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FR24:川を渡る橋・三重県 
 

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 新島ケ原大橋  三重 島ケ原村  国道 163号 木津川 

R0002 島ケ原大橋   三重 島ケ原村  国道 163号 木津川 1956 93 5.3+1 トラス橋 ｌ＝２ｘ４５ 

R0003 鯛ケ峯大橋   三重 島ケ原村    木津川 

R0004 しあん橋   三重 上野市    木津川   歩道  

                吊橋 無補剛 グリッド床版 耐風索 鋼塔 

R0005 岩倉大橋 いわくらおお 三重 上野市    木津川 

R0006 高倉大橋 たかくらおお 三重 上野市    木津川 1999 279 7+2 鋼連続箱桁 ｌ＝51.2＋3@51.4＋71.9  

R0007 新長田橋 しんながた 三重 上野市    木津川 

R0008 長田橋 ながた 三重 上野市    木津川 1969 481.9 6.5+2@0.75  

         合成鈑桁 l＝32.1＋3x32＋3x35＋3x32 ＲＣラーメン橋 l＝2@16＋4@15.1＋4@15.1  

R0009 木興橋 きこ  三重 上野市    木津川 

R0010 大野木橋   三重 上野市  国道 25号 木津川 1926 60.6  永久橋 

R0011 木津大橋   三重 上野市  国道 25号 木津川 1965 151 8.6+2.5 連続鈑桁 l＝36＋39＋39＋36  

R0012 大内橋   三重 上野市  国道 368号 木津川 

R0013 笠部橋 かさべ 三重 上野市    木津川 

R0014 猪田橋 いだ  三重 上野市  県道 688号 木津川 1932 112  永久橋 

R0015 郡橋  こおり  三重 上野市    木津川 

R0016 依那古橋   三重 上野市  県道 686号 木津川 1965 95.4   

R0017 枅川下橋 ひじきがわしも 三重 上野市   木津川 

R0018 下神戸橋 しもかんべ 三重 上野市    木津川 

R0019 上林橋 うえばやし 三重 上野市    木津川 

R0020 暗崎橋   三重 上野市    木津川 

R0021 古郡橋 ふるごおり 三重 上野市    木津川 

R0022 比土橋 ひど  三重 上野市    木津川 

R0023 木津川橋梁   三重 上野市  近鉄伊賀線 木津川   単線  

R0024 木津川橋梁   三重 上野市  近鉄大阪線 木津川   複線  

R0025 塚原橋   三重 上野市    木津川 

R0026 勧進橋   三重 上野市    木津川 1808   板橋 

R0027 木津川橋   三重 上野市    木津川 1917   ＲＣ橋 

R0028 服部橋   三重 上野市    木津川 1935 203.8  永久橋 

R0029 新羽根橋 しんはね 三重 青山町  国道 165号 木津川 1967 89.1 6.5 永久橋 

R0030 後瀬橋   三重 青山町    木津川 

R0031 笛吹橋   三重 青山町    木津川 

R0032 大縄橋   三重 青山町  国道 422号 木津川 

R0033 戎橋    三重 青山町    木津川 

R0034 阿保橋 あお  三重 青山町    木津川 1957 57 5.5 永久橋 

R0035 大村橋   三重 青山町    木津川 

R0036 岡田橋   三重 青山町    木津川 

R0037 中山橋   三重 青山町  国道 165号 木津川 1956 34.8 6.5 永久橋 

R0038 大坪橋   三重 青山町    木津川 

R0039 木津川橋梁   三重 上野市  近鉄大阪線 木津川   複線  

R0040 上川原橋 かみがわら 三重 青山町    木津川 

R0041 八反田橋   三重 青山町    木津川 

R0042 久保橋   三重 青山町    木津川 

R0043 勝地橋歩道橋  三重 青山町    木津川 

R0044 勝地橋 かちじ 三重      木津川 

R0045 川南橋   三重 青山町    木津川 

R0046 突出橋   三重 青山町    木津川 

R0047 稲広橋   三重 青山町    木津川 

R0048 滝仙寺橋   三重 青山町    木津川 

R0049 滝橋  たき  三重 青山町  県道 2号 木津川 

R0050 上切橋   三重 青山町    木津川 

R0051 風呂橋   三重 青山町  県道 2号 木津川 

R0052 矢城橋   三重 青山町  県道 2号 木津川 

R0053 しあん橋   三重 伊賀市    木津川 

R0054 岩倉大橋   三重 伊賀市    木津川 

R0055 高倉大橋   三重 伊賀市    木津川 

R0056 新長田橋   三重 伊賀市    木津川 

R0057 長田橋   三重 伊賀市    木津川 

R0058 大野木橋   三重 伊賀市  国道２５号 木津川 



 ２ 

R0059 木津川大橋   三重 伊賀市  国道 25号 木津川 

R0060 大内橋   三重 伊賀市  国道 368号 木津川 

R0061 猪田橋   三重 伊賀市    木津川 

R0062 伊那古橋 いなこ 三重 伊賀市    木津川 

R0063 下之戸橋   三重 伊賀市    木津川 

R0064 暗崎橋   三重 伊賀市    木津川 

