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不正行為を行った製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁（久富産業（株）の製品）

■国土交通省（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 元請会社

1 東北 青森河川国道事務所 国道4号 三戸橋 青森県三戸町 ショーボンド建設（株）

2 東北 青森河川国道事務所 国道4号 五戸新橋 青森県五戸町 ショーボンド建設（株）

3 東北 青森河川国道事務所 国道7号 撫牛子高架橋 青森県弘前市 （株）南建設

4 東北 青森河川国道事務所 国道7号 撫牛子高架橋側道橋 青森県弘前市 （株）南建設

5 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 南大橋 岩手県盛岡市 ショーボンド建設（株）

6 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 北大橋 岩手県盛岡市 ショーボンド建設（株）

7 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 石鳥谷北跨線橋 岩手県花巻市 ショーボンド建設（株）

8 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 葛丸川橋 岩手県花巻市 ショーボンド建設（株）

9 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 前沢南跨線橋 岩手県奥州市 ショーボンド建設（株）

10 東北 岩手河川国道事務所 国道4号 水沢南跨線橋 岩手県奥州市 ショーボンド建設（株）

11 東北 岩手河川国道事務所
県道298号
（旧国道4号）

花巻跨線橋 岩手県花巻市 ショーボンド建設（株）

12 東北 仙台河川国道事務所
県道54号
（旧国道4号）

広瀬橋 宮城県仙台市 （株）深松組

13 東北 湯沢河川国道事務所 国道13号 玉川橋 秋田県大仙市
秋田振興建設（株）
髙吉建設（株）

14 東北 山形河川国道事務所 国道13号 新白水川橋 山形県東根市 升川建設（株）

15 東北 山形河川国道事務所 国道112号 新宝沢橋側道橋 山形県西川町 升川建設（株）

16 東北 山形河川国道事務所 国道112号 新間沢橋側歩道橋 山形県西川町 升川建設（株）

17 東北 山形河川国道事務所 国道113号 玉川橋 山形県小国町 山和建設（株）

18 東北 山形河川国道事務所 国道113号 向大沢橋 山形県小国町 小国開発（株）

19 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 田麦川橋 山形県鶴岡市 大場建設（株）

20 関東 相武国道事務所 国道20号 落合橋 東京都八王子市 松本土建（株）

21 関東 相武国道事務所 国道20号 吉野橋 神奈川県相模原市 松本土建（株）

22 関東 大宮国道事務所 国道4号 庄内古川橋 埼玉県春日部市 佐田建設（株）

23 関東 大宮国道事務所 国道4号 草加高架橋 埼玉県草加市 不動テトラ（株）

24 関東 宇都宮国道事務所 国道50号 渡良瀬川大橋 栃木県足利市 渡辺建設（株）

25 関東 長野国道事務所 国道20号 切掛橋 長野県富士見町 スワテック建設（株）

26 関東 高崎河川国道事務所 国道17号 第一早川橋 群馬県太田市 田中建設（株）

27 関東 高崎河川国道事務所 国道17号 倉賀野高架橋 群馬県高崎市 真柄建設（株）

28 関東 高崎河川国道事務所 国道18号 君ケ代高架橋 群馬県高崎市 真柄建設（株）

29 関東 高崎河川国道事務所 国道18号 ワサビ沢橋 群馬県安中市 井上工業（株）

30 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 穴山橋 山梨県韮崎市 ショーボンド建設（株）

表 １



■国土交通省（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 元請会社

表 １

31 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 塩川大橋 山梨県甲斐市 国際建設（株）

32 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 疾風橋 山梨県笛吹市 （株）大新工業

33 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 船山橋 山梨県韮崎市 ショーボンド建設（株）

34 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 小笠原橋 山梨県南アルプス市 ショーボンド建設（株）

35 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 坪川橋 山梨県南アルプス市 ショーボンド建設（株）

36 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 坪川大橋 山梨県富士川町 早川工業（株）

37 北陸 新潟国道事務所 国道7号 新井郷川橋 新潟県新潟市 ショーボンド建設（株）

38 北陸 新潟国道事務所 国道7号 新発田川橋 新潟県新潟市 ショーボンド建設（株）

39 北陸 新潟国道事務所 国道49号 見返大橋 新潟県阿賀町 ショーボンド建設（株）

40 北陸 新潟国道事務所 国道49号 釣浜橋 新潟県阿賀町 （株）坂詰組

41 北陸 新潟国道事務所 国道113号 金丸大橋 新潟県関川村 ショーボンド建設（株）

42 北陸 新潟国道事務所 国道113号 上ノ沢橋 新潟県関川村 ショーボンド建設（株）

43 北陸 新潟国道事務所 国道116号 平成大橋 新潟県新潟市 丸運建設（株）

44 北陸 新潟国道事務所 国道116号 千歳大橋 新潟県新潟市
（株）福田組
（株）本間組

45 北陸 長岡国道事務所 国道8号 胞姫橋 新潟県柏崎市 ショーボンド建設（株）

46 北陸 長岡国道事務所 国道8号 米山大橋 新潟県柏崎市 ショーボンド建設（株）

47 北陸 長岡国道事務所 国道17号 小千谷大橋 新潟県小千谷市
ショーボンド建設（株）
伊米ヶ崎建設（株）

48 北陸 長岡国道事務所 国道17号 新佐梨橋 新潟県魚沼市 伊米ヶ崎建設（株）

49 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 洞川橋 新潟県糸魚川市 田辺建設（株）

50 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 鬼道橋 新潟県糸魚川市 田辺建設（株）

51 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 風波橋 新潟県糸魚川市 （株）谷村建設

52 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 外波川橋 新潟県糸魚川市 （株）伊藤建設

53 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 関川大橋 新潟県上越市 西田建設（株）

54 北陸 高田河川国道事務所 国道8号 保倉川大橋 新潟県上越市 西田建設（株）

55 北陸 高田河川国道事務所 国道18号 矢代川大橋 新潟県妙高市 （株）野本組

56 北陸 高田河川国道事務所 国道18号 中郷大橋 新潟県上越市 （株）保坂組

57 北陸 羽越河川国道事務所 国道7号 朝日橋 新潟県村上市 （株）横井組

58 北陸 羽越河川国道事務所 国道7号 府屋大橋 新潟県村上市 ショーボンド建設（株）

59 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 白岩川橋 富山県富山市 竹沢建設（株）

60 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 富山跨線橋 富山県富山市 （株）高田組

61 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 角川大橋 富山県魚津市 （株）新興

62 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 上市川橋 富山県滑川市 東城建設（株）



■国土交通省（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 元請会社
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63 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 鏡宮高架橋 富山県射水市 ショーボンド建設（株）

64 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 新笹津橋 富山県富山市 ショーボンド建設（株）

65 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 猪谷橋 富山県富山市 ショーボンド建設（株）

66 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 松ヶ谷橋 富山県富山市 ショーボンド建設（株）

67 北陸 富山河川国道事務所 国道41号 新国境橋 岐阜県飛騨市 ショーボンド建設（株）

68 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 犀川橋 石川県金沢市 （株）治山社

69 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 中須加跨道橋 石川県津幡町 石黒建設（株）

70 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 三谷大橋 石川県加賀市 石川建設工業（株）

71 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 太田高架橋 石川県津幡町 酒井工業（株）

72 中部 静岡国道事務所 国道1号 滝川高架橋 静岡県富士市 （株）井出組

73 中部 静岡国道事務所 国道1号 富士東ランプ橋 静岡県富士市 （株）井出組

74 中部 沼津河川国道事務所 国道1号 一本松橋 静岡県沼津市 （株）井出組

75 中部 名古屋国道事務所 国道22号 枇杷島高架橋 愛知県清須市 ショーボンド建設（株）

76 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭取付高架橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

77 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭高架橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

78 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭高架橋ランプ橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

79 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

80 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋ランプ橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

81 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮跨道橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

82 中部 名古屋国道事務所 国道23号 大高跨道橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

83 中部 名古屋国道事務所 国道23号 名碧跨道橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

84 中部 名古屋国道事務所 国道23号 共和高架橋 愛知県名古屋市 ショーボンド建設（株）

85 中部 名古屋国道事務所 国道302号 平田高架橋 愛知県名古屋市 水野建設（株）

86 中部 名古屋国道事務所 国道302号 小田井高架橋 愛知県名古屋市 水野建設（株）

87 中部 名古屋国道事務所 国道302号 地蔵川高架橋 愛知県名古屋市 水野建設（株）

88 中部 三重河川国道事務所 国道23号 中里高架橋 三重県四日市市 ショーボンド建設（株）

89 中部 北勢国道事務所 国道25号 中の川橋 三重県亀山市 吉川建設（株）

90 中部 北勢国道事務所 国道25号 第２加太川橋 三重県亀山市 吉川建設（株）

91 中部 北勢国道事務所 国道25号 第4加太川橋 三重県亀山市 大有建設（株）

92 中部 北勢国道事務所 国道25号 第5加太川橋 三重県亀山市 大有建設（株）

93 中部 北勢国道事務所 国道25号 第2越川橋 三重県亀山市 ショーボンド建設（株）

94 中部 北勢国道事務所 国道25号 第3越川橋 三重県亀山市 ショーボンド建設（株）
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整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 元請会社
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95 中部 北勢国道事務所 国道25号 服部川大橋 三重県伊賀市
大有建設（株）
ショーボンド建設（株）

96 中部 紀勢国道事務所 国道42号 悪谷橋 三重県紀北町 （株）谷口組

97 中部 紀勢国道事務所 国道42号 長島跨道橋 三重県紀北町 （株）谷口組

98 中部 紀勢国道事務所 国道42号 海山７号溝橋 三重県紀北町 （株）谷口組

99 中部 岐阜国道事務所 国道21号　 穂積大橋 岐阜県岐阜市 （株）松野組

100 中部 岐阜国道事務所 国道156号　 岩戸高架橋 岐阜県岐阜市 青協建設（株）

101 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 瀬田川大橋 滋賀県大津市 五洋建設（株）

102 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 三雲１号橋 滋賀県湖南市 ショーボンド建設（株）

103 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 横田橋 滋賀県湖南市 ショーボンド建設（株）

104 近畿 滋賀国道事務所 国道1号 横田橋側道橋 滋賀県湖南市 ショーボンド建設（株）

105 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 馬渡橋 滋賀県長浜市 ショーボンド建設（株）

106 近畿  滋賀国道事務所 国道161号 藤尾高架橋 滋賀県大津市 （株）フジタ

107 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 大身大橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

108 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 莵原大橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

109 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 福知山大橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

110 近畿 福知山河川国道事務所 国道9号 牧川橋 京都府福知山市 ショーボンド建設（株）

111 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 千歳橋 京都府舞鶴市
（株）ｵｶﾓﾄ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮ
ﾝ･ｼｽﾃﾑ

112 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 一の瀬橋 京都府舞鶴市 ショーボンド建設（株）

113 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 黒尾橋 京都府京丹波町 ショーボンド建設（株）

114 近畿 京都国道事務所 国道1号 木津川大橋 京都府久御山町～八幡市 ショーボンド建設（株）

115 近畿 京都国道事務所 国道24号 勧進橋 京都府京都市 ショーボンド建設（株）

116 近畿 京都国道事務所 国道24号 観月橋 京都府京都市 ショーボンド建設（株）

117 近畿 京都国道事務所 国道24号 泉大橋 京都府木津川市 ショーボンド建設（株）

118 近畿 京都国道事務所 国道171号 小畑橋 京都府大山崎町 （株）南山建設

119 近畿 大阪国道事務所 国道43号 正蓮寺川橋 大阪府大阪市 ショーボンド建設（株）

120 近畿 豊岡河川国道事務所 国道9号 和田山大橋 兵庫県朝来市 ショーボンド建設（株）

121 近畿 豊岡河川国道事務所 国道9号 鹿田大橋 兵庫県香美町 ショーボンド建設（株）

122 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 亀山１号高架橋 兵庫県姫路市 ショーボンド建設（株）

123 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 亀山５号高架橋 兵庫県姫路市 ショーボンド建設（株）

124 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 新中野橋 兵庫県赤穂市 ショーボンド建設（株）

125 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 新橋 兵庫県赤穂市 ショーボンド建設（株）

126 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 有年橋 兵庫県赤穂市 ショーボンド建設（株）



■国土交通省（地方整備局）

整備局 事務所 路線名 橋梁名 所在地 元請会社

表 １

127 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 揖保川大橋 兵庫県たつの市 ショーボンド建設（株）

128 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 大門高架橋 兵庫県たつの市 ショーボンド建設（株）

129 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 林田川大橋 兵庫県太子町～たつの市 ショーボンド建設（株）

130 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 山田高架橋 兵庫県太子町 ショーボンド建設（株）

131 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 山田高架橋ランプ橋 兵庫県太子町 ショーボンド建設（株）

132 近畿 姫路河川国道事務所 国道29号 カラウコ大橋 兵庫県宍粟市 ショーボンド建設（株）

133 近畿 姫路河川国道事務所 国道29号 新三久安大橋 兵庫県宍粟市 ショーボンド建設（株）

134 近畿 姫路河川国道事務所 国道29号 大殿橋 兵庫県宍粟市 ファースト建設（株）

135 近畿 兵庫国道事務所 国道43号 武庫川橋 兵庫県尼崎市～西宮市 ショーボンド建設（株）

136 近畿 兵庫国道事務所 国道175号 新西脇大橋 兵庫県西脇市 ショーボンド建設（株）

137 近畿 奈良国道事務所 国道24号 飛鳥川橋 奈良県田原本町 ショーボンド建設（株）

138 近畿 和歌山河川国道事務所 国道24号 山田橋 和歌山県橋本市 （株）淺川組

139 近畿 和歌山河川国道事務所 国道24号 風市橋 和歌山県紀の川市 （株）淺川組

140 近畿 紀南河川国道事務所 国道42号 荒光高架橋 和歌山県田辺市 ショーボンド建設（株）

141 近畿 紀南河川国道事務所 国道42号 南部大橋 和歌山県みなべ町 （株）小池組

142 近畿 福井河川国道事務所 国道8号 鯖江高架橋 福井県鯖江市
（株）冨士土建
（株）高野組

143 近畿 福井河川国道事務所 国道8号 金山橋 福井県あわら市 （株）冨士土建

144 近畿 福井河川国道事務所 国道8号 笹岡橋 福井県あわら市 （株）冨士土建



不正行為を行った製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁（久富産業（株）の製品）

■高速道路会社

会社 事務所 路線名 橋梁名 所在地 元請会社

1 東日本 湯沢管理事務所 関越自動車道 万太郎橋 新潟県湯沢町 ショーボンド建設(株)

2 西日本 滋賀高速道路事務所 名神高速道路 野洲川橋 滋賀県野洲市 ショーボンド建設(株)

3 西日本 阪奈高速道路事務所
西名阪自動車
道

第５松原橋 大阪府松原市 ショーボンド建設(株)

4 西日本 阪奈高速道路事務所
西名阪自動車
道

新石川橋 大阪府羽曳野市 ショーボンド建設(株)

5 西日本 阪奈高速道路事務所
西名阪自動車
道

西安堵橋 奈良県安堵町 ショーボンド建設(株)

6 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 松葉高架橋 大阪府守口市 ショーボンド建設(株)

7 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 門真ＩＣランプ橋 大阪府門真市 ショーボンド建設(株)

8 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 門真高架橋 大阪府門真市 ショーボンド建設(株)

9 西日本 大阪高速道路事務所 近畿自動車道 大日高架橋 大阪府守口市 ショーボンド建設(株)

10 西日本 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 有田川橋 和歌山県有田川町 ショーボンド建設(株)

