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FR20:川を渡る橋・長野県 
 

 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 平瀬橋    長野 松本市  国道 147号 奈良井川    斜張橋 

R0002 島橋    長野 （島内村）    奈良井川 1906 73 1.8 木橋 

R0003 新島橋    長野      奈良井川     

R0004 拾ケ堰水門管理橋  長野 松本市    奈良井川     

R0005 新橋    長野 松本市  国道 147号 奈良井川 1988   鈑桁 

R0006 奈良井川橋梁   長野 松本市  JR大糸線 奈良井川 1995 98 単線 PC桁 l＝3ｘ31.5 

R0007 水管橋    長野 松本市   松本市上水道 奈良井川     

R0008 松島橋    長野 松本市  県道 320号 奈良井川     

R0009 奈良井川橋   長野 松本市    奈良井川 1886 道路 木橋  

R0010 奈良井橋    長野 松本市    奈良井川 1963 91.5 5.5 RC橋 

R0011 奈良井大橋   長野    国道 158号 奈良井川   4車  

R0012 奈良井川橋梁   長野 松本市  松本電鉄 奈良井川 1922   鈑桁 

R0013 両島橋  りょうしま 長野 松本市    奈良井川 1993 127 12  

R0014 月見橋    長野 松本市    奈良井川     

R0015 島立橋  しまだち 長野 松本市    奈良井川     

R0016 下二子橋  しもふたご 長野 松本市    奈良井川     

R0017 二子橋  ふたご 長野 松本市  県道 296号 奈良井川 1934 132.6 5.5 RC桁 

R0018 笹賀橋  さが  長野 松本市    奈良井川     

R0019 上二子橋  かみふたご 長野      奈良井川     

R0020 神戸橋  ごうど  長野 松本市  県道 48号 奈良井川 1935 "126,4" 4.5 RC橋 

R0021 奈良井川橋   長野 松本市   長野自動車道 奈良井川 1988  2.ｘ  

R0022 小俣橋    長野 松本市  県道 27号 奈良井川     

R0023 今村橋    長野 松本市  県道 25号 奈良井川 1931 132 4.6 RC桁 

R0024 堅石橋  かたいし 長野 塩尻市    奈良井川     

R0025 郷原橋  ごうばら 長野 塩尻市    奈良井川     

R0026 桔梗大橋    長野 塩尻市    奈良井川     

R0027 琵琶橋    長野 塩尻市  県道 293号 奈良井川 1956 22.3 5 RCオープンアーチ 

R0028 梨ノ木橋    長野 塩尻市    奈良井川     

R0029 長瀬橋    長野 塩尻市    奈良井川     

R0030 小柳橋    長野 塩尻市    奈良井川     

R0031 奈良井橋    長野 塩尻市宗賀    奈良井川 1897 91 3.9 木橋  

R0032 権現橋    長野 塩尻市     奈良井川 1897 54.5 3.6 木橋  

R0033 本橋    長野 塩尻市     奈良井川    

R0034 下河原橋    長野 塩尻市     奈良井川     

R0035 太田橋    長野 塩尻市    奈良井川 1954 52.5 5.2 RC橋 

R0036 笹下橋    長野 東筑摩郡     奈良井川 1875 73 2.4 土橋 

R0037 東橋    長野 東筑摩郡     奈良井川 1877 55 2.7 木橋 

R0038 又土橋    長野 東筑摩郡     奈良井川 1977 18 1.8 木橋 

R0039 笹原橋    長野 楢川村・木曽平沢   奈良井川     

R0040 片平橋  かたひら 長野 楢川村  国道 19号 奈良井川 1935 33 5.5 RCオープンアーチ ｌ＝1ｘ25 

R0041 第一奈良井川橋梁  長野 楢川村  中央本線 奈良井川 1976 174.6 複線 

             上路複線型ワ－レントラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝2ｘ45+1ｘ22.3  

R0042 第二奈良井川橋梁  長野 楢川村  中央本線 奈良井川 1986 169 複線  

               合成鈑桁 ｌ＝62+53.2+36.2 ＲＣＴ桁 ｌ＝1ｘ15.1  

R0043 第三奈良井川橋梁  長野 楢川村  中央本線 奈良井川 1909 ≒91 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ21.3 

