
平成30年度橋梁点検結果越前市

点検記録
判定区分

錦町 万代歩道橋 (ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道第1500号線 1991 235.5 3 Ⅲ
北府一丁目 無名橋493 (ﾑﾒｲｷｮｳ493) 市道第1500号線 不明 6.9 3.7 Ⅰ
北府三丁目 横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 市道第3809号線 不明 12.3 14.1 Ⅰ
北府四丁目 無名橋461 (ﾑﾒｲｷｮｳ461) 市道第3597号線 不明 6.4 5.5 Ⅲ
北千福町 無名橋132 (ﾑﾒｲｷｮｳ132) 市道第3904号線 1998 7.6 12.6 Ⅱ
北千福町 無名橋138 (ﾑﾒｲｷｮｳ138) 市道第3084号線 不明 6.8 9.2 Ⅱ
野上町 無名橋481 (ﾑﾒｲｷｮｳ481) 市道 第3628号 不明 23.3 1.9 Ⅲ
千福町 無名橋496 (ﾑﾒｲｷｮｳ496) 市道第2804号線 不明 3.9 12 Ⅱ
千福町 無名橋497 (ﾑﾒｲｷｮｳ497) 市道第2312号線 不明 4.1 8 Ⅱ
千福町 無名橋498 (ﾑﾒｲｷｮｳ498) 市道第2008号線 不明 3.1 6.1 Ⅱ
千福町 無名橋499 (ﾑﾒｲｷｮｳ499) 市道第2362号線 不明 2.7 5.1 Ⅱ
千福町 無名橋500 (ﾑﾒｲｷｮｳ500) 市道第2354号線 不明 4.7 8.7 Ⅱ
千福町 無名橋501 (ﾌﾘｶﾞﾅ)ﾑﾒｲｷｮｳ501) 市道第2353号線 不明 4.1 7.5 Ⅱ
岡本町 岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊｼ) 市道第3102号線 1963 21.1 4.5 Ⅱ
岡本町 無名橋495 (ﾑﾒｲｷｮｳ495) 市道第3904号線 不明 3.8 12 Ⅱ
広瀬町 芝原井橋 (ｼﾊﾞﾊﾗｲﾊﾞｼ) 市道第3812号線 1992 22 7 Ⅱ
広瀬町 岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊﾞｼ) 市道第3812号線 1992 21.5 6 Ⅱ
広瀬町 追分橋 (ｵｲﾜｹﾊｼ) 市道第2906号線 1977 7.5 6.5 Ⅱ
家久町 無名橋168 (ﾑﾒｲｷｮｳ168) 市道第3249号線 1962 8.8 7 Ⅱ
家久町 新家久1号橋 (ｼﾝｲｴﾋｻｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道第3211号線 2013 53.2 7.2 Ⅰ
芝原一丁目 無名橋492 (ﾑﾒｲｷｮｳ492) 市道第3017号線 不明 2.8 6 Ⅱ
