
整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名

早急に詳
細調査を
し補修が
望まれる
橋梁

今後注意
が必要な
橋梁

定期点検
が必要な
橋梁

備　考（主な損傷）

1 3 大山橋 滝坂線 ○

床版の遊離石灰、ひび割れ、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋
露出
主桁の塗装劣化、腐食、欠損
橋脚のひび割れ、支承の錆、腐食
舗装のひび割れ

2 8 種原東橋 種原線 ○

床版の遊離石灰

3 10 鈑戸橋 鈑戸線 ○

床版の遊離石灰
地覆のひび割れ、遊離石灰

4 11 法正寺橋 佐摩線 ○

床版の遊離石灰

5 20 新上野橋 神原福尾線 ○

床版のひび割れ、遊離石灰
主桁の錆
A1・A2橋台とも桁と桁受土留部の接触
両橋台と駆体にひび割れ
胸壁にひび割れ
支承の錆
舗装のひび割れ

6 31 名大橋 古御堂上野線 ○

床版の遊離石灰

7 49 一の谷橋 一の谷赤松線 ○

床版・主桁のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
橋脚にひび割れ、遊離石灰、P2橋脚鋼製支承に
錆
ｺﾝｸﾘｰﾄ高欄のひび割れ、欠損

8 50 欠田橋 坊領大原線 ○

路面のひび割れ
高欄天端の笠木部分の劣化
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

9 58 唐王橋 末長妻木線 ○

床版の遊離石灰
橋台のひび割れ
主桁の錆
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の欠損、変形、錆

10 68 佐摩橋 坊領佐摩線 ○

床版のひび割れ
主桁の腐食

11 -2 （歩道橋） 坊領佐摩線 ○

主桁の防食皮膜の変色、下地露出
高欄に錆
舗装のひび割れ

12 72 倉谷橋 倉谷真子川線 ○

A1橋台のひび割れ。A2橋台のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋
露出。
P1橋脚に遊離石灰

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ以上）



整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名
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橋梁
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大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ以上）

13 76 豊成橋 陣構木料線 ○

床版の遊離石灰
A1橋台のひび割れ、A2橋台のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋
露出
高欄の錆

14 81 御来屋橋 名和小学校線 ○

床版の遊離石灰
A2橋台、P1橋脚の遊離石灰

15 82 王橋 門前坪田線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、ひび割れ、遊離
石灰
主桁の錆
配水管の腐食、欠損

16 83 栃原橋 御来屋陣構線 ○

床版のひび割れ、遊離石灰
主桁・横桁に錆
支承の錆
地覆のひび割れ
舗装のひび割れ

17 89 名大橋 古御堂上野線 ○

床版の遊離石灰

18 101 茶畑橋 茶畑上大山線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出 、腐食
主桁の錆
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

19 103 峯小竹橋 南小竹１号線 ○

床版の遊離石灰

20 106 馬郡橋 下坪田山村線 ○

床版の遊離石灰
主桁・横桁に錆
ﾎﾞﾙﾄの腐食
地覆のひび割れ

21 107 川向橋 川向線 ○

床版の鉄筋露出
橋台のひび割れ
地覆のひび割れ

22 108 大和田橋 羽田井樋口線 ○

床版の鉄筋露出
橋台のひび割れ
地覆のひび割れ、高欄の変形

23 109 吉祥寺橋 羽田井樋口線 ○

橋台の漏水

24 111 新田橋 羽田井樋口線 ○

床版の鉄筋露出、腐食
主桁の防食機能の劣化、腐食
橋台・橋脚のひび割れ
支承の腐食
舗装の凹凸

25 112 三谷橋 三谷線 ○

床版・主桁の防食機能劣化、鉄筋露出
支承の防食機能劣化、腐食
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆
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26 113 馬籠橋 馬籠線 ○

A2橋台・P1橋脚のひび割れ
地覆のひび割れ

27 115 樋口橋 樋口高橋線 ○

橋台のひび割れ、橋脚の遊離石灰
地覆のひび割れ

28 116 潮音寺橋 潮音寺春日線 ○

床版の漏水、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
P1橋脚の鉄筋露出
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆、変形

