
【茨城県】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

逆川橋（上り） (ｻｶｻｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1984 93 8 関東地方整備局 茨城県 水戸市 Ⅱ

逆川橋（下り） (ｻｶｻｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道50号 1984 93 8 関東地方整備局 茨城県 水戸市 Ⅱ

米沢高架橋（上り） (ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1989 481 8 関東地方整備局 茨城県 水戸市 Ⅱ

米沢高架橋（下り） (ﾖﾈｻﾞﾜｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道50号 1989 481 8 関東地方整備局 茨城県 水戸市 Ⅱ

川島橋 (ｶﾜｼﾏﾊﾞｼ) 国道50号 1953 447 5 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅲ

１号橋 (1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道50号 1965 9 11 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅰ

弥蔵橋（上り） (ﾔｿﾞｳﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 2008 22 13 関東地方整備局 茨城県 桜川市 Ⅰ

弥蔵橋（下り） (ﾔｿﾞｳﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾞﾘ) 国道50号 2007 22 15 関東地方整備局 茨城県 桜川市 Ⅰ

稲田沢川橋 (ｲﾅﾀﾞｻﾜｶﾜﾊｼ) 国道50号 1962 4 8 関東地方整備局 茨城県 笠間市 Ⅱ

田川橋(上下線一体） (ﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳｹﾞｾﾝｲｯﾀｲ) 国道50号 1996 47 14 関東地方整備局 茨城県 結城市 Ⅱ

結城橋（上り） (ﾕｳｷﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1997 15 14 関東地方整備局 茨城県 結城市 Ⅱ

結城橋（下り） (ﾕｳｷﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道50号 1997 15 14 関東地方整備局 茨城県 結城市 Ⅱ

岡芹高架橋本線上り (ｵｶｾﾘｺｳｶｷｮｳﾎﾝｾﾝﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1996 134 15 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅱ

岡芹高架橋本線下り (ｵｶｾﾘｺｳｶｷｮｳﾎﾝｾﾝｸﾀﾞﾘ) 国道50号 1996 134 15 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅰ

岡芹高架橋ランプ上 (ｵｶｾﾘｺｳｶｷｮｳﾗﾝﾌﾟﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1996 71 8 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅱ

岡芹高架橋ランプ下 (ｵｶｾﾘｺｳｶｷｮｳﾗﾝﾌﾟｸﾀﾞﾘ) 国道50号 1996 71 8 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅱ

巴橋 (ﾄﾓｴﾊﾞｼ) 国道6号 1956 26 10 関東地方整備局 茨城県 小美玉市 Ⅱ

小野川橋 (ｵﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道6号 1999 25 16 関東地方整備局 茨城県 牛久市 Ⅰ

小野川橋・Ｇランプ部 (ｵﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ･ｼﾞｰﾗﾝﾌﾟﾌﾞ) 国道6号 2003 28 12 関東地方整備局 茨城県 つくば市 Ⅰ

谷中橋 (ﾔﾅｶﾊﾞｼ) 国道6号 1983 7 10 関東地方整備局 茨城県 取手市 Ⅰ

字まうち橋 (ｱｻﾞﾏｳﾁｷｮｳ) 国道6号 1926 2 12 関東地方整備局 茨城県 牛久市 Ⅰ

荒川沖橋 (ｱﾗｶﾜｵｷｷｮｳ) 国道6号 1954 7 13 関東地方整備局 茨城県 土浦市 Ⅱ

上高津高架橋 (ｶﾐﾀｶﾂｺｳｶｷｮｳ) 国道6号 1989 575 8 関東地方整備局 茨城県 土浦市 Ⅱ

乙戸川橋（上り線）
オットガワバシ（ノボリ
セン）

国道6号 2006 18 13 関東地方整備局 茨城県 土浦市 Ⅱ

堂州橋 (ﾄﾞｳｽﾊﾞｼ) 国道51号 1958 4 7 関東地方整備局 茨城県 潮来市 Ⅰ

沢尻川側道橋
サワジリカワソクドウ
キョウ

国道6号 2004 12 2 関東地方整備局 茨城県 北茨城市 Ⅱ

高井橋 (ﾀｶｲﾊﾞｼ) 国道6号 1957 5 10 関東地方整備局 茨城県 北茨城市 Ⅰ

桜川橋側道橋 (ｻｸﾗｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道50号 1987 26 2 関東地方整備局 茨城県 桜川市 Ⅱ