芝原五丁目 無名橋483 (ﾑﾒｲｷｮｳ483) 市道第3497号線 不明 2.2 11 Ⅰ
芝原五丁目 無名橋484 (ﾑﾒｲｷｮｳ484) 市道第3548号線 不明 2 7.6 Ⅰ
芝原五丁目 無名橋485 (ﾑﾒｲｷｮｳ485) 市道第3578号線 不明 5 10 Ⅰ
芝原五丁目 無名橋488 (ﾑﾒｲｷｮｳ488) 市道第3589号線 不明 4.7 6.8 Ⅰ
芝原五丁目 無名橋489 (ﾑﾒｲｷｮｳ489) 市道第3625号線 不明 2.3 9.6 Ⅰ
芝原五丁目 無名橋491 (ﾑﾒｲｷｮｳ491) 市道第3907号線 不明 2.8 7.5 Ⅱ
芝原五丁目 無名橋487 (ﾑﾒｲｷｮｳ487) 市道第3588号線 不明 2.3 11 Ⅱ
芝原五丁目 無名橋486 (ﾑﾒｲｷｮｳ486) 市道第3587号線 不明 2.3 11.1 Ⅱ
芝原二丁目 無名橋490 (ﾑﾒｲｷｮｳ490) 市道第3905号線 不明 4.2 11.9 Ⅱ
家久町 無名橋165 (ﾑﾒｲｷｮｳ165) 市道第3239号線 1959 4.1 7.2 Ⅰ
瓜生町 瓜生横断１号橋 (ｳﾘｭｳｵｳﾀﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道第4454号線 1995 17.7 8.2 Ⅱ
瓜生町 瓜生横断２号橋 (ｳﾘｭｳｵｳﾀﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道第4455号線 1995 17.7 8.2 Ⅱ
高木町 穴田橋 (ｱﾅﾀﾞﾊｼ) 市道第4902号線 不明 9.8 12 Ⅰ
高木町 雁入橋 (ｶﾘｲﾘﾊｼ) 市道第4902号線 不明 11.5 12 Ⅰ
上太田町 桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 市道第3046号線 1961 21.1 4.5 Ⅱ
上太田町 無名橋482 (ﾑﾒｲｷｮｳ482) 市道第3092号線 不明 8.1 3 Ⅱ
新保町 樋詰橋 (ﾄｲﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 市道第3038号線 1963 22.1 3.5 Ⅱ
大虫本町 無名橋141 (ﾑﾒｲｷｮｳ141) 市道第3121号線 不明 5.1 3.6 Ⅱ
大虫本町 本町大橋 (ﾎﾝﾁｮｳｵｵﾊｼ) 市道第3376号線 2000 14.3 9 Ⅱ
北町 北新庄橋 (ｷﾀｼﾝｼﾞｮｳｷｮｳ) 市道第5902号線 1965 38 8 Ⅱ
北町 北新庄歩道橋 (ｷﾀｼﾝｼﾞｮｳｷｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道第5902号線 1996 38.6 3 Ⅱ

