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【新潟県】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記
録

管理者名
都道府県
名

市区町村名
判定区
分

溝橋50.742 (ﾐｿﾞﾊﾞｼ50.742) 国道7号 1963 5.64 10.7 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

溝橋50.826 (ﾐｿﾞﾊﾞｼ50.826) 国道7号 1962 6.02 12.3 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅱ

溝橋51.132 (ﾐｿﾞﾊﾞｼ51.132) 国道7号 1962 2.87 9.5 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

宿田53.037 (ﾔｽﾞﾀ53.037) 国道7号 1962 5 21.6 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

宿田53.743 (ﾔｽﾞﾀ53.743) 国道7号 1962 3.6 13.6 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

山田54.754 (ﾔﾏﾀﾞ54.754) 国道7号 1962 4.64 13.6 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

牧ノ目55.834 (ﾏｷﾉﾒ55.834) 国道7号 1962 4.91 42 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

下助渕58.482 (ｼﾓｽｹﾌﾞﾁ58.482) 国道7号 1964 2.69 17.4 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

下助渕59.156 (ｼﾓｽｹﾌﾞﾁ59.156) 国道7号 1964 13.54 12 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅱ

上助渕59.256 (ｶﾐｽｹﾌﾞﾁ59.256) 国道7号 1965 6.28 11.7 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

宮ノ下 (ﾐﾔﾉｼﾀ) 国道7号 1964 2.06 10.3 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

水明橋 (ｽｲﾒｲﾊﾞｼ) 国道7号 1995 374 15.3 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅲ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 国道7号 1991 84 16.8 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅲ

明神第３橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾀﾞｲ3ﾊﾞｼ) 国道7号 1965 31.93 12.35 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅲ

明神第３側道橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾀﾞｲ3ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道7号 1983 30.5 3.3 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅱ

栄寿橋 (ｴｲｼﾞｭﾊﾞｼ) 国道7号 2000 15.7 13.3 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅱ

栄寿橋側歩道橋上り (ｴｲｼﾞｭﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 2000 15.7 3.31 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

栄寿橋側歩道橋下り (ｴｲｼﾞｭﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道7号 2000 15.7 3.4 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

美弥橋側歩道橋（下り） (ﾐﾔﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道7号 2001 18.8 3.4 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

美弥橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) 国道7号 2001 18.8 17.8 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅱ

美弥橋側道橋上り (ﾐﾔﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 2001 18.8 3.4 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

笠取橋 (ｶｻﾄﾘﾊﾞｼ) 国道7号 1980 53.9 15.6 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅲ

岩崎3号溝橋 (ｲﾜｻｷ3ｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道7号 1963 3.3 13.15 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅰ

上ノ沢橋側道橋 (ｶﾐﾉｻﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道7号 1976 17.05 2.8 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅲ

濁川ＩＣ橋下り (ﾆｺﾞﾘｶﾜｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道7号 1976 147.48 10.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

濁川ＩＣ橋上り (ﾆｺﾞﾘｶﾜｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 1986 147.48 10.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

切尾橋下り (ｷﾘｵﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道7号 1981 104.6 20 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

切尾橋上り (ｷﾘｵﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 1988 104.6 18.4 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

東港ＩＣ橋下り (ﾋｶﾞｼｺｳICｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道7号 1988 97.5 12.15 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅱ

東港ＩＣ橋上り (ﾋｶﾞｼｺｳICｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 1988 97.5 12.15 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅲ

大夫興野ＩＣ橋下り (ﾀﾞｲﾌﾞｺｳﾔICｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道7号 1988 13.2 10.5 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅰ

大夫興野ＩＣ橋上り (ﾀﾞｲﾌﾞｺｳﾔICｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 1988 13.2 10.5 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅰ

蓮野ＩＣ橋上り (ﾊｽﾉICｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 1989 76 10.5 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅱ

蓮野ＩＣ橋下り (ﾊｽﾉICｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道7号 1989 76 10.5 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅰ

聖籠ＩＣオフランプ橋 (ｾｲﾛｳICｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道7号 1986 19 18.1 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅰ

聖籠ＩＣオンランプ橋 (ｾｲﾛｳICｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道7号 1994 19 12.2 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅰ

角庵高架橋上り (ｶｸｱﾝｺｳｶｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 1987 240 9.75 北陸地整 新潟県 聖籠町 Ⅱ

新発田川橋下り (ｼﾊﾞﾀｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道7号 2007 19.58 15.3 北陸地整 新潟県 新発田市 Ⅰ

新発田川橋上り (ｼﾊﾞﾀｶﾞﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 2005 20.56 13.6 北陸地整 新潟県 新発田市 Ⅰ

横岡側道橋 (ﾖｺｵｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道7号 2006 4.94 2.9 北陸地整 新潟県 新発田市 Ⅰ

舟戸川橋下り (ﾌﾅﾄｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道7号 2001 56.5 13.8 北陸地整 新潟県 胎内市 Ⅱ
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舟戸川橋上り (ﾌﾅﾄｶﾞﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 2000 61 13.95 北陸地整 新潟県 胎内市 Ⅱ

柳都大橋（上）左岸ラ (ﾘｭｳﾄｵｵﾊｼ(ｳｴ)ｻｶﾞﾝﾗﾝﾌﾟ) 国道7号 2001 126.5 12.95 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

柳都大橋（下）左岸ラ (ﾘｭｳﾄｵｵﾊｼ(ｼﾀ)ｻｶﾞﾝﾗﾝﾌﾟ) 国道7号 2001 123.1 12.95 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

柳都大橋下り (ﾘｭｳﾄｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道7号 2002 212.1 20.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

柳都大橋上り (ﾘｭｳﾄｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道7号 2002 212.1 20.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

柳都大橋（下）右岸ラ (ﾘｭｳﾄｵｵﾊｼ(ｼﾀ)ｳｶﾞﾝﾗﾝﾌﾟ) 国道7号 2001 106.8 12.95 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

柳都大橋（上）右岸ラ (ﾘｭｳﾄｵｵﾊｼ(ｳｴ)ｳｶﾞﾝﾗﾝﾌﾟ) 国道7号 2001 109 12.95 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

紫竹山ＩＣＢランプ橋 (ｼﾁｸﾔﾏICBﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道8号 1978 28.5 7.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

弁天橋跨道橋下り (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼｺﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1973 21.64 13.75 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

弁天橋跨道橋上り (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼｺﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1979 21.64 13.75 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

黒埼管理跨道橋下り (ｸﾛｻｷｶﾝﾘｺｳﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1973 18 21.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

黒埼管理跨道橋上り (ｸﾛｻｷｶﾝﾘｺｳﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1977 18 21.4 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

白根２号側道橋上り (ｼﾛﾈ2ｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 2007 14.2 14.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

白根２号側道橋下り (ｼﾛﾈ2ｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道8号 2006 15.5 15.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

白根３５号溝橋 (ｼﾛﾈ35ｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道8号 1963 7.3 11.8 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

白根３６号溝橋側道橋 (ｼﾛﾈ36ｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 2002 15.5 15.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

白根３６号溝橋 (ｼﾛﾈ36ｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道8号 1963 11.5 11.8 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

白根３７号溝橋 (ｼﾛﾈ37ｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道8号 1963 4 16.8 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

花立橋 (ﾊﾅﾀﾞﾃﾊﾞｼ) 国道49号 1968 100 9.7 北陸地整 新潟県 阿賀町 Ⅱ

花立橋側道橋 (ﾊﾅﾀﾞﾃﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道49号 1987 104 3.3 北陸地整 新潟県 阿賀町 Ⅱ

新横雲橋 (ｼﾝｵｳｳﾝﾊﾞｼ) 国道49号 1995 995 12.15 北陸地整 新潟県 阿賀野市 Ⅲ

烏橋 (ｶﾗｽﾊﾞｼ) 国道113号 1977 16 21 北陸地整 新潟県 村上市 Ⅱ

下川口跨道橋 (ｼﾓｶﾜｸﾞﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道113号 1974 34.8 16.95 北陸地整 新潟県 関川村 Ⅱ

砂子沢橋 (ｽﾅｺﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道113号 1970 28 9.5 北陸地整 新潟県 関川村 Ⅱ

砂子沢橋側道橋 (ｽﾅｺﾞｻﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道113号 1975 28 2.6 北陸地整 新潟県 関川村 Ⅲ

亀尻橋 (ｶﾒｼﾘﾊﾞｼ) 国道116号 1964 8.05 17.45 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

高橋１号橋 (ﾀｶﾊｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道116号 1963 2.48 8.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

和納１号橋 (ﾜﾉｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道116号 1963 2.48 8 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

大通川放水路橋上り (ｵｵﾄﾞｵﾘｶﾞﾜﾎｳｽｲﾛｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道116号 2001 54.6 13.7 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

大通川放水路橋下り (ｵｵﾄﾞｵﾘｶﾞﾜﾎｳｽｲﾛｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道116号 2001 54.6 16.3 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

金丸排水路橋 (ｶﾅﾏﾙﾊｲｽｲﾛｷｮｳ) 国道116号 2006 29.8 10.4 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

無名橋57.247 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ57.247) 国道116号 1967 5.1 30.7 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅲ

新潟５号橋 (ﾆｲｶﾞﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 国道116号 1968 2.95 12.9 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

牛湊橋 (ｳｼﾐﾅﾄﾊｼ) 国道116号 1993 24 8.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

高仲橋 (ﾀｶﾅｶﾊｼ) 国道116号 1993 96.5 8.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

東部幹線橋・管理道下り (ﾄｳﾌﾞｶﾝｾﾝｷｮｳ･ｶﾝﾘﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道116号 1990 32.2 8.2 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

新通ＩＣ橋下り (ｼﾝﾄﾞｵﾘｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道116号 1994 70.4 10.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

新通ＩＣ橋上り (ｼﾝﾄﾞｵﾘｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道116号 2000 70.4 10.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅰ

亀貝ＩＣ橋下り (ｶﾒｶﾞｲｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道116号 1994 88 10.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

亀貝ＩＣ橋上り (ｶﾒｶﾞｲｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道116号 1999 88 10.5 北陸地整 新潟県 新潟市 Ⅱ

長岡高架橋 (ﾅｶﾞｵｶｺｳｶｷｮｳ) 国道8号 1970 236.7 22.6 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅱ

豊田橋 (ﾄﾖﾀﾊﾞｼ) 国道8号 2004 150.5 16.1 北陸地整 新潟県 柏崎市 Ⅰ

三俣橋 (ﾐﾂﾏﾀﾊﾞｼ) 国道17号 1965 15.54 8 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

七谷切橋 (ﾅﾅﾀｷﾞﾘﾊﾞｼ) 国道17号 1986 105.85 15.9 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅲ



3/21 

管理者
点検記
録

管理者名
都道府県
名

市区町村名
判定区
分

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

岩野鼻側道橋（上り） (ｲﾜﾉﾊﾅﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道17号 1984 9.2 3.4 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

岩野鼻橋 (ｲﾜﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 国道17号 1963 9.2 10.4 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

岩野鼻側道橋（下り） (ｲﾜﾉﾊﾅﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1963 9.2 3.8 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

戸沢橋 (ﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ) 国道17号 1985 24.7 18.9 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

戸沢橋下り拡幅部 (ﾄｻﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘｶｸﾌｸﾌﾞ) 国道17号 2000 24.7 7.8 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

戸沢橋上り拡幅部 (ﾄｻﾞﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘｶｸﾌｸﾌﾞ) 国道17号 2000 24.7 7.2 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

湯之沢橋 (ﾕﾉｻﾜﾊﾞｼ) 国道17号 1979 34.3 13 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

新仲田橋 (ｼﾝﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 国道17号 1962 25 10.2 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

新仲田側道橋上り (ｼﾝﾅｶﾀﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道17号 1980 25 3.4 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

庄之又川橋 (ｼｮｳﾉﾏﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道17号 1957 48.8 9.6 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

庄之又川側道橋上り (ｼｮｳﾉﾏﾀｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道17号 1969 48.8 2.6 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

庄之又川側道橋下り (ｼｮｳﾉﾏﾀｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1984 48.8 2.8 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

四十日橋 (ｼﾄｶﾊﾞｼ) 国道17号 1960 12.5 18.8 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

押堀橋 (ｵｼﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 国道17号 1965 10.83 10.4 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

押堀橋側道橋 (ｵｼﾎﾞﾘﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道17号 1965 10.83 3.4 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道17号 1962 6.3 10.7 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

