
平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
湖水橋 蕗の台朱鞠内停車場線 北海道 北海道 通行規制
湖畔橋 蕗の台朱鞠内停車場線 北海道 北海道 通行規制
錦橋 南黄金長和線 北海道 北海道 通行止め
一号橋 豊似広尾線 北海道 北海道 通行規制
第３号橋 清水谷足寄線 北海道 北海道 通行規制
知津狩新橋 知津狩線 北海道 石狩市 通行規制
岡山橋 東岡山線 北海道 岩見沢市 通行止め
旧桂橋 桂沢６号線 北海道 三笠市 通行止め
春日台橋 春日町１号線 北海道 三笠市 通行止め
旭北1線橋 旭北１線 北海道 芦別市 通行止め
頼城橋 西芦別東頼城線 北海道 芦別市 通行規制
大進橋 頼城川岸線 北海道 芦別市 通行規制
三角橋 常磐三角線 北海道 芦別市 通行規制
双吉橋 南花月台西１線 北海道 新十津川町 通行規制
共和吊橋 共和線 北海道 幌加内町 通行止め
栄竜橋 共栄線 北海道 幌加内町 通行止め
冷水橋 冷水通線 北海道 島牧村 通行規制
上新甫橋 新甫川通線 北海道 島牧村 通行規制
五十嵐2号橋 中の川湯別線 北海道 黒松内町 通行規制
寒別橋 東３号豊岡線 北海道 倶知安町 通行規制
小樽内橋 小樽樽川３線 北海道 小樽市 通行止め
蘭島第三連絡橋 蘭島第三連絡通線 北海道 小樽市 通行規制
海兵橋 蘭島第四連絡通線 北海道 小樽市 通行規制
花園橋 鹿の谷３丁目線 北海道 夕張市 通行規制
紅沼橋 沼ノ沢紅葉山線 北海道 夕張市 通行規制
葵橋 楓小学校通学線 北海道 夕張市 通行止め
産化4号橋 北沼・茶志内西4号線 北海道 美唄市 通行止め
無第10号橋 北滝の川東831号線 北海道 滝川市 通行規制
西2条橋 西2条北通り 北海道 砂川市 通行規制
高速4号橋 高速4号通り 北海道 砂川市 通行規制
十二戸橋 湯内松山線 北海道 深川市 通行規制
石黒橋 美葉牛東2線 北海道 北竜町 通行規制
中の沢橋 小豆沢開拓線 北海道 北竜町 通行規制
蓬内橋 瀬田来７号線 北海道 函館市 通行規制
小田島五号橋 亀田港３５号線 北海道 函館市 通行規制
第４滝の沢橋 滝沢９号線 北海道 函館市 通行規制
見晴橋 見晴１号線 北海道 函館市 通行規制
早川5号橋 早川線 北海道 上ノ国町 通行止め
早川10号橋 早川線 北海道 上ノ国町 通行止め
東旭川第37号橋 瑞穂道路２号線 北海道 旭川市 通行規制
山部川橋 南陽２６線 北海道 富良野市 通行規制
大橋 東山下金山線 北海道 富良野市 通行規制
下の沢橋 麓郷下の沢線 北海道 富良野市 通行規制
東学田２号橋 北２号線 北海道 富良野市 通行規制
月形橋 ６条道路 北海道 当麻町 通行規制
１号橋 東２丁目道路 北海道 当麻町 通行規制
丘の下橋 丘の下道路 北海道 当麻町 通行規制
内藤橋 幾寅市街地停車場線 北海道 南富良野町 通行規制
鹿越大橋 東鹿越石山線 北海道 南富良野町 通行規制
緑橋 高原温泉道路 北海道 上川町 通行規制
石狩橋 高原温泉道路 北海道 上川町 通行規制
末廣橋 高原温泉道路 北海道 上川町 通行規制
エイコ橋 高原温泉道路 北海道 上川町 通行規制
景勝橋 高原温泉道路 北海道 上川町 通行規制
高原橋 高原温泉道路 北海道 上川町 通行規制
ニニウ自転車道橋 ニニウ２号第２支線 北海道 占冠村 通行止め
牧場橋 アリサラップ牧場線 北海道 占冠村 通行規制
１１号橋 占冠１号支線 北海道 占冠村 通行規制
占川２号橋 占川線 北海道 占冠村 通行規制
トマム７線橋 トマム北７線 北海道 占冠村 通行規制
歌越別橋 共成線 北海道 初山別村 通行規制
15橋 本郷15線 北海道 大空町 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
二十三線橋 四区２３線 北海道 滝上町 通行止め
中興橋 中興部六興線道路 北海道 西興部村 通行規制
第１号橋 鱒浦勇仁川沿線 北海道 網走市 通行止め
第１号橋 市街地４０号 北海道 遠軽町 通行規制
第２号橋 湯の里原野道路 北海道 遠軽町 通行規制
第１号橋 湯の里２号道路 北海道 遠軽町 通行規制
勇払２号橋 沼ノ端西２条線 北海道 苫小牧市 通行止め
勇払橋 東部南通線 北海道 苫小牧市 通行規制
樽前川１号橋 樽前錦岡農道１条線 北海道 苫小牧市 通行規制
きよせ橋 有珠川４条線 北海道 苫小牧市 通行規制
古潭橋 清水第１線道路 北海道 清水町 通行止め
美農里橋 美農里橋線 北海道 弟子屈町 通行規制
旭岱５橋 旭岱６号線 北海道 乙部町 通行規制
ミナゴヤ橋 ミナゴヤ連絡線 北海道 知内町 通行止め
虹かけ橋 霞台１号線 北海道 森町 通行止め
旭水道2号橋 旭水源地線 北海道 平取町 通行規制
第2号橋 泉川第1地区東7号線 北海道 別海町 通行規制
桜橋 上春別福島線 北海道 別海町 通行規制
第1号橋 上春別福島線 北海道 別海町 通行規制
1号橋 泉川第1地区第2東3号線 北海道 別海町 通行規制
ニレ橋 知茶布道路 北海道 釧路市 通行止め
阿寒布伏内１号橋 阿寒雄別道路 北海道 釧路市 通行規制
阿寒布伏内２号橋 阿寒雄別道路 北海道 釧路市 通行規制
阿寒布伏内３号橋 阿寒雄別道路 北海道 釧路市 通行規制
大和橋 国道連絡道路 北海道 釧路市 通行規制
蜆橋 風連別馬主来線 北海道 釧路市 通行規制
ポンチノミ橋 風連別馬主来線 北海道 釧路市 通行規制
波若橋 風連別馬主来線 北海道 釧路市 通行規制
風連別橋 風連別馬主来線 北海道 釧路市 通行規制
馬主来橋 奥高安線 北海道 釧路市 通行規制
川西１号橋 川西尺別線 北海道 釧路市 通行規制
中川橋 尺別原野６号線 北海道 釧路市 通行規制
新井橋 茶安別茂茶安別線 北海道 釧路市 通行規制
拓農橋 遠野６号線 北海道 釧路町 通行止め
白坂橋 遠野６号線 北海道 釧路町 通行止め
柏谷橋 野塚川原通り線 北海道 積丹町 通行規制
番屋の沢大橋 婦美通り 北海道 積丹町 通行規制
大平橋 豊浜通線 北海道 島牧村 通行規制
巻渕橋 石切山線 北海道 神恵内村 通行止め
幌萌橋 幌萌公園線 北海道 羅臼町 通行止め
中央第１７号橋 東光１３条１丁目１号線 北海道 旭川市 通行規制
中央第２３号橋 豊岡２条２・３丁目間１号線 北海道 旭川市 通行規制
栄寿橋 東光７条8丁目１号線 北海道 旭川市 通行規制
中央第５３号橋 豊岡４･６条間８丁目１号線 北海道 旭川市 通行規制
深草橋 瑞穂７号線 北海道 旭川市 通行規制
東旭川第３５号橋 瑞穂道路２号線 北海道 旭川市 通行規制
風雲橋 風運通り 北海道 標茶町 通行止め
法量橋 七戸十和田湖線 青森県 青森県 通行規制
赤田橋 新敷線 青森県 おいらせ町 通行規制
幸橋 木内々線 青森県 おいらせ町 通行規制
開明橋 三田・秋堂線 青森県 おいらせ町 通行規制
神明橋 阿光坊線 青森県 おいらせ町 通行規制
甲田端 甲地・甲田線 青森県 東北町 通行規制
入沼橋 根前・間手場線 青森県 東北町 通行規制
湖畔橋 410号線 青森県 東北町 通行規制
花切橋 410号線 青森県 東北町 通行規制
徳万才線 147号線 青森県 東北町 通行規制
川去橋 138号線 青森県 東北町 通行規制
大浦橋 135号線 青森県 東北町 通行規制
喜藤橋 131号線 青森県 東北町 通行規制
赤平橋 126号線 青森県 東北町 通行規制
八幡橋 114号線 青森県 東北町 通行規制
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新舘橋 128号線 青森県 東北町 通行規制
大筋橋 368号線 青森県 東北町 通行規制
新山橋 550号線 青森県 東北町 通行規制
稲荷橋 鶏沢有畑線 青森県 横浜町 通行規制
五戸橋 川原町線 青森県 五戸町 通行規制
高橋跨線橋 高橋・麦沢線 青森県 南部町 通行規制
福地橋 苫米地・福田線 青森県 南部町 通行規制
大向道跨線橋 下ﾀ構・牧野平線 青森県 南部町 通行規制
天ヶ森橋 天ヶ森1号線 青森県 三沢市 通行規制
長栄橋 高屋敷・鶴喰線 青森県 六戸町 通行規制
盛運橋 高見・長谷線 青森県 六戸町 通行規制
汐干橋 ２－３－２６号線 青森県 蓬田村 通行規制
青岩橋 青岩線 青森県 三戸町 通行規制
長沢橋 長沢橋線 青森県 十和田市 通行規制
本田橋 本田妙法線 秋田県 秋田市 通行止め 架替事業中、Ｈ２５年度完了予定

中橋二号橋 中橋二号橋線 秋田県 秋田市 通行止め 架替事業中、Ｈ２４年度完了予定

琵琶沼小橋 北部公民館線 秋田県 秋田市 通行規制 架替事業中、Ｈ２３年度完了予定

米内沢橋 新町川向線 秋田県 北秋田市 通行規制
長場内橋 巻端家長場内線 秋田県 藤里町 通行止め
谷地端橋 谷地端・大沢田線 秋田県 男鹿市 通行止め 架替事業中、Ｈ２３年度完了予定

