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＊２３１  土木学会 「斜張橋資料集成」 東京 １９７６年  

＊２３２  和歌山県土木部道路課 「和歌山県道路橋集覧」 和歌山 昭和３８年  

＊２３３  福島県土木部 「福島県の橋梁」 昭和５８年  

＊２３４  小池 啓吉 「橋梁工学」 東京  

＊２３５  佐々木 光朗 「北海道の鋼道路橋の歴史」 札幌 昭和５０年 

＊２３６  北海道土木技術会 「北海道における鋼道路橋の歴史」 札幌 昭和５９年  

＊２３７  大阪市土木局 「大阪市橋梁一覧」 大阪 昭和４７年  

＊２３８  道路改良会 「道路講演集」 東京 昭和９年  

＊２３９  テクノロジ－トランスフア－研究所 「東西ヨ－ロッパにおける鋼橋技術調査団報告書」 東京  

 １９７８年  

＊２４０  西野 六雄他 「第八回国際橋梁構造会議及び欧米長大橋視察報告」 東京昭和４３年  

＊２４１  藤原 武 「ロ－マの道の物語」 東京 １９８５年 

＊２４２  静岡県 「静岡県の百年」 静岡 昭和４７年  

＊２４３  宮城県土木部 「宮城県の土木史」 仙台 昭和４７年  

＊２４４  石川 悌二 「東京の橋」 東京 昭和５２年 

＊２４５  福田 武雄他 「橋梁工学」 東京 昭和３２年 

＊２４６  西村 俊夫 「国鉄トラス橋総覧」 鉄道技術研究所資料第１２ １４巻１９５７年。「続（１）～（６）」  

＊２４７  土木学会関西支部 「関西の土木１００年」 大阪 昭和４３年  

＊２４８  四国 五郎 「広島百橋」 広島 昭和５０年 

＊２４９  京都新聞社 「京の大橋こばし」 京都 １９８２年  

＊２５０  「宮城県土木工事誌」 明治４２年  

＊２５１  愛知県土木部 「建設のあゆみ」 昭和５４ ５６年  

＊２５２  東北の土木史編集委員会 「東北の土木史」 仙台 昭和４４年  

＊２５３  土木学会東北支部 「１９７８年宮城県沖地震調査報告書」仙台 昭和５５年  

＊２５４  土木学会『昭和 39年新潟地震震害調査報告』東京 昭和 41年  

＊２５５  岩手県土木部 「岩手県土木部小史」 盛岡 昭和５４年  

＊２５６  重杉 俊雄 「神通川誌」 富山 昭和３０年 

＊２５７  四国地方建設局 「四国地方建設局十年史」 高松 １９６８年  

＊２５８  北海道開発局 「定山溪国道工事誌」 札幌 昭和４８年  

＊２５９  北海道土木技術会 「北海道における鋼道路橋の歴史（資料編）」 札幌昭和５７年  

＊２６０  野村 和正 「みやぎの国道をゆく」 仙台 昭和６１年 

＊２６１  松村 博 「大阪の橋」 京都 １９８７年 

＊２６２  岸本 実 「横河橋梁八十年史」 東京 昭和６２年 

＊２６３  ５０年史編集委員会 「滝上工業５０年史」 東京 昭和６２年  

＊２６４  香川県建設技術協会 「香川県土木史」 高松 昭和５１年  

＊２６５  秋田営林局 「八十年の回顧」 秋田 昭和３９年  
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＊２６６  海洋架橋調査会 「長大橋の健全度評価と維持補修技術に関する研究調査報告書」 東京  

