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FR32:川を渡る橋・島根県 
 

 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 境水道大橋 さかいすいどうおお 島根 境港市・美保関町 国道 431号 斐伊川 1972 709.3 6.5+2@0.75  

         上下路連続トラス ｌ＝96+240+96 上路連続トラス ｌ＝3@76.7 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ42.8  

R0002 中浦水門    島根 境港市・八束町   斐伊川 1980 414  鈑桁 

R0003 江島大橋  えしまおお 島根      斐伊川 2004 660 7.5+2@1.5  

                PC ラーメン箱桁 l=55+150+250+150+55  

R0004 中海大橋    島根 松江市    斐伊川     

R0005 （大橋川）    島根      斐伊川     

R0006 くにびき大橋   島根 松江市  国道 489号 斐伊川 1981 296 22.1 鋼連続箱桁 ｌ＝70 合成箱桁 

R0007 新大橋  しんおお 島根 松江市  県道 21号 斐伊川 1934 141 7+2@2.25  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25+29+32+29+25  

R0008 カラカラ橋    島根 松江市    斐伊川    竹橋 

R0009 大橋  おお  島根      斐伊川 1598   木橋 

R0010 （松江大橋）   島根    県道 261号 斐伊川 1937 134 6.5+2@2.25  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝24.7+27+30+27+24.7  

R0011 宍道湖大橋 しんじこおお 島根 松江市  県道 37号 斐伊川 2000 310 7.25+4.5  

               （4車化） 鋼連続箱桁 ｌ＝49.3+65+80+65+49.3 

R0012 灘橋    島根 平田市  県道 23号 斐伊川 1981 627.2 11.5 合成鈑桁 

R0013 島村橋  しまむら 島根 平田市    斐伊川 1933   木造潜水橋 

R0014 源光寺橋    島根      斐伊川 1935 396 4 木橋 ｌ＝9 ｎ＝44 

R0015 瑞穂大橋  みずほおお 島根    県道 184号 斐伊川 1958 394 6 合成鈑桁 ｌ＝16ｘ24.6 

R0016 西代橋  にしだい 島根 斐川町・平田市 県道 159号 斐伊川 1964 478 6 ゲルバー鈑桁 

R0017 森坂橋  もりさか 島根 斐川町・出雲市   斐伊川 1889 24 0.4 木橋 

R0018 森坂大橋  もりさかおお 島根      斐伊川 1966 256- 6 合成鈑桁 

R0019 井上橋    島根 斐川町・出雲市   斐伊川 1889 205 0.4 木橋 

R0020 伊保橋    島根 出雲郡    斐伊川 1889 246 3.6 木橋 

R0021 北神立橋    島根 斐川町・出雲市 県道 161号 斐伊川 1980 560 10.8  

R0022 神立橋  かんだち 島根 斐川町・出雲市 国道 9号 斐伊川 1938 417.2 7.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝2ｘ（9@23.1） 

R0023 斐伊川橋梁 ひいかわ 島根 斐川町・出雲市 国鉄山陰本線 斐伊川  379 単線 PC桁 

R0024 坂田橋    島根 斐川町・出雲市   斐伊川 1907 262 1.8  

R0025 南神立橋    島根 斐川町・出雲市 簸川南地区広域農道 斐伊川 1994  9  

                連続鈑桁 l＝2@43.2 鈑桁 l＝42.7+22.2 

R0026 山田橋    島根 斐川町・出雲市   斐伊川     

R0027 森坂大橋    島根 斐川町・出雲市   斐伊川     

R0028 三代橋    島根 加茂町・三刀屋町   斐伊川 1978 241 5 鈑桁 ｌ＝40.1 

R0029 里熊大橋  さとくまおお 島根 加茂町・三刀屋町 国道 53号 斐伊川 1969 286 8.5 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@47.35） 