由利橋 由利橋通線 秋田県 由利本荘市 通行規制 架替事業中、Ｈ２４年度完了予定

十文字大橋 梨木古内線 秋田県 横手市 通行規制
鹿倉橋 内の岱上向線 秋田県 小坂町 通行止め
上小阿仁橋 長信田羽立線 秋田県 上小阿仁村 通行規制
米田橋 米田熊の岱線 秋田県 藤里町 通行規制
恋地橋 恋地線 秋田県 五城目町 通行規制
焼毛戸２号橋 湯の沢素波里線 秋田県 藤里町 通行規制
中嶋橋 中嶋線 秋田県 潟上市 通行規制
乱橋歩道橋 乱橋２号線 秋田県 潟上市 通行規制
畑妻橋 正戸尻畑妻線 秋田県 潟上市 通行規制
神明橋 神明支線 秋田県 潟上市 通行規制
虻川２号橋 街道上線 秋田県 潟上市 通行規制
天塩１号橋 天塩３号線 秋田県 潟上市 通行規制
天塩２号橋 天塩４号線 秋田県 潟上市 通行規制
天塩３号橋 天塩５号線 秋田県 潟上市 通行規制
二田２号橋 二田２３号線 秋田県 潟上市 通行規制
葉の木橋 田代白岩 山形県 山形県 通行規制
菅里橋 吹浦酒田 山形県 山形県 通行規制
臥龍橋 日和田松川 山形県 山形県 通行規制
桜瀬橋 天童大江 山形県 山形県 通行規制
亀井田橋 大石田畑線 山形県 山形県 通行規制
栗谷沢橋 真室川鮭川 山形県 山形県 通行規制
安久土橋 真室川鮭川 山形県 山形県 通行規制
居口橋 曲川新庄 山形県 山形県 通行規制
丸森橋 西郡居口 山形県 山形県 通行規制
西郡橋 西郡居口 山形県 山形県 通行規制
深沢橋 西郡居口 山形県 山形県 通行規制
西郡橋１号 西郡居口 山形県 山形県 通行規制
長町農道橋 馬見ヶ崎川 山形県 山形市 通行規制
賽の神橋 瀧山川 山形県 山形市 通行規制
谷柏橋 本沢川 山形県 山形市 通行規制
長生橋 矢来一丁目栄町線 山形県 上山市 通行規制
荒町川一の橋 新湯荒町線 山形県 上山市 通行規制
大谷地橋 大谷地線 山形県 上山市 通行規制
内山一の橋 内山線 山形県 上山市 通行規制
内山二の橋 内山線 山形県 上山市 通行規制
覗橋 楢下宿線 山形県 上山市 通行規制
新橋 楢下宿線 山形県 上山市 通行規制
中山橋 中山本通り線 山形県 上山市 通行規制
堅磐橋 川口２号線 山形県 上山市 通行規制
原崎橋 原崎大槻 山形県 天童市 通行規制
高擶橋 矢野目高擶 山形県 天童市 通行止め
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中江橋 庚段南大門線 山形県 山辺町 通行規制
平塩橋 柴橋平塩線 山形県 寒河江市 通行規制
稲沢橋 宮内稲沢橋線 山形県 寒河江市 通行規制
新町橋 新町麓線 山形県 寒河江市 通行規制
陵東橋 石川鹿島線 山形県 寒河江市 通行規制
北堰１号橋 石川東線 山形県 寒河江市 通行規制
化粧坂橋 化粧坂線 山形県 河北町 通行規制
旧 上橋 原町旧 上橋線 山形県 大江町 通行規制
五百川橋（車道） 西町西船渡線 山形県 朝日町 通行規制
旧明鏡橋 和合栗木沢線 山形県 朝日町 通行規制
滝の上橋 月岡入間線 山形県 西川町 通行規制
宝沢橋 下堀鶴部線 山形県 西川町 通行規制
上島橋 仁田山上島線 山形県 西川町 通行規制
水上沢橋 仁田山上島線 山形県 西川町 通行規制
弥助沢橋 仁田山上島線 山形県 西川町 通行規制
大井戸沢橋 仁田山上島線 山形県 西川町 通行規制
東沢２号橋 東沢梅沢線 山形県 西川町 通行規制
東沢３号橋 東沢梅沢線 山形県 西川町 通行規制
東沢４号橋 東沢梅沢線 山形県 西川町 通行規制
東沢５号橋 東沢梅沢線 山形県 西川町 通行規制
海味沢１号橋 高旭東浦線 山形県 西川町 通行規制
水沢川橋 綱取入間線 山形県 西川町 通行規制
入間橋 綱取入間線 山形県 西川町 通行規制
沢田橋 岩根沢線 山形県 西川町 通行規制
鍛治屋敷橋 阿弥陀線 山形県 西川町 通行規制
羽龍２号橋 羽龍線 山形県 西川町 通行規制
石上橋 Ⅱ-8号線 山形県 尾花沢市 通行規制
蒲ケ沢橋 Ⅲ-230号線 山形県 尾花沢市 通行規制
舟戸大橋 大向線 山形県 尾花沢市 通行規制
泉田橋 荒小屋泉田線 山形県 新庄市 通行止め
田代橋 旧及位田代鏡沢線 山形県 真室川町 通行規制
松川橋 桜木町六部線 山形県 米沢市 通行規制
簗沢天王橋 簗沢天王橋線 山形県 米沢市 通行規制
押出北橋 天王前押出線 山形県 米沢市 通行規制
大沢橋 広幡町大沢線 山形県 米沢市 通行規制
落合橋 割田林下 山形県 高畠町 通行規制
中屋敷橋 中反中屋敷 山形県 高畠町 通行規制
十五夜橋 川沼本町 山形県 高畠町 通行規制
斉藤橋 中島縦 山形県 高畠町 通行規制
川合橋 長面川向 山形県 高畠町 通行規制
中沢橋 太田中沢 山形県 高畠町 通行規制
下脚沢橋 上台脚沢 山形県 高畠町 通行規制
中脚沢橋 上台脚沢 山形県 高畠町 通行規制
上脚沢橋 上台脚沢 山形県 高畠町 通行規制
中田沢川橋 田沢北 山形県 高畠町 通行規制
宝沢山橋 作兵衛前宝沢山 山形県 高畠町 通行規制
南川原橋 川南川原 山形県 高畠町 通行規制
橋本橋 小山線 山形県 飯豊町 通行規制
長者原橋 下屋地広河原線 山形県 飯豊町 通行規制
赤岩橋 赤岩朴の沢線 山形県 飯豊町 通行規制
毛下野橋 毛下野線 山形県 飯豊町 通行規制
武士名橋 川内戸折立沢線 山形県 飯豊町 通行規制
玉の木原橋 西滝市野々線 山形県 小国町 通行規制
不動橋 西滝市野々線 山形県 小国町 通行規制
江地橋 江地橋・楸島線 山形県 遊佐町 通行規制
栄橋 白木・宮海線 山形県 遊佐町 通行規制
丸子橋 松山・丸子・下当線 山形県 遊佐町 通行規制
名川橋 落合線 山形県 鶴岡市 通行規制
左京淵橋 泡滝大鳥線 山形県 鶴岡市 通行規制
笹目橋 笹目線 山形県 鶴岡市 通行規制
越沢橋 摩耶山線 山形県 鶴岡市 通行規制
尾浦橋 尾浦平線 山形県 鶴岡市 通行規制
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平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
本郷橋 本郷落合線 山形県 鶴岡市 通行規制
早田橋 名川大網１号線 山形県 鶴岡市 通行規制
黒川橋 上山添三千刈線 山形県 鶴岡市 通行規制
大清水橋 大清水線 山形県 鶴岡市 通行規制
浜田跨線橋 下安町一番町線 山形県 酒田市 通行規制
旧三鞍橋 泉川・泉川丘線 山形県 鮭川村 通行規制
石下橋 土浦境線 茨城県 茨城県 通行止め
鬼怒川橋 125号（旧道） 茨城県 茨城県 通行規制
幸久橋 349号（旧道） 茨城県 茨城県 通行止め
華川橋 日立いわき線 茨城県 茨城県 通行規制
湊大橋 国道245号 茨城県 茨城県 通行止め
国田大橋 水戸勝田那珂湊線 茨城県 茨城県 通行止め
静跨線橋 国道118号 茨城県 茨城県 通行止め
栄橋 日立笠間線 茨城県 茨城県 通行止め
機初橋 日立笠間線 茨城県 茨城県 通行止め
里川橋 国道293号 茨城県 茨城県 通行止め
高戸大橋 高萩インター線 茨城県 茨城県 通行止め
鹿行大橋 国道354号 茨城県 茨城県 通行止め
加草橋 岩瀬二宮線 茨城県 茨城県 通行止め
栄橋 結城下妻線 茨城県 茨城県 通行止め
鬼怒川大橋 筑西三和線 茨城県 茨城県 通行止め
大宮陸橋 国道118号 茨城県 茨城県 通行規制
大手橋 上市205号線 茨城県 水戸市 通行規制
南栗崎橋 町道１２１号線 茨城県 茨城町 通行規制
蕎麦原橋 町道２２３５号線 茨城県 茨城町 通行規制
川根橋 町道２２５５号線 茨城県 茨城町 通行規制
神宿橋 町道４１１２号線 茨城県 茨城町 通行止め
不明 町道４２８１号線 茨城県 茨城町 通行止め
落合橋 市道6-0001号 茨城県 那珂市 通行規制
木崎橋 市道6-0013号 茨城県 那珂市 通行規制
池田橋 町道１０２号線 茨城県 大子町 通行規制
生瀬橋 町道４２５８号線 茨城県 大子町 通行規制
松栄橋 市道金3B339号線 茨城県 常陸太田市 通行止め
善光寺橋 市道金Ⅰ-8号線 茨城県 常陸太田市 通行止め
大方橋 市道金4B159号線 茨城県 常陸太田市 通行止め
新地橋 市道金Ⅱ-5号線 茨城県 常陸太田市 通行規制
元内橋 市道７１４７号線 茨城県 日立市 通行止め
郡長橋 市道７４７３号線 茨城県 日立市 通行止め
岩本橋 市道３６７号線 茨城県 日立市 通行止め
谷境橋 市道（潮）２級２６号線 茨城県 潮来市 通行規制
日の出橋 市道（潮）１級１３号線 茨城県 潮来市 通行規制
福島橋 市道(潮）１６３１号線 茨城県 潮来市 通行規制
２－２７－１号橋 市道(潮）2級２７号線 茨城県 潮来市 通行規制
洲崎橋 市道(潮）2級２８号線 茨城県 潮来市 通行規制
下田橋 市道(潮）2級２８号線 茨城県 潮来市 通行規制
長泥橋 市道（潮）2級28号線 茨城県 潮来市 通行規制
米島橋 市道（潮）2級27号線 茨城県 潮来市 通行規制
米島間門橋 市道（潮）2級2９号線 茨城県 潮来市 通行規制
上米橋 市道（潮）１１１０号線 茨城県 潮来市 通行規制
大洲開門橋 市道（潮）１級１２号線 茨城県 潮来市 通行規制
白山陸橋 市道０１１４号線 茨城県 取手市 通行規制
新堀橋 市道４３８６号線 茨城県 取手市 通行規制
青柳橋 市道４３９６号線 茨城県 取手市 通行規制
１１０号橋 市道(江)１級１０号線 茨城県 稲敷市 通行規制
中神橋 市道(東)２－１２号線 茨城県 稲敷市 通行規制
伊佐部橋 市道(東)１－１号線 茨城県 稲敷市 通行規制
東中神橋 市道(東)１５７６号線 茨城県 稲敷市 通行規制
新川第２橋 市道(東)１－３号線 茨城県 稲敷市 通行規制
八兵衛橋 市道（江）４００６号線 茨城県 稲敷市 通行止め
新利根橋 市道（東）１７４号線 茨城県 稲敷市 通行止め
天神橋 市道A6236号線 茨城県 石岡市 通行規制
原橋 市道・8－1403号線 茨城県 かすみがうら市 通行規制
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平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
舟橋 市道㋠８－０２１９号線 茨城県 かすみがうら市 通行止め Ｈ23年5月通行止解除

伊丹神橋 市道１－３号線 茨城県 つくばみらい市 通行規制 H23.6.13から路線名変更　1-3→136

伊奈新橋 市道９７６号線 茨城県 つくばみらい市 通行規制 H23.6.13から路線名変更　976→227

つどい橋 市道７７９号線 茨城県 つくばみらい市 通行規制 H23.6.13から路線名変更　779→12123

福新橋 市道１－７号線 茨城県 つくばみらい市 通行規制 H23.6.13から路線名変更　1-7→132

１－３－１号橋 市道１－３号線 茨城県 つくばみらい市 通行規制
H23.6.13から路線名変更　1-3→131
橋梁名変更　1-3-1→136-1

本田橋 市道１－３号線 茨城県 つくばみらい市 通行規制 H23.6.13から路線名変更　1-3→136

川澄橋 市道下１Ｂ－２４４号線 茨城県 筑西市 通行止め
手面橋 市道大1-4号線 茨城県 桜川市 通行止め
寄合橋 猿２級２号線 茨城県 坂東市 通行規制
川端橋 逆井３５８号線 茨城県 坂東市 通行規制
井岡橋 山４２５号線 茨城県 坂東市 通行規制
天神橋 岩２級１号線 茨城県 坂東市 通行止め
飯島１８号橋 飯島９４号線 茨城県 坂東市 通行規制
飯島１６号橋 飯島８８号線 茨城県 坂東市 通行止め
金崎橋 猿２級２号線 茨城県 坂東市 通行規制
長田苗橋 町道２１３４号線 茨城県 五霞町 通行規制 重量規制　4.5t　仮設橋のため

ダム上橋 主要地方道川俣温泉川治線 栃木県 栃木県 通行規制
駒橋 一般県道飛駒足利線 栃木県 栃木県 通行規制
二又橋 一般県道飛駒足利線 栃木県 栃木県 通行規制
新那珂橋 主要地方道矢板那珂川線 栃木県 栃木県 通行規制
喜楽橋 宇都宮市道2549号線 栃木県 宇都宮市 通行規制
御宮橋 宇都宮市道10002号線 栃木県 宇都宮市 通行規制
共栄橋 宇都宮市道815号線 栃木県 宇都宮市 通行規制
堤谷橋 堤谷通り 栃木県 足利市 通行規制
久松１号橋 久松町４号線 栃木県 足利市 通行規制
諏訪橋 市道Ｏ86号線 栃木県 栃木市 通行規制
吾妻橋 市道Ｏ156号線 栃木県 栃木市 通行規制
両明橋 市道Ｏ97号線 栃木県 栃木市 通行規制
東武鉄道跨線橋 市道Ｆ33号線 栃木県 栃木市 通行規制
寿橋 市道9033号線 栃木県 佐野市 通行規制
室の沢橋 市道6070号線 栃木県 佐野市 通行規制
渡戸橋 市道6085号線 栃木県 佐野市 通行規制
御所ノ入橋 市道8084号線 栃木県 佐野市 通行規制
下河原橋 市道8032号線 栃木県 佐野市 通行規制
吾妻13号橋 市道吾妻89号線 栃木県 佐野市 通行規制
吾妻14号橋 市道2級124号線 栃木県 佐野市 通行規制
吾妻15号橋 市道吾妻93号線 栃木県 佐野市 通行規制
伊保内橋 市道2級118号線 栃木県 佐野市 通行規制
新田橋 市道0333号線 栃木県 鹿沼市 通行規制
上殿橋 市道3005号線 栃木県 鹿沼市 通行規制
和田橋 市道ア224号線 栃木県 鹿沼市 通行規制
泉橋 市道４３２４号線 栃木県 小山市 通行規制
梁橋 市道２６８６号線 栃木県 小山市 通行規制
小宅橋 市道8号線 栃木県 小山市 通行規制
田間橋 市道4号線 栃木県 小山市 通行規制
手ごし橋 市道2586号線 栃木県 小山市 通行規制
蛍橋 市道4543号線 栃木県 小山市 通行規制
波立橋 市道塩野崎芝中線（K270号線） 栃木県 那須塩原市 通行規制
葛城大橋 市道Ｋ2012号 栃木県 さくら市 通行規制
東蓼沼橋 町道2－45号線 栃木県 上三川町 通行規制
新橋 生田目東田井線 栃木県 益子町 通行規制
徒士橋 徒士橋線 栃木県 益子町 通行規制
6-1号橋 1級町道6号線 栃木県 壬生町 通行規制
中妻南橋 中妻石橋線 栃木県 岩舟町 通行規制
中川原橋 中妻石橋線 栃木県 岩舟町 通行規制
跨線橋 町道363号線 栃木県 高根沢町 通行規制
下東橋 11-711号線 群馬県 前橋市 通行止め
下引縄橋 10-546号線 群馬県 前橋市 通行止め
3-42号橋 22-3263号線 群馬県 前橋市 通行規制
3-34号橋 22-3493号線 群馬県 前橋市 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
3-31号橋 22-3506号線 群馬県 前橋市 通行規制
中塩橋 吉井-下り松・中塩線 群馬県 高崎市 通行止め 架替事業中

