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新田２号橋 ｼﾝﾃﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ

正津川・新田線 不明 4.3 3.5 むつ市 28 Ⅱ
剥離、舗装の以上等が生じており、

状況に応じて対策を行う事が望まし

い。

金谷連絡橋 ｶﾅﾔﾚﾝﾗｸｷｮｳ 越葉沢線 不明 3.0 7.7 むつ市 28 Ⅲ
多数の剥離・鉄筋露出（腐食）、継

続的な漏水が確認されたため、早

期に対策を行うことが望ましい。

山港楼橋 ｻﾝｺｳﾛｳﾊﾞｼ 小松野１号線 1984 5.0 6.0 むつ市 28 Ⅱ
橋台に漏水跡、排水管に腐食が生

じており、状況に応じて対策を行う

ことが望ましい。

高砂橋 ﾀｶｻｺﾞﾊﾞｼ 小松野２号線 1984 5.1 4.0 むつ市 28 Ⅱ
橋台に漏水跡、排水管に腐食が生

じており、状況に応じて対策を行う

ことが望ましい。

近川橋 ﾁｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 浜通線 不明 3.1 5.7 むつ市 28 Ⅱ
漏水・桁間の離れ等が生じており、

状況に応じて対策を行うことが望ま

しい。

狐森１号橋 ｷﾂﾈﾓﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 羽立線 不明 3.7 2.5 むつ市 28 Ⅲ
主桁に広範囲の剥離・鉄筋露出が

見られるため、早期に対策を行う必

要がある。

桜木４号橋 ｻｸﾗｷﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ

桜木町１号線 不明 4.5 4.1 むつ市 28 Ⅲ
主桁に剥離・鉄筋露出、広範囲の

浮き等の変状が見られるため早期

に対策を行う必要がある。

桜木３号橋 ｻｸﾗｷﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ

桜木町１号線 不明 4.3 4.5 むつ市 28 Ⅲ

床版に剥離・鉄筋露出、橋台（石積

の水路）に欠損等の変状が見られ

るため早期に対策を行う必要があ

る。

烏沢・新田橋

ｶﾗｽｻﾞﾜｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ

烏沢・新田線 不明 4.2 3.5 むつ市 28 Ⅲ
橋台に広範囲の洗掘が生じている

ため、早期に対策が必要である。

三本松橋 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾊﾞｼ 中央・中山線 1982 4.0 6.0 むつ市 28 Ⅱ
ひびわれ、剥離等が生じているが、

構造物に影響を及ぼす変状は見ら

れない。

桜木５号橋 ｻｸﾗﾋﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 桜木５号線 不明 2.1 6.5 むつ市 28 Ⅱ
ひびわれ、漏水等が生じており、状

況に応じて対策を行うことが望まし

い。

桜木２号橋 ｻｸﾗｷﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ 桜木町２号線 不明 3.5 3.4 むつ市 28 Ⅱ
剥離・鉄筋露出等の損傷が生じて

おり、状況に応じて対策を行うこと

が望ましい。
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桜木１号橋 ｻｸﾗｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ

桜木町２号線 不明 4.3 5.5 むつ市 28 Ⅲ
橋台（石積の水路）の欠損は進展す

る可能性があるため、早期に対策

を行う必要がある。

城ヶ沢橋 ｼﾞｮｳｶﾞｻﾜﾊﾞｼ

城ヶ沢２号線 不明 4.5 4.5 むつ市 28 Ⅲ

主桁に複数の剥離・鉄筋露出、橋

台には広範囲の浮き等が生じてい

るため、早期に対策を行う必要があ

る。

勘七橋 ｶﾝｼﾁﾊﾞｼ 川内・銀杏木線 1975 3.4 5.0 むつ市 28 Ⅱ
構造物に影響を及ぼす変状は見ら

れない。

上小倉平橋 ｶﾐｺｸﾗﾀｲﾊﾞｼ 川内・銀杏木線 1988 9.4 7.0 むつ市 28 Ⅱ

下部工にひび割れ、支承に機能障

害、伸縮装置に変形・欠損が見られ

るため、速やかな対応が必要であ

る。

石倉橋 ｲｼｸﾗﾊﾞｼ 石倉１号線 1984 8.4 4.0 むつ市 28 Ⅱ

下部工にひび割れからの遊離石

灰、伸縮装置に変形･欠損が見られ

るため、必要に応じて補修が必要で

ある。

第２石倉橋 ﾀﾞｲﾆｲｼｸﾗﾊﾞｼ 石倉１号線 2001 2.4 7.3 むつ市 28 Ⅱ
構造物に影響を及ぼす変状は見ら

れない。

三島橋 ﾐｼﾏﾊﾞｼ 戸沢３号線 1982 11.7 4.0 むつ市 28 Ⅱ
防護柵に変形・欠損が見られるた

め、必要に応じて補修が必要であ

る。

二ッ谷２号橋

ﾌﾀﾂﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ 戸沢３号線 1935 5.1 3.9 むつ市 28 Ⅲ
橋台に著しい洗掘が生じており、早

