
【富山県】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記
録
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都道府県
名

市区町村名
判定区
分

境大橋 (ｻｶｲｵｵﾊｼ) 国道8号 1979 115 13 北陸地方整備局 富山県 朝日町 Ⅱ

金剛川橋 (ｺﾝｺﾞｳｶﾜﾊﾞｼ) 国道8号 1979 80 13 北陸地方整備局 富山県 朝日町 Ⅱ

滝川橋 (ﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道8号 1977 45 13 北陸地方整備局 富山県 朝日町 Ⅱ

黒部小橋 (ｸﾛﾍﾞｺﾊﾞｼ) 国道8号 1959 31 9 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

黒部小橋歩道橋（下り） (ｸﾛﾍﾞｺﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1993 31 3 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅰ

黒部小橋歩道橋（上り） (ｸﾛﾍﾞｺﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1984 31 3 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅰ

新堂橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 国道8号 1960 14 14 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

三日市２号橋 (ﾐｯｶｲﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 2 15 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

三日市３号橋 (ﾐｯｶｲﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 4 18 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

三日市４号橋 (ﾐｯｶｲﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 2 16 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅰ

三日市５号橋 (ﾐｯｶｲﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 2 14 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

三日市６号橋 (ﾐｯｶｲﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 3 14 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

三日市７号橋 (ﾐｯｶｲﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 2 15 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

前沢１号跨道橋 (ﾏｴｻﾞﾜ1ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 6 17 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅰ

前沢２号跨道橋 (ﾏｴｻﾞﾜ2ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1961 5 15 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

前沢橋歩道橋 (ﾏｴｻﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1977 17 3 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅱ

東尾崎２号橋 (ﾋｶﾞｼｵｻﾞｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道8号 1960 7 17 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅰ

東尾崎跨道橋 (ﾋｶﾞｼｵｻﾞｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1960 9 21 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅱ

東尾崎橋 (ﾋｶﾞｼｵｻﾞｷﾊﾞｼ) 国道8号 1960 14 13 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅱ

江口橋 (ｴｸﾞﾁﾊﾞｼ) 国道8号 1960 14 16 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅱ

江口１号橋 (ｴｸﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1960 5 17 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅱ

大座川橋 (ｵｵｻﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道8号 1990 19 30 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅰ

角川大橋（上り） (ｶﾄﾞｶﾜｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1992 163 12 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅱ

角川大橋（下り） (ｶﾄﾞｶﾜｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 2006 163 13 北陸地方整備局 富山県 魚津市 Ⅰ

中川側道橋（上り） (ﾅｶｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1981 17 10 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅰ

中川ランプ橋（上り） (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾝﾌﾟｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1981 23 7 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅰ

中川ランプ橋（下り） (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾝﾌﾟｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1981 24 7 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

中川側道橋（下り） (ﾅｶｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1981 18 10 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅰ

金泉寺高架橋（下り） (ｷﾝｾﾝｼﾞｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1989 597 10 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

金泉寺高架橋（上り） (ｷﾝｾﾝｼﾞｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1989 597 10 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

鍛冶川橋（下り） (ｶｼﾞｶﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1971 27 12 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

小白石溝橋 (ｺｼﾗｲｼﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道8号 1973 11 11 北陸地方整備局 富山県 射水市 Ⅱ

溝橋（下り）261.704 (ﾐｿﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)261.704) 国道8号 1977 11 11 北陸地方整備局 富山県 射水市 Ⅱ

溝橋（上り）261.704 (ﾐｿﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)261.704) 国道8号 1977 11 11 北陸地方整備局 富山県 射水市 Ⅱ

鏡宮橋（上り） (ｶｶﾞﾉﾐﾔｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1970 11 16 北陸地方整備局 富山県 射水市 Ⅱ

鏡宮橋（下り） (ｶｶﾞﾉﾐﾔｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1970 11 14 北陸地方整備局 富山県 射水市 Ⅱ

地久子橋（下り） (ｼﾞｸｼﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1970 48 15 北陸地方整備局 富山県 射水市 Ⅱ

江尻高架橋（上り） (ｴｼﾞﾘｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1974 336 11 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅲ

江尻高架橋（下り） (ｴｼﾞﾘｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1974 336 11 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅱ

四ツ屋高架橋 (ﾖﾂﾔｺｳｶｷｮｳ) 国道8号 1979 26 13 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ

老親橋 (ﾛｳｼﾝﾊﾞｼ) 国道8号 1993 40 23 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ
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荒又橋 (ｱﾗﾏﾀﾊﾞｼ) 国道8号 1996 21 17 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ

唐俣橋側道橋（上り） (ﾄｳﾏﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1977 15 3 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ

唐俣橋 (ﾄｳﾏﾀﾊﾞｼ) 国道8号 1959 15 12 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ

唐俣橋側道橋（下り） (ﾄｳﾏﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1987 15 3 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ

安楽寺跨道橋 (ｱﾝﾗｸｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道8号 1989 84 11 北陸地方整備局 富山県 小矢部市 Ⅱ

芹川跨線橋（上り） (ｾﾘｶﾜｺｾﾝｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1995 122 10 北陸地方整備局 富山県 小矢部市 Ⅱ

芹川跨線橋（下り） (ｾﾘｶﾜｺｾﾝｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1995 122 10 北陸地方整備局 富山県 小矢部市 Ⅱ

芹川跨道橋（上り） (ｾﾘｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1994 67 14 北陸地方整備局 富山県 小矢部市 Ⅱ

芹川跨道橋（下り） (ｾﾘｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 1994 67 15 北陸地方整備局 富山県 小矢部市 Ⅱ

板屋高架橋（上り） (ｲﾀﾔｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1999 324 13 北陸地方整備局 富山県 入善町 Ⅱ

四十八ケ瀬大橋（上り） (ｼｼﾞｭｳﾊﾁｶｾｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 2001 590 13 北陸地方整備局 富山県 入善町 Ⅰ

出島高架橋（上り） (ﾃﾞｼﾞﾏｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 2000 285 13 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅰ

吉田川橋 (ﾖｼﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道8号 2001 19 31 北陸地方整備局 富山県 黒部市 Ⅰ

北野跨道橋（上り） (ｷﾀﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1999 21 14 北陸地方整備局 富山県 滑川市 Ⅰ

北野跨道橋（下り） (ｷﾀﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ((ｸﾀﾞﾘ) 国道8号 2012 21 14 北陸地方整備局 富山県 滑川市 Ⅰ

法花寺跨道橋（上り） (ﾎｯｹｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道8号 1997 22 21 北陸地方整備局 富山県 滑川市 Ⅰ

新国境橋 (ｼﾝｺｯｷｮｳﾊﾞｼ) 国道41号 1966 84 9 北陸地方整備局 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

楡原１号橋 (ﾆﾚﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道41号 1962 7 9 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

楡原橋歩道橋 (ﾆﾚﾊﾗﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道41号 1979 52 2 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

楡原橋 (ﾆﾚﾊﾗﾊﾞｼ) 国道41号 1963 50 8 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

岩稲橋 (ｲﾜｲﾈﾊﾞｼ) 国道41号 1991 235 13 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

笹津１号橋 (ｻｻﾂﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道41号 1961 5 11 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅰ

栗山第２橋（上り） (ｸﾘﾔﾏﾀﾞｲ2ｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道41号 2000 16 14 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅰ

栗山第２橋(下り） (ｸﾘﾔﾏﾀﾞｲ2ｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道41号 1998 16 14 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅰ

熊野橋（上り） (ｸﾏﾉﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道41号 1962 88 9 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

熊野橋側道橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道41号 1980 89 2 北陸地方整備局 富山県 富山市 Ⅱ

玄手川橋（上り） (ｹﾞﾝﾃｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道156号 1975 11 11 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅱ

玄手川橋（下り） (ｹﾞﾝﾃｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道156号 1975 11 11 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅱ

大坪小橋 (ｵｵﾂﾎﾞｺﾊﾞｼ) 国道156号 1941 3 17 北陸地方整備局 富山県 高岡市 Ⅰ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 国道160号 1970 13 10 北陸地方整備局 富山県 氷見市 Ⅱ

垂姫橋 (ﾀﾚﾋﾒﾊﾞｼ) 国道160号 1966 11 23 北陸地方整備局 富山県 氷見市 Ⅱ

阿尾川橋 (ｱｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道160号 1994 90 16 北陸地方整備局 富山県 氷見市 Ⅲ

稲積橋 (ｲﾅﾂﾞﾐﾊｼ) 国道160号 1994 41 21 北陸地方整備局 富山県 氷見市 Ⅰ

鞍川跨道橋(上り） (ｸﾗｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道160号 1999 15 11 北陸地方整備局 富山県 氷見市 Ⅰ

鞍川跨道橋(下り） (ｸﾗｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道160号 1973 15 12 北陸地方整備局 富山県 氷見市 Ⅱ

笹川橋 ｻｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 53 16.9
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅱ

笹川橋 ｻｻｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 61 17
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅲ

上木谷橋 ｳﾜｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 51 16.2
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅱ

上木谷橋 ｳﾜｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 33 17.5
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅱ

大谷橋 ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 31 16.8
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅲ

大谷橋 ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 31 25.6
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅲ

大谷橋（ランプ） ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ 北陸自動車道 1988 31 9.8
東日本高速道路
株式会社

富山県 朝日町 Ⅲ

上野橋 ｳﾜﾉﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 38 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 射水市 Ⅲ

上野橋 ｳﾜﾉﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 38 17.5
中日本高速道路
株式会社

富山県 射水市 Ⅲ
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鍛治川橋 ｶｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 26 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 富山市 Ⅲ

鍛治川橋 ｶｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 26 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 富山市 Ⅲ

北押川高架橋 ｷﾀｵｼｶﾜｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1975 55 10
中日本高速道路
株式会社

富山県 富山市 Ⅱ

北押川高架橋 ｷﾀｵｼｶﾜｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1975 55 10
中日本高速道路
株式会社

富山県 富山市 Ⅱ

五郎丸橋 ｺﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 37 14.5
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

五郎丸橋 ｺﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 37 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

砂馳川橋 ｽﾅﾊｾｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 19 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 小矢部市 Ⅱ

砂馳川橋 ｽﾅﾊｾｶﾞﾜﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 19 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 小矢部市 Ⅱ

太郎丸橋 ﾀﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 30 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

太郎丸橋 ﾀﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 30 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

東苗加橋 ﾋｶﾞｼﾉｳｶﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 18 18.4
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

東苗加橋 ﾋｶﾞｼﾉｳｶﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 18 13
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

東保高架橋 ﾋｶﾞｼﾎﾞｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1973 35 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

東保高架橋 ﾋｶﾞｼﾎﾞｺｳｶｷﾖｳ 北陸自動車道 1973 35 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅲ

東保橋 ﾋｶﾞｼﾎﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 18 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

東保橋 ﾋｶﾞｼﾎﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 18 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

平桜橋 ﾋﾗｻﾞｸﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 38 14.5
中日本高速道路
株式会社

富山県 小矢部市 Ⅲ

平桜橋 ﾋﾗｻﾞｸﾗﾊﾞｼ 北陸自動車道 1974 38 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 小矢部市 Ⅱ

矢木橋 ﾔｷﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 31 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

矢木橋 ﾔｷﾞﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 31 10.8
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 14 13
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ 北陸自動車道 1973 14 13
中日本高速道路
株式会社

富山県 砺波市 Ⅱ

水島橋 ﾐｽｼﾞﾏﾊｼ 東海北陸自動車道 1995 81 17.25
中日本高速道路
株式会社

富山県 小矢部市 Ⅱ

水島橋 ﾐｽｼﾞﾏﾊｼ 東海北陸自動車道 1995 81 10.25
中日本高速道路
株式会社

富山県 小矢部市 Ⅱ

水島橋（上り） (ﾐｽﾞｼﾏﾊﾞｼ) 砺波高岡道路（一般国道470号） 1993 81 12.5 富山県道路公社 富山県 小矢部市 Ⅱ

水島橋（下り） (ﾐｽﾞｼﾏﾊﾞｼ) 砺波高岡道路（一般国道470号） 1993 81 16.7 富山県道路公社 富山県 小矢部市 Ⅱ

桂大橋 (ｶﾂﾗｵｵﾊｼ) 立山有料道路（県道富山立山公園線） 1970 81 6 富山県道路公社 富山県 立山町 Ⅲ

下細谷橋 (ｼﾓﾎｿﾀﾞﾆﾊｼ) 立山有料道路（県道富山立山公園線） 1970 80 7 富山県道路公社 富山県 立山町 Ⅱ

上細谷橋 (ｶﾐﾎｿﾀﾞﾆﾊｼ) 立山有料道路（県道富山立山公園線） 1970 105 6 富山県道路公社 富山県 立山町 Ⅲ

下蓑輪橋 ｼﾓﾐﾉﾜﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1975 8.4 7.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下蓑輪橋 ｼﾓﾐﾉﾜﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1975 8.4 7.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

蓑輪橋 ﾐﾉﾜﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1979 10.7 8.2 富山県 富山県 滑川市 Ⅲ

上千鳥橋 ｶﾐﾁﾄﾞﾘﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1962 2.5 3.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下野新橋 ｼﾓﾉｼﾝﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1970 2.3 7.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下野中橋 ｼﾓﾉﾅｶﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1962 3.8 6.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

コジカノ橋 ｺｼﾞｶﾉﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1970 3.2 7.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

コジカノ橋2 ｺｼﾞｶﾉﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1970 2 2.2 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

東金屋橋 ﾋｶﾞｼｶﾅﾔﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1978 6.2 21.5 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

金屋新橋 ｶﾅﾔｼﾝﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1977 5.8 21.9 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下栃山橋 ｼﾓﾄﾁﾔﾏﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1978 6.6 22.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

新七口橋 ｼﾝﾅﾅｸﾁﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1978 5.3 21.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

法花寺1号橋 ﾎｯｹｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1979 3.1 22.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

法花寺2号橋 ﾎｯｹｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1979 5.2 21 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

上小泉橋 ｶﾐｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1979 12.9 15.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ
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上小泉橋2 ｶﾐｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1979 12.9 15.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅲ

上小泉橋3 ｶﾐｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1979 12.95 1.8 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

竹ノ腰橋 ﾀｹﾉｺｼﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1961 10.9 15.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

竹ノ腰橋 ﾀｹﾉｺｼﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 不明 10.9 15.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

竹ノ腰橋 ﾀｹﾉｺｼﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 不明 9.9 15.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

小泉新橋 ｺｲｽﾞﾐｼﾝﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1945 2 3.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

上小泉橋その2 ｶﾐｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1959 3.5 6.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

小泉橋 ｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1959 5.9 6.8 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

小泉橋2 ｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1959 5.7 2.15 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下小泉橋 ｼﾓｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1959 2 6.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

晒屋橋 ｻﾗｼﾔﾊﾞｼ 蓑輪滑川インター線 1959 5 12.8 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

上吾妻橋 カミアズマバシ 蓑輪滑川インター線 1970 2 12.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

江尻跨道橋（車道部） ｴｼﾞﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 1961 5.3 15.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

江尻跨道橋（歩道部） ｴｼﾞﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 1961 4.5 15.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

江尻2号橋 ｴｼﾞﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 4.3 15.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

江尻1号橋 ｴｼﾞﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 5.2 16.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下梅沢2号橋 ｼﾓｳﾒｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 5.4 14.2 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下梅沢2号橋2 ｼﾓｳﾒｻﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 5.3 1.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

2号跨道橋（車道部） 2ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 1961 4.1 13.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

2号跨道橋（歩道部） 2ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 1961 3.5 13.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下梅沢跨道橋 ｼﾓｳﾒｻﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 12.5 13.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

下梅沢跨道橋2 ｼﾓｳﾒｻﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 12.5 2 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

下島3号橋 ｼﾓｼﾞﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1978 7.4 12.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下島3号橋2 ｼﾓｼﾞﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1978 7.4 1 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

下島2号橋 ｼﾓｼﾞﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 2.6 15.5 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下島2号橋2 ｼﾓｼﾞﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2.6 1.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

下島2号橋3 ｼﾓｼﾞﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2.8 1.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新3号橋 ｵｷﾀｼﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 5 13.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新3号橋2 ｵｷﾀｼﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 4 1.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新3号橋3 ｵｷﾀｼﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 5 1.1 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新2号橋 ｵｷﾀｼﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 1961 3.6 13.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新2号橋2 ｵｷﾀｼﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2.9 1.35 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新2号橋3 ｵｷﾀｼﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 3.6 1.05 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新1号橋（上流側）
ｵｷﾀｼﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 1961 4.6 14.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新1号橋（上流側）2
ｵｷﾀｼﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 4.15 1.5 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

沖田新1号橋（下流側） ｵｷﾀｼﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 1961 4.6 14.3 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

上小泉2号橋（上流側）
ｶﾐｺｲｽﾞﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ
ｶﾞﾜ)

富山滑川魚津線 1961 3.5 17.9 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

上小泉2号橋（下流側）
ｶﾐｺｲｽﾞﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ
ｶﾞﾜ)

富山滑川魚津線 1961 3.6 14.5 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中野島1号橋（下流側） ﾅｶﾉｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 4.8 15 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中野島1号橋（下流側）2 ﾅｶﾉｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 4.6 1.8 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中野島１号橋（上流側）
ﾅｶﾉｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 3 15 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中野島2号橋（車道部） ﾅｶﾉｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 不明 4 15.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中野島2号橋（上流歩道
部）

ﾅｶﾉｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳﾎ
ﾄﾞｳﾌﾞ)

富山滑川魚津線 不明 4 15.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅲ

中野島2号橋（下流歩道
部）

ﾅｶﾉｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳﾎﾄﾞｳ
ﾌﾞ)

富山滑川魚津線 不明 3.5 15.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ
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北野新1号橋（上流側）
ｷﾀﾉｼﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 5.3 15 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

北野新1号橋（下流側） ｷﾀﾉｼﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 2.5 15 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

四ツ屋1号橋（上流側） ﾖﾂﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 2.7 16.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

四ツ屋1号橋（上流側）2 ﾖﾂﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 2.8 2 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

四ツ屋1号橋（下流側） ﾖﾂﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 2 16.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

追分1号橋（上流側）
ｵｲﾜｹ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 3.7 15.5 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

