
 

 

 

 

 

 

１．橋梁長寿命化修繕計画とは  

 橋梁は年とともに劣化や損傷が生じますが、それらが進行して大きな被害が発生しないよう、点

検と修繕工事（再塗装やひび割れの補修など）を行う必要があります。 

 本計画は、通行の安全性を確保し効率的な維持管理ができるよう、点検や修繕工事などの予定

を示した計画です。 

    

詳しくは → 国土交通省ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ（道路の予防保全の推進） へ 

         http://www.mlit.go.jp/road/sisaku/yobohozen/yobohozen.html 

 

 

２．白川町の橋梁の概況  

  白川町の橋梁は全部で約 307 橋、うち、重要な橋梁が 87 橋あります。 

  大河川に架かる橋は多くはありませんが、中小規模の橋梁が多くなっています。現在、50 年以

上経過したものは数橋ですが、今後、劣化への対応が必要となっています。 

 

 

  

白川町 橋梁長寿命化修繕計画 

※ホームページのイメージ 

河東橋 島大橋 

高橋 宮治橋 



３．計画  

 長寿命化修繕計画を行う橋梁数は84橋です。平成26年度までに幹線道路上で、かつ災害時に

おける防災拠点（避難所や災害対策所）への通行に必要な橋梁について点検を行い、その結果

に基づいて修繕の計画を立てました。 

 残りの橋についても順次、点検と計画策定を進めていきます。 

修繕が必要な橋梁一覧 

今後 10 年以内に補修を必要とする橋梁は以下のとおり。 

橋梁名 路線名 橋長ｍ 架設年度 供用年数 補修内容 

鉱山橋 永畑線 34 1965 49 鋼桁 RC 床版 

永畑橋 永畑線 28 1967 47 鋼桁 支承 伸縮装置 防護柵 

増田橋 前畑線 18 1986 28 鋼桁 防護柵 

東出橋 向山線 16 1970 44 鋼桁 防護柵 

大日女線１号橋 大日女線 31 1972 42 鋼桁 RC 床版 防護柵 

小倉橋 小倉線 19 1973 41 鋼桁 防護柵 

岩穴橋 小原島兼線 26 1938 76 RC 上部工 

高橋 2 赤河福地線 21 1972 42 鋼桁 下部工 支承 伸縮装置 防護柵 

島向橋 細野線 28 1974 40 鋼桁 防護柵 

菅野橋 大坪線 15 1971 43 鋼桁 支承 防護柵 

大正橋 大正橋線 45 1977 37 鋼桁 防護柵 

やなじま橋 柳島笹平線 62 1971 43 鋼桁 伸縮装置 防護柵 

道遠畑橋 道遠畑線  36 1973 41 鋼桁 支承 防護柵 

山の下橋 山の下線  17 1970 44 鋼桁 防護柵 

砂畑橋 砂畑線  31 1975 39 鋼桁 

寺屋敷橋 寺屋敷線 40 1982 32 鋼桁 伸縮装置 防護柵 

観音橋 小野日蔭線  18 1971 43 鋼桁 支承 

池尻橋 松葉線 23 1988 26 鋼桁(耐候性) 

中の瀬橋 中の瀬丑丸線 18 1975 39 鋼桁 防護柵 

広瀬橋 鱒渕日蔭線 33 1975 39 鋼桁 支承 防護柵 

野原橋 鷲原下油井線 18 1969 45 鋼桁 防護柵 

落合橋 落合線 19 1970 44 鋼桁 防護柵 

草場橋 小峠草場線 26 1981 33 鋼桁 支承 伸縮装置 

刈畑橋 久田島橋線 28 1982 32 鋼桁 

成山上橋 三角森畦線 22 1975 39 鋼桁 支承 防護柵 

宮ヶ瀬橋 大日女線 18 1976 38 鋼桁 

出合橋 小川出合線 18 1970 44 鋼桁 支承 伸縮装置 防護柵 

下畑橋 下畑線 30 1970 44 鋼桁 防護柵 

中島橋 三川新田線  30 1975 39 鋼桁 支承 防護柵 

宮治橋 奥の洞線 47 1978 36 PC 上部工 下部工 伸縮装置 防護柵 

松ヶ瀬橋 松ヶ瀬線 52 1958 56 PC 上部工 伸縮装置 防護柵 

栗川橋 丑丸中切線  20 1972 42 鋼桁 防護柵 



若宮橋 島田若宮橋線 21 1993 21 鋼桁(耐候性)  支承 伸縮装置 

天神橋 小原両神線 40 1970 44 鋼桁 伸縮装置 

高橋 黒川中央線 18 1967 47 鋼桁 伸縮装置 防護柵 

飛保橋 飛保線 40 1979 35 鋼桁 支承 防護柵 

鹿折小橋 鹿折線 16 1964 50 鋼桁 支承 伸縮装置 防護柵 

新三掛橋 三掛線 37 1980 34 鋼桁 伸縮装置 

白山橋 村君上油井線 78 1980 34 鋼桁 伸縮装置 

 
４．修繕実施・予定橋梁  

 

実施年度 修繕橋梁名 
平成 24 年度 島大橋、大牧橋 
平成 25 年度 河東橋 
平成 26 年度 白山橋 
平成 27 年度 天神橋、白川橋、島向橋、東出橋 
平成 28 年度 大正橋、永畑橋、高橋 
平成 29 年度 やなじま橋、大日女 1 号橋、野原橋、広瀬橋、若宮橋、増田橋 

中の瀬橋、和泉線 1 号橋 
平成 30 年度 落合橋、寺屋敷橋、成山上橋、観音橋、砂畑橋、草場橋、山の下橋 

道遠畑橋、池尻橋 
 ※ この計画は、実施済みの点検結果などを基に策定しており、今後実施する点検の結果

や、災害対応等の要因により変更となる場合があります。 

※ 上記は平成 27 年度までに計画を策定した橋に関係する分であり、上記以外の橋でも修繕

工事を行う場合があります。また、橋梁点検も順次実施します。これにより修繕計画も見

直す場合があります 

 


