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この文書は１０ペ‐ジあります 

 

資料記述順の凡例               藤井資料 ID番号,   西暦年月日,   橋名,（読み）,   所在地市区町村名, 

｛橋長Ｌ(m),  幅員ｂ(m),  形式ス  パン長ｌ（ｍ）、  径間数（ｎ）,など｝、  特記事項,  路線名,  架橋対象,  出典資料番号 

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

fuji00144, 1596‐, 大手橋,,  水戸市,,,,,,城濠, 

fuji00171, 1604‐, 銭亀橋,（ぜにかめ）, 土浦市,,,,,,桜川, 

fuji00195, 1613‐9‐26, 銭亀橋,（ぜにかめ）, 土浦市,,,,,,桜川, 

fuji00250, 1633‐, 筑波山神社神橋,, つくば市,L=7.8,ｂ=1.8,木造屋根付き桁橋,,,,＊５６２ 

fuji00297, 1649‐, 石垣橋,（いしがき）, 水戸市,,,,石造下部工：１７５７年５月流失,,桜川,＊２７６ 

fuji00399, 1672‐, 簀子橋,,  土浦市,,,,,,, 

fuji00400, 1672‐, 桜川橋,,  土浦市,,,,,,桜川, 

fuji00401, 1672‐, 銭亀橋,（ぜにかめ）, 土浦市,,,,,,桜川, 

fuji00468, 1690‐, 銷魂橋,（たまげ）, 水戸市,,,,これ迄は七軒町橋、１９９３年 L＝１３、ｂ＝９,,備前堀,  

fuji00804, 1759‐, 石垣橋,（いしがき）, 水戸市,,,,昭和になって木桁からＲＣ桁に改造,,桜川,＊２７６ 

fuji02306, 1875‐3, 落合橋,,  那珂町,L=65.5,ｂ=1.8,板橋,,,久慈川, 

fuji02443, 1876‐10, 涸沼橋,（ひぬま）, 大洗町,L=149,ｂ=5.5,,,,涸沼川, 

fuji02532, 1876‐3, 古宿橋,,  久慈郡,L=7,ｂ=5.4,土橋,,,里川, 

fuji02919, 1878‐8, 銭瓶橋,,  土浦市,L=62,ｂ=5.4,,,,桜川, 

fuji03121, 1878‐, 三国橋（思川側）,（みくに）, 古河市,,,船橋,渡良瀬川側は１８７９年架橋,,渡良瀬川, 

fuji03470, 1880‐2, 幸久橋,（さきく）, 那珂市（那珂町）,L=102,ｂ=4.2,,,,久慈川, 

fuji03544, 1880‐6, 涸沼橋,（ひぬま）, 大洗町,L=150,ｂ=4.5,板橋,,,涸沼川, 

fuji03724, 1881‐9, 愛国橋,,  つくば市,L=58,ｂ=4.2,,,,小貝川, 

fuji03847, 1881‐8, 書巻橋,,  取手市（藤代町）,L=58,ｂ=3.6,板橋,,,小貝川, 

fuji04114, 1882‐11, 養蚕橋,（ようさん）, 筑西市（下館市）,L=42,ｂ=4,板橋,,,小貝川, 

fuji04115, 1882‐3, 両郡橋,,  久慈郡,L=102,ｂ=2.2,板橋,,,久慈川, 

fuji04312, 1883‐12, 東橋,,  結城郡,L=73,ｂ=1.8,,,,田川, 

fuji04343, 1883‐11, 新橋,,  河内郡,L=73,ｂ=2.4,板橋,,,新川, 

fuji04702, 1885‐, 千歳橋,,  水戸市,,道路 ,,１９３８年流失、仮橋架設,,那珂川 , 

fuji04750, 1885‐10, 浜路橋（後・寿橋）,, 水戸市,L=154.5,ｂ=5.8,木橋,１８９６年流失渡船となる,,那珂川, 

fuji05228, 1887‐12, 豊波橋,,  豊田郡,L=58,ｂ=4,板橋,,,小貝川, 

fuji05485, 1888‐11, 緑橋,,  東茨城郡,L=174.5,ｂ=5.8,木造橋,,,那珂川, 

fuji05651, 1889‐1‐16, 鬼怒川橋,（きぬがわ）, 筑西市（下館市）,L≒２１１,単線 ,錬鉄ピン結合ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、ｎ＝７, 

    煉瓦井筒基礎、１９１９年２連流失、１９３８年残りの５連撤去,水戸鉄道（国鉄水戸線） 

    東結城～川島間,鬼怒川,＊１５３＊２４６＊３１３＊７６９ 

fuji05652, 1889‐1‐16, 勤行川橋,,  筑西市,,単線 ,錬鉄ピン結合ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２,コンクリ－ト基礎、１９２５年撤去, 

    水戸鉄道（国鉄水戸線）下館～新治間,勤行川,＊２４６＊３１３＊７６９ 

fuji05653, 1889‐1‐16, 小貝川橋,（こかいがわ）,筑西市（下館市）,L≒６８,単線 ,錬鉄ピン結合ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、１９３０年撤去、 

    鈑桁、ｎ＝３,コンクリ－ト基礎,水戸鉄道（国鉄水戸線）下館～新治間,小貝川,＊２４６＊２７３ 

    ＊３１３＊７６９ 

fuji06112, 1890‐4, 豊水橋,（ほうすい）, 常総市（水海道市）,,道路 ,木橋,この後又渡船となる,,鬼怒川,＊８０９ 

fuji06461, 1891‐8, 書巻橋,,  取手市（藤代町）,L=58,ｂ=3.6,木造橋,,,小貝川, 

fuji06848, 1893‐, 朝日橋,,  土浦市,,道路 ,,昭和初期は木造方杖橋、１９３５年廃橋,,川口川, 

fuji06906, 1893‐, 留橋,（とめ）,  東海村,,道路 ,木橋、潜水橋,２００３年、L＝６５５、ｂ=16、鋼連続箱桁,,久慈川, 

fuji06907, 1893‐, 亀下橋,,  東海村,,道路 ,木橋,,,, 

fuji06908, 1893‐1, 千歳橋,,  水戸市,L=160,ｂ=5.4,木造橋,,,那珂川, 

fuji07086, 1894‐, 新寺橋,,  水戸市,,道路 ,,１９２２年架け替え,,千波湖排水路, 

fuji07277, 1895‐11‐4, 恋瀬川橋（下り）,, 石岡市,L=52.3,単線,鈑桁、ｌ＝１２．９、ｎ＝４,,日本鉄道（国鉄常磐線）神立～高浜間,恋瀬川, 

fuji07304, 1895（？）, 凱旋橋,,  土浦市,,道路 ,,,,桜川, 

fuji07361, 1895‐10‐9 , 海門橋,（かいもん）, ひたちなか市（那珂湊市）,L=218,ｂ=4.2,木橋、一部開閉橋,１８９６年流失、,,那珂川, 

fuji07362, 1895‐6, 榊橋,（さかき）, 日立市,L=102,ｂ=3.6,板橋,,,久慈川 , 

fuji07363, 1895‐, 外宿橋,,  東海村,,道路 ,木橋,,,, 

fuji07456, 1896‐12‐25 , 利根川橋（上り）,（とねがわ）, 取手市,L=946,単線 ,錬鉄、ダブルワ－レントラス、ｌ＝８ｘ６１、鈑桁、 

    ｌ＝１８、ｎ＝１４＋８,井筒基礎、深さ２１～３７ｍ、トラスは１９１７年（１９２２年？）、撤去, 

    日本鉄道土浦線（国鉄常磐線）天王台～取手間,利根川,＊１７３＊２４６＊３１３＊３２６ 

fuji07549, 1896‐12, 四ッ谷橋,,  取手市,,道路,木桁橋、ｎ＝７,,,跨常磐線橋, 

fuji07668, 1897‐2‐26, 久慈川橋,,  東海村,,単線 ,錬鉄ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、ｎ＝３、東北本線荒川橋よりの再用トラス, 

    １９１７年撤去,日本鉄道磐城線（国鉄常磐線）東海～大甕間,久慈川,＊１５３＊２４６＊３１３ 

fuji07687, 1897‐11‐16,那珂川橋,（なかがわ）, 水戸市,,単線,鋼鈑桁、ｌ＝１ｘ９．７５＋４ｘ１９．２＋５ｘ９．７５,レンガ積橋脚,太田鉄道 

    （国鉄水郡線）水戸～常陸青柳間,那珂川,＊４４６＊６３８＊８０９ 

fuji07688, 1897‐2‐26, 那珂川橋（下り）,（なかがわ）, 水戸市,,単線 ,鈑桁,,日本鉄道磐城線（国鉄常磐線）水戸～勝田間,那珂川, 

fuji07829, 1897‐5, 千歳橋,,  水戸市,L=160,ｂ=5.4,板橋,,,那珂川,, 

fuji08156, 1898‐3, 海門橋,（かいもん）, ひたちなか市（那珂湊市）,L=218,ｂ=4.5,板橋,,,那珂川,, 

fuji08157, 1898‐, 竹瓦橋,,  日立市,L=108,塘路,木橋、潜水橋,,,久慈川,, 

fuji08312, 1899‐4‐1, 久慈川橋,,  那珂市（那珂町）,,単線 ,鈑桁,,太田鉄道（国鉄水郡線）額田～河合間,,,久慈川 

fuji08313, 1899‐4‐1, 額田第一避溢橋,, 那珂市（那珂町）,,単線 ,鈑桁、ｌ＝４ｘ１３．４,１９３７年頃レ－ルで溶接補強,太田鉄道 

    （国鉄水郡線）額田～河合間,,, 

fuji08314, 1899‐4‐1, 久慈川橋,,  ,,鉄道 ,鈑桁,,日立電鉄太田線,久慈川,, 

fuji08458, 1899‐, 堀川橋,（ほっかわ）, 大洗町,,道路 ,,,,堀川,, 

fuji08641, 1900‐4‐1, 反町閘門橋,（そりまちこうもん）, 坂東市（岩井市）,L=22,ｂ=6.3,煉瓦ア－チ、ｎ＝３,１９９１年新閘門を設置、 

    旧閘門は移,,菅生沼, , 

fuji08798, 1900‐10‐1, 常総橋,,  守谷町,L=58,ｂ=3.6,板橋,,,小貝川,, 
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fuji08928, 1901‐12‐1, 桜橋,,  土浦市,L=7.3,ｂ=7.3,煉瓦造ア－チ,これ迄は木橋、１９３５年廃橋,,川口川 ,, 

fuji09529, 1903‐8‐27, 久慈川橋,,  大子町,L=104,ｂ=4.5,木造ハウトラス,,,久慈川,, 

fuji09726, 1903‐6‐1, 豊水橋,（ほうすい）, 常総市（水海道市）,L=291,ｂ=4.9,木橋,１９０２年流失,,鬼怒川,＊８０９, 

fuji09882, 1904‐, 央橋,（なか）, 常陸太田市（河内村）,,道路 ,木造ハウトラス,１９３５年流失,,里川 ,, 

fuji10316, 1905‐5‐1, 涸沼橋,（ひぬま）, 大洗町,L=153,ｂ=5.4,板橋,,,涸沼川,, 

fuji10484, 1906‐10‐1, 勤行川大橋,, 筑西市（下館市）,,道路 ,,,,五行川,, 

fuji10485, 1906‐, 水神橋（虫掛橋，旧・凱旋橋）,, 土浦市,,道路 ,,,,桜川,, 

fuji10534, 1906‐, 古渡橋,（ふっと）, 稲敷市（桜川村）,L=82,ｂ=2.9,木造土橋,１９２６年、１９３０年大修理,,小野川, 

fuji11279, 1909‐, 子飼橋,,  常総市（水海道市）,,道路,,後・福雷橋,,子貝川, 

fuji11538, 1905‐3‐24, 利根川橋（下り）,（とねがわ）, 古河市,L≒６３６,単線 ,プラットトラス、ｌ＝３ｘ６１、ポニ－トラス、 

    ｌ＝（６＋８）ｘ３０．５、鈑桁、ｌ＝１ｘ１５,井筒基礎、１９８２年架け替,国鉄東北本線栗橋～ 

    古河間,利根川,＊１５３＊２１３ 

fuji11948, 1911‐10‐1, 石岡第一発電所第一水路橋,（いしおか）, 高萩市,L=12.2,水路,ＲＣア－チ、ｌ＝９．１,,日立鉱山（東京発電）, 

    大北川支流,＊８０９ 

fuji11949, 1911‐10‐1, 石岡第一発電所第二水路橋,（いしおか）, 高萩市,L=20,水路,ＲＣア－チ、ｌ＝１４,,日立鉱山（東京発電）, 

    大北川支流,＊８０９ 

fuji12226, 1911‐, 西町橋,,  結城市,,道路 ,木橋,,,吉田用水, 

fuji12445, 1912‐11‐15,寿橋,（ことぶき）, 水戸市,L=172.7,ｂ=5.7,Ｉ型桁、ｎ＝１３、木床、Ｉ型鋼はカ－ネギ－社製、設計：美野技師 