追分1号橋（上流側）1
ｵｲﾜｹ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 3.7 11.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

追分1号橋（下流側） ｵｲﾜｹ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 3 15.5 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中村1号橋 ﾅｶﾑﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2.8 14.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中村1号橋2 ﾅｶﾑﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2 2 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中村2号橋（上流側）
ﾅｶﾑﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 4 15.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中村2号橋（上流側）2
ﾅｶﾑﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞ
ﾜ)

富山滑川魚津線 不明 3.4 15.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

中村2号橋（下流側） ﾅｶﾑﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 不明 3.5 15.4 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

大島1号橋 ｵｵｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2.4 13.6 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

大島1号橋2 ｵｵｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 2.6 1.85 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

大島2号橋 ｵｵｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 7.7 13.7 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

大島2号橋2 ｵｵｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山滑川魚津線 不明 9.4 1.8 富山県 富山県 滑川市 Ⅰ

川縁橋 ｶﾜﾌﾞﾁﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 不明 13.5 12.8 富山県 富山県 魚津市 Ⅱ

川縁橋2 ｶﾜﾌﾞﾁﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1978 13.5 2.7 富山県 富山県 魚津市 Ⅱ

住吉橋 ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1961 6.4 13 富山県 富山県 魚津市 Ⅰ

住吉橋2 ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 不明 5.75 0.8 富山県 富山県 魚津市 Ⅰ

坊田橋（上流側） ﾎﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 1961 3.5 15.3 富山県 富山県 魚津市 Ⅰ

坊田橋（下流側） ﾎﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 富山滑川魚津線 1961 2.5 15.3 富山県 富山県 魚津市 Ⅰ

本江橋（車道部） ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 1961 8.4 15.7 富山県 富山県 魚津市 Ⅰ

本江橋（下流歩道部） ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ(ｶﾘｭｳﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 富山滑川魚津線 1961 8.4 15.7 富山県 富山県 魚津市 Ⅱ

本江橋（上流歩道部）
ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳﾎﾄﾞｳ
ﾌﾞ)

富山滑川魚津線 1961 8.4 15.7 富山県 富山県 魚津市 Ⅲ

布施小橋 ﾌｾｺﾊﾞｼ 沓掛魚津線 1993 6 14.5 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

出戸橋 ﾃﾞﾄﾊﾞｼ 黒部生地入善線 1986 13.9 11 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

出戸橋（拡幅部） ﾃﾞﾄﾊﾞｼ 黒部生地入善線 1996 17.2 2.8 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

庄助橋 ｼｮｳｽｹ 魚津生地入善線 1966 13.5 8.8 富山県 富山県 入善町 Ⅱ

庄助橋 ｼｮｳｽｹ 魚津生地入善線 1966 13.5 3.7 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

神子沢口橋 ﾐｺｻﾞﾜｸﾞﾁ 魚津生地入善線 1954 2.7 6.5 富山県 富山県 入善町 Ⅲ

根川橋 ﾈｶﾞﾜ 魚津生地入善線 1955 9.4 6.8 富山県 富山県 入善町 Ⅱ

第3不動堂橋 ﾀﾞｲ3ﾌﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 朝日宇奈月線 1978 12.5 3.8 富山県 富山県 朝日町 Ⅲ

月見橋 ﾂｷﾐﾊﾞｼ 黒部宇奈月線 不明 9.5 8.1 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

月見橋歩道橋 ﾂｷﾐﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 黒部宇奈月線 1988 9.5 2.7 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

月見橋2 ﾂｷﾐﾊﾞｼ 黒部宇奈月線 1988 11.4 2.6 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

箱根橋 ﾊｺﾈﾊﾞｼ 黒部宇奈月線 1977 10.4 9.1 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

若栗新橋 ﾜｶｸﾞﾘｼﾝﾊﾞｼ 黒部宇奈月線 1988 13.5 14.9 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

下立1号橋 ｵﾘﾀﾃ1ｺﾞｳｷｮｳ 黒部宇奈月線 不明 7 12.8 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

下立1号橋2 ｵﾘﾀﾃ1ｺﾞｳｷｮｳ 黒部宇奈月線 不明 8.1 2.3 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

下立1号橋3 ｵﾘﾀﾃ1ｺﾞｳｷｮｳ 黒部宇奈月線 不明 8.1 2.3 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

下立3号橋2 ｵﾘﾀﾃ3ｺﾞｳｷｮｳ2 黒部宇奈月線 不明 6.9 7.6 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

下立3号橋3 ｵﾘﾀﾃ3ｺﾞｳｷｮｳ3 黒部宇奈月線 不明 6.9 2.4 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ
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下立3号橋1 ｵﾘﾀﾃ3ｺﾞｳｷｮｳ1 黒部宇奈月線 不明 6.9 2.3 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

下立4号橋 ｵﾘﾀﾃ4ｺﾞｳｷｮｳ 黒部宇奈月線 不明 6.4 13.2 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

中沢橋 ﾅｶｻﾞﾜﾊｼ 黒部朝日公園線 1994 6.5 17.1 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

導善寺橋 ﾄﾞｳｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 黒部朝日公園線 1993 10.7 12 富山県 富山県 朝日町 Ⅰ

山合橋 ｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 黒部朝日公園線 1968 8.8 7.2 富山県 富山県 朝日町 Ⅲ

下り谷橋 ｼﾓﾀﾆﾊﾞｼ 黒部朝日公園線 1981 8.8 11.3 富山県 富山県 朝日町 Ⅱ

打谷橋 ｳﾁﾀﾞﾆﾊﾞｼ 黒部朝日公園線 1981 8 10 富山県 富山県 朝日町 Ⅰ

椚山橋 ｸﾇｷﾞﾔﾏ 入善朝日線 1940 9.5 7.3 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

東草野橋 ﾋｶﾞｼｸｻﾉﾊﾞｼ 入善朝日線 2004 12.9 16.8 富山県 富山県 朝日町 Ⅰ

木流橋 ｷﾘｭｳﾊﾞｼ 入善朝日線 1952 10.3 9 富山県 富山県 朝日町 Ⅰ

太鼓橋 ﾀﾞｲｺ 入善宇奈月線 不明 7.1 6.9 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

墓ノ木橋 ﾊｶﾉｷ 入善宇奈月線 不明 6.5 17.5 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

岩井谷橋 ｲﾜｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ 山崎泊線 1995 10.3 13.7 富山県 富山県 朝日町 Ⅲ

木流橋 ｷﾅｶﾞｼﾊﾞｼ 山崎泊線 1953 10.2 6.8 富山県 富山県 朝日町 Ⅲ

入川橋 ｲﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 北羽入入善線 1925 8.6 6 富山県 富山県 朝日町 Ⅱ

膳所橋 ｾﾞﾝｼｮ 北羽入入善線 1956 3.2 5.5 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

中沢橋 ﾅｶｻﾞﾜ 舟見入膳線 1960 8.1 8.6 富山県 富山県 入善町 Ⅱ

小杉橋 ｺｽｷﾞﾊﾞｼ 舟見入膳線 2008 13.9 18.3 富山県 富山県 朝日町 Ⅰ

下青島橋 ｼﾓｱｵｼﾏ 舟見入膳線 1961 3.8 6.4 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

下青島橋2 ｼﾓｱｵｼﾏ 舟見入膳線 1961 3.8 6.4 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

下青島橋3 ｼﾓｱｵｼﾏ 舟見入膳線 1961 3.8 1.8 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

春横橋 ﾊﾙﾖｺ 藤原横山君島線 1995 11.8 4.7 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

春横橋 ﾊﾙﾖｺ 藤原横山君島線 不明 11.3 6.6 富山県 富山県 入善町 Ⅱ

美雪橋 ﾐﾕｷ 大家庄上飯野線 1980 8 6.9 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

小幡橋 ｵﾊﾞﾀ 大家庄上飯野線 1954 3.9 6.1 富山県 富山県 入善町 Ⅲ

菊川橋 ｷｸｶﾞﾜ 青木吉原線 1960 8.2 7.4 富山県 富山県 入善町 Ⅱ

菊川橋2 ｷｸｶﾞﾜ 青木吉原線 1960 8.2 1.25 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

菊川橋3 ｷｸｶﾞﾜ 青木吉原線 1960 8.2 0.85 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

大平橋 ﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ 上路市振停車場線 1991 9.7 9.7 富山県 富山県 朝日町 Ⅰ

平曽の橋 ﾋﾗｿ 小摺戸芦崎線 2002 14.2 4.7 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

平曽の橋 ﾋﾗｿ 小摺戸芦崎線 2002 9.2 5.5 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

平曽の橋 ﾋﾗｿ 小摺戸芦崎線 2002 9.2 1.1 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

平曽の橋 ﾋﾗｿ 小摺戸芦崎線 2002 9.2 1.2 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

東狐口橋 ﾄｯｺｸﾞﾁ 上飯野入善停車場線 1978 5.4 6.6 富山県 富山県 入善町 Ⅰ

上田橋 ｳｴﾀﾞ 上飯野入善停車場線 1963 3.8 6.2 富山県 富山県 入善町 Ⅲ

洗舞橋 ｾﾝﾏｲﾊﾞｼ 沓掛生地線 2013 10.2 6.1 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

飯沢橋 ｲｲｻﾞﾜﾊﾞｼ 沓掛生地線 1980 9.5 6.3 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

大洲橋2 ｵｵｽﾞﾊﾞｼ2 六天天神新線 不明 4 4.6 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

大洲橋3 ｵｵｽﾞﾊﾞｼ3 六天天神新線 不明 4 1.2 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

大洲橋1 ｵｵｽﾞﾊﾞｼ1 六天天神新線 不明 4 1.6 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

高橋2 ﾀｶﾊｼ2 六天天神新線 不明 8.9 2.8 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

高橋1 ﾀｶﾊｼ1 六天天神新線 不明 8.9 3.6 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

高橋1（拡幅部） ﾀｶﾊｼ1 六天天神新線 不明 15 2.43 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

開発橋 ｶｲﾎﾂﾊﾞｼ 石田前沢線 不明 2 6.7 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ
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大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ 石田前沢線 不明 3.1 6.3 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

別沢橋 ﾍﾞﾂｻﾞﾜﾊﾞｼ 本野三日市線 1984 11.6 13.2 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

黒瀬橋 ｸﾛｾﾊﾞｼ 本野三日市線 不明 10.5 8.3 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

沓掛橋 ｸﾂｶｹﾊﾞｼ 沓掛魚津線 1980 8.4 9.7 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

矢当橋2 ﾔｱﾀﾘﾊﾞｼ2 沓掛魚津線 不明 8 3.7 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

矢当橋3 ﾔｱﾀﾘﾊﾞｼ3 沓掛魚津線 不明 8 1.8 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

矢当橋1 ﾔｱﾀﾘﾊﾞｼ1 沓掛魚津線 不明 8 1.8 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

木下橋 ｷﾉｼﾀﾊﾞｼ 沓掛魚津線 不明 4.6 6.5 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

宮寺橋 ﾐﾔﾃﾞﾗﾊﾞｼ 下垣内前沢線 不明 4.8 27 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

二口橋 ﾌﾀｸﾁﾊﾞｼ 359号 1983 2.2 18.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

萩原3号橋（ランプ下
り）

ﾊｷﾞﾊﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ(ﾗﾝﾌﾟｸﾀﾞﾘ) 359号 1985 5.2 7.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

萩原3号橋（ランプ上
り）

ﾊｷﾞﾊﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ(ﾗﾝﾌﾟﾉﾎﾞﾘ) 359号 1985 4 8 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

下轡田橋 ｼﾓｸﾂﾜﾀﾞﾊﾞｼ 359号 1983 2.8 19.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

速星2号橋 ﾊﾔﾎｼ2ｺﾞｳｷｮｳ 359号 1983 2 22.6 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

速星3号橋 ﾊﾔﾎｼ3ｺﾞｳｷｮｳ 359号 1983 7.7 19.1 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

新川口橋 ｼﾝｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ 359号 1991 2.5 18.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

下邑橋 ｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ 359号 1975 6 13 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

打出2号橋 ｳﾁｲﾃﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 415号 1935 3.5 8.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

打出橋 ｳﾁｲﾃﾞﾊﾞｼ 415号 1970 7.4 8.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

四方新橋 ﾖｶﾀｼﾝﾊﾞｼ 415号 1937 10.4 8.2 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

四方新橋 ﾖｶﾀｼﾝﾊﾞｼ 415号 1937 10.4 8.2 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

東町橋 ﾋｶﾞｼﾏﾁﾊﾞｼ 415号 1940 2 11.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

田畑2号橋 ﾀﾊﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ 415号 1954 2 11.4 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

１号歩道橋 1ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 415号 不明 10.4 4.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

２号歩道橋 2ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 415号 不明 3.5 3.8 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

３号歩道橋 3ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 415号 不明 6.9 3.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

４号歩道橋 4ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 415号 不明 10.1 3.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

栃折ボックス1号橋 ﾄﾁｵﾘﾎﾞｯｸｽ1ｺﾞｳｷｮｳ 471号 2001 3 9.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

栃折ボックス2号橋 ﾄﾁｵﾘﾎﾞｯｸｽ2ｺﾞｳｷｮｳ 471号 2001 2.2 11 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

牧谷橋 ﾏｷﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1967 3.8 6.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

白石谷2号橋 ｼﾗｲｼﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ 471号 1992 4 8 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

白石谷1号橋 ｼﾗｲｼﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ 471号 1984 5.7 8.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

杉谷橋 ｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1966 3.4 6.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

南牧谷橋 ﾐﾅﾐﾏｷﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1967 5.8 7.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

明治谷橋 ﾒｲｼﾞﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1967 2.2 6.4 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

明地谷橋 ﾐｮｳﾁﾀﾞﾆﾊﾞｼ 471号 1998 11 8.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

谷内谷橋 ﾔﾁｶﾞﾔﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1978 7.3 9 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

南谷橋 ﾐﾅﾐﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1969 7.7 6.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

神谷橋 ｶﾐﾔﾊﾞｼ 471号 1968 9.4 6.5 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

松尾谷橋 ﾏﾂｵﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1967 3 4.4 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

宮谷橋 ﾐﾔﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1971 3 5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

忍橋 ｼﾉﾋﾞﾊﾞｼ 471号 1974 4 3.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

小白木橋 ｺｼﾗｷﾊﾞｼ 471号 1974 10 3.7 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

ブナ原橋 ﾌﾞﾅﾊﾗﾊﾞｼ 471号 1974 3.5 3.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ
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水上谷橋 ﾐﾅｶﾐﾀﾆﾊﾞｼ 471号 1976 10.5 3.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

宮ヶ谷橋 ﾐﾔｶﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 472号 1961 2.8 3.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

中仁歩橋 ﾅｶﾆﾝﾌﾞﾊﾞｼ 472号 1990 13.5 10.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

谷内橋 ﾀﾆｳﾁﾊﾞｼ 472号 1988 2.3 11 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

谷内橋 ﾀﾆｳﾁﾊﾞｼ 472号 1988 2 11 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

入谷橋 ｲﾘﾀﾆﾊﾞｼ 472号 1988 2 18.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

荒屋橋 ｱﾗﾔﾊﾞｼ 富山魚津線 1963 3.2 7.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

荒屋橋 ｱﾗﾔﾊﾞｼ 富山魚津線 1963 3.2 7.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

岩瀬橋 ｲﾜｾﾊﾞｼ 富山魚津線 1958 2.7 9.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

岩瀬橋 ｲﾜｾﾊﾞｼ 富山魚津線 1958 2.7 9.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

諏訪橋 ｽﾜﾊﾞｼ 富山魚津線 1929 8.4 10 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

諏訪橋 ｽﾜﾊﾞｼ 富山魚津線 1929 8.4 10 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

高来橋 ｺｳﾗｲﾊﾞｼ 富山魚津線 1963 13.2 6.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

高来橋（歩道橋） ｺｳﾗｲﾊﾞｼ 富山魚津線 1994 12.65 2.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

西中野橋 ﾆｼﾅｶﾉﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1967 3.8 21 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

西中野橋 ﾆｼﾅｶﾉﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1967 3.8 21 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

西中野橋 ﾆｼﾅｶﾉﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1967 3.8 21 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

大泉橋 ｵｵｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1967 2 20.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

新開橋 ｼﾝｶｲﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1957 3.5 14.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

中川原橋 ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1967 5.6 14.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

砂川橋 ｽﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1967 6 14.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

大島1号橋 ｵｵｼﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山立山魚津線 1967 3 14.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

向橋 ﾑｶｲﾊﾞｼ 富山上市線 1999 9.2 18.1 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

新半俵橋 ｼﾝﾊﾝﾀﾞﾜﾗﾊﾞｼ 富山上市線 1986 11.9 16.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 富山立山公園線 1933 5.1 24.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 富山立山公園線 1933 5.1 24.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

天正寺1号橋 ﾃﾝｼｮｳｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山立山公園線 2004 2 25.1 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

野村橋 ﾉﾑﾗﾊﾞｼ 富山立山公園線 1999 8 25.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

八幡橋 ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ 富山八尾線 1963 6.3 5.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

寺島橋 ﾃﾗｼﾏﾊﾞｼ 富山八尾線 1963 2.1 7.4 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

百塚橋 ﾋﾔｸﾂﾞｶﾊﾞｼ 富山八尾線 1953 11.6 7.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

百塚橋 ﾋﾔｸﾂﾞｶﾊﾞｼ 富山八尾線 1953 11.6 7.3 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

石坂橋 ﾋﾔｸﾂﾞｶﾊﾞｼ 富山八尾線 1958 2.2 14.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

石坂橋2 ﾋﾔｸﾂﾞｶﾊﾞｼ 富山八尾線 1958 2.45 14.9 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

石坂橋3 ﾋﾔｸﾂﾞｶﾊﾞｼ 富山八尾線 1958 2.2 14.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

宮川橋 ﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ 富山八尾線 1953 12.6 9 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

広田1号橋 ﾋﾛﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1995 2.4 6.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

広田2号橋 ﾋﾛﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1948 2.4 15.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

黒田1号橋 ｸﾛﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1959 2.7 11.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

黒田2号橋 ｸﾛﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1959 2.5 8.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

黒田3号橋 ｸﾛﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1959 2.6 9.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

黒田3号橋 ｸﾛﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1959 2.6 9.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

