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FR38:川を渡る橋・愛媛県 
 

 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 新長浜大橋 しんながはまおお 愛媛 大洲市（長浜町） 国道 378号 肱川 1977 333 7+2@1.5 PC有ヒンジラーメン箱桁 

R0002 長浜大橋    ながはまおお 愛媛 大洲市（長浜町）   肱川  1935 226 5.5  

               ワーレントラス ｌ＝（3+2）ｘ37.5 跳開橋 ｌ＝18  

R0003 大和橋  やまと 愛媛 大洲市（長浜町）   肱川  1935 147 4.6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝28 ｎ＝6 

R0004 柿早橋  かきはや 愛媛 大洲市（長浜町）   肱川  1955 90  潜水橋 撤去 

R0005 白滝大橋    しろたきおお 愛媛 大洲市（長浜町）   肱川  2002 240.1 7.25+3 鋼ランガー桁 連続鈑桁 

R0006 白滝橋  しろたき 愛媛 大洲市（長浜町）   肱川  1951 90  潜水橋 撤去 

R0007 祇園大橋  ぎおんおお 愛媛 大洲市  県道 248号 肱川  1998 248.4 6.75+2 連続鈑桁 n＝3+2 

R0008 峠橋  とうげ  愛媛 大洲市    肱川  1986 302.1 5+1.5 連続鈑桁 n＝6 

R0009 慶雲寺橋    愛媛 大洲市    肱川  1964 110  木桁橋 下部工は鋼管杭  

R0010 畑の前橋  はたのまえ 愛媛 大洲市    肱川  1974 281 5+1  

                連続トラス橋 l＝52+67+67+52 合成鈑桁 

R0011 五郎橋  ごろう  愛媛 大洲市     肱川  1953 215.1  鈑桁 

R0012 五郎大橋  ごろうおお 愛媛 大洲市  県道 43号 肱川  1998 255.5 7+5 連続鈑桁 n＝5 

R0013 肱川橋梁  ひじかわ 愛媛 大洲市   国鉄予讃本線 肱川  1936 270 単線 鈑桁 

R0014 浮亀橋  うきき  愛媛 大洲市    肱川  1873 59 2.1 船橋 

R0015 肱川橋  ひじかわ 愛媛 大洲市  国道 56号 肱川  1961 180 6.6 ゲルバー鈑桁 n＝3 +合成鈑桁 

R0016 富士橋  とみす 愛媛 大洲市    肱川  1913 48.7  鋼橋 

R0017 新富士橋  しんとみす 愛媛 大洲市  県道 44号 肱川  1949   ＲＣ潜水橋 

R0018 大洲大橋    愛媛 大洲市  国道 56号 肱川  1951 120 3.6 鈑桁 

R0019 父橋  ちち  愛媛 大洲市    肱川  1968 140.9  鈑桁 

R0020 逆磐橋  さかなげ 愛媛 大洲市    肱川       ＲＣ桁 

R0021 成見橋  なりみ 愛媛 大洲市    肱川     

R0022 大成橋  おおなり 愛媛 大洲市    肱川     

R0023 大川橋  おおかわ 愛媛 大洲市  国道 197号 肱川  1930 120.8  トラス 鈑桁 

R0024 道野尾橋  みちのお 愛媛 大洲市（肱川町）   肱川     

R0025 赤岩橋  あかいわ 愛媛 大洲市（肱川町）   肱川  1965 98 4 ＰＣ桁 

R0026 鹿野川大橋  かのがわおお 愛媛 大洲市（肱川町）   肱川  1936   ＲＣ橋  

R0027 鹿野川橋    愛媛      肱川  1963 57.6 6  

R0028 （鹿野川ダム）   愛媛      肱川     

R0029 鹿野川湖大橋 かのがわこおお 愛媛 大洲市（肱川町） 県道 343号 肱川    鋼中路ローゼ 

R0030 宇和川橋  うわがわ 愛媛 西予市（野村町）   肱川  1957 110.1 5.5  

                鋼中路 2 ヒンジソリッドリブアーチ橋 ｌ＝75 

R0031 宇和川大橋  うわがわおお 愛媛 西予市（野村町）    肱川   51  鋼中路ローゼ 

R0032 白土橋  しろつち 愛媛 西予市（野村町）   肱川     

R0033 大和田橋  おおわだ 愛媛 西予市（野村町）   肱川  1938    

R0034 権現橋  ごんげん 愛媛 西予市（野村町）   肱川     

R0035 石久保橋  いしくぼ 愛媛 西予市（野村町）   肱川  1944    

R0036 野村大橋  のむらおお 愛媛 西予市（野村町） 国道 441号 肱川     

R0037 三島橋  みしま 愛媛 西予市（野村町）   肱川  1936  5 ＲＣ橋  

R0038 天神橋  てんじん 愛媛 西予市（野村町）   肱川  1933    

R0039 新天神橋    しんてんじん 愛媛 西予市（野村町）   肱川     

R0040 板ケ谷橋  いたがや 愛媛 西予市（野村町・宇和町） 肱川  1959   

R0041 四道橋  しどう  愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1954 80 5  

                野村ダム湖に水没，代替え橋 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0042 車田橋  くるまだ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1961 46 3 ＲＣスラブ橋 