    （茨城県）、,橋脚は鉄管、木製井筒、コンクリ－トを詰める、下部工：青木組（水戸市）、 

    鉄管、鋳鉄材は永瀬鉄工（川口）、１９８５年、Ｈ形鋼桁に架け替え、コンクリ－ト床版に変更、 

    １９９０年現在はＬ＝１９３．７、ｌ＝２ｘ９、２＋１２．５＋６ｘ８．５＋８ｘ１３、１９９０年流失．, 

    陸前浜街道,那珂川,＊２７６＊３９４＊４４６＊４５１＊６３８ 

fuji12588, 1912‐9‐1, 相寺院橋,,  北茨城市,,道路 ,,,,, 

fuji12665, 1912‐1‐1, 二三成橋,（ふみなり）, 取手市（藤代町）,L=76.4,ｂ=3.2,木桁橋,１９２３年大修理,,小貝川, 

fuji12666, 1912‐11‐17,大正橋,,  稲敷市（江戸崎町）,L=109,ｂ=3.6,木桁板橋、アメリカ松使用,これ迄は渡船,,小野川, 

fuji12879, 1913‐11‐1, 八軒堀川橋,, 常総市,,単線 ,下路鈑桁,,常総鉄道（関東鉄道常総線）北水海道～水海道間,八軒堀川,  

fuji12880, 1913‐11‐1, 糸繰川橋,,  下妻市,,単線 ,鈑桁,,常総鉄道（関東鉄道常総線）下妻～大宝間,糸繰川,  

fuji12967, 1913‐8‐1, 手網橋,,  高萩市,,道路 ,ＲＣ橋,これ迄は木橋,,, 

fuji13028, 1913‐, 小貝橋,,  取手市（藤代町）,,道路 ,,,,小貝川, 

fuji13120, 1913‐, 栄利橋,,  つくば市（桜村）,,道路 ,木橋,,,桜川 , 

fuji13121, 1913‐10‐1, 幸久橋,（さきく）, 那珂市（那珂町）,L=98,ｂ=5.4,板橋,,,久慈川, 

fuji13637, 1914‐5‐1, 榊橋,（さかき）, 日立市,L=96,ｂ=4.5,木橋,これ迄は渡船,,久慈川 , 

fuji13638, 1914‐12‐1, 千歳橋,,  水戸市,L=167,ｂ=5.4,板橋,,,那珂川, 

fuji13776, 1915‐, 利根川橋（下り）,（とねがわ）, 古河市,L≒６３６,単線 ,ブラットトラス、ｌ＝３ｘ６１、製作ではテンプレ－トによる 

    フルサイズ穴あけ、現場ではニュ－マチックリベットハンマ－を本格的に使用、ダブルワ－レン 

    トラス、ｌ＝（３＋４）ｘ（２＠３０．５）、下路鈑桁ｌ＝１ｘ１５,井筒基礎、１９８２年架け替え, 

    国鉄東北本線栗橋～古河間,利根川,＊１５３＊２１３ 

fuji13838, 1915‐7‐1, 江川橋,,  龍ヶ崎市,,単線 ,鈑桁、n＝３,,龍ヶ崎鉄道（鹿島参宮鉄道・関東鉄道龍ヶ崎線） 

    八地～龍ヶ崎間,八軒堀川,  

fuji13839, 1915‐, 大手橋,,  水戸市,,道路 ,Ｉ型桁、ｎ＝３、木床,ＲＣ橋脚,,城濠 ,＊７１６ 

fuji14030, 1915‐2‐1, 鬼怒川橋,（きぬがわ）, 八千代町,L=218,ｂ=4.5,木桁橋,,,鬼怒川, 

fuji14031, 1915‐7‐1, 小貝橋,（こかい）, 筑西市（明野町）,L=73,ｂ=3.6,板橋,,,小貝川,＊７１６ 

fuji14032, 1915‐11‐1, 祝橋,（いわい）, 下妻市,L=69,ｂ=3.6,板橋,,,小貝川, 

fuji14332, 1916‐5‐1, 大和橋,（やまと）, 常総市（水海道市）,L=181,ｂ=3.6,木桁橋,,,小貝川, 

fuji14567, 1917‐, みかつき橋,,  結城市,L=12.6,ｂ=7.7,石造桁橋、石工、宮田九鶴、設計：鈴木礼三,,,城堀, 

fuji14724, 1918‐9‐1, 花貫川水力三号水路橋,（はなぬきがわ）, 高萩市,L=77.4,水路 ,ＲＣオ－プンア－チ、ｌ＝２６．３、ｎ＝２、,, 

    多賀電気（東京発電）,花貫川支流,＊４５１＊７０１＊８０９ 

fuji14725, 1918‐9‐1, 花貫川水力四号水路橋,（はなぬきがわ）, 高萩市,L=14,水路 ,ＲＣア－チ,,多賀電気（東京発電）,花貫川支流,  

fuji14726, 1918‐9‐1, 花貫川水力一号水路橋,（はなぬきがわ）, 高萩市,L=14,水路 ,ＲＣア－チ,,多賀電気（東京発電）,花貫川支流,  

fuji14943, 1918‐12‐1, 海門橋,（かいもん）, ひたちなか市（那珂湊市）,L=247,ｂ=5.6,木造方杖板橋,１９２６年９月２６日流失,,那珂川,＊７１６ 

fuji15049, 1919‐（1922？）, 利根川橋,（とねがわ）, 古河市,L≒６３４,単線形並列,プラットトラス、ｌ＝６２．５、上り下り各ｎ＝３、 

    （上り）連続ダブルワ－レントラス、ｌ＝２＠３０、７連、１８８７年パテントンシャフト社製の 

    東海道本線天竜川橋から発生したポ－ナルワ－レントラスを改造補強して架設、（下り） 

    ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝２９．７、ｎ,１９３１年９月２１日、震害、復旧、１９６３年撤去架け替え, 

    国鉄東北本線栗橋～古河間,利根川,＊２１３＊２４６＊３１３ 

fuji15050, 1919‐, 鬼怒川橋,（きぬがわ）, 筑西市（下館市）,L=327.6,単線 ,錬鉄ダブルワ－レントラス、ｌ＝６３．４、東北本線利根川橋 

    よりの再用トラス,１９３８年撤去,国鉄水戸線東結城～川島間,鬼怒川,＊３１３ 

fuji15086, 1919‐9‐1, 万代橋,（よろずよ）, 水戸市,L=167,ｂ=3.6,鉄桁橋,創架,,那珂川 , 

fuji15115, 1919‐, 金剛橋,（こんごう）, 水戸市,L=6.6,ｂ=2.2,ＲＣ桁,,,備前堀（新川）,＊４５１＊８０９ 

fuji15572, 1920‐10‐1, 石下橋,（ いしげ）, 常総市（石下町）,L=256,ｂ=3.6,木桁橋,,,鬼怒川, 

fuji15620, 1920‐, 三国橋,,  古河市,,道路 ,船橋,河川改修のため移動して架設,,渡良瀬川,＊７１６ 

fuji15988, 1921‐7‐1, 境橋,,  那珂郡,L=107,ｂ=2.7,板橋,,,久慈川, 

fuji15989, 1921‐8‐1, 岩井橋,,  常陸大宮市（山方町）,L=125,ｂ=2.5,板橋,,,久慈川, 

fuji16131, 1922‐, 利根川橋（上り）扛上，トラス，桁架替え,, 取手市,L=946,単線 ,プラットトラス、ｌ＝６２．４、ｎ＝８、鈑桁、 

    ｌ＝１８、ｎ＝１３＋９,,国鉄常磐線天王台～取手間,利根川,＊３２６ 

fuji16132, 1922頃, 久慈川橋（上り）,, 常陸太田市,,単線 ,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝２９．７、ｎ＝３、鈑桁、Ｅ４０荷重,,国鉄常磐線 

    東海～久慈浜間,久慈川 ,＊２４６ 

fuji16205, 1922‐8‐25, 涸沼川橋,,  笠間市（友部町）,,単線 ,（複線化）鈑桁,,国鉄常磐線岩間～友部間,涸沼川,  

fuji16206, 1922‐12‐28,新川橋,,  水戸市,,単線 ,鈑桁,１９５３年廃線,水浜電車（茨城交通）,,＊８０９ 

fuji16298, 1922‐, 明静橋,,  常陸太田市（河内村）,,道路 ,ＲＣ桁,,,, 

fuji16439, 1922‐4‐1, 大沢橋,,  日立市,,道路,木橋、潜水橋,,,鮎川, 

fuji16440, 1922‐11‐1, 鮎川橋,,  大子町,L=22.7,ｂ=5.3,木造方杖橋,,,久慈川, 
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fuji16441, 1922‐, 平和橋,,  常総市（水海道市）,,道路,木橋,,,小貝川, 

fuji16700, 1923‐, 恋瀬川橋（上り）,, 小美玉市（玉里村）,L=52.3,単線,鈑桁、ｌ＝１２．９、ｎ＝４,１９７２年別線架け替え、 

    Ｌ＝１５５．４、複線型、下路鈑桁、ｌ＝３０、ｎ＝５、空気ケ－ソン,国鉄常磐線神立～高浜間, 

    恋瀬川, 

fuji16701, 1923‐, 小貝川橋,（こかいがわ）, 取手市（藤代町）,L=170.6,単線,鈑桁、ｌ＝１９．２,,国鉄常磐線藤代～佐貫間,小貝川, 

fuji17005, 1923‐7‐11, 栄橋,,  ,,道路,桁橋、施工：青木常太郎,,,,＊７１６ 

fuji17424, 1924‐, 桜川橋,,  土浦市（土浦町）,L=42,ｂ=6.7,ＲＣＴ桁、ｌ＝９、ｎ＝５,井筒基礎,,桜川,＊２０９＊７１６ 

fuji17614, 1924‐4‐20, 石洗橋,（いしあらい）, 常総市（水海道市）,L=15.5,ｂ=3.6,木桁橋,これ迄は丸太橋,,八間堀川, 

fuji17861, 1925‐8‐15, 第一久慈川橋,, 常陸大宮市（山方町）,L=177.9,単線 ,鈑桁,,大郡線（国鉄水郡線）下小川～西金間,久慈川, 

fuji17862, 1925‐8‐15, 第二久慈川橋,, 大子町,L=157.7,単線 ,鈑桁,,大郡線（国鉄水郡線）西金～上小川間,久慈川,＊８０９ 

fuji17863, 1925‐8‐15, 第三久慈川橋,, 大子町,L=157.7,単線 ,鈑桁,,大郡線（国鉄水郡線）西金～上小川間,久慈川 ,＊８０９ 

fuji18062, 1925‐, 宮川橋,,  大子町（宮川村）,L=64,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝５ｘ１２．７,,,久慈川 ,＊２０９ 

fuji18280, 1925‐, 禊橋,,  つくば市,,道路 ,,,,桜川, 

fuji18341, 1925‐, 那珂川大橋,（なかがわおお）, 城里町（桂村）,,道路 ,木橋,それ迄は渡船、１９３８年流失仮橋に、１９４１年、 

    １９４４年、１９４５年、１９４７年流失,,那珂川, 

fuji18570, 1926‐7‐25, 豊水橋,（ほぅすい）, 常総市（水海道市・豊岡村）,L=288,ｂ=5.5,鈑桁、ｌ＝１５ｘ１９、上部工：横河橋梁,井筒基礎、 

    これ迄は木造方杖橋,,鬼怒川 ．,＊２０９＊８０９ 

fuji18571, 1926‐4‐24, 村松軌道跨線橋,, 東海村,,鉄道 ,鈑桁,１９３３年軌道廃止、道路となる,国鉄常磐線東海～大甕間, 

    跨村松軌道線橋,＊８０９ 

fuji18572, 1926‐10‐24,藤井川橋,,  城里町（常北町）,,鉄道 ,鈑桁,１９４７年９月１５日落橋、１９６７年６月廃線,茨城鉄道 

    （茨城交通茨城線）,, 

fuji18573, 1926‐10‐24,西田川橋,,  城里町（常北町）,,鉄道 ,鈑桁,１９６７年６月廃線,茨城鉄道（茨城交通茨城線）,, 

fuji18574, 1926‐8‐15, 園部川橋,,  小美玉市（玉里村）,,単線,鈑桁,２００７年４月廃線,鹿島参宮鉄道（関東鉄道・鹿島鉄道） 

    常陸小川～小川高校下間,園部川, 

fuji18575, 1926‐8‐15, 鎌田川橋,,  行方市（玉造町）,,単線,鈑桁,２００７年４月廃線,鹿島参宮鉄道（関東鉄道・鹿島鉄道）桃浦～ 

    小川高校下間,鎌田川, 

fuji18746, 1926‐5‐1, 桜橋,,  筑西市（下館市）,,道路 ,ＲＣ橋,,,桜川, 

fuji18747, 1926‐11‐25,平潟橋,,  北茨城市黒浦,,道路 ,ＲＣ桁,,,湾,＊７１６ 

fuji18748, 1926‐8‐15, 梶無川橋,,  行方市（玉造町）,,単線,ＲＣＴ桁,２００７年４月廃線,鹿島参宮鉄道（関東鉄道・鹿島鉄道） 

    玉造駅,鎌田川, 

fuji18893, 1926‐, 二ツ嶋橋,（ふたつじま）, 北茨城市,L=19.4,ｂ=5.9,ＲＣラ－メン,,,大北川,＊４５１ 

fuji19034, 1926‐5‐1, 永久橋,,  常陸太田市（水府村）,L=28.4,ｂ=3.4,木造方杖橋、ｎ＝３,,,山田川, 

fuji19296, 1927‐3‐10, 第四久慈川橋 ,, 大子町,L=157.7,単線,鈑桁,,大郡線（国鉄水郡線）上小川～袋田間,久慈川,＊８０９ 

fuji19297, 1927‐3‐10, 第五久慈川橋,, 大子町,L=157.7,単線,鈑桁,,大郡線（国鉄水郡線）上小川～袋田間,久慈川, 

fuji19298, 1927‐3‐10, 第六久慈川橋,, 大子町,L=137.8,単線,鈑桁,,大郡線（国鉄水郡線）袋田～常陸大子間,久慈川, 

fuji19299, 1927‐12‐1, 那珂川橋,（なかがわ）, 水戸市,,単線,鈑桁、ｌ＝３ｘ１０．３＋５ｘ１９．８＋１ｘ１９．９＋１ｘ１０．１,レンガ積橋脚、 

