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FR30:川を渡る橋・和歌山県 
 

 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 有田大橋    和歌 有田市  国道 42号 有田川 1983    

R0002 安諦橋  あで  和歌 有田市  県道 20号 有田川 1963 220 8 ＰＣＴ桁 ｌ＝8ｘ23+2ｘ18 

R0003 保田大橋    和歌 有田市  県道 172号 有田川 1932   桁橋 

R0004 教育橋    和歌 有田市    有田川 1907   木造仮橋 

R0005 有田中央大橋   和歌 有田市    有田川 1998 286  鋼斜張橋 n＝2 

R0006 宮原橋  みやはら 和歌 有田市  県道 164号 有田川 1959 348 4.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25+9@33+25 

R0007 有田東大橋   和歌 有田市    有田川 1996 290 8.5 鋼トラスドランガー n＝2 鈑桁 

R0008 有田川橋梁 ありだがわ 和歌 有田市・吉備町 国鉄紀勢本線 有田川 1968 912 2ｘ単線  

              ＰＣ連続合成桁 ｌ＝4ｘ（32+32.5+32） ＰＣ桁 ｌ＝32ｘ25.2 

R0009 有田川橋    和歌 吉備町   海南湯浅道路 有田川 1984 411 9 連続鈑桁 ｌ＝52.2+2@57.7+52.2 

R0010 田殿大橋    和歌 吉備町    有田川 1988 291 12 連続鈑桁 

R0011 田殿橋  たどの 和歌 吉備町    有田川  201.3  

           ムカデ橋（柴橋）、伸長 鈑桁 ｌ＝1ｘ15 ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝3@20+15  

R0012 丹生大橋    和歌 吉備町    有田川 1950   永久橋 

R0013 吉備橋    和歌 吉備町  農免道路 有田川 1971    

R0014 中央大橋    和歌 金屋町・吉備町   有田川 1982    

R0015 金徳橋    和歌 金屋町・吉備町   有田川 1881 83 2.7 ムカデ橋（柴橋） 

R0016 金屋橋  かなや 和歌    国道 424号 有田川 1956 111.8 5.5 トラス ｌ＝2ｘ55  

R0017 金屋大橋    和歌 金屋町・吉備町   有田川 1960 110  鋼橋 ｌ＝2ｘ55 

R0018 森ケ滝橋    和歌 金屋町    有田川     

R0019 明徳大橋    和歌 金屋町    有田川     

R0020 女夫石橋    和歌 金屋町    有田川 1954 61 3 トラス ｌ＝60 

R0021 松原橋    和歌 金屋町    有田川     

R0022 前川橋  まえかわ 和歌 金屋町    有田川 1935    

R0023 東川橋    和歌 金屋町    有田川     

R0024 平野橋    和歌 金屋町    有田川     

R0025 岩野河橋    和歌 金屋町    有田川     

R0026 中戸橋    和歌 金屋町    有田川 1958   コンクリート橋 

R0027 植木橋    和歌 清水町    有田川    吊橋 単径間 無補剛 RC塔 

R0028 榎瀬橋    和歌 清水町    有田川 1998   鋼ランガー桁 

R0029 中の組橋    和歌 清水町    有田川    吊橋 単径間 無補剛 RC塔 

R0030 岩倉橋    和歌 清水町  県道 181号 有田川 1954 74 4.5 トラス ｌ＝73 

R0031 二川橋    和歌 清水町    有田川 1979 86 7.5 トラス ｌ＝81.4 

R0032 二川新橋    和歌      有田川 1975    

R0033 日物川橋    和歌 清水町    有田川 1980   鋼上路ランガー桁 

R0034 （二川ダム） ふたかわ 和歌      有田川     

R0035 蔵王橋  ざおう  和歌 清水町    有田川  160 歩道 吊橋 単径間 無補剛 鋼塔 耐風索 

R0036 境川橋    和歌 清水町    有田川    上路トラス 鈑桁 

R0037 大正橋    和歌 清水町    有田川 2000 99 7 鋼中路ローゼ 

R0038 清水橋    和歌 清水町    有田川 1957 66.2 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ21.3 

