
【機密性２】和歌山県のＨ２６点検結果（トンネル） 資料⑤

＜平成26年度管理者別点検結果（トンネル）＞

○ 和歌山県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が2本（6.1%）あり、
また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は20本（60.6%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許
す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は11本（33.3%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 45 14 0 1 13 0

高速道路会社 24 10 0 10 0 0

和歌山県 152 0 0 0 0 0

市区町村 104 9 0 0 7 2

合計 325 33 0 11 20 2

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】和歌山県のＨ２６点検結果（道路附属物等） 資料⑤

＜平成26年度管理者別点検結果（道路附属物等）＞

○ 和歌山県の道路附属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が1基（4.2%）あ
り、また、判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は7基（29.2%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の
許す限り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は7基（29.2%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 126 0 0 0 0 0

高速道路会社 50 14 3 4 7 0

和歌山県 89 2 1 1 0 0

市区町村 35 8 5 2 0 1

合計 300 24 9 7 7 1

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【機密性２】和歌山県のＨ２６点検結果（橋梁） 資料⑤

＜平成26年度管理者別点検結果（橋梁）＞

○ 和歌山県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が1橋（0.2%）あり、また、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は76橋（15.4%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、
長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は324橋（65.6%）

※ H27.6月末時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国道交通省 485 55 18 35 2 0

高速道路会社 140 28 1 21 6 0

和歌山県 2,465 114 16 65 33 0

市区町村 8,731 297 58 203 35 1

合計 11,821 494 93 324 76 1

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



資料⑤

【和歌山県（橋梁）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成27年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

近畿地整 485                55                 18                 35                 2                   -                   

高速道路会社 140                28                 1                   21                 6                   -                   

和歌山県 2,465             114                16                 65                 33                 -                   

和歌山市 949                8                   -                   7                   1                   -                   

海南市 400                -                   -                   -                   -                   -                   

橋本市 446                -                   -                   -                   -                   -                   

有田市 248                -                   -                   -                   -                   -                   

御坊市 212                -                   -                   -                   -                   -                   

田辺市 1,004             3                   -                   3                   -                   -                   

新宮市 264                -                   -                   -                   -                   -                   

紀の川市 626                17                 -                   11                 6                   -                   

岩出市 230                -                   -                   -                   -                   -                   

紀美野町 294                29                 16                 13                 -                   -                   

かつらぎ町 366                -                   -                   -                   -                   -                   

九度山町 82                 1                   -                   1                   -                   -                   

高野町 173                27                 1                   18                 8                   -                   

湯浅町 93                 -                   -                   -                   -                   -                   

広川町 160                -                   -                   -                   -                   -                   

有田川町 691                156                31                 109                16                 -                   

美浜町 39                 -                   -                   -                   -                   -                   

日高町 159                -                   -                   -                   -                   -                   

由良町 122                -                   -                   -                   -                   -                   

印南町 271                -                   -                   -                   -                   -                   

みなべ町 318                -                   -                   -                   -                   -                   

日高川町 413                12                 -                   12                 -                   -                   

白浜町 230                -                   -                   -                   -                   -                   

上富田町 219                -                   -                   -                   -                   -                   

すさみ町 150                -                   -                   -                   -                   -                   

那智勝浦町 190                2                   -                   1                   1                   -                   

太地町 6                   -                   -                   -                   -                   -                   

古座川町 145                38                 9                   26                 3                   -                   

北山村 26                 3                   1                   2                   -                   -                   

串本町 205                1                   -                   -                   -                   1                   

合計 11,821            494                93                 324                76                 1                   

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



1/13【和歌山県】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検
記録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定
区分

隅田橋側歩道橋(下) (ｽﾀﾞﾊｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道24号 1959 6.9 1.8 近畿地整 和歌山県 橋本市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道24号 1953 18.1 8.1 近畿地整 和歌山県 橋本市 Ⅱ

大野小橋１ (ｵｵﾉｺﾊﾞｼ1) 一般国道24号 1953 6.5 10.0 近畿地整 和歌山県 橋本市 Ⅱ

妙寺橋 (ﾐｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 一般国道24号 1938 10.6 8.2 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅰ

妙寺小橋 (ﾐｮｳｼﾞｺﾊﾞｼ) 一般国道24号 1938 8.9 9.8 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅰ

桧谷川橋 (ﾋﾉｷﾀﾞﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道24号 1962 41.6 15.4 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

衣谷川橋（本線） (ｲﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾎﾝｾﾝ)) 一般国道24号 1934 4.3 8.6 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

下堀川橋（本線） (ｼﾓﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ(ﾎﾝｾﾝ)) 一般国道24号 1934 7.8 8.6 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

亀井橋 (ｶﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道24号 1963 3.7 9.1 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 一般国道24号 1933 8.0 8.2 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

境橋側歩道橋(上) (ｻｶｲﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道24号 1981 8.0 2.4 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

佐川橋（下り） (ｻｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道24号 1976 20.7 12.6 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

佐川橋（上り） (ｻｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道24号 1987 20.7 12.6 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

花野橋（上） (ｹﾔﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道24号 1973 8.4 12.3 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

花野橋（下） (ｹﾔﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道24号 1987 8.5 12.3 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

溝橋１号（上） (ﾐｿﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道24号 1973 8.4 12.3 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

溝橋１号（下） (ﾐｿﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道24号 1987 8.4 12.3 近畿地整 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

鴨沼川橋 (ｶﾓﾇﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道24号 1993 19.0 27.3 近畿地整 和歌山県 岩出市 Ⅱ

山口１号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道24号 1993 11.6 27.2 近畿地整 和歌山県 岩出市 Ⅰ

第１用水橋（下） (ﾀﾞｲ1ﾖｳｽｲﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道24号 1963 9.1 12.7 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

第１用水橋（上） (ﾀﾞｲ1ﾖｳｽｲﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道24号 1963 9.1 12.7 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

大野第三高架橋 (ｵｵﾉﾀﾞｲｻﾝｺｳｶｷｮｳ) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2012 168.0 24.7 近畿地整 和歌山県 橋本市 Ⅱ

大野第二高架橋 (ｵｵﾉﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2012 173.5 10.7 近畿地整 和歌山県 橋本市 Ⅱ

大谷高架橋１ (ｵｵﾀﾆｺｳｶｷｮｳ1) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2012 91.0 9.0 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅰ

大谷高架橋２ (ｵｵﾀﾆｺｳｶｷｮｳ2) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2012 114.0 9.0 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

大谷高架橋３ (ｵｵﾀﾆｺｳｶｷｮｳ3) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2012 91.4 9.0 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

大野跨道橋 (ｵｵﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2003 90.1 5.0 近畿地整 和歌山県 橋本市 Ⅰ

中飯降跨道橋 (ﾅｶｲﾌﾞﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道24号（京奈和自動車道） 2012 79.6 6.5 近畿地整 和歌山県 かつらぎ町 Ⅰ

紀の国大橋 (ｷﾉｸﾆｵｵﾊｼ)
一般国道26号（和歌山北バイパ
ス）

2002 689.0 25.3 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

無名橋KP441_270 (ﾑﾒｲｷｮｳKP441_270) 一般国道42号 1964 10.5 9.7 近畿地整 和歌山県 広川町 Ⅰ

三谷高架橋 (ﾐﾀﾆｺｳｶｷｮｳ) 一般国道42号 1980 57.0 13.5 近畿地整 和歌山県 有田市 Ⅱ

箕島高架橋 (ﾐﾉｼﾏｺｳｶｷｮｳ) 一般国道42号 1980 126.0 8.5 近畿地整 和歌山県 有田市 Ⅱ

加茂橋 (ｶﾓﾊｼ) 一般国道42号 1972 22.7 18.3 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅱ

半斉橋（上） (ﾊﾝｻｲﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道42号 1969 19.6 10.8 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

半斉橋（下） (ﾊﾝｻｲﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道42号 1969 19.6 10.8 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

名草橋（上） (ﾅｸｻﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般国道42号 1971 13.6 10.8 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

名草橋（下） (ﾅｸｻﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般国道42号 1971 13.6 10.8 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

中津川橋 (ﾅｶﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道42号 1975 15.2 14.8 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

中津川橋側歩道橋(下)
(ﾅｶﾂｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞ
ﾘ))

一般国道42号 1972 19.8 2.7 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

中津川橋側歩道橋(上)
(ﾅｶﾂｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞ
ﾘ))

一般国道42号 1972 20.6 2.7 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

資料⑤

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名
架設
年次

(西暦)

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

行政区分



2/13【和歌山県】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検
記録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定
区分

資料⑤

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名
架設
年次

(西暦)

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

行政区分

和歌浦小橋 (ﾜｶｳﾗｺﾊﾞｼ) 一般国道42号 1943 4.0 11.4 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