    線路扛上のために別線新橋架設中、ＰＣ連続箱桁、ｎ＝６、現橋は２０１０年撤去予定, 

    国鉄水郡線水戸～常陸青柳間,那珂川,  

fuji19498, 1927‐5‐1, 町屋橋,（まちや）, 常陸太田市,L=44.4,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,,,里川,＊４５１＊５９３＊８０９ 

fuji19499, 1927‐, 野殿橋,,  筑西市（下館市）,L=16.4,ｂ=5.6,ＲＣＴ桁、ｎ＝２,,,大谷川 ,＊２７３ 

fuji19500, 1927‐, 永代橋,（えいたい）, 常陸大宮市,L=45,ｂ=3.9,ＲＣ桁、ｌ＝１５,,,緒川 ,＊４５１ 

fuji19672, 1927‐, 昭和橋,,  笠間市,,道路 ,,,,,  

fuji19998, 1928‐3‐22, 桜川橋,,  土浦市,,鉄道 ,鈑桁,１９３８年廃止,常南電気鉄道,桜川, 

fuji20309, 1928‐5‐1, 黒子橋,,  筑西市（関城町）,L=115,ｂ=5.4,ＲＣＴ桁、ｎ＝１１,１９８１年架け替え,,小貝川,＊２７３＊７１６ 

fuji20310, 1928‐, 中ノ島橋,,  筑西市（下館市・養蚕村）,,道路,ＲＣＴ桁,,,勤行川,＊７１６ 

fuji20311, 1928‐, 花貫橋,,  高萩市,,道路 ,ＲＣ橋,これ迄は木造トラス,,花貫川, 

fuji20312, 1928‐, 金沢橋,（かねさわ）, 大子町,L=21.7,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝９、ｎ＝３,これ迄は木橋,,押川 ,＊４５１＊８０９ 

fuji20313, 1928‐11‐1, 大子橋,（だいご）, 大子町,L=43.6,ｂ=7,ＲＣＴ桁、ｎ＝４,歩道橋添加,,押川 ,＊４５１＊７１６ 

fuji20314, 1928‐, 町田橋,（まちだ）, 常陸大宮市（御前山村）,L=14.1,ｂ=5.2,ＲＣ桁,,,大沢川 ,＊４５１ 

fuji20315, 1928‐, 鮎見橋,,  ,,道路 ,ＲＣＴ桁、ｎ＝３,,,,＊７１６ 

fuji20316, 1928‐, 水門橋,（みずもん）, 水戸市,,道路単線軌道併設,ＲＣＴ桁、ｎ＝３,これ迄はボーストリングトラス,,桜川,＊７１６ 

fuji20492, 1928‐2‐1, 宮前橋,,  東海村,L=6.1,ｂ=5.3,永久橋,,,, 

fuji20566, 1928‐, 関戸橋（後・湊大橋）,, ひたちなか市（那珂湊市）,L=280.2,ｂ=5.5,,１９３８年８月３１日（１９４１年？）流失,,那珂川, 

fuji20567, 1928‐10‐1, 塩田橋,,  北茨城市,,道路 ,,,旧６号線,塩田川 , 

fuji20830, 1929‐9‐30, 本城橋,（ほんじょう）, 水戸市,L=37.7,ｂ=5.5,上路プラットトラス、ｌ＝１ｘ３０．５、鉄道用トラス（第三石狩川橋梁か忠別

川橋梁）を利用しての改造、再用トラス,２００２年架け替え、Ｌ＝４３、ｂ＝６．２、ＰＣ桁橋,,跨水郡線 ,＊４４６＊６３８ 

fuji20994, 1929‐11‐1, 神宮橋,（じんぐう）, 潮来市（行方郡延方村）,L=878,ｂ=5.4,Ｉ型桁、ｌ＝１０、ｎ＝８０、ＲＣＴ桁、ｌ＝４ｘ６＋９ｘ６ｍ、 

    施工：逢沢寛,,,北浦,＊２０９＊５５１＊７１６ 

fuji20995, 1929‐7‐14, 里川橋,,  常陸太田市,,鉄道 ,下路鈑桁、ｎ＝1、上路鈑桁、ｎ＝1+1、RC桁橋,井筒基礎、２００５年廃線, 

    常北電気鉄道（日立電鉄）小沢～常陸岡田間,里川, 

fuji20996, 1929‐7‐14, 茂宮川橋,,  常陸太田市,,鉄道 ,下路鈑桁,２００５年廃線,常北電気鉄道（日立電鉄）小沢～常北太田間, 

    茂宮川, 

fuji20997, 1929‐7‐14, 大橋高架橋,, 常陸太田市,,単線,鈑桁,２００５年廃線,常北電気鉄道（日立電鉄）久慈浜～常北太田間, 

    跨道橋,＊４５１＊８０９ 

fuji20998, 1929‐5‐16, 巴川橋,,  鉾田市,,単線,下路鈑桁、ｎ＝２,２００７年廃線,鹿島参宮鉄道（関東鉄道・鹿島鉄道）巴川～ 

    坂戸間,巴川, 

fuji21336, 1929‐, 石下橋,（いしげ）, 常総市（石下町）,L=272.7,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｎ＝２０,井筒基礎、１９７４年３月７００ｍ下流に 

    新石下大橋を架設、Ｌ＝３３０、ｂ＝７＋２＠１．５、連続鈑桁、ｌ＝２ｘ（３＠５４．７）、 

    石下橋架け替え中,,鬼怒川 ,＊２７３＊４５１＊８０９ 

fuji21337, 1929‐, 昭和橋,（ しょうわ）, 大子町,L=109.2,ｂ=2.6,ＲＣＴ桁、ｌ＝１３．５,,,久慈川,＊４５１＊８０９ 

fuji21338, 1929‐, 池田橋,（いけだ）, 大子町,L=109.1,ｂ=2.7,ＲＣＴ桁、ｌ＝１４,,,久慈川 ,＊４５１＊８０９ 

fuji21339, 1928‐, 舟生橋,（ふにゅう）, 大子町,,道路 ,ＲＣＴ桁,,,久慈川,＊７１６ 
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fuji21340, 1929‐3‐1, 富岡橋,（とみおか）, 常陸大宮市（大宮町）,,道路 ,ＲＣＴ桁,１９６７年、１９６９年流失、１９７４年３月２９日架け替え、 

    Ｌ＝３２３．５、ｂ＝７＋２＠２、連続鈑桁、ｌ＝４＠５３．９、合成鈑桁、ｌ＝２ｘ５３．４,, 

    久慈川 ,＊２７６＊７１６ 

fuji21341, 1929‐, 小町橋,（こまち）, 常陸大宮市（緒川村）,L=41.5,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、n＝４,,,緒川,＊４５１＊７１６＊８０９９ 

fuji21342, 1929‐, 小田野橋,,  常陸大宮市（美和村）,L=14,ｂ=4.5,ＲＣＴ桁,,,小田野川 ,＊８０９ 

fuji21343, 1929‐, 小里橋,（おさと）, 常陸太田市（里美村）,L=26.4,ｂ=5.3,ＲＣ桁、ｌ＝８．３,,,里川,＊４５１ 

fuji21344, 1929‐8‐1, 宍戸橋,（ ししど）, 笠間市（友部町）,L=76,ｂ=6.5,ＲＣ桁、ｌ＝１１．３、ｎ＝７,当初はｎ＝３？,,涸沼川 ,＊４５１＊７１６ 

fuji21345, 1929‐, 笠間大橋,（かさまおお）, 笠間市,L=26.6,ｂ=5.9,ＲＣ桁、ｌ＝９．２,,,涸沼川 ,＊４５１ 

fuji21346, 1929‐3‐1, 中里橋,,  日立市（中里村）,,道路,ＲＣ桁、ｎ＝２,,,,＊７１６ 

fuji21347, 1929‐, 清水橋,,  日立市,L=44.3,ｂ=4,ＲＣＴ桁,２００３年改修,,茂宮川 ,＊８０９ 

fuji21589, 1929‐, 亀ケ橋,（かめが）, 笠間市,,道路 ,桁橋、n＝２,,,涸沼川, 

fuji21590, 1929‐, 大橋,,  笠間市,,道路 ,,,,涸沼川, 

fuji21591, 1929‐, 中島橋,,  水戸市,,道路 ,,,,, 

fuji21738, 1930‐3‐21, 栄橋,（さかえ）, 利根町（布川町）,L=270,ｂ=4.5,鋼連続吊橋、ｌ＝３６．６＋９７．５＋９７．５＋３６．６、上部工： 

    桜田機械製造所,これ迄は渡船、１９７１年１０月２日架け替え、Ｌ＝２７３、ｂ＝６．５＋２＠２、 

    鋼連続箱桁、ｌ＝８４＋１０４＋８４、空気ケーソン,, 

    利根川,＊１５４＊１６９＊１７０＊２０９＊４５４＊６８４＊７１６ 

fuji21788, 1930‐11‐19,海門橋,（かいもん）, ひたちなか市（那珂湊市）,L=196.5,ｂ=１１ 軌道併用 ,ＲＣ上路連続オ－プンア－チ、ｆ＝６、 

    ｌ＝４５．５、ｎ＝４,１９３１年３月補修、１９３８年７月１日洪水により橋台流出し全橋落橋、 

    渡船となる、１９４０年６月１６日仮橋,,那珂川 ,＊１５４＊１９５＊４５１＊７０１＊７１６＊７６０ 

fuji21836, 1930‐9‐21, 大利根橋,（おおとね）, 取手市,L=984,ｂ=7.5,ワ－レントラス、ｌ＝８ｘ６２、鈑桁、ｌ＝１９．５、ｎ＝９＋１５、設計：青木楠男、 

    上部工：浦賀船渠,井筒基礎、杭基礎、下部工：間組、１９６８年４月７日、レッカ－車が主構に 

    衝突し垂直材、斜材が曲がり、下弦材が断面の３／４迄破断、復旧、１９７２年４月、１９７４年 

    １２月３日架け替えＬ＝１２１０、ｂ＝２ｘ（８＋２）、鋼連続箱桁、ｌ＝８０＋３ｘ（３＠８０）＋ 

    （２,,利根川,＊１６９＊２０９＊２９６＊４５９＊７１６ 

fuji21837, 1930‐, 小貝川橋,（こかいがわ）, 筑西市（下館市）,６９．８(橋台前面間),単線,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝１ｘ２９．７、トラスは 

    横河橋梁、鈑桁、ｌ＝（１＋２）ｘ１２．９,直接基礎・杭基礎、１９８６年洗掘,国鉄水戸線下館～ 

    新治間,小貝川,＊４４６＊６３８＊８０９ 

fuji21983, 1930‐4‐16, 第一八溝川橋,, 大子町,L=52.9,単線 ,鈑桁,,国鉄水郡線大子～下野宮間,八溝川,＊８０９ 

fuji21984, 1930‐4‐16, 第七久慈川橋,, 大子町,L=111.6,単線 ,鈑桁,,国鉄水郡線下野宮～矢祭山間,久慈川, 

fuji22247, 1930‐8‐1, 榊橋,（さかき）, 日立市,L=324,ｂ=7.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝２７ｘ１２,1999年架け替え、L＝５０３、ｂ＝８．２５＋２．５、 

    鋼連続箱桁,,久慈川 ,＊２０９＊２７６＊７１６ 

fuji22248, 1930‐, 楓橋,（もみじ）, 日立市,L=13.5,ｂ=6.3,ＲＣ桁,,,宮田川 ,＊４５１＊８０９ 

fuji22249, 1930‐, 大北橋,（おおきた）, 北茨城市,,道路 ,ＲＣＴ桁、ｎ＝７、,,,大北川,＊７１６ 

fuji22250, 1930‐, 川側橋,（かわばた）, 高萩市,L=19,ｂ=5.6,ＲＣ桁、ｌ＝９．５,,,関根川 ,＊４５１ 

fuji22251, 1930‐, 常陸山橋,（ひたちやま）, 水戸市,L=6.7,ｂ=6.4,ＲＣ桁,,,新川 ,＊４５１ 

fuji22510, 1930‐, 華川橋,,  北茨城市,,道路 ,,,,花園川,＊８０９ 

fuji23127, 1931‐11‐1, 千代橋,（せんだい）, 那珂市（那珂町）,L=208,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝１３、ｎ＝１６,これ迄は渡船、１９８６年流失、 

