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この文書は１４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 

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

fuji00018, 672‐, 瀬田唐橋,（せたのから）, 大津市,,,壬申の乱で落橋、創架は６０７年頃と推定されている,"落橋、７６４年、 

    １０９６年落橋,８６９年、１０２４年、１１２４年焼失",,瀬田川,＊１５１＊３９３ 

fuji00099, 1575‐7, 瀬田の唐橋,（せたのから）, 大津市,L=327,ｂ=Ｂ＝７．２,木橋,織田信長による、２７０年には船橋、６７２年、 

    ７６４年、１１８３年、１２２１年、１３２４年、１３３６年に橋の記録があり、１５７５年～ 

    １８９５年間に１７回架け替え、１６６２年４月１３日、１６７８年１１月２６日、１６９４年７月１日、 

    １７１１年６月２３日、１７２,,瀬田川,＊１５１＊３９４＊５５１＊５７９ 

fuji00113, 1586‐, 日吉神社三橋,（ひえじんじゃ）, 大津市坂本町,,,大宮橋、走井橋、二宮橋の三石造桁橋,秀吉の寄進と言われる、 

    重要文化財、１５７１年迄は木桁橋,,,＊１５４＊５５１＊５７９＊７１６ 

fuji00114, 1586‐, 大宮橋,,  大津市坂本町日吉神社,L=13.9,ｂ=5.9,石造桁橋、l＝＋４．４＋４．６＋４．４,,,, 

fuji00115, 1586‐, 走井橋,（（はしりい））, 大津市坂本町日吉神社,L=13.2,ｂ=4.5,石造桁橋、l＝４＋５．６＋４．４,,,, 

fuji00116, 1586‐, 二宮橋,,  大津市坂本町日吉神社,L=14.1,ｂ=4.7,石造桁橋、l＝２＋１．９＋６．２＋１．９＋２、,,,, 

fuji00282, 1644‐, 歌詰橋,（うたづめ）, 愛荘町（愛知川町）,,,板橋,これ迄は土橋,,宇曽川, 

fuji00586, 1705‐, 清四郎橋（現・幸円橋）,（せいしろう）, 近江八幡市,,,,１７３０年大修理,,八幡川, 

fuji00590, 1707‐, 勝野橋,,  高島市（高島町）,,,石橋,架け替え,,, 

fuji00594, 1708‐, 本町橋,（ほんまち）, 近江八幡市,,,,１８０９年架け替え,,八幡川, 

fuji00641, 1718‐5, 十軒町石橋,, 長浜市,,道路,石橋,,,, 

fuji00649, 1719‐, （八幡）宮橋（白雲橋）,, 近江八幡市,L=7,ｂ=5.2,,,,八幡川, 

fuji00719, 1731‐, 横関橋,（よこぜき）, 近江八幡市,L=181,,木橋,,,日野川, 

fuji00744, 1738頃, 野洲川橋,,  野洲市（野洲町）,,,,毎年仮橋を架設,,野洲川, 

fuji00765, 1745‐8, 大川橋,（おおかわ）, 高島市（マキノ町）,L=22,ｂ=1.8,木橋,１９７３年３月、Ｌ＝９１．９、ｂ＝６．５、ＲＣ橋,,知内川, 

fuji00767, 1745‐, 百瀬川橋,,  高島市（マキノ町）,L=12,ｂ=1.8,木橋,,,百瀬川 

fuji00768, 1745‐8, 人通川橋,（ひととおりがわ）, 高島市（マキノ町）,L=25,ｂ=1.8,木橋,,,人通川 

fuji00781, 1751‐, 野洲川橋,（やすがわ）, 野洲市（野洲町）,Ｌ1＝１４７Ｌ2＝７３Ｌ3＝５５,,土橋,,,野洲川 

fuji00808, 1761‐, 中ノ川橋,（なかのがわ）, 高島市（マキノ町）,,,,架け替え,,中ノ川 

fuji00827, 1767‐, 高宮橋,（たかみや）, 彦根市（高宮町）,,,仮橋,１８７０年９月流失,,犬上川 

fuji00851, 1775‐12‐23,田村橋,,  甲賀市（土山町）,L=37,ｂ=4,板橋,これ迄は土橋、明治以後はＬ＝４４、ｂ＝３．６,,田村川 

fuji00870, 1781‐4, （八幡）宮橋（白雲橋）,（みやの）, 近江八幡市,,,,,,八幡川 

fuji00900, 1791‐, 青屋橋,（あおや）, 近江八幡市,,,,１７９７年修理、１８２５年７月、１８２６年９月修理,,八幡川 

fuji01008, 1808‐6, 中ノ川橋,,  高島市（マキノ町）,,,,架け替え,, 

fuji01037, 1814‐10‐21,幸円橋,,  近江八幡市,,道路,,,,八幡川 

fuji01074, 1821‐, 難波橋,（なんば）, 長浜市（びわ町）,,,,創架,,姉川 

fuji01134, 1830‐8‐29, 青屋橋,（あおや）, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川 

fuji01143, 1831‐11‐9, 本町橋,（ほんまち）, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川 

fuji01144, 1831‐9‐27, 御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,南橋Ｌ＝２９中橋Ｌ＝４７北橋Ｌ＝４７,ｂ=1.5,板橋,１８０６年の絵地図に記載 

    有り、ｂ＝１．５,,愛知川 

fuji01158, 1832‐4‐13, 幸円橋,,  近江八幡市,L=6,ｂ=1.8,,,,八幡川 

fuji01159, 1832‐, 高宮橋,,  彦根市,,,,,,犬上川 

fuji01260, 1845‐4‐23, 青屋橋,（あおや）, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川, 

fuji01281, 1846‐11, 本町橋,（ほんまち）, 近江八幡市,L=6,ｂ=1.9,,,,八幡川, 

fuji01303, 1847‐, 清蔵橋（現・岩神橋，岩上橋）,（（いわがみ））, 甲賀市（水口町）,,,仮橋、松本清蔵による,,,野洲川（横田川）, 

fuji01326, 1848‐, （八幡）宮橋（白雲橋）,, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川, 

fuji01473, 1857‐, 田村橋,,  甲賀郡,L=44,ｂ=3.6,木橋,,,瀬古川, 

fuji01719, 1870‐, 幸円橋,,  近江八幡市,,道路,,１８９２年５月１０日落橋,,八幡川, 

fuji01739, 1870‐, 清蔵橋（岩上橋）,（（いわがみ））, 甲賀市（水口町）,,道路,板橋,,,野洲川, 

fuji01837, 1872‐, 青屋橋,（あおや）, 近江八幡市,L=5,ｂ=2.7,,,,八幡川, 

fuji01838, 1872‐, 井明神橋,（いみょうじん）, 長浜市（木之本町）,,道路,,これ迄は渡船,,高時川, 

fuji02357, 1875‐12, 瀬田の唐橋,（せたのから）, 大津市,大橋Ｌ＝１７６小橋Ｌ＝５１,ｂ=7.6,木橋,架け替え,,瀬田川, 

fuji02671, 1877‐8, 日光橋,,  長浜市,,道路,,,,, 

fuji03066, 1878‐, 御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,L=218,道路,板橋、馬車の通行可,この年流失,,愛知川,＊２７１ 

fuji03333, 1879‐3, 白川橋,（しらかわ）, 甲賀市（土山町）,,道路,木橋,,,野洲川（松尾川）, 

fuji03482, 1880‐, 石田川橋,（いしだがわ）, 高島市（今津町）,L=22,道路,,,,石田川, 

fuji03623, 1880‐9, 御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,L=229,ｂ=4.5,木橋,１８８１年９月流失、１８８２年７月復旧,,愛知川, 

fuji03624, 1880‐8, 大井橋,,  長浜市（虎姫町）,L=71,ｂ=3,木橋,,,姉川, 

fuji04011, 1882‐3‐10, 姉川橋,（あねかわ）, 長浜市（虎姫町）,L=107,単線,錬鉄連続鈑桁、ｌ＝２１．３、ｎ＝４、設計はイギリス人、 

    イギリスで製作、神戸工場で組立,,国鉄敦賀線（北陸本線）長浜～虎姫間,姉川,＊１５３ 

fuji04012, 1882‐3‐10, 妹川橋,（いもうとがわ）, 長浜市（湖北町）,L=85,単線,錬鉄連続鈑桁、ｌ＝２１．３、ｎ＝３、設計はイギリス人、 

    イギリスで製作、神戸工場で組立,,国鉄敦賀線（東海道本線・北陸本線）河毛～高月間, 

    妹川（高時川）,＊１５３ 

fuji04013, 1882‐3‐10, 喜目橋,,  長浜市（虎姫町）,,鉄道,作練式鈑桁、製作が１８８２年、架設は不明,,国鉄敦賀線 

    （北陸本線）虎姫駅構内,, 

fuji04186, 1882‐, 新庄橋,（しんじょう）, 守山市,L=115,ｂ=3,木橋,,,（南）野洲川, 

fuji04187, 1882‐, 乙窪橋,（おつくぼ）, 野洲市（中主町）,L=149,ｂ=3,木橋,,,野洲川旧右派川, 

fuji04572, 1884‐11, 杣川橋,,  甲賀市（甲南町）,L=45,ｂ=2.4,木橋,,,杣川, 

fuji04573, 1884‐11, 矢川橋,（やがわ）, 甲賀市（甲南町）,L=65,ｂ=2.7,木橋,,,杣川, 

fuji04926, 1886‐, 安曇川橋,,  高島市（安曇川町）,,道路,,,,安曇川, 

fuji05042, 1886‐3, 安曇川大橋,（あどがわおお）, 高島市（安曇川町）,L=87,ｂ=2.7,木造橋,,,安曇川, 

fuji05043, 1886‐3, 大堀橋,,  犬上郡,L=73,ｂ=2.1,木橋,,,犬上川, 
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fuji05146, 1887‐11, 光善寺橋,,  野州町,,鉄道,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝２０．９、東海道本線水戸川橋よりの再用トラス, 

    コンクリ－ト基礎、１９１６年以前に撤去,国鉄東海道本線篠原～野州間,,＊３１２＊３１３＊７６９ 

fuji05285, 1887‐4, 大郷橋,,  長浜市（神照村）,L=85,ｂ=2.1,木橋,,,姉川, 

fuji05286, 1887‐, 野州川橋,,  野州町,,道路,木桁橋,,,野州川, 

fuji05423, 1888‐7, 北国橋,,  大津市,L=7.3,ｂ=5.5,鉄桁橋、設計：田辺朔郎、工費、３０２７円,,,疏水運河,＊３６６ 

fuji05427, 1888‐7, 三保橋,,  大津市,L=6,ｂ=5.5,鉄橋、設計：田辺朔郎、工費２５０１円,,,疏水運河,＊３６６ 

fuji05549, 1888‐4‐15, 野州川橋,,  野州町,L=483.5,ｂ=5.5,木桁橋,,,野州川, 

fuji05550, 1888‐12, 姉川橋,,  長浜市（虎姫町）,L=78,ｂ=3.6,木橋,,,姉川, 

fuji05551, 1888‐11, 草野川橋,,  長浜市（浅井町）,L=87,ｂ=2.7,木橋,,,草野川, 

fuji05552, 1888‐12, 大戸川橋,,  大津市,L=76,ｂ=2.7,木橋,,,大戸川, 

fuji05628, 1889‐7‐1, 野瀬橋,,  米原市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線関が原～柏原間,, 

fuji05629, 1889‐7‐1, 乙坂の尻橋,, 米原市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線関が原～柏原間,, 

fuji05630, 1889‐7‐1, 清滝橋,,  米原市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線近江長岡～柏原間,, 

fuji05631, 1889‐7‐1, 甲向田橋,,  米原市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線近江長岡～柏原間,, 

fuji05632, 1889‐7‐1, 甲花の谷橋,, 米原市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線近江長岡～醒ヶ井間,, 

fuji05633, 1889‐7‐1, 乙花の谷橋,, 米原市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線近江長岡～醒ヶ井間,, 

fuji05634, 1889‐7‐1, 竹ケ鼻橋,,  彦根市,,単線,煉瓦ア－チ,,国鉄東海道本線南彦根～河瀬間,跨道橋, 

fuji05668, 1889‐7‐1, 野洲川橋,（やすがわ）, 野洲市（野洲町）,L=539,単線,錬鉄ピン結合ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、ｎ＝４、 

    １９１３年撤去、錬鉄鈑桁、ｌ＝２１、ｎ＝１８、１９１３年架替え,コンクリ－ト基礎,国鉄 

    東海道本線野洲～守山間野洲市（野洲町）,野洲川,＊１５３＊２４６＊３１３＊７６９ 

fuji05744, 1889‐7‐1, 瀬田川橋（後・下り）,, 大津市,L=442,単線,錬鉄鈑桁、ｌ＝２１、,,国鉄東海道本線瀬田～石山間,瀬田川,＊１５３ 

fuji05745, 1889‐7‐1, 犬上川橋,,  彦根市,,単線,鈑桁,,国鉄東海道本線彦根～南彦根間,犬上川,＊１７３ 

fuji05746, 1889‐7‐1, 愛知川橋,（えちがわ）, 彦根市,L=398,単線,鈑桁,煉瓦積橋脚,国鉄東海道本線彦根～能登川間, 

    愛知川,＊１７３＊５７９ 

fuji05747, 1889‐7‐1, 日野川橋,（ひのがわ）, 近江八幡市,,単線,鈑桁,,国鉄東海道本線近江八幡～篠原間,日野川,＊１７３ 

fuji05756, 1889‐7‐1, 花ケ池橋,,  守山市,,単線,鉄橋,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05779, 1889‐, 矢川橋,（やがわ）, 甲賀市（甲南町）,,道路,,,,杣川, 

fuji05780, 1889‐7‐1, 井上川橋,,  守山市,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05781, 1889‐7‐1, 八反田川橋,, 守山市,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05782, 1889‐7‐1, 梅田川橋,,  守山市,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05783, 1889‐7‐1, 五反田川橋,, 守山市,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05784, 1889‐7‐1, 荒堀川橋,,  守山市,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05785, 1889‐7‐1, 仁保川橋,,  近江八幡市,L=238,単線,,煉瓦橋脚,国鉄東海道本線八幡～野洲間,仁保川,＊５７９ 

fuji05786, 1889‐7‐1, 鍛冶架道橋,, 東近江市（能登川町）,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05787, 1889‐7‐1, 一ノ坪橋,,  東近江市（能登川町）,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05788, 1889‐7‐1, 堂ノ川橋,,  東近江市（能登川町）,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05789, 1889‐7‐1, 九ノ坪橋,,  東近江市（能登川町）,,単線,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji05790, 1889‐7‐1, 高宮川橋,,  ,L=245,単線,,,国鉄東海道本線彦根～能登川間,高宮川, 

fuji05791, 1889‐7‐1, 兵田川橋,,  大津市,,単線,,,国鉄東海道本線,兵田川,＊５７９ 

fuji05894, 1889‐, 追分橋,（おいわけ）, 高島市（今津町）（三谷村）,L=26,ｂ=3.6,木造橋,,,石田川, 

fuji05895, 1889‐3, 仁保橋,（にほ）, 野洲市（野洲町）,L=51,ｂ=3,木造橋,,,日野川, 

fuji05896, 1889‐3, 小田橋,,  米原市（伊吹町）,L=64,ｂ=2.7,木橋,,,姉川, 

fuji05968, 1890‐2‐19, 御庄野橋,,  甲賀市（甲賀町）,,単線,煉瓦ア－チ,,関西鉄道（国鉄草津線）貴生川～甲南間,, 

fuji06055, 1890‐, 新生橋,,  守山市,,道路,,架け替え,,, 

fuji06056, 1890‐, 内貴橋（梅木橋）,, 甲賀市（水口町）,,道路,,１８９６年９月流失,,横田川, 

fuji06176, 1890‐, 鹿関橋,（がせき）, 大津市,,道路,木橋,,,跨疏水, 

fuji06288, 1891‐10‐24,御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,L=233,ｂ=3.9,木造トラス、ｌ＝１０ｘ２１．８、設計：野沢工学士、現場、 

    河原技手,煉瓦積橋脚、開通式当日落橋死者３名負傷者２００名以上,,愛知川,＊２４７ 

fuji06528, 1891‐, 北川橋,（きたがわ）, 高島市（安曇川町）,,道路,木橋,,,安曇川放水路, 

fuji06529, 1891‐4, 大戸川橋,,  甲賀市（信楽町）,L=87,ｂ=2.4,木橋,,,大戸川, 

fuji06530, 1891‐, 横田川橋,,  甲賀市（水口町）,L=305,ｂ=4.5,板橋,１８９６年一部流失復旧,,横田川, 

fuji06531, 1891‐3, 白川橋,（しらかわ）, 甲賀市（土山町）,L=45,ｂ=4.5,木橋,架け替え,,野洲川, 

fuji06532, 1891‐, 朝国橋,（あさくに）, 甲賀市（水口町）,,道路,仮橋,,,横田川, 

fuji06533, 1891‐12, 岩上橋（清蔵橋）,（いわがみ）, 甲賀市（水口町）,L=76,ｂ=2.7,木橋,１８９６年９月流失,,野洲川, 

fuji06534, 1891‐3, 内貴橋,（ないき）, 甲賀市（水口町）,７３＋３６,ｂ=3,木橋,,,野洲川, 

fuji06646, 1892‐12‐6, （八幡）宮橋（白雲橋）,, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川, 

fuji06647, 1892‐10‐27,幸円橋,,  近江八幡市,,道路,,１８９３年８月１９日架け替え,,八幡川, 

fuji06648, 1892‐12‐28,青屋橋,（あおや）, 近江八幡市,,道路,,１８７９年４月架け替え,,八幡川, 

fuji06649, 1892‐3, 浜分橋,（はまぶん）, 高島市（今津町・川上村）,L=28,ｂ=２，４,,,,石田川, 

fuji06739, 1892‐6‐30, 高宮橋,（たかみや）, 彦根市（高宮町）,L=125,ｂ=3.6,木桁橋,,,犬上川,＊５７９ 

fuji06822, 1893‐7‐13, 御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,L=233,ｂ=3.6,木鉄混合、ハウトラス、ｌ＝２１．８、ｎ＝１０、 

    活荷重４００貫／１坪、設計：高木秀平（滋賀県）,煉瓦積橋脚,,愛知川, 

fuji06863, 1893‐10, 大橋,,  高島市（高島町）,L=15,ｂ=1.8,,,,鴨川, 

fuji06864, 1893‐2‐28, 愛知川橋,（えちがわ）, ,L=203.6,道路,,,朝鮮人街道,愛知川, 

fuji06971, 1893‐5‐10, 御河辺橋,（みかべ）, 東近江市（八日市市）,L=213,ｂ=2.7,木橋,1896 年右岸より５５ｍ流失、1897年復旧． 

