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FR18:川を渡る橋・福井県 
 

 Ｎｏ  橋名  読み  県名  所在地 路線名／番号 架橋河川 西暦年 橋長、幅員  構造形式・構成 

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

R0001 岩谷橋    福井      日野川 1976 104 3.5 合成鈑桁 ｌ＝30+37+30 

R0002 海老助橋  えびすけ 福井 福井市    日野川 1896 96 3.6 渡船 

R0003 明治橋  めいじ 福井    県道 251号 日野川 2005 270 6+2@2.5 鋼連続箱桁 

R0004 ？     福井 福井市    日野川     

R0005 二光橋    福井 福井市    日野川 1948   木橋 

R0006 不死鳥大橋  ふしちょうおお 福井 福井市    日野川 2001 289.2 7.5+2@3.5 鋼連続箱桁 ｌ＝43+3@67+43.4  

R0007 久喜津橋  くきづ  福井      日野川 1960 270.4 6 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ32+8ｘ22 

R0008 朝宮橋  あさみや 福井 福井市    日野川 1968 268 6 ＰＣ合成桁 

R0009 日野川橋梁   福井    北陸新幹線 日野川  277   

R0010 堅野橋    福井 清水町    日野川  27 1.8 廃橋 

R0011 清水山橋  しみずやま 福井 福井市・清水町 県道 32号 日野川 1959 180 6 ＰＣ桁 ｌ＝1ｘ37+3ｘ34+3ｘ24 

R0012 日野川用水橋   福井 朝日町    日野川  61.6 水管 逆三角形トラス 

R0013 石田橋  いしだ 福井 鯖江市  県道 185号 日野川 1940 176 5.5 ＲＣＴ桁 

R0014 糺橋    福井 鯖江市  国道 417号 日野川 1971    

R0015 吉川橋  よしかわ 福井 鯖江市  県道 189号 日野川 1973 185.9 4.5 鈑桁  

R0016 日野川橋梁   福井 鯖江市  鯖渡電鉄 日野川 1972   廃線 

R0017 平成橋    福井   丹南スポーツ自転車道 日野川    旧電鉄線橋梁を再用 

R0018 丹南橋    福井 鯖江市    日野川     

R0019 有定橋  ありさだ 福井 鯖江市  県道 104号 日野川 1984 190 14 ＰＣ桁 

R0020 鯖江大橋  さばえおお 福井 鯖江市  県道 229号 日野川 1957 173.4 9.5 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ28 

R0022 日野川橋梁   福井 鯖江市・武生市 福井鉄道福竹線 日野川   単線 鈑桁 

R0023 叔羅橋    福井 鯖江市・武生市   日野川   歩道  

R0024 白川橋    福井 鯖江市・武生市   日野川 1873 73  吊橋 

R0025 白鬼女橋  しらきじょ 福井    県道 229号 日野川 1961 176.4 5.5 ＰＣ桁  

R0026 日野川橋梁 ひのがわ 福井 鯖江市・武生市 ＪＲ北陸本線 日野川 1963  単線  

              （複線化）トラス ｌ＝1ｘ46.8 再用トラス ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ31.5 

R0027 日野川水管橋   福井 武生市    日野川 2005 186 水管 トラス 

R0028 日野川橋梁   福井 武生市  福井鉄道南越線 日野川 1914  単線 鈑桁 廃線 歩道橋とする 

R0029 日野川橋梁   福井 武生市  福井鉄道鯖浦線 日野川 1926  単線 鈑桁 廃線 

R0030 八幡歩道橋   福井 武生市    日野川     

R0031 豊橋（馬上免橋） ゆたか（ばじょうめ） 福井 武生市 県道 2号 日野川 1963 164.8 9.5 ＰＣ桁  

R0033 村国橋    福井 武生市    日野川 1912 120 2.7 木桁土橋 

R0034 万代橋  ばんだい 福井    県道 190号 日野川 1958 229.7 9 ＰＣ桁  

R0036 両郡橋    福井 武生市    日野川 1894 122 2.5 木桁 

R0037 帆山橋  ほやま 福井      日野川 1928 154.5 4.5 ＲＣ橋 

R0038 日野橋  ひの  福井      日野川 1964 154 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ21.5+2ｘ22.5 