    １９８８年架け替え、Ｌ＝３２６．５、ｂ＝７．５＋２＠２．５、鋼連続箱桁、ｌ＝５＠６５,, 

    那珂川 ,＊２７６ 

fuji23128, 1931‐, 水門橋,（すいもん）, 行方市（麻生町）,,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝５．２,,,,＊４５１ 

fuji23129, 1931‐, 大宗橋,,  ,,道路 ,ＲＣ桁、ｎ＝８,,,鬼怒川 ,＊７１６ 

fuji23130, 1931‐11‐1, 恋瀬橋,（こいせ）, 石岡市,L=126,ｂ=7.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝１０．５、ｎ＝１２,旧橋は木桁橋、２０００年架け替え、 

    Ｌ＝１３８．６、ｂ＝１６．５、ＰＣ桁橋、ｎ＝５、旧橋は撤去,,恋瀬川,＊４５１＊７１６ 

fuji23541, 1932‐5‐1, 小瀬橋,（おぜ）, 常陸大宮市（緒川村）,L=23.5,ｂ=4.5,ＲＣア－チ、ｌ＝２２,,,小舟川,＊４５１＊７０１＊８０９ 

fuji23591, 1932‐5‐25, 水府橋,（すいふ）, 水戸市,L=171,ｂ=６＋２＠２,曲弦ワ－レントラス、ｌ＝３ｘ５６、上部工：横浜船渠,ＲＣ井筒基礎、 

    １９６９年５月３日大型トラックが斜材に衝突し損傷、復旧,, 

    那珂川,＊１６９＊２０９＊２７６＊４４５＊４４６＊４５１＊５５１＊６３８＊８０９ 

fuji23637, 1932‐7‐1, 北利根橋,（きたと ね）, 東村（本新島村）,L=141,ｂ=5.5,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝２ｘ（２０．３＋１９．５＋２０．３）、下路鈑桁、 

    ｌ＝１９．３,井筒基礎、１９７１年架け替え、Ｌ＝２８０、ｂ＝８＋２、連続鈑桁,, 

    常陸利根川 ,＊２０９＊５５１ 

fuji23700, 1932‐5‐25, 青柳橋,,  水戸市,L=16.2,ｂ=9,Ｉ型桁、ｌ＝５．３,ＲＣ箱型ラ－メン橋台,,水郡南線跨線, 

fuji23936, 1932‐3‐1, 文巻橋,（ふみまき）, 竜ヶ崎市,L=144,ｂ=7.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝１１、ｎ＝１２,井筒基礎、杭基礎、これ迄は木橋、 

    １９６８年歩道橋添加、ｂ＝１．５,,小貝川 ,＊２２４＊２７３＊２７６ 

fuji23937, 1932‐12‐1, 千年橋,（せんねん）, 大子町,L=31.5,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝１０．５、ｎ＝３,,,初原川,＊４５１ 

fuji23938, 1932‐, 下田橋,,  土浦市,L=5.5,ｂ=5,ＲＣＴ桁、ｌ＝４．５,,,排水路, 

fuji23939, 1932‐5‐25, 早戸橋,,  水戸市,L=10.5,ｂ=7.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝９．５,,,早戸川, 

fuji24228, 1932‐, 愛宕橋,,  土浦市,L=6.5,ｂ=5.5,ＲＣラ－メン,杭基礎,,, 

fuji24314, 1932‐, 花室川橋,,  つくば市（桜村）,,道路 ,,,,, 

fuji24427, 1932‐, 無名橋,,  日立市,L=26.2,ｂ=2.7,木造桁橋,,,十王川, 

fuji24428, 1932‐9‐1, 万代橋,（よろずよ）, 水戸市,,道路 ,木造桁橋,１９３８年流失,,那珂川, 

fuji24626, 1933‐, 大正橋,（たいしょう）, 稲敷市（江戸崎町）,L=60.6,ｂ=4.5,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝１８＋２４＋１８,１９９５年架け替え 

    L＝57.9ｂ＝１１、鋼ロ－ゼ,,沼里川,＊１６９＊２０９＊２２４ 

fuji24868, 1933‐11‐1, 上郷橋,,  つくば市（豊里町）上郷,L=206.7,ｂ=4.5,ＲＣＴ桁、ｎ＝１５,,,小貝川 ,＊２７３ 

fuji24869, 1933‐, 上小川橋,（かみおがわ）, 大子町,L=152,ｂ=4.5,ＲＣＴ桁、ｌ＝１２．５,,,久慈川 ,＊４５１＊８０９ 

fuji24870, 1933‐1‐1, 久慈川橋,（くじがわ）, 大子村,L=100,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝８ｘ１２．５,,,久慈川,＊２０９＊４５１＊８０９ 

fuji24871, 1933‐11‐8, 中家橋,,  土浦市（中家村）,L=11,ｂ=9,ＲＣＴ桁,杭基礎,,, 

fuji24872, 1933‐3‐27, 高津橋,,  土浦市（中家村）,L=14.5,ｂ=7.5,ＲＣスラブ橋,ＲＣ杭基礎,,, 

fuji24873, 1933‐, 泉橋跨線橋,（いずみばし）, 土浦市,L=15.8,ｂ=8.3,ＲＣ桁,,,跨常磐線 ,＊４５１ 

fuji24874, 1933‐, 真鍋橋,,  土浦市,L=7.5,ｂ=15,ＲＣＴ桁、ｌ＝６,１９９４年架け替え、Ｌ＝１６、ｂ＝９＋２＠２、２５、 

    ＲＣ桁,,新川, 

fuji25460, 1933‐, 陸橋,,  笠間市（友部町）,,道路 ,木造橋,,,跨常磐線, 
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fuji25603, 1934‐, 栄橋,（さかえ）, 筑西市（関城町）,,道路 ,ポ－ストリングトラス,１９２８年当時はトラス＋鈑桁,,鬼怒川 , 

fuji25638, 1934‐5‐1, 土浦橋,,  土浦市（土浦町）,L=64.4,ｂ=８＋２＠．５,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝１９．５＋２５．４＋１９．５,杭基礎、 

    上部工の架設と下部工は内務省直営、１９９０年架け替え、Ｌ＝１０５、ｂ＝１６、連続鈑桁,, 

    桜川 ,＊１９１＊２０９＊２７６＊７１６ 

fuji25826, 1934‐12‐1, 外の内橋,（とのうち）, 常陸太田市（小里村）,L=36,ｂ=5.5,ＲＣ連続桁、ｌ＝１１＋１４＋１１,,,里川,＊２０９＊４５１ 

fuji25837, 1934‐6‐1, 常盤橋,（ときわ）, 筑西市（下館市･竹島村）,L=61.5,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１８．５＋２４＋１８．５,井筒基礎、 

    施工：県直営、１９７１年架け替え、Ｌ＝１８６、ｂ＝９＋２＠１．２５、合成鈑桁、ｎ＝５,, 

    小貝川 ,＊２０９＊２７３ 

fuji25838, 1934‐3‐1, 押川橋,（おしがわ）, 大子町,L=80.5,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１４．５＋１６．５＋１８＋１６．５＋１４．５、施工： 

    県直営,歩道橋添加,,押川,＊２０９＊４５１＊８０９ 

fuji25839, 1934‐2‐1, 万年橋,（まんねん）, 大子町（宮川村）,２５０（４４．５？）,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１４＋１７．５＋１４、施工： 

    県直営,歩道橋併設,,八溝川,＊２０９＊８０９ 

fuji25931, 1934‐, 大橋,（おお）, 北茨城市,L=11.7,ｂ=5.8,ＲＣ桁,,,里根川 ,＊４５１＊８０９ 

fuji25932, 1934‐, 宮田川橋,,  日立市,,道路 ,中央のみがコンクリ－ト橋、両端は木橋,,,宮田川 , 

fuji26255, 1934‐2‐28, 結城大橋,,  結城市,,道路 ,,,,, 

fuji26256, 1934‐, 銭亀橋,（ぜにかめ）, 土浦市,,道路 ,,１９１０年当時は木桁橋．１９７３年架け替え、Ｌ＝１０６、ｂ＝９,,桜川, 

fuji26257, 1934‐8‐8, 勤行大橋,（ごんぎょうおお）, 筑西市,L=56.3,ｂ=9,,１９８６年流失、１９８８年大橋架設,,五行川, 

fuji26374, 1934‐, 大河原橋,,  筑西市（関城町）,,道路 ,木造潜水橋,,,鬼怒川, 

fuji26451, 1935‐12‐1, 天竜橋,（てんりゅう）, 常陸太田市（里美村）,L=22,ｂ=5.5,ＲＣア－チ、ｆ＝４．４、ｌ＝２２,,,里川,＊４５１＊７０１ 

fuji26556, 1935‐8‐1, 幸久橋,（さきく）, 常陸太田市,L=285.2,ｂ=5.5,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝５ｘ２２、ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝９ｘ１８．５、上部工： 

    東京鐵骨橋梁、ＲＣ桁は県直営,これ迄は木橋、１９７６年歩道橋添加、ｂ＝５．５,, 

    久慈川 ,＊１９１＊２７６＊４５１＊８０９ 

fuji26749, 1935‐12‐1, 大手橋,（おおて）, 水戸市,L=22.8,ｂ=6.1,ＲＣ連続桁、ｌ＝６．１＋１０．６＋６．１,,,跨道路橋 ,＊４５１＊７１６＊８０９ 

fuji26866, 1935‐6‐1, 小貝橋,（こかい）, 筑西市（明野町・上野村）,L=150,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝１２、ｎ＝１３、施工：県直営,井筒基礎、 

    １９９０年架け替えＬ＝３２６、ｂ＝８＋２．５、鋼連続箱桁、ｌ＝７５＋８４＋７５、鋼箱桁、 

    ｌ＝５８．６、鈑桁、ｌ＝３３．４,,小貝川,＊２０９＊２７３＊７１６ 

fuji26867, 1935‐3‐1, 永代橋,,  常陸太田市（幸久村）,L=30,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝３ｘ１０,杭基礎,,山口川,＊２０９ 

fuji26868, 1935‐, 小旦橋,,  ,,道路 ,ＲＣ桁,,,,＊１５４ 

fuji26869, 1935‐, 陸橋,,  笠間市（友部町）,,道路 ,ＲＣ橋,,,跨常磐線 , 

fuji27178, 1935頃, 弁天橋,（べんてん）, 常総市（水海道市）,,道路 ,石桁橋,これ迄は仮橋,,東仁連川, 

fuji27230, 1935‐8‐4, 大貫橋,,  大洗町,L=72,ｂ=3.6,架設は千葉鉄道第一連隊による,１９７２年、Ｌ＝８１、ｂ＝７、 

    鋼ランガ－桁,,涸沼川 , 

fuji27397, 1935‐, 戸田井橋,（とだい）, 取手市,,道路 ,木橋,１９７２年架け替え、Ｌ＝１６８．１、ｂ＝６．５＋２＠１．５、合成鈑桁,, 

    小貝川, 

fuji27398, 1935‐, 小貝川橋,（こかいがわ）, 取手市（藤代町）,L=165,ｂ=4.5,木橋,,,小貝川, 

fuji27399, 1935‐, 大谷川橋,,  筑西市（下館市）,L=20,ｂ=3.6,木橋、ｎ＝６,,,大谷川,＊２７３ 

fuji27400, 1935‐3‐1, 石洗橋,（いしあらい）, 常総市（水海道市）,,ｂ=1.2,木桁橋,,,八間堀川, 

fuji27502, 1936‐, 永久橋,（えいきゅう）, 常陸太田市（水府村）,L=40.4,ｂ=5,ＲＣオ－プンランガ－、ｆ＝５、ｌ＝３０、施工：茨城県直営,,, 

    山田川 ,＊２０９＊４５１＊７０１＊８０９ 

fuji27503, 1936‐7‐19, 鮎川橋,（あゆかわ）, 大子町,L=27,ｂ=7.5,ＲＣア－チ、ｆ＝４．４、ｌ＝２２,,,鮎川 ,＊２０９＊４５１＊７０１ 

fuji27718, 1936‐5‐22, 船場橋,（ふなば）, 笠間市（岩間町）,,ｂ=5.5,ＲＣ連続桁、ｎ＝３、施工：茨城県直営、,,,涸沼川,＊４５１ 

fuji27741, 1936‐8‐159 , 大形橋,（おおかた）,  下妻市（千代川村）,L=296.2,ｂ=5.4,ＲＣゲルバ－桁、 

    ｌ＝１９＋３＠２４＋１９、ＲＣ桁橋、ｌ＝１４ｘ１３．３、井筒基礎、施工：鬼怒川工業,井筒基礎、 

    施工：鬼怒川工業、１９７４年歩道添加、ｂ＝２、１９７４年歩道添加、ｂ＝２,,鬼怒川,＊２７３ 

fuji27833, 1936‐, 小貝橋,（こかい）, 取手市（藤代町）,L=197.7,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝１３ｘ１６,,,小貝川,＊２０９＊２７３ 

fuji27834, 1936‐, 榎橋,（えのき）, 坂東市（岩井市）,L=32.2,ｂ=3.6,ＲＣ桁、ｌ＝１０．２,,,飯沼川 ,＊４５１ 

fuji27835, 1936‐, 桂橋,（かつら）, 城里町（桂村）,L=20.1,ｂ=7.5,ＲＣ桁,歩道橋併設,,桂川,＊４５１＊８０９ 

fuji27836, 1936‐3‐1, 新川橋,,  東海村（村松村）,L=24,ｂ=5.5,ＲＣ突桁橋、ｌ＝５＋１４＋５,杭基礎,,,＊２０９ 

fuji28158, 1936‐5‐20, 新寺橋,,  水戸市,,道路 ,,,,千波湖排水路, 

fuji28584, 1937‐, 二三成橋,（ふみなり）, 取手市（藤代町）,L=180,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、ｎ＝１５,,,小貝川 ,＊２７３ 

fuji28837, 1937‐, 河原橋,（かわら）, 常陸大宮市（山方町）,,道路 ,,,,,＊４５１ 

fuji28999, 1938‐1‐1, 央橋,（なか）, 常陸太田市,L=34,ｂ=6,ＲＣ下路ロ－ゼ桁橋、ｌ＝３４,,,里川 ,＊１５４＊４５１＊７０１＊８０９ 

fuji29000, 1938‐, 瀧川橋,（たつかわ）, 大子町,L=27,ｂ=5.5,ＲＣア－チ,,,滝川 ,＊４５１ 

fuji29062, 1938‐（1939？）, 鬼怒川橋,（きぬがわ）, 筑西市（下館市）,L=522.6,単線,鈑桁、ｌ＝１２ｘ３１．６＋７ｘ１９．２,ＲＣ井筒基礎, 