R0043 土居橋  どい  愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1944 30 3 木桁橋  

R0044 昭和橋  しょうわ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1965 36 4 ＲＣスラブ橋  

R0045 歯長橋  はなが 愛媛 西予市（宇和町） 県道 31号 肱川  1963 64.4 5.5 鈑桁 

R0046 下川橋  しもかわ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1926 7 4.6 ＲＣＴ桁  

R0047 前の瀬橋  まえのせ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0048 皆田橋  みなだ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0049 桜木橋  さくらぎ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1960 38.5 3.5 ＲＣスラブ橋  

R0050 下宇和橋  しもうわ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1935 65 4.5 木桁橋  

R0051 一ノ瀬橋  いちのせ 愛媛 西予市（宇和町） 県道 237号 肱川  1951 27.6 1.6 ＲＣＴ桁 

R0052 下瀬橋  しもせ  愛媛 西予市（宇和町） 国道 563号 肱川  1964 37.5 7 ＰＣ桁橋  

R0053 王子橋  おうじ  愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0054 宇和川橋梁 うわがわ 愛媛 西予市（宇和町） ＪＲ予讃線 肱川     

R0055 黒瀬橋  くろせ  愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0056 山崎橋  やまさき 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     
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R0057 三嶋橋  みしま 愛媛 西予市（宇和町） 県道 344号 肱川  1953 25.5 3.1 木桁橋  

R0058 丸田橋  まるた 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1969 25 4 鈑桁 

R0059 新田橋  しんでん 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1934 18 3 ＲＣスラブ橋 

R0060 若宮橋  わかみや 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0061 松葉橋  まつば 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0062 永長橋  ながちょう 愛媛 西予市（宇和町） 県道 30号 肱川  1979    

R0063 いでのもち橋 いでのもち 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0064 宇和川橋梁 うわがわ 愛媛 西予市（宇和町） ＪＲ予讃線 肱川     

R0065 上宇和橋  かみうわ 愛媛 西予市（宇和町） 県道 25号 肱川     

R0066 和坂橋  わさか 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0067 清坂橋  きよさか 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1943 22.1 3 木桁橋  

R0068 真土橋  まど  愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0069 中川橋  なかがわ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1963 21 4 ＲＣＴ桁 

R0070 中戸井橋  なかとい 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1969 22.8 4 ＲＣＴ桁橋  

R0071 戸之下橋  とのした 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0072 大江橋  おおえ 愛媛 西予市（宇和町） 県道 25号 肱川  1960 21 6 ＲＣＴ桁 

R0073 立田橋  たつた 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0074 水成橋  みずなり 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0075 岡瀬橋  おかせ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0076 岩崎橋  いわさき 愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1959 8.5 4.5 ＲＣＴ桁 