R0065 木津川橋梁   三重 伊賀市  近鉄伊賀線 木津川 

R0066 木津川橋梁   三重 伊賀市  近鉄大坂線 木津川 

R0067 ？    三重 伊賀市  国道 422号 木津川 

R0068 ？    三重 伊賀市  国道 186号 木津川 

R0069 木津川橋梁   三重 伊賀市  近鉄大坂線 木津川 

R0070 上瀬橋   三重 伊賀市    木津川 

R0071 戎橋    三重 伊賀市    木津川 

R0072 大村橋   三重 伊賀市    木津川 

R0073 久保橋   三重 伊賀市    木津川 

R0074 家野橋   三重 名張市    名張川 

R0075 薦生橋   三重 名張市  県道 80号 名張川 1962 

R0076 新夏秋橋   三重 名張市    名張川 

R0077 大屋戸歩道橋  三重 名張市    名張川 

R0078 大屋戸橋   三重 名張市  県道 80 名張川 1979   永久橋  

R0079 大屋戸潜水橋  三重 名張市    名張川 1938  2.5  

R0080 朝日潜水橋   三重 名張市    名張川 

R0081 名張大橋   三重 名張市    名張川 

R0082 新町橋 しんまち 三重 名張市  県道 567号 名張川 1960   RC橋  

R0083 鍛治町橋   三重 名張市  県道 81号 名張川 1961 

R0084     三重 名張市  近鉄大阪線 名張川 1930 

R0085 沖津藻大橋   三重 名張市  県道 57号 名張川 

R0086 新夏見橋   三重 名張市  国道 165号 名張川 

R0087 夏見橋   三重 名張市  県道 81号 名張川 

R0088 宮橋    三重 名張市    名張川 

R0089 四間橋   三重 名張市  県道 693号 名張川 

R0090 川瀬橋   三重 名張市    名張川 

R0091 大昭橋   三重 名張市    名張川 

R0092 月出橋   三重 名張市    名張川 

R0093 比奈知ダム   三重    水資源機構 名張川 1998 

R0094 木曽川橋   三重 長島町  第二名神 木曽川 2002 1145  PC鋼複合エクストラドーズ橋 l＝270 

R0095 木曽川大橋   三重 長島町・木曾岬町 国道 23号 木曽川     

R0096 揖斐川橋 いびがわ 三重 桑名市・長島町 第二名神 揖斐川 2002 1397 2@14  

             ＰＣ鋼複合連続エクストラドーズ箱桁 l＝154＋4@271.5＋157  

R0097 揖斐長良大橋 いびながらおお 三重 桑名市・長島町 名四国道 国道 23号 揖斐川 1966 1031 ２ ｘ （ 7.5+2@2.25 ）

                    トラス ｌ＝14ｘ72.8 

R0098 伊勢大橋 いせおお 三重 桑名市・長島町 国道１号 揖斐川 1934 1105.7 7.5  

                 鋼ランガートラス ｌ＝72.3 ｎ＝１５ 

R0099 揖斐川橋梁 いびかわ 三重 桑名市・長島町 近鉄名古屋線 揖斐川 1959 ≒987 複線 トラス l=15x62.６+1x33  

R0100 揖斐川橋梁 いびかわ 三重 桑名市・長島町  ＪＲ関西本線 揖斐川 1895 ≒987 単線  

               鋼ダブルワ－レン ｌ＝63.4 ｎ＝１５  

R0101 揖斐長良川橋 いびながらがわ 三重 多度町・長島町 東名阪自動車道 揖斐川 1975 923.5 2x8.5  

               トラス l＝61.9＋4x60.6＋72＋70.1＋5x67.8＋59.8  

R0102 揖斐川水管橋  三重 多度町・長島町 北伊勢工業用水 揖斐川 1972 999 3xφ1800mm  

                鋼ランガー橋 l＝14x58.8＋71.1＋32＋24.4 

R0103 油島大橋 あぶらじまおお 三重・岐阜 多度町・海津町 県道 23号 揖斐川 1983 499.4 6+2@2  

                合成箱桁 ｎ＝２ 連続鈑桁 ｎ＝2ｘ3@  

R0104 揖斐川橋 いびがわ 三重 桑名市・桑名市(長島町) 第二名神 長良川 2002 1897 2@14 ＰＣ 

             鋼複合連続エクストラドーズ箱桁 l＝154＋4@271.5＋157 

R0105 揖斐長良大橋 いびながらおお 三重 桑名市・桑名市(長島町) 名四国道 国道 23号 長良川 1963 1031.9 7.5+2@2.25

                    トラス l=14x72.8  

R0106 長良川河口堰 ながらがわかこうせき 三重 桑名市・桑名市(長島町)  長良川 1994 661   

R0107 伊勢大橋 いせおお 三重 桑名市・桑名市(長島町) 国道 1号 長良川 1934 1105.7 7.5  

                  鋼ランガートラス l＝72 n＝15  

R0108 揖斐川橋梁 いびばわ 三重 桑名市・桑名市(長島町) 伊勢電気鉄道  長良川 1938 ≒987 単線  

                鋼ダブルワ－レントラス l＝63.4 n＝15  

R0109     三重   近鉄道名古屋線 長良川 1959 ≒987 複線 広軌複線化  

                   トラス l=15x62.2+1x33 

R0110 揖斐川橋梁 いびがわ 三重 桑名市・桑名市(長島町) ＪＲ関西本線 長良川 1895 ≒987 単線  