    国鉄水戸線東結城～川島間,鬼怒川,＊２７３＊８０９ 

fuji29181, 1938‐, 八反橋,（やったん）, 北茨城市,L=14,ｂ=4.6,ＲＣ桁,,,里根川 ,＊４５１（０９ 

fuji29641, 1939‐5‐1, 猪川橋,,  常陸大宮市（御前山村・野口村）,L=75,ｂ=5,ＲＣ桁、ｌ＝６ｘ１２．５,,,猪川,＊１５４ 

fuji29642, 1939‐2‐1, 古渡橋,（ふっと）, 稲敷市（桜川村・古渡村）,L=120,ｂ=5.5,ＲＣ桁,２００７年架け替え,,小野川,＊１５４ 

fuji29727, 1939‐, 御城橋,（みじょう）, 常総市（水海道市）,,道路,煉瓦橋,水門兼用,,八間堀川, 

fuji29753, 1939‐, 筑真橋,,  筑西市（明野町）,,道路 ,,１９３８年流失,,桜川 , 

fuji29754, 1939‐, 緒川橋,（おがわ）, 常陸大宮市（御前山村）,,道路 ,,,,緒川, 

fuji29911, 1940‐5‐30, 鬼怒川橋,（きぬがわ）, 八千代町（西豊田村）,L=233,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝２８、Ｌ＝１６１、木橋、Ｌ＝７１, 

    井筒基礎、杭基礎,,鬼怒川,＊１５４＊４５１＊８０９ 

fuji29912, 1940‐6‐8, 万代橋,（よろずよ）, 水戸市,L=179.4,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝２１．５＋５＠２７．２＋２１．５,井筒基礎、１９８１年 

    歩道添加、ｂ＝３．８、上流１２０ｍに新・万代橋を架設、鋼斜張橋,, 

    那珂川 ,＊１５４＊２７６＊４５１ 

fuji29935, 1940‐, 上渕橋,（かみふち）, 日立市,L=39.3,ｂ=3.6,ＲＣ桁,,,里川,＊４５１ 

fuji30028, 1940‐5‐14, 下園部大橋,, 小美玉市（小川町）,L=42,ｂ=5.5,,,,園部川, 

fuji30077, 1940‐, 八幡橋,,  常陸太田市,L=33,ｂ=2.7,木桁橋,,,黒川,＊２７６ 

fuji30144, 1941‐, 滝川橋,（たきがわ）, 大子町,L=27,ｂ=5.5,ＲＣア－チ、ｆ＝４．５,,,滝川 ,＊４５１＊７０１＊８０９ 

fuji30145, 1941‐, 大日峯橋,,  ,,道路 ,ＲＣア－チ、ｌ＝１２,,,, 

fuji30188, 1941‐, 梅戸陸橋,（うめど）, 水戸市,L=18.5,ｂ=8.9,鋼橋,,,跨常磐線,＊４５１ 
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fuji30256, 1941‐, 梅戸橋,（うめと）, 水戸市,L=18.5,道路 ,永久橋,,,跨常磐線橋, 

fuji30421, 1942‐7‐13, 涸沼橋（現・平戸橋）,（ひぬま）, 大洗町,L=120.1,ｂ=9,ＲＣ桁、ｌ＝１４．６、ｎ＝８,,,涸沼川,＊４５１＊８０９ 

fuji30610, 1943‐, 大和橋,,  常総市（水海道市）,L=202.5,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁、ｎ＝１５,１９８８年架け替え、Ｌ＝２３６．２、 

    ｂ＝７．５＋２＠２．５、合成鈑桁、ｌ＝７ｘ３３．２,,小貝川 ,＊２７３ 

fuji30649, 1943‐1‐1, 梅戸橋,,  水戸市千波湖畔,L=18.5,ｂ=9,,,国道６号,跨常磐線,＊２７６ 

fuji31020, 1945‐3‐1, 栄利橋,,  つくば市（桜村）,L=85.5,ｂ=4,木橋,１９７８年５月架け替え、Ｌ＝１８７．５、 

    ｂ＝１０．５（ＲＣ？）桁橋,,桜川 , 

fuji31079, 1946‐, 岡堰橋,,  取手市（藤代町）,L=63,ｂ=2.7,ＲＣ連続桁,,,小貝川, 

fuji31226, 1947‐, 里根川橋,,  ,L=22.5,道路 ,,,,,＊２７６ 

fuji31283, 1947‐5‐1, 勝田橋,,  水戸市,,道路 ,木造桁橋,１９４３年着手、１９４５年中断、１９４７年９月流失,,那珂川 ,＊１９８ 

fuji31284, 1947‐, 大河原橋（鬼怒川大橋）,（（きぬがわおお））,  筑西市（関城町）,,道路 ,木造潜水橋,,,鬼怒川 , 

fuji31513, 1948‐1‐1, 石洗橋,（いしあらい）, 常総市（水海道市）,,ｂ=1.5,木桁橋,,,八間堀川, 

fuji31514, 1948‐, 御城橋,（みじょう）, 常総市（水海道市）,,道路,木造方杖橋,１９７１年１９８５年架け替え,,八間堀川, 

fuji31651, 1949‐, 勝田橋,（かつた）, 水戸市,,道路 ,木造ハウトラス,１９６０年架け替え,,那珂川 ,＊１９８ 

fuji31662, 1949‐9‐1, 小貝川橋,（こかいがわ）, 取手市（藤代町）,１３＋８０,単線並列 ,鈑桁、ｌ＝１２．９＋８ｘ１９．２,,国鉄常磐線藤代～ 

    佐貫間,小貝川, 

fuji31692, 1949‐, 福雷橋,（ふくらい）, 常総市（水海道市）,L=63.6,ｂ=4.5,ＲＣＴ桁、ｎ＝７,,,小貝川,＊２７３＊７１６ 

fuji31990, 1950‐, 那珂川大橋,（なかがわおお）, 城里町（桂村）,L=282.4,ｂ=5.5,鋼ランガ－トラス、ｌ＝４ｘ７０、木造足場架設、 

    架設中足場が流失し橋体墜落、設計：田中豊、上部工：横河橋梁,井筒基礎、下部工： 

    間組,,那珂川,＊１５４＊１９６＊２６２＊２７６ 

fuji32141, 1950‐, 小野川橋,,  牛久市,L=13.4,道路 ,ＲＣＴ桁,,,小野川,＊２９６ 

fuji32142, 1950‐, 谷川橋,,  多賀郡,L=12.7,ｂ=9,ＲＣラ－メン,,国道６号,谷川,＊２７６ 

fuji32143, 1950‐, 玉川橋,,  多賀郡,L=10.6,ｂ=9,ＲＣ桁,,国道６号,玉川,＊２７６ 

fuji32328, 1950‐3‐1, 下郷橋,,  つくば市（豊里町）,L=192,ｂ=3.6,木橋、ｎ＝２４,,,小貝川,＊２７３ 

fuji32329, 1950‐, 新桜川橋,,  水戸市,L=52,ｂ=3,木橋,,,桜川,＊２７６ 

fuji32611, 1951‐, 稲村橋（花貫川橋）,（いなむら）, 高萩市,L=36.6,ｂ=9,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１１＋１４＋１１,井筒基礎、 

    歩道橋添加,,花貫川,＊２７６ 

fuji32741, 1951‐, 機初橋,（はたぞめ）, 常陸太田市,L=110.9,ｂ=4.5,永久橋,,,里川,＊２７６ 

fuji32928, 1951‐, 新町橋,,  水戸市,L=50,ｂ=5.5,木橋,,,桜川,＊２７６ 

fuji33036, 1952‐8‐2, 湊大橋（旧・関戸橋）,, ひたちなか市（那珂湊市）,L=330,ｂ=7.5,鋼ランガ－トラス、ｌ＝５ｘ６５．１、上部工： 

    横河橋梁,空気ケーソン基礎,,那珂川,＊１９６＊２７６ 

fuji33098, 1952‐, 仲ノ町橋,,  水戸市,L=46.6,ｂ=6,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝１８＋１４＋１８、上部工：三菱日本重工業 

    （横浜造船所）,,,桜川,＊１９６＊２７６ 

fuji33118, 1952‐, 十王川橋,,  日立市（十王町）,L=45,単線 ,鈑桁,,国鉄常磐線十王～高萩間,十王川 , 

fuji33485, 1952‐12‐1, 石洗橋,（いしあらい）, 常総市（水海道市）,,ｂ=1.5,木桁橋、ｎ＝３,１９８１年架け替え、Ｌ＝３３、ｂ＝６,,八間堀川, 

fuji33486, 1952‐, 搦手橋,（からめて）, 水戸市,L=50.9,ｂ=5.7,木橋,１９８３年架け替え、Ｌ＝５０．８、ｂ＝３（歩道橋）、鈑桁,,桜川,＊２７６ 

fuji33613, 1953‐, 鮎見橋,,  日立市,L=24.7,ｂ=9,ＲＣア－チ、,,,鮎川 , 

fuji33649, 1953‐, 長岡橋,（ながおか）, 茨城町,L=39.6,ｂ=7.5,ポニ－トラス、ｌ＝３８．８、上部工：桜田機械工業,,, 

    涸沼前川,＊１９６＊２７６ 

fuji33650, 1953‐8‐1, 川島橋,（かわしま）, 筑西市（下館市）,L=447.2,ｂ=5.5,ワ－レントラス、ｌ＝３ｘ６０、上部工：松尾橋梁、ＲＣゲルバ－桁、 

    ｌ＝１１ｘ２４,井筒基礎・杭基礎、１９７３年３月３１日歩道添加、ｂ＝２．５、１９８５年 

    約２５０ｍ下流に平行して新橋を架設、Ｌ＝４３９．８、ｂ＝２ｘ（６．２５＋２．５）、連続鈑桁、 

    ｌ＝２ｘ（４＠５４．７５）,,鬼怒川,＊１９６＊２７３＊２７６＊４２３＊６３８ 

fuji33700, 1953‐12‐1, 石垣橋,（いしがき）, 水戸市,L=51.7,ｂ=9,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝１５．５＋１９．５＋１５．５、上部工：桜田機械工業,,, 

    桜川 ,＊１９６＊２７６ 

fuji33877, 1953‐4‐1, 目島橋,,  日立市（十王町）,L=6.4,ｂ=3.6,ＲＣ橋,,,, 

fuji33995, 1953‐, 八戸橋,（はっと）, 大子町,L=5.5,道路 ,永久橋,,,八戸川, 

fuji33996, 1953‐4‐1, 盛金橋,（もりがね）, 常陸大宮市（山方町）,L=8.3,道路 ,永久橋,,,後野沢, 

fuji34292, 1954‐, 宮田川橋,,  日立市,L=39.3,ｂ=８＋２＠２．５,ＲＣ上路ランガ－,２００２年架け替え、Ｌ＝４２、ｂ＝２０、 

    ＲＣオープンア－チ,,宮田川 , 

fuji34466, 1954‐, 久慈川橋,,  常陸太田市,L=174,鉄道,鈑桁、ｌ＝２７．９,,日立電鉄太田線,久慈川,＊２７６ 

fuji34467, 1954‐12‐1, 久慈川橋,,  常陸太田市,L=289.9,単線 ,鈑桁、ｌ＝４ｘ２１．４、９ｘ１０、１ｘ１２、１ｘ１０,井筒基礎、扛上、 

    伸長,国鉄水郡線額田～河合間,久慈川, 

fuji34562, 1954‐, 尾崎橋,,  ,L=12.8,ｂ=5.5,プレテンＰＣ桁、上部工：ピ－エスコンクリ－ト,,,,＊１９６＊１９７＊１９７ 

fuji34670, 1954‐2‐1, 島久橋,,  常陸太田市,L=86.7,ｂ=3.6,ＲＣ橋、ｌ＝４ｘ２１．４,,,山田川,＊２７６ 

fuji34671, 1954‐8‐30, 亀田橋,,  日立市（十王町）,L=6.3,ｂ=2.7,ＲＣ橋,,,, 

fuji34672, 1954‐, 鬼怒川橋（長塚橋）,（きぬがわ）, 八千代町今里,L=234.2,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁（１９４０年）に隣接した木桁橋区間 