御苑橋 太田伊佐須美新井128号線 群馬県 太田市 通行規制
南田橋 太田鶴生田赤城714号線 群馬県 太田市 通行規制
武蔵島橋 2級82号線 群馬県 太田市 通行規制
桜橋 尾島西部396号線 群馬県 太田市 通行規制
高橋 尾島西部57号線 群馬県 太田市 通行規制
生品橋 秋塚生品線 群馬県 沼田市 通行規制
千歳橋 追貝中央線 群馬県 沼田市 通行規制
薗原橋 南郷薗原橋線 群馬県 沼田市 通行規制
文化橋 ４２２０号線 群馬県 沼田市 通行規制
内楽橋 内楽橋線 群馬県 沼田市 通行規制
島古井橋 老神島古井線 群馬県 沼田市 通行規制
仲沢橋 (渋)１２４７号線 群馬県 渋川市 通行止め
長福寺橋 加生長福寺線 群馬県 富岡市 通行規制
木之下橋 9273号線 群馬県 富岡市 通行規制
三共橋 七日市黒川線 群馬県 富岡市 通行規制
寺坂橋 宇田坂井線 群馬県 富岡市 通行規制
下大塩橋 市道9091号線 群馬県 富岡市 通行規制
外出橋 市道9246号線 群馬県 富岡市 通行規制
川崎橋 市道6448号線 群馬県 富岡市 通行規制
新栄橋 １級１４号線 群馬県 みどり市 通行規制
幸橋 神薬師９号線 群馬県 榛東村 通行規制
天神橋 十日市５号線 群馬県 榛東村 通行規制
次郎坂橋 川端１１号線 群馬県 榛東村 通行規制
寿橋 川端１号線 群馬県 榛東村 通行規制
中央橋 御堀２号線 群馬県 榛東村 通行規制
関之口橋 御堀１号線 群馬県 榛東村 通行規制
釈迦堂橋 釈迦堂３号線 群馬県 榛東村 通行規制
稲荷橋 申府９号線 群馬県 榛東村 通行規制
大手橋 柳沢・水出線 群馬県 榛東村 通行規制
川端前橋 川端１１号線 群馬県 榛東村 通行規制
境橋 御堀８号線 群馬県 榛東村 通行規制
山新橋 坂爪１０号線 群馬県 榛東村 通行規制
中央橋 八幡・今井線 群馬県 榛東村 通行規制
宮前橋 八幡２号線 群馬県 榛東村 通行規制
新十一橋 八幡７号線 群馬県 榛東村 通行規制
八幡下橋 八幡８号線 群馬県 榛東村 通行規制
八幡橋 八幡９号線 群馬県 榛東村 通行規制
今井橋 八幡・今井線 群馬県 榛東村 通行規制
十二沢橋 十二沢８号線 群馬県 榛東村 通行規制
境橋 下前３号線 群馬県 榛東村 通行規制
薬師橋 宮室１号線 群馬県 榛東村 通行規制
天神橋 宮室・下前線 群馬県 榛東村 通行規制
中尻橋 中ノ前１号線 群馬県 榛東村 通行規制
井戸尻上橋 井戸尻３１号線 群馬県 榛東村 通行規制
庚申橋 井戸尻２号線 群馬県 榛東村 通行規制
上野橋 上サ２号線 群馬県 榛東村 通行規制
五月橋 南２号線 群馬県 榛東村 通行規制
佐惣谷橋 宿・井戸尻線 群馬県 榛東村 通行規制
森平橋 ３０２９号線 群馬県 下仁田町 通行止め
天神橋 ４０５３号線 群馬県 下仁田町 通行止め
萬年橋 ３１４１号線 群馬県 下仁田町 通行規制
吾嬬橋 小雨生須線 群馬県 中之条町 通行規制
車沢橋 和光原１０号線 群馬県 中之条町 通行規制
四方２号橋 和光原９号線 群馬県 中之条町 通行規制
毒水沢橋 田代原渋線 群馬県 中之条町 通行規制
矢ノ下橋 矢ノ下中室線 群馬県 中之条町 通行規制
中室橋 赤岩４号線 群馬県 中之条町 通行規制
龍宮橋 遠北暮坂線 群馬県 中之条町 通行規制
長倉橋 長平１号線 群馬県 中之条町 通行規制
入道城橋 古座部諏訪線 群馬県 中之条町 通行規制
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橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
行沢橋 行沢一号線 群馬県 中之条町 通行規制
渋沢橋 折田大竹線 群馬県 中之条町 通行規制
折越二号橋 折越環状線 群馬県 中之条町 通行規制
寺尾橋 寺尾線 群馬県 中之条町 通行規制
高津橋 岩本伊勢町線 群馬県 中之条町 通行規制
高津一号橋 長久保高津線 群馬県 中之条町 通行規制
枯木橋 折田伊勢町線 群馬県 中之条町 通行規制
永田原二号橋 永田原一号線 群馬県 中之条町 通行規制
永田原橋 小川西中之条線 群馬県 中之条町 通行規制
柳内一号橋 柳内一号線 群馬県 中之条町 通行規制
白井沢橋 横尾青山線 群馬県 中之条町 通行規制
長岡橋 川端三号線 群馬県 中之条町 通行規制
市城南一号橋 市城南一号線 群馬県 中之条町 通行規制
中島二号橋 清水大竹線 群馬県 中之条町 通行規制
秋鹿第二橋 秋鹿三号線 群馬県 中之条町 通行規制
駒岩一号橋 駒岩二号線 群馬県 中之条町 通行規制
弁天橋 阿の山一号線 群馬県 中之条町 通行規制
貫湯平橋 貫湯平五号線 群馬県 中之条町 通行規制
東北橋 諏訪二号線 群馬県 中之条町 通行規制
石神橋 大道行沢線 群馬県 中之条町 通行規制
松原橋 高樅五号線 群馬県 中之条町 通行規制
大倉岳橋 行沢一号線 群馬県 中之条町 通行規制
三階坂橋 寺尾一号線 群馬県 中之条町 通行規制
元屋敷橋 古座部諏訪線 群馬県 中之条町 通行規制
南平橋 永林寺二号線 群馬県 中之条町 通行規制
金原橋 金原沢口線 群馬県 中之条町 通行規制
清水橋 清水加性線 群馬県 中之条町 通行規制
滝平橋 大竹一号線 群馬県 中之条町 通行規制
五領二号橋 新田四号線 群馬県 中之条町 通行規制
石沖橋 中村五号線 群馬県 中之条町 通行規制
和利坂橋 日影四号線 群馬県 中之条町 通行規制
菅田三号線 柳田菅田線 群馬県 中之条町 通行規制
小貝戸橋 青山南一号線 群馬県 中之条町 通行規制
名沢二号橋 名沢一号線 群馬県 中之条町 通行規制
小倉橋 小倉線 群馬県 中之条町 通行規制
厚畑橋 新湯一号線 群馬県 中之条町 通行規制
新湯橋 新湯スキー場線 群馬県 中之条町 通行規制
落合橋 中井新湯線 群馬県 中之条町 通行規制
朝日橋 四万診療所線 群馬県 中之条町 通行規制
丸井戸橋 貫湯平一号線 群馬県 中之条町 通行規制
諏訪橋 古座部諏訪線 群馬県 中之条町 通行規制
古座部橋 古座部線 群馬県 中之条町 通行規制
竹井橋 君の尾菅田線 群馬県 中之条町 通行規制
大岩橋 大岩細尾線 群馬県 中之条町 通行規制
大竹橋 折田大竹線 群馬県 中之条町 通行規制
川坪橋 岩本伊勢町線 群馬県 中之条町 通行規制
矢場橋 大塚赤坂線 群馬県 中之条町 通行規制
的場橋 的場線 群馬県 中之条町 通行規制
新湯一号橋 新湯一号線 群馬県 中之条町 通行規制
沼田橋 貫坂野沼線 群馬県 中之条町 通行規制
新栄橋 新栄橋線 群馬県 中之条町 通行規制
中之条駅自由通路橋 駅南連絡線 群馬県 中之条町 通行規制
高渡橋 古界戸畠沢線 群馬県 中之条町 通行止め
琴橋 ５－１１号線 群馬県 長野原町 通行規制
3-12号橋 ３００６号線 群馬県 東吾妻町 通行規制
八間樋橋 1-9号線 群馬県 板倉町 通行規制
宝珠花橋 次木杉戸線 埼玉県 埼玉県 通行規制
吉川橋 越谷流山線 埼玉県 埼玉県 通行規制
氷川橋 市道1132号線 埼玉県 川越市 通行規制
第１２３号橋 市道1239号線 埼玉県 川越市 通行規制
新前川橋 市道0067号線 埼玉県 川越市 通行規制
１００３―１号橋 市道大里1003号線 埼玉県 熊谷市 通行止め
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橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
東内野陸橋 市道幹線第46号線 埼玉県 川口市 通行規制
馬見塚橋 市道第3.2-4号線 埼玉県 行田市 通行規制
徒橋 市道第4.2-2号線 埼玉県 行田市 通行規制
無名橋（８－２１） 市道第8.3-67号線 埼玉県 行田市 通行規制
武之鼻橋 市道（幹線）1号線 埼玉県 秩父市 通行規制
櫻橋 市道（中央）625号線 埼玉県 秩父市 通行規制
仁手１号無名橋 市道2188号線 埼玉県 本庄市 通行止め
春日橋 市道5-72号線 埼玉県 春日部市 通行規制
倉田橋 市道9-4137号線 埼玉県 春日部市 通行規制
本富士見橋 市道幹第５号線 埼玉県 狭山市 通行規制
中野橋 市道Ｄ－１２９号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
原馬室冠水橋 市道Ｄ－１３０号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
滝馬室冠水橋 市道Ｄ－１９号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
小谷橋 市道吹５０５号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
高砂橋 市道吹４５７号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
前屋敷橋 市道吹４１９号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
山王橋 市道川１１２号線 埼玉県 鴻巣市 通行規制
鎌倉橋 市道50121号線 埼玉県 上尾市 通行規制
宏栄橋 市道20452号線 埼玉県 上尾市 通行規制
新橋 市道50282号線 埼玉県 上尾市 通行規制
西野橋 市道10156号線 埼玉県 上尾市 通行規制
沼橋 市道50357号線 埼玉県 上尾市 通行規制
境橋 市道1036号線 埼玉県 上尾市 通行規制
荒神上橋 市道50595号線 埼玉県 上尾市 通行規制
旧溜橋 市道50561号線 埼玉県 上尾市 通行規制
森田前橋 市道50670号線 埼玉県 上尾市 通行規制
古川橋 市道1012号線 埼玉県 草加市 通行止め
〆切橋 市道６０８３１号線 埼玉県 越谷市 通行規制
草刈橋 市道第4296号線 埼玉県 戸田市 通行規制
内間木橋 市道2001号線 埼玉県 朝霞市 通行規制
芝宮橋 市道４３２号線 埼玉県 和光市 通行規制
赤堀川道路橋 市道6334号線 埼玉県 桶川市 通行規制
６３３４―２号橋 市道6334号線 埼玉県 桶川市 通行規制
樋詰橋 市道18号線 埼玉県 桶川市 通行規制
中里橋 市道栗橋527号線 埼玉県 久喜市 通行止め
西宮前橋 市道鷲宮1号線 埼玉県 久喜市 通行規制
高尾橋 市道107号線 埼玉県 北本市 通行規制
中の橋 市道2290号線 埼玉県 三郷市 通行規制
水道橋 市道2277号線 埼玉県 三郷市 通行規制
水神橋 市道5734号線 埼玉県 三郷市 通行規制
中橋 市道0102号線 埼玉県 三郷市 通行規制
堰枠橋 市道5810号線 埼玉県 三郷市 通行規制
半川橋 市道0227号線 埼玉県 三郷市 通行規制
八丁堀橋その２ 市道0102号線 埼玉県 三郷市 通行規制
八丁堀橋その１ 市道0102号線 埼玉県 三郷市 通行規制
森戸橋 市道第5100号線 埼玉県 坂戸市 通行規制
城山橋 市道第5222号線 埼玉県 坂戸市 通行規制
新堀橋 幹線25号 埼玉県 日高市 通行規制
久保ノ下橋 幹線29号 埼玉県 日高市 通行規制
新井橋 A1004号 埼玉県 日高市 通行規制
丸ノ内陸橋 町道１０号線 埼玉県 伊奈町 通行規制
松貫橋 町道第106号路線 埼玉県 毛呂山町 通行規制
長瀬陸橋 町道第１０８号路線 埼玉県 毛呂山町 通行規制
日の出橋 町道213号線 埼玉県 小川町 通行規制
松永橋 町道2-24号線 埼玉県 川島町 通行規制
谷中橋 町道1－15号線 埼玉県 川島町 通行規制
鳥羽井橋 町道2328号線 埼玉県 川島町 通行規制
大福時橋 町道2186号線 埼玉県 川島町 通行規制
大塚橋 町道2271号線 埼玉県 川島町 通行規制
５－３９号橋 町道5173号線 埼玉県 川島町 通行規制
５－１３９号橋 町道5171号線 埼玉県 川島町 通行規制
長楽落合橋 町道1559号線 埼玉県 川島町 通行止め
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５－９号橋 町道5062号線 埼玉県 川島町 通行規制
市川橋 町道都556号線 埼玉県 ときがわ町 通行規制
高松橋 町道日野沢31号線 埼玉県 皆野町 通行止め
十条熊谷橋 町道293号線 埼玉県 美里町 通行規制
神保原大橋 町道1017号線 埼玉県 上里町 通行規制
赤岩橋 町道2-605号線 埼玉県 松伏町 通行規制
田島橋 町道75号線 埼玉県 松伏町 通行規制
神崎大橋 江戸崎神崎線 千葉県 千葉県 通行規制 車両通行止め