R0044 桃岡橋    長野 楢川村  国道 19号 奈良井川     

R0045 第四奈良井川橋梁  長野 楢川村  中央本線 奈良井川     

R0046 桑沢橋    長野 楢川村    奈良井川     

R0047 旭橋    長野 楢川村    奈良井川     

R0048 うるし橋    長野 楢川村    奈良井川     

R0049 第五奈良井川橋   長野 楢川村  中央本線 奈良井川     

R0050 奈良川橋    長野 楢川村    奈良井川   歩道  

R0051 奈良井大橋   長野 楢川村    奈良井川 1962   永久橋  

R0052 木曽の大橋   長野 楢川村    奈良井川 1991 33 6.5（歩道） 木造アーチ 

R0053 奈良井ダム   長野      奈良井川     

R0060 屋敷橋    長野 栄村     中津川     

R0061 切明橋    長野 栄村     中津川     

R0070 第七下姫川橋梁   長野 小谷村  国鉄大糸線 姫川  1957   鈑桁 n＝7 

R0071 姫川湯橋  ひめかわゆ 長野 小谷村    姫川  1982   鈑桁 n＝7 

R0072 姫川吊橋    新潟・長野 糸魚川市・小谷村 会社専用橋 姫川    吊橋 単径間 鋼補剛トラス 木床 鋼塔 
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R0073 第八下姫川橋梁 しもひめかわ 長野 小谷村  国鉄大糸線 姫川  1995 162.1 単線 ＲＣゲルバー箱桁 ｌ＝16+3@22+12 

R0074 小谷橋  おたり  長野 小谷村    姫川  1932 209 4.5 ＲＣゲルバー桁 

R0075 小谷大橋    長野 小谷村  国道 148号 姫川     

R0076 第五姫川橋梁   長野 小谷村  国鉄大糸線 姫川  1953 159 単線 鈑桁 n=7 

R0077 北小谷橋    長野 北小谷村    姫川  1913 213 3 ハウトラス 

R0078 大綱橋    長野 北小谷村    姫川  1914 58 1.8 鉄線吊橋 

R0079 姫川橋    長野 北小谷村    姫川  1908 109 1.5 鉄線吊橋 

R0080 姫川橋  ひめかわ 長野 南小谷村    姫川  1939 92.3 5.5 ＲＣポニーローゼ ｌ＝30 ｎ＝3 

R0081 第四姫川橋梁 ひめかわ 長野 小谷村  国鉄大糸線 姫川  1935 188 単線 下路鈑桁 n＝11 

R0082 ？     長野 小谷村  国道 148号 姫川     

R0083 中央橋    長野 小谷村    姫川  1917 55 1.8 吊橋 

R0084 宮本橋    長野 小谷村    姫川     

R0085 柳瀬橋    長野 小谷村    姫川  1917 42 3.6 ハウトラス橋 

R0086 月岡橋    長野 小谷村    姫川  1916 40 3.6   

R0087 第三姫川橋梁   長野 小谷村  国鉄大糸線 姫川  1974 94 単線 トラス ｌ＝46.8 n＝2 鈑桁 

R0088 黒川橋    長野 小谷村    姫川     

R0089 第二姫川橋梁 ひめかわ 長野 小谷村  国鉄大糸線 姫川  1935 112.4 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ19.2+7ｘ12.9 

R0090 川上橋    長野 小谷村  国道 148号 姫川     

R0091 栂池大橋    長野 小谷村  国道 148号 姫川     

R0092 川内橋    長野 小谷村  姫川     

R0093 第一姫川橋梁 ひめかわ 長野 小谷村・白馬村 国鉄大糸線 姫川  1954 108 単線  

               トラス（ピン結合） ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ22.3  

R0094 通橋    長野 白馬村    姫川 1971   鋼ランガー桁 

R0095 （ダム）    長野      姫川     

R0096 水神宮橋    長野 白馬村    姫川  1911 145 2.1 鉄線吊橋 

R0097 大出吊橋    長野 白馬村    姫川  2003   吊橋 

R0098 天神橋    長野 白馬村    姫川     

R0099 蕨平橋    長野 白馬村    姫川     

R0100 下河原大橋   長野 白馬村    姫川     

R0101 土合橋    長野 白馬村  県道 33号 姫川     

R0102 高橋    長野 北安曇郡    姫川  1917 24 2.1 ボーストリングトラス 

R0103 東橋    長野 北安曇郡    姫川  1893 38 1.8 木橋 

R0110 小豆島橋    長野 長野市    犀川  1879    

R0111 落合橋  おちあい 長野 長野市  県道 34号 犀川  1879   木橋 

R0112 千曲大橋    長野      犀川  1966 948.2 6  

      ゲルバー鈑桁 l＝51.5+51.95+52+51.95+52+51.95+52+51.95+3x56.8+56 合成鈑桁 l＝30.05+8x30+29.95  

R0113 五輪大橋    長野 長野市   長野環状道路 犀川  1996    

R0114 長野大橋  ながのおお 長野 長野市  国道 18号 犀川  1969 500.3 2x(8+2.5)  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝2@71+3@71+2@71 