R0030 木次橋  きすき 島根 木次町     斐伊川 1932 38 4.5 ＲＣ橋 

R0031 木次大橋  きすきおお 島根 町道     斐伊川 1994 225 7.25+2  

              ＰＣ斜張橋 ｌ＝2@80.8 ＰＣ連続スラブ橋 ｌ＝2@30.7 

R0032 下熊谷橋    島根 木次町    斐伊川    潜水橋 

R0033 簸上橋    島根 木次町  県道 271号 斐伊川     

R0034 熊谷大橋    島根 木次町  国道 314号 斐伊川     

R0035 上熊橋  かみくま 島根 木次町    斐伊川 1964 110.2 6 鈑桁 

R0036 高瀬大橋    島根 木次町・三刀屋町 国道 314号 斐伊川 1985 93 9.25  

R0037 新引野橋    島根 木次町・三刀屋町   斐伊川     

R0038 大屋大橋    島根 木次町・吉田村 国道 314号 斐伊川     

R0039 猿投橋    島根 木次町・吉田村   斐伊川     

R0040 高杉橋    島根 木次町・吉田村   斐伊川     

R0041 湯村大橋    島根 木次町・吉田村 国道 314号 斐伊川     

R0042 添仁橋  そえじん 島根 木次町・吉田村   斐伊川  58.1 9.5  

R0043 水管橋    島根 木次町・吉田村   斐伊川     

R0044 清嵐橋    島根 木次町・吉田村 国道 314号 斐伊川     

R0045 三谷橋    島根 木次町・吉田村   斐伊川     

R0046 八ケ原橋    島根 木次町・吉田村 国道 314号 斐伊川     

R0047 川平大橋    島根 木次町・吉田村 国道 314号 斐伊川     

R0048 小原橋    島根 木次町    斐伊川     

R0049 平田橋  ひらた 島根 木次町    斐伊川 1937 53.1 4.1 ＲＣ橋 

R0050 平田大橋  ひらたおお 島根 木次町  国道 314号 斐伊川     

R0051 尾原橋    島根 木次町    斐伊川     

R0052 北原橋  きたはら 島根 木次町    斐伊川 1937 61.9 5 ＲＣ橋 

R0053 林原橋    島根 仁多町    斐伊川     
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R0054 佐々木橋    島根 仁多町    斐伊川     

R0055 仁多大橋    島根 仁多町  国道 314号 斐伊川     

R0056 三成大橋  みなりおお 島根 仁多町    斐伊川 1985 53 10 ＰＣＴ桁橋 

R0057 三成新大橋 みなりしんおお 島根 仁多町  県道 270号 斐伊川  103 9.8 トラスドランガー ｌ＝80 鈑桁 ｌ＝21.3 

R0058 奥出雲大橋   島根 仁多町  国道 432号 斐伊川     

R0059 さつき橋    島根 仁多町    斐伊川     

R0060 （三成ダム）   島根      斐伊川     

R0061 第一斐伊川橋梁   島根 横田町  ＪＲ木次線 斐伊川 1934  単線  

R0062 第二斐伊川橋梁   島根 横田町  ＪＲ木次線 斐伊川 1934  単線  

R0063 第三斐伊川橋梁   島根 横田町  ＪＲ木次線 斐伊川 1934  単線  

R0064 大曲橋  おおまがり 島根 横田町    斐伊川     

R0065 大曲大橋   おおまがりおお 島根 横田町    斐伊川     

R0066 横田新大橋 よこたしんおお 島根 横田町  国道 314号 斐伊川 1969 63.5 9.5 ＰＣ橋 

R0067 吉重橋    島根 横田町    斐伊川     

R0068 ？     島根 横田町  県道 107号 斐伊川     

R0069 エヘン橋    島根 横田町    斐伊川 1964    

R0070 吉野屋橋    島根 横田町    斐伊川     

R0071 福来橋    島根 横田町    斐伊川     

R0072 妙巌寺橋    島根 横田町    斐伊川     

R0073 学校橋    島根 横田町    斐伊川     

R0075 田反部橋    島根 横田町    斐伊川     

R0076 山郡橋    島根 横田町    斐伊川     

R0077 水木橋    島根 横田町    斐伊川     

R0078 ト蔵橋    島根 横田町    斐伊川     

R0079 王子橋    島根 横田町    斐伊川     

R0080 中曾橋    島根 横田町    斐伊川     

R0081 河原橋    島根 横田町    斐伊川     

R0082 ビリ谷橋    島根 横田町    斐伊川     

R0100 くにびき海岸大橋  島根 出雲市    神戸川     

R0101 新崎屋橋    島根 出雲市    神戸川     

R0102 崎屋橋    島根      神戸川     

R0103 妙見橋  みょうけん 島根 出雲市  県道 279号 神戸川 1966 238 6 合成鈑桁 

R0104 旧・妙見橋    島根      神戸川     

R0105 境橋  さかい 島根 出雲市  国道 431号 神戸川 1979 235 9.5 合成鈑桁 

R0106 足渡橋    島根 出雲市    神戸川     

R0107 神戸橋  かんど 島根    国道 9号 神戸川 1965 258 8 鋼合成台形箱桁 ｌ＝5ｘ50.8 

R0108 神戸川橋梁 かんどがわ 島根 出雲市    ＪＲ山陰本線 神戸川 1913 160 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ22.3  