                 ワ－レントラス l=14x62.4+1x58.5  

R0111 揖斐長良川橋 いびながらがわ 三重 桑名市・桑名市(長島町) 東名阪自動車道 長良川 1975 923.8 2x8.5  

                トラス l=61.9+4x60.6+72.+70.1+6x67.8+69.8  

R0112 揖斐長良川水管橋 いびながらがわ 三重 桑名市・桑名市(長島町) 長良川 1975 924.5  鋼ランガートラス 



 ３ 

R0113 磯津橋 いそづ 三重      鈴鹿川 1963 295.2 6  

                ゲルバー鈑桁 l＝2@30＋5@34.9＋2@30  

R0114 パイプライン   三重 楠町・四日市市   鈴鹿川     

R0115 小倉橋   三重 楠町・四日市市 県道 6号 鈴鹿川 1957 245.6 5.5 鋼橋 l＝9x18.1＋4x20.7 

R0116 鈴鹿川橋梁   三重 楠町・四日市市 近鉄名古屋線 鈴鹿川 1962 249 複線 トラス ｎ＝５  

R0117 鈴鹿川第二水管橋 三重 楠町・四日市市   鈴鹿川     

R0118 鈴鹿川第一水管橋 三重 楠町・四日市市   鈴鹿川 1975 347 3.5 鋼ランガー l＝5x67.6  

R0119 本郷橋   三重 楠町・四日市市 県道 502号 鈴鹿川 1968 272.4 6 連続鈑桁 l＝2x（3@45.1） 

R0120 鈴鹿川橋   三重 楠町・四日市市 国道 23号 鈴鹿川 1972 308 10 連続鈑桁 l＝4@41.6  

R0121 鈴鹿川橋梁 すずかがわ 三重 鈴鹿市・四日市市 ＪＲ伊勢線 鈴鹿川 1971 396.8 複線 鋼連続箱桁 l＝2@49.6＋2x（3@49.6）  

R0122 鈴鹿（大）橋   三重 鈴鹿市  県道 103号 鈴鹿川 1953 240 7.5 ＲＣゲルバー桁 l＝12@19.7  

R0123 高岡橋   三重 鈴鹿市    鈴鹿川 1962 234 4 ｌ＝４６．５ 

R0124 水道橋   三重 鈴鹿市    鈴鹿川 

R0125 木田橋 きだ  三重 鈴鹿市  県道 8号 鈴鹿川 1933  5.4 鈑桁 ｌ＝１９．５ 

R0126 定五郎橋 さだごろう 三重 鈴鹿市  県道 27号 鈴鹿川 1969 311.6 6.5 合成鈑桁 l＝9x34.6  

R0127 庄野橋   三重 鈴鹿市  県道 643号 鈴鹿川 1959 256.2 7 合成鈑桁 l＝11x22.7 

R0128 汲川原橋 くみがわら 三重 鈴鹿市  県道 637号 鈴鹿川   ４車  

R0129 送水管   三重 鈴鹿市    鈴鹿川 

R0130 平和橋   三重 鈴鹿市    鈴鹿川 

R0131 鈴国橋   三重 鈴鹿市  県道 41号 鈴鹿川 1962 161 6.8 ＰＣ桁 l＝6x26.8  

R0132 亀山大橋   三重 亀山市  国道 306号 鈴鹿川 

R0133 鹿島橋   三重 亀山市  県道 649号 鈴鹿川 1937 176.4 7.8 ＲＣＴ型桁 l＝14x12.6 

R0134 鈴鹿川橋梁   三重 亀山市  ＪＲ紀勢線 鈴鹿川 1909 129.9 単線 ｎ＝６ 

R0135 亀山橋   三重 亀山市  県道 28号 鈴鹿川 1965 153 5.5 ＲＣ橋 

R0136 野村橋   三重 亀山市    鈴鹿川 

R0137 山下橋   三重 亀山市    鈴鹿川 

R0138 神辺橋   三重 亀山市    鈴鹿川 1940 100 4 鋼橋 

R0139 亀山大橋   三重 亀山市  国道 25号 鈴鹿川 1965 176 8.85 連続鈑桁 l＝38＋2@44＋38  

R0140 木下橋   三重 亀山市・関町   鈴鹿川 

R0141 勧進橋   三重 関町   県道 10号 鈴鹿川 1964 100.8 5.5 ＲＣＴ型桁 l＝8x12.6 

R0142 鈴鹿川橋梁   三重 関町    ＪＲ関西本線 鈴鹿川   単線  

R0143 大和橋   三重 関町   国道 25号 鈴鹿川 1860 

R0144 ふれあい橋   三重 関町     鈴鹿川 

R0145 市瀬橋 いちのせ 三重 関町   国道１号 鈴鹿川 

R0146 市瀬橋 いちのせ 三重 関町     鈴鹿川 

R0147 車捨橋   三重 関町     鈴鹿川 

R0148 弁天橋   三重 関町   国道１号 鈴鹿川 

R0149 中津橋   三重 関町   国道１号 鈴鹿川 

R0150 築土橋   三重 関町     鈴鹿川 

R0151 沓掛橋 くつかけ 三重 関町     鈴鹿川 

R0152 下中野橋   三重 関町     鈴鹿川 

R0153 第二鈴鹿橋   三重 関町   国道１号 鈴鹿川 

R0154 第一鈴鹿橋   三重 関町   国道１号 鈴鹿川 1922   ＲＣ橋  

R0155 第一大滝橋   三重 関町   国道１号 鈴鹿川 

R0156 櫛田川橋   三重      櫛田川 1956 227 1.8 トラス l＝4x31＋35＋26.8＋26.4＋15 

R0157 松名瀬橋 まつなせ 三重 松阪市  県道 705号 櫛田川 1963   永久橋  

R0158 松名瀬橋歩道橋  三重      櫛田川 

R0159 新松名瀬橋 しんまつなせ 三重 松阪市   櫛田川 

R0160 新松名瀬橋歩道橋 三重      櫛田川 

R0161 松阪東大橋   三重 松阪市  国道 23号 櫛田川 

R0162 櫛田川橋   三重    国道  櫛田川 1975 379 10 連続鈑桁 ｌ＝７＠５３．８  