    1918年左岸側９５ｍ伸長、計Ｌ＝３１０,,愛知川, 

fuji06972, 1893‐12‐9, 横関橋,（よこぜき）, 近江八幡市,L=109,ｂ=3.6,木橋,,,日野川, 

fuji06973, 1893‐4‐3, 高橋,（たか）, 高島市（朽木村）,L=15,ｂ=1.8,板橋,,,北川, 

fuji06974, 1893‐2‐27, 犬上川橋,,  彦根市,L=200,ｂ=3.9,木橋,,朝鮮人街道,犬上川, 

fuji06975, 1893‐2, 八幡橋,（やわた）, 彦根市,L=209,ｂ=3.6,木橋,,,愛知川, 

fuji06976, 1893‐7‐28, 横田橋,（よこた）, 湖南市（甲西町）,L=298,ｂ=4.5,板橋,架け替え、１８９６年９月４日流失,東海道,野洲川, 

fuji07103, 1894‐9‐30, 寿橋,,  長浜市（湖北町）（小谷村）,L=44,道路,,,,高時川, 
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fuji07104, 1894‐3‐5, 姉川橋,,  ,L=161.8,道路,,,,姉川, 

fuji07191, 1894‐2‐13, 安曇川橋,,  高島市（安曇川町）,L=154.5,ｂ=3.6,木橋,,,安曇川, 

fuji07192, 1894（1897？）‐12‐5, 今荘橋,（いまじょう）, 長浜市（浅井町）（七尾村）,L=88,ｂ=2.7,木橋,,,姉川, 

fuji07193, 1894‐10, 国友橋,（くにとも）, 長浜市,L=84,ｂ=3,木橋,,,姉川, 

fuji07270, 1895‐7‐8, 高岩橋,（たかいわ）, 高島市（朽木村）,L=65,ｂ=1.8,木造プラットトラス,１８９６年９月流失,,安曇川, 

fuji07315, 1895‐, 信楽橋,,  甲賀市（信楽町・雲平村）,,道路,,,,信楽川, 

fuji07401, 1895‐10, 箕浦橋,（みのうら）, 米原市（近江町）,L=64,ｂ=3,木橋,,,天野川, 

fuji07402, 1895‐3, 字大堀橋,,  彦根市,L=52.3,ｂ=3.9,木桁橋、ｌ＝７．２、活荷重４５４ｋｇ／ｍ2,旧橋はｂ＝２．１,,芹川, 

fuji07403, 1895‐2, 大堀橋,,  彦根市（千本村）,L=53,ｂ=3.6,木橋,,,犬上川, 

fuji07404, 1895‐9, 安吉橋,（あぎ）, 近江八幡市,L=102,ｂ=3.6,木橋,,,日野川, 

fuji07405, 1895‐4, 瀬田の唐橋,（せたのから）, 大津市,,ｂ=7.2,大橋、Ｌ＝１８１．８、ｎ＝２０、小橋、Ｌ＝５４．５、ｎ＝６、木橋、 

    活荷重４５４ｋｇ／ｍ2、工費３２２６６円４２銭７７、施工：清水建設,架け替え,,瀬田川,＊７１６ 

fuji07406, 1895‐5‐28, 鹿跳橋（獅子飛橋）,（ししとび）, 大津市,L=55,ｂ=3,木橋,創架,,瀬田川, 

fuji07475, 1896‐, 高橋,,  守山市,L=7,ｂ=1.4,石橋,,,法竜川, 

fuji07504, 1896‐, 朝国橋,（あさくに）, 甲賀市（水口町）,L=77,ｂ=1.8,,後廃橋,,横田川, 

fuji07505, 1896‐12, 中川原橋,,  木之元町（高時町）,,道路,,,,高時川, 

fuji07506, 1896‐3, 安曇川橋,,  高島市（水尾村）,,道路,,,,安曇川, 

fuji07507, 1896‐, 列系図橋,（れっけいづ）, 守山市,,道路,,流失,,（南）野洲川（法竜川）, 

fuji07586, 1896‐, 知内川橋,,  高島市（マキノ町）,L=29,ｂ=2.4,木橋,架け替え,,知内川, 

fuji07587, 1896‐6, 難波橋,（なんば）, 長浜市（びわ町）,L=60,ｂ=2.7,木橋,,,姉川, 

fuji07588, 1896‐5, 日野川橋,（ひのがわ）, 日野町,L=102,ｂ=2.1,木橋,,,日野川, 

fuji07907, 1897‐8‐10, 高岩橋,（たかいわ）, 高島市（朽木村）,L=65,ｂ=2.1,木造方杖橋,,,安曇川, 

fuji07908, 1897‐, 前川橋,,  高島市（マキノ町）,L=5,ｂ=1.8,木造橋,,,前川 

fuji07909, 1897‐7, 行司橋,,  高島市（高島町）（水尾村）,L=28,ｂ=1.8,木造橋,,,鴨川 

fuji07910, 1897‐12, 鴨橋,,  高島市（高島町）（水尾村）,L=25,ｂ=5.5,木造橋,,,鴨川 

fuji07911, 1897‐4, 井明神橋,（いみょうじん）, 長浜市（木之本町）（高時村）,L=113,ｂ=1.8,木造橋,,,高時川 

fuji07912, 1897‐6, 川合橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=53,ｂ=3,木造橋,,,高時川 

fuji07913, 1897‐4（1894‐3？）, 妹川橋,, 長浜市（木之本町）（高時村）,L=162,ｂ=3.6,木造橋,,,高時川 

fuji07914, 1897‐7, 杣川橋,,  甲賀市（水口町）,L=45,ｂ=2.1,木橋,,,杣川 

fuji07915, 1897‐8‐10, 内貴橋（梅木橋）,（ないき）, 甲賀市（水口町）,L=173,ｂ=2.2,木橋,,,野洲川 

fuji07916, 1897‐7, 三蔵橋,,  甲賀市（土山町）,L=76,ｂ=2.1,木橋,,,野州川 

fuji07917, 1897‐7, 吉川橋,（よしかわ）, 野洲市（中主町）,L=56,ｂ=1.8,木橋,,,野洲川旧右派川 

fuji07918, 1897‐9, 日野川橋,（ひのがわ）, 日野町,L=53,ｂ=2.1,木橋,,,日野川 

fuji07919, 1897‐7, 増田橋,（ますだ）, 日野町,L=65,ｂ=2.1,木橋,,,日野川 

fuji07920, 1897‐7, 別所橋,,  日野町,L=45,ｂ=2.1,木橋,,,日野川 

fuji07921, 1897‐7, 鈴橋,（すず）, 東近江市（蒲生町）,L=65,ｂ=1.5,木橋,,,日野川 

fuji07922, 1897‐12, 川合橋,,  東近江市（蒲生町）,L=115,ｂ=3,木橋,,,佐久良川 

fuji07923, 1897‐7, 犬上橋,,  彦根市,L=200,ｂ=3.9,木橋,,,犬上川 

fuji07924, 1897‐10, 息長橋,（おさなが）, 米原市（近江町）,L=58,ｂ=3,木橋,,,天野川, 

fuji07925, 1897‐4, 小田橋,,  米原市（伊吹町）,L=67,ｂ=2.7,木橋,,,姉川, 

fuji07926, 1897‐5, 草野川橋,,  長浜市（浅井町）,L=62,ｂ=2.7,木橋,,,草野川, 

fuji07927, 1897‐7, 久徳橋,,  多賀町（久徳村）,L=69,ｂ=2.1,木橋,,,芹川, 

fuji07976, 1898‐7‐24, 愛知川橋,（えちがわ）, 愛荘町（愛知川町）,L≒２４０,単線,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝１ｘ３０、トラスはピン結合、 

    Ｈａｎｄｙｓｉｄｅ社製、関西鉄道木津川橋を改造再用、鈑桁、ｌ＝９ｘ２２,,近江鉄道 

    愛知川～五箇荘間,愛知川,＊３１３＊３９４＊４４６＊４５１＊５７９ 

fuji08005, 1898‐6‐11, 犬上川橋,,  多賀町,,単線,鈑桁,,近江鉄道高宮～尼子間,犬上川,＊５７９ 

fuji08094, 1898‐6, 野神橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,,道路,,,,高時川, 

fuji08205, 1898（1897？）‐8, 本庄橋,（ほんじょう）, 高島市（安曇川町）,L=91,ｂ=2.1,木造橋,創架、これ迄は渡船、１９７０年、 

    Ｌ＝１３０、コンクリ－ト橋,,安曇川, 

fuji08476, 1899‐, 岩神橋,,  甲賀市（水口町）,L=76,ｂ=2.7,,,,横田川, 

fuji08580, 1899‐5, 岩室橋,（いわむろ）, 甲賀市（土山町）,L=218,ｂ=2.7,板橋,架け替え、往時は鎖や藤蔓でつながれた一枚の板橋、 

    ｂ＝０．６,,野洲川（横田川）, 

fuji08581, 1899‐, 知内川橋,（ちないがわ）, 高島市（マキノ町）,L=35,ｂ=2.5,木橋,架け替え１９７５年３月、Ｌ＝４７．６、ｂ＝６、ＲＣ橋,, 

    知内川, 

fuji08639, 1900‐6‐1, 青瀬橋,（あおせ）, 甲賀市（土山町）,L=45,ｂ=2.4,釣橋,,,野洲川（松尾川）, 

fuji08684, 1900‐6‐1, 瀬田川橋（上り）,, 大津市,L=440,単線,鈑桁、ｌ＝１９ｘ２１．３,煉瓦井筒基礎、石積橋脚,国鉄東海道線 

    瀬田～石山間,瀬田川, 

fuji08750, 1900‐1‐7, 天満橋,,  彦根市（日夏村）,L=36.3,道路,,,朝鮮人街道,犬上川, 

fuji08751, 1900‐9‐1, 大宮橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,,道路,,,,高時川, 

fuji08752, 1900‐10‐1, 佐久良川橋,, 東近江市（蒲生町）,,単線,,,近江鉄道本線桜川～朝日大塚間,佐久良川, 

fuji08870, 1900‐6‐1, 八千代橋,,  東近江市（八日市市）,L=245,ｂ=2.7,木造桁板橋,,,愛知川, 

fuji09038, 1901‐4‐4, 錦織橋,（にしこおり）, 長浜市（びわ町・大郷村）,L=98,道路,,,,高時川, 

fuji09149, 1901‐10‐1, 朝日橋,,  長浜市,L=15,ｂ=4.5,木造橋,,,, 

fuji09150, 1901‐10‐1, 寒風橋,（さむかぜ）, 高島市（今津町・三谷村）,L=22,ｂ=3.6,木造方杖橋,,,寒風川, 

fuji09151, 1901‐3‐1, 姉川橋,,  長浜市（虎姫町）,L=87,ｂ=3.6,木橋、耐荷試験をする、３５０貫／１坪,,,姉川, 

fuji09234, 1902‐, 野州川橋（上り）,（やすがわ）, 野州～守山間守山市,,単線,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、ｎ＝４, 

    １９１３年撤去,,野洲川,＊２４６＊３１３ 

fuji09317, 1902‐, 大井根橋,,  高島市（川上村）,L=11,ｂ=1.8,,,,, 

fuji09410, 1902‐, 百瀬川橋,,  高島市（マキノ町）,L=11,ｂ=2.3,木橋,,,百瀬川, 

fuji09663, 1903‐3‐30, 市道橋,,  長浜市（七尾村）,L=100,道路,,,,, 

fuji09780, 1903‐, 天皇橋,（てんのう）, 高島市（高島町・水尾村）,L=65,ｂ=1.8,木造橋,これ迄は天王橋,,鴨川, 

fuji09781, 1903‐, 大手橋,,  高島市（高島町・水尾村）,L=31,ｂ=0.9,木造橋,,,鴨川, 



f25 滋賀県 

 ４ 

fuji09782, 1903‐, 鴨川橋,（かもがわ）, 高島市（高島町）,L=25,道路,木造橋,,,鴨川, 

fuji09783, 1903‐8‐1, 黒津橋,（くろづ）, 大津市,L=74,道路,木橋,,,大戸川, 

fuji09975, 1904‐11‐1, 北杣橋,（きたそま）, 甲賀市（水口町･北杣村),,道路,,,,杣川, 

fuji09976, 1904‐6‐25, 瀬田唐橋,,  大津市,L=118,道路,,中央部、改修、瀬田川浚渫のため,,瀬田川, 

fuji10091, 1904‐, 斧研川橋,（よきとぎがわ）, 高島市（マキノ町）,L=7,ｂ=2,木橋,架け替え,,斧研川, 

fuji10092, 1904‐, 桑野橋,（くわの）, 高島市（朽木村）,L=91,道路,木橋,,,安曇川 

fuji10243, 1905（1911？）, 瀬田洗堰橋,, 大津市,,ｂ=3.6,ＲＣ桁、ｎ＝３２,煉瓦積堰柱、直接基礎,,瀬田川 

fuji10344, 1905‐4‐1, 山神橋,（さんじん）, 高島市（朽木村）,L=42,ｂ=4,木造橋,１８９６年、１９０４年流失,,北川 

fuji10345, 1905‐3‐10, 河内橋,,  高島市（安曇川町）,L=38,ｂ=1.8,木造橋,,,北川 

fuji10346, 1905‐5‐1, 安曇川橋,,  高島市（安曇川町）,L=84.4,ｂ=2,木造橋,,,安曇川 

fuji10498, 1906‐5‐1, 幸円橋,,  近江八幡市,,道路,,１９７９年現在はＬ＝６、ｂ＝４,,八幡川 

fuji10499, 1906‐, 堀切川橋,（ほりきりがわ）, 高島市（マキノ町）,,道路,,,,堀切川 

fuji10580, 1906‐, 堀切橋,,  高島市（マキノ町）,L=11,ｂ=1.8,木橋,架け替え,,堀切川 

fuji10672, 1907‐11‐5, 高時川橋,,  長浜市（湖北町）（小谷村）,L=64,道路,中央、ｌ＝２３．６は木造ハウトラス、他は木桁橋,,, 

    高時川 

fuji10715, 1907‐, 福橋,（ふく）,  長浜市（湖北町）,,道路,近代的橋梁,,,高時川 

fuji10751, 1907‐9‐1, （八幡）宮橋（白雲橋）,, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川 

fuji10752, 1907‐12‐17,野村橋,,  長浜市（浅井町・七尾村）,L=172.7,道路,,,,姉川 

fuji10824, 1907‐, 上開田橋,,  高島市（マキノ町）,L=18,ｂ=1.8,木橋,架け替え,,知内川 

fuji11006, 1908‐12‐18,明治橋,,  近江八幡市,,道路,,,, 

fuji11007, 1908‐11‐22,田川橋,,  長浜市（虎姫町）,L=340,道路,,,,田川 

fuji11008, 1908‐8‐31, 春日橋,,  愛荘町（秦荘町）,L=27.3,道路,,,, 

fuji11009, 1908‐10‐15,唐崎橋,,  彦根市（日夏村）,,道路,,,,, 

fuji11091, 1908‐12‐1, 野口大橋,（のぐちおお）, 高島市（マキノ町）,L=5,ｂ=2.3,木橋,架け替え,,知内川, 

fuji11092, 1908‐, 北川橋,,  高島市（安曇川町）,L=60,ｂ=2.4,木造橋,,,北川, 

fuji11093, 1908‐, 中郡橋,（ちゅうぐん）, 湖南市（石部町）,L=253,ｂ=2.1,木橋,,,野洲川（横田川）, 

fuji11094, 1908‐2‐1, 呉服橋,,  長浜市,L=5,ｂ=4.5,木造橋,,,, 

fuji11095, 1908‐8‐1, 本町橋,,  長浜市,,道路,木造橋,,,, 

fuji11843, 1910‐, 五ノ瀬橋,（ごのせ）, 高島市（マキノ町）,L=13,ｂ=1.8,木橋,架け替え,,知内川, 

fuji11844, 1910‐9‐1, 八幡橋,,  長浜市,L=15,ｂ=1.2,木造,,,, 

fuji11845, 1910‐8‐1, 中島橋,,  長浜市,,道路,木造,,,, 

fuji11846, 1910‐8‐1, 本丸橋,,  長浜市,,道路,木造,,,, 

fuji12086, 1911‐, 京津線跨線橋,, 大津市,L=7.2,道路,ＲＣ橋,,,跨京津線橋,＊６１８ 

fuji12159, 1911‐, 佐惣平橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,,道路,,,,高時川, 

fuji12298, 1911‐, 山崎橋,,  高島市（マキノ町）,L=7,ｂ=2.2,木橋,架け替え,,知内川, 

fuji12299, 1911‐, 金丸橋,（かなまる）, 高島市（安曇川町）,L=164,ｂ=1.8,木橋,,,金丸湾, 

fuji12510, 1912‐8‐15, 追分架道橋,, 大津市,,軌道,鈑桁,,京阪京津線追分～大谷口間,, 

fuji12538, 1912‐, 日野川橋,,  日野町,,鉄道,鋼橋,,近江鉄道本線水口松尾～日野間,日野川,＊５７９ 

fuji12697, 1912‐, 広瀬橋,（ひろせ）, 高島市（安曇川町）,L=82,ｂ=2,木桁橋,これ迄は渡船,,安曇川, 

fuji12816, 1913‐, 野洲川橋,（やすがわ）, 野洲市（野洲町）,L≒４６４,単線型,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝２９．６、上り下り各ｎ＝７、 

