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北海道 北海道 H22.12.28 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ddr/index.htm

宮城県 宮城県 H22.3 http://www.pref.miyagi.jp/road/mente/kyouryoutyoujumyouka.htm

山形県 山形県 H22.5.31 http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendoseibi/180029/bridgerepair.html 

群馬県 群馬県 H22.10.15 http://www.pref.gunma.jp/06/h3410121.html

千葉県 千葉県 H22.9 http://www.pref.chiba.lg.jp/doukan/kendo/kcplan.html

東京都 東京都 H21.4 http://www.metro.tokyo.jp/INET/KEIKAKU/2009/04/70j4a100.htm

山梨県 山梨県 H22.9 http://www.pref.yamanashi.jp/dourokanri/kyouryou_tyoujumyou.html

新潟県 新潟県 H22.7 http://www.pref.niigata.lg.jp/dourokanri/1203440477912.html

三重県 三重県 H22.12 http://www.pref.mie.lg.jp/DOROKI/HP/k170088/tyoujyumyouka.pdf

兵庫県 兵庫県 H23.3 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd13/documents/000160854.pdf

奈良県 奈良県 H22.2 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-17185.htm

島根県 島根県 H25.4 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/road/douroiji/jigyo_kasho/tyoujumyouka/tyouju_keikaku.html

岡山県 岡山県 H22.8 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/detail.html?lif_id=66940

徳島県 徳島県 H24.8 http://www.pref.tokushima.jp/docs/2012083100018/

香川県 香川県 H25.1 http://www.pref.kagawa.jp/douro/home/tyoujyumyouka/tyoujyumyouka.html

愛媛県 愛媛県 H24.9 http://www.pref.ehime.jp/h40900/documents/h24tyoujumyoukakouhyouyou_1.pdf

高知県 高知県 H24.8 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/170701/tyouzyumyukakeikaku.html

福岡県 福岡県 H25.3 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/d12/chojumyoka.html

佐賀県 佐賀県 H24.1 土木事務所窓口

大分県 大分県 H22.6 http://www.pref.oita.jp/soshiki/17100/kyoryo-tyoju.html

宮崎県 宮崎県 H22.10 http://www.pref.miyazaki.lg.jp/contents/org/doboku/hozen/asset/page00070.html

北海道 札幌市 H24.3.30 http://www.city.sapporo.jp/kensetsu/doroiji/index.html

宮城県 仙台市 H24.3 http://www.city.sendai.jp/sumiyoi/kotsu/jigyou/1195787_2641.html

神奈川県 横浜市 － 橋梁課窓口

神奈川県 相模原市 H23.10 http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/17067/25922/021618.html

新潟県 新潟市 H23.4.1 http://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/doro/road/doroizikanri/doroijikanri/kyouryou.html

静岡県 浜松市 H25.1 http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/lifeindex/life/traffic/bridge/index.htm

京都府 京都市 H23.12 http://www.city.kyoto.lg.jp/kensetu/page/0000114681.html

大阪府 大阪市 H22 6 http://www city osaka lg jp/kensetsu/page/0000011131 html大阪府 大阪市 H22.6 http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000011131.html

岡山県 岡山市 H24.4.1 http://www.city.okayama.jp/contents/000138704.pdf

福岡県 北九州市 H24.4 http://www.city.kitakyushu.lg.jp/kensetu/file_0265.html

福岡県 福岡市 H23.6 http://www.city.fukuoka.lg.jp/doro-gesuido/doroiji/hp/kyouryosyuzen.html

北海道 千歳市 H24.3 http://www.city.chitose.hokkaido.jp/index.cfm/82,55347,111,131,html

北海道 北広島市 H24.11.1 http://www.city.kitahiroshima.hokkaido.jp/hotnews/detail/00007621.html

北海道 石狩市 H23.3.25 http://www.city.ishikari.hokkaido.jp/citizen/life/toshis05018.html

北海道 松前町 H23.3.9 役場掲示板

北海道 北斗市 H23.10.18 http://www.city.hokuto.hokkaido.jp/modules/infra/content0018.html

北海道 鹿部町 H25.2.7 http://www.town.shikabe.hokkaido.jp/group/kensetusuidou/kyouryoh/kyouryoh.htm

北海道 厚沢部町 H24.4 http://www.town.assabu.lg.jp/gyousei/gif/20120410175353000000000000.pdf

北海道 今金町 H24.7.25 http://www.town.imakane.lg.jp/uploads/fckeditor/uid000002_201207251813059cb1376e.pdf

北海道 赤井川村 H24.3 http://www.akaigawa.com/kurashi/post_1.html

北海道 岩内町 H24.131 http://www.town.iwanai.hokkaido.jp/administration/22kyoryotenken.pdf

北海道 真狩村 H23.4.1 http://www.makkari.info/gyosei/keikaku/pdf/kyouryou-tyouzyumyouka.pdf

北海道 ニセコ町 H23.4.2 http://www.town.niseko.lg.jp/news/files/3d1a279ab346c70fd4a28c8b1b810555.xls

北海道 黒松内町 H24.4 http://www.town.kuromatsunai.hokkaido.jp/icity/browser?ActionCode=content&ContentID=1333445843336&SiteID=0000000000000

北海道 赤平市 H24.6.1 http://www.city.akabira.hokkaido.jp/docs/2012122500199/

北海道 三笠市 H23.6.1 http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000554.html

北海道 深川市 H24.6.22 http://www.city.fukagawa.lg.jp/cms/section/toshiken/ik75k40000000n3b.html

北海道 奈井江町 H24.4.1 役場窓口

北海道 北竜町 H23.12 http://www.town.hokuryu.hokkaido.jp/pdf/kyouryou_syuuzenkeikaku.pdf

北海道 沼田町 H23.6.28 www.town.numata.hokkaido.jp/kurashi/sonota/kyouryoutenken

北海道 旭川市 H26.3 http://www.city.asahikawa.hokkaido.jp/files/dobokusoumu/kohyo/kohyo.html

北海道 名寄市 H25.3.1 http://www.city.nayoro.lg.jp/www/contents/1330583877513/index.html

北海道 東神楽町 H25.3 建設課窓口

北海道 比布町 H24.1 http://www.town.pippu.hokkaido.jp/web2/PD_Cont.nsf/0/333025494F8833494925796C002C8EDA?OpenDocument

北海道 下川町 H25.3 http://www.town.shimokawa.hokkaido.jp/gyousei/tenken.html

北海道 美深町 H23.12 産業施設課
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北海道 小平町 H22.8 http://www.town.obira.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000372.html

北海道 苫前町 H23.4 http://www.town.tomamae.lg.jp/section/kensetsu/lg6iib0000001443.html

北海道 羽幌町 H25.2.7 http://www.town.haboro.lg.jp/kurashi/kankyo/road/doboku.html

北海道 初山別村 H23.7 http://www.vill.shosanbetsu.lg.jp/gyousei/gyousei-kouhyou.html

北海道 幌延町 H22.10 http://www.town.horonobe.hokkaido.jp/www4/section/keizai/le009f00000022jw.html

北海道 枝幸町 H24.10 広報（役場建設課）

北海道 津別町 Ｈ24.1 http://www.town.tsubetsu.hokkaido.jp/02kurashi/40kankyo/douro_kasen_kankyou/tyoujumyouka.html

北海道 小清水町 H23.6.28 http://www.town.koshimizu.hokkaido.jp/hotnews/detail/00000231.html

北海道 興部町 H23.3 http://www.town.okoppe.lg.jp/gaiyo/sosiki_kakuka/sosiki_kensetu/kyouryou/tenken_H22.pdf

北海道 西興部村 H23.4.5 http://www.vill.nishiokoppe.hokkaido.jp/section/sangyou/feeuub000002tc2h.html

北海道 雄武町 H24.3.30 http://www.town.oumu.hokkaido.jp/images/hotnews/1058.pdf

北海道 苫小牧市 H25.3 http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/douroiji/kyouryoutyoujumyoukasyuuzenkeikaku.pdf

北海道 白老町 H23.3.29 http://www.town.shiraoi.hokkaido.jp/docs/2013012400322/

北海道 厚真町 H22.7 http://www.town.atsuma.lg.jp/wp-content/themes/cloudtpl_815/images/pdf/syuuzen_keikaku.pdf#zoom=100