R0163 大字橋   三重 松阪市    櫛田川 

R0164 魚見橋 うおみ 三重 松阪市  県道 60号 櫛田川 1962 400 6.7 ＰＣ桁橋 ｌ＝１１ｘ３６．３  *306 

R0165 魚見橋歩道橋  三重      櫛田川 

R0166 櫛田川橋梁   三重 松阪市  近鉄山田線 櫛田川 1930 437.3 複線 鋼橋 ｎ＝１７ *306*423 

R0167 櫛田橋 くしだ  三重 松阪市  県道 37号 櫛田川 1953 272.1 7.5 単純鈑桁 ｌ＝１４ｘ１９．４  

R0168 櫛田川頭首工管理橋 三重 松阪市    櫛田川 1944  歩道 トラス橋 ｎ＝６  

R0169 櫛田川橋梁   三重 松阪市  ＪＲ紀勢線 櫛田川 1982 218.9  鋼橋 ｌ＝９ｘ１９．２＋３ｘ１２．９ *306 

R0170 新両郡橋 しんりょうぐん 三重 多気町・松阪市 国道 42号 櫛田川    桁橋  

R0171 両郡橋 りょうぐん 三重 多気町・松阪市 県道 160号 櫛田川 1957 118.4 8.5  

               ゲルバー鈑桁 l＝2@22.5＋27.7＋2@22.5  

R0172 櫛田川水管橋  三重 多気町・松阪市   櫛田川 

R0173 松阪多気橋   三重 多気町・松阪市   櫛田川 2000   鈑桁  

R0174 櫛田川橋   三重 多気町・松阪市 伊勢自動車道 櫛田川 1990  ４車 桁橋  

R0175 津留橋 つる  三重 多気町・松阪市 県道 702号 櫛田川 1929 93 4.5 

              ポニートラス ｌ＝27.4 ｎ＝３ ＲＣ桁橋 ｌ＝１ｘ10.8  

R0176 香肌大橋   三重 勢和村    櫛田川    鋼トラスドランガー橋   

R0177 新神橋 しんがめ 三重 勢和村    櫛田川 1935   潜水橋  



 ４ 

R0178 勢和大橋 せいわおお 三重 勢和村  県道 429号 櫛田川 

R0179 片野橋 かたの 三重 勢和村  県道 704号 櫛田川 1936 70.4 3.9 鉄筋橋  

R0180 波多瀬橋 はたせ 三重 勢和村    櫛田川 1936   鋼下路トラスドランガー橋   

R0181 深野大橋   三重 勢和村・飯南町   櫛田川 1980 87.4 5+1.5  鋼下路ランガ－橋 ｌ＝1ｘ86.3  

R0182 千歳橋   三重 飯南町    櫛田川 1981 68 5+1.5 鋼下路ランガ－桁橋 ｌ＝1ｘ67   

R0183 茶積橋   三重 松阪市    櫛田川 1961   トラス橋 ＋PC単純桁橋  

R0184 桑瀬橋   三重 飯南町    櫛田川 1961 119 3.5 トラス橋 ｎ＝４   

R0185 桜橋  さくら  三重 飯南町  国道 368号 櫛田川 1962 110.3 6 トラス橋 ｎ＝１ 鈑桁 ｎ＝２  

R0186 魚瀬橋   三重 飯南町    櫛田川 1974 78 4+2@0.75 単純活荷重合成鈑桁  

R0187 新高橋 にいたか 三重 飯南町  県道 710号 櫛田川 1961 101 5.5 トラス橋 ｎ＝２  

R0188 大渕橋   三重 飯南町    櫛田川 1995   鋼下路ローゼ橋 ｎ＝１  

R0189 栃川橋   三重 飯南町    櫛田川 1976 80 4 鋼下路ランガ－桁橋  

R0190 粥見橋   三重 飯南町    櫛田川 1988 78 9.75 鋼下路ランガー桁橋  

R0191 霞橋    三重       櫛田川 1929 49  ＲＣ桁橋 ｌ＝１２ ｎ＝４ *381*578 

R0192 板継橋   三重 飯南町・飯高町   櫛田川     板橋    

R0193 中野瀬橋 なかのせ 三重      櫛田川 1996   鋼トラスドランガー  

R0194 新野々口橋   三重 飯高町    櫛田川 

R0195 野々口橋   三重 飯高町    櫛田川 1932  4.6 トラス橋 ｌ＝４２．７ *209*381*578 

R0196 赤池橋   三重 飯高町    櫛田川 1966     

R0197 赤樋橋 あこう  三重 飯高町    櫛田川 1932 81.9 4.7 トラス橋 ｎ＝１ 撤去 *578 

R0198 新赤樋橋 しんあこう 三重 飯高町  国道 166号 櫛田川 

R0199 宇栗子橋   三重 飯高町    櫛田川 

R0200 赤樋ダム   三重      櫛田川 

R0201 小田橋   三重 飯高町    櫛田川    鈑桁  

R0202 田引橋   三重 飯高町    櫛田川 1962 

R0203 新口野々橋   三重 飯高町    櫛田川 

R0204 毛原橋   三重 飯高町    櫛田川 

R0205 栗野橋   三重 飯高町  国道 166号 櫛田川 1961   トラス橋  

R0206 飯高大橋   三重 飯高町  国道 166号 櫛田川 1963   トラス橋  

R0207 柳瀬橋   三重 飯高町    櫛田川 1977   鋼下路ランガー橋  

R0208 大谷橋   三重 飯高町    櫛田川 1961   トラス橋 ＋鈑桁   

R0209 中瀬橋   三重 飯高町  国道 422号 櫛田川 1961  3.5 トラス橋 ｌ＝１ｘ４２．１   

R0210 新高橋   三重 飯高町    櫛田川 1961   トラス橋 ｎ＝２  *263 

R0211 高橋    三重 飯高町    櫛田川 1961   トラス橋   

R0212 笠松橋   三重 飯高町  国道 166号 櫛田川 