R0109 古志橋  こし  島根 出雲市    神戸川 1932 143 8 ＲＣ連続桁 

R0110 古志大橋  こしおお 島根      神戸川 1999 298.5 7.5+4.35+5.85  

             鋼ローゼ ｌ＝123.8 連続鈑桁 ｌ＝（45+48）+（40.5+40.5） 

R0111 馬木新大橋   まきしんおお 島根 出雲市  広域農道 神戸川     

R0112 馬木橋  まぎ  島根 出雲市    神戸川 1889 91 0.5 木橋 

R0113 馬木吊橋    島根      神戸川  175 2.5 自碇式吊橋 n＝3 

R0114 馬木大橋    島根 出雲市    神戸川     

R0115 知谷橋    島根 出雲市    神戸川 1889 56 0.4 木橋 

R0116 木村橋    島根 出雲市    神戸川 1889 54.5 0.4 木橋 

R0117 谷合橋  たにあい 島根 出雲市    神戸川 2007 83 2.5 再架 吊橋  

R0118 不老橋    島根 出雲市    神戸川     

R0119 浮嵐橋    島根 出雲市    神戸川 2007 57 2.5 再架 吊橋  

R0120 酔湯橋    島根 出雲市    神戸川 2007 69 1.5 再架 吊橋  

R0121 乙立橋  おったち 島根 出雲市    神戸川 1955 85.6 5.5 鈑桁 

R0122 上乙立橋    島根 出雲市  国道 184号 神戸川     

R0123 向名橋    むかいみょう 島根 出雲市  出雲鉄道 神戸川 1976 65 7 鈑桁 旧出雲鉄道の橋梁を再用 

R0124 向名大橋    島根 出雲市  国道 184号 神戸川     

R0125 神戸川橋梁   島根    出雲鉄道 神戸川     

R0126 元坪橋    島根 出雲市    神戸川 1889 154.5 0.5 木橋 

R0127 乙立大橋    おったちおお 島根 佐田町    神戸川 1913   木橋 

R0128 明谷橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川     

R0129 呑水橋  のみみず 島根 佐田町  国道 184号 神戸川  86.8 4 鈑桁 旧出雲鉄道 

R0130 高貝橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川 

R0131 佐田大橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川 

R0132 馬垣橋    島根 佐田町    神戸川 

R0133 川北大橋    かわきたおお 島根 佐田町    神戸川 

R0134 八幡原橋  やわたばら 島根 佐田町    神戸川 

R0135 伊倉橋    島根 佐田町    神戸川 

R0136 栗原大橋    島根 佐田町    神戸川 

R0137 滝尻橋    島根 佐田町    神戸川 

R0138 仁江橋    島根 佐田町    神戸川 
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R0139 中電窪田橋 くぼた  島根 佐田町    神戸川 

R0140 豊田橋    島根 佐田町    神戸川 

R0141 小池橋    島根 佐田町    神戸川 

R0142 田ノ土大橋   島根 佐田町    神戸川 

R0143 沖原橋    島根 佐田町    神戸川 

R0144 日之出橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川 

R0145 野木橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川 

R0146 馬渡橋    島根 佐田町    神戸川     

R0147 宮の部橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川     

R0148 横見橋    島根 佐田町  国道 184号 神戸川     

R0149 柳瀬橋    島根 佐田町    神戸川     

R0150 ？     島根 佐田町    神戸川     

R0151 長川原橋    島根 佐田町    神戸川     

R0152 淀橋  よど  島根 佐田町    神戸川   渡船 

R0153 権現橋    島根 頓原町    神戸川     

R0154 志津見橋  しつみ 島根 頓原町    神戸川     

R0155 上ケ原大橋   島根 頓原町    神戸川     

R0156 鳥越原大橋   島根 頓原町    神戸川     

R0157 大谷大橋    島根 頓原町    神戸川     

R0158 竜神橋    島根 頓原町    神戸川     

R0159 船津橋    島根 頓原町    神戸川     

R0160 与一原橋    島根 頓原町    神戸川     

R0161 東橋  ひがし 島根 頓原町    神戸川     

R0162 丸山下橋    島根 頓原町・赤来町   神戸川     

R0163 （来島ダム）   島根 赤来町    神戸川     

R0190 高津川橋    島根 益田市  県道 333号 高津川  395 14.5+2@4 連続鈑桁 n＝6 

R0191 高津大橋  たかつおお 島根 益田市  国道 191号 高津川 1967 325.6 9.5  

               連続鈑桁 ｌ＝46.2+5@46.3+46.2 中央に吊桁 

R0192 高津川橋梁 たかつかわ 島根 益田市  ＪＲ山陰線 高津川 1925 ≒308 単線 鈑桁 ｌ＝12ｘ22+2ｘ16 

R0193 高角橋  たかつの 島根 益田市  県道 14号 高津川 1951 計 261.6 5  

           ＲＣ下路ローゼ桁 ｌ＝5ｘ38.4 右岸側 伸長 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝3ｘ22.3 