銚子大橋 124号 千葉県 千葉県 通行規制 架替事業中

城橋 八千代工業団地１号線 千葉県 八千代市 通行規制
平戸橋 平戸１号線 千葉県 八千代市 通行止め
逆水橋 逆水４号線 千葉県 八千代市 通行止め
宮内橋 萱田３号線 千葉県 八千代市 通行止め
干拓橋 市道ｲ－220号線 千葉県 市原市 通行止め
十石橋 市道6268号線 千葉県 市原市 通行規制
小萩橋 市道6177号線 千葉県 市原市 通行規制
石川橋 市道6186号線 千葉県 市原市 通行規制
手綱橋 市道6243号線 千葉県 市原市 通行規制
渓谷橋 市道7079号線 千葉県 市原市 通行規制
白鳥橋 市道7083号線 千葉県 市原市 通行規制
石塚橋 市道7073号線 千葉県 市原市 通行止め
高根川５号橋 市道37-548号線 千葉県 船橋市 通行止め
鈴身川１号橋 市道78-013号線 千葉県 船橋市 通行規制
鈴身川6号橋 市道78-509号線 千葉県 船橋市 通行規制
木戸川３号橋 市道60-022号線 千葉県 船橋市 通行規制
三咲川１号橋 市道63-063号線 千葉県 船橋市 通行規制
前原川５号橋 市道40-018号線 千葉県 船橋市 通行規制
前原川27号橋 市道40-508号線 千葉県 船橋市 通行規制
前原川28号橋 市道40-509号線 千葉県 船橋市 通行規制
中野木川１号橋 市道40-003号線 千葉県 船橋市 通行規制
念田橋 市道37-029号線 千葉県 船橋市 通行規制
北谷津川１号橋 市道21-062号線 千葉県 船橋市 通行規制
第２上山跨線道路橋 市道28-037号線 千葉県 船橋市 通行規制
高根跨線橋 市道00-038号線 千葉県 船橋市 通行規制
飯山満川６号橋 認定外 千葉県 船橋市 通行規制
飯山満川7号橋 認定外 千葉県 船橋市 通行規制
記念橋 市道第2-44号線 千葉県 浦安市 通行規制
西境橋 市道第2-11号線 千葉県 浦安市 通行規制
中野久木10号橋 市道06035号線 千葉県 流山市 通行規制
金富橋 市道01132号線 千葉県 柏市 通行規制
佐倉橋 市道1-517号線 千葉県 佐倉市 通行止め
東橋 市道1-6号線 千葉県 印西市 通行止め
分付橋 町道多古3143号線 千葉県 多古町 通行止め
大井戸橋 町道多古3165号線 千葉県 多古町 通行止め
共栄橋 町道多古3207号線 千葉県 多古町 通行止め
荒北橋 市道Ⅱ-58号線 千葉県 香取市 通行規制
十六島45-1号橋 市道Ⅱ-58号線 千葉県 香取市 通行止め
毛成橋 町道毛成堀籠線 千葉県 神崎町 通行規制
新興橋 市道50001号線 千葉県 銚子市 通行規制
粟嶋橋 町道Ａ２４１号線 千葉県 横芝光町 通行止め
権現大橋 町道1055号線 千葉県 長柄町 通行規制
天王橋 町道2269号線 千葉県 長柄町 通行規制
岩川橋 町道3004号線 千葉県 長柄町 通行規制
森川橋 町道給田１号線 千葉県 長南町 通行規制
学校裏橋 町道給田１０号線 千葉県 長南町 通行規制
滝見橋 町道黒原佐野線 千葉県 大多喜町 通行止め
正木１号橋 市道正木・奥米線 千葉県 君津市 通行止め
白糸橋 市道志駒上郷線 千葉県 富津市 通行規制
相川川田橋 市道川田中尾線 千葉県 富津市 通行規制
清水橋 区道825号線 東京都 文京区 通行規制 重量規制

八橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

一之橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
新馬込橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

旭橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

永久橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

平和島横断橋（上り） － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

平和島横断橋（下り） － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

八幡橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

境橋 － 東京都 大田区 通行規制 重量規制

落合橋 特別区道23-440 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

宮田橋 特別区道23-350 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

田島橋 特別区道23-220 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

新杢橋 特別区道24-110 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

美仲橋 特別区道24-160 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

栄橋 特別区道24-200 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

寺済橋 特別区道23-1960 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

大正橋 特別区道23-2010 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

昭和橋 特別区道23-2040 東京都 新宿区 通行規制 重量規制

竪川橋 墨36号 東京都 墨田区 通行規制 重量規制

菊柳橋 墨1号 東京都 墨田区 通行規制 重量規制

南辻橋 墨103号 東京都 墨田区 通行規制 重量規制

松本橋 ２０３－９００４号線 東京都 江戸川区 通行規制 重量規制

鹿本橋 Ａ－００７０号線 東京都 江戸川区 通行規制 重量規制

春江橋 ２０４－９０５６号線 東京都 江戸川区 通行規制 重量規制

第二日暮里跨線橋 荒１０９号線 東京都 荒川区 通行規制 重量規制

綾瀬新橋 五反野350 東京都 足立区 通行規制 重量規制

東三谷橋 特別区道G49-1号線 東京都 目黒区 通行規制 重量規制

恵比寿橋 区道第497路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

山下橋 区道第527路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

本町桜橋 区道第46路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

稲荷橋 区道第74路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

笹塚橋 区道第849路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

新台橋 区道第197路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

改正橋 区道第189路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

伊東小橋 区道第164路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

三字橋 区道第157路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

二軒家橋 区道第20路線 東京都 渋谷区 通行規制 重量規制

青１３４号橋 青2688号線 東京都 青梅市 通行止め
五月橋 市道浅川119号線 東京都 八王子市 通行規制 重量規制

馬渡橋 相模原愛川 神奈川県 神奈川県 通行規制
前川橋 奥牧野綱子 神奈川県 相模原市 通行止め
三井大橋 ５１３号 神奈川県 相模原市 通行規制
弁天橋 関口道志 神奈川県 相模原市 通行規制
小袋谷跨線橋 市道055-000号線 神奈川県 鎌倉市 通行規制
水道橋 小田原市道００３８ 神奈川県 小田原市 通行規制
川向橋 小田原市道４０４７ 神奈川県 小田原市 通行規制
永福橋 小田原市道５０７２ 神奈川県 小田原市 通行規制
上三岳橋 小田原市道５０９０ 神奈川県 小田原市 通行規制
永塚橋 小田原市道4450 神奈川県 小田原市 通行規制
寺横跨線橋 小田原市道４３９３ 神奈川県 小田原市 通行規制
道水路20号橋 小田原市道４２３２ 神奈川県 小田原市 通行規制
無名橋（３） 小田原市道４３４８ 神奈川県 小田原市 通行規制
丹花前橋 小田原市道４２３２ 神奈川県 小田原市 通行規制
石原橋 小田原市道４２３９ 神奈川県 小田原市 通行規制
川端跨線橋 小田原市道４３８９ 神奈川県 小田原市 通行規制
前耕地橋 小田原市道４２３９ 神奈川県 小田原市 通行規制
下原橋 小田原市道0076 神奈川県 小田原市 通行規制
山西橋 小田原市道0076 神奈川県 小田原市 通行規制
無名橋（２） 小田原市道４３４８ 神奈川県 小田原市 通行規制
下河原橋 小田原市道5183 神奈川県 小田原市 通行規制
大道東橋 小田原市道４２３９ 神奈川県 小田原市 通行規制
玉川橋 小田原市道１０２５ 神奈川県 小田原市 通行規制
三岳橋 小田原市道5089 神奈川県 小田原市 通行規制
蓮正寺橋 小田原市道0037 神奈川県 小田原市 通行規制
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平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
無名橋（１） 小田原市道４３４８ 神奈川県 小田原市 通行規制
中里橋 市道３３１号線 神奈川県 秦野市 通行規制
屋敷跨線橋 市道５０２号線 神奈川県 秦野市 通行規制
田頭橋 市道８３４号線 神奈川県 秦野市 通行規制
上荒井橋 市道Ｉ－６４７号線 神奈川県 厚木市 通行止め
鈴川橋 市道４５８号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
三ノ宮橋 市道４１８号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
中谷橋 市道１０９０号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
行人橋 市道６０５号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
落合橋 市道６０６号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
市米橋 市道５５号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
中ノ橋 市道１００５号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
中橋 市道４８６号線 神奈川県 伊勢原市 通行規制
堂下橋 宮原・谷津口線 神奈川県 南足柄市 通行規制
摺手橋 摺手橋線 神奈川県 南足柄市 通行規制
前田橋 苅野・水源地線 神奈川県 南足柄市 通行規制
枇杷沢橋 町道２５号線 神奈川県 松田町 通行規制
虫沢橋 町道寄１０号線 神奈川県 松田町 通行規制
大寺橋 町道寄９号線 神奈川県 松田町 通行規制
十文字橋 町道６号線・町道201号線 神奈川県 松田町・開成町 通行規制
甲運橋 国道411号 山梨県 山梨県 通行規制
緑橋 甲府市川三郷線 山梨県 山梨県 通行規制
浅原橋 （主）韮崎南アルプス線 山梨県 山梨県 通行規制
古屋敷橋 甲斐芦安線 山梨県 山梨県 通行規制
桐ノ木北橋 （一）須玉中田線 山梨県 山梨県 通行規制
須玉橋 （一）須玉中田線 山梨県 山梨県 通行規制
十郎橋 国道137号 山梨県 山梨県 通行規制
市之蔵橋 （主）白井甲州線 山梨県 山梨県 通行規制
重川橋 （主）山梨停車場線 山梨県 山梨県 通行規制
兄川橋 （一）三日市場南線 山梨県 山梨県 通行規制
清水橋 （一）日影笹子線 山梨県 山梨県 通行規制
岩田戸橋 （一）深沢等々力線 山梨県 山梨県 通行規制
万栄橋 国道469号 山梨県 山梨県 通行規制
蓬莱橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
新宮川橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
早川大橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
尾白川橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
仙城橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
慶雲橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
奈良田橋 南アルプス公園線 山梨県 山梨県 通行規制
富士川橋 割子切石線 山梨県 山梨県 通行規制
飯富橋 （一）下部飯富線 山梨県 山梨県 通行規制
常葉橋 （一）甲斐常葉停車場線 山梨県 山梨県 通行規制
南部橋 （一）内船停車場線 山梨県 山梨県 通行規制
富栄橋 （一）井出停車場線 山梨県 山梨県 通行規制
奥沢橋 （一）雨畑大島線 山梨県 山梨県 通行規制
浅利橋 （一）金山大月線 山梨県 山梨県 通行規制
大沢橋 大野夏狩線 山梨県 山梨県 通行規制
堀切橋 市道（龍岡）１８号線 山梨県 韮崎市 通行規制
窪田橋  明野上手・須玉大豆生田６５号線 山梨県 北杜市 通行規制
八巻橋 須玉江草２３号線 山梨県 北杜市 通行止め
油田橋 須玉下条１１号線 山梨県 北杜市 通行規制
二丁橋 須玉下条１１号線 山梨県 北杜市 通行規制
第一跨線橋 長坂上条・日野線 山梨県 北杜市 通行規制
夏秋橋 長坂渋沢８号線 山梨県 北杜市 通行規制
南新居橋 大八田１号線 山梨県 北杜市 通行規制
小深沢橋 長坂中丸９号線 山梨県 北杜市 通行規制
逸見大橋 白井沢・谷戸線 山梨県 北杜市 通行規制
下清水橋 大井ヶ森・中丸線 山梨県 北杜市 通行規制
古杣新橋 小荒間・小淵沢線 山梨県 北杜市 通行規制
女取橋  長坂大井ヶ森・小淵沢上笹尾３号線 山梨県 北杜市 通行規制
久保橋 小淵沢町５５号線 山梨県 北杜市 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
砂原橋 市道石和１３号線 山梨県 笛吹市 通行規制
富士見沢橋 藤沢線 山梨県 大月市 通行規制
真木沢中橋 真木沢中線 山梨県 大月市 通行規制
新倉橋 新倉橋線 山梨県 大月市 通行規制
宮古橋 宮古橋線 山梨県 大月市 通行規制
駒宮橋 間渡駒宮線 山梨県 大月市 通行規制
アイゴウ橋 林宮前線 山梨県 大月市 通行規制
大寺橋 大寺線 山梨県 大月市 通行規制
六ッ原橋 川津畑六ッ原線 山梨県 大月市 通行規制
川津畑橋 川津畑六ッ原線 山梨県 大月市 通行規制
小性橋 小性六ッ原線 山梨県 大月市 通行規制
田畑橋 幡野線 山梨県 大月市 通行規制
川茂橋 古川渡田野倉線 山梨県 都留市 通行止め
久保橋 横畑加畑下大幡線 山梨県 都留市 通行規制
聖武連橋 尾続聖武連線 山梨県 上野原市 通行止め
桂川橋 小学校前線 山梨県 西桂町 通行規制
尾鼻橋 下村尾鼻線 山梨県 忍野村 通行止め
伊藤沢橋 ２５６号 長野県 長野県 通行規制
天竜川橋 ４１８号 長野県 長野県 通行規制
山清路橋 大町麻績インター千曲 長野県 長野県 通行規制
佐久橋 佐久小諸線 長野県 長野県 通行規制
小川渡橋 伊那生田飯田線 長野県 長野県 通行規制
神戸橋 松本環状高家線 長野県 長野県 通行規制
斑尾橋 古間停車場野尻線 長野県 長野県 通行規制
百々橋 伊那富辰野停車場線 長野県 長野県 通行規制
清水橋 上飯田線 長野県 長野県 通行規制
天竜橋 為栗和合 長野県 長野県 通行規制
ひこじゅう橋 大河内中川原線 長野県 長野県 通行規制
滝沢橋 大河内中川原線 長野県 長野県 通行規制
行人橋 川合中畑線 長野県 長野県 通行規制
奈良井新橋 姥神奈良井線 長野県 長野県 通行規制
冠着橋 内川姥捨停車場線 長野県 長野県 通行規制
渋川橋 １５２号 長野県 長野県 通行規制
岩棚橋 ２－１８１号畑北線 長野県 佐久穂町 通行規制
丸山橋 双ツ山1号線 長野県 南牧村 通行止め
丸山2号橋 双ツ山1号線 長野県 南牧村 通行止め
中込橋 Ｓ31-8 長野県 佐久市 通行規制
土井口橋 Ｓ36-92 長野県 佐久市 通行規制
本願橋 Ｓ12-77 長野県 佐久市 通行規制
杉の木橋 Ｓ31-10 長野県 佐久市 通行規制
日影古屋橋 Ｓ40-117 長野県 佐久市 通行規制
大杭橋 ０１２１号線 長野県 小諸市 通行規制
比羽掛橋 １１４１号線 長野県 小諸市 通行規制
温水路1号橋 軽井沢御代田線 長野県 軽井沢町 通行規制
若松橋 窪城日山線 長野県 長和町 通行規制
柳川橋 ３Ｂ－３３９５号 長野県 茅野市 通行規制
小川橋 ５１２０号線 長野県 富士見町 通行規制
鷹岩橋 黒河内線 長野県 伊那市 通行規制
ねずこ橋 黒河内線 長野県 伊那市 通行規制
箕輪橋 町道8号線 長野県 箕輪町 通行規制
一の坪橋 町道760号線 長野県 箕輪町 通行規制
富島橋 町道419号線 長野県 箕輪町 通行規制
明神橋 町道55号線 長野県 箕輪町 通行規制
水路橋 町道214号線 長野県 箕輪町 通行規制
延喜橋 町道479号線 長野県 箕輪町 通行規制
中井５号橋 町道140号線 長野県 箕輪町 通行規制
西天２６号橋 町道602号線 長野県 箕輪町 通行規制
垣外橋 町道382号線 長野県 箕輪町 通行規制
上島橋 上島線 長野県 飯島町 通行規制
鉄道横断橋 １－６号線 長野県 高森町 通行規制
上田跨線橋 川北線 長野県 木曽町 通行規制
巴橋 巴線 長野県 木曽町 通行規制
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平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
猿橋 西野川線 長野県 木曽町 通行規制
大桑橋 長野殿線 長野県 大桑村 通行規制
野口橋 高畑野口線 長野県 麻績村 通行規制
川原橋 麻明15号線 長野県 麻績村 通行規制
日野沢1号橋 日野線 長野県 池田町 通行規制
日野沢2号橋 日野線 長野県 池田町 通行規制
花岡沢橋 547号線 長野県 池田町 通行規制
登波離橋 登波離橋線 長野県 池田町 通行規制
落合橋 八代線 長野県 池田町 通行規制
内川15号橋 383号線 長野県 池田町 通行規制
内川10号橋 会染保育園南線 長野県 池田町 通行規制
大望橋 Ａ０６号線 長野県 坂城町 通行規制
百々川橋２号 百々川中河原線 長野県 須坂市 通行規制
百々川橋１号 中河原大割境線 長野県 須坂市 通行規制
宮川下橋 相之島小島線 長野県 須坂市 通行規制
金田橋 中田金田線 長野県 須坂市 通行規制
１級－７７号線橋 高梨五閑線 長野県 須坂市 通行規制
外割橋 市道北大熊20号線 長野県 中野市 通行規制
古間橋 諏訪の原古間線 長野県 信濃町 通行規制
中条橋 青倉12号線 長野県 栄村 通行止め
貝立橋 貝立橋線 長野県 栄村 通行規制
姫川橋 姫川港青海線 新潟県 新潟県 通行規制
通船橋 東２－43号線 新潟県 新潟市 通行規制
桃源橋 田家飯柳線 新潟県 新潟市 通行規制
松橋橋 白根2－315号線 新潟県 新潟市 通行規制
新潟大堰橋 西１－94号線 新潟県 新潟市 通行規制
岩室橋 岩室1-349号線 新潟県 新潟市 通行規制
隧道橋 巻2-173号線 新潟県 新潟市 通行規制
塩俵橋 白根2-316号線 新潟県 新潟市 通行規制
桜町橋 白根2-224号線 新潟県 新潟市 通行規制
大沼橋 西川1-730号線 新潟県 新潟市 通行規制
蛍雪橋 高校通線 新潟県 新潟市 通行規制
矢川橋 高校通線 新潟県 新潟市 通行規制
松影跨線橋 中黒山笠柳笹山線 新潟県 新潟市 通行規制
上土地亀橋 豊栄1-455号線 新潟県 新潟市 通行規制
三軒屋橋 豊栄1-454号線 新潟県 新潟市 通行規制
中島跨線橋 東5-94号線 新潟県 新潟市 通行規制
559号線橋 鷲ノ木峰岡線 新潟県 新潟市 通行規制
下土地亀橋 他門・須津・松潟線 新潟県 新潟市 通行規制
細野橋 守門13号線 新潟県 魚沼市 通行止め 迂回路有り

