
 １ 

この文書は４ページあります 
 

FR31:川を渡る橋・鳥取県 
 

 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 新片山橋    鳥取 鳥取市  国道 53号 八東川     

R0002 片山橋    鳥取 鳥取市    八東川 1969 192.8 4 永久橋 

R0003 米岡橋    鳥取 八頭町    八東川     

R0004 石田橋    鳥取 八頭町    八東川     

R0005 万福寺橋    鳥取 八頭町    八東川     

R0006 八東川橋梁   鳥取 八頭町  ＪＲ因美線 八東川 1919 ≒95 単線  鈑桁 ｌ＝1ｘ21.3+3ｘ18.3+1ｘ12.2 

R0007 第一八東川橋 はっとうがわ 鳥取 八頭町  若桜鉄道 八東川 1930 139 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ18.3+3ｘ12.2 

R0008 船久橋    鳥取 八頭町  県道 32号 八東川     

R0009 瀬戸橋    鳥取 八頭町  県道 302号 八東川 1962 97.6 4.5 合成箱桁 ｌ＝4ｘ23.6 

R0010 大隼橋    鳥取 八頭町    八東川     

R0011 安部橋    鳥取 八頭町  国道 482号 八東川 1960   合成鈑桁 n＝3 

R0012 竹市橋    鳥取      八東川 1886 78 2.1 木橋  

R0013 八東橋    鳥取 八頭町  県道 175号 八東川     

R0014 第二八東川橋 はっとうがわ 鳥取 八頭町  若桜鉄道 八東川 1930 128 単線 鈑桁 ｌ＝12.9 ｎ＝10 

R0015 皆原橋    鳥取 八頭町    八東川     

R0016 第三八東川橋 はっとうがわ 鳥取 八頭町  若桜鉄道 八東川 1930 110 単線 鈑桁 ｌ＝19.1 

R0017 山崎橋    鳥取 八頭町  国道 29号 八東川 1883 40 3.6 木橋  

R0018 用呂橋    鳥取 八頭町    八東川 1888 91 1.8 木橋 

R0019 赤松橋    鳥取 若桜町  県道 103号 八東川     

R0020 鶴尾橋    鳥取 若桜町  国道 29号 八東川 1966    

R0021 若桜橋  わかさ 鳥取 若桜町  県道 176号 八東川 1934 83.3 5.5 ＲＣオ－プンア－チ ｆ＝4.5 ｌ＝3ｘ27 

R0022 岸野橋    鳥取 若桜町  国道 29号 八東川 1959   ＰＣ単純桁橋  

R0023 岸野橋    鳥取 若桜町    八東川 1883 47 3.6 木橋 

R0024 根安橋    鳥取 若桜町  国道 29号 八東川     

R0025 須澄橋    鳥取 若桜町  国道 29号 八東川 1961   鋼橋 

R0030 賀露大橋    鳥取 鳥取市    千代川 1953    

R0031 鳥取大橋    鳥取 国道 9号    千代川 1975 305 2x(7.5+2.5)  

               鋼連続箱桁 ｌ＝64+80+64 鋼箱桁 ｌ＝（1+1）ｘ47 

R0032 八千代橋  やちよ 鳥取 鳥取市    千代川 1991 311.6 7.5+2@2.75  

              鋼連続箱桁 ｌ＝（42.1+56.4+56.4）+（56.4+56.4+41.8） 

R0033 古海橋    鳥取 鳥取市    千代川    渡船（古海の渡し） 

R0034 千代橋  せんだい 鳥取    県道 41号 千代川 2003   新橋架設 旧橋は撤去 

R0035 千代川橋梁 せんだいがわ 鳥取 鳥取市 国鉄山陰本線 千代川 1934 417 単線 鈑桁 ｌ＝8ｘ22.3+7ｘ19.2+7ｘ12.8 

R0036      鳥取      千代川 1978 ≒380 単線  

            平行して新橋を架設 連続トラス ｌ＝（72+59.2+59.2）+（2@69.2+49.2） 

R0037 千代大橋    せんだいおお 鳥取 鳥取市  県道 21号 千代川 1984  2x(7.5+2.5)  