北海道 日高町 H24.3.5 http://www.town.hidaka.hokkaido.jp/kensetsu/bridge1.pdf

北海道 新冠町 H24.1.20 http://www.niikappu.jp/kurashi/sekatsu/kotsu/kyoryo.html

北海道 浦河町 H24.12 http://www.town.urakawa.hokkaido.jp/kurashi/machi-dukuri/douro-kasen/kyouryou.html

北海道 えりも町 H24.2.14 http://www.town.erimo.hokkaido.jp/gyouseijouhou/kyouryou.pdf

北海道 帯広市 H23.3.1 http://www.city.obihiro.hokkaido.jp/toshikensetsubu/dobokuka/a130325kyouryou.html

北海道 更別村 H23.5.10 http://www.sarabetsu.jp/cms/index.php?ID=332

北海道 芽室町 H23.4.27 http://www.memuro.net/toshi/hashi.pdf

北海道 清水町 H23.2.14 www.town.shimizu.hokkaido.jp/section/toshi/kyouryou.html

北海道 士幌町 H24.3.21 http://www.shihoro.jp/23673179/

北海道 上士幌町 H25.3.1 http://www.kamishihoro.jp/entry/00001287

北海道 池田町 H24.4.12 http://www.town.hokkaido-ikeda.lg.jp/page_4601.html

北海道 足寄町 H23.12.1 http://town.ashoro.hokkaido.jp/osirase/2011/12/post-36.html

北海道 陸別町 H24.7 http://www.town.rikubetsu.hokkaido.jp/live/administration/bridge-plan23.pdf

北海道 大樹町 H24.2.10 http://www.town.taiki.hokkaido.jp/soshiki/kensetsu/doboku/kyouryou.html

北海道 釧路市 H23.3.31 http://www.city.kushiro.lg.jp/kurashi/michikawa/douro/kyouryou/0001.html

北海道 浜中町 H23.5.27 http://www.townhamanaka.jp/life/deta.html北海道 浜中町 p // jp/ /

北海道 標茶町 H25.3.1 http://www.town.shibecha.hokkaido.jp/yakuba/plan/keikaku/kyouryo/kyoryo_plan.pdf

北海道 弟子屈町 H24.3.4 http://www.town.teshikaga.hokkaido.jp/03kurashi/10seikatsu/20tochi/kyouryou_tenken01.html

北海道 根室市 H23.9.26 http://www.city.nemuro.hokkaido.jp/dcitynd.nsf/0/265E5F9738F59B9D4925791700117983?OpenDocument

北海道 別海町 H23.3.11 http://betsukai.jp/blog/0001/index.php?ID=2278

北海道 中標津町 H24.4.10 http://www.nakashibetsu.jp/nakashibetsu.nsf/doc/EC5AFE40A70D017B49256DF30031937A?OpenDocument

北海道 標津町 H23.3 http://www.shibetsutown.jp/kensetsusuido/index-2.html

北海道 羅臼町 H24.3.26 http://www.rausu-town.jp/machi/03/post-74.php

青森県 弘前市 H25.5.10 http://www.city.hirosaki.aomori.jp/kakuka2/HSC01-0000000175/index.html

青森県 八戸市 H23.5.10 http://www.city.hachinohe.aomori.jp/index.cfm/13,40204,51,190,html

青森県 三沢市 H24.7.3 http://www.city.misawa.lg.jp/index.cfm/6,7498,17,131,html

青森県 むつ市 H23.4.18 http://www.city.mutsu.lg.jp/index.cfm/14,26197,26,196,html

青森県 平川市 H23.3.22 http://www.city.hirakawa.lg.jp/docs/2012030700025/

青森県 平内町 H22.6.10 http://www.town.hiranai.aomori.jp/index.cfm/10,543,45,150,html

青森県 今別町 H23.5.10 http://www.town.imabetsu.lg.jp/out/infocal_view.php?no=323&ca=yes&fmode=view

青森県 鰺ヶ沢町 H22.8.25 http://www.town.ajigasawa.lg.jp/wordpress/?page_id=574

青森県 深浦町 H23.5.17 http://www.town.fukaura.lg.jp/divKensetsuTenken/388.html

青森県 西目屋村 H22.6.10 http://www.nishimeya.jp/admin/item.asp?g=3&c=200&i=10941

青森県 大鰐町 H22.4.30 http://www.town.owani.lg.jp/topics/files/Pic0001867.pdf

青森県 中泊町 H24.11.21 http://www.town.nakadomari.lg.jp/index.cfm/8,7257,64,94,html

青森県 七戸町 H22.4.19 http://www.town.shichinohe.lg.jp/division/item.asp?g=2&c=262&i=11478

青森県 六戸町 H24.4.13 http://www.town.rokunohe.aomori.jp/machi_dourokanri_chojumyou.html

青森県 横浜町 H22.10.14 http://www.yokohama.e-shimokita.jp/oshirase.htm#sangyoukensetuka

青森県 六ヶ所村 H22.4.1 http://www.rokkasho.jp/index.cfm/11,451,31,123,html

青森県 おいらせ町 H24.7.17 http://www.town.oirase.aomori.jp/news/item.asp?g=1&c=100&i=11611

青森県 佐井村 H22.6.21 http://www.sai.e-shimokita.jp/gyousei/osirase_a.html?id=53

青森県 五戸町 H24.5.31 http://www.town.gonohe.aomori.jp/chosei/hashi.html

青森県 南部町 H22.5.28 http://www.town.aomori-nanbu.lg.jp/gov/00000004/00000414.html

青森県 新郷村 H24.6.8 http://www.vill.shingo.aomori.jp/06public/kouzuimap/kouzuimap_main.html

岩手県 盛岡市 H22.6 http://www.city.morioka.iwate.jp/douro_kotsu/douro/003212.html
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岩手県 葛巻町 H22.7 http://www.town.kuzumaki.iwate.jp/index.php?topic=shigoto_110_010

岩手県 雫石町 H24.11 http://www.town.shizukuishi.iwate.jp/modules/etc/index.php/content1657.html

岩手県 矢巾町 H22.4 http://www.town.yahaba.iwate.jp/cgi-local/sec_news.cgi?info_id=1370508201&info_sec=08

岩手県 紫波町 H24.4 土木課窓口

岩手県 花巻市 H22.4.23 http://www.city.hanamaki.iwate.jp/living/dokan/choju.html

岩手県 西和賀町 H22.7 http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/8,9675,69,115,html

岩手県 一関市 H24.3 http://www.city.ichinoseki.iwate.jp/index.cfm/7,23634,91,6,html

岩手県 大船渡市 H22.5 http://www.city.ofunato.iwate.jp/www/contents/1080039705131/html/common/other/5108a2ba012.pdf

岩手県 遠野市 H24.3 http://www.city.tono.iwate.jp/index.cfm/34,18169,156,html

岩手県 釜石市 H24.3 http://www.city.kamaishi.iwate.jp/index.cfm/10,0,78,440,html

岩手県 大槌町 H25.3 http://www.town.otsuchi.iwate.jp/docs/2013032900017/

岩手県 山田町 H22.3 http://www.town.yamada.iwate.jp/06_yakuba/kensetsu/pdf/21kyouryoutenken_kekka.pdf

岩手県 田野畑村 H22.4 http://www.vill.tanohata.iwate.jp/userfile/tenken201004.pdf

岩手県 洋野町 H24.8 http://www.town.hirono.iwate.jp/about/measure/7-940.html

岩手県 普代村 H22.2 役所掲示板

岩手県 二戸市 H24.5 http://www.city.ninohe.iwate.jp/kensetu/index.html

岩手県 軽米町 H22.3 http://www.town.karumai.iwate.jp/gyosei/oshirase/oshirase-chiikiseibi/

宮城県 岩沼市 H25.3.13 http://www.city.iwanuma.miyagi.jp/kakuka/040100/040101/index.html

宮城県 栗原市 H23.3.8 http://www.kuriharacity.jp/index.cfm/10,1215,51,html

秋田県 大館市 H23.3.15 http://www.city.odate.akita.jp/dcity/kairyou/65-6915.html

秋田県 八峰町 H24.4.2 http://www.town.happou.akita.jp/index.php?oid=816&dtype=1013&pid=29

秋田県 男鹿市 H22.12.10 http://www.city.oga.akita.jp/index.cfm/13,1278,89,html

秋田県 にかほ市 H24 http://www.city.nikaho.akita.jp/life/detail.html?id=1128

秋田県 美郷町 H22.3.12 http://www.town.misato.akita.jp/madoguchi/kensetu/kensetsukanri/dourosennyou/dourosennyou.asp