 昭和６３年  

＊２６７  北陸地方建設局 「信濃川百年史」 新潟 昭和５４年  

＊２６８  五月会 「静岡県の土木史」 静岡 昭和６０年  

＊２６９  北海道ピ－エスコンク－ト株式会社 「二十年史」 東京 昭和５１年  

＊２７０  編集委員会 「九州地方建設局の二十年」 福岡 昭和４３年  

＊２７１  京都府立総合資料館 「京都府百年の年表 ７建設交通通信編」 京都昭和４５年  

＊２７２  中国地方建設局 「中国地方建設局五十年のあゆみ」 広島 昭和５７年  

＊２７３  建設省下館工事事務所 「五十年のあゆみ」 下館 昭和５３年  

＊２７４  編集委員会 「長野国道二十年史」長野 昭和５４年  

＊２７５  筑後川工事事務所 「筑後川五十年史」 福岡 昭和５１年  

＊２７６  常陸工事事務所 「常陸五十年史」 常陸太田 昭和６３年 

＊２７７  川内川工事事務所 「川内川五十年史」川内 昭和５７年  

＊２７８  郡山国道工事事務所 「郡山国道誌」 郡山 昭和５１年 

＊２７９  磐城国道工事事務所 「磐城国道３０年史」 いわき市 昭和５４年 

＊２８０  高崎工事事務所 「高崎工事５０年史」 高崎 昭和５９年 

＊２８１  岐阜国道工事事務所 「岐阜国道二十年のあゆみ」 岐阜 昭和５４年 

＊２８２  名四国道工事事務所 「二十年のあゆみ」 名古屋 昭和５５年 

＊２８３  東京国道工事事務所 「東国二十年史」 東京 昭和５３年 

＊２８４  大宮国道工事事務所 「大宮国道二十年史」 東京 昭和５３年 

＊２８５  上越国道工事事務所 「上越国道史」 六日町 昭和４９年 

＊２８６  大隅工事事務所 「四十年のあゆみ」 高山町 昭和５５年 

＊２８７  北陸地方建設局 「北陸地方建設局二十五年史」 新潟 １９７８年 

＊２８８  黒部工事事務所 「黒部川のあゆみ」 １９７７年  

＊２８９  多治見工事事務所 「四十年のあゆみ」  

＊２９０  出雲工事事務所 「斐伊川改修４０年史」  

＊２９１  福山工事事務所 「芦田川改修史」 福山 １９６８年 

＊２９２  鳥取工事事務所 「千代川史」 鳥取 昭和５３年  

＊２９３  中村工事事務所 「渡川改修四十年史」 中村  

＊２９４  長崎工事事務所 「長崎工事５０年のあゆみ」長崎 昭和５７年  

＊２９５  甲府工事事務所 「甲府工事六十年史」 甲府 昭和５６年  

＊２９６  首都国道工事事務所 「首都国道四十年史」 松戸  

＊２９７  新庄工事事務所 「三十年のあゆみ」新庄 昭和５５年  

＊２９８  能代工事事務所 「能代工事事務所五十年のあゆみ」 能代 昭和６１年  

＊２９９  福島工事事務所 「福島県直轄国道改修史」 福島 昭和４０年  

＊３００  伊東 孝 「東京の橋」 東京 昭和６１年 

＊３０１  福井県建設技術協会 「福井県土木史」 福井 昭和５８年  

＊３０２  中部地方建設局 「木曾三川」 東京 昭和５８年  

＊３０３  北海道土木技術会 「北海道のコンクリ－ト橋」 札幌 昭和４９年  

＊３０４  長尾 角左衛門 「岩木川物語」 青森 昭和４０年 

＊３０５  編ざん委員会 「庄川」 富山 昭和 39年 7月 30日  

＊３０６  三重工事事務所 「五十年のあゆみ」 昭和５７年  

＊３０７  京都市建設局 「建設行政のあゆみ」 京都 昭和５８年  

＊３０８  愛知県建設業協会 「愛知の建設」 名古屋 昭和３２年  

＊３０９  富山工事事務所 「常願寺川沿革誌」 富山 １９６２年  

＊３１０  出雲郷土誌刊行会 「斐伊川史」 松江 昭和２５年  

＊３１１  「岩木川」  

＊３１２  西野 保行他 「現存するわが国最初の鉄道用鉄桁」第７回日本土木史研究発表会論文集  

 １９８７年  

＊３１３  小西 純一他 「明治時代に製作された鉄道トラス橋の歴史と現状」 第５～９回日本土木史研究 

 発表会論文集 １９８５～１９８９年 土木史研究 第１０～１２回、１９９０～１９９２年 

＊３１５  土木学会中部支部 「国造りの歴史」 名古屋 １９８８年  
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＊３１６  野村 和正 「山形の国道をゆく」 仙台 平成１年  