29 128 樋谷橋 退休寺樋谷線 ○

主桁の漏水、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離
A2橋台のひび割れ、漏水

30 130 殿河内橋 殿河内二本松線 ○

床版・橋台の漏水
路面の凹凸

31 133 向田橋 向田線 ○

桁下の土砂撤去

32 134 新向田橋 向田線 ○

主桁のひび割れ
橋台のひび割れ、漏水
地覆のひび割れ

33 135 堂橋 松河原岡線 ○

主桁・横桁のひび割れ、漏水
橋台のひび割れ
地覆のひび割れ、剥離

34 137 宮橋 松河原線 ○

橋台のひび割れ、漏水
地覆のひび割れ

35 139 松河原橋 松河原線 ○

主桁のひび割れ、漏水
床版の漏水
橋台のひび割れ、漏水、遊離石灰
地覆のひび割れ、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、漏水

36 141 長野橋 長野二本松線 ○

床版の遊離石灰、ひび割れ
主桁の錆
地覆の鉄筋露出

37 142 新赤坂橋 中山口住吉線 ○

主桁・床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、漏水、遊離石灰
橋台・橋脚のひび割れ、鉄筋露出、遊離石灰、
漏水

38 143 赤坂橋 中山口住吉線 ○

床版の鉄筋露出、漏水
主桁の腐食
橋台のひび割れ、鉄筋露出、遊離石灰、漏水
高欄のﾎﾞﾙﾄのゆるみ脱落、防食皮膜の劣化
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大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ以上）

39 144 内ノ蔵橋 阿弥陀山栄田線 ○

床版の鉄筋露出、漏水、腐食
橋台のひび割れ、漏水
地覆のひび割れ、鉄筋露出
ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装のひび割れ

40 150 新長野橋 新長野橋線 ○

床版の漏水
主桁の錆
支承部の錆

41 151 袋尻橋 高橋樋谷線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、遊離石灰、漏水
橋台のひび割れ、遊離石灰
舗装のひび割れ、地覆のひび割れ
伸縮装置・高欄の防食皮膜の変色

42 154 押平橋 末長押平線 ○

床版の遊離石灰



整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名

早急に詳
細調査を
し補修が
望まれる
橋梁

今後注意
が必要な
橋梁

定期点検
が必要な
橋梁

備　考（主な損傷）

1 1 大井手橋 今在家別所線 ○

橋台・桁の遊離石灰

2 2 蔵岡西橋 今在家別所線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
A1橋台のひび割れ
舗装の凹凸、欠損

3 4 河原橋 赤松河原線 ○

橋台の遊離石灰
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

4 6 一の谷第二橋 一の谷下槙原線 ○

橋台の遊離石灰

5 9 種原橋 種原線 ○

伸縮部からの漏水

6 12 新佐摩橋 佐摩線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
P1橋脚のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離
A1橋台の洗掘
ｺﾝｸﾘｰﾄ高欄のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離

7 14 神森橋 上中高佐摩線 ○

歩道部縁石の破損。
排水管の腐食

8 15 坊領東橋 坊領向原線 ○

A1・A2橋台とも基礎が露出
上下流の護岸破損、洗掘
A2橋台のひび割れ
路面・地覆のひび割れ

9 16 川中橋 坊領向原線 ○

A1橋台・A2橋台・P1橋脚ともにひび割れ

10 18 江東橋 坊領宮内線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

11 19 平橋 平線 ○

床版からの漏水
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

12 21 中高橋 中高宮内線 ○

橋台上部からの漏水
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

13 22 免賀手橋 中高宮内線 ○

床版の遊離石灰
橋台上部にひび割れ
舗装の凹凸

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ未満）
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14 23 野田橋 中高野田線 ○

橋台の遊離石灰
A2支承の錆
舗装の凹凸
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵のﾎﾞﾙﾄの滑落並びに錆

15 24 唐王第一橋 上中高末長線 ○

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

16 28 唐王西橋 唐王荘田線 ○

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆、破損

17 29 国信橋 国信福尾線 ○

床版の錆(ｺﾙｹﾞｰﾄ管とｺﾝｸﾘｰﾄ基礎との取付
部）
地覆のひび割れ

18 30 福尾橋 国信福尾線 ○

床版の錆(ｺﾙｹﾞｰﾄ管とｺﾝｸﾘｰﾄ基礎との取付
部）
地覆のひび割れ

19 32 寺坂上橋 妻木寺坂線 ○

A1橋台のひび割れ、A2橋台のひび割れ、遊離
石灰、漏水
舗装のひび割れ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

20 33 保田橋 寺坂保田線 ○

床版のひび割れ、遊離石灰
主桁の錆、素地露出
支承の錆、一部腐食
舗装の凹凸
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