R0039 谷口橋    和歌 清水町  国道 480号 有田川    吊橋 単径間 無補剛 RC塔 

R0040 大渕橋    和歌 清水町    有田川 1953   トラス 

R0041 ふれあい橋   和歌 清水町    有田川 1993   ニールセンランガー 

R0042 久野原橋    和歌 清水町  国道 480号 有田川 1957 61 5.5 トラス ｌ＝60 

R0043 戎橋    和歌 清水町  国道 480号 有田川 1957 61 5.5 トラス ｌ＝60 

R0044 青地橋    和歌 清水町    有田川 1955 71 3 吊橋 ｌ＝70 鋼補剛トラス 

R0045 板尾大橋    和歌 清水町  国道 480号 有田川 1957- 61 5.5 トラス ｌ＝60 

R0046 不動橋    和歌 清水町    有田川     

R0047 浜出橋    和歌 清水町    有田川     

R0048 押手橋    和歌 清水町    有田川     

R0049 柳瀬橋    和歌 花園村    有田川 1959 50.9 4 トラス ｌ＝50 

R0050 鳥居橋    和歌 清水町・かつらぎ町 国道 480号 有田川 1957 40 4.5 ポニートラス ｌ＝1ｘ39.2 

R0051 花園大橋    和歌 かつらぎ町    有田川 1958   トラス 

R0052 堂原橋    和歌 かつらぎ町    有田川 1960   トラス 

R0053 八幡橋    和歌 高野町    有田川 1958   ポニートラス 

R0060 瀞大橋    和歌・三重 新宮市・熊野市 国道 311号 北山川 1977  鋼ランガー桁 n＝3 

R0061 小森ダム    和歌・三重     北山川 1965    

R0062 上瀞橋    和歌・三重 北山村・熊野市  北山川 1975   吊橋 単径間 鋼塔 

R0063 新大沼橋    和歌・三重 北山村・熊野市 県道 北山川 1964 108  トラス 鈑桁 

R0064 奥瀞橋    和歌・三重 北山村・熊野市  北山川 1960 162 4 連続トラス n＝2 



 ２ 

R0070 日置大橋（右派川） ひきおお 和歌 日置川町  国道 42号 日置川 1968 161 7 連続鈑桁 ｌ＝49.5+60+49.5 

R0071 日置大橋歩道橋   和歌      日置川 1935   （旧国道橋） ＲＣ桁橋 ｎ＝7 

R0072 日置小橋歩道橋   和歌 日置川町    日置川 1956 116 5.5 （旧国道橋） トラス ｌ＝2ｘ57 

R0073 日置小橋（左派川）  和歌    国道 42号 日置川   鈑桁 

R0074 安宅橋  あたぎ 和歌 日置川町    日置川 1993 268.3 8 鋼桁橋 

R0075 日置川橋梁 ひきがわ 和歌 日置川町   国鉄紀勢本線 日置川 1936 326 単線 鈑桁 ｌ＝16ｘ16+1ｘ9.8 

R0076 田野井橋  たのい 和歌 日置川町    日置川 1979 124.8 4.5 鋼ランガートラス橋 桁橋 

R0077 口ケ谷橋  くちがたに 和歌 日置川町    日置川 1955 216 2 吊橋 

R0078 安居橋  あご  和歌 日置川町    日置川 1956 108 3 トラス  

R0079 向平橋    和歌 日置川町    日置川 1988 125.4 5 鋼桁橋 

R0080 久木橋    和歌 日置川町  県道 37号 日置川 1955 118.5 5 トラス ｌ＝2ｘ58.3 

R0081 宇津木橋  うつぎ  和歌 日置川町    日置川 1962 127.8 4.5  

            ポニートラス橋 ｌ＝2ｘ29 ｎ＝2は扛上 +ポニートラス橋 ｌ＝2ｘ33.5 

R0082 大橋    和歌 日置川町    日置川 1994 156.5 6 鋼桁橋 

R0083 小房橋  おぶさ 和歌 日置川町    日置川 1961 119.7 1.5 鋼吊橋 鋼塔 

R0084 市鹿野橋  いちかの 和歌 日置川町    日置川 1961 102 5.5 トラス ｌ＝2ｘ50.5 

R0085 下滝橋    和歌 日置川町    日置川     

R0086 里谷橋    和歌 日置川町    日置川  72.9 1.3 鋼吊橋 木床 

R0087 葛原橋    和歌 日置川町    日置川  84.2 2 鋼吊橋 木床 

R0088 小谷橋  こたに 和歌 大塔村    日置川     

R0089 （合川ダム）   和歌      日置川     

R0090 三川橋    和歌 大塔村    日置川 1930   鉄橋 

R0091 新三川橋    和歌      日置川 1956 129 3.6  

           鋼上路 2 ヒンジスパンドレルブレースドアーチ ｌ＝96 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ16.2 