黒田3号橋 ｸﾛﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1959 2.6 9.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

黒田3号橋 ｸﾛﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 富山八尾線 1959 2.6 9.5 富山県 富山県 富山市 Ⅱ
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東老田橋 ﾋｶﾞｼｵｲﾀﾞﾊﾞｼ 富山戸出小矢部線 1970 3.1 10.7 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

砂川第4号橋 ｽﾅｶﾜﾀﾞｲ4ｺﾞｳｷｮｳ 富山戸出小矢部線 1980 7.8 8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

湯谷橋 ﾕﾀﾆﾊﾞｼ 砺波細入線 1958 9.5 5.7 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

杉原小橋 ｽｷﾞﾊﾗｺﾊﾞｼ 砺波細入線 1993 2.8 18.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

上井田橋 ｶﾐｲﾀﾞﾊﾞｼ 砺波細入線 1970 6.1 6.6 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

杉田橋 ｽｷﾞﾀﾊﾞｼ 砺波細入線 1970 4.4 8.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

深谷橋 ﾌｶﾀﾆﾊﾞｼ 砺波細入線 1981 3.7 6.2 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

深谷2号橋 ﾌｶﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ 砺波細入線 1969 2.2 6.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

立川橋 ﾀﾁｶﾜﾊﾞｼ 砺波細入線 1958 4.9 6.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

ふじかや橋 ﾌｼﾞｶﾔﾊﾞｼ 砺波細入線 1970 2.6 9.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

ふじかや橋 ﾌｼﾞｶﾔﾊﾞｼ 砺波細入線 1970 2.6 9.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

長川原橋 ﾅﾝｶﾜﾗﾊﾞｼ 砺波細入線 1927 7.6 6.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

前川橋 ﾏｴｶﾞﾜﾊﾞｼ 富山港線 不明 13.4 12.7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

がめ川橋 ｶﾞﾒｶﾞﾜﾊﾞｼ 富山港線 2010 10.5 22.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

千歳橋 ﾁﾄｾﾊﾞｼ 富山港線 1984 4.6 14 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

藤子橋 ｺﾞﾌｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山高岡線 1936 8.9 17.3 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

藤子橋2 ｺﾞﾌｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山高岡線 不明 20.55 2.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

藤子橋3 ｺﾞﾌｸ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山高岡線 不明 20.55 2.9 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

川原田川橋 ｶﾜﾊﾗﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 415号 1964 12.1 6.1 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

大石原橋 ｵｵｲｼﾊﾗﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1972 8.4 9.2 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

大石原歩道橋 ｵｵｲｼﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ 富山立山魚津線 1995 9.1 3.8 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

正等寺橋 ｼｮｳﾄｳｼﾞ 富山立山魚津線 1935 2.2 5.9 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

寺田川橋 ﾃﾗﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 富山立山魚津線 1988 4.7 30.6 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

経田橋 ｷｮｳﾃﾞﾝﾊｼ 富山上市線 1983 2.9 15 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

若杉新橋 ﾜｶｽｷﾞｼﾝﾊﾞｼ 富山上市線 1963 2.2 8 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

正印橋1 ｼｮｳｲﾝ1 富山上市線 1963 4.6 15.5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

正印橋2 ｼｮｳｲﾝ2 富山上市線 不明 4 9.7 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

開発1号橋 ｶｲﾎﾂ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山上市線 1963 3.5 9.8 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

上生の谷橋 ｶﾐｲｷﾉﾀﾆﾊｼ 富山立山公園線 1969 3 9.4 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

上千垣橋 ｶﾐﾁｶﾞｷﾊｼ 富山立山公園線 1968 2.6 7.9 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

三途川橋上り線 ｻﾝｽﾞﾉｶﾜﾊｼﾉﾎﾞﾘｾﾝ 富山立山公園線 1937 10.6 6.5 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

三途川橋下り線 ｻﾝｽﾞﾉｶﾜﾊｼｸﾀﾞﾘｾﾝ 富山立山公園線 1937 10.8 2.4 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

滝谷橋 ﾀｷﾀﾆﾊｼ 富山立山公園線 1971 12.6 7.3 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

豊木橋 ﾄﾖｷ 富山立山公園線 1970 6.5 7.8 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

石割橋 ｲｼﾜﾘﾊﾞｼ 立山水橋線 1963 12.5 8.3 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

石割橋 ｲｼﾜﾘﾊﾞｼ 立山水橋線 不明 12.8 1.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

小出橋 ｺｲﾃﾞﾊﾞｼ 立山水橋線 1960 13.5 6.7 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

小出橋 ｺｲﾃﾞﾊﾞｼ 立山水橋線 不明 13.5 2.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

宮路跨線橋 ﾐﾔｼﾞｺｾﾝﾊｼ 立山水橋線 1970 12.5 7.7 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

清水堂橋 ｼﾐｽﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ 立山水橋線 1965 3.5 7 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

下石政橋 ｼﾓｲｼﾏｻﾊﾞｼ 立山水橋線 1968 5.2 8.1 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

取越橋1 ﾄﾘｺﾞｼ1 上市北馬場線 1962 4.5 6.1 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

取越橋2 ﾄﾘｺﾞｼ2 上市北馬場線 1978 4.5 5.3 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

上森尻橋1 ｶﾐﾓﾘｼﾞﾘ 滑川上市線 1970 2.8 6.7 富山県 富山県 上市町 Ⅰ
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上森尻橋2 ｶﾐﾓﾘｼﾞﾘﾊｼ2 滑川上市線 不明 2.2 2.2 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

浅生橋 ｱｿｳﾊﾞｼ 宇奈月大沢野線 1970 9.2 6.3 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

新大岩橋 ｼﾝｵｵｲﾜ 宇奈月大沢野線 1967 13 6.5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

桧谷橋 ﾋﾉｷﾀﾞﾆ 宇奈月大沢野線 1965 7.7 8.6 富山県 富山県 上市町 Ⅱ

松崎橋 ﾏﾂｻﾞｷ 宇奈月大沢野線 1953 6.7 5.2 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

浅生1号橋（本線） ｱｿｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ(ﾎﾝｾﾝ) 富山外郭環状線 1985 5.8 6.6 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

浅生1号橋（歩道部） ｱｿｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 富山外郭環状線 1985 5.8 2.2 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

浅生2号橋（本線） ｱｿｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ(ﾎﾝｾﾝ) 富山外郭環状線 1985 2.8 6.8 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

浅生2号橋（歩道部） ｱｿｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 富山外郭環状線 1985 2.8 2.7 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

上開発橋 ｶﾐｶｲﾎﾂﾊﾞｼ 富山外郭環状線 1974 5.6 16.3 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

市田郷橋 ｲﾁﾀﾞｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 13.6 16.1 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

市田郷橋(自歩道橋) ｲﾁﾀﾞｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1980 13.6 16.1 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

百貫橋 ﾋｬｸﾒﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1959 11.8 11.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

百貫橋(歩道橋) ﾋｬｸﾒﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1984 11.8 2.5 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

池田1号橋 ｲｹﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 2 9.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

小出2号橋 ｺｲﾃﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 4.6 13 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

桜木1号橋 ｻｸﾗｷﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 7.3 9.1 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

桜木1号橋 ｻｸﾗｷﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 不明 7.3 3.4 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

桜木1号橋 ｻｸﾗｷﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 不明 7.3 3.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

桜木3号橋 ｻｸﾗｷﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 2.6 11.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

桜木4号橋 ｻｸﾗｷﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 2.7 13.2 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

桜木5号橋 ｻｸﾗｷﾞ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 3 13.4 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

的場1号橋 ﾏﾄﾊﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 富山滑川魚津線 1964 4 14.5 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

広野新橋1 ﾋﾛﾉｼﾝﾊｼ1 極楽寺郷柿沢線 1987 4.3 7.4 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

広野新橋2 ﾋﾛﾉｼﾝﾊｼ2 極楽寺郷柿沢線 不明 4.4 2.1 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

三日市橋1 ﾐﾂｶｲﾁ 上市水橋線 1960 2.8 5.5 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

三日市橋2 ﾐﾂｶｲﾁ 上市水橋線 不明 2.8 1.2 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

出ノ新橋 ﾃﾞﾉｼﾝ 辻滑川線 1969 8 7.9 富山県 富山県 上市町 Ⅱ

小谷橋 ｵﾀﾆ 大岩神明町線 1986 8.7 9.2 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

長輪橋 ﾅｶﾞﾜ 道源寺上市線 1927 5.2 5 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

下福田橋 ｼﾓﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ 寺坪上市線 1959 4.1 10.7 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

日中1号橋 ﾆｯﾁｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 寺坪上市線 1959 4.7 10.2 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

日中2号橋 ﾆｯﾁｭｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 寺坪上市線 1971 5 11 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

日中3号橋 ﾆｯﾁｭｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 寺坪上市線 1973 3.5 10.1 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

上女川橋 ｶﾐｵﾝﾅｶﾞﾜ 女川谷口線 1960 5.5 3.5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

道源寺1号橋 ﾄﾞｳｹﾞﾝｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ 西大森寺坪線 1950 2.3 6.3 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝ 柿沢泉線 1960 4.5 5.9 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

東女川橋 ﾋｶﾞｼｵﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ 日中五百石線 1937 3.5 7.4 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

下段1号橋 ｼﾀﾀﾞﾝ1ｺﾞｳﾊｼ 小又榎線 1978 2.9 8.1 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

無名谷橋 ﾑﾒｲﾀﾞﾆﾊｼ 弘法称名立山停車場線 1972 4.5 8.5 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

小曽谷橋1 ｵｿﾞﾀﾞﾆ1 剣岳公園線 1990 11.4 5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

小曽谷橋2 ｵｿﾞﾀﾞﾆ2 剣岳公園線 1990 12.2 4.2 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

シンシブヤ ｼﾝｼﾌﾞﾔ 415号 不明 11.5 8.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

シンフナツキ ｼﾝﾌﾅﾂｷ 415号 不明 5.9 15.1 富山県 富山県 射水市 Ⅰ
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ナカフコ ﾅｶﾌｺ 472号 不明 3 10 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

マエダガワ ﾏｴﾀﾞｶﾞﾜ 472号 不明 7.5 27.5 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

イズモジ ｲｽﾞﾓｼﾞ 472号 不明 14.5 6.3 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

ホリタジ ﾎﾘﾀｼﾞ 472号 不明 6.9 8.4 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

オオシミズ ｵｵｼﾐｽﾞ 富山戸出小矢部線 不明 13.2 9.7 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

大清水歩道橋 ｵｵｼﾐｽﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 富山戸出小矢部線 不明 13.2 9.7 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

バイパス ﾊﾞｲﾊﾟｽ 富山戸出小矢部線 1967 12.3 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅲ

ﾖｺｺﾞｼ３ｺﾞｳ ﾖｺｺﾞｼ3ｺﾞｳ 富山戸出小矢部線 不明 7.2 7 富山県 富山県 高岡市 Ⅲ

ﾖｺｺﾞｼ３ｺﾞｳ歩道橋 ﾖｺｺﾞｼ3ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 富山戸出小矢部線 不明 8.5 2 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ﾄｲﾃﾞ ﾄｲﾃﾞ 富山戸出小矢部線 不明 4.5 15.6 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

ヒロタニ(T桁部) ﾋﾛﾀﾆ(Tｹﾀﾌﾞ) 高岡羽咋線 不明 7 13.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ヒロタニ(床版部) ﾋﾛﾀﾆ(ｼｮｳﾊﾞﾝﾌﾞ) 高岡羽咋線 不明 7 13.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

オザキ１ゴウ ｵｻﾞｷ1ｺﾞｳ 高岡羽咋線 不明 10.5 8.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

オザキ２ゴウ ｵｻﾞｷ2ｺﾞｳ 高岡羽咋線 不明 9.7 8.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

オザキ３ゴウ ｵｻﾞｷ3ｺﾞｳ 高岡羽咋線 不明 8.9 8.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ダイ３ゴウ ﾀﾞｲ3ｺﾞｳ 高岡羽咋線 不明 6.9 10.1 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

平尻橋(床版橋) ﾍﾗｼﾞﾘﾊﾞｼ(ｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 小矢部伏木港線 不明 10.6 8.2 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

平尻橋(Ｔ桁部) ﾍﾗｼﾞﾘﾊﾞｼ(Tｹﾀﾌﾞ) 小矢部伏木港線 不明 10.6 8.2 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

５ゴウ 5ｺﾞｳ 新湊平岡線 不明 12.7 12.4 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

サンヨシ(T桁部) ｻﾝﾖｼ(Tｹﾀﾌﾞ) 富山高岡線 不明 8.5 18 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

サンヨシ(床版部) ｻﾝﾖｼ(ｼｮｳﾊﾞﾝﾌﾞ) 富山高岡線 不明 8.5 18 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

アラカワ(Ｔ桁部) ｱﾗｶﾜ(Tｹﾀﾌﾞ) 富山高岡線 不明 9.6 14.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

アラカワ(床版部) ｱﾗｶﾜ(ｼｮｳﾊﾞﾝﾌﾞ) 富山高岡線 不明 9.6 14.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ナカガワ(アーチカル
バート部)

ﾅｶｶﾞﾜ(ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄﾌﾞ) 富山高岡線 不明 12.9 14.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ナカガワ(床版部) ﾅｶｶﾞﾜ(ｼｮｳﾊﾞﾝﾌﾞ) 富山高岡線 不明 12.9 14.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

サノゲンテガワ（ノボ
リ）

ｻﾉｹﾞﾝﾃｶﾞﾜ(ﾉﾎﾞﾘ 高岡環状線 2002 12.9 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

サノゲンテガワ（クダ
リ）

ｻﾉｹﾞﾝﾃｶﾞﾜ(ｸﾀﾞﾘ) 高岡環状線 2002 14.5 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

サノボックス１ゴウ（ノ
ボリ）

ｻﾉﾎﾞｯｸｽ1ｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 高岡環状線 不明 3.9 7.6 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

サノボックス１ゴウ（ク
ダリ）

ｻﾉﾎﾞｯｸｽ1ｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 高岡環状線 不明 4 11.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

シモジマ７ゴウ（ノボ
リ）

ｼﾓｼﾞﾏﾅﾅｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 高岡環状線 不明 8.7 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

シモジマ７ゴウ（クダ
リ）

ｼﾓｼﾞﾏﾅﾅｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 高岡環状線 不明 8.7 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

シュゴマチ１ゴウ ｼｭｺﾞﾏﾁｲﾁｺﾞｳ 高岡環状線 不明 8.2 13 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

フタガミマチ１ゴウ ﾌﾀｶﾞﾐﾏﾁｲﾁｺﾞｳ 高岡環状線 不明 6.8 16.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

牧野用水 ﾏｷﾉﾖｳｽｲ 高岡環状線 不明 6.1 15.4 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ヨネジマ１ゴウ ﾖﾈｼﾞﾏｲﾁｺﾞｳ 高岡環状線 不明 6.8 16.7 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

イチノイ（ホンセン） ｲﾁﾉｲ(ﾎﾝｾﾝ) 高岡小杉線 不明 5.6 34.5 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

イチノイ（ホドウブ） ｲﾁﾉｲ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 高岡小杉線 不明 6.3 18.1 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

カモガワ７ゴウ（ノボ
リ）

ｶﾓｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 高岡小杉線 不明 11.6 12 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

カモガワ７ゴウ（クダ
リ）

ｶﾓｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 高岡小杉線 1994 11.6 12 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ゴウデン ｺﾞｳﾃﾞﾝ 高岡小杉線 不明 5.3 23.4 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ゴウデン ｺﾞｳﾃﾞﾝ 高岡小杉線 不明 6.4 23 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

シンヒロカミ ｼﾝﾋﾛｶﾐ 高岡小杉線 不明 8 11.5 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

スガタ ｽｶﾞﾀ 富山小杉線 不明 4.8 11.8 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

シンクザン ｼﾝｸｻﾞﾝ 高岡氷見線 1988 11.6 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ
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サンガミナミ ｻﾝｶﾞﾐﾅﾐ 高岡砺波線 不明 8 7.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ロクジユウブ ﾞﾛｸｼﾞﾕｳﾌﾞ 高岡砺波線 不明 7.6 7.2 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

クニカタ（クダリ） ｸﾆｶﾀ(ｸﾀﾞﾘ) 高岡青井谷線 不明 3.2 7.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

クニカタ（ノボリホドウ
ブ）

ｸﾆｶﾀ(ﾉﾎﾞﾘﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 高岡青井谷線 不明 3.2 10.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

シンジクシ（ホンセン） ｼﾝｼﾞｸｼ(ﾎﾝｾﾝ) 高岡青井谷線 1965 8 9.1 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

シンジクシ（ホドウブ） ｼﾝｼﾞｸｼ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 高岡青井谷線 不明 8 3.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

西明寺上橋 ｻｲﾐｮｳｼﾞｶﾐﾊﾞｼ 押水福岡線 1972 12.9 12.2 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

サイミョウジ ｻｲﾐｮｳｼﾞ 押水福岡線 1969 12 7.8 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ホウダ（ホンセン） ﾎｳﾀﾞ(ﾎﾝｾﾝ) 小杉本江線 1969 10.4 7.5 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

ホウダ（ホドウブ） ﾎｳﾀﾞ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 小杉本江線 不明 10.4 4.2 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

ホンドウ（ホンセン） ﾎﾝﾄﾞｳ(ﾎﾝｾﾝ) 小杉本江線 1982 9.7 6.3 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ホンドウ（ノボリホドウ
ブ）

ﾎﾝﾄﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 小杉本江線 不明 10.5 2.5 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ホンドウ（クダリカクフ
クブ）

ﾎﾝﾄﾞｳ(ｸﾀﾞﾘｶｸﾌｸﾌﾞ) 小杉本江線 不明 10.5 3.3 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

カモ ｶﾓ 小杉本江線 1997 13.3 14.8 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ホウラク ﾎｳﾗｸ 松木鷲塚線 1969 8.4 7.6 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

タツマキハシ（ホンセ
ン）

ﾀﾂﾏｷﾊｼ(ﾎﾝｾﾝ) 松木鷲塚線 1974 8.4 5.5 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

タツマキハシ（ノボリカ
クフクブ）

ﾀﾂﾏｷﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｶｸﾌｸﾌﾞ) 松木鷲塚線 1986 8.4 1.4 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