穴藤橋 見玉穴藤線 新潟県 津南町 通行規制 重量規制　2t

島田橋 門出島田線 新潟県 柏崎市 通行止め 迂回路有り

横住橋 上横住線 新潟県 上越市 通行規制 車両のみ通行止

吉坪橋 吉坪本線 新潟県 上越市 通行規制 重量規制　4t

浦浜橋 裏浜線 新潟県 上越市 通行規制 重量規制　6t

中ノ崎橋 大潟3号線 新潟県 上越市 通行規制 重量規制　13t

九戸浜橋 大潟11号線 新潟県 上越市 通行規制 重量規制　13t

風波橋 風波２号線 新潟県 糸魚川市 通行止め 迂回路有り

地蔵岩橋 大栗田8号線 新潟県 村上市 通行規制 重量規制　4t

ヨモギ沢橋 大栗田8号線 新潟県 村上市 通行規制 重量規制　4t

七曲橋 大栗田8号線 新潟県 村上市 通行規制 重量規制　4t

落合橋 大栗田8号線 新潟県 村上市 通行規制 重量規制　4t

名木沢川１号 名木沢・浦佐線 新潟県 南魚沼市 通行規制 H26架替予定

角造橋 蔵光中森線 新潟県 新発田市 通行止め 迂回路有り

万代橋 奥田杉田線 富山県 富山県 通行規制
神通橋 中神通井田線 富山県 富山県 通行規制
野積橋 油西新町線 富山県 富山市 通行規制
向田橋 上向田中央線 富山県 高岡市 通行規制
次郎左橋 金山谷６号線 富山県 魚津市 通行規制
中島橋 鹿熊１号線 富山県 魚津市 通行規制
朝日橋 朝日地蔵２号線 富山県 氷見市 通行規制
御用橋 鞍川稲積線 富山県 氷見市 通行規制
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平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
上庄新橋 大野七分一線 富山県 氷見市 通行規制
上庄中央橋 泉柿谷線 富山県 氷見市 通行止め
上庄大橋 中村線 富山県 氷見市 通行規制
伊尾田橋 新保早借線 富山県 氷見市 通行規制
稲子田橋 稲子田老谷 富山県 氷見市 通行止め
菅沼橋 菅沼小瀬形線 富山県 南砺市 通行規制
茶ノ木橋 茶ノ木線 富山県 砺波市 通行規制
中島橋 長浦中島線 石川県 石川県 通行規制
新保跨線橋 高岡羽咋線 石川県 石川県 通行規制
みなと橋 １級幹線７４号大野線 石川県 金沢市 通行規制
新川橋 粟崎６号粟崎町線２８号 石川県 金沢市 通行規制
水渕橋 犀川６号上辰巳町線 石川県 金沢市 通行規制
機具橋 準幹線５５２号諸江・湊線 石川県 金沢市 通行規制
鞍降橋  準幹線５５３号蚊爪・大浦町線 石川県 金沢市 通行規制
上中橋 浅川２２号上中町線２号 石川県 金沢市 通行止め
免田橋 北免田線 石川県 七尾市 通行規制
出口橋 河崎川淵線 石川県 七尾市 通行規制
昭和橋 河崎下線 石川県 七尾市 通行規制
天神橋 中島川淵線 石川県 七尾市 通行規制
細田橋 西下１号線 石川県 七尾市 通行規制
大石橋 七原３号線 石川県 七尾市 通行規制
住吉橋 安宅新安宅線 石川県 小松市 通行規制
舟場橋 舟場橋線 石川県 小松市 通行規制
中島橋 江指町中央線 石川県 小松市 通行規制
不動橋 不動西尾線 石川県 小松市 通行規制
赤目橋 赤目大谷線 石川県 小松市 通行規制
山本大橋 小伊勢７号線 石川県 輪島市 通行規制
宗下橋 本江３号線 石川県 輪島市 通行規制
千石橋 邑知87号線 石川県 羽咋市 通行規制
浜佐美橋 浜佐美海岸線 石川県 小松市 通行規制
こがね橋 曽井中島美江寺線 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（６トン）

赤谷橋 宮清見線 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（１４トン）

城山橋 御手洗立花線 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（１０トン）

新宮橋 白山内ヶ谷線 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（１４トン）

小和沢橋 井尻八百津線 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（６トン）、幅員規制（２メートル）

東雲橋 恵那蛭川東白川線 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（１４トン）

武並橋 ４１８号 岐阜県 岐阜県 通行規制 重量規制（１４トン）

朝丸橋 堤外３号線 岐阜県 岐阜市 通行規制
松田橋 鶉６８号線 岐阜県 岐阜市 通行規制
ライン大橋 市道鵜328号線 岐阜県 各務原市 通行規制
浅西1号橋 高渕横曽根1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
浅中2号橋 西大外羽浅草1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
中島橋 南市橋1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
南一色跨線橋 南一色1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
青柳橋 綾野青柳1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
多芸島橋 綾野入方1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
早苗橋 藤江早苗1号線 岐阜県 大垣市 通行規制
第一羽根谷橋 市道南濃１１号線 岐阜県 海津市 通行規制
九鬼橋１号橋 市道内ヶ谷７号線 岐阜県 郡上市 通行止め
山川橋 中川辺福島線 岐阜県 川辺町 通行規制
顔戸橋 川原野南大桜線 岐阜県 御嵩町 通行規制
陶栄橋 10004号線 岐阜県 土岐市 通行規制
千歳橋 60012号線 岐阜県 土岐市 通行規制
土岐津橋 10020号線 岐阜県 土岐市 通行規制
古井橋 10102号線 岐阜県 土岐市 通行規制
栄橋 20109号線 岐阜県 土岐市 通行規制
東竃橋 60137号線 岐阜県 土岐市 通行規制
記念橋 31352号線 岐阜県 土岐市 通行規制
森前橋 71785号線 岐阜県 土岐市 通行規制
水道橋 62307号線 岐阜県 土岐市 通行規制
中央橋 22366号線 岐阜県 土岐市 通行規制
川上橋 川上２８号線 岐阜県 中津川市 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
河鹿橋 長島奥戸線 岐阜県 恵那市 通行規制
今井橋 今井１号線 岐阜県 下呂市 通行規制
下り川橋 四美線 岐阜県 下呂市 通行規制
境橋 本町下原線 岐阜県 下呂市 通行規制
出合橋 こもれび線 岐阜県 下呂市 通行規制
徳河橋 市道徳河線 岐阜県 高山市 通行止め
松ヶ瀬橋 （１）松ヶ瀬線 岐阜県 白川町 通行規制
白川橋 （他）河岐下金線 岐阜県 白川町 通行規制
小倉橋 （２）小倉線 岐阜県 白川町 通行規制
馬狩谷橋 椿原ダム線 岐阜県 白川村 通行止め
清水橋 清水橋線 岐阜県 飛騨市 通行規制
おわち橋 浅井田～吉野線 岐阜県 飛騨市 通行規制
神矢橋 （他）下野本線 岐阜県 東白川村 通行規制
徳倉橋 下土狩徳倉沼津港線 静岡県 静岡県 通行規制
下道橋 湖東55号線 静岡県 浜松市 通行止め
白田川橋 町道稲取片瀬線 静岡県 東伊豆町 通行規制
峰橋 町道大堰峰線 静岡県 河津町 通行規制
天神原跨線橋 市道加茂川町加茂線 静岡県 三島市 通行規制
上之橋 市道佐野26号線 静岡県 三島市 通行止め 平成23年5月架替済

下野沢橋 町道1001号線 静岡県 小山町 通行止め 架替事業中

湯船沢橋 町道湯船本線 静岡県 小山町 通行止め 架替事業中

無名橋 町道1460号線 静岡県 小山町 通行止め 架替事業中

天ヶ沢橋 神谷天ヶ沢8号線 静岡県 富士市 通行規制
無名橋 大野新田下ウタリ1号線 静岡県 富士市 通行規制
第一寺之上橋 船津峯通1号線 静岡県 富士市 通行規制
第二寺之上橋 船津浅間原5号線 静岡県 富士市 通行規制
西大道上橋 境西大道上1号線 静岡県 富士市 通行規制
東名側道橋 小山徳光線 静岡県 袋井市 通行規制
無名橋 村松西15号線 静岡県 袋井市 通行規制
上村橋 笠梅22号線 静岡県 磐田市 通行規制
新屋橋 向笠新屋11号線 静岡県 磐田市 通行規制
向笠241号線橋 篠原7号線 静岡県 磐田市 通行規制
稗原1号線橋 稗原9号線 静岡県 磐田市 通行規制
和口橋 新出和口線 静岡県 磐田市 通行規制
大森橋 神座東１号線 静岡県 湖西市 通行止め 架替事業中

