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FR17:川を渡る橋・石川県 
 

 Ｎｏ  橋名  読み  県名  所在地 路線名／番号 架橋河川 西暦年 橋長、幅員  構造形式・構成 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R0001 住吉橋    石川    県道  梯川  1957 146.6 6 ＰＣ桁 ｌ＝12.2  

R0002 梯川橋    石川     北陸自動車道 梯川     

R0003 城南橋    石川    県道 25号 梯川     

R0004 鶴ケ島橋    石川      梯川     

R0005 石田橋    石川      梯川     

R0006 新梯大橋（小松大橋）  石川    県道  梯川  1935 76.5 7.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝22.5+31+22.5  

R0007 梯大橋  かけはしおお 石川 能美郡   県道  梯川  1937 75 4.6  

             ＲＣ下路タイドア－チ ｌ＝16+20+16 ＲＣＴ桁 ｌ＝（1+1）ｘ9.5 

R0008 梯川橋梁  かけはしかわ 石川      JR北陸本線 梯川  1898 111 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ18+4ｘ12 

R0009 小松新橋歩道橋   石川       梯川     

R0010 小松新橋    石川    国道 8号 梯川  1956 82 9  

               合成鈑桁（ゲルバー鈑桁？） ｌ＝24+32.5+24 

R0011 白江大橋    石川    県道  梯川  1934    

R0012 能美大橋    石川      梯川     

R0013 船場橋    石川      梯川     

R0014 ?     石川    国道 8号 梯川     

R0015 荒木田大橋   石川    県道  梯川     

R0016 鴨浦橋    石川    県道  梯川     

R0017 梯川橋梁    石川    北陸鉄道小松線 梯川  1929   鈑桁 

R0018 軽海新橋    石川    国道 360号 梯川     

R0019 中海大橋    石川    県道  梯川     

R0020 鼓淵橋    石川      梯川     

R0021 新大橋    石川 能美郡    梯川  1876 64 2.1 木橋  

R0022 浮柳橋    石川 小松市    梯川  1954 80 9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝24+31.4+24  

R0023 赤瀬上大橋   石川      梯川  1960 54 6  

R0024 菩提大橋    石川      梯川  1960    

R0030 塩屋大橋    石川 加賀市  県道 117号 大聖寺川 1961 86.4 4.5 鈑桁 

R0031 瀬越橋  せごえ 石川 加賀市    大聖寺川 1932   ＲＣ橋  

R0032 水井大橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0033 三木大橋    石川 加賀市  県道 61号 大聖寺川     

R0034 三ツ橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0035 大聖寺川橋   石川 加賀市   北陸自動車道 大聖寺川     

R0036 水越橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0037 下福田橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0038 宮前橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0039 畑橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0040 旗場橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0041 錦成大橋    石川 加賀市  県道 19号 大聖寺川     

R0042 愛宕橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0043 敷地橋    石川 加賀市    大聖寺川 1960 51 6 木桁橋 ｎ＝7  

R0044 敷地天神橋   石川 加賀市  県道 145号 大聖寺川 1985 70 15 ＰＣＴ桁 ｎ＝3  

R0045 東水橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0046 大聖寺川橋梁   石川 加賀市   国鉄北陸本線 大聖寺川 1966 103  ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ25.2 

R0047 下河崎橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0048 上河崎橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0049 加賀大橋    石川 加賀市  国道 8号 大聖寺川 1959 64.9 9.5  

                鋼合成箱桁 ｌ＝40.8 合成鈑桁 ｌ＝22.6  

R0050 保賀橋    石川 加賀市  県道 151号 大聖寺川     

R0051 河南大橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0052 二天大橋  にてんおお 石川 加賀市    大聖寺川 1931   下路ポニーボ－ストリングトラス 

R0053 加賀山中大橋   石川 加賀市  県道 11号 大聖寺川     

R0054 白鷺大橋    石川 加賀市  県道 39号 大聖寺川 1984 104 7+2@2.5  

                 ＲＣオ－プンア－チ ｆ＝13.8 ｌ＝68.7 

R0055 黒谷橋  くろたに 石川 加賀市    大聖寺川 1935 33.5 4 ＲＣオ－プンア－チ ｆ＝6 ｌ＝24.7 

R0056 かじか橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0057 あやとり橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0058 こおろぎ橋    石川 加賀市    大聖寺川 1990 20.8 4 木造方杖橋 