１号橋側道橋（上り） (1ｺﾞｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 不明 9 3 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅰ

１号橋側道橋（下） (1ｺﾞｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道50号 不明 8 2 関東地方整備局 茨城県 筑西市 Ⅰ

弥蔵橋側道橋（上り） (ﾔｿﾞｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道50号 1984 22 4 関東地方整備局 茨城県 桜川市 Ⅰ

弥蔵橋側道橋(下り） (ﾔｿﾞｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道50号 2007 22 4 関東地方整備局 茨城県 桜川市 Ⅰ

巴橋側道橋（上り） (ﾄﾓｴﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道6号 1987 26 2 関東地方整備局 茨城県 小美玉市 Ⅱ

谷中橋側道橋（下り） (ﾔﾅｶﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道6号 1992 9 3 関東地方整備局 茨城県 取手市 Ⅰ

谷中橋側道橋（上り） (ﾔﾅｶﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道6号 1992 9 3 関東地方整備局 茨城県 取手市 Ⅰ

橋場美橋側道橋（下）
(ﾊｼﾊﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞ
ﾘ)

国道6号 1985 7 2 関東地方整備局 茨城県 小美玉市 Ⅰ

橋場美橋側道橋（上）
(ﾊｼﾊﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞ
ﾘ)

国道6号 1991 7 2 関東地方整備局 茨城県 小美玉市 Ⅰ

羽根田橋側道橋（上） (ﾊﾈﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道6号 1991 19 2 関東地方整備局 茨城県 高萩市 Ⅰ

巴橋側道橋（下り） (ﾄﾓｴﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾞﾘ) 国道6号 1995 36 3 関東地方整備局 茨城県 小美玉市 Ⅰ

高井橋側道橋 (ﾀｶｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道6号 1972 6 2 関東地方整備局 茨城県 北茨城市 Ⅱ

鶴舞橋 (ﾂﾙﾏｲﾊﾞｼ) 国道6号 2004 15 15 関東地方整備局 茨城県 龍ケ崎市 Ⅱ

横堀橋 (ﾖｺﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 県道172号額田南郷田彦線 1984 34.8 13.0 茨城県 茨城県 那珂市 Ⅱ

行政区域

橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

資料⑤ 
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向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 県道354号 1981 40.0 25.8 茨城県 茨城県 つくば市 Ⅱ

広岡橋 (ﾋﾛｵｶﾊｼ) 県道354号 1981 61.0 25.0 茨城県 茨城県 つくば市 Ⅱ

楢戸大橋 (ﾅﾗﾄﾞｵｵﾊｼ) 県道3号つくば野田線 1981 100.0 13.5 茨城県 茨城県 つくばみらい市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 県道19号取手つくば線 1979 94.0 20.8 茨城県 茨城県 つくば市 Ⅱ

上広岡橋 (ｶﾐﾋﾛｵｶﾊﾞｼ) 県道123号土浦坂東線 1981 43.0 14.0 茨城県 茨城県 つくば市 Ⅱ

大柏橋 (ｵｵｶｼﾜﾊﾞｼ) 県道46号野田牛久線 1981 43.4 19.0 茨城県 茨城県 守谷市 Ⅱ

石垣橋 (ｲｼｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道浜田2号線 1953 51 17 水戸市 茨城県 水戸市 Ⅱ

桜山新橋 (ｻｸﾗﾔﾏｼﾝﾊﾞｼ) 市道見川114号線 1973 31 10 水戸市 茨城県 水戸市 Ⅱ

駅南中橋 (ｴｷﾅﾝﾅｶﾊﾞｼ) 市道駅南線 1972 28 21 水戸市 茨城県 水戸市 Ⅱ

海端橋 (ｳﾐﾊﾀﾊﾞｼ) 市道4853号線 1994 37 9 日立市 茨城県 日立市 Ⅲ

乙戸川4号橋 (ｵｯﾄｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道沖新田12号線 1983 11 5 土浦市 茨城県 土浦市 Ⅲ