瀧見橋 市道0266号線 静岡県 御殿場市 通行規制
向野橋 向野橋線 愛知県 名古屋市 通行規制
野方橋 市道浅田高上線 愛知県 日進市 通行規制
梅森台跨道橋 市道梅森台２９号線 愛知県 日進市 通行規制
陸田立橋 市道００－２０３号線 愛知県 稲沢市 通行止め
郡界橋 旧岡崎足助線 愛知県 豊田市 通行規制
郡界橋 稲武郡界線 愛知県 豊田市 通行止め
森前橋 稲武森前線 愛知県 豊田市 通行規制
大橋 市道川合貝津線 愛知県 新城市 通行規制
天伯橋 市道浜道町・天伯町５６号線 愛知県 豊橋市 通行規制
江川大橋 市道川崎町・瓜郷町１号線 愛知県 豊橋市 通行規制
長瀞橋 市道中原町・東細谷町２号線 愛知県 豊橋市 通行規制
弘法橋 市道牛川町７１号線 愛知県 豊橋市 通行規制
新鮎川橋 市道鮎川宮下線 愛知県 田原市 通行規制
官林橋 市道諏訪四丁目６号線 愛知県 豊川市 通行規制
森山橋  市道諏訪三丁目諏訪四丁目２号線 愛知県 豊川市 通行規制
新諏訪橋  市道新道一丁目代田一丁目線 愛知県 豊川市 通行規制
福地橋 市道才ノ神福地荒古線 愛知県 豊川市 通行規制
下諏訪橋  市道諏訪三丁目諏訪四丁目１号線 愛知県 豊川市 通行規制
川田橋 市道野畔京次線 愛知県 豊川市 通行規制
八幡橋 市道寺下新道線 愛知県 豊川市 通行規制
閑通寺橋 市道仲上後田線 愛知県 豊川市 通行規制
御油橋 市道西欠間美世賜線 愛知県 豊川市 通行規制
上大道線 市道川添大道線 愛知県 豊川市 通行規制
行明橋 市道高畑八反田線 愛知県 豊川市 通行規制
鐘鋳場橋 市道羽鳥広野線 愛知県 豊川市 通行規制
立切橋 市道縄手野先線 愛知県 豊川市 通行規制
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橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
金山橋 市道立信寺線 愛知県 豊川市 通行規制
オオイ橋 市道上大田面岩田線 愛知県 豊川市 通行規制
マチイ橋 市道上大田面岩田線 愛知県 豊川市 通行規制
北浦橋 市道小坂井１１号線 愛知県 豊川市 通行規制
海倉橋 市道一鍬田豊島１号線 愛知県 新城市 通行規制
御殿橋 町道城山荒子１号線 愛知県 幸田町 通行規制
中川2号橋 市道２－５６９号線 愛知県 刈谷市 通行規制
家下1号橋 市道２－１２０号線 愛知県 刈谷市 通行規制
大菅橋 村道大菅線 愛知県 豊根村 通行規制
船木橋 一般県道打見大台線 三重県 三重県 通行規制
肱江橋 市道深谷柚井線 三重県 桑名市 通行規制
鎌田橋 市道阿第50号線 三重県 いなべ市 通行規制
野尻橋 市道下野尻瀬木線 三重県 いなべ市 通行規制
無名橋 外平喜・下見入線 三重県 木曽岬町 通行規制
小林橋 西対海地・小林2号線 三重県 木曽岬町 通行規制
大石橋 湯の山８号線 三重県 菰野町 通行規制
蒼滝橋 湯の山９号線 三重県 菰野町 通行止め
東北山橋 田光梅戸井線 三重県 菰野町 通行規制 H23年度補修予定

新開橋 市道新開分郷線 三重県 津市 通行規制
馬洗橋 市道足坂稲葉線 三重県 津市 通行規制
丹川橋 町道山大淀・根倉・養川線 三重県 明和町 通行規制
小薮橋 町道上御糸西1号線 三重県 明和町 通行規制
前野橋 町道前野17号線 三重県 明和町 通行止め
濁川橋 宮神１号線 三重県 大台町 通行規制
新宮川橋 御棟・唐櫃線 三重県 大台町 通行規制
大和谷橋 大和谷線 三重県 大台町 通行規制
黒瀬1号-１橋 市道黒瀬1号線 三重県 伊勢市 通行規制
黒瀬1号-２橋 市道黒瀬1号線 三重県 伊勢市 通行規制
宮川橋 一之木宮川線 三重県 伊勢市 通行規制
桜橋 町道役場駅前線 三重県 玉城町 通行止め
殿川橋 市道栂平尾小山線 三重県 伊賀市 通行規制
枅川下橋 市道枅川下郡線 三重県 伊賀市 通行止め
丑ノ谷橋 市道北浦丑ノ谷線 三重県 尾鷲市 通行止め
小舟渡橋 藤巻下荒井線 福井県 福井県 通行規制
金屋橋 金屋上社線 福井県 小浜市 通行規制
上新橋 上新橋線 福井県 あわら市 通行規制
下太田橋 市道第3810号線 福井県 越前市 通行規制
日之出橋 市道第2903号線 福井県 越前市 通行規制
高見橋 鳥井１号線 福井県 鯖江市 通行止め
東荒井橋 市道木部東・東荒井線 福井県 坂井市 通行止め
難波橋 香花寺曽根線 滋賀県 滋賀県 通行規制
息長橋 大鹿寺倉線 滋賀県 滋賀県 通行規制
椿 橋 菖蒲線 滋賀県 滋賀県 通行規制
嵯峨山橋 鍛冶屋地内３号線 滋賀県 長浜市 通行規制
下の橋 上砥山妹ヶ谷線 滋賀県 栗東市 通行規制
岩上橋 今郷・嶬峨線 滋賀県 甲賀市 通行規制
旧別所橋 旧別所橋線 滋賀県 日野町 通行規制
多々木橋 音羽蔵王線 滋賀県 日野町 通行規制
宮前橋 北脇中在寺線 滋賀県 日野町 通行規制
大谷川浜橋 木戸南比良線 滋賀県 大津市 通行規制
岡山跨線橋 市道中4247号線 滋賀県 大津市 通行規制
大江1号橋 東3502号線 滋賀県 大津市 通行規制
斧研橋 東1216号線 滋賀県 大津市 通行規制
柳原橋 幹1012号線 滋賀県 大津市 通行規制
今橋 開出今・宇尾線 滋賀県 彦根市 通行規制
真野橋 金沢三津線 滋賀県 彦根市 通行規制
小海橋 宇曽川左岸線 滋賀県 彦根市 通行規制
むし山橋 甲田・宮田線 滋賀県 彦根市 通行規制
宮田橋 宮田町走り・前田線 滋賀県 彦根市 通行規制
庄堺橋 開出今町七ノ坪・庄堺線 滋賀県 彦根市 通行止め
岡谷橋 岡谷橋線 滋賀県 長浜市 通行規制
福橋 市道速水河毛線 滋賀県 長浜市 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
寿橋 市道丁野八日市線 滋賀県 長浜市 通行規制
第17号橋 市道6-304号線 滋賀県 長浜市 通行規制
栄船大橋 宮司南呉服南線 滋賀県 長浜市 通行規制
長久寺跨線橋 跨線橋線 滋賀県 米原市 通行規制
丸内橋 折口線 滋賀県 米原市 通行規制
朝妻橋 朝妻世継線 滋賀県 米原市 通行規制
前川橋 田井東一口線 京都府 久御山町 通行規制
大島橋 東一口大島線 京都府 久御山町 通行規制
はま橋 釜ヶ瀬線 京都府 南丹市 通行規制
和田谷橋 和田谷線 京都府 南丹市 通行規制
寺ノ下橋 寺ノ下線 京都府 南丹市 通行規制
俣ヶ瀬橋 生野支線 京都府 福知山市 通行規制
佐名島橋 サナ嶋線 京都府 福知山市 通行止め
喜多橋 一の宮２号線 京都府 福知山市 通行規制
渋羅谷橋 佐々木8号線 京都府 福知山市 通行規制
野笹橋 野笹1号線 京都府 福知山市 通行規制
高畑橋 川北荒木線 京都府 福知山市 通行規制
中津橋 中津線 京都府 京丹後市 通行規制
永代橋 丹波町線 京都府 舞鶴市 通行規制
打越一番橋 打越一番橋線 大阪府 門真市 通行規制
北脇橋 五軒家9号線 大阪府 富田林市 通行規制
ﾅﾐﾐﾖｳﾊﾞｼ 吉葉栗栖線 大阪府 能勢町 通行止め
弁天橋 弁天橋青谷線 大阪府 柏原市 通行規制
泉橋 泉八上新線 兵庫県 兵庫県 通行止め 架替事業中

横市橋 福留１号線 兵庫県 加古川市 通行規制 架替事業中

野口６号橋 野口坂井線 兵庫県 加古川市 通行規制
竹谷橋 野村１６号線 兵庫県 加古川市 通行規制
菖蒲池２号橋 行常１号線 兵庫県 加古川市 通行規制
雑郷橋 畑３号線 兵庫県 加古川市 通行規制
大門橋 平野9号線 兵庫県 西脇市 通行規制
樫山跨道橋 上鳥町線 兵庫県 三木市 通行規制
城山橋 新宿加佐東線 兵庫県 三木市 通行規制
御高橋 川南線 兵庫県 三木市 通行規制
杉下橋 広野窟屋線 兵庫県 三木市 通行規制
前川原大橋 大島2号線 兵庫県 三木市 通行規制
増田橋 増田谷口線 兵庫県 三木市 通行規制
大柿大橋 大柿線 兵庫県 三木市 通行規制
大日橋 細川中脇川線 兵庫県 三木市 通行規制
巴橋 別所北線 兵庫県 三木市 通行規制
冷泉橋 桃津南畑線 兵庫県 三木市 通行規制
共永橋 東中蓮花寺線 兵庫県 三木市 通行規制
藪呂橋 佐野豊地線 兵庫県 三木市 通行規制
桃津橋 桃津中央線 兵庫県 三木市 通行規制
下沢橋 渡瀬2号線 兵庫県 三木市 通行規制
不動橋 米田大沢線 兵庫県 三木市 通行規制
福吉橋 福吉7号線 兵庫県 三木市 通行規制
無名1020橋 下南学校線 兵庫県 三木市 通行規制
星ヶ谷橋 下南線 兵庫県 三木市 通行規制
かくと橋 西村脇川高畑線 兵庫県 三木市 通行規制
滝見橋 上滝野新町線 兵庫県 加東市 通行規制
落合橋 社外環状下三草線 兵庫県 加東市 通行規制
地蔵橋 八反田八千種線 兵庫県 福崎町 通行規制
月見橋 井ノ口山崎線 兵庫県 福崎町 通行規制
モカヤマ橋 ８４７号線 兵庫県 福崎町 通行規制
釜の内橋 ２０６号線 兵庫県 福崎町 通行規制
観音堂橋 ８２７号線 兵庫県 福崎町 通行規制
小新屋橋 和田小新屋線 兵庫県 丹波市 通行規制
新橋 新井旧国道線 兵庫県 朝来市 通行止め
宝来橋 林線 兵庫県 宍粟市 通行規制
樽垣内橋 高取・河原線 兵庫県 宍粟市 通行止め
和合橋 福野・三方町線（１） 兵庫県 宍粟市 通行止め 平成23年5月20日架替により通行止め解除

高座橋 宮山線 兵庫県 宍粟市 通行止め
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橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
サイカシ橋 溝下タ線 兵庫県 佐用町 通行止め ８月中旬規制解除予定

小橋 大河内寺谷線 兵庫県 佐用町 通行止め ８月中旬規制解除予定

吉永下橋 吉永土居線 兵庫県 佐用町 通行止め ７月末規制解除

下河原二号橋 下河原線 兵庫県 佐用町 通行止め ７月末規制解除

仏谷橋 仏谷線 兵庫県 佐用町 通行止め 架替事業中

東大明神橋 東大明神線 兵庫県 佐用町 通行止め 架替事業中

水谷橋 水谷線 兵庫県 佐用町 通行止め 架替事業中

大坪橋 頭様線 兵庫県 佐用町 通行止め 架替事業中

下山脇橋 山脇線 兵庫県 佐用町 通行止め 架替事業中

笹ヶ丘橋 笹ヶ丘虚田線 兵庫県 佐用町 通行止め 廃止

大門橋 三河126号線 兵庫県 佐用町 通行止め ８月下旬規制解除予定

長林橋 三河103号線 兵庫県 佐用町 通行止め ７月末規制解除

鍛冶屋橋 三河124号線 兵庫県 佐用町 通行止め
青木橋 三河44号線 兵庫県 佐用町 通行止め
上宿橋 徳久20号線 兵庫県 佐用町 通行止め 架替事業中

262号橋 市道2026号線 兵庫県 小野市 通行規制
大島橋 市道4118号線 兵庫県 小野市 通行規制
寸田橋 市道220号線 兵庫県 小野市 通行規制
池原橋 下池原上池原線 奈良県 下北山村 通行規制 重量制限2tまで