R0092 春日橋    和歌 大塔村  国道 371号 日置川     

R0093 上野大橋    和歌 大塔村  国道 371号 日置川     

R0094 宮平橋    和歌 大塔村    日置川     

R0095 江口橋    和歌 大塔村    日置川     

R0096 羽根橋    和歌 大塔村    日置川     

R0097 立合橋    和歌 大塔村    日置川     

R0098 中の瀬橋    和歌 大塔村    日置川     

R0099 鉄線橋    和歌 大塔村    日置川 1917   吊橋 

R0100 北野橋    和歌 中辺路町    日置川 1960 73 5.5 連続合成鈑桁 ｌ＝22.2+27.8+22.2 

R0101 片津大橋    和歌      日置川 1951 58.8 4.5 ポニートラス ｌ＝29 ｎ＝2  

R0120 日高川橋    和歌 御坊市    日高川 1881 55 1.8  

R0121 若野井堰操作橋   和歌      日高川 1957 179.7 2.5 トラス ｌ＝4ｘ44 

R0122 天田橋  あまだ 和歌 御坊市  国道 42号 日高川 1955 304.2 7.5  

              ゲルバートラス ｌ＝3@51.1 ポニートラス ｌ＝（3+1）ｘ36.5 

R0123 御坊大橋    和歌 御坊市  広域農道 日高川 1990 480 6.5  

R0124 野口新橋  のぐちしん 和歌 御坊市  県道 27号 日高川 1981 390.2 7.25+2  

                 連続鈑桁 ｌ＝44+52.8+44 合成鈑桁 

R0125 野口橋    和歌 御坊市    日高川 1958 352 3.6 トラス ｌ＝4ｘ51.2 木桁橋 ｌ＝24ｘ6 

R0126 小熊橋    和歌 川辺町・御坊市   日高川 1934 6.7 4.4 ＲＣ橋  

R0127 小熊大橋    和歌      日高川     

R0128 日高川橋    和歌 川辺町・御坊市 国道 42号 日高川    湯浅御坊道路 

R0129 若野用水頭首工管理橋 和歌      日高川 1958 176 2.5 鈑桁 

R0130 若野橋  わかの 和歌 川辺町    日高川 1976 183.8 6.5 合成鈑桁 ｌ＝46.2 

R0131 入野橋    和歌 川辺町    日高川 1961 364.7 3  

               鈑桁 ｌ＝4ｘ23.1+14ｘ13.5+3ｘ22.9 ＰＣ桁 ｌ＝13.5 

R0132 日高川橋梁   和歌 川辺町    ＪＲ紀勢本線 日高川 1957 360  鈑桁 ｎ＝21 

R0133 松瀬橋  まつせ 和歌 川辺町    日高川 1955 128 2.5 鉄吊橋 

R0134 川辺大橋    和歌 川辺町  広域農道 日高川 1985 190 7.5  

R0135 三百瀬橋  みよせ 和歌 川辺町    日高川 1987 187.5 6.5+1.5 鋼吊橋？ 

R0136 千鳥橋    和歌 川辺町    日高川     

R0137 坂本橋    和歌 中津村    日高川 1979 114.2 5+2 永久橋 

R0138 岡本橋    和歌 中津村    日高川 1993 96 5 鋼ランガー桁 

R0139 観音寺橋    和歌 中津村  県道 193号 日高川 1956 88 4.5  

                吊橋 ｌ＝14.3+57+14.3 鋼補剛トラス ＲＣ塔 

R0140 滝本橋    和歌 中津村    日高川 1993 113.7 4 連続鈑桁 n＝2 

R0141 新田橋    和歌 中津村    日高川 1972 130 4.5 永久橋 

R0142 （旧）新田橋   和歌 中津村    日高川 1954 141 2 吊橋 木床 

R0143 あやめ橋    和歌 中津村    日高川 1987 90 4 永久橋 

R0144 佐井橋    和歌 中津村    日高川 1989 116 7 連続鈑桁 n=2 

R0145 坂野川橋    和歌 中津村    日高川 1980 121.7 10.75 連続鈑桁 RCスラブ橋 

R0146 畑ケ瀬橋    和歌 中津村    日高川 1978 108 3 永久橋 

R0147 長子橋    和歌 中津村    日高川 1981 110 4.5+2 永久橋 

R0148 小釜本橋    和歌 中津村    日高川 1995 126 7 鋼ランガー 

R0149 下田原橋    和歌 中津村    日高川 1976 110 5 鋼ランガー 



 ３ 

R0150 上田原橋    和歌 中津村    日高川 1981 90 3 永久橋 

R0151 三十木橋  みそぎ 和歌 中津村  県道 25号 日高川 1977 110.95 9.75 永久橋 

R0152 原日浦橋    和歌 中津村    日高川 1983 107.2 3 合成鈑桁 

R0153 越方橋    和歌 美山村    日高川 1993 72.1 5 鋼中路ランガー桁 

R0154 美山大橋    和歌 美山村  国道 424号 日高川 1982 117.4 9.3  

R0155 川上橋    和歌 美山村    日高川 1955 107.2 5.5 トラス ｌ＝1ｘ55 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ25 