タツマキハシ（クダリカ
クフクブ）

ﾀﾂﾏｷﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｶｸﾌｸﾌﾞ) 松木鷲塚線 不明 8.4 2.8 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ホリノウチ ﾎﾘﾉｳﾁ 小杉大門線 1978 9.4 8.2 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ﾌｶﾏﾂ（深松橋） ﾌｶﾏﾂ 井栗谷大門線 1980 13.9 7.7 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ﾜｼｷﾀ（鷲北橋） ﾜｼｷﾀ 能町停車場線 不明 9 13.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅲ

ｵｾﾞ（小勢橋） ｵｾﾞ(ｵｾﾞﾊｼ) 本保福岡線 1962 11.4 6.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ｻﾝﾉｳ（山王橋） ｻﾝﾉｳ(ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 本保福岡線 1965 13.6 6.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ｶﾒｶﾜ（亀川橋） ｶﾒｶﾜ(ｶﾞﾒｶﾞﾜﾊｼ) 本保福岡線 1964 12 6.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ﾌﾀｶﾞﾐｺ（二上小橋） ﾌﾀｶﾞﾐｺ(ﾌﾀｶﾞﾐｺﾊﾞｼ) 守山向野線 1958 5.8 14.4 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ダイゴ ﾀﾞｲｺﾞ 北高木立野線 不明 9.5 7.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

ﾀﾃﾉ２ｺﾞｳ（立野橋） ﾀﾃﾉ2ｺﾞｳ(ﾀﾃﾉﾊｼ) 北高木立野線 1983 13.5 12.9 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ｶﾞﾝﾄﾞ（四十万橋） ｶﾞﾝﾄﾞ(ｼｼﾞﾏﾊｼ) 岡笹川線 1985 11.1 11.2 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ハツシヨウ（八昭橋） ﾊﾂｼﾖｳ(ﾊｯｼｮｳﾊﾞｼ) 八町大門線 1969 11.5 5.5 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

ハツコウコ（八講小橋） ﾊﾂｺｳｺ(ﾊﾂｺｳｺﾊﾞｼ) 八町大門線 1974 13.6 6 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

カタグチ ｶﾀｸﾞﾁ 八町大門線 不明 6.4 16.5 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

ツバタエ（津幡江橋） ﾂﾊﾞﾀｴ(ﾂﾊﾞﾀｴﾊﾞｼ) 八町大門線 1996 12 11 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

オタカノ（御鷹野橋） ｵﾀｶﾉ(ｵﾀｶﾉﾊﾞｼ) 白石西高木戸破線 1996 10.6 20.2 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

ボックス１ゴウ ﾎﾞｯｸｽｲﾁｺﾞｳ 姫野能町線 不明 7 18.9 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ヨシズミシン１ゴウ ﾖｼｽﾞﾐｼﾝ1ｺﾞｳ 西部金屋戸出線 不明 7 8.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

センボガワ ｾﾝﾎﾞｶﾞﾜ 西部金屋戸出線 不明 7 6 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

ヨコゴシ２ゴウ ﾖｺｺﾞｼ2ｺﾞｳ 横越大滝線 不明 7.5 5.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

アラマタ ｱﾗﾏﾀ 横越大滝線 不明 9.5 6 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

クラマデラ１ゴウ ｸﾗﾏﾃﾞﾗ1ｺﾞｳ 石堤大野線 不明 13.2 3.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

ヤチ（谷内橋） ﾔﾁ(ﾔﾁﾊｼ) 小野上渡線 1983 11.3 7.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

シンアカマル（新赤丸
橋）

ｼﾝｱｶﾏﾙ(ｼﾝｱｶﾏﾙﾊｼ) 小野上渡線 1973 10.4 7.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

イワカズ（岩数橋） ｲﾜｶｽﾞ(ｲﾜｶｽﾞﾊﾞｼ) 小杉吉谷線 1973 10.5 8 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

谷畑橋 ﾀﾆﾊﾞﾀｹﾊｼ 415号 不明 4 12.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

谷屋橋 ﾀﾆﾔﾊﾞｼ 415号 不明 3 7 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ
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中泉橋 ﾅｶｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 415号 不明 5.1 17 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

大野橋 ｵｵﾉﾊﾞｼ 415号 不明 4 9.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

新中田橋 ｼﾝﾅｶﾀﾊｼ 415号 不明 5.5 12.3 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

吉滝橋 ﾖｼﾀｷﾊﾞｼ 氷見田鶴浜線 不明 2.7 6.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

雁田橋 ｶﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ 氷見田鶴浜線 1995 11.4 11.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

小滝橋 ｵﾀﾞｷﾊﾞｼ 氷見田鶴浜線 不明 11 11.1 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

坪池橋 ﾂﾎﾞｲｹﾊｼ 高岡羽咋線 1979 8.5 17.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

脇之谷内橋 ﾜｷﾉﾔﾁﾊｼ 高岡氷見線 1976 12.6 8.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

脇之谷内橋歩道橋 ﾜｷﾉﾔﾁﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 高岡氷見線 不明 12.6 2.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

大窪橋 ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ 高岡氷見線 1974 12.9 11 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

中間橋 ﾅｶﾏﾊｼ 高岡氷見線 1973 6.7 7.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

鞍骨橋 ｸﾗﾎﾈﾊｼ 高岡氷見線 1997 3 13.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

古国橋 ﾌﾙｺﾊｼ 高岡氷見線 1978 8.6 8.7 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

寺下橋 ﾃﾗｼﾀﾊｼ 高岡氷見線 1964 10.7 7.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

小久米橋 ｵｸﾞﾒﾊﾞｼ 高岡氷見線 1977 9.5 8 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

位袋橋 ｲﾌﾞｸﾛﾊｼ 高岡氷見線 1938 3.4 5.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

新谷橋 ｱﾗﾔﾊｼ 高岡氷見線 1987 14 7 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

上田橋 ｳｴﾀﾞﾊｼ 万尾脇方線 1932 3.7 8.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

原川橋 ﾊﾗｶﾜﾊｼ 万尾脇方線 1963 8.6 7.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

味川橋 ｱｼﾞｶﾜﾊｼ 万尾脇方線 1978 2.3 6.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

針木橋 ﾊﾘｷﾊﾞｼ 万尾脇方線 1961 11.5 5.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

白川橋 ｼﾗｶﾜﾊﾞｼ 万尾脇方線 1964 7.6 5.1 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

宇波橋 ｳﾅﾐﾊｼ 万尾脇方線 1969 4.8 6 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊｼ 氷見惣領志雄線 不明 4 7.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

深原橋 ﾌｶﾊﾗﾊｼ 氷見惣領志雄線 不明 5.2 10.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

黒谷橋 ｸﾛﾀﾆﾊｼ 氷見惣領志雄線 不明 2.5 10 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

頭無橋 ﾄｳﾑﾊｼ 氷見惣領志雄線 不明 4.7 8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

堀貫橋 ﾎﾘﾇｷﾊｼ 氷見惣領志雄線 2013 10.1 9.3 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

中切橋 ﾅｶｷﾘﾊｼ 氷見惣領志雄線 1980 12.5 10.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

上中橋 ｶﾐﾅｶﾊｼ 仏生寺大田線 1972 3.5 4.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

神代橋 ｼﾞﾝﾀﾞｲﾊｼ 仏生寺大田線 1961 2.4 9.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

石崎橋 ｲｼｻﾞｷﾊｼ 仏生寺大田線 1932 5.3 9.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

堀田その１橋 ﾎﾘﾀｿﾉ1ﾊｼ 仏生寺大田線 1961 3 7.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

上堀田橋 ｶﾐﾎﾘﾀﾊｼ 仏生寺大田線 1937 5.3 47.3 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

下堀田橋 ｼﾓﾎﾘﾀﾊｼ 仏生寺大田線 1972 3.7 6.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

白藤その１橋 ｼﾗﾌｼﾞｿﾉ1ﾊｼ 仏生寺大田線 1961 2.9 6.7 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

白藤橋 ｼﾗﾌｼﾞﾊｼ 仏生寺大田線 不明 2.8 8.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

下田子橋 ｼﾓﾀｺﾊｼ 仏生寺大田線 1928 3 6.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

上久津呂橋 ｶﾐｸﾂﾞﾛﾊｼ 氷見志雄線 1928 5.3 7.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

上久津呂橋歩道橋 ｶﾐｸﾂﾞﾛﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 氷見志雄線 2004 12.2 3.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

谷内橋 氷見志雄線 1933 4.5 7.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

高見橋 ﾀｶﾐﾊﾞｼ 氷見志尾線 1963 7.2 6.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

平垣橋 ﾋﾗｶﾞｷﾊﾞｼ 氷見志雄線 1959 2.5 5.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

三尾橋 ﾐｵﾊﾞｼ 氷見志雄線 2000 7.3 8.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ
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四枚田橋 柿谷池田線 1969 3.4 7.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

諏訪野橋 ｽﾜﾉﾊﾞｼ 柿谷池田線 1985 2.5 7.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

高戸橋 ﾀｶﾄﾊｼ 鹿西氷見線 1973 8.5 6.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

寺尾橋 ﾃﾗｵﾊﾞｼ 鹿西氷見線 1984 5.6 8.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

一ノ瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ 鹿西氷見線 1985 12.8 8.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

西の川橋 ﾆｼﾉｶﾜﾊﾞｼ 鹿西氷見線 1984 12 8 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

大川橋 ｵｵｶﾜﾊﾞｼ 鹿西氷見線 1991 10.3 7.6 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

長坂大橋 ﾅｶﾞｻｶｵｵﾊｼ 平阿尾線 2002 13.1 9.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

堂田橋 ﾄﾞｳﾀﾞﾊｼ 良川磯辺線 1965 7.3 5 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

東谷川橋 ﾋｶﾞｼﾀﾆｶﾜﾊｼ 良川磯辺線 1965 6.4 5.1 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

堀田橋 ﾎﾘﾀﾊｼ 五十里氷見線 1952 2.5 10.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

大浦橋 ｵｵｳﾗﾊｼ 五十里氷見線 不明 4.8 20.1 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

園橋 ｿﾉﾊｼ 五十里氷見線 不明 6.8 8.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

桑院橋 ｸﾜﾉｲﾝﾊｼ 桑院赤毛線 1978 8.2 11.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

下柳田橋 ｼﾓﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊｼ 藪田下田子線 1952 7.9 8.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

下柳田橋歩道橋 ｼﾓﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 藪田下田子線 1952 7.9 1.7 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

柳田橋 ﾔﾅｷﾞﾀﾊｼ 藪田下田子線 1953 3 8.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

柳田小橋 ﾔﾅｷﾞﾀﾞｺﾊｼ 藪田下田子線 不明 5.1 12.1 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

西安川橋 ﾆｼﾔｽｶﾜﾊﾞｼ 一般359号 不明 2.2 6.5 富山県 富山県 砺波市 Ⅱ

新又橋 ｱﾗﾏﾀﾊﾞｼ 一般359号 不明 5.1 21.8 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

新海尻橋 ｼﾝｳﾐｼﾞﾘﾊﾞｼ 一般359号 1989 13.6 20.7 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

岩武新2号橋 ｲﾜﾀｹｼﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 一般359号 不明 2.5 21 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

岩武新3号橋 ｲﾜﾀｹｼﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 一般359号 不明 3.6 21 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

六ヶ橋（BOX部） ﾛｯｶﾊｼ(ﾎﾞｯｸｽﾌﾞ) 471号 不明 3.5 15.6 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

六ヶ橋（床版部） ﾛｯｶﾊｼ(ｼｮｳﾊﾞﾝﾌﾞ) 471号 不明 3.5 15.6 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

百町村中橋 ﾋｬｸﾁｮｳﾑﾗﾅｶﾊｼ 471号 不明 5 17 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

苗島用水橋 ﾅｴｼﾞﾏﾖｳｽｲﾊｼ 471号 不明 2.9 13.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

八塚川橋 ﾔﾂﾂﾞｶｶﾜﾊｼ 471号 不明 12.3 9.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

宮川橋 ﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ 471号 不明 2.5 16.8 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

鷹栖出橋 ﾀｶﾉｽﾃﾞﾊﾞｼ 砺波小矢部線 不明 3.7 6.6 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

鷹栖橋 ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ 砺波小矢部線 不明 3.1 6.9 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

第3号橋 ﾀﾞｲｺﾞｳｷｮｳ 砺波小矢部線 不明 3.7 15 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

西中橋 ﾆｼﾅｶﾊﾞｼ 砺波小矢部線 不明 2.1 6.7 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

深江橋 ﾌｶｴﾊﾞｼ 砺波福光線 不明 2.6 10.7 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

ナカムラガワ橋 ﾅｶﾑﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 砺波福光線 不明 3.9 12.7 富山県 富山県 砺波市 Ⅱ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ 福光福岡線 不明 2.5 7.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

小松川橋 ｺﾏﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ 福光福岡線 不明 7.5 7.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

富田橋（床版部） ﾄﾐﾀﾊｼ 福光福岡線 不明 3.8 6.9 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

安清橋 ﾔｽｷﾖﾊﾞｼ 池尻福野線 不明 5.5 9.7 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

上津1号橋 ｼﾞｮｳﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 小森谷庄川線 不明 6.5 11.2 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

上津2号橋 ｼﾞｮｳﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ 小森谷庄川線 不明 6.6 10.1 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

高堀橋 ﾀｶﾎﾘﾊﾞｼ 小森谷庄川線 不明 2.2 8.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

山王橋（本線） ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ(ﾎﾝｾﾝ) 北高木新富町線 不明 5.6 8.5 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

山王橋歩道橋 ｻﾝﾉｳﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 北高木新富町線 不明 10.5 2.8 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ
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北高木新富町線 不明 3.4 14.4 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

番川橋 ﾊﾞﾝｶﾜﾊﾞｼ 安養寺砺波線 不明 2.7 6.5 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

宮橋 ﾐﾔﾊﾞｼ 安養寺砺波線 不明 8.5 8.9 富山県 富山県 砺波市 Ⅰ

新野川橋 ｼﾝﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ 福野城端線 不明 4.8 17.4 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

町川橋 ﾏﾁｶﾜﾊﾞｼ 安居福野線 不明 3.6 6 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

木下橋 ｷﾉｼﾀﾊﾞｼ 安居福野線 不明 2.9 6.9 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

清水川橋(車道橋) ｼﾐｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼｼｬﾄﾞｳｷｮｳ 安居福野線 不明 4.6 5.8 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

清水川橋(歩道橋) ｼﾐｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 安居福野線 不明 6 3.6 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

百町橋 ﾋｬｸﾁｮｳﾊﾞｼ 安居福野線 不明 2.9 6 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

古木橋 ﾌﾙｷﾊﾞｼ 西勝寺福野線 不明 2.6 9 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

速星大橋（Ａライン） (ﾊﾔﾎｼｵｵﾊｼ(ｴｰﾗｲﾝ) 359号 1964 148.3 10.8 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

速星大橋（Ｂライン） (ﾊﾔﾎｼｵｵﾊｼ(ﾋﾞｰﾗｲﾝ) 359号 1964 148.3 10.8 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

速星跨線橋 (ﾊﾔﾎｼｺｾﾝｷｮｳ) 359号 1983 180.6 16 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

塚原高架橋 (ﾂｶﾊﾗｺｳｶｷﾖｳ) 359号 1987 74.6 25.8 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

千里跨線橋 (ﾁｻﾄｺｾﾝｷｮｳ) 472号 1988 244.3 12.8 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

浦の橋 (ｳﾗﾉﾊｼ) 富山魚津線 1978 92 13 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

今川橋 (ｲﾏｶﾞﾜﾊｼ) 富山魚津線 1937 342.1 7 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

今川橋自歩道橋 (ｲﾏｶﾞﾜﾊﾞｼｼﾞﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 富山魚津線 1982 342.1 2.5 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

日方江橋 (ﾋｶﾀｴﾊｼ) 富山魚津線 1934 23.3 6.4 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

常西橋 (ｼﾞｮｳｻｲﾊｼ) 富山立山魚津線 1958 15.2 9.7 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

大日橋左岸高架橋 (ﾀﾞｲﾆﾊﾞｼｻｶﾞﾝｺｳｶｷｮｳ) 富山立山魚津線 1978 112.3 9.4 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

富立大橋 (ﾌﾘｭｳｵｵﾊｼ) 富山立山公園線 2004 509 11 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

久右衛門橋 (ｸｴﾓﾝﾊｼ) 富山立山公園線 1952 17.1 25.5 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

黒田４号歩道橋 (ｸﾛﾀﾞ4ｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 富山八尾線 1959 16.8 2.3 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

富山大橋 (ﾄﾔﾏｵｵﾊｼ) 富山高岡線 2011 472.4 16.4 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

空港橋 (ｸｳｺｳﾊﾞｼ) 富山空港線 1984 87.1 17.8 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

同心橋 (ﾄﾞｳｼﾝﾊｼ) 富山環状線 1965 31.3 8.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

荒川跨線橋 (ｱﾗｶﾜｺｾﾝｷﾖｳ) 富山環状線 1968 171.4 16.5 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

安田１号橋（新） (ﾔｽﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ(ｼﾝ) 富山小杉線 1975 15.5 10.5 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

安田１号橋（旧） (ﾔｽﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ(ｷｭｳ) 富山小杉線 1975 15.5 10 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

池田川橋（旧） (ｲｹﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ(ｷｭｳ) 富山小杉線 1998 17.6 10.3 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

池田川橋（新） (ｲｹﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ(ｼﾝ) 富山小杉線 1998 18 11.2 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

高山跨線橋（新） (ﾀｶﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ(ｼﾝ) 富山小杉線 1975 130.5 10.3 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

高山跨線橋（旧） (ﾀｶﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ(ｷｭｳ) 富山小杉線 1993 130.5 9.8 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

新福沢１号橋 (ｼﾝﾌｸｻﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 宇奈月大沢野線 2000 65.3 19.3 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

小泉橋 (ｺｲｽﾞﾐﾊｼ) 富山外郭環状線 1965 119.8 6.2 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊｼ) 山田砺波線 1931 15.3 8.2 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

池田北橋 (ｲｹﾀﾞｷﾀﾊｼ) 下砂子坂池田町線 1991 91.4 10 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

八ツ屋橋 (ﾔﾂﾔﾊｼ) 岩峅寺大石原水橋線 1987 15.2 10 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