    鈑桁、Ｅ４５荷重、汽車製造製（９連）、,煉瓦井筒基礎,国鉄東海道本線野洲～守山間, 

    野洲川,＊２４６＊３１３＊４５８ 

fuji12837, 1913‐5‐1, 越渓橋,（えっけい）, 東近江市（永源寺町）,L=48,ｂ=2.2,ハウトラス,,,愛知川, 

fuji12973, 1913‐5‐1, 中ノ川橋,（なかのがわ）, 高島市（マキノ町）,L=7.3,ｂ=3.6,ＲＣ橋（？）,これ迄は木造橋,,中ノ川, 

fuji13051, 1913‐, 小舟入川橋,, 大津市,,複線,,,大津電車軌道(琵琶湖鉄道汽船・京阪電鉄）石山坂本線,,＊５７９ 

fuji13052, 1913‐, 吾妻川橋,,  大津市,,複線,,,大津電車軌道(琵琶湖鉄道汽船・京阪電鉄)石山坂本線,,＊５７９ 

fuji13053, 1913‐3‐1, 相模川橋,,  大津市,,複線,,,大津電車軌道(琵琶湖鉄道汽船・京阪電鉄)石山坂本線膳所本町～錦間, 

    相模川,＊５７９ 

fuji13160, 1913‐5‐1, 中川橋,,  高島市（マキノ町）,L=7,ｂ=3.6,木橋、（鉄筋橋、これ迄は木橋？）,,,中ノ川, 

fuji13161, 1913‐, 寺久保橋,,  高島市（マキノ町）,L=27,ｂ=3.3,木橋,架け替え,,知内川, 

fuji13162, 1913‐, 堀切川橋,（ほりきりがわ）, 高島市（マキノ町）,L=11,ｂ=1.8,木造,,,堀切川, 

fuji13227, 1914‐6‐1, 土山橋,,  甲賀市（土山町）,L=45,ｂ=2.1,吊橋,これ迄は板橋,,田村川, 

fuji13565, 1914‐6‐1, 矢川橋,（やがわ）, 甲賀市（甲南町･寺庄村）,L=37,ｂ=3.8,,１９７９年現在は、Ｌ＝６６、ｂ＝５．５、ＲＣ橋,,杣川, 

fuji13566, 1914‐, 第一三田川橋,, 大津市,,複線,,,大津電車軌道(琵琶湖鉄道汽船・京阪電鉄）石山坂本線,,＊５７９ 

fuji13567, 1914‐, 第二三田川橋,, 大津市,,複線,,,大津電車軌道(琵琶湖鉄道汽船・京阪電鉄）石山坂本線,,＊５７９ 

fuji13675, 1914‐4‐1, 野田橋,（のだ）, 甲賀市（甲南町・寺庄村）,L=53,ｂ=2.5,木橋,,,杣川, 

fuji13910, 1915‐, 乙窪橋,（おつくぼ）, 野洲市（中主町）,L=145.6,ｂ=3.9,ＲＣ桁、ｎ＝１６,,,野洲川旧右派川,＊４５１＊５７９ 

fuji13979, 1915‐4‐1, 信楽橋,,  甲賀市（雲井村）,L=36,ｂ=2.5,,,,信楽川, 

fuji14257, 1916‐, 天満宮太鼓橋,, 守山市,,道路,石橋,,,,＊５７９ 

fuji14626, 1917‐6‐1, 針屋橋（旧・十軒町橋）,, 長浜市,,道路,,,,, 

fuji14627, 1917‐, 新庄橋,（しんじょう）, 守山市,,道路,,,,（南）野洲川, 

fuji14691, 1917‐, 醍醐橋,,  高島市（マキノ町）,L=16,ｂ=2,木橋,,,知内川, 

fuji14825, 1918‐6‐1, 大手橋,,  長浜市,L=7,ｂ=3.6,鉄土橋、,,,米川, 

fuji14845, 1918‐9‐13, 高宮橋,（たかみや）, 彦根市（高宮町）,L=117,ｂ=6,ＲＣ橋,,,犬上川, 

fuji14906, 1918‐6‐1, 列系図橋,（れっけいづ）, 守山市,L=40,道路,,１９１８年９月２４日流失,,（南）野洲川（法竜川）, 

fuji14960, 1918‐12‐1, 大永橋,,  長浜市,L=13,ｂ=3.6,木造,,,, 

fuji14961, 1918‐10‐1, 古川橋,（ふるかわ）, 高島市（マキノ町）,L=3.6,ｂ=0.3,木造,,,知内川, 

fuji15112, 1919‐3‐1, 多々羅橋,,  長浜市,,道路,鉄、木、石の混造橋,,,, 

fuji15238, 1919‐9‐1, 四ノ瀬橋,（よのせ）, 高島市（マキノ町）,L=11,ｂ=1.8,木橋,架け替え,,知内川, 

fuji15305, 1920‐, 大歓橋,,  東近江市（永源寺町）,L=10.5,道路,ＲＣア－チ、ｌ＝１０．５,,,堂後谷,＊７０１ 

fuji15347, 1920‐, 大宮橋,,  長浜市（余呉町）（丹生村）,L=31.8,ｂ=3,ボ－ストリングトラス、ｌ＝３１、上部工：日本橋梁,,, 

    丹生川,＊２０９＊２２２＊２２４＊４５１＊５７９ 
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fuji15461, 1920‐2‐1, 長谷川橋,,  長浜市,L=6,ｂ=3.6,鉄石混造橋,,,, 

fuji15462, 1920‐3‐1, 大橋,,  長浜市,L=16,ｂ=3.6,鉄木混造橋,,,, 

fuji15548, 1920‐, 銭取橋,,  多賀町,,道路,,,,芹川,＊５７９ 

fuji15590, 1920‐11‐1, 馬通橋,,  高島市（水尾村）,L=24,ｂ=3.6,木橋,,,安曇川, 

fuji15591, 1920‐2‐1, 米川橋,,  長浜市,L=6,ｂ=3.6,木造橋,,,米川, 

fuji15592, 1920‐6‐1, 金剛橋,,  東近江市（永源寺町）,L=24,ｂ=2.1,木造板橋,,,愛知川, 

fuji15695, 1921‐, 高岩橋,（たかいわ）, 高島市（朽木村）,L=55,ｂ=2.4,鉄プラットトラス、,,,安曇川, 

fuji15696, 1921頃, 東海道線跨線橋,, 大津市,,道路,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝３０．２、１００ｆｔ単線トラスを道路橋に改造再用,, 

    国道１号,,＊３１３ 

fuji15869, 1921‐, 八幡橋,（やわた）, 彦根市,L=21,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,愛知川, 

fuji15870, 1921‐, 大江大橋,（おおえおお）, 近江八幡市（安土町）,L=20.8,ｂ=6,ＲＣ桁、ｌ＝１０、ｎ＝２,,,蛇砂川北流,＊４５１＊５７９ 

fuji15871, 1921‐, 大江小橋,,  近江八幡市（安土町）,,道路,ＲＣ橋,,,蛇砂川北流,＊５７９ 

fuji15941, 1921‐, 列系図橋,（れっけいず）, 守山市,,道路,,架け替え、１９２５年大破,,（南）野洲川（法竜川）, 

fuji16400, 1922‐, 五井戸川橋,, 長浜市,,鉄道,,,国鉄北陸本線田村～長浜間,五井戸川,＊５７９ 

fuji16475, 1922‐5‐1, 藤樹橋（旧・鴨橋，小川橋）,（とうじゅ）,  高島市（高島町・水尾村）,L=22,ｂ=2,木橋,,,鴨川, 

fuji16476, 1922‐5‐1, 春日橋,,  東近江市（八日市市）,L=160,ｂ=1.7,板橋,創架、1925年流失,,愛知川, 

fuji16515, 1923‐, 紅葉橋,（こうよう）, 東近江市（永源寺町）,L=153.6,ｂ=2.7,連続吊橋、ｌ＝７６．４、ｎ＝２、鋼２ヒンジ補剛、木床、 

    鉄骨コンクリ－ト塔、上部工：日本橋梁,１９４９（１９５０？）年ランガ－トラス補剛に改修,, 

    愛知川,＊１５４＊２０９＊２２４＊２４７＊４５１＊５７９＊７００＊７１６ 

fuji16625, 1923‐6‐30, 三ツ石橋,,  高島市（朽木村）,L=24,ｂ=2.4,鋼ポニ－プラットトラス,,,北川, 

fuji16626, 1923‐7‐1, 渓勢橋,（けいせい）, 東近江市（永源寺町）,L=46,ｂ=3.2,鉄ボ－ストリングトラス,創架,,愛知川, 

fuji16858, 1923‐, 万年橋,,  高島市（水尾村）,L=11,ｂ=1.8,鉄橋,,,鴨川, 

fuji17315, 1924‐7‐8, 瀬田唐橋,（せたのから）, 大津市（石山村）,１７２＋５２,ｂ=7.4,Ｉ型桁、大、ｌ＝１４ｘ１１＋２ｘ９、小、ｌ＝４ｘ１１, 

    橋脚は鉄骨コンクリ－ト、施工：銭高組、１９７９年架け替え、大橋、Ｌ＝１７２、 

    ｌ＝２３．５＋５ｘ２５＋２３．５、小橋、Ｌ＝５１．８、ｌ＝３ｘ１７．３、ｂ＝７＋２＠２．１、合成鈑桁,, 

    瀬田川,＊１９５＊３９４＊４５１＊５５１＊５７９＊７１６ 

fuji17445, 1924‐12‐1, 野州川橋,（やすがわ）, 野州町,L=391.3,ｂ=6,ＲＣ桁、ｌ＝９、ｎ＝４３、,井筒基礎、これ迄は明治年間から板橋、 

    １９７３年架け替えＬ＝４１７．２、ｂ＝８．２,,野州川,＊２０９＊２４７＊４５１＊５７９＊６１８ 

fuji17446, 1924‐5‐1, 低橋川橋,,  高島市（水尾村）,L=7,ｂ=3.6,ＲＣ橋,,,, 

fuji17447, 1924‐, 大手橋,（おおて）, 近江八幡市,L=8,ｂ=4,ＲＣ橋,,,八幡川, 

fuji17731, 1925‐5‐5, 蝉丸跨線橋,（せみまる）, 大津市,,複線,煉瓦ア－チ、ｎ＝２,,京阪電気鉄道京津線大谷～上間,跨東海道線,＊５７９ 

fuji17787, 1925‐, 野洲川橋,（やすがわ）, 野洲市（野洲町）,L≒４６４,単線型,ポニ－ワ－レントラス、ｌ＝２９．６、上り下り各ｎ＝７、鈑桁、 

    ｌ＝１１ｘ２２．３＋１ｘ１１．６、トラスはＡｍｅｒｉｃａｎ、Ｂｒ製,上部工架け替え、1983年別線架け 

    替え、Ｌ≒４１５、複線型連続トラス、ｌ＝３＠６５、ＰＣ下路桁、ｌ＝（2＋2）ｘ５５,国鉄東海道本線 

    野洲～守山間野洲市（野洲町）,野洲川,＊２４６＊３１３＊４５８ 

fuji18100, 1925‐4‐1, 千成橋,,  長浜市,,道路,ＲＣ橋,,,, 

fuji18101, 1925‐4‐1, 殿町橋,,  長浜市,,道路,ＲＣ橋,,,, 

fuji18102, 1925‐, 鈴橋,（すず）, 東近江市（蒲生町）,L=156,ｂ=3.6,ＲＣ橋,,,日野川, 

fuji18364, 1925‐6‐1, 葉枝見橋,（はえみ）, 彦根市,L=287,ｂ=3,木橋,,,愛知川, 

fuji18404, 1926‐2‐1, 桑野橋,（くわの）, 高島市（朽木村）,L=104,ｂ=3.6,吊橋、鋼補剛トラス、ＲＣ塔,,,安曇川, 

fuji18638, 1926‐9‐25, 御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,L=233,ｂ=6.1,鈑桁、ｌ＝１０ｘ２３．２、上部工：矢野組（大阪市）,旧橋の橋脚 

    を再用,,愛知川,＊１５４ 

fuji18806, 1926‐, 川相橋（落合橋）,, 多賀町,L=22,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,犬上川, 

fuji18807, 1926‐5‐1, 巽橋,,  長浜市,,道路,ＲＣ橋,,,, 

fuji18808, 1926‐, 御代参橋,,  日野町,L=54.5,ｂ=5.1,ＲＣ橋,,,日野川, 

fuji18904, 1926‐, 木浜橋,,  守山市,,道路,石橋,,,,＊５７９ 

fuji18994, 1926‐3‐10, （八幡）宮橋（白雲橋）,（みやの）, 近江八幡市,,道路,,,,八幡川, 

fuji19230, 1927‐, 鹿跳橋,（ししとび）, 大津市,,道路,トラス、木桁橋,以前は木造トラス,,瀬田川,＊７１６ 

fuji19568, 1927‐7‐1, 春日橋,,  東近江市（八日市市）,L=164,ｂ=3.2,ＲＣ橋,,,愛知川,＊７１６ 

fuji19569, 1927‐, 千歳橋,（ちとせ）, 甲賀市,L=36.4,ｂ=4.6,ＲＣ桁、ｎ＝３,,,杣川, 

fuji19570, 1927‐, もろい橋,,  大津市,,道路,ＲＣ橋,,,信楽川,＊５７９ 

fuji19702, 1927‐9‐1, 蚊屋野橋,（かやの）, 日野町,L=8,ｂ=4,,,,北砂川, 

fuji19703, 1927‐, 井石川橋,,  東近江市（能登川町）,,鉄道,,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji19704, 1927‐, 高外輪架道橋,, 長浜市,,鉄道,,,国鉄北陸本線,,＊５７９ 

fuji19705, 1927‐, 柳川橋,,  大津市,,鉄道,,,京阪電鉄石山坂本線,,＊５７９ 

fuji19706, 1927‐, 第一疎水橋,, 大津市,,鉄道,,,京阪電鉄石山坂本線,,＊５７９ 

fuji19779, 1927‐6‐1, 列系図橋,（れっけいず）, 守山市,,道路,木橋,,,（南）野洲川, 

fuji19795, 1927‐11（1921～1927年の間）, 松原旋回橋,（まつばら）, 彦根市,L=34,ｂ=3.6,旋回橋、鈑桁、人力で歯車をまわした旋回橋, 

    １９７１年架け替え、Ｌ＝４３、ｂ＝１２,,運河, 

fuji20365, 1928‐, 乙窪橋,（おつくぼ）, 野洲市（中主町）,L=146.4,ｂ=3.7,ＲＣ橋,,,野洲川旧右派川, 

fuji20366, 1928‐, 鹿関橋,（がせき）, 大津市,,道路,ＲＣ桁,,,跨疏水,＊４５１＊５７９ 

fuji21174, 1929‐, 野出橋,（ので）, 日野町,L=72.3,道路,鈑桁,,,佐久良川,＊４５１ 

fuji21308, 1929‐, 横田橋,（よこた）, 湖南市（甲西町）,L=196.4,ｂ=6.1,ＲＣ連続桁、ｌ＝３＠１０．９、施工：矢野組（京都）,井筒基礎,, 

    野洲川（横田川）, 

fuji21423, 1929‐, 野尻橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=11,ｂ=5.3,ＲＣ橋,,,, 

fuji21424, 1929‐, 野出橋,（ので）, 日野町,,道路,ＲＣ桁,,,佐久良川,＊４５１＊５７９ 

fuji21425, 1929‐11‐1, 鈴橋,（すず）, 東近江市（蒲生町）,L=33,ｂ=3.8,ＲＣ橋,１９７３年上流に新鈴橋を架設、Ｌ＝１３７．５、 

    ｂ＝６．６,,日野川,＊５７９ 

fuji21631, 1929‐, 平橋,,  長浜市（木之本町・高時村）,,道路,,,,, 

fuji21874, 1930‐12‐1, 白川橋,（しらかわ）, 甲賀市（土山町）,L=48,ｂ=6.1,上路ワ－レントラス、ｌ＝４７．２、上部工：日本橋梁, 

    １９５９年破壊,,野洲川（松尾川）,＊２０９＊４５１ 

fuji21875, 1930‐9‐1, 川合橋,（かわい）, 長浜市（木之本町）（高時村）,L=51.3,ｂ=3.6,プラットトラス、ｌ＝２５．７、ｎ＝２,,, 
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    高時川,＊５７９＊６３８ 

fuji21876, 1930‐, 金丸橋,（かなまる）, 高島市（安曇川町）,L=33.6,道路,トラス,,,金丸川, 

fuji22200, 1930‐7‐1, 別所橋,（べっしょ）, 日野町,L=81.9,ｂ=4.5,ＲＣ連続桁、ｌ＝９．１、ｎ＝９,,,愛知川,＊４５１＊５７９ 

fuji22338, 1930‐, 広瀬橋,（ひろせ）, 高島市（安曇川町）,L=164,ｂ=5,ＲＣ橋,,,安曇川, 

fuji22339, 1930‐, 港橋,（みなと）, 彦根市,L=83,ｂ=6,ＲＣＴ桁、ｌ＝５ｘ９．０５,,,宇曽川, 

fuji22340, 1930‐, 牧野川橋,（まきのがわ）, 高島市（マキノ町）,L=42,ｂ=7,ＲＣ橋,,,牧野川, 

fuji22341, 1930‐, 人通川橋,（ひととおりがわ）, 高島市（マキノ町）,L=17.9,ｂ=4,ＲＣ橋,,,生来川, 

fuji22342, 1930‐, 堀切川橋,（ほりきりがわ）, 高島市（マキノ町）,L=9.2,ｂ=5,ＲＣ橋,,,堀切川, 

fuji22343, 1930‐, 斧研川橋,（よきとぎがわ）, 高島市（マキノ町）,L=5.2,ｂ=6,ＲＣ橋,,,斧研川, 

fuji22344, 1930‐, 蛇谷橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=5,ｂ=3.4,ＲＣ橋,,,, 

fuji22345, 1930‐, 今荘橋,（いまじょう）, 長浜市（浅井町）,,道路,ＲＣＴ桁,１９７１年流失、１９７４年再架、Ｌ＝１３５．３、ｂ＝９．２５、 

    ＰＣＴ桁,,姉川, 

fuji22346, 1930‐, 朝妻橋,（あさつま）, 米原市（米原町）,,道路,ＲＣ桁,,,天野川,＊４５１＊５７９ 

fuji22347, 1930‐, 多々木橋,（たたき）, 日野町,L=19,ｂ=3.7,ＲＣ桁、ｎ＝２,,,西明寺川,＊４５１＊５７９ 

fuji22348, 1930‐, 別所橋,,  日野町,,道路,ＲＣ橋,,,日野川,＊５７９ 

fuji22349, 1930‐, 小田川橋,,  甲賀市（土山町）,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５７９ 

fuji22350, 1930‐, 八幡橋,,  ,L=251,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji22351, 1930‐, 八千代橋,,  東近江市（八日市市）,L=245,ｂ=3.7,ＲＣ橋、ｌ＝２７ｘ９．１,,,愛知川, 

fuji22539, 1930‐, 浜分橋,（はまぶん）, 高島市（今津町）,L=26.6,ｂ=4.1,,,,石田川, 

fuji22635, 1930‐, 明治橋,（めいじ）, 日野町,L=120,ｂ=4.5,木橋,１９５９年流失、コンクリ－ト橋に架け替え,,日野川, 

fuji22776, 1931‐10‐6, 中島南橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=28,ｂ=4,鋼プラットトラス,,,杉野川, 

fuji22777, 1931‐12‐1, 寿橋,（ことぶき）, 長浜市（湖北町）,L=122.5,ｂ=3.6,プラットトラス、ｌ＝３ｘ４０．２、上部工：汽車製造,,, 