松籟橋 (ｼｮｳﾗｲﾊﾞｼ) 一般国道42号 1971 40.0 9.3 近畿地整 和歌山県 新宮市 Ⅱ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 一般国道42号 1955 32.0 8.6 近畿地整 和歌山県 那智勝浦町 Ⅲ

二河橋 (ﾆｺｳﾊﾞｼ) 一般国道42号 1965 27.1 7.9 近畿地整 和歌山県 那智勝浦町 Ⅱ

田無橋 (ﾀﾅｼﾊﾞｼ) 一般国道42号 1966 18.9 8.3 近畿地整 和歌山県 那智勝浦町 Ⅱ

有田橋 (ｱﾘﾀﾊﾞｼ) 一般国道42号 1966 37.6 8.7 近畿地整 和歌山県 串本町 Ⅱ

和深橋 (ﾜﾌﾞｶﾊﾞｼ) 一般国道42号 1965 18.6 8.5 近畿地整 和歌山県 串本町 Ⅱ

新江住橋 (ｼﾝｴｽﾐﾊﾞｼ) 一般国道42号 1960 34.8 9.0 近畿地整 和歌山県 すさみ町 Ⅱ

志原橋側歩道橋(上) (ｼﾊﾗﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 一般国道42号 2011 12.6 2.4 近畿地整 和歌山県 白浜町 Ⅰ

見草橋 (ﾐｸｻﾊﾞｼ) 一般国道42号 1978 8.6 11.9 近畿地整 和歌山県 白浜町 Ⅰ

秋津高架ｵﾌﾗﾝﾌﾟ橋(上) (ｱｷﾂｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳｳｴ) 一般国道42号 1989 112.1 6.1 近畿地整 和歌山県 田辺市 Ⅱ

南部大橋 (ﾐﾅﾍﾞｵｵﾊｼ) 一般国道42号 1955 240.0 8.4 近畿地整 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

南部大橋側歩道橋(上)
(ﾐﾅﾍﾞｵｵﾊｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞ
ﾘ))

一般国道42号 1971 250.7 2.6 近畿地整 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

崎山跨線橋 (ｻｷﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ) 一般国道42号 1964 30.6 8.3 近畿地整 和歌山県 印南町 Ⅱ

ささやき橋 (ｻｻﾔｷﾊﾞｼ) 一般国道42号 1962 9.4 9.8 近畿地整 和歌山県 御坊市 Ⅱ

湯屋谷橋 ﾕﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 219.0 9.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

西池橋 ﾆｼｲｹﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 122.0 9.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

上黒谷橋 ｶﾐｸﾛﾀﾞﾆﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 284.0 9.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

上黒谷橋 ｶﾐｸﾛﾀﾞﾆﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 300.0 9.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

高川橋 ﾀｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 30.0 9.8
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

高川橋 ﾀｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 30.0 9.8
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

出島橋 ﾃﾞｼﾞﾏﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 41.0 14.4
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

出島橋 ﾃﾞｼﾞﾏﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 41.0 9.9
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

和田川橋 ﾜﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 289.0 9.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

和田川橋 ﾜﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 296.0 9.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

雄の山橋 ｵﾉﾔﾏｷﾖｳ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 48.5 4.0
西日本高

速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

多田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 20.0 9.8
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

多田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 20.0 9.8
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

幡川高架橋 ﾊﾀｶﾞﾜｺｳｶｷﾖｳ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 406.0 9.4
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

幡川高架橋 ﾊﾀｶﾞﾜｺｳｶｷﾖｳ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 407.0 9.3
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

山田川橋 ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 30.0 9.8
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅲ

山田川橋 ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 30.0 9.8
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

海南ＩＣ第１Ｃランプ橋 ｶｲﾅﾝICﾀﾞｲ1Cﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2010 81.0 8.4
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

藤白橋 ﾌｼﾞｼﾛﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1984 48.0 10.5
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

藤白橋 ﾌｼﾞｼﾛﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2011 74.0 9.6
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅰ

橘本橋 ｷﾂﾓﾄﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 1984 105.0 18.9
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

橘本橋 ｷﾂﾓﾄﾊﾞｼ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2011 114.0 15.0
西日本高

速 和歌山県 海南市 Ⅱ

水尻高架橋 ﾐｽﾞｼﾘｺｳｶｷｮｳ 一般国道４２号（湯浅御坊道路） 1994 818.0 14.8
西日本高

速 和歌山県 有田川町 Ⅱ

熊井第三高架橋 ｸﾏｲﾀﾞｲ3ｺｳｶｷﾖｳ 一般国道４２号（湯浅御坊道路） 1994 250.0 20.8
西日本高

速 和歌山県 有田川町 Ⅱ

山田高架橋 ﾔﾏﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 一般国道４２号（湯浅御坊道路） 1994 157.0 5.0
西日本高

速 和歌山県 湯浅町 Ⅱ
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山田高架橋 ﾔﾏﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 一般国道４２号（湯浅御坊道路） 1994 247.0 12.2
西日本高

速 和歌山県 湯浅町 Ⅱ

露谷川橋 ﾂﾕﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 一般国道４２号（湯浅御坊道路） 1996 25.0 11.0
西日本高

速 和歌山県 広川町 Ⅱ

野口高架橋 ﾉｸﾞﾁｺｳｶｷﾖｳ 一般国道４２号（湯浅御坊道路） 1996 726.0 13.3
西日本高

速 和歌山県 日高川町 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 一般国道３７０号 1978 256.0 12.2 和歌山県 和歌山県 橋本市 Ⅲ

柱本橋 (ﾊｼﾗﾓﾄﾊﾞｼ) 一般国道３７１号 1954 40.0 4.9 和歌山県 和歌山県 橋本市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊｼ) 一般国道３７１号 1957 37.4 4.8 和歌山県 和歌山県 高野町 Ⅱ

鳥居橋 (ﾄﾘｲﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1958 40.0 5.0 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

梁瀬大橋 (ﾔﾅｾｵｵﾊｼ) 一般国道４８０号 1959 50.9 6.1 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

九度山橋 (ｸﾄﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 高野口野上線 1958 246.5 7.8 和歌山県 和歌山県 九度山町 Ⅲ

恋野橋 (ｺｲﾉﾊﾞｼ) 山内恋野線 1954 142.1 6.5 和歌山県 和歌山県 橋本市 Ⅱ

尼岡橋 (ｱﾏｵｶﾊﾞｼ) 一般国道４２４号 1988 60.3 10.3 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

麻生津大橋 (ｵｵｼﾞﾊﾞｼ) 上鞆渕那賀線 1974 355.0 12.1 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

諸井橋 (ﾓﾛｲﾊﾞｼ) 岩出野上線 1958 168.7 5.5 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 垣内貴志川線 1957 56.0 4.5 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

六十谷橋 (ﾑｿﾀﾊﾞｼ) 有功天王線 1963 475.3 8.4 和歌山県 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

楠本橋 (ｸｽﾓﾄﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1965 131.0 6.6 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅲ

久野原橋 (ｸﾉﾊﾗﾊｼ) 一般国道４８０号 1956 61.0 6.0 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

戎橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 一般国道４８０号 1957 61.0 6.0 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

板尾大橋 (ｲﾀｵｵｵﾊｼ) 一般国道４８０号 1957 61.0 6.0 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

平橋 (ﾀｲﾗﾊｼ) 一般国道４２４号 1981 97.0 8.2 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅰ

由良港橋 (ﾕﾗｺｳﾊｼ) 御坊由良線 1974 72.9 11.9 和歌山県 和歌山県 由良町 Ⅱ

龍王橋 (ﾘﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 一般国道３７１号 1981 126.0 10.8 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊｼ) 日置川大塔線 1956 70.8 4.5 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

久木橋 (ﾋｻｷﾊｼ) 日置川大塔線 1955 118.5 5.5 和歌山県 和歌山県 白浜町 Ⅱ

今津橋 (ｲﾏﾂﾞﾊｼ) 一般国道３７１号 1974 157.0 7.8 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅲ

湯の花橋 (ﾕﾉﾊﾅﾊﾞｼ) すさみ古座線 1955 60.9 5.0 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅰ

明神橋 (ﾐﾖｳｼﾞﾝﾊｼ) すさみ古座線 1958 99.7 6.0 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅲ

三尾川橋 (ﾐﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 串本古座川線 1963 74.0 5.5 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅱ

新大沼橋 (ｼﾝｵｵﾇﾏﾊﾞｼ) 御浜北山線 1969 108.2 5.2 和歌山県 和歌山県 北山村 Ⅱ

桧杖橋 (ﾋﾂﾞｴﾊｼ) 一般国道１６８号 1995 95.0 11.0 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅲ

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1961 10.1 5.3 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

突出川橋 (ﾂｷﾀﾞｼｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1955 10.1 6.6 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