天神橋側道橋（拡幅） (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｶｸﾌｸ) 国道17号 1985 6.3 4.2 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

赤沢橋 (ｱｶｻﾜﾊﾞｼ) 国道17号 1963 13 12.4 北陸地整 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

新大池橋側道橋 (ｼﾝｵｵｲｹﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道17号 1961 23.58 3.3 北陸地整 新潟県 魚沼市 Ⅰ

新大池橋 (ｼﾝｵｵｲｹﾊﾞｼ) 国道17号 1961 14.68 10.2 北陸地整 新潟県 魚沼市 Ⅱ

堀之内橋 (ﾎﾘﾉｳﾁﾊﾞｼ) 国道17号 1964 218 10 北陸地整 新潟県 魚沼市 Ⅲ

片田跨道橋（上り） (ｶﾀﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道17号 1977 16.56 10.3 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅱ

片田跨道橋（下り） (ｶﾀﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1995 16.56 10.3 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅰ

長倉高架橋（下り） (ﾅｶﾞｸﾗｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1977 219.3 12.3 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅱ

長倉高架橋（上） (ﾅｶﾞｸﾗｺｳｶｷｮｳ(ｳｴ) 国道17号 1993 202.7 12.3 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅱ

長倉高架側道橋上り (ﾅｶﾞｸﾗｺｳｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道17号 1993 32.5 2.4 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅰ

長倉高架側道橋下り (ﾅｶﾞｸﾗｺｳｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道17号 1977 23.5 2.4 北陸地整 新潟県 長岡市 Ⅱ

和田橋（上り） (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道116号 1978 21.66 11.7 北陸地整 新潟県 刈羽村 Ⅱ

和田橋（下り） (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道116号 1978 21.66 11.7 北陸地整 新潟県 刈羽村 Ⅱ

待野橋 (ﾏﾁﾉﾊﾞｼ) 国道116号 1978 17.35 33.4 北陸地整 新潟県 柏崎市 Ⅱ

藤掛川橋 (ﾌｼﾞｶｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道116号 1981 16 18 北陸地整 新潟県 柏崎市 Ⅱ

荒谷川ランプ橋（下） (ｱﾗﾔｶﾞﾜﾗﾝﾌﾟｷｮｳ(ｼﾀ) 国道116号 1981 21 9.5 北陸地整 新潟県 柏崎市 Ⅱ

荒谷川橋 (ｱﾗﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道116号 1984 19.19 12 北陸地整 新潟県 柏崎市 Ⅱ

荒谷川ランプ橋（上） (ｱﾗﾔｶﾞﾜﾗﾝﾌﾟｷｮｳ(ｳｴ) 国道116号 1981 19.1 6.7 北陸地整 新潟県 柏崎市 Ⅰ

米山川橋（下り） (ﾖﾈﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1996 38.5 13.9 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅲ

米山川橋（上り） (ﾖﾈﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1996 38.5 16.9 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅱ

黒井側道橋 (ｸﾛｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 2001 13.6 3.3 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅰ

第２桟道橋 (ﾀﾞｲﾆｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1965 15.7 3.2 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅰ

新名立大橋 (ｼﾝﾅﾀﾞﾁｵｵﾊｼ) 国道8号 2001 75.3 21.89 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅰ

濁澄川橋 (ﾆｺﾞﾘｽﾐｶﾜﾊﾞｼ) 国道8号 1963 13.54 9.2 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

能生大橋 (ﾉｳｵｵﾊｼ) 国道8号 2012 130.1 12.5 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅰ

木浦橋 (ｺﾉｳﾗﾊﾞｼ) 国道8号 1996 43.2 18 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

藤本橋側道橋（上り） (ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1974 15.6 3.45 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

藤本橋側道橋（下り） (ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1978 15.6 3.55 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ
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須沢放水路側道橋 (ｽｻﾞﾜﾎｳｽｲﾛｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1966 17.6 3.3 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

田海川橋 (ﾄｳﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道8号 1963 40.5 10.6 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

田海川側道橋（下り） (ﾄｳﾐｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1963 40.5 1.8 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

青海川橋側道橋 (ｵｳﾐｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1996 110.05 3.8 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅰ

境橋側道橋 (ｻｶｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1985 113.52 3.3 北陸地整 新潟県 糸魚川市 Ⅱ

信越大橋 (ｼﾝｴﾂｵｵﾊｼ) 国道18号 1997 902 15.5 北陸地整 長野県 信濃町 Ⅱ

中郷大橋 (ﾅｶｺﾞｳｵｵﾊｼ) 国道18号 1989 144 12.15 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅱ

寺町高架橋 (ﾃﾗﾏﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道18号 1994 99 10.5 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅱ

鴨島ＩＣ橋 (ｶﾓｼﾏICｷｮｳ) 国道18号 1997 98 10.5 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅱ

富岡跨道橋（上り） (ﾄﾐｵｶｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道18号 1999 46.69 10.5 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅱ

富岡跨道橋（下り） (ﾄﾐｵｶｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道18号 1983 46.5 15.83 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅱ

三田ＩＣ橋（上り） (ｻﾝﾀﾞICｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道18号 2001 95 10.5 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅰ

三田ＩＣ橋（下り） (ｻﾝﾀﾞICｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道18号 2001 95 10.5 北陸地整 新潟県 上越市 Ⅰ

中大塚橋 （ﾅｶｵｵﾂｶﾊﾞｼ) 市道大塚６号線 1963 34.2 4.6 北陸地整 新潟県 魚沼市 Ⅱ

下大塚橋 （ｼﾓｵｵﾂｶﾊﾞｼ) 市道大塚３号線 1963 36.4 5.5 北陸地整 新潟県 魚沼市 Ⅱ

袖遅沢橋 ｿﾃﾞｵｿｻﾞﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1997 33 11
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

赤崎川橋 ｱｶｻｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 2000 37 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

赤崎川橋 ｱｶｻｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 29 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

風波川橋 ｶｻﾞﾅﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 2000 16 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

風波川橋 ｶｻﾞﾅﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 15 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

親不知ＩＣＤランプ橋 ｵﾔｼﾗｽﾞICDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 北陸自動車道 1988 238 9
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

親不知ＩＣＣランプ橋 ｵﾔｼﾗｽﾞICCﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 北陸自動車道 1988 237 12
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

親不知ＩＣＢランプ橋 ｵﾔｼﾗｽﾞICBﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 北陸自動車道 1988 60 9
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

親不知ＩＣＡランプ橋 ｵﾔｼﾗｽﾞICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 北陸自動車道 1988 222 12
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

姫川橋 ﾋﾒｶﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1993 654 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

姫川橋 ﾋﾒｶﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 654 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

太平寺橋 ﾀｲﾍｲｼﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 30 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

太平寺橋 ﾀｲﾍｲｼﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 30 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 糸魚川市 Ⅱ

関川橋 ｾｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1987 285 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 上越市 Ⅱ

関川橋 ｾｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1987 285 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 上越市 Ⅱ

福橋高架橋 ﾌｸﾊｼｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1983 133 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 上越市 Ⅱ

福橋高架橋 ﾌｸﾊｼｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1983 133 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 上越市 Ⅱ

万蔵川橋 ﾏﾝｿﾞｳｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 207 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 上越市 Ⅱ

万蔵川橋 ﾏﾝｿﾞｳｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 207 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 上越市 Ⅱ

鉢崎橋 ﾊｯｻｷﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 178 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

鉢崎橋 ﾊｯｻｷﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 187 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

上輪橋 ｱｹﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 321 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

上輪橋 ｱｹﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 273 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅲ

笠島橋 ｶｻｼﾞﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 344 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

笠島橋 ｶｻｼﾞﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1983 344 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

鯨波橋 ｸｼﾞﾗﾅﾐﾊﾞｼ 北陸自動車道 1982 240 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

鯨波橋 ｸｼﾞﾗﾅﾐﾊﾞｼ 北陸自動車道 1982 240 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅱ

西山橋（坂田高架橋） ﾆｼﾔﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 221 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅲ

西山橋（坂田高架橋） ﾆｼﾔﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 240 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 柏崎市 Ⅲ
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折渡川橋 ｵﾘﾜﾀﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 36 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

折渡川橋 ｵﾘﾜﾀﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 36 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

大積橋 ｵｵﾂﾞﾐﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 27 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

大積橋 ｵｵﾂﾞﾐﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 27 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

五百川橋 ｲﾓｶﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 21 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

五百川橋 ｲﾓｶﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 21 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

河久保川橋 ｶﾜｸﾎﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 69 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

河久保川橋 ｶﾜｸﾎﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 60 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

宮本橋 ﾐﾔﾓﾄﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 15 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

宮本橋 ﾐﾔﾓﾄﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 15 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

西田橋 ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 16 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

西田橋 ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 16 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

黒川橋 ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 84 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

黒川橋 ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 77 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

坂田橋（白島高架橋） ｻｶﾀﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 59 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

坂田橋（白島高架橋） ｻｶﾀﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 59 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

畑ヶ原橋（関原跨線橋） ﾊﾀｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 19 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

畑ヶ原橋（関原跨線橋） ﾊﾀｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 19 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

関原橋 ｾｷﾊﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 22 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

関原橋 ｾｷﾊﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1980 22 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

菖蒲川橋ＤＡランプ橋 ｼｮｳﾌﾞｶﾞﾜﾊﾞｼDAﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 北陸自動車道 1980 29 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

菖蒲川橋ＢＣランプ橋 ｼｮｳﾌﾞｶﾞﾜﾊﾞｼBCﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 北陸自動車道 1980 29 24
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

高瀬橋 ﾀｶｾﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 111 20
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

高瀬橋 ﾀｶｾﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 111 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

大荒戸橋 ｵｵｱﾗﾄﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 25 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

大荒戸橋 ｵｵｱﾗﾄﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 25 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

槙山橋 ﾏｷﾔﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 48 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

槙山橋 ﾏｷﾔﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 48 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

黒津橋 ｸﾛﾂﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 30 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

黒津橋 ｸﾛﾂﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 30 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

天神高架橋 ﾃﾝｼﾞﾝｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1978 279 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

天神高架橋 ﾃﾝｼﾞﾝｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1978 279 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

高見橋 ﾀｶﾐﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 93 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

高見橋 ﾀｶﾐﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 69 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

大口橋 ｵｵｸﾞﾁﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 37 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

大口橋 ｵｵｸﾞﾁﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 37 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

猿橋川橋 ｻﾙﾊｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 97 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

猿橋川橋 ｻﾙﾊｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 97 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

村浦橋 ﾑﾗｳﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 34 23
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

村浦橋 ﾑﾗｳﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 39 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

藤山橋 ﾌｼﾞﾔﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 32 20
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

灰島橋 ﾊｲｼﾞﾏﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 21 21
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

中之島橋１ ﾅｶﾉｼﾏﾊﾞｼ1 北陸自動車道 1978 39 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅱ

中之島橋１ ﾅｶﾉｼﾏﾊﾞｼ1 北陸自動車道 1978 39 23
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ
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猫興野高架橋 ﾈｺｺﾞｳﾔｺｳｶｷｮｳ 北陸自動車道 1978 251 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

猫興野高架橋 ﾈｺｺﾞｳﾔｺｳｶｷｮｳ 北陸自動車道 1978 251 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 長岡市 Ⅲ

坂井田橋 ｻｶｲﾀﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 61 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 見附市 Ⅲ

坂井田橋 ｻｶｲﾀﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 61 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 見附市 Ⅲ

芹山川橋 ｾﾘﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 16 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 三条市 Ⅲ

芹山川橋 ｾﾘﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1978 16 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 三条市 Ⅲ

築地橋 ﾂｲｼﾞﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 54 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅰ

野地高架橋 ﾔﾁｺｳｶｷｮｳ 日本海沿岸東北自動車道 2009 271 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅱ

菅田橋 ｽｹﾞﾀﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 30 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅰ

大出橋 ｵｵｲﾃﾞﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 33 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅰ

菅田川橋 ｽｹﾞﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 31 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅱ

木ノ芽川橋 ｷﾉﾒｶﾞﾜﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 36 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅱ

南新保橋 ﾐﾅﾐｼﾝﾎﾞﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 38 19
東日本高速道路
株式会社

新潟県 村上市 Ⅱ

八幡橋 ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 21 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅰ

宮瀬橋 ﾐﾔｾﾞﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 21 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅱ

弥彦岡橋 ﾔﾋｺｵｶﾊﾞｼ 日本海沿岸東北自動車道 2009 19 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 胎内市 Ⅱ

大防橋 ｵｵﾎﾞｳﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 31 19
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

五十母川橋 ｲｿﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 252 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

上の沢橋 ｶﾐﾉｻﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 84 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

上の沢橋 ｶﾐﾉｻﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 2004 85 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

下の沢橋 ｼﾓﾉｻﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 18 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

下の沢橋 ｼﾓﾉｻﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 2004 18 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀町 Ⅱ

小松上の沢橋 ｺﾏﾂｶﾐﾉｻﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 65 18
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

赤坂橋 ｱｶｻｶﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 37 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

赤坂橋 ｱｶｻｶﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 37 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

新保橋 ｼﾝﾎﾟﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 34 28
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

新保橋 ｼﾝﾎﾟﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 34 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

南郷橋 ﾅﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1996 22 21
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

南郷橋 ﾅﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 22 21
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

安田高架橋 ﾔｽﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 東北横断自動車道いわき新潟線 2002 201 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

安田高架橋 ﾔｽﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 201 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

阿賀野川橋 ｱｶﾞﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 2002 1142 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

阿賀野川橋 ｱｶﾞﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 1142 16
東日本高速道路
株式会社

新潟県 阿賀野市 Ⅱ

早出川橋 ﾊﾔﾃﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 354 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 新潟市 Ⅱ

新関橋 ｼﾝｾｷﾊﾞｼ 東北横断自動車道いわき新潟線 1994 77 17
東日本高速道路
株式会社

新潟県 新潟市 Ⅱ

大手大橋 (ｵｵﾃｵｵﾊｼ) 一般国道（指定区間外）３５１号 1985 878 11.78 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅲ

太郎丸橋 (ﾀﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）４０３号 1983 19 8 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅱ

木之下橋 (ｷﾉｼﾀﾊｼ) 一般国道（指定区間外）４０４号 1970 17 6.5 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅲ

木之下橋歩道橋 (ｷﾉｼﾀﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道（指定区間外）４０４号 2001 20 3.5 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅱ

横崎跨線橋 (ﾖｺｻﾞｷｺｾﾝｷﾖｳ) 主要地方道長岡寺泊線 1976 59 8 新潟県 新潟県 長岡市 Ⅲ

刈谷田橋 (ｶﾘﾔﾀﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）４０３号 1967 111 6 新潟県 新潟県 三条市 Ⅱ

三光橋 (ｻﾝｺｳﾊﾞｼ) 主要地方道住吉上館線 1964 25 6 新潟県 新潟県 新発田市 Ⅲ

半左エ門橋 (ﾊﾝｻﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 主要地方道住吉上館線 1975 57 8.5 新潟県 新潟県 新発田市 Ⅱ

締切橋 (ｼﾒｷﾘﾊﾞｼ) 主要地方道住吉上館線 1972 121 8.5 新潟県 新潟県 新発田市 Ⅲ
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護宝橋 (ｺﾞﾎｳﾊﾞｼ) 一般都道府県道米倉板山新発田線 1965 15 7.3 新潟県 新潟県 新発田市 Ⅲ

市之口橋 (ｲﾁﾉｸﾁﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）１１７号 1987 94 12 新潟県 新潟県 小千谷市 Ⅱ

横渡橋 (ﾖｺﾜﾀｼﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２９１号 2008 19 12.7 新潟県 新潟県 小千谷市 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道長岡栃尾巻線 1984 533 12 新潟県 新潟県 加茂市 Ⅲ

羽根川橋 (ﾊﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）１１７号 1996 31 17 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

田川大橋 (ﾀｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 一般国道（指定区間外）１１７号 1974 32 16 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

渋海橋 (ｼﾌﾞﾐﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５２号 1973 97 8.6 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５２号 1964 403 6 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

十日町橋 (ﾄｵｶﾏﾁﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 1967 476 7.5 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

常世橋 (ﾄｺﾖﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 1970 28 8.5 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

中ノ沢橋 (ﾅｶﾉｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 1970 22 9.5 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

新田沢橋 (ｼﾝﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 1975 39 8.3 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

田沢大橋 (ﾀｻﾞﾜｵｵﾊｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 1974 45 8 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 1975 39 8 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

新大橋 (ｼﾝｵｵﾊｼ) 一般国道（指定区間外）２５３号 2005 115 13 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅰ

布川橋 (ﾇﾉｶﾜﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）３５３号 1978 65 8.8 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

早瀬橋 (ﾊﾔｾﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）３５３号 1970 37 8 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

松之山大橋 (ﾏﾂﾉﾔﾏｵｵﾊｼ) 一般国道（指定区間外）３５３号 1971 36 7.1 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

岩瀬橋 (ｲﾜｾﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）４０３号 1958 37 5.5 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅲ

萩原橋 (ﾊｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）４０３号 1987 41 10 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

荒瀬橋 (ｱﾗｾﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）４０３号 1967 47 6.5 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

姥子沢橋 (ｼﾝｳﾊﾞｺｻﾞﾜﾊﾞｼ) 一般都道府県道中深見越後田沢停車場線 1984 24 9 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅱ

板貝橋 (ｲﾀｶﾞｲﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）３４５号 1984 15 10 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

瀬波小橋 (ｾﾅﾐｺﾊﾞｼ) 一般国道（指定区間外）３４５号 1965 15 7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

瀬波小橋歩道橋 (ｾﾅﾐｺﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道（指定区間外）３４５号 不明 15 2.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

鵜泊大橋 (ｳﾄﾞﾏﾘｵｵﾊｼ) 一般国道（指定区間外）３４５号 1998 92 11.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

大川歩道橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道（指定区間外）３４５号 2005 20 2.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅰ

漆沢橋 (ｳﾙｼｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道山北関川線 1961 15 5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

岩沢橋 (ｲﾜｻﾜﾊﾞｼ) 一般都道府県道高根村上線 1987 190 9.8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

昭和橋歩道橋 (ｼﾖｳﾜﾊﾞｼyﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般都道府県道小揚猿沢線 1998 156 3.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

岩船弁天橋 (ｲﾜﾌﾈﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 一般都道府県道岩船港線 2007 75 16 新潟県 新潟県 村上市 Ⅰ

乙跨線橋 (ｷﾉﾄｺｾﾝｷﾖｳ) 一般都道府県道樽ケ橋長政線 1970 16 8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

渡部橋 (ﾜﾀﾍﾞﾊﾞｼ) 主要地方道新潟寺泊線 1968 384 6 新潟県 新潟県 燕市 Ⅲ

県央大橋 (ｹﾝｵｳｵｵﾊｼ) 主要地方道燕分水線 2001 222 22 新潟県 新潟県 燕市 Ⅱ

本川橋 (ﾓﾄｶﾜﾊﾞｼ) 一般都道府県道見附分水線 2000 185 14.5 新潟県 新潟県 燕市 Ⅱ

八王寺橋歩道橋（右） (ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般都道府県道三条八王寺線 1941 163 4.5 新潟県 新潟県 燕市 Ⅲ

五部一橋 (ｺﾞﾌﾞｲﾁﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

1966 27 6 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

瀬高橋 (ｾﾀﾞｶﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

1964 18 6.2 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅲ

城川橋 (ｼﾛｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

1988 25 12 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

新中沢橋 (ｼﾝﾅｶｻﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道新潟村松三川線 1988 65 9.5 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

中津橋 (ﾅｶﾂﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1965 34 6.8 新潟県 新潟県 上越市 Ⅰ

第一保倉川橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾎｸﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1971 53 8.1 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

第二保倉川橋 (ﾀﾞｲﾆﾎｸﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1971 58 9.5 新潟県 新潟県 上越市 Ⅰ

下小谷島橋 (ｼﾓｺﾔｼﾞﾏﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1971 39 9.2 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ
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六之橋 (ﾛｸﾉﾊｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1966 30 6.5 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

五之橋 (ｺﾞﾉﾊｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1966 29 6.3 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

二之橋 (ﾆﾉﾊｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1970 30 8 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

一之橋 (ｲﾁﾉﾊｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1971 30 8 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

長者島橋 (ﾁﾖｳｼﾞﾔｼﾏﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

1971 38 8.5 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1971 43 9 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

菖蒲橋 (ｼﾖｳﾌﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1965 19 6 新潟県 新潟県 上越市 Ⅱ

深沢２号橋 (ﾌｶｻﾜﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 主要地方道上越安塚柏崎線 1989 45 9 新潟県 新潟県 上越市 Ⅰ

川端橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 一般都道府県道菖蒲高原線 2008 18 8.5 新潟県 新潟県 上越市 Ⅰ

神山大橋 (ｶﾐﾔﾏｵｵﾊｼ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

2005 50 15 新潟県 新潟県 阿賀野市 Ⅱ

間切橋 (ﾏｷﾘﾊﾞｼ) 主要地方道相川佐和田線 1998 49 14.5 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅱ

黒姫大橋 (ｸﾛﾋﾒｵｵﾊｼ) 主要地方道佐渡一周線 1987 310 9.8 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅲ

海府大橋 (ｶｲﾌｵｵﾊｼ) 主要地方道佐渡一周線 1969 101 4 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅱ

岩谷口橋 (ｲﾜﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ) 主要地方道佐渡一周線 1965 20 4 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅲ

願大橋 (ﾈｶﾞｲｵｵﾊｼ) 主要地方道佐渡一周線 2001 180 10.8 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅱ

長者ヶ橋 (ﾁｮｳｼﾞｬｶﾞﾊｼ) 主要地方道佐渡一周線 2002 294 10.8 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅱ

鹿ノ浦大橋 (ｶﾉｳﾗｵｵﾊｼ) 主要地方道佐渡一周線 2002 265 10.8 新潟県 新潟県 佐渡市 Ⅱ

新渋川橋 (ｼﾝｼﾌﾞｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５２
号

1970 65 8 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

中宿橋 (ﾅｶｼﾞﾕｸﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５２
号

1970 47 7 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅱ

茂尻橋 (ﾓｼﾞﾘﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５２
号

1956 50 6 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

大栃山跨線橋 (ｵｵﾄﾁﾔﾏｺｾﾝｷﾖｳ)
一般国道（指定区間外）２５２
号

1971 16 9 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅱ

金泉橋 (ｷﾝｾﾝﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３５２
号

1971 30 5.8 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅰ

銀嶽橋 (ｷﾞﾝｶﾞｸﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３５２
号

1969 31 8.4 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

猿跳橋 (ｻﾙﾊﾈﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３５２
号

1954 46 7 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

猿跳橋歩道橋 (ｻﾙﾊﾈﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３５２
号

1954 46 2.75 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ)
一般都道府県道下折立浦佐停車
場線

1978 49 8.5 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅲ

新五十沢橋 (ｼﾝｲｶｻﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1985 86 11 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

桂沢橋 (ｶﾂﾗｻﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1984 24 11 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

二子沢橋 (ﾆﾀｺﾞｻﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1967 30 10.5 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1957 21 6 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

三国川橋 (ｻｸﾞﾘｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1990 211 12.5 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

宇田沢橋 (ｳﾀﾞｻﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1968 69 12 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

宮の原橋 (ﾐﾔﾉﾊﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1973 21 12 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

黒金橋 (ｸﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1963 94 6 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

新柄沢橋 (ｼﾝｶﾗｻﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９１
号

1987 20 8.5 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

浦佐大橋 (ｳﾗｻｵｵﾊｼ) 主要地方道塩沢大和線 1988 210 13 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

柴倉橋 (ｼﾊﾞｸﾗﾊﾞｼ) 一般都道府県道城内焼野線 1983 38 7 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

八海橋 (ﾊﾂｶｲﾊﾞｼ)
一般都道府県道桐沢麓五日町停
車場線

2011 198 5.5 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

九日町跨線橋 (ｺｺﾉｶﾏﾁｺｾﾝｷﾖｳ) 一般都道府県道一村尾大崎線 1960 15 6.5 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

八島橋 (ﾔｼﾏﾊﾞｼ) 一般都道府県道一村尾六日町線 1967 21 8.9 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

川合橋 (ｶﾜｲﾊﾞｼ)
主要地方道胎内二王子公園羽黒
線

1967 40 7 新潟県 新潟県 胎内市 Ⅲ

樽ヶ橋 (ﾀﾙｶﾞﾊｼ)
主要地方道胎内二王子公園羽黒
線

1969 88 11.4 新潟県 新潟県 胎内市 Ⅲ

本郷跨線橋 (ﾎﾝｺﾞｳｺｾﾝｷﾖｳ) 一般都道府県道中条乙線 1971 214 16 新潟県 新潟県 胎内市 Ⅲ

本郷跨線橋歩道橋（右）
(ﾎﾝｺﾞｳｺｾﾝｷﾖｳﾎﾄﾞｳｷｮｳﾐ
ｷﾞ)