    高時川,＊２０９＊４５１＊５７９＊６３８ 

fuji22778, 1931‐, 坊前橋,（ぼうまえ）, 甲賀市（土山町・鮎河村）,L=43.3,ｂ=3.6,プラットトラス、ｌ＝４２．７,1995 年撤去．架け替え,, 

    野洲川,＊２０９＊４５１＊５７９ 

fuji22779, 1931‐, 信楽川橋,（しがらきかわ）, 大津市,L=24.3,ｂ=4.5,トラス、ｌ＝２３．７,,,信楽川,＊４５１＊５７９ 

fuji23077, 1931‐7‐31, 阿弥陀橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=164,ｂ=3.6,ＲＣ連続桁、ｌ＝１１、ｎ＝５ｘ３,,,高時川, 

fuji23221, 1931‐, 大水戸橋,（おおみと）, 甲賀市（甲南町）,L=5,ｂ=4.6,ＲＣ橋,,,大水戸川, 

fuji23222, 1931‐, 増田橋,（ますだ）, 日野町,L=82.1,ｂ=3.6,ＲＣ桁、ｌ＝９．１、ｎ＝９,,,日野川,＊４５１＊５７９ 

fuji23420, 1931‐3‐1, 仲井川橋,（なかいがわ）, 米原市（山東町）,L=5.7,ｂ=6.1,,,,仲井川, 

fuji23421, 1931‐, 難波橋,,  長浜市（びわ町）,,道路,,,,姉川,＊５７９ 

fuji23622, 1932‐3‐16, 難波橋,（なんば）, 長浜市（びわ町・大郷村）,L=161.5,ｂ=4.6,プラットトラス、ｌ＝２ｘ３９．７、ＲＣ桁橋、ｌ＝１０、 

    ｎ＝４＋４,井筒基礎、杭基礎、井筒基礎は耐震計算をした,,姉川,＊１５４＊２０９＊４５１＊５９３ 

fuji23781, 1932‐, 今津橋,（いまづ）, 長浜市（湖北町）,L=44,ｂ=3.6,鈑桁、ｌ＝１０、ｎ＝４,,,余呉川,＊４５１＊５７９ 

fuji24049, 1932‐, 北杣橋,（きたそま）, 甲賀市（水口町）（貴生川村）,L=76.4,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝７ｘ１０．９,井筒基礎、１９７８年４月 

    新橋を上流に架設,,杣川,＊２０９＊４５１＊５７９ 

fuji24050, 1932‐, 新橋,（しん）,  愛荘町（秦荘町）,L=31,ｂ=7,ＲＣ橋,,,南川, 

fuji24051, 1932‐8‐1, 高宮橋,（たかみや）, 彦根市,L=117,ｂ=6,ＲＣＴ桁、ｌ＝１０．６、ｎ＝１１,,,犬上川,＊４５１＊５７９ 

fuji24052, 1932‐, 大正橋,,  近江八幡市,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５７９ 

fuji24053, 1932‐, 三条橋,（さんじょう）, 長浜市（湖北町）,L=46.3,ｂ=4.8,ＲＣ桁,,,余呉川,＊４５１＊５７９ 

fuji24054, 1932‐, 宮前橋,（みやまえ）, 日野町,L=30.1,ｂ=4,ＲＣ桁,,,佐久良川,＊４５１＊５７９ 

fuji24607, 1933‐11‐30,福橋,（ふく）,  長浜市（湖北町）,L=214,ｂ=3.9,トラス、ｌ＝４０．５、ＲＣＴ桁橋、ｎ＝（７＋９）,,, 

    高時川,＊４５１＊５７９＊５９３＊６３８ 

fuji24608, 1933‐, 安曇川大橋,（あどがわおお）, 高島市（安曇川町）,L=151,ｂ=5.5,トラス、ｌ＝２ｘ６２．１、鈑桁、ｌ＝２ｘ１１．６、 

    上部工：汽車製造、ＲＣＴ桁橋、ｌ＝４ｘ１０．９,施工：大倉土木、１９７３年歩道添加、ｂ＝２,, 

    安曇川,＊１６９＊２０９＊５７９ 

fuji24638, 1933‐, 天野川橋,（あまのがわ）, 米原市（近江町）,L=50,ｂ=5.5,ゲルバ－鈑桁、l＝１６．５＋１７＋１６．５,井筒基礎,, 

    天野川,＊２０９＊２２４＊４５１＊５７９ 

fuji24742, 1933‐, 横関橋,（よこぜき）, 近江八幡市,L=82.5,ｂ=5.8,鋼桁,１９６９年平行して新橋を架設、Ｌ＝９０、ｂ＝７．５、国道８号,, 

    日野川, 

fuji24743, 1933‐, 宮下橋,（みやした）, 長浜市（余呉町）,L=14.7,ｂ=3.1,鈑桁、ｎ＝２,,,尾羽梨川,＊４５１＊５７９ 

fuji24744, 1933‐5‐8, 第二貴生川避溢橋,, 甲賀市（水口町）,L≒２２,単線,鈑桁、ｎ＝２、Ｉ型桁橋、ｎ＝２,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道） 

    （信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji24745, 1933‐, 関寺橋,（せきでら）, 大津市,L=30,ｂ=12,鈑桁、ｌ＝１４．６、ｎ＝２,杭基礎、施工：大阪大倉土木,,, 

    ＊２０９＊４５１＊５７９ 

fuji24808, 1933‐, 御河辺橋,（みかべ）, 東近江市（八日市市）,L=327.2,ｂ=4.5,ＲＣ連続桁、ｌ＝１２,,,愛知川,＊２０９ 

fuji24828, 1933‐, 旦渡橋,（たんど）, 東近江市（永源寺町・高野村）,L=78,ｂ=4.9,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１４．２＋３＠１６．６＋１４．２, 

    井筒基礎、以前は木造方杖橋、１９７０年架け替え、Ｌ＝８０．３、ｂ＝８、ＰＣ桁,, 

    愛知川,＊２０９＊４５１＊５７９＊７１６ 

fuji25042, 1933‐, 加領川橋,,  東近江市（愛東町）,,道路,ＲＣ橋,,,市ケ原川,＊５７９ 

fuji25043, 1933‐, 御河辺橋,（みかべ）, 東近江市（八日市市）,L=372.2,ｂ=6.9,ＲＣ桁、ｌ＝１２．１、ｎ＝２７,,,愛知川,＊５７９ 

fuji25044, 1933‐, 新狼川橋,,  草津市,L=22.6,ｂ=9,ＲＣＴ桁、ｎ＝３,,,狼川, 

fuji25045, 1933‐, 大井橋,（おおい）, 長浜市（虎姫町）,L=69,ｂ=6.7,ＲＣ桁、ｌ＝１１．７、ｎ＝６,,,姉川,＊４５１＊５７９ 

fuji25046, 1933‐, 川合橋,（かわい）, 東近江市（蒲生町）,L=120,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝１０．４、ｎ＝１２,１９９２年撤去,, 

    佐久良川,＊４５１＊５７９ 

fuji25047, 1933‐, 杣川橋,（そまかわ）, 甲賀市（甲南町）,L=45.7,ｂ=3.6,ＲＣ桁、ｎ＝５,,,杣川,＊４５１＊５７９ 

fuji25048, 1933‐, 千歳橋,（ちとせ）, 甲賀市（甲南町）,L=36.4,ｂ=4.6,ＲＣ橋,,,本山川, 

fuji25049, 1933‐, 竹生橋,,  野州町,L=76.3,ｂ=3.7,ＲＣＴ桁、ｎ＝７,,,野洲川,＊５７９ 

fuji25050, 1933‐, 井明神橋,（いみょうじん）, 長浜市（木之本町）,L=83.7,ｂ=6.4,ＲＣＴ桁、ｌ＝１１、ｎ＝７,,,高時川,＊４５１＊５７９ 

fuji25051, 1933‐, 井明神小橋,, 長浜市（木之本町）（高時村）,L=10,ｂ=ｂ＝８,ＲＣ橋,,,, 

fuji25052, 1933‐, 杉野橋,（すぎの）, 長浜市（木之本町）,L=23.8,ｂ=3.8,ＲＣ桁,,,杉野川,＊４５１＊５７９ 

fuji25053, 1933‐, 安曇川小橋,（あどがわこ）, 高島市（安曇川町）,L=43.5,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｎ＝４,１９７３年歩道添加、ｂ＝２、 
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    国道１６１号,,安曇川,＊４５１＊５７９ 

fuji25054, 1933‐, 端川橋,（はしかわ）, 高島市（マキノ町）,L=11,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,橋川川, 

fuji25055, 1933‐, 船入川橋,（ふないりがわ）, 高島市（マキノ町）,L=11,ｂ=4.5,ＲＣ橋,昔はろくろによる回転橋,,印内川, 

fuji25056, 1933‐, 綾井橋,（あやい）, 大津市,L=55.8,ｂ=4,ＲＣ橋,,,大戸川, 

fuji25358, 1933‐5‐8, 城山街道架道橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25359, 1933‐5‐8, 隼人川橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道） 

    貴生川～紫香楽宮跡前間,,＊５７９ 

fuji25360, 1933‐5‐8, 第一信楽街道架道橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25361, 1933‐5‐8, 第二信楽街道架道橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25362, 1933‐5‐8, 川原橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25363, 1933‐5‐8, 城川橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25364, 1933‐5‐8, 沼池橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25365, 1933‐5‐8, 城山橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25366, 1933‐5‐8, 第一牛飼橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25367, 1933‐5‐8, 第二牛飼橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25368, 1933‐5‐8, 平石橋橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25369, 1933‐5‐8, 宮川橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25370, 1933‐5‐8, 下滝坂橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25371, 1933‐5‐8, 第一塩野橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25372, 1933‐5‐8, 第二塩野橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25373, 1933‐5‐8, 上岩出川橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25374, 1933‐5‐8, 中岩出川橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25375, 1933‐5‐8, 下岩出川橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25376, 1933‐5‐8, 大谷橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25377, 1933‐5‐8, 中谷橋,,  甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25378, 1933‐5‐8, 小谷橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25379, 1933‐5‐8, 谷川橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25380, 1933‐5‐8, 芦ケ谷橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25381, 1933‐5‐8, 牧口橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25382, 1933‐5‐8, 下山川橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25383, 1933‐5‐8, 水落橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25384, 1933‐5‐8, 田尻橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25385, 1933‐5‐8, 高田橋橋,,  甲賀市（信楽町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji25617, 1934‐（1932？）, 米原跨線橋,, 米原市（米原町）米原駅構内,L=63.4,ｂ=6.5,プラットトラス、ｌ＝６２．１、 

    ペンコイド社製、国鉄和歌山線紀ノ川橋より転用した再用トラス、移動ベントによる架設, 

    １９８０年頃撤去,,跨線橋, 

fuji25739, 1934‐, 野神橋,（のがみ）, 日野町,L=30.3,ｂ=4.4,鈑桁,,,佐久良川,＊４５１＊５７９ 

fuji25849, 1934‐, 京橋,（きょう）, 彦根市,L=32.3,ｂ=7.3,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１０＋１２＋１０,,,外堀,＊４５１＊５７９ 

fuji26068, 1934‐, 今浜橋,（いまはま）, 守山市,L=109.3,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝５,これ迄は木橋、１９８０年廃橋,,（南）野洲川, 

fuji26069, 1934‐, 吉川橋,（よしかわ）, 野洲市（中主町）,L=98.4,ｂ=5,ＲＣ橋,後・廃橋,,旧・野洲川右派川, 

fuji26070, 1934‐3‐1, 宇川橋,（うがわ）, 甲賀市（水口町）,L=81,ｂ=5,ＲＣ橋,,,杣川,＊５７９ 

fuji26071, 1934‐, 黒川橋,（くろかわ）, 甲賀市（土山町）,L=31,ｂ=4.6,ＲＣ桁,,,田村川,＊４５１＊５７９ 

fuji26072, 1934‐9‐18, 犬上橋,（いぬかみ）, 彦根市,L=120,ｂ=5.5,ＲＣ桁、ｌ＝１１、ｎ＝１１,,,犬上川,＊４５１＊５７９ 

fuji26073, 1934‐, 南川橋,（みなみかわ）, 彦根市,L=27.4,ｂ=4.3,ＲＣ桁、ｌ＝９、ｎ＝３,,,野瀬川,＊４５１＊５７９ 

fuji26074, 1934‐11‐3, 大川橋,,  高島市（マキノ町）,,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝９、ｎ＝３,,,知内川, 

fuji26075, 1934‐10‐1, 狼川橋,（おおかみがわ）, 草津市,L=22.5,ｂ=11,ＲＣＴ桁、ｌ＝３ｘ７．５,下流側歩道添加、ｂ＝１．５、１９７８年上流側 

    歩道添加、ｂ＝２、新狼川橋を架設、Ｌ＝４０、国道１号,,狼川, 

fuji26076, 1934‐5‐6, 草津川橋,,  草津市,L=50,ｂ=7,ＲＣ橋,,,草津川, 

fuji26077, 1934‐, 太田橋,（おおた）, 長浜市（浅井町）,L=34.5,ｂ=3.8,ＲＣ桁、ｌ＝１５、ｎ＝３,,,草津川,＊４５１＊５７９ 

fuji26078, 1934‐, 息長橋,（おさなが）, 米原市（近江町）,L=61.5,ｂ=4.5,ＲＣ桁,,,天野川,＊４５１ 

fuji26079, 1934‐, 桐生辻橋,（きりゅうつじ）, 大津市,L=21.9,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝１１、ｎ＝２,,,大戸川,＊４５１＊５７９ 

fuji26302, 1934‐, 第二古野橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji26303, 1934‐, 飯村橋,（いむら）, 米原市（近江町）,L=65,ｂ=5.5,,,,天野川, 

fuji26304, 1934‐, 北川橋,（きたがわ）, 高島市（安曇川町）,L=5.5,道路,,,,安曇川放水路, 

fuji26652, 1935‐6‐1, 中島北橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=18,ｂ=3.6,鈑桁,,,杉野川, 

fuji26653, 1935‐, 乾橋,（いぬい）, 長浜市（湖北町）,L=18.6,ｂ=2.8,鈑桁,,,田川,＊４５１＊５７９ 

fuji26654, 1935‐, 堂前橋,（どうまえ）, 長浜市（湖北町）,L=18.5,ｂ=2.8,鈑桁（ＲＣ橋？）、ｎ＝２,,,田川,＊４５１＊５７９ 

fuji26788, 1935‐11‐1, 内貴橋,（ないき）, 甲賀市（水口町）,L=200,ｂ=5.5,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１９、ｎ＝１１,,,野洲川,＊４５１＊５７９ 

fuji27005, 1935‐1‐16, 岩室橋,（いわむろ）, 甲賀市（土山町）,L=204.4,ｂ=4.5,ＲＣ桁,架け替え,,野洲川, 

fuji27006, 1935‐3‐1, 石倉橋,（いしくら）, 甲賀市（信楽町）,L=8.2,ｂ=4.6,ＲＣ橋,,,信楽川, 

fuji27007, 1935‐, 鴨川橋,（かもがわ）, 高島市（高島町）,L=69,ｂ=5.5,ＲＣ桁橋,,,鴨川, 

fuji27008, 1935‐, 中道橋,（なかみち）, 高島市（高島町）,L=43.9,ｂ=3.7,ＲＣ桁、ｎ＝４,,,鴨川,＊４５１＊５７９ 

fuji27009, 1935‐, 野神橋(旧・保野橋）,（のがみ）, 長浜市（余呉町）,L=42,ｂ=4.3,ＲＣ桁、ｌ＝１４、ｎ＝３,,,丹生川,＊４５１＊５７９ 

fuji27010, 1935‐, 四条橋,（よんじょう）, 長浜市（湖北町）,L=18.4,ｂ=4.6,ＲＣ桁,,,余呉川,＊４５１＊５７９ 

fuji27011, 1935‐, 天下橋,（てんが）, 長浜市（浅井町）,L=37.3,ｂ=4.4,ＲＣ桁、ｌ＝１５．５、ｎ＝３,,,草野川,＊４５１ 

fuji27012, 1935‐, 新庄橋（笠原橋）,（しんじょう）, 守山市,L=119.9,ｂ=4.6,ＲＣ橋,廃橋,,（南）野洲川, 

fuji27013, 1935‐, 高橋,,  守山市,,道路,ＲＣ桁橋,,,法竜川, 

fuji27014, 1935‐5‐4, 今浜橋,,  守山市,L=109,ｂ=5.2,ＲＣ橋,,,大川, 

fuji27015, 1935‐, 常永橋,（じょうえい）, 日野町,L=33.1,ｂ=4.1,ＲＣ桁、ｌ＝１１．１、ｎ＝３,,,佐久良川,＊４５１＊５７９ 

fuji27016, 1935‐, 池川橋,,  日野町,,道路,ＲＣ橋,,,佐久良川,＊５７９ 

fuji27017, 1935‐, 安吉橋（安義橋）,（あぎ）, 龍王町,L=100,ｂ=5,ＲＣ桁、ｌ＝１０．２、ｎ＝１０,,,日野川,＊４５１＊５７９ 

fuji27287, 1935‐, 大沼川橋,（おおぬまがわ）, 高島市（今津町）,L=3.5,道路,,,,大沼川, 
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fuji27288, 1935‐5‐13, 芹川橋,,  多賀町（久徳村）,,道路,,,,芹川, 

fuji27289, 1935‐5‐25, 加茂川橋,,  ,,道路,,,湖岸道路,, 

fuji27290, 1935‐10‐15,池州橋,,  彦根市,,道路,,,,, 

fuji27431, 1935‐6‐1, 一の瀬橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=30,ｂ=3.6,木橋,,,, 

fuji27554, 1936‐11‐1, 宮ノ腰（越？）橋,, 高島市（朽木村）,L=54.5,ｂ=4,ワ－レントラス、ｌ＝５３．８、ケ－ブルエレクション、 

    上部工：高田商事,１９８１年架け替え、鋼ランガ－桁,,荒川,＊１９２ 

fuji27555, 1936‐, 錦織橋,（にしこおり）, 長浜市（びわ町）,L=159,ｂ=3.7,トラス、側径間はＲＣＴ桁橋,１９８７年架け替え、 

    鋼下路ランガ－桁橋,,高時川, 

fuji27666, 1936（1934？）, 美浜橋,（みはま）, 長浜市（びわ町・大郷村）,L=189.7,ｂ=3.6,鈑桁、ｌ＝４ｘ１８、ＲＣ（？）桁、 

    ｌ＝２ｘ１０＋５ｘ１１、ｌ＝２ｘ１１＋２ｘ１０,杭基礎,,姉川,＊２０９＊４５１＊５７９＊５９３ 

fuji27919, 1936‐, 中郡橋,（ちゅうぐん）, 湖南市（甲西町）,L=221,ｂ=5.2,ＲＣ橋,,,野洲川,＊５７９ 

fuji27920, 1936‐, 柏貴橋（柏木橋）,（かしわぎ）, 甲賀市（水口町・柏木村）,L=195,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝１５ｘ１３,井筒基礎,, 

