山形    町道  最上川 1999 166 10.5 ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝2@82.3 

R0344 暖日橋  ぬくひ  山形      最上川     

R0345 大船木橋（大杉橋） おおふなぎ 山形 朝日町・白鷹町 町道 最上川 1980 136 6 鋼上路ローゼ ｌ＝1ｘ99.6 

R0346 大平橋  おおひら 山形 朝日町・白鷹町 町道  最上川 1998    

               吊橋 単径間 木造補剛トラス 木床 鋼塔 耐風索 

R0347 黒滝橋  くろたき 山形 白鷹町  県道 164号 最上川 1971 166.5 6.5 鈑桁 ｌ＝40.9 n＝3 

R0348 下長井橋  しもながい 山形 白鷹町    最上川 1889 47.3 3 木橋 

R0349 荒砥橋  あらと  山形    県道 11号 最上川 1957 322.9 5.5  

             ゲルバー鈑桁 ｌ＝13.4+14.9+6@24 ＲＣ桁 ｌ＝6ｘ18.7+2ｘ18.8 

R0350 最上川橋梁 もがみがわ 山形 白鷹町  山形鉄道 最上川 1959 ≒321 単線  

            錬鉄ダブルワーレントラス ｌ＝3ｘ46.7 鈑桁 ｌ＝13ｘ12.2 伸長 鈑桁 

R0351 睦橋  むつみ 山形 白鷹町  県道 254号 最上川 1980 430 6+2@2  

                ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝50+5@66+50 

R0352 永井橋  ながい 山形 長井市    最上川    宮渡船 

R0353 長井橋    山形    国道 287号 最上川 1988 349 8.5+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝4@48.4 

R0354 中川原橋    山形 長井市    最上川 1904 227 3.6 木橋 

R0355 大橋（長井大橋）   山形    県道 166号 最上川 1931 232.8 5.5 トラス ｌ＝4ｘ56.5 撤去 

R0356 さくら大橋    山形 長井市  県道 166号 最上川 2007 521 14.5  

                右岸 421ｍ＝鋼橋、左岸 100ｍ＝ＲＣ橋 

R0357 松川橋    山形 長井市・川西町 県道 248号 最上川 1966 197 6  

              トラス ｌ＝1ｘ64.5 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ32.2+（1ｘ32.2+2ｘ32.4） 

R0358 松川橋梁    山形    山形鉄道 最上川 1914 ≒259 単線 鈑桁 ｌ＝22.9～10.3 

R0359 幸来橋（梨郷橋） こうらい（りんごう） 山形 南陽市・川西町 国道 113号 最上川 1972 214.1 9 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ42.1 

R0360 下田橋  しもだ  山形 南陽市・川西町 県道 3号 最上川 1967 394.5 6  

               連続トラス ｌ＝2@62 合成鈑桁 ｌ＝（1+8）ｘ29.4 

R0361 夏刈橋    山形 高畠町    最上川 1895 127 4.5 木橋 

R0362 夏島橋    山形      最上川 1890 109 4.5 木橋 

R0363 夏目橋    山形    県道 7号 最上川 1995 209 8.5 鈑桁 n＝5 

R0364 平柳橋  ひらやなぎ 山形 高畠町  農免道路 最上川 1987 226.3 6.5 合成鈑桁 n＝5 

R0365 黒井堰松川水路橋 くろいせきまつかわ 山形 高畠町  最上川 1901 168 1.8 ｌ＝14 

R0366 松川橋    山形 高畠町    最上川 1929   木橋 

R0367 糠野目大橋 ぬかのめ 山形    国道 13号 最上川 1956 188 7 合成鈑桁 ｌ＝23.8+5@28+23.8 

R0368 さわやか橋 さわやか 山形      最上川 1969  1.5  歩道橋 x2 

R0369 最上川大橋 もがみがわ 山形 高畠町   米澤南陽道路 最上川 1997 214 10 連続鈑桁 ｌ＝5@42.5  

R0370 置賜橋  おきたま 山形 米沢市  県道 235号 最上川 1961 233.2 6 ＰＣＴ桁 ｌ＝23.3 n＝10 

R0371 新田橋  にいだ 山形 米沢市  県道 101号 最上川 1974 200 11 鈑桁 ｌ＝39.9 n＝5 

R0372 最上川水管橋   山形 米沢市    最上川 1982   トラス 

R0373 米沢大橋  よねざわおお 山形 米沢市  国道 13号 最上川 1970 242.5 7.5+1.5 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ33.9 