R0039 日野大橋    福井 武生市    日野川     

R0040 武生大橋    福井 武生市  国道 8号 日野川 1988 138  ＰＣＴ桁 

R0041 下平吹橋    福井 武生市  県道 136号 日野川     

R0042 日之出橋    福井 武生市    日野川     

R0043 金太夫橋    福井 武生市    日野川    渡船 

R0044 日野橋    福井 南条町    日野川 1967 160 4.5 ＰＣＴ桁  

R0045 上平吹橋    福井      日野川 1967 160 4.5 ＰＣＴ桁  

R0046 北仙山橋    福井 南条町    日野川 1956   永久橋  

R0047 南条大橋    福井    県道 203号 日野川    鈑桁 

R0048 日野の渡り   福井 南条町    日野川   歩道  

R0049 聖ケ橋  ひじりが 福井 南条町  県道 137号 日野川 1960   ＰＣ桁  

R0050 赤岩橋    福井 南条町・今庄町   日野川    自転車道 

R0051 日野川橋    福井 南条町・今庄町 北陸自動車道 日野川     

R0052 門間大橋    福井 今庄町    日野川     

R0053 燧橋  ひうち  福井 今庄町    日野川 1938 103 4.5 ＲＣ桁 

R0054 燧大橋  ひうちおお 福井 今庄町    日野川 1976 86 11  

R0055 八乙女堰管理橋 やおとめせきかんり 福井 今庄町   日野川     

R0056 八乙女橋  やおとめ 福井 今庄町    日野川     

R0057 新河原橋    福井 今庄町  国道 365号 日野川 1940    

R0058 小鶴目橋    福井 今庄町    日野川     

R0059 大鶴目橋    福井 今庄町    日野川     

R0060 合波橋  あいば 福井 今庄町    日野川     

R0061 大門大橋    福井 今庄町    日野川     

R0062 荒井橋    福井 今庄町    日野川     



R0063 八飯大橋  あいおお 福井 今庄町    日野川     

R0064 女谷橋    福井 今庄町    日野川     

R0065 宇津尾橋  うつお  福井 今庄町    日野川     

R0066 橋立大橋    はしだておお 福井 今庄町    日野川     

R0067 熊野橋    福井 今庄町    日野川     

R0068 広野新橋  ひろのしん 福井 今庄町    日野川     

R0069 広野橋  ひろの 福井 今庄町    日野川     

R0070 （広野ダム）   福井      日野川     

R0080 水管橋    福井 福井市    足羽川     

R0081 水越橋  みずこし 福井 福井市    足羽川 1979 142 12 ＰＣＴ桁 

R0082 大瀬橋    福井 福井市    足羽川     

R0083 水越殿下福井橋   福井 福井市    足羽川     

R0084 明里橋  あかり 福井 福井市    足羽川 1909 134.5 2.1 木橋 

R0085 新明里橋  しんあかり 福井 福井市    足羽川  153 19.5  

               ＰＣ連続桁 ｎ＝2@ ＰＣ桁 ＰＣ連続桁 ｎ＝2@ 

R0086 花月橋  かげつ 福井 福井市    足羽川 1971 150 12 鋼合成箱桁 ｌ＝48 

R0087 九十九橋  つくも  福井 福井市  県道 6号 足羽川 1986 143.9 15+(4.5+6.5) 連続鈑桁 ｌ＝22+40+48.5+33.5 