11 西日本 和歌山高速道路事務所 阪和自動車道 田口高架橋 和歌山県有田川町 ショーボンド建設(株)

12 西日本 大阪高速道路事務所 阪和自動車道 吹田１号橋 大阪府吹田市 ショーボンド建設(株)

13 阪神 大阪管理局
阪神高速
11号池田線

池田中央１橋 大阪府大阪市 ショーボンド建設(株)

14 阪神 大阪管理局
阪神高速
11号池田線

池田中央２橋 大阪府大阪市 ショーボンド建設(株)

15 阪神 大阪管理局
阪神高速
11号池田線

池田浪速橋 大阪府大阪市 ショーボンド建設(株)

16 阪神 大阪管理局
阪神高速
11号池田線

堺中央橋 大阪府大阪市 ショーボンド建設(株)

17 東日本 新潟管理事務所 北陸自動車道 中之口川橋 新潟県燕市 (株)本間組

18 中日本 富山保全・サービスセンター 北陸自動車道 黒部川橋 富山県黒部市 (株)岡部

19 中日本 富山保全・サービスセンター 北陸自動車道 片貝川橋 富山県魚津市 (株)岡部

20 中日本 福井保全・サービスセンター 北陸自動車道 竹田川橋 福井県坂井市 田中建設(株)

21 中日本 敦賀保全・サービスセンター 北陸自動車道 黒田高架橋 滋賀県長浜市 大鉄工業(株)

22 西日本 阪奈高速道路事務所
西名阪自動車
道

関屋高架橋 奈良県香芝市 ショーボンド建設(株)

23 西日本 阪奈高速道路事務所
西名阪自動車
道

法隆寺橋 奈良県河合町 ショーボンド建設(株)

24 阪神 大阪管理局
阪神高速
11号池田線

池田福島橋-2 大阪府大阪市 大鉄工業(株)

25 本四 鳴門管理センター
神戸淡路鳴門
自動車道

志知高架橋 兵庫県南あわじ市 (株)神崎組

表 １



不正行為を行った製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁数（久富産業（株）の製品）

■都道府県 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先

1 青森県 13 13 13

青森県　県土整備部　道路課　橋梁・アセット推進グル－プ
担当者：奥山総括主幹　電話：０１７－７３４－９６５８
青森県　県土整備部　港湾空港課　港湾整備推進グル－プ
担当者：水溜総括主幹　電話：０１７－７３４－９６７７

2 宮城県 4 4 4

宮城県　土木部　道路課　橋梁整備班
担当者：千葉、平間　電話：０２２－２１１－３１６４
宮城県　企業局　水道経営管理室　施設管理班
担当者：　荒　電話：０２２－２１１－３４１６

3 山形県 2 2 0
山形県県土整備部道路整備課橋梁・舗装担当
担当者：蘇武
電話：０２３－６３０－２６０６

4 群馬県 14 0 0
群馬県県土整備部道路整備課橋梁係
担当者：後藤、磯部
電話：０２７－２２６－３５８５

5 埼玉県 2 2 1
埼玉県　県土整備部　道路環境課
担当者：辻、加藤
電話：　０４８－８３０－５１０７

6 山梨県 44 34 27
山梨県　県土整備部　道路管理課　道路施設維持担当
担当者：　課長補佐　長田
電話：０５５－２２３－１６９６（直通）

7 長野県 13 5 4

長野県建設部道路管理課維持舗装係
担当者：山崎　　電話：０２６－２３５－７３０２
長野県道路公社管理部管理課
担当者：岡村　　電話：０２６－２３４－６８８３

8 新潟県 13 13 13
新潟県　土木部　道路管理課
課長補佐　小山
電話：０２５－２８０－５８４４

9 富山県 10 10 6
富山県土木部道路課橋りょう係
担当者：竹島、中瀬
電話：０７６－４４４－３３２１

10 石川県 19 1 1
土木部道路整備課
担当者：課長補佐 福村
電話：０７６-２２５-１７２７

11 岐阜県 28 12 12
岐阜県県土整備部道路維持課維持管理係
担当者：山田
電話：０５８－２７２－８５３５（内線３７３６）

12 愛知県 2 2 1
愛知県建設部道路維持課企画調査グループ
担当者：菅沼・北河
電話：０５２－９５４ー６５３８（内線２６９４）

13 三重県 7 7 7
三重県県土整備部道路建設課橋りょう・市町道班
担当者：川上・増田
電話：０５９-２２４-２６７２

14 福井県 13 13 13
福井県土木部道路保全課
担当者：課長　鰐渕
電話：０７７６-２０-０４７６

15 滋賀県 5 5 3
滋賀県土木交通部道路課道路保全室
担当者：　主査　神田
電話：０７７－５２８－４１３４

表 ２



■都道府県 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先

表 ２

16 京都府 6 6 4
京都府　建設交通部　道路建設課　(道路･橋梁担当)
担当者：副課長　小松
電話：０７５-４１４-５２５２

17 大阪府 2 2 2

大阪府都市整備部交通道路室道路環境課
担当者：余田　　電話：０６－６９４４－９２９１
大阪府道路公社保全管理部道路保全課
担当者：主査  水野　　電話：０６－６９４１－２５１１

18 兵庫県 13 7 7
兵庫県県土整備部土木局道路保全課保全班
担当者：班長 大原
電話：０７８－３６２－３５２３

19 奈良県 10 10 9

奈良県県土マネジメント部道路管理課保全整備係
担当者：主任技師　大光　電話：０７４２－２７－７５０２
奈良県道路公社第二阪奈有料道路管理事務所施設マネジメント係
担当者：係長　近藤　　電話：０７４３－７６－０７３１

20 和歌山県 18 5 5
和歌山県県土整備部
道路保全課予防保全班
担当者：班長　笹山、主査　吉村　電話：０７３－４４１－３１１０



不正行為を行った製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁数（久富産業（株）の製品）

■市町村 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先

1 青森県八戸市 2 2 2
八戸市　建設部　道路維持課　維持第１グル－プ
担当者：田邊
電話：０１７８－４３－９４１０

2 青森県田舎館村 1 1 1
田舎館村　建設課　建設第１係
担当者：古川
電話：０１７２－５８－２１１１

3 群馬県高崎市 1 1 0
高崎市建設部土木課計画担当
担当者：中澤
電話：０２７－３２１－１２６５

4  群馬県安中市 5 0 0
安中市建設部土木課工務係
担当者：田中
電話：０２７－３８２－１１１１

5 群馬県神流町 1 0 0
神流町産業建設課建設係
担当者：新井、高橋
電話：０２７４－５７－２１１１

6  神奈川県大和市 2 2 2
大和市都市施設部土木管理課
担当者：水口
電話：０４６－２６０－５４１２（直通）

7  山梨県北杜市 1 1 1
北杜市役所　建設部　道路河川課
担当者：　斉藤
電話０５５１－４２－１３６３（直通）

8  山梨県身延町 1 1 1
身延町　建設課　公共土木担当
担当者：　水上
電話：０５５６－４２－４８０８

9  長野県松本市 1 1 1
松本市建設部建設課道路担当
担当者：岩田・山田
電話：０２６３－３４－３２４２

10  長野県飯田市 4 4 3
飯田市建設部土木課河川係
担当者：三浦
電話：０２６５－２２－４５１１　内線２７２５

11  長野県塩尻市 1 1 1

塩尻市建設事業部建設課維持係
担当者：武居　　電話：０２６３－５２－０２８０　内線１２５６
長野県企業局水道事業課技術管理係
担当者：綱島　　電話：０２６－２３５－７３８１

12 長野県安曇野市 1 1 1

安曇野市都市建設部監理課管理登記担当
担当者：赤澤　　電話：０２６３－７１－２０００（代表）
長野県農政部農地整備課基盤整備係
担当者：青柳　　電話：０２６－２３５－７２３９

13  長野県南箕輪村 1 1 1
南箕輪村役場建設水道課建設管理係
担当者：有賀
電話：０２６５－７２－２１０４

14 新潟県新潟市 5 5 5
新潟市土木部土木総務課
担当者：中野
電話：０２５－２２６－３０２１

15 新潟県柏崎市 1 1 1
柏崎市都市整備部維持管理課橋梁維持係
担当者：外山
電話：０２５７－２１－２２８３

表 ２



■市町村 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先
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16 新潟県十日町市 1 1 0
十日町市建設課維持係
担当者：高橋
電話：０２５－７５７－９９３２（直通）

17 新潟県妙高市 1 1 1

妙高市建設課建設係
担当者：丸山
電話：０２５５－７４－００２３（直通）
　　　　０２５５－７２－５１１１（代表）

18 新潟県魚沼市 1 1 1
魚沼市土木課建設室維持監理班
担当者：佐藤
電話：０２５－７９９－４６０１

19 富山県富山市 1 1 1
富山市建設部道路河川管理課
電話：０７６－４４３－２２２２

20  富山県射水市 4 4 4
射水市都市整備部道路・河川管理課
道路維持係　担当者：橋本、藤井
電話：０７６６－５２－７３９４

21 石川県金沢市 2 0 0
金沢市土木局道路管理課
担当者：課長 木村、整備係長 村田
電話：０７６－２２０－２３１８

22 石川県輪島市 1 1 1
輪島市建設部土木課
担当者：課長 野口
電話：０７６８-２３-１１５１

23 石川県白山市 1 1 0
白山市建設部土木課
担当者：課長 松田
電話：０７６-２７４-９５５６

24 石川県津幡町 1 1 1
津幡町産業建設部都市建設課
担当者：課長 岩本
電話：０７６-２８８-６７０３

25 石川県穴水町 1 1 1
穴水町基盤整備課
担当者：課長 小谷
電話：０７６８-５２-３６６０

26 石川県能登町 1 1 1
能登町建設課
担当者：課長 田代
電話：０７６８-７６-８３０４

27 岐阜県岐阜市 2 2 2
岐阜市基盤整備部道路建設課橋梁係
担当者：野々山
電話：０５８－２６５－４１４１（内線２５７２）

28 岐阜県大垣市 1 1 1
大垣市建設部道路課保全グループ
担当者：広瀬
電話：０５８４-８１-４１１１（内線６２５）

29 岐阜県高山市 1 1 1
高山市基盤整備部建設課建設グループ
担当者：宇津宮
電話：０５７７－３５－３１４７

30 岐阜県多治見市 1 1 1
多治見市建設部道路河川課
担当者：井澤
電話：０５７２－２２－１１１１（内線１３６４）

31 岐阜県各務原市 2 2 2
各務原市都市建設部道路課
担当者：遠藤・澤田
電話：０５８－３８３－１６１４



■市町村 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先
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32 岐阜県山県市 1 1 1
山県市役所　建設課
担当者：棚橋・河原
電話：０５８１－２２－６８３２

33 岐阜県揖斐川町 4 4 2
揖斐川町産業建設部建設課土木建設係
担当者：竹中
電話：０５８５－２２－２１１１（内線３１４）

34 岐阜県坂祝町 1 1 1
坂祝町役場産業建設課
担当者：大野
電話：０５７４－２６－７１１１（内線252）

35 愛知県名古屋市 3 1 1
名古屋市緑政土木局
道路建設部道路建設課橋梁保全係
担当者：平野　　電話：０５２－９７２－２８６９

36 愛知県安城市 1 1 1
安城市建設部土木課道路建設係
担当者：都築・柴田
電話：０５６６-７１-２２３９

37 愛知県東海市 3 3 2
東海市都市建設部土木課土木・浸水対策推進グループ
担当者 西野
電話 052-603-2211(内線413)

38 愛知県岩倉市 2 2 2
岩倉市建設部都市整備課整備グループ
担当者：井手上
電話：０５８７－３８－５８１４

39 三重県四日市市 1 1 1
四日市市都市整備部道路整備課企画・建設係
担当者：山口・藤井
電話：０５９－３５４－８２１３

40 三重県松阪市 1 1 1
松阪市都市整備部土木課道路係
担当者：大島
電話：０５９８－５３－４１４６

41 三重県大台町 1 1 1
大台町役場建設課
担当者：伊豆
電話：０５９８－８２－３７８８

42 福井県福井市 1 1 1
福井市建設部道路課
担当者：主任　中村
電話：０７７６-２０-５５６０

43 福井県坂井市 1 0 0
坂井市建設部建設課
担当者：主任　田中
電話：０７７６-５０-３０５１

44 滋賀県草津市 1 1 1
建設部道路課道路維持グループ
担当者：主査　金谷
電話：０７７-５６１-２３８８

45 滋賀県湖南市 1 1 1
湖南市建設経済部土木建設課
道路・河川担当　担当者：主幹　垣山
電話：０７４８－７１－２３３８

46 京都府京都市 10 7 6
京都市建設局土木管理部橋りょう健全推進課
担当者：課長　榮
電話：０７５－２２２－３５６１

47 京都府木津川市 1 1 1
木津川市建設部建設課
担当者：土木係長　田中
電話：０７７４－７５－１２２３



■市町村 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先
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48 大阪府大阪市 1 1 1
大阪市建設局道路部橋梁課
担当者：係長　寺田
電話：０６-６６１５-６８６２