幡前橋 (ﾊﾀﾏｴﾊﾞｼ) 市道総和3155号線 不明 8 6 古河市 茨城県 古河市 Ⅲ

正上内橋 (ｼｮｳｼﾞｮｳｳﾁﾊﾞｼ) 市道Ａ2462号線 1983 54 5 石岡市 茨城県 石岡市 Ⅲ

老田橋 (ｵｲﾀﾊｼ) 市道Ａ0113号線 1971 48 6 石岡市 茨城県 石岡市 Ⅲ

みかつきはし (ﾐｶﾂｷﾊｼ) 市道1215号線 1917 8 6 結城市 茨城県 結城市 Ⅰ

4-26号橋 (ﾖﾝﾉﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道第4-99号線 不明 15 4 龍ケ崎市 茨城県 龍ケ崎市 Ⅰ

00004橋 (00004ﾊﾞｼ) 市道0117号線 不明 13 6 下妻市 茨城県 下妻市 Ⅱ

月波橋 (ﾂｷﾅﾐﾊﾞｼ) 市道106号線 不明 13 6 下妻市 茨城県 下妻市 Ⅱ

梁戸橋 (ﾔﾅﾄﾊﾞｼ) 市道西５２３号線 1970 25 4 常総市 茨城県 常総市 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 市道２－０２０９号線 1979 26 9 常総市 茨城県 常総市 Ⅱ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 市道２－０１０７号線 1976 20 8 常総市 茨城県 常総市 Ⅱ

中央橋 (ﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 市道２０１７号線 1977 31 4 常総市 茨城県 常総市 Ⅱ

泰平橋 (ﾀｲﾍｲﾊﾞｼ) 市道0216号線 2001 13 10 常陸太田市 茨城県 常陸太田市 Ⅱ

3024橋 (3024ﾊﾞｼ) 市道3267号線 不明 6 11 常陸太田市 茨城県 常陸太田市 Ⅱ

玉川橋 (ﾀﾏｶﾜﾊｼ) 市道1661号線 不明 6 7 高萩市 茨城県 高萩市 Ⅲ

下桜井橋 (ｼﾓｻｸﾗｲﾊｼ) 市道0112号線 1979 21 6 北茨城市 茨城県 北茨城市 Ⅱ

番田橋 (ﾊﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道（笠）１２３７号線 1976 5 5 笠間市 茨城県 笠間市 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道0111号線 不明 7 8 取手市 茨城県 取手市 Ⅰ

やなぎ橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道1907号線 1986 16 6 牛久市 茨城県 牛久市 Ⅰ

花室跨道橋 (ﾊﾅﾑﾛｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道４－２４２２号線 1971 37 3 つくば市 茨城県 つくば市 Ⅱ

宍塚橋 (ｼｼﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道４－３４２３号線 1982 51 6 つくば市 茨城県 つくば市 Ⅱ

入原橋 (ｲﾘﾊﾗﾊﾞｼ) 市道４－３４５９号線 1981 56 6 つくば市 茨城県 つくば市 Ⅱ

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 市道５－２５６２号線 1980 57 4 つくば市 茨城県 つくば市 Ⅱ

御城橋 (ｵｼﾛﾊﾞｼ) 市道５－２５８２号線 1980 50 5 つくば市 茨城県 つくば市 Ⅱ

並木橋 （ﾅﾐｷﾊﾞｼ） 市道５－３４４７号線 1980 54 4 つくば市 茨城県 つくば市 Ⅱ

無名橋62 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ62) 市道中央地区294号線 不明 3 8 ひたちなか市 茨城県 ひたちなか市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道1250号線 1981 11 5 鹿嶋市 茨城県 鹿嶋市 Ⅱ

787-1号橋 (787-1ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道(潮)787号線 不明 5 5 潮来市 茨城県 潮来市 Ⅰ