R0059 高瀬大橋    石川 加賀市    大聖寺川 1967 98 7 連続鈑桁 ｌ＝29+40+29 

R0060 平岩橋    石川 加賀市    大聖寺川     

R0061 ？     石川 加賀市  国道 364号 大聖寺川     
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R0062 （我谷ﾀﾞﾑ）    石川        

R0080 普正寺橋    石川 金沢市  市道  犀川  1980 93 10 ＰＣ桁 

R0081 犀川橋    石川 金沢市  県道 8号 犀川 2006 108.9 6.5+2.5 連続合成鈑桁 n＝6 

R0082 赤土大橋  あかつちおお 石川 金沢市  金沢外環状道路 犀川  2005 66.3 4車 鋼連続箱桁 l＝52，2+62.6+52.2 

R0083 二ツ寺橋    石川 金沢市    犀川  1964 83.4 8 合成鈑桁 

R0084 示野橋    石川      犀川  1990 140.7 9.2 鋼連続箱桁 

R0085 雪吊橋    石川 金沢市    犀川  1991 140.4 3.5（歩道） 斜張橋 

R0086 犀川橋    石川 金沢市  国道 8号 犀川  1970 306.7 8 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ34.8+19.85+4ｘ44.1 

R0087 金沢高架橋   石川 金沢市   北陸自動車道 犀川  1978 122.8 10 連続鈑桁 

R0088 犀川橋    石川    国道 8号 犀川     

R0089 示野中橋    石川      犀川     

R0090 若宮大橋    石川      犀川     

R0091 大豆田大橋   石川 金沢市  市道  犀川  1976 148.3 19.7 合成鈑桁 

R0092 犀川橋梁  さいがわ 石川 金沢市    ＪＲ北陸本線 犀川  1956 156.1 単線 （複線化）鈑桁 ｎ＝8 

R0093 犀川橋梁    石川 金沢市  北陸新幹線 犀川     

R0094 新御影橋    石川 金沢市  市道  犀川  1983 108.3 4（歩道） ＰＣ連続箱桁 

R0095 御影橋  みかげ 石川 金沢市    犀川  1909 110 3 （創架） 木橋 

R0096 御影大橋  みかげおお 石川 金沢市    犀川  2005 108.6 22 鋼単弦ローゼ+歩道橋 

R0097 新橋    石川 金沢市  市道  犀川  1962 88 8.3 合成鈑桁 ｎ＝4 

R0098 犀川大橋  さいがわおお 石川 金沢市  国道  犀川  1924 62.3 12.5+2@1.9 トラス ｌ＝61 

R0099 桜橋    石川 金沢市  市道  犀川  1963 89.1 16.4 ＰＣ箱桁 

R0100 下菊橋  しもきく 石川 金沢市  市道  犀川  1966 149.5 16.6 合成鈑桁 

R0101 上菊橋  かみきく 石川 金沢市  市道  犀川  2005 148  連続鈑桁 

R0102 犀川雪見橋   石川      犀川  1999 187.5   

R0103 大桑橋    石川 金沢市    犀川  2002 102 6.5 連続鈑桁 

R0104 山側環状線   石川 金沢市    犀川  2006    

R0105 大桑貝殻橋   石川      犀川     

R0106 天池橋    石川 金沢市    犀川  1958 40.6 4.5 ポニートラス 

R0107 辰巳橋    石川 金沢市  市道  犀川  1975 36 5.5 ＰＣＴ型桁 

R0108 ほたる橋    石川 金沢市    犀川  2000    

R0109 水淵橋    石川 金沢市  市道  犀川  1971 28.9 3.7 ＰＣＴ型桁 

R0110 相合谷橋    石川 金沢市  市道  犀川  1973 41 5.5 合成鈑桁 

R0111 熊走橋    石川 金沢市  市道  犀川  1963 62 3 吊橋 

R0112 熊走大橋    石川 金沢市  市道  犀川  1977 69 5 トラス 

R0113 （犀川ダム）   石川        

R0120 手取川橋  てどりかわ 石川 美川町   北陸自動車道 手取川 1972 547.3 2x10 PC 

                 有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝7ｘ70+55.3  

R0121 美川大橋  みかわおお 石川 美川町  県道 25号 手取川 1972 398 10 連続鈑桁 

R0122 何龍橋  かりゅう 石川 美川町  県道 294号 手取川 1938 392.7 4.5 ＲＣカンチレバー桁 ｌ＝16+12@30+16 

R0123 手取川橋梁 てどりがわ 石川 美川町    ＪＲ北陸本線 手取川 1963 409 単線 2  

                 トラス橋 ｌ＝6ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝1ｘ25.4 

R0124 手取川大橋 てどりがわおお 石川 川北町  国道 8号 手取川 1977 464.6 2(9.25+2)  

                ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝50+6@60.6+50 

R0125 手取川橋（粟生大橋） てどりがわ（あおおお） 石川 寺井町 県道 157号 手取川 1979  2 歩道橋併設 鋼箱桁 

R0126 辰口大橋(神田橋) たつのくちおお（かんだ） 石川 川北町・辰口町 県道 22号 手取川 2003 392.5 8.5+3 連続鈑桁 ｎ＝8 

R0127 川北大橋  かわきたおお 石川 川北町・辰口町 川北大橋有料道路 手取川 1996 521 4車 合成鈑桁 ｌ＝55.3 ｎ＝10 

R0128 天狗橋  てんぐ 石川 鶴来町・辰口町   手取川 1955 218.5 5.5  

               トラス ｌ＝2ｘ66 ゲルバー鈑桁 ｌ＝22+40+22 

R0129 山上郷大橋 やまがみごうおお 石川 鶴来町・辰口町 国道 157号 手取川 1983 241 8.8+2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝78+86+75 

R0130 手取川水管橋 てどりがわすいかん 石川 鶴来町・辰口町 水道用水供給事業 手取川 1980   ローゼ橋 

R0131 和佐谷橋  わさだに 石川 鶴来町・辰口町 町道  手取川 1958 148.4 3  

              ポニートラス ｌ＝2ｘ37 +ポニートラス ｎ＝4  

R0132 手取川水管橋 てどりがわすいかん  石川 鶴来町・辰口町 水道用水供給事業 手取川 1980   下路ランガー橋 

R0133 一宮大橋  いちのみやおお 石川 鶴来町・辰口町 国道 157号 手取川 1963 350.2 8.75+2.5  

            鋼連続箱桁 ｌ＝64+83.5+64 連続鈑桁 ｌ＝29.5+22.5+35+24.5+24.5 

R0134 手取川橋梁（中島橋） てどりかわ 石川 鶴来町・鳥越村 北陸鉄道 手取川 1927   トラス （廃線） 

R0135 金名橋    石川    手取キャニオンロード 手取川 2004 70 4（歩道） 旧・御影大橋を再用 トラス 

R0136 蝙蝠橋  こうもり 石川 鶴来町・鳥越町   手取川 1934   吊橋 ｎ＝1 鋼補剛トラス 

R0137 広瀬大橋  ひろせおお 石川    県道 44号 手取川 1965 84 6 トラス ｎ＝1 

R0138 福岡橋  ふくおか 石川 河内村・鳥越町 村道  手取川 1977 99 7.5 架橋位置移動.合成箱桁 合成鈑桁 

R0139 江津橋  ごうづ  石川 河内村・鳥越町 県道 180号 手取川 1963 133 3.6  

               トラス橋 ｌ＝1ｘ68.5 を扛上 合成鈑桁 ｎ＝（1+2） 

R0140 江津橋    石川      手取川 1975 134 6.5 （上流側）連続鈑桁 ｌ＝34+60+34 

R0141 雲龍橋  うんりゅう 石川 河内村・鳥越町 村道  手取川 1981 126 7 鈑桁 ｎ＝1 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0142 黄門橋（高門橋） こうもん 石川 吉野谷村・鳥越町 ？  手取川 1968 67 6+2@0.75  

                 合成鈑桁 ｌ＝30.3 ＲＣＴ桁 ｌ＝2ｘ17.4 

R0143 不老橋（古橋） ふろう  石川 吉野谷村・鳥越町 県道 178号 手取川 1971 54 7 鋼合成箱桁 

R0144 佐良橋  さら  石川 吉野谷村・鳥越町 村道  手取川 1975 63 5 鋼合成箱桁 ｌ＝62 
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R0145 大東橋    石川 吉野谷村・鳥越町 村道  手取川 1973 82 5 鋼ランガー桁 ｌ＝81 