R0374 花沢橋    山形      最上川 1881 78 4.5  

R0375 花沢大橋  はなざわ 山形 米沢市  県道 1号 最上川 1990 132.2 19.3 ＰＣＴ桁 n＝5 

R0376 松川橋  まつかわ 山形 米沢市    最上川 1885 181 4.5 木橋  

R0377 新松川橋    山形    県道 2号 最上川 1933 120 5.5 ＲＣ桁 n＝10 

R0378 住之江橋  すみのえ 山形 米沢市  県道 6号 最上川 1995 136 18 ＰＣＴ桁 n＝5 

R0379 相生橋  あいおい 山形 米沢市  国道 121号 最上川 1928 155.4 7.5 ＲＣ桁 ｌ＝11.2 n＝14 

R0380 山上橋    山形 米沢市    最上川 1892 182 4.5 木橋  

R0381 万里橋    山形 米沢市  県道 232号 最上川 1980   鈑桁 n＝5 

R0382 松川橋梁    山形 米沢市  ＪＲ米坂線 最上川 1926 ≒180 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ18+6ｘ9 

R0383 松川水管橋   山形 米沢市    最上川    上路逆三角形パイﾌﾟトラス 

R0384 新大橋    山形 米沢市    最上川 1974 101 7.5 鈑桁 n＝4 

R0385 芳泉大橋  ほうせん 山形 米沢市  農道  最上川 1999 75 8 ＰＣＴ桁 n＝3 

R0386 海老ケ沢橋   山形 米沢市    最上川 1989 91 5.6 ＰＣＴ桁 

R0387 海老ケ沢大橋   山形 米沢市  県道 151号 最上川 1989 112 10 ＰＣＴ桁 n＝3 

R0388 赤崩橋  あかくずれ 山形 米沢市    最上川 1993 92 5 ＰＣＴ桁 n＝3 

R0389 太平橋  おおだいら 山形 米沢市    最上川 1967 29 6 ＲＣ桁 n＝4 

R0390 滝の吊橋    山形 米沢市    最上川  20 1 吊橋 無補剛 木床 

R0391 火焔橋  ひのほえ 山形 米沢市    最上川  20  吊橋  

R0410 富長橋    山形 舟形町  県道 36号 最上小国川 1958 "60,1" 5.5 ＲＣ橋  



 ６ 

R0411 長者原橋    山形 舟形町  県道 31号 最上小国川 1951 154 3.6 木造橋 

R0412 船形大橋 ふながたおお 山形 舟形町   東北中央自動車道 最上小国川 1998 210 10  

                PC連続ラーメン箱桁 l＝62.5+93+52.8 

R0413 小国川橋梁 おぐにかわ 山形 舟形町    JR奥羽本線 最上小国川 1973   鈑桁 ｌ＝10ｘ22.3+1ｘ9.8 

R0414 小国川橋梁   山形 舟形町  山形新幹線 最上小国川 1999  単線 奥羽本線分を改軌 狭軌→標準軌 

R0415 船形橋    山形 舟形町  国道 13号 最上小国川 1978 205.2 9.5+2 連続鈑桁 l=2（33.8+34.2+33.8） 

R0416 一ノ関大橋   山形 舟形町    最上小国川     

R0417 あいさつ橋   山形 舟形町  県道 318号 最上小国川     

R0418 第二小国川橋梁 おぐにがわ 山形 舟形町   JR陸羽東線 最上小国川 1915 ≒241 単線  鈑桁 ｌ＝18 ｎ＝12 

R0419 長尾橋    山形 舟形町    最上小国川 1974   ＰＣ桁 

R0420 松原橋  まつばら 山形 舟形町  国道 47号 最上小国川 1989 158 "9.5+2,5" 鋼連続箱桁 l＝3@52.1 

R0421 第一小国川橋梁 おぐにがわ 山形 最上町    JR陸羽東線 最上小国川 1976   トラス ｌ＝62.4 

R0422 弁慶大橋    山形 最上町  国道 47号 最上小国川 1969 124 8 連続合成鈑桁 ｌ＝2@33.6+2@28 

R0423 瀬見大橋  せみ  山形 最上町    最上小国川 1935 49.5 4.9 ＲＣ桁 ｌ＝19.2 ｎ＝3 

R0424 義経大橋    山形 最上町    最上小国川     

R0425 白山橋    山形 最上町  県道 316号 最上小国川     

R0426 下白川橋    山形 最上町    最上小国川 1969    

R0427 月楯橋    山形 最上町  県道 314号 最上小国川     

R0428 満沢橋    山形 最上町  県道 262号 最上小国川 1969 192.7 6+2@0.75 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ26.7 

