
【判定区分】

Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

管理者 行政区域 点検記録

管理者名 市区町村名 判定区分

葭ヶ平スノーシェルター ﾖｼｶﾞﾀﾞｲﾗｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ 国道352号 2002 100 10.0 福島県 檜枝岐村 Ⅲ

桜峠１号シェルター ｻｸﾗﾄｳｹﾞ1ｺﾞｳｼｪﾙﾀｰ 国道459号 1993 171 10.0 福島県 北塩原村 Ⅲ

桜峠２号シェルター ｻｸﾗﾄｳｹﾞ2ｺﾞｳｼｪﾙﾀｰ 国道459号 1993 82 10.0 福島県 北塩原村 Ⅲ

桜峠３号シェルター ｻｸﾗﾄｳｹﾞ3ｺﾞｳｼｪﾙﾀｰ 国道459号 1993 112 10.0 福島県 北塩原村 Ⅲ

内川ロックシェッド ｳﾁｶﾜﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 国道401号 2002 361 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

数間沢第２スノーシェッド ｶｽﾞﾏｻﾜｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 国道352号 1997 188 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

数間沢ロックシェッド ｶｽﾞﾏｻﾜﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 国道352号 2008 21 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

平沢スノーシェッド ﾋﾗｻﾜｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 国道352号 1999 261 10.0 福島県 南会津町 Ⅱ

東スノーシェルター ｱﾂﾞﾏｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ 国道289号 2002 278 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

東２スノーシェルター ｱﾂﾞﾏ2ｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ 国道289号 2010 90 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

戸板山スノーシェルター ﾄｲﾀﾔﾏｽﾉｰｼｪﾙﾀｰ 国道289号 2000 360 10.0 福島県 南会津町 Ⅱ

下山ロックシェッド ｼﾓﾔﾏﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 国道289号 2000 379 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

界ロックシェッド ｻｶｲﾛｯｸｼｪｲﾄﾞ 国道289号 不明 150 10.0 福島県 南会津町 Ⅲ

和泉田スノーシェッド ｲｽﾞﾐﾀｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 大倉大橋浜野線 2001 96 10.0 福島県 南会津町 Ⅱ

蛇岩スノーロックシェッド ｼｬｲﾜｽﾉｰﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般県道 大倉大橋浜野線 2003 82 10.0 福島県 南会津町 Ⅱ

九々生ロックシェッド ｸｸﾞﾘｭｳﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般県道 大倉大橋浜野線 不明 92 10.0 福島県 只見町 Ⅱ

荒島ロックシェッド ｱﾗｼﾏﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小林舘ﾉ川線 2003 90 10.0 福島県 只見町 Ⅱ

釜の脇スノーシェッド ｶﾏﾉﾜｷｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 主要地方道 喜多方西会津線 1990 374 10.0 福島県 西会津町 Ⅲ

飯根スノーシェッド ｲｲﾈｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 熱塩加納山都西会津線 1989 112 10.0 福島県 西会津町 Ⅲ

宝坂スノーシェッド ﾎｳｻｶｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 徳沢宝坂線 1999 439 10.0 福島県 西会津町 Ⅱ

浅岐スノーシェッド ｱｻﾏﾀｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小林会津宮下停車場線 1993 457 10.0 福島県 三島町 Ⅲ

箱淵山スノーシェッド ﾊｺﾌﾁﾔﾏｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小林会津宮下停車場線 2001 70 10.0 福島県 三島町 Ⅱ

大谷スノーシェッド ｵｵﾀﾆｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小林会津宮下停車場線 1996 203 10.0 福島県 三島町 Ⅱ

大谷第２スノーシェッド ｵｵﾀﾆﾀﾞｲ2ｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小林会津宮下停車場線 2000 98 10.0 福島県 三島町 Ⅲ

間方スノーシェッド ﾏｶﾞﾀｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小林会津宮下停車場線 2004 60 10.0 福島県 三島町 Ⅱ