R0088 桜橋  さくら  福井 福井市    足羽川 1989 127 7+2@2.5 ＲＣ橋 

R0089 幸橋  さいわい 福井 福井市  国道 8号 足羽川 1933 133 14.7+2@2 ＲＣ連続桁 ｌ＝14.9 ｎ＝3 

R0090 ？     福井    県道 28号 足羽川 2007 140 36.8複線軌道併用  

                   連続鈑桁 l＝4@35 

R0091 泉橋    福井 福井市    足羽川 1963 136 7 ＲＣ橋   

R0092 足羽川橋梁 あすわがわ 福井 福井市  北陸本線 足羽川 2001 149.5 複線 トラス ｌ＝48.5+50.5+48.5   

R0093 木田橋  きだ  福井 福井市    足羽川 1959 160 8 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ20   

R0094 板垣橋  いたがき 福井 福井市  県道 116?号 足羽川 1982 160 7+2@2 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ40   

R0095 足羽大橋  あすわおお 福井 福井市  国道 8号 足羽川 1973 162.6 10.5 鋼合成箱桁   

R0096 足羽川橋    福井 福井市   北陸自動車道 足羽川 1974 204 4車 連続鈑桁 ｌ＝3@40.4   

R0097 稲津橋  いなづ 福井 福井市    足羽川 1958 197.4 4 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ29.4+5ｘ24.6+1ｘ15 

R0098 足羽橋    福井 福井市    足羽川 1967 162.6 9+2.5 鋼合成箱桁 ｌ＝23.8   

R0099 毘沙門橋    福井 福井市    足羽川 1966      

R0100 天神橋  てんじん 福井 福井市    足羽川 1966 145 6 ＰＣ橋 ｌ＝36.2 ｎ＝4   

R0101 第一足羽川橋梁   福井 福井市    ＪＲ越美北線 足羽川 2004   鈑桁 ｎ＝6  単線 

R0102 宿布大橋    みくぬのおお 福井 福井市    足羽川       

R0103 下岩橋    福井 福井市・美山町 国道 156号 足羽川       

R0104 第二足羽川橋梁   福井 福井市・美山町 ＪＲ越美北線 足羽川   単線    

R0105 下新橋    福井 福井市・美山町   足羽川 1900 45.5 3.6 鈑桁   

R0106 第三足羽川橋梁   福井 福井市・美山町 ＪＲ越美北線 足羽川   単線 鈑桁 ｎ＝6   

R0107 高田大橋    福井 美山町  国道 394号 足羽川 1970 69 7.5  

R0108 田尻新橋    福井 美山町    足羽川 1963    

R0109 第四足羽川橋梁   福井 美山町    ＪＲ越美北線 足羽川   単線 鈑桁 ｎ＝5 

R0110 福島橋    福井 美山町    足羽川 1974 97.1 5 ＰＣ桁 ｎ＝3 床版橋 ｎ＝2 

R0111 第五足羽川橋梁   福井 美山町    ＪＲ越美北線 足羽川   単線 鈑桁 ｎ＝5 

R0112 大久保橋    福井 美山町    足羽川 1959 30 4 ＰＣ桁 ｌ＝29 

R0113 第六足羽川橋梁   福井 美山町    ＪＲ越美北線 足羽川   単線  

R0114 岩屋橋  いわや 福井 美山町    足羽川 1929 120  ＲＣ橋 

R0115 第七足羽川橋梁   福井 美山町    ＪＲ越美北線 足羽川   単線 鈑桁 ｎ＝5 

R0116 上新橋  かみしん 福井 美山町  国道 158号 足羽川 1956 64 6 鋼ランガートラス ｌ＝63 

R0117 美山橋  みやま 福井 美山町    足羽川 1962 27  ＰＣ橋  

R0118 宇坂橋  うさか  福井 美山町    足羽川 1972 72 6.5 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0119 小宇坂橋    福井 美山町    足羽川 1981 93.5 5+1.5  

R0120 蔵向橋    福井 美山町    足羽川 1967 99 3  

R0121 鮎見橋    福井 美山町    足羽川    ＲＣ橋 

R0122 天田橋  あまだ 福井 美山町    足羽川 1979 60.5 5+1.5 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0123 河原橋  こうばら 福井 美山町    足羽川 1932    