49 大阪府堺市 7 7 4
堺市建設局道路部道路整備課
担当者：係長　松本
電話：０７２-２２８-７０９５

50 大阪府茨木市 1 1 1
茨木市建設部道路交通課
担当者：工務係長　平里
電話：０７２-６２２-８１２１

51 兵庫県神戸市 4 2 2
神戸市建設局道路部工務課工務第２係
担当者：係長　前田
電話：０７８－３２２－５３９０

52 兵庫県姫路市 7 7 7
姫路市建設局道路部北部建設事務所
担当者：係長　小林
電話：０７９－３３６－４４０８

53 兵庫県西宮市 3 1 0
西宮市土木局道路公園部道路補修課
担当者：係長　堀川
電話：０７９８－３５－３６３０

54 和歌山県新宮市 1 0 0
新宮市建設農林部都市建設課
担当者：課長補佐　下
電話：０７３５－２３－３３５２

55 和歌山県印南町 1 1 1
印南町建設課
担当者：主幹　松本
電話：０７３８－４２－１７３４



不正行為を行った製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁数（久富産業（株）の製品）

■その他機関 H27.12.18 時点

管理者名 該当橋梁数
検査実施済

橋梁数
不良品が発見された

橋梁数
問合せ先

1 西日本旅客鉄道（株） 2 2 2
西日本旅客鉄道株式会社　広報部
担当者：嶋崎
電話：０６－６３７５－８８８９

2 （独）水資源機構 2 2 2
独立行政法人水資源機構　技術管理室技術管理課
担当者：鈴木、小林
電　話：０４８－６００－６５００

3 日本中央競馬会 1 1 1
日本中央競馬会　報道室
電話：０３－３５９１－５２５１

表 ２



不正行為を行った製作会社（久富産業（株）以外）

H27.12.18 時点

製品製作会社 左記製作会社の使用橋梁数
※

1 （株）マルエヌ野村工業 8

2 （株）トーカン工業 39

3 鉄建工業（株）（現：エスイー鉄建（株）） 36

4 (株)八十八工業 11

5 （株）篠田工業 31

6 フジタ建設工業（株） 1

7 有元プラント工業（株） 1

8 （有）キシマ製作所 10

9 （株）サンベルコ 6

10 太陽工業（株） 2

11 (株)大分東明工業 4

146橋合　　計　　（重複を除く）

※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁数
※久富産業（株）を除く

表３－１



不正行為を行った製作会社の製品を使用した橋梁（久富産業（株）以外の製品）

H27.12.18 時点

整備局
高速会社

事務所等 路線名 橋梁名 所在地 製品製作会社 現地検査

1 北海道 帯広開発建設部 国道38号 神居橋 北海道新得町 （株）マルエヌ野村工業 済

2 北海道 帯広開発建設部 国道38号 北清水橋 北海道清水町 （株）マルエヌ野村工業 済

3 北海道 帯広開発建設部 国道38号 小林橋 北海道清水町 （株）マルエヌ野村工業 済

4 北海道 帯広開発建設部 国道241号 紅葉橋 北海道足寄町 （株）マルエヌ野村工業 済

5 北海道 帯広開発建設部 国道241号 両国橋 北海道足寄町 （株）マルエヌ野村工業 済

6 北海道 帯広開発建設部 国道242号 高島橋 北海道池田町 （株）マルエヌ野村工業 済

7 北海道 帯広開発建設部 国道336号 音調津橋 北海道広尾町 （株）マルエヌ野村工業 済

8 北海道 網走開発建設部 国道238号 湧別大橋 北海道湧別町 （株）マルエヌ野村工業 済

9 東北 酒田河川国道事務所 国道47号 広田こ道橋 山形県酒田市 （株）トーカン工業

10 東北 酒田河川国道事務所 国道47号 東雲橋 山形県庄内町 （株）トーカン工業

11 関東 東京国道事務所 国道6号 四ツ木陸橋 東京都葛飾区 （株）トーカン工業 済

12 関東 東京国道事務所 国道17号 志村橋 東京都板橋区 （株）トーカン工業 済

13 関東 相武国道事務所 国道16号 拝島橋 東京都昭島市 （株）トーカン工業 済

14 関東 千葉国道事務所 国道6号 矢切高架橋 千葉県松戸市 （株）トーカン工業 済

15 関東 千葉国道事務所 国道6号 北柏高架橋 千葉県柏市 （株）トーカン工業

16 関東 千葉国道事務所 国道357号 市川大橋 千葉県市川市 （株）トーカン工業 済

17 関東 千葉国道事務所 国道357号 千鳥大橋 千葉県市川市 （株）トーカン工業 済

18 関東 横浜国道事務所 国道246号 新小鮎橋 神奈川県厚木市 （株）トーカン工業 済

19 関東 横浜国道事務所 国道246号 上草柳高架橋 神奈川県大和市 （株）トーカン工業 済

20 関東 横浜国道事務所 国道246号 今泉第二高架橋 神奈川県海老名市 （株）トーカン工業 済

21 関東 横浜国道事務所 国道246号 下今泉高架橋 神奈川県海老名市 （株）トーカン工業

22 関東 大宮国道事務所 国道17号 戸田橋 東京都板橋区 （株）トーカン工業 済

23 関東 北首都国道事務所 国道298号 八潮立体高架橋 埼玉県八潮市 （株）トーカン工業 済

24 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 幸主橋 茨城県五霞町 （株）トーカン工業 済

25 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 小福田橋 茨城県五霞町 （株）トーカン工業 済

26 関東 高崎河川国道事務所 国道50号 広沢第二高架橋 群馬県桐生市 （株）トーカン工業 済

27 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 西島第２橋 山梨県富士川町 （株）トーカン工業

28 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 西島第３橋 山梨県富士川町 （株）トーカン工業

29 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 西島第６橋 山梨県富士川町 （株）トーカン工業

表３－２



H27.12.18 時点

整備局
高速会社

事務所等 路線名 橋梁名 所在地 製品製作会社 現地検査
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30 中部 名古屋国道事務所 国道23号 板倉高架橋 愛知県刈谷市 （株）トーカン工業

31 中部 名古屋国道事務所 国道23号 野田高架橋 愛知県刈谷市 （株）トーカン工業 済

32 中部 名古屋国道事務所 国道23号 野田高架橋ON 愛知県刈谷市 （株）トーカン工業 済

33 東日本 千葉管理事務所 京葉道路 武石高架橋 千葉県千葉市 （株）トーカン工業

34 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

渚橋 神奈川県小田原市 （株）トーカン工業

35 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

千仭橋 神奈川県小田原市 （株）トーカン工業

36 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

早雲橋 神奈川県小田原市 （株）トーカン工業

37 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

滄浪橋 神奈川県小田原市 （株）トーカン工業

38 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

萬丈橋 神奈川県小田原市 （株）トーカン工業

39 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

銀波橋 神奈川県二宮町 （株）トーカン工業

40 中日本 小田原保全・サービスセンター
西湘バイパ
ス

漣橋 神奈川県二宮町 （株）トーカン工業

41 中日本 小田原保全・サービスセンター
国道1号
（箱根新道） 猿沢橋※2 神奈川県足柄下郡 （株）トーカン工業

42 中日本 小田原保全・サービスセンター
国道1号
（箱根新道） 観音橋※2 神奈川県足柄下郡 （株）トーカン工業

43 中日本 小田原保全・サービスセンター
国道1号
（箱根新道） 天狗橋※2 神奈川県足柄下郡 （株）トーカン工業

44 中日本 小田原保全・サービスセンター
国道1号
（箱根新道） 白銀橋※2 神奈川県足柄下郡 （株）トーカン工業

45 中日本 小田原保全・サービスセンター
国道1号
（箱根新道） 七曲り二の橋※2 神奈川県足柄下郡 （株）トーカン工業

46 中日本 小田原保全・サービスセンター
国道1号
（箱根新道） 二子橋※2 神奈川県足柄下郡 （株）トーカン工業

47 本四 神戸管理センター
神戸淡路鳴
門自動車道

明石海峡大橋 兵庫県神戸市 （株）トーカン工業

48 関東 北首都国道事務所 国道298号 幸魂大橋 埼玉県和光市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

済

49 中部 名古屋国道事務所 国道19号 妙見橋 愛知県春日井市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

50 中部 名古屋国道事務所 国道22号 北方高架橋 愛知県一宮市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

51 中部 名古屋国道事務所 国道22号 佐千原跨道橋 愛知県一宮市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

52 中部 名古屋国道事務所 国道23号 大高跨道橋 愛知県名古屋市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

53 中部 名古屋国道事務所 国道23号 道徳高架橋 愛知県名古屋市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

54 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港新橋跨線橋 愛知県名古屋市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

55 中部 名古屋国道事務所 国道23号 JR東海道線跨線橋 愛知県名古屋市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

56 中部 名古屋国道事務所 国道23号 大山高架橋 愛知県豊橋市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

57 中部 名古屋国道事務所 国道23号 共和高架橋OFF 愛知県大府市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

58 中部 名古屋国道事務所 国道23号 豊明高架橋ONﾗﾝﾌﾟ 愛知県豊明市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

59 中部 名古屋国道事務所 国道23号 豊明高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ 愛知県豊明市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

60 中部 名古屋国道事務所 国道23号 桜木小橋 愛知県飛島村
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））



H27.12.18 時点

整備局
高速会社

事務所等 路線名 橋梁名 所在地 製品製作会社 現地検査
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61 中部 名古屋国道事務所 国道23号 下川橋 愛知県飛島村
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

62 中部 名古屋国道事務所 国道41号 愛知用水橋 愛知県犬山市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

63 中部 名古屋国道事務所 国道41号 愛知用水橋(OFF) 愛知県犬山市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

64 中部 名古屋国道事務所 国道41号 愛知用水橋(ON) 愛知県犬山市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

65 中部 三重河川国道事務所 国道1号 第8坂下橋 三重県亀山市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

66 中部 三重河川国道事務所 国道23号 新松阪橋 三重県松阪市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

済

67 中部 三重河川国道事務所 国道23号 揖斐長良大橋 三重県桑名市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

68 中部 三重河川国道事務所 国道23号 木曽川大橋 三重県木曽岬町
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

69 中部 北勢国道事務所 国道25号 第4加太川橋 三重県亀山市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

70 中部 北勢国道事務所 国道25号 第5加太川橋 三重県亀山市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

71 中部 北勢国道事務所 国道25号 久米川大橋 三重県伊賀市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

72 中部 北勢国道事務所 国道25号 銀座跨道橋 三重県伊賀市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

73 中部 北勢国道事務所 国道25号 木津川大橋 三重県伊賀市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

74 中部 北勢国道事務所 国道25号 竹谷橋 三重県伊賀市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

75 中部 紀勢国道事務所 国道42号 樋口橋 三重県大台町
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

76 中部 紀勢国道事務所 国道42号 天野橋 三重県大紀町
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

77 中部 紀勢国道事務所 国道42号 阿曽大橋 三重県大紀町
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

済

78 中部 岐阜国道事務所 国道21号 岐南高架橋 岐阜県岐南町
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

79 中部
多治見砂防国道事務
所

国道19号 神箆大橋 岐阜県瑞浪市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

80 九州 大分河川国道事務所 国道10号 橋津橋 大分県宇佐市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

81 西日本 三次高速道路事務所
中国自動
車道

上西川橋 岡山県新見市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

82 阪神 神戸管理部
阪神高速
5号湾岸線

湾岸東灘橋-2 兵庫県神戸市
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

済

83 中部 紀勢国道事務所 国道42号 多気高架橋 三重県多気町
鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））
フジタ建設工業（株）

済

84 関東 長野国道事務所 国道18号 岡田川橋 長野県長野市 （株）八十八工業 済

85 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 大月橋 山梨県大月市 （株）八十八工業 済

86 関東 横浜国道事務所 国道246号 駒の子第２橋 神奈川県山北町                                                 （株）八十八工業 済

87 中部 静岡国道事務所 国道1号 松原高架橋 静岡県静岡市 （株）八十八工業 済

88 中部 静岡国道事務所 国道1号 庵原川橋 静岡県静岡市 （株）八十八工業 済

89 中部 静岡国道事務所 国道52号 甲駿橋（旧橋） 静岡県静岡市 （株）八十八工業 済

90 中部 静岡国道事務所 国道52号 甲駿橋（新橋） 静岡県静岡市 （株）八十八工業 済

91 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 同心橋 静岡県掛川市 （株）八十八工業 済



H27.12.18 時点

整備局
高速会社

事務所等 路線名 橋梁名 所在地 製品製作会社 現地検査

表３－２

92 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 久能高架橋 静岡県袋井市 （株）八十八工業 済

93 中部 静岡国道事務所 国道1号 田子の浦高架橋 静岡県富士市
（株）八十八工業
（株）篠田工業

済

94 中部 静岡国道事務所 国道1号 依田橋高架橋 静岡県富士市
（株）八十八工業
（株）篠田工業

済

95 中部 静岡国道事務所 国道1号 長崎高架橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業 済

96 中部 静岡国道事務所 国道1号 能島高架橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業 済

97 中部 静岡国道事務所 国道1号 泉ヶ谷高架橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業 済

98 中部 静岡国道事務所 国道1号 新興津川橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業 済

99 中部 静岡国道事務所 国道1号 高浜跨道橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業

100 中部 静岡国道事務所 国道1号 神沢跨道橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業

101 中部 静岡国道事務所 国道1号 １号跨道橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業

102 中部 静岡国道事務所 国道1号 丸子１号跨道橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業

103 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業

104 中部 静岡国道事務所 国道1号 東海道跨線橋 静岡県富士市 （株）篠田工業 済

105 中部 静岡国道事務所 国道1号 今井跨道橋 静岡県富士市 （株）篠田工業 済

106 中部 静岡国道事務所 国道1号 沖田大通跨道橋 静岡県富士市 （株）篠田工業 済

107 中部 静岡国道事務所 国道1号 仮宿高架橋 静岡県藤枝市 （株）篠田工業 済

108 中部 静岡国道事務所 国道1号 葉梨高架橋 静岡県藤枝市 （株）篠田工業 済

109 中部 静岡国道事務所 国道1号 横内高架橋 静岡県藤枝市 （株）篠田工業 済

110 中部 静岡国道事務所 国道1号 潮高架橋 静岡県藤枝市 （株）篠田工業

111 中部 静岡国道事務所 国道1号 薮田東跨道橋 静岡県藤枝市 （株）篠田工業

112 中部 静岡国道事務所 国道1号 薮田西跨道橋 静岡県藤枝市 （株）篠田工業

113 中部 沼津河川国道事務所 国道1号 沼津高架橋 静岡県長泉町 （株）篠田工業 済

114 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 新深良橋 静岡県裾野市 （株）篠田工業 済

115 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 萩原高架橋 静岡県御殿場市 （株）篠田工業 済

116 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 久保川高架橋 静岡県御殿場市 （株）篠田工業 済

117 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 中島高架橋 静岡県小山町 （株）篠田工業 済

118 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 須川橋 静岡県小山町 （株）篠田工業 済

119 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 新小山橋 静岡県小山町 （株）篠田工業 済

120 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 篠原橋 静岡県浜松市 （株）篠田工業 済

121 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 島田第一高架橋 静岡県島田市 （株）篠田工業 済

122 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 牧ノ原高架橋 静岡県島田市 （株）篠田工業 済
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123 中日本 富士保全・サービスセンター
東名高速
道路

神沢高架橋 静岡県静岡市 （株）篠田工業

124 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 姫路大橋 兵庫県姫路市 有元プラント工業（株） 済

125 中国 鳥取河川国道事務所 国道9号 宮島橋 鳥取県鳥取市 （有）キシマ製作所

126 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 馬橋 鳥取県鳥取市 （有）キシマ製作所

127 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 新用瀬橋 鳥取県鳥取市 （有）キシマ製作所

128 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 京橋 鳥取県智頭町 （有）キシマ製作所

129 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 栃本大橋 鳥取県智頭町 （有）キシマ製作所

130 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 早野橋 鳥取県智頭町 （有）キシマ製作所

131 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 坂の谷橋 鳥取県智頭町 （有）キシマ製作所

132 中国 鳥取河川国道事務所 国道53号 杉見橋 鳥取県智頭町 （有）キシマ製作所

133 中国 松江国道事務所 国道9号 出雲郷大橋 島根県松江市 （有）キシマ製作所

134 中国 松江国道事務所 国道9号 飯島橋 島根県安来市 （有）キシマ製作所 済

135 中国 岡山国道事務所 国道2号 西大寺高架橋 岡山県岡山市 （株）サンベルコ

136 中国 岡山国道事務所 国道2号 道越跨道橋 岡山県倉敷市 （株）サンベルコ

137 中国 岡山国道事務所 国道2号 里見川橋 岡山県倉敷市 （株）サンベルコ

138 中国 岡山国道事務所 国道53号 田益第２高架橋 岡山県岡山市 （株）サンベルコ 済

139 中国 岡山国道事務所 国道53号 津高大橋 岡山県岡山市 （株）サンベルコ

140 中国 岡山国道事務所 国道53号 菱谷高架橋（OFFランプ） 岡山県岡山市 （株）サンベルコ

141 中国 福山河川国道事務所 国道2号 恵下谷ランプ北橋 広島県三原市 太陽工業（株） 済

142 中国 福山河川国道事務所 国道2号 梨羽橋 広島県三原市 太陽工業（株） 済

143 九州 大分河川国道事務所 国道10号 府内大橋 大分県大分市 （株）大分東明工業 済

144 九州 大分河川国道事務所 国道10号 新川橋 大分県別府市 （株）大分東明工業

145 九州 大分河川国道事務所 国道210号 幸野橋 大分県由布市 （株）大分東明工業

146 九州 大分河川国道事務所 国道210号 新牧口橋 大分県玖珠町 （株）大分東明工業

※久富産業（株）を除く
※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁
※2は無料開放（国への移管）



 不正行為を行った製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁（久富産業（株）以外の製品）
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1 （株）マルエヌ野村工業 北海道 帯広開発建設部 国道38号 神居橋 北海道新得町 畑下・フクタ　経常ＪＶ