R0213 乙栗子口橋   三重 飯高町  国道 166号 櫛田川 

R0214 乙栗子橋 おとぐるす 三重 飯高町    櫛田川 1931 46  ＲＣラーメン桁橋 ｌ＝２３ ｎ＝２  

R0215 新乙栗子橋   三重 飯高町    櫛田川 

R0216 新八雲橋   三重 飯高町    櫛田川 1973   上路トラス  

R0217 津香良洲大橋  三重 香良洲町・津市 県道 754号 雲出古川 

R0218 香良洲橋   三重 香良洲町・津市 県道 575号 雲出古川    桁橋  

R0219 香良洲大橋   三重 松阪市・香良洲町 県道 698号 雲出川 1931 177.6 5.1 ＲＣＴ桁 l＝16x11.1  

R0220 雲出大橋 くもずおお 三重 松阪市・津市 国道 23号 雲出川 1953 432.4 7.5 鈑桁 ｌ＝１３ｘ２０  

R0221 雲出橋 くもず  三重 松阪市・津市 県道 413号 雲出川 1940 254.5 3.9 木橋  

R0222 雲出川橋梁 くもずがわ 三重 松阪市・久居市 ＪＲ紀勢本線 雲出川 1977 396 単線 トラス ｌ＝６ｘ６５  

R0223 大正橋 たいしょう 三重 久居市・松阪市   雲出川 1974 419 5.8 RC桁  

R0224 雲出川橋梁 くもずがわ 三重 久居市・松阪市 近鉄名古屋本線 雲出川 1973 484.6 複線 連続トラス l＝3ｘ（3@54）  

R0225 須ケ瀬橋 すがぜ 三重 久居市  県道 24号 雲出川 1959 356.5 9.75 ＰＣ桁 ｌ＝９ｘ３９．６ 

R0226 小戸木橋 こべき 三重 久居市  県道 15号 雲出川 

R0227 雲出川橋   三重 一志町・久居市 伊勢自動車道 雲出川 

R0228 中川原橋   三重 久居市  県道 503号 雲出川 1957 226.3 6.1 ＰＣ単純桁橋 ｌ＝９ｘ２６．２ 

R0229 八太新橋   三重 一志町  県道  雲出川 1994   トラス 

R0230 其倉橋 そのくら 三重 一志町    雲出川 

R0231 石橋 いしばし  三重 一志町    雲出川    潜水橋 

R0232 雲出川橋梁 くもずがわ 三重 一志町  近鉄大坂線 雲出川   複線   

R0233 片山橋   三重 一志町    雲出川 

R0234 大迎橋 おおき 三重 一志町  県道 549号 雲出川 1958 114 4.5 ＰＣ桁 

R0235 雲出川橋 くもずがわ 三重 一志町    雲出川 1949   潜水橋 

R0236 三板橋   三重 一志町    雲出川 1953   潜水橋 

R0237 赤岩橋   三重 一志町・白山町   雲出川 

R0238 新広瀬橋   三重 白山町  県道 663号 雲出川 

R0239 広瀬橋   三重 白山町    雲出川 

R0240 川口橋 かわぐち 三重 白山町  県道 28号 雲出川 

R0241 八ツ山大橋   三重 白山町  県道 664号 雲出川 

R0242 瀬戸ケ淵橋   三重 白山町    雲出川 1996   トラスドランガー 

R0243 家城橋   三重 白山町    雲出川 1933   ＲＣ橋 

R0244 両国橋   三重 白山町  県道 29号 雲出川 1923    

R0245 二雲橋   三重 白山町    雲出川 1934 32 3.5 ＲＣ上路充腹アーチ ｌ＝１５ ｎ＝２ 
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R0246 家城橋梁   三重 白山町  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0247 真見橋   三重 白山町    雲出川     

R0248 竹原橋梁   三重 美杉村 美杉村 ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0249 千代橋   三重 美杉村  県道 15号 雲出川 1893 78 3.6 土橋 

R0250 竹原橋   三重 美杉村    雲出川 

R0251 鳥首橋   三重    県道 15号 雲出川 

R0252 緑山橋   三重    県道 15号 雲出川 

R0253 八知橋 やち  三重      雲出川 

R0254 須渕橋   三重      雲出川 

R0255 立花橋   三重      雲出川 

R0256 立花橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0257 小西橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0258 庄屋出橋   三重      雲出川 

R0259 瀬木橋   三重 美杉村    雲出川 

R0260 新堂橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0261 八千代橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0262 八千代橋   三重 一志郡     雲出川 1894 44.5 3 土橋  

R0263 万代橋   三重 一志郡     雲出川 1894 39 3 土橋 

R0264 井手谷橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0265 比津橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0266 波籠橋梁   三重 美杉村  ＪＲ名松線 雲出川 1935  鉄道  