期に対策を行う必要がある。

二ッ谷３号橋 ﾌﾀﾂﾔｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 戸沢３号線 1935 5.0 3.9 むつ市 28 Ⅲ
橋台に著しい洗掘が生じており、早

期に対策を行う必要がある。

第２堀川橋 ﾀﾞｲﾆﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ 堀川線 1986 7.4 7.3 むつ市 28 Ⅱ
下部工にひび割れからの遊離石灰

が見られるため、必要に応じて補修

が必要である。

第１堀川橋 ﾀﾞｲｲﾁﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ 堀川線 1987 13.5 7.2 むつ市 28 Ⅱ
支承に変形･欠損が見られるため、

必要に応じて補修が必要である。

釜谷橋 ｶﾏﾔﾊﾞｼ 上小倉平２号線 1976 9.6 4.0 むつ市 28 Ⅱ

下部工にひび割れや漏水の跡、支

承に機能障害、伸縮装置に変形・

欠損が見られるため必要に応じて

補修が必要である。
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第２小倉平橋 ﾀﾞｲﾆｺｸﾗﾀｲﾊﾞｼ

上小倉平４号線 1982 2.1 4.4 むつ市 28 Ⅰ
構造物に影響を及ぼす変状は見ら

れない。

安部城１号橋

ｱﾍﾞｼﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ

安部城１号線 1970 11.6 7.0 むつ市 28 Ⅱ

主桁・床版に、剥離・鉄筋露出、下

部工に遊離石灰、支承に機能障害

が見られるため、必要に応じて補修

が必要である。

霞城橋 ｶｼﾞｮｳﾊﾞｼ 野平２号線 1970 14.5 3.7 むつ市 28 Ⅲ

上部工にひび割れ、剥離・鉄筋露

出、下部工に遊離石灰、支承に機

能障害、伸縮装置・防護柵・地覆に

損傷が見られるため、速やかな対

応が必要である。

潟貝橋 ｶﾀｶｲﾊﾞｼ 野平７号線 不明 3.2 3.6 むつ市 28 Ⅲ
うき、剥離・鉄筋露出等が生じてお

り、早期に対策を行う必要がある。

新生橋 ｼﾝｾｲﾊﾞｼ 野平７号線 不明 3.4 3.7 むつ市 28 Ⅲ
うき、剥離・鉄筋露出、洗掘等が生

じており、早期に対策を行う必要が

ある。

第２高野川橋

ﾀﾞｲﾆｺｳﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ

田野沢２号線 1974 11.0 6.0 むつ市 28 Ⅲ

主・横桁と支承に腐食の著しい進

行、床版と下部工に多数の剥離・鉄

筋露出、地覆に欠損が見られるた

め、速やかな対応が必要である。

安部城３号橋

ｱﾍﾞｼﾛｻﾝｺﾞｳｷｮｳ

安部城３号線 1969 11.3 4.0 むつ市 28 Ⅲ

床版に、剥離・鉄筋露出、支承に土

砂の堆積、防護柵に著しい欠損が

見られるため、速やかな対応が必

要である。

中川橋 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 矢櫃線 1979 13.5 6.0 むつ市 28 Ⅱ
伸縮装置に変形・欠損が見られる

ため、必要に応じて補修が必要で

ある。

谷地道線５号橋 ﾔﾁﾐﾁｾﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 谷地道線 不明 4.3 3.6 むつ市 28 Ⅱ
うき、ひび割れ等が生じており、状

況に応じて対策を行うことが望まし

い。

小出橋 ｺｲﾃﾞﾊﾞｼ 木野部１号線 2008 5.5 5.6 むつ市 28 Ⅰ 特に対策は不要である。

釣屋浜橋 ﾂﾘﾔﾊﾏﾊﾞｼ 釣屋浜２号線 1968 5.1 3.1 むつ市 28 Ⅲ
主桁にひび割れが多数生じており、

早期に対策を行うことが望ましい。

孫次郎間橋 ﾏｺﾞｼﾞﾛｳﾏﾊﾞｼ

湯坂下６号線 1995 5.5 4.2 むつ市 28 Ⅰ 特に対策は不要である。
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中島橋 ﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ 中島６号線 1967 2.5 3.0 むつ市 28 Ⅱ
ひび割れ等が生じているが、構造