                 4車化 鋼連続箱桁 ｎ＝3@+4@ 

R0038 因幡大橋    鳥取 鳥取市  国道 9号 千代川 1984 439 8.25+2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝3@59.7+2@59.2 鈑桁 

R0039 叶水管橋    鳥取 鳥取市    千代川 1977 305 2ｘΦ  

                鋼バスケットハンドルニールセン ｌ＝5x59.6 

R0040 源太橋  げんた 鳥取 鳥取市  県道 227号 千代川 1951 357.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 

R0041 新円通寺橋  しんえんつうじ 鳥取 鳥取市  国道 53号 千代川  429?   

R0042 秋里大橋    鳥取 鳥取市    千代川 1976 264   

R0043 布袋橋  ほてい 鳥取 鳥取市    千代川 1872   仮橋 

R0044 円通寺橋  えんつうじ 鳥取    県道 298号 千代川 1938 233.4 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝22 ｎ＝11 

R0045 稲常橋  いなつね 鳥取 河原町    千代川 1962 245.3 4 ゲルバー鈑桁 l=5@30+22.8ＲＣ桁橋 

R0046 千代川水管橋   鳥取      千代川 1998   逆三角形トラス ｌ＝67+3@52.4+67 

R0047 袋河原橋  ふくろがわら 鳥取 河原町  国道 53号 千代川 2001 326 8.75+3 

               鋼連続箱桁 ｌ＝82+103+91.3 鋼箱桁 ｌ＝46.9 

R0048 出合橋    鳥取 河原町    千代川 1970 285.3 6 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ40.7 

R0049 河原橋  かわはら 鳥取 河原町  国道 53号 千代川 1934 195.8 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝12@16.3 

R0050 佐貫橋    鳥取 河原町  県道 231号 千代川 1957 140 5.5 合成鈑桁 

R0051 八日市橋    鳥取 河原町  県道 232号 千代川 1961 142 4.5 合成鈑桁 

R0052 和奈見橋  わなみ 鳥取 河原町  県道 195号 千代川 1933 60.6 4 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝3@20 

R0053 美千歩道橋   鳥取 用瀬町    千代川     

R0054 美成橋  みなり 鳥取 用瀬町  県道 49号 千代川  48.7 5.5 （右流） ＲＣゲルバー桁 

R0055 小川橋    鳥取    県道 49号 千代川  35 5.5 （左流） ＲＣゲルバー桁 

R0056 ひいな（雛）橋   鳥取 用瀬町    千代川  88.8 2 ＰＣ箱桁 ｌ＝22.355+2ｘ21.97+22.355 

R0057 中橋    鳥取      千代川 1962 88 2.58 ＲＣＴ桁 
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R0058 用瀬橋  もちがせ 鳥取 用瀬町  国道 482号 千代川 1932 110 5.5 ＲＣ桁橋 ｌ＝10.5 ｎ＝10 

R0059 三角橋  みすみ 鳥取 用瀬町    千代川     

R0060 第一智頭川橋梁   鳥取 用瀬町  ＪＲ因美線 千代川 1923 ≒69 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ18.3+1ｘ9.1 

R0062 古用瀬橋    ふるもちがせ 鳥取 用瀬町    千代川 1937 60 5.5 ＲＣ橋 ｌ＝20 ｎ＝3 

R0063 新用瀬橋    しんもちがせ 鳥取 用瀬町  国道 53号 千代川     

R0064 金屋橋    鳥取 用瀬町    千代川 1969   架橋 

R0065 日の出橋    鳥取 用瀬町    千代川     

R0066 樟原橋  くぬぎはら 鳥取 用瀬町    千代川     

R0067 新川中橋    しんかわなか 鳥取 用瀬町    千代川     

R0068 川中橋    鳥取 用瀬町    千代川 1972   永久橋 

R0069 智頭橋  ちず  鳥取      千代川 1891    

R0070 第二智頭川橋梁   鳥取 用瀬町  国鉄因美線 千代川 1923 ≒88 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ18.3 槽状桁 ｌ＝1ｘ6.1 