乾橋 北花内・東中線 奈良県 葛城市 通行規制 重量制限2tまで

太鼓橋 新庄・秋吉線 奈良県 葛城市 通行規制 重量制限2tまで

下田橋 霊安寺８号線 奈良県 五條市 通行規制 車両通行止

川津大橋 川津線 奈良県 十津川村 通行止め
井出山３号線 生駒南第二小学校支線１号 奈良県 生駒市 通行規制 重量制限2tまで

旭橋 山崎西山線 奈良県 生駒市 通行規制 重量制限4tまで

佐野渡橋 慈恩寺地内１１号線 奈良県 桜井市 通行規制 重量制限2tまで

城上橋 大塚３６号線 奈良県 広陵町 通行止め 架替事業中

大平橋 神之谷線 奈良県 川上村 通行止め
岩本橋 草谷・広橋線 奈良県 下市町 通行規制 重量制限10tまで

西本庄橋 西本庄橋線 和歌山県 みなべ町 通行規制 車両重量制限、迂回路有り

新庄橋 南部川線 和歌山県 みなべ町 通行規制 車両重量制限、迂回路有り

田川橋 田川川向１号線 和歌山県 古座川町 通行規制 車両重量制限

小柳橋 鶴川一雨線 和歌山県 古座川町 通行規制 車両重量制限、迂回路有り

新川橋 楠戸本線 和歌山県 海南市 通行規制 架替事業中

麻生津橋 名手市場北涌線 和歌山県 紀の川市 通行規制 車両重量制限、迂回路有り

橋本橋 三栖４２号線 和歌山県 田辺市 通行止め 迂回路有り

白鷺橋 平堅田線 和歌山県 白浜町 通行規制 車両重量制限、迂回路有り

すのこ橋 十九渕線 和歌山県 白浜町 通行規制 車両重量制限、迂回路有り

錦橋 津山智頭八東線 鳥取県 鳥取県 通行規制
稲常橋 布袋稲常線 鳥取県 鳥取市 通行規制
宮谷橋 宮谷本高線 鳥取県 鳥取市 通行規制
片山橋 稲常徳吉線 鳥取県 鳥取市 通行規制
２号橋 上砂見３号線 鳥取県 鳥取市 通行規制
妙見土居橋 妙見線 鳥取県 鳥取市 通行規制
倉内橋 下砂見１号線 鳥取県 鳥取市 通行規制
鹿野大橋 今町鹿野線 鳥取県 鳥取市 通行規制
堂ヶ谷橋 田原谷桑原線 鳥取県 鳥取市 通行止め
金渕橋 金渕線 鳥取県 鳥取市 通行規制
畑橋 大水畑線 鳥取県 鳥取市 通行規制
１号橋 賀露右岸線 鳥取県 鳥取市 通行規制
岡前橋 河原下長瀬線 鳥取県 鳥取市 通行規制
宮橋 河原奥長瀬線 鳥取県 鳥取市 通行規制
谷川橋 稲常徳吉線 鳥取県 鳥取市 通行規制
南谷橋 本町大鳥居線 鳥取県 倉吉市 通行規制 H23.4.2解除(橋梁修繕工事完了の為)

通天橋 石霞渓線 鳥取県 日南町 通行規制
床吉橋 野田塚原線 鳥取県 日南町 通行規制
愛宕橋 愛宕線 鳥取県 日南町 通行規制
八千代橋 根雨西側支２号線 鳥取県 日野町 通行規制
藪津橋 黒坂薮津線 鳥取県 日野町 通行止め
吉祥寺橋 神西６１号線 島根県 出雲市 通行規制
吉祥寺橋１号橋 神西６１号線 島根県 出雲市 通行規制
乙見橋 駄越線 島根県 出雲市 通行規制

19/25



平成23年4月調査

通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
上津１２号線1号橋 上津１２号線 島根県 出雲市 通行規制
軍原跨線橋梁 軍原跨線橋線 島根県 斐川町 通行規制
法尺橋 長久静間線 島根県 大田市 通行規制
大森座橋 大森座小路線 島根県 大田市 通行止め
愛の橋 西郷１４５号線 島根県 隠岐の島町 通行規制
元屋橋 中村130号線 島根県 隠岐の島町 通行規制
水内橋 美袋井原線 岡山県 岡山県 通行規制
鴨田跨線橋 野殿東町西長瀬線 岡山県 岡山市 通行規制
隅田川１号橋 笠岡159号西ﾉ浜新田西ﾉ浜線 岡山県 笠岡市 通行規制
谷尻川３号橋 山口138号成藤日近線 岡山県 笠岡市 通行規制
尾坂川３号橋 甲弩79号北畠山手線 岡山県 笠岡市 通行規制
大橋 錦橋中耕地２号線 岡山県 井原市 通行規制
日向橋 峠村線 岡山県 井原市 通行規制
下市橋 甲平線 岡山県 高梁市 通行規制
阿部山吊橋 阿部山線 岡山県 高梁市 通行規制
島木橋 新張枝線 岡山県 高梁市 通行規制
暮川橋 暮川線 岡山県 高梁市 通行規制
三谷橋 龍頭渕の上線 岡山県 真庭市 通行規制
辰の原橋 辰の原１号線 岡山県 美作市 通行止め
山城下橋 山城６号線 岡山県 美作市 通行止め
原橋 光盛奥谷線 岡山県 吉備中央町 通行規制
乗木上橋 乗木池の内線 岡山県 吉備中央町 通行規制
永代橋 時安田内線 岡山県 吉備中央町 通行規制
臼井橋 横山線 岡山県 吉備中央町 通行規制
御所後橋 境谷線 岡山県 吉備中央町 通行規制
神子田橋 井原和田線 岡山県 吉備中央町 通行規制
永昌１号橋 和田田土線 岡山県 吉備中央町 通行規制
仁吾下橋 三信新屋敷線 岡山県 吉備中央町 通行規制
祝橋 一般県道三次江津線 広島県 広島県 通行規制
東大橋 南１区７９号線 広島県 広島市 通行規制
東大橋歩道橋 南１区８０号線 広島県 広島市 通行止め
恵川橋 市道明治新開唐船浜線 広島県 大竹市 通行規制
能保利橋 市道大栗林小栗林2号線 広島県 大竹市 通行規制
神崎橋 町道神崎武住線 広島県 北広島町 通行規制
吉木中央橋 町道吉木掛札線 広島県 北広島町 通行規制
大広橋 古新開８丁目５号線 広島県 呉市 通行規制
真光寺橋 大広２丁目２号線 広島県 呉市 通行規制
日ノ出橋 古新開４丁目１号線 広島県 呉市 通行規制
森立道跨線橋 森野呂線 広島県 呉市 通行規制
久俊跨線橋 久俊線 広島県 呉市 通行規制
セーラー橋 天応西条線 広島県 呉市 通行規制
下神賀橋 海岸吉浦本町線 広島県 呉市 通行規制
重役橋 苗代１号線 広島県 呉市 通行規制
農林橋 阿賀南３丁目３号線 広島県 呉市 通行規制
大平橋 山手１丁目１号線 広島県 呉市 通行規制
兵庫橋 市道西藤42号線 広島県 尾道市 通行規制
内日上12号橋 内日上41号線 山口県 下関市 通行規制
観海橋 汐入町1号線 山口県 下関市 通行規制
 木田橋 木田線 山口県 宇部市 通行規制
第一夏目橋 宮尾宗方線 山口県 宇部市 通行規制
梅田川橋 新開作妻崎線 山口県 宇部市 通行規制
大山橋 阿東むつみ線 山口県 山口市 通行規制
祖父第一橋 釣山梶畑線 山口県 山口市 通行止め
睦美橋 中塚真尾線 山口県 防府市 通行規制
三島橋 岩狩線 山口県 光市 通行規制
門前橋 下中小野辻並線 山口県 長門市 通行止め
橋本橋 箕越大祖線 山口県 柳井市 通行規制
宮根橋 山ノ内線 山口県 岩国市 通行規制
長走潜水橋 長走線 山口県 岩国市 通行規制
御庄橋 御庄１号線 山口県 岩国市 通行規制
平安橋 平安古菊ヶ浜線 山口県 萩市 通行規制
追分橋 楞厳寺線 山口県 萩市 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
厚狭新橋 成松山川線 山口県 山陽小野田市 通行止め
第一高千帆橋 上石井手線 山口県 山陽小野田市 通行規制
亀橋 大村下線 山口県 美祢市 通行規制
新蔵橋 徳島本町・新蔵線 徳島県 徳島市 通行規制
城南２号橋 城南１丁目5号線 徳島県 徳島市 通行規制
柿谷橋 大坪・柿谷・城南線 徳島県 徳島市 通行規制
新川橋 大野・沖須賀線 徳島県 徳島市 通行規制
山ノ上東橋 上中筋4号線 徳島県 徳島市 通行規制
第二森時橋 坂東・森時線 徳島県 徳島市 通行規制
天神橋 北地線 徳島県 徳島市 通行規制
中津峯橋 多家良西中央線 徳島県 徳島市 通行規制
岩名北橋 岩名線 徳島県 徳島市 通行規制
相生橋 小松北・宮島本浦線 徳島県 徳島市 通行規制
富吉3号橋 富吉団地7号線 徳島県 徳島市 通行規制
牛屋島橋 牛屋島北島線 徳島県 鳴門市 通行規制
市場橋 市場橋線 徳島県 鳴門市 通行規制
中央橋 桧北中央橋線 徳島県 鳴門市 通行規制
幹線中田日開野線　　第2号橋 幹線中田日開野線 徳島県 小松島市 通行規制
神代橋 神田瀬3号線 徳島県 小松島市 通行規制
江田潜水橋 江田1号線 徳島県 小松島市 通行規制
弁天橋 金磯3号線 徳島県 小松島市 通行規制
安行橋（吊橋） 木戸安行線 徳島県 阿南市 通行規制
北台橋 古田１号線 徳島県 阿波市 通行止め
白水橋 川又川北線 徳島県 阿波市 通行止め
穴吹川橋 市道穴吹３号線 徳島県 美馬市 通行規制 8t重量規制、迂回路あり。

田丸橋 田丸線 徳島県 三好市 通行止め
西山1号橋 西山線 徳島県 美波町 通行規制
町道32号橋（共栄橋） 町道9号線 徳島県 北島町 通行規制
町道85号橋 町道404号線 徳島県 北島町 通行規制
第２関上橋 加茂野3号線 徳島県 石井町 通行規制
洲崎橋 汐木州崎詫間線 香川県 香川県 通行規制
赤岡橋 赤岡福田原線 香川県 観音寺市 通行規制 車両通行止、歩行者のみ通行可能

鹿隈橋 鹿隈柞田線 香川県 観音寺市 通行規制 大型車通行規制

観音寺極楽橋 上若南線 香川県 観音寺市 通行規制 大型車通行規制

岡之宮橋 福田豆塚２号線 香川県 観音寺市 通行規制 大型車通行規制

亀錦橋 姫浜上松線 香川県 観音寺市 通行規制
蛭子橋 北原港町線 香川県 観音寺市 通行規制
中山２号橋 中山線 香川県 さぬき市 通行規制
栄橋 池下桶樋線 香川県 まんのう町 通行規制
常包橋 常包橋線 香川県 まんのう町 通行規制
浅津橋 岡崎寺裏線 香川県 三豊市 通行規制
時貞橋 時貞線 香川県 三豊市 通行規制
吉田橋 吉田中央線 香川県 三豊市 通行規制
中山川橋 新屋敷線 愛媛県 西条市 通行規制
三間川橋 元宗迫目線 愛媛県 宇和島市 通行規制
岩松橋 町頭線 愛媛県 宇和島市 通行規制
興野々橋 興野々本線 愛媛県 鬼北町 通行規制
東小山橋 小山線 愛媛県 愛南町 通行規制
新田東橋 新田東縦道線 愛媛県 新居浜市 通行規制
大地橋 寒川豊岡線 愛媛県 四国中央市 通行規制
高丸橋 坂石河成線 愛媛県 西予市 通行規制
須川橋 川尻線 高知県 奈半利町 通行止め
安田川橋 不動安田線 高知県 安田町 通行規制
奈路橋 島の川線 高知県 中土佐町 通行規制
久礼川橋 岡ノ前道ノ川線 高知県 中土佐町 通行止め
旧吉野川橋 穴内尾生線 高知県 大豊町 通行止め
坂折橋 中央線 高知県 越知町 通行規制
加枝ヶ谷1号橋 加枝ヶ谷線 高知県 越知町 通行規制
加枝ヶ谷2号橋 加枝ヶ谷線 高知県 越知町 通行規制
加枝ヶ谷3号橋 加枝ヶ谷線 高知県 越知町 通行規制
加枝ヶ谷4号橋 加枝ヶ谷線 高知県 越知町 通行規制
宿毛橋 宿毛坂の下線 高知県 宿毛市 通行規制
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通行止め・通行規制橋梁リスト（H23.4月時点） （自治体から公表の許可が得られたもの）

橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
日比原橋 日比原線 高知県 いの町 通行規制
名越屋沈下橋 名越屋西ノ谷線 高知県 日高村 通行規制
里川橋 里川線 高知県 四万十町 通行規制
一斗俵沈下橋 米奥一斗俵線 高知県 四万十町 通行止め
清水大橋 米奥北の川線 高知県 四万十町 通行止め
王迎橋 王迎線 高知県 黒潮町 通行規制
隈山橋 国分E261号線 福岡県 久留米市 通行規制
上川原橋 野中国分E261号線 福岡県 久留米市 通行規制
田代橋 青木島西青木Ｊ802号線 福岡県 久留米市 通行規制
橋口橋 浅牟田町浜田町線 福岡県 大牟田市 通行規制
泉橋 一本町旭町1丁目線 福岡県 大牟田市 通行規制
元屋敷1号橋 元屋敷五ノ江線 福岡県 大牟田市 通行規制
末広橋 宮原町２丁目米生町１丁目線 福岡県 大牟田市 通行規制
旭橋 旭町２丁目築町線 福岡県 大牟田市 通行規制
新銀座橋 古町栄町２丁目線 福岡県 大牟田市 通行規制
松田橋 長尾～平塚線 福岡県 飯塚市 通行規制
杉園橋 高田・片山・杉園２号線 福岡県 飯塚市 通行規制
見田橋 津原・舎利蔵線 福岡県 飯塚市 通行規制
明台寺橋 高田・片山・杉園１号線 福岡県 飯塚市 通行規制
成道寺橋 成道寺橋・大橋線 福岡県 田川市 通行規制
新松原橋 向陽台・松原線 福岡県 田川市 通行規制
下宮橋 杉町・柿ノ木線 福岡県 嘉麻市 通行規制
杉町橋 柿ノ木・神幸橋線 福岡県 嘉麻市 通行規制
櫨ノ木橋 櫨ノ木・ウナブシ線 福岡県 嘉麻市 通行規制
恵比須橋 合男石・魚町線 福岡県 朝倉市 通行規制
地蔵橋 中町・石原線 福岡県 朝倉市 通行規制
千手橋 千手公民館前線 福岡県 朝倉市 通行止め
橋後川橋 城線 福岡県 朝倉市 通行止め
南仙橋 中町・山中・弓掛線 福岡県 八女市 通行規制
志屋橋 志屋線 福岡県 八女市 通行規制
桁山橋 広蔵～金原線 福岡県 八女市 通行規制
川見手１号橋 ロッテ東側線 福岡県 筑後市 通行止め
岸ノ下橋 井尻線 福岡県 大川市 通行規制
貝尻橋 六本松・永石線 福岡県 筑紫野市 通行止め
立明寺橋 勢井手・外木町線 福岡県 筑紫野市 通行規制
疫神橋 沼・原線 福岡県 筑紫野市 通行規制
堂仲橋 鳥園・桟敷原線 福岡県 筑紫野市 通行規制
上橋 赤間苑２号線 福岡県 宗像市 通行規制
地田橋 赤間苑４号線 福岡県 宗像市 通行規制
初川橋 初川橋線 福岡県 糸島市 通行規制
新開橋 四角・通り堂線 福岡県 福津市 通行規制
安西橋 西隈竹原線 福岡県 那珂川町 通行規制
畑坂橋 畠坂線 福岡県 那珂川町 通行規制