一般都道府県道中条乙線 1971 35 1.5 新潟県 新潟県 胎内市 Ⅱ
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本郷跨線橋歩道橋（左）
(ﾎﾝｺﾞｳｺｾﾝｷﾖｳﾎﾄﾞｳｷｮｳﾋﾀﾞ
ﾘ)

一般都道府県道中条乙線 1971 35 1.5 新潟県 新潟県 胎内市 Ⅱ

舟戸川橋 (ﾌﾅﾄｶﾜﾊｼ) 一般都道府県道中条インター線 2000 60 17.3 新潟県 新潟県 胎内市 Ⅰ

中の大橋 (ﾅｶﾉｵｵﾊｼ) 一般都道府県道網代浜新発田線 2001 24 19.5 新潟県 新潟県 聖籠町 Ⅰ

中の新橋 (ﾅｶﾉｼﾝﾊｼ) 一般都道府県道網代浜新発田線 2001 26 17.3 新潟県 新潟県 聖籠町 Ⅰ

浅貝橋 (ｱｻｶｲﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３５３
号

1982 43 13.5 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅲ

滝ノ又橋 (ﾀｷﾉﾏﾀﾊﾞｼ)
一般都道府県道万条新田越後中
里停車場線

1989 42 8.5 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅱ

小坂跨線橋 (ｺｻｶｺｾﾝｷﾖｳ)
一般都道府県道万条新田越後中
里停車場線

1961 16 8 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅱ

小坂跨線橋左歩道橋 (ｺｻｶｺｾﾝｷﾖｳﾋﾀﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般都道府県道万条新田越後中
里停車場線

1961 16 4 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅱ

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ)
一般都道府県道土樽越後中里停
車場線

2003 172 5.5 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅲ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）１１７
号

1980 15 14 新潟県 新潟県 津南町 Ⅱ

中津川橋 (ﾅｶﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）１１７
号

1981 354 12 新潟県 新潟県 津南町 Ⅲ

宮野原橋 (ﾐﾔﾉﾊﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）１１７
号

1985 224 14.5 新潟県 新潟県 津南町 Ⅲ

船沢橋 (ﾌﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）１１７
号

1979 39 17 新潟県 新潟県 津南町 Ⅱ

逆巻桟道橋 (ｻｶｻﾏｷｻﾝﾄﾞｳｷﾖｳ)
一般国道（指定区間外）１１７
号

1983 43 8.6 新潟県 新潟県 津南町 Ⅱ

新豊原橋 (ｼﾝﾄﾖﾊﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３５３
号

1981 45 8.8 新潟県 新潟県 津南町 Ⅲ

信濃川橋 (ｼﾅﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1961 140 5.5 新潟県 新潟県 津南町 Ⅱ

信濃川橋側道橋 (ｼﾅﾉｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1996 147 2.5 新潟県 新潟県 津南町 Ⅱ

前倉橋 (ﾏｴｸﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1954 30 5.5 新潟県 新潟県 津南町 Ⅲ

清水河原橋 (ｼﾐｽﾞｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1962 49 5.5 新潟県 新潟県 津南町 Ⅲ

黒滝橋 (ｸﾛﾀｷﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

1979 80 9.7 新潟県 新潟県 津南町 Ⅱ

池尻大橋 (ｲｹｼﾞﾘｵｵﾊｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

2012 108 13 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅰ

長者原橋 (ﾁｮｳｼﾞｬｶﾞﾊﾗﾊｼ)
一般国道（指定区間外）２５３
号

2012 63 14 新潟県 新潟県 十日町市 Ⅰ

芋ノ坪橋 (ｲﾓﾉﾂﾎﾞﾊｼ)
一般国道（指定区間外）４０５
号

2011 39 10.2 新潟県 新潟県 上越市 Ⅰ

小清水橋 (ｺｼﾐｽﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２５２
号

1957 4 7 新潟県 新潟県 柏崎市 Ⅲ

新宮川橋 (ｼﾝﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道柏崎高浜堀之内線 1962 4 6.5 新潟県 新潟県 柏崎市 Ⅱ

無名橋５７４４ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 主要地方道柏崎高浜堀之内線 1956 4 10.9 新潟県 新潟県 柏崎市 Ⅲ

しんかい橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 主要地方道柏崎停車場線 1956 4 18.1 新潟県 新潟県 柏崎市 Ⅲ

新大津橋 (ｼﾝｵｵﾂﾊﾞｼ) 主要地方道長岡西山線 1972 4 6.5 新潟県 新潟県 柏崎市 Ⅱ

無名橋５１１６ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

不明 4 11 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

無名橋５１１７ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

不明 5 10.9 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

１号船揚げ場橋 (ｲﾁｺﾞｳﾌﾅｱｹﾞﾊﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1990 12 10.7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

２号船揚げ場橋 (ﾆｺﾞｳﾌﾅｱｹﾞﾊﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1990 12 10.7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

たにかわ橋 (ﾀﾆｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1970 4 8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅰ

稲小路橋 (ｲﾈｺｳｼﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1969 13 7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

横沢橋 (ﾖｺｻﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1965 5 8.2 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1957 4 11.8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1955 5 10.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

庚申橋 (ｺｳｼﾝﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1955 5 8.8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1957 4 10.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

十二川橋 (ｼﾞｭｳﾆｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1968 6 7.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

新普川橋 (ｼﾝﾌｶﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1979 11 9 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1972 14 7.8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 6 9.8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1978 8 7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ
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大日橋歩道橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 11 1.6 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

第２芦谷橋 (ﾀﾞｲﾆｱｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1967 6 6.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

第一芦谷橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1967 6 6.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1973 8 7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

椿橋歩道橋 (ﾂﾊﾞｷﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 12 2.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅰ

入日橋 (ｲﾘﾋﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1971 5 9.4 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

馬下橋 (ﾏｵﾛｼﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1987 9 10.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

泊橋 (ﾄﾏﾘﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1981 11 10 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

蓬来橋 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1969 4 7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

堀川橋 (ﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1957 8 8.2 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

堀川橋歩道橋 (ﾎﾘｶﾜﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 8 1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無谷橋 (ﾑﾔﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1959 8 7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無谷橋歩道橋 (ﾑﾀﾆﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

1987 13 2 新潟県 新潟県 村上市 Ⅰ

無名橋５２５４ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 3 9 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２５７ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 5 8.8 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２６５ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 2 11.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２７０ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 4 8.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２７５ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 3 11.7 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２７６ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 7 10.2 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２７８ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 3 11.3 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋５２７９ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 3 13.3 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

無名橋５２８５ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）３４５
号

不明 3 7.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

むなすず橋 (ﾑﾅｽｽﾞﾊﾞｼ) 主要地方道山北朝日線 1957 8 6 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

家ノ上橋 (ｲｴﾉｳｴﾊﾞｼ) 主要地方道山北関川線 1961 11 5.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

山北１号橋 (ｻﾝﾎﾟｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道山北関川線 1963 4 8.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

無名橋６０３７ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 主要地方道山北関川線 1971 3 6.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

人道橋 (ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ)
一般都道府県道山熊田府屋停車
場線

1962 3 6.2 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

栄螺谷橋 (ｴﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ)
一般都道府県道北中府屋停車場
線

1979 5 5.5 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

越沢口橋 (ｺｼｻﾞﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ)
一般都道府県道北中府屋停車場
線

1971 8 6 新潟県 新潟県 村上市 Ⅲ

沢口橋 (ｻﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般都道府県道鶴岡村上線 1992 10 11.1 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

不明 11 8.5 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅲ

一号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道新潟村松三川線 1972 5 6.5 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

猪鼻橋 (ｲﾉﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 主要地方道新潟村松三川線 1986 10 9.2 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

無名橋５８６９ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 主要地方道白根安田線 2004 5 11 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅰ

山谷橋 (ﾔﾏﾔﾊﾞｼ) 一般都道府県道出戸村松線 1963 6 8.9 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅰ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 一般都道府県道出戸村松線 1963 12 6.1 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

石曽根橋 (ｲｼｿﾞﾈﾊﾞｼ) 一般都道府県道新関橋田村松線 1963 10 8.9 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

下谷大沢橋 (ｼﾓﾀﾆｵｵｻﾜﾊﾞｼ) 一般都道府県道咲花温泉線 1992 5 8 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅱ

水上橋 (ﾐｽﾞｶﾐﾊﾞｼ) 一般都道府県道咲花温泉線 1945 3 7.5 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅰ

成沢橋 (ﾅﾙｻﾜﾊﾞｼ) 一般都道府県道咲花温泉線 2004 14 7 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅰ

村下橋 (ﾑﾗｼﾀﾊﾞｼ) 一般都道府県道猿和田五泉線 1994 14 10.7 新潟県 新潟県 五泉市 Ⅲ

獅撫沢橋 (ｼｼﾌﾞﾅｻﾜﾊｼ)
一般国道（指定区間外）３５２
号

1966 11 6.2 新潟県 新潟県 魚沼市 Ⅱ

ちごけ岩橋 (ﾁｺﾞｹｲﾜﾊﾞｼ) 主要地方道小千谷大和線 1972 8 6.2 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

焼山沢橋 (ﾔｹﾔﾏｻﾜﾊﾞｼ) 主要地方道小千谷大和線 1980 7 7 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ
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無名橋７０２６ (ﾑﾒｲｷｮｳ)
一般都道府県道西枯木又堀之内
線

1974 3 8.6 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

城ノ入川橋 (ｼﾞｮｳﾉｲﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ)
一般都道府県道石打停車場塩沢
線

1980 4 7 新潟県 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

原新田橋 (ﾊﾗｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ)
一般都道府県道越後湯沢停車場
岩原線

1956 3 12.2 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅰ

シャイリ橋 (ｼｬｲﾘﾊﾞｼ) 一般都道府県道神立湯沢線 1974 7 7.2 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅲ

音沢橋 (ｵﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ)
一般都道府県道向原越後中里停
車場線

1994 3 8.5 新潟県 新潟県 湯沢町 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

1985 10 8.5 新潟県 新潟県 関川村 Ⅱ

新赤沢橋 (ｼﾝｱｶｻﾞﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）２９０
号

1980 13 8.5 新潟県 新潟県 関川村 Ⅱ

砂田沢橋 (ｻﾀｻﾞﾜﾊﾞｼ)
一般都道府県道大栗田越後下関
停車場線

1991 2 9.2 新潟県 新潟県 関川村 Ⅰ

深沢橋 (ﾌｶｻﾞﾜﾊﾞｼ)
一般都道府県道大栗田越後下関
停車場線

1980 11 7 新潟県 新潟県 関川村 Ⅲ

無名跨道橋 (ﾑﾒｲｺﾄﾞｳｷｮｳ)
一般都道府県道大栗田越後下関
停車場線

1972 4 7.3 新潟県 新潟県 関川村 Ⅲ

無名橋６８７４ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 一般都道府県道釜谷内浦線 1980 5 8.55 新潟県 新潟県 粟島浦村 Ⅱ

無名橋６８７５ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 一般都道府県道釜谷内浦線 1980 3 8.3 新潟県 新潟県 粟島浦村 Ⅱ

無名橋６８７６ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 一般都道府県道釜谷内浦線 1988 2 12.8 新潟県 新潟県 粟島浦村 Ⅱ

堀川橋歩道橋その２ (ﾎﾘｶﾜﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳｿﾉ2)
一般国道（指定区間外）３４５
号

2012 9 2.6 新潟県 新潟県 村上市 Ⅱ

久平橋 (ｷｭｳﾍｲﾊﾞｼ) 主要地方道新潟新発田村上線 1932 45 7.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

久平橋左歩道橋 (ｷｭｳﾍｲﾊﾞｼﾋﾀﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道新潟新発田村上線 1932 45 2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

久平橋右歩道橋 (ｷｭｳﾍｲﾊﾞｼﾐｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道新潟新発田村上線 1967 45 1.9 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

切尾本橋 (ｷﾘｵﾎﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）豊栄1-23
号線

1988 105 9.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

江口大橋（下り） (ｴｸﾞﾁｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 主要地方道新潟亀田内野線 1997 22 12.9 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