R0071 第三智頭川橋梁   鳥取 智頭町  国鉄因美線 千代川 1923 ≒78 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ18.3 

R0072 市瀬橋  いちのせ 鳥取 智頭町    千代川 1963    

R0073 新市瀬橋    しんいちのせ 鳥取 智頭町    千代川     

R0074 鳥の巣橋    鳥取 智頭町    千代川 1964    

R0075 錦橋    鳥取 智頭町    千代川     

R0076 備前橋    鳥取 智頭町    千代川     

R0077 京橋（智頭京橋） きょう  鳥取 智頭町    千代川 1934   ＲＣ連続桁 ｌ＝11.2+14+11.2 

R0078 沖代橋    鳥取 智頭町    千代川     

R0079 南方橋  みなみがた 鳥取 智頭町    千代川 1958    

R0080 篠坂橋    鳥取 智頭町    千代川     

R0081 乳尾橋    鳥取 智頭町    千代川     

R0082 毛谷橋  けだに 鳥取 智頭町    千代川     

R0083 郷原橋  ごうばら 鳥取 智頭町    千代川     

R0084 河合橋    鳥取 智頭町    千代川     

R0085 小又橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0086 大内橋  おおち 鳥取 智頭町    千代川 

R0087 酒屋橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0088 馬渡瀬橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0089 小馬場瀬橋   鳥取 智頭町    千代川 

R0090 尾見谷橋  おみたに 鳥取 智頭町    千代川 

R0091 尾見橋  おみ  鳥取 智頭町    千代川 

R0092 名引橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0093 横瀬橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0094 中原橋  なかばら 鳥取 智頭町    千代川 

R0095 天狗谷橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0096 山郷橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0097 わらびお谷橋   鳥取 智頭町    千代川 

R0098 あそう谷橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0099 福原橋  ふくわら 鳥取 智頭町    千代川 

R0100 樽見橋    鳥取 智頭町    千代川 

R0101 富田橋    鳥取      千代川     

R0102 第一上田橋   鳥取      千代川     

R0103 赤戸坂大橋   鳥取      千代川     

R0104 第二上田橋   鳥取      千代川     

R0105 第三上田橋   鳥取      千代川     

R0106 吉方橋    鳥取      千代川 1893    

R0107 久松橋    鳥取      千代川 1943    

R0108 弥生橋    鳥取      千代川 1953    

R0120 新天神橋    しんてんじん 鳥取 羽合町・北条町 国道 9号 天神川 1979 291 10.25+2.25 連続鈑桁 ｌ＝48.1+48.5+48.1 

R0121 天神橋  てんじん 鳥取 羽合町・北条町   天神川 1957 310.7 9.5  

              トラス ｌ＝3ｘ49.2 ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝2ｘ（3@26.5） 

R0122 大塚橋    鳥取 羽合町・北条町   天神川     

R0123 新田橋  しんでん 鳥取 倉吉市    天神川 1979 326 7+2@2.5 ＰＣＴ桁 

R0124 小田橋  こだ  鳥取 倉吉市  県道 201号 天神川 1953 313 5.5 鈑桁 ｌ＝10ｘ22.4 ＲＣＴ桁 ｎ＝6 

R0125 天神川橋梁   鳥取 倉吉市  山陰本線 天神川 1948 313  鈑桁 

R0126 倉吉大橋    鳥取 倉吉市  国道 179号 天神川 1985 202 24 ＰＣ箱桁橋 ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0127 ？     鳥取    国鉄倉吉線 天神川    廃線 