大原口橋 (ｵｵﾊﾗｸﾞﾁﾊｼ) かつらぎ桃山線 1986 32.0 9.2 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

久保谷橋 (ｸﾎﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) かつらぎ桃山線 1955 4.1 5.0 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

無名橋（大宮橋） (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 和歌山打田線 不明 8.6 11.1 和歌山県 和歌山県 岩出市 Ⅲ

宮山橋 (ﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 泉佐野打田線 1987 19.1 9.1 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

峠橋 (ﾄｳｹﾞﾊｼ) 泉佐野打田線 1984 18.0 9.2 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

跨線橋 (ｺｾﾝｷﾖｳ) 引尾下津線 1971 18.7 10.0 和歌山県 和歌山県 海南市 Ⅱ

根来新橋 (ﾈｺﾞﾛｼﾝﾊﾞｼ) 泉佐野岩出線 1962 15.2 10.5 和歌山県 和歌山県 岩出市 Ⅰ

無名橋(中井阪橋） (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 中三谷下井阪線 1996 3.7 13.7 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ
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松尾橋 (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 粉河加太線 1955 13.6 8.5 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

三谷橋 (ﾐﾀﾆﾊﾞｼ) 粉河加太線 1968 11.7 8.7 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

安上橋 (ｱﾝｼﾞﾖｳﾊﾞｼ) 粉河加太線 1951 9.0 10.3 和歌山県 和歌山県 岩出市 Ⅰ

貴志川大橋 (ｷｼｶﾜｵｵﾊｼ) 和歌山橋本線 1996 208.0 12.8 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 和歌山打田線 1988 32.0 9.8 和歌山県 和歌山県 岩出市 Ⅲ

１号橋 (1ｺﾞｳｷﾖｳ) 粉河那賀線 1968 28.6 6.6 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

３号橋 (3ｺﾞｳｷﾖｳ) 粉河那賀線 1968 15.7 6.8 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

重谷橋 (ｼﾞﾕｳﾀﾆﾊﾞｼ) 中尾名手市場線 1955 3.7 4.4 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅰ

井阪橋 (ｲｻｶﾊﾞｼ) 桃山下井阪線 1969 371.8 10.5 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

浦向橋 (ｳﾗﾑｶｲﾊﾞｼ) 垣内貴志川線 1981 15.5 6.7 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 垣内貴志川線 不明 13.7 6.1 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 垣内貴志川線 1961 10.7 5.2 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

銚子ノ口橋 (ﾁﾖｳｼﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 垣内貴志川線 1961 12.6 7.5 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

高島橋 (ﾀｶｼﾏﾊﾞｼ) 桃山丸栖線 1964 219.7 9.2 和歌山県 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

西野橋 (ﾆｼﾉﾊﾞｼ) 小豆島岩出線 1959 16.7 9.1 和歌山県 和歌山県 岩出市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 海南金屋線 不明 4.9 8.1 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 海南吉備線 不明 4.3 11.0 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

御所の瀬橋 (ｺﾞｼﾖﾉｾﾊﾞｼ) 江川小松原線 1939 3.7 5.1 和歌山県 和歌山県 御坊市 Ⅱ

初湯橋 (ｳﾌﾞﾕﾊﾞｼ) 上初湯川皆瀬線 1957 9.4 4.0 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅱ

奥谷橋 (ｵｸﾀﾆﾊﾞｼ) 上初湯川皆瀬線 1957 3.9 4.4 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅱ

早稲田橋 (ﾜｾﾀﾞﾊﾞｼ) たかの金屋線 1961 16.6 6.8 和歌山県 和歌山県 日高川町 Ⅱ

桑畑橋 (ｸﾜﾊﾀﾊﾞｼ) 一般国道３７１号 2002 39.0 9.2 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

立尾橋 (ﾀﾁｦﾊﾞｼ) 一般国道３７１号 1957 10.0 4.1 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

宮橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) 滝切目停車場線 1934 14.0 4.5 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

茶えん橋 (ﾁﾔｴﾝﾊﾞｼ) 滝切目停車場線 1934 9.9 4.5 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

芝橋 (ｼﾊﾞﾊﾞｼ) 芳養清川線 1961 16.0 4.2 和歌山県 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

古井橋 (ﾌﾙｲﾊｼ) 古井西の地線 1978 32.9 8.3 和歌山県 和歌山県 印南町 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 印南停車場線 1962 28.8 5.8 和歌山県 和歌山県 印南町 Ⅱ

小森跨道橋 (ｺﾓﾘｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道４２４号 1985 11.4 8.2 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

第２下裏橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾓｳﾗﾊﾞｼ) 一般国道４２５号 1960 4.6 4.3 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

梅津呂橋 (ｳﾒﾂﾞﾛﾊﾞｼ) 田辺龍神線 不明 62.3 2.1 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

濁り谷橋 (ﾆｺﾞﾘﾀﾆﾊﾞｼ) 龍神十津川線 1969 9.4 5.9 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

長井橋 (ﾅｶﾞｲﾊﾞｼ) 一般国道３１１号 1991 36.0 9.2 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊｼ) 一般国道３７１号 1976 70.0 9.0 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

天狗嵓橋 (ﾃﾝｸﾞﾗﾊｼ) 一般国道３７１号 1991 109.9 9.2 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

庵谷橋 (ｱﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 一般国道３７１号 1955 8.3 10.9 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

伏菟野橋 (ﾌﾄﾞﾉﾊﾞｼ) 一般国道３７１号 1959 5.0 6.1 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

合伝谷橋 (ｺｳﾃﾞﾝﾀﾆﾊｼ) 一般国道３７１号 1971 12.6 7.3 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

高雄大橋 (ﾀｶｵｵｵﾊｼ) 一般国道４２４号 1966 185.0 8.7 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ

昭和橋 (ｼﾖｳﾜﾊﾞｼ) 田辺龍神線 1940 10.7 7.9 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅲ
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無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ） 白浜温泉線 1994 8.8 9.8 和歌山県 和歌山県 白浜町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ） 白浜温泉線 不明 4.6 9.0 和歌山県 和歌山県 白浜町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ） 白浜温泉線 不明 10.6 8.3 和歌山県 和歌山県 白浜町 Ⅱ

椎木橋 (ｼｲﾉｷﾊﾞｼ) 市鹿野鮎川線 1970 4.9 6.6 和歌山県 和歌山県 白浜町 Ⅱ

行者橋 (ｷﾞﾖｳｼﾞﾔﾊｼ) 龍神中辺路線 1998 37.0 10.6 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 近露平瀬線 1974 38.5 7.9 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 近露平瀬線 不明 4.6 3.9 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) 近露平瀬線 不明 5.2 4.0 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 下川上牟婁線 1961 14.9 4.7 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

上小川橋 (ｶﾐｵｶﾞﾜﾊｼ) 下川上牟婁線 1977 40.0 8.2 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

治の谷橋 (ｼﾞﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市鹿野鮎川線 1974 13.2 7.0 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

丹鶴橋 (ﾀﾝｶｸﾊﾞｼ) 新宮停車場線 1937 15.0 4.4 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅲ

河内橋 (ｺｳﾁﾊｼ) すさみ古座線 1979 177.6 10.8 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) すさみ古座線 1997 2.5 11.1 和歌山県 和歌山県 すさみ町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) すさみ古座線 不明 3.9 11.4 和歌山県 和歌山県 すさみ町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷﾖｳ) すさみ古座線 1997 4.0 9.6 和歌山県 和歌山県 すさみ町 Ⅰ

樫野崎橋 (ｶｼﾉｻﾞｷﾊﾞｼ) 樫野串本線 1996 19.8 5.0 和歌山県 和歌山県 串本町 Ⅱ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 城すさみ線 1978 22.0 7.6 和歌山県 和歌山県 すさみ町 Ⅱ

高城谷川橋 (ﾀｶｷﾞﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 田原古座線 不明 6.5 7.8 和歌山県 和歌山県 串本町 Ⅱ

高瀬橋 (ﾀｶｾﾊﾞｼ) 高瀬古座停車場線 1971 110.9 4.8 和歌山県 和歌山県 古座川町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 高瀬古座停車場線 不明 5.1 10.5 和歌山県 和歌山県 串本町 Ⅰ

梅ノ木谷橋 (ｳﾒﾉｷﾀﾆﾊﾞｼ) あけぼの広角線 2005 53.0 13.8 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

浮島橋 (ｳｷｼﾞﾏﾊﾞｼ) 池田港線 1962 5.4 6.4 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅰ

森浦橋 (ﾓﾘｳﾗﾊﾞｼ) 梶取崎線 1985 24.6 11.0 和歌山県 和歌山県 太地町 Ⅲ

相賀橋 (ｵｳｶﾞﾊｼ) 一般国道１６８号 1968 130.0 7.7 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

南桧杖橋 (ﾐﾅﾐﾋﾂﾞｴﾊﾞｼ) 一般国道１６８号 2006 272.0 11.2 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅱ

田岡谷橋 (ﾀｵｶﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 一般国道１６９号 1968 25.5 4.7 和歌山県 和歌山県 北山村 Ⅱ

湯谷３号橋 (ﾕﾀﾞﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道１６９号 2000 45.0 9.2 和歌山県 和歌山県 新宮市 Ⅰ

背後橋 (ｾｺﾞﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1966 16.6 8.3 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

大門口大橋 (ﾀﾞｲﾓﾝｸﾞﾁｵｵﾊｼ) 一般国道４８０号 1971 270.7 10.6 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅲ

有中谷橋 (ｱﾘﾅｶﾀﾆﾊｼ) 一般国道４８０号 1965 28.1 7.2 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅲ

揚橋 (ｱｹﾞﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1963 72.3 6.1 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

四邑橋 (ﾖﾑﾗﾊｼ) 一般国道４８０号 1994 40.0 9.2 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅲ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 一般国道４８０号 1994 11.7 7.2 和歌山県 和歌山県 かつらぎ町 Ⅱ

有田I･C入口橋 (ｱﾘﾀﾞICｲﾘｸﾞﾁﾊｼ) 吉備金屋線 2006 116.0 6.2 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

有田I･C出口橋 (ｱﾘﾀﾞICﾃﾞｸﾞﾁﾊｼ) 吉備金屋線 2006 58.0 6.5 和歌山県 和歌山県 有田川町 Ⅱ

大熊跨道橋 (ｵｵｸﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) 美里龍神線 1979 28.0 12.0 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

水軒橋 (ｽｲｹﾝﾊﾞｼ) 南港山東線 1984 31.0 27.0 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

殿橋 (ﾄﾉﾊﾞｼ) 三田３５号線 1982 27.0 4.1 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

汐見橋 (ｼｵﾐﾊﾞｼ) 杭ノ瀬田尻線 1971 39.0 5.8 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ
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坂田橋 (ｻｶﾀﾊﾞｼ) 杭ノ瀬坂田線 1973 37.0 5.6 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

布引橋 (ﾇﾉﾋｷﾊﾞｼ) 紀三井寺毛見線 1979 75.0 5.0 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

又二橋 (ﾏﾀﾆﾊﾞｼ) 西山東７６号線 1971 30.0 8.2 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

光雲橋 (ｺｳｳﾝﾊﾞｼ) 楠見１５４号線 1983 24.0 9.0 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

北新橋 (ｷﾀｼﾝﾊﾞｼ) 新和歌浦中之島紀三井寺線 1962 11.0 21.0 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

片井跨高速道路橋 (ｶﾀｲｺｶｺｳｿｸﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 市道中芳養23号線 2005 28.8 4.0 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅱ

明洋団地4号橋 (ﾒｲﾖｳﾀﾞﾝﾁﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道明洋8号線 1970 11.5 6.0 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅱ

千津ケ谷橋 (ﾁﾂﾞｶﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道明洋団地古町線 1970 12.5 9.6 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅱ

上丹生谷西川原線３号橋 (ｼﾞｮｳﾀﾝｾｲﾀﾆﾆｼｶﾜﾊﾗｾﾝ3ｺﾞｳﾊｼ) 上丹生谷西川原線 1960 18.2 4.2 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 桜池経塚線 1976 18.0 6.0 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

猪垣長田中線１号橋 (ｲﾉｼｼｶﾞｷｵｻﾀﾞﾅｶｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 猪垣長田中線 1980 15.3 3.8 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

遠方東部線３号橋 (ｴﾝﾎﾟｳﾄｳﾌﾞｾﾝ3ｺﾞｳﾊｼ) 遠方東部線 1967 19.6 3.8 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

中鞆渕６号線１号橋 (ﾅｶﾄﾓﾌﾞﾁ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 中鞆渕6号線 1970 15.0 2.3 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

桃山小橋 (ﾓﾓﾔﾏｺﾊｼ) 市場・遠地2号線 1987 50.3 9.3 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

貴志橋 (ｷｼﾊｼ) 中3号線 1957 184.8 4.0 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

北島橋 (ｷﾀｼﾞﾏﾊｼ) 丸3号線 1971 229.3 3.7 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

大城橋 (ｵｵｼﾛﾊｼ) 葛谷学校線 1980 13.0 4.3 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

上丹生谷西川原線１号橋 (ｶﾐﾆｭｳﾔﾆｼｶﾞﾜﾗｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 上丹生谷西川原線 1955 10.0 7.4 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

行者橋 (ｷﾞｮｳｼﾞｬﾊﾞｼ) 中津川行者線 1965 10.0 3.2 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊｼ) 藤井中津川線 1970 12.2 4.5 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

大志野橋 (ﾀｲｼﾉﾊｼ) 猪垣北志野線 1980 11.9 3.9 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

北志野３号線１号橋 (ｷﾀｼﾉ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 北志野3号線 1975 11.2 3.5 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

北志野４号線１号橋 (ｷﾀｼﾉ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 北志野4号線 1980 10.7 2.5 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

北町橋 (ｷﾀﾏﾁﾊﾞｼ) 粉河29号線 1975 12.7 4.8 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅱ

別所跨線橋 (ﾍﾞｯｼｮｺｾﾝｷｮｳ) 長田中上田井線 1964 11.3 3.5 紀の川市 和歌山県 紀の川市 Ⅲ

谷橋 (ﾀﾆﾊﾞｼ) 谷線 不明 4.0 6.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

松尾谷橋 (ﾏﾂｵﾀﾆﾊﾞｼ) 谷線 不明 5.0 3.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 谷線 不明 5.0 3.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

鎌倉橋 (ｶﾏｸﾗﾊﾞｼ) 谷線 不明 7.0 5.2 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

坂ノ谷橋 (ｻｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 長谷宮北谷線 不明 5.0 5.8 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

梅本線１号橋 (ｳﾒﾓﾄｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 梅本線 不明 7.0 6.1 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

中露橋 (ﾅｶﾂﾕﾊﾞｼ) 長谷中央線 不明 6.0 4.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 中露下線 不明 8.0 2.5 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 神社前線 不明 6.0 2.9 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

名村１号橋 (ﾅﾑﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新名村線 不明 9.0 4.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

名村２号橋 (ﾅﾑﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新名村線 不明 6.0 4.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

名村３号橋 (ﾅﾑﾗ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新名村線 不明 14.0 5.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

名村４号橋 (ﾅﾑﾗ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新名村線 不明 5.0 4.5 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

細尾１号橋 (ﾎｿｵ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 新名村線 不明 7.0 5.7 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 安井福田線 不明 7.0 3.1 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ
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柴目七山バイパス線１号橋 (ｼﾊﾞﾒﾅﾅﾔﾏﾊﾞｲﾊﾟｽｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 柴目七山バイパス線 不明 6.0 4.1 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

柴目七山バイパス線２号橋 (ｼﾊﾞﾒﾅﾅﾔﾏﾊﾞｲﾊﾟｽｾﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 柴目七山バイパス線 不明 5.0 3.5 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

野尻前１号線１号橋 (ﾉｼﾞﾘﾏｴ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 野尻前１号線 不明 6.0 3.5 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

野尻前２号線１号橋 (ﾉｼﾞﾘﾏｴ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 野尻前２号線 不明 6.0 3.2 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

野尻前３号線１号橋 (ﾉｼﾞﾘﾏｴ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 野尻前３号線 不明 4.0 2.3 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

いちご谷３号線１号橋 (ｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) いちご谷３号線 不明 3.0 1.2 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

いちご谷４号線１号橋 (ｲﾁｺﾞﾀﾞﾆ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) いちご谷４号線 不明 3.0 2.5 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

尾保手中坪線１号橋 (ｵﾎﾞﾃﾅｶﾂﾎﾞｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 尾保手中坪線 不明 8.0 2.8 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

南忠橋 (ﾅﾝﾁｭｳﾊﾞｼ) 野尻田中線 1991 7.0 4.0 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

小川小学校線１号橋 (ｵｶﾞﾜｼｮｳｶﾞｯｺｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 小川小学校線 不明 9.0 3.4 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

峠橋 (ﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 奥佐々下佐々線 不明 3.0 2.7 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅱ

桂畑橋 (ｶﾂﾗﾊﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 谷バイパス線 不明 2.0 7.9 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

切穴橋 (ｷﾘｱﾅﾞﾊﾞｼ) 谷バイパス線 不明 4.0 7.3 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

奥出橋 (ｵｸﾃﾞﾞﾊﾞｼ) 柴目七山バイパス線 不明 11.0 5.9 紀美野町 和歌山県 紀美野町 Ⅰ

塔ノ谷橋 (ﾄｳﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 町道５０号線 1975 18.4 3.8 九度山町 和歌山県 九度山町 Ⅱ

内子谷９号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆｷﾕｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1988 14.8 7.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