秋田県 横手市 H22.3.15 http://www.city.yokote.lg.jp/kensetsukanri/page200320.html

秋田県 湯沢市 H23.8 http://aios.city-yuzawa.jp/contents/webyuzawa.nsf/doc/road-river-traffic?OpenDocument

秋田県 羽後町 H22.3.19 http://www.town.ugo.lg.jp/administration/detail.html?id=448&category_id=52

秋田県 東成瀬村 H23.5 http://www.higashinaruse.com/400_sonsei/15_jouhou.html

山形県 天童市 H25.2.14 議会・建設課窓口

山形県 中山町 H22.9.13 http://www.town.nakayama.yamagata.jp/sinchaku/kyouryou choju.html山形県 中山町 p // y y g jp/ / y y _ j

山形県 朝日町 － 建設水道課

山形県 金山町 H24.6 http://town.kaneyama.yamagata.jp/kankyo-seibi/entry-1413.html

山形県 舟形町 H23.2.1 http://www.town.funagata.yamagata.jp/docs/2013022700207/

山形県 米沢市 H24.3 http://www.city.yonezawa.yamagata.jp/secure/6453/240706_yonezawa_kyouryoutyoujyumyou.pdf

山形県 南陽市 H21.12.18 http://www.city.nanyo.yamagata.jp/doboku/222.html

山形県 鶴岡市 H22.6.30 http://www.city.tsuruoka.lg.jp/060400/page4117.html

福島県 福島市 H25.1 http://www.city.fukushima.fukushima.jp/soshiki/39/douro13012502.html

福島県 白河市 H23.10.6 http://www.city.shirakawa.fukushima.jp/view.rbz?of=1&ik=0&pnp=14&cd=2787

福島県 喜多方市 H22.3 http://www.city.kitakata.fukushima.jp/shimin/gyosei/14902/14965/18844/010762.html

福島県 二本松市 Ｈ24.4 http://www.city.nihonmatsu.lg.jp/uploaded/attachment/10085.pdf

福島県 田村市 H22.6 http://www.city.tamura.lg.jp/life/1/5/47/

福島県 本宮市 Ｈ23.4 http://www.city.motomiya.lg.jp/soshiki/14/shuuzenkeikaku.html

福島県 只見町 H22.4 http://www.tadami.gr.jp/tiiki/kyouryoutennken/kyouryoutenkentop.htm

福島県 北塩原村 H23.4 http://www.vill.kitashiobara.fukushima.jp/docs/2012031400016/

福島県 会津坂下町 H22.3 http://www.town.aizubange.fukushima.jp/Members/jyouhou/contents/shiryou/kyoryo.html

福島県 湯川村 H22.3 http://www.vill.yugawa.fukushima.jp/kensetu/syuzenkeikaku.html

福島県 柳津町 H22.5 http://www.town.yanaizu.fukushima.jp/pdf/2010_05.pdf

福島県 三島町 H23.5 http://www.town.mishima.fukushima.jp/news/news_bc.html

福島県 金山町 H23.7 http://www.town.kaneyama.fukushima.jp/soshiki/33/kyouryou-tenken.html

福島県 昭和村 H22.5 http://www.vill.showa.fukushima.jp/pdf/tenken2010.pdf

福島県 泉崎村 H22.2 http://www.vill.izumizaki.fukushima.jp/904.html

福島県 中島村 H22.6 http://www.vill-nakajima.jp/forms/info/info.aspx?info_id=17352

福島県 棚倉町 H24.6 http://www.town.tanagura.fukushima.jp/view.rbz?nd=286&ik=1&pnp=128&pnp=260&pnp=286&cd=48

福島県 塙町 H22.4 http://www.town.hanawa.fukushima.jp/view.rbz?cd=71

福島県 鮫川村 H24.3 http://www.vill.samegawa.fukushima.jp/index.php?code=612

福島県 浅川町 H22.5 http://www.town.asakawa.fukushima.jp/outline/data/pdf/h21kyouryoutenken.pdf

福島県 古殿町 H22.4 http://www.town.furudono.fukushima.jp/chiiki

茨城県 水戸市 H25.1 http://www.city.mito.lg.jp/000271/000273/000287/000356/p009326.html

茨城県 笠間市 H25.3.15 http://www.city.kasama.lg.jp/index.php?code=3051
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茨城県 日立市 H22.9 http://www.city.hitachi.ibaraki.jp/viewer/info.html?id=3526

茨城県 北茨城市 H24.10 http://www.city-kitaibaraki.jp/uploads/fckeditor/19/uid000019_20120608113233bfcd699d.pdf

茨城県 鉾田市 H23.3.10 道路建設課

茨城県 稲敷市 H23.7 http://www.city.inashiki.lg.jp/index.php?code=1952

茨城県 土浦市 H22.8 http://www.city.tsuchiura.lg.jp/section.php?code=29

栃木県 鹿沼市 H23.12 鹿沼市役所都市建設部

栃木県 大田原市 H22.9 http://www.city.ohtawara.tochigi.jp/9,8536,38.html

栃木県 下野市 H22.9 http://www.city.shimotsuke.lg.jp/hp/menu000005900/hpg000005852.htm

栃木県 上三川町 － 役場都市建設課

群馬県 高崎市 H23.6.14 http://www.city.takasaki.gunma.jp/soshiki/doboku/sekou/sekou.htm

群馬県 沼田市 H24.4.18 建設課窓口

群馬県 藤岡市 H24.4.1 http://www.city.fujioka.gunma.jp/kakuka/f_doboku/2012-0326-1149-149.html

群馬県 富岡市 H24.3.1 http://www.city.tomioka.lg.jp/unit/007/004/2012/03/post-27.html

群馬県 安中市 H24.7.1 http://www.city.annaka.gunma.jp/gyousei/kensetu/kyouryou.html

群馬県 上野村 H24.4.2 http://www.vill.ueno.gunma.jp/section/01soumu/syorui/kyoryo.pdf

群馬県 神流町 H23.3.25 http://town-kanna-gunma.jp/?page_id=77

群馬県 中之条町 H23.1.1 http://www.town.nakanojo.gunma.jp/gyosei/5kensetsu.shtml

群馬県 長野原町 H24.5.31 http://www1.town.naganohara.gunma.jp/www/contents/1360662584344/index.html

群馬県 嬬恋村 H24.7.1 http://www.vill.tsumagoi.gunma.jp/index.php?id=73#type001_73_6

群馬県 草津町 H24.4.13 http://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1364446976658/index.html

群馬県 高山村 H24.7.1 農政課窓口

群馬県 東吾妻町 H24.3.16 http://www1.town.higashiagatsuma.gunma.jp/www/contents/1308095018814/index.html

群馬県 片品村 H24.9.28 http://www.vill.katashina.gunma.jp/soshiki/nourin/sondou/hasitenkenkekka/hasitenkenkekka.pdf

群馬県 川場村 H25.3.29 http://www.vill.kawaba.gunma.jp/topic/img/176.pdf

群馬県 昭和村 H24.5.25 建設課

群馬県 みなかみ町 H23.10.3 http://www.town.minakami.gunma.jp/30bousai_koutsu/files/H22_kyouryou-ketsuuka.pdf

群馬県 千代田町 H23.7.22 http://www.town.chiyoda.gunma.jp/kensetsu/doboku/doboku004.htm

埼玉県 秩父市 H24.5 http://www.city.chichibu.lg.jp/menu4616.html

埼玉県 本庄市 Ｈ24.5 http://www.city.honjo.lg.jp/kurasi_info/mati/keikaku/kyouryoutyoujyumyouka.html

埼玉県 春日部市 H25.3 http://www.city.kasukabe.lg.jp/douro/machi/koutsuu/douro/choujumyou.html埼玉県 春日部市 p // y g jp/ / / / / j y

埼玉県 草加市 H24.10 http://www.city.soka.saitama.jp/cont/s1903/a01/a02/PAGE000000000000031812.html

埼玉県 越谷市 H24.3.1 http://www.city.koshigaya.saitama.jp/

埼玉県 越生町 H25.3 http://www.town.ogose.saitama.jp/div_machi/sec_toshi/kyouryou_tenken/kyouryou_tenken_H21.html

埼玉県 滑川町 H24.4 役所窓口等

埼玉県 小川町 H24.4 建設課窓口

埼玉県 鳩山町 H23.3 http://www.town.hatoyama.saitama.jp/m_info/m_i_03/mi0301/keikaku_04/kyouryou/kyouryou.html