R0156 皆瀬橋    和歌 美山村    日高川 1999 120 3 連続鈑桁 n＝3 

R0157 青木橋    和歌 美山村    日高川 1964 65.5 2  

R0158 丸山橋    和歌 美山村    日高川 1980 92.7 5  

R0159 明神橋  みょうじん 和歌 美山村    日高川 1988 108 5  

R0160 ダム     和歌      日高川     

R0161 楠木橋    和歌 美山村    日高川 1982 106.7 5  

R0162 平和橋    和歌 美山村    日高川 1958 97 2  

                吊橋 単径間 補剛トラス RC塔 耐風索 

R0163 愛徳橋    和歌 美山村    日高川 1959 112.9 3.2  

R0164 笠松大橋    和歌 美山村  国道 424号 日高川 1981 155 9 合成鈑桁 

R0165 笠松橋    和歌 美山村    日高川 1993 110.8 2  

R0166 （椿山ダム）   和歌 美山村    日高川 1988    

R0167 椿山レイクブリッジ  和歌 美山村    日高川 1995 200 1.5 無補剛吊橋 鋼塔 

R0168 蓬莱橋    和歌 美山村    日高川 1987 218 4 鋼下路ニールセン橋 n＝1+鈑桁 

R0169 猪谷橋    和歌      日高川    鋼トラスドランガー+ 鈑桁 

R0170 常盤橋    和歌 美山村    日高川 1985 187 4  

R0171 糠崩橋    和歌 美山村    日高川 1985 172.7 4 桁橋 

R0172 金毘羅橋    和歌 龍神村  国道 424号 日高川 1983 145 7 鋼Ｖ脚ラーメン橋 ｌ＝39.5+66+39.5 

R0173 菅橋    和歌 龍神村    日高川     

R0174 崎平橋    和歌 龍神村    日高川     

R0175 古宮橋    和歌 龍神村    日高川     

R0176 甲斐ノ川ダム   和歌      日高川     

R0177 ？     和歌 龍神村    日高川    吊橋 単径間 補剛トラス RC塔 

R0178 立花大橋    和歌 龍神村    日高川     

R0179 下山路橋    和歌 龍神村    日高川     

                吊橋 単径間 補剛トラス RC塔 耐風索 

R0180 大正橋    和歌 龍神村    日高川     

                吊橋 単径間 補剛トラス 鋼塔 耐風索 

R0181 方栗橋    和歌 龍神村    日高川     

R0182 鍋坂橋    和歌 龍神村    日高川    鋼中路ローゼ 

R0183 福井橋    和歌 龍神村  国道 425号 日高川 1956 96.7 5.5 トラス ｌ＝2ｘ47.4 

R0184 宮ノ瀬橋    和歌 龍神村    日高川    平行弦ポニーワーレントラス n＝2 

R0185 宇津木橋    和歌 龍神村    日高川     

R0186 竜和橋    和歌 龍神村  国道 425号 日高川     

R0187 下柳瀬橋    和歌 龍神村    日高川 1956 62 5 トラス ｌ＝1ｘ61 

R0188 清水橋    和歌 龍神村    日高川 1963   吊橋 単径間 補剛トラス+桁橋 

R0189 桃の木川橋   和歌 龍神村    日高川     

R0190 脇橋    和歌 龍神村    日高川     

R0191 脇瀬大橋    和歌 龍神村  国道 425号 日高川     

R0192 明神橋    和歌 龍神村  国道 425号 日高川     

R0193 丸嶋橋歩道橋   和歌 龍神村    日高川 1992   下路ニールセンローゼ 

R0194 丸嶋橋    和歌      日高川 1907   無補剛針金吊橋  

R0195 小田ノ瀬橋 おだのせ 和歌 龍神村    日高川 1999 170 6.75+3  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝2@61.5 鈑桁 ｌ＝44.9 

R0196 川口橋    和歌 龍神村    日高川     

R0197 上山路橋    和歌 龍神村    日高川     

R0198 大垣内橋    和歌 龍神村    日高川     

R0199 加茂瀬橋    和歌 龍神村    日高川     

R0200 仲橋    和歌 龍神村    日高川 1998 56.6 6.2 鋼合成箱桁 

R0201 筋川橋    和歌 龍神村    日高川     

                吊橋 単径間 補剛トラス RC塔 耐風索 

R0202 小原橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川     

R0203 ふれあい橋   和歌 龍神村    日高川     

R0204 柿原橋    和歌 龍神村    日高川     

R0205 柿原橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川 1983 110 9.25 合成鈑桁 

R0206 下弁原橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川     

R0207 いたずる橋   和歌 龍神村    日高川    吊橋 3径間 補剛トラス 鋼塔  

R0208 はしやの橋   和歌 龍神村    日高川     

R0209 寺野橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川     

R0210 園橋    和歌 龍神村    日高川     

R0211 龍神橋    和歌 龍神村    日高川     

R0212 湯ノ又橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川     



 ４ 

R0213 竜橋    和歌 龍神村    日高川     

R0214 竜王橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川 1982 126 7.25+2 鋼トラスドランガー桁 ｌ＝124.8  