内子谷８号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1996 14.8 7.1 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

内子谷１号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1998 14.7 7.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

内子谷４号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1996 15.9 7.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

内子谷６号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1995 16.0 7.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線８号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 1956 52.5 4.6 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

内胡口橋 (ﾅｲｺｸﾁﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1956 20.0 7.7 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

光の滝壱号橋 (ｺｳﾉﾀｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 1989 12.6 9.5 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線２号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 8.0 5.1 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

高野幹線３号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 6.4 5.6 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線４号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 7.0 5.1 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

高野幹線５号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 4.8 5.4 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

高野幹線６号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 5.0 4.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

高野幹線７号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 6.6 4.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

高野幹線９号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ9ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 4.3 4.2 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

高野幹線１０号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ10ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 2.8 4.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線１１号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ11ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 2.4 3.7 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線１２号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ12ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 4.5 4.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線１３号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ13ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 3.1 3.5 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線１５号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ15ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 2.2 3.6 高野町 和歌山県 高野町 Ⅰ

高野幹線１６号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ16ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 5.0 4.2 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線１７号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ17ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 3.0 3.5 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線１９号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ19ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 2.8 3.5 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

高野幹線２０号橋 (ｺｳﾔｶﾝｾﾝ20ｺﾞｳﾊﾞｼ) 高野幹線 不明 2.2 6.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅲ

内子谷２号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1997 12.5 8.7 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ
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内子谷３号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1997 10.8 7.0 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

内子谷７号橋 (ﾅｲｺﾞﾀﾞﾆ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 内子谷１号線 1996 14.2 7.1 高野町 和歌山県 高野町 Ⅱ

吉備小橋 (ｷﾋﾞｺﾊﾞｼ) 下津野角線 1979 16.0 8.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

取穂橋 (ﾄﾘﾎﾊﾞｼ) 天満長田線 1985 20.0 7.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

中央大橋 (ﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ) ３号線 1983 209.0 8.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) ３号線 1982 32.0 8.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小島橋 (ｵｼﾏﾊﾞｼ) 上中島堤防線 1978 21.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 出合線 1983 100.0 8.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小上橋 (ｵｶﾞﾐﾊﾞｼ) 上中島小島線 1985 21.0 6.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小島南橋 (ｵｼﾏﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 小島南北２号線 1987 15.0 6.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

出橋 (ｲﾃﾞﾊﾞｼ) 出下津野線 1987 17.0 6.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上中島橋 (ｶﾐﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 小島井口線 1995 30.0 9.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

田殿橋 (ﾀﾄﾞﾉﾊﾞｼ) 小島井口線 1991 201.0 8.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

鳥尾橋 (ﾄﾘｵﾊﾞｼ) 東丹生図吉見線 1991 40.0 6.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

田口中央大橋 (ﾀｸﾞﾁﾁｭｳｵｳｵｵﾊﾞｼ) 田口千葉山線 1992 17.0 7.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

親田橋 (ｵﾔﾀﾞﾊｼ) 吉備中央縦貫線 1994 21.0 7.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

千葉橋 (ｾﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 田口千葉山線 1991 28.0 7.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

西三田橋 (ﾆｼｻﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 小島南北１号線 1999 15.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

ポッポみち６号橋 (ﾎﾟｯﾎﾟﾐﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 明王寺庄線 不明 18.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

ポッポみち７号橋 (ﾎﾟｯﾎﾟﾐﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 明王寺庄線 1957 24.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

ポッポみち８号橋 (ﾎﾟｯﾎﾟﾐﾁ8ｺﾞｳｷｮｳ) 明王寺庄線 不明 27.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊｼ) 大賀畑線 不明 7.0 3.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

滝ノ東橋 (ﾀｷﾉﾋｶﾞｼﾊｼ) 田口大賀畑線 不明 5.0 2.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

垣内橋 (ｶｲﾄﾊｼ) 田口線 1949 11.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

歓上橋 (ｶﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 田口垣内線 不明 9.0 2.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

平畑橋 (ﾋﾗﾊﾀﾊｼ) 垣内平畑線 不明 3.0 2.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

船の谷橋 (ﾌﾈﾉﾀﾆﾊｼ) 船の谷線 不明 4.0 4.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

田口上橋 (ﾀｸﾞﾁｶﾐﾊｼ) 船の谷線 不明 8.0 6.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

東垣内橋 (ﾋｶﾞｼｶﾞｲﾄﾊｼ) 歓上東線 不明 8.0 1.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上須谷橋 (ｶﾐｽｶﾞｲﾊｼ) 上須谷線 不明 3.0 7.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

上須谷西橋 (ｶﾐｽｶﾞｲﾆｼﾊｼ) 上須谷線 不明 2.0 4.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上須谷中橋 (ｶﾐｽｶﾞｲﾅｶﾊｼ) 上須谷南北線 不明 3.0 2.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

温泉橋 (ｵﾝｾﾝﾊｼ) 大谷線 1953 4.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

与治郎山橋 (ﾖｼﾞﾛｳﾔﾏﾊｼ) 大谷線 2008 7.0 2.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 大谷東線 不明 6.0 5.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 大谷西垣内線 1949 5.0 4.9 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

下新田橋 (ｼﾓｼﾝﾃﾞﾊｼ) 大谷田口線 不明 6.0 3.4 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上新田東橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾋｶﾞｼﾊｼ) 大谷田口線 不明 2.0 6.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上新田西橋 (ｶﾐｼﾝﾃﾞﾆｼﾊｼ) 大谷田口線 不明 4.0 2.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 賢船坂線 1949 9.0 4.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ
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小高橋 (ｺﾀﾞｶﾊｼ) 上溝線 1976 9.0 3.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

奥出橋 (ｵｷﾃﾞﾊｼ) 上溝線 2011 6.0 2.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

賢大橋 (ｶｼｺｵｵﾊｼ) 谷口線 1968 9.0 4.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小東橋 (ｺﾋｶﾞｼﾊｼ) 小東線 不明 6.0 3.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

ひんだ橋 (ﾋﾝﾀﾞﾊｼ) ひん田線 不明 3.0 3.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 田角長谷線 1979 13.0 4.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

船坂西の谷橋 (ﾌﾅｻｶﾆｼﾉﾀﾆﾊｼ) 船坂長谷線 1958 8.0 3.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

竹中橋 (ﾀｹﾅｶﾊｼ) 船坂長谷線 不明 5.0 4.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

芋の下橋 (ｲﾓﾉｼﾀﾊｼ) 船坂長谷線 不明 7.0 3.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

留山橋 (ﾄﾒﾔﾏﾊｼ) 船坂長谷線 不明 5.0 3.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

鳥井戸小橋 (ﾄﾘｲﾄﾞｺﾊｼ) 神谷線 不明 9.0 3.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

白山橋 (ﾊｸｻﾝﾊｼ) 神谷線 2007 3.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

樋ノ口下橋 (ﾋﾉｸﾞﾁｼﾓﾊｼ) 神谷線 不明 7.0 3.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

藤の門橋 (ﾌｼﾞﾉﾓﾝﾊｼ) 出下津野線 1981 4.0 5.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

金ノ手橋 (ｶﾈﾉﾃﾊｼ) 出下津野線 不明 2.0 3.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

六兵衛橋 (ﾛｸﾍﾞｴﾊｼ) 出中線 1987 4.0 6.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

井田橋 (ｲﾀﾞﾊｼ) 出新田線 不明 10.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

北久保橋 (ｷﾀｸﾎﾞﾊｼ) 北久保線 不明 2.0 2.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

野添橋 (ﾉｿﾞｴﾊｼ) 北久保線 1981 3.0 3.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊｼ) 尾中東線 不明 3.0 3.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

鳥沖橋 (ﾄﾘｵｷﾊｼ) 尾中東線 不明 3.0 2.9 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

釘貫橋 (ｸｷﾞﾇｷﾊｼ) 中八丁線 不明 2.0 2.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

いなり橋 (ｲﾅﾘﾊｼ) 中八丁線 不明 2.0 2.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

はかせ橋 (ﾊｶｾﾊｼ) 中八丁線 不明 3.0 2.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

鳥居橋 (ﾄﾘｲﾊｼ) 中八丁線 不明 2.0 2.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

柳田橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊｼ) 長田鳥尾川線 不明 2.0 3.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上大茂田橋 (ｶﾐｵﾓﾀﾞﾊｼ) 長田鳥尾川線 不明 2.0 3.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊｼ) 長田鳥尾川線 不明 4.0 3.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊｼ) 長田鳥尾川線 不明 3.0 2.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

下大原橋 (ｼﾓｵｵﾊﾗﾊｼ) １２号線 1982 3.0 9.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

水道橋 (ｽｲﾄﾞｳﾊｼ) １２号線 1981 13.0 11.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

下町橋 (ｹﾞﾁｮｳﾊｼ) 上中島出線 不明 8.0 4.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