江口大橋（上り） (ｴｸﾞﾁｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 主要地方道新潟亀田内野線 1997 22 11.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

山ノ下橋 (ﾔﾏﾉｼﾀﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）１１３
号

1960 65 11.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

みその橋（Aライン） (ﾐｿﾉﾊﾞｼAﾗｲﾝ) 主要地方道新潟亀田内野線 1993 75 24.15 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

みその橋（Bライン） (ﾐｿﾉﾊﾞｼBﾗｲﾝ) 主要地方道新潟亀田内野線 1993 75 13.75 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

本川大橋 (ﾎﾝｾﾝｵｵﾊｼ)
市区町村道（１級）新光町堀割
町線

1975 122 12.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

みその橋側道橋 (ﾐｿﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｷﾖｳ)
市区町村道（その他）南7-283
号線

1994 74 11.4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

大阿賀橋 (ｵｵｱｶﾞﾊﾞｼ) 主要地方道新潟中央環状線 1997 888 11.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

横雲橋 (ｵｳｳﾝﾊﾞｼ) 一般都道府県道水原亀田線 1963 905 7.6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

下興野橋 (ｼﾓｺﾞﾔﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）下興野飯柳
線

1983 147 7.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）新町第７号
七日町線

1983 146 7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

桃源橋 (ﾄｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）田家飯柳線 1974 35 4.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

下金沢橋 (ｼﾓｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）新町中新田
線

1983 134 6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

金盛橋 (ｷﾝｾｲﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）金沢町16号
東町線

1983 136 9.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

北上橋 (ｷﾀｶﾐﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）新津2-
554号線

1983 135 5.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

豊年橋(1) (ﾎｳﾈﾝﾊﾞｼ(1)
市区町村道（その他）新津2-
563号線

1973 137 4.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

農利大橋 (ﾉｳﾘｵｵﾊｼ)
市区町村道（その他）新津2-
542号線

1980 141 6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

梅ﾉ木3号橋 (ｳﾒﾉｷﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）新津3-
234号線

1980 20 4.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

第2工区第1種橋 (ﾀﾞｲﾆｺｳｸﾀﾞｲｲﾂｼﾕｷﾖｳ)
市区町村道（その他）新津1-97
号線

1982 25 9.4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

富月橋 (ﾌｹﾞﾂﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

1973 112 10.55 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

1979 15 7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

蓑口橋側道橋 (ﾐﾉｸﾞﾁﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道白根安田線 1991 16 3.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

境橋側道橋 (ｻｶｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道白根安田線 1991 23 2.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

ぼうず橋 (ﾎﾞｳｽﾞﾊﾞｼ) 主要地方道新潟五泉間瀬線 1997 23 11.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

丸潟橋 (ﾏﾙｶﾞﾀﾊﾞｼ) 主要地方道白根西川巻線 1988 15 7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

根岸橋 (ﾈｷﾞｼﾊﾞｼ) 一般都道府県道白根亀田線 1998 18 11.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ
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平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 一般都道府県道黒埼新飯田線 1990 23 8.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

高井橋 (ﾀｶｲﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）北田中線 1966 93 4.4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

大通川１号橋 (ｵｵﾄﾞｵﾘｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（２級）下塩俵下鷲
ノ木線

1972 37 5.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

大通川2号橋 (ｵｵﾄﾞｵﾘｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）白根2-
219号線

1972 36 4.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

大倉2号橋 (ｵｵｸﾗ2ｺﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（２級）味方支線10
号線

1985 31 6.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

大通川３号橋 (ｵｵﾄﾞｵﾘｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（２級）中鷲ノ木国
道線

1974 37 4.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

根岸橋(1) (ﾈｷﾞｼﾊﾞｼ(1)
市区町村道（その他）白根2-
300号線

1965 85 6.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

萱場橋 (ｶﾔﾊﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）白根1-86
号線

1966 100 4.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

松橋橋 (ﾏﾂﾊｼﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）白根2-
315号線

1966 88 4.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

白根橋 (ｼﾛﾈﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）白根2-
671号線

1966 83 4.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

味方60号橋 (ｱｼﾞｶﾀ60ｺﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）味方1-
191号線

1983 20 7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

七穂橋 (ﾅﾅﾎﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）味方1-
318号線

1986 31 9.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

浜浦橋 (ﾊﾏｳﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０２
号

1971 229 9.4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 主要地方道新潟寺泊線 1993 31 14 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼ) 一般都道府県道白根黒埼線 1968 112 8.1 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

千下江橋 (ｾﾝｼﾀｴﾊﾞｼ)
一般都道府県道越後赤塚停車場
四ツ郷屋線

1996 25 14 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

白鳥橋 (ｼﾛﾄﾘﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）小新槙尾線 1989 18 12.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

崎山橋 (ｻｷﾔﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）内野町五十
嵐中島線

1961 63 3.6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

仲新橋 (ﾅｶｼﾝﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）新田大友線 1995 98 9.1 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

辻場橋 (ﾂｼﾞﾊﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西4-122
号線

1994 36 12 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

農林省橋 (ﾉｳﾘﾝｼﾖｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西4-14号
線

1960 65 3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

早稲田橋 (ﾜｾﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南5-85
号線

1997 26 8.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

江向橋 (ｴﾑｶｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南5-85
号線

1996 26 8.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

金巻橋 (ｶﾈﾏｷﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南6-
178号線

1973 31 8.6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

今井橋 (ｲﾏｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南7-
223号線

1994 26 10.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

学校山橋 (ｶﾞﾂｺｳﾔﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南2-
196号線

1990 93 10.1 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

須賀橋 (ｽｶﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西4-130
号線

1993 32 8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

潟向橋 (ｶﾀﾑｶｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南5-93
号線

1994 35 6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

崎堤橋 (ｻｷﾃｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）西南5-94
号線

1994 32 4.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

間瀬橋 (ﾏｾﾞﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０２
号

1973 36 10.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

宝橋 (ﾀｶﾗﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４０２
号

1974 17 8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

飛落橋 (ﾄﾋﾞｵﾁﾊﾞｼ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

1967 16 7.4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

飛落橋歩道橋 (ﾄﾋﾞｵﾁﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

1988 16 2.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

舟戸橋(1) (ﾌﾅﾄﾊﾞｼ(1)
一般国道（指定区間外）４６０
号

1968 26 9 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

大原橋 (ｵｵﾊﾗﾊｼ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

1992 18 11 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

間手橋 (ﾏﾃﾊﾞｼ) 主要地方道新潟寺泊線 1960 26 8.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

矢川橋 (ﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）橋本金池線 1971 17 6.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

境橋(2) (ｻｶｲﾊﾞｼ(2) 主要地方道新潟燕線 1987 20 11.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

西潟橋 (ﾆｼｶﾞﾀﾊﾞｼ) 主要地方道新潟燕線 1988 21 9.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

新貝柄橋 (ｼﾝｶｲｶﾞﾗﾊﾞｼ) 主要地方道新潟中央環状線 1983 20 12.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

善光寺橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 主要地方道新潟中央環状線 1963 25 6 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

新川橋(1) (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ(1) 主要地方道新潟中央環状線 1985 72 12.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

蝸牛橋 (ﾀﾞｲﾛﾊﾞｼ) 主要地方道新潟五泉間瀬線 1971 27 9.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

諏訪大橋 (ｽﾜｵｵﾊｼ) 主要地方道白根西川巻線 1987 20 12 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ
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久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ) 一般都道府県道石瀬吉田線 1971 22 7.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 一般都道府県道横山巻線 1973 35 9.9 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

前田橋歩道橋（左） (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳﾋﾀﾞﾘ) 一般都道府県道横山巻線 1973 36 3.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

下和納大橋 (ｼﾓﾜﾉｳｵｵﾊｼ) 一般都道府県道五千石巻新潟線 1997 42 8.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

諏訪橋 (ｽﾜﾊﾞｼ) 一般都道府県道今井巻線 1964 39 6.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

青雲橋 (ｾｲｳﾝﾊﾞｼ) 一般都道府県道今井巻線 1994 26 12.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

朝日橋(1) (ｱｻﾋﾊﾞｼ(1) 市区町村道（１級）潟上高橋線 2011 26 10 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

蛍雪橋(1) (ｹｲｾﾂﾊﾞｼ(1) 市区町村道（１級）高校通線 1960 21 5.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

新赤鏥橋 (ｼﾝｱｶｻﾋﾞﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）堀山外廻線 1980 19 2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

大曽根横戸1号橋 (ｵｵｿﾞﾈﾖｺﾄﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（１級）大曽根横戸
線

1973 20 7.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

矢川1号橋 (ﾔｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（２級）金池猿ヶ瀬
線

1971 23 4.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

702-2号橋 (702ｰ2ｺﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）西川2-
103号線

1952 16 3.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

矢川2号橋 (ﾔｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）岩室1-59
号線

1971 24 4.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

7号橋(1) (7ｺﾞｳｷｮｳ(1)
市区町村道（その他）岩室1-
529号線

1993 53 7.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

真中橋 (ﾏﾅｶﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）巻1-242
号線

1992 30 8.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

新生橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）巻1-403
号線

1974 17 5.1 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

山島橋 (ﾔﾏｼﾞﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）巻1-6号
線

1964 34 4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

712号線橋 (712ｺﾞｳｾﾝｷﾖｳ) 市区町村道（１級）堀山外廻線 1964 20 6.4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）巻1-62号
線

1965 34 4 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

立志橋 (ﾘｯｼﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）巻1-69号
線

1991 36 5.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

仲良し橋 (ﾅｶﾖｼﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）巻1-69号
線

1998 37 2.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

飛落川橋 (ﾄﾋﾞｵﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）河井赤鏥線 2006 21 13.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

933-1号橋 (933ｰ1ｺﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）西川2-
350号線

1951 17 3.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

934-3号橋 (934ｰ3ｺﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）西川2-
351号線

1954 17 3.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

新早通橋 (ｼﾝﾊﾔﾄｵﾘﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）縦１号線 1976 58 8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

今井27号橋 (ｲﾏｲ27ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）潟東1-
409号線

1964 39 4.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

六分月潟橋 (ﾛｸﾌﾞﾂｷｶﾞﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）六分・月潟
線

1970 17 5.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

無名橋（西蒲6） (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼｶﾝ6)
市区町村道（その他）中之口1-
179号線

不明 15 8.2 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

西川橋歩道橋 (ﾆｼｶﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ)
一般国道（指定区間外）４６０
号

不明 19 2.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

下場橋 (ｹﾞﾊﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）東6-158
号線

不明 18 6.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

潟頭大橋 (ｶﾀｶﾞｼﾗｵｵﾊｼ)
市区町村道（その他）巻1-143
号線

2012 20 8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

西川橋りょう (ﾆｼｶﾜｷｮｳﾘｮｳ)
市区町村道（その他）西5-270
号線

不明 49 3.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

お松橋 (ｵﾏﾂﾊｼ) 主要地方道新潟寺泊線 2013 30 13 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

青山跨道橋 (ｱｵﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）西5-270
号線

1971 25 3.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

茶屋川橋 (ﾁｬﾔｶﾜﾊｼ) 主要地方道新潟寺泊線 2012 22 16 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

琴平橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊｼ)
市区町村道（その他）東3-626
号線

2012 17 6.7 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

無名橋(7) (ﾑﾒｲｷｮｳ(7)
市区町村道（その他）東6-158
号線

不明 23.9 6.5 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅱ

無名橋(8) (ﾑﾒｲｷｮｳ(8)
市区町村道（その他）東6-157
号線

不明 23 6.8 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅲ

無名橋(1791) (ﾑﾒｲｷｮｳ(1791)
市区町村道（その他）西2-270
号線

不明 14 3.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

無名橋(1792) (ﾑﾒｲｷｮｳ(1792)
市区町村道（その他）西5-270
号線

不明 6 3.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

無名橋(1793) (ﾑﾒｲｷｮｳ(1793)
市区町村道（その他）西5-270
号線

2012 4.5 3.3 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

無名橋(2166) (ﾑﾒｲｷｮｳ(2166)
市区町村道（その他）北5-68号
線

不明 12.58 29.39 新潟市 新潟県 新潟市 Ⅰ

金住橋 (ｶﾈｽﾞﾐﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線１９
号線

1969 14.8 14.2 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

南陽橋 (ﾅﾝﾖｳﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）栖吉１９６
号線

1963 14.9 4.6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ
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新柿橋 (ｼﾝｶｷﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線３６
号線