    野洲川,＊２０９＊４５１＊５７９ 

fuji27921, 1936‐, 来見橋,,  甲賀市（土山町）,,道路,ＲＣ橋,,,来見川, 

fuji27922, 1936‐, 草野川橋,（くさのがわ）, 長浜市（浅井町）,L=62.5,ｂ=4.5,ＲＣ桁橋,,,草野川, 

fuji27923, 1936‐, 石田川橋,（いしだがわ）, 高島市（今津町）,L=22.9,ｂ=5.6,ＲＣ桁橋,歩道添加、ｂ＝２,,石田川, 

fuji27924, 1936‐, 大供軍橋,,  高島市（今津町）,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５７９ 

fuji27925, 1936‐, 中ノ川橋,（なかのがわ）, 高島市（マキノ町）,L=8.6,ｂ=4,ＲＣ橋,,,中ノ川, 

fuji27926, 1936‐, 庄境川橋,（しょうざかいがわ）, 高島市（マキノ町）,L=5.8,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,庄境川, 

fuji27927, 1936‐, 犬上川橋,（いぬかみがわ）, 彦根市,L=109,ｂ=5,ＲＣ桁、ｌ＝１１、ｎ＝１０,１９９３年撤去,,犬上川,＊４５１＊５７９ 

fuji27928, 1936‐, 黒橋,（くろ）,  愛荘町（秦荘町）,L=10,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,岩倉川, 

fuji27929, 1936‐, 上宇曽川橋,（かみうそがわ）, 愛荘町（秦荘町）,L=72,ｂ=6.5,ＲＣ桁、ｌ＝１１．２,,県道,宇曽川, 

fuji27930, 1936‐6‐1, 上宇曽川橋,（かみうそがわ）, 愛荘町（秦荘町）,L=72,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,国道３０７,宇曽川, 

fuji27931, 1936‐, 箕浦橋,（みのうら）, 米原市（近江町）,L=78,ｂ=5,ＲＣ桁、ｌ＝１２、ｎ＝６,１９７０年一部改修,,天野川,＊４５１＊５７９ 

fuji28192, 1936‐, 宮川橋,,  長浜市,,道路,,,,,＊５７９ 

fuji28470, 1937‐, 春日橋,（かすが）, 大津市,L=20,ｂ=4.5,鈑桁、ｌ＝１９．５,,,信楽川,＊４５１＊５７９ 

fuji28664, 1937‐, 列系図橋,（れっけいず）, 守山市,L=172.8,ｂ=5.5,ＲＣ橋,これ迄は木橋,,（南）野洲川,＊５７９ 

fuji28665, 1937‐, 金屋橋,（かなや）, 甲良町,L=53,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝２６、ｎ＝３,,,犬上川,＊４５１＊５７９ 

fuji28666, 1937‐, 目加田上橋,（めかだかみ）, 愛荘町（秦荘町）,L=9,ｂ=4.4,ＲＣ橋,,,岩倉川, 

fuji28667, 1937‐, 千歳橋,（ちとせ）, 甲賀市（甲南町）,L=36.4,ｂ=4.6,ＲＣ桁、ｌ＝１２．１、ｎ＝３,,,杣川,＊４５１＊５７９ 

fuji28668, 1937‐, 這上リ橋,,  日野町,,道路,ＲＣ橋,,,野田川,＊５７９ 

fuji28669, 1937‐, 音羽橋,,  近江八幡市,,道路,ＲＣ橋,,,, 

fuji28670, 1937‐, ほとろ川橋,,  高島市（マキノ町）,,道路,ＲＣ橋,,,ほとろ川, 

fuji28671, 1937‐, 南高田橋,,  長浜市,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５７９ 

fuji28672, 1937‐, 北門前橋,,  長浜市,,道路,ＲＣ橋,,,,＊５７９ 

fuji28673, 1937‐, 大川橋,（おおかわ）, 彦根市,L=20,ｂ=4.6,ＲＣ桁、ｌ＝１０、ｎ＝２,,,須越放水路,＊４５１＊５７９ 

fuji28674, 1937‐, 北川橋,（きたかわ）, 彦根市,L=24,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝１２、ｎ＝２,,,北川,＊４５１＊５７９ 

fuji28876, 1937‐, 境川橋,（さかいがわ）, 高島市（今津町）,L=16.1,道路,,,,境川, 

fuji28877, 1937‐, 明治橋,,  近江八幡市,,道路,,,,, 

fuji28878, 1937‐5‐17, 大沢橋,,  長浜市（木之本町）,,道路,,,,, 

fuji28879, 1937‐, 浮御堂,（うきみどう）, 大津市堅田,,道路,,,,琵琶湖, 

fuji29261, 1938‐, 伊香具橋,（いかぐ）, 長浜市（木之本町）,L=38.6,ｂ=6,ＲＣ桁、ｌ＝１１、ｎ＝３,,,余呉川,＊４５１＊５７９ 

fuji29262, 1938‐, 五郎津橋,,  日野町,,道路,ＲＣ橋,,,西明寺川,＊５７９ 

fuji29263, 1938‐, 日枝橋,,  日野町,,道路,ＲＣ橋,,,砂川,＊５７９ 

fuji29264, 1938‐, 縄手入口橋,, 近江八幡市,,道路,ＲＣ橋,,,, 

fuji29265, 1938‐, 大戸川橋,（おおとがわ）, 大津市,L=24,ｂ=5.2,ＲＣ桁、ｌ＝１１．３、ｎ＝２,,,大戸川,＊４５１＊５７９ 

fuji29266, 1938‐3‐1, 黒津橋,（くろづ）, 大津市,L=77,ｂ=4.4,ＲＣ橋,１９８７年４月架け替え,,大戸川, 

fuji29267, 1938‐, 中村橋,（なかむら）, 大津市,L=34.5,ｂ=4.5,ＲＣ桁、ｌ＝１１、ｎ＝３,,,安曇川,＊４５１＊５７９ 

fuji29268, 1938‐, 富川橋,（とみかわ）, 大津市,L=33,ｂ=4.5,ＲＣ桁,,,信楽川,＊４５１＊５７９ 

fuji29269, 1938‐, 納所橋,,  大津市,,道路,ＲＣ橋,,,信楽川,＊５７９ 

fuji29682, 1939‐, 中川原橋,（なかかわら）, 長浜市（余呉町）,L=43.9,ｂ=4.6,ＲＣ桁、ｌ＝２２、ｎ＝２,,,丹生川,＊４５１＊５７９ 

fuji29773, 1939‐, 飛ノ木橋,（とびのき）, 多賀町,L=20,ｂ=2.6,,,,芹川, 

fuji29774, 1939‐, 井戸町避溢橋,, 米原市（米原町）,,鉄道,,,国鉄北陸本線,,＊５７９ 

fuji29919, 1940‐6‐24, 田村橋,,  甲賀市（土山町）,L=51,ｂ=6,ＲＣゲルバ－桁,,,田村川,＊１５４ 

fuji29965, 1940‐8‐1, 大堀橋,（おおぼり）, 彦根市,L=72,ｂ=6,ＲＣ桁、ｌ＝６ｘ１２ｍ,,,芹川,＊１５４＊４５１＊５７９ 

fuji29966, 1940‐, 岩上橋,（いわがみ）, 甲賀市（水口町）,L=86.2,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,野洲川,＊５７９ 

fuji29967, 1940‐, 無名橋,,  日野町,,道路,ＲＣ橋,,,砂川, 

fuji30096, 1940‐, 寺師橋,,  長浜市（浅井町）,L=27,ｂ=2.7,木桁橋,竹筋コンクリ－ト井筒、コンクリ－ト杭基礎、 

    旧橋は木桁橋、伊勢湾台風で流失,,草野川, 

fuji30429, 1942‐, 久邇宮橋,（くにのみや）, 草津市,L=26,ｂ=5,ＲＣ桁,これ迄は木橋,,草津川,＊４５１＊５７９ 

fuji30430, 1942頃, 天神橋,,  守山市,,道路,ＲＣ橋,,,（南）野洲川,＊５７９ 

fuji30618, 1943‐10‐1, 勅使野橋,（ちょくしの）, 湖南市（甲西町）,L=18,ｂ=3.6,ＲＣ橋,,,荒川, 

fuji30687, 1943‐, 天皇橋,（てんのう）, 高島市（高島町）,L=70,ｂ=4,木桁橋,,,加茂川, 

fuji31082, 1946‐, 井川尻橋,（いかわじり）, 高島市（マキノ町）,L=13.2,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,百瀬川, 

fuji31105, 1946‐, 中多良避溢橋,, 米原市（米原町）,,鉄道,,,国鉄北陸本線,,＊５７９ 

fuji31193, 1947‐7‐2, 杣川橋,,  甲賀市（水口町）,L≒９３,単線,鈑桁、ｎ＝６,１９４３年休止、一部撤去、１９４７年再開, 

    国鉄信楽線（信楽高原鉄道）貴生川～雲井間,杣川,＊５９７ 

fuji31194, 1947‐7‐2, 苔川橋,,  甲賀市（水口町）,L≒１０,単線,Ｉ型桁、ｎ＝２,１９４３年休止、一部撤去、１９４７年再開,国鉄 

    信楽線（信楽高原鉄道）,杣川,＊５９７ 

fuji31195, 1947‐7‐2, 第二大戸川橋,（おおとがわ）, 甲賀市（信楽町）,L=64.5,単線,鈑桁、ｎ＝５、上部工：右岸側横河橋梁 

    １９３２年製、左岸側松尾橋梁１９４６年製,１９４３年休止、一部撤去、１９４７年再開, 

    国鉄信楽線（信楽高原鉄道）玉桂寺前～信楽間,大戸川,＊１９７＊２１２＊２２１＊２４７＊５７９ 
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fuji31203, 1947頃, 上の橋,,  米原市（米原町）,,道路,ＲＣ桁、ｎ＝２,,,,＊５７９ 

fuji31236, 1947‐, 第一古野橋,, 甲賀市（水口町）,,鉄道,,,国鉄信楽線（信楽高原鉄道）,,＊５７９ 

fuji31449, 1948‐9‐30, 天神橋,,  長浜市（余呉町）,,道路,,,,, 

fuji31605, 1949‐11‐1, 鵜の岩橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=29,ｂ=1.5,吊橋、木塔,これ迄は木橋,,高時川, 

fuji31642, 1949‐12‐1, 落合橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=21,ｂ=3.8,上路トラス（重構桁）橋、,,,,＊２６２＊６４４ 

fuji31708, 1949‐, 雨森橋,,  長浜市（高月町）(北富永村）,L=176,ｂ=3.2,ＲＣ橋,,,高時川, 

fuji31709, 1949‐, 天神橋,,  守山市,,道路,ＲＣ橋,,,（南）野洲川, 

fuji31930, 1949‐, 加茂橋,（かも）, 高島市（安曇川町）,L=35,道路,木橋,,,鴨川, 

fuji31980, 1950‐12‐1, 北川橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=46,ｂ=2,木造吊橋,これ迄は土橋,,高時川, 

fuji32125, 1950‐, 米原跨線橋,, 米原市（米原町）,,道路,鋼橋,１９５６年補強,,,＊２６３ 

fuji32162, 1950‐, 丹生川橋,（にゅうがわ）, 米原市（米原町）,L=29.4,ｂ=7.5,ＲＣ桁橋,,国道２１号,丹生川, 

fuji32252, 1950‐9‐1, 梅ケ谷橋,,  長浜市（余呉町）,,道路,,,,, 

fuji32439, 1951‐11‐1, 大橋,,  長浜市（木之本町）（高時村）,L=64,ｂ=3,鋼吊橋、これ迄は木橋,,,高時川, 

fuji32582, 1951‐, 上関寺橋,,  ,L=18.7,ｂ=11.4,鈑桁,,国道１号,跨京阪電鉄, 

fuji32583, 1951‐, 手原跨線橋,, 栗東市（栗東町）,L=18.5,ｂ=7.5,鈑桁,歩道添加、ｂ＝２＠０．８、１９６５年下り線増設、 

    Ｌ＝２９．９、ｂ＝１１．５,国道１号,跨国鉄草津線, 

fuji32584, 1951‐5‐29, 瀬田川橋,,  大津市,L≒４４１,複線,鈑桁、ｌ＝１９ｘ２２．３,下部工は旧橋、架け替え,国鉄東海道本線 

    瀬田～石山間,瀬田川,＊５７９ 

fuji32678, 1951‐, 浦葭橋,（うらよし）, 東近江市（能登川町）,L=325,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,須田川, 

fuji32679, 1951‐, 田川橋,,  ,L=18,ｂ=8.6,ＲＣ桁,歩道添加、ｂ＝０．８,国道１号,荒川, 

fuji32680, 1951頃, 葉山川橋,,  甲賀市,L=5,ｂ=7.5,ＲＣ桁,,,, 

fuji32681, 1951頃, 家棟川橋,,  湖南市,L=10.5,ｂ=7.5,ＲＣ桁,,国道１号,家棟川, 

fuji32682, 1951頃, 由良谷川橋,, 湖南市,L=9.9,ｂ=7.5,ＲＣ桁,,国道１号,由良谷川, 

fuji32683, 1951頃, 宮川橋,,  甲賀市,L=10.5,ｂ=7.5,ＲＣ桁,,国道１号,宮川, 

fuji32684, 1951頃, 落合川橋,,  湖南市,L=10.5,ｂ=7.5,ＲＣ桁,,国道１号,落合川, 

fuji32685, 1951頃, 荒川橋,,  湖南市,L=18.1,ｂ=7.5,ＲＣ桁,,国道１号,荒川, 

fuji32686, 1951頃, 大沙川橋,,  湖南市,L=5,ｂ=7.5,ＲＣスラブ橋,,国道１号,大沙川, 

fuji32687, 1951‐, 久保江堀川橋,, 大津市,,単線,ＲＣ橋,,国鉄東海道本線,,＊５７９ 

fuji32834, 1951‐, 大江大橋,（おおえおお）, 近江八幡市（安土町）,L=20,ｂ=7,,,,盆川, 

fuji32835, 1951‐, 霜ケ原橋,（しもがはら）, 多賀町,L=12,ｂ=6.5,,,,水壺川, 

fuji32836, 1951‐11‐1, 黒山橋,,  野洲市(永原村）,,道路,,,,, 

fuji33039, 1952‐3‐1, 石神橋,（いしがみ）, 甲賀市（土山町）,L=44.4,ｂ=4.5,鋼ア－チ、上部工：東洋火熱工業,,,野洲川,＊２２１ 

fuji33230, 1952‐4‐1, 鮎河橋,（あいが）, 甲賀市（土山町）,L=43.4,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,野洲川, 

fuji33231, 1952‐, 坂尻橋,（さかじり）, 大津市,L=40,ｂ=4.4,ＲＣ橋,,,針畑川, 

fuji33382, 1952‐, 大江小橋,（おおえこ）, 近江八幡市（安土町）,L=15,ｂ=6,,,,水路, 

fuji33383, 1952‐12‐6, 西黒田橋,,  長浜市（木之本町）,,道路,,,,, 

fuji33670, 1953‐, 芦川ダム管理橋,, 多賀町,,道路,トラス、木床、上部工：久保田鉄工所、,,,, 

fuji33756, 1953‐, 大江架道橋,, 草津市,,鉄道,槽状桁橋,,国鉄,, 

fuji33757, 1953‐, 大谷川橋,,  大津市(木戸村）,L=24,ｂ=6,下路鈑桁、ｌ＝２４、現場溶接、上部工：横河橋梁,,,大谷川,＊１９６ 

fuji33758, 1953‐, 比良川橋,,  大津市（志賀町）,L=24,ｂ=6,中路鈑桁、ｌ＝２３．４、溶接、上部工：横河橋梁,,,比良川,＊１９６ 

fuji33931, 1953‐, 滝川橋,,  ,L=18.7,ｂ=6,ＲＣ桁橋,,国道１６号,滝川, 

fuji33984, 1953‐, 天神橋,,  ,L=10.6,ｂ=6.6,ＲＣＴ桁,,国道１６１号,, 

fuji34585, 1954‐9‐4, 第一大戸川橋,（おおとがわ）, 甲賀市（信楽町）,,単線,ポステンＰＣ桁、ｌ＝１ｘ３０、桁高、１．３ｍ、 

    σ２８＝５００ｋｇ／ｃｍ２上部工：ピ－エスコンクリ－ト,旧鈑桁、ｎ＝３は１９５３年流失, 

    国鉄信楽線（信楽高原鉄道）勅旨～玉桂寺前間,大戸川,＊１９７＊２１２＊２２１＊２４７＊５７９ 

fuji34723, 1954‐, 姉川橋,,  長浜市（虎姫町）,L=246,ｂ=7.3,ＲＣ桁橋,１９７９年歩道添加、ｂ＝２,国道８号,姉川, 

fuji34724, 1954‐, 水口橋,（みなくち）, 甲賀市（水口町）,L=234,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,野洲川, 

fuji34725, 1954‐, 信楽大橋,（しがらきおお）, 甲賀市（信楽町）,L=38,ｂ=6.2,ＲＣ橋,,,大戸川, 

fuji34726, 1954‐, 下宇曽川橋,（しもうそがわ）, 愛荘町（秦荘町）,L=22,ｂ=5.4,ＲＣ橋,,,宇曽川, 

fuji34727, 1954‐3‐1, 荒川橋,（あらかわ）, 湖南市（甲西町）,L=20,ｂ=5,ＲＣ橋,,,荒川, 

fuji34728, 1954‐3‐31, 桐生橋,（きりう）, 大津市,L=25.6,ｂ=4.7,ＲＣ橋,,,草津川, 

fuji34807, 1954‐, 家棟川水路橋,, 野洲市（野州町）,L=36,水路,ＲＣ門型ラ－メン,,,, 

fuji34947, 1954‐, 雪崩橋,（なだれ）, 高島市（今津町）,L=9.5,道路,,,,途中谷川, 

fuji35209, 1955‐, 荒川橋,（あらかわ）, 高島市（朽木村）,L=96.8,ｂ=4.5,トラス、ｌ＝２ｘ４３．２、上部工：汽車製造,,,安曇川,＊１７５ 