新赤江川橋 (ｼﾝｱｶｴｶﾞﾜﾊｼ) 八幡田稲荷線 1964 20.1 19.8 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

芳見橋 (ﾖｼﾐﾊｼ) 原千垣停車場線 1970 116.5 7.5 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

城生跨線橋 (ｼﾞﾖｳﾉｳｺｾﾝｷﾖｳ) 井栗谷婦中線 1989 21.7 12.6 富山県 富山県 富山市 Ⅰ

余川橋 (ﾖｶﾜﾊｼ) 舘本郷添島線 1968 107.2 6.8 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

中根下橋 (ﾅｶﾈｼﾓﾊｼ) 上笹原東町線 1959 19 5.8 富山県 富山県 富山市 Ⅱ
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赤江川橋 (ｱｶｴｶﾞﾜﾊｼ) 稲荷町新庄線 1934 15.5 7.6 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

神通橋 (ｼﾞﾝｽﾞｳﾊｼ) 中神通井田線 1945 74 4.6 富山県 富山県 富山市 Ⅲ

五福橋 (ｺﾞﾌｸﾊｼ) 富山庄川小矢部自転車道線 1979 21.2 3.5 富山県 富山県 富山市 Ⅱ

桜谷橋 (ｻｸﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 415号 1981 30.7 8.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

柴野橋 (ｼﾊﾞﾉﾊｼ) 高岡羽咋線 1981 22 8 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

国吉大橋 (ｸﾆﾖｼｵｵﾊｼ) 高岡羽咋線 1995 219.5 13.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

守護高架橋 (ｼﾕｺﾞｺｳｶｷﾖｳ) 高岡環状線 1988 41.5 12.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

長慶寺高架橋 (ﾁﾖｳｹｲｼﾞｺｳｶｷﾖｳ) 高岡環状線 1986 41.5 12.5 富山県 富山県 高岡市 Ⅰ

南郷大橋（上り） (ﾅﾝｺﾞｳｵｵﾊｼ) 高岡小杉線 1999 424.4 11 富山県 富山県 高岡市 Ⅲ

南郷大橋（下り） (ﾅﾝｺﾞｳｵｵﾊｼ) 高岡小杉線 1973 421.2 8.9 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

五位山大橋 (ｺﾞｲﾔﾏｵｵﾊｼ) 押水福岡線 1982 145.1 9.2 富山県 富山県 高岡市 Ⅲ

三枚橋 (ｻﾝﾏｲﾊｼ) 立野鴨島線 1969 40.5 8.3 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

三日市橋 (ﾐﾂｶｲﾁﾊｼ) 石堤大野線 1972 220.5 14 富山県 富山県 高岡市 Ⅱ

角川橋 (ｶﾄﾞｶﾜﾊｼ) 富山魚津線 1960 27 6 富山県 富山県 魚津市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 魚津生地入善線 1984 206.2 12.5 富山県 富山県 魚津市 Ⅲ

東山橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾏﾊｼ) 宇奈月大沢野線 1977 150.8 6 富山県 富山県 魚津市 Ⅲ

中の橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 415号 1990 15.1 20.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

八幡橋歩道橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 415号 1985 51.8 2.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

泉大橋 (ｲｽﾞﾐｵｵﾊｼ) 415号 1956 36.6 6.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

泉歩道橋 (ｲｽﾞﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 415号 1976 38 2.7 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

島尾橋 (ｼﾏｵﾊｼ) 415号 2007 17 12.4 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

一ノ島橋 (ｲﾁﾉｼﾏﾊｼ) 高岡羽咋線 1974 16.65 7.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

白坂橋 (ｼﾗｻｶﾊｼ) 高岡羽咋線 1981 50 8.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

市谷橋 (ｲﾁﾔﾊｼ) 万尾脇方線 1975 25.6 10.7 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

村上橋 (ﾑﾗｶﾐﾊﾞｼ) 氷見惣領志雄線 1999 15.6 12.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

島崎橋 (ｼﾏｻﾞｷﾊｼ) 氷見惣領志雄線 1961 25 7 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

川尻橋 (ｶﾜｼﾘﾊｼ) 氷見惣領志雄線 1973 44.85 6.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

立合橋 (ﾀﾁｱｲﾊﾞｼ) 氷見惣領志雄線 1979 43.5 8.5 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

速川橋 (ﾊﾔｶﾜﾊｼ) 氷見志雄線 1972 47.05 7.2 富山県 富山県 氷見市 Ⅲ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 氷見港氷見停車場線 1984 26.4 16.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

新寺尾橋 (ｼﾝﾃﾗｵﾊﾞｼ) 鹿西氷見線 1971 35.7 7.3 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

胡桃橋 (ｸﾙﾐﾊｼ) 良川磯辺線 1958 33 5.8 富山県 富山県 氷見市 Ⅱ

阿尾橋歩道橋 (ｱｵﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 藪田下田子線 1964 31.54 1.9 富山県 富山県 氷見市 Ⅰ

江尻避溢橋 (ｴｼﾞﾘﾋｴﾂｷｮｳ) 富山滑川魚津線 1963 16.8 11.8 富山県 富山県 滑川市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 朝日宇奈月線 1986 76 6.5 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

２号橋 (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 朝日宇奈月線 1985 60 6.5 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

想影橋 (ｵﾓｶｹﾞﾊｼ) 朝日宇奈月線 1983 107 7.2 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

宇奈月橋 (ｳﾅﾂﾞｷﾊｼ) 黒部宇奈月線 2001 26.9 5.5 富山県 富山県 黒部市 Ⅱ

荻生跨線橋 (ｵｷﾞﾕｳｺｾﾝｷｮｳ) 黒部宇奈月線 1969 37 7.5 富山県 富山県 黒部市 Ⅲ

池の原跨線橋 (ｲｹﾉﾊﾗｺｾﾝｷﾖｳ) 黒部宇奈月線 1989 108.5 11 富山県 富山県 黒部市 Ⅰ

芹谷橋 (ｾﾘﾀﾞﾆﾊｼ) 359号 1991 44 11.8 富山県 富山県 砺波市 Ⅱ

芹谷橋歩道橋 (ｾﾘﾀﾞﾆﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 359号 1976 40.9 5.8 富山県 富山県 砺波市 Ⅱ

新津沢大橋２号橋 (ｼﾝﾂｻﾞﾜｵｵﾊｼ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 359号 1983 60 15.3 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

綾子橋 (ｱﾔｺﾊｼ) 浅地小矢部線 2005 20.82 17.8 富山県 富山県 小矢部市 Ⅰ
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子撫橋 (ｺﾅﾃﾞﾊｼ) 小矢部伏木港線 1961 72 6.7 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

子撫橋歩道橋 (ｺﾅﾃﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 小矢部伏木港線 1998 73.4 3.8 富山県 富山県 小矢部市 Ⅱ

新田川橋 (ｼﾝﾀｶﾞﾜﾊｼ) 小矢部伏木港線 2010 19.7 5.58 富山県 富山県 小矢部市 Ⅰ

平田橋歩道橋 (ﾋﾗﾀﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 小矢部福光線 1969 72.2 2.3 富山県 富山県 小矢部市 Ⅰ

砂川橋 (ｽﾅｶﾜﾊﾞｼ) 小矢部福光線 2010 18.1 9.2 富山県 富山県 小矢部市 Ⅰ

福町橋 (ﾌｸﾏﾁﾊｼ) 小矢部福光線 1956 15 11.6 富山県 富山県 小矢部市 Ⅱ

福町橋歩道橋（上り） (ﾌｸﾏﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 小矢部福光線 1956 20.6 3.4 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

福町橋歩道橋（下り） (ﾌｸﾏﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 小矢部福光線 1956 21.4 3.4 富山県 富山県 小矢部市 Ⅰ

森屋橋 (ﾓﾘﾔﾊｼ) 福岡宮島峡公園線 1965 18 5.6 富山県 富山県 小矢部市 Ⅱ

上御亭橋 (ｶﾐｵﾁﾝﾊｼ) 砂子谷埴生線 1961 37 9.2 富山県 富山県 小矢部市 Ⅱ

北一橋 (ｷﾀｲﾁﾊｼ) 砂子谷埴生線 1967 35.1 6.7 富山県 富山県 小矢部市 Ⅱ

宮川新橋 (ﾐﾔｶﾜｼﾝﾊｼ) 藤森岡線 1968 18.8 6.8 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

蓮沼避溢橋 (ﾊｽﾇﾏﾋｲﾂｷｮｳ) 富山庄川小矢部自転車道線 1975 19.1 3.8 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

川口橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾊｼ) 富山庄川小矢部自転車道線 1975 16.8 4.1 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

渋江川橋 (ｼﾌﾞｴｶﾞﾜﾊｼ) 富山庄川小矢部自転車道線 1975 50 4.1 富山県 富山県 小矢部市 Ⅲ

蟹懸橋 (ｶﾆｶｹﾊｼ) 359号 2012 23.3 11.66 富山県 富山県 小矢部市 Ⅰ

赤尾橋 (ｱｶｵﾊｼ) 156号 1980 28.3 11.4 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

細島橋 (ﾎｿｼﾞﾏﾊｼ) 156号 1979 102 10.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

深谷橋 (ﾌｶﾀﾆﾊｼ) 156号 1979 45.8 11.8 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

釜谷橋 (ｶﾏﾀﾆﾊｼ) 156号 1979 47.7 6.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

新屋橋自転車歩行者道橋
(ｱﾀﾗｼﾔﾊｼｼﾞﾃﾝｼｬﾎｺｳｼｬﾄﾞｳ
ｷｮｳ)

156号 1987 89.9 2 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

菅沼橋 (ｽｶﾞﾇﾏﾊｼ) 156号 1972 36 9.9 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

菅沼１号桟道橋 (ｽｶﾞﾇﾏｲﾁｺﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 156号 1973 25 4.4 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

菅沼２号桟道橋 (ｽｶﾞﾇﾏﾆｺﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 156号 1973 20.8 6.35 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

菅沼３号桟道橋 (ｽｶﾞﾇﾏｻﾝｺﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 156号 1973 34.3 5.36 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

細島１号桟道橋 (ﾎｿｼﾞﾏｲﾁｺﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 156号 1973 20 6 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

松原高架橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗｺｳｶｷｮｳ) 471号 1981 172.2 13 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

新福野橋 (ｼﾝﾌｸﾉﾊｼ) 砺波福光線 2011 59.3 15 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

北野橋 (ｷﾀﾉﾊﾞｼ) 井波城端線 2012 21.4 16.8 富山県 富山県 南砺市 Ⅰ

大岩橋 (ｵｵｲﾜﾊｼ) 金沢井波線 1983 40 10.3 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

細木跨線橋 (ﾎｿｷｺｾﾝｷﾖｳ) 福野城端線 1998 168 8 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

打尾川橋 (ｳﾁｵｶﾞﾜﾊｼ) 臼中福光線 1983 19.5 8 富山県 富山県 南砺市 Ⅱ

土沼橋 (ﾂﾁﾇﾏﾊｼ) 臼中福光線 1983 18.8 7.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

太美橋 (ﾌﾄﾐﾊｼ) 才川七城端線 1968 59 7.5 富山県 富山県 南砺市 Ⅲ

不胡橋（上り） (ﾌｺﾊﾞｼ) 415号 1971 19.5 11.8 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

不胡橋（下り） (ﾌｺﾊﾞｼ) 415号 1971 19.5 11.8 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

高場大橋（上り） (ﾀｶﾊﾞｵｵﾊｼ) 415号 1993 54.8 11.8 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

高場大橋（下り） (ﾀｶﾊﾞｵｵﾊｼ) 415号 1993 54.8 11.8 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

西高木橋（上り） (ﾆｼﾀｶｷﾞﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 415号 1975 46.8 10 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

西高木橋（下り） (ﾆｼﾀｶｷﾞﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 415号 1975 46.8 11.8 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

下新橋（上り） (ｼﾓｼﾝﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 415号 1975 20.6 12.5 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

下新橋（下り） (ｼﾓｼﾝﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 415号 1975 20.6 12.8 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

東部１号橋（上り） (ﾄｳﾌﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 415号 1967 29.8 12.5 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

東部１号橋（下り） (ﾄｳﾌﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 415号 1967 40.8 12.5 富山県 富山県 射水市 Ⅲ
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大白橋（上り） (ﾀﾞｲﾊｸﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 472号 1973 45.1 13 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

大白橋（下り） (ﾀﾞｲﾊｸﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 472号 1973 45.1 13 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

臨港線立体橋（上り） (ﾘﾝｺｳｾﾝﾘｯﾀｲｷｮｳ) 472号 1988 348.1 7.3 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

臨港線立体橋（下り） (ﾘﾝｺｳｾﾝﾘｯﾀｲｷｮｳ) 472号 1973 348.1 7.3 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

下条橋 (ｹﾞｼﾞﾖｳﾊﾞｼ) 富山戸出小矢部線 1988 50 11 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ) 新湊庄川線 1968 39.1 8 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

下条橋 (ｹﾞｼﾞﾖｳﾊｼ) 富山高岡線 1982 47.3 14.6 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

公園橋 (ｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 高岡青井谷線 1963 19.5 6.5 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

土田橋 (ﾄﾞｳﾀﾊﾞｼ) 八町大門線 1966 19.5 6.7 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

布目橋 (ﾇﾉﾒﾊﾞｼ) 八町大門線 1968 19.7 6.5 富山県 富山県 射水市 Ⅲ

常盤橋 (ﾄｷﾊﾊﾞｼ) 八町大門線 1969 30.5 6.8 富山県 富山県 射水市 Ⅱ

上条橋 ｼﾞｮｳｼﾞｮｳﾊﾞｼ 広上大門新線 1978 22 7 富山県 富山県 射水市 Ⅰ

藤津橋 (ﾌｼﾞﾂﾊｼ) 富山上市線 1988 20.6 9.3 富山県 富山県 舟橋村 Ⅰ

細川橋 (ﾎｿｶﾞﾜﾊﾞｼ) 富山上市線 1993 19.1 10 富山県 富山県 舟橋村 Ⅰ

舟橋跨線橋 (ﾌﾅﾊﾞｼｺｾﾝｷｮｳ) 立山水橋線 1936 34.3 15.5 富山県 富山県 舟橋村 Ⅱ

弓庄橋（上り） (ﾕﾐｼｮｳﾊｼ) 富山立山魚津線 1994 60.5 11.8 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

弓庄橋（下り） (ﾕﾐｼｮｳﾊｼ) 富山立山魚津線 1994 60.5 11.8 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

開谷橋 (ｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 五位尾上中町線 1978 17.1 8.2 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

正源寺橋 (ｼﾖｳｹﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 大岩神明町線 1992 25.1 8.5 富山県 富山県 上市町 Ⅰ

小又橋（上り） (ｵﾏﾀﾊｼ) 剣岳公園線 1991 85 5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

小又橋（下り） (ｵﾏﾀﾊｼ) 剣岳公園線 1972 80 3.6 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

蛇谷橋（上り） (ﾍﾋﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 剣岳公園線 1971 20.4 5.2 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

蛇谷橋（下り） (ﾍﾋﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 剣岳公園線 1984 21 5.5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

赤谷橋 (ｱｶﾀﾞﾆﾊｼ) 剣岳公園線 1966 33 6.8 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

伊折橋 (ｲｵﾘﾊｼ) 剣岳公園線 1970 180 8.3 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

桑首谷橋 (ｸﾜｸﾋﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 剣岳公園線 1966 15.1 6.6 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

出の谷橋（旧）(上り) (ﾃﾞﾉﾀﾆﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 剣岳公園線 1934 15.4 9.5 富山県 富山県 上市町 Ⅲ

大熊谷橋 (ｵｵｸﾏﾀﾞﾆﾊｼ) 剣岳公園線 1980 18.9 8.2 富山県 富山県 上市町 Ⅱ

日置橋自歩道橋 (ﾋｵｷﾊﾞｼｼﾞﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 富山立山魚津線 1986 33 2.5 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

西芦原橋 (ﾆｼｱｼﾊﾗ) 富山立山公園線 2000 34 33.5 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

常東用水橋 (ｼﾞﾖｳﾄｳﾖｳｽｲﾊﾞｼ) 立山山田線 1953 15 7 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

常東用水橋自歩道橋
(ｼﾞﾖｳﾄｳﾖｳｽｲﾊﾞｼｼﾞﾎﾄﾞｳｷﾖ
ｳ)

立山山田線 1980 15 2.5 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

小又橋 (ｵﾏﾀﾊｼ) 宇奈月大沢野線 1929 25 7.9 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

立山大橋 (ﾀﾃﾔﾏｵｵﾊｼ) 宇奈月大沢野線 1999 401 13 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

雑穀谷橋 (ｻﾞﾂｺｸﾀﾞﾆﾊｼ) 弘法称名立山停車線 1980 65 7 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

大トンビ橋 (ｵｵﾄﾝﾋﾞﾊﾞｼ) 弘法称名立山停車線 1982 61.9 3.5 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

称名歩道橋 (ｼﾖｳﾐﾖｳﾎﾄﾞｳﾊﾞｼ) 弘法称名立山停車線 1991 48.4 5.7 富山県 富山県 立山町 Ⅰ

鶴谷橋 (ﾂﾙﾀﾞﾆﾊｼ) 松倉宮路線 1966 15.1 5.5 富山県 富山県 立山町 Ⅲ

唐杉橋 (ｶﾗｽｷﾞﾊｼ) 松倉宮路線 1964 20.7 5.1 富山県 富山県 立山町 Ⅱ

新宿橋 (ｼﾝｼﾞﾕｸﾊﾞｼ) 区画街路第５０５号線 1989 24 10 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

恵多橋 (ｹｲﾀﾊﾞｼ) 下大久保上大久保線 1980 16 8.2 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

合田１号橋 (ｺﾞｳﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 合田下大久保線 1978 19 8.5 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

急滝川２号橋 (ｷｭｳﾀｷｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 松野下大久保線 1980 17 5.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

新村橋 (ｼﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 合田下大久保線 1996 18 13.9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ
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伊豆田橋 (ｲｽﾞﾀﾊﾞｼ) 小黒下大久保線 1995 19 11.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

暁橋 (ｱｶﾂｷﾊﾞｼ) 上野山観音寺線 1991 32 6.7 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

