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順

位 
橋名 

橋長 

(m) 
道路種別名 路線名 所在地 河川 竣工年 

1 本道寺月岡橋 981.00 高速道路 山形自動車道 西川町 寒河江川 平成 11 

2 月夜川橋 975.50 高速道路 山形自動車道 山形市 滑川 平成 3 

3 出羽大橋（下） 851.60 一般国道 112 号 酒田市 最上川 平成 20 

4 出羽大橋（上） 851.20 一般国道 112 号 酒田市 最上川 平成 24 

5 新両羽橋(下) 723.24 一般国道 7 号 酒田市 最上川 平成 3 

6 新両羽橋(上) 723.05 一般国道 7 号 酒田市 最上川 昭和 51 

7 おおさと大橋 692.40 高速道路 東北中央自動車道 山形市 － 平成 14 

8 庄内中央大橋 685.00 一般国道 47 号 酒田市 最上川 平成 27 

9 最上川白鳥大橋 674.10 高速道路 山形自動車道 酒田市 最上川 平成 12 

10 小網川橋 627.00 高速道路 山形自動車道 鶴岡市 小網川 平成 11 

11 滑川橋 624.00 高速道路 山形自動車道 山形市 滑川 平成 10 

12 高畠高架橋 611.00 一般有料道路 米沢南陽道路 高畠町 砂川 平成 9 

13 睦合高架橋 609.60 高速道路 山形自動車道 西川町 寒河江川 平成 10 

14 庄内大橋 606.00 一般県道 砂越余目線 庄内町 最上川 昭和 60 

15 野黒沢高架橋 598.30 一般国道 尾花沢新庄道路 尾花沢市 

野尻川    

13 号     

市道Ⅰ-19 号 

平成 26 

16 最上川大橋 570.00 一般国道 47 号 戸沢村 最上川 平成 30 

17 白竜大橋 552.00 高速道路 東北中央自動車道 南陽市 － 平成 31 
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18 大網川橋 544.00 高速道路 山形自動車道 鶴岡市 大網川 平成 11 

19 村山橋 532.70 主要地方道 天童大江線 寒河江市 最上川 昭和 55 

20 村山大橋 524.00 一般国道 13 号 村山市 
JR 奥羽本線 

大且川 
昭和 62 

21 さくら大橋 521.00 一般県道 久保桜線 長井市 最上川 平成 19 

22 谷地橋 499.70 一般国道 287 号 河北町 最上川 昭和 54 

23 月山橋 474.00 高速道路 山形自動車道 西川町 月山湖 平成 11 

24 庄内橋 465.50 一般県道 余目松山線 庄内町 最上川 昭和 33 

25 三川橋 449.20 一般国道 345 号 鶴岡市 赤川 昭和 55 

26 河北橋 441.70 主要地方道 寒河江村山線 河北町 最上川 昭和 41 

27 睦橋 430.00 一般県道 高玉広野線 白鷹町 最上川 昭和 54 

28 水沢橋 430.00 高速道路 山形自動車道 西川町 － 平成 11 

29 古口大橋 417.10 主要地方道 新庄戸沢線 戸沢村 最上川 昭和 42 

30 田田大橋 412.00 一般県道 東沼長沼余目線 三川町 赤川 平成 16 

（国、県、東日本高速道路株式会社管理分）                                   令和元年８月１日現在  
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