＊３１７  高梁川流域連盟 「高梁川」 昭和５８年 倉敷  

＊３１８  山形工事事務所 「山形工事事務所五十年のあゆみ」 山形市 昭和５９年  

＊３１９  紀勢国道工事事務所 「二十年の歩み」 松阪市 昭和５８年  

＊３２０  日本橋梁建設協会 「日本の橋」東京 １９８４年  

＊３２１  長岡工事事務所 「二十年のあゆみ」 長岡市 平成１年  

＊３２２  東武鉄道 「東武鉄道６５年史」 東京 昭和３９年  

＊３２３  土木学会 「大正十二年関東大地震震害調査報告」 東京 昭和２年  

＊３２４  復興事務局 「帝都復興事業誌 土木編」 東京 昭和６年  

＊３２５  田上 為巳 「鉄筋コンクリ－ト橋の歴史 福岡県の古き橋の調査報告」 昭和５４年  

＊３２６  広島工事事務所 「広島国道のあゆみ」 広島 昭和６３年  

＊３２７  高知工事事務所 「高知工事四十年史」 高松 昭和６２年  

＊３２８  松山工事事務所 「松山工事四十年史」 高松 昭和６０年  

＊３２９  月山ダム工事事務所 「赤川－治水と利水」 鶴岡市 昭和５９年  

＊３３０  阿賀野川工事事務所 「阿賀野川」 新津市 昭和６３年  

＊３３１  鹿児島国道工事事務所 「三十年史」 鹿児島市 平成１年  

＊３３２  北九州国道工事事務所 「三十年のあゆみ」 北九州市 平成１年  

＊３３３  山口 隆 「九州鉄道 茶屋町橋梁」 北九州市 平成１年  

＊３３４  東日本旅客鉄道（株）「ＪＲ東日本の歴史的建造物」 東京 平成２年  

＊３３５  土木学会西部支部 「九州土木紀行」 福岡市 １９８９年  

＊３３６  秋田魁新報社 「橋物語」 秋田市 １９８８年  

＊３３７  丸山 光太郎 「土木県令 三島 通庸」 昭和５４年 宇都宮市 

＊３３８  青森工事事務所 「七十年史」 平成１年 青森市  

＊３３９  東北地方建設局 「東北の道路今昔」 平成１年 仙台市  

＊３４０  東京製綱株式会社 「東京製綱１００年史」 平成１年 東京  

＊３４１  四国地方建設局 「四国の建設のあゆみ」 平成１年 高松市  

＊３４２  秋田県土木部 「秋田県の土木史」 平成２年 秋田市  

＊３４３  北海道道路史調査会 「北海道道路史」 平成２年 札幌市  

＊３４４  福島県土木部 「福島県土木史」 平成２年 福島市  

＊３４５  名古屋市土木局 「土木行政のあゆみ」 昭和５８年 名古屋市  

＊３４６  常願寺川工事事務所「常願寺川の歴史を尋ねて」  

＊３４７  馬場 俊介他「歴史的石造ア－チ橋の構造的分類への試み」第１０回日本土木史研究発表会 

 論文集 １９９０年  

＊３４８  日立造船株式会社 「日立造船１００年史」  

＊３４９  武部 健一 「中国名橋物語」 １９８７年 東京  

＊３５０  成岡 昌夫 「土木資料百科」 １９９０年 東京  

＊３５１  ニ－ダム 「中国の科学と文明」第１０巻 １９７９年 東京  

＊３５２  伊東 孝 「れいめい期におけるスチ－ル・ア－チ橋の系譜とその現在」土木史研究 第１１号 

 １９９１年 東京  

＊３５３  浅井 章治 他 「納屋橋の歴史と橋梁景観」 土木史研究 第１１号 １９９１年 東京 

＊３５４  北区郷土資料館 「北区の橋」昭和５９年 東京  

＊３５５  太田川工事事務所「太田川改修３０年史」１９６３年３月 広島  

＊３５６  石川島造船所「東京石川島造船所五十年史」昭和５年１２月３０日 東京  

＊３５７  中島 武 「鉄筋コンクリ－トロ－ゼ桁」 昭和 15年 9月 25日 東京 

＊３５８  香川工事事務所「香川工事事務所５０年のあゆみ」昭和５９年１１月高松  

＊３５９  片山鉄工所 「創造と挑戦」平成３年１２月１日 大阪  

＊３６０  岩手工事事務所「日高見からイ－ハト－ブへ」平成３年９月 盛岡  

＊３６１  金沢工事事務所「道路事業のあゆみ」平成３年９月 金沢  

＊３６２  神奈川県土木部道路整備課『かながわの橋１００選』平成４年３月横浜  

＊３６３  横浜市役所『横浜復興誌』横浜 昭和７年３月  

＊３６４  名古屋市経済局観光課『名古屋の川と橋』昭和５０年３月 名古屋  

＊３６５  守田 久盛他『北海道の鉄道』１９９２年７月 東京  
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＊３６６  文部省『教育ノ効果ニ関スル取調』明治３７年１１月  

＊３６７  佐伯工事事務所『佐伯 ４０年のあゆみ』平成４年１２月 佐伯市  

＊３６８  小西他「長野県における鉄筋コンクリ－ト・ロ－ゼ桁」 土木史研究第１３号 土木学会 1993年 6月  

＊３６９  岡林 隆敏他「長崎市における近代橋梁建設に関する歴史的考察」土木史研究第１３号 土木学会 

 1993年 6月 ４７頁 

＊３７０  馬場 俊介「中部５県における近代道路橋梁技術の発展の推移と特性」土木史研究第１３号 土木

 学会 1993年 6月 ３３頁 

＊３７１  伊東 孝他「文明開化の石桁橋」土木史研究第１３号 土木学会 1993年 6月 ６９頁 

＊３７２  山根 巌「岐阜県舟津町（現神岡町）の宝橋について」土木史研究第１３号 土木学会 1993 年 6 月 

 ３３１頁 

＊３７３  愛知県土木部『あいちの橋』平成４年３月  

＊３７４  愛知県豊田土木事務所『矢作川』平成３年３月  

＊３７５  読売新聞京都支局『京をわたる』平成５年１月 京都  

＊３７６  野村 和正『信濃路をゆく』平成５年３月 長野  

＊３７７  二見 鏡三郎『鋼拱橋及鐡筋混凝土拱』大正６年９月１０日 東京  

＊３７８  徳島市都市計画課『徳島市の橋』昭和６３年３月 徳島  

＊３７９  横浜開港資料館『横浜市近代土木・産業遺構調査報告』昭和５８年３月横浜  

＊３８０  横浜市都市計画局『横浜の土木遺産』昭和６３年１０月 横浜  

＊３８１  馬場 俊介『近代土木遺産調査報告書』１９９４年２月１日 名古屋大学  

＊３８２  京都国道工事事務所『三十年史』京都  

＊３８３  浜田工事事務所『三十年のあゆみ』平成４年３月  

＊３８４  横浜国道工事事務所『横浜国道二十年史』昭和５６年１０月  

＊３８５  播磨造船所『播磨造船所５０年史』昭和３５年１１月３０日  

＊３８６  安達 実他「金沢市内犀川に架かる橋の移りかわり」土木史研究 第１４号 土木学会 1994年 6月 

 １９９頁 

＊３８７  伊東 孝「シカゴの可動橋」土木史研究 第１４号 土木学会 1994年 6月 ２１９頁 

＊３８８  金平 博樹「埼玉県内の近代道路橋梁群」土木史研究 第１４号 土木学会 1994年 6月 ２３１頁 

＊３８９  山根 巌「岐阜県白川村の大牧橋について」土木史研究 第１４号 土木学会 1994年 6月 ２３７頁  

＊３９０  土木学会西部支部『昭和２８年西日本水害調査報告書』昭和３２年２月１５日 福岡 

＊３９１  岡林 隆敏『九州の歴史的近代橋梁調査』平成６年６月 長崎市  

＊３９２  山梨県土木部『山梨県土木部百年の歩み』山梨県建設技術センタ－1983年 3月 31日  

＊３９３  松村 博『京の橋物語』１９９４年９月３０日 京都  

＊３９４  成瀬他『鉄の橋百選』平成９月３０日 東京  

＊３９５  工事誌編集委員会『大野ダム建設工事の記録』福知山市  

＊３９６  山口工事事務所『五十年のあゆみ』防府市 昭和６１年３月  

＊３９７  伊東 孝『動く橋の仲間たち』長浜町 1994年 1月 10日  

＊３９８  新潟県建設技術センタ－『新潟県橋梁年鑑１９９０』新潟市 1991月 3月 15日  

＊３９９  大宮国道工事事務所『大宮国道三十年史』大宮市  

＊４００  長弘 雄次「北部九州における石橋に関する研究」九州共立大学工学部研究報告第１９号５７頁 

 平成７年３月北九州市  

＊４０１  戸塚 誠司他「大正・昭和前期に架設された熊本県内のコンクリ－トア－チ橋について」土木史研究 

 第１５号 土木学会 1995年 6月 ２４７頁  

＊４０２  西野 保行他「わが国における鉄道用ラチス桁の現況とその歴史的経緯」土木史研究 第１５号  

 土木学会 1995年 6月 ２５３頁  

＊４０３  山尾 敏孝他「熊本県 大分県 長崎県の近代土木遺産の調査と評価」土木史研究 第１５号  

 土木学会 1995年 6月 ２５９頁  

＊４０４  榊原 彰他「信濃国・まぼろしの刎橋」土木史研究 第１５号 土木学会 1995年 6月 １５９頁  

＊４０５  神奈川県土木部「神奈川土木行政のあゆみ」横浜市 平成５年６月  

＊４０６  宮崎県建設技術協会「宮崎県土木史」宮崎市 平成元年３月２５日  

＊４０７  宗田克己「岡山の橋」岡山市 昭和 58年 11月 25日  

＊４０８  関西道路研究会「山陽道道路調査報告書」京都市 昭和 12年 3月 11日  

＊４０９  荒川区土木部「荒川区土木史」東京 昭和 46年 12月 1日  
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＊４１０  鹿児島県建設技術センタ－「鹿児島県土木史年表」鹿児島市昭和６０年７月  