北日野 岩内町 無名橋458 (ﾑﾒｲｷｮｳ458) 市道第4451号線 不明 4.5 6.4 Ⅰ
文室町 福の宮橋 (ﾌﾑﾉﾐﾔﾊﾞｼ) 市道第5808号線 1959 17.5 3.5 Ⅱ
文室町 田畑橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道第5142号線 1993 20.7 6 Ⅰ

白山 黒川町 黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) 市道第6802号線 2001 24.8 10.5 Ⅱ
粟田部町 鹿浦橋 (ｼｶｳﾗﾊﾞｼ) 市道第7087号線 不明 9.3 2 Ⅲ
粟田部町 地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道第7080号線 不明 12.1 2.6 Ⅱ
粟田部町 岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊﾞｼ) 市道第7079号線 不明 12.1 2.5 Ⅱ
粟田部町 上岡本橋 (ｶﾐｵｶﾓﾄﾊﾞｼ) 市道第7078号線 不明 12.1 2.5 Ⅱ
粟田部町 雁蔵橋 (ｶﾞﾝｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道第7066号線 2003 22.5 14 Ⅱ
島町 バヤノ木橋 (ﾊﾞﾔﾉｷﾊｼ) 市道第7314号線 不明 14 4 Ⅰ
岩本町 河原橋 (ｶﾜﾗﾊｼ) 市道第7823号線 不明 7.8 12 Ⅱ
岩本町 中道橋 (ﾅｶﾄﾞｳﾊｼ) 市道第7242号線 不明 8.8 3.5 Ⅰ
轟井町 月見橋 (ﾂｷﾐﾊｼ) 市道第7831号線 1996 16.1 6 Ⅰ
轟井町 久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 市道第7307号線 不明 13.8 4.1 Ⅱ
新在家町 駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 市道第7230号線 不明 7.7 4.5 Ⅱ
大滝町 河原町橋 (ｶﾜﾗﾏﾁﾊｼ) 市道第7248号線 不明 5.1 4.4 Ⅰ
大平町 長五橋 (ﾁｮｳｺﾞﾊｼ) 市道第7319号線 不明 10.2 3 Ⅲ
南坂下町 坂下橋 (ｻｶｼﾀﾊｼ) 市道第7337号線 不明 7.1 3.6 Ⅰ
南坂下町 南坂下橋 (ﾐﾅﾐｻｶｼﾀﾊｼ) 市道第7342号線 不明 6.7 4 Ⅱ
南坂下町 上出橋 (ｶﾐﾃﾞﾊｼ) 市道第7340号線 不明 7.2 3.8 Ⅰ
八石町 中印大橋 (ﾅｶｲﾝｵｵﾊｼ) 市道第7933号線 不明 11.8 12 Ⅱ
八石町 魚根橋 (ｳｵﾈﾊｼ) 市道第7933号線 不明 6.8 15 Ⅱ
別印町 別印中印橋 (ﾍﾞﾂｲﾝﾅｶｲﾝﾊｼ) 市道第7327号線 不明 7.7 4 Ⅱ
別印町 別印二号橋 (ﾍﾞﾂｲﾝﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道第7332号線 不明 7.4 3 Ⅱ
別印町 別印橋 (ﾍﾞﾂｲﾝﾊｼ) 市道第7934号線 不明 7.1 3.5 Ⅱ
山室町 山室第二橋 (ﾔﾏﾑﾛﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道第7278号線 1978 13.5 10 Ⅱ
新堂町 新堂橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道第8058号線 2010 41 4 Ⅱ
新堂町 桜新橋 (ｼﾝｻｸﾗﾊﾞｼ) 市道第8066号線 1994 29.2 5 Ⅰ
西庄境町 庄境橋 (ｼｮｳｻﾞｶｲﾊﾞｼ) 市道第8040号線 1974 18.5 2.6 Ⅲ
中津山町 鴨子橋 (ｶﾓｺﾊｼ) 市道第8088号線 1998 27.1 11 Ⅱ
中津山町 無名橋464 (ﾑﾒｲｷｮｳ464) 市道第8087号線 不明 9.3 3 Ⅰ
東庄境町 北出橋 (ｷﾀﾃﾞﾞﾊﾞｼ) 市道第8034号線 1958 15.6 3.2 Ⅱ
東庄境町 向出橋 (ﾑｶｲﾃﾞﾊｼ) 市道第8036号線 不明 14.3 3 Ⅱ
東庄境町 東橋 (ｱｽﾞﾏﾊｼ) 市道第8805号線 不明 14 4 Ⅱ
野岡町 野岡橋 (ﾉｵｶﾊﾞｼ) 市道第8901号線 1978 18.7 6.1 Ⅱ
野岡町 尾坂橋 (ｵｻｶﾊﾞｼ) 市道第8801号線 1977 22.7 8.3 Ⅱ