R0215 板津呂橋    和歌 龍神村    日高川     

R0216 温泉橋    和歌 龍神村    日高川 2000 46 9.75 鋼箱桁 

R0217 温泉橋    和歌 龍神村    日高川     

R0218 揚屋谷橋    和歌 龍神村    日高川     

R0219 温泉橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川     

R0220 皆瀬橋    和歌 龍神村    日高川 1954 41 4.5 ワ－レントラス ｌ＝40 

R0221 宮野橋    和歌 龍神村  国道 371号 日高川     

R0222 竜の里橋    和歌 龍神村    日高川     

R0223 保ノ平橋    和歌 龍神村    日高川    無補剛吊橋 

R0224 ？     和歌      日高川 1956 66 4 トラス ｌ＝1ｘ59 鈑桁 ｌ＝1ｘ6 

R0225 広井原橋    和歌 龍神村・広井原 国道 371号 日高川 1988 90 9.5 連続鈑桁 n＝2 

R0226 上広井橋    和歌 田辺市（龍神村）   日高川    吊橋 単径間 補剛トラス RC塔  

R0227 国戸橋    和歌 田辺市（龍神村）   日高川    吊橋 単径間 補剛トラス 鋼塔  

R0250 桃山大橋    和歌 桃山町・貴志川町   貴志川 1988- 260 8 連続鈑桁 n＝3 鈑桁 ｎ＝2 

R0251 北島橋    和歌 桃山町・貴志川町   貴志川     

R0252 高島橋    和歌 桃山町・貴志川町 国道 424号 貴志川 1988 60 10.5 鋼ランガー桁 

R0253 貴志橋  きし  和歌 貴志川町    貴志川 1957    

R0254 貴志川大橋   和歌 貴志川町    貴志川 208 12 連続鈑桁 n＝5 

R0255 諸井橋  もろい  和歌 貴志川町  県道  貴志川 1958 168.7 5.5 トラス l=1ｘ60 合成鈑桁 l=(1+4)x21 

R0256 広田橋    和歌 貴志川町    貴志川 1958 44 2.5 鋼方杖ラーメン橋 l=34.4 

R0257 愛宕橋    和歌 桃山町    貴志川 1957 65 4  

                鋼中路 2 ヒンジソリッドリブアーチ l=54  

R0258 高津橋    和歌 海南市    貴志川     

R0259 加伊多橋    和歌 海南市    貴志川 1964   吊橋 単径間 トラス補剛 RC塔 

R0260 新北野上橋   和歌 海南市    貴志川     

R0261 北野上橋    和歌 海南市    貴志川 1954   トラス ポニートラス 

R0262 八幡橋    和歌    国道 424号 貴志川 1954 75 4.5 トラス l=1x47.3 鈑桁 ｌ＝1ｘ26.1 

R0263 野上橋    和歌 海南市    貴志川 1916 69.4 3.7  

               鈑桁 l=15.3 野上電車の桁を道路ではさむ 

R0264 新橋    和歌    国道 370号 貴志川     

R0265 東大橋    和歌 海南市    貴志川    

R0266 昭和橋    和歌 海南市    貴志川    

R0267 山橋    和歌 海南市    貴志川    

R0268 臼岩橋    和歌 野上町    貴志川     

R0269 龍光寺橋    和歌 野上町    貴志川     

R0270 吉見橋    和歌 野上町    貴志川     

R0271 黒沢橋    和歌 野上町    貴志川     

R0272 唐戸瀬橋    和歌 野上町    貴志川     

R0273 小川橋    和歌 野上町    貴志川 1954 30 3.6 ポニ－トラス ｌ＝30 

R0274 日枝橋    和歌 美里町    貴志川     

R0275 新白熊橋    和歌 美里町    貴志川     

R0276 新宮橋    和歌 美里町    貴志川     

R0277 広瀬橋    和歌 美里町    貴志川 1954 51 4.5 トラス l=1ｘ50 

R0278 平成大橋    和歌      貴志川     

R0279 桂瀬水路橋   和歌 美里町    貴志川   水路 トラス n＝2 

R0280 滝の瀬橋    和歌 美里町    貴志川    

               道路 吊橋 単径間 補剛トラス 鋼塔 耐風索 

R0281 今西橋    和歌 美里町    貴志川 1955  道路 ポニートラス + 鈑桁 

R0282 田村橋    和歌 美里町    貴志川 1955  道路 トラス 

R0283 中村橋    和歌 美里町    貴志川 1955  道路 トラス 

R0284 達磨橋    和歌 美里町    貴志川   歩道 トラス 

R0285 天神橋    和歌 美里町    貴志川  道路 ポニートラス 

R0286 大門橋    和歌 美里町  国道 370号 貴志川 1956 50 5.5 トラス l=48 

R0287 五反田橋    和歌 美里町  国道 370号 貴志川 1956 61 5.5 トラス l=60  

R0288 谷口橋    和歌 美里町     貴志川   道路 吊橋 単径間 補剛トラス RC塔 

R0289 長寿橋    和歌 美里町長谷    貴志川 1957 50 5.5 トラス l=48.8 

R0290 名村大橋    和歌 美里町毛原上   貴志川 1976 99 5 合成鈑桁 

R0291 ？     和歌    国道 370号 貴志川 1991 71.5 10.5 トラス 

R0292 小川橋    和歌      貴志川 1954 30 3.6  

R0293 桶谷橋    和歌      貴志川 1955 30 5.5 ポニートラス l＝30 

R0310 熊野川橋梁 くまのがわ 和歌・三重 新宮市・紀宝町 ＪＲ紀勢本線 新宮川 1940 ≒491 単線  

