
【枝幸町 対象施設（橋梁）一覧】

年  度
判定
区分

乙忠部橋（広域第４号橋） 町道乙忠部１１号線 1996 14.0 7.6 PC橋
枝幸町

乙忠部1984-4 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

広域第５号橋 町道乙忠部１１号線 1996 12.5 7.5 PC橋
枝幸町

乙忠部1505-17 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

屋根棟大橋 町道中央本幌別線 2001 200.0 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登中央4434-1 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

旭橋 町道中央パイロット線 1968 60.0 4.0 鋼橋
枝幸町

歌登中央1457－18 令和2年度 Ⅱ 令和7年度
下部工・支承部・地覆防護柵補修、

伸縮継手取替 平成29年度 平成30年度 42

加須美橋 町道美深歌登線 1977 20.4 4.6 鋼橋 枝幸町
歌登大曲(国有林) 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

幌富橋 町道ペンケナイ東１号線 1970 75.1 4.5 鋼橋
枝幸町

歌登東町398 令和2年度 Ⅱ 令和7年度 地覆防護柵・支承補修 平成30年度 令和元年度 48

末広橋 町道オフンタルマナイ本線 1965 25.2 5.5 鋼橋
枝幸町

歌登大奮(国有林) 令和3年度 Ⅲ 令和8年度
支承・下部工補修、伸縮装置取替、

地覆防護柵取替 令和6年度 令和7年度 62

豊穣橋 町道風烈布２号線 1969 39.7 4.0 鋼橋
枝幸町

風烈布976-6 令和3年度 Ⅲ 令和8年度
下部工・支承・地覆補修、

伸縮装置取替 令和5年度 令和6年度 46

見送橋 町道公園通線 1973 90.1 9.5 鋼橋 枝幸町
歌登西町125-43 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

共栄橋 町道ポールンベツ本線 1987 30.0 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別534-14 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

枝川橋 町道ポールンベツ本線 1986 15.0 7.5 鋼橋
枝幸町

歌登本幌別1419-4 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

銀峰橋（せせらぎ橋） 町道コテージの里線 1994 7.4 5.0 鋼橋
枝幸町

歌登辺毛内4375-1 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

美幸橋 町道ペンケナイ東３号線 1979 17.4 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登東歌登419-39 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

１号橋 町道音標１３号線 1974 7.3 6.5 PC橋 枝幸町
風烈布554-3 令和3年度 Ⅲ 令和8年度 下部工・主桁補修、伸縮装置取替 令和5年度 令和6年度 24

ヅイチョウバシ 町道乙忠部１５号線 1978 12.6 7.0 PC橋 枝幸町
乙忠部1409-14 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

主桁ひびわれ補修、橋台断面修復、
伸縮装置取替、橋面防水 平成30年度 令和元年度 33

第二号橋 町道音標２７号線 1976 9.5 8.0 鋼橋 枝幸町
音標1517-10 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

２号橋 町道音標２７号線 1980 11.4 7.0 PC橋 枝幸町
音標4641-9 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

主桁・地覆補修、伸縮装置取替、
橋面防水 令和元年度 令和2年度 26

大津橋 町道中央本幌別線 1970 4.1 6.0 RC橋 枝幸町
歌登中央853-4 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

下幌別橋 町道岡島１３号線 1986 198.6 7.0 鋼橋
枝幸町

下幌別104-4 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

下幌別こ線橋 町道岡島１３号線 1979 16.7 6.5 鋼橋 枝幸町
下幌別5075-14 令和3年度 Ⅲ 令和8年度 支承補修、伸縮装置取替 令和5年度 令和6年度 38

清涼橋 町道オフンタルマナイ本線 1984 20.7 7.0 鋼橋 枝幸町
歌登志美宇丹3853-1 令和3年度 Ⅲ 令和8年度

主桁・床版・支承・下部工補修、
伸縮装置取替 令和6年度 令和7年度 58

ウエンナイ橋 町道ウエンナイ３号線 1968 19.4 4.0 鋼橋 枝幸町
宇遠内1156-2 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