21 34 冨岡橋 妻木富岡線 ○

床版の遊離石灰
A1橋台の漏水
舗装・地覆のひび割れ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

22 35 上万西橋 妻木上万平田線 ○

床版の鉄筋露出

23 37 東上万橋 上万保田線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
主桁のひび割れ
舗装のひび割れ、凹凸

24 38 橋姫橋 上万保田線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、遊離石灰
A2橋台のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、遊離石灰

25 40 荘田橋 荘田長田線 ○

A１・A2練石積橋台にひび割れ
地覆にひび割れ

26 41 長田橋 荘田長田線 ○

添加物取り付け金具の付け根から漏水、遊離
石灰、錆汁
床版の遊離石灰
主桁のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
高欄の欠損、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆
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27 42 前田橋 荘田長田線 ○

A1橋台伸縮部からの漏水
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

28 43 金田橋 荘田長田線 ○

A1橋台からの漏水

29 44 大谷橋 平長田線 ○

床版の雨水による変色
A1橋台のひび割れ遊離石灰、漏水

30 45 松尾橋 番田線 ○

床版のひび割れ、遊離石灰
地覆のひび割れ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

31 46 新金田橋 山ノ神線 ○

床版の遊離石灰
主桁のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
橋台の伸縮部からの漏水
地覆の遊離石灰

32 48 本池橋 国信末吉線 ○

A1、A2橋台のひび割れ

33 51 大原橋 坊領大原線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、遊離石灰

34 59 稲光上橋 末長妻木線 ○

床版の遊離石灰
A1,A2橋台のひび割れ、ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装のひび割
れ
舗装のひび割れ
地覆のひび割れ、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の欠損、錆

35 60 平下橋 荘田平線 ○

床版のひび割れ
A1・A2橋台のひび割れ
舗装のひび割れ
地覆のひび割れ、遊離石灰

36 61 平田西橋 保田平田海岸線 ○

床版の遊離石灰、漏水
A1橋台のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
舗装のひび割れ
地覆の鉄筋露出
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆、変色、腐食、欠損

37 62 白河橋 末吉福尾海岸線 ○

床版・橋台の遊離石灰

38 63 末吉橋 末長末吉線 ○

地覆の遊離石灰

39 65 宮内橋 宮内祖利田線 ○

A1、A2橋台伸縮部からの漏水



整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名
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大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ未満）

40 67 河原第一橋 赤松河原２号線 ○

A1橋台の遊離石灰、漏水
路面の凹凸

41 69 三坂橋 今在家三坂線 ○

主桁の遊離石灰
支承の錆

42 70 国信第一橋 福尾稲光線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出

43 73 無名橋 峯小竹線 ○

床版の遊離石灰
A2橋台のひび割れ
A1・A2橋台伸縮部の舗装にひび割れ

44 74 無名橋 小竹真子川線 ○

ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
橋台のひび割れ、地覆のひび割れ

45 75 無名橋 陣構木料線 ○

舗装のひび割れ
高欄の変形

46 77 堀切橋 門前茶畑線 ○

床版の遊離石灰
A1・A2橋台のひび割れ、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露
出
舗装のひび割れ
高欄親柱の遊離石灰

47 78 無名橋 門前茶畑線 ○

床版の漏水、遊離石灰
橋台伸縮装置からの漏水、遊離石灰
地覆のひび割れ

48 79 無名橋 門前茶畑線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
A1橋台の遊離石灰

49 80 東谷橋 東谷線 ○

床版の鉄筋露出
主桁・横構の錆
支承の錆
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

50 84 無名橋 御来屋陣構線 ○

橋台の漏水
舗装のひび割れ

51 85 東谷橋 栃原旧奈和線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、遊離石灰、腐
食
A2橋台の遊離石灰
高欄の錆

52 86 乙女橋 冨長山村線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食、遊離石
灰
橋台の遊離石灰



整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名

早急に詳
細調査を
し補修が
望まれる
橋梁

今後注意
が必要な
橋梁

定期点検
が必要な
橋梁

備　考（主な損傷）

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ未満）

53 87 無名橋 冨長大雀線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、遊離石灰
A1橋台のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
舗装のひび割れ

54 88 無名橋 冨長大雀線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
A1・A2橋台とも遊離石灰、ひび割れ
舗装のひび割れ

55 91 文殊領橋 山村文殊領線 ○

床版の遊離石灰
橋台のひび割れ、遊離石灰
地覆のひび割れ、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

56 92 下押平橋 押平所子線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、遊離石灰
A1・A2橋台の転石空積み目地の開放