    をＲＣ桁橋に架け替え、計、ｎ＝１１,１９７６年平行して新鬼怒川橋を架設、Ｌ＝２４６．５、 

    ｂ＝７＋２．５、ＰＣ連続箱桁,,鬼怒川 ,＊２７３ 

fuji34896, 1954‐, 小鶴橋,,  ,L=10.1,道路 ,,架け替え,国道６号,,＊２７６ 

fuji34897, 1954‐7‐1, 桜橋,（さくら）, 常総市（水海道市）,,道路 ,,１９８９年架け替え、ＰＣ桁橋、ｎ＝２,,八間堀川, 

fuji35130, 1955‐12‐1, 高橋,（たか）, 茨城町,L=108.1,ｂ=7.5,鋼ランガ－桁、合成鈑桁、上部工：桜田機械工業,,,涸沼川,＊２７６ 

fuji35464, 1955‐, 東橋,,  日立市（十王町）,L=50.5,ｂ=3.6,ＲＣゲルバ－桁,,,十王川, 

fuji35735, 1955‐, 菱木橋,,  出島町,,道路 ,,,,, 

fuji35736, 1955‐, 岡田橋,,  ,L=18,ｂ=5.5,Ｔ型桁,撤去,,, 

fuji35908, 1955‐, 稲豊橋,,  取手市,L=124,ｂ=2.7,木橋、ｎ＝２３,１９８０年、新稲豊橋架設、Ｌ＝２１７、ｂ＝１０．５、鈑桁、 

    ｎ＝６,,小貝川,＊２７３ 

fuji36093, 1956‐1‐1, 滝下橋,（たきした）, 守谷町,L=146.5,ｂ=5.5,トラス、ｌ＝３ｘ４５,１９８２年歩道橋添加、ｂ＝２,,鬼怒川,＊１７５＊２７３ 

fuji36350, 1956‐5‐1, 里川橋,（さとがわ）, 常陸太田市,L=180.2,ｂ=6,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝２１．４＋５＠２７．５＋２１．４,歩道橋添加,, 

    里川,＊２７６ 

fuji36560, 1956‐, 東橋,,  常陸太田市,L=81.2,ｂ=3.6,,架け替え、１９７４年架け替え、Ｌ＝８３、ｂ＝６．５、ｌ＝３ｘ２７．６,, 

    山田川,＊２７６ 
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fuji36709, 1956‐, 新落合橋,,  常陸太田市,L=49.5,ｂ=2.5,木桁橋、ｌ＝１１ｘ４．５ｍ,,,里川,＊２７６ 

fuji36710, 1956‐, 小目沼橋,（おめぬま）, つくばみらい市（谷和原村）,L=95,ｂ=１，５,木桁橋、潜水橋、ｎ＝１８,,,小貝川,  

fuji36850, 1957‐, 千歳橋,（ちとせ）, 水戸市,L=335.5,ｂ=7,トラス、ｌ＝６６、合成鈑桁、ｎ＝３、上部工：横河橋梁,井筒基礎、 

    旧橋は木造桁橋、１９７５年伸長,,那珂川,＊１７５＊１９８＊２７６ 

fuji37088, 1957‐, 石境橋,,  高萩市,L=25,ｂ=4.5,ＰＣ桁、ｌ＝２５、上部工：オリエンタルコンクリ－ト,,,,＊１７５ 

fuji37089, 1957‐, 塩田橋,（しおた）, 北茨城市,L=21.9,ｂ=９．５＋２,ＰＣ桁,歩道添加,,塩田川, 

fuji37199, 1957‐, 上岡橋,（うわおか）, 太子町,L=60.2,ｂ=5.5,ＲＣＴ桁,歩道橋併設,,押川, 

fuji37200, 1957‐3‐1, 上野殿橋,,  ,L=18,ｂ=3,ＲＣ橋、ｎ＝３,,,,＊２７３ 

fuji37201, 1957‐3‐1, 銷（消）魂橋,（たまげ）, 水戸市,L=12,道路 ,ＲＣ橋,これ迄は木橋、１６９０年それ迄の七軒町橋から改称,,備前掘 , 

fuji37314, 1957‐8‐1, 新花貴橋,,  高萩市,,道路 ,永久橋,,,花貴川, 

fuji37315, 1957‐, 谷川橋,（たにかわ）, 高萩市,L=12.7,道路 ,永久橋,,,花貴川, 

fuji37316, 1957‐, 羽根田橋,（はねだ）, 高萩市,L=16.8,道路 ,永久橋,,,関根川, 

fuji37317, 1957‐, 細田橋,（ほそだ）, 北茨城市,L=22.9,道路 ,永久橋,歩道橋併設両側,,里根川, 

fuji37318, 1957‐, 仁井田橋,（にいだ）, 北茨城市,L=10.4,道路 ,永久橋,歩道橋併設,,江戸上川, 

fuji37319, 1957‐, 橋場美橋,（はしばみ）, 小美玉市（美野里町）,L=10.7,道路 ,永久橋,,,橋場美川, 

fuji37320, 1957‐, 春川橋,（はるかわ）, 那珂市（瓜連町）,L=6,道路 ,永久橋,,,春川, 

fuji37400, 1957‐, 島曽根橋,,  高萩市,,道路 ,,,,, 

fuji37548, 1957‐, 桜橋,,  つくば市（桜村）,L=55,ｂ=3.7,木橋,,,桜川, 

fuji37549, 1957‐3‐1, 根田橋,,  筑西市（下館市）,L=20,ｂ=3.6,木橋、ｎ＝４,,,大谷川,＊２７３ 

fuji37550, 1957‐3‐1, 川神馬橋,,  筑西市（下館市）,L=16,ｂ=3,木橋、ｎ＝４,,,大谷川,＊２７３ 

fuji37692, 1958‐, 利根川橋（下り）,, 取手市,L≒９６５,単線 ,トラス、ｌ＝６２．４、ｎ＝８、上部工：横河橋梁、鈑桁、ｌ＝１９．２、ｎ＝２３、 

    上部工：宮地鉄工所、松尾橋梁,空気ケ－ソン基礎,国鉄常磐線天王台～取手間, 

    利根川,＊１７５＊２４６＊２６２＊４２３＊４４６＊６３８ 

fuji37772, 1958‐3‐1, 栄橋,（さかえ）, 那珂市（瓜連町）,L=316,ｂ=6,連続鈑桁、ｌ＝３＠３６、鈑桁、ｌ＝６ｘ２７．５、２ｘ２０、上部工： 

    汽車製造,,,久慈川 ,＊１７５＊２７６ 

fuji37789, 1958‐, 古河跨線橋,, 古河市,,道路 ,ゲルバ－鈑桁、ｌ＝１２．２＋９．２,,,,＊１８９ 

fuji37814, 1958‐3‐1, 天の川橋,（あまのがわ）, かすみがうら市（千代田町）,L=31.5,ｂ=9.5,合成鈑桁、ｌ＝３０．５,,,天の川 ,＊１７５＊２７６ 

fuji37850, 1958‐, 八間堀川橋（幸谷橋）,, 竜ヶ崎市,L=35,ｂ=10,張り出し付き鈑桁、ｌ＝６＋２４＋５,鋼管杭基礎、長さ４２ｍ、１９７６年 

    ３月１５日架け替え,国道６号竜ヶ崎市,八間堀川,＊２９６ 

fuji37851, 1958‐, 常盤橋,,  古河市,L=21.9,ｂ=9.8,鈑桁,,,, 

fuji37963, 1958‐, 関根橋,,  高萩市,L=12.8,ｂ=4.5,ＰＣ桁,,,関根川, 

fuji38279, 1958‐, 丸塚橋,（まるつか）, 大子町,L=8,道路 ,永久橋,,,久保田川, 

fuji38280, 1958‐2‐1, 常井橋,（ときい）, 常陸太田市（金砂郷町）,L=89.6,道路 ,永久橋,歩道橋添加,,山田川, 

fuji38396, 1958‐9‐30, 堀込橋,,  常総市（水海道市）,,道路 ,,,,東仁連川, 

fuji38666, 1959‐7‐21, 海門橋 ,（かいもん）, ひたちなか市（那珂湊市）,L=407.8,ｂ=7,鋼ランガ－桁、ｌ＝１ｘ９０、合成鈑桁、 

    ｌ＝＋（２３＋３８＋３８）＋（３８＋３８＋２８．３）、鈑桁、ｌ＝６ｘ１７、架設中落橋、上部工： 

    松尾橋梁,木造浮ケーソンによる空気ケーソン基礎、下部工：白石基礎、1990年歩道添加、 

    ｂ＝２,,那珂川,＊１５４＊１７５＊１９８＊２１３＊２７６＊４２３ 

fuji38667, 1959‐1‐1, 富士見橋,,  常総市（水海道市）,,道路,鋼ランガ－桁,,,八間堀川, 

fuji38846, 1959‐, 郡戸橋,,  常陸太田市（金砂郷町）,L=48,ｂ=6,合成鈑桁,,,浅川, 

fuji39000, 1959‐, 奥久慈橋,,  大子町,L=130,ｂ=6,ＰＣ桁、ｌ＝２６,,,久慈川 ,＊１９８ 

fuji39200, 1959‐, 岡洗堰橋,,  取手市,L=100,ｂ=2.7,ＲＣ桁,１９９６年下流に新堰を設置、鈑桁、旧堰は撤去,,小貝川, 

fuji39339, 1959‐3‐1, 九輪塔橋,,  常陸太田市（水府村）,L=30,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,山田川, 

fuji39340, 1959‐, 薗部橋,（そのべ）, 石岡市,L=23.8,道路 ,永久橋,歩道橋併設,,園部川, 

fuji39341, 1959‐, 花野井橋,（はなのい）, 小美玉市（美野里町）,L=14.2,道路 ,永久橋,,,花野井川, 

fuji39342, 1959‐11‐1, 淺川橋,（あさかわ）, 常陸太田市（金砂郷町）,L=64,道路 ,永久橋,両側に歩道橋併設、鈑桁,,淺川, 

fuji39343, 1959‐, 鮎川橋,（あゆかわ）, 日立市,L=22,道路 ,永久橋,,,鮎川, 

fuji39344, 1959‐, 桜山橋,（さくらやま）, 水戸市,L=36,道路 ,永久橋,歩道橋併設、鈑桁,,跨常磐線橋, 

fuji39609, 1959‐, 久野瀬橋,（くのせ）, 大子町,L=59.8,ｂ=2,木橋,２００１年木造潜水橋,,久慈川, 

fuji39733, 1960‐12‐2, 鬼怒川大橋,（きぬがわおお）, 結城市,L=626,ｂ=6,トラス、ｌ＝４ｘ５４、井筒基礎、ＲＣゲルバ－桁、 

    ｌ＝２ｘ（２０．５＋７＠２６．１＋２０．５）杭基礎、上部工：日立造船,,, 

    鬼怒川 ,＊１９８＊２００＊２７３＊３４８ 

fuji39870, 1960‐7‐1, 勝田橋,（かつた）, 水戸市,L=183.9,ｂ=6,合成鈑桁、ｌ＝２１．４＋５ｘ２７．６＋２１．４、上部工：汽車製造,,, 

    那珂川,＊１９８＊２２４＊２７６ 

fuji39913, 1960‐12‐1, 高萩陸橋,（たかはぎ）, 高萩市,L=47.3,道路 ,鈑桁,,,跨常磐線橋, 

fuji39914, 1960‐3‐1, 里川橋,,  常陸太田市,L=159.3,鉄道 ,鈑桁、ｌ＝３１．５＋２ｘ１２．８、ＲＣＴ型桁橋、 

    ｌ＝６ｘ１０．３＋３ｘ１０．８,井筒基礎,日立電鉄久慈浜～常北太田間,里川, 

fuji40044, 1960‐, 仲沢橋,,  ,L=130,ｂ=6,ＰＣ桁、ｌ＝５ｘ２６,,,,＊１７５ 

fuji40045, 1960‐, 鰐ケ淵橋,,  大子町,L=130,ｂ=6,ＰＣ桁、ｌ＝２６,,,久慈川,＊１９８ 

fuji40046, 1960‐11‐31 , 所谷橋,, 大子町,L=130.2,ｂ=6,ＰＣ桁、ｌ＝５ｘ２５．９,,,,＊２０１ 

fuji40047, 1960‐, 祝橋,（ いわい）, 下妻市,L=225,ｂ=7,ＰＣ桁、ｎ＝６、プレテンＰＣ桁、ｎ＝６,３代目の橋、１９７６年歩道添加、 

    ｂ＝３,,小貝川, 

fuji40161, 1960‐, 津地獄橋,,  高萩市,L=17.4,ｂ=6,ＲＣ連続桁、ｎ＝３,,,花貫川 , 

fuji40168, 1960‐3‐1, 永代橋,,  常陸太田市,L=81.1,ｂ=6,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝２＠１７．５＋２＠２．３,,,山田川,＊２７６ 

fuji40199, 1960‐, 津智嶽橋,（つちたけ）, 高萩市,L=17,ｂ=6,ＲＣＴ桁、ｎ＝３,,,花貫川, 

fuji40365, 1960‐, 双ツ島橋,（ふたつしま）, 北茨城市磯原,L=18,道路 ,永久橋,,, ,  

fuji40494, 1960‐, 薬谷橋,,  常陸太田市（金砂郷町）,L=98.6,ｂ=3.1,ｌ＝３ｘ３０．８,１９７６年架け替え、Ｌ＝９２．６、 

    ｂ＝６．３、連続桁,,山田川,＊２７６ 

fuji40495, 1960‐3‐20, 関谷橋,,  城里町（桂村）,,道路 ,,,,, 

fuji40496, 1960‐3‐20, 鷹匠橋,,  城里町（桂村）,,道路 ,,,,, 

fuji40497, 1960‐3‐1, 伊佐部橋,（いさぶ）, 稲敷市,,道路 ,,１９７０年改造、永久橋桁橋,,新利根川, 

fuji40760, 1960‐, 常総大橋,（じょうそうおお）, 常陸太田市（河内村）,,,船橋、渇水期のみ,これ迄は渡船,,利根川, 
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fuji40804, 1961‐7‐1, 美妻橋,（みつま）, 常総市（水海道市）,L=294,ｂ=6,鋼ランガ－桁,歩道添加、ｂ＝１．４,,鬼怒川,＊２７３ 

fuji40893, 1961‐, 小磯橋,（こいそ）, 大子町,L=50,ｂ=6.5,曲線連続合成鈑桁、ｌ＝２＠２５,歩道橋併設、鈑桁,,滝川, 

fuji40922, 1961頃, 八間堀川橋,, ,,道路 ,張り出し付き鈑桁,鋼管杭基礎,国道６号,, 

fuji41210, 1961‐3‐17, 神宮橋,（じんぐう）, 潮来市,L=950,ｂ=7,プレテンＰＣ桁、ｌ＝１２．５、ｎ＝７６、上部工：ピ－エスコンクリ－ト・ 