R0146 対山橋  たいざん 石川 吉野谷村・鳥越町 県道 178号 手取川 1954 66.9 6 トラス ｌ＝1ｘ66 

R0147 木滑吊橋    石川 吉野谷村・鳥越町 吉野発電所専用 手取川 1930  2.1 吊橋 ｌ＝54.4 鋼補剛トラス 木

床 鋼塔 

R0148 水管橋    石川 吉野谷村・鳥越町 農業用水 手取川 1980   下路 三弦パイプトラス橋 

R0149 仏師ケ野橋 ぶしがの 石川 尾口村・鳥越町   手取川 1997 131.6 4.5 鋼下路 ローゼ橋 連続鈑桁 ｎ＝2 

R0150 女原大橋  おなばら 石川 尾口村  国道 157号 手取川 1978 260 7+2@1  

             鋼方杖ラーメン橋 ｌ＝55.1+100+55.1 合成鈑桁 ｌ＝24.9+22.1 

R0151 東二口一の橋 ひがしにのくちいちの 石川 尾口村 村道  手取川 1961 66 6 合成鈑桁 ｎ＝2 ＲＣ桁 ｎ＝1 

R0152 深瀬大橋  ふかせおお 石川 尾口村  林道  手取川 1979 298 4  

             吊橋 単径間 ｌ＝216 鋼補剛トラス 鋼塔 側径間は鈑桁 

R0153 桑島大橋  くわｊまおお 石川 白峰村  村道  手取川 1977 212 6 連続鈑桁 ｌ＝64.6+80+64.6 

R0154 下村大橋  しもむらおお石川 白峰村  村道  手取川 1979 131.9 4 連続鈑桁 ｌ＝44 ｎ＝3 

R0155 大向橋  おおむかい 石川 白峰村  村道  手取川 1987 71.1 7 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0156 牛首大橋  うしくびおお 石川 白峰村  林道  手取川 1965 79.9 4 鋼上路アーチ+鈑桁 