＊４１１  天草地区建設技術協会「天草建設文化史」本渡市 昭和 53年 5月 3日  

＊４１２  園田頼孝「肥後熊本の土木」熊本市 昭和 58年 4月 1日  

＊４１３  秋田工事事務所「六十五年史」昭和５８年９月１日 秋田市  

＊４１４  高田工事事務所「高田工事事務所三十年史」昭和６３年６月 上越市  

＊４１５  高田工事事務所「親不知のみち」昭和５７年２月２７日 上越市  

＊４１６  編集委員会「阿波の交通」徳島市 平成 3年 3月 30日  

＊４１７  戸塚誠司他「熊本県における歴史的コンクリ－トア－チ橋の評価」土木史研究 第１６号 土木学会 

 1996年 6月 ６１頁 

＊４１８  田島他「碓氷峠旧線鉄道構造物の現況について」土木史研究 第１６号 土木学会 1996年 6月  

 ２９３頁 

＊４１９  富山県「富山県の土木・交通史」  

＊４２０  関根正次「旭川の橋」旭川市 平成 3年 8月 10日  

＊４２１  群馬県道路課「ぐんまの橋１００選」前橋市平成７年８月  

＊４２２  札幌市教育委員会「札幌の橋」札幌 1954年 3月 30日  

＊４２３  編纂委員会「松尾橋梁７０年のあゆみ」大阪 平成 8年 4月 20日  

＊４２４  土佐国道工事事務所「土佐国道二十年史」１９８３年３月３１日  

＊４２５  鉄道省「上越線建設概要」東京 昭和 6年 8月 25日  

＊４２６  新潟新聞社「新潟県土木季鑑」昭和１４年６月１日  

＊４２７  鉄道省「東京市街高架線東京上野間建設概要」大正１４年１１月１日  

＊４２８  中央区教育委員会「中央区の文化財（三）」昭和６０年３月  

＊４２９  山陽電気鉄道㈱「山陽電気鉄道６５年史」昭和４７年１０月３１日  

＊４３０  古川一郎「橋梁工学」森北出版１９７５年４月３０日  

＊４３１  橘 善雄「連続合成桁橋」理工図書 昭和 41年 1月 10日 

＊４３２  愛媛県 「土木十年史」昭和３７年１１月３０日  

＊４３３  京浜急行電鉄㈱「京浜電気鉄道沿革史」昭和２４年  

＊４３４  九州橋梁構造工学研究会「九州橋紀行」西日本新聞社１９９５年７月２１日  

＊４３５  静岡河川工事事務所「安倍川治水史」静岡平成４年７月  

＊４３６  八尋隆道「日田・玖珠地域に現存する江戸・明治・大正期の構造技術」大分大学教育学部 

 『日田・玖珠地域－自然・社会・教育』１９９２年７月  

＊４３７  長野県道路建設課「信州の橋」長野市平成８年３月  

＊４３８  昭和会「現代への架け橋 静岡県の土木建造物」静岡市１９９６年１０月 

＊４３９  福島工事事務所「阿武隈川上流改修史」福島市１９６１年４月  

＊４４０  福島工事事務所「栗子トンネル工事誌」福島市１９６８年７月  

＊４４１  盛岡工事局「東北本線黒磯青森間線増工事誌」盛岡昭和４６年３月３０日  

＊４４２  山根巌「明治末期における岐阜県下２つの水力発電所用水路橋について」土木史研究第１７号 

 １７５頁土木学会１９９７年５月  

＊４４３  三菱造船㈱「三菱造船株式会社史」  

＊４４４  編集委員会「三菱神戸造船所七十五年史」神戸 昭和 56年 11月 25日 

＊４４５  編纂委員会「三菱重工横浜製作所百年史」横浜 平成４年２月 

＊４４６  土木学会「歴史的鋼橋集覧第一集」東京 1996 

＊４４７  月島機械㈱「創造への年輪」東京 昭和 52年 6月 20日 

＊４４８  川崎重工業㈱「川崎重工業株式会社社史」神戸 昭和 34年 12月 25日 

＊４４９  編纂委員会「石川島重工業株式会社１０８年史」石川島播磨重工業㈱1961年 2月 1日  

＊４５０  石川島播磨重工業㈱「石川島播磨重工業社史」石川島播磨重工業㈱ 1992年 4月 5日  

＊４５１  代表新谷洋二「近代土木遺産の全国調査ならびに歴史的構造物の体系化と評価」平成７年度 

 科学研究補助金総合研究（Ａ）研究成果報告書  

＊４５２  三井造船㈱「三井造船株式会社５０年史」昭和４３年３月３０日  

＊４５３  日本車両製造㈱「驀進」昭和５２年５月  

＊４５４  桜田機械工業㈱「桜田機械工業６０年史」昭和５６年４月  

＊４５５  ㈱大阪造船所「大阪造船所６０年史」平成８年１２月  

＊４５６  原正幹「我社の生立」浅野造船所 昭和 10年 12月 17日 
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＊４５７  新三重工業㈱神戸造船所「新三菱神戸造船所五十年史」昭和３２年５月１日  