    オリエンタルコンクリ－ト,１９８７年歩道添加、ｂ＝２、２００２年平行して新神宮橋を架設、 

    ｌ＝１０７５、ｂ＝１２．７５,,北浦,＊１９８＊２２５＊５５１ 

fuji41504, 1961（1966？）, 巴橋,（ともえ）, 小美玉市（美野里町）,L=25.5,道路 ,永久橋,,,巴川, 

fuji41505, 1961‐, 皇都橋,（こうと）, 城里町（桂村）,L=24.3,道路 ,永久橋,,,皇都川, 

fuji41643, 1961‐, 鹿島神宮橋,, 行方市（玉造町）,,道路,,架け替え,,, 

fuji41644, 1961‐3‐31, 富士山下橋,, 城里町（桂村）,,道路 ,,,,, 

fuji41645, 1961‐3‐31, 平沢下橋,,  城里町（桂村）,,道路 ,,,,, 

fuji41839, 1961‐9‐1, 平和橋,,  常総市（水海道市）,L=80.3,ｂ=2,木橋、ｎ＝１８,１９７９年 L=253、ｂ=7+2@1.5、PC桁橋,, 

    小貝川,＊２７３ 

fuji41840, 1961‐9‐1, 川又橋,,  常総市（水海道市）,L=60.6,ｂ=3.35,木橋、ｎ＝１２,,,小貝川,＊２７３ 

fuji41841, 1961‐3‐1, 川澄橋,（かわすみ）, 筑西市（協和町）,L=56,ｂ=3.6,木橋、ｎ＝１２,,,小貝川,＊２７３ 

fuji41842, 1961‐3‐1, 深見橋,,  筑西市（下館市）,L=52.6,ｂ=2,木橋、ｎ＝１０,,,小貝川,＊２７３ 

fuji41843, 1961‐3‐1, 直井橋,（なおい）, 筑西市（下館市）,L=50,ｂ=2.5,木橋、ｎ＝１１,,,小貝川,＊２７３ 

fuji41973, 1962‐3‐1, 谷和原大橋 ,（やわらおお ）, つくばみらい市（谷和原村）,L=176.2,ｂ=6,ゲルバ－トラス、ｌ＝３＠５８．４,,, 

    小貝川 ,＊２２４＊２７３ 

fuji41984, 1962‐11‐1, 利根川橋（上り線）,（とねがわ）, 取手市,L≒９６８,単線 ,プラットトラス、ｌ＝８ｘ６２．３、旧下り線トラスを移設、鈑桁、 

    ｌ＝２２ｘ１９＋１ｘ１４．２,１９７８年複複線化、Ｌ＝９６７、複線、下路、トラス、 

    ｌ＝６１．６＋２ｘ５８．２＋７７．９＋８２．２＋３＠１２６＋６２．５＋５８．２＋５８．１＋６６．５, 

    国鉄常磐線天王台～取手間,利根川 ,＊４４６＊６３８ 

fuji42381, 1962‐3‐1, 養蚕橋,（ようさん）, 筑西市（下館市）,L=96.5,ｂ=6,ＰＣ桁、ｎ＝３,,,小貝川,＊２７３ 

fuji42382, 1962‐, 中玉川橋,,  常陸大宮市（大宮町）,L=44.2,ｂ=6,ＰＣ桁,,,玉川, 

fuji42383, 1962‐, 岩岡橋,,  北茨城市,L=37,ｂ=5.2,ＰＣ桁,,,大北川 , 

fuji42866, 1962‐, 石岡跨線橋,（いしおか）, 石岡市,L=52.7,道路 ,桁橋、ｌ＝２３＋２３,,,跨常磐線橋,＊２７６ 

fuji42867, 1962‐10‐1, 油沢橋,,  高萩市,,道路,,,,, 

fuji42868, 1962‐, 東常盤下橋,, 城里町（桂村）,,道路 ,,,,, 

fuji43093, 1962‐5‐1, 涸沼橋,（ひぬま）, 茨城町,L=160.6,ｂ=4,木橋,,,涸沼, 

fuji43192, 1963‐7‐23, 久慈大橋,（くじおお）, 東海村,L=366,ｂ=8,トラス、ｌ＝６ｘ６０、上部工：宮地鉄工所,旧橋は木橋,, 

    久慈川,＊２００＊２２４＊２７６ 

fuji43239, 1963‐, 中央跨線橋,, 高萩市,L=88,ｂ=３（歩道）,鋼フイ－レンデ－ル橋、ｌ＝２８．８＋２８．８＋２９．９、上部工： 

    浦賀重工業,,,跨常磐線橋,＊７１５ 

fuji43240, 1963‐, 磯道跨線橋,, 高萩市,L=48.5,ｂ=３（歩道）,鋼フイ－レンデ－ル橋、ｌ＝１９．８＋２８．４,,,跨常磐線橋,＊７１５ 

fuji43252, 1963‐, 茂宮川橋,（もみやがわ）, 日立市,L=142.8,ｂ=9.5,鋼合成箱桁、ｌ＝１ｘ５５、ＰＣ桁、ｎ＝５,下部工：常北土建、,, 

    茂宮川 ,＊２７６ 

fuji43447, 1963‐, 石名坂橋,（いしなさか）, 日立市,L=84.1,ｂ=9.5,合成鈑桁、ｌ＝２７．５、ｎ＝３,,,跨日立電鉄,＊２７６ 

fuji43448, 1963‐, 小木津跨線橋,（おぎつ）, 日立市,L=22.6,ｂ=9.5,合成鈑桁,,,跨常磐線橋, 

fuji43566, 1963‐3‐1, 中神橋,（なかがみ）, 稲敷市,,道路,鈑桁、ｎ＝４,鋼管杭橋脚,,新利根川,  

fuji43567, 1963‐, 利根川橋,（とねがわ）, 古河市,,単線 ,鈑桁、ｌ＝１９．２、１９１０年のダブルワ－レントラスを取替え,,国鉄東北本線 

    栗橋～古河間,利根川, 

fuji43803, 1963‐, 取手跨線橋,, 取手市,,道路 ,ＰＣ桁,,国道６号,跨関東鉄道,＊２９６ 

fuji44061, 1963‐3‐1, 川根橋,,  笠間市（友部町）,L=97,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,涸沼川, 

fuji44062, 1963‐2‐1, 仁古田橋,,  笠間市（友部町）,L=82.6,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,涸沼川, 

fuji44063, 1963‐, 松沼橋,,  太子町,L=102.2,ｂ=4.5,ＲＣＴ桁,,,久慈川 , 

fuji44064, 1963‐, 弁天橋,（べんてん）, 常総市（水海道市）,,道路 ,ＲＣ桁、ｎ＝３,,,東仁連川, 

fuji44292, 1963‐6‐1, 久保田橋,,  常陸太田市（水府村）,L=12.6,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,山田川, 

fuji44293, 1963‐, 舟山橋,（ふなやま）, 常陸太田市（金砂郷町）,L=6,道路 ,永久橋,,,用水路, 

fuji44294, 1963‐, 日立橋,（ひたち）, 日立市,L=15,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,宮田川, 

fuji44295, 1963‐, 新茂宮橋,（しんもみや）, 日立市,L=142.5,道路 ,永久橋,,,茂宮川, 

fuji44296, 1963‐, 高部橋,（たかぶ）, 常陸大宮市（美和村）,L=36,道路 ,永久橋,,,緒川, 

fuji44454, 1963‐, 大塚橋,,  石岡市,,道路 ,,,,, 

fuji44693, 1963‐1‐1, 玉台橋,,  常総市（水海道市）,,道路 ,木橋,,,鬼怒川, 

fuji44694, 1963‐2‐9, 妹内橋,,  真岡市,,道路 ,木橋,架け替え、L＝３９、ｂ＝６、ＲＣ橋,,五行川, 

fuji44745, 1905‐5‐17, 水門橋,（みずもん）, 水戸市,L=50,ｂ=10,鋼ランガ－桁、ｌ＝４９、上部工：川田工業,,,桜川,＊２００＊２２４ 

fuji44799, 1964‐, 久慈川橋,,  日立市,L≒３０７,ｂ=２ｘ単線 ,トラス、ｎ＝３、鈑桁、ｌ＝１２．９、ｎ＝１５,架け替え、１９８５年別線

架け替えＬ＝４５０．９、複線型、トラス、ｌ＝５ｘ７５．４＋１ｘ７３．９,国鉄常磐線東海～大甕間,久慈川,＊２７６ 

fuji44890, 1964頃, 真弓橋,,  日立市,L=30,ｂ=6,鋼合成箱桁,,,, 

fuji45126, 1964‐, 嵯峨草橋,,  太子町,L=90,ｂ=6,合成鈑桁,,,久慈川,＊２６３ 

fuji45259, 1964‐, 久慈川橋,（くじがわ）, 日立市,L=450.9,鉄道 ,鈑桁、ｌ＝13x１２．９＋２ｘ１９．２,架け替え旧橋は日鉄式＋日鉄並列補

強型、１９８５年架け替え、トラス、ｌ＝５ｘ７５．４＋７３．９,国鉄常磐線東海～大甕間,久慈川,＊２７６ 

fuji45260, 1964‐, 瀬良田橋,,  常陸太田市（金砂郷町）,L=48.1,ｂ=3.6,Ｈ型桁,,,浅川, 

fuji45607, 1964ー, 梁津橋,（なやつ）, 日立市,L=36,ｂ=9.5,ＰＣ桁,歩道橋併設,,十王川, 

fuji45608, 1964‐, 新落合橋,,  大子町,L=30,ｂ=6,ＰＣスラブ橋,,,滝川, 

fuji46130, 1964‐11‐1, 下平橋,,  常陸太田市（水府村）,L=77.2,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,山田川, 

fuji46131, 1964‐6‐1, 細崎橋,,  常陸太田市（水府村）,L=17.5,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,山田川, 

fuji46132, 1964‐7‐1, 坂下橋,,  常陸太田市（水府村）,L=11,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,山田川, 

fuji46133, 1964‐, 岡田橋,（おかだ）, 常陸太田市,L=24.1,道路 ,永久橋,両側に歩道橋添加,,茂宮川, 

fuji46134, 1964‐, 日高陸橋,（ひだか）, 日立市,L=13.6,道路 ,永久橋,,,道路, 

fuji46135, 1964‐, 東連津橋,（とうれんづ）, 日立市,L=15.6,道路 ,永久橋,,,跨国道５１号橋, 

fuji46136, 1964‐8‐1, 静跨線橋,（しず）, 那珂市（瓜連町）,L=16.5,道路 ,永久橋,歩道添加,,跨水郡線橋, 
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fuji46137, 1964‐, 大北橋,（おおきた）, 北茨城市,L=90.8,道路 ,永久橋,,,大北川, 

fuji46138, 1964‐5‐22, 水郷橋,,  土浦市,,道路,永久橋,,,桜川, 

fuji46139, 1964‐, 石川橋,（いしかわ）, 水戸市,L=10.8,道路 ,永久橋,,,沢渡川, 

fuji46319, 1964‐5‐22, 小松橋,,  土浦市,,道路 ,,,,, 

fuji46320, 1964‐, ビクリ橋,,  出島町,,道路,,,,, 

fuji46321, 1964‐, 晩田橋,,  出島町,,道路 ,,,,, 

fuji46322, 1964‐, 川中橋,,  島町,,道路 ,,,,, 

fuji46323, 1964ー, 東車津橋,,  日立市,L=35,ｂ=9.5,,,,, 

fuji46546, 1964‐, 岩舟橋,,  常陸太田市,L=75.6,ｂ=2.1,木橋,,,久慈川 , 

fuji46616, 1965‐4‐16, 豊水橋,（ほうすい）, 常総市（水海道市）,L=330,ｂ=8,連続トラス、ｌ＝４＠７５．３、合成鈑桁、ｌ＝２７．３、上部工： 