R0194 飯田橋    島根 益田市  市道  高津川 1956 166.8 3  

              吊橋 ｌ＝40+80+40 2 ﾋﾝｼﾞ 鋼トラス補剛 木床 ＲＣ塔 

R0195 西益田大橋   島根 益田市  西石見広域農道 高津川 1983 234.3 9 ＰＣ連続ラーメン橋 

R0196 安富橋  やすとみ 島根 益田市  市道  高津川 1955 255.5 2.5  

                吊橋 n＝3 鋼トラス補剛 RC塔 ＰＣ合成桁 

R0197 金地橋    島根 益田市  市道  高津川 1968 186 4 鈑桁 

R0198 向横田橋    むかいよこた 島根 益田市  県道 313号 高津川 1963 157.8 6 木橋 

R0199 神田大橋    島根      高津川     

R0200 神田橋  かんだ 島根 益田市  国道 9号 高津川 1966 141.8 7 連続鈑桁 

R0201 三星橋    島根 益田市    高津川     

R0202 添谷橋  そえだに 島根 日原町    高津川 1957 121.5 3.6 ＲＣ橋 

R0203 添石橋    島根 日原町    高津川 1959 104 3.6 ＲＣゲルバー桁 

R0204 下小瀬橋  しもこせ 島根 日原町    高津川 1955 68 3 鋼吊橋 土橋 ｌ＝7 

R0205 青原橋  あおはら 島根 日原町    高津川 1958 95.5 5 ＰＣ桁 

R0206 三渡橋    島根 日原町    高津川 1935 94 3.2 下部工は玉石コンクリート 

R0207 曽庭橋  そにわ 島根      高津川 1959 93.1 3.1 ＰＣ桁 

R0208 吉賀川橋梁 よしががわ 島根 日原町  ＪＲ山口線 高津川 1925 ≒145 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ18.3+2ｘ12.2  

R0209 脇本大橋    わいもとおお 島根 日原町    高津川     

R0210 出合橋     島根 日原町    高津川    板橋  

R0211 日の出橋  ひので 島根      高津川 1911  吊橋 木鉄混用下路補剛トラス 木柱塔 

R0212 旭橋    島根      高津川 1956 99.9 6 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ31.3 

R0213 口屋橋  くちや  島根 日原町    高津川 1965 92.1 3.5 ＰＣ桁 ｌ＝30.7 ｎ＝3 

R0214 法師橋  ほうし  島根 日原町    高津川 1964 80 3.5 ＰＣ桁 

R0215 日原大橋    にちはらおお 島根 日原町  国道 187号 高津川 1976 88 11   

R0216 犬戻橋    島根 日原町  国道 187号 高津川     

R0217 円の谷橋    島根 日原町  国道 187号 高津川     

R0218 新左鐙橋  しんさぶみ 島根 日原町  国道 187号 高津川     

R0219 万瀬大橋    島根 日原町    高津川     

R0220 万瀬橋  よろせ 島根 日原町    高津川     

R0221 桧橋    島根 日原町    高津川 1965 61.7 4.3 鈑桁 ｎ＝4 

R0222 相生橋  あいおい 島根 柿木村    高津川 1966 82  鈑桁 

R0223 可部橋    島根 柿木村    高津川     

R0224 釣川橋    島根 柿木村    高津川     

R0225 甲島橋    島根 柿木村    高津川     

R0226 杉山橋    島根 柿木村    高津川     

R0227 古迫橋    島根 柿木村    高津川     

R0228 小野原橋    島根 柿木村    高津川     



 ４ 

R0229 柿木橋    島根 六日市町    高津川 1700    

R0230 柿木大橋    島根 柿木村  国道 187号 高津川     

R0231 柳原橋    島根 柿木村    高津川     

R0232 月瀬橋    島根 柿木村    高津川     

R0233 向津橋    島根 柿木村    高津川     

R0234 神通橋    島根 柿木村    高津川     

R0235 殿明橋    島根 柿木村    高津川     

R0236 桟敷橋    島根 六日市町    高津川     

R0237 新桟敷橋    島根 六日市町    高津川     

R0238 七村橋    島根 六日市町    高津川     

R0239 抜月橋  ぬくつき 島根 六日市町    高津川     

R0240 新抜月橋  しんぬくつき 島根 六日市町    高津川     

R0241 七日市橋  なぬかいち 島根 六日市町    高津川  53  ＲＣ橋 

R0242 坂折一号橋   島根 六日市町    高津川     

R0243 吉原橋    島根 六日市町    高津川     

R0244 重藤橋    島根 六日市町    高津川     

R0245 桜橋    島根 六日市町    高津川     

R0246 馬橋    島根 六日市町    高津川     

R0247 塔尾橋    島根 六日市町    高津川     

R0248 八王子橋    島根 六日市町    高津川     

R0249 落合橋    島根 六日市町    高津川     

R0250 五味田橋    島根 六日市町    高津川     

R0251 八ケ迫橋    島根 六日市町    高津川     

R0252 有飯橋  ありい 島根 六日市町    高津川     

R0253 畑詰橋    島根 六日市町    高津川     

R0254 沖場橋    島根 六日市町    高津川     

R0255 重則橋    島根 六日市町    高津川     

R0256 高津川橋    島根 六日市町   中国自動車道 高津川     

R0260 蔵木橋    島根 六日市町    高津川     

R0261 新田野原橋   島根 六日市町    高津川     

R0262 古敷橋    島根 六日市町    高津川     

R0263 柏谷橋    島根 六日市町    高津川     

R0264 （吉賀川）  よしかかわ 島根      高津川     

R0280 江川橋  ごうのかわ 島根 江津市  国道 9号 江の川 1950 488.5 8  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝13@32 伸長 ＲＣ桁橋 