R0124 横越橋  よこごし 福井 美山町    足羽川 1970 55 5  

R0125 松ケ谷下橋   福井 今立郡    足羽川 1897 67 1.8 木橋 

R0126 松ケ谷橋  まつがたに 福井 池田町  国道 479号 足羽川     

R0127 松ケ谷上橋   福井 今立郡     足羽川 1900 68 2.2 木橋 

R0128 白粟橋    福井 池田町  国道 476号 足羽川     

R0129 野尻橋  のじり  福井 池田町  県道 2号 足羽川 1913 54.5 2.7 木造橋  

R0130 広瀬橋    福井 池田町    足羽川     

R0131 寺谷橋    福井 池田町    足羽川     

R0132 井大橋    福井 池田町    足羽川     

R0140 土布子橋  つちふご 福井 大野市  県道 170号 真名川 1967 120 6 ＰＣ桁  

R0141 真名川大橋   福井 大野市  大野スーパー農道 真名川     

R0142 西五ケ橋    福井 大野市    真名川 1910 254 3.3 木桁橋  

R0143 富田大橋    福井     県道 26号 真名川 1963 256.6 6 ＲＣゲルバー桁橋 

R0144 真名川橋  まながわ 福井 大野市    JR越美北線 真名川 1960 ≒340 単線  鈑桁 ｌ＝1ｘ9.8+2ｘ16+15ｘ19.2 



R0145 君が代橋  きみがよ 福井 大野市  国道 158号 真名川 1981 219 10 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ31.5 上下分離  

R0146 八千代橋    福井 大野市   大野広域農道 真名川 1961    

R0147 佐間橋  さびらき 福井 大野市  県道 171号 真名川 1967 140.2 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝35 ｎ＝4 