埼玉県 横瀬町 H24.10 http://www.town.yokoze.saitama.jp/soshiki/kensetsu/koumu_seibi/kyouryout_keikaku.html

千葉県 市原市 H25.3.12 http://www.city.ichihara.chiba.jp/080doboku/douroijika/tyoujumyouka.html

千葉県 浦安市 H22.6 文化会館 情報公開コーナー

千葉県 流山市 H24.7.5 http://www.city.nagareyama.chiba.jp/

千葉県 白井市 H23.6.16 http://city.shiroi.chiba.jp/detail/2033277333.html

千葉県 酒々井町 H24.6.29 http://www.town.shisui.chiba.jp/gyosei/soshiki/machizukuri/contents/201206_kyouryou_syuzenkeikaku.php

千葉県 多古町 H24.5.28 http://www.town.tako.chiba.jp/topics/1902-1.html

千葉県 芝山町 H24.4 http://www.town.shibayama.lg.jp/contents_detail.php?co=new&frmId=1406

千葉県 香取市 Ｈ23.3 道路河川管理課・建設課窓口

千葉県 神崎町 H25.4 http://www.town.kozaki.chiba.jp/kensetu/kyouryou-choujumyouka.pdf

千葉県 東庄町 Ｈ23.9 http://www.town.tohnosho.chiba.jp/002service/c003/007_05_06.html

千葉県 旭市 H23.5 http://www.city.asahi.lg.jp/section/kensetu/news/2012-0629-0816-15.html

千葉県 匝瑳市 H24.3 建設課

千葉県 東金市 H24.12 http://www.city.togane.chiba.jp/0000000244.html

千葉県 茂原市 H23.10 土木管理課

千葉県 睦沢町 H24.10.15 地域振興課窓口

千葉県 勝浦市 H24.5.18 役所窓口

千葉県 いすみ市 － 役所窓口

千葉県 大多喜町 H23.12.28 http://www.town.otaki.chiba.jp/kurashi/sumai/post-33.html

千葉県 南房総市 Ｈ23.3 役所窓口

千葉県 鋸南町 H24.3.28 http://www.town.kyonan.chiba.jp/kyonan/sp/unit/brd/pub_idx_msg.jsp?mode=dtl&grp_id=11&brd_id=309&msg_id=1

千葉県 鴨川市 H23.11.4 都市建設課窓口で閲覧

千葉県 君津市 H24.2.1 役所窓口で閲覧
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東京都 千代田区 － 道路公園課

東京都 文京区 H24.4 http://www.city.bunkyo.lg.jp/var/rev0/0041/3400/asettokouhyou.pdf

東京都 港区 H24.10 http://www.city.minato.tokyo.jp/dourokyouryou/kankyo-machi/doro/kyouryou/documents/yobouhozennkanri.pdf

東京都 大田区 － http://www.city.ota.tokyo.jp/naruhodo/ota_plan/kobetsu_plan/sumai_machinami_kankyou/kyoryotyojumyoka/index.html

東京都 豊島区 H23.8 http://www.city.toshima.lg.jp/machi/19730/019544.html

東京都 練馬区 H24.5 http://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/sumai/doro/kyouryo-tenken.html

東京都 墨田区 H22.10.22 http://www.city.sumida.lg.jp/matizukuri/kasen_kyouryou/kukyouryou.files/P1-5.pdf

東京都 江東区 H23.9 http://www.city.koto.lg.jp/seikatsu/douro/longlife/index.html

東京都 江戸川区 H23.5 http://www.city.edogawa.tokyo.jp/goikentoiawase/comment/kekka/kyouryou/files/keikaku2.pdf

東京都 北区 H24.4.9 http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/522/052200.htm

東京都 足立区 H22.6 http://www.city.adachi.tokyo.jp/030/d00400171.html

東京都 目黒区 H23.12.25  http://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/keikaku/keikaku/yasashi_machi/kyouryou/index.html

東京都 渋谷区 H25.4 http://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/plans/kyoryo_shuzen.html

東京都 あきる野市 H23.4 建設課窓口での閲覧

東京都 八王子市 Ｈ23.7 http://www.city.hachioji.tokyo.jp/seikatsu/doro/30192/hashikeikaku.html

東京都 武蔵野市 H25.3.29 http://www.city.musashino.lg.jp/sumai_doro_suido/doro/010312.html

東京都 狛江市 H25.2.27 http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/27,53562,120,html

東京都 立川市 H23.7 http://www.city.tachikawa.lg.jp/cms-sypher/www/normal_top.jsp

東京都 神津島村 H24.4.1 http://vill.kouzushima.tokyo.jp/blog/2012/03/post-54.html

神奈川県 逗子市 H23.9.12 http://www.city.zushi.kanagawa.jp/syokan/seibi/index.htm

神奈川県 中井町 H23.4.1 http://www.town.nakai.kanagawa.jp/forms/info/info.aspx?info_id=25842

神奈川県 松田町 H23.4 http://town.matsuda.kanagawa.jp/10_kakuka/kensetsu/douro_hasi/h23_kyouryoukeikaku.html

神奈川県 箱根町 Ｈ25.3 http://www.town.hakone.kanagawa.jp/hakone_j/index.html

山梨県 甲府市 H24.10 http://www.city.kofu.yamanashi.jp/dorokasen/kyouryou.html

山梨県 南アルプス市 H23.7 http://www.city.minami-alps.yamanashi.jp/newspage?item=/shisei/soshiki-syokai/kensetsu-bu/douroseibi/news/6a4b688195775bff547d53168a08753b53ca6a4b688170b9691c7d50679c306b306430443066

山梨県 昭和町 H25.3 http://www.town.showa.yamanashi.jp/guide/benri.php?id=258

山梨県 韮崎市 H24.2 http://www.city.nirasaki.lg.jp/art1530

山梨県 北杜市 H23.1 http://www.city.hokuto.yamanashi.jp/komoku/kurashi/doro_kasen/1305995117-40.html

山梨県 山梨市 H22.12 http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/news/2010-1226-1135-56.html

山梨県 笛吹市 H24.2 http://www.city.fuefuki.yamanashi.jp/shisei/koukai.php?id=246山梨県 笛吹市 p // y y jp/ / p p

山梨県 早川町 H23.11 http://www.town.hayakawa.yamanashi.jp/town/grapple/plan-bridge/index.html

山梨県 南部町 H23.9 http://www.town.nanbu.yamanashi.jp/doc_temp_html/kensetu/2011-0902-1400-3.html

山梨県 大月市 H23.8 http://www.city.otsuki.yamanashi.jp/gyoumu/11kensetsu/syuuzenkeikaku.html

山梨県 都留市 H23.4 http://www.city.tsuru.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=19404

山梨県 道志村 H23.1 http://www.vill.doshi.lg.jp/info/info.php?if_id=199&ka_id=3

山梨県 西桂町 H22.12.9 http://www.town.nishikatsura.yamanashi.jp/forms/info/info.aspx?info_id=19561

山梨県 忍野村 H22.11.24 http://www.vill.oshino.lg.jp/index.cfm/10,0,33,html

山梨県 小菅村 H22.11.1 http://www.vill.kosuge.yamanashi.jp/administration/promotion/2010/11/post-4.php

長野県 川上村 － http://www.vill.kawakami.nagano.jp/

長野県 南相木村 － 役所窓口で閲覧

長野県 長和町 H23.4.1 役所窓口で閲覧

長野県 青木村 H24.3.30 http://www.vill.aoki.nagano.jp

長野県 辰野町 H24.3.30 http://www.town.tatsuno.nagano.jp/tatsunosypher/www/info/detail.jsp?id=4237

長野県 飯島町 H25.2.4 http://www.town.iijima.lg.jp/index.php?f=hp&ci=15063

長野県 阿智村 H23.11.16 http://www.vill.achi.nagano.jp/2010/09/post-126/

長野県 根羽村 H23.12 http://www.nebamura.jp/page068.html

長野県 売木村 H22.4.1 役場窓口

長野県 天龍村 H22.7.29 http://www.vill-tenryu.jp/kyouryoutenken.html

長野県 泰阜村 H24.4.1 振興課で公表

長野県 上松町 H24.7.12 http://www.town.agematsu.nagano.jp/koho/kyouryou-jumyou.html

長野県 南木曽町 H24.8.28 http://www.town.nagiso.nagano.jp/kensetsu/kyoury.html

長野県 木祖村 H23.11 http://www.vill.kiso.nagano.jp/lifestage/category/gorvernment/plan/kyouryou_shoujyumyoukashiuuzenkeikaku.html