主桁部分塗装塗替え、支承補修、
伸縮装置取替 令和9年度 令和10年度 34

宇遠内橋 町道ウエンナイ１号線 1973 15.6 4.0 鋼橋 枝幸町
宇遠内938-3 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

主桁部分塗装塗替え、支承補修、
伸縮装置取替 令和10年度 令和11年度 26

歌登大橋（車） 町道貯木場線 1971 100.0 7.0 鋼橋 枝幸町
歌登西町118-80 令和3年度 Ⅲ 令和8年度 支承補修・床版防水・伸縮装置取替 令和2年度 令和5年度 64

上幌別橋 町道檜垣中央通線 1984 87.3 9.5 鋼橋 枝幸町
歌登檜垣町617 令和元年度 Ⅱ 令和6年度 地覆部・支承部補修、橋脚根固め工 令和9年度 令和10年度 70
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楓橋 町道オフンタルマナイ本線 1963 20.7 5.5 鋼橋
枝幸町

歌登大奮(国有林) 令和3年度 Ⅲ 令和8年度
支承・下部工・地覆補修、

主桁塗装塗替え、伸縮装置・防護柵取替 令和6年度 令和7年度 40

思案橋 町道ニタチナイ本線 1974 17.5 6.5 鋼橋
枝幸町

歌登大奮4116-9 令和3年度 Ⅱ 令和8年度 支承・地覆補修、伸縮装置取替 令和元年度 令和2年度 17

パンケナイ橋 町道パンケナイ４号線 1975 53.1 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ6695-1 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

ペヤマン橋 町道中央本幌別線 1992 20.0 7.5 鋼橋
枝幸町

歌登中央474-11 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

新道橋 町道テレビ塔線 1979 17.6 6.0 鋼橋 枝幸町
歌登東歌登2125-19 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

ツネオマナイ橋 町道本幌別オフン線 1970 18.4 4.0 鋼橋
枝幸町

歌登大奮4870-2 令和3年度 Ⅱ 令和8年度
支承補修、地覆防護柵・伸縮装置取

替 令和8年度 令和9年度 22

渓清橋 町道風烈布５号線 1985 17.5 6.5 PC橋
枝幸町

風烈布1804-7 令和3年度 Ⅱ 令和8年度 床板防水、伸縮装置取替 令和4年度 令和9年度 25

南開橋 町道音標３０号線 1983 17.8 7.0 鋼橋
枝幸町

音標5649-2 令和3年度 Ⅱ 令和8年度 支承補修、伸縮装置取替 令和8年度 令和9年度 20

岩魚橋 町道美深歌登線 1973 28.6 4.6 鋼橋 枝幸町
歌登大曲(国有林) 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

清流橋 町道美深歌登線 1996 46.0 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登大曲 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

清涼橋 町道美深歌登線 1996 51.5 7.5 鋼橋
枝幸町
歌登大曲 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

２号橋 町道乙忠部１５号線 1955 15.7 7.0 PC橋
枝幸町

風烈布1830-3 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

新生橋 町道オフンタルマナイ東２号線 1995 41.5 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登大奮3208-12 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

熊野橋 町道美深歌登線 1975 24.4 4.6 鋼橋 枝幸町
歌登大曲(国有林) 令和3年度 Ⅲ 令和8年度

主桁・支承・下部工・地覆補修
伸縮装置取替 令和7年度 令和8年度 28

水明橋 町道美深歌登線 1973 24.6 4.6 鋼橋 枝幸町
歌登大曲 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

樋口橋 町道大奮上徳線 1977 2.5 5.5 RC橋 枝幸町
歌登上徳志別1857-19 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

第２号橋 町道ニタチナイ本線 1971 9.6 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登大奮4128-7 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

第１号橋 町道ペヤマン２号線 1972 6.6 3.4 RC橋 枝幸町
歌登中央4435-1 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