R0077 橋田橋  はしだ 愛媛 西予市（宇和町）   肱川     

R0078 出合大橋  であいおお 愛媛 野村町    肱川  1979 129   

R0079 扇田橋    愛媛      肱川  1953 8.9 4.5 ＲＣスラブ橋  

R0080 小原橋    愛媛 西予市（宇和町）   肱川  1969 15 4 ＲＣＴ桁 

R0100 (ダム)    愛媛      面河川    ダム下流は仁淀川、高知県 

R0101 休場橋    愛媛 久万高原町（柳谷村）  面河川     

R0102 （面河第三ダム）   愛媛      面河川     

R0103 竜の川橋  たつのかわ 愛媛 久万高原町（柳谷村）  面河川 2000  1.2 鋼吊橋 ｌ＝132 

R0104 竜宮大橋    りゅうぐうおお 愛媛 久万高原町（柳谷村）  面河川 1978 114 4+2 鋼ランガー橋 ｌ＝112.7 

R0105 落出大橋  おちでおお 愛媛 久万高原町（柳谷村） 国道 33号 面河川 1967 101 7 合成鈑桁 ｌ＝29.9+39+29.9 

R0106 仁淀橋    愛媛 久万高原町（柳谷村）  面河川 1921 82 3.6  

              吊橋 ｌ＝79.7 単径間 木鉄混合補剛トラス 木床 鋼塔 

R0107 落出大橋  おちでおお 愛媛      面河川 1935 90 6 ＲＣゲルバー桁 

R0108 柳谷大橋    愛媛 久万高原町（柳谷村） 国道 440号 面河川  2003 233   

R0109 矢渕大橋    愛媛 久万高原町（柳谷村） 国道 440号 面河川  2003 256   

R0110 中津大橋  なかつおお 愛媛 美川村    面河川 1964 76.3 5.5  

                鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝75.6 

R0111 平井橋    愛媛 美川村    面河川 1942 80.4 2.8 吊橋 

R0112 沢渡橋    愛媛 美川村    面河川 1930 76 2.5 吊橋 

R0113 （面河川第一発電所ダム） 愛媛      面河川     

R0114 仕出大橋    愛媛 美川村    面河川     

R0115 平和橋    愛媛 美川村    面河川 1951 68 2.3 改修 吊橋 鋼補剛トラス RC塔 

R0116 仕七川橋    愛媛 美川村  国道 494号 面河川 1962 51.5 6 永久橋 桁橋 

R0117 面河橋  おもご 愛媛 面河村  国道 494号 面河川 1985 53.9 7.5+2 連続鈑桁 ｎ＝2 

R0118 今窪橋  なるくぼ 愛媛 面河村    面河川 1954 59  吊橋 無補剛 RC塔 

R0119 面一橋    愛媛 面河村    面河川     

R0120 河口橋    愛媛 面河村    面河川     

R0121 小嶋橋    愛媛 面河村    面河川    RCオープンアーチ 

R0122 中村橋    愛媛 面河村  県道 12号 面河川 1961 41 6 永久橋 

R0123 五味橋    愛媛 面河村  県道 12号 面河川 1961 51.6 6 永久橋 

R0124 河合橋    愛媛 面河村    面河川     

R0125 峰栄橋    愛媛 面河村    面河川     

R0126 落合橋    愛媛 面河村    面河川 1933    

R0127 関門橋    愛媛 面河村  県道 12号 面河川     

R0128 通天橋    愛媛 面河村    面河川 1955 30 4 鋼上路ランガートラス 

R0129 五色橋    愛媛 面河村    面河川 1954 15 4 RCアーチ 潜水橋 

R0140 銅山川橋    愛媛 四国中央市    銅山川 1924 61 4.5  

               吊橋 ｌ＝51 ＲＣ塔 鋼補剛トラス ＲＣ桁 ｌ＝9 

R0141 吉之瀬橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0142 金藤橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0143 ？     愛媛 四国中央市  国道 319号 銅山川     

R0144 銅山川橋    愛媛 四国中央市   高知自動車道 銅山川     

R0145 新宮ダム    愛媛 四国中央市    銅山川 1975   重力式ダム H=42 

R0146 古野橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0147 神龍橋    愛媛 四国中央市  国道 319号 銅山川 1944    

R0148 大藪橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0149 柳瀬ダム    愛媛 四国中央市    銅山川 1953   重力式ダム H=55.5 

R0150 翠波橋  すいば 愛媛 四国中央市    銅山川 1960   吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 
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R0151 平野橋    愛媛 四国中央市  国道 319号 銅山川     

R0152 瀬川橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0153 長瀬橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0154 富郷橋    愛媛 四国中央市  県道 6号 銅山川 1961 60 5.5 永久橋  