R0267 ?    三重 美杉村  国道 368号 雲出川 

R0268 中電めがね橋（おちあい橋）  三重 美杉村  雲出川 1923   RC上路充腹アーチ n＝２ 

R0269 花広大橋   三重 美杉村    雲出川 1972   鋼ランガー 

R0270 ？    三重 川越町・桑名市 伊勢湾岸自動車道 員弁川 2002   連続桁 

R0271 日之出橋   三重 川越町・桑名市 県道 401号 員弁川 1964   鈑桁 

R0272 町屋大橋   三重 川越町・桑名市 国道 23号 員弁川    ゲルバー鈑桁 

R0273 町屋川橋 まちや  三重 朝日町・桑名市   員弁川 1933   廃橋 

R0274 町屋橋 まちや 三重 朝日町・桑名市 国道１号 員弁川 1962 243 "14,5" 連続鈑桁 

R0275 町屋川橋梁   三重 桑名市    ＪＲ関西本線 員弁川 1895  複線 トラス l＝2x64.4＋2x45.2 

R0276 ？    三重 桑名市  近鉄名古屋本線 員弁川 1928  複線 鈑桁 

R0277 金井橋   三重 桑名市    員弁川    連続鈑桁 

R0278 桑都橋   三重 桑名市  県道 3号 員弁川    鋼連続箱桁 

R0279 員弁川橋   三重 桑名市  東名阪自動車道 員弁川 1971   鈑桁 

R0280 坂井橋   三重 桑名市    員弁川    PC桁橋 

R0281 員弁川水管橋  三重 桑名市    員弁川 

R0282 念仏大橋   三重 東員町  県道 623号 員弁川 

R0283 水管橋   三重 東員町    員弁川 

R0284 中央大橋   三重 東員町  県道 3号 員弁川 

R0285 大社橋   三重 東員町  県道 14号 員弁川    連続鈑桁 

R0286 大泉橋   三重 いなべ市  県道 9号 員弁川 

R0287 三笠橋   三重 いなべ市  国道 421号 員弁川    鈑桁 

R0288 天王橋   三重 いなべ市  県道 609号 員弁川 

R0289 員弁川橋   三重 いなべ市    員弁川    桁橋 

R0290 北勢大橋   三重 いなべ市  国道 306号 員弁川 

R0291 前川橋   三重 いなべ市    員弁川 

R0292 野尻橋 のじり  三重 いなべ市    員弁川 1936 89.6  ＲＣ桁橋 ｌ＝１１ ｎ＝８ 

R0293 藤原大橋   三重 いなべ市  国道 306号 員弁川    ＰＣ連続箱桁 

R0294 落合橋   三重 いなべ市    員弁川 

R0295 川合橋   三重 いなべ市  県道 107号 員弁川 1892 58 3.6 土橋  

R0296 ？    三重 いなべ市  県道 607号 員弁川 

R0297 本郷橋   三重 いなべ市    員弁川 1934   ＲＣ桁橋  

R0298 大正橋   三重 いなべ市  県道 614号 員弁川 

R0299 黄金大橋   三重 いなべ市  国道 365号 員弁川    鈑桁 

R0300 安濃津橋   三重 津市 県道    安濃川 1966 118 17 ＰＣ橋  

R0301 桜橋    三重      安濃川 1935 99 5.5  

R0302 塔世橋 とうせ  三重    国道 23号 安濃川 1934 71.4 12+2x3 ＲＣＴ桁 ｌ＝9ｘ10.2 

R0303 御山荘大橋   三重    県道  安濃川 

R0304 御山荘橋   三重      安濃川 

R0305 安濃川橋梁 あのうがわ 三重    JR和歌山本線 安濃川 1893  単線 鈑桁 ｌ＝１２ 木橋 ｌ＝４．９ 

R0306 安濃川橋梁   三重    近鉄名古屋本線 安濃川   複線  

R0307 新町大橋   三重    県道  安濃川 

R0308 三本松橋   三重      安濃川 

R0309 安東大橋   三重    県道  安濃川 

R0310 納所橋   三重      安濃川 

R0311 北河路橋   三重      安濃川 

R0312 ？    三重    国道 23号 安濃川 

R0313 一色橋       県道  安濃川 
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R0314 安濃川高架橋  三重     伊勢自動車道 安濃川 