R0148 真名川ダム   福井      真名川 1979  H＝127.5 アーチダム 近畿地方整備局 

R0149 若生子大橋   福井 大野市    真名川     

R0160 荒川水門    福井 福井市    荒川     

R0161 吉野橋    福井 福井市    荒川     

R0162 勝見橋    福井 福井市    荒川  近世以来     

R0163 手寄橋   てよせ 福井      荒川  明治から     

R0164 旭橋    福井    県道 5号 荒川  1953 28 23.2 ＲＣ橋  

R0165 新旭橋    福井 福井市    荒川     

R0166 新城東橋    しんじょうとう 福井    県道 228号 荒川  1960 42 19+2@6  

R0167 城東橋    福井      荒川     

R0168 日向橋    福井 福井市    荒川  1961   永久橋  

R0169 荒川橋    福井 福井市    荒川     

R0170 東篁橋    福井 福井市  県道 179号 荒川     

R0171 四ツ城橋    福井 福井市    荒川     

R0172 下北野橋    福井 福井市    荒川     

R0173 勝見橋  かつみ 福井 福井市    荒川  1953 23.9 23.2 ＲＣＴ桁  

R0174 ?     福井 福井市  国道 8号 荒川     

R0175 竹里橋    福井 福井市    荒川     

R0176 十徳橋    福井 福井市    荒川     

R0177 くんどう橋    福井 福井市    荒川     

R0178 三井橋    福井 福井市    荒川     

R0179 上北野橋    福井 福井市    荒川     

R0180 御鷹橋    福井 福井市    荒川     

R0181 新御鷹橋    福井 福井市  県道 114号 荒川     

R0182 東今泉橋    福井 福井市    荒川     

R0183 ?     福井 福井市  県道 164号 荒川     

R0184 新間山橋    福井    県道 165号 荒川     

R0185 吉の花橋    福井      荒川     

R0186 間山橋    福井    県道 165号 荒川     

R0187 ?     福井     北陸自動車道 荒川  1975    

R0188 ?     福井 永平寺町・福井市 県道 165号 荒川     

R0189 吉野橋    福井 永平寺町  国道 416号 荒川     

R0190 ?     福井 永平寺町  県道 114号 荒川     

R0191 ?     福井 永平寺町  県道 113号 荒川     

R0192 上吉野橋     永平寺町    荒川     

R0200 港橋    福井 坂井市  国道 305号 竹田川 2003 119.2  架け替え 鋼橋 

R0201 汐見橋  しおみ 福井      竹田川 1937 70 5.4 ＲＣＴ桁 

R0202 栄橋    福井 坂井市  県道 103号 竹田川 2007 43.4 10.5  

R0203 新栄橋    福井 坂井市  県道 106号 竹田川     

R0204 竹松橋    福井 坂井市・あわら市 県道 101号 竹田川     

R0205 水屋橋    福井 坂井市・あわら市   竹田川     

R0206 宮前橋    福井 あわら市    竹田川     

R0207 芦原橋    福井 あわら市  県道 5号 竹田川 1933 96 5.5 ＲＣ橋  

R0208 竹田川橋梁   福井 あわら市    えちぜん鉄道 竹田川 1928    

R0209 上重橋    福井 あわら市    竹田川     

R0210 市姫橋  いちひめ  福井 あわら市    竹田川 1914 36 3.6 Ｉ型桁橋 福井県初のＩ桁  

R0211 金津橋  かなづ 福井    県道 29号 竹田川     

R0212 下新橋    福井 あわら市    竹田川 1950    

R0213 金津大橋    福井 あわら市  国道 9号 竹田川     

R0214 上新橋    福井 あわら市    竹田川 1956 51 6 ＰＣ桁 

R0215 浦安橋    福井 あわら市  県道 258号 竹田川     

R0216 竹田川橋梁   福井 あわら市  国鉄北陸線 竹田川 1962 78 複線化 鈑桁 ｌ＝4ｘ19.2 

R0217 御迎橋    福井 あわら市    竹田川     

R0218 清間橋  せいま 福井 あわら市  県道 154号 竹田川 1952 100.5  土橋  

R0219 桑原橋    福井 あわら市  県道 159号 竹田川 1952 96.4   

R0220 石塚橋    福井 あわら市    竹田川     

R0221 里竹田橋    福井 坂井市    竹田川     

R0222 丸岡大橋    福井 坂井市  国道 8号 竹田川     

R0223 千田橋    福井 坂井市    竹田川     

R0224 長畝橋  なうね  福井 坂井市  県道 147号 竹田川 1948 72.5 5 木桁橋 

R0225 川上橋  かわかみ 福井 坂井市  県道 10号 竹田川 1961 30 6 永久橋 

R0226 竹田川橋    福井 坂井市   北陸自動車道 竹田川 1973    

R0227 木波橋    福井 坂井市    竹田川     

R0228 ？     福井 坂井市  県道 10号 竹田川     

R0229 ？     福井 坂井市  国道 364号 竹田川     



R0230 龍ケ鼻ダム りゅうがはな 福井      竹田川 1988   Ｈ＝79.5 重力式 福井県 

R0240 西津橋  にしづ 福井 小浜市  国道 162号 北川  1939 123 9 ＲＣＴ桁  

R0241 こうのとり大橋   福井 小浜市  県道 107号 北川     

R0242 丸山橋    福井 小浜市    北川  1934 109.6 4.5  

R0243 高塚橋    福井 小浜市  県道 220号 北川  2003 113.9 7.25+3 連続鈑桁 l＝34.5+40+34.5 

R0244 ？     福井 小浜市  県道 24号 北川     

R0245 七尾橋    福井 若狭町・小浜市 県道 219号 北川  1901 56 3.6 木橋 

R0246 神谷橋    福井 若狭町    北川     

R0247 天徳寺橋    福井 若狭町    北川     

R0248 井の口橋    福井 若狭町  県道 218号 北川  1969 84 6 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ27.4 