＊４５８  汽車製造㈱「汽車会社蒸気機関車製造史」１９７２年  

＊４５９  浦賀船渠㈱「浦賀船渠六十年史」昭和３２年６月２１日  

＊４６０  名村造船所「造船５５年」昭和４２年４月１日  

＊４６１  日本国有鉄道岐阜工事事務所「岐工史」昭和６２年３月３１日  

＊４６２  荒川下流工事事務所「都市を往く荒川 荒川下流工事事務所七十五年史」 平成２年１月 

＊４６３  富山工事事務所「富山工事事務所六十年史」平成８年２月  

＊４６４  神奈川県土木部「相模の橋 今と昔」平成７年３月 

＊４６５  東京国道工事事務所「東京国道資料集」昭和５３年  

＊４６６  天竜川上流工事事務所「三十年のあゆみ」昭和５５年３月  

＊４６７  東京府橋梁課「橋梁設計図集」シビル社昭和１３年２月  

＊４６８  復興局橋梁課「橋梁設計図集」シビル社昭和５年  

＊４６９  鉄道省秋田建設事務所「羽越北線建設概要｣大正 13年 4月 20日 

＊４７０  鉄道院名古屋建設事務所｢鳥羽線建設概要」明治 44年 

＊４７１  鉄道院岡山建設事務所「宇野線建設概要」明治 43年 6月 7日 

＊４７２  鉄道院名古屋建設事務所「中央線建設概要」明治 44年 3月 31日 

＊４７３  鉄道省「久慈線建設概要」昭和 5年 3月 25日 

＊４７４  鉄道院北海道建設事務所「網走線建設概要」大正 1年 10月 1日 

＊４７５  鉄道院北海道建設事務所「湧別線鉄道建設概要」大正 5年 11月 5日 

＊４７６  鉄道院北海道建設事務所「万宇線建設概要」大正 3年 11月 1日 

＊４７７  鉄道省北海道建設事務所「増毛線建設概要」大正 10年 11月 1日 

＊４７８  鉄道院北海道建設事務所｢下富良野線建設概要」大正 2年 10月 25日 

＊４７９  鉄道院北海道建設事務所「東倶知安線建設概要」大正 8年 11月 5日 

＊４８０  鉄道院北海道建設事務所「留萌線建設概要」明治 43年 11月 

＊４８１  鉄道省｢羽幌線 雨竜線 瀬棚線 広尾線 建設概要」昭和 7年１２月 

＊４８２  鉄道省｢熱海線建設概要」昭和９年 12月 

＊４８３  日本国有鉄道新工事局「田子倉発電所建設用専用鉄道工事誌」昭和３３年３月 

＊４８４  帝国鉄道庁北海道建設事務所「北海道第一期鉄道工事概況」明治４０年９月８日 

＊４８５  鉄道院大分建設事務所「佐伯線建設工事一覧」大正５年１０月２５日 

＊４８６  鉄道院新庄建設事務所「酒田線建設概要」大正４年４月２５日 

＊４８７  鉄道院新庄建設事務所「陸羽東線建設概要」大正６年１０月２５日 

＊４８８  鉄道省 「安房線建設概要」昭和４年４月１５日 

＊４８９  鉄道院若松建設事務所「岩越線新発田線村上線鉄道建設概要」大正３年１１月１日 

＊４９０  鉄道省 「木古内線建設概要」昭和５年１０月２５日 

＊４９１  鉄道省 「釧網線建設概要」昭和６年９月２０日 

＊４９２  鉄道省 「萩線建設概要」昭和８年２月２４日 

＊４９３  鉄道省 「長門線建設概要」昭和５年１２月７日 

＊４９４  鉄道省 「輪島線建設概要」昭和１０年９月２５日 

＊４９５  鉄道省 「飛越線建設概要」昭和９年１１月２５日 

＊４９６  鉄道省秋田･盛岡建設事務所 「横黒線建設概要」大正１３年１１月１５日 

＊４９７  鉄道省秋田建設事務所 「今泉線建設概要」大正１５年９月２８日 

＊４９８  鉄道省 「石北線建設概要」昭和７年１０月１日 

＊４９９  鉄道省大阪改良事務所 「大阪臨港線新設工事概要」昭和３年１２月１日 

＊５００  鉄道省大阪改良事務所 「城東線高架改築工事概要」昭和８年２月１３日 

＊５０１  鉄道省 ｢高山線建設要覧」昭和９年１０月 

＊５０２  鉄道省秋田建設事務所 「生保内線建設概要」大正１３年４月５日 

＊５０３  鉄道省米子建設事務所 「因備線鳥取・智頭間鉄道建設概要」大正１２年７月１日 

＊５０４  鉄道省熊本建設事務所 「長原線建設概要」昭和４年１２月２日 

＊５０５  鉄道省北海道建設事務所 「長輪線建設概要」昭和３年９月１０日 

＊５０６  鉄道省北海道建設事務所 「名寄線建設概要」大正１０年１０月１日 

＊５０７  鉄道省北海道建設事務所 「根室線建設概要」大正１０年８月１日 

＊５０８  鉄道省北海道建設事務所 「天塩線・士幌線建設概要」大正１５年９月２５日 



 ９ 

＊５０９  鉄道省米子建設事務所 「峰豊線建設概要」昭和７年８月１５日 