長野県 王滝村 H24.3.30 http://www.vill.otaki.nagano.jp/info/kakuka_osirase/sangyo/kyoryousyuzen.html

長野県 大桑村 H24.6.18 http://www.vill.ookuwa.nagano.jp/keizaikensetsu/keizaikensetuka/tyouzyu.html

長野県 塩尻市 H23.12.6 http://www.city.shiojiri.nagano.jp/kurashi/dorokotsu/na1129H2312.html

長野県 朝日村 H25.3.21 http://www.vill.asahi.nagano.jp/ctg/032131/032131.html

長野県 大町市 H23.12.1 建設課窓口

長野県 池田町 H25.4.1 建設水道課窓口

長野県 白馬村 H23.4.1 http://gyosei.vill.hakuba.nagano.jp/category/construction/bridge.html
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長野県 小谷村 － http://www.vill.otari.nagano.jp/mura/kensetsu/repair.html

長野県 長野市 － http://www.city.nagano.nagano.jp/soshiki/iji/68418.html

長野県 飯綱町 H24.3.31 http://www.town.iizuna.nagano.jp

新潟県 長岡市 H22.3 http://www.city.nagaoka.niigata.jp/kurashi/douro/h21-tenken_kekka.pdf

新潟県 三条市 H23.3 http://www.city.sanjo.niigata.jp/kensetu/page00010.html

新潟県 柏崎市 Ｈ21.4 維持管理課

新潟県 新発田市 H24.3 http://www.city.shibata.niigata.JP/view.rbz?nd=1440&ik=1&pnp=1580&pnp=1606&pnp=634&pnp=1440&cd=12972

新潟県 小千谷市 H22.3 http://www.city.ojiya.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=13445

新潟県 村上市 H23.10.5 http://www.city.murakami.lg.jp/toshiseibi/kensetu/kyouryoutenken.jsp

新潟県 燕市 H23.3.28 http://www.city.tsubame.niigata.jp/lifeline/020000001.html

新潟県 妙高市 H24.3 http://www.city.myoko.niigata.jp/guide_gyosei/keikaku/H22-hasi.pdf

新潟県 阿賀野市 H25.4 http://www.city.agano.niigata.jp/kentiku/kyouryou_keikaku.htm

新潟県 佐渡市 H22.6.18 http://www.city.sado.niigata.jp/info/data/2010/0918.shtml

新潟県 魚沼市 H23.8.9 http://www.city.uonuma.niigata.jp/modules/outlinetopic/index.php?content_id=505

新潟県 南魚沼市 H24.3 http://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/soshiki/kensetsu/tenken-hasi.html

新潟県 聖籠町 H23.3 http://www.town.seiro.niigata.jp/furusato/bridge.html

新潟県 出雲崎町 H25.3.18 建設課

新潟県 津南町 H23.3.20 http://www.town.tsunan.niigata.jp/pcp_portal/PortalServlet?DISPLAY_ID=DIRECT&NEXT_DISPLAY_ID=U000004&CONTENTS_ID=2311

新潟県 刈羽村 H22.3 建設課

富山県 南砺市 H23.5.26 http://www.city.nanto.toyama.jp/cms-sypher/www/info/detail.jsp?id=7719

富山県 射水市 H24.4 http://www.city.imizu.toyama.jp/guide/svGuideDtl.aspx?servno=3756

石川県 金沢市 H23.3 http://www4.city.kanazawa.lg.jp/29210/kyouryou/kyouryou.html

石川県 小松市 H25.4.1 http://www.city.komatsu.lg.jp/doboku/

石川県 珠洲市 H22.7 http://www.city.suzu.ishikawa.jp/home/kakuka/kensetu/syuuzenkeikaku.htm

石川県 羽咋市 H24.3 http://www.city.hakui.ishikawa.jp/sypher/www/info/detail.jsp?id=2875

石川県 能美市 H23.4 http://www.city.nomi.ishikawa.jp/doboku/kyoryotyojuka.html

石川県 野々市市 H24.4 http://www.city.nonoichi.lg.jp/kensetsu/aisyounituite_4.html

石川県 津幡町 H24.3.14 http://www.town.tsubata.ishikawa.jp/soshiki/toshikensetsu/津幡町の橋の長寿命化修繕計画.pdf

石川県 志賀町 H22.8 http://www.town.shika.ishikawa.jp/shikasypher/open_imgs/info//0000000018_0000011383.pdf

石川県 宝達志水町 H23.11 http://www.hodatsushimizu.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=2324石川県 宝達志水町 p // jp/ pp / / / j p

石川県 中能登町 H23.8.19 http://www.town.nakanoto.ishikawa.jp/webapps/www/info/detail.jsp?id=2252

石川県 穴水町 H23.9 http://www.town.anamizu.ishikawa.jp/mpsdata/web/1520/kyouryoutenken.pdf

石川県 能登町 H22.12 http://www.town.noto.ishikawa.jp/www/info/detail.jsp?common_id=1015

岐阜県 瑞穂市 H24.3 http://www.city.mizuho.lg.jp/machi/douro/p-4818.html

岐阜県 本巣市 H24.3 建設課窓口

岐阜県 笠松町 H24.6 http://www.town.kasamatsu.gifu.jp/docs/2012121900396/

岐阜県 北方町 H22.3 北方町役場都市環境農政課窓口にて公表

岐阜県 大垣市 H24.3 http://www.city.kaizu.lg.jp/life-guide/life/traffic/kyoryochojumyoka-shuzenkeikaku.html

岐阜県 海津市 H24.3 http://www.city.kaizu.lg.jp/kensetuka/douro/kyoryo.jsp

岐阜県 養老町 H23.6 http://www.town.yoro.gifu.jp/view.rbz?nd=115&ik=1&pnp=115&cd=1024

岐阜県 関ケ原町 H24.3.5 http://www.town.sekigahara.gifu.jp/view.rbz?nd=141&of=1&ik=1&pnp=26&pnp=138&pnp=141&cd=796

岐阜県 安八町 H22.4 http://www.town.anpachi.gifu.jp/2012/03/22/%e6%a9%8b%e6%a2%81%e9%95%b7%e5%af%bf%e5%91%bd%e5%8c%96%e4%bf%ae%e7%b9%95%e8%a8%88%e7%94%bb/

岐阜県 揖斐川町 H23.6 http://www1.town.ibigawa.lg.jp/cms/contents_detail.php?co=kak&frmId=2097

岐阜県 大野町 H23.3 http://www.town-ono.jp/life/koufukin/kyouryou.pdf

岐阜県 美濃市 H24.4 http://www.city.mino.gifu.jp/pages/3213/binary_files/141f51b8-14bd-4bb2-a923-8b1180016ceb

岐阜県 関市 H24.9 http://www.city.seki.lg.jp/0000001274.html

岐阜県 郡上市 H25.4 http://www.city.gujo.gifu.jp/admin/info/post-213.html

岐阜県 美濃加茂市 H24.4.27 http://www.city.minokamo.gifu.jp/seikatu/contents.cfm?id=4531&g1id=5

岐阜県 富加町 H22.6 http://www.town.tomika.lg.jp/guide/kurashi/kyouryou-tenken_kekka.html

岐阜県 川辺町 H23.7 http://demo-kawabe.wikii.jp/wp-content/uploads/2013/02/川辺町橋梁長寿命化修繕計画の策定について.pdf

岐阜県 七宗町 H23.8 http://www.hichiso.jp/kurashi/kennsetsu/kyouryoutennkenn.pdf

岐阜県 八百津町 H22.7 http://www.town.yaotsu.gifu.jp/sosiki/kensetu/hashi.pdf

岐阜県 白川町 H24.3 http://www.town.shirakawa.lg.jp/div/dourokensetu/pdf/doboku/shirakawatyou-syuuzenkeikaku.pdf

岐阜県 東白川村 － http://www.vill.higashishirakawa.lg.jp/download/H21%20tenkenitiran.pdf

岐阜県 多治見市 H24.3.7 http://www.city.tajimi.lg.jp/kurashi/doro/kyoryo.html

岐阜県 瑞浪市 H25.3 http://www.city.mizunami.gifu.jp/work/engineering/syuzen_keikaku/

岐阜県 中津川市 H25.3 http://www.city.nakatsugawa.gifu.jp/wiki/images/1/18/%E6%A9%8B%E6%A2%81%E9%95%B7%E5%AF%BF%E5%91%BD%E5%8C%96%E4%BF%AE%E7%B9%95%E8%A8%88%E7%94%BB%EF%BC%88%E6%A9%8B%E6%A2%81%E7%82%B9%E6%A4%9C%EF%BC%89%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A63.pdf