R0155 藤原大橋    愛媛 四国中央市    銅山川     

R0156 富郷ダム    愛媛 四国中央市    銅山川 2000   重力式ダム H=106 

R0157 津根山大橋   愛媛 四国中央市    銅山川     

R0158 城師大橋    愛媛 四国中央市    銅山川 1958 26 4.6 ＰＣ桁 ｌ＝26 

R0159 開拓橋    愛媛 新居浜市    銅山川 1933 30.9 3.6 ＲＣオープンアーチ ｌ＝30  

R0160 ？     愛媛 新居浜市  県道 6号 銅山川     

R0161 別子ダム    愛媛 新居浜市    銅山川     

R0180 沖の橋    愛媛 八幡浜市  県道 260 千丈川     

R0181 千代田橋    愛媛 八幡浜市    千丈川 1962 61 7 永久橋  

R0182 新川橋    愛媛 八幡浜市    千丈川 1949   木橋 

R0183 本町橋    愛媛 八幡浜市    千丈川 1944   木橋 

R0184 浜田橋    愛媛 八幡浜市    千丈川 1954   ＲＣ橋 

R0185 明治橋  めいじ 愛媛 八幡浜市    千丈川 1930 25.4 5 ＲＣ下路タイドアーチ ｌ＝24.4 

R0186 出合橋    愛媛 八幡浜市  国道 378号 千丈川     

R0187 千丈川橋梁   愛媛 八幡浜市  ＪＲ予讃線 千丈川 1945  単線 鈑桁 

R0188 山越橋    愛媛 八幡浜市    千丈川     

R0189 ？     愛媛 八幡浜市  ＪＲ予讃線 千丈川 1939    

R0190 南柏橋    愛媛 八幡浜市    千丈川     

R0191 日尾橋    愛媛 八幡浜市  国道 378号 千丈川     

R0192 木多橋    愛媛 八幡浜市    千丈川     

R0193 ？     愛媛 八幡浜市  国道 378号 千丈川     

R0194 ？     愛媛 八幡浜市  ＪＲ予讃線 千丈川 1939    

R0195 ？     愛媛 八幡浜市  国道 378号 千丈川     

R0196 川之内橋    愛媛 八幡浜市  国道 378号 千丈川     

R0197 ？     愛媛 八幡浜市  国道 378号 千丈川     

R0221 瑞穂橋    愛媛 内子町    小田川 1960   ＲＣ橋  

R0222 山王橋    愛媛 内子町    小田川 1970 130 5.1 鈑桁 

R0223 あけぼの橋   愛媛 内子町    小田川     

R0224 豊秋橋  とよあき 愛媛 内子町  県道 56号 小田川 1969 155.1 9+2@2.5  

              連続鈑桁 ｌ＝20.6+20.4+（20.6+30.9+20.6）+20.4+20.6 

R0225 ？     愛媛 内子町   松山自動車道 小田川 2000    

R0226 知清橋    愛媛 内子町  県道 32号 小田川 1925    

R0227 ？     愛媛 内子町   松山自動車道 小田川 2000    

R0228 富中橋    愛媛 内子町    小田川     

R0229 長前橋    愛媛 内子町    小田川     

R0230 掛木橋    愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0231 新成屋橋    愛媛 内子町  県道 324号 小田川     

R0232 成留屋橋  なるや 愛媛 内子町    小田川 1937 36  ＲＣ桁 ｌ＝12 ｎ＝3 

R0233 大瀬つつじ橋   愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0234 鵜の子橋    愛媛 内子町    小田川     

R0235 八王橋    愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0236 深山口橋    愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0237 石山橋  いしやま 愛媛 内子町  国道 379号 小田川 1927 25.9   

              鋼上路 2 ヒンジスパンドレルブレースドアーチ橋 ｌ＝21.3 

R0238 水地橋    愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0239 観音橋    愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0240 小田町橋  おだまち 愛媛 内子町（小田町）    小田川 1930 19.5 5 鈑桁 ｌ＝18.5 