第１号橋 町道ポールンベツ２号線 1974 7.6 3.0 RC橋
枝幸町

歌登本幌別2552-2 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

第３号橋 町道岩屋の沢線 1995 7.3 4.0 PC橋 枝幸町
歌登本幌別4828-9 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

１号橋 町道乙忠部８号線 1972 9.5 6.0 PC橋 枝幸町
乙忠部6969-2 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

第１号橋 町道オフンタルマナイ５号線 1984 3.5 5.4 RC橋 枝幸町
歌登大奮4890-8 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

毛茂間内橋 町道下幌別１２号線 1980 77.4 4.5 鋼橋 枝幸町
下幌別1021-2 平成29年度 Ⅲ 令和4年度 支承・下部工補修、伸縮装置取替 令和2年度 令和3年度 34

にしない橋 町道岡島１３号線 1984 11.5 7.0 鋼橋 枝幸町
岡島6568-3 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

１号橋 町道岡島２号線 1990 17.1 7.5 PC橋 枝幸町
岡島6557 令和2年度 Ⅰ 令和7年度
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落切橋 町道問牧幹線 1970 8.0 10.5 鋼橋
枝幸町
問牧8177 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

下部工補修、主桁塗装塗替え、
伸縮装置取替 令和10年度 令和11年度 34

河原橋 町道オフンタルマナイ本線 1983 30.8 7.0 PC橋
枝幸町

歌登大奮2318-15 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

上徳志別橋 町道上徳志別線 1992 61.9 7.5 PC橋 枝幸町
歌登上徳志別240-441 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

竜文橋 町道乙忠部１号線 1977 12.6 9.5 PC橋
枝幸町

乙忠部1331-2 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

音標中橋 町道音標２１号線 1975 73.5 6.5 鋼橋 枝幸町
音標5331-2 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

支承・地覆防護柵補修、伸縮装置取
替 令和10年度 令和11年度 46

第三号橋 町道音標２７号線 1976 19.0 7.0 鋼橋
枝幸町

音標1520-13 令和元年度 Ⅱ 令和6年度 支承補修、伸縮装置取替 令和10年度 令和11年度 22

仁達内橋 町道オフンタルマナイ本線 1977 20.8 7.0 鋼橋
枝幸町

歌登大奮2301-7 令和元年度 Ⅱ 令和6年度 支承補修、伸縮装置取替 令和9年度 令和10年度 22

第１号橋 町道毛登別オムロ線 1997 19.0 6.0 PC橋
枝幸町

歌登西歌登3958-2 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

町道殖民区画線こ線橋 町道下幌別２号線 1979 16.4 6.5 鋼橋 枝幸町
下幌別938-12 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

第１号橋（御室橋） 町道オムロ共栄線 1968 23.5 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登西歌登342-18 平成30年度 Ⅱ 令和5年度

永原橋 町道桜井の沢線 1978 20.5 5.0 鋼橋
枝幸町

歌登辺毛内4336-3 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

開拓橋 町道オフンタルマナイ東１号線 1978 29.4 6.0 鋼橋
枝幸町

歌登大奮3211-11 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

聖花橋 町道オムロシュベツ線 1968 15.5 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登西歌登2835-3 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

第１号橋 町道上徳志別１０号線 1978 30.0 3.0 鋼橋 枝幸町
歌登大奮3259-2 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

秋川橋 町道１９線下毛登別線 1978 21.8 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登中央350-3 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

国見橋 町道西歌オムロ線 1979 43.8 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登西歌登387-12 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

第１号橋（歌幌橋） 町道本幌別乙３号線 1984 16.6 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別2681-3 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

１号橋 町道乙忠部７号線 1971 13.7 6.0 PC橋 枝幸町
乙忠部1472-5 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

１号橋 町道音標２９号線 1979 14.5 7.0 PC橋
枝幸町

音標1536-3 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

三幸橋 町道ケモマナイ線 1982 20.5 5.0 鋼橋 枝幸町
宇遠内2256 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