R0281 郷川橋梁    島根 江津市  国鉄山陰線 江の川 1920 486 単線  

             ワ－レントラス ｌ＝5ｘ61 鈑桁 ｌ＝7ｘ21.3 槽状桁 ｌ＝1ｘ6.1  

R0282 上江川橋    島根    市道  江の川 1951   上江川橋と改称 トラス ｌ＝32 ｎ＝4  

R0283 ?     島根      江の川 1958 127.4 6 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ25.2 

R0284 新江川橋    しんごうがわ 島根 江津市  Ｕ：国道 9号 Ｌ：市道 江の川 1993 378.5 Ｕ：8.5+2 Ｌ：7+2@2.5  

            二層連続トラス ｌ＝71.5+2@82.8+70 鋼箱桁 ｌ＝47.3 鈑桁 ｌ＝27 

R0285 松川橋  まつかわ 島根 江津市  県道 221号 江の川 1957 200 5.5  

                鋼ランガートラス ｌ＝2ｘ65.4 鈑桁 ｎ＝2  

R0286 谷住郷橋    たにじゅうごう 島根 桜江町    江の川  160  木造吊橋+木造トラス 

R0287 桜江大橋    島根    県道 41号 江の川 1977 211 8.8 連続トラス ｌ＝65.6+78.7+65.6 

R0288 大貫橋  おおぬき 島根 桜江町  町道  江の川 1969 191.6 3 合成鈑桁 n＝3 鈑桁 

R0289 川越大橋    かわごえおお 島根 桜江町  町道  江の川 1967 135- 4 合成鈑桁 n＝3 

R0290 鹿賀大橋    島根 桜江町・川本町   江の川 2002 218 9.75 PC連続ラーメン箱桁 l＝2@108.2 

R0291 川下橋  かわくだり 島根 川本町  県道 32号 江の川 1950 180 4.5 木橋 

R0292 ?     島根    国道 261号 江の川 1989 213 9.75 連続鈑桁 n＝3 

R0293 川本大橋    かわもとおお 島根 川本町  県道 40号 江の川 1961 218 6 ゲルバー鈑桁 n＝3 

R0294 川本新大橋 かわもとしんおお 島根     江の川 1936   吊橋 

R0295 川本東大橋 かわもとひがしおお 島根 県道    江の川 1982 160.4 6 鋼ランガー桁橋 ｌ＝71+合成鈑桁 

R0296 湊橋  みなと 島根 美郷町（邑智町） 県道 291号 江の川 1967   鋼連続箱桁 n＝3 

R0297 栗原橋  くりはら 島根 美郷町（邑智町） 町道  江の川 1976 250 4 鋼ランガー桁 n＝2 

R0298 吾郷大橋  あごうおお 島根 美郷町（邑智町） 県道 40号 江の川 1954 120 5.5 トラス ｌ＝56 ｎ＝2  

R0299 第一江川橋梁   島根 美郷町（邑智町） 国鉄三江線 江の川 1937   鈑桁 

R0300 （新）第一江川橋梁  島根 美郷町  国鉄三江線 江の川 1975 ≒220 単線 トラス ｌ＝3ｘ72 

R0301 ありはの大橋   島根 美郷町（邑智町）   江の川 1992   PC連続ラーメン箱桁 n＝3  

R0302 浜原大橋    はまはらおお 島根 美郷町（邑智町） 県道浜原吾郷線 江の川 1975 154 4 トラス n＝2 

R0303 （浜原ダム）   島根 美郷町（邑智町）   江の川    重力式 

R0304 信喜橋  しき  島根 美郷町（大和村）  町道 江の川 1979 173.4 3  

            吊橋 ｌ＝152.05 鋼補剛箱桁 鋼塔 側径間はＨ型桁橋 ｌ＝19.9 

R0305 都賀行大橋  つがゆきおお 島根 美郷町（大和村） 村道  江の川 1973 "125,5" 4 鋼ランガー桁 n＝2 鈑桁 

R0306 高梨大橋    たかなしおお 島根 美郷町（大和村） 村道笹目線 江の川 1984 158 5  

           鋼斜張橋 ｌ＝99.5+57.5 鋼箱桁 フアン型ケーブル Ｈ型塔 ＳＲＣ構造 

R0307 大和大橋    島根 美郷町（大和村）   江の川 2003   鋼ランガー桁 

R0308 大浦橋  おうら  島根 美郷町（大和村） 村道  江の川 1989 210 4  



 ５ 

           鋼バスッケットハンドルニールセンローゼ ｌ＝146 PＣスラブ橋 ｌ＝（1+1）ｘ30 

R0309 都賀大橋  つがおお 島根 美郷町（大和村） 県道川本・赤木線 江の川 1978 175 8.5 鋼トラスドランガー桁 ｎ＝2  

R0310 第二江川橋梁   島根 美郷町（大和村） 国鉄三江線 江の川 1974 254 単線  

               上路連続トラス ｌ＝2@100 鈑桁 ｌ＝19.2+25.4 

R0311 新第二江川橋梁   島根 美郷町  国鉄三江線 江の川 1975 140 単線 トラス ｌ＝140 

R0312 新第三江川橋梁   島根 美郷町  国鉄三江線 江の川 1975 単線  

               上路連続トラス ｌ＝2@100 鈑桁 l＝25.4+19.2 

R0313 宇都井大橋 うずいおお 島根 美郷町（大和村）   江の川 1991   鋼連続箱桁 n＝2 

R0314 第三江川橋梁   広島・島根 三次市（作木村）・邑智町（羽須美村） 国鉄三江線 江の川 197x ≒241 単線  

                   連続トラス ｌ＝3@77.6 

R0315 第四江川橋梁   広島・島根 三次市（作木村）・邑智町（羽須美村） 国鉄三江線 江の川 1975 254 単線  

               上路連続トラス ｌ＝2ｘ100 鈑桁 ｌ＝19.2+25.2 

R0316 新第四江川橋梁   島根 美郷町  国鉄三江線 江の川 1975 単線 連続トラス ｌ＝3@77.6 

R0317 両国橋  りょうごく 広島・島根 三次市（作木村）・邑智町（羽須美村） 県道 7号 江の川 1976 150 7.8  

                  鋼ランガー桁 ｌ＝74 n＝2 

R0318 丹渡橋  たんど 広島・島根 三次市（作木村）・邑智町（羽須美村） 江の川 1976 114. 4.5 トラス ｌ＝112.8 

R0319 三国橋    広島・島根 三次市（作木村）・邑智町（羽須美村） 江の川 1974   トラスドランガー桁 鈑桁 

R0330 東赤江大橋 ひがしあかえおお 島根 安来市    飯梨川 1968 187 5 永久橋  

R0331 赤江大橋  あかえおお 島根    国道 9号 飯梨川 1966 154.8 8 鈑桁 

R0332 飯梨橋  いいなし 島根      飯梨川 1939 144.5 5.5  

                ＲＣゲルバー桁 ｌ＝14，25+5@23.1+14.25 

R0333 飯梨川橋梁  いいなしかわ 島根     国鉄山陰本線 飯梨川 1908 ≒148 単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ21.3+1ｘ18.3+1ｘ12.2 