R0315 向井橋   三重      安濃川 

R0316 鹿毛橋   三重      安濃川 

R0317 曽根橋   三重    県道 653号 安濃川 

R0318 安濃橋 あのう 三重 津市（安濃町）  県道  安濃川 1964    

R0319 明合橋歩道橋  三重    県道  安濃川     

R0320 明合橋   三重    県道  安濃川 1965   鋼橋 

R0321 戸島岡本橋   三重    県道  安濃川 

R0322 北神山橋   三重      安濃川 

R0323 安西橋   三重    県道  安濃川 1968   

R0324 多門橋   三重    県道  安濃川 

R0325 雲林院橋   三重    県道  安濃川 

R0326 瀬野橋   三重    県道  安濃川 

R0327 梅畑橋   三重    県道  安濃川 

R0328 （安濃ダム）   三重      安濃川 

R0329 汐見橋   三重 津市     田中川 

R0330     三重 津市    近鉄名古屋線 田中川 1915   

R0331 田中橋   三重 津市   国道 23号 田中川 

R0332 大蔵橋   三重 津市   県道 645号 田中川 

R0333 新上野橋   三重 津市   県道 651号 田中川 

R0334 井上橋   三重 津市     田中川 

R0335     三重 津市   伊勢鉄道 田中川 1973  単線 

R0336 新三行橋   三重 津市   国道 206号 田中川 

R0337 ？    三重 津市   国道 206号 田中川 

R0338 新江戸橋 しんえど 三重 津市   国道 23号 志登茂川 1976 70.5 8.75 ＰＣ桁橋 ｌ＝４ｘ１６．６ 

R0339 江戸橋   三重 津市     志登茂川 1897 45.6 5.4 木橋  

R0340 町屋橋   三重 津市     志登茂川 

R0341 志登茂橋   三重 津市     志登茂川 

R0342 ？    三重 津市  近鉄名古屋本線 志登茂川 1955 

R0343 志登茂川橋梁  三重 津市  近鉄名古屋本線 志登茂川 1915   鈑桁 線路変更で廃線  

R0344 ？    三重 津市   伊勢鉄道 志登茂川 1973  単線 鈑桁 PC桁 n＝（１＋１） 

R0345 ？    三重 津市     志登茂川   水管 パイプトラス橋  

R0346 平野橋   三重 津市   県道 410号 志登茂川 1937   鈑桁 n＝２ 

R0347 極楽橋   三重 津市   県道 55号 志登茂川 

R0348 今井橋   三重 津市     志登茂川 

R0349 川北橋   三重 津市     志登茂川 

R0350 大里大橋   三重 津市   国道 23号 志登茂川 

R0351 志登茂川橋   三重 津市    JR個性本線？ 志登茂川 1891 

R0352 古川橋   三重 津市   県道 650号 志登茂川 

R0353 林崎橋   三重 津市     志登茂川 

R0354 宮下橋   三重 津市     志登茂川 

R0355 新宮下橋   三重 津市     志登茂川 

R0356 里中橋   三重 津市   県道 649号 志登茂川 

R0357 中宮橋   三重 津市     志登茂川 

R0358 宮橋    三重 津市     志登茂川 

R0359 油田橋   三重 津市     志登茂川 

R0360 新町橋   三重 津市     志登茂川 

R0361 高野尾橋   三重 津市     志登茂川 

R0362 新道橋   三重 津市     志登茂川 

R0363 くらぼね橋   三重 津市     志登茂川 

R0364 三翠橋   三重 津市     志登茂川 

R0365 志登茂川橋   三重 津市    伊勢自動車道 志登茂川 1975 

R0366 ？   三重 津市     グリーンロード 志登茂川 

R0367 ？   三重 津市    県道 28号 志登茂川 

R0368 ？   三重 津市    県道 10号 志登茂川 

R0369 汐合大橋  三重 伊勢市   国道４２号 五十鈴川 1980 314 16 永久橋  

R0370 汐合橋 しわい三重 伊勢市   県道 102号 五十鈴川 1936 146 5.6 鈑桁 ｌ＝7ｘ21＋1ｘ9 

R0371 汐合川橋（五十鈴川橋） しおあいがわ 三重 伊勢市 国鉄鳥羽線 五十鈴川 1911 171 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ21＋1ｘ9 