fuji35444, 1955‐10‐1, 伊佐々川橋,, 草津市,,鉄道,プレテンＰＣ桁、ｌ＝９．８、ＫＳ１８荷重,,国鉄東海道線草津駅構内,, 

fuji35553, 1955‐, 草津川橋,（くさつがわ）, 草津市,L=40,ｂ=6,ＲＣ橋,,,草津川, 

fuji35554, 1955‐6‐1, 野田橋,（のだ）, 甲賀市（甲南町）,L=40,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,杣川, 

fuji35555, 1955‐3‐1, 立石橋,（たていし）, 甲賀市（信楽町）,L=10,ｂ=6,ＲＣ橋,,,信楽川, 

fuji35556, 1955‐3‐1, 梓川橋,（あずさがわ）, 米原市（山東町）,L=18,ｂ=8.5,ＲＣ橋,,,梓川, 

fuji35557, 1955‐, 斧磨橋,（よきとぎ）, 愛荘町（秦荘町）,L=7,ｂ=6,ＲＣ橋,,,岩倉川, 

fuji35558, 1955‐9‐1, 堂村橋,（どうむら）, 大津市,L=83.1,ｂ=4.6,ＲＣ橋,うち堂町側半分のみ,,大戸川, 

fuji35559, 1955‐, 養老川橋,,  大津市,,単線,ＲＣ橋,,国鉄東海道本線,, 

fuji35789, 1955‐, 寒風橋,（さむかぜ）, 高島市（今津町）,L=22.2,道路,,,,寒風川, 

fuji35790, 1955‐, 追分橋,（おいわけ）, 高島市（今津町）,L=30,道路,,,,石田川, 

fuji35926, 1955‐, 多賀橋,（たが）, 愛荘町（秦荘町）,L=17,ｂ=2.7,木橋,１９５９年流失,,宇曽川, 

fuji36271, 1956‐, 三ツ石橋,,  高島市（朽木村）,,道路,鈑桁,,,北川, 

fuji36290, 1956‐, 青木ケ瀬橋,, 甲賀市（土山町）,L=32.2,ｂ=5.5,鋼橋,,,田村川, 

fuji36418, 1956‐1‐1, 天神橋,（てんじん）, 守山市,L=127.9,ｂ=4,ＲＣ橋,再架、廃橋、,,（南）野洲川, 

fuji36419, 1956‐, 篠田橋,（しのだ）, 東近江市（能登川町）,L=30,ｂ=2.5,ＲＣ橋,,,, 

fuji36420, 1956‐, 三峰橋,（さんぼう）, 東近江市（能登川町）,L=13,ｂ=4,ＲＣ橋,,,須田川, 

fuji36421, 1956‐, 和南橋,（わなみ）, 東近江市（永源寺町）,L=28,ｂ=4.5,ＲＣ橋,,,和南川, 

fuji36422, 1956‐, 川尻橋,,  野洲市（中主町）,,道路,ＲＣ橋,廃橋,,野洲川旧右派川, 
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fuji36602, 1956‐, 福寿橋,（ふくじゅ）, 甲良町,L=99,ｂ=6,,,国道３０７号,犬上川, 

fuji36603, 1956‐, 上ノ瀬橋,（かみのせ）, 高島市（今津町）,L=24.1,道路,,,,石田川, 

fuji36604, 1956‐, 前川橋,（まえかわ）, 大津市,L=80,ｂ=5.5,,,,安曇川, 

fuji36875, 1957‐, 青木ケ瀬橋,, ,L=38,ｂ=4.5,上路トラス、ｌ＝３１．５、上部工：高田機工,,,,＊１７５ 

fuji37123, 1957‐, 和利山橋,,  ,L=31.8,ｂ=2.75,ＰＣ桁、ｌ＝３１．８,,,, 

fuji37124, 1957‐, 旭橋,（あさひ）, 彦根市,L=78,ｂ=11.5,ＰＣ桁,,国道８号,芹川, 

fuji37125, 1957‐, 高宮橋,,  彦根市,L=16.3,ｂ=8.5,ＰＣ桁,１９７７年架け替え,国道８号,犬上川, 

fuji37165, 1957‐4‐17, 野洲川大橋,（やすがわおお）, 野洲市（野洲町）,L=413.6,ｂ=8,ＲＣゲルバ－桁、ｌ＝１９．３＋１５＠２５＋１９．３、 

    施工：鴻池組,,,野洲川, 

fuji37244, 1957‐, 川田橋,（かわた）, 守山市,L=113.4,ｂ=4.9,ＲＣ橋,これ迄は木橋、１９７８年架け替えＬ＝３２９．５、ｂ＝９．５、 

    川田大橋,,野州川, 

fuji37245, 1957‐, 桃谷橋,（ももたに）, 高島市（マキノ町）,L=10,ｂ=10,ＲＣ橋,,,, 

fuji37448, 1957‐, 庄垂川橋,（しょうたれがわ）, 高島市（今津町）,L=9.5,道路,,,,庄垂川, 

fuji37449, 1957‐, 印内川橋,（いんないがわ）, 高島市（マキノ町）,L=4,ｂ=7,,,,, 

fuji37450, 1957‐, 盛越川橋,,  大津市,,鉄道,,,国鉄東海道本線,盛越川,＊５７９ 

fuji37577, 1957‐, 法教寺橋,（ほうきょうじ）, 東近江市（蒲生町）,L=17,ｂ=4.1,木橋,,,法教寺川, 

fuji37652, 1958‐, 青瀬橋,（あおせ）, 甲賀市（土山町）,L=45,ｂ=5.5,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝４３、上部工：日本橋梁,,, 

    野洲川,＊１７５ 

fuji37727, 1958‐, 高岩橋,（たかいわ）, 高島市（朽木村）,L=61.4,ｂ=5.5,ポニ－トラス、ｌ＝１ｘ３６．４、鈑桁、上部工：汽車製造,,, 

    安曇川,＊１７５ 

fuji37873, 1958‐, 宇曽川橋,（うそがわ）, 彦根市,L=78,ｂ=8,鈑桁,,,宇曽川, 

fuji37874, 1958‐（1961？）, 田村橋,（たむら）, 甲賀市（土山町）,L=50.8,ｂ=8,鋼桁橋,１９７７年桁増設、床版打替え、歩道設置、 

    国道１号,,田村川, 

fuji37875, 1958‐, 姉川橋,,  長浜市（虎姫町）,L=207,鉄道,鈑桁、ｌ＝９ｘ２２,,国鉄北陸本線長浜～虎姫間,姉川,＊４６１ 

fuji37876, 1958‐, 妹川橋,,  長浜市（湖北町）,L=113,鉄道,鈑桁、ｌ＝４ｘ２１＋１ｘ２２,,国鉄北陸本線河毛～高月間, 

    高時川,＊４６１ 

fuji37910, 1958‐, 小塚跨線橋,, ,L=15,ｂ=8,鋼橋,,国道８号,跨近江鉄道, 

fuji38014, 1958‐, 千鳥橋,（ちどり）, 彦根市,L=162,ｂ=8,ＰＣ桁,１９７４年歩道添加、ｂ＝２,国道８号,犬上川, 

fuji38015, 1958‐, 犬上川橋,,  彦根市,L=160,ｂ=8,ＰＣＴ桁、ｌ＝５ｘ３２、上部工：ピ－シ－橋梁,,,犬上川, 

fuji38016, 1958‐, 塩津大橋,,  長浜市（西浅井町）,L=18.1,ｂ=7,ＰＣ桁,,国道８号,大坪川, 

fuji38017, 1958‐, 不飲川橋,（のまずがわ）, 愛荘町（愛知川町）,L=12.8,ｂ=8.5,ＰＣ桁,,,不飲川, 

fuji38018, 1958‐, 近江八幡橋,, 近江八幡市,L=11,ｂ=8,プレテンＰＣ桁、上部工：安部工業所,,,, 

fuji38075, 1958‐8‐1, 栗見橋,（くりみ）, 彦根市,L=316.7,ｂ=6,ＲＣゲルバ－桁,これ迄は木橋,,愛知川, 

fuji38168, 1958‐9‐1, 甲西橋,（こうせい）, 湖南市（甲西町）,L=326,ｂ=4.6,ＲＣ橋,,,野州川, 

fuji38169, 1958‐6‐1, 雲井橋,（くもい）, 甲賀市（信楽町）,L=42,ｂ=6.2,ＲＣ橋,,,大戸川, 

fuji38170, 1958‐1‐1, 新寺井橋,（しんてらい）, 甲賀市（甲賀町）,L=29.3,ｂ=9.5,ＲＣ橋,,,大原川, 

fuji38171, 1958‐, 西浦避溢橋,, ,L=31.9,ｂ=8,ＲＣ桁,,国道８号,, 

fuji38172, 1958‐, 太田避溢橋,, ,L=16,ｂ=8,ＲＣ桁橋,,国道８号,, 

fuji38173, 1958‐, 真野川橋,,  大津市,L=16.8,ｂ=8.5,ＲＣ桁橋,,国道１６１号,真野川, 

fuji38465, 1958‐, 常安橋,（じょうあん）, 高島市（新旭町）,L=222,道路,,,,安曇川, 

fuji38466, 1958‐, 両宮橋,（りょうぐう）, 多賀町,L=22,ｂ=5.5,,,,犬上川, 

fuji38775, 1959‐3‐30, 瀬田川大橋,（せたがわおお）, 大津市,L=221.8,ｂ=9.5,鋼連続箱桁、ｌ＝４４．８＋５６＋４５．８、鋼箱桁、 

    ｌ＝（１＋１）ｘ３７．７、上部工：新三菱重工業（神戸造船所）,井筒基礎、下部工：公成社、 

    １９６７年歩道添加、ｂ＝１．５、１９８７年一車線拡幅、計ｂ＝９．５＋（２＋１．５）,, 

    瀬田川,＊１７５＊１９８＊６３８ 

fuji38789, 1959‐, 紅葉橋,（もみじ）, 東近江市（永源寺町）,L=190,ｂ=6,連続鈑桁、ｌ＝３５＋３＠４０＋３５,,, 

    愛知川,＊１７５＊１９８ 

fuji38854, 1958‐, 大西橋,（おおにし）, 多賀町,L=51,ｂ=5.5,合成鈑桁、n＝３,,,犬上川, 

fuji38906, 1959‐, 野寺橋,（のでら）, 長浜市（びわ町）,L=90.7,ｂ=5.7,鈑桁、l＝９Ｘ２２,,,姉川, 

fuji38907, 1959‐, 宇曽川橋,,  彦根市,L=78,ｂ=8,鋼桁橋,,国道８号,宇曽川, 

fuji39078, 1959‐, 中之湖橋,（なかのこ）, 東近江市（能登川町）,L=112.7,ｂ=4.5,ＰＣ桁,,,大同川, 

fuji39079, 1959‐, 石山高架,,  大津市,L=350.5,ｂ=9.5,プレテンＰＣスラブ橋、ｌ＝１ｘ１６．９＋１４ｘ１２＋１５ｘ１１,, 

    国道１号,,＊２２５ 

fuji39251, 1959‐, 土川橋,（つちかわ）, 米原市（近江町）,L=16.8,ｂ=７，６,ＲＣ桁橋,,国道８号,土川, 

fuji39252, 1959‐1‐1, 斧研橋,（よきとぎ）, 大津市,L=42,ｂ=4.2,ＲＣ橋,,,大戸川, 

fuji39369, 1959‐, 本町橋,（ほんまち）, 近江八幡市,L=11,ｂ=8,永久橋,,,八幡川, 

fuji39524, 1959‐, 宮ノ橋,（みやの）, 近江八幡市,L=9,ｂ=6,,江戸時代は久兵衛橋、Ｌ＝６．１、ｂ＝３,,八幡川, 

fuji39698, 1960‐2‐1, 白川橋,（しらかわ）, 甲賀市（土山町）,L=109.6,ｂ=8,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝７５、上部工： 

    新三菱重工業（神戸造所）,１９７６年歩道添加、Ｌ＝１１４．６、ｂ＝２、鋼Ｖ脚ラーメン橋、 

    ｌ＝１７．３＋８０＋１７．３,,野洲川（松尾川）,＊１７５＊１９８ 

fuji39765, 1960‐, 満作橋,,  多賀町,,道路,ポニ－トラス、上部工：宮地鉄工所,,,犬上川, 

fuji39940, 1960‐, 下沓掛橋,,  ,L=18.1,ｂ=6.5,鋼桁橋,,国道８号,大川, 

fuji39941, 1960‐, 新三保ケ崎橋,, 大津市,L=30,ｂ=10.5,鋼桁橋,,国道１６１号,疏水, 

fuji40118, 1960‐, 葉枝見橋,（はえみ）, 彦根市,L=288.8,ｂ=6,ＰＣ桁,,,愛知川, 

fuji40119, 1960‐, 新和迩川橋,, ,L=24.8,ｂ=8,ＰＣ桁,,国道１６１号,和迩川, 

fuji40258, 1960‐, 細原橋,（ほそわら）, 多賀町,L=244,ｂ=4.4,ＲＣ橋,,,犬上川, 

fuji40259, 1960‐, 沖田橋,（おきた）, 愛荘町（秦荘町）,L=19,ｂ=7,ＲＣ橋,,,五の谷川, 

fuji40260, 1960‐3‐1, 思川橋,（おもいがわ）, 湖南市（甲西町）,L=21.7,ｂ=12.3,ＲＣ橋,,,思川, 

fuji40261, 1960‐3‐1, 高田砂川橋,（たかだすながわ）, 湖南市（甲西町）,L=10,ｂ=5,ＲＣ橋,,,高田砂川, 

fuji40262, 1960‐, 湯田橋（内保橋）,（ゆだ）, 長浜市（浅井町）,L=43.8,ｂ=4.4,ＲＣスラブ橋,,,草野川, 

fuji40263, 1960‐, 貫井橋,（ぬくい）, 大津市,L=10,ｂ=6.7,ＲＣ橋,,,貫井川, 

fuji40264, 1960‐, 東山谷橋,（ひがしやまだに）, 大津市,L=9.6,ｂ=6.4,ＲＣ橋,,,東山谷, 
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fuji40265, 1960‐, 大谷尻橋,（おおたにじり）, 大津市,L=5.1,ｂ=6.2,ＲＣ橋,,,大谷尻川, 

fuji40266, 1960‐, 三舞谷橋,（さんまいだに）, 大津市,L=5.3,ｂ=6.4,ＲＣ橋,,,三舞谷, 

fuji40594, 1960‐12‐5, 御代参橋,（ごだいさん）, 日野町,L=30,ｂ=7,,,,日野川, 

fuji40595, 1960‐10‐1, 鵜川橋,（うかわ）, 龍王町,L=20,ｂ=7,,,,祖父川, 

fuji40596, 1960‐, 前川橋,（まえかわ）, 高島市（今津町）,L=7.3,道路,,,,今津川, 

fuji40597, 1960‐3‐1, 菱形橋（砂走川橋）,（ひしがた）, 米原市（山東町）,L=7.3,ｂ=6.9,,,,砂走川, 

fuji40870, 1961‐, 伊吹の橋,,  米原市,,道路,ポニ－トラス、上部工：栗本鉄工所,,,姉川（？）, 

fuji41085, 1961‐3‐30, 御幸橋,（みゆき）, 愛荘町（愛知川町）,L=234.6,ｂ=8,鈑桁、上部工：汽車製造,１９７０年歩道添加、ｂ＝１．５, 

    国道８号,愛知川,＊５７９ 

fuji41086, 1961‐3‐1, 横田橋,（よこた）, 湖南市（甲西町）,L=231.1,ｂ=8,鋼桁橋,１９６７年歩道添加、ｂ＝２、２５,国道１号,野洲川, 

fuji41087, 1961‐2‐1, 梓関ノ上橋,（あずさせきのうえ）, 米原市（山東町）,L=25,ｂ=8,鋼桁橋,,国道２１号,梓川, 

fuji41088, 1961頃, 梓川橋,,  米原市,,単線,鈑桁、ｌ＝１４．８,,国鉄東海道本線近江長岡～酲ケ井間,梓川, 

fuji41275, 1961‐, 伊崎橋,（いさき）, 東近江市（能登川町）,L=20,ｂ=6,ＰＣ橋,,,, 

fuji41276, 1961‐3‐31, 洗堰橋,,  大津市,,道路,ＰＣ桁、ｎ＝１０、ｌ＝１０．８,旧洗堰の下流約１２０ｍ南郷洗堰上,,瀬田川, 

fuji41409, 1961‐7‐31, 野村橋,（のむら）, 長浜市（浅井町）,L=175,ｂ=6,ＲＣ桁,復旧、１９５８年８月１０日流失,,姉川, 

fuji41410, 1961‐, 鯏川橋,（うぐいがわ）, 甲賀市（土山町）,L=38,ｂ=6,ＲＣ橋,,,, 

fuji41411, 1961‐, 柏原避溢橋,, ,L=25.1,ｂ=8,ＲＣ桁橋,,国道２１号,, 

fuji41412, 1961‐, 南川橋,（みなみがわ）, 愛荘町（秦荘町）,L=23,ｂ=5,ＲＣ橋,,,南川 

fuji41413, 1961‐, 多賀橋,（たが）, 愛荘町（秦荘町）,L=20,ｂ=2.7,ＲＣ橋,,,宇曽川 

fuji41547, 1961‐, 仁保橋,（にほ）, 野洲市（野洲町）,L=90,ｂ=２車線,永久橋,,,日野川 

fuji41548, 1961頃, 浜田橋,,  ,,道路,永久橋,,国道１号, 

fuji41736, 1961‐3‐1, 葉広橋,（はびろ）, 米原市（山東町）,L=12.5,ｂ=8.5,,,国道２１号,市場川 

fuji41737, 1961‐3‐1, 政所橋,（まどころ）, 米原市（山東町）,L=9.1,ｂ=6.8,,,,政所川 

fuji41738, 1961‐, 高引谷橋,（たかひきだに）, 大津市,L=5.7,ｂ=6.7,,,,高引谷 

fuji41884, 1961‐, 寺師橋,,  長浜市（浅井町）,,道路,木桁橋,２００４年架け替え、L＝４０．４、ｂ＝５．５、PC桁,,草野川 

fuji42430, 1962‐, 国友橋,（くにとも）, 長浜市,L=130,ｂ=6,ＰＣＴ桁,１９５９年９月２６日流失,,姉川 

fuji42431, 1962‐, 今村橋,（いまむら）, 長浜市,L=119.6,ｂ=6,ＰＣ橋,,,姉川 

fuji42432, 1962‐（1961？）, 生来川橋,（しょうらいがわ）, 高島市（マキノ町）,L=15.1,ｂ=6.5,ＰＣ桁,,国道１６１号,生来川 

fuji42433, 1962‐, 促谷橋,（そくたに）, 大津市,L=10.5,ｂ=8,ＰＣ橋,,,促谷 

fuji42587, 1962‐3‐1, 日野川橋,（ひのがわ）, 東近江市（蒲生町）,L=130,ｂ=7,ＲＣ橋,,,日野川 

fuji42588, 1962‐, 高橋,（たか）, 彦根市,L=48,ｂ=6,ＲＣ橋,,,宇曽川 

fuji42589, 1962‐, 明王谷橋,（みようおうだに）, 大津市,L=16,ｂ=6,ＲＣ橋,,,滝川 

fuji42960, 1962‐8‐1, 増田橋,（ますだ）, 日野町,L=82,ｂ=3.5,,,,日野川 

fuji42961, 1962‐3‐1, 天野川橋,（あまのがわ）, 米原市（山東町）,L=44,ｂ=6.7,,,,天野川, 

fuji43163, 1963‐7‐15, 蝉丸橋,（せみまる）, 大津市,L=88.3,ｂ=２ｘ８．７,鋼２ヒンジソリッドリブア－チ、ｌ＝５２．８、上部工：駒井鉄工所、 