2 （株）マルエヌ野村工業 北海道 帯広開発建設部 国道38号 北清水橋 北海道清水町 畑下・フクタ　経常ＪＶ

3 （株）マルエヌ野村工業 北海道 帯広開発建設部 国道38号 小林橋 北海道清水町 畑下・フクタ　経常ＪＶ

4 （株）マルエヌ野村工業 北海道 帯広開発建設部 国道241号 紅葉橋 北海道足寄町 徳井建設工業（株）

5 （株）マルエヌ野村工業 北海道 網走開発建設部 国道238号 湧別大橋 北海道湧別町 （株）丸田組 北海道マテック(株)

6 （株）トーカン工業 関東 東京国道事務所 国道17号 志村橋 東京都板橋区 極東興和（株）

7 （株）トーカン工業 関東 相武国道事務所 国道16号 拝島橋 東京都昭島市 （株）本間組

8 （株）トーカン工業 関東 千葉国道事務所 国道6号 矢切高架橋 千葉県松戸市 カジマ・リノベイト（株）

9 （株）トーカン工業 関東 横浜国道事務所 国道246号 上草柳高架橋 神奈川県大和市
川田・さとう経常
建設共同企業体

10 （株）トーカン工業 関東 横浜国道事務所 国道246号 今泉第二高架橋 神奈川県海老名市
川田・さとう経常
建設共同企業体

11 （株）トーカン工業 関東 北首都国道事務所 国道298号 八潮立体高架橋 埼玉県八潮市 ショーボンド建設（株）
(株)トーカン工業
　　（製作会社）

12 （株）トーカン工業 関東 高崎河川国道事務所 国道50号 広沢第二高架橋 群馬県桐生市 極東興和（株）
(株)トーカン工業
　　（製作会社）

13 鉄建工業（株）
（現：エスイー鉄建（株））

関東 北首都国道事務所 国道298号 幸魂大橋 埼玉県和光市 ショーボンド建設（株）

14 （株）八十八工業 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 大月橋 山梨県大月市 ショーボンド建設（株）

15 （株）八十八工業 関東 横浜国道事務所 国道246号 駒の子第２橋 神奈川県山北町 馬淵建設（株）

16 （株）八十八工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 松原高架橋 静岡県静岡市 静和工業（株）

17 （株）八十八工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 庵原川橋 静岡県静岡市 ショーボンド建設（株）

18 （株）八十八工業 中部 静岡国道事務所 国道52号 甲駿橋（旧橋） 静岡県静岡市 ショーボンド建設（株）

19 （株）八十八工業 中部 静岡国道事務所 国道52号 甲駿橋（新橋） 静岡県静岡市 ショーボンド建設（株）

20 （株）八十八工業 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 同心橋 静岡県掛川市 （株）中村組

21 （株）八十八工業 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 久能高架橋 静岡県袋井市 中村建設（株）

22
（株）八十八工業
（株）篠田工業

中部 静岡国道事務所 国道1号 田子の浦高架橋 静岡県富士市
木内建設（株）
佐野藤建設（株）

23
（株）八十八工業
（株）篠田工業

中部 静岡国道事務所 国道1号 依田橋高架橋 静岡県富士市
木内建設（株）
五光建設（株）
（株）石井組

24 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 長崎高架橋 静岡県静岡市 ショーボンド建設（株）

25 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 能島高架橋 静岡県静岡市 石福建設（株）

26 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 泉ヶ谷高架橋 静岡県静岡市 （株）山田組

27 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 新興津川橋 静岡県静岡市 ショーボンド建設（株）

28 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 東海道跨線橋 静岡県富士市 名工建設（株）

29 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 今井跨道橋 静岡県富士市 （株）石井組

表３－３
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30 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 沖田大通跨道橋 静岡県富士市 （株）石井組

31 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 仮宿高架橋 静岡県藤枝市 （株）橋本組

32 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 葉梨高架橋 静岡県藤枝市 （株）橋本組

33 （株）篠田工業 中部 静岡国道事務所 国道1号 横内高架橋 静岡県藤枝市 （株）橋本組

34 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道1号 沼津高架橋 静岡県長泉町 日鋪建設（株）

35 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 新深良橋 静岡県裾野市 渡邊工業（株）

36 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 萩原高架橋 静岡県御殿場市 臼幸産業（株）

37 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 久保川高架橋 静岡県御殿場市 渡邊工業（株）

38 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 中島高架橋 静岡県小山町 木内建設（株）

39 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 須川橋 静岡県小山町 ショーボンド建設（株）

40 （株）篠田工業 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 新小山橋 静岡県小山町 臼幸産業（株）

41 （株）篠田工業 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 篠原橋 静岡県浜松市 ショーボンド建設（株）

42 （株）篠田工業 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 島田第一高架橋 静岡県島田市 大河原建設（株）

43 （株）篠田工業 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 牧ノ原高架橋 静岡県島田市 大河原建設（株）

44
フジタ建設工業
（株）

中部 紀勢国道事務所 国道42号 多気高架橋 三重県多気町 東進産業（株）

45 有元プラント工業（株） 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 姫路大橋 兵庫県姫路市 寄神建設（株）

46 （有）キシマ製作所 中国 松江国道事務所 国道9号 飯島橋 島根県安来市 オリエンタル白石（株）

47 （株）サンベルコ 中国 岡山国道事務所 国道53号 田益第２高架橋 岡山県岡山市 蜂谷工業（株）

48 太陽工業（株） 中国 福山河川国道事務所 国道2号 恵下谷ランプ北橋 広島県三原市 極東興和（株）

49 太陽工業（株） 中国 福山河川国道事務所 国道2号 梨羽橋 広島県三原市 極東興和（株）

50 （株）大分東明工業 九州 大分河川国道事務所 国道10号 府内大橋 大分県大分市 （株）佐伯建設 東亜非破壊検査（株）

※久富産業（株）を除く
※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁



不具合製品が発見された製作会社の製品を使用した橋梁

■国（地方整備局）
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地 現地検査

1 北海道 札幌開発建設部 国道12号 奈井江橋 北海道奈井江町 済

2 北海道 札幌開発建設部 国道274号 札幌IC高架橋 北海道札幌市 済

3 北海道 札幌開発建設部 国道337号 根志越橋 北海道千歳市 済

4 北海道 函館開発建設部 国道227号 第一久根別橋 北海道北斗市 済

5 北海道 函館開発建設部 国道227号 下二股橋 北海道北斗市 済

6 北海道 函館開発建設部 国道227号 旭橋 北海道厚沢部町 済

7 北海道 函館開発建設部 国道228号 桔梗高架橋 北海道函館市 済

8 北海道 函館開発建設部 国道278号 著保内大橋 北海道函館市 済

9 北海道 小樽開発建設部 国道5号 朝里橋 北海道小樽市

10 北海道 小樽開発建設部 国道229号 神恵内橋 北海道神恵内村 済

11 北海道 室蘭開発建設部 国道235号 浜厚真跨線橋 北海道厚真町 済

12 北海道 釧路開発建設部 国道38号 幣舞橋 北海道釧路市 済

13 北海道 釧路開発建設部 国道38号 音別橋 北海道釧路市 済

14 北海道 釧路開発建設部 国道38号 恋問橋 北海道白糠町 済

15 北海道 釧路開発建設部 国道44号 釧網誇線橋 北海道釧路町 済

16 北海道 釧路開発建設部 国道44号 大別橋 北海道厚岸町 済

17 北海道 釧路開発建設部 国道243号 観山橋 北海道標茶町

18 北海道 釧路開発建設部 国道244号 万年橋 北海道別海町 済

19 北海道 釧路開発建設部 国道244号 西丸別橋 北海道別海町 済

20 北海道 釧路開発建設部 国道244号 飛雁橋 北海道別海町 済

21 北海道 釧路開発建設部 国道244号 仙境橋 北海道標津町 済

22 北海道 釧路開発建設部 国道272号 豊岡橋 北海道中標津町 済

23 北海道 釧路開発建設部 国道274号 白妙橋 北海道白糠町 済

24 北海道 釧路開発建設部 国道274号 薫楓橋 北海道白糠町 済

25 北海道 釧路開発建設部 国道334号 湯元橋 北海道羅臼町 済

26 北海道 釧路開発建設部 国道334号 翔雲橋 北海道羅臼町 済

27 北海道 釧路開発建設部 国道335号 忠類橋 北海道標津町 済

28 北海道 釧路開発建設部 国道335号 茶志別橋 北海道羅臼町 済

29 北海道 釧路開発建設部 国道391号 瀬文平橋 北海道標茶町 済

30 北海道 釧路開発建設部 国道391号 塘路橋 北海道標茶町 済

表 ４－１
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31 北海道 釧路開発建設部 国道392号 松五郎橋 北海道白糠町

32 北海道 釧路開発建設部 国道392号 清水橋 北海道白糠町 済

33 北海道 帯広開発建設部 国道38号 新帯橋 北海道帯広市 済

34 北海道 帯広開発建設部 国道38号 鎮橋 北海道帯広市 済

35 北海道 帯広開発建設部 国道38号 新得大橋 北海道新得町 済

36 北海道 帯広開発建設部 国道38号 福神橋 北海道新得町 済

37 北海道 帯広開発建設部 国道38号 千住橋 北海道幕別町 済

38 北海道 帯広開発建設部 国道38号 豊誉橋 北海道豊頃町 済

39 北海道 帯広開発建設部 国道38号 下頃辺橋 北海道浦幌町 済

40 北海道 帯広開発建設部 国道236号 昭典橋 北海道帯広市 済

41 北海道 帯広開発建設部 国道236号 納福橋 北海道帯広市 済

42 北海道 帯広開発建設部 国道236号 南橋 北海道帯広市 済

43 北海道 帯広開発建設部 国道236号 上豊似橋 北海道広尾町 済

44 北海道 帯広開発建設部 国道236号 慶雲橋 北海道広尾町

45 北海道 帯広開発建設部 国道241号 茂足寄橋 北海道足寄町 済

46 北海道 帯広開発建設部 国道241号 上足寄橋 北海道足寄町 済

47 北海道 帯広開発建設部 国道241号 螺湾橋 北海道足寄町 済

48 北海道 帯広開発建設部 国道242号 上愛冠橋 北海道足寄町 済

49 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第２利別橋 北海道足寄町 済

50 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第３利別橋 北海道足寄町 済

51 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第４利別橋 北海道足寄町 済

52 北海道 帯広開発建設部 国道242号 川上橋 北海道陸別町 済

53 北海道 帯広開発建設部 国道242号 依田橋 北海道陸別町 済

54 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第1号橋 北海道陸別町 済

55 北海道 帯広開発建設部 国道273号 緑深橋 北海道上士幌町 済

56 北海道 帯広開発建設部 国道274号 源流橋 北海道日高町 済

57 北海道 帯広開発建設部 国道274号 士幌新橋 北海道士幌町 済

58 北海道 帯広開発建設部 国道274号 紅葉橋 北海道鹿追町 済

59 北海道 帯広開発建設部 国道274号 新清橋 北海道清水町 済

60 北海道 帯広開発建設部 国道274号 日勝大橋 北海道清水町 済

61 北海道 帯広開発建設部 国道336号 豊似橋 北海道広尾町 済

62 北海道 帯広開発建設部 国道336号 広尾橋 北海道広尾町 済
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63 北海道 帯広開発建設部 国道336号 湧洞大橋 北海道豊頃町 済

64 北海道 網走開発建設部 国道238号 信部内橋 北海道紋別市 済

65 北海道 網走開発建設部 国道238号 藻別橋 北海道紋別市 済

66 北海道 網走開発建設部 国道238号 新渚滑橋 北海道紋別市 済

67 北海道 網走開発建設部 国道238号 湧別大橋 北海道湧別町 済

68 北海道 網走開発建設部 国道238号 雄武橋 北海道雄武町 済

69 北海道 網走開発建設部 国道238号 北の橋 北海道雄武町 済

70 北海道 網走開発建設部 国道242号 社名渕橋 北海道湧別町 済

71 北海道 稚内開発建設部 国道238号 目梨泊橋 北海道稚内市 済

72 北海道 稚内開発建設部 国道238号 新富士見橋 北海道猿払村 済

73 東北 青森河川国道事務所 国道4号 洞内橋 青森県十和田市 済

74 東北 三陸国道事務所 国道45号 矢の浦橋 岩手県釜石市 済

75 東北 三陸国道事務所 国道45号 新田橋 岩手県山田町

76 東北 仙台河川国道事務所 国道4号 高清水橋 宮城県栗原市

77 東北 仙台河川国道事務所 国道4号 新江合橋 宮城県大崎市

78 東北 秋田河川国道事務所 国道46号 上川原橋 秋田県仙北市

79 東北 能代河川国道事務所 国道7号 岱野こ線橋 秋田県大館市 済

80 東北 山形河川国道事務所 国道13号 山形大橋 山形県山形市 済

81 東北 山形河川国道事務所 国道13号 楯山橋 山形県山形市

82 東北 山形河川国道事務所 国道13号 新原の橋 山形県上山市

83 東北 山形河川国道事務所 国道13号 蔵王大橋 山形県上山市

84 東北 山形河川国道事務所 国道13号 村山大橋 山形県村山市

85 東北 山形河川国道事務所 国道13号 押切川橋 山形県天童市 済

86 東北 山形河川国道事務所 国道13号 神町跨道橋 山形県天童市

87 東北 山形河川国道事務所 国道13号 万代大橋 山形県天童市

88 東北 山形河川国道事務所 国道13号 新白水川橋 山形県東根市 済

89 東北 山形河川国道事務所 国道47号 猪鼻高架橋 山形県戸沢村

90 東北 山形河川国道事務所 国道47号 琵琶沢橋 山形県最上町

91 東北 山形河川国道事務所 国道47号 発電所前片桟橋 山形県最上町

92 東北 山形河川国道事務所 国道112号 船町橋 山形県山形市 済

93 東北 山形河川国道事務所 国道112号 新間沢橋 山形県西川町

94 東北 山形河川国道事務所 国道112号 新水沢橋 山形県西川町
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95 東北 山形河川国道事務所 国道112号 椿沢橋 山形県西川町

96 東北 山形河川国道事務所 国道112号 石見堂橋 山形県西川町

97 東北 山形河川国道事務所 国道113号 明沢橋 山形県小国町 済

98 東北 山形河川国道事務所 国道113号 赤芝橋 山形県小国町

99 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 鶴岡高架橋 山形県鶴岡市

100 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 羽越側道橋 山形県鶴岡市 済

101 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 新井田川橋 山形県酒田市 済

102 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 宮海橋 山形県酒田市

103 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 新広田橋 山形県酒田市

104 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 鳥海大橋 山形県酒田市

105 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 牡丹餅沢橋 山形県鶴岡市 済

106 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 とりや沢橋 山形県鶴岡市

107 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 鶴の里橋 山形県鶴岡市

108 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 長瀞橋 山形県鶴岡市

109 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 十座沢橋 山形県鶴岡市

110 東北 福島河川国道事務所 国道13号 新小川橋 福島県福島市 済

111 東北 福島河川国道事務所 国道13号 大路橋 福島県福島市 済

112 東北 福島河川国道事務所 国道13号 猪ノ沢橋 福島県福島市 済

113 東北 福島河川国道事務所 国道13号 西川橋 福島県福島市

114 東北 福島河川国道事務所 国道13号 板谷大橋 福島県福島市

115 東北 郡山国道事務所 国道4号 釈迦堂川橋 福島県須賀川市 済

116 東北 郡山国道事務所 国道49号 金山橋側道橋 福島県郡山市

117 東北 郡山国道事務所 国道49号 前川原橋側道橋 福島県郡山市

118 東北 磐城国道事務所 国道6号 鮫川大橋 福島県いわき市

119 東北 磐城国道事務所 国道6号 尼子橋 福島県いわき市

120 東北 磐城国道事務所 国道6号 大久川橋 福島県いわき市

121 東北 磐城国道事務所 国道6号 菅波大橋 福島県いわき市

122 東北 磐城国道事務所 国道49号 新栄一橋 福島県いわき市 済

123 東北 磐城国道事務所 国道49号 上三坂橋 福島県いわき市

124 関東 東京国道事務所 国道1号 松原橋 東京都大田区 済

125 関東 東京国道事務所 国道4号 草加高架橋 東京都足立区 済

126 関東 東京国道事務所 国道357号 曙橋（海側） 東京都江東区 済
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127 関東 相武国道事務所 国道16号 大和田高架橋 東京都八王子市 済