婦中橋 (ﾌﾁﾕｳﾊﾞｼ) 川口富川線 1968 71 6.3 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

祢比川橋 (ﾈﾋｶﾞﾜﾊﾞｼ) 田島安田線 1970 141 8.8 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

南部大橋 (ﾅﾝﾌﾞｵｵﾊｼ) 鍋谷谷線 1964 28 4.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

稚児谷橋 (ﾁｺﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 羽根新町線 1977 27 10 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

赤江橋 (ｱｶｴﾊﾞｼ) 赤江稲荷線 2008 20 11.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

全袋橋 (ｾﾞﾝﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ) 下野新線 1972 17 5.3 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

鏡田大橋 (ｶｶﾞﾐﾀﾞｵｵﾊｼ) 水橋桜木鏡田線 1978 101 7.7 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

こほろぎ橋 (ｺﾎﾛｷﾞﾊﾞｼ) 日尾馬瀬線 1962 18 4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

若土浦橋 (ﾜｶﾂﾁｳﾗﾊｼ) 若土線 1967 25 4.2 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

下野橋 (ｼﾓﾉﾊﾞｼ) 五福羽根線 1972 18 6.3 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

蜷川橋 (ﾆﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ) 黒崎赤田線 1987 27 11 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

蔵面橋 (ｸﾗｵﾊﾞｼ) 呉羽本郷大塚線 1978 16 7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

大漁橋 (ﾀｲﾘﾖｳﾊﾞｼ) 岩瀬萩浦町諏訪町線 1952 55 2.6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

小島橋 (ｺｼﾞﾏﾊﾞｼ) 区画街路第３３１０号線 1968 21 9.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

千原崎橋 (ﾁﾊﾗｻﾞｷﾊﾞｼ) 蓮町千原崎線 1969 46 3.6 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

狭間橋 (ﾊｻﾞﾏﾊﾞｼ) 永楽町城北町線 1973 18 4.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

今木橋 (ｲﾏｷﾊﾞｼ) 区画街路第３３０４号線 1974 26 8.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

新古川橋 (ｼﾝﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 四方荒屋草島線 1975 21 6.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

古北橋 (ﾌﾙｷﾀﾊﾞｼ) 草島１１号線 1976 22 5.8 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 水橋池田町大正線 1993 22 6.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

新鍛冶川橋 (ｼﾝｶｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 呉羽本郷中沖線 1981 16 6.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊﾞｼ) 掛尾１５号線 1983 17 5.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

上八日町２号橋 (ｶﾐﾖｳｶﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 西荒屋新保線 1985 15 7.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

二俣新橋 (ﾌﾀﾏﾀｼﾝﾊﾞｼ) 二俣新町１号線 1986 22 9.8 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊﾞｼ) 曙町奥井町線 1987 23 9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

小中橋 (ｺﾅｶﾊﾞｼ) 今泉安養寺線 1989 25 12.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

水橋金尾新橋 (ﾐｽﾞﾊｼｶﾅｵｼﾝﾊﾞｼ) 水橋新堀金尾新線 2000 18 8.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下砂子坂橋 (ｼﾓｽﾅｺﾞｻﾞｶﾊﾞｼ) 水橋専光寺下砂子坂線 2001 15 8.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

宇ノ津橋 (ｳﾉﾂﾊﾞｼ) 神通寺町線 1978 16 2.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

湊入船橋 (ﾐﾅﾄｲﾘﾌﾈﾊｼ) 体育館線 1998 30 23.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

興南橋 (ｺｳﾅﾝﾊﾞｼ) 下熊野２号線 1983 17 2.9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

任海橋 (ﾄｳﾐﾊﾞｼ) 下熊野新保線 1960 81 6.3 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

高寺橋 (ﾀｶﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 水橋高寺田伏１号線 1967 17 7.2 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

石割橋 (ｲｼﾜﾘﾊｼ) 水橋石割高寺線 1967 18 7.2 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

佐の竹橋 (ｻﾉﾀｹﾊﾞｼ) 水橋佐野竹線 不明 16 4.7 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

琴平橋 (ｺﾄﾋﾗﾊﾞｼ) 水橋西天神町出町線 1920 18 7 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

陸橋 (ﾘｸﾊﾞｼ) 水橋西出町東天神町線 1932 16 7.1 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

中馬瀬橋 (ﾅｶｳﾏﾉｾﾊﾞｼ) 瀬戸馬瀬線 1968 16 4.1 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

折谷橋 (ｵﾘﾀﾆﾊﾞｼ) 小坂折谷線 1976 20 2.8 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

馬瀬橋 (ｳﾏﾉｾﾊﾞｼ) 日尾馬瀬線 2003 16 1.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

高橋橋 (ﾀｶﾊｼﾊﾞｼ) 谷内柴橋線 1961 27 4.2 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

角間橋 (ｶｸﾏﾊﾞｼ) 梅苑町小長谷線 1980 45 7.5 富山市 富山県 富山市 Ⅲ
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間瀬橋 (ﾏｾﾊﾞｼ) 間瀬小原線 1981 19 5.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

柚木橋 (ﾕﾉｷﾊﾞｼ) 柚木窪線 1983 35 6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

下笹原橋 (ｼﾓｻｻﾊﾗﾊﾞｼ) 梅苑町小長谷線 1986 21 7.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

小原橋 (ｵﾊﾗﾊﾞｼ) 間瀬小原線 1997 39 10.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

上黒瀬橋 (ｶﾐｸﾛｾﾊﾞｼ) 上黒瀬宮ノ腰線 1961 31 2.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

新保大橋 (ｼﾝﾎﾞｵｵﾊｼ) 新保１０号線 1983 400 11 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

高山橋 (ﾀｶﾔﾏﾊﾞｼ) 高山平林線 1964 24 2.6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

上瀬橋 (ｶﾐｾﾞﾊﾞｼ) 下瀬上瀬線 1993 49 9.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

三瀬橋 (ｻﾝﾉｾﾊﾞｼ) 三瀬平林線 1959 30 3.6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

牛ヶ首橋梁 (ｳｼｶﾞｸﾋﾞｷｮｳﾘｮｳ) 青島小倉線 1975 35 11 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

宮神橋 (ﾐﾔｼﾞﾝﾊﾞｼ) 青島小倉線 1978 212 10 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

西道島橋 (ﾆｼﾄﾞｳｼﾞﾏﾊﾞｼ) 西道島線 1995 30 11 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

三屋橋 (ﾐﾂﾔﾊﾞｼ) 三屋線 1953 45 2.3 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

鎌倉橋 (ｶﾏｸﾗﾊﾞｼ) 鎌倉線 1966 24 4.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 中央公民館線 1979 33 9 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 上中瀬中村線 1964 23 6.3 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

宿坊大橋 (ｽｸﾎﾞｳｵｵﾊｼ) 山田八尾線 1995 470 8.8 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

新保陸橋 (ｼﾝﾎﾞﾘｯｷｮｳ) 新保１０号線 1983 74 11 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

外輪野橋 (ｿﾄﾜﾉﾊﾞｼ) 構西上線 1983 29 8.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

大構跨線橋 (ｵｵｶﾞﾏｴｺｾﾝｷｮｳ) 大構線 1996 22 8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

千寿橋 (ｾﾝｼﾞｭﾊﾞｼ) 区画街路第1802号線 不明 8.5 5.6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ) 区画街路第1804号線 不明 5 5.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

研橋 (ｹﾝﾊｼ) 区画街路第1805号線 不明 5.05 6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

うめの橋 (ｳﾒﾉﾊﾞｼ) 区画街路第2501号線 不明 5.3 5.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

千石2号橋 (ｾﾝｺﾞｸ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 区画街路第2503号線 不明 5.35 5.9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

星井1号橋 (ﾎｼｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 区画街路第3104号線 不明 5.6 5.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

星井2号橋 (ﾎｼｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 区画街路第3111号線 不明 5.65 5.3 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

西中野橋 (ﾆｼﾅｶﾉﾊﾞｼ) 区画街路第3113号線 不明 6.05 5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

小泉町2号橋 (ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 堀川小泉町太郎丸線 不明 3.8 6.45 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

（仮称）西中野２号橋 (（ｶｼｮｳ）ﾐｼﾅｶﾉﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 西中野13号線 不明 5.55 5.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

打出1号橋 (ｳﾁｲﾃﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 打出6号線 不明 7 2.1 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

和合の浦橋 (ﾜｺﾞｳﾉｳﾗﾊﾞｼ) 四方新恵比寿町線 不明 13.05 7.05 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

東沼橋 (ﾋｶﾞｼﾇﾏﾊﾞｼ) 四方焼却場線 不明 5.1 9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

斗戸橋 (ﾄﾄﾊﾞｼ) 四方荒屋5号線 不明 5.6 3.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）打出２号橋 ((ｶｼｮｳ)ｳﾁｲﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 打出10号線 不明 5.45 4.25 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

鯰南橋 (ﾅﾏｽﾞﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 今市布目線 不明 3.6 5.05 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

鯰西橋 (ﾅﾏｽﾞﾐﾆｼﾊﾞｼ) 今市布目線 不明 11.5 5.6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

布目1号橋 (ﾇﾉﾒ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八幡布目線 不明 3.25 4.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

布目旭1号橋 (ﾇﾉﾒｱｻﾋ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 倉垣小学校線 不明 3.1 4.05 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

布目旭2号橋 (ﾇﾉﾒｱｻﾋ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 倉垣小学校線 不明 2.3 4.6 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

布目新1号橋 (ﾇﾉﾒｼﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 和合中学校線 不明 4.55 8.55 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

神橋 (ｶﾐﾊﾞｼ) 八幡八町線 不明 8.3 9.65 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

八町2号橋 (ﾊｯﾁｮｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八幡八町線 不明 4.05 6.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

八町4号橋 (ﾊｯﾁｮｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八幡八町線 不明 6.4 5.25 富山市 富山県 富山市 Ⅲ
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八町5号橋 (ﾊｯﾁｮｳ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八町布目線 不明 6.1 5.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下新北1号橋 (ｼﾓｼﾝｷﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 興人団地4号線 不明 5.05 7.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下新北2号線 (ｼﾓｼﾝｷﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 興人団地7号線 不明 5 5.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下新北3号橋 (ｼﾓｼﾝｷﾀ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 興人団地8号線 不明 5.3 5.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下新本町1号橋 (ｼﾓｼﾝﾎﾝﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下新2号線 不明 3.4 6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

大町7号橋 (ｵｵﾏﾁ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大町5号線 不明 3.05 8.55 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

藤橋 (ﾌｼﾞﾊﾞｼ) 大町堀川町線 不明 2.85 7.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）堀橋 ((ｶｼｮｳ)ﾎﾘﾊﾞｼ) 上堀朝菜町線 不明 5.35 5.45 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

赤田2号橋 (ｱｶﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上堀朝菜町線 不明 9.2 6.55 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

西田地方1号橋 (ﾆｼﾃﾞﾝｼﾞｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 花園町西田地方線 不明 5.6 4.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

本郷5号橋 (ﾎﾝｺﾞｳ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷町1区8号線 不明 4.05 6.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）本郷1号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾎﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷町1区14号線 不明 3.2 5.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

(仮称）上堀南町１号橋
((ｶｼｮｳ)ｶﾐﾎﾘﾐﾅﾐﾏﾁｲﾁｺﾞｳ
ｷｮｳ)

上堀南町3号線 不明 6.8 6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）上堀南町２号橋
((ｶｼｮｳ)ｶﾐﾎﾘﾐﾅﾐﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮ
ｳ)

上堀南町3号線 不明 4.6 6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）上堀南町３号橋
((ｶｼｮｳ)ｶﾐﾎﾘﾐﾅﾐﾏﾁｻﾝｺﾞｳ
ｷｮｳ)

上堀南町4号線 不明 4.6 6.1 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

（仮称）南央町１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾅﾝｵｳﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 安野屋町西福沢線 不明 14.3 3.4 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

黒崎橋 (ｸﾛｻｷﾊﾞｼ) 黒崎八日町線 不明 6.6 6.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 袋線 不明 12.9 6.05 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

赤田1号橋 (ｱｶﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 赤田1号線 不明 8.05 3 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

大道橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 新堀町小杉線 不明 8.55 5.55 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

赤田3号橋 (ｱｶﾀﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 蜷川小学校赤田新町線 不明 8.05 5.2 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

八日町橋 (ﾖｳｶﾏﾁﾊﾞｼ) 黒崎八日町線 不明 7.9 5.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

本郷南2号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾐﾅﾐ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 布市6号橋 不明 10.7 6.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

八瀬橋 (ﾊｯｾﾊﾞｼ) 八日町4号線 不明 8.1 9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

南中田橋 (ﾐﾅﾐﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 栗山吉倉線 不明 10 12 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

上栗山橋 (ｶﾐｸﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 栗山2号線 不明 4.7 5.5 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

寿橋 (ｺﾄﾌﾞｷﾊﾞｼ) 堀川西177号線 不明 6 12.05 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

（仮称）太郎丸西町２号
橋

((ｶｼｮｳ)ﾀﾛｳﾏﾙﾆｼﾁｮｳﾆｺﾞｳ
ﾊﾞｼ)

堀川西４８号線 不明 11.7 6.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）太郎丸西町３号
橋

((ｶｼｮｳ)ﾀﾛｳﾏﾙﾆｼﾁｮｳｻﾝｺﾞｳ
ﾊﾞｼ)

堀川西56号線 不明 6.2 5.3 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

宮本橋 (ﾐﾔﾓﾄﾊﾞｼ) 堀川西47号線 不明 9.8 7.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下堀1号橋 (ｼﾓﾎﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下堀4号線 不明 2.55 7.95 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

(仮称)四方荒屋１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾖｶﾀｱﾗﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 四方荒屋八ヶ山線 不明 2.5 7.45 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）蜷川２号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾆﾅｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 蜷川６号線 不明 6.9 4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）つばめ野５号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾂﾊﾞﾒﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 打出区画２５号線 不明 4 13.1 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）布目八町１号橋 (ﾇﾉﾒﾏｯﾁｮｳｲｺﾞｳｷｮｳ) 布目八町東線 不明 8.5 5.5 富山市 富山県 富山市 Ⅲ

(仮称）布目西１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾇﾉﾒﾆｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)) 八幡布目線 不明 5.7 12.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）つばめ野１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾂﾊﾞﾒﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 打出区画５号線 不明 6.3 6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）つばめ野３号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾂﾊﾞﾒﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 打出区画２４号線 不明 8.85 7.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）つばめ野２号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾂﾊﾞﾒﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 打出区画１２号線 不明 7.3 6.1 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）つばめ野４号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾂﾊﾞﾒﾉﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 打出区画２４号線 不明 7.2 9.35 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

(仮称）八町６号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾊｯﾁｮｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 四方荒屋八ヶ山線 不明 3.5 10.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）布目今市１号橋
((ｶｼｮｳ)ﾇﾉﾒｲﾏｲﾁｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ)

四方荒屋八ヶ山線 不明 4.25 9.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）下新北４号橋 ((ｶｼｮｳ)ｼﾓｼﾝｷﾀﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 興人団地２０号線 不明 5.35 3.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）下新北５号橋 ((ｶｼｮｳ)ｼﾓｼﾝｷﾀｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 興人団地１９号線 不明 5.1 3.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ
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(仮称）下新北６号橋 ((ｶｼｮｳ)ｼﾓｼﾝｷﾀﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 興人団地２６号線 不明 4.8 4.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

百寿橋 (ﾋｬｸｼﾞｭﾊﾞｼ) 区画街路第１８０３号線 不明 12.1 6.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

イモタ川橋 (ｲﾓﾀｶﾜﾊﾞｼ) 千石町花園町線 不明 5.3 7.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）太郎丸西町１号
橋

((ｶｼｮｳ)ﾀﾛｳﾏﾙﾆｼﾁｮｳｲﾁｺﾞｳ
ﾊﾞｼ)

堀川西５２号線 不明 3.35 5.45 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

西中野１４号橋 (ﾆｼﾅｶﾉｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 西中野町１４号線 不明 6.45 5.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）堀川小泉町１号
橋

((ｶｼｮｳ)ﾎﾘｶﾜｺｲｽﾞﾐﾁｮｳｲﾁ
ｺﾞｳﾊﾞｼ)

堀川小泉町８号線 不明 5.2 5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）大町橋１号橋 ((ｶｼｮｳ)ｵｵﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 太郎丸今泉線 不明 2.55 12.05 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

（仮称）大町3号橋 ((ｶｼｮｳ)ｵｵﾏﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 南富山停車場線 不明 6.15 7.05 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）大町2号橋 (（ｶｼｮｳ）ｵｵﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 大町４１号線 不明 5.6 4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）大町4号橋 ((ｶｼｮｳ)ｵｵﾏﾁﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 大町１３号線 不明 3 5.6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）本郷２号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾎﾝｺﾞｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷町１区１６号線 不明 2.6 6.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）本郷３号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾎﾝｺﾞｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷町１区２１号線 不明 3.25 12.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）本郷４号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾎﾝｺﾞｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷町１区７号線 不明 2.3 4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）本郷６号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾎﾝｺﾞｳﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 本郷町１区７号線 不明 2.3 1.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

杉堀橋 (ｽｷﾞﾎﾘﾊﾞｼ) 堀川南４号線 不明 11.05 6.05 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

布市新橋 (ﾇﾉｲﾁｼﾝﾊﾞｼ) 布市新町２３号線 不明 10.2 6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）任海１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾄｳﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 新保任海２号線 不明 2.95 8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

最勝寺橋 (ｻｲｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 蜷川３号線 不明 6.6 10 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）蜷川１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾆﾅｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 蜷川４号線 不明 9.5 11.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）惣在寺３号橋
((ｶｼｮｳ)ｿｳｻﾞｲｼﾞｻﾝｺﾞｳｷｮ
ｳ)

栗山吉倉線 不明 2.5 13 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）任海２号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾄｳﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 下熊野新保線 不明 3.3 11 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）南央町２号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾅﾝｵｳﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 新保企業団地６号線 不明 3.8 10.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

惣在寺橋 (ｿｳｻﾞｲｼﾞﾊﾞｼ) 惣在寺栗山線 不明 11.7 8.7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