               トラス ｌ＝2ｘ62.4+4ｘ46.8 鈑桁 ｌ＝3ｘ31.5+1ｘ12.9  

R0311 熊野大橋  くまのおお 和歌・三重 新宮市・紀宝町 国道 42号 新宮川 1935 418.5 6  

                トラス ｌ＝3ｘ53.6+ポニートラス l＝6ｘ41.4 

R0312 新熊野大橋   和歌・三重 新宮市・紀宝町 国道 42号 新宮川 1979 444.8 7.5+2@2  

           鋼連続箱桁 ｌ＝89.15+84.9 +84.4 鋼ランガー桁 ｌ＝109 .3 鋼箱桁 ｌ＝74.15  



 ５ 

R0313 三和大橋    和歌・三重 熊野川町・紀和町 国道 168号 新宮川   鋼トラスドランガー n＝3 

R0314 宮井橋    和歌・三重 熊野川町   熊野川 1958 200.5 5 トラス 

R0315 敷屋大橋    和歌 熊野川町    熊野川 1960   ゲルバートラス n＝3 

R0316 高津橋    和歌 本宮町    熊野川 1980 213 7.3 トラス ｌ＝70 ｎ＝3 

R0317 備崎橋    和歌 本宮町    熊野川 1981 302 5 トラス ｌ＝73 

R0318 下向橋  しもむかい 和歌 本宮町    熊野川 1989 305 7 PC有ヒンジラーメン箱桁 ｎ＝3 

R0319 三里大橋    和歌 本宮町    熊野川     

R0330 みなと大橋（紀ノ川河口大橋） 和歌 和歌山市  県道 148号 紀ノ川 1992 521.3 7.75+2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝86.4+3@113.5+92.5  

R0331 紀ノ川大橋   和歌 和歌山市  国道 26号 紀ノ川 1971 432 13.5+2.5  

                 （4車化） 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ（3@47.7） 

R0332 紀ノ川橋梁   和歌 和歌山市  加太電鉄 紀ノ川 1914  単線 鈑桁 

R0333 河西橋  かせい 和歌      紀ノ川   歩道 転用 

R0334 北島橋  きたじま 和歌 和歌山市  県道 148号 紀ノ川 1936 620.5 6+2@1.7  

            トラス ｌ＝5ｘ60.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝（20.5+4@27）+（6@27+20.5） 

R0335 紀ノ川橋梁 きのかわ 和歌 和歌山市   南海鉄道本線 紀ノ川 1922 627 単線（下り） トラス ｌ＝3ｘ62.4 鈑桁  

R0336 紀の国大橋   きのくにおお 和歌 和歌山市  国道 26号 紀ノ川 2003 689 2x(8.25+3)  

               鋼連続箱桁 ｌ＝77.4+60+60+85+98.5+98.5+85+83 

R0337 南海橋（一銭橋）   和歌 和歌山市    紀ノ川 1875   廃橋 撤去 

R0338 紀ノ川大堰   和歌 和歌山市    紀ノ川    鈑桁 

R0339 六十谷水管橋 むそた 和歌 和歌山市   和歌山市水道 紀ノ川 1974 546.85 Φ900x2  

               鋼ランガー 送水管を桁とする ｌ＝59.3 ｎ＝7  

R0340 六十谷橋  むそた 和歌 和歌山市  県道 141号 紀ノ川 1964 475.3 6  

                トラス ｌ＝6ｘ60 合成鈑桁 ｌ＝（1+3）ｘ27 

R0341 紀ノ川橋梁   和歌 和歌山市  ＪＲ阪和線 紀ノ川 2009  複線 トラス 

R0342 紀ノ川橋    和歌 和歌山市   近畿自動車道 紀ノ川 1974 647 2ｘ9 4車化  

              鋼連続箱桁 ｌ＝2@64.7+2ｘ（3@64.7）+2ｘ（65.2+64.2） 

R0343 紀州大橋     きしゅうおお 和歌 和歌山市  国道 24号バイパス 紀ノ川 2007 718.9 2x(7+2.5)  

          （4車化）鋼連続箱桁 l=2x(77.65+89.9+77.65)+(82.45+82.7) 合成箱桁 l=58.7 

R0344 田井ノ瀬橋   和歌 和歌山市    紀ノ川 1879   木橋 

R0345 南田井ノ瀬橋   和歌    県道 149号 紀ノ川 1955 379.4 4.5 トラス ｌ＝5ｘ60  

               鈑桁 ｌ＝1ｘ14. 中州をはさんで北田井ノ瀬橋  

R0346 北田井ノ瀬橋   和歌    県道 149号 紀ノ川 1951 162.4 4.5 ボーストリング トラス ｌ＝4ｘ40 

R0347 川辺橋    和歌 和歌山市  県道 64号 紀ノ川 1987 755.5 7+2@2.5  

            連続トラス ｌ＝2ｘ（4@79.5） トラス ｌ＝1ｘ69.5 合成箱桁 ｌ＝1ｘ47.6 

R0348 岩出橋  いわで 和歌 岩出市  県道 14号 紀ノ川 1955 384.2 7 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23.8+11@30.6+23.8 

R0349 紀ノ川橋梁(紀伊川橋梁) きのかわ 和歌 岩出市 ＪＲ和歌山線 紀ノ川 1930 ≒261 単線 

               トラス ｌ＝2ｘ77.5+1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝15+12+9.8  

R0350 岩出頭首工操作橋  和歌 岩出市    紀ノ川  258   

R0351 桃山大橋    和歌 岩出市    紀ノ川    鈑桁 

R0352 井阪橋    和歌 紀ノ川市   県道 128号 紀ノ川 1970 370.8 6+2@2 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ40.6 