    ＲＣラ－メン橋、Ｌ＝１６．１、２橋並列,下部工：酒井建設工業、１９９１年補修スパンドレル 

    ブレースドア－チに改造,名神高速,跨道橋，跨京阪電鉄線橋,＊２００＊２２４ 

fuji43245, 1963‐7‐15, 追分橋,（おいわけ）, 大津市,L=111.4,ｂ=２ｘ９．７,鋼連続箱桁、ｌ＝３４＋３４．４＋２９．６、２橋並列、上部工： 

    新三菱重工業（神戸造船所）,,名神高速,跨国道 1号・京阪電車橋,＊２００＊６４０ 

fuji43289, 1963‐7‐15, 金勝川橋,（こんぜがわ）, 栗東市,L=42.9,ｂ=２ｘ１０．９,下路連続鈑桁、ｌ＝９＋２４＋９、ダブルウエブ、上部工： 

    松尾橋梁,Ｈ杭基礎,名神高速,金勝川, 

fuji43290, 1963‐7‐15, 近江大橋,（おうみおお）, 大津市,L=182.6,ｂ=２ｘ９．４,連続鈑桁、ｌ＝３９＋５２＋５２＋３９、上部工： 

    石川島播磨重工業、取り付け高架、石山側、Ｌ＝１５２、ＰＣ桁、ＢＢＲＶ方式、瀬田町側、 

    Ｌ＝１６９．９、ＲＣスラブ,空気ケ－ソン基礎、下部工：清水建設,名神高速, 

    瀬田川,＊１７５＊１００＊２２４＊４５０ 

fuji43626, 1963‐7‐15, 草津川橋,（くさつがわ）, 栗東市,L=29.2,ｂ=２ｘ１０．９,下路鈑桁、ｌ＝２８．４、ダブルウエブ、上部工：松尾橋梁, 

    Ｈ杭基礎,名神高速,草津川,＊２００ 

fuji43627, 1963‐6‐1, 尾花川橋,,  大津市,L=84.9,ｂ=10.5,鋼桁橋,,国道１６１号,琵琶湖, 

fuji43703, 1963‐7‐15, 石山高架橋,, 大津市,L=152.4,ｂ=２ｘ９．４,ＰＣゲルバ－箱桁、ｌ＝３＠３２．８、吊桁あり、ＰＣ箱桁、 

    ｌ＝２１＋２４．５、ＢＢＲＶ工法、上部工：北海道ピ－エス,１９７４年ヒンジ部補修,名神高速,, 

fuji43861, 1963‐, 五ノ瀬橋,（ごのせ）, 高島市（マキノ町）,L=15.6,ｂ=8,ＰＣ桁,,国道１６１号,知内川, 

fuji43862, 1963‐, 祖父川橋,,  龍王町,L=83.9,ｂ=20.5,ＰＣ桁、ｌ＝２５．５＋３１．９＋２５．５,,名神高速,祖父川, 

fuji43863, 1963‐7‐15, 国道１号線橋,, 栗東市,L=24.5,ｂ=15.2,ＰＣ桁、ｌ＝２３．９,,名神高速（ランプ）,跨道橋, 

fuji43864, 1963‐7‐15, 草津線跨線橋,, 栗東市,L=15.3,ｂ=14.6,ＰＣ桁、ｌ＝１４．７,,名神高速（ランプ）,跨草津線橋, 

fuji43865, 1963‐7‐15, 小野第二橋,, 栗東市,L=16.3,ｂ=２ｘ１０．４,ＰＣ桁、ｌ＝１５,ＲＣ橋脚,名神高速,, 

fuji43866, 1963‐7‐15, 小野第一橋,, 栗東市,L=11.4,ｂ=２ｘ１０．４,プレテンＰＣ橋、ｌ＝１０．４,ＲＣ橋脚,名神高速,, 

fuji43867, 1963‐7‐15, 草津跨線橋,, 栗東市（栗東町）,L=13,ｂ=25.1,ＰＣ桁、ｌ＝１２．５,,名神高速,跨草津線, 

fuji43868, 1963‐7‐15, 三田川橋,,  大津市,L=10.4,ｂ=２ｘ１０．４,プレテンＰＣ橋、ｌ＝１０,ＲＣ橋脚,名神高速,三田川, 

fuji43869, 1963‐7‐15, 近津尾橋,,  大津市,L=12.5,ｂ=２ｘ１０．４,プレテンＰＣ橋、ｌ＝１２,,名神高速, 

fuji43978, 1963‐, 大江第二跨道橋,, ,,道路,ＰＣ斜Π型ラ－メン、ｌ＝６．５＋１７．１＋６．５、施工：ピ－エスコンクリ－ト,,,跨名神高速 

fuji43979, 1963‐, 陣領跨道橋,, ,,ｂ=4.5,ＰＣ斜Π型ラ－メン、ｌ＝２、５＋２７．１＋２．５、施工：ピ－エスコンクリ－ト,,,跨名神高速 

fuji43980, 1963‐, 伯母川橋,,  草津市,L=28.2,ｂ=２ｘ１０．４,ＰＣΠ型ラ－メン、ｌ＝８．１＋１２．５＋７、６、施工：佐藤組,, 

    名神高速,伯母川 

fuji43981, 1963‐7‐15, 狼川橋,,  草津市,L=32.2,ｂ=２ｘ１０．４,ＰＣ斜Π型ラ－メン、ｌ＝９．５＋１３．７＋９、施工：佐藤組, 

    ＲＣ杭基礎,名神高速,狼川 

fuji43982, 1963‐7‐15, 相模川橋,,  大津市,L=34,ｂ=２ｘ１０．４,ＰＣ斜Π型ラ－メン、ｌ＝１０＋１３．５＋１０,ＲＣ杭基礎,名神高速, 

    相模川 

fuji43995, 1963‐7‐15, 下戸山避溢橋,, 栗東市,L=84.8,道路,ＲＣ連続スラブ橋、ｎ＝７、ｌ＝１３、施工：佐藤組,ＲＣ橋脚,名神高速, 

fuji43996, 1963‐7‐15, 草津川第二避溢橋,, 草津市,L=59.7,道路,ＲＣ連続スラブ橋、ｌ＝１５３、施工：佐藤組,ＲＣ杭基礎,名神高速, 

fuji43997, 1963‐7‐15, 草津川第一高架橋（避溢橋）,, 草津市,L=74.6,ｂ=２ｘ１０．４,ＲＣ連続スラブ橋、ｌ＝１２＋３＠１５＋１２、施工： 

    佐藤組,ＲＣ杭基礎、施工：佐藤工業,名神高速, 

fuji43998, 1963‐7‐15, 草津避溢橋,, 草津市,,道路,ＲＣ連続スラブ橋、ｌ＝１３、施工：佐藤組,ＲＣ杭基礎,名神高速, 
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fuji43999, 1963‐7‐15, 橋本橋,,  大津市,L=26.9,ｂ=２ｘ９．４,ＲＣ連続スラブ橋、ｌ＝６．５＋１３＋６．５、施工：佐藤組,井筒基礎, 

    名神高速, 

fuji44000, 1963‐7‐15, 瀬田高架橋,, 大津市,L=169.9,ｂ=２ｘ９．４,ＲＣ連続スラブ橋、ｌ＝１５、施工：戸田,井筒基礎,名神高速, 

fuji44114, 1963‐3‐1, 肥盥橋,（ひだいら）, 愛荘町（秦荘町）,L=36.6,ｂ=6,ＲＣ橋,,,宇曽川 

fuji44115, 1963‐5‐1, 落合川橋,（おちあいがわ）, 湖南市（石部町）,L=20,ｂ=5,ＲＣ橋,,,落合川 

fuji44116, 1963‐, 野口大橋,（のぐちおお）, 高島市（マキノ町）,L=15.7,ｂ=6,ＲＣ橋,,,知内川 

fuji44117, 1963‐, 四ノ瀬橋,（よのせ）, 高島市（マキノ町）,L=10.5,ｂ=6,ＲＣ橋,,,知内川 

fuji44118, 1963‐, 二ノ瀬橋,（にのせ）, 高島市（マキノ町）,L=8.4,ｂ=6,ＲＣ橋,,,知内川, 

fuji44119, 1963‐, 三ノ瀬橋,（さんのせ）, 高島市（マキノ町）,L=7.4,ｂ=6,ＲＣ橋,,,知内川, 

fuji44120, 1963‐, 一ノ瀬橋,（いちのせ）, 高島市（マキノ町）,L=7,ｂ=6,ＲＣ橋,,,知内川, 

fuji44121, 1963‐, 平橋,（たいら）, 大津市,L=29,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,安曇川, 

fuji44201, 1963‐7‐15, 南笠橋,,  草津市,L=8.4,ｂ=２ｘ１０．５５,ＲＣ門型ラ－メン、ｌ＝６．８、施工：佐藤組、,ＲＣ杭基礎, 

    名神高速,跨道橋, 

fuji44202, 1963‐7‐15, 谷田橋,,  大津市,L=11,ｂ=２ｘ１０．５５,ＲＣ門型ラ－メン、ｌ＝１０,,名神高速,跨道橋, 

fuji44203, 1963‐7‐15, 常世橋,,  大津市,L=13.7,ｂ=２ｘ１０．５５,ＲＣ門型ラ－メン、ｌ＝１２、,,名神高速,跨道橋, 

fuji44544, 1963‐3‐1, 市子橋,（いちこ）, 東近江市（蒲生町）,L=200,ｂ=２車線,,,,佐久良川, 

fuji44545, 1963‐3‐1, 古川橋,（ふるかわ）, 近江八幡市,L=130,ｂ=6,,,,日野川, 

fuji44546, 1963‐3‐1, 渡合橋,（わたらい）, 近江八幡市,L=10,ｂ=8,,,,水路, 

fuji44547, 1963‐, 久徳橋,（きゅうとく）, 多賀町,L=60,ｂ=7,,,,芹川, 

fuji44548, 1963‐, 新庄橋,（しんじょう）, 米原市（近江町）,L=60,ｂ=2,,これ迄は木橋,,天野川, 

fuji44549, 1963‐, 野田橋,（のだ）, 高島市（高島町）,L=60,道路,,,,鴨川, 

fuji44756, 1964‐, 清水橋,,  東近江市（？）,,道路,鋼トラスドア－チ,旧・愛知橋,,, 

fuji44793, 1964‐10‐1‐,野州川橋,（やすがわ）, 野洲市（野洲町）,L=748,複線,連続トラス、ｌ＝３ｘ（３＠６０）、上部工：汽車製造、 

    コンクリ－ト桁橋、ｌ＝１３ｘ１５,,東海道新幹線米原～京都間,野州川,＊２００＊２４６ 

fuji44870, 1964‐9‐28, 琵琶湖大橋,（びわこおお）, 守山市,L=1350,ｂ=7,鋼連続箱桁、鋼床版、ｌ＝９５＋１４０＋９５、高力ボルト 

    Ｆ１３Ｔ使用、合成鈑桁、ｌ＝（４＋２０）ｘ４１．８、上部工：高田機工,鋼管杭基礎、下部工： 

    間組、１９７０年３月歩道分拡幅、ｂ＝２＠１．５,,琵琶湖,＊１５４＊１９２＊２４７ 

fuji44871, 1964‐10‐1, 原架道橋,,  彦根市,L=114,鉄道,鋼連続箱桁、ｌ＝３６＋４２＋３６、上部工：駒井鉄工所,,東海道新幹線 

    米原～京都間,, 

fuji44872, 1964‐10‐1, 愛知川橋,（えちがわ）, 愛荘町（愛知川町）,L≒７７０,複線,鋼連続箱桁、ｌ＝２ｘ（４＠４０）、上部工：駒井鉄工所、 

    汽車製造,,東海道新幹線米原～京都間,愛知川,＊２００ 

fuji44873, 1964‐10‐1, 日野川橋,（ひのがわ）, 近江八幡市,L≒１６１,ｂ=２ｘ単線,鋼連続箱桁、ｌ＝（４＠４０）、上部工：汽車製造,, 

    東海道新幹線米原～京都間,日野川,＊２００ 

fuji44874, 1964‐10‐1, 瀬田川橋,（せたがわ）, 大津市,L=194,複線,鋼連続箱桁、ｌ＝４５＋５２＋５２＋４５、上部工：駒井鉄工所,, 

    東海道新幹線米原～京都間,瀬田川, 

fuji44937, 1964‐10‐1, 天野川橋,,  米原市（山東町）,L=71.3,鉄道,鋼箱桁、ｌ＝２ｘ３５、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線, 

    天野川,＊２００ 

fuji44938, 1964‐10‐1, 芹川橋,,  彦根市,L=295,鉄道,鋼箱桁、ｌ＝３５、ｎ＝３、上部工：松尾橋梁,,東海道新幹線, 

    芹川,＊２００＊４２３ 

fuji44939, 1964‐10‐1‐,犬上川橋,,  甲良町,,鉄道,鋼箱桁、ｌ＝３ｘ４０＋４ｘ３５＋１ｘ２０、上部工：汽車製造,,東海道新幹線, 

    犬上川,＊２００ 

fuji44940, 1964‐10‐1‐,安土架道橋,, 近江八幡市（安土町）,,複線,鋼箱桁、ｌ＝４ｘ２５、上部工：三菱重工業,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji44952, 1964‐4‐11, 野州川橋,（やすがわ）, 野州町,L=385.9,ｂ=２ｘ１０．４,連続合成鈑桁、支点上下と鋼材による、ｌ＝２ｘ（２＠５２．２） 

    ＋３＠５２．５、合成鈑桁、ｌ＝１ｘ１６．７、上部工：石川島播磨重工業,空気ケ－ソン基礎、 

    下部工：白石基礎,名神高速,野州川,＊２００＊２２４＊４３１ 

fuji44953, 1964‐4‐11, 犬上川橋,（いぬかみがわ）, 甲良町,L=147.9,ｂ=２ｘ１０．４,連続合成鈑桁、ｌ＝３１＋２＠４２．５＋３１、 

    支点上下による、上部工：駒井鉄工所,空気ケ－ソン基礎、下部工：大豊建設,名神高速, 

    犬上川,＊２００＊２２４＊４３１ 

fuji44954, 1964‐4‐11, 芹川橋,,  多賀町,L=117.3,ｂ=２ｘ１０．４,連続合成鈑桁、ｌ＝３５＋４６．５＋３５、支点上下による、 

    上部工：駒井鉄工所,井筒基礎、下部工：大豊建設,名神高速,芹川,＊４３１ 

fuji44972, 1964‐4‐11, 多賀跨線橋,, 多賀町,L=60,ｂ=２ｘ１０．４,連続鈑桁、ｌ＝１８．４＋２２．５＋１８．４、上部工：駒井鉄工所, 

    ＲＣ杭基礎、下部工：大豊建設,名神高速,跨近江鉄道線橋, 

fuji45182, 1964‐10‐1, 八木間橋,,  彦根市,L=25.5,鉄道,合成鈑桁、ｌ＝２５、上部工：呉造船所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45183, 1964‐10‐1, 第二正法寺橋,, 彦根市,L=25,鉄道,合成鈑桁、ｌ＝２５、上部工：駒井鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45184, 1964‐4‐11, 矢倉川橋,,  彦根市,L=29,ｂ=20.8,合成鈑桁、ｌ＝２８．５、上部工：石原工業,Ｈ杭基礎、下部工： 

    大成建設,名神高速,矢倉川,＊２００ 

fuji45185, 1964‐, 宇曽川橋,,  愛荘町,L=41.9,ｂ=２ｘ１０．４,合成鈑桁、ｌ＝４１、上部工：駒井鉄工所,井筒基礎、下部工： 

    大豊建設,名神高速,宇曽川,＊２００ 

fuji45186, 1964‐4‐11, 梓川橋,,  米原市,L=29,ｂ=20.8,合成鈑桁、ｌ＝２８．２、上部工：石原工業,直接基礎、下部工：奥村組, 

    名神高速,梓川,＊２００ 

fuji45187, 1964‐, 醒ケ井第一高架橋,, 米原市,L=95,道路,合成鈑桁、ＲＣラ－メン,,名神高速,, 

fuji45396, 1964‐, 後谷橋,（うしろたに）, 甲賀市（土山町）,L=22,ｂ=6,曲線鈑桁、ｌ＝２１．３、上部工：石原産業,,,,＊２００＊２２４ 

fuji45397, 1964‐, 栗東跨道橋,, ,L=206.5,ｂ=8.5,鋼桁橋,,国道８号,跨国道１号線, 

fuji45398, 1964‐, 溪勢橋,（けいせい）, 東近江市（永源寺町）,L=42,ｂ=6,鋼桁橋,,,愛知川, 

fuji45399, 1964‐10‐1, 北国街道橋,, 米原市（米原町）,,鉄道,鈑桁、ｌ＝２５、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45400, 1964‐10‐1, 北陸線跨線橋,, 米原市（米原町）,L=51,鉄道,鈑桁、ｌ＝２ｘ２５、上部工：瀧上工業,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45401, 1964‐10‐1, 米原線路橋,, 米原市（米原町）,L=232,単線並列,鈑桁、ｌ＝１５＋２ｘ３５＋４ｘ３０、上部工：川田工業、 