乙忠部沢橋 町道乙忠部１９号線 1992 15.5 5.0 PC橋 枝幸町
乙忠部1455-4 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

岡林橋 町道本幌別オフン線 1970 8.5 11.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別537-9 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

菊地橋 町道本幌別オフン線 1970 12.5 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別2462-9 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

豊月橋 町道本幌別オフン線 1970 8.4 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別(国有林) 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

内田橋 町道本幌別オフン線 1971 8.4 6.5 鋼橋 枝幸町
歌登大奮2671-16 令和元年度 Ⅱ 令和6年度
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第１号橋 町道ペヤマン１号線 1977 15.2 5.0 鋼橋
枝幸町

歌登中央4455-6 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

新生橋 町道公園通線 1971 8.6 10.3 鋼橋
枝幸町

歌登東歌登765-5 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

第１号橋 町道桜井の沢線 1974 25.0 6.0 鋼橋 枝幸町
歌登辺毛内813-16 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

石照橋 町道ニタチナイ本線 1983 24.8 6.0 鋼橋
枝幸町

歌登大奮6299-13 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

重元橋 町道西ペヤマン線 1972 16.5 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登中央1460-30 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

１号橋 町道山臼５号線 1971 8.4 7.0 PC橋
枝幸町

山臼4142-2 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

２号橋 町道山臼５号線 1971 11.5 7.0 PC橋
枝幸町

山臼4083-25 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

２号橋 町道山臼１０号線 1971 10.5 7.1 PC橋
枝幸町

山臼4060-6 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

第１号橋 町道山臼１０号線 1993 11.5 7.5 PC橋 枝幸町
乙忠部4775-5 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

広域２号橋 町道乙忠部９号線 1994 10.5 7.5 PC橋 枝幸町
乙忠部6595 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

第３号橋 町道乙忠部９号線 1995 13.5 7.5 PC橋
枝幸町

乙忠部1488-16 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

萬作橋 町道中央本幌別線 1993 13.6 7.5 PC橋
枝幸町

歌登中央4483-5 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

第１号橋（新徳橋） 町道オフンタルマナイ東２号線 1995 13.8 7.5 PC橋 枝幸町
歌登上徳志別239-126 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

平川橋 町道パンケナイ本線 1994 12.2 7.5 PC橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ5580-1 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

藤田橋 町道中央東歌登線 1966 7.0 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登中央1203-51 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

１の沢橋 町道問牧２号線 1969 7.4 4.0 鋼橋 枝幸町
宇遠内 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

第１号橋 町道毛登別２号線 1971 10.5 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登毛登別683-15 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

福竜橋 町道北志美宇丹線 1963 8.4 7.5 PC橋 枝幸町
歌登志美宇丹1653-12 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

１号橋 町道問牧２号線 1971 6.4 3.5 鋼橋
枝幸町
問牧6178 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

もとやま橋 町道ケモマナイ線 1979 10.4 5.0 PC橋 枝幸町
問牧1018-22 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

第１号橋 町道岩屋の沢線 1973 8.5 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別6492-1 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

第２号橋 町道岩屋の沢線 1973 7.4 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別4829-3 令和元年度 Ⅱ 令和6年度

第１号橋 町道パンケナイ１号線 1994 4.3 3.6 PC橋 枝幸町
歌登中央4455-6 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

渡辺橋 町道上徳豊沃線 1974 13.3 6.5 鋼橋 枝幸町
歌登豊沃4620-4 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

池田橋 町道二股１号線 1973 9.5 4.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別2715-20 令和3年度 Ⅱ 令和8年度
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第１号橋 町道志美宇丹８号線 1975 12.6 4.6 鋼橋
枝幸町

歌登志美宇丹2050-23 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

岩木橋 町道本幌別乙２号線 1981 10.4 4.0 PC橋
枝幸町

歌登本幌別1793-6 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

第１号橋 町道本幌別８号線 1981 14.4 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別2462-14 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