＊５１０  鉄道省長岡建設事務所 ｢十日町線建設工事概要」昭和２年１１月１０日 

＊５１１  鉄道省東京建設事務所 「川俣線建設概要」大正１５年３月１日 

＊５１２  鉄道省 「花輪線建設概要｣昭和６年１０月１７日 

＊５１３  鉄道省熊本建設事務所 「志布志線建設概要」大正１４年３月３１日 

＊５１４  鉄道省岡山建設事務所 「土讃線建設概要」昭和１１年８月１５日 

＊５１５  鉄道省米子建設事務所 「益田線建設概要」大正１３年４月４日 

＊５１６  鉄道省山口建設事務所 「津和野線建設工事一覧」大正１２年４月１２日 

＊５１７  「川内線建設概要」 

＊５１８  鉄道省宮崎建設事務所 「日豊南線建設工事一覧」大正 11年 5月１日 

＊５１９  鉄道省鹿児島建設事務所 「宮崎線建設工事一覧」大正５年１０月１５日 

＊５２０  鉄道省徳島建設事務所 「徳島線建設概要」大正３年３月２０日 

＊５２１  鉄道省米子建設事務所 「浜田線鉄道建設概要」大正１０年１２月２６日 

＊５２２  鉄道院米子建設事務所 「山陰線建設概要」明治４５年５月１０日 

＊５２３   鉄道院東京建設事務所 「房総線・北条線建設概要」大正８年１０月１０日 

＊５２４  鉄道院郡山建設事務所 「平線建設工事一覧」大正６年１０月１５日 

＊５２５  鉄道省長岡・新庄・秋田建設事務所 「羽越線建設工事一覧」大正 1３年７月２５日 

＊５２６  鉄道省新庄建設事務所 「羽越中線建設概要」大正 1２年１１月２２日 

＊５２７  鉄道作業局建設部 「奥羽鉄道建設概要」明治３８年９月１５日 

＊５２８  鉄道省熊本建設事務所 「湯前線建設概要」大正１３年８月３０日 

＊５２９  鉄道省高知建設事務所 「高知線建設概要」大正１４年１２月５日 

＊５３０  鉄道省岡山建設事務所 「松山線建設概要」昭和２年３月２７日 

＊５３１  鉄道省岡山建設事務所 「作備線建設概要」昭和５年１２月１１日 

＊５３２  鉄道省岡山建設事務所 「因美線建設概要」昭和７年７月１日 

＊５３３  鉄道省 「松岸線建設概要」昭和８年３月１日 

＊５３４  鉄道省新庄建設事務所 「荒砥線建設概要」大正 1２年４月２２日 

＊５３５  鉄道省盛岡建設事務所 「軽便鉄道橋場線建設概要」大正 1１年７月３１日 

＊５３６  飯田線工事事務所 「飯田線中部天竜大嵐間線路付替工事誌」昭和 31年 8月１日 

＊５３７  菅原恒覧 「甲武鉄道市街線紀要」明治 29年 6月 

＊５３８   

＊５３９  鉄道省「御茶ノ水両国間高架線建設概要」昭和７年６月３０日 

＊５４０  鉄道省「上越線水上石打間工事誌」昭和８年１１月３０日 

＊５４１  東部鉄道管理局秋田保線事務所「船川線軽便鉄道工事概要一斑」大正５年１２月１４日 

＊５４２  日本国有鉄道盛岡工事局「横黒線岩沢ー陸中川尻間線路付替工事誌」昭和３９年４月１日 

＊５４３  鉄道院大分建設事務所「大分線建設概要」明治４４年 

＊５４４  鉄道院宮崎建設事務所「軽便鉄道宮地線建設工事一覧」大正７年 

＊５４５  鉄道院富山建設事務所「富山線鉄道建設概要」大正２年３月８日 

＊５４６  鉄道院富山建設事務所「富山線親不知子不知区間鉄道建設工事詳説」 

＊５４７  香川県道路建設課「香川の橋」平成９年３月 

＊５４８  中国地方建設局「中国地方建設局五十年のあゆみ」平成１１年３月３１日  

＊５４９  大阪府橋梁研究会「大阪府の橋の変遷」昭和６０年１０月 

＊５５０  青木潤「信濃路・橋の秘めこと」アース工房１９９９年５月１０日 

＊５５１  松村博「日本百名橋」鹿島出版会１９９８年８月２０日 

＊５５２  とくしま地域政策研究所「吉野川辞典」農山漁村文化協界１９９９年３月２５日 

＊５５３  東京都中央区教育委員会「中央区の橋・橋詰広場」平成１０年３月２０日 

＊５５４  静岡工事事務所「東海道川を渡る道」平成７年３月３日 

＊５５５  群馬県建設技術センター「ぐんまの土木遺産」平成１０年９月 

＊５５６  編纂委員会「高知県土木史」高知県建設業協会 １９９８年１２月１０日 

＊５５７  中部電力株式会社「井川発電所工事誌」昭和 36年 5月１日 

＊５５８   

＊５５９   

＊５６０  石橋シンポジウム９７実行委員会「岐阜県山岡町のめがね橋」稲葉会平成 10年 11月２０日 
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＊５６１  熊本日日新聞社『熊本の石橋３１３』１９９８年 11月１５日 