R0429 赤倉橋    山形 最上町  県道 28号 最上小国川     

R0430 保京橋    山形 最上町  県道 262号 最上小国川     

R0440 坂野辺橋    山形 酒田市    （旧・赤川=廃川） 1895 82 3.6 木橋 

R0441 久呂辺橋    山形 酒田市    （旧・赤川=廃川） 1895 109 3.6 木橋 

R0442 袖浦橋    山形 酒田市  国道 112号 赤川  1988 177 12 Ｉ型桁 

R0443 赤川橋    山形 酒田市   山形自動車道 赤川  1997    

R0444 新川橋  しんかわ 山形 酒田市  県道 38号 赤川  1992 239 9.75 ＰＣ桁 

R0445 おばこ大橋   山形 酒田市・三川町 国道 7号 赤川  1996 400.4 11 鈑桁 

R0446 両田川橋  りょうたかわ 山形 三川町  県道 43号 赤川  1962 345.3 6 トラス ｌ＝3ｘ60 ＰＣ桁 ｌ＝（4+3）ｘ22.5 

R0447 田田大橋  でんでん 山形 三川町  県道 341号 赤川  2004 412 8+2.3  

R0448 三川新橋    山形 三川町    赤川  1961 108 3 廃橋 

R0449 蛾眉橋  がび  山形 三川町・鶴岡市 国道 7号 赤川  1938 308.2 7.5  

            ポニートラス ｌ＝3ｘ40 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝6@26.21 ＲＣ桁 ｌ＝27.5 