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

地区 地係 橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次

東

西

南

神山

吉野

岡本

南中山

国高

大虫

北新庄

味真野

粟田部

1 / 2 ページ



平成30年度橋梁点検結果越前市

点検記録
判定区分

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

地区 地係 橋梁名(フリガナ） 路線名
架設
年次

殿町 水間川殿橋 (ﾐｽﾞﾏｶﾞﾜﾄﾉﾊｼ) 市道第9211号線 不明 8.4 4.1 Ⅲ
横住町 橋１３ (ﾊｼｼﾞｭｳｻﾝ) 市道第9905号線 不明 10.5 4 Ⅰ
横住町 真勝寺橋 (ｼﾝｼｮｳｼﾞﾊｼ) 市道第9039号線 不明 8 9.4 Ⅰ
横住町 清根橋 (ｷﾖﾈﾊｼ) 市道第9804号線 不明 10.7 7.1 Ⅲ
横住町 橋４ (ﾊｼﾖﾝ) 市道第9035号線 不明 10.7 4.1 Ⅱ
朽飯町 朽飯橋 (ｸﾀﾞｼﾊﾞｼ) 市道第9802号線 1988 17 9.5 Ⅱ
朽飯町 朽飯第二橋 (ｸﾀﾞｼﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 市道第9802号線 1987 22.5 9.5 Ⅲ
高岡町 高岡橋 (ﾀｶｵｶﾊｼ) 市道第9008号線 不明 14.2 2.5 Ⅲ
寺地町 境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 市道第9901号線 不明 13 4 Ⅱ
寺地町 しもの橋 (ｼﾓﾉﾊｼ) 市道第9025号線 不明 13.3 4 Ⅱ
寺地町 水間１号橋 (ﾐｽﾞﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道第9904号線 不明 14.4 6.1 Ⅱ
寺地町 若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道第9029号線 不明 13 4 Ⅱ
室谷町 室谷橋 (ﾑﾛﾀﾆﾊｼ) 市道第9202号線 不明 14.4 3 Ⅱ
水間町 水間橋 (ﾐｽﾞﾏﾊｼ) 市道第9220号線 不明 8.5 4 Ⅰ
水間町 村前橋 (ﾑﾗﾏｴﾊｼ) 市道第9219号線 不明 9.5 4 Ⅱ
西河内町 無名橋466 (ﾑﾒｲｷｮｳ466) 市道第9226号線 不明 6.1 8.2 Ⅱ
西河内町 無名橋468 (ﾑﾒｲｷｮｳ468) 市道第9226号線 不明 5.7 6.3 Ⅱ
赤谷町 国安橋 (ｸﾆﾔｽﾊｼ) 市道第9922号線 不明 7.5 7.6 Ⅱ
相木町 中街地橋 (ﾅｶｶﾞｲﾁﾊｼ) 市道第9040号線 不明 7.9 3.5 Ⅰ
大谷町 大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 市道第9921号線 不明 8.3 5.9 Ⅲ
長谷町 長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道第9205号線 不明 6.2 4 Ⅱ
東樫尾町 東樫尾２号橋 (ﾋｶﾞｼｶｼｵﾆﾊｼ) 市道第9016号線 不明 9.7 4 Ⅱ
東樫尾町 東樫尾橋 (ﾋｶﾞｼｶｼｵﾊｼ) 市道第9903号線 不明 11.2 7 Ⅱ
東樫尾町 高尾橋 (ﾀｶｵﾊﾞｼ) 市道第9019号線 不明 11.1 10.7 Ⅰ
藤木町 藤木橋 (ﾌｼﾞｷﾊｼ) 市道第9010号線 不明 9 3 Ⅱ
波垣町 波垣橋 (ﾅﾐｶﾞｷﾊｼ) 市道第9024号線 不明 7 4 Ⅲ
北坂下町 水間大橋 (ﾐｽﾞﾏｵｵﾊｼ) 市道第9206号線 1998 20.9 5 Ⅰ
柳元町 松ヶ獄１号橋 (ﾏﾂｶﾞｺﾞｸｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道第9923号線 不明 5.6 12.2 Ⅰ
柳元町 松ヶ獄２号橋 (ﾏﾂｶﾞｺﾞｸﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道第9923号線 不明 7.1 4 Ⅱ
柳元町 松ヶ獄３号橋 (ﾏﾂｶﾞｺﾞｸｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道第9923号線 不明 7.8 4.8 Ⅱ
領家町 定河原橋 (ｻﾀﾞｶﾜﾗﾊｼ) 市道第9011号線 不明 9.3 2.1 Ⅲ
領家町 寺橋 (ﾃﾗﾊｼ) 市道第9012号線 不明 9.7 2.5 Ⅲ
領家町 領家橋 (ﾘｮｳｹﾊｼ) 市道第9013号線 不明 8.2 2.8 Ⅱ
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