128 関東 相武国道事務所 国道16号 相原高架橋 神奈川県相模原市

129 関東 相武国道事務所 国道20号 奥の沢橋 神奈川県相模原市

130 関東 千葉国道事務所 国道16号 金野井大橋 埼玉県春日部市

131 関東 千葉国道事務所 国道16号 宮崎高架橋 千葉県千葉市 済

132 関東 千葉国道事務所 国道51号 佐原高架橋 千葉県香取市 済

133 関東 横浜国道事務所 国道1号 小余綾高架橋 神奈川県大磯町

134 関東 横浜国道事務所 国道1号 花水橋 神奈川県大磯町 済

135 関東 横浜国道事務所 国道16号 本村高架橋 神奈川県横浜市 済

136 関東 横浜国道事務所 国道246号 中津川橋 神奈川県厚木市

137 関東 横浜国道事務所 国道246号 湯の沢橋 神奈川県松田町 済

138 関東 横浜国道事務所 国道246号 新樋口橋 神奈川県山北町 済

139 関東 大宮国道事務所 国道16号 宮ヶ谷塔高架橋 埼玉県さいたま市 済

140 関東 大宮国道事務所 国道16号 指扇高架橋 埼玉県さいたま市 済

141 関東 大宮国道事務所 国道16号 梅田陸橋 埼玉県春日部市

142 関東 大宮国道事務所 国道17号 神流川橋 埼玉県上里町

143 関東 北首都国道事務所 国道298号 幸魂大橋 埼玉県和光市

144 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 小田林跨道橋 茨城県結城市 済

145 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 砂田高架橋 栃木県宇都宮市 済

146 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 野崎橋 栃木県矢板市 済

147 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 新晩翠橋 栃木県那須塩原市

148 関東 宇都宮国道事務所 国道50号 才川橋 栃木県佐野市

149 関東 宇都宮国道事務所 国道50号 大行寺跨道橋 栃木県小山市 済

150 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 水戸大橋 茨城県水戸市 済

151 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 浜の宮らせん橋 茨城県日立市

152 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 備前川橋 茨城県土浦市

153 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 上高津高架橋 茨城県土浦市 済

154 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 桜川橋 茨城県土浦市

155 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 大利根橋 千葉県我孫子市

156 関東 常陸河川国道事務所
県道208号
（旧国道6号）

文巻橋 茨城県取手市

157 関東 甲府河川国道事務所 国道20号 精進湖立体 山梨県甲府市

158 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 新早川橋 山梨県甲府市
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159 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 万沢跨道橋 山梨県甲府市

160 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 梅平高架橋 山梨県身延町 済

161 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 国母立体 山梨県南部町

162 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 小柳川橋 山梨県富士川町 済

163 北陸 新潟国道事務所 国道7号 聖籠橋 新潟県聖籠町

164 北陸 新潟国道事務所 国道49号 藤戸橋 新潟県阿賀野市 済

165 北陸 新潟国道事務所 国道49号 岩津橋 新潟県阿賀町 済

166 北陸 新潟国道事務所 国道113号 下ノ沢橋 新潟県関川村 済

167 北陸 新潟国道事務所 国道116号 千歳大橋 新潟県新潟市 済

168 北陸 新潟国道事務所
市道
（旧国道116号）

有明大橋 新潟県新潟市 済

169 北陸 新潟国道事務所
市道
（旧国道116号）

高山小橋 新潟県新潟市 済

170 北陸 長岡国道事務所 国道8号 栖吉川橋 新潟県長岡市

171 北陸 長岡国道事務所 国道8号 小曽根立体橋 新潟県長岡市 済

172 北陸 長岡国道事務所 国道8号 亀貝立体橋 新潟県長岡市 済

173 北陸 長岡国道事務所 国道8号 喜多高架橋 新潟県長岡市 済

174 北陸 長岡国道事務所 国道8号 見附大橋 新潟県長岡市 済

175 北陸 長岡国道事務所 国道17号 八色大橋 新潟県南魚沼市 済

176 北陸 長岡国道事務所 国道17号 火打橋 新潟県南魚沼市 済

177 北陸 高田河川国道事務所 国道18号 新井大橋 新潟県妙高市 済

178 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 中島大橋 富山県富山市 済

179 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 江尻高架橋 富山県高岡市 済

180 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ１号橋 富山県滑川市 済

181 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ２号橋 富山県滑川市 済

182 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ３号橋 富山県滑川市 済

183 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ４号橋 富山県滑川市 済

184 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金高架橋 富山県滑川市 済

185 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 高新大橋 富山県射水市 済

186 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 花園高架橋 石川県金沢市 済

187 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 田中高架橋 石川県金沢市

188 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 潟端跨道橋 石川県津幡町 済

189 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架橋 静岡県静岡市 済

190 中部 静岡国道事務所 国道1号 東名巴川高架橋 静岡県静岡市 済
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191 中部 静岡国道事務所 国道1号 放水路橋 静岡県静岡市 済

192 中部 静岡国道事務所 国道1号 千代第２高架橋 静岡県静岡市 済

193 中部 静岡国道事務所 国道1号 駿河大橋 静岡県静岡市

194 中部 静岡国道事務所 国道1号 葉梨高架橋 静岡県藤枝市

195 中部 静岡国道事務所 国道1号 新興津川橋 静岡県静岡市 済

196 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架Aランプ橋 静岡県静岡市

197 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架Bランプ橋 静岡県静岡市

198 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架Cランプ橋 静岡県静岡市

199 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架Dランプ橋 静岡県静岡市

200 中部 静岡国道事務所 国道1号 千代第一高架橋 静岡県静岡市

201 中部 静岡国道事務所 国道1号 第３巴川橋 静岡県静岡市

202 中部 静岡国道事務所 国道1号 上土高架橋オンランプ 静岡県静岡市

203 中部 静岡国道事務所 国道1号 上土高架橋オフランプ 静岡県静岡市

204 中部 静岡国道事務所 国道139号 大沢大橋 静岡県富士宮市

205 中部 静岡国道事務所 国道139号 下猪之窪沢橋 静岡県富士宮市

206 中部 沼津河川国道事務所 国道138号 須走高架橋 静岡県小山町 済

207 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 頓沢橋 静岡県小山町 済

208 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 小山橋 静岡県小山町 済

209 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 湯舟高架橋 静岡県小山町 済

210 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 安新高架橋 静岡県浜松市 済

211 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 篠原橋 静岡県浜松市 済

212 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 篠原高架橋 静岡県浜松市 済

213 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 安間橋 静岡県浜松市

214 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 薬師跨道橋 静岡県浜松市 済

215 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 青屋跨道橋 静岡県浜松市

216 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 太田川橋 静岡県磐田市 済

217 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 三池橋 静岡県掛川市 済

218 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 宇刈川高架橋 静岡県袋井市 済

219 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 堀越高架橋 静岡県袋井市 済

220 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 小山跨道橋 静岡県袋井市 済

221 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 白須賀高架橋 静岡県湖西市 済

222 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 白須賀ランプ橋 静岡県湖西市 済
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223 中部 名古屋国道事務所 国道1号 富永橋 愛知県名古屋市

224 中部 名古屋国道事務所 国道1号 福島橋 愛知県名古屋市

225 中部 名古屋国道事務所 国道1号 吉田大橋 愛知県豊橋市 済

226 中部 名古屋国道事務所 国道1号 二川跨線橋 愛知県豊橋市

227 中部 名古屋国道事務所 国道1号 新二川跨線橋 愛知県豊橋市

228 中部 名古屋国道事務所 国道1号 藤川跨線橋 愛知県岡崎市

229 中部 名古屋国道事務所 国道1号 坂下橋 愛知県岡崎市

230 中部 名古屋国道事務所 国道1号 佐奈川橋 愛知県豊川市 済

231 中部 名古屋国道事務所 国道1号 白鳥跨線橋 愛知県豊川市

232 中部 名古屋国道事務所 国道1号 祥雲橋 愛知県弥富市 済

233 中部 名古屋国道事務所 国道19号 金山新橋 愛知県名古屋市

234 中部 名古屋国道事務所 国道22号 新川新橋 愛知県名古屋市

235 中部 名古屋国道事務所 国道22号 日光川橋 愛知県一宮市

236 中部 名古屋国道事務所 国道22号 大江用水橋 愛知県一宮市

237 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭高架橋 愛知県名古屋市

238 中部 名古屋国道事務所 国道23号 北頭高架橋OFF 愛知県名古屋市

239 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋 愛知県名古屋市 済

240 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋ONﾗﾝﾌﾟ 愛知県名古屋市

241 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ 愛知県名古屋市

242 中部 名古屋国道事務所 国道23号 道徳高架橋 愛知県名古屋市 済

243 中部 名古屋国道事務所 国道22号 巾下橋 愛知県名古屋市

244 中部 名古屋国道事務所 国道23号 中川跨線橋 愛知県名古屋市

245 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港新橋 愛知県名古屋市 済

246 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽高架橋 愛知県名古屋市

247 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第3跨道橋ON 愛知県名古屋市 済

248 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港新橋跨道橋 愛知県名古屋市

249 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第1跨道橋 愛知県名古屋市 済

250 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第2跨道橋 愛知県名古屋市 済

251 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第3跨道橋 愛知県名古屋市 済

252 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港楽高架橋OFF 愛知県名古屋市 済

253 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港栄跨道橋 愛知県名古屋市 済

254 中部 名古屋国道事務所 国道23号 寛政高架橋 愛知県名古屋市 済
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255 中部 名古屋国道事務所 国道23号 船渡高架橋 愛知県豊橋市 済

256 中部 名古屋国道事務所 国道23号 二回高架橋 愛知県豊橋市

257 中部 名古屋国道事務所 国道23号 一ツ木高架橋 愛知県刈谷市 済

258 中部 名古屋国道事務所 国道23号 富士松第2高架橋 愛知県刈谷市 済

259 中部 名古屋国道事務所 国道23号 富士松跨道橋 愛知県刈谷市 済

260 中部 名古屋国道事務所 国道23号 中北高架橋 愛知県安城市 済

261 中部 名古屋国道事務所 国道23号 南中根高架橋 愛知県安城市

262 中部 名古屋国道事務所 国道23号 岡西跨道橋 愛知県安城市

263 中部 名古屋国道事務所 国道23号 岡島高架橋 愛知県西尾市

264 中部 名古屋国道事務所 国道23号 安藤川橋 愛知県西尾市

265 中部 名古屋国道事務所 国道23号 西尾跨道橋 愛知県西尾市

266 中部 名古屋国道事務所 国道23号 梅ノ郷高架橋 愛知県飛島村 済

267 中部 名古屋国道事務所 国道23号 飛島1号橋 愛知県飛島村 済

268 中部 名古屋国道事務所 国道41号 新郷瀬川橋 愛知県犬山市 済

269 中部 名古屋国道事務所 国道41号 花塚橋 愛知県小牧市 済

270 中部 名古屋国道事務所 国道41号 木津用水橋 愛知県大口町 済

271 中部 名古屋国道事務所 国道41号 名古屋上水橋 愛知県大口町 済

272 中部 名古屋国道事務所 国道302号 平田高架橋 愛知県名古屋市

273 中部 名古屋国道事務所 国道302号 地蔵川高架橋 愛知県名古屋市 済

274 中部 名古屋国道事務所 国道302号 庄内川大橋取付高架橋 愛知県春日井市

275 中部 名古屋国道事務所 国道302号 八田川高架橋 愛知県春日井市

276 中部 三重河川国道事務所 国道1号 下知田歩道橋 三重県桑名市 済

277 中部 三重河川国道事務所 国道1号 新栄橋歩道橋 三重県桑名市 済

278 中部 三重河川国道事務所 国道1号 長島橋歩道橋 三重県桑名市 済

279 中部 三重河川国道事務所 国道1号 長栄橋 三重県桑名市 済

280 中部 三重河川国道事務所 国道1号 長栄橋歩道橋 三重県桑名市 済

281 中部 三重河川国道事務所 国道1号 上野避溢橋 三重県鈴鹿市 済

282 中部 三重河川国道事務所 国道1号 椋川橋 三重県亀山市 済

283 中部 三重河川国道事務所 国道23号 四日市高架橋 三重県四日市市 済

284 中部 三重河川国道事務所 国道23号 塩浜高架橋 三重県四日市市 済

285 中部 三重河川国道事務所 国道23号 鈴鹿大橋 三重県四日市市 済

286 中部 三重河川国道事務所 国道23号 富田子歩道橋 三重県桑名市 済
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287 中部 三重河川国道事務所 国道23号 雁ヶ地歩道橋 三重県桑名市 済

288 中部 三重河川国道事務所 国道23号 豊崎第１歩道橋 三重県桑名市 済

289 中部 三重河川国道事務所 国道23号 豊崎第２歩道橋 三重県桑名市 済

290 中部 三重河川国道事務所 国道23号 豊崎第３歩道橋 三重県桑名市 済

291 中部 三重河川国道事務所 国道23号 松永第１歩道橋 三重県桑名市 済

292 中部 三重河川国道事務所 国道23号 松永第２歩道橋 三重県桑名市 済

293 中部 三重河川国道事務所 国道23号 福吉第２歩道橋 三重県桑名市 済

294 中部 北勢国道事務所 国道25号 神武川橋 三重県亀山市 済

295 中部 北勢国道事務所 国道25号 滝川大橋 三重県伊賀市 済

296 中部 紀勢国道事務所 国道42号 万丈橋 三重県尾鷲市 済

297 中部 紀勢国道事務所 国道42号 千仭橋 三重県尾鷲市 済

298 中部 紀勢国道事務所 国道42号 多気高架橋 三重県多気町 済

299 中部 紀勢国道事務所 国道42号 不動谷橋 三重県大台町

300 中部 紀勢国道事務所 国道42号 銚子川橋 三重県紀北町

301 中部 紀勢国道事務所 国道42号 小山浦第２棧道橋 三重県紀北町

302 中部 岐阜国道事務所 国道21号 三宅高架橋 岐阜県岐阜市 済

303 中部 岐阜国道事務所 国道21号 細畑跨線橋 岐阜県岐阜市 済

304 中部 岐阜国道事務所 国道21号 穂積大橋 岐阜県岐阜市 済

305 中部 岐阜国道事務所 国道21号 新堀川橋 岐阜県瑞穂市 済

306 中部 岐阜国道事務所 国道21号 宝江橋 岐阜県瑞穂市 済

307 中部 岐阜国道事務所 国道21号 中川橋 岐阜県瑞穂市 済

308 中部 岐阜国道事務所 国道21号 五六川橋 岐阜県瑞穂市 済

309 中部 岐阜国道事務所 国道21号 上新田オフランプ橋 岐阜県岐南町 済

310 中部 岐阜国道事務所 国道21号 岐南高架橋 岐阜県岐南町 済

311 中部 岐阜国道事務所 国道22号 新木曽川橋 岐阜県笠松町 済

312 中部 岐阜国道事務所 国道22号 円城寺橋 岐阜県笠松町 済

313 中部 岐阜国道事務所 国道156号 小金田橋 岐阜県関市 済

314 中部 高山国道事務所 国道41号 高原川橋 富山県富山市 済

315 中部 高山国道事務所 国道41号 小原橋 岐阜県高山市 済

316 中部 高山国道事務所 国道41号 無数河橋 岐阜県高山市 済

317 中部 高山国道事務所 国道41号 東茂住橋 岐阜県飛騨市 済

318 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 虎渓大橋 岐阜県多治見市 済
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319 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 中津川大橋 岐阜県中津川市 済