R0249 北川橋梁    福井 若狭町  国鉄小浜線 北川  1918  単線 鈑桁 

R0250 上中橋    福井 若狭町  国道 27号 北川  1957 97 7 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ27.5+22.5+20 

R0251 三宅橋    福井 若狭町    北川     

R0252 天神橋    福井 若狭町    北川     

R0253 瓜生橋    福井 若狭町  県道 218号 北川     

R0261 新保橋  しんぼ 福井 三国町  国道 305号 九頭龍川 1966 548 6  

                トラス ｌ＝7ｘ59.9 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ31.9  

R0262 三国大橋    福井 三国町  県道 20号 九頭龍川 1981 543 7.25+2鋼連続箱桁 ｎ＝3ｘ3@60  

R0263 布施田橋  ふせだ 福井 春江町・福井市 県道 10号 九頭龍川 1958 559.6 5.5  

             トラス ｌ＝3ｘ60 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝9@20.6 ＲＣ桁 ｌ＝16ｘ11.8  

R0264 水管橋    福井 福井市  工業用水 九頭龍川   水管 ランガー桁 ｎ＝6 トラス ｎ＝2 

R0265 天菅生橋  あますごう 福井 福井市  国道 416号 九頭龍川 1999 622- 11 鋼連続箱桁 

R0266 高屋橋  たかや 福井 福井市  国道 416号 九頭龍川 1986 273.7 10 鋼連続箱桁 ｎ＝3@ 合成鈑桁 

R0267 中角橋梁  なかつの 福井 福井市  京福電鉄 九頭龍川 1988   トラス ｎ＝3  

R0268 中角橋  なかつの 福井 福井市    九頭龍川 1949 257 5.5 鈑桁 

R0269 天池橋  あまいけ 福井 福井市  県道 5号 九頭龍川 1974 307.1 8.5 合成鈑桁 

R0270 九頭龍川橋梁   福井 福井市    ＪＲ北陸本線 九頭龍川 1963 275 単線 鈑桁 ｌ＝22.3 ｎ＝12  

R0271 福井船橋    福井       九頭龍川 1578 218  船 48隻 柴田 勝家による 

R0272 九頭龍橋    福井    県道鯖江丸岡線 九頭龍川 1951 295 7.5 鋼ランガートラス ｌ＝5ｘ58.1 

R0273 福井大橋    福井 丸岡町・福井市 国道 8号 九頭龍川 1973 589.2 8+1.5 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ（3@53.2） +2@53.2  