R0353 竹房橋  たけぶさ 和歌 紀ノ川市  国道 424号 紀ノ川 1987 324.4 9.75 鋼連続箱桁 ｌ＝70+2@86.6+80 

R0354 竜門橋  りゅうもん 和歌 紀ノ川市  県道 123号 紀ノ川 1955 442.5 4.5 トラス ｌ＝62.4 ｎ＝7 

R0355 新竜門橋    しんりゅうもん 和歌 紀ノ川市    紀ノ川     

R0356 麻生津橋  おうづ  和歌 紀ノ川市    紀ノ川 1952 268 4.4 ポニートラス ｌ＝32 ｎ＝9  

R0357 新麻生津大橋 おうづおお 和歌 那賀町  県道 120号 紀ノ川 1976 355 7+2@1.5 トラス ｌ＝58.1 n＝6 

R0358 大門口橋    和歌 かつらぎ町    紀ノ川 1838 427   

                ＲＣゲルバー桁 ｌ＝20.2+16@26.4+20.2 

R0359 大門口大橋   和歌 かつらぎ町  国道 480号 紀ノ川 1972 270.7 7+2@1.5  

                 連続合成鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@44.85） 

R0360 かつらぎ橋   和歌 かつらぎ町    紀ノ川 1963 210  伸長 鈑桁 

R0361 三谷橋    和歌 かつらぎ町  県道 110号 紀ノ川 1955 307.2 4.5 トラス ｌ＝4ｘ52.2+1ｘ49.2+1ｘ44 

R0362 三谷井水路橋   和歌 かつらぎ町    紀ノ川 1961  水管 3弦トラス n＝6 

R0363 妙寺橋    和歌 かつらぎ町    紀ノ川 1914   木橋 

R0364 高野参詣大橋   和歌 高野口町・九度山町  紀ノ川     

R0365 九度山橋  くどやま 和歌 高野口町・九度山町 県道 4号 紀ノ川 1959 246.5 5.5  

                トラス ｌ＝2ｘ62.4 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ29.4 

R0366 岸上橋  きしがみ 和歌 橋本市  県道 120号 紀ノ川 1964 262.9 6 トラス ｌ＝1ｘ79.2 合成鈑桁 

R0367 橋本橋    和歌 橋本市  国道 371号 紀ノ川 1978 256 7+2@2 トラス ｌ＝4ｘ63 

R0368 紀ノ川橋梁   和歌 橋本市  南海電鉄高野線 紀ノ川 1924 217.3 単線 トラス l＝1ｘ45.7 鈑桁 n=10 

R0369 恋野橋  こいの 和歌 橋本市  県道 104号 紀ノ川 1955 142 4.5 トラス ｌ＝3ｘ46.5 

R0370 紀ノ川水管橋   和歌 橋本市    紀ノ川     

R0371 （吉野川）    和歌      紀ノ川     

R0380 富田川橋梁 とんだがわ 和歌 白浜町   国鉄紀勢本線 富田川 1935 290 単線 鈑桁 ｌ＝12ｘ19.2+4ｘ12，9 

R0381 富田橋  とんだ 和歌 白浜町  県道 34号 富田川 1962 237 6 合成鈑桁 ｌ＝8ｘ29 

R0382 白鷺橋  しらさぎ 和歌 白浜町    富田川 1978   鈑桁 

R0383 平橋  たいら 和歌 白浜町    富田川 1983   鋼ランガー桁 

R0384 郵便橋  ゆうびん 和歌 上富田町・白浜町 国道 423号 富田川 1959 "191,4" 5.5  



 ６ 

                 ランガー鈑桁 ｌ＝21.8+5@29.4+21.8 

R0385 山王橋  さんのう 和歌 上富田町    富田川    潜水橋 木桁橋 

R0386 生馬橋  いくま  和歌 上富田町  県道 36号 富田川 1957 256.1 5 トラス ｌ＝4ｘ63.2 

R0387 岩田橋  いわた 和歌 上富田町  県道 219号 富田川 1967 249.5 6 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ34.7 