R0334 上坂田橋    島根      飯梨川     

R0335 中津橋    島根      飯梨川     

R0336 能義大橋    島根      飯梨川     

R0337 矢田橋  やだ  島根    県道 45号 飯梨川 1944 190 5.5 ＲＣ橋  

R0338 大平寺橋    島根      飯梨川     

R0339 新宮橋    島根      飯梨川 1957 111.9 3.2 ＲＣ潜水橋  

R0340 富田橋  とだ  島根      飯梨川 1961 142.8 3.6 永久橋 

R0341 大渡橋    島根      飯梨川 1965    

R0342 下田原橋    島根      飯梨川     

R0343 堂渡橋  どうわたり 島根 安来市（広瀬町）  国道 432号 飯梨川 1937 43 3 ＲＣ桁 

R0344 宇波尻橋    島根      飯梨川 1963   永久橋  

R0345 第一布部橋 ふべ  島根    国道 432号 飯梨川 1938 34 4 ＲＣ桁 

R0346 （ダム）    島根      飯梨川     

R0360 横田橋  よこた  島根 益田市  国道 9号 匹見川 1960 127 7.5 ゲルバー鈑桁 

R0361 匹見川橋梁 ひきみがわ 島根 益田市  ＪＲ山口線 匹見川 1948 ≒146 単線 トラス ｌ＝3ｘ37.6 伸長 鈑桁 ｌ＝28.6 

R0362 隅村橋    島根 益田市    匹見川     

R0363 八ケ瀬橋    島根 益田市    匹見川     

R0364 須郷橋    島根 益田市・津和野町 県道 312号 匹見川 1956 60 4 トラス 桁橋 ｎ＝2  

R0366 ？     島根 益田市  国道 488号 匹見川     

R0367 ？     島根 益田市  県道 42号 匹見川     

R0368 増見橋    島根 益田市    匹見川     

R0369 表匹見橋    島根 益田市  県道 307号 匹見川     

R0370 崎田橋    島根 益田市  県道 307号 匹見川     

R0371 倉渡瀬橋    島根 益田市    匹見川     

R0372 栗栖橋    島根 益田市    匹見川     

R0373 ？     島根 益田市  国道 191号 匹見川     

R0390 八戸川橋  やと  島根 江津市  ＪＲ三江線 八戸川 1930 147 単線 鈑桁 ｌ＝8ｘ19.1+1ｘ8.2 

R0391 近原橋  きんばら 島根 江津市  県道 112号 八戸川     

R0392 川戸橋  かわど 島根 江津市  県道 41号 八戸川     

R0393 長尾橋  ながお 島根 江津市    八戸川 1981   鋼ローゼ 

R0394 鮎観橋    島根 江津市    八戸川     

R0395 江尾橋    島根 江津市  県道 297号 八戸川 1955 91 4.8  

R0396 ?     島根      八戸川   水路橋  

R0397 八戸ダム  やと  島根      八戸川 1976   Ｈ＝72 重力式 島根県 

R0398 ?     島根 浜田市  県道 7号 八戸川     

R0399 ?     島根 浜田市  県道 50号 八戸川     

R0400 市木橋    島根 浜田市  県道 5号 八戸川     

R0401 ?     島根 邑南町  県道 5号 八戸川     

R0402 ?     島根 邑南町  県道 327号 八戸川     

R0403 ?     島根 邑南町  県道 50号 八戸川     

R0404 ?     島根 邑南町  県道 5号 八戸川     

R0420 新飯島橋    島根 安来市    伯太川     

R0421 安来新大橋 やすぎしんおお 島根    国道 9号 伯太川 1965 95 10 鈑桁 

R0422 安来大橋  やすぎおお 島根      伯太川 2007 90.5 17 架け替え 連続鈑桁 

R0423 伯太川橋梁 はくたかわ 島根     国鉄山陰本線 伯太川 1908 ≒78 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ18.3 

R0424 神田橋    島根      伯太川     



 ６ 

R0425 城谷橋  じょうや 島根    県道 45号 伯太川 1959 98.8 6 鈑桁 

R0426 ？     島根    山陰道 伯太川     

R0427 吉岡橋    島根      伯太川     

R0428 月坂大橋    島根      伯太川     

R0429 九重橋    島根      伯太川     

R0430 千代富橋  ちよどみ 島根      伯太川 1938 99.5 5.4 ＲＣ桁 

R0431 宇賀荘大橋   島根    県道 257号 伯太川 1887 87 1.8 木橋  