320 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 子野川橋 岐阜県中津川市 済

321 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 深沢大橋 岐阜県中津川市

322 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 賤母大橋 岐阜県中津川市

323 中部 多治見砂防国道事務所 国道21号 園戸大橋 岐阜県土岐市

324 中部 飯田国道事務所 国道19号 阿智川橋 長野県阿智村

325 中部 飯田国道事務所 国道19号 南木曽大橋 長野県南木曽町 済

326 中部 飯田国道事務所 国道19号 倉兼沢橋 長野県大桑村

327 中部 飯田国道事務所 国道19号 伊奈川橋 長野県大桑村 済

328 中部 飯田国道事務所 国道153号 大野橋 長野県阿智村 済

329 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 新田川橋 滋賀県長浜市 済

330 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 武佐跨線橋 滋賀県近江八幡市

331 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 西浦避溢橋 滋賀県豊郷町

332 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 太田避溢橋 滋賀県豊郷町

333 近畿 滋賀国道事務所 国道8号 宇曾川橋 滋賀県豊郷町

334 近畿 滋賀国道事務所 国道161号 東浦橋 滋賀県大津市

335 近畿 滋賀国道事務所 国道161号 世渡川橋 滋賀県大津市

336 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 塩出橋 京都府京丹波町 済

337 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 升谷橋 京都府京丹波町

338 近畿 京都国道事務所 国道1号 古川高架橋 京都府久御山町 済

339 近畿 京都国道事務所 国道171号 九条橋 京都府京都市 済

340 近畿 大阪国道事務所 国道171号 三島橋 大阪府茨木市 済

341 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 姫路大橋 兵庫県姫路市

342 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 高砂北入ランプ橋 兵庫県高砂市

343 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 天川第1橋 兵庫県高砂市

344 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 揖保川大橋 兵庫県たつの市 済

345 近畿 姫路河川国道事務所 国道2号 福田高架橋 兵庫県たつの市

346 近畿 兵庫国道事務所 国道176号 新明治橋  兵庫県西宮市 済

347 近畿 和歌山河川国道事務所 国道26号 土入川橋 和歌山県和歌山市 済

348 近畿 和歌山河川国道事務所 国道42号 丸山橋 和歌山県海南市

349 近畿 和歌山河川国道事務所 国道42号 由良川橋 和歌山県由良町

350 近畿 紀南河川国道事務所 国道42号 古座大橋 和歌山県串本町 済
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351 中国 鳥取河川国道事務所 国道9号 覚寺高架橋 鳥取県鳥取市

352 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 徳吉跨線橋 鳥取県鳥取市

353 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 吾曽呂橋 鳥取県若桜町

354 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 根安橋 鳥取県若桜町

355 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 三倉川橋 鳥取県若桜町

356 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 須澄橋 鳥取県若桜町

357 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 中原橋 鳥取県若桜町

358 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 鶴尾橋 鳥取県若桜町

359 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 下坂橋 鳥取県八頭町

360 中国 鳥取河川国道事務所 国道29号 山崎橋 鳥取県八頭町

361 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 宗像大橋 鳥取県米子市 済

362 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 勝田橋 鳥取県琴浦町

363 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 日吉津橋 鳥取県日吉津村

364 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 阿弥陀橋 鳥取県大山町 済

365 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 甲橋 鳥取県大山町

366 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 名和橋 鳥取県大山町

367 中国 松江国道事務所 国道9号 笹川橋 島根県大田市 済

368 中国 松江国道事務所 国道54号 第一殿河内橋 島根県雲南市 済

369 中国 松江国道事務所 国道54号 掛谷橋 島根県雲南市

370 中国 松江国道事務所 国道54号 第三殿河内橋 島根県雲南市

371 中国 松江国道事務所 国道54号 和南ヶ崎橋 島根県飯南町

372 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 周布大橋 島根県浜田市 済

373 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 青川陸橋 島根県浜田市

374 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 新三隅大橋 島根県浜田市

375 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 神田大橋 島根県益田市

376 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 第一架道橋 島根県江津市

377 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 大木橋 島根県津和野町

378 中国 浜田河川国道事務所 国道191号 喜阿弥跨線橋 島根県益田市

379 中国 岡山国道事務所 国道2号 西大寺高架橋 岡山県岡山市

380 中国 岡山国道事務所 国道2号 泉田高架橋 岡山県岡山市

381 中国 岡山国道事務所 国道2号 洲崎高架橋 岡山県岡山市

382 中国 岡山国道事務所 国道2号 備前大橋 岡山県岡山市
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383 中国 岡山国道事務所 国道2号 不老川橋 岡山県備前市

384 中国 岡山国道事務所 国道2号 小溝高架橋 岡山県倉敷市

385 中国 岡山国道事務所 国道30号 笹ヶ瀬橋 岡山県岡山市

386 中国 岡山国道事務所 国道53号 片山高架橋 岡山県岡山市 済

387 中国 岡山国道事務所 国道53号 三谷橋 岡山県岡山市

388 中国 岡山国道事務所 国道53号 白石橋 岡山県岡山市

389 中国 岡山国道事務所 国道53号 高浜橋 岡山県岡山市

390 中国 岡山国道事務所 国道53号 鳥羽橋 岡山県岡山市

391 中国 岡山国道事務所 国道53号 鹿瀬橋 岡山県岡山市 済

392 中国 岡山国道事務所 国道53号 楢大橋 岡山県津山市

393 中国 岡山国道事務所 国道180号 吉備津橋 岡山県岡山市 済

394 中国 福山河川国道事務所 国道2号 新本郷橋 広島県三原市

395 中国 三次河川国道事務所 国道54号 下常盤橋 広島県三次市 済

396 中国 三次河川国道事務所 国道54号 下常盤橋側道橋 広島県三次市

397 中国 三次河川国道事務所 国道54号 新天満橋 広島県三次市

398 中国 広島国道事務所 国道2号 船越橋 広島県広島市 済

399 中国 広島国道事務所 国道2号 平野橋 広島県広島市

400 中国 広島国道事務所 国道2号 己斐跨線橋 広島県広島市

401 中国 広島国道事務所 国道2号 新川橋 広島県大竹市 済

402 中国 広島国道事務所 国道2号 恵川新橋 広島県大竹市

403 中国 広島国道事務所 国道2号 地御前跨道橋 広島県廿日市市

404 中国 広島国道事務所 国道54号 アストラムライン 広島県広島市

405 中国 広島国道事務所 国道54号 祇園大橋 広島県広島市

406 中国 山口河川国道事務所 国道2号 堀川高架橋 山口県下関市 済

407 中国 山口河川国道事務所 国道2号 築地跨線橋 山口県山口市

408 中国 山口河川国道事務所 国道2号 小郡高架橋 山口県山口市

409 中国 山口河川国道事務所 国道2号 西陶跨道橋 山口県山口市

410 中国 山口河川国道事務所 国道2号 岩川橋 山口県山口市

411 中国 山口河川国道事務所 国道2号 新開作跨道橋 山口県山口市

412 中国 山口河川国道事務所 国道2号 椹野川大橋 山口県山口市

413 中国 山口河川国道事務所 国道2号 西豊井橋 山口県下松市

414 中国 山口河川国道事務所 国道2号 末武橋 山口県下松市
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415 中国 山口河川国道事務所 国道2号 南中川跨線橋 山口県山陽小野田市

416 中国 山口河川国道事務所 国道188号 千鳥橋 山口県岩国市 済

417 中国 山口河川国道事務所 国道188号 田布路木橋 山口県柳井市

418 中国 山口河川国道事務所 国道188号 柳井大橋 山口県柳井市

419 中国 山口河川国道事務所 国道190号 河内神中池橋 山口県山口市

420 中国 山口河川国道事務所 国道190号 新井関川橋 山口県山口市

421 中国 山口河川国道事務所 国道190号 土路石橋 山口県山口市

422 四国 徳島河川国道事務所 国道11号 鳴門高架橋 徳島県鳴門市 済

423 四国 徳島河川国道事務所 国道11号 鳴門高架ランプ橋 徳島県鳴門市 済

424 四国 徳島河川国道事務所 国道192号 上鮎喰橋 徳島県徳島市

425 四国 松山河川国道事務所 国道192号 半田橋 愛媛県四国中央市 済

426 四国 大洲河川国道事務所 国道56号 内平大橋 愛媛県宇和島市

427 四国 中村河川国道事務所 国道56号 新宿毛大橋 高知県宿毛市 済

428 四国 中村河川国道事務所 国道56号 伊与木川橋 高知県黒潮町 済

429 四国 土佐国道事務所 国道32号 明見川橋 高知県南国市

430 四国 土佐国道事務所 国道55号 伊尾木川橋 高知県安芸市

431 四国 土佐国道事務所 国道55号 甲浦新橋 高知県東洋町 済

432 四国 土佐国道事務所 国道55号 芸西橋 高知県芸西村 済

433 四国 土佐国道事務所 国道56号 大坂谷橋 高知県中土佐町 済

434 九州 北九州国道事務所 国道3号 清水橋 福岡県北九州市

435 九州 北九州国道事務所 国道3号 遠賀大橋 福岡県水巻町 済

436 九州 北九州国道事務所 国道3号 西川高架橋 福岡県遠賀町

437 九州 北九州国道事務所 国道3号 西川高架橋側道橋 福岡県遠賀町

438 九州 北九州国道事務所 国道10号 皆毛避溢橋 福岡県豊前市

439 九州 北九州国道事務所 国道10号 上の池橋 福岡県豊前市

440 九州 北九州国道事務所 国道200号 名前谷橋 福岡県北九州市

441 九州 北九州国道事務所 国道200号 大平大橋 福岡県北九州市

442 九州 北九州国道事務所 国道201号 東大橋 福岡県田川市

443 九州 北九州国道事務所 国道201号 亀川橋 福岡県行橋市

444 九州 福岡国道事務所 国道202号 淀川高架橋 福岡県糸島市

445 九州 福岡国道事務所 国道208号 大川橋 福岡県大川市 済

446 九州 福岡国道事務所 国道210号 新高良川橋 福岡県久留米市
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447 九州 熊本河川国道事務所 国道3号 浜戸川橋 熊本県熊本市

448 九州 熊本河川国道事務所 国道3号 緑川橋 熊本県熊本市 済

449 九州 熊本河川国道事務所 国道3号 紅葉橋 熊本県八代市

450 九州 熊本河川国道事務所 国道3号 白鷺橋 熊本県八代市

451 九州 熊本河川国道事務所 国道3号 堂原橋 熊本県鹿北町

452 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 弓削大橋 熊本県熊本市

453 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 田井島橋 熊本県熊本市 済

454 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 田井島避溢橋 熊本県熊本市 済

455 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 江津斎藤橋 熊本県熊本市

456 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 阿蘇口大橋 熊本県南阿蘇村 済

457 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 赤瀬橋 熊本県南阿蘇村

458 九州 鹿児島国道事務所 国道3号 荘之橋 鹿児島県出水市 済

459 九州 鹿児島国道事務所 国道3号 高松橋 鹿児島県出水市

460 九州 鹿児島国道事務所 国道3号 米ノ津橋 鹿児島県出水市

461 九州 鹿児島国道事務所 国道3号BP 田上高架橋 鹿児島県鹿児島市 済

462 九州 鹿児島国道事務所 国道10号 祇園之洲大橋 鹿児島県鹿児島市

463 九州 鹿児島国道事務所 国道10号 新川橋 鹿児島県霧島市

464 九州 鹿児島国道事務所 国道10号 白銀橋 鹿児島県姶良市

465 九州 鹿児島国道事務所 国道225号 清見橋 鹿児島県鹿児島市

466 九州 鹿児島国道事務所 国道225号 川上橋 鹿児島県鹿児島市

467 九州 鹿児島国道事務所 国道225号 中茶屋橋 鹿児島県鹿児島市

468 九州 鹿児島国道事務所 国道225号 天保山大橋 鹿児島県鹿児島市

469 九州 鹿児島国道事務所 国道225号 清滝橋 鹿児島県鹿児島市

470 九州 鹿児島国道事務所 国道226号 喜入橋 鹿児島県鹿児島市 済

471 九州 大分河川国道事務所 国道10号 橋津橋 大分県宇佐市 済

472 九州 大分河川国道事務所 国道210号 湯山橋 大分県日田市

473 九州 大分河川国道事務所 国道210号 境橋 大分県日田市 済

474 九州 大分河川国道事務所 国道210号 小ヶ瀬橋 大分県日田市 済

475 九州 大分河川国道事務所 国道210号 池ノ原橋 大分県日田市 済

476 九州 大分河川国道事務所 国道210号 天神橋 大分県由布市 済

477 九州 大分河川国道事務所 国道210号 下田橋 大分県由布市 済

478 九州 大分河川国道事務所 国道210号 樫原橋 大分県九重町 済
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479 九州 大分河川国道事務所 国道210号 広瀬橋 大分県玖珠町 済

480 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 高平橋 大分県佐伯市

481 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 小股橋 大分県佐伯市

482 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 水神橋 大分県佐伯市 済

483 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 吉四六大橋２号 大分県臼杵市 済

484 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 吉四六大橋１号 大分県臼杵市

485 九州 佐伯河川国道事務所 国道57号 新濁淵橋 大分県竹田市 済

486 九州 延岡河川国道事務所 国道10号 桑之内橋 宮崎県延岡市

487 九州 延岡河川国道事務所 国道10号 俵野橋 宮崎県延岡市

488 九州 延岡河川国道事務所 国道10号 鳴子大橋 宮崎県日向市

489 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 久峰橋 宮崎県宮崎市

490 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 尾原跨道橋 宮崎県宮崎市

491 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 浮田高架橋 宮崎県宮崎市 済

492 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 宮崎大橋 宮崎県宮崎市 済

493 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 中樋通橋 宮崎県都城市 済

494 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 古港橋 宮崎県高鍋町 済

495 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 新富橋 宮崎県新富町 済

496 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 日向大橋 宮崎県新富町 済

497 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 鵜来橋 宮崎県宮崎市 済

498 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 橘橋 宮崎県宮崎市 済

499 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 内海橋 宮崎県宮崎市 済

500 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 木崎大橋 宮崎県宮崎市 済

501 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 山王橋 宮崎県日南市 済

502 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 池ヶ山桟道橋 宮崎県日南市 済

503 九州 佐賀国道事務所 国道34号 多布施高架橋 佐賀県佐賀市 済

504 九州 佐賀国道事務所 国道34号 嘉瀬橋（起点高架） 佐賀県佐賀市

505 九州 佐賀国道事務所 国道34号 兵庫高架橋 佐賀県佐賀市 済

506 九州 佐賀国道事務所 国道34号 江里桜橋 佐賀県佐賀市

507 九州 佐賀国道事務所 国道35号 山内橋 佐賀県武雄市

508 九州 佐賀国道事務所 国道34号 武雄高架橋 佐賀県武雄市

509 九州 佐賀国道事務所 国道34号 牛津大橋 佐賀県小城市

510 九州 佐賀国道事務所 国道34号 境橋 佐賀県小城市
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511 九州 佐賀国道事務所 国道34号 長谷橋 佐賀県嬉野市 済