R0241 南山橋    愛媛 内子町（小田町）   小田川 1959 29 4.5 鈑桁 l＝10 ｎ＝3  

R0242 ？     愛媛 内子町  国道 379号 小田川     

R0243 本川橋    愛媛 内子町    小田川     

R0244 中川橋    愛媛 内子町  県道 211号 小田川     

R0245 ？     愛媛 内子町  県道 211号 小田川     

R0260 新加茂川大橋   愛媛 西条市  県道 13号 加茂川     

R0261 古川橋    愛媛 西条市  県道 13号 加茂川 1940   木橋 

R0262 水都橋    愛媛 西条市    加茂川     

R0263 加茂川橋梁 かもがわ 愛媛 西条市  JR予讃線 加茂川 1923 255 単線 プラットトラス ｌ＝45.7 ｎ＝5 

R0264 加茂川橋  かもがわ 愛媛 西条市  国道 11号 加茂川 1940 280 7.5 ＲＣゲルバー桁 

R0265 伊曽の橋    愛媛 西条市    加茂川     

R0266 船形橋  ふながた 愛媛 西条市    加茂川 1958 96.6 6 連続鈑桁 ｌ＝30+36+36+30 

R0267 中野大橋    愛媛 西条市  国道 194号 加茂川 1984 183 9.3 鋼連続箱桁  

R0268 加茂川橋    愛媛 西条市   松山自動車道 加茂川 1994    

R0269 兎之山橋    愛媛 西条市    加茂川 1950 90   

R0270 黒瀬ﾀﾞﾑ  くろせ  愛媛      加茂川 1972   H＝61.7 重力式 愛媛県 

R0300 新興野橋    愛媛 鬼北町  国道 320号 広見川     



 ４ 

R0301 興芳橋    愛媛 鬼北町    広見川     

R0302 市ケ成橋    愛媛 鬼北町  国道 320号 広見川     

R0303 古用橋    愛媛 鬼北町    広見川     

R0304 小越橋    愛媛 鬼北町    広見川     

R0305 野地橋    愛媛 鬼北町    広見川     

R0306 松岡橋    愛媛 鬼北町  国道 320号 広見川     

R0307 大滝橋    愛媛 鬼北町  国道 320号 広見川     

R0308 上大野橋    愛媛 鬼北町    広見川     

R0309 ？     愛媛 鬼北町  県道 280? 広見川     

R0310 下本村橋    愛媛 鬼北町    広見川     

R0311 ？     愛媛 鬼北町  県道 280? 広見川     

R0350 川口大橋    愛媛 松山市・松前町 県道 22号 重信川 1956 262.5 6 RCゲルバー桁橋 n＝11 

R0351 出合橋  であい 愛媛 松山市・松前町 県道 326号 重信川 1979 210 7+2 合成鈑桁 n＝5 

R0352 重信川橋梁  しげのぶがわ 愛媛 松山市・松前町 伊予鉄道郡中線 重信川 1980   鈑桁 

R0353 出合大橋    愛媛 松山市・松前町 国道 56号 重信川 1977 227 22  

               連続鈑桁 単純活荷重合成鈑桁 計 n＝5 

R0354 であい自転車道橋  愛媛 松山市・松前町   重信川     

R0355 重信川橋梁  しげのぶがわ 愛媛 松山市・松前町 JR予讃線 重信川 1930 277.1 単線 鈑桁 ｌ＝14ｘ19.2 

R0356 中河原橋  なかがわら 愛媛 松山市・松前町 県道 16 重信川 1980 349.7 12.5 PC桁 n＝9 

R0357 重信川橋    愛媛 松山市・砥部町 松山自動車道 重信川     

R0358 重信大橋    愛媛 松山市・砥部町 国道 33号 重信川 1978 278 12.5 連続鈑桁 

R0359 森松橋    愛媛      重信川 1900    

R0360 重信橋  しげのぶ 愛媛 松山市・砥部町   重信川 1904 336.7 3.9 木鉄混合トラス l＝37.5 n＝9 

R0361 重信川橋    しげのぶがわ 愛媛      重信川 1950 337.4 6 連続トラス l=3x（37.1+37.5+37.1） 

R0362 久谷大橋  くたにおお 愛媛 松山市  県道 40号 重信川  370  潜水橋 

R0363 重信川水管橋 しげのぶがわ 愛媛 松山市    重信川 1963 271 鋼管径 0.7ｍ 鋼橋 n＝11 

R0364 上村橋    愛媛 東温市（重信町）   重信川     

R0365 上村大橋    うえむらおお 愛媛 東温市（重信町）   重信川  500   

R0366 拝志大橋  はいしおお 愛媛 東温市（重信町）   重信川 1965 283 6 PC連続桁 RCT桁橋 計 n＝9 

R0367 上重信橋    愛媛 東温市（重信町）   重信川 1959 163.7 3.5 PC桁 n＝6 

R0368 上重信川橋   愛媛 東温市（重信町・川内町） 松山自動車道 重信川     

R0369 見奈良大橋   愛媛 東温市（重信町・川内町） 重信川     

R0370 横河原橋  よこがわら 愛媛 東温市（重信町・川内町） 重信川 1955 236  木橋 

R0371 新横河原橋   愛媛 東温市（重信町・川内町） 国道 11号 重信川     

R0372 奈原松橋    愛媛 東温市（重信町）   重信川     

R0373 ？     愛媛 東温市（重信町）   重信川     

R0374 麓橋    愛媛 重信町    重信川 1960 84 3  

R0375 藤の内橋    愛媛 重信町    重信川 1961 54 3.5  

R0376 大畑橋    愛媛 重信町    重信川 1962 64 3.5 RCゲルバー桁 

R0377 通学橋    愛媛      重信川 1959 163.7 3.5 PC桁 l＝27 

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

 

 

 