有倉沢スノーシェッド ｱﾘｸﾗｻﾞﾜｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 小栗山宮下 不明 64 10.0 福島県 金山町 Ⅱ

不動スノーシェッド ﾌﾄﾞｳｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 国道459号 1987 308 10.0 福島県 喜多方市 Ⅲ

槻ノ木平スノーシェッド ﾂｷﾉﾀｲﾗｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 国道459号 1995 152 10.0 福島県 喜多方市 Ⅲ

栃平スノーシェッド ﾄﾁﾀﾞｲﾗｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 国道121号 1993 76 10.0 福島県 喜多方市 Ⅲ

揚津スノーシェッド ｱｹﾞﾂｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 新郷荻野停車場線 1992 119 10.0 福島県 喜多方市 Ⅲ

東山ロックシェッド① ﾋｶﾞｼﾔﾏﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ① 一般県道 湯川大町線 1996 13 10.0 福島県 会津若松市 Ⅱ

東山ロックシェッド② ﾋｶﾞｼﾔﾏﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ② 一般県道 湯川大町線 1996 12 10.0 福島県 会津若松市 Ⅲ

大沢ロックシェッド ｵｵｻﾜﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ 主要地方道 小野四倉線 1978 75 10.0 福島県 いわき市 Ⅱ

石淵ロックシェッド ｲｼﾌﾞﾁｽﾉｰｼｪｯﾄﾞ 一般県道 草野大倉鹿島線 1983 36 10.0 福島県 南相馬市 Ⅱ

管理者 行政区域 点検記録

管理者名 市区町村名 判定区分

団子森ボックスカルバート ﾀﾞﾝｺﾞﾓﾘﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 主要地方道 本宮熱海線 1970 3 11.9 福島県 本宮市 Ⅱ

前田ボックスカルバート ﾏｴﾀﾞﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 一般県道 本宮常葉線 1978 3 10.0 福島県 本宮市 Ⅱ

平内ボックスカルバート ﾍｲﾅｲﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ 一般県道 本宮岩代線 1983 3 10.0 福島県 本宮市 Ⅱ

ボックスカルバート（その１） ﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄｿﾉｲﾁ 一般県道 福島安達線 1977 22 11.8 福島県 福島市 Ⅲ

移川ボックスカルバート ｳﾂｼｶﾜﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ 主要地方道 飯野三春石川線 1984 3 13.5 福島県 二本松市 Ⅱ

大北川ボックスカルバート ｵｵｷﾀｶﾞﾜﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ 主要地方道 飯野三春石川線 1977 10 13.7 福島県 二本松市 Ⅱ

若宮川ボックスカルバート ﾜｶﾐﾔｶﾞﾜﾎﾞﾂｸｽｶﾙﾊﾞ-ﾄ 主要地方道 飯野三春石川線 1977 10 14.9 福島県 二本松市 Ⅱ

ボックスカルバート ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 一般県道 馬場平杉田線 1973 4 7.1 福島県 二本松市 Ⅱ