R0128 竹田橋    鳥取 倉吉市  県道 22号 天神川 1969 212.5 16 ＰＣ桁 ｌ＝9ｘ23.6 

R0129 大原橋    鳥取 倉吉市    天神川     

R0130 河戸橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0131 湯谷橋  ゆたに 鳥取 三朝町    天神川     

R0132 赤松橋  あかまつ 鳥取 三朝町    天神川     

R0133 久島橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0134 恩地橋  おんじ 鳥取 三朝町    天神川     

R0135 大鳥橋  おおとり 鳥取 三朝町    天神川     

R0136 久原橋  くばら  鳥取 三朝町    天神川 1963    
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R0137 安水橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0138 大渡橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0139 新穴鴨橋    しんあなかも 鳥取 三朝町    天神川     

R0140 森脇橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0141 下西谷橋  しもにしだに 鳥取 三朝町    天神川     

R0142 上西橋  かみにし 鳥取 三朝町    天神川     

R0143 土橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0144 中村橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0145 中場橋    鳥取 三朝町    天神川     

R0146 円谷橋    鳥取      天神川 1951    

R0147 番田橋    鳥取      天神川 1953 94.9 3  

R0160 皆生大橋  かいけおお 鳥取 日吉津村・米子市 国道 431号 日野川 1986 338 13  

                ＰＣ連続箱桁 ｌ＝2@47+（47+56+47）+2@47 

R0161 新日野橋  しんひの 鳥取 米子市  国道 9号 日野川 1968 387 11+2@1.5  

                鋼合成連続箱桁 ｌ＝2@54.8+3@55+2@54.8 

R0162 日野橋  ひの  鳥取 米子市    日野川 1929 365.8 5.8 トラス ｌ＝6ｘ60 

R0163 日野川橋梁 ひのがわ 鳥取 米子市    ＪＲ山陰本線 日野川 1966 370.1 単線  

               （複線化） ＰＣ箱桁 ｌ＝1ｘ58 ＰＣ桁 ｌ＝36+6ｘ44 

R0164 日野川堰管理橋   鳥取 米子市    日野川     

R0165 米子大橋    鳥取 米子市  山陰道 日野川 1989 539 8.75+2  

                鋼連続箱桁 ｎ＝3@ 連続鈑桁 ｎ＝3ｘ3@ 

R0166 八幡橋  はちまん 鳥取 米子市  県道 160号 日野川 1963 216.5 6 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ29.4 

R0167 伯耆橋  ほうき  鳥取 岸本町  国道 181号 日野川 1970 177.6 6.5+2@1.5 合成鈑桁 ｎ＝5 

R0168 三和橋  さんわ 鳥取 岸本町    日野川 1969 42.5 4 （吊橋区架替え） 鋼橋 

R0169 立岩橋    鳥取 岸本町    日野川 1885 69 1.8 架け替え 永久橋 

R0170 華翠橋    鳥取 溝口町    日野川    永久橋 桁橋？ 

R0171 鬼守橋    鳥取 溝口町    日野川 1887 100 3.6 永久橋 桁橋？ 

R0172 楽楽福橋    鳥取 溝口町    日野川    永久橋 桁橋？ 

R0173 昭和橋    鳥取 溝口町    日野川   渡船 

R0174 溝口橋    鳥取 日野郡    日野川 1884 73 3.6 木橋 

R0175 第一日野川橋梁   鳥取 溝口町  ＪＲ伯備線 日野川 1958  単線 鈑桁 ｌ＝9.8+25.4+9.8 

R0176 第二日野川橋梁   鳥取 江府町  ＪＲ伯備線 日野川 1922 88 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ18+3ｘ12+1ｘ7.6 