１号橋 町道下幌別８号線 1969 11.7 3.2 鋼橋
枝幸町

下幌別648 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

無名１ 町道山臼４号線 1971 8.5 5.1 鋼橋 枝幸町
山臼4352-22 令和3年度 Ⅲ 令和8年度

下部工・支承補修、主桁塗装塗替
え、

伸縮装置取替
令和7年度 令和8年度 40

１号橋 町道音標１１号線 1971 10.4 4.5 鋼橋
枝幸町

風烈布6253-4 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

標橋 町道音標１９号線 1992 11.5 7.5 PC橋
枝幸町

音標5619-8 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

岩本橋 町道割石１号線 1969 12.4 4.5 鋼橋
枝幸町

歌登本幌別547-3 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

第２号橋 町道ペヤマン１号線 1978 10.5 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登中央6661 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

第１号橋 町道豊沃２号線 1979 13.0 6.0 鋼橋 枝幸町
歌登豊沃3538-2 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

清流橋 町道オムロシュベツ線 1968 10.5 4.0 鋼橋
枝幸町

歌登西歌登2830-5 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

１号橋 町道ウエンナイ３号線 1967 3.6 5.4 RC橋
枝幸町

宇遠内938-3 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

無名橋１ 町道山臼１０号線 1980 12.5 5.0 PC橋 枝幸町
山臼4090-10 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

２号橋 町道乙忠部８号線 1972 9.5 6.0 PC橋 枝幸町
乙忠部6970-2 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

３号橋 町道乙忠部８号線 1972 8.5 5.2 PC橋 枝幸町
乙忠部7502-5 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

１号橋 町道乙忠部１３号線 1970 5.4 5.0 RC橋 枝幸町
乙忠部1972-2 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

２号橋 町道乙忠部１３号線 1971 5.2 5.0 RC橋 枝幸町
乙忠部1431-10 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

三上橋 町道風烈布５号線 1977 7.3 4.5 PC橋 枝幸町
風烈布1850-7 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

さくの橋 町道風烈布１０号線 1988 9.5 6.5 PC橋
枝幸町

風烈布1721-3 令和3年度 Ⅰ 令和8年度

新富橋 町道ケモマナイ線 1981 9.4 5.0 PC橋 枝幸町
宇遠内3708 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

屋根棟橋 町道本幌別乙線 1982 10.4 4.0 PC橋 枝幸町
歌登本幌別1667-4 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

第２号橋 町道ポールンベツ２号線 1994 12.1 4.0 PC橋 枝幸町
歌登本幌別1959-3 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

第１号橋 町道本幌別４号線 1987 7.6 5.0 PC橋 枝幸町
歌登本幌別1703-5 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

第２号橋 町道ペヤマン２号線 1973 5.4 4.0 PC橋 枝幸町
歌登中央4444-8 令和2年度 Ⅱ 令和7年度

清流橋 町道共栄般毛内線 1987 9.5 6.0 PC橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ332-84 令和2年度 Ⅱ 令和7年度
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榊橋 町道上徳豊沃線 1977 6.1 6.5 RC橋
枝幸町

歌登上徳志別236-14 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

狩野橋 町道西中央１９号線 1979 6.5 5.5 RC橋
枝幸町

歌登中央533-24 平成29年度 Ⅲ 令和4年度
下部工・地覆・主桁・護岸・橋面補

修 令和2年度 令和3年度 21

金栄橋 町道１９線下毛登別線 1976 5.5 5.0 RC橋 枝幸町
歌登中央631-2 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

針葉橋 町道ニタチナイ３号線 1964 6.3 3.7 PC橋
枝幸町

歌登大奮942-2 令和2年度 Ⅰ 令和7年度

上幌橋 町道カミホロ線 1982 14.7 5.0 PC橋 枝幸町
歌登東歌登1199-19 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