七生根１ ﾅﾉﾈ1 あぶくま高原道路 2004 9 14.6 福島県 小野町 Ⅱ

菖蒲谷２ ｼｮｳﾌﾞﾔ2 あぶくま高原道路 2004 7 9.8 福島県 小野町 Ⅱ

菖蒲谷３ ｼｮｳﾌﾞﾔ3 あぶくま高原道路 2004 7 9.8 福島県 小野町 Ⅱ

皮籠石１ ｶﾜｶｺﾞｲｼ1 あぶくま高原道路 2004 8 20.5 福島県 小野町 Ⅱ

皮籠石２ ｶﾜｶｺﾞｲｼ2 あぶくま高原道路 2004 8 23.0 福島県 小野町 Ⅱ

皮籠石３ ｶﾜｶｺﾞｲｼ3 あぶくま高原道路 2004 10 24.7 福島県 小野町 Ⅱ

小高１ ｵﾀﾞｶ1 あぶくま高原道路 2001 7 38.0 福島県 玉川村 Ⅱ

　　構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

平成２９年度　大型付属施設点検結果（福島県管理道路）

区分 状態

　　構造物の機能に支承が生じていない状態

　　構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態

　　構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

路線名
架設
年次
（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

施設名 フリガナ

【点検結果（シェッド等）】

【点検結果（大型カルバート）】

施設名 フリガナ 路線名
架設
年次
（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）
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管理者 行政区域 点検記録

管理者名 市区町村名 判定区分

小高２ ｵﾀﾞｶ2 あぶくま高原道路 2001 18 16.0 福島県 玉川村 Ⅱ

小高３ ｵﾀﾞｶ3 あぶくま高原道路 2001 7 19.2 福島県 玉川村 Ⅱ

川辺１ ｶﾜﾍﾞ1 あぶくま高原道路 2002 7 7.0 福島県 玉川村 Ⅱ

吉１ ﾖｼ1 あぶくま高原道路 2002 8 27.1 福島県 玉川村 Ⅱ

吉２ ﾖｼ2 主要地方道 古殿須賀川線 2002 7 7.0 福島県 玉川村 Ⅱ

吉３ ﾖｼ3 主要地方道 古殿須賀川線 2002 12 32.4 福島県 玉川村 Ⅲ

吉４ ﾖｼ4 あぶくま高原道路 2009 11 32.9 福島県 玉川村 Ⅱ

吉８ ﾖｼ8 あぶくま高原道路 2009 8 15.0 福島県 玉川村 Ⅱ

南須釜４ ﾐﾅﾐｽｶﾞﾏ4 あぶくま高原道路 2007 13 14.2 福島県 玉川村 Ⅱ

南須釜７ ﾐﾅﾐｽｶﾞﾏ7 あぶくま高原道路 2011 7 14.7 福島県 玉川村 Ⅱ

上蓬田３ ｶﾐﾖﾓｷﾞﾀﾞ3 あぶくま高原道路 2006 9 15.0 福島県 平田村 Ⅱ

上蓬田４ ｶﾐﾖﾓｷﾞﾀﾞ4 あぶくま高原道路 2004 18 24.8 福島県 平田村 Ⅱ

上蓬田５ ｶﾐﾖﾓｷﾞﾀﾞ5 あぶくま高原道路 2004 7 22.3 福島県 平田村 Ⅱ

上蓬田６ ｶﾐﾖﾓｷﾞﾀﾞ6 あぶくま高原道路 2004 8 23.4 福島県 平田村 Ⅱ

下蓬田４ ｼﾓﾖﾓｷﾞﾀﾞ4 あぶくま高原道路 2011 7 15.0 福島県 平田村 Ⅱ

下蓬田５ ｼﾓﾖﾓｷﾞﾀﾞ5 あぶくま高原道路 2011 7 15.0 福島県 平田村 Ⅱ

母畑３ ﾎﾞﾊﾞﾀ3 あぶくま高原道路 2005 7 15.0 福島県 石川町 Ⅱ

母畑４ ﾎﾞﾊﾞﾀ4 あぶくま高原道路 2007 8 15.0 福島県 石川町 Ⅱ

三本松ボックスカルバート１号 ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ1ｺﾞｳ 国道401号 1997 17 6.1 福島県 会津若松市 Ⅱ

１０号函渠（２） 10ｺﾞｳｶﾝｷｮ2 国道121号･会津縦貫北道路 2010 11 22.4 福島県 喜多方市 Ⅰ

管理者 行政区域 点検記録

管理者名 市区町村名 判定区分

渋川横断歩道橋 ｼﾌﾞｶﾜｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 福島安達線 1968 20 1.5 福島県 二本松市 Ⅱ