畠田橋 (ﾊﾀｹﾀﾞﾊｼ) 上中島南中線 不明 2.0 4.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

内新田橋 (ｳﾁｼﾝﾃﾞﾊｼ) 上中島側道線 不明 3.0 4.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

小島西坪橋 (ｵｼﾏﾆｼﾂﾎﾞﾊｼ) 小島東西３号線 1984 4.0 6.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小島西橋 (ｵｼﾏﾆｼﾊｼ) 小島東西３号線 1997 16.4 6.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小島中坪橋 (ｵｼﾏﾅｶﾂﾎﾞﾊｼ) 小島南北１号線 不明 3.0 3.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

西久保橋 (ﾆｼｸﾎﾞﾊｼ) 小島南北１号線 不明 2.0 3.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

東郷上橋 (ﾄｳｺﾞｳｳｶﾐﾊｼ) 神楽野１号線 不明 3.0 4.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

神楽野上橋 (ｶｸﾞﾗﾉｶﾐﾊｼ) 神楽野１号線 不明 4.0 4.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ
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東郷下橋 (ﾄｳｺﾞｳｼﾓﾊｼ) 神楽野２号線 1986 3.0 9.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

神楽野下橋 (ｶｸﾞﾗﾉｼﾓﾊｼ) 神楽野２号線 1986 4.0 8.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

一ツ松西橋 (ﾋﾄﾂﾏﾂﾆｼﾊｼ) 野田下津野線 不明 3.0 2.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

のぶしろ橋 (ﾉﾌﾞｼﾛﾊｼ) 下津野角線 不明 3.0 7.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

仁王免橋 (ﾆｵｳﾒﾝﾊｼ) 水芝矢田線 不明 3.0 3.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

掘田橋 (ﾎｯﾀﾊｼ) 下津野線 不明 3.0 2.4 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

黒田橋 (ｸﾛﾀﾞﾊｼ) 天満長田線 1986 5.0 6.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

北奥橋 (ｷﾀｵｸﾊｼ) 天満奥線 不明 3.0 4.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 天満線 1978 5.0 6.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 天満田殿口線 1990 6.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

湯川橋 (ﾕｶﾜﾊｼ) 天満南北線 1955 5.0 2.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

小島東坪橋 (ｵｼﾏﾋｶﾞｼﾂﾎﾞﾊｼ) 小島南北２号線 1985 3.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

流合橋 (ﾅｶﾞﾚｱｲﾊｼ) 土生線 不明 4.0 2.9 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

ひしけ橋 (ﾋｼｹﾊｼ) ひしけ線 2014 2.3 2.9 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

北奥上橋 (ｷﾀｵｸｶﾐﾊｼ) 北奥線 不明 3.0 2.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

蔵垣内橋 (ｸﾗｶﾞｲﾄﾊｼ) 北奥植野線 不明 3.0 4.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

清水谷橋 (ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 北奥南線 不明 3.0 2.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

市伏橋 (ｲﾁﾌﾞｾﾊｼ) 市伏池線 1990 7.0 6.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

出合小橋 (ﾃﾞｱｲｺﾊｼ) 出合線 1981 10.0 15.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

伊丹橋 (ｲﾀﾐﾊｼ) 伊丹線 不明 7.0 6.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

熊中笠松橋 (ｸﾏﾅｶｶｻﾏﾂﾊｼ) 見上線 不明 4.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

見上橋 (ｹﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 見上線 不明 6.0 4.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 河内線 不明 3.0 4.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

坂部橋 (ｻｶﾍﾞﾊｼ) 坂部線 2010 8.6 6.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

谷池奥橋 (ﾀﾆｲｹｵｸﾊｼ) 谷原線 不明 3.0 8.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

ふけ橋 (ﾌｹﾊｼ) 明王寺土生線 不明 3.0 6.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

南背東橋 (ﾐﾅﾐｾﾋｶﾞｼﾊｼ) 南背線 不明 3.0 2.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 庄あたご線 1966 4.0 5.9 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

川原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 庄垣倉線 1976 8.0 4.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

美庄田橋 (ﾋﾞｼｮｳﾃﾞﾝﾊｼ) 浄水場東線 不明 4.0 4.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

庄北橋 (ｼｮｳｷﾀﾊｼ) 庄北線 1955 10.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

庄川２号橋 (ｼｮｳｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 庄馬場西線 不明 3.0 3.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

上芝橋 (ｳｴｼﾊﾞﾊｼ) 上芝線 1977 7.0 6.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

上ノ前橋 (ｳｴﾉﾏｴﾊｼ) 徳田西線 1979 4.0 6.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

切れ池上橋 (ｷﾚｲｹｶﾐﾊｼ) 徳田水尻線 不明 6.0 4.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

土生橋 (ﾊﾌﾞﾊｼ) 徳田水尻線 1931 7.0 10.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小池東橋 (ｺｲｹﾋｶﾞｼﾊｼ) 露の元片山線 不明 3.0 4.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

樋尻橋 (ﾋｼﾞﾘﾊｼ) 秋葉中線 1984 13.0 5.9 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

鷹の巣口橋 (ﾀｶﾉｽｸﾁﾊｼ) 鷹の巣南線 1987 6.0 4.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

切山上橋 (ｷﾘﾔﾏｶﾐﾊｼ) 切山笹尾線 不明 7.0 4.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ
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切山分岐橋 (ｷﾘﾔﾏﾌﾞﾝｷﾊｼ) 切山笹尾線 1987 5.0 4.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

切山渡橋 (ｷﾘﾔﾏﾜﾀﾘﾊｼ) 切山笹尾線 不明 3.0 11.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

替地橋 (ｶｴﾁﾊｼ) 替地線 不明 3.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

切山西橋 (ｷﾘﾔﾏﾆｼﾊｼ) 切山南線 不明 3.0 3.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

切山下橋 (ｷﾘﾔﾏｼﾓﾊｼ) 切山北線 不明 4.0 3.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

秋葉橋 (ｱｷﾊﾞﾊｼ) 徳田吉見線 不明 3.0 5.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小船橋 (ｺﾌﾞﾈﾊｼ) 奥徳田宮ノ前線 不明 3.0 2.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉見中橋 (ﾖｼﾐﾅｶﾊｼ) 吉見中線 不明 8.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊｼ) 吉見中線 不明 6.0 2.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉見西谷橋 (ﾖｼﾐﾆｼﾀﾆﾊｼ) 吉見線 1991 6.0 9.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

宮の奥橋 (ﾐﾔﾉｵｸﾊｼ) 吉見線 不明 5.0 2.7 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉見橋 (ﾖｼﾐﾊｼ) 妙見谷線 1995 10.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

掛原橋 (ｶｹﾊﾗﾊｼ) 本谷線 不明 4.0 2.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

丹生図橋 (ﾆｭｳﾉｽﾞﾊｼ) 東丹生図線 1975 9.0 3.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

ゆりの橋 (ﾕﾘﾉﾊｼ) 尾山田線 1949 13.0 3.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅲ

池之内１号橋 (ｲｹﾉｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 鷹の巣鳥尾池線 1965 11.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

池之内２号橋 (ｲｹﾉｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 鷹の巣鳥尾池線 1965 6.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) 荒巻線 1982 3.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

垣倉橋 (ｶｲｸﾞﾗﾊｼ) 垣倉北線 1984 13.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

畑浦橋 (ﾊﾀﾉｳﾗﾊｼ) 畑浦線 1985 5.0 4.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

湯桑橋 (ﾕｸﾜﾊｼ) 神田湯桑線 1986 12.0 4.6 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

熊田橋 (ｸﾏﾀﾞﾊｼ) 天満長田線 1986 3.0 6.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

川原田上橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞｶﾐﾊｼ) 垣倉庄川線 1985 12.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

中池橋 (ﾅｶｲｹﾊｼ) 笹尾線 1987 4.0 4.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

奥池橋 (ｵｸｲｹﾊｼ) 中池線 1987 5.0 1.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

寺池橋 (ﾃﾗｲｹﾊｼ) 平池吉原線 1985 6.0 7.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

小島井口線１号橋 (ｵｼﾏｲﾉｸﾁｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小島井口線 不明 7.0 5.4 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

道京線１号橋 (ﾄﾞｳｷｮｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 道京線 1992 9.0 6.2 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

徳田東西線１号橋 (ﾄｸﾀﾞﾄｳｻﾞｲｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 徳田東西線 1992 3.0 7.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

平池西線１号橋 (ﾋﾗｲｹﾆｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 平池西線 1990 5.0 5.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