    駒井鉄工所,,東海道新幹線,跨線橋, 

fuji45402, 1964‐10‐1, 鳥居本橋,,  彦根市,L=20,鉄道,鈑桁、ｌ＝２０、上部工：高田機工,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45403, 1964‐10‐1, 第二鳥居本橋,, 彦根市,L=30,鉄道,鈑桁、ｌ＝３０、上部工：高田機工,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45404, 1964‐10‐1, 第二小野橋,, 彦根市,L=20,鉄道,鈑桁、ｌ＝２０、上部工：高田機工,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45405, 1964‐10‐1, 第三正法寺橋,, 彦根市,L=18,鉄道,鈑桁、ｌ＝１７．５、上部工：汽車製造,,東海道新幹線,,＊２００ 
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fuji45406, 1964‐10‐1, 高宮橋,,  彦根市,,鉄道,鈑桁、ｌ＝１２．５、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45407, 1964‐10‐1, 第四正法寺橋,, ,L=18,鉄道,鈑桁、ｌ＝１７．５、上部工：汽車製造,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45408, 1964‐10‐1, 呉竹橋,,  ,,鉄道,鈑桁、ｌ＝３５、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45409, 1964‐10‐1, 第一尼寺橋,, ,,鉄道,鈑桁、ｌ＝１５、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45410, 1964‐10‐1, 小幡橋,,  ,,鉄道,鈑桁、ｌ＝３０、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45411, 1964‐10‐1, 友定橋,,  ,,鉄道,鈑桁、ｌ＝１７．５、上部工：春本鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45412, 1964‐10‐1, 栗東橋,,  ,L=35.5,鉄道,鈑桁、ｌ＝３５、上部工：汽車製造,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45413, 1964‐10‐1, 草津川橋,,  草津市,,鉄道,鈑桁、ｌ＝３５＋１７．５＋１７．５、上部工：汽車製造,,東海道新幹線 

    米原～京都間,草津川,＊２００ 

fuji45414, 1964‐10‐1, 狼川橋,,  草津市,,鉄道,鈑桁、ｌ＝２０＋２５＋３０、上部工：汽車製造、片山鉄工所,,東海道新幹線 

    米原～京都間,狼川,＊２００ 

fuji45415, 1964‐10‐1, 南大萱橋,,  ,L=15,鉄道,鈑桁、ｌ＝１５、上部工：駒井鉄工所,,東海道新幹線,,＊２００ 

fuji45504, 1964‐3‐1, 杉谷川橋,（すぎたにがわ）, 甲賀市（甲南町）,１６，６,ｂ=6.5,鋼橋,,,杉谷川, 

fuji45505, 1964‐12‐1, 黄瀬橋,（きのせ）, 甲賀市（信楽町）,L=52.6,ｂ=7,鋼橋,,,大戸川, 

fuji45506, 1905‐5‐17, 里中橋,,  大津市,,道路,鋼橋、上部工：駒井鉄工所,,,瀬田川支流,＊６６２ 

fuji45521, 1964‐4‐11, 愛知川橋,（えちがわ）, 東近江市（愛東町）,L=360,ｂ=２ｘ１０．４,ＰＣ連続合成桁、ｌ＝３ｘ（３９．６＋４０＋３９．６）、 

    上部工：オリエンタルコンクリ－ト,空気ケーソン基礎、下部工：清水建設,名神高速道路, 

    愛知川,＊１５４＊２０１＊２１３ 

fuji45522, 1964‐4‐11, 日野川橋,（ひのがわ）, 東近江市（蒲生町）,L=240,ｂ=２ｘ１０．４,ＰＣ連続桁、ｌ＝２ｘ（３９．５＋４０＋３９．５）、 

    ＢＢＲＶ工法、上部工：北海道ピ－エス,井筒基礎、下部工：池田建設,名神高速道路, 

    日野川,＊１７８＊２０１＊２１３＊２６９ 

fuji45528, 1964‐4‐11, 祖父川橋,,  竜王町,L=83.8,ｂ=25.1,ＰＣ連続桁、ｌ＝２５．５＋３１．９＋２５．５,,名神高速,, 

fuji45529, 1964‐4‐11, 中川橋,,  竜王町,L=23.5,ｂ=25.1,ＰＣ連続桁、ｌ＝４．５＋１３．８＋４．５,,名神高速,, 

fuji45530, 1964‐4‐11, 丹生川橋,,  米原市（米原町）,L=49,ｂ=２ｘ１０，４,ＰＣ連続桁、ｌ＝１４＋２１＋１４,,名神高速,丹生川, 

fuji45757, 1964‐10‐1, 白鳥橋,,  ,L=30.8,複線,ＰＣ桁、ｌ＝３０,,東海道新幹線,, 

fuji45758, 1964‐, 大山川橋,,  栗東,L=24.9,ｂ=26.8,ＰＣ桁、ｌ＝２４,,名神高速,大山川, 

fuji45759, 1964‐4‐11, 甲賀橋,,  栗東,L=20.6,ｂ=29,ＰＣ桁、ｌ＝１９．７,,名神高速,, 

fuji45760, 1964‐4‐11, 惣四郎川橋,, 竜王町,L=21.6,ｂ=25.1,ＰＣ桁、ｌ＝２０．９,,名神高速,, 

fuji45761, 1964‐4‐11, 法教寺川橋,, 竜王町,L=35.1,ｂ=25.1,ＰＣ桁、ｌ＝３４．１,,名神高速,, 

fuji45762, 1964‐4‐11, 佐久良橋,,  東近江市（八日市市）,L=27.2,ｂ=25.1,ＰＣ桁、ｌ＝２６．２,,名神高速,跨近鉄, 

fuji45763, 1964‐4‐11, 山内橋,,  東近江市（八日市市）,L=23.7,ｂ=25.1,ＰＣ桁、ｌ＝２３,,名神高速,, 

fuji45764, 1964‐4‐11, 蛇砂橋,,  東近江市（八日市市）,L=26.5,ｂ=25.1,ＰＣ桁、ｌ＝２４．９,,名神高速,蛇砂川, 

fuji45765, 1964‐4‐11, 下山橋,,  東近江市（愛東町）,L=18.3,ｂ=28,ＰＣ桁、ｌ＝１７．５,,名神高速,, 

fuji45766, 1964‐, 新川橋,（しんかわ）, 長浜市（びわ町）,L=30,ｂ=6,プレテンＰＣ桁,,,新保川, 

fuji45767, 1964‐, 高橋,,  大津市？,,道路,ＰＣ橋、上部工：東亜コンクリ－ト,,,,＊６６２ 

fuji45768, 1964‐3‐1, 鹿跳橋,（ししとび）, 大津市,L=75,ｂ=6,ＰＣ桁、ｌ＝２１．４＋３２．３＋２１．４,この橋は三代目である,,瀬田川,＊６６２ 

fuji45836, 1964‐, 故宮橋,,  多賀町,L=39.6,ｂ=25.1,ＰＣ斜材つきΠ形ラ－メン、ｌ＝９＋２０．７＋９,,名神高速,, 

fuji45837, 1964‐, 中山道第一橋,, 彦根市,L=14.6,ｂ=10.2,ＰＣ２ヒンジ門型ラ－メン橋、ｌ＝１４．６,,名神高速,, 

fuji45846, 1964‐, 愛知川避溢橋,, ,L=62,道路,ＲＣ連続桁,,名神高速,, 

fuji45849, 1964‐, 野田山高架橋,, ,L=162,道路,ＲＣ連続スラブ橋,ＲＣ杭基礎,名神高速,, 

fuji45850, 1964‐, 蓮華寺高架橋,, ,L=42,道路,ＲＣ連続スラブ橋,ＲＣ杭基礎,名神高速,, 

fuji45851, 1964‐, 河南高架橋,, ,L=64,道路,ＲＣ連続スラブ橋,ＲＣ杭基礎,名神高速,, 

fuji45852, 1964‐, 葛巻避溢橋,, ,L=81,道路,ＲＣ連続桁、ｎ＝５,ＲＣ杭基礎,名神高速, 

fuji45960, 1964‐, 大砂川橋,（おおすながわ）, 湖南市（甲西町）,L=27,ｂ=8,ＲＣ橋,,,大砂川 

fuji45961, 1964‐, 桑野橋,（くわの）, 高島市（朽木村）,L=100.5,ｂ=6,ＲＣ橋,１９６３年落橋,,安曇川 

fuji45962, 1964‐, 醒ケ井第二高架橋,, 米原市,L=124,道路,ＲＣ桁、ＲＣラ－メン,,名神高速, 

fuji45963, 1964‐, 細川橋,（ほそかわ）, 大津市,L=12.6,ｂ=6,ＲＣ橋,１９７８年拡幅、ｂ＝１０,,八幡谷川 

fuji46406, 1964‐, 念仏橋,（ねんぶつ）, 龍王町,L=19,ｂ=4,,,,惣四郎川 

fuji46407, 1964‐, 祖父川橋,（そぶがわ）, 龍王町,L=15,ｂ=5,,,,祖父川 

fuji47179, 1965‐, 新浅野川橋,（しんあさのがわ）, 甲賀市（甲南町）,L=40,ｂ=7,鋼橋,,,浅野川 

fuji47503, 1965‐, 乙女橋,（おとめ）, 東近江市（能登川町）,L=144,ｂ=3.5,ＲＣ橋,,,大同川 

fuji47504, 1965‐, 福堂橋,（ふくどう）, 東近江市（能登川町）,L=144,ｂ=3.5,ＲＣ橋,,,大同川 

fuji47505, 1965‐, 春日橋,（かすが）, 愛荘町（秦荘町）,L=46.9,ｂ=7,ＲＣ橋,,,宇曽川 

fuji47506, 1965‐, 知良々橋,（ちらら）, 高島市（朽木村）,L=32.7,道路,ＲＣ橋,,,麻生川 

fuji47507, 1965‐3‐1, 茶釜川橋,（ちゃがまがわ）, 湖南市（甲西町）,L=21.7,ｂ=12,ＲＣ橋,,,茶釜川 

fuji47894, 1965‐1‐1, 桐原橋,（きりはら）, 近江八幡市,L=200,ｂ=7,,これ迄は木橋,,日野川 

fuji47895, 1965‐, 梅田橋,（うめだ）, 甲賀市（甲賀町）,L=20,ｂ=7.5,,,,佐治川 

fuji47896, 1965‐10‐1, 山之上橋,（やまのうえ）, 龍王町,L=14,ｂ=6,,,,法教寺川 

fuji48079, 1966‐3‐1, 米原跨線橋,（まいばら）, 米原市（米原町）,L=151.4,ｂ=８＋２＠１．５,連続トラス、ｌ＝２＠７５、上部工：川田工業,,, 

    跨線橋,＊２２４ 

fuji48545, 1966‐, 馬渡橋,（もうたり）, 長浜市（湖北町）,L=167.6,ｂ=8.8,鋼桁橋,,,高時川, 

fuji48546, 1966‐, 第一仙川橋,, 甲賀市,,単線,鈑桁,,国鉄草津線貴生川～三雲間,, 

fuji48630, 1966‐, 新杣川橋,（しんそまがわ）, 甲賀市（甲南町）,L=40.7,ｂ=7,鋼橋,,,杣川, 

fuji48790, 1966‐, 馬渡高架,,  長浜市（湖北町）,L=200,ｂ=8,ＰＣ桁,,国道８号,, 

fuji48791, 1966‐, 鶴の里橋,,  大津市,L=47.2,ｂ=６＋２＠１．５,ＰＣ桁、ｌ＝２ｘ２３．２、上部工：北海道ピ－エス,,,跨名神高速, 

fuji48934, 1966‐, 山神橋,（さんじん）, 高島市（朽木村）,L=48,道路,ＲＣ橋,,,北川, 

fuji48935, 1966‐, 古川橋,（ふるかわ）, 高島市（マキノ町）,L=8.5,ｂ=5.5,ＲＣ橋,,,知内川, 

fuji48936, 1966‐, 馬川橋,（うまかわ）, 長浜市（虎姫町）,L=25.2,ｂ=6,ＲＣ橋,,,田川, 

fuji48937, 1966‐, 参宮橋,（さんぐう）, 多賀町,L=23,ｂ=6,ＲＣ橋,,,犬上川, 

fuji49318, 1966‐10‐1, 宮上橋,（みやかみ）, 東近江市（蒲生町）,L=100,ｂ=5,,これ迄は木橋,,日野川, 

fuji49319, 1966‐, 百々女鬼橋,（どどめき）, 多賀町,L=23,ｂ=6,,,,百々女鬼川, 

fuji49320, 1966‐3‐1, 大山川橋,（おおやまがわ）, 湖南市（甲西町）,L=22,ｂ=6.5,,,,大山川, 
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fuji49321, 1966‐, 貫川橋,（ぬけかわ）, 高島市（今津町）,L=21,道路,,,,境川, 

fuji49322, 1966‐1‐24, 灰塚橋,,  栗東市（栗東町）,,道路,,,,金勝川, 

fuji49505, 1905‐5‐20, 甲大よし跨線橋,, 米原市（米原町）,L=150,ｂ=８＋１＠１．５,連続トラス、ｌ＝２＠７５,,,, 

fuji50025, 1967‐, 岩脇跨線橋,, ,L=32.8,ｂ=8.5,鋼桁橋,,国道８号バイパス,跨東海道線, 

fuji50026, 1967頃, 佐怱平橋,,  長浜市（木之本町）,L=38,道路,曲線鈑桁、ｌ＝１８．４、上部工：富士車両,,,高時川, 

fuji50122, 1967‐, 野州川橋,,  ,,道路,鋼橋,,,,＊２６３ 

fuji50140, 1967‐3‐1, 瀬田川橋（線増）,, 大津市,L≒２３４,複線,ＰＣ連続箱桁、ｌ＝４５．７＋３＠４６＋４８．８、片持ち工法、ＰＣ桁、 

    ｌ＝１３．５、上部工：鹿島建設,空気ケ－ソン基礎,国鉄東海道本線膳所～石山間, 

    瀬田川,＊１９９＊２０１＊２１３ 

fuji50418, 1967‐, 御河辺橋,（みかべ）, 東近江市（八日市市）,L=372.2,ｂ=2,ＲＣ橋,,,愛知川, 

fuji50419, 1967‐, 富永橋,（とみなが）, 長浜市（高月町）,L=180,ｂ=5.2,ＲＣ橋,,,高時川, 

fuji50420, 1967‐4‐1, 堂村橋,（どうむら）, 大津市,L=63,ｂ=4.6,ＲＣ橋,新免町側半分をコンクリ－ト橋に架け替え,,大戸川, 

fuji50745, 1967‐, 藤樹橋,（とうじゅ）, 高島市（高島町）,L=61,道路,,,,鴨川, 

fuji50746, 1967‐, 高山橋,（たかやま）, 長浜市（浅井町）,L=31.9,ｂ=5.5,,,,草野川, 

fuji50866, 1967‐, 六番橋,（ろくばん）, 守山市,L=69.3,ｂ=3,木桁橋,コンクリ－ト杭橋脚,,六番川, 

fuji51456, 1968‐, 新田川橋,,  長浜市（湖北町）,L=62,ｂ=8,鋼桁橋,,国道８号,田川, 

fuji51457, 1968‐（1969？）, 賎ケ岳橋,（しずがだけ）, 木之本町,L=47,ｂ=10,鋼桁橋,,国道８号木之本町,余呉川, 

fuji51458, 1968‐, 佐目子谷橋,（さめこだに）, 東近江市（永源寺町）,L=15.1,ｂ=6,鋼桁橋,,,佐目子谷川, 

fuji51820, 1968‐3‐1, 大戸川橋,（だいどがわ）, 甲賀市（信楽町）,L=271.4,ｂ=6,ＲＣ橋,,,大戸川, 

fuji51821, 1968‐, 大手橋,（おおて）, 多賀町,L=70,道路,ＲＣ橋,,,芹川, 

fuji51822, 1968‐, 簗瀬橋,（やなせ）, 五個荘町,L=30.3,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,大岡川, 

fuji51823, 1968‐1‐20, 歌詰橋,（うたづめ）, 愛荘町（愛知川町）,L=76,ｂ=6.5,ＲＣ橋,,,宇曽川, 

fuji51824, 1968‐, 香橋,（におい）, 愛荘町（秦荘町）,L=23,ｂ=8,ＲＣ橋,,,南川, 

fuji51825, 1968‐3‐1, 山面橋,（やまづら）, 龍王町,L=15,ｂ=3,ＲＣ橋,旧橋は木橋,,善光寺川, 

fuji51826, 1968‐3‐1, 八王子川橋,（はちおうじがわ）, 高島市（マキノ町）,L=10,ｂ=11,ＲＣ橋,,,八王子川, 

fuji52161, 1968‐, 新六番橋,,  守山市,L=6,ｂ=7,,,,, 

fuji52162, 1968‐12‐16,新土鉤橋,,  栗東市（栗東町）,,道路,,,,, 

fuji52398, 1969‐, 越溪橋,（えっけい）, 東近江市（永源寺町）,L=52.7,ｂ=6,上路トラス、ｌ＝５２、上部工：住友重機械工業,,, 

    愛知川,＊２００＊２２４ 

fuji52505, 1969‐, 賀村橋,（かむら）, 長浜市（湖北町）,L=209.5,ｂ=6,連続合成鈑桁、ｌ＝４３＋５３．４５＋４３、合成鈑桁、 

    ｌ＝（１＋１）ｘ３５,,,高時川, 

fuji52613, 1969‐, 近江橋,,  米原市,L=134.4,ｂ=8,連続鈑桁、ｌ＝３５．４＋４２＋３５．４、合成鈑桁、ｌ＝２０,, 

    国道８号バイパス,天野川, 

fuji53101, 1969‐, 四の宮川橋,, 大津市,L=100,単線,Ｈ形桁、ｌ＝１２ｘ８．３,,東海道本線大津～山科間,四の宮川, 

fuji53102, 1969‐, 四ツ谷川橋,（よったん）, 大津市,L=18.6,ｂ=6.5,プレビ－ム橋、ｌ＝１８、上部工：川田工業,,,, 

fuji53151, 1969‐, 藤尾高架橋,, ,L=106,単線,H型鋼埋め込み桁、ｌ＝８ｘ１３．３,,国鉄東海道本線,, 

fuji53345, 1969‐9‐1, 葉山川橋,,  草津市,,単線,ＰＣ桁、ｌ＝３３．２＋２ｘ２９,,国鉄草津線草津～手原間,葉山川,＊２０１ 

fuji53504, 1969‐, 逆谷橋,（さかさまだに）, 大津市,L=15.6,ｂ=7.5,ＲＣ橋,,,安曇川, 

 