岐阜県 恵那市 H24.3 http://www.city.ena.lg.jp/jigyousya/douro/dourosyuzen/

岐阜県 下呂市 H24.3 http://www.city.gero.lg.jp/gyousei/view.rbz?nd=160&ik=1&pnp=101&pnp=160&cd=2003
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岐阜県 高山市 H24.3 建設課窓口

静岡県 下田市 H22.9.1 http://www.city.shimoda.shizuoka.jp/site/shimoda/html/category/top/923.html

静岡県 河津町 H24.9.19 http://www.town.kawazu.shizuoka.jp/gyousei/kyouryou-keikaku/

静岡県 南伊豆町 H24.4 http://www.town.minamiizu.shizuoka.jp/docs/2013031200347/

静岡県 西伊豆町 H24.4.1 産業建設課

静岡県 松崎町 H23.4.20 http://www.town.matsuzaki.shizuoka.jp/FMPro?-db=m_faq_02.fp5&-lay=web&-format=p03.html&-script=NO&-max=all&-sortfield=NO&NO=2243&-find

静岡県 沼津市 H24.4 http://www.city.numazu.shizuoka.jp/shisei/office/ichiran/kensetsu/ijikanri/pdf/005-2.pdf

静岡県 三島市 H24.5.1 http://www.city.mishima.shizuoka.jp/ipn009523.html

静岡県 小山町 H22.5.18 建設課窓口

静岡県 富士宮市 H23.4 http://www.city.fujinomiya.shizuoka.jp/doro/images/kyoryo.pdf

静岡県 富士市 H22.8 http://www.city.fuji.shizuoka.jp/hp/menu000008300/hpg000008287.htm

静岡県 島田市 H25.3.29 http://www.city.shimada.shizuoka.jp/kanri_k/kanri.html

静岡県 吉田町 H23.3 http://www.town.yoshida.shizuoka.jp/news/newsview.asp?cd=9&id=518

静岡県 袋井市 H24.6 建設課窓口

愛知県 春日井市 H25.4 http://www.city.kasugai.lg.jp/machi/douro/020797.html

愛知県 豊明市 H24.9 土木課窓口

愛知県 長久手市 H25.2 http://www.city.nagakute.lg.jp/kurashi/douro/doboku/kyouryou.html

愛知県 犬山市 H25.3.11 http://www.city.inuyama.aichi.jp/business/kenchiku/index.html

愛知県 弥富市 H23.10.1 http://www.city.yatomi.lg.jp/kurashi/machi20/kyouryou.pdf

愛知県 阿久比町 H24.4.1 建設環境課

愛知県 南知多町 H24.4 http://www.town.minamichita.lg.jp/main/kensetu/PDF/kyoryo_plan.pdf

愛知県 美浜町 － http://www.town.mihama.aichi.jp/docs412000/index.html

愛知県 西尾市 H25.3 http://www.city.nishio.aichi.jp/index.cfm/10,26878,103,490,html

愛知県 豊田市 H23.4.5 http://www.city.toyota.aichi.jp/division/ah00/ah09/1224822_7140.html

愛知県 東栄町 H24.4 建設課窓口での閲覧

愛知県 豊根村 H23.7.1 経済土木課窓口

愛知県 豊橋市 H24.3.29 http://www.city.toyohashi.aichi.jp/bu_kensetsu/dourokensetsu/kyoryo_seibi.html

愛知県 蒲郡市 H23.4.1 土木港湾課窓口

三重県 木曽岬町 H24.10 木曽岬町役場産業建設課

三重県 菰野町 H24年度 http://www2.town.komono.mie.jp/secure/3276/keikaku.pdf重県 菰野町 年度 p // jp/ / / p

三重県 松阪市 H24.2.20 http://www.city.matsusaka.mie.jp/www/contents/1000300005000/files/keikaku.pdf

三重県 玉城町 H23.6.9 http://www.town.tamaki.mie.jp/hpdata/_images/Media/oshirase/kyouryoukeikaku.pdf

三重県 伊賀市 H25.1 http://www.city.iga.lg.jp/ctg/24083/24083.html

三重県 尾鷲市 H24.10 http://www.city.owase.lg.jp/contents_detail.php?co=ser&frmId=8489

三重県 御浜町 H23.4 http://www.town.mihama.mie.jp/yakuba/sangyoukensetu/tenkenkekaitiran.pdf

滋賀県 長浜市 H24.3.31 道路河川課

滋賀県 甲賀市 H24.4.1 建設管理課

京都府 宇治市 H23.6 http://www.city.uji.kyoto.jp/0000005848.html

大阪府 豊中市 H22.4 http://www.city.toyonaka.osaka.jp/top/bousai/doro/kyouryou/index.html

兵庫県 明石市 H24.4 http://www.city.akashi.lg.jp/doboku/dousei_ka/shise/gyose/kekaku/shuzenkekaku.html

兵庫県 西宮市 H23.3 http://www.nishi.or.jp/contents/00012510000300030.html

兵庫県 豊岡市 H21.7 http://www.city.toyooka.lg.jp/www/contents/1246604166941/index.html

兵庫県 三田市 H24.7.1 http://www.city.sanda.lg.jp/douro/kyouryou.html

兵庫県 丹波市 H25.4.1 http://www.city.tamba.hyogo.jp/soshiki/kensetsukanri/kyouryou.html

兵庫県 たつの市 H24.7 http://www.city.tatsuno.lg.jp/kensetsu/documents/tennkenn.pdf

奈良県 安堵町 H23.4.1 産業建設課窓口

和歌山県 和歌山市 H23.12 http://www.city.wakayama.wakayama.jp/menu_1/gyousei/dourokanri/index.html

和歌山県 かつらぎ町 H25.3 http://www.town.katsuragi.wakayama.jp/

和歌山県 日高町 H22.2 http://www.town.hidaka.wakayama.jp/pdf/plan/10kyouryou_choujumyouka_syuuzen-plan.pdf

和歌山県 すさみ町 H23.4 産業建設課

鳥取県 倉吉市 H23.5.31 http://www.city.kurayoshi.lg.jp/p/gyousei/div/kensetsu/kensetsu/6/

鳥取県 大山町 H25.3 http://www.daisen.jp/p/1/10/9/25/

鳥取県 智頭町 H21.10 http://cms.sanin.jp/system/site/upload/live/2176/atc_1256935047.pdf

鳥取県 南部町 H23.7 http://www.town.nanbu.tottori.jp/system/site/upload/live/13/atc_1309338797.pdf

鳥取県 日野町 H22.5 http://www.town.hino.tottori.jp/dd.aspx?itemid=31497#moduleid1257

鳥取県 岩美町 H23.6 http://www.iwami.gr.jp/dd.aspx?menuid=2289

鳥取県 三朝町 H22.5 http://www.town.misasa.tottori.jp/315/319/329/5791.html

鳥取県 琴浦町 H23.8 http://www.town.kotoura.tottori.jp/cms/index1349.html

島根県 浜田市 H25.3 建設整備課
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島根県 美郷町 H25.3.31 役所窓口等

島根県 隠岐の島町 H22.6.1 役所窓口等

岡山県 倉敷市 H22.7 http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=12273#itemid35911

岡山県 津山市 H25.4 http://www.city.tsuyama.lg.jp/index.cfm/23,38936,187,html

岡山県 玉野市 H21.12 http://www.city.tamano.okayama.jp/webapps/www/service/detail.jsp?id=4760

岡山県 総社市 H22.7 http://www.city.soja.okayama.jp/kankyo_machidukuri/machidsukuri/doro/hashi_tyoju_plan2009.jsp

岡山県 高梁市 H24.2 http://www.city.takahashi.okayama.jp/soshiki/10/kyoro.html

岡山県 備前市 H24.3 http://www.city.bizen.okayama.jp/shimin/benri/toshi/kokudoriyou_2.jsp

岡山県 瀬戸内市 H25.3.6 http://www.city.setouchi.lg.jp/data/pdf/kensetsu/kyouryou.pdf

岡山県 赤磐市 H22.7 http://www.city.akaiwa.lg.jp/annai/tyoujumyou_hyousi.pdf

岡山県 真庭市 H25.3 http://www.city.maniwa.lg.jp/webapps/www/info/detail_2.jsp?id=2946

岡山県 美作市 H25.6 http://www.city.mimasaka.lg.jp/www/common/detail.jsp?common_id=6348&parent_genre_id=36