1965 15.3 5.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

要橋 (ｶﾅﾒﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線７号
線

1975 14.7 20.1 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

増沢橋 (ﾏｽｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線３７
号線

1966 14.6 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

川向機場橋 (ｶﾜﾑｶｲｷｼﾞｮｳｷｮｳ)
市区町村道（２級）中之島１７
４号線

2001 15 4.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

南田橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）山通１０
１号線

1993 14.8 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

三右エ門橋 (ｻﾝｳｴﾓﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内３７
４号線

1975 15 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

田村橋 (ﾀﾑﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）二和１０
２号線

1963 15 6.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

睦橋 (ﾑﾂﾐﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）２０号線 1991 15 9.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

釜沢橋 (ｶﾏｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内２４
３号線

2006 14.8 2.4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

猫田橋 (ﾈｺﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）栖吉３２
号線

2009 14.9 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

流通団地1号橋 (ﾘｭｳﾂｳﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｾﾝ)
市区町村道（その他）中之島１
４７号線

1997 15.6 14 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

流通団地2号橋 (ﾘｭｳﾂｳﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳｾﾝ)
市区町村道（その他）中之島８
５７号線

1997 15.6 9 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

永久橋 (ｴｲｷｭｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島５
０６号線

1995 15.5 2.7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

雁行橋 (ｶﾞﾝｺｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）５０３号
線

1939 15.5 6.7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

30号左岸低水路橋 (30ｺﾞｳｻｶﾞﾝﾃｲｽｲﾛｷｮｳ)
市区町村道（１級）中之島７６
０号線

1996 17.2 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

永久橋 (ｴｲｷｭｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島６
２３号線

1993 17.2 2.7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３９３号
線

1979 18 9 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

三貫橋 (ｻﾝｶﾞﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）栖吉１４
６号線

1954 18.3 5.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

五六橋 (ｺﾞﾛｸﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）二和１５
０号線

1965 17.5 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

水上橋 (ﾐｽﾞｶﾐﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）太田６７
号線

2007 17.5 5.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

焼山橋 (ﾔｹﾔﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）太田６７
号線

2007 18.1 5.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

高津谷橋 (ﾀｶﾂﾔﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線８２
号線

1989 19.1 5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

久生橋 (ｷﾕｳｾｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３８７号
線

1982 18.6 17.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

流水橋 (ﾘﾕｳｽｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）栖吉１１
９号線

1996 19.4 2.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

牧場橋 (ﾏｷﾊﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）栖吉１７
１号線

1991 18.6 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

鮫竜橋 (ｺｳﾘﾕｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内６０
０号線

1964 18.8 5.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

新柿大橋 (ｼﾝｶｷｵｵﾊｼ)
市区町村道（１級）東幹線３６
号線

1966 20 5.6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

東神田橋 (ﾋｶﾞｼｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線２０
号線

1983 19.6 23.2 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

無名橋0216 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ0216)
市区町村道（その他）山通４号
線

1966 20.3 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

瀬戸大橋 (ｾﾄｵｵﾊｼ)
市区町村道（１級）東幹線２８
号線

1980 20.5 7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

30号橋 (30ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（１級）中之島７６
０号線

1996 21.5 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

荒川橋 (ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線２３
号線

2001 22.2 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

常盤橋1 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ1)
市区町村道（その他）４１５号
線

1991 21.7 10 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

五百刈橋 (ｺﾞﾋｬｯｶﾘﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）中之島８０
７号線

1977 22 6.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

宝田橋 (ﾎｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３４４号
線

1964 22 5.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

向川原橋 (ﾑｶｲｶﾜﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）山通１０
２号線

1982 22.5 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）王寺川３
４号線

2001 21.1 5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

前山橋 (ﾏｴﾔﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線３８
号線

2008 22.8 18.7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

改良橋 (ｶｲﾘﾖｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）山通２１
号線

1966 22.6 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

蓮潟橋 (ﾊｽｶﾞﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線２６
号線

1988 24.2 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）山通２２
号線

1966 23.6 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

豊年橋 (ﾎｳﾈﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線２０
号線

2008 24.9 20 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

40号橋 (40ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）中之島５
０６号線

1995 25.4 2.7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

50号橋 (50ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）中之島８
８０号線

2001 25.2 2.6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ
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笹塚橋 (ｻｻﾂﾞｶﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）山通４０
号線

1966 25.2 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

中之橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）王寺川４
３号線

1999 24.2 5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

弥次右衛門橋 (ﾔｼﾞｴﾓﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）黒条２０
４号線

1996 25.1 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

20号橋 (20ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）中之島６
２３号線

1993 25.5 2.7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

大沼橋 (ｵｵﾇﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）中之島６０
３号線

1982 26.2 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

王神橋 (ｵｵｼﾞﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線６６
号線

1985 27 18.2 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

龍泉橋 (ﾘﾕｳｾﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線２８
号線

1984 26.6 7.1 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

おたかの橋 (ｵﾀｶﾉﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線１０
号線

1990 26.9 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

千分橋 (ｾﾝﾌﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線１１
号線

1977 27.6 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

長倉大橋 (ﾅｶﾞｸﾗｵｵﾊｼ)
市区町村道（１級）東幹線３５
号線

1964 29.3 5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

三十河原橋 (ｻﾝｼﾞﾕｳｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）二和５９
号線

1971 29.7 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線４５
号線

1999 31 16 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）山通５２
号線

1977 31.4 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

茅野橋 (ｶﾔﾉﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）下川西１
２４号線

1979 31.6 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

大沼橋 (ｵｵﾇﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）中之島６０
３号線

2004 32.5 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

豊田橋 (ﾄﾖﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）６５６号
線

1976 32.7 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

新保橋 (ｼﾝﾎﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線５２
号線

1981 36 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）３２号線 1975 36.1 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

百度橋 (ﾄﾞﾄﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）西幹線５３
号線

1970 37 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

豊詰橋 (ﾄﾖﾂﾞﾒﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線１１
号線

1960 38 3 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

猿田橋 (ｻﾙﾀﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）６２号線 1975 38.8 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

無名橋413 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ413)
市区町村道（その他）富曽亀６
５号線

2007 41.1 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線６４
号線

1991 42 16 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

水門橋 (ｽｲﾓﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）新組１１
０号線

2004 42.4 4.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

新富橋 (ｼﾝﾄﾐﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）富曽亀６
８号線

2005 42.5 3.6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）新組７号
線

2000 43.3 3 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

大浦橋 (ｵｵｳﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）１５１号
線

1975 45.1 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

松橋 (ﾏﾂﾊｼ)
市区町村道（その他）関原７５
号線

1999 45.1 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

真野代橋 (ﾏﾉｼﾛﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島５
０１号線

1976 50.8 2.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

八幡跨道橋 (ﾔﾊﾀｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）二和５４
号線

1979 50.5 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

池之島橋 (ｲｹﾉｼﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）中之島８２
８号線

1993 51.8 10 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

大三橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）東幹線７７
号線

1981 52.5 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

坪根橋 (ﾂﾎﾞﾈﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島５
６号線

1990 52 3.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

川向2号橋 (ｶﾜﾑｶｲ2ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）中之島８
２号線

1988 52.4 3.6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

村下橋 (ﾑﾗｼﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島１
１３号線

1997 52.4 2.3 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

中曽根橋 (ﾅｶｿﾈﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島７
１号線

1988 52.3 3.6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

こだま橋 (ｺﾀﾞﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内５３
２号線

1991 52.3 8.8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

上の山跨道橋 (ｳｴﾉﾔﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）市道川口
165号線

1981 51.9 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

川向大橋 (ｶﾜﾑｶｲｵｵﾊｼ)
市区町村道（２級）中之島１７
４号線

2001 54 4.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

品之木橋 (ﾎﾞﾝﾆｷﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島１
６４号線

1993 53.5 2 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

長呂橋 (ﾅｶﾞﾛｷｮｳ)
市区町村道（その他）中之島２
６２号線

1999 53.7 3.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

島田橋 (ｼﾏﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島２
６７号線

1991 53.6 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

海老島橋 (ｴﾋﾞｼﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島４
２９号線

1992 54.1 2.3 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

エキスカ橋 (ｴｷｽｶﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島５
３３号線

1979 53.5 2.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ
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中条新田橋 (ﾁｭｳｼﾞｮｳｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島５
３５号線

1996 54.2 6.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

営団橋 (ｴｲﾀﾞﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島４
３３号線

1985 53.9 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

中条大橋 (ﾁｭｳｼﾞｮｳｵｵﾊｼ)
市区町村道（その他）中之島４
６３号線

1984 54.1 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

宮村橋 (ﾐﾔﾑﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島７
９３号線

1984 54 5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

並木新田橋 (ﾅﾐｷｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）中之島２９
５号線

1995 54 2.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

原田跨道橋 (ﾊﾗﾀﾞｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）市道川口
328号線

1981 55.2 5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

海勇橋 (ｶｲﾕｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中之島３
２０号線

1993 57 4.2 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

たいこ大橋 (ﾀｲｺｵｵﾊｼ)
市区町村道（その他）中之島１
４８号線

2005 61.2 4.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内３号
線

1994 60.7 7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

栖吉橋 (ｽﾖｼﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）７８８号
線

2005 61.4 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

西川口跨道橋 (ﾆｼｶﾜｸﾞﾁｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）市道川口
330号線

1981 64 6.8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

上ノ原跨道橋 (ｳｴﾉﾊﾗｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）市道川口
305号線

1981 66 4.5 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

平島橋 (ﾍｲｼﾞﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内２１
号線

1985 67.5 8 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅰ

熊之宮橋 (ｸﾏﾉﾐﾔﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）二和５４
号線

1979 72.3 6 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

永代橋 (ｴｲﾀﾞｲﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮内５８
９号線

1982 73.3 7 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅱ

西倉跨道橋 (ｻｲｸﾞﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）市道川口
303号線

1981 72.5 4 長岡市 新潟県 長岡市 Ⅲ

古関通り線１号橋 (ｺｾｷﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）古関通り
線

不明 2.1 3.8 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

上林学校通り線１号橋
(ｶﾝﾊﾞﾔｼｶﾞｯｺｳﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

市区町村道（その他）上林学校
通り線

不明 2 4.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

飛戸通り１号線１号橋
(ﾄﾋﾞﾄﾄﾞｳﾘ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）飛戸通り
１号線

不明 2.4 4.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嵐北４０１号線２号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ401ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北４０
１号線

不明 2.1 6.1 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嵐北４０１号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ401ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北４０
１号線

不明 2 4.1 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

新光石上線１号橋 (ﾆｯｺｳｲｼｶﾞﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）新光石上
線

不明 2.1 10.2 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

裏館校正門線１号橋 (ｳﾗﾀﾞﾃｺｳｾｲﾓﾝｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）裏館校正
門線

不明 2.1 6.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

嘉坪川南通り線１号橋
(ｶﾂﾎﾞｶﾞﾜﾐﾅﾐﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

市区町村道（その他）嘉坪川南
通り線

不明 2.4 5.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

嵐北３８５号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ385ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北３８
５号線

不明 2.3 4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

興野塚野目線３号橋 (ｺｳﾔﾂｶﾉﾒｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）興野塚野
目線

不明 2.2 4.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

興野塚野目線１号橋 (ｺｳﾔﾂｶﾉﾒｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）興野塚野
目線

不明 2.5 6.9 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

裏館校前通り線１号橋
(ｳﾗﾀﾞﾃｺｳﾏｴﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）裏館校前
通り線

不明 2.2 4.8 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

鬼谷地寺浦線１号橋 (ｵﾆﾔﾁﾃﾗｳﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）鬼谷地寺
浦線

不明 2 4.7 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

辰明飛戸通り１号線１号
橋

(ﾀﾂｱｷﾄﾋﾞﾄﾄﾞｳﾘ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）辰明飛戸
通り１号線

不明 2.4 4.9 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

諏訪之橋 (ｽﾜﾉﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）嘉坪川地
蔵様脇通り線

1957 2.9 2.7 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嘉坪川新光東線１号橋
(ｶﾂﾎﾞｶﾞﾜﾆｯｺｳﾋｶﾞｼｾﾝ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