下栗山２号橋 (ｼﾓｸﾘﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 任海栗山線 不明 9.8 6 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）惣在寺１号橋
((ｶｼｮｳ)ｿｳｻﾞｲｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮ
ｳ)

吉倉惣在寺線 不明 10 7 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）惣在寺２号橋 ((ｶｼｮｳ)ｿｳｻﾞｲｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 福居惣在寺線 不明 7.1 11.2 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

（仮称）福居１号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾌｸｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 福居３号線 不明 4.6 4.5 富山市 富山県 富山市 Ⅱ

（仮称）福居２号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾌｸｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 福居３号線 不明 4.6 4.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）福居３号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾌｸｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 福居３号線 不明 5.3 4.5 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

（仮称）福居４号橋 ((ｶｼｮｳ)ﾌｸｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 福居１号線 不明 4.3 5.4 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

布市みどり橋 (ﾇﾉｲﾁﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 布市新町２号線 不明 10.3 9.9 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

太郎橋 (ﾀﾛｳﾊﾞｼ) 太郎丸布瀬１号線 不明 8 16 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

荒川南橋 (ｱﾗｶﾜﾐﾅﾐﾊｼ) 島田友杉線 1986 14.9 8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

上袋新明橋 (ｶﾐﾌﾞｸﾛｼﾝﾒｲﾊﾞｼ) 今泉安養寺線 不明 14.6 13.1 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

(仮称）赤田４号橋 ((ｶｼｮｳ)ｱｶﾀﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 今泉安養寺線 不明 3.1 12.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

阿迦陀寺橋 (ｱｶﾀﾞﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 今泉安養寺線 不明 11.5 12.8 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

上堀橋 (ｶﾐﾎﾘﾊﾞｼ) 下堀小杉線 不明 7.3 7.3 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

新宮橋 (ｼﾝﾐﾔﾊｼ) 堀川上袋線 1992 13.1 7.2 富山市 富山県 富山市 Ⅰ

無名橋751 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出放寺戸出行兼１号線 1972 9.2 5.4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋76 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 羽広北島線 1958 6.8 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋49 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 内免三丁目四屋１号線 1965 5 4.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋61 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長江長慶寺線 1982 6 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1098 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田中央支線 不明 5 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋54 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長慶寺１６号線 1968 5 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ
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無名橋80 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 早川６号線 1968 5.5 3.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋40 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中川一丁目能町線 1964 5.1 4.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋42 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二上９号線 1965 5.9 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋36 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 大坪町三丁目荻布線 1966 5 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋65 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 美幸町二丁目波岡線 1967 5.2 4.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋24 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 和田２号線 1958 5.4 9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋19 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 北島羽広一丁目線 1959 6.2 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋284 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 佐野石塚線 1969 5.5 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋494 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上北島若生町１号線 1965 7.1 5.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋593 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 板屋１号線 1965 7.2 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋787 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出吉住７号線 1951 5.2 5.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋993 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 古村．向野線 不明 9.5 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋208 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 姫野１４号線 1969 4.7 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋230 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 姫野２６号線 不明 5.8 3.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋263 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 佐野１号線 1958 5.7 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋273 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津３１号線 1965 9 8.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋285 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 佐野石塚線 1969 5.2 4.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋328 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下黒田下島線 1969 8.3 2.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋473 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 蔵野町辻１号線 1961 5 4.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋594 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 板屋１号線 1967 7.3 9.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋645 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 頭川４号線 1970 7.3 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋665 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 岩坪五十里３号線 1972 5.5 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋739 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐５２号線 不明 7 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋879 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生伸町１９号線 1978 5.6 11 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋983 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田西線 不明 5.3 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1003 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 鞍馬寺古村線 不明 5 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1020 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西明寺東線 不明 9.2 15 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1030 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上蓑．一歩二歩線 1968 7.5 3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1050 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 三日市中出支線 不明 5.7 8.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1078 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西明寺２号線 不明 5.5 13.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋194 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下牧野３号線 1981 5.3 4.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋203 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下牧野２０号線 1977 7.8 3.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋209 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 姫野１５号線 1969 5.1 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋227 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 荻布２５号線 1964 6.8 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋233 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中曽根４４号線 1972 5.2 3.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋239 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 能町角４号線 1983 5 4.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋245 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上牧野２５号線 1970 5 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋248 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 金屋１０号線 不明 7.8 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋253 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 荻布角１号線 不明 7.4 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋254 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 荻布角１号線 不明 6.6 4.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋261 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津佐野１号線 1965 5.3 10.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋264 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２０号線 1985 5.8 10.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋265 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２１号線 1985 5.8 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋266 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２２号線 1984 5.8 2.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ
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無名橋267 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２３号線 1984 5.8 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋268 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２４号線 1983 6.2 1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋269 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２５号線 1983 6.2 8.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋270 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津２６号線 1984 6.1 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

木津２９号線橋 ｷﾂﾞ29ｺﾞｳｾﾝｷｮｳ 木津２９号線 1998 9.8 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋272 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津３０号線 1965 8.9 6.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋283 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 佐野石塚線 1969 5.8 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋308 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西藤平蔵８号線 不明 6 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋309 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西藤平蔵９号線 1971 9.4 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋332 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上黒田１号線 不明 5.3 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋336 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 林新二塚線 1956 5 5.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋339 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 林新二塚線 1954 5.5 5.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋347 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二塚３号線 1958 5.4 4.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋348 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二塚５号線 不明 5.2 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋354 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二塚１６号線 1964 8.6 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋366 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 野村石瀬２号線 1958 6.1 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋367 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 石瀬１５号線 1969 9.6 3.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋368 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 石瀬１６号線 1958 7.8 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋371 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 野村４５号線 1979 9.5 5.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋391 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西藤平蔵１６号線 1970 9.2 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋394 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 大野蓮花寺線 1960 7.4 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋395 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 佐野上伏間江線 不明 8.6 5.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋397 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 林新上黒田線 1975 6.5 3.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋400 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津５１号線 1982 5.8 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋401 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津５１号線 1965 7 3.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋402 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津５２号線 1980 5.8 6.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋409 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二塚２７号線 不明 6.8 3.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋415 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木津羽広線 1992 8.1 6.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋419 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 蓮花寺３８号線 不明 5 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋429 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二塚佐野線 1947 5.3 3.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋450 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 三ヶ８号線 1958 8.7 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋462 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 本保１号線 不明 5 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋477 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 辻５号線 不明 7.4 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋478 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中保２号線 1965 6 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋484 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小竹駒方３号線 1970 5.6 3.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋489 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 石塚和田線 1960 5.2 1.4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋492 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上北島和田線 1965 5.4 9.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋496 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 六家佐野線 1988 5.7 3.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋511 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 立野美鳥町一丁目１号線 1989 6.4 11.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋515 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 笹川２号線 1991 9.7 6.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋518 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 笹川５号線 不明 9.8 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋523 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 笹川千鳥丘町２号線 1970 5.8 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋525 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 笹川千鳥丘町４号線 1958 5.8 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋527 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 笹川１２号線 1958 5.1 8.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ
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無名橋540 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 荒見崎７号線 1984 5 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋541 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 荒見崎７号線 不明 5.8 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

佐賀野橋 ｻｶﾞﾉﾊﾞｼ 六家四日市線 1962 5.5 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋580 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐中保線 不明 7.8 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋589 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 守山西海老坂線 1963 5.3 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋592 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 須田１号線 1982 6.3 4.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋597 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 道重百橋線 不明 6 3.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋609 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 四日市高辻線 1958 9.6 5.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋615 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 麻生谷１１号線 1969 5.1 2.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋616 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 麻生谷１２号線 1970 5.1 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋627 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 岩坪１号線 1955 8 3.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋650 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 頭川１１号線 1972 6.5 4.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋1094 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 宝来島２号線 不明 5.2 12 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋659 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 手洗野島崎線 不明 5 5.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋664 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 守山１号線 1972 7.4 11 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋670 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 五十里百橋２号線 1972 5.7 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋673 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西広谷１号線 1951 8.3 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

勝木橋 ｶﾁｷﾊﾞｼ 勝木原麻生谷１号線 1960 5.5 5.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

岩坪第１号橋 ｲﾜﾂﾎﾞﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 五十里国吉線 1970 9.5 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

セドガワ橋 ｾﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 五十里国吉線 1970 5.5 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

佐賀野２号橋 ｻｶﾞﾉﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 五十里国吉線 1974 6.5 16.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋686 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 岩坪１３号線 不明 6.3 3.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋691 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西海老坂須田線 不明 9.2 4.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋692 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 答野島石堤線 1963 7 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋693 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 答野島石堤線 1972 5.2 5.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋696 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出南川原団地５号線 不明 5.4 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋699 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町一丁目戸出大清水線 1972 7.1 7.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋702 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町二丁目５号線 1972 5 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋703 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町四丁目醍醐線 1972 6.2 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋705 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町３丁目５号線 1972 5 9.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋707 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町五丁目戸出町四丁目線 1971 9.6 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋709 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町五丁目戸出行兼線 不明 9.6 4.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋712 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐２号線 不明 5.2 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋717 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐７号線 1975 7 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋720 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐９号線 不明 7.3 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋721 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐１０号線 1975 6.8 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋722 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐１１号線 1975 7.2 4.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋723 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐１３号線 1971 8.1 6.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋731 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐３５号線 1975 9.5 6.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋734 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐３８号線 1989 7.1 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋735 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐４６号線 1975 9.3 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋736 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐４８号線 1975 7 7.4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋738 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 醍醐５１号線 不明 7 15 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋744 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出竹戸出古戸出線 1972 9.2 2.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ



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）

無名橋753 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出放寺戸出行兼２号線 1972 8.6 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋760 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出光明寺戸出吉住新線 不明 6.7 6.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋764 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出市野瀬５号線 1958 7.2 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋768 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出市野瀬１２号線 不明 5.2 8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

市野瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ 戸出市野瀬１２号線 不明 8.5 4.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋771 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出市野瀬戸出伊勢領線 1957 8.1 10.15 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋772 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出市野瀬戸出春日２号線 1955 6.8 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋778 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出大清水戸出吉住１号線 1972 7 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋781 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出徳市１０号線 1958 5 12 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋782 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出徳市１１号線 1950 5 11 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋784 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出吉住戸出大清水１号線 不明 6.4 11.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋785 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出吉住６号線 1965 7.3 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋791 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出吉住新線 1958 5.4 3.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋793 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出吉住新川原線 1988 6.8 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋804 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町四丁目戸出町五丁目線 1972 7.8 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋812 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出町二丁目戸出中学校線 1978 5.1 5.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋823 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸出西部金屋１８号線 2007 5.4 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋831 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生１号線 1970 8.4 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋832 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生１号線 1970 5.4 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋861 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 麻生下代４号線 1950 9.8 6.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋862 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 麻生下代４号線 1950 5.6 2.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋865 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 常国１号線 1958 5 2.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋877 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生伸町１号線 1978 5.6 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋881 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生伸町２５号線 1978 6 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋882 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生伸町２５号線 1978 5.6 2.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋884 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生伸町２５号線 1978 5.4 4.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋886 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下麻生伸町３９号線 1978 5.9 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋912 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 常国１２号線 不明 5.2 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋919 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 福岡島．大野線 不明 7 3.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋920 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 福岡．下老子線 1970 5 1.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋929 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小伊勢領線 不明 5 4.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋934 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上蓑．矢部線 不明 5.5 4.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋938 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 矢部小伊勢領線 不明 8 4.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅳ

無名橋943 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 矢部．四十万線 不明 5.2 9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋944 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 矢部．四十万線 不明 8.2 4.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋951 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 本領正得線 不明 7 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋952 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木舟．大滝線 1980 7.6 5.65 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋984 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田前田東線 不明 5 5.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋989 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 加茂線 不明 5 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋990 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西線 不明 5 9.6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋991 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 三日市寺町線 不明 5 9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1001 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 三日市白川原線 不明 6.4 9.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1002 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田前田線 不明 7.4 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1004 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 赤丸六日市線 不明 6 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ
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無名橋1005 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 三日市裏出支線 不明 6 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1006 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田中央線 不明 8.6 7.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1007 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田中央線 不明 5.8 3.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1010 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下向田集会所線 不明 7.4 5.4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1013 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 土屋．馬場線 不明 5.6 11.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1017 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 谷内線 1983 7.3 8.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1018 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小野．栃丘線 不明 9.1 2.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

新亀川橋 (ｼﾝｶﾞﾒｶﾞﾜﾊﾞｼ) 下蓑．一歩線 1998 8.6 5.4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋1028 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西川原島線 不明 9.3 12 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋1032 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 矢部．日尾線 1969 6.4 9.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1037 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木舟．神社線 不明 6 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1041 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上蓑・末広町線 不明 5.7 2.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋1042 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木舟住宅２号線 不明 5 8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1046 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 木舟線 不明 6 7.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1051 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田赤丸線 不明 7 3.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1052 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田赤丸線 不明 8.6 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1054 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上向田赤丸線 不明 8.6 9.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1058 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上蓑江尻３号線 不明 5.3 5.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1061 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 川原住宅環状線 不明 6 5.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1070 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 古村向野北線 不明 8.6 2.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1071 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上蓑住宅７号線 不明 6.5 5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋1073 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 福岡インター木舟１号線 不明 6 4.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1074 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 福岡インター木舟２号線 不明 8.9 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅰ

無名橋1079 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西明寺３号線 不明 7.3 8.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

江尻側道橋 ｴｼﾞﾘｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ 能越側道２号線 1996 9 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

亀川側道橋 ｶﾞﾒｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ 能越側道３号線 1996 8.8 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

亀川側道橋 ｶﾞﾒｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ 能越側道５号線 1996 8.8 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋89 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 永楽町１３号線 1967 7 3.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋97 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長慶寺３３号線 1979 5.6 5.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋98 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長慶寺３５号線 不明 4.5 2.3 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋100 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長江長慶寺１号線 1969 6.7 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋101 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長慶寺３８号線 1976 6 2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

８９３－１号橋
ﾊｯﾋﾟｬｸｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝﾉｲﾁｺﾞｳ
ﾊﾞｼ

二上４８号線 1984 7.9 5.2 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋118 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 駅南２０号線 1958 6.9 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋119 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 駅南３４号線 1971 6.1 16.7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋120 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 駅南３６号線 1971 5.4 4.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋121 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 駅南４０号線 1971 6.5 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋125 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 駅南５６号線 1971 6.6 5.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋127 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 北島駅南一丁目線 不明 6.6 4.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋130 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 北島駅南一丁目線 1958 5.2 5.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋131 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 四屋環境センタ－線 1958 4.8 10.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋133 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 四屋環境センタ－線 不明 5.7 5.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋159 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長慶寺４５号線 不明 5.2 5.4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

無名橋160 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長慶寺４６号線 不明 5.2 5.1 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ
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無名橋164 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 太田２号線 1928 9 6.9 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

無名橋188 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 伏木国分二丁目３号線 1958 7.5 6.5 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

江尻側道橋 ｴｼﾞﾘｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ 能越側道６号線 1996 9 4.8 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

内免橋 (ﾅｲﾒﾝﾊﾞｼ) 片原町本郷一丁目線 1989 28 4 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

北島橋 (ｷﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ) 和田内島線 1975 35 6 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

霞橋 (ｶｽﾐﾊﾞｼ) 上伏間江戸出石代線 1987 65 7 高岡市 富山県 高岡市 Ⅱ

大野陸橋 (ｵｵﾉﾘｸｷﾖｳ) 城東一丁目大野１号線 1980 203 13 高岡市 富山県 高岡市 Ⅲ

宮城橋 (ﾐﾔｼﾛﾊﾞｼ) 下椿鹿熊線 1956 23 3 魚津市 富山県 魚津市 Ⅲ

升田橋 (ﾏｽﾀﾞﾊﾞｼ) 吉野舛田線 1982 73 8 魚津市 富山県 魚津市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 天神野新７号線 1983 78 6 魚津市 富山県 魚津市 Ⅱ

2-20 (2-20) スギノ本江新町線 1958 5.4 4.6 魚津市 富山県 魚津市 Ⅲ

2-31 (2-31) 経田漁港３号線 1965 5.7 2.7 魚津市 富山県 魚津市 Ⅲ

2-32 (2-32) 経田漁港線 1975 5.6 9.7 魚津市 富山県 魚津市 Ⅱ

33-1 (33-1) 市道生地１９号線 1970 5.25 6.5 黒部市 富山県 黒部市 Ⅲ

堂の前橋 (ﾄﾞｳﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道前沢吉城寺線 2004 9.54 8.2 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

161-1-1 (161-1-1) 市道沖寺坪線 不明 9.25 2.35 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

仁助橋 (ﾆｽｹﾊｼ) 市道生地石田線 不明 14.44 12.4 黒部市 富山県 黒部市 Ⅰ

4-2-1 (4-2-1) 市道飯沢荒俣線 不明 12.28 3.1 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

奥田籾橋歩道橋 (ｵｸﾀﾓﾐﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道田籾嘉例沢線 1972 26.1 2.1 黒部市 富山県 黒部市 Ⅱ

谷内川橋 (ﾔﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 庄三谷１号線 1983 17.4 5.5 砺波市 富山県 砺波市 Ⅲ

鴨島橋 (ｶﾓｼﾞﾏﾊﾞｼ) 清水下川崎線 1972 134.1 6.85 小矢部市 富山県 小矢部市 Ⅲ

鴨島２号橋 (ｶﾓｼﾞﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 清水下川崎線 1965 15 7.35 小矢部市 富山県 小矢部市 Ⅲ

竹倉橋 (ﾀｹｸﾗﾊﾞｼ) 長名畑線 1973 49.7 4.2 小矢部市 富山県 小矢部市 Ⅱ

観音滝橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞｷﾊﾞｼ) 別所滝観音滝線 1967 30 4.3 小矢部市 富山県 小矢部市 Ⅲ

向野橋歩道橋 (ﾑｶｲﾉﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 立野原蓑谷線 1981 30 2 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

菊穂橋 (ｷｸﾎﾊﾞｼ) 南砺井波城端線 1997 18 15.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅱ

万世橋 (ﾏﾝｾｲﾊﾞｼ) 細島１号線 1935 28 3 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

福吉橋 (ﾌｸﾖｼﾊﾞｼ) 福光吉江線 1978 122 12 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