岩屋橋 町道ポールンベツ線 1982 13.5 4.0 PC橋
枝幸町

歌登本幌別1433-8 令和元年度 Ⅰ 令和6年度

もみじ橋（タッカラ橋） 町道タツカラウシ線 1983 10.4 5.0 PC橋
枝幸町

歌登豊沃4669 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

ペヤマン５号橋 町道中央二股線 1987 7.3 5.0 PC橋
枝幸町

歌登中央1094-1 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

ペヤマン４号橋 町道中央二股線 1987 8.4 5.0 PC橋 枝幸町
歌登中央1094-1 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

ペヤマン３号橋 町道中央二股線 1987 11.4 5.0 PC橋 枝幸町
歌登中央1094-1 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

第１号橋 町道西ペヤマン線 1987 10.4 5.0 PC橋
枝幸町

歌登中央4282-3 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

北栄橋 町道北志美宇丹線 1980 11.4 7.5 PC橋
枝幸町

歌登志美宇丹1652-14 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

２号橋 町道音標３０号線 1972 12.3 4.0 鋼橋 枝幸町
音標4624-17 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

中幌橋 町道中央本幌別線 2003 73.0 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登中央4426-1 平成30年度 Ⅱ 令和5年度 下部工補修 令和9年度 令和10年度 10

豊成橋 町道岡島１３号線 1986 15.4 7.5 鋼橋 枝幸町
下幌別6430-2 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

忠徳橋 町道歌登中央線 1989 2.3 10.3 RC橋 枝幸町
歌登中央4693-1 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

清流橋 町道ウエンナイ４号線 1987 35.2 7.5 鋼橋 枝幸町
新港町7063-2 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

石ノ沢橋 町道パンケナイ本線 2002 11.4 7.5 PC橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ5585-12 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

２号橋 町道風烈布５号線 1987 7.4 6.5 鋼橋
枝幸町

風烈布1829-6 平成29年度 Ⅱ 令和4年度

１号橋 町道音標２４号線 2002 10.8 7.5 PC橋 枝幸町
上音標5666-5 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

渓流橋 町道大曲幹線 1988 15.5 5.0 鋼橋 枝幸町
歌登大曲(国有林) 平成30年度 Ⅲ 令和5年度 下部工補修 令和3年度 令和4年度 20

古川橋 町道共栄般毛内線 1988 7.4 6.0 鋼橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ333-104 平成30年度 Ⅱ 令和5年度

清川橋 町道共栄般毛内線 1988 7.7 6.0 鋼橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ332-120 平成30年度 Ⅱ 令和5年度

草渓橋 町道音標２８号線 2004 13.6 5.5 PC橋 枝幸町
音標5679-4 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

歌登大橋歩道橋（歩） 町道貯木場線 2007 103.4 2.5 鋼橋 枝幸町
歌登西町118-80 平成29年度 Ⅰ 令和4年度
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中本橋 町道志美宇丹本線 2005 11.7 6.0 PC橋
枝幸町

歌登志美宇丹2419-10 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

新栄橋 町道中央本幌別線 2006 12.6 7.5 PC橋
枝幸町

歌登中央477-39 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

大曲橋 町道美深歌登線 1995 37.0 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登大曲 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

新音標橋 町道音標２４号線 2002 92.1 7.5 鋼橋
枝幸町

音標1555-7 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

北原橋 町道中央三角山線 1990 2.0 4.0 RC橋 枝幸町
歌登辺毛内6764 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

割石橋 町道割石１号線 1990 2.8 7.6 RC橋
枝幸町

歌登本幌別944-221 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

山女橋 町道美深歌登線 1996 36.0 7.5 鋼橋
枝幸町
歌登大曲 平成29年度 Ⅰ 令和4年度

池田橋 町道割石１号線 1989 4.3 6.5 RC橋
枝幸町

歌登本幌別547-4 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

豊潤橋 町道風烈布２号線 1998 69.0 7.5 鋼橋 枝幸町
風烈布794-6 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