R0157 大杉谷橋    石川 白峰村  村道  手取川 1974 59 0.9 吊橋 無補剛 木床 ＲＣ塔 

R0158 コマ山橋    石川 白峰村  村道  手取川 1982 45 1 合成鈑桁 ｎ＝2 

R0159 水管橋    石川 白峰村    手取川   水管 トラス 

R0160 六万橋  ろくまん 石川 白峰村  県道 33号 手取川 1963 75 4.5 トラス ｌ＝1ｘ74.2 

R0161 鴇が谷大橋 とがだにおお 石川 尾口村    手取川 1978 270  鋼上路トラスドアーチ ｌ＝180 

R0162 手取川橋梁（天狗橋） てどりかわ 石川 鶴来町・辰口町 北陸鉄道 手取川 1932  単線 廃線 撤去 

R0163 東二口二ノ橋 ひがしにのくちにの 石川 尾口村   手取川    ダムに水没 

R0164 五味島大橋   ごみじまおお 石川 尾口村    手取川 1749   ダムに水没 

R0165 釜谷橋  かまたに 石川 尾口村    手取川 1813   ダムに水没 

R0166 栗沼橋    石川 尾口村    手取川    ダムに水没 

R0167 深瀬大橋  ふかぜおお 石川 尾口村    手取川 1753   ダムに水没 

R0168 桑島大橋  くわじまおお 石川 白峰村    手取川    ダムに水没 

R0169 大向橋  おおむかい 石川 白峰村    手取川    消滅 

R0170 大橋  おお  石川 白峰村    手取川    消滅 

R0171 野々尻橋  ののじり 石川 白峰村    手取川    消滅 

R0172 野橋  の  石川 白峰村    手取川    消滅 

R0180 東港橋    石川 金沢市    浅野川 1973 95.5 20 鈑桁 n＝3 

R0181 蚊爪橋  かがつめ 石川 金沢市    浅野川 1993   鈑桁 n＝3 

R0182 鞍降橋    石川 金沢市    浅野川 1976 60 5.1 鈑桁 n＝3 

R0183 北寺大橋    石川 金沢市    浅野川 1984 69 9.8 PC桁 n＝3 

R0184 ？     石川 金沢市    浅野川     

R0185 松寺橋    石川 金沢市    浅野川 1956 63.1 6 PC桁 n＝5 

R0186 浅野川橋    石川 金沢市  国道 8号 浅野川 1974 336 10  

R0187 金沢高架橋   石川 金沢市   北陸自動車道 浅野川 1978 87.8 2ｘ10 鈑桁 n＝2 

R0188 浅野川橋    石川 金沢市  国道 8号 浅野川 1974 336 10  

R0189 磯部大橋    石川 金沢市    浅野川    桁 n=3 

R0190 沖橋    石川 金沢市    浅野川 1984 64.2 4.5 PC桁 n＝3 

R0191 七つ屋大橋   石川 金沢市    浅野川 1994   PC桁 n＝3 

R0192 浅野川橋梁   石川 金沢市    JR北陸本線 浅野川 1990 "58,1" 6線 PC桁 n＝2 

R0193 応化橋    石川 金沢市    浅野川 1987 41 13 PC桁 n＝2 

R0194 中島橋  なかじま 石川 金沢市    浅野川 1890 36 3 創架 木橋 

R0195 中島大橋    なかじまおお 石川      浅野川 1978 37 9+2@2 鋼ローゼ ｌ＝32  

R0196 昌永橋    石川 金沢市    浅野川 1955 38 4.5 ポニートラス橋 

R0197 彦三大橋    石川 金沢市    浅野川 1988 34.8 21 PC桁 

R0198 小橋    石川 金沢市    浅野川 1953 35 6 ポニートラス l=34  

R0199 一文橋    石川 金沢市    浅野川     

R0200 中の橋    石川      浅野川 1975 37.1 4 Ｈ型桁 n＝3 

R0201 浅野川大橋 あさのがわおお 石川 金沢市  国道 159号 浅野川 1922 55 12.4+2@1.5軌道併用  

                モニエ式ＲＣア－チ ｌ＝16.1+16.7+16.1 

R0202 梅の橋    石川 金沢市    浅野川 1978 66.5 4.5 連続鈑桁 ｌ＝22 n＝3 

R0203 天神橋  てんじん 石川 金沢市    浅野川 1955 48.1 11.6 鋼下路タイドアーチ l＝48  

R0204 常盤橋    石川 金沢市    浅野川 1972 51.1 7.1 鈑桁 n＝2 

R0205 鈴見橋    石川 金沢市    浅野川 1958 47.1 8 PC桁 l＝2ｘ23.5 

R0206 若松橋    石川 金沢市    浅野川 1984 63.1 15.5 活荷重合成鈑桁 n＝2 

R0207 旭橋    石川 金沢市    浅野川 1978 53.7 4 鈑桁 n＝2 

R0208 下田上橋    石川 金沢市    浅野川 1960 42 6 PC桁 n＝2 

R0209 上田上橋    石川 金沢市    浅野川 1972 43.4 18 PC桁 n＝2 

R0210 銚子口橋  ちょうしぐち 石川 金沢市    浅野川 1944 24.7 6.1 RC桁 

R0211 田倉橋    石川 金沢市    浅野川 1967 24 6.5 PC桁 

R0212 浅川橋    石川 金沢市    浅野川 1981 12 4.5 鈑桁 

R0213 袋板屋橋    石川 金沢市    浅野川 1971 31.2 2.5 PC桁 n＝2 

R0214 茅原橋    石川 金沢市    浅野川 1971 23.5 4 鈑桁 

R0215 茅原橋    石川 金沢市    浅野川 1981 40 12 PC桁 



 ４ 

R0216 東荒屋橋    石川 金沢市    浅野川 1983 47.6 13 PC桁 n＝2 

R0217 七曲橋    石川 金沢市    浅野川 1971 24 4.2 鈑桁 n＝1 

R0218 湯通街道大橋   石川 金沢市    浅野川 1989 98 12.2 RC上路オープンバランスドアーチ 

R0219 市瀬橋    石川 金沢市    浅野川 1986 36.9 12.2 PC桁  

R0220 西市瀬橋    石川 金沢市    浅野川 1954 19.3 3.6 PC桁  

R0221 芝原橋    石川 金沢市    浅野川 1955 37.9 8.3 PC桁  

R0222 平下橋    石川 金沢市    浅野川 1978 24 7.5 PC桁 

R0223 向田橋    石川 金沢市    浅野川 1982   PC桁  

R0224 河内橋    石川 金沢市    浅野川 1969   PC桁 

R0225 小羽清水橋   石川 金沢市    浅野川    鈑桁 

R0226 一の渡橋    石川 金沢市    浅野川 1978   鈑桁 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 