57 94 門田橋 押平神原線 ○

ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

58 95 無名橋 押平小原線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出

59 96 無名橋 西高田線 ○

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版の下面の凸凹、ひび割れ
A2橋台の石積目地の開放
舗装のひび割れ

60 97 無名橋 大岩高田線 ○

伸縮目地からの漏水

61 99 宮橋 倉谷神社線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出
地覆の遊離石灰、漏水
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

62 100 大谷橋 旧奈和水源地線 ○

床版の鉄筋露出

63 102 無名橋 上坪名和神社線 ○

床版のひび割れ、遊離石灰
A1橋台のひび割れ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆、ﾎﾞﾙﾄの脱落

64 104 小竹橋 上坪東小竹線 ○

床版の鉄筋露出、腐食
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆

65 105 上条橋 上坪東小竹線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、腐食
橋台の遊離石灰
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の錆



整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名

早急に詳
細調査を
し補修が
望まれる
橋梁

今後注意
が必要な
橋梁

定期点検
が必要な
橋梁

備　考（主な損傷）

大山町橋梁点検結果一覧表（橋長15ｍ未満）

66 110 稲荷橋 羽田井樋口線 ○

舗装のひび割れ

67 114 池田橋 馬籠線 ○

床版の鉄筋露出
橋台の漏水
地覆のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、欠損

68 117 栄田堂橋 潮音坂ノ上線 ○

床版の漏水
舗装に段差、ひび割れ

69 118 陸橋 中山口赤坂線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離
橋台のひび割れ
舗装のひび割れ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の防食皮膜の変色

70 119 無名橋 中山口赤坂線 ○

床版の骨材露出、鉄筋露出、腐食

71 121 無名橋 赤坂殿河内線 ○

床版のひび割れ、遊離石灰
舗装のひび割れ

72 122 無名橋 赤坂殿河内線 ○

床版の鉄筋露出、漏水

73 123 無名橋 赤坂殿河内線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、漏水
A1橋台の遊離石灰、漏水
A2橋台のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離

74 124 無名橋 曲松線 ○

床版の漏水
舗装の凸凹
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の防食皮膜の変色

75 125 無名橋 住吉塩津線 ○

床版のひび割れ、漏水
橋台のひび割れ、鉄筋露出、漏水
舗装のひび割れ

76 126 あづま橋 住吉塩津線 ○

床版の鉄筋露出、漏水
橋台のひび割れ、鉄筋露出、漏水
地覆のひび割れ、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥離
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の防食皮膜の変色

77 127 無名橋 中尾塩津線 ○

A1・A2橋台側壁のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離、鉄筋露出、ひ
び割れ
舗装の凹凸、ひび割れ
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の防食皮膜の変色

78 129 辻堂橋 上市殿河内線 ○

舗装のひび割れ



整理番号 橋梁番号 橋梁名 路　線　名

早急に詳
細調査を
し補修が
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79 132 ウルミ谷橋 殿河内林之峯線 ○

床版添加物支柱からの漏水
橋台のひび割れ、遊離石灰
舗装の凹凸、ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ防護柵の変色

80 136 無名橋 松河原岡線 ○

床版のひび割れ、漏水
橋台のひび割れ、漏水

81 138 天奈橋 松河原線 ○

床版の遊離石灰
橋台のひび割れ、漏水

82 140 梅の木谷線 庄田二本松線 ○

床版・主桁の鉄筋露出、遊離石灰、ｺﾝｸﾘｰﾄ剥
離
横桁のひび割れ、漏水
A1・A2橋台のひび割れ
舗装のひび割れ

83 145 床版橋 御崎阿弥陀山線 ○

床版のｺﾝｸﾘｰﾄ剥離
A1橋台のひび割れ
舗装の凹凸

84 147 無名橋 八重六ツ塚線 ○

床版のひび割れ、漏水
橋台のひび割れ、漏水
地覆のひび割れ、漏水

85 148-1 柳橋 曲松上市線 ○

床版の鉄筋露出、漏水
主桁のひび割れ、漏水
橋台の鉄筋露出、漏水
高欄のひび割れ

86 148-2 歩道 ○

橋台のひび割れ、漏水
地覆のひび割れ、鉄筋露出
舗装のひび割れ、段差

87 149 スミヨシ橋 曲松上市線 ○

床版の遊離石灰

88 152 無名橋 高橋樋谷線 ○

床版の漏水
橋台のひび割れ、漏水
地覆の遊離石灰