R0450 赤川橋梁  あかがわ 山形 鶴岡市（羽黒町）国鉄羽越本線 赤川  1919 386 単線 プラットトラス ｌ＝30.4 ｎ＝12 

R0451 三川橋  みかわ 山形 鶴岡市  国道 345号 赤川  1980 449.2 13.5  

                赤川分＝三川橋，内川分＝西三川橋 

R0452 東三川橋    山形 鶴岡市（大宝寺村）   赤川  1894 245 5.4 木橋 

R0453 菅原橋    山形 鶴岡市（羽黒町）   赤川  1898 284 4.5 木橋 

R0454 羽黒橋    山形    県道 47号 赤川  1974 294.1 7+2@2.25 鈑桁 

R0455 鶴羽橋    山形 鶴岡市  広域農道 赤川  2005 413.3 9.7 ＰＣ連続箱桁 

R0456 黒川橋    山形 鶴岡市    赤川  1935 300 5.5 ＲＣ連続桁 

R0457 王祇橋  おおぎ 山形 鶴岡市（櫛引町） 県道 350号 赤川  1980 296.5 9.5 ＰＣＴ桁  

R0458 櫛引橋  くしびき 山形 鶴岡市（櫛引町   赤川  1992 198.7  ＰＣ桁 

R0459 東岩本橋    山形 鶴岡市（朝日村・櫛引町） 赤川  1917   木造吊橋 無補剛 

R0460 東橋  あずま 山形 鶴岡市（朝日村・櫛引町） 赤川  2008 150 9.5+3.5 トラス 

R0461 熊出赤川橋   山形 鶴岡市（朝日村・櫛引町）  山形自動車道 赤川 1997    

R0462 新名川橋  しんながわ 山形 鶴岡市（朝日村） 国道 112号 赤川  1974 94.3  鋼箱桁 

R0463 名川橋  ながわ 山形 鶴岡市（朝日村）   赤川  1974   新名川橋の完成により歩道橋となる 

R0464 本郷橋    山形 鶴岡市（朝日村） 市道  赤川  1929 64.5 4.1 ＲＣ桁 ｌ＝9.2 ｎ＝7 

R0465 本郷橋    山形 鶴岡市（朝日村） 県道 44号 赤川  1978    

R0466 笹目橋  ささめ  山形 鶴岡市（朝日村）   赤川  1968 54 3 ＲＣ橋 

R0467 大久保橋    山形 鶴岡市（朝日村）   赤川  2001 87 4 ＰＣ桁 

R0468 高瀬橋    山形 鶴岡市（朝日村）   赤川   87 1.65 吊橋 

R0469 行沢橋  なめさわ 山形 鶴岡市（朝日村）   赤川     

R0470 向山橋    山形 鶴岡市（朝日村）   赤川  2001 39 1.8 吊橋 単径間 無補剛 鋼塔 

R0471 小針橋  こばり  山形 鶴岡市（朝日村）   赤川  1991 50 4.5 鈑桁 

R0472 花戸大橋    山形 鶴岡市（朝日村）   赤川     木造吊橋 

R0473 ？     山形  広域林道   赤川  1974 53 5 ＲＣ橋 

R0474 八久和橋    山形 鶴岡市（朝日村）   赤川     

R0475 尾浦橋  おうら  山形 鶴岡市（朝日村）   赤川  1928 60 3.6 鈑桁 

R0476 尾浦橋    山形 朝日村朝日村 県道 349号 赤川  1987 60 7.5+2.5 上路トラス ｌ＝58.8 

R0477 二児橋  ふたご 山形 朝日村朝日村   赤川  1963 46  吊橋 単径間 無補剛 ＲＣ塔 

R0478 倉沢橋    山形 朝日村朝日村   赤川  1945   鉄線吊橋  

R0479 （荒沢ダム）   山形      赤川     

R0500 吉嶋橋  きちじま 山形 川西町  県道 7号 鬼面川 1938 124.2 5.5 ＲＣ桁 ｌ＝22.5 

R0501 下平柳橋    山形 高畠町・川西町   鬼面川     

R0502 熊野橋    山形 米沢市・川西町 県道 239号 鬼面川 1892   木橋 

R0503 鬼面川橋  おものがわ 山形 米沢市  県道 3号 鬼面川 1986 172 12 木橋  

R0504 西松ケ根橋   山形 米沢市    鬼面川 1895 182 4.5 木橋 



 ７ 

R0505 松ケ根橋    山形 米沢市  国道 287号 鬼面川 1964 178.5 8 永久橋 

R0506 鬼面川橋梁   山形 米沢市  JR米坂線 鬼面川 1926 ≒170 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ18+5ｘ9 

R0507 大樽橋    山形 米沢市  国道 121号 鬼面川     

R0508 下屋敷橋    山形 米沢市    鬼面川     

R0509 上屋敷橋    山形 米沢市    鬼面川     

R0510 上ノ在家橋   山形 米沢市    鬼面川     

R0511 湯ノ花橋    山形 米沢市    鬼面川     

R0512 座留橋    山形 米沢市    鬼面川     

R0513 水沢橋    山形 米沢市    鬼面川     

R0514 ？     山形 米沢市  国道 121号 鬼面川     

R0520 宮之浦橋    山形 酒田市    京田川     

R0521 出羽大橋  でわおお 山形 酒田市  国道 112号 京田川 1972 817.4 6.5+2@2  

              鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ3@65.4 +2@65 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ42 

R0522 新広田橋    山形 酒田市  国道 7号 京田川 1976 104.7 22.8+2 鈑桁 l＝36.4+32.6+33.4 

R0523 京田川橋    山形 酒田市   山形自動車道 京田川 2001  2車  

R0524 山田橋    山形 庄内町・酒田市   京田川     

R0525 亀井橋    山形 酒田市  県道 357号 京田川     

R0526 落合橋    山形 庄内町・三川町 県道 43号 京田川     

R0527 本落合橋    山形 庄内町・三川町   京田川     

R0528 生長橋    山形 鶴岡市  県道 340号 京田川     

R0529 十文字橋    山形 鶴岡市  県道 33号 京田川     

R0530 西袋橋    山形 庄内町・鶴岡市 県道 44号 京田川     

R0531 京田川橋  きょうでんかわ 山形 庄内町・鶴岡市 国鉄羽越本線 京田川 1974 ≒68  鈑桁 ｌ＝3ｘ22.5  

R0532 吉方橋    山形 庄内町・鶴岡市   京田川     

R0533 小中島本小野方橋  山形 庄内町・鶴岡市   京田川     

R0534 京田橋    山形 庄内町・鶴岡市   京田川 1938 31 5.7 ＲＣ桁 ｌ＝15.5 

R0535 前野橋    山形 庄内町・鶴岡市   京田川     

R0536 千原橋    山形 鶴岡市  県道 343号 京田川     

R0537 道合橋    山形      京田川     

R0538 ？     山形    県道 45号 京田川     

R0539 向前橋    山形    県道 47号 京田川     

R0540 三ツ又ダム みつまた 山形      京田川 1977   H＝24 アースダム 東北農政局 

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

 

 