R0432 清井橋    島根      伯太川     

R0433 天野前橋  あまのまえ 島根      伯太川 1937 69.7 5.5 ＲＣ橋 

R0434 大塚橋    島根    県道  伯太川     

R0435 河子橋    島根 能義郡    伯太川 1887 54 1.8 木橋  

R0436 市場尻橋    島根      伯太川     

R0437 弘鶴橋  こうかく 島根      伯太川 1882   土橋 

R0438 母里大橋  もりおお 島根    県道  伯太川 1936 72 5 ＲＣ橋 

R0439 八幡尻橋    島根      伯太川     

R0440 井尻大橋    島根      伯太川     

R0441 峠之内大橋   島根      伯太川     

R0450 鰐石大橋    島根 浜田市    周布川     

R0451 周布川橋梁 すふがわ 島根     国鉄山陰本線 周布川 1966 95 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ25+1ｘ22 

R0452 周布橋    島根      周布川     

R0453 周布大橋    島根    国道 9号 周布川     

R0454 久光橋    島根      周布川     

R0455 第 2半谷橋   島根    県道 304号 周布川     

R0456 本郷橋  ほんごう 島根      周布川 1957 91 5.5  

R0457 松本橋  まつもと 島根      周布川 1951 89 4.5 トラス ｌ＝1ｘ43.9 鈑桁 ｌ＝2ｘ22 

R0458 羽田橋    島根      周布川     

R0459 一の瀬橋  いちのせ 島根    県道 34号 周布川 1951 55 4.5 トラス 

R0460 石南橋    島根      周布川     

R0461 下長見橋  しもながみ 島根      周布川 1962 52 6  

R0462 （ダム）    島根      周布川     

R0463 淀屋橋  よどや 島根 浜田市（金城町）    周布川 1964 64.5 3.6  

R0481 給下橋  きゅうした 島根 雲南市  県道 26号 三刀屋川 1961 99.1 7 鈑桁 

R0482 ？     島根 雲南市   松江自動車道 三刀屋川 2003    

R0483 三刀屋大橋 みとやおお 島根 雲南市  県道 271号 三刀屋川 1933 108.5 5 ＲＣ桁 

R0484 坂山橋    島根 雲南市    三刀屋川     

R0485 三刀屋新大橋 みとや 島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川 1966 157 7 トラス ｌ＝3ｘ51 

R0486 三刀屋南大橋   島根 雲南市    三刀屋川     

R0487 第三殿河内橋 とのごうち 島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川 1966 91 7.8 鈑桁 ｎ＝3  

R0488 第二殿河内橋 とのごうち 島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川 1964 69 8.3 鈑桁  

R0489 第一殿河内橋 とのごうち 島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川 1964 101 8.3 鈑桁  

R0490 太田橋    島根 雲南市    三刀屋川     

R0491 新鍋山橋    島根 雲南市  県道 51号 三刀屋川     

R0492 鍋山橋    島根 雲南市  県道 185号 三刀屋川     

R0493 新粟原橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0494 坂本橋  さかもと 島根 雲南市  県道 51号 三刀屋川 1936 30  ＲＣ桁  

R0495 底田大橋    島根 雲南市    三刀屋川     

R0496 多根橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0497 志食橋    島根 雲南市    三刀屋川     

R0498 清泉橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0499 松原橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0500 ？     島根 雲南市  県道 176号 三刀屋川     

R0501 金原橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0502 金原橋    島根 雲南市    三刀屋川 1933   ＲＣ橋  