熊井橋 (ｸﾏｲﾊｼ) 天満熊井線 1994 11.0 8.5 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉備中央縦貫線１号橋 (ｷﾋﾞﾁｭｳｵｳｼﾞｭｳｶﾝｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 吉備中央縦貫線 不明 3.0 7.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉備中央縦貫線２号橋 (ｷﾋﾞﾁｭｳｵｳｼﾞｭｳｶﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 吉備中央縦貫線 不明 4.0 7.1 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉備中央縦貫線３号橋 (ｷﾋﾞﾁｭｳｵｳｼﾞｭｳｶﾝｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 吉備中央縦貫線 不明 2.0 7.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

吉備中央縦貫線４号橋 (ｷﾋﾞﾁｭｳｵｳｼﾞｭｳｶﾝｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 吉備中央縦貫線 不明 3.0 7.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅱ

保寿清水線１号橋 (ﾎｳｼﾞｭｼﾐｽﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 保寿清水線 不明 3.0 2.8 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

出合大谷線１号橋 (ﾃﾞｱｲｵｵﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 出合大谷線 不明 10.0 4.0 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 小島側道線 不明 4.0 4.3 有田川町 和歌山県 有田川町 Ⅰ

若野橋 (ﾜｶﾉﾊｼ) 和佐土生線 1976 183.8 6.5 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

土生古垣内2号線3号橋 (ﾊﾌﾞﾌﾙｶﾞｲﾄﾆｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 土生古垣内2号線 不明 8.1 2.7 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ
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神ノ川線2号橋 (ｺｳﾉｶﾞﾜｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 神ノ川線 不明 4.1 3.3 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

川辺大橋 (ｶﾜﾍﾞｵｵﾊｼ) 松瀬中津川線 1985 190.0 7.5 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

中津川跨道橋 (ﾅｶﾂｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 中津川高岸橋線 1996 56.0 4.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

小熊跨道橋 (ｺｸﾞﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) 牛ノ谷線 1993 19.6 4.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

玄子平線1号橋 (ｹﾞﾝｺﾞﾀｲﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 玄子平線 1993 32.2 3.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

佐井橋 (ｻｲﾊｼ) 佐井河北河南連絡線 1989 116.0 7.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊｼ) 小津茂岡本線 1993 96.0 5.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

愛徳橋 (ｱｲﾄｸﾊｼ) 滝頭平線 1995 98.0 7.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

上糠の川橋 (ｶﾐﾇｶﾉｶﾜﾊｼ) 糠崩舟原線 1985 70.0 7.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

越方橋 (ｺｼｶﾀﾊｼ) 越方発電所線 1993 72.1 5.0 日高川町 和歌山県 日高川町 Ⅱ

茶ケ浦橋 (ﾁｬｶﾞｳﾗﾊﾞｼ) 町道築地１１号線 不明 5.1 5.2 那智勝浦町 和歌山県 那智勝浦町 Ⅱ

いざかた橋 (ｲｻﾞｶﾀﾊﾞｼ) 町道築地８号線 不明 4.8 5.3 那智勝浦町 和歌山県 那智勝浦町 Ⅲ

潤野上の谷橋 (ｳﾙﾉｶﾐﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 大柳高瀬線 1967 5.1 3.3 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

大柳下の谷橋 (ｵﾔﾅｷﾞｼﾓﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 大柳高瀬線 1967 2.7 3.3 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

大柳上の谷橋 (ｵﾔﾅｷﾞｶﾐﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 大柳高瀬線 1967 6.5 3.4 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

宮の谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 大柳高瀬線 1967 3.3 5.0 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

河の口橋 (ｶﾜﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 鶴川一雨線 1962 9.8 6.3 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

小柳橋 (ｺﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 鶴川一雨線 1931 9.2 4.0 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅲ

鶴ヶ谷橋 (ﾂﾙｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 高池口広2号線 1977 7.2 4.6 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

立合川上地橋 (ﾀﾁｱｲｶﾞﾜｶﾐｼﾞﾊﾞｼ) 佐田立合川線 1977 10.6 12.3 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

峰谷橋 (ﾐﾈﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 立合峯線 1977 6.1 4.6 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 立合峯線 1977 7.0 4.4 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

前平橋 (ﾏｴﾀﾞｲﾗﾊﾞｼ) 立合峯線 1977 4.0 4.8 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 立合峯線 1977 4.6 6.1 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

室屋橋 (ﾑﾛﾔﾊﾞｼ) 中村乗道線 1977 5.0 3.9 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

洞谷橋 (ﾎﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 南平線 1977 5.2 4.0 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

滝谷口橋 (ﾀｷﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 南平線 1977 6.0 3.3 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

江崎橋 (ｴｻﾞｷﾊﾞｼ) 高池中湊線 1977 2.1 4.0 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

上地橋 (ｶﾐｼﾞﾊﾞｼ) 楠田原線 1977 5.5 3.4 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅲ

妙応寺橋 (ﾐｮｳｵｳｼﾞﾊﾞｼ) 妙応寺線 2003 6.3 4.9 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

密柑山橋 (ﾐｶﾝﾔﾏﾊﾞｼ) 密柑山線 1977 3.6 2.6 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

天神山橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏﾊﾞｼ) 天神山線 1977 6.8 3.5 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

江崎1号橋 (ｴｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下部山手線 1977 3.0 5.7 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

江崎2号橋 (ｴｻﾞｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下部山手線 1977 4.5 3.9 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

江崎3号橋 (ｴｻﾞｷ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下部山手線 1977 3.7 3.5 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ) 直見添野郷線 1977 10.3 4.5 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

中津谷橋 (ﾅｶﾂﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 中崎区内線 1977 9.3 2.8 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

中津上地橋 (ﾅｶﾂｶﾐｼﾞﾊﾞｼ) 中津谷線 1977 7.5 2.1 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

洞地橋 (ﾎﾗｼﾞﾊﾞｼ) 鶴川1号線 1977 10.1 3.2 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 鶴川2号線 1977 7.6 3.3 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ



13/13【和歌山県】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検
記録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定
区分

資料⑤

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名
架設
年次

(西暦)

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

行政区分

峰谷口橋 (ﾐﾈﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 立合相瀬線 1977 6.8 3.4 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅲ

鳴滝谷橋 (ﾅﾙﾀｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 立合相瀬線 1977 7.3 4.7 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

下硲橋 (ｼﾓｻｺﾊﾞｼ) 大川上廻り線 1977 7.6 3.5 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

追谷橋 (ｵｲﾀﾆﾊﾞｼ) 追野々1号線 1977 5.5 1.9 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

竹屋硲橋 (ﾀｹﾔｻｺﾊﾞｼ) 真砂長追線 1977 6.1 4.6 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

天神山2号橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾔﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 天神山線 1977 6.5 5.0 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

宮ノ上橋 (ﾐﾔﾉｶﾐﾊﾞｼ) 祥源寺3号線 1977 2.6 4.1 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

中崎3号橋 (ﾅｶｻﾞｷ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中崎区内線 1977 3.4 5.9 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

和田地橋 (ﾜﾀﾞｼﾞﾊﾞｼ) 和田地線 1977 4.5 2.5 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅱ

柳谷橋 (ﾔﾅﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 鶴川3号線 1977 7.6 3.4 古座川町 和歌山県 古座川町 Ⅰ

七色橋 (ﾅﾅｲﾛﾊﾞｼ) 村道七色出合線 1963 10.1 4.0 北山村 和歌山県 北山村 Ⅱ

上七色橋 (ｶﾐﾅﾅｲﾛﾊﾞｼ) 村道七色出合線 1963 10.1 4.0 北山村 和歌山県 北山村 Ⅱ

市老谷四号橋 (ｲﾁﾛｳﾀﾆﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 村道市老谷線 1998 13.9 7.0 北山村 和歌山県 北山村 Ⅰ

和深跨線橋 (ﾜﾌﾞｶｺｾﾝｷｮｳ) 下地東地平見線 1980 58.0 1.8 串本町 和歌山県 串本町 Ⅳ



資料⑤

【和歌山県（トンネル）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成27年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

近畿地整 45                  14                  -                    1                    13                  -                    

高速道路会社 24                  10                  -                    10                  -                    -                    

和歌山県 152                 -                    -                    -                    -                    -                    

和歌山市 4                    3                    -                    -                    3                    -                    

海南市 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

橋本市 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

有田市 2                    -                    -                    -                    -                    -                    

御坊市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

田辺市 14                  6                    -                    -                    4                    2                    

新宮市 5                    -                    -                    -                    -                    -                    

紀の川市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

岩出市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

紀美野町 7                    -                    -                    -                    -                    -                    

かつらぎ町 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

九度山町 4                    -                    -                    -                    -                    -                    

高野町 5                    -                    -                    -                    -                    -                    

湯浅町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

広川町 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

有田川町 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

美浜町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

日高町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

由良町 4                    -                    -                    -                    -                    -                    

印南町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

みなべ町 5                    -                    -                    -                    -                    -                    

日高川町 7                    -                    -                    -                    -                    -                    