R0177 久連橋    鳥取 江府町    日野川 1930   木橋 

R0178 夜振橋    鳥取 江府町    日野川     

R0179 洲河崎橋  すがさき 鳥取 江府町    日野川 1972 98 4 永久橋 

R0180 下安井橋    鳥取 江府町    日野川 1966 83.6 3 永久橋 

R0181 舟場橋  ふなば 鳥取 日野町  県道 35号 日野川 1965    

R0182 第三日野川橋梁   鳥取 日野町  ＪＲ伯備線 日野川 1922 132 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ18 錬鉄鈑桁 ｌ＝1ｘ12 

R0183 野田橋  のた  鳥取 日野町    日野川 1966   永久橋 

R0184 津地橋  つち  鳥取 日野町    日野川    木橋 

R0185 安原橋    鳥取 日野町    日野川     

R0186 第四日野川橋梁   鳥取 日野町  ＪＲ伯備線 日野川 1922 98 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ18 

R0187 第五日野川橋梁   鳥取 日野町  ＪＲ伯備線 日野川 1922 98 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ18 

R0188 孫四郎橋    鳥取 日野町    日野川 1831 36 2.2 板橋 

R0189 藪津橋    鳥取      日野川 1949 47.9 4.5  

                ＲＣ下路ランガー桁 ｌ＝35 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ5 

R0190 下黒坂橋    鳥取 日野町    日野川     

R0191 黒坂中央橋   鳥取 日野町    日野川     

R0192 黒坂橋    鳥取 日野町    日野川 1884 54.5 3.6 木橋 

R0193 第六日野川橋梁   鳥取 日野町  ＪＲ伯備線 日野川 1925 138 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ18 

R0194 新黒坂橋    鳥取 日野町  国道 180号 日野川     

R0195 近江橋    鳥取 日野町    日野川 1966   永久橋 

R0196 乗越橋    鳥取 日野町    日野川 1887 47 3.6 木橋 

R0197 下菅橋    鳥取 日野町    日野川 1887 51 3.6 木橋 

R0198 上菅橋  かみすげ 鳥取 日野町    日野川 1966   永久橋 

R0199 漆原橋    鳥取 日野町    日野川     

R0200 荒神江橋    鳥取 日野町    日野川     

R0201 第七日野川橋梁   鳥取 日野町  ＪＲ伯備線 日野川 1923 125 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ18 槽状桁 ｌ＝1ｘ6 

R0202 福長橋  ふくなが 鳥取 日野町    日野川 1940 75 4.5 鈑桁 ｌ＝19 ｎ＝3 

R0203 諏訪橋    鳥取      日野川     

R0204 さくら橋    鳥取      日野川     

R0205 松原橋    鳥取      日野川     

R0206 日南橋  にちなん 鳥取 日南町    日野川 1968   永久橋 

R0207 生山橋  しょうやま 鳥取 日南町  県道 8号 日野川     

R0208 生山橋  しょうやま 鳥取 日南町    日野川     

R0209 第八日野川橋梁   鳥取 日南町  ＪＲ伯備線 日野川 1924 85 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ18 槽状桁 ｌ＝2ｘ6 

R0210 こぶし橋    鳥取 日南町    日野川     

R0211 北の原橋    鳥取 日南町    日野川     



 ４ 

R0212 北の原橋    鳥取 日南町    日野川     

R0213 霞橋    鳥取 日南町  国道 183号 日野川 1931    

R0214 弓場橋    鳥取 日南町    日野川 1941    

R0215 三本杉橋    鳥取 日南町    日野川     

R0216 大森橋    鳥取 日南町    日野川     

R0217 入沢田橋    鳥取 日南町  国道 183号 日野川     

R0218 吉場橋    鳥取 日南町    日野川     

R0219 駄渡橋    鳥取 日南町    日野川     

R0220 力谷橋    鳥取 日南町    日野川 

R0221 角原橋    鳥取 日南町    日野川 

R0222 内方橋    鳥取 日南町    日野川 

R0223 中国橋    鳥取 日南町  国道 183号 日野川 

R0224 三角橋    鳥取 日南町   

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

 

 

 