R0372 掘割橋   三重 伊勢市    五十鈴川 

R0373 五十鈴大橋   三重 伊勢市  県道 37号 五十鈴川 

R0374 五十鈴橋   三重 伊勢市  県道 37号 五十鈴川 

R0375 五十鈴川橋梁  三重 伊勢市  近鉄鳥羽線 五十鈴川 1969 102 単線 鈑桁 ｌ＝15.3＋3ｘ22.1＋19 

R0376 御側橋   三重 伊勢市    五十鈴川 

R0377 浦田橋   三重 伊勢市  県道 32号 五十鈴川 

R0378 新橋    三重 伊勢市    五十鈴川 

R0379 宇治橋（御裳濯橋） うじ（みもすそ）三重 伊勢市  五十鈴川 1969 102 8.4 木桁橋 ｎ＝14 

R0380 津興橋   三重 津市     岩田川 1962   転用 

R0381 阿古木橋 あこぎ 三重 津市   県道 114 岩田川 1969 89 13+2x3  



 ７ 

                 連続合成鈑桁 ｌ＝27.5＋34＋27.5 

R0382 観音橋   三重 津市     岩田川 

R0383 岩田橋 いわた 三重 津市   国道 23号 岩田川 1985 64.5 27.5 ＰＣ桁 ｌ＝9.4＋4ｘ11.4＋9.4 

R0384 昭和橋   三重 津市     岩田川 

R0385 修正橋   三重 津市     岩田川 

R0386     三重 津市    JR紀勢本線 岩田川 1893   連続合成鈑桁 ｌ＝27.5＋34＋27.5 

R0387     三重 津市    近鉄名古屋線 岩田川 1931 

R0388 励情橋   三重 津市   県道 118号 岩田川    桁橋 n＝２ 

R0389 本橋    三重 津市     岩田川 

R0390 神戸新橋   三重 津市     岩田川 

R0391 神戸大橋   三重 津市     岩田川 

R0392 太門橋   三重 津市     岩田川 

R0393 西村橋   三重 津市     岩田川 

R0394 亀井橋   三重 津市     岩田川 

R0395 亀井橋   三重 津市   国道 23号 岩田川 

R0396 五五六橋   三重 津市   県道 55号 岩田川 

R0397 泉橋    三重 津市     岩田川 

R0398 岩田川高架橋  三重 津市    伊勢自動車道 岩田川 1975 

R0399 田尻橋   三重 津市     岩田川  

R0400 里前橋   三重 津市   県道 658号 岩田川 

R0401 宮前橋   三重 津市   国道 163号 岩田川 

R0402 宮下橋   三重 津市   国道 163号 岩田川 

R0403     三重 津市   国道 163号 岩田川 

R0404 貯水池   三重      岩田川 

R0405 宮川大橋 みやがわおお 三重 御園村・伊勢市 国道 23号 宮川  1973 725 7+2 鈑桁 

R0406 豊浜大橋 とよはまおお 三重 御園村・伊勢市   宮川  1966 598 5.5 合成鈑桁 ｌ＝８ｘ２５．５  

R0407 宮川橋梁   三重 御園村・伊勢市 近鉄山田線 宮川     複線  鈑桁 

R0408 宮川橋梁 みやがわ 三重 小俣町・伊勢市 国鉄参宮線 宮川  1950   トラス９連 ダブルワーレントラス 

R0409 宮川橋 みやがわ 三重 小俣町・伊勢市   宮川  2001 363 8.25 鋼連続箱桁 ｌ＝72＋3@72.2＋72.3 

R0410 度会橋 わたらい 三重 伊勢市    宮川  1963 362 9.5+2@2  

              連続鈑桁 ｌ＝（3@37.3）＋（42＋53.4＋42）＋（3@37.3）  

R0411 宮川水管橋   三重 伊勢市    宮川  1976 438 3 トラス ｌ＝7ｘ65.1＋19.6 

R0412 宮川水道橋   三重 玉城町・伊勢市 南勢水道 宮川     鋼ランガー橋 パイプ構造 

R0413 宮川橋   三重 玉城町・伊勢市 伊勢自動車道 宮川 2002 

R0414 南伊勢大橋   三重 度会町  県道 169号 宮川 

R0415 内城田大橋   三重 度会町     宮川  1694     渡船 

R0416 内城田大橋   三重     県道 65号 宮川  1953 213.6 5 永久橋 

R0417 久具都比売橋  三重 度会町    宮川 

R0418 鮠川大橋 はいかわおお 三重 度会町   宮川  1972 151 6 トラス n＝２ 

R0419 中川大橋 なかがわおお 三重 度会町   宮川  1952 187.1 4 鈑桁 

R0420 飛瀬浦橋   三重 度会町    宮川  1934 48.7 4.6 永久橋 

R0421 田口大橋   三重 大台町・度会町   宮川  1980 200 6.25  

R0422 野原橋 のわら 三重 大台町・宮川村 県道 711号 宮川  1971 134  連続トラス ｎ＝２ 合成鈑桁 ｌ＝24 

R0423 七俣大橋 ななほおお 三重 大台町・大宮町 県道 46号 宮川  1984 299 8.78 約１５０ｍ上流に新橋を架設 

R0424 長ヶ大橋 ながおお 三重 大台町    宮川  1985   鋼下路ランガー桁橋 ＋鈑桁 

R0425 紀勢宮川橋 きせいみやかわ 三重 大台町  紀勢自動車道 宮川  2006 537 9 上路ダブルワーレン l＝90 n＝７ 

R0426 船木橋 ふなき 三重 大台町・大宮町   宮川  1934 90.2 4.5  

           上路ワーレントラス ｌ＝１ｘ45.6 上路ダブルワーレントラス ｎ＝（１＋１）  

R0427 船木大橋 ふなきおお 三重 大台町・大宮町   宮川  1967 141 7 連続鈑桁 ｌ＝４０＋６０＋４０  

R0428 宮川橋梁 みやがわ 三重 大台町・大宮町 国鉄紀勢本線 宮川  1926 155.5 単線  

              上路ワーレントラス ｌ＝1ｘ62.5 鈑桁 ｌ＝（３＋１）ｘ22.5  

R0429 （三瀬谷ダ ム）  三重      宮川 

R0430 宮川大橋 みやがわおお 三重 宮川村   宮川  1998 105 7.25+2.5 ＲＣ中路アーチ橋 ｌ＝１ｘ９２ 

R0431 寺渕橋   三重 宮川村    宮川  1966 78.25  トラス橋 ＋桁橋 

R0432 洲山橋   三重 宮川村    宮川  1981 96.5 

R0433 萩原橋 おぎはら 三重 宮川村  県道 424号 宮川  1954 97.8 6 

              鋼上路２ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝77 鈑桁 ｌ＝10.4 

R0434 江原橋   三重 宮川村    宮川  1981 141   

R0435 熊瀬橋   三重 宮川村    宮川  1966 80  上路パイプリブアーチ 

R0436 新宮川橋   三重 宮川村    宮川  1957   上路パイプリブトラスドアーチ 

R0437 領内橋   三重 宮川村    宮川  1924 53  トラス（ピン結合） l＝1ｘ32.9 ＋桁橋 

R0438 新領内橋   三重       宮川  1986 158 

R0439 久保井戸橋   三重 宮川村    宮川  1972 82 

R0440 大滝橋   三重 宮川村    宮川  1977 90 4 鋼ランガー桁 ｌ＝１ｘ88.8 

R0441 神滝橋   三重 宮川村    宮川  1928   ＲＣアーチ 

R0442 滝水橋   三重 宮川村    宮川  1988 80 

R0443 半次郎橋   三重 宮川村    宮川  1963 72 

R0444 岩井橋   三重 宮川村    宮川  1972 72 



 ８ 

R0445 桧原橋   三重 宮川村    宮川  1981    

R0446 若山橋   三重 宮川村    宮川  1963 62   

R0447 大杉谷橋   三重 宮川村    宮川     

R0448 （宮川ダム ）  三重      宮川  1956    

R0449 新大杉谷橋 しんおおすぎたに 三重 宮川村   宮川  1956 169.3 3.3 吊橋 ｌ＝１５４ 鋼補剛トラス 鋼塔  

R0450 八知山橋   三重 宮川村    宮川  1930   ＲＣ桁橋 

R0451 犂谷橋   三重 宮川村    宮川  1933   ＲＣ橋 

R0452 宮川大橋   三重 宮川村    宮川  1998 105 9.75 中路ＲＣオープンアーチ l＝92 