油井横断歩道橋 ﾕｲｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 福島安達線 1968 17 2.3 福島県 二本松市 Ⅱ

万景歩道橋 ﾊﾞﾝｹｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道 小野四倉線 1977 14 1.5 福島県 小野町 Ⅲ

塙町歩道橋 ﾊﾅﾜﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道118号 1970 36 1.5 福島県 塙町 Ⅱ

磐梯町横断歩道橋 ﾊﾞﾝﾀﾞｲﾏﾁｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 磐梯町停車場線 1970 15 1.0 福島県 磐梯町 Ⅱ

行健歩道橋 ｺｳｹﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 須賀川二本松線 1976 18 1.5 福島県 郡山市 Ⅱ

香久池歩道橋 ｶｸﾞｲｹﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 郡山停車場線 1968 17 1.5 福島県 郡山市 Ⅱ

たちばな歩道橋 ﾀﾁﾊﾞﾅﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 郡山停車場線 1967 26 2.3 福島県 郡山市 Ⅲ

さくら陸橋 ｻｸﾗﾘｯｷｮｳ 一般県道 郡山停車場線 1967 24 2.3 福島県 郡山市 Ⅲ

あさか歩道橋 ｱｻｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 郡山停車場線 1972 24 1.5 福島県 郡山市 Ⅲ

大町歩道橋 ｵｵﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道 郡山大越線 1969 24 1.5 福島県 郡山市 Ⅲ

わかば歩道橋 ﾜｶﾊﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道 郡山大越線 1968 36 2.1 福島県 郡山市 Ⅲ

善宝池歩道橋 ｾﾞﾝﾎﾟｳｲｹﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道288号 1968 15 1.5 福島県 郡山市 Ⅱ

大原歩道橋 ｵｵﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道288号 1982 25 2.0 福島県 郡山市 Ⅱ

原歩道橋 ﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道288号 1975 15 1.5 福島県 郡山市 Ⅲ

駒ヶ嶺歩道橋 ｺﾏｶﾞﾐﾈﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 相馬新地線 1984 21 1.1 福島県 新地町 Ⅱ

沖の内歩道橋 ｵｷﾉｳﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 相馬新地線 2008 28 3.5 福島県 相馬市 Ⅱ

坪迫歩道橋 ﾂﾎﾞｻｺﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般県道 相馬新地線 1977 19 2.0 福島県 相馬市 Ⅱ

大手先歩道橋 ｵｵﾃｻｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道115号 1968 39 1.9 福島県 相馬市 Ⅱ

大町歩道橋 ｵｵﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道 原町川俣線 1970 61 1.9 福島県 南相馬市 Ⅰ

小高跨線橋 ｵﾀﾞｶｺｾﾝｷｮｳ 一般県道 北泉小高線 1973 37 2.0 福島県 南相馬市 Ⅱ

年貢橋 ﾈﾝｸﾞﾊｼ 一般県道 小良ケ浜野上線 1976 19 2.4 福島県 大熊町 Ⅱ

滝尻歩道橋 ﾀｷｼﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ 主要地方道 いわき上三坂小野線 1980 7 0.9 福島県 いわき市 Ⅱ

管理者 行政区域 点検記録

管理者名 市区町村名 判定区分

国道115号 不明 福島県 猪苗代町 Ⅳ

国道115号 不明 福島県 猪苗代町 Ⅱ

国道115号 1995 福島県 猪苗代町 Ⅱ

国道115号 2004 福島県 猪苗代町 Ⅱ

施設名 路線名
設置
年次
（西暦）

道路幅員
（ｍ）

路線名
架設
年次
（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

施設名 フリガナ

【点検結果（門型標識）】

7.6

9.8

13.0

6.5

道路標識

道路標識

道路標識

道路標識

【点検結果（大型カルバート）】

【点検結果（横断歩道橋）】

施設名 フリガナ 路線名
架設
年次
（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）
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