城下橋 (ｼﾛｼﾀﾊﾞｼ) 市道104号線 2011 29 17 守谷市 茨城県 守谷市 Ⅱ

反町橋 (ｿﾘﾏﾁﾊｼ) 市道6769号線 1954 3 6 常陸大宮市 茨城県 常陸大宮市 Ⅲ

103-2号橋 (103-2ｺﾞｳﾊｼ) 市道1-3号線 不明 4 6 常陸大宮市 茨城県 常陸大宮市 Ⅳ

無名橋３７ (ﾑﾒｲｷｮｳ37) 市道8-0515号線 不明 8 5 那珂市 茨城県 那珂市 Ⅱ

深見橋 (ﾌｶﾐﾊﾞｼ) 市道下2-9号線 1958 54 2 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

東榎生橋 (ﾋｶﾞｼﾖﾉﾊﾞｼ) 市道下2-29号線 不明 38 3 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅲ
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小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道下3B-592号線 不明 15 12 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

滝橋 (ﾀｷﾊﾞｼ) 市道関3B-517号線 1997 14 3 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

無名橋1 (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 市道下1B-367号線 1976 7 6 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

小池橋 (ｺｲｹﾊﾞｼ) 市道関1-7号線 1976 14 8 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

石嶋橋 (ｲｼｼﾞﾏﾊﾞｼ) 市道関2-13号線 1975 14 4 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

堀込上橋 (ﾎﾘｺﾞﾒｶﾐﾊｼ) 市道関3B-508号線 不明 14 4 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

無名橋2 (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 市道下2B-113号線 不明 14 6 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

無名橋3 (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 市道下2B-114号線 不明 13 2 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅳ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道関1-10号線 不明 13 10 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

内沼橋 (ｳﾁﾇﾏﾊﾞｼ) 市道関2-8号線 不明 13 4 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

谷添橋 (ﾀﾆｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道明8-1226号線 不明 12 7 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

伊讃美橋 (ｲｻﾐﾊﾞｼ) 市道下1-21号線 1991 12 11 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

宮後橋 (ﾐﾔｺﾞﾊﾞｼ) 市道明6-0002号線 不明 12 10 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾔﾊﾞｼ) 市道下3B-33号線 不明 11 5 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

谷中橋 (ﾔﾅｶﾊﾞｼ) 市道協211号線 不明 10 7 筑西市 茨城県 筑西市 Ⅱ

岩井２号橋 (ｲﾜｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道岩井２８６号線 不明 3 5 坂東市 茨城県 坂東市 Ⅱ

下宿橋 (ｼﾓｼﾞｭｸﾊﾞｼ) 市道(江)1級14号線 1982 18 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

野原橋 (ﾔﾜﾗﾊﾞｼ) 市道(江)1級14号線 1958 23 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅲ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 市道(江)3552号線 1981 26 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

古城橋 (ｺｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道(江)1級8号線 1967 19 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

岩木橋 (ｲﾜｷﾊﾞｼ) 市道(江)2448号線 1972 57 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

引舟橋 (ﾋｷﾌﾈﾊﾞｼ) 市道(江)1級8号線 1986 136 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

１－１－１号橋（本郷橋）(1-1-1ｺﾞｳｷｮｳ)(ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道(桜)1-1号線 2005 24 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

１－１－３号橋（新戸崎橋(1-1-3ｺﾞｳｷｮｳ)(ｼﾝﾄｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道(桜)1-1号線 1967 19 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

稲敷大橋 (ｲﾅｼｷｵｵﾊｼ) 市道(桜)1-14号線 1986 565 7 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

古渡橋 (ﾌｯﾄﾊﾞｼ) 市道(桜)2-10号線 2008 133 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

野田奈橋 (ﾉﾀﾞﾅﾊｼ) 市道(桜)4039号線 1994 110 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

面影橋 (ｵﾓｶｹﾞﾊﾞｼ) 市道(桜)1-16号線 2009 17 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 市道(新)345号線 1970 28 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

柴崎橋 (ｼﾊﾞｻｷﾊﾞｼ) 市道(新)1級4号線 1971 60 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

太田橋（１０８号橋） (ｵｵﾀﾊﾞｼ)(108ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(新)1級6号線 1972 18 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅲ

新河橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 市道(新)1級6号線 1965 56 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

水神橋２ (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道(新)680号線 1982 78 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道(新)1149号線 1978 56 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

本新橋 (ﾓﾄｼﾝﾊﾞｼ) 市道(東)1-4号線 1978 31 8 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

上の島２号橋 (ｶﾐﾉｼﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(東)2-13号線 1989 16 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

新川第２橋 (ｼﾝｶﾜﾀﾞｲ2ｷｮｳ) 市道(東)1-3号線 1989 16 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

須田橋 (ｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道(東)1-5号線 1950 19 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

１－２－２号橋 (1-2-2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(東)1-2号線 1952 15 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

大重大橋 (ﾀﾞｲｼﾞｭｳｵｵﾊｼ) 市道(東)1-2号線 1989 16 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

５０８－２号橋 (508-2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(東)508号線 1950 19 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

伊佐部橋 (ｲｻﾌﾞﾊﾞｼ) 市道(東)1-1号線 1960 63 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

２－１１－１号橋１ (2-11-1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(東)2-11号線 1978 20 5 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

釜井橋 (ｶﾏｲﾊﾞｼ) 市道(東)738号線 1997 75 7 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ
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平須橋 (ﾋﾗｽﾊﾞｼ) 市道(東)2-17号線 1994 87 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

２－１７－３号橋 (2-17-3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道(東)2-17号線 1984 23 4 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 市道(東)1576号線 1989 17 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

東中神橋 (ｱｽﾞﾏﾅｶｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道(東)1576号線 1988 190 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

大須賀６号橋梁 (ｵｵｽｶ6ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道(東)2-17号線 1993 16 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅱ

新須田橋 (ｼﾝｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道(東)1685号線 1999 17 6 稲敷市 茨城県 稲敷市 Ⅰ

第7004号橋 (ﾀﾞｲ7004ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道7481号線 不明 5 4 かすみがうら市 茨城県 かすみがうら市 Ⅰ

二神橋 (ﾌﾀｶﾐﾊﾞｼ) 市道０１２２号幹線 1977 17 7 桜川市 茨城県 桜川市 Ⅱ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 市道M２５６３号線 1981 18 4 桜川市 茨城県 桜川市 Ⅲ

大神宮橋 (ﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 市道０２１０号幹線 1977 25 7 桜川市 茨城県 桜川市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 市道０１０５号幹線 1965 20 4 桜川市 茨城県 桜川市 Ⅱ

山王橋側道橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道０１０５号幹線 1983 20 2 桜川市 茨城県 桜川市 Ⅲ

日川１号橋 (ﾆｯｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道8-590号線 1972 2 6 神栖市 茨城県 神栖市 Ⅱ

2-8号橋 (2-8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道（麻）2級8号線 不明 3 5 行方市 茨城県 行方市 Ⅱ

新鉾田橋 (ｼﾝﾎｺﾀﾊﾞｼ) 市道8-5034号線 1990 18 5 鉾田市 茨城県 鉾田市 Ⅱ

１３４４７－１号橋 (13447‐1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道１３４４７号線 2000 6 5 つくばみらい市 茨城県 つくばみらい市 Ⅱ

１３４５８－１号橋 (13458‐1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道１３４５８号線 2000 8 5 つくばみらい市 茨城県 つくばみらい市 Ⅱ

２３０９１－１号橋 (23091‐1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道２３０９１号線 不明 12 5 つくばみらい市 茨城県 つくばみらい市 Ⅱ

２４４２４－１号橋 (24424‐1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道２４４２４号線 不明 11 12 つくばみらい市 茨城県 つくばみらい市 Ⅱ

２４４３４－１号橋 (24434‐1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道２４４３４号線 不明 11 6 つくばみらい市 茨城県 つくばみらい市 Ⅱ