R0388 畑山橋  はたやま 和歌 上富田町    富田川    潜水橋 木桁橋 

R0389 市ノ瀬橋  いちせ 和歌 上富田町    富田川 2008   鈑桁 

R0390 加茂橋  かも  和歌 上富田町・田辺市   富田川 1970   鈑桁 

R0391 鮎川新橋    あゆかわしん 和歌 田辺市    富田川 1972   鈑桁 

R0392 宇立橋  うだつ  和歌      富田川    潜水橋 木桁橋 

R0393 能越橋  のうごし 和歌 田辺市    富田川 1975   鈑桁 

R0394 神田橋    和歌 田辺市（栗栖川村）   富田川 1904 91 2.4 板橋 

R0395 蕨尾橋  わらびお 和歌 田辺市  国道 311号 富田川 1977   鈑桁 n＝3 

R0396 北郡橋  ほくそぎ 和歌 田辺市    富田川    吊橋 鋼補剛トラス RC塔 

R0397 真砂大橋  まさごおお 和歌 田辺市  国道 311号 富田川 1977   鈑桁 

R0398 滝尻橋  たきじり 和歌 田辺市  国道 371号 富田川    連続鈑桁 n＝2 

R0399 平原橋  たいらばら 和歌 田辺市    富田川 1999   鈑桁  

R0400 原之瀬橋  はらのせ 和歌 田辺市    富田川 1982   桁橋 n＝2 

R0401 富源橋  ふげん 和歌 田辺市    富田川 1972   桁橋 n＝4 

R0402 五味橋  ごみ  和歌 田辺市    富田川 1974   桁橋 n＝3 

R0403 二川橋    和歌 田辺市  国道 311号 富田川 1979   トラス 

R0404 大川橋  おおかわ 和歌 田辺市    富田川 1981   桁橋 n＝2 

R0405 小畑橋  おはた 和歌 田辺市  国道 311号 富田川    桁橋 n＝2 

R0406 大川宮前橋 おおかわみやまえ 和歌 田辺市    富田川    吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0407 三善橋  みよし 和歌 田辺市  国道 311号 富田川    永久橋 歩道添加 

R0408 福定橋  ふくさだ 和歌 田辺市    富田川 1987   鈑桁 n＝2 

R0409 上福定橋    かみふくさだ 和歌 田辺市     富田川 1977   鈑桁 n＝2 

R0410 ?     和歌 田辺市    富田川    吊橋 無補剛 木床 RC塔 

R0411 挧合橋  とちごう 和歌 田辺市    富田川    桁橋 

R0412 小越の橋  おこごし 和歌 田辺市    富田川    吊橋 鋼補剛トラス 木床 RC塔 

R0413 宮代橋  みやしろ 和歌 田辺市    富田川    永久橋  

R0414 兵生橋  ひょうぜ 和歌 田辺市    富田川    吊橋 鋼補剛トラス 木床 RC塔 

R0430 古座大橋  こざおお 和歌 古座町  国道 42号 古座川 1969 324 6.5  

           鋼ランガ－桁 ｌ＝85.8 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ34.65 ＲＣ連続スラブ橋 ｌ＝4@15 

R0431 古座橋  こざ  和歌 古座町  県道 228号 古座川 1950 319.6 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝11@26.7+20.8 

R0432 古座川橋梁 こざがわ 和歌 古座町   国鉄紀勢本線 古座川 1936 263 単線 鈑桁 ｌ＝12ｘ19.2+2ｘ12.9 

R0433 河内橋    和歌 古座町・古座川町 県道 38号 古座川     

R0434 高瀬橋  たかせ 和歌 古座川町    古座川 1959   鋼橋 

R0435 潤野橋  うるの  和歌 古座川町    古座川 1960   吊橋 

R0436 大柳橋    和歌 古座川町    古座川 1980 88 6 連続鈑桁 n＝2 

R0437 鶴川橋  つるがわ 和歌 古座川町  県道 38号 古座川 1982   架け替え 鋼橋 

R0438 一雨橋    和歌 古座川町  国道 371号 古座川     

R0439 峯口橋    和歌 古座川町    古座川     

R0440 相瀬橋  あいせ 和歌 古座川町    古座川 1966 91.4 6 トラス l=90.5 

R0441 相瀬橋  あいせ 和歌 古座川町  国道 371号 古座川 2001 84.7 5 連続鈑桁 n＝2 

R0442 洞尾橋  うつお  和歌 古座川町    古座川 1963   鋼橋 

R0443 蔵土橋    和歌 古座川町  国道 371号 古座川 1995 95 9.5 鋼連続箱桁 n＝2 

R0444 下蔵土橋    和歌 古座川町    古座川     

R0445 金山橋    和歌 古座川町    古座川     

R0446 三尾川橋  みとがわ 和歌 古座川町    古座川 1961 74 5.5 トラス ｌ＝73 

R0447 長松橋    和歌 古座川町    古座川     

R0448 真砂橋    和歌 古座川町    古座川     

R0449 今津橋    和歌 古座川町    古座川  157  鋼ニールセンローゼ 

R0450 （七川ダム）   和歌      古座川     

R0451 上地吊橋    和歌 古座川町    古座川     

R0452 畝ケ崎橋    和歌 古座川町    古座川 1959 73 3.6 トラス ｌ＝72  

R0453 下露橋    和歌 古座川町    古座川     

R0454 けかち橋    和歌 古座川町  県道 229号 古座川     

R0455 下向橋    和歌 古座川町    古座川     

R0456 栗山橋    和歌 古座川町    古座川     

R0457 和地橋    和歌 古座川町    古座川     

R0458 明神橋  みょうじん 和歌 古座川町    古座川 1927   吊橋 

R0459 桑滝橋  くわたき 和歌 古座川町    古座川 1927 35  吊橋 

R0460 きじ山橋     和歌 古座川町    古座川 1928 42  吊橋 無補剛 

R0461 栗須橋  くりす  和歌 古座川町    古座川 1930 30  吊橋 無補剛 

R0462 瑞庄橋    和歌 古座川町    古座川 1966   鋼橋 

R0463 滝の拝橋    和歌 古座川町    古座川 1969   ＲＣ橋 

R0464 佐田橋    和歌 古座川町佐田   古座川 1999 35.8 6.2 鈑桁 

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