岡山県 浅口市 H24.4.13 http://www.city.asakuchi.okayama.jp/gyose/machi/toshi/hashi.html

岡山県 鏡野町 H23.7 http://www.town.kagamino.lg.jp/modules/cms/pub_content_detail.php?id=504&stat=0

岡山県 西粟倉村 H23.3 http://ns.vill.nishiawakura.okayama.jp/Z.others/road_life.pdf

広島県 呉市 H24.6.1 http://www.city.kure.lg.jp/^doboku/kyouryou.pdf

広島県 大竹市 H23.9.2 http://www.city.otake.hiroshima.jp/clink/kyouryoutenken.html

広島県 東広島市 H23.3 http://www.city.higashihiroshima.hiroshima.jp/soshiki/37/choujumyouka.html

広島県 三原市 H24.9.26 土木管理課窓口

広島県 尾道市 － 維持修繕課窓口

広島県 世羅町 H22.10.28 建設課窓口

広島県 庄原市 H25.3.26 http://www.city.shobara.hiroshima.jp/industry/doro/post-116.html

徳島県 鳴門市 H22.10 http://www.city.naruto.tokushima.jp/contents/road/genkyo.html

徳島県 美馬市 H25.1 http://www.city.mima.lg.jp/5/217/003024.html

徳島県 三好市 Ｈ22.3 建設部で閲覧

徳島県 勝浦町 H22.10 http://www.town.katsuura.lg.jp/docs/2010111200525/

徳島県 那賀町 H23.6 http://www.town.tokushima-naka.lg.jp/docs/2011060900023/

徳島県 上板町 H23.2.21 http://www.townkamiita.jp/docs/2011020400662/

徳島県 つるぎ町 H24.2 http://www.town.tokushima-tsurugi.lg.jp/shakaisihon.html

徳島県 東みよし町 H23.8 http://www.town.higashimiyoshi.lg.jp/gyosei/img/kyoryo.pdf徳島県 東みよし町 p // g y g jp/gy / g/ y y p

香川県 丸亀市 － http://www.city.marugame.lg.jp/itwinfo/i14139/

香川県 観音寺市 H24.4 http://www.city.kanonji.kagawa.jp/info/w80/120413-1.html

香川県 さぬき市 Ｈ24.2 http://www.city.sanuki.kagawa.jp/executive/plan/kyoryoplan.html

香川県 三豊市 H24.8 http://www.city.mitoyo.lg.jp/forms/info/info.aspx?info_id=8352

香川県 宇多津町 H23.9 http://town.utazu.kagawa.jp/government/keikaku/

香川県 多度津町 － http://www.town.tadotsu.kagawa.jp/itwinfo/i1121/

愛媛県 宇和島市 H22.10 http://www.city.uwajima.ehime.jp/www/contents/1285544298382/index.html

愛媛県 八幡浜市 H24.10 http://www.city.yawatahama.ehime.jp/03jyouhou/kensetu/11ken_kyoryo/kyoryoplan.htm

愛媛県 西条市 H22.6 http://www.city.saijo.ehime.jp/khome/kensetsudoro/oshirase/kyoryoshuzen.html

愛媛県 大洲市 H23.6.13 http://www.city.ozu.ehime.jp/life/news/detail_2028.html

愛媛県 伊予市 H25.1 http://www.city.iyo.lg.jp/dourokasen/20130110-2.html

愛媛県 内子町 Ｈ23.1 http://www.town.uchiko.ehime.jp/soshiki/9/kyouryou.html

愛媛県 愛南町 H22.12 http://www.town.ainan.ehime.jp/news/detail.html?gmenu=2&lmenu=1&new_rec=2044

高知県 奈半利町 H24.5 地域振興課

高知県 安田町 H22.3 経済建設課

高知県 南国市 H24.8 http://www.city.nankoku.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnKey=1685

高知県 香美市 H22.7 http://www.city.kami.kochi.jp/soshiki/27/choujumyou.html

高知県 土佐町 - http://www.town.tosa.kochi.jp/pdf/11dourokyou.pdf

高知県 いの町 H23.3 http://www.town.ino.kochi.jp/kurashi_kensetu08.html

高知県 日高村 H22.5 http://www.vill.hidaka.kochi.jp/cgi/site_list_page.cgi?ID=20100806181506

高知県 越知町 H23.6 http://www.town.ochi.kochi.jp/yakuba/sangyou/info/tenken21.htm

高知県 仁淀川町 H24.12 産業建設課

高知県 檮原町 H22.7 http://www.town.yusuhara.kochi.jp/pubinfo/syuzenkeikaku.pdf

高知県 四万十町 H22.8 http://www.town.shimanto.lg.jp/life/detail.php?hdnKey=882

高知県 四万十市 H24.4 http://www.city.shimanto.lg.jp/life/road/bridge/index.html

高知県 黒潮町 H24.3 http://www.town.kuroshio.lg.jp/sosiki/machidukurika/

高知県 宿毛市 H22.6 http://www.city.sukumo.kochi.jp/info.php?eid=00037

高知県 大月町 H25.2 http://www.town.otsuki.kochi.jp/

高知県 三原村 H24.3 http://www.vill.mihara.kochi.jp/info/pdf/20120401.pdf
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福岡県 久留米市 H24.3 公園土木管理事務所窓口

福岡県 柳川市 H25.4.1 建設課窓口

福岡県 嘉麻市 H24.3.21 土木課窓口

福岡県 朝倉市 H22.4 建設課窓口

福岡県 八女市 H22.4 建設課窓口で閲覧

福岡県 筑紫野市 H24.4 維持管理課

福岡県 春日市 H23.3 情報公開コーナーで閲覧

福岡県 宗像市 H24.4.1 維持管理課窓口

福岡県 太宰府市 H23.8.5 建設課

福岡県 古賀市 H25.2.26 http://www.city.koga.fukuoka.jp/cityhall/work/kensetsu/012.php

福岡県 福津市 H24.11 窓口にて公表

福岡県 うきは市 H25.4.1 住環境建設課窓口

福岡県 みやま市 H23.5.1 土木課にて閲覧

福岡県 那珂川町 H24.3 http://www.town.fukuoka-nakagawa.lg.jp/douro/kensetu/25chojumyoka.html

福岡県 篠栗町 H23.3 都市整備課

福岡県 須恵町 H24.3.31 都市整備課窓口

福岡県 粕屋町 H22.4 http://www.town.kasuya.fukuoka.jp/jigyosha/toshiseibi/douro/kyouryou/index.html

福岡県 水巻町 H24.6 建設課

福岡県 岡垣町 H22.12 http://www.town.okagaki.fukuoka.jp/000006496.pdf

福岡県 遠賀町 H24.4 建設課で閲覧

福岡県 桂川町 H24.10 建設事業課

福岡県 東峰村 H25.4 農林建設課で閲覧

福岡県 大刀洗町 H24.3 建設課管理係

福岡県 広川町 H23.4 http://www.town.hirokawa.fukuoka.jp/kurashiguide/tochidourokasen/tochidouro_15.htm

福岡県 香春町 H24.4.1 建設課窓口

福岡県 川崎町 H24.3.1 建設課窓口

福岡県 福智町 H23.4.1 建設課

福岡県 赤村 H24.3 産業建設課窓口

福岡県 苅田町 H24.4 施設建設課窓口

福岡県 みやこ町 Ｈ22.6 建設課窓口で閲覧福岡県 みや 町 建設課窓 で閲覧

福岡県 吉富町 H23.9 http://www.town.yoshitomi.lg.jp/p/1/8/6/12/

福岡県 上毛町 H22.3 建設課で閲覧

佐賀県 佐賀市 H24.4 役所窓口等にて公表

佐賀県 多久市 H23.7.1 http://www.city.taku.lg.jp/site/view/contview.jsp?cateid=57&id=3255&page=1

佐賀県 伊万里市 H22.7.1 役所窓口等

佐賀県 小城市 H22.7 http://www.city.ogi.lg.jp/main/4863.html

佐賀県 吉野ヶ里町 H22.8.31 http://www.town.yoshinogari.saga.jp/contents/1_10197.html

佐賀県 基山町 － 役所窓口等

佐賀県 みやき町 H23.7 建設課窓口

佐賀県 大町町 H22.11 http://www.town.omachi.saga.jp/04_public_service/02_mokuteki/kurashi_index.html