市区町村道（その他）嘉坪川新
光東線

不明 4 6.6 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

寺浦２号線１号橋 (ﾃﾗｳﾗ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）寺浦２号
線

不明 2.4 10.2 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

興野塚野目線２号橋 (ｺｳﾔﾂｶﾉﾒｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）興野塚野
目線

不明 3.5 8.1 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

嵐北３９６号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ396ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北３９
６号線

不明 2 8.8 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

村下稲葉瀬線１号橋 (ﾑﾗｼﾀｲﾅﾊﾞｾｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）村下稲葉
瀬線

不明 2.4 3.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

下坂井三百刈２号線１号
橋

(ｼﾓｻｶｲｻﾝﾋﾞｬｸｶﾘ2ｺﾞｳｾﾝ1
ｺﾞｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）下坂井三
百刈２号線

不明 2 8.1 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

上田島中通り線１号橋
(ｶﾐﾀｼﾞﾏﾅｶﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）上田島中
通り線

不明 2.7 3.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

実校登校通り線１号橋
(ｼﾞﾂｺｳﾄｳｺｳﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）実校登校
通り線

不明 2.3 4.7 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嵐北３９１号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ391ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北３９
１号線

不明 2.1 5.2 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嵐北４２３号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ423ｺﾞｳｾﾝ)
市区町村道（その他）嵐北４２
３号線

不明 2.3 8.1 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

荒町土提下殿田線１号橋
(ｱﾗﾏﾁﾄﾞﾃｼﾀﾄﾉﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）荒町土堤
下殿田線

不明 2.1 6.2 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

条南小学校南線１号橋
(ｼﾞｮｳﾅﾝｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐｾﾝ1
ｺﾞｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）条南小学
校南線

不明 2.4 4.9 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

南四日町西本成寺線１号
橋

(ﾐﾅﾐ4ｶﾏﾁﾆｼﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｾﾝ1
ｺﾞｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）南四日町
西本成寺線

不明 2.2 12 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ
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田島興野線１号橋 (ﾀｼﾞﾏｺｳﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）田島興野
線

不明 2.5 11.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

瓦斯会社東通り線１号橋
(ｶﾞｽｶﾞｲｼｬﾋｶﾞｼﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）瓦斯会社
東通り線

不明 2.3 4.9 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嘉坪川毛付２号線１号橋
(ｶﾂﾎﾞｶﾞﾜｹﾂﾞｹ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

市区町村道（その他）嘉坪川毛
付２号線

不明 2.7 3.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

電話中継所裏通り線１号
橋

(ﾃﾞﾝﾜﾁｭｳｹｲｼﾞｮｳﾗﾄﾞｳﾘｾﾝ1
ｺﾞｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）電話中継
所裏通り線

不明 3.1 4.2 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

四日町島田線１号橋 (ﾖｯｶﾏﾁｼﾏﾀﾞｾﾝ)
市区町村道（その他）四日町島
田線

不明 3.4 6.5 三条市 新潟県 三条市 Ⅲ

四日町富士の湯前通り線
１号橋

(ﾖｯｶﾏﾁﾌｼﾞﾉﾕﾏｴﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞ
ｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）四日町富
士の湯前通り線

不明 3.2 3.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅲ

南小学校線１号橋 (ﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）南小学校
線

不明 3.4 15.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

嵐北３８３号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ383ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北３８
３号線

不明 5 8.8 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

錦橋 (ﾆｼｷﾊｼ)
市区町村道（その他）島田風呂
屋前通り線

1963 5.3 5 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

寿橋 (ｺﾄﾌﾞｷﾊｼ)
市区町村道（その他）母子寮前
通り線

不明 7.4 6.3 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

三栄橋 (ﾐﾂｴﾊｼ)
市区町村道（その他）田巻床屋
脇通り線

不明 7.2 4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

宮裏橋 (ﾐﾔｳﾗﾊｼ)
市区町村道（その他）四日町宮
裏参道線

不明 7.2 4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

南四日町四丁目１号線１
号橋

(ﾐﾅﾐﾖｯｶﾏﾁﾖﾝﾁｮｳﾒ1ｺﾞｳｾﾝ1
ｺﾞｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）南四日町
四丁目１号線

不明 6.7 3.9 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

宮之下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ)
市区町村道（その他）楢山上峠
線

1995 10 5 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

サイノカミ裏門通り線１
号橋

(ｻｲﾉｶﾐｳﾗﾓﾝﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）サイノカ
ミ裏門通り線

不明 2 4.2 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

四日町校正門通り線１号
橋

(ﾖｯｶﾏﾁｺｳｾｲﾓﾝﾄﾞｳﾘｾﾝ1ｺﾞｳ
ｷｮｳ)

市区町村道（その他）四日町校
正門通り線１号橋

不明 3.3 6 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

嵐北３７７号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ377ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北３７
７号線

不明 4.3 7.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

嵐北４５８号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ458ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北４５
８号線

不明 3.1 21 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

嵐北４６１号線１号橋 (ﾗﾝﾎﾟｸ461ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）嵐北４６
１号線

不明 3.1 19.5 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

新光大坪５号線１号橋
(ﾆｯｺｳｵｵﾂﾎﾞ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ
ｳ)

市区町村道（その他）新光大坪
５号線

不明 3.1 9 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

旧女学校正門通り線１号
橋

(ｷｭｳｼﾞｮｶﾞｯｺｳｾｲﾓﾝﾄﾞｳﾘｾﾝ
1ｺﾞｳｷｮｳ)

市区町村道（その他）旧女学校
正門通り線

不明 2.6 12.6 三条市 新潟県 三条市 Ⅰ

石原道１号線１号橋 (ｲｼﾊﾗﾐﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）石原道１
号線

不明 4.3 11.4 三条市 新潟県 三条市 Ⅱ

大黒沢橋 (ｵｵｸﾛｻﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）大黒沢小黒
沢線

1970 19 4.8 十日町市 新潟県 十日町市 Ⅲ

水上沢橋 (ﾐｽﾞｶﾐｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３１０３
号線

不明 2 4 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３３３２
号線

不明 2 6.3 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

下通り橋 (ｼﾓﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３３３３
号線

不明 2 2.5 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３８３４
号線

不明 2 4.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

新沢橋 (ｼﾝｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４５０１
号線

不明 2 2.2 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４９０８
号線

不明 2 7.7 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

天王前２号橋 (ﾃﾝﾉｳﾏｴﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５７３４
号線

不明 2 5.3 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

天王前１号橋 (ﾃﾝﾉｳﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５７３４
号線

不明 2 3.9 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

舞坂小橋 (ﾏｲｻｶｺﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）５８１１
号線

不明 2 3.8 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

柳渕橋 (ﾔﾅｷﾞﾌﾁﾊｼ)
市区町村道（その他）３３０１
号線

不明 2 6.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

滝ノ沢１号橋 (ﾀｷﾉｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５７５６
号線

不明 2 6 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

堂地橋 (ﾄﾞｳﾁﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）５７４３
号線

不明 2 7.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

上川原２号橋 (ｶﾐｶﾞﾜﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）４８３４
号線

1976 2 11.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

舞台１号橋 (ﾌﾞﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）２８１３
号線

1971 2 4.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

屋敷下橋 (ﾔｼｷｼﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３３０７
号線

不明 3 3.3 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３５１８
号線

不明 3 3.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

地里橋 (ﾁｻﾄﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３８３５
号線

不明 3 4.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

虚空蔵１号橋 (ｺｸｿﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）４７０３
号線

不明 3 6 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

上ノ山橋 (ｶﾐﾉﾔﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４７０４
号線

不明 3 3.3 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

宮野橋 (ﾐﾔﾉﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４９１８
号線

不明 3 6.5 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

小栗川２号橋 (ｵｸﾞﾘｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５７１１
号線

不明 3 4.3 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ
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庄エ門川３号橋 (ｼｮｳｴﾓﾝｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５７２４
号線

不明 3 6.7 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

沢入橋 (ｻﾜｲﾘﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）５８０５
号線

不明 3 4.7 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３７０１
号線

不明 3 6.5 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

中塚橋 (ﾅｶﾂｶﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３４０９
号線

1976 3 4.7 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

古川２号橋 (ﾌﾙｶﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）２８０８
号線

1971 3 4.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

舞台２号橋 (ﾌﾞﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）２８１８
号線

1971 3 4.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

道下橋 (ﾐﾁｼﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４５２４
号線

不明 4 6 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

横道橋 (ﾖｺﾐﾁﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４７０１
号線

不明 4 2.4 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

虚空蔵３号橋 (ｺｸｿﾞｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）４７０３
号線

不明 4 4 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

虚空蔵４号橋 (ｺｸｿﾞｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）４７０３
号線

不明 4 4.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

神明橋 (ｼﾝﾐｮｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４７０５
号線

不明 4 4.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

又左エ門橋 (ﾏﾀｻﾞｴﾓﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）５６０１
号線

不明 4 3.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

又助橋 (ﾏﾀｽｹﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）５６０３
号線

不明 4 3.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

池ノ平２号橋 (ｲｹﾉﾀﾞｲﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５８１５
号線

不明 4 3 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

寺小路小橋 (ﾃﾗｺｳｼｺﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４９１８
号線

不明 4 3.9 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

滝ノ沢３号橋 (ﾀｷﾉｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）５７１１
号線

不明 4 4.2 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

丑右エ門橋 (ｳｼｳｴﾓﾝﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３８２７
号線

1976 4 5.5 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

弥五郎橋 (ﾔｺﾞﾛｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３８３１
号線

1976 4 4.5 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３５３３
号線

1970 4 4 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

村中橋 (ﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３７０２
号線

不明 5 3.2 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

寺裏橋 (ﾃﾗｳﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４７０１
号線

不明 5 2.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

虚空蔵２号橋 (ｺｸｿﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）４７０３
号線

不明 5 4.6 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４９１８
号線

不明 5 8.1 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

押出橋 (ｵｼﾃﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４４２７
号線

1996 5 4 村上市 新潟県 村上市 Ⅲ

早川下橋 (ﾊﾔｶﾜｼﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）４１０４
号線

1996 5 6.4 村上市 新潟県 村上市 Ⅱ

川原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）３４０３
号線

1976 5 7.5 村上市 新潟県 村上市 Ⅰ

西太田第四橋 (ﾆｼｵｵﾀﾀﾞｲ4ｷｮｳ)
市区町村道（その他）吉田金属
センター７号線

1967 13 5 燕市 新潟県 燕市 Ⅲ

小新保6号橋 (ｺｼﾝﾎﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（１級）安出船越線 1980 16 10.3 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅲ

虚空蔵橋 (ｺｸｿﾞｳﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）別所本線 1995 20 10.7 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

蒲原大橋 (ｶﾝﾊﾞﾗｵｵﾊｼ)
市区町村道（１級）春日新田丸
山線

1995 20 12.2 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

晃宮橋 (ﾃﾙﾐﾔﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）村松笹野町
中名沢線

1991 20 11 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅰ

中江橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）村松笹野町
中名沢線

2003 22 11 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

城下大橋 (ｼﾛｼﾀｵｵﾊｼ) 市区町村道（１級）安出船越線 1980 22 10.2 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅲ

夜明橋 (ﾖｱｶｼﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）村松笹野町
中名沢線

2003 23 11 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

新田大橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｵｵﾊｼ) 市区町村道（１級）青橋別所線 1968 24 5.1 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅲ

藤原川橋 (ﾌｼﾞﾜﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）一本杉論瀬
赤羽線

1958 24 5.15 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅲ

天正川橋 (ﾃﾝｼｮｳｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）善願本地線 1965 28 5 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅲ

五部一川橋 (ｺﾞﾌﾞｲﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）村松笹野町
中名沢線

1994 38 11 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

松野橋 (ﾏﾂﾉﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）松野線 1965 49 3.4 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）千原中名沢
境橋６８号線

2003 52 4.2 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅰ

夏針橋 (ﾅﾂﾊﾘﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）夏針街道線 1984 60 7.2 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）五泉金津線 2004 126 7.2 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅱ

蟹ヶ瀬橋 (ｶﾆｶﾞｾﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）土深小熊線 2004 132 7.2 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅰ

桑山大橋 (ｸﾜﾔﾏｵｵﾊｼ)
市区町村道（１級）三本木桑山
論瀬新田線

1993 202 9.5 五泉市 新潟県 五泉市 Ⅲ
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清水川６号橋 (ｼﾐｽﾞｶﾞﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（２級）十日町五箇
線

不明 7 4.5 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

太助橋 (ﾀｽｹﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）小深沢線 不明 10 4.6 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