＊５６２  長谷川他「日本の屋根付き橋の全国調査とその概要」土木史研究 20号土木学会２０００年 

＊５６３  岩根哲哉『北上川の橋』日刊岩手建設工業新聞社平成６年４月８日 

＊５６４  静岡県道路公社『７年のあゆみ』昭和４１年１２月１日 

＊５６５  群馬県教育委員会『群馬県近代化遺産総覧』平成４年３月３０日 

＊５６６  千葉県教育委員会『千葉県の産業・交通遺跡』平成１０年１２月２０日 

＊５６７  富山県教育委員会『富山県の近代化遺産』平成８年３月 

＊５６８  鳥取県教育委員会『鳥取県の近代化遺産』１９９８年３月 

＊５６９  広島県教育委員会『広島県の近代化遺産』平成１０年３月３１日 

＊５７０  山口県教育委員会『山口県の近代化遺産』平成１０年３月 

＊５７１  長崎県教育委員会『長崎県の近代化遺産』平成１０年３月３１日 

＊５７２  岩手県教育委員会『岩手県の近代化遺産』平成９年３月３１日 

＊５７３  福島県土木部『うつくしま土木建築史発見』平成 7年３月 

＊５７４  北海道教育委員会 『北海道の近代化遺産』平成７年３月 

＊５７５  埼玉県教育委員会『埼玉県の近代化遺産』１９９６年３月２０日 

＊５７６  新潟県教育委員会『新潟県の近代化遺産』１９９４年 

＊５７７  岐阜県教育委員会『岐阜県近代化遺産総合調査報告書』平成８年３月 

＊５７８  三重県教育委員会『三重県の近代化遺産』１９９６年３月 

＊５７９  滋賀県教育委員会『滋賀県の近代化遺産』平成１２年３月 

＊５８０  福岡県教育委員会『福岡県の近代化遺産』１９９３年 

＊５８１  大分県教育委員会『大分県の近代化遺産』平成６年３月 

＊５８２  静岡県教育委員会『静岡県の近代化遺産』平成１２年３月 

＊５８３  坂本好『阿波の橋めぐり』アルス製作所 平成１１年１０月１７日 

＊５８４  田中他「114年間供用された旧大谷川橋トラス橋の実態と復元」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５８５  吉原不二枝「古典の検索と土木の未来」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５８６  石田他「長良川における橋梁空間の歴史性に関する検討」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５８７  小野田滋「阪神間京阪間鉄道における煉瓦・石積み構造物とその特徴」土木史研究 20号 2000年 

 5月 

＊５８８  北畠清仁「甲突川の治水システムと岩永三五郎」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５８９  山根巌「明治末期における京都での鉄筋コンクリート橋」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５９０  井上肇他「山形の石橋」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５９１  小西他｢長野県の歴史的橋梁の現況について」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５９２  貴堂巌「民間の活力を利用した明治の架橋工事についての研究」土木史研究 20号 2000年 5月 

＊５９３  代表伊藤学『歴史的近代橋梁に関する資料の集大成とそれに基づく近代橋梁技術の確立過程の 

 分析』平成４ ５年度科学研究費補助金（総合研究Ａ）研究成果報告書平成６年３月 

＊５９４  日立造船広島工場『向島鉄構３０年史』昭和５５年４月１日 

＊５９５  愛知用水公団『愛知用水技術誌ダム編』 

＊５９６  名古屋鉄道(株） 『名古屋鉄道百年史』平成６年６月１３日 

＊５９７  羽越工事事務所『羽越工事事務所二十年史』昭和 62年８月 

＊５９８  新潟国道工事事務所『新潟国道三十年史』 平成２年８月２２日  

＊５９９  山形県土木部『山形県土木概要昭和 44年度』 

＊６００  山形県総合学術調査会『最上川』昭和 57年 3月１０日 

＊６０１  鮮交会『朝鮮交通史』 東京 昭和 61年９月１８日 

＊６０２  沼津工事事務所『狩野川放水路工事誌』昭和４２年 4月１日 

＊６０３  東北地方建設局『東北地建の橋梁』東北建設協会 平成 1年３月 

＊６０４  神奈川県土木部『神奈川県の土木１２０年』平成１１年３月 

＊６０５  熊本県教育委員会『熊本県の近代化遺産』平成１１年３月３１日 

＊６０６  山根巌「明治末期における神戸での鉄筋コンクリート橋」土木史研究 21号平成 13年 5月 

＊６０７  大分工事事務所『大分工事事務所６５年のあゆみ』平成７年３月 

＊６０８  青森工事事務所『七十年史』平成 5年 3月 

＊６０９  福井県教育委員会『福井県の近代化遺産』平成１１年３月３１日 

＊６１０  日本工建（株）『日本工建５０年史』平成６年４月３０日 
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＊６１１  三重県『宮川総合開発事業史』昭和 35年３月１日 