物に影響を及ぼす変状は見られな

い。

深石橋 ﾌｶｲｼﾊﾞｼ 小沢１号線 1971 4.8 5.4 むつ市 28 Ⅲ
床版に、剥離･鉄筋露出、下部工に

流水による欠損が見られるため、速

やかな対応が必要である。

小沢橋 ｺｻﾞﾜﾊﾞｼ 小沢１号線 1966 11.4 6.0 むつ市 28 Ⅱ

主桁にひび割れ、下部工に遊離石

灰及び変色地覆に欠損が見られる

ため、必要に応じて補修が必要で

ある。

小鹿橋 ｺｼﾞｶﾊﾞｼ 小サ沢１号線 1966 4.0 5.2 むつ市 28 Ⅱ

床版にひび割れ、下部工に流水に

よる欠損、防護柵に損傷・鉄筋露出

が見られるため、必要に応じて補修

が必要である。

小サ沢２号橋

ｺｻｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ

小サ沢２号線 1980 5.4 4.5 むつ市 28 Ⅲ
床版に、剥離・鉄筋露出が見られる

ため、速やかな対応が必要である。

小サ沢３号橋 ｺｻｻﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 小サ沢２号線 1962 4.3 3.6 むつ市 28 Ⅱ
床版に、剥離・鉄筋露出が見られる

ため、必要に応じて補修が必要で

ある。

小サ沢４号橋 ｺｻｻﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 小サ沢２号線 1962 5.0 5.0 むつ市 28 Ⅱ
剥離・鉄筋露出等の損傷が生じて

おり、状況に応じて対策を行うこと

が望ましい。

小サ沢６号橋 ｺｻｻﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ 小サ沢２号線 1962 4.2 3.9 むつ市 28 Ⅲ
上部構造に石灰を伴うひび割れ、

剥離・鉄筋露出等が生じており、早

期に対策を行う必要がある。

源藤城４号橋

ｹﾞﾝﾄﾞｳｼﾛﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ

源藤城６号線 1986 10.4 3.1 むつ市 28 Ⅱ
排水管に欠損が見られるため、必

要に応じて補修が必要である。

片貝橋 ｶﾀｶﾞｲﾊﾞｼ 滝山７号線 1991 13.0 3.2 むつ市 28 Ⅱ
支承に機能障害、伸縮装置に変

形・欠損が見られるため、必要に応

じて補修が必要である。

古川橋 ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ 古川線 1977 12.5 3.7 むつ市 28 Ⅱ
下部工にひび割れ・漏水の跡、防

護柵に欠損が見られるため、必要

に応じて補修が必要である。

黒岩橋 ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ 瀬野渡向桂沢線 不明 2.4 4.2 むつ市 28 Ⅱ
剥離･鉄筋露出等が生じており、状

況に応じて対策を行うことが望まし

い。
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寄浪１号橋 ｷﾅﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 寄波１号線 不明 2.9 5.3 むつ市 28 Ⅱ
剥離・鉄筋露出等の損傷が生じて

おり、状況に応じて対策を行うこと

が望ましい。

九艘泊２号橋

ｸｿｳﾄﾞﾏﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ

九艘泊１号線 1972 7.4 2.8 むつ市 28 Ⅲ
床版に、剥離・鉄筋露出、下部工

に、剥離・漏水の跡が見られるた

め、速やかな対応が必要である。

九艘泊３号橋

ｸｿｳﾄﾞﾏﾘｻﾝｺﾞｳｷｮｳ

九艘泊２号線 1978 7.9 4.0 むつ市 28 Ⅲ

上部工に鉄筋露出、下部工にひび

割れや漏水の跡、支承に機能障

害、地覆にひび割れからの遊離石

灰が見られるため、速やかな対応

が必要である。

さる橋 ｻﾙﾊﾞｼ 九艘泊源藤城線 1982 6.2 6.3 むつ市 28 Ⅱ
支承に機能障害が見られるため、

必要に応じて補修が必要である。

各判定区分に対応した状態

Ⅲ　早期措置段階

Ⅳ　緊急措置段階

状　　　　　　　態

構造物の機能に支障が生じていない状態。

構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずること
が望ましい状態。

構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。

構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置
を講ずべき状態。

区　　分

Ⅰ　健全

Ⅱ　予防保全段階