西明地橋 (ｻｲﾐｮｳﾁﾊﾞｼ) 市道美658号線 1972 29 4 小美玉市 茨城県 小美玉市 Ⅱ

新越安橋 (ｼﾝｺﾔｽﾊﾞｼ) 町道109号線 2010 61 15 茨城町 茨城県 茨城町 Ⅱ

蕎麦原谷津橋 (ｿﾊﾞﾊﾗﾔﾂﾊﾞｼ) 町道2235号線 1998 41 9 茨城町 茨城県 茨城町 Ⅱ

運動公園橋 (ｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 町道8-3035号線 1999 29 12 大洗町 茨城県 大洗町 Ⅲ

宮外橋 (ﾐﾔｶﾞｲﾊﾞｼ) 町道６６号線 1970 4 4 城里町 茨城県 城里町 Ⅰ

1-15橋 (1-15) 村道1318号線 不明 3 4 東海村 茨城県 東海村 Ⅲ

1-16橋 (1-16) 村道1319号線 不明 3 4 東海村 茨城県 東海村 Ⅱ

1-17橋 (1-17) 村道1323号線 不明 3 4 東海村 茨城県 東海村 Ⅱ

1-18橋 (1-18) 村道1325号線 不明 4 4 東海村 茨城県 東海村 Ⅱ

1-19橋 (1-19) 村道1330号線 不明 3 4 東海村 茨城県 東海村 Ⅱ

１２３号橋 (ｲﾁﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 町道１０９号線 不明 7 4 大子町 茨城県 大子町 Ⅰ

４０号橋 (40ｺﾞｳｷｮｳ) 村道２５００号線 不明 11 4 美浦村 茨城県 美浦村 Ⅲ

1002橋 (1002ﾊｼ) 町道0212号線 不明 10 7 阿見町 茨城県 阿見町 Ⅲ

源清田23号橋 (ｹﾞﾝｾｲﾀﾞ23ｺﾞｳｷｮｳ) 町道2103号線 不明 5 5 河内町 茨城県 河内町 Ⅲ

1046橋 (1046ﾊﾞｼ) 町道1694号線 不明 3 5 八千代町 茨城県 八千代町 Ⅱ

支排13－6 (ｼﾊｲ13-6) 町道1123号線 不明 10 5 五霞町 茨城県 五霞町 Ⅰ

3205-1号橋 (3205-1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道3205号線 1954 11 5 境町 茨城県 境町 Ⅱ

町道101号豊田南用水橋 (ﾁｮｳﾄﾞｳ101ｺﾞｳ ﾄﾖﾀﾐﾅﾐﾖｳｽｲｷｮｳ) 町道101号 不明 10 6 利根町 茨城県 利根町 Ⅱ

藤山橋 (ﾌｼﾞﾔﾏﾊｼ) 日立中央インター線 1993 32 10 茨城県道路公社 茨城県 日立市 Ⅱ

白銀高架橋 (ｼﾛｶﾞﾈｺｳｶｷｮｳ) 日立中央インター線 1992 275 13 茨城県道路公社 茨城県 日立市 Ⅲ

白銀橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾊｼ) 日立中央インター線 1993 32 13 茨城県道路公社 茨城県 日立市 Ⅱ

若草大橋 (ﾜｶｸｻｵｵﾊｼ) 県道美浦栄線 2006 597 12 茨城県道路公社 茨城県 利根町 Ⅱ

水海道大橋 (ﾐﾂｶｲﾄﾞｳｵｵﾊｼ) 県道354号 1996 277 12 茨城県道路公社 茨城県 常総市 Ⅱ

下総利根大橋千葉高架 (ｼﾓｳｻﾄﾈｵｵﾊｼﾁﾊﾞｺｳｶ) 県道162号岩井関宿野田線 1989 192 11 茨城県道路公社 茨城県 野田市 Ⅲ
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下総利根大橋本橋 (ｼﾓｳｻﾄﾈｵｵﾊｼﾎﾝｷｮｳ) 県道162号岩井関宿野田線 1989 679 11 茨城県道路公社 茨城県 坂東市 Ⅲ

下総利根大橋茨城高架 (ｼﾓｳｻﾄﾈｵｵﾊｼｲﾊﾞﾗｷｺｳｶ) 県道162号岩井関宿野田線 1989 162 11 茨城県道路公社 茨城県 坂東市 Ⅲ
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