ふれあい大橋 (ﾌﾚｱｲｵｵﾊｼ)
市区町村道（その他）三ツ又旧
道線

不明 12 5.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

橋場川橋 (ﾊｼﾊﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）宮田１号
線

不明 14 2.4 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

古宮橋 (ﾌﾙﾐﾔﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）原虫野本
線

1989 15 6.7 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

油屋橋 (ｱﾌﾞﾗﾔﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）島発電所線 1968 16 4.6 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

あわせ湯橋 (ｱﾜｾﾕﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）大湯温泉５
号線

1964 16 3 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

細栗橋 (ﾎｿｸﾘﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）守門１４号
線

1978 17 7.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）下稲倉１
号線

1969 18 4.9 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）原２３号線 1985 20 6.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

板木川５号橋 (ｲﾀｷﾞｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（１級）伊勢島北２
号線

1990 21 4.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）並柳神社線 1974 21 5.3 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

大和沢橋 (ﾔﾏﾄｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）堀之内２６
号線

1992 22 8.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

観音欠橋 (ｶﾝﾉﾝｶﾞｹﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）大浦大浦新
田線

1973 22 6.3 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

荒谷橋 (ｱﾗﾔﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）荒貫１号線 1980 29 5.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

小平沢橋 (ｺﾋﾞﾗｻﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）宇津野１０
号線

1974 30 5.4 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

岩の下橋 (ｲﾜﾉｼﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）大白川１２
３号線

1965 30 3.5 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

親柄橋 (ｵﾔｶﾞﾗﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）親柄吉原線 1963 35 4 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

御拝口橋 (ｵﾊｲｸﾞﾁﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）高倉１１
号線

1978 37 4.7 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

ふじみ橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）葎沢２８号
線

2000 40 8.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

白山大橋 (ﾊｸｻﾝｵｵﾊｼ) 市区町村道（２級）芋川６号線 2003 40 8.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

下原第二跨道橋 (ｼﾀﾊﾗﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）七日市４
９号線

1982 40 5.8 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）和田原１
号線

1967 41 4.7 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

山橋 (ﾔﾏﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）西名３号線 1998 42 5.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

下原第三跨道橋 (ｼﾀﾊﾗﾀﾞｲｻﾝｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）七日市１
３号線

1982 42 6 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

白石橋 (ｼﾛｲｼﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）守門１７号
線

1972 45 5.7 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

井口跨道橋 (ｲﾉｸﾁｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（１級）井口新田１
１号線

1982 45 10.9 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

新向松川橋 (ｼﾝﾑｶｲﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）向松川１号
線

1979 45 4.8 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

見返橋 (ﾐｶｲﾘﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）大湯温泉６
号線

1974 46 6.6 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

野口橋 (ﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）大沢６２号
線

1998 46 8.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

中子橋 (ﾅｶｺﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）大栃山４１
号線

2005 47 4.2 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

下原第一跨道橋 (ｼﾀﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）七日市４
号線

1982 47 7 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

中堀跨道橋 (ﾅｶﾎﾞﾘｺﾄﾞｳｷﾖｳ)
市区町村道（その他）井口新田
１３号線

1982 47 6.1 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）大白川２９
号線

1965 49 4.3 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

下島橋 (ｼﾓｼﾞﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（２級）堀之内２８
号線

1979 102 7.5 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅱ

新保橋 (ｼﾝﾎﾞﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）新保小出線 1975 56 7.5 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

池平橋 (ｲｹﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）中子沢中家
線

2002 60 10.5 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

須川橋 (ｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）守門３号線 2003 80 13.3 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

横瀬橋 (ﾖｺｾﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）平地横瀬橋
線

1980 82 7.7 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅲ

中子沢橋 (ﾁﾕｳｼｻﾞﾜﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）中子沢中家
線

2000 97 12.5 魚沼市 新潟県 魚沼市 Ⅰ

側道天野沢橋 (ｿｸﾄﾞｳｱﾏﾉｻﾜﾊｼ) 側道中塩沢西線 1982 6 4 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

無名橋3 (ﾑﾒｲﾊｼ3) 西泉田東泉田線 1985 9 10.4 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

国道353号橋 (ｺｸﾄﾞｳ353ｺﾞｳﾊｼ) 上野関線 不明 14 6 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ) 北田中西線 1970 15 4 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ
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一之沢川橋 (ｲﾁﾉｻﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 沢口一之沢線 1972 15 5.1 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

野際側道橋 (ﾉｷﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷﾖｳ) 野際側道線 1984 16 5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

館側道橋 (ﾀﾃｿｸﾄﾞｳｷﾖｳ) 館側道線 1984 16 5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊﾞｼ) 津久野工業団地線 1984 16 7.5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

大宮橋 (ｵｵﾐﾔﾊﾞｼ) 大沢君沢線 1994 16 7 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

尾鳥巣川橋1 (ｵﾄﾘｽｶﾜﾊｼ1) 関山姥島線 2002 16 6 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

落合川橋1 (ｵﾁｱｲｶﾞﾜﾊﾞｼ1) 吉山柄沢線 1971 16 5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

平尾橋 (ﾋﾗｵﾊﾞｼ) 美佐島団地八幡線 1970 17 3 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

鎌倉沢川橋2 (ｶﾏｸﾗｻﾞﾜﾊﾞｼ2) 片田八箇線 1984 17 7 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

赤沢橋 (ｱｶｻﾜﾊﾞｼ) 名木沢浦佐線 1991 18 6 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

谷地橋 (ﾔﾁﾊﾞｼ) 美佐島学校町線 1970 18 6 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

美幡橋 (ﾐﾜﾀﾊﾞｼ) 美佐島八幡線 1970 18 3 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

広堀川橋 (ﾋﾛﾎﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 広堀線 1964 19 5.5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 吉田中川線 1978 19 6 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊｼ) 門前１号線 1994 21 5.5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

東川橋 (ﾋｶﾞｼｶﾜﾊﾞｼ) 三郎丸雲洞線 2013 23 10 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

余川橋 (ﾖｶﾜﾊﾞｼ) 余川河原崎線 1971 23 3 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

関山跨線橋 (ｾｷﾔﾏｺｾﾝｷﾖｳ) 関山砂田線 1965 24 8.2 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

無入川橋1 (ﾑｲﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ1) 長崎樺野沢線 1990 24 8.5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

たけしま橋 (ﾀｹｼﾏﾊﾞｼ) 島新田吉里線 2000 25 12 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

永松橋 (ﾅｶﾞﾏﾂﾊﾞｼ) 永松キャンプ場線 1981 26 5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

島渡橋 (ｼﾏﾜﾀｼﾊﾞｼ) 島泉盛寺線 2006 28 9.8 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ) 宮下関谷線 1970 32 5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

法道橋 (ﾎｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 島新田中線 1996 32 7 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅰ

ﾊﾂｶ石跨線橋 (ﾊﾂｶｲｼｺｾﾝｷﾖｳ) ハツカ石７号線 1990 32 16 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

松島橋 (ﾏﾂｼﾏﾊﾞｼ) 京岡畦地線 1970 42 6 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅱ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼ) 堂島新田黒土線 1964 62 4.5 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 小川清水瀬線 1970 109 4 南魚沼市 新潟県 南魚沼市 Ⅲ

茨島橋 (ｲﾊﾞﾗｼﾞﾏﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）寺島網代
浜線

1966 16 3.65 聖籠町 新潟県 聖籠町 Ⅲ

西１号橋 (ﾆｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）芦沢西線 不明 2 3.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

浦沢橋 (ｳﾗｻﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）浦沢石線 不明 2 1.5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

折戸川２号橋 (ｵﾘﾄｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）松堀線 不明 2 7.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

宮ノ沢橋 (ﾐﾔﾉｻﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）岩崎線 不明 2 2 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

折戸川１号橋 (ｵﾘﾄｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）松坂線 不明 2 8.1 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

木揚場沢１号橋 (ｷｱｹﾞﾊﾞｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）正条向沢
線

不明 2 11.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅲ

中岩沢橋 (ﾅｶｲﾜｻﾜﾊｼ)
市区町村道（その他）上屋小浜
線

不明 2 4.5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

姥堂川５号橋 (ｳﾊﾞﾄﾞｳｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（２級）日光線 不明 2 5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

新谷宮の下線 (ｱﾗﾔﾐﾔﾉｼﾀｾﾝ) 市区町村道（１級）大谷線 不明 2 5.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

田沢橋第３号 (ﾀｻﾞﾜﾊﾞｼﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳ)
市区町村道（その他）田沢滝沢
線

不明 2.3 5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

藤ノ沢２号橋 (ﾌｼﾞﾉｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）藤ノ沢楢
木峠線

不明 3 2 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

岡沢本線１号橋 (ｵｶｻﾞﾜﾎﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）岡沢本線 不明 3 5.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

石戸２号橋 (ｲｼﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（２級）石間取上線 不明 3 6.5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

新谷宮の下２号橋 (ｱﾗﾔﾐﾔﾉｼﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）宮ノ下線 不明 3 5.2 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

上ノ山１号橋 (ｳｴﾉﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）上ノ山芦
沢線

不明 4 7.7 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅲ
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野砂利橋 (ﾉｼﾞｬﾘﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）鹿瀬当麻線 不明 4 8.3 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

水沢上橋 (ﾐｽﾞｻﾜｳｴﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）中曽根裏
ノ平線

不明 4 4.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

下浦橋 (ｼﾓｳﾗﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）面倉村中
線

不明 4 5.3 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

向右衛門橋 (ﾑｺｳｴﾓﾝﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）蝉ヶ平線 不明 4 6 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

岡沢大沢川橋３号橋 (ｵｶｻﾞﾜｵｵｻﾜﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）栗山線 不明 4 3.4 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

沼端橋 (ﾇﾏﾊﾞﾀﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）村木沼端
線

不明 5 2.5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅳ

深沢２号橋 (ﾌｶｻﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）深沢線 不明 5 2.3 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

綱木小丸山橋 (ﾂﾅｷﾞｺﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）小丸山線 不明 5 3.6 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

槇沢橋 (ﾏｷｻﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）清川線 不明 6 2.7 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅱ

深戸野砂利川２号橋 (ﾌｶﾄﾞﾉｼﾞｬﾘｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）馬頭観音
線

不明 6 4.8 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

深沢３号橋 (ﾌｶｻﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）深沢線 不明 6 2.2 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

下蝉橋 (ｼﾓｾﾐﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）実川島小
荒橋線

不明 7 2.3 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

綱木増谷２号橋 (ﾂﾅｷﾞﾏｽﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）綱木増谷
２号線

不明 7 2.4 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅳ

小野ヶ原２号橋 (ｵﾉｶﾞﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ)
市区町村道（その他）赤倉小
野ヶ原線

不明 8 2.6 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

一向橋 (ｲｯｺｳﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）石間取上線 不明 10 11 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

五十島大満寺沢橋 (ｲｶﾞｼﾏﾀﾞｲﾏﾝｼﾞｻﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）五十島本線 不明 10 8.2 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

小野ヶ原４号橋 (ｵﾉｶﾞﾊﾗ4ｺﾞｳﾊﾞｼ)
市区町村道（その他）赤倉小
野ヶ原線

1924 18 3.4 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅲ

広谷橋 (ﾋﾛﾀﾆﾊﾞｼ) 市区町村道（２級）蝉ヶ平線 1968 25 11.5 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

下綱木大橋 (ｼﾓﾂﾅｷﾞｵｵﾊｼ) 市区町村道（その他）下綱木線 2004 28 6.2 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

石神沢橋 (ｲｼｶﾞﾐｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市区町村道（その他）石神沢線 2008 40 3.7 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅰ

石間上の沢３号橋 (ｲｼﾏｶﾐﾉｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市区町村道（その他）上ノ沢線 不明 88 6 阿賀町 新潟県 阿賀町 Ⅲ

西川田橋 (ﾆｼｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ)
市区町村道（１級）上中条米田
中山線

1979 18.2 6.3 出雲崎町 新潟県 出雲崎町 Ⅲ

船橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 市区町村道（１級）船橋田中線 1981 20.7 6.9 出雲崎町 新潟県 出雲崎町 Ⅲ

城平跨線橋 (ｼﾞﾖｳﾀﾞｲﾗｺｾﾝｷﾖｳ) 市区町村道（１級）城平線 1972 223 14 湯沢町 新潟県 湯沢町 Ⅲ