第１号橋 町道共栄般毛内線 1987 2.5 6.5 RC橋 枝幸町
歌登ﾊﾟﾝｹﾅｲ333-39 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

無名橋２ 町道音標２９号線 1986 9.0 6.5 RC橋
枝幸町

音標5635-3 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

無名橋３ 町道美幸通線 1998 3.8 12.8 RC橋
枝幸町

幸町853-2 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

かんがい橋 町道中央１１号線 1983 2.5 4.0 RC橋 枝幸町
歌登中央1948-8 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

満橋 町道上徳志別９号線 1982 2.7 5.0 RC橋 枝幸町
歌登上徳志別240-248 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

第１号橋 町道ペンケナイ東１号線 1982 2.1 6.5 RC橋 枝幸町
歌登東歌登596-18 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

無名２ 町道ウエンナイ１号線 2008 11.4 3.7 鋼橋 枝幸町
宇遠内1082-1 平成30年度 Ⅱ 令和5年度

無名３ 町道枝幸海岸通線 1977 8.0 12.7 RC橋 枝幸町
岬町315-2 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

無名４ 町道幸栄通線 1977 2.7 12.0 RC橋 枝幸町
梅ヶ枝町1562-8 平成30年度 Ⅱ 令和5年度

無名５ 町道梅ケ枝町線 1977 2.7 13.0 RC橋
枝幸町

梅ヶ枝町1557-2 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

タチカラ橋 町道上徳豊沃線 1976 3.0 6.5 RC橋 枝幸町
歌登豊沃6939-6 平成30年度 Ⅰ 令和5年度

豊栄橋 町道オフンタルマナイ東２号線 1969 50.0 3.5 鋼橋 枝幸町
歌登上徳志別240-249 平成30年度 Ⅱ 令和5年度 下部工・支承・地覆補修工 平成26年度 平成27年度 10

昭和橋 町道割石２号線 1967 16.0 4.2 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別1410-20 平成30年度 Ⅱ 令和5年度 下部工補修 平成26年度 平成28年度 5

幌別橋 町道本幌別乙線 1967 15.6 4.6 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別1353-18 平成30年度 Ⅱ 令和5年度 下部工補修 平成26年度 平成28年度 7

第１号橋 町道ポールンベツ４号線 1974 9.5 3.0 鋼橋 枝幸町
歌登本幌別1614-14 令和3年度 Ⅱ 令和8年度 下部工補修・伸縮装置取替 平成26年度 平成29年度 6

雨堤橋 町道西中央１９号線 1979 5.4 5.6 RC橋 枝幸町
歌登中央532-8 平成30年度 Ⅱ 令和5年度 下部工・地覆・RC桁・護岸補修 平成26年度 平成27年度 5
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第１号橋 町道大奮上徳線 1992 8.4 3.4 PC橋
枝幸町

歌登上徳志別5088-3 平成30年度 Ⅱ 令和5年度 下部工補修・伸縮装置取替 平成26年度 平成27年度 8

戸田橋 町道本幌別オフン線 1970 15.5 6.5 鋼橋
枝幸町

歌登本幌別2767-6 令和3年度 Ⅱ 令和8年度
下部工・地腹補修、伸縮装置取替、

桁塗装塗替 平成26年度 平成29年度 25

豊国橋 町道オフンタルマナイ本線 1960 29.0 5.5 RC橋 枝幸町
歌登大奮4855-4 令和3年度 Ⅱ 令和8年度

主桁ひびわれ補修、伸縮装置取替、
地覆防護柵取替、下部工断面修復 平成26年度 平成30年度 29

落葉橋 町道ニタチナイ３号線 1963 6.3 3.7 RC橋
枝幸町

歌登大奮4194-3 平成30年度 Ⅰ 令和5年度 橋台根継工 平成26年度 平成26年度 8

徳志別橋 町道美深歌登支線 1995 27.8 7.5 鋼橋 枝幸町
歌登大曲4062-1 平成30年度 Ⅰ 令和5年度