512 九州 佐賀国道事務所 国道34号 平野橋 佐賀県嬉野市

513 九州 長崎河川国道事務所 国道205号 川棚大橋 長崎県川棚町 済

514 沖縄 北部国道事務所 国道58号 羽地大橋 沖縄県名護市 済

515 沖縄 北部国道事務所 国道58号 塩屋大橋 沖縄県大宜味村 済

516 沖縄 北部国道事務所 国道58号 宮城橋 沖縄県大宜味村 済

517 沖縄 北部国道事務所 国道329号 大筋橋 沖縄県名護市 済

518 沖縄 北部国道事務所 国道329号 辺野古大橋 沖縄県名護市 済

519 沖縄 北部国道事務所 国道329号 新漢那橋 沖縄県宜野座村 済

520 沖縄 北部国道事務所 国道329号 宜野座大橋 沖縄県宜野座村 済

521 沖縄 南部国道事務所 国道58号 牧港高架橋 沖縄県浦添市 済

522 沖縄 南部国道事務所 国道58号 安謝高架橋 沖縄県浦添市 済

523 沖縄 南部国道事務所 国道330号 石平橋 沖縄県北中城村 済

524 沖縄 南部国道事務所 国道506号 池田高架橋 沖縄県西原町 済

525 沖縄 南部国道事務所 国道506号 南風原IC Bﾗﾝﾌﾟ橋 沖縄県南風原町 済

526 沖縄 南部国道事務所 国道506号 南風原IC Cﾗﾝﾌﾟ橋 沖縄県南風原町 済

527 沖縄 南部国道事務所 国道506号 山川高架橋 沖縄県南風原町 済

528 沖縄 南部国道事務所 国道506号 宮城高架橋 沖縄県南風原町 済

※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁



不具合製品が発見された製作会社の製品を使用した橋梁

■高速道路会社
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地 現地検査

1 東日本 苫小牧管理事務所 道央自動車道 来馬川橋 北海道登別市 済

2 東日本 札幌管理事務所 札樽自動車道 若竹高架橋 北海道小樽市 済

3 東日本 札幌管理事務所 札樽自動車道 発寒高架橋 北海道札幌市 済

4 東日本 札幌管理事務所 道央自動車道 白石跨線橋 北海道札幌市

5 東日本 新潟管理事務所 北陸自動車道 中之口川橋 新潟県燕市

6 東日本 長岡管理事務所 北陸自動車道 貝喰川橋 新潟県三条市

7 東日本 長岡管理事務所 北陸自動車道 信濃川橋 新潟県長岡市

8 東日本 湯沢管理事務所 関越自動車道 谷地橋 新潟県長岡市 済

9 中日本 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 姥久保高架橋 東京都日野市 済

10 中日本 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 小原高架橋 神奈川県相模原市

11 中日本 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 底沢大橋 神奈川県相模原市

12 中日本 横浜保全・サービスセンター 東名高速道路 社家高架橋 神奈川県海老名市 済

13 中日本 横浜保全・サービスセンター 東名高速道路 土橋高架橋 神奈川県川崎市

14 中日本 富山保全・サービスセンター 北陸自動車道 黒部川橋 富山県黒部市 済

15 中日本 甲府保全・サービスセンター 中央自動車道 正楽寺川橋 山梨県韮崎市 済

16 中日本 静岡保全・サービスセンター 東名高速道路 西方川橋 静岡県菊川市 済

17 中日本 浜松保全・サービスセンター 東名高速道路 花川橋 静岡県浜松市

18 中日本 豊田保全・サービスセンター 東名高速道路 豊川高架橋 愛知県豊川市 済

19 中日本 名古屋保全・サービスセンター 東名高速道路 庄内川橋 愛知県名古屋市

20 中日本 名古屋保全・サービスセンター 東名高速道路 神領第二高架橋 愛知県春日井市 済

21 中日本 飯田保全・サービスセンター 中央自動車道 落合川橋 岐阜県中津川市

22 中日本 羽島保全・サービスセンター 中央自動車道 明智高架橋 愛知県小牧市 済

23 中日本 羽島保全・サービスセンター 名神高速道路 揖斐川橋 岐阜県大垣市

24 中日本 桑名保全・サービスセンター 東名阪自動車道 津島高架橋 愛知県津島市

25 中日本 桑名保全・サービスセンター 東名阪自動車道 弥富高架橋 愛知県弥富市

26 中日本 桑名保全・サービスセンター 東名阪自動車道 蟹江第一高架橋 愛知県蟹江町

27 中日本 桑名保全・サービスセンター 東名阪自動車道 員弁川橋 三重県桑名市 済

28 中日本 敦賀保全・サービスセンター 北陸自動車道 窪瀬橋 福井県敦賀市

29 中日本 敦賀保全・サービスセンター 北陸自動車道 木の芽川橋 福井県敦賀市

30 中日本 敦賀保全・サービスセンター 北陸自動車道 笙の川橋 福井県敦賀市

表 ４－１
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31 中日本 敦賀保全・サービスセンター 北陸自動車道 湯尾第三橋 福井県南越前町

32 中日本 敦賀保全・サービスセンター 北陸自動車道 黒田高架橋 滋賀県長浜市

33 西日本 京都高速道路事務所 名神高速道路 桂川大橋 京都府京都市

34 西日本 京都高速道路事務所 京滋バイパス 十一高架橋 京都府宇治市 済

35 西日本 阪奈高速道路事務所 近畿自動車道 新明治橋 大阪府松原市

36 西日本 阪奈高速道路事務所 西名阪自動車道 国分橋 大阪府柏原市

37 西日本 神戸高速道路事務所 中国自動車道 神田高架橋 大阪府池田市

38 西日本 神戸高速道路事務所 中国自動車道 安倉高架橋 兵庫県伊丹市

39 西日本 千代田高速道路事務所 中国自動車道 布原橋 広島県安芸太田町 済

40 西日本 愛媛高速道路事務所 松山自動車道 三島川之江ＩＣ橋 愛媛県四国中央市

41 西日本 愛媛高速道路事務所 松山自動車道 大地川橋 愛媛県四国中央市

42 西日本 北九州高速道路事務所 九州自動車道 麻生橋 福岡県北九州市

43 西日本 北九州高速道路事務所 九州自動車道 野面橋 福岡県北九州市

44 西日本 久留米高速道路事務所 八木山バイパス 筑前山手橋※2 福岡県篠栗町

45 西日本 熊本高速道路事務所 九州自動車道 木山川橋 熊本県益城町

46 西日本 熊本高速道路事務所 九州自動車道 御船川橋 熊本県御船町 済

47 西日本 大分高速道路事務所 大分自動車道 乙原橋 大分県別府市

48 西日本 鹿児島高速道路事務所 九州自動車道 天降川橋 鹿児島県霧島市

49 西日本 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 南風原高架橋 沖縄県南風原町

50 西日本 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 屋宜原橋 沖縄県北中城村

51 西日本 沖縄高速道路事務所 沖縄自動車道 金武橋 沖縄県金武町

52 首都 東京西局
首都高速
2号目黒線

目-0373～目-0473 東京都港区 済

53 首都 東京東局
首都高速
中央環状線

中環-2657～中環-2589 東京都葛飾区

54 首都 神奈川管理局
首都高速
3号狩場線

横湾-0049～狩-0190 神奈川県横浜市

55 首都 神奈川管理局
首都高速
1号横羽線

横-0504～横-0547 神奈川県横浜市

56 首都 神奈川管理局
首都高速
1号横羽線

横-0398～横-0421 神奈川県横浜市

57 首都 神奈川管理局
首都高速
2号三ツ沢線

三-0079～三-0086 神奈川県横浜市

58 首都 神奈川管理局
首都高速
1号横羽線

横-0003～横-0225-02 神奈川県川崎市 済

59 阪神 大阪管理局
阪神高速
15号堺線

堺浪速橋-4 大阪府大阪市

60 阪神 大阪管理局
阪神高速
5号湾岸線

湾岸西淀川橋-3 大阪府大阪市

61 阪神 大阪管理局
阪神高速
5号湾岸線

湾岸住之江岸橋-2 大阪府大阪市

62 阪神 大阪管理局
阪神高速
12号守口線

森小路旭橋-3 大阪府大阪市



■高速道路会社
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地 現地検査

表 ４－１

63 阪神 大阪管理局
阪神高速
12号守口線

森小路旭橋-2 大阪府大阪市

64 阪神 大阪管理局
阪神高速
4号湾岸線

湾岸住之江湾橋-4 大阪府大阪市

65 本四 鳴門管理センター
神戸淡路鳴門自
動車道

西淡三原IC橋 兵庫県南あわじ市 済

66 本四 鳴門管理センター 市道大町塩田線 木曽上跨道橋※3 兵庫県淡路市 済

67 本四 しまなみ尾道管理センター 西瀬戸自動車道 大浜高架橋 広島県尾道市

68 本四 しまなみ今治管理センター 西瀬戸自動車道 大三島橋東高架橋 愛媛県今治市 済

※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁
※2は無料開放（国への移管）
※3は淡路市からの受託工事であり、管理者は淡路市