R0503 掛合橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0504 清流橋    島根 雲南市  県道 38号 三刀屋川     

R0505 日倉橋    島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0506 ？     島根 雲南市  国道 54号 三刀屋川     

R0520 意宇橋    島根 松江市  県道 230号 意宇川     

R0521 意宇川橋梁 いうかわ 島根 松江市 国鉄山陰本線 意宇川 1908 ≒94 単線 鈑桁 ｌ＝7ｘ12.2 

R0522 出雲郷橋  あだかや 島根 松江市（東出雲町） 国道 9号 意宇川     

               合成鈑桁、「あだかや」は地名の古い読み方 

R0523 新出雲郷橋   島根 松江市（東出雲町） 国道 9号 意宇川    山陰道 

R0524 おうえ橋    島根 松江市（東出雲町）  意宇川     

R0525 今宮橋    島根 松江市（東出雲町）  意宇川     

R0526 春日大橋    島根 松江市（東出雲町）  意宇川     

R0527 神代橋    島根 松江市    意宇川     

R0528 御用橋    島根 松江市    意宇川     

R0529 江原橋    島根 松江市    意宇川     



 ７ 

R0530 神納橋  かんな 島根 松江市    意宇川 1928 67  ＲＣ橋  

R0531 ？     島根 松江市（東出雲町） 国道 432号 意宇川 1931 41 4 ＲＣ桁 

R0532 八雲大橋    島根 松江市    意宇川     

R0533 青木橋    島根 松江市    意宇川     

R0534 平原橋    島根 松江市    意宇川     

R0535 意宇川橋    島根 松江市    意宇川     

R0536 北台橋    島根 松江市    意宇川     

R0537 市場橋    島根 松江市    意宇川     

R0550 月見橋  つきみ 島根 益田市    益田川 1967 130 5.5 鋼橋  

R0551 五福寺橋    島根 益田市  県道 333号 益田川     

R0552 大元橋    島根 益田市    益田川     

R0553 吉田橋    島根 益田市    益田川     

R0554 益田新大橋   島根 益田市  国道 9号 益田川 1964    

R0555 益田大橋    島根 益田市    益田川 1836   流失  

R0556 あけぼの橋   島根 益田市  県道 310号 益田川     

R0557 雪舟橋    島根 益田市    益田川 1934 52 3 ＲＣ橋  

R0558 雪舟新橋    島根 益田市  国道 191号 益田川     

R0559 益田川橋梁   島根 益田市    ＪＲ山陰本線 益田川  ≒56 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ18.3 

R0560 津村橋    島根 益田市    益田川     

R0561 昭和橋    島根 益田市    益田川 1965 70  桁橋  

R0562 大橋    島根 益田市  県道 171号 益田川 1937    

R0563 新橋  しん  島根 益田市    益田川 1954 42 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝12.6+16.8+12.6 

R0564 堀川橋  ほりかわ 島根 益田市  県道 54号 益田川 1958 67.5 6.5 ＲＣ桁 ｎ＝5 

R0565 八坂橋  やさか 島根 益田市  県道 54号 益田川 1964 65 7.5 ＰＣ桁 

R0566 野坂橋    島根 益田市  国道 191号 益田川     

R0567 ？     島根 益田市  県道 300号 益田川     

R0568 ？     島根 益田市  国道 191号 益田川     

R0569 ？     島根 益田市  県道 172号 益田川     

R0580 三隅川橋梁 みすみがわ 島根 浜田市    ＪＲ山陰本線 三隅川  ≒123   

                鈑桁 ｌ＝16.2+23.5+39.1+14.6+12.9+12.9 

R0581 千本橋  ちもと  島根 浜田市    三隅川 1955 120 4.5 ＲＣ橋  

R0582 新川橋    島根 浜田市  県道 171号 三隅川 1957    

R0583 上古市橋    島根 浜田市    三隅川 1960 110 3  

R0584 道正橋    島根 浜田市    三隅川 1967 119 3 永久橋 

R0585 新三隅大橋   島根 浜田市  国道 9号 三隅川     

R0586 天満橋    島根 浜田市    三隅川     

R0587 三隅大橋  みすみおお 島根 浜田市  県道 48号 三隅川 1956 95 7 鈑桁 

R0588 瀬丸橋  せまる 島根 浜田市    三隅川 1957 56 4.5 ＲＣ橋 

R0589 用出橋    島根      三隅川 1967 49 3.6 永久橋 

R0590 河内橋    島根      三隅川 1961 46 2.2 永久橋 

R0591 西方寺橋    島根      三隅川 1965 62 2.5  

R0592 代平橋    島根      三隅川 1964    

R0593 ？     島根    県道 179号 三隅川     

R0594 御部ダム  おんべ 島根      三隅川 1990   Ｈ＝63 重力式 島根県 

R0595 御部大橋    島根      三隅川     

R0596 ？     島根    県道 179号 三隅川     

R0597 木都賀ダム きつか 島根      三隅川 1961   Ｈ＝39 重力式 島根県 

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

 

 

 