末草橋（歩道橋） (ｽｴｸﾞｻﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 石黒北山田線 1976 25 3.4 南砺市 富山県 南砺市 Ⅱ

南部橋 (ﾅﾝﾌﾞﾊｼ) 祖谷山田線 1972 64 6 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

南部橋（歩道橋） (ﾅﾝﾌﾞﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 祖谷山田線 1984 64.4 2 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

新福光大橋 (ｼﾝﾌｸﾐﾂｵｵﾊｼ) 吉江中中ノ江線 1972 71 13.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

新太美橋 (ｼﾝﾌﾄﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 荒木嫁兼線 1968 18 6.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

福光土生地内横断橋 (ｼﾄﾞｳｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 南砺福光線 2008 19 7 南砺市 富山県 南砺市 Ⅱ

東大谷橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾀﾆﾊｼ) 井波環状線 1969 43 11.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

雁徳橋歩道橋 (ｶﾞﾝﾄｸﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 南砺井波城端線 2002 24 3 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

中江川橋（歩道） (ﾅｶｴｶﾜﾊｼﾎﾄﾞｳ) 南砺井波城端線 2003 16 3 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

中江川橋 (ﾅｶｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 南砺井波城端線 2005 16 12.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

干谷川橋 (ﾎｼﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 南砺井波城端線 2005 22 17.8 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

田宮橋 (ﾀﾐﾔﾊﾞｼ) 田屋宮後線 1986 18 7 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

赤祖父川 (ｱｶｿﾌｶﾞﾜ) 南砺井波城端線 2007 19 15.3 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

福東橋 (ﾌｸﾄｳﾊﾞｼ) 七ッ屋荒木町線 1978 66 7.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

福野大橋 (ﾌｸﾐﾂｵｵﾊｼ) 前田安居線 1975 143 6 南砺市 富山県 南砺市 Ⅲ

八田橋（歩道橋） (ﾊｯﾀﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 高堀太美山線 2001 28.9 5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅱ
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新旅川橋 (ｼﾝﾀﾋﾞｶﾜﾊﾞｼ) 寺家田尻線 1973 40 8 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

砺波・山田川福野橋 (ﾄﾅﾐﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜﾌｸﾉﾊﾞｼ) 寺家田尻線 1981 66 11.5 南砺市 富山県 南砺市 Ⅰ

中の橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 新湊１９２号線 1959 26.6 7.8 射水市 富山県 射水市 Ⅱ

下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊﾞｼ) 牧田市井線 1967 29 3.3 射水市 富山県 射水市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 柳町雄神町線 1969 30.6 5.2 射水市 富山県 射水市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 土合大門本江線 1973 17.5 7.3 射水市 富山県 射水市 Ⅱ

丸山橋（303号線） (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 金山３０３号線 1974 16.6 6.8 射水市 富山県 射水市 Ⅱ

神楽橋（内川） (ｶｸﾞﾗﾊﾞｼ) 放生津町中新湊線 1985 22.2 12.8 射水市 富山県 射水市 Ⅱ

南谷橋 (ﾐﾅﾐﾀﾆﾊﾞｼ) 柿沢・南谷線 1965 16.9 3.7 上市町 富山県 上市町 Ⅱ

豆山橋 (ﾏﾒﾔﾏﾊﾞｼ) 千石・小又川線 1981 71.5 5.5 上市町 富山県 上市町 Ⅲ

須山川橋 (ｽﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 広野新・女川線 1976 21.6 10.5 上市町 富山県 上市町 Ⅰ

大岩川橋 (ｵｵｲﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 広野新・女川線 1977 20.9 10.5 上市町 富山県 上市町 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 柿沢１７号線 1984 20 5.5 上市町 富山県 上市町 Ⅱ

無名橋1 (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 町道五百石西線 不明 4 5.7 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋2 (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 町道五百石南2号線 不明 3.4 6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋3 (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 町道五百石南2号線 不明 3.6 6.3 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋4 (ﾑﾒｲｷｮｳ4) 町道五百石上前沢線 不明 2.3 5.2 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋5 (ﾑﾒｲｷｮｳ5) 町道五百石利田線 不明 5.8 7.1 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋6 (ﾑﾒｲｷｮｳ6) 町道五百石利田線 不明 3.2 11.6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋9 (ﾑﾒｲｷｮｳ9) 町道上前沢坂井沢線 不明 8.2 8.8 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋10 (ﾑﾒｲｷｮｳ10) 町道中前沢線 不明 3 3.1 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋11 (ﾑﾒｲｷｮｳ11) 町道中前沢上前沢線 不明 2.6 5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋12 (ﾑﾒｲｷｮｳ12) 町道駅前線 不明 10.9 12 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋13 (ﾑﾒｲｷｮｳ13) 町道駅前線 不明 4.5 12 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋14 (ﾑﾒｲｷｮｳ14) 町道大山上市線 不明 4 9.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋15 (ﾑﾒｲｷｮｳ15) 町道大山上市線 不明 3.8 10.3 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋17 (ﾑﾒｲｷｮｳ17) 町道手屋二ツ塚線 不明 9.7 4.8 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋22 (ﾑﾒｲｷｮｳ22) 町道上前沢1号線 不明 2.3 6.1 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋23 (ﾑﾒｲｷｮｳ23) 町道野口1号線 不明 4.5 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋24 (ﾑﾒｲｷｮｳ24) 町道野口6号線 不明 4 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋25 (ﾑﾒｲｷｮｳ25) 町道野口6号線 不明 4 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋26 (ﾑﾒｲｷｮｳ26) 町道大窪1号線 不明 4.1 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋27 (ﾑﾒｲｷｮｳ27) 町道大石原2号線 不明 6 3.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋32 (ﾑﾒｲｷｮｳ32) 町道手屋2号線 不明 3.6 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋33 (ﾑﾒｲｷｮｳ33) 町道大日町1号線 不明 5 6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋58 (ﾑﾒｲｷｮｳ58) 町道高原女川新線 不明 4 5.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋59 (ﾑﾒｲｷｮｳ59) 町道高原女川新線 不明 4 5.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋60 (ﾑﾒｲｷｮｳ60) 町道高原辻線 不明 4 5.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋61 (ﾑﾒｲｷｮｳ61) 町道野町巾下線 不明 3.7 6.7 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋62 (ﾑﾒｲｷｮｳ62) 町道下新線 不明 3.3 6.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋63 (ﾑﾒｲｷｮｳ63) 町道福来女川新線 不明 4 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋64 (ﾑﾒｲｷｮｳ64) 町道野町野沢新線 不明 4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋65 (ﾑﾒｲｷｮｳ65) 町道野町野沢新線 不明 4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋66 (ﾑﾒｲｷｮｳ66) 町道野町野沢新線 不明 3.4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ
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無名橋67 (ﾑﾒｲｷｮｳ67) 町道野町3号線 不明 4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋68 (ﾑﾒｲｷｮｳ68) 町道野町3号線 不明 4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋69 (ﾑﾒｲｷｮｳ69) 町道竹林女川新線 不明 4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋70 (ﾑﾒｲｷｮｳ70) 町道竹林女川新線 不明 4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋71 (ﾑﾒｲｷｮｳ71) 町道竹林女川新線 不明 3.8 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋72 (ﾑﾒｲｷｮｳ72) 町道下新1号線 不明 4.4 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋73 (ﾑﾒｲｷｮｳ73) 町道江崎3号線 不明 4 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋74 (ﾑﾒｲｷｮｳ74) 町道沢新1号線 不明 3.95 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋75 (ﾑﾒｲｷｮｳ75) 町道東福1号線 不明 3.65 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋76 (ﾑﾒｲｷｮｳ76) 町道米沢新団地1号線 不明 7.7 11.8 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

米沢２号橋 (ﾖﾈｻﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道沢新五百石線 不明 2.8 6.7 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋91 (ﾑﾒｲｷｮｳ91) 町道利田田添線 不明 3.5 11.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋96 (ﾑﾒｲｷｮｳ96) 町道日水野口線 不明 2.6 3.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋97 (ﾑﾒｲｷｮｳ97) 町道日水野口線 不明 4.6 4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋104 (ﾑﾒｲｷｮｳ104) 町道日置若宮線 不明 4 5.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋105 (ﾑﾒｲｷｮｳ105) 町道日置若宮線 不明 3.9 7.2 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋106 (ﾑﾒｲｷｮｳ106) 町道日置若宮線 不明 5 5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋107 (ﾑﾒｲｷｮｳ107) 町道日置若宮線 不明 4.2 9.7 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋123 (ﾑﾒｲｷｮｳ123) 町道日中田添線 不明 2.4 6.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋124 (ﾑﾒｲｷｮｳ124) 町道日中田添線 不明 4 7.4 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋131 (ﾑﾒｲｷｮｳ131) 町道野沢2号線 不明 3.3 12.6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋154 (ﾑﾒｲｷｮｳ154) 町道四谷尾金剛新線 不明 4.6 4.6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋226 (ﾑﾒｲｷｮｳ226) 町道女川新1号線 不明 4 4.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋227 (ﾑﾒｲｷｮｳ227) 町道女川新藤塚線 不明 4.5 4.9 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋244 (ﾑﾒｲｷｮｳ244) 町道浦田下前沢線 不明 4.4 6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋255 (ﾑﾒｲｷｮｳ255) 前沢中町線 不明 2 6 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋256 (ﾑﾒｲｷｮｳ256) 利田田添線 不明 3 16 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋257 (ﾑﾒｲｷｮｳ257) 宮成2号線 不明 6 4.5 立山町 富山県 立山町 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 境パーキング環状1号線 不明 3.1 6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 境パーキング環状2号線 不明 8 9.3 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝ) 宮崎鹿島線 不明 2.3 12.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝ) 宮崎境海岸線 不明 5.82 11.9 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋５ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞ) 宮崎境海岸線 不明 2.47 9.01 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋６ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸ) 笹川元屋敷線 不明 6.22 5.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋７ (ﾑﾒｲｷｮｳﾅﾅ) 神向笹川連絡線 不明 6.27 5.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋８ (ﾑﾒｲｷｮｳﾊﾁ) 笹川左岸線 不明 5.65 5.65 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

寺川1号橋 (ﾃﾗｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 泊草野線 不明 3.77 6.05 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋９ (ﾑﾒｲｷｮｳｷｭｳ) 泊草野線 不明 3.6 5.8 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

木流川4号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 道下沼保線 不明 10.95 4.25 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

木流川7号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 平柳越線 不明 13.9 7.3 朝日町 富山県 朝日町 Ⅲ

寺川9号橋 (ﾃﾗｶﾜｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 平柳月山線 不明 2.55 6.52 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

三浦橋 (ﾐｳﾗﾊｼ) 三浦町海岸1号線 1971 9.8 4.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋１０ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳ) 三浦町海岸1号線 不明 6.8 14.1 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

御前橋 (ｺﾞｾﾞﾝﾊﾞｼ) 上町橋向町線 1979 8.2 11.1 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ
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木流川1号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 沼保神田線 不明 8.48 4.25 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

寺川7号橋 (ﾃﾗｶﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 道下日東紡線 不明 2.3 14.64 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

寺川8号橋 (ﾃﾗｶﾜﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 平柳栄町線 1981 4.1 8.35 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

寺川3号橋 (ﾃﾗｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 幸町西町線 不明 4 4.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

寺川2号橋 (ﾃﾗｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 幸町西町線 不明 3.5 6.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１１ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳｲﾁ) 東草野赤川線 不明 3.7 6.38 朝日町 富山県 朝日町 Ⅲ

無名橋１２ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳﾆ) 弥生町清水町線 不明 4 6.95 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１３ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳｻﾝ) 弥生町清水町線 不明 4 6.9 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

2号農道橋 (ﾆｺﾞｳﾉｳﾄﾞｳｷｮｳ) 弥生町清水町線 不明 13.4 7.7 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

髪白橋 (ﾊﾂﾊｸﾊｼ) 沼保幹線 不明 12.13 7.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１４ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳﾖﾝ) よこお団地連絡線 不明 2.75 7.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１５ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳｺﾞ) よこお団地1号線 不明 3.8 11.28 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１６ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳﾛｸ) 川仕鉄工団地線 不明 2.9 7.65 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋１７ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳﾅﾅ) 赤川4号線 不明 4.6 4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１８ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳﾊﾁ) 西部保育所線 不明 4.6 6.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

坂東橋 (ﾊﾞﾝﾄﾞｳﾊｼ) 草野線 不明 4.5 5.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋１９ (ﾑﾒｲｷｮｳｼﾞｭｳｷｭｳ) 草野線 不明 2 6.95 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２０ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳ) 桜町南部1号線 不明 2.2 5.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２１ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳｲﾁ) 桜町南保3号線 不明 2.5 10.68 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳﾆ) 赤川堤防線 不明 8.39 4.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

木流川9号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 越町南保線 不明 8 7.31 朝日町 富山県 朝日町 Ⅲ

木流川12号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 清水町南保線 不明 6.6 4.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋２３ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳｻﾝ) 小更3号線 不明 3 4.3 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

木流川8号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 越中学校線 1981 9.9 6.7 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

木流川10号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 竹ノ内池谷町線 不明 8 4.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋２４ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳﾖﾝ) 長野高畠線 不明 5.7 4.8 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２５ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳｺﾞ) 高畠清水線 不明 2.75 5.49 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

木流川11号橋 (ｷﾅｶﾞｼｶﾞﾜｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 竹ノ内5号線 不明 7.45 4.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅲ

無名橋２６ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳﾛｸ) 小更月山線 不明 12 5.8 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２７ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅ) 大家庄高橋線 不明 4.8 7.9 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２８ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳﾊﾁ) 藤塚下野金山線 不明 4.7 18.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋２９ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆｼﾞｭｳｷｭｳ) 金山窪田日吉線 不明 6.4 5.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３０ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳ) 高橋下野線 不明 5.15 7.7 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３１ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳｲﾁ) 三枚橋北部1号線 不明 3.5 5.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋３２ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳﾆ) 柳田5号線 不明 3.8 5.9 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３３ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ) 大家庄藤塚線 不明 4.5 6.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３４ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝ) 大家庄藤塚線 不明 3.7 6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３５ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞ) 三枚橋北部2号線 不明 3.5 4.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋３６ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳﾛｸ) 横水柳田線 不明 2.5 6.8 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３７ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅ) 不動堂藤塚線 不明 2.95 4.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３８ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁ) 大家庄横水線 不明 4.5 4.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋３９ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳ) 大家庄横水線 不明 3.5 4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４０ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳ) 大家庄井ノ口東部線 不明 4.45 4.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４１ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁ) 横水藤塚線 不明 3.1 5.1 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ
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無名橋４２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆ) 金山下山新3号線 不明 7.8 6.54 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４３ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｻﾝ) 不動堂馬坂線 不明 4.15 7.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４４ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝ) 三枚橋北部線 不明 3.9 4.7 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４５ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞ) 窪田南部線 不明 5.9 6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４６ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸ) 下山新下野線 不明 5.7 7.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４７ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅ) 金山下野線 不明 5.45 4.7 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４８ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾊﾁ) 窪田北部線 不明 5.9 5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋４９ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝｼﾞｭｳｷｭｳ) 柳田4号線 不明 2.15 4.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋５０ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳ) 下野高橋東部線 不明 4.9 5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

山合川5号橋 (ｻﾝｺﾞｳｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 辻藤塚線 不明 12.8 7.3 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋５１ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳｲﾁ) 越花房線 不明 5 5.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

導善寺4号橋 (ﾄﾞｳｾﾞﾝｼﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 小在池古畑線 不明 9.4 7.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋５２ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳﾆ) 小在池上今江線 不明 5.75 7.36 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋５３ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳｻﾝ) 小在池上今江線 不明 3.4 51.1 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋５４ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳﾖﾝ) 花房棚山線 不明 2.6 5.75 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋５５ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳｺﾞ) 羽入線 不明 6.2 6.9 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋５６ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳﾛｸ) 羽入線 不明 6.66 10.94 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

山合川3号橋 (ｻﾝｺﾞｳｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 殿町細野線 不明 13.8 7.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

山合川6号橋 (ｻﾝｺﾞｳｶﾞﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 辻坊線 不明 12.1 4.55 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

山合川7号橋 (ｻﾝｺﾞｳｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 越辻線 不明 8.7 4.5 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

導善寺5号線 (ﾄﾞｳｾﾞﾝｼﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 小在池山崎新線 不明 9.4 4.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋５７ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅ) 殿町南部線 不明 4.1 4.85 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

山合川2号橋 (ｻﾝｺﾞｳｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 殿町山王線 不明 13.7 4.55 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

導善寺3号橋 (ﾄﾞｳｾﾞﾝｼﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 越坊線 不明 9.4 4.6 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋５８ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳﾊﾁ) 坊小在池線 不明 5.5 4.25 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

虎象尾橋 (ｺｿﾞｵﾊﾞｼ) 湯の瀬北又線 不明 12.55 4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋５９ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞｼﾞｭｳｷｭｳ) 湯の瀬北又線 不明 2.8 5.35 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋６０ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳ) 湯の瀬北又線 不明 4.47 6.54 朝日町 富山県 朝日町 Ⅲ

逆谷橋 (ｻｶﾀﾆﾊｼ) 湯の瀬北又線 不明 8.2 4.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋６１ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳｲﾁ) 湯の瀬北又線 不明 2.6 5.68 朝日町 富山県 朝日町 Ⅲ

無名橋６２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳﾆ) 湯の瀬北又線 不明 3.1 8.13 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋６３ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳｻﾝ) 湯の瀬北又線 不明 2.4 10.38 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

山合川4号橋 (ｻﾝｺﾞｳｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 辻横水線 不明 13.7 8 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋６４ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳﾖﾝ) 辻横水線 不明 2.45 8 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋６５ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳｺﾞ) 辻横水線 不明 2.3 11.35 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

無名橋６６ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳﾛｸ) 辻横水線 不明 2.3 11.4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

無名橋６７ (ﾑﾒｲｷｮｳﾛｸｼﾞｭｳﾅﾅ) 越連絡線 不明 5.65 4 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ

JR側道橋（海側）
(ｼﾞｪｲｱｰﾙｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｳﾐｶﾞ
ﾜ))

荒川環状線 不明 10.66 7.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅱ

JR側道橋（山側）
(ｼﾞｪｲｱｰﾙｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾔﾏｶﾞ
ﾜ))

道下環状線 不明 10.66 7.2 朝日町 富山県 朝日町 Ⅰ