＊６１２   柘植敏男『天龍川橋紀行』諏訪文化社 1996年 4月 1日 

＊６１３  東北地方建設局『東北地建の橋梁（Ⅱ）』東北建設協会 平成 1２年３月 

＊６１４  山根巌「岐阜県大野郡の尾神橋（尾上郷大橋）について」土木史研究１８号１９９８年５月 

＊６１５  石川県土木部道路建設課『石川の橋』１９９２年３月 

＊６１６  神奈川県都市部『ぶらっと相模川』平成４年３月３１日 

＊６１７  京浜工事事務所『鶴見川大規模浚渫工事誌』平成 4年３月 

＊６１８  山根巌『我国への鉄筋コンクリート橋導入の技術史的研究』平成１３年 12月 

＊６１９  千葉国道工事事務所『千葉国道二十年史』昭和５８年１０月 

＊６２０  京葉臨海鉄道㈱『３５年のあゆみ』平成１１年１月 

＊６２１  日本鉄塔工業㈱『日本鉄塔工業７５年史』平成 9年 10月 

＊６２２  ㈱酒井鉄工所『酒井鉄工所７５年のあゆみ』昭和 54年 7月 1日 

＊６２３  函館船渠㈱『函館船渠株式会社四十年史』昭和１２年 7月 5日 

＊６２４  石狩川開発建設部『石狩川治水史』昭和５５年１２月５日 

＊６２５  網走開発建設部『網走川治水史』平成 6年 3月 

＊６２６  網走開発建設部『常呂川治水史』1987年 2月 

＊６２７  川崎重工業㈱車両事業本部『車両とともに明日を拓く』平成 9年 4月 15日 

＊６２８  岡崎工業㈱『岡崎工業躍進の三十年』昭和 43年 9月 30日 

＊６２９  太平工業㈱『未来のための年代記』平成 9年 3月 

＊６３０  日本国有鉄道札幌工事局『札幌工事局７０年史』昭和 52年 3月 30日 

＊６３１  ㈱釧路製作所『釧路製作所４０年のあゆみ』1996年 11月 1日 

＊６３２  楢崎造船㈱『楢崎造船三十年史』1968年 12月 

＊６３３  丸誠重工業㈱『丸誠重工業創業５０周年記念誌』平成 9年 6月 

＊６３４  トピー工業㈱『五十年史』昭和 46年 10月 1日 

＊６３５  佐藤鉄工㈱『佐藤鉄工８５年史』平成 8年 11月 1日 

＊６３６  東海鋼材工業㈱『四十年のあゆみ』昭和 59年 5月 31日 

＊６３７  ㈱宮地鉄工所『５０年の歩み』昭和 33年 10月 1日 

＊６３８  土木学会『歴史的鋼橋集覧鉄の橋カタログ・レゾネ』 

＊６３９  三菱重工業㈱『三菱日本重工業株式会社史』 

＊６４０  三菱重工業㈱『新三菱重工業株式会社史』 

＊６４１  三菱重工業㈱広島製作所『新三菱重工業広島製作所五十年史』 

＊６４２  三菱重工業㈱『三菱造船株式会社史』 

＊６４３  葛西他「北海道に現存する石橋の現況に関する調査」土木史研究２２号２００２年５月 

＊６４４  進藤他「北海道の現存事例による重構桁（ＪＫＴ）橋梁の特徴に関する研究」土木史研究２２号 

 ２００２年５月 

＊６４５  宮城県教育委員会『宮城県の近代化遺産』平成 14年 3月  

＊６４６  青森県教育委員会『青森県近代化遺産総合調査報告書』平成 12年 3月  

＊６４７  山梨県教育委員会『山梨県の近代化遺産』平成９年 3月  

＊６４８  京都府教育委員会『京都府の近代化遺産』平成 12年 3月 31日  

＊６４９  山形県教育委員会『山形県の近代化遺産』平成 13年 3月  

＊６５０  高知県教育委員会『高知県の近代化遺産』平成 14年 3月  

＊６５１  豊橋工事事務所『五十年のあゆみ』昭和 63年 11月  

＊６５２  白川義和『高知 あちこちの橋』平成１３年 9月 20日 

＊６５３  矢作ダム工事事務所『矢作ダム工事誌』昭和４８年１２月  

＊６５４  岡山県『旭川ダム』昭和 31年 1月 10日  

＊６５５  目屋ダム工事事務所『目屋ダム工事報告書』1961年 3月  

＊６５６  湯田ダム工事事務所『湯田ダム工事誌』昭和４１年３月  

＊６５７  椋梨川開発事務所『椋梨ダム工事報告書』  

＊６５８  岩尾内ダム建設事務所『岩尾内ダム工事記録』１９７１年  

＊６５９  五十里ダム工事事務所『五十里ダム工事報告書』昭和３２年 6月 15日  

＊６６０  十津川水利工事事務所『猿谷ダム工事誌』昭和 36年 3月 31日  

＊６６１  釜房ダム工事事務所『釜房ダム工事誌』昭和 45年 12月 
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＊６６２  天ケ瀬ダム工事事務所『天ケ瀬ダム建設誌』昭和 41年 3月 31日 

＊６６３  神奈川県企業庁『城山ダム建設工事誌』１９６７年 

＊６６４  小渋ダム工事事務所『小渋ダム工事誌』昭和４４年 6月 30日 

＊６６５  鳴子ダム工事事務所『鳴子ダム工事誌』1959年 3月 

＊６６６  下久保ダム建設所『下久保ダム工事誌』１９６９年 

＊６６７  薗原ダム工事事務所『薗原ダム工事報告書』１９６７年 

＊６６８  皆瀬ダム工事事務所『皆瀬ダム工事誌』１９６４年 

＊６６９  森他「四日市製紙専用鉄道の吊橋ー富士橋の再評価」土木史研究論文集２３号平成１６年 

＊６７０  高梨他「宮崎県の石造アーチ橋を訪ねての一考察」土木史研究２３号２００３年 

＊６７１  白井芳樹「富山大橋の建設に関する研究（その１）」土木史研究２３号２００３年 

＊６７２  福井次郎「橋梁設計技術者・増田淳の足跡」土木史研究論文集２３号平成１６年 

＊６７３  佐賀県教育委員会『佐賀県の近代化遺産』平成 14年 3月 

＊６７４  白井芳樹『とやま土木物語』平成 14年 10月 1日 

＊６７５  栃木県土木部『栃木県土木史』２００１年 

＊６７６  横山ダム工事事務所『横山ダム工事誌』１９６５年 

＊６７７  四十四田ダム工事事務所『四十四田ダム工事誌』１９６８年 

＊６７８  菅沢ダム工事事務所『菅沢ダム工事報告書』１９６８年 

＊６７９  鹿野川工事事務所『鹿野川ダム工事報告書』１９６１年 

＊６８１  高山ダム建設所『高山ダム工事誌』１９６９年 

＊６８２  青蓮寺ダム工事事務所『青蓮寺ダム工事誌』昭和４５年 9月 30日 

＊６８３  岩手県土木親和会『岩手の橋物語（第３集）』昭和 63年 5月 

＊６８４  櫻田機械製造所『橋梁製作経歴』 

＊６８５  北原栄『橋の歴史とその周辺』 

＊６８６  岩手工事事務所『日高見からイーハートーブへ』平成３年９月 

＊６８７  北上川下流工事事務所『概要江合鳴瀬両川改修工事誌』昭和 55年 11月 

＊６８８  愛媛県教育委員会『愛媛県の近代化遺産』平成 15年 3月３１日 

＊６８９  島根県教育委員会『島根県の近代化遺産』平成 14年 3月 

＊６９０  栃木県教育委員会『栃木県の近代化遺産』平成 13年 3月 

＊６９１  飯塚市教育委員会『飯塚市近代遺跡（建造物等)調査報告書』平成 13年 9月 

＊６９２  柏原市教育委員会『文化財基礎調査概報』2000年 3月 31日 

＊６９３  大分の石橋を研究する会『おおいたの石橋』１９９１年 
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 1994年 6月 ３１頁 
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 ３０３頁  

＊７７６  山根巌「岐阜県八百津町旅足橋について」土木史研究第１６号土木学会１９９６年６月５３１頁 
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 １９９７年２０７頁 " 
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＊７８８  "知識他「８．６水害にたいする甲突川の治水対策及び石橋保存対策」土木史研究第１７号 

 土木学会１９９７年５８３頁 " 
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