サヤ橋 早見・障子岳線 福岡県 宇美町 通行規制
平成22・23年度架替工事中
平成23年11月供用開始予定

久保橋 久保４号線 福岡県 久山町 通行止め
関前橋 吉木・宮ノ前線 福岡県 岡垣町 通行規制
宮ノ前橋 別府・上別府線 福岡県 遠賀町 通行規制
東小田上橋 篠隈・東小田線 福岡県 筑前町 通行規制
目北橋 猪本高食線 福岡県 大刀洗町 通行規制
菅野橋 菅野中央線 福岡県 大刀洗町 通行規制
酒屋渡橋 中組小畑線 福岡県 川崎町 通行規制
蔵元橋 栗崎、薬王寺線 福岡県 福智町 通行規制
岡崎橋 岡崎・行橋線 福岡県 苅田町 通行規制
下川原橋 柄ヶ迫・下川原線 福岡県 上毛町 通行規制
瓦川内橋 宮の前・天ヶ瀬・井上線 佐賀県 多久市 通行規制
申川内橋 申川内線 佐賀県 多久市 通行規制
箱崎橋 江福一号線 佐賀県 鹿島市 通行規制
江福一号橋 江福一号線 佐賀県 鹿島市 通行規制
江福二号橋 江福二号線 佐賀県 鹿島市 通行規制
小舟津・看場一号橋 小舟津・看場線 佐賀県 鹿島市 通行規制
井手分橋 井手分線 佐賀県 鹿島市 通行規制
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橋梁名 路線名 都道府県 管理者 規制内容 備考
地ノ神橋 南川一号線 佐賀県 鹿島市 通行規制
普明寺一号橋 普明寺一号線 佐賀県 鹿島市 通行規制
牟田橋 七浦学校線 佐賀県 鹿島市 通行規制
西水立物橋 長神田・立物線 佐賀県 小城市 通行規制
小柳橋 宿・鷺ノ原線 佐賀県 小城市 通行規制
太鼓橋 熊寄・四条線 佐賀県 小城市 通行規制
幸橋 吉田・彦島線 佐賀県 小城市 通行規制
釈迦谷橋 泉山１０号線 佐賀県 有田町 通行規制 H24架替え予定

津ノ浦橋 今里・津ノ浦線 佐賀県 太良町 通行規制
豊足橋 瀬戸・片峰線 佐賀県 太良町 通行規制
袋橋   興善町風頭町1号線 長崎県 長崎市 通行規制
出島橋   出島町江戸町1号線 長崎県 長崎市 通行規制
小島橋 琴海村松町１８号線 長崎県 長崎市 通行規制
大曲橋  大曲1号線 長崎県 五島市 通行止め
木場橋 折口線 長崎県 西海市 通行規制
折木橋 折木線 長崎県 南島原市 通行止め
左底橋 左底久留里線 長崎県 時津町 通行規制
平畑橋 有明倉岳線 熊本県 熊本県 通行止め
内田メガネ橋 玉名立花線 熊本県 熊本県 通行規制
夏目小橋 余内～古閑線 熊本県 熊本市 通行規制
芦原橋 宮原～芦原線 熊本県 熊本市 通行規制
上古閑跨線橋 桜井～上古閑線 熊本県 熊本市 通行規制
城ノ後第５号橋 八幡町第２７号線 熊本県 熊本市 通行規制
東御幸橋 小島中町第１号線 熊本県 熊本市 通行規制
谷橋 谷線 熊本県 熊本市 通行規制
豊岡橋 那知～鈴麦線 熊本県 熊本市 通行規制
天狗橋 中神大柿線 熊本県 人吉市 通行規制
大手橋 麓町矢黒線 熊本県 人吉市 通行規制
小股橋 下戸越地内第３号線 熊本県 人吉市 通行規制
釣橋 葛渡・大丸線 熊本県 水俣市 通行規制
黒橋 川越・宮の後線 熊本県 宇土市 通行規制
上姫浦橋 塩屋線４号 熊本県 上天草市 通行規制
戸馳大橋 黒崎内潟線 熊本県 宇城市 通行規制
馬門橋 馬門線～目磨今線 熊本県 美里町 通行規制
日暮橋 日暮町区線 熊本県 大津町 通行規制
辛津橋 宮ノ上道明線 熊本県 菊陽町 通行規制
中央橋 田ノ原白川線 熊本県 南小国町 通行規制
松ノ木橋 松ノ木地蔵原線 熊本県 南小国町 通行規制
駄渡橋 産山・田尻線 熊本県 産山村 通行止め
辰口橋 田中高遊線 熊本県 西原村 通行規制
仁多尾大橋 大川大矢線 熊本県 山都町 通行規制
中園橋 中園向原線 熊本県 芦北町 通行規制
柚木川内橋 柚木川内線 熊本県 山江村 通行規制
白濱橋 田野線 熊本県 球磨村 通行規制
宮野橋 宮野71号線 熊本県 あさぎり町 通行規制
朝地橋 朝地停車場線 大分県 大分県 通行規制
中島橋 皆春国宗線 大分県 大分市 通行規制
神ノ元橋 八木合中無礼線 大分県 大分市 通行規制
鳥ノ巣橋 鳥ノ巣線 大分県 大分市 通行規制 前後道路の線形不良により規制

弁城橋 加来拝香・糸引線 大分県 中津市 通行規制
小川橋 島田線 大分県 日田市 通行止め H23年度撤去予定

清滝橋 河内清滝橋線 大分県 佐伯市 通行止め H24年度補修予定

下ノ江橋 下ノ江浦線 大分県 臼杵市 通行規制 H24年度補修予定

藤尾橋 藤野線 大分県 臼杵市 通行規制 補修事業中

市浜4-2号橋 市浜４号線 大分県 臼杵市 通行規制 補修事業中

多々良橋 海添38号線 大分県 臼杵市 通行規制 H24年度補修予定

奥山1号橋 奥山線 大分県 臼杵市 通行規制 H24年度補修予定

福山橋 岩屋線 大分県 津久見市 通行規制
下園橋 下園線 大分県 津久見市 通行規制
政所橋 荻迫線 大分県 竹田市 通行規制
山王橋 岩瀬線 大分県 竹田市 通行規制
石城橋 東夷区内１号線 大分県 豊後高田市 通行規制 歩行者通行可
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錦江橋 市駅錦江橋線 大分県 杵築市 通行規制 補修事業中

櫛野橋 掛上円座線 大分県 宇佐市 通行規制
中島橋 下麻生線 大分県 宇佐市 通行止め H24年度補修予定

牛渕橋 北山線 大分県 宇佐市 通行規制 補修事業中

分寺橋 下余岩下線 大分県 宇佐市 通行規制
細長橋 深野細長線 大分県 豊後大野市 通行止め
虹澗橋 柳井瀬２号線 大分県 豊後大野市 通行規制 歩行者通行可

粕掛橋 梶屋挾間線 大分県 由布市 通行規制 歩行者通行可

庄内大橋 庄内駅南園線 大分県 由布市 通行規制 補修事業中

万年橋 中通線 大分県 玖珠町 通行規制
波帰之瀬橋 竹田五ヶ瀬線 宮崎県 宮崎県 通行規制 前後道路の線形不良により規制

船野蔭木橋 船野蔭木線 宮崎県 宮崎市 通行止め
山下橋 山下１号線 宮崎県 宮崎市 通行規制
小戸之橋 昭和通線 宮崎県 宮崎市 通行規制
下田ノ平橋 田ノ平１号線 宮崎県 宮崎市 通行止め
友内橋 無鹿二ツ島線 宮崎県 延岡市 通行規制 迂回路有

天下中須橋 天下中須線 宮崎県 延岡市 通行止め 迂回路有・廃止手続中

上崎あけぼの橋 桑水流上崎線 宮崎県 延岡市 通行規制 迂回路有

熊田橋 曽立臼杵線 宮崎県 延岡市 通行規制 迂回路有

槇峰橋 槇峰八戸線 宮崎県 延岡市 通行止め
中橋 槇峰八戸線 宮崎県 延岡市 通行止め
深谷１号橋 城打扇線 宮崎県 延岡市 通行規制 迂回路有

管無田橋 田尾須糊川線 宮崎県 日南市 通行規制 重量制限：４ｔ

帯刀河原橋 西ノ原・帯刀川原 宮崎県 小林市 通行規制
東郷橋 東郷橋・卸児線 宮崎県 日向市 通行規制
清水橋 都於郡線 宮崎県 西都市 通行規制
加久藤橋 宮崎水俣線 宮崎県 えびの市 通行規制
竹鳩橋 川田・竹鳩線 宮崎県 高鍋町 通行規制
琴弾橋 蚊口（１０）線 宮崎県 高鍋町 通行規制
中八重橋 中八重線 宮崎県 木城町 通行規制
松原下橋 松原・通山線 宮崎県 川南町 通行止め
粕野橋 若宮東向粕野線 宮崎県 美郷町 通行止め
水ヶ崎橋 水ヶ崎線 宮崎県 高千穂町 通行規制
高田橋 五ヶ村線 宮崎県 高千穂町 通行規制
原尾野橋 原尾野～荻原線 宮崎県 五ヶ瀬町 通行止め
神之川橋 神之川内之浦線 鹿児島県 鹿児島県 通行規制
川田橋 川田前田線 鹿児島県 鹿児島市 通行規制
高崎橋 高崎線 鹿児島県 鹿児島市 通行規制
内田宇都橋 内田・宇都線 鹿児島県 鹿児島市 通行規制
宮田橋 松元石谷線 鹿児島県 鹿児島市 通行規制
四元橋 春山直木線 鹿児島県 鹿児島市 通行規制
滑川橋 道野金山線 鹿児島県 枕崎市 通行規制
馬追橋 田中塩屋線 鹿児島県 枕崎市 通行規制
上の馬場橋 萩谷上ノ馬場線 鹿児島県 伊佐市 通行規制
中島橋 妹背橋・城ノ脇線 鹿児島県 薩摩川内市 通行規制
新大橋 中山線 鹿児島県 薩摩川内市 通行規制
西之原橋 村子田鹿子田線 鹿児島県 薩摩川内市 通行止め
御門前橋 徳重郡線 鹿児島県 日置市 通行規制
東川橋 徳重桑ノ角線 鹿児島県 日置市 通行規制
踊橋 閉山田・踊橋線 鹿児島県 曽於市 通行止め
竹迫橋 門之浦西塩屋線 鹿児島県 南九州市 通行規制
濱田橋 麓春向線 鹿児島県 南九州市 通行規制
新川橋 柿迫線 鹿児島県 長島町 通行規制
館ノ前橋 真茭添線 鹿児島県 長島町 通行規制
金山橋 城・井手向線 鹿児島県 姶良市 通行規制
花瀬橋 池野・瀬戸口線 鹿児島県 錦江町 通行規制
玉里１号３号橋 玉里１号線 鹿児島県 龍郷町 通行規制
旧呉我橋 国道５０５号 沖縄県 沖縄県 通行止め
石嶺１号橋 鳥堀石嶺線 沖縄県 那覇市 通行規制
上之橋 赤平当蔵線 沖縄県 那覇市 通行規制
石嶺４号橋 石嶺１３号 沖縄県 那覇市 通行規制
下之橋 当蔵１号 沖縄県 那覇市 通行規制
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下原橋 赤田４号 沖縄県 那覇市 通行規制
明星橋 石嶺２号 沖縄県 那覇市 通行規制
若松橋 松山23号 沖縄県 那覇市 通行止め
長田橋 小禄86号 沖縄県 那覇市 通行規制
嘉手苅橋 汀間１号線 沖縄県 名護市 通行規制
勝見橋 屋部8号線 沖縄県 名護市 通行規制
前原大橋 前原大久保線 沖縄県 宜野座村 通行止め
東田橋 中の町49号線 沖縄県 沖縄市 通行規制
前川橋 知花池武当線 沖縄県 沖縄市 通行規制
不明 町道４６号線 沖縄県 南風原町 通行規制
乗瀬橋 伊良部１４８号線 沖縄県 宮古島市 通行止め
てだこ橋 那覇工業高西線 沖縄県 浦添市 通行規制
津波橋１ 津波線 沖縄県 大宜味村 通行規制
兼久橋 大宜味大兼久線 沖縄県 大宜味村 通行規制
銭田橋 謝名堂１号線 沖縄県 久米島町 通行止め
屋慶名橋 与那城１０７号線 沖縄県 うるま市 通行規制
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