不具合製品が発見された製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁

■国（地方整備局）
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地

1 北海道 札幌開発建設部 国道12号 奈井江橋 北海道奈井江町

2 北海道 札幌開発建設部 国道274号 札幌IC高架橋 北海道札幌市

3 北海道 函館開発建設部 国道227号 第一久根別橋 北海道北斗市

4 北海道 函館開発建設部 国道227号 下二股橋 北海道北斗市

5 北海道 函館開発建設部 国道228号 桔梗高架橋 北海道函館市

6 北海道 函館開発建設部 国道278号 著保内大橋 北海道函館市

7 北海道 小樽開発建設部 国道229号 神恵内橋 北海道神恵内村

8 北海道 室蘭開発建設部 国道235号 浜厚真跨線橋 北海道厚真町

9 北海道 釧路開発建設部 国道38号 音別橋 北海道釧路市

10 北海道 釧路開発建設部 国道38号 恋問橋 北海道白糠町

11 北海道 釧路開発建設部 国道44号 釧網誇線橋 北海道釧路町

12 北海道 釧路開発建設部 国道244号 万年橋 北海道別海町

13 北海道 釧路開発建設部 国道244号 飛雁橋 北海道別海町

14 北海道 釧路開発建設部 国道244号 仙境橋 北海道標津町

15 北海道 釧路開発建設部 国道334号 湯元橋 北海道羅臼町

16 北海道 釧路開発建設部 国道334号 翔雲橋 北海道羅臼町

17 北海道 釧路開発建設部 国道335号 茶志別橋 北海道羅臼町

18 北海道 釧路開発建設部 国道391号 瀬文平橋 北海道標茶町

19 北海道 釧路開発建設部 国道391号 塘路橋 北海道標茶町

20 北海道 釧路開発建設部 国道392号 清水橋 北海道白糠町

21 北海道 帯広開発建設部 国道38号 新帯橋 北海道帯広市

22 北海道 帯広開発建設部 国道38号 新得大橋 北海道新得町

23 北海道 帯広開発建設部 国道38号 千住橋 北海道幕別町

24 北海道 帯広開発建設部 国道236号 昭典橋 北海道帯広市

25 北海道 帯広開発建設部 国道236号 納福橋 北海道帯広市

26 北海道 帯広開発建設部 国道236号 上豊似橋 北海道広尾町

27 北海道 帯広開発建設部 国道242号 上愛冠橋 北海道足寄町

28 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第２利別橋 北海道足寄町

29 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第３利別橋 北海道足寄町

30 北海道 帯広開発建設部 国道242号 第４利別橋 北海道足寄町

表 ４－２



■国（地方整備局）
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地

表 ４－２

31 北海道 帯広開発建設部 国道273号 緑深橋 北海道上士幌町

32 北海道 帯広開発建設部 国道274号 源流橋 北海道日高町

33 北海道 帯広開発建設部 国道274号 士幌新橋 北海道士幌町

34 北海道 帯広開発建設部 国道274号 紅葉橋 北海道鹿追町

35 北海道 帯広開発建設部 国道274号 日勝大橋 北海道清水町

36 北海道 帯広開発建設部 国道336号 豊似橋 北海道広尾町

37 北海道 帯広開発建設部 国道336号 広尾橋 北海道広尾町

38 北海道 網走開発建設部 国道238号 新渚滑橋 北海道紋別市

39 北海道 網走開発建設部 国道238号 湧別大橋 北海道湧別町

40 北海道 網走開発建設部 国道238号 雄武橋 北海道雄武町

41 北海道 網走開発建設部 国道238号 北の橋 北海道雄武町

42 北海道 網走開発建設部 国道242号 社名渕橋 北海道湧別町

43 東北 青森河川国道事務所 国道4号 洞内橋 青森県十和田市

44 東北 三陸国道事務所 国道45号 矢の浦橋 岩手県釜石市

45 東北 能代河川国道事務所 国道7号 岱野こ線橋 秋田県大館市

46 東北 山形河川国道事務所 国道13号 山形大橋 山形県山形市

47 東北 山形河川国道事務所 国道13号 押切川橋 山形県天童市

48 東北 山形河川国道事務所 国道112号 船町橋 山形県山形市

49 東北 山形河川国道事務所 国道113号 明沢橋 山形県小国町

50 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 羽越側道橋 山形県鶴岡市

51 東北 酒田河川国道事務所 国道7号 新井田川橋 山形県酒田市

52 東北 酒田河川国道事務所 国道112号 牡丹餅沢橋 山形県鶴岡市

53 東北 福島河川国道事務所 国道13号 新小川橋 福島県福島市

54 東北 福島河川国道事務所 国道13号 大路橋 福島県福島市

55 東北 福島河川国道事務所 国道13号 猪ノ沢橋 福島県福島市

56 東北 磐城国道事務所 国道49号 新栄一橋 福島県いわき市

57 関東 東京国道事務所 国道1号 松原橋 東京都大田区

58 関東 東京国道事務所 国道4号 草加高架橋 東京都足立区

59 関東 東京国道事務所 国道357号 曙橋（海側） 東京都江東区

60 関東 相武国道事務所 国道16号 大和田高架橋 東京都八王子市

61 関東 千葉国道事務所 国道16号 宮崎高架橋 千葉県千葉市

62 関東 千葉国道事務所 国道51号 佐原高架橋 千葉県香取市



■国（地方整備局）
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地

表 ４－２

63 関東 横浜国道事務所 国道16号 本村高架橋 神奈川県横浜市

64 関東 横浜国道事務所 国道246号 湯の沢橋 神奈川県松田町

65 関東 横浜国道事務所 国道246号 新樋口橋 神奈川県山北町

66 関東 大宮国道事務所 国道16号 宮ヶ谷塔高架橋 埼玉県さいたま市

67 関東 大宮国道事務所 国道16号 指扇高架橋 埼玉県さいたま市

68 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 小田林跨道橋 茨城県結城市

69 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 砂田高架橋 栃木県宇都宮市

70 関東 宇都宮国道事務所 国道4号 野崎橋 栃木県矢板市

71 関東 常陸河川国道事務所 国道6号 上高津高架橋 茨城県土浦市

72 関東 甲府河川国道事務所 国道52号 小柳川橋 山梨県富士川町

73 北陸 新潟国道事務所 国道49号 藤戸橋 新潟県阿賀野市

74 北陸 新潟国道事務所 国道113号 下ノ沢橋 新潟県関川村

75 北陸 新潟国道事務所 国道116号 千歳大橋 新潟県新潟市

76 北陸 新潟国道事務所
市道
（旧国道116号）

有明大橋 新潟県新潟市

77 北陸 新潟国道事務所
市道
（旧国道116号）

高山小橋 新潟県新潟市

78 北陸 長岡国道事務所 国道8号 見附大橋 新潟県長岡市

79 北陸 長岡国道事務所 国道17号 八色大橋 新潟県南魚沼市

80 北陸 高田河川国道事務所 国道18号 新井大橋 新潟県妙高市

81 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 中島大橋 富山県富山市

82 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 江尻高架橋 富山県高岡市

83 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ１号橋 富山県滑川市

84 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ２号橋 富山県滑川市

85 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ３号橋 富山県滑川市

86 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金ランプ４号橋 富山県滑川市

87 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 有金高架橋 富山県滑川市

88 北陸 富山河川国道事務所 国道8号 高新大橋 富山県射水市

89 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 花園高架橋 石川県金沢市

90 北陸 金沢河川国道事務所 国道8号 潟端跨道橋 石川県津幡町

91 中部 静岡国道事務所 国道1号 興津高架橋 静岡県静岡市

92 中部 静岡国道事務所 国道1号 放水路橋 静岡県静岡市

93 中部 静岡国道事務所 国道1号 千代第２高架橋 静岡県静岡市

94 中部 静岡国道事務所 国道1号 新興津川橋 静岡県静岡市



■国（地方整備局）
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地

表 ４－２

95 中部 沼津河川国道事務所 国道138号 須走高架橋 静岡県小山町

96 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 頓沢橋 静岡県小山町

97 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 小山橋 静岡県小山町

98 中部 沼津河川国道事務所 国道246号 湯舟高架橋 静岡県小山町

99 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 安新高架橋 静岡県浜松市

100 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 篠原橋 静岡県浜松市

101 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 篠原高架橋 静岡県浜松市

102 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 薬師跨道橋 静岡県浜松市

103 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 太田川橋 静岡県磐田市

104 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 三池橋 静岡県掛川市

105 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 堀越高架橋 静岡県袋井市

106 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 小山跨道橋 静岡県袋井市

107 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 白須賀高架橋 静岡県湖西市

108 中部 浜松河川国道事務所 国道1号 白須賀ランプ橋 静岡県湖西市

109 中部 名古屋国道事務所 国道1号 吉田大橋 愛知県豊橋市

110 中部 名古屋国道事務所 国道1号 佐奈川橋 愛知県豊川市

111 中部 名古屋国道事務所 国道1号 祥雲橋 愛知県弥富市

112 中部 名古屋国道事務所 国道23号 竜宮高架橋 愛知県名古屋市

113 中部 名古屋国道事務所 国道23号 道徳高架橋 愛知県名古屋市

114 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港新橋 愛知県名古屋市

115 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第3跨道橋ON 愛知県名古屋市

116 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第1跨道橋 愛知県名古屋市

117 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第2跨道橋 愛知県名古屋市

118 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港陽第3跨道橋 愛知県名古屋市

119 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港楽高架橋OFF 愛知県名古屋市

120 中部 名古屋国道事務所 国道23号 港栄跨道橋 愛知県名古屋市

121 中部 名古屋国道事務所 国道23号 寛政高架橋 愛知県名古屋市

122 中部 名古屋国道事務所 国道23号 船渡高架橋 愛知県豊橋市

123 中部 名古屋国道事務所 国道23号 一ツ木高架橋 愛知県刈谷市

124 中部 名古屋国道事務所 国道23号 富士松第2高架橋 愛知県刈谷市

125 中部 名古屋国道事務所 国道23号 中北高架橋 愛知県安城市

126 中部 名古屋国道事務所 国道41号 新郷瀬川橋 愛知県犬山市



■国（地方整備局）
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地
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127 中部 名古屋国道事務所 国道41号 花塚橋 愛知県小牧市

128 中部 名古屋国道事務所 国道41号 木津用水橋 愛知県大口町

129 中部 名古屋国道事務所 国道41号 名古屋上水橋 愛知県大口町

130 中部 名古屋国道事務所 国道302号 地蔵川高架橋 愛知県名古屋市

131 中部 三重河川国道事務所 国道1号 下知田歩道橋 三重県桑名市

132 中部 三重河川国道事務所 国道1号 新栄橋歩道橋 三重県桑名市

133 中部 三重河川国道事務所 国道1号 長島橋歩道橋 三重県桑名市

134 中部 三重河川国道事務所 国道1号 長栄橋 三重県桑名市

135 中部 三重河川国道事務所 国道1号 長栄橋歩道橋 三重県桑名市

136 中部 三重河川国道事務所 国道1号 上野避溢橋 三重県鈴鹿市

137 中部 三重河川国道事務所 国道1号 椋川橋 三重県亀山市

138 中部 三重河川国道事務所 国道23号 四日市高架橋 三重県四日市市

139 中部 三重河川国道事務所 国道23号 塩浜高架橋 三重県四日市市

140 中部 三重河川国道事務所 国道23号 鈴鹿大橋 三重県四日市市

141 中部 三重河川国道事務所 国道23号 富田子歩道橋 三重県桑名市

142 中部 三重河川国道事務所 国道23号 雁ヶ地歩道橋 三重県桑名市

143 中部 三重河川国道事務所 国道23号 豊崎第１歩道橋 三重県桑名市

144 中部 三重河川国道事務所 国道23号 豊崎第２歩道橋 三重県桑名市

145 中部 三重河川国道事務所 国道23号 豊崎第３歩道橋 三重県桑名市

146 中部 三重河川国道事務所 国道23号 松永第１歩道橋 三重県桑名市

147 中部 三重河川国道事務所 国道23号 松永第２歩道橋 三重県桑名市

148 中部 三重河川国道事務所 国道23号 福吉第２歩道橋 三重県桑名市

149 中部 北勢国道事務所 国道25号 神武川橋 三重県亀山市

150 中部 北勢国道事務所 国道25号 滝川大橋 三重県伊賀市

151 中部 紀勢国道事務所 国道42号 万丈橋 三重県尾鷲市

152 中部 紀勢国道事務所 国道42号 千仭橋 三重県尾鷲市

153 中部 岐阜国道事務所 国道21号 細畑跨線橋 岐阜県岐阜市

154 中部 岐阜国道事務所 国道21号 穂積大橋 岐阜県岐阜市

155 中部 岐阜国道事務所 国道21号 新堀川橋 岐阜県瑞穂市

156 中部 岐阜国道事務所 国道21号 宝江橋 岐阜県瑞穂市

157 中部 岐阜国道事務所 国道21号 中川橋 岐阜県瑞穂市

158 中部 岐阜国道事務所 国道21号 五六川橋 岐阜県瑞穂市
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159 中部 岐阜国道事務所 国道21号 上新田オフランプ橋 岐阜県岐南町

160 中部 岐阜国道事務所 国道21号 岐南高架橋 岐阜県岐南町

161 中部 岐阜国道事務所 国道22号 新木曽川橋 岐阜県笠松町

162 中部 岐阜国道事務所 国道22号 円城寺橋 岐阜県笠松町

163 中部 岐阜国道事務所 国道156号 小金田橋 岐阜県関市

164 中部 高山国道事務所 国道41号 小原橋 岐阜県高山市

165 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 中津川大橋 岐阜県中津川市

166 中部 多治見砂防国道事務所 国道19号 子野川橋 岐阜県中津川市

167 中部 飯田国道事務所 国道19号 南木曽大橋 長野県南木曽町

168 中部 飯田国道事務所 国道19号 伊奈川橋 長野県大桑村

169 中部 飯田国道事務所 国道153号 大野橋 長野県阿智村

170 近畿 福知山河川国道事務所 国道27号 塩出橋 京都府京丹波町

171 近畿 京都国道事務所 国道1号 古川高架橋 京都府久御山町

172 近畿 大阪国道事務所 国道171号 三島橋 大阪府茨木市

173 近畿 兵庫国道事務所 国道176号 新明治橋  兵庫県西宮市

174 近畿 和歌山河川国道事務所 国道26号 土入川橋 和歌山県和歌山市

175 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 宗像大橋 鳥取県米子市

176 中国 倉吉河川国道事務所 国道9号 阿弥陀橋 鳥取県大山町

177 中国 松江国道事務所 国道9号 笹川橋 島根県大田市

178 中国 松江国道事務所 国道54号 第一殿河内橋 島根県雲南市

179 中国 浜田河川国道事務所 国道9号 周布大橋 島根県浜田市

180 中国 岡山国道事務所 国道53号 片山高架橋 岡山県岡山市

181 中国 岡山国道事務所 国道53号 鹿瀬橋 岡山県岡山市

182 中国 岡山国道事務所 国道180号 吉備津橋 岡山県岡山市

183 中国 三次河川国道事務所 国道54号 下常盤橋 広島県三次市

184 中国 広島国道事務所 国道2号 新川橋 広島県大竹市

185 中国 山口河川国道事務所 国道2号 堀川高架橋 山口県下関市

186 四国 徳島河川国道事務所 国道11号 鳴門高架橋 徳島県鳴門市

187 四国 徳島河川国道事務所 国道11号 鳴門高架ランプ橋 徳島県鳴門市

188 四国 松山河川国道事務所 国道192号 半田橋 愛媛県四国中央市

189 四国 中村河川国道事務所 国道56号 新宿毛大橋 高知県宿毛市

190 四国 中村河川国道事務所 国道56号 伊与木川橋 高知県黒潮町
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191 四国 土佐国道事務所 国道55号 甲浦新橋 高知県東洋町

192 四国 土佐国道事務所 国道55号 芸西橋 高知県芸西村

193 四国 土佐国道事務所 国道56号 大坂谷橋 高知県中土佐町

194 九州 北九州国道事務所 国道3号 遠賀大橋 福岡県水巻町

195 九州 福岡国道事務所 国道208号 大川橋 福岡県大川市

196 九州 熊本河川国道事務所 国道3号 緑川橋 熊本県熊本市

197 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 田井島橋 熊本県熊本市

198 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 田井島避溢橋 熊本県熊本市

199 九州 熊本河川国道事務所 国道57号 阿蘇口大橋 熊本県南阿蘇村

200 九州 鹿児島国道事務所 国道3号 荘之橋 鹿児島県出水市

201 九州 鹿児島国道事務所 国道3号BP 田上高架橋 鹿児島県鹿児島市

202 九州 鹿児島国道事務所 国道226号 喜入橋 鹿児島県鹿児島市

203 九州 大分河川国道事務所 国道210号 境橋 大分県日田市

204 九州 大分河川国道事務所 国道210号 小ヶ瀬橋 大分県日田市

205 九州 大分河川国道事務所 国道210号 池ノ原橋 大分県日田市

206 九州 大分河川国道事務所 国道210号 天神橋 大分県由布市

207 九州 大分河川国道事務所 国道210号 下田橋 大分県由布市

208 九州 大分河川国道事務所 国道210号 広瀬橋 大分県玖珠町

209 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 水神橋 大分県佐伯市

210 九州 佐伯河川国道事務所 国道10号 吉四六大橋２号 大分県臼杵市

211 九州 佐伯河川国道事務所 国道57号 新濁淵橋 大分県竹田市

212 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 浮田高架橋 宮崎県宮崎市

213 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 中樋通橋 宮崎県都城市

214 九州 宮崎河川国道事務所 国道10号 日向大橋 宮崎県新富町

215 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 橘橋 宮崎県宮崎市

216 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 内海橋 宮崎県宮崎市

217 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 木崎大橋 宮崎県宮崎市

218 九州 宮崎河川国道事務所 国道220号 山王橋 宮崎県日南市

219 九州 佐賀国道事務所 国道34号 多布施高架橋 佐賀県佐賀市

220 九州 佐賀国道事務所 国道34号 兵庫高架橋 佐賀県佐賀市

221 九州 佐賀国道事務所 国道34号 長谷橋 佐賀県嬉野市

222 沖縄 北部国道事務所 国道58号 羽地大橋 沖縄県名護市
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223 沖縄 北部国道事務所 国道58号 塩屋大橋 沖縄県大宜味村

224 沖縄 北部国道事務所 国道58号 宮城橋 沖縄県大宜味村

225 沖縄 北部国道事務所 国道329号 大筋橋 沖縄県名護市

226 沖縄 北部国道事務所 国道329号 辺野古大橋 沖縄県名護市

227 沖縄 北部国道事務所 国道329号 新漢那橋 沖縄県宜野座村

228 沖縄 北部国道事務所 国道329号 宜野座大橋 沖縄県宜野座村

229 沖縄 南部国道事務所 国道58号 牧港高架橋 沖縄県浦添市

230 沖縄 南部国道事務所 国道58号 安謝高架橋 沖縄県浦添市

231 沖縄 南部国道事務所 国道330号 石平橋 沖縄県北中城村

232 沖縄 南部国道事務所 国道506号 池田高架橋 沖縄県西原町

233 沖縄 南部国道事務所 国道506号 南風原IC Bﾗﾝﾌﾟ橋 沖縄県南風原町

234 沖縄 南部国道事務所 国道506号 南風原IC Cﾗﾝﾌﾟ橋 沖縄県南風原町

235 沖縄 南部国道事務所 国道506号 山川高架橋 沖縄県南風原町

236 沖縄 南部国道事務所 国道506号 宮城高架橋 沖縄県南風原町

※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁



不具合製品が発見された製作会社の製品のうち、不良品が発見された橋梁

■高速道路会社
H27.12.18 時点

整備局等 事務所等 路線名 橋梁名 所在地

1 東日本 苫小牧管理事務所 道央自動車道 来馬川橋 北海道登別市

2 東日本 札幌管理事務所 札樽自動車道 若竹高架橋 北海道小樽市

3 東日本 札幌管理事務所 札樽自動車道 発寒高架橋 北海道札幌市

4 東日本 湯沢管理事務所 関越自動車道 谷地橋 新潟県長岡市

5 中日本 八王子保全・サービスセンター 中央自動車道 姥久保高架橋 東京都日野市

6 中日本 横浜保全・サービスセンター 東名高速道路 社家高架橋 神奈川県海老名市

7 中日本 富山保全・サービスセンター 北陸自動車道 黒部川橋 富山県黒部市

8 中日本 甲府保全・サービスセンター 中央自動車道 正楽寺川橋 山梨県韮崎市

9 中日本 静岡保全・サービスセンター 東名高速道路 西方川橋 静岡県菊川市

10 中日本 豊田保全・サービスセンター 東名高速道路 豊川高架橋 愛知県豊川市

11 中日本 名古屋保全・サービスセンター 東名高速道路 神領第二高架橋 愛知県春日井市

12 中日本 羽島保全・サービスセンター 中央自動車道 明智高架橋 愛知県小牧市

13 中日本 桑名保全・サービスセンター 東名阪自動車道 員弁川橋 三重県桑名市

14 西日本 京都高速道路事務所 京滋バイパス 十一高架橋 京都府宇治市

15 西日本 千代田高速道路事務所 中国自動車道 布原橋 広島県安芸太田町

16 西日本 熊本高速道路事務所 九州自動車道 御船川橋 熊本県御船町

17 首都 東京西局
首都高速
2号目黒線

目-0373～目-0473 東京都港区

18 首都 神奈川管理局
首都高速
1号横羽線

横-0003～横-0225-02 神奈川県川崎市

19 本四 鳴門管理センター
神戸淡路鳴門自動車
道

西淡三原IC橋 兵庫県南あわじ市

20 本四 鳴門管理センター 市道大町塩田線 木曽上跨道橋※2 兵庫県淡路市

21 本四 しまなみ今治管理センター 西瀬戸自動車道 大三島橋東高架橋 愛媛県今治市

※国・高速道路会社が管理する橋梁のうち、現時点で判明している橋梁
※2は淡路市からの受託工事であり、管理者は淡路市

表 ４－２