佐賀県 江北町 H22.9 役場建設課

佐賀県 白石町 H24.3 役所窓口等

佐賀県 太良町 H22.9.1 http://www.town.tara.saga.jp/index2.php?q=104

長崎県 諫早市 H23.8 http://www.city.isahaya.nagasaki.jp/of/08_doboku/03_douro/pdf/kenzendo.pdf

長崎県 平戸市 H24.4 http://www.city.hirado.nagasaki.jp/city/info/prev.asp?fol_id=17624

長崎県 松浦市 H23.1 http://www.city-matsuura.jp/www/contents/1294200780109/files/hasi.pdf

長崎県 対馬市 H23.4 http://www.city.tsushima.nagasaki.jp/policy/cat21/post_68.html

長崎県 壱岐市 (H24.4.3) http://www.city.iki.nagasaki.jp/modules/cityplanning/index.php?content_id=202

長崎県 五島市 H22.7 http://www.city.goto.nagasaki.jp/pc/policy/index58.html

長崎県 西海市 H23.8 http://www.city.saikai.nagasaki.jp/docs/2011081800012/

長崎県 雲仙市 H25.4 http://www.city.unzen.nagasaki.jp/

長崎県 長与町 H22.6 http://www.nagayo.jp/seisaku/keikaku/images/tyoujyu.pdf

長崎県 川棚町 H23.1 http://www.kawatana.jp/yakuba/section/img/23_02.pdf

熊本県 人吉市 H23.3 http://www.city.hitoyoshi.lg.jp/q/aview/176/2836.html

熊本県 荒尾市 H22.4 http://www.city.arao.lg.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=111&id=383&set_doc=1

熊本県 山鹿市 H23.4.1 建設課窓口

熊本県 宇土市 H25.4.1 土木課

熊本県 上天草市 H23.3 http://www.city.kamiamakusa.kumamoto.jp/q/aview/56/746.html

熊本県 阿蘇市 H21.11 http://www.city.aso.kumamoto.jp/news/pdf/hashi_plan.pdf
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熊本県 天草市 H23.3.11 http://www.city.amakusa.kumamoto.jp/info/pub/detail.asp?c_id=155&id=1825&pg=3&wd=&SelY=0&SelM=0&SelD=0&bkc_id=25&type=new

熊本県 美里町 H23.4 http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/q/aview/93/769.html

熊本県 玉東町 H25.3.27 http://www.town.gyokuto.kumamoto.jp/

熊本県 和水町 H24.4.9 http://www.town.nagomi.lg.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=41&id=166&set_doc=1

熊本県 大津町 H22.7 http://www.town.ozu.kumamoto.jp/development/seibi/kyoryo.html

熊本県 菊陽町 H25.3.22 http://www.town.kikuyo.lg.jp/soshiki/11/kyoryo.html

熊本県 南小国町 H21.5 http://www.town.minamioguni.kumamoto.jp/living/docs/kyouryou_tyoujumyou.pdf

熊本県 産山村 H24.9 建設課窓口

熊本県 高森町 H23.5 http://www.town.takamori.kumamoto.jp/chosha/kensetsu/2011/03/tenkenkekka.html

熊本県 西原村 H22.6 役場窓口

熊本県 南阿蘇村 H22.8 http://www.vill.minamiaso.lg.jp/uploaded/attachment/223.pdf

熊本県 嘉島町 H23.4 http://www.town.kashima.kumamoto.jp/kihon/pub/Detail.aspx?c_id=20&id=48&pq=1

熊本県 山都町 H24.1 http://www.town.kumamoto-yamato.lg.jp/common/UploadFileDsp.aspx?c_id=84&id=131&sub_id=1&flid=620

熊本県 多良木町 H24..4.4 http://www.town.taragi.lg.jp/dl?q=1790_filelib_ebfb652aaefa6283d517abf346c3ac90.pdf

熊本県 相良村 H24.4 http://www.vill.sagara.lg.jp/index.php?type=article&mode=articleView&articleid=1463&categoryid=28

熊本県 山江村 H22.7.26 http://www.vill.yamae.lg.jp/userimage/6/kyouryou.pdf

熊本県 球磨村 H22.5.11 http://www.kumamura.com/kensetsu/kyouryou_tenken/kyouryou_tenken_kekka.data/tenken_kekka.pdf

熊本県 あさぎり町 H23.5 http://www.asagiri-town.net/q/aview/76/2540.html

大分県 別府市 H22.4 http://www.city.beppu.oita.jp/03gyosei/douro/bridge/index.html

大分県 佐伯市 H23.7 http://www.city.saiki.oita.jp/city/img/kyouryou-tennkenn(H23).pdf

大分県 津久見市 H22.8 http://www.city.tsukumi.oita.jp/30/202/001186.html

大分県 竹田市 H24.3 www.city.taketa.oita.jp/busyo_news/?id=97 

大分県 豊後高田市 H22.4 http://www.city.bungotakada.oita.jp/kensetu/page_00005.html

大分県 由布市 H22.6 http://www.city.yufu.oita.jp/kurashi/kensetsu/kyoryokeikaku.htm

大分県 日出町 H23.4 http://www.town.hiji.oita.jp/www/contents/1280393495885/index.html

大分県 九重町 H22.6.30 http://www.town.kokonoe.oita.jp/index.php?sub=content&contentid=39

大分県 玖珠町 H24.1.20 http://www.town.kusu.oita.jp/124.html

宮崎県 宮崎市 H24.4 http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/www/contents/1301458827173/index.html

宮崎県 延岡市 H22.4 http://www.city.nobeoka.miyazaki.jp/contents/toshi/doboku/syuzen/index.html

宮崎県 西都市 H24.6 http://www.city.saito.miyazaki.jp/tempimg/130416153434201304161539061f.pdf宮崎県 西都市 p // y y jp/ p g/ p

宮崎県 三股町 H23.3 http://www.town.mimata.lg.jp/modules/article/index.php?content_id=411

宮崎県 国富町 H23.11.4 http://www.town.kunitomi.miyazaki.jp/modules/content012/index.php?id=4

宮崎県 高鍋町 H23.5.26 http://www.town.takanabe.miyazaki.jp/publicoffice/toshikensetsu/kyouryou.html

宮崎県 西米良村 - http://www.nishimera.jp/modules/contents03/index.php/content0048.html

宮崎県 川南町 H23.8.15 http://www.town.kawaminami.miyazaki.jp/kensetsuka/toshikeikaku/kyouryoutenken.jsp

宮崎県 門川町 H24.5.1 建設課

宮崎県 諸塚村 H24.9.1 建設課

宮崎県 椎葉村 H22.3.16 http://www.vill.shiiba.miyazaki.jp/cms/index.php?itemid=1337

宮崎県 美郷町 H23.6 http://www.town.miyazaki-misato.lg.jp/2827.htm　　

宮崎県 高千穂町 H22.8.1 http://www.town-takachiho.jp/industry/plan/entry100723483.html

鹿児島県 鹿児島市 H22.3 http://www.city.kagoshima.lg.jp/_1010/shimin/3machidukuri/3-8douro/_33636.html

鹿児島県 志布志市 H24.3 http://www.city.shibushi.lg.jp/www/contents/1332723924365/index.html

鹿児島県 南九州市 H24.1.10 建設課窓口

鹿児島県 姶良市 H23.4 土木課窓口

鹿児島県 南大隅町 H22.8.23 http://www.town.minamiosumi.lg.jp/minami05/depart/kennsetu/kyoryochoju.pdf

鹿児島県 肝付町 H22.4 建設課窓口

沖縄県 石垣市 H23.10.20 http://www.city.ishigaki.okinawa.jp/home/kensetsubu/toshikensetsu/pdf/2011102001.pdf

沖縄県 国頭村 H25.3.29 http://www.vill.kunigami.okinawa.jp/news_kunigami/wp-content/uploads/2013/03/%E5%9B%BD%E9%A0%AD%E6%9D%91%E5%85%AC%E8%A1%A8%E8%B3%87%E6%96%992.pdf

沖縄県 大宜味村 H23.5.11 建設環境課

沖縄県 今帰仁村 H24.5 http://www.nakijin.jp/nakijin.nsf/image/1BC7062CE75DFC90492579F10021DEB3/$FILE/kyouryou.pdf

沖縄県 本部町 H25.1 広報誌
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