    宮地鉄工所,１９７３年歩道添加,,鬼怒川 ,＊２００＊２２０＊２７３ 

fuji46627, 1965‐3‐1, 栄橋,（さかえ）, 結城市,L=315,ｂ=7,トラス、ｎ＝３、鈑桁、ｎ＝３,,,鬼怒川,＊２７３ 

fuji46705, 1965‐, 筑波スカイライン七号橋,, つくば市,L=35,ｂ=9,連続曲線鈑桁、ｌ＝２＠１７．２、Ｒ＝２５、上部工： 

    汽車製造,,,,＊２００＊２２４ 

fuji46928, 1965（1969？）, 府中橋,（ふちゅう）, 石岡市,L=129.5,ｂ=６．５＋２＠０．７５,合成鈑桁、ｌ＝４ｘ３２．４,,,恋瀬川, 

fuji47446, 1965‐3‐1, 大古山橋,（おおごやま）, 笠間市（友部町）,L=66,ｂ=4.6,ＲＣ橋,,,涸沼川 , 

fuji47654, 1965‐, 北條跨線橋,（ほうじょう）, つくば市,L=16.5,道路 ,永久橋,,,跨筑波鉄道線橋, 

fuji47655, 1965‐, 新河橋,（しんかわ）, 稲敷市,,道路 ,永久橋,,,新利根川, 

fuji47656, 1965‐, 伊奈橋,（いな ）, 水戸市,L=13.5,道路 ,永久橋,,,備前堀, 

fuji47798, 1965‐10‐1, 新磯馴橋,（しんそなれ）, 高萩市,,道路,,,,関根川, 

fuji48007, 1965‐, 平山橋,,  常陸大宮市（山方町）,L=75.6,ｂ=3.4,木橋,１９８３年流失、２００２年コンクリ－トスラブ橋とする,, 

    久慈川, 

fuji48348, 1966‐, 大谷川橋,,  筑西市（下館市）,L=28,道路 ,合成鈑桁、ｌ＝２７．３,,,大谷川,＊２７６ 

fuji48349, 1966‐, 千波大橋,,  水戸市,L=323.7,ｂ=12.5,合成鈑桁、ｌ＝６ｘ２９、４２、３５、２７、２８．７、１０,,,桜川 ,＊２７６ 

fuji48738, 1966‐3‐1, 成田橋,,  筑西市（下館市）,L=145,ｂ=7.5,ＰＣ桁、ｎ＝５,,,小貝川 ,＊２７３ 

fuji48889, 1966‐3‐1, 柏井橋,,  笠間市（友部町）,L=11,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,時折川, 

fuji48996, 1966‐, 揚下橋,,  常陸大宮市（山方町）,L=27.5,ｂ=6,ＲＣΠ型ラ－メン,,,諸沢川, 

fuji49071, 1966‐2‐1, 豊年橋,,  常陸太田市（水府村）,L=12,道路 ,永久橋,これ迄は木橋,,山田川, 

fuji49072, 1966‐, 伝幸渕橋,（でんこうぶち）, 常陸太田市（金砂郷町）,L=9.8,道路 ,永久橋,,,湯の沢, 

fuji49073, 1966‐, 白石橋,（しらいし）, 常陸太田市,L=7.8,道路 ,永久橋,歩道橋添加,,用水路, 

fuji49074, 1966‐, 高井橋,（たかい）, 常陸太田市,L=13.5,道路 ,永久橋,,,跨日立電鉄線橋, 

fuji49075, 1966‐, 新早戸橋,（しんはやと」）, ひたちなか市,L=37,道路 ,永久橋,１９８９年拡幅,,早戸川, 

fuji49076, 1966‐, 下館跨線橋,（しもだて）, 筑西市（下館市）,L=43.6,道路 ,永久橋,,,跨水戸線橋, 

fuji49077, 1966‐, 常磐陸橋,（ときわ）, 水戸市,L=145.3,道路 ,永久橋,,,跨常磐線橋, 

fuji49450, 1966‐11‐1, 常総橋,（じょうそう）, 常総市（水海道市）,L=60.5,ｂ=3.6,木桁橋、ｎ＝１０,,,小貝川 ,＊２７３ 

fuji49599, 1967‐, 長岡跨道橋,, ,L=56,ｂ=8,連続鈑桁,,,, 

fuji49800, 1967‐2‐28, 母子島橋,,  筑西市（下館市）,L=41.9,ｂ=4,合成鈑桁、ｎ＝２,,,大谷川,＊２７３ 

fuji49801, 1967‐, ５１号跨道橋,, ,L=34,ｂ=18,合成鈑桁,,,, 

fuji49958, 1967‐, 第二久慈橋,, 東海村,,鉄道 ,鈑桁、ｎ＝２、操重車架設,,国鉄常磐線東海～大甕間,久慈川, 

fuji49959, 1967‐, 第一田川橋,, 結城市,,単線,鈑桁、ｎ＝２、操重車架設,,国鉄水戸線結城～川島間,田川, 

fuji49960, 1967‐3‐1, 新利根橋,,  稲敷市,,道路,鈑桁,2004年歩道橋併設,,新利根川, 

fuji49961, 1967‐, 岩下橋,,  常陸大宮市（緒川村）,L=70.1,ｂ=3.5,Ｈ型桁,,,緒川, 

fuji50231, 1967‐3‐1, 常総橋,,  守谷町,１６２（１９２？）,ｂ=6,ＰＣ桁、ｎ＝６,,,小貝川,＊２７３ 

fuji50337, 1967‐, 酒門跨道橋,, ,L=50,ｂ=7.5,ＰＣπ型ラ－メン,,,, 

fuji50537, 1967‐, 根固屋橋,（ねごや）, 城里町（常北町）,L=5,道路 ,永久橋,,,江川, 

fuji50538, 1967‐, 前屋橋,（まえや）, 常陸大宮市（緒川村）,L=18,道路 ,永久橋,,,小舟川, 

fuji50539, 1967‐8‐1, 桜沢橋,,  常陸太田市（水府村）,L=26.8,道路 ,永久橋,,,山田川, 

fuji50540, 1967‐9‐1, 高性地橋,,  常陸太田市（水府村）,L=26,道路 ,永久橋,,,山田川, 

fuji50541, 1967‐3‐1, 明神橋,,  常陸太田市（水府村）,L=24,道路 ,永久橋,,,山田川, 

fuji50542, 1967‐12‐1, 豊年橋,,  常陸太田市（水府村）,L=10.4,道路 ,永久橋,,,山田川, 

fuji50543, 1967‐, 水浜橋,（すいひん）, 水戸市,L=11.4,道路 ,永久橋,,,跨茨城交通水戸線橋, 

fuji50544, 1967‐, 備前堀橋,（びぜんぼり）, 水戸市,L=14.7,道路 ,永久橋,,,備前堀, 

fuji50664, 1967‐2‐1, 松山橋,,  常総市（水海道市）,,道路 ,,,,東仁連川, 

fuji50858, 1967‐, 下小貝橋,,  つくばみらい市（谷和原村）,L=100.8,ｂ=1.5,木橋、ｎ＝２２（１０？）,,,小貝川,＊２７３ 

fuji50859, 1967‐, 林橋,,  大子町,L=20,ｂ=2.5,木桁橋,ＲＣ脚,,滝川, 

fuji50860, 1967‐9‐1, 玉台橋,,  常総市（水海道市）,,道路 ,木橋,,,鬼怒川, 

fuji50878, 1967‐, 常総大橋,（じょうそうおお）, 常陸太田市（河内村）,,,船橋,１９７９年 2月１３日、鋼連続箱桁、 

    ｌ＝２ｘ（３＠８６）、空気ケーソン基礎,,利根川, 

fuji51249, 1968‐6‐1, 鹿行大橋,（ろっこうおお）, 行方市（北浦町）,L=494.6,ｂ=4,合成鈑桁,新・鹿行大橋を架設中,,北浦 , 

fuji51250, 1968‐5‐1, 御前山橋,（ごぜんやま）, 常陸大宮市（御前山村）,L=317.5,ｂ=6,合成鈑桁、ｌ＝３ｘ４５．１＋４２．５＋３ｘ４９,１９７５年 

    架け替え、Ｌ＝３１７．３、ｂ＝１３．８＋２．２、鋼箱桁、,,那珂川 ,＊２７６ 

fuji51251, 1968‐8‐1, 桜橋,,  つくば市,L=200,ｂ=6,合成鈑桁、ｌ＝８ｘ２５,,,桜川, 

fuji51556, 1968‐, 茂宮川橋,,  日立市,L=176,複線 ,ＰＣ箱桁、ｌ＝９ｘ１９．２,,国鉄常磐線東海～大甕間,茂宮川, 

fuji51630, 1968‐, 南田気橋,,  大子町,L=99,ｂ=4.5,ＰＣ桁,,,久慈川, 

fuji51786, 1968‐8‐1, 下加賀田橋,, 笠間市（友部町）,L=24,ｂ=3.6,ＲＣ橋,,,涸沼川, 

fuji51941, 1968‐3‐1, 福原第一跨道橋,（ふくはら）, 笠間市,L=9.5,道路 ,永久橋,,,道路, 

fuji51942, 1968‐, 桜川橋,（さくらかわ）, 桜川市（岩瀬町）,L=23.5,道路 ,永久橋,,,筑輪川, 

fuji51943, 1968‐2‐1, 東連地橋,,  常陸太田市（水府村）,L=55,道路 ,永久橋、桁橋、ｎ＝３,これ迄は木橋,,山田川 , 

fuji51944, 1968‐, 田中橋,（たなか）, 常陸大宮市（山方町）,L=11.5,道路 ,永久橋,歩道橋添加,,枇杷川, 

fuji51945, 1968‐, 関沢橋,（せきさわ）, 常陸大宮市（山方町）,L=5,道路 ,永久橋,歩道橋添加,,関沢, 

fuji52080, 1968‐3‐31, 桂大橋,,  城里町（桂村）,,道路 ,,,,, 

fuji52259, 1968‐, 新桜川橋,,  水戸市,L=51.2,ｂ=3.6,木橋,,,桜川,＊２７６ 



ｆ08 茨城県 

 １０ 

fuji52329, 1969‐3‐1, 三国橋,（みくに）, 古河市,L=547,ｂ=７＋２＠２,連続トラス、ｌ＝３ｘ７０、連続鈑桁、ｌ＝４ｘ（２＠４１．６５）,旧橋に 

    並行して架設,,渡良瀬川, 

fuji52375, 1905‐5‐22, ７号橋,,  ,L=76,ｂ=7,トラス、ｌ＝７４．９,,,, 

fuji52816, 1969‐, 福岡大堰管理橋,, 常総市（水海道市）,L=272.5,ｂ=3,合成鈑桁、ｌ＝７ｘ３３．２,,,小貝川, 

fuji52817, 1905‐5‐22, 愛国橋,,  下妻市,L=165.1,ｂ=６．５＋２＠１．５,合成鈑桁、ｌ＝５ｘ３３,,,小貝川, 

fuji52818, 1905‐5‐22, ４号橋,,  ,L=45,ｂ=7,合成鈑桁、ｌ＝１ｘ４４,,,, 

fuji52819, 1969‐8‐1, 桜橋,,  水戸市,L=122.9,ｂ=20,合成鈑桁、ｌ＝５２．９＋２９＋２ｘ１９,,,桜川 ,＊２６３＊２７６ 

fuji52820, 1905‐5‐22, 棚町大橋,,  水戸市,L=242.9,ｂ=１１．５＋２＠１．５,合成鈑桁、ｌ＝２ｘ３０＋２７．５＋５ｘ３０,,,跨常磐線橋, 

fuji53188, 1969‐6‐1, 那珂川橋,,  水戸市,L=396.4,複線型 ,ＰＣ箱桁、ｌ＝９ｘ４２．９５,空気ケ－ソン基礎、場所打ち杭基礎、 

    上りは、３月開通,国鉄常磐線水戸～勝田間,那珂川,＊２０１ 

fuji53272, 1969‐, 神立立体交差橋,, 土浦市,L=168,ｂ=９．５＋１＠１．５,ＰＣ桁、ｌ＝２６．９＋６ｘ２３．４,,,, 

fuji53602, 1969‐1‐1, 福原第二跨道橋,（ふくはら）, 笠間市,L=20.7,道路 ,永久橋,,,跨道橋, 

fuji53603, 1969‐6‐1, 三井内橋,,  常陸太田市（水府村）,L=33.5,道路 ,永久橋,,,山田川, 

fuji53604, 1969‐, 学園大橋,,  土浦市,L=160,道路 ,永久橋,,,桜川, 

fuji53605, 1969‐, 渋井跨道橋,, 水戸市,L=35.3,道路 ,永久橋,,, 道路, 

fuji53957, 1970‐, 柳堤橋,（りゅうてい）, 水戸市,L=50.5,ｂ=１３＋２＠２．２５,鋼ランガ－桁,,,桜川 

 