R0274 福松大橋    福井 福井市  県道 164号 九頭龍川 1978 453 9.8 ＰＣＴ桁 

R0275 九頭龍川橋   福井 福井市   北陸自動車道 九頭龍川 1975 455 10 連続鈑桁 ｌ＝3@55.7 

R0276 五松橋  ごしょう 福井    県道 110号 九頭龍川 1960 370.1 6  

               ポニートラス ｌ＝6ｘ40.8 ｌ＝120 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ30 

R0277 鳴鹿大堰    福井 丸岡町    九頭龍川 1952      

R0278 鳴鹿橋  なるか 福井 永平寺町  国道 364号 九頭龍川 1964 133 7 トラス ｌ＝2ｘ65.7 

R0279 九頭龍川橋梁   福井    永平寺鉄道 九頭龍川 1929  鉄道 廃線 

R0280 浄法寺橋  じょうほうじ 福井 永平寺町    九頭龍川 1963   ＰＣ桁に架替え  

R0281 北島鮎大橋   福井 上志比村    九頭龍川     

R0282 市荒川大橋  いちあらかわ 福井 勝山市・上志比村 国道 416号 九頭龍川 1969 284 8  

               トラス ｌ＝3ｘ69.3 合成鈑桁 ｌ＝18.5+2ｘ21+31.3  

R0283 小舟渡橋  こぶなと 福井 勝山市・上志比村   九頭龍川       渡船 

R0284 竜舟橋    福井      九頭龍川 1884 103 2.7  

                船橋 船 20隻 福井市舟橋の鎖材を利用  

R0285 小舟渡橋     福井       九頭龍川 1923 220 3.4  

                トラス橋 ｌ＝1ｘ61+1ｘ23 鈑桁 ｌ＝14ｘ9  

R0286 荒鹿橋    福井 勝山市  県道 31号 九頭龍川 1967 330.9 5.5（拡幅）  

                 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ29.2+29.2+2ｘ29.2+3ｘ29.5 

R0287 勝山橋  かつやま 福井 勝山市  県道 131号 九頭龍川 2000 355 9+2@6.5  

            鋼ローゼ ｌ＝3ｘ89.5 連続鈑桁 ｌ＝44.4+45+32.5 鈑桁 ｌ＝29.15 

R0288 勝山南大橋   福井 勝山市    九頭龍川 1991 273.5 6.75+2 連続鈑桁 ｌ＝51.7+42+42 

R0289 下荒井橋  しもあらい 福井 勝山市  国道 157号 九頭龍川 1969 268.3 11.4 連続トラス ｎ＝4  

R0290 山形橋    福井      九頭龍川    撤去 

R0291 阪谷新橋    福井 大野市  県道  九頭龍川    鈑桁 

R0292 東五ケ橋    福井 大野市    九頭龍川 1927 78 3.6  

             吊橋 ｌ＝73 単径間 鋼補剛トラス 木床 ＲＣ塔 桁 ｌ＝5.5 

R0293 阪谷橋    福井 大野市  県道 26号 九頭龍川 1953   永久橋 

R0294 龍仙橋    福井 大野市    九頭龍川 1964 114.7 3 ＰＣ桁  

R0295 第一九頭龍川 くずりゅうがわ 福井 大野市    ＪＲ越美北線 九頭龍川 1962 214 単線 トラス（ピン結合） ｌ＝1ｘ62.4 ＲＣＴ桁 

ｌ＝1ｘ13.5 

R0296 第二九頭龍川橋梁 くずりゅうがわ 福井 大野市  ＪＲ越美北線 九頭龍川 1960   単線 上路トラス+鈑桁  

R0297 勝原橋  かどはら 福井 大野市    九頭龍川 1961 121.8 4.5  

                ポニートラス ｌ＝1ｘ47 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ25 

R0298 (仏原ダム)  ほとけばら 福井      九頭龍川 1968   Ｈ＝48.6 北陸電力 

R0299 琴洞橋  きんどう 福井 大野市    九頭龍川 1907 56 3.3 ボーストリングトラス 

R0300 仏原橋    福井       九頭龍川 1968   仏原ダムに水没 

R0301 琴洞橋    福井 大野市  国道 158号 九頭龍川 1966 141 7 トラス 合成鈑桁  

R0302 湯上橋    福井 大野市  国道 158号 九頭龍川 1965   トラス橋 +桁橋 



R0303 八千代橋    福井 和泉村    九頭龍川     

R0304 第三九頭龍川 くずりゅうがわ 福井 和泉村    ＪＲ越美北線 九頭龍川 1960       

R0305 荒島橋    福井 和泉村    九頭龍川     

R0306 角野橋    福井 和泉村    九頭龍川     

R0307 （鷲ダム）    福井      九頭龍川     

R0308 （九頭龍ダム）   福井      九頭龍川 1968   H＝128 ロックフイルダム 

R0309 箱ケ瀬橋  はこがせ 福井 和泉村    九頭龍川 1968   九頭龍ダム湖に水没 

R0310 霧降橋    福井 大野市    九頭龍川 1965 106.5 7 鋼上路トラスドアーチ ｌ＝67 

R0311 谷戸橋（谷戸口橋） たんど 福井 和泉村    九頭龍川 1961 60.8  ＰＣ桁 

R0312 長野下橋    福井 大野郡    九頭龍川 1898 66 2.7 木造橋 

R0313 君が代橋    福井 大野郡    九頭龍川 1914 204 3.9 木造ハウトラス 

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

 