白浜町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

上富田町 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

すさみ町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

那智勝浦町 9                    -                    -                    -                    -                    -                    

太地町 8                    -                    -                    -                    -                    -                    

古座川町 4                    -                    -                    -                    -                    -                    

北山村 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

串本町 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

合計 325                 33                  -                    11                  20                  2                    

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



資料⑤

【和歌山県】トンネル点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記
録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区
分

由良隧道 ﾕﾗｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1964 597 近畿地整 和歌山県 日高町 Ⅲ

里隧道 ｻﾄｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1964 184 近畿地整 和歌山県 由良町 Ⅲ

水越隧道 ﾐｽﾞｺｼｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1964 551 近畿地整 和歌山県 由良町 Ⅱ

鰈川隧道 ｶﾚｶﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1954 248 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

塩津第一隧道 ｼｵﾂﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1957 406 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

塩津第二隧道 ｼｵﾂﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1959 46 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

塩津第三隧道 ｼｵﾂﾀﾞｲｻﾝｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1959 64 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

観音崎隧道 ｶﾝﾉﾝｻﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1959 108 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

冷水第一隧道 ｼﾐｽﾞﾀﾞｲｲﾁｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1959 44 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

冷水第二隧道 ｼﾐｽﾞﾀﾞｲﾆｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1961 82 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

冷水第三隧道 ｼﾐｽﾞﾀﾞｲｻﾝｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1961 56 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

藤白隧道 ﾌｼﾞｼﾛｽﾞｲﾄﾞｳ 42 1961 89 近畿地整 和歌山県 海南市 Ⅲ

(新)毛見ﾄﾝﾈﾙ(下) （ｼﾝ）ｹﾐﾄﾝﾈﾙ（ｸﾀﾞﾘ） 42 1971 196 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

(新)毛見ﾄﾝﾈﾙ(上) （ｼﾝ）ｹﾐﾄﾝﾈﾙ（ﾉﾎﾞﾘ） 42 1994 222 近畿地整 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

御坊トンネル ｺﾞﾎﾞｳﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2002 341 西日本高速 和歌山県 御坊市 Ⅱ

塩屋トンネル ｼｵﾔﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2003 270 西日本高速 和歌山県 御坊市 Ⅱ

青垣内山トンネル ｱｵｶﾞｲﾄﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2001 860 西日本高速 和歌山県 印南町 Ⅱ

印南トンネル ｲﾅﾐﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2003 375 西日本高速 和歌山県 印南町 Ⅱ

島田トンネル ｼﾏﾀﾞﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2001 956 西日本高速 和歌山県 印南町 Ⅱ

西岩代トンネル ﾆｼｲﾜｼﾛﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2001 598 西日本高速 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

東岩代トンネル ﾋｶﾞｼｲﾜｼﾛﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2001 979 西日本高速 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

高田山トンネル ﾀｶﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2003 1709 西日本高速 和歌山県 みなべ町 Ⅱ

梅の郷トンネル ｳﾒﾉｻﾄﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2007 905 西日本高速 和歌山県 田辺市 Ⅱ

南紀田辺トンネル ﾅﾝｷﾀﾅﾍﾞﾄﾝﾈﾙ 近畿自動車道松原那智勝浦線 2007 987 西日本高速 和歌山県 田辺市 Ⅱ

毛見トンネル ｹﾐﾄﾝﾈﾙ 市道名草142号線 1925 142 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

雑賀崎隧道 ｻｲｶｻﾞｷｽﾞｲﾄﾞｳ 市道雑賀100号線 1988 316 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

浪早隧道 ﾅﾐﾊﾔｽﾞｲﾄﾞｳ 市道雑賀39号線 1993 160 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

坂泰隧道 ｻｶﾀｲｽﾞｲﾄﾞｳ 市道加財兵生線市道兵生線 1959 291.9 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅲ

三ツ又隧道 ﾐﾂﾏﾀｽﾞｲﾄﾞｳ 市道広井原三ツ又線 1968 145.5 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅲ

安井隧道 ﾔｽｲｽﾞｲﾄﾞｳ 市道安井方栗線 1974 131.7 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅲ

逢坂隧道 ｵｳｻｶｽﾞｲﾄﾞｳ 市道近露福定線 1945 553.4 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅳ

深谷隧道 ﾌｶﾀﾆｽﾞｲﾄﾞｳ 市道深谷鮎川線 不明 26 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅲ

大塔線1号ﾄﾝﾈﾙ ｵｵﾄｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ 市道大塔線 1956 73.5 田辺市 和歌山県 田辺市 Ⅳ

行政区域
道路橋名(フリガナ） 路線名

架設
年次
（西暦）

延長
（ｍ）



資料⑤

【和歌山県（道路附属物等）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成27年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

近畿地整 126                 -                    -                    -                    -                    -                    

高速道路会社 50                  14                  3                    4                    7                    -                    

和歌山県 89                  2                    1                    1                    -                    -                    

和歌山市 19                  8                    5                    2                    -                    1                    

海南市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

橋本市 4                    -                    -                    -                    -                    -                    

有田市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

御坊市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

田辺市 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

新宮市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

紀の川市 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

岩出市 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

紀美野町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

かつらぎ町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

九度山町 3                    -                    -                    -                    -                    -                    

高野町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

湯浅町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

広川町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

有田川町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

美浜町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

日高町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

由良町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

印南町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

みなべ町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

日高川町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

白浜町 2                    -                    -                    -                    -                    -                    

上富田町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

すさみ町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

那智勝浦町 1                    -                    -                    -                    -                    -                    

太地町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

古座川町 2                    -                    -                    -                    -                    -                    

北山村 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

串本町 -                    -                    -                    -                    -                    -                    

合計 300                 24                  9                    7                    7                    1                    

管理者 管理施設数 点検実施数
判定区分内訳



【和歌山県】シェッド点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検
記録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定
区分

該当無し

資料⑤

道路橋名 （ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名
架設
年次

(西暦)

橋長
(ｍ)

幅員
(ｍ)

行政区分



1／1資料⑤

【和歌山県】大型カルバート等点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記

録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区

分

阪南9 ﾊﾝﾅﾝ9 近畿自動車道松原那智勝浦線 1973 11 19 西日本高速 和歌山県 岩出市 Ⅱ

阪南10 ﾊﾝﾅﾝ10 近畿自動車道松原那智勝浦線 1973 21 21 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

阪南28 ﾊﾝﾅﾝ28 近畿自動車道松原那智勝浦線 1973 75 23 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

阪南31 ﾊﾝﾅﾝ31 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 36 8 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

和歌山1 ﾜｶﾔﾏ1 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 33 8 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

和歌山13 ﾜｶﾔﾏ13 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 36 8 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

和歌山14 ﾜｶﾔﾏ14 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 42 8 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

和歌山15 ﾜｶﾔﾏ15 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 28 10 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

和歌山16 ﾜｶﾔﾏ16 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 52 10 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

和歌山18 ﾜｶﾔﾏ18 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 43 20 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

和歌山19 ﾜｶﾔﾏ19 近畿自動車道松原那智勝浦線 1974 43 20 西日本高速 和歌山県 和歌山市 Ⅲ

吉備1 ｷﾋﾞ1 近畿自動車道松原那智勝浦線 1982 15 9 西日本高速 和歌山県 有田川町 Ⅰ

行政区域

大型カルバートボックス名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



1／1資料⑤

【和歌山県】横断歩道橋点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記

録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区

分

新庄横断歩道橋 （ｼﾝｼﾞｮｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 県道田辺白浜線 1973 43 1.5 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅱ

名喜里横断歩道橋 （ﾅｷﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 県道田辺白浜線 1967 34.02 1.5 和歌山県 和歌山県 田辺市 Ⅰ

宮前歩道橋 （ﾐﾔﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 宮前５２号線 1982 58 2 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅳ

行政区域

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



1／1資料⑤

【和歌山県】門型標識等点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記

録

管理者名 都道府県名 市区町村名
判定区

分

道路情報提供装置 近畿自動車道松原那智勝浦線 2014 14 西日本高速 和歌山県 印南町 Ⅰ

道路情報提供装置 近畿自動車道松原那智勝浦線 1996 11 西日本高速 和歌山県 印南町 Ⅰ

道路標識 市道新和歌浦中之島紀三井寺線 不明 29 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

道路標識 市道新和歌浦中之島紀三井寺線 不明 29 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

道路標識 市道新和歌浦中之島紀三井寺線 不明 30 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅱ

道路標識 市道市駅小倉線 不明 21 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

道路標識 市道市駅小倉線 不明 21 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

道路標識 市道本町和歌浦線 不明 30 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

道路標識 市道本町和歌浦線 不明 31 和歌山市 和歌山県 和歌山市 Ⅰ

行政区域

施設名 路線名
架設
年次

（西暦）

幅員
（ｍ）