R0115 丹波島橋  たんばじま 長野 長野市  国道 18号 犀川  1932 541 8+2@2.2  

                 ゲルバートラス ｌ＝42.5+7@65+42.5 

R0116 ?     長野    国道 117号 犀川  986 547.5 12  

              鋼連続箱桁 ｌ＝（65.7+67）+3@67+3@59+ 鈑桁 ｌ＝31.2  

R0117 犀川橋梁    長野 長野市  北陸新幹線 犀川  1997 360 複線 連続トラス ｌ＝（68+88+68）+（2@68） 

R0118 犀川橋梁    長野 長野市    ＪＲ信越本線 犀川  1958 485 2ｘ単線  

          連続トラス ｌ＝3@63.35 トラス ｌ＝1ｘ62.5 鈑桁 ｌ＝（7ｘ12.9+4ｘ22.3）+（2ｘ22.3）  

R0119 小市橋    長野 長野市  県道 405号 犀川  1966 302.9 6  

               トラス ｌ＝69.2 ｎ＝2 合成鈑桁 ｌ＝26.6+33.1+34.5 

R0120 両郡橋  りょうぐん 長野 長野市  国道 19号 犀川  1994 81.5 2@(5.4+1.5) ＰＣ斜張橋 ｌ＝78.3 

R0121 （小田切ダム）   長野      犀川  1954   H=21 重力ダム 東京電力 

R0122 小笹橋    長野 長野市    犀川  1973   鈑桁 

R0123 明治橋    長野 長野市  国道 19号 犀川  1995 146 9+2@2 鋼連続箱桁  

R0124 （笹平ダム ）   長野      犀川  1954   H=19.3 重力ダム 東京電力 

R0125 大安寺橋  だいあんじ 長野 長野市  国道 19号 犀川  1985 291.3 9+2@2 鋼連続箱桁 ｌ＝114 ｎ＝3 

R0126 雑司橋    長野 長野市    犀川  1902   合掌橋＝刎橋の中央を結んだ形式  

R0127 雑炊橋    長野      犀川  1911   木造吊橋 木塔  

R0128 和沢橋    長野 長野市    犀川  1943   吊橋 

R0129 ？     長野 長野市・中条村 有料道路 犀川     

R0130 安庭橋    長野 長野市・中条村 県道 31号 犀川  1990 220 11.5 鋼上路ローゼ 

R0131 水篠橋（安庭橋 みすず 長野 長野市・新宗新町 国道 19号 犀川  1977 155 9+2@2 連続箱桁Ｌ＝133 ｎ＝2 桁Ｌ＝20 

R0132 平三水橋  さみず 長野 長野市・新宗新町   犀川  1977 115 8.25+1 架け替え ＲＣＴ型ラ－メン橋  

R0133 （水内ダム ） みのち 長野      犀川   浪鶴湖（ろうかく） H=25.3 重力ダム 東京電力 

R0134 久米路橋  くめ じ 長野 長野市・新宗新町   犀川   612    

               木造刎橋 路子工（百済からの帰化人）による。  

R0135 水内橋  みのち 長野      犀川  1611 31.8 4.2  

              木造刎橋 平面形がＬ字形をしていた. 横橋はＬ＝16 

R0136 （撞木橋）    長野      犀川  1626 118 4.2 木造刎橋  

R0137 久米路橋    長野    県道 70号 犀川  1933 45.2 5.5 ＲＣオ－プンア－チ ｆ＝7 ｌ＝1ｘ44 
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R0138 新町橋    長野    県道 12号 犀川  1961 152.5 5.5 トラス ｎ＝3 

R0139 穂刈橋  ほかり 長野 信州新町  国道 19号 犀川  1960 152 6.5 トラス ｎ＝3  

R0140 大原橋    長野 信州新町  国道 19号 犀川  1963 169 6 ポニ－ボ－ストリングトラス  

R0141 更級橋    長野 信州新町    犀川  1980   ＲＣ橋 

R0142 日名橋  ひな  長野 信州新町  国道 19号 犀川  1980 342.2 9  

R0143 置原橋  ちはら 長野 信州新町  国道 19号 犀川  1980 342 2x(9+2)  

                鋼連続箱桁 ｌ＝（61+2@76+61）+（2@33.1） 

R0144 川口橋    長野 大岡村・信州新町   犀川  1981 120 13 鋼連続箱桁 連続鈑桁  

R0145 橋木橋    長野 大岡村・信州新町 県道 393号 犀川  1979 104 合成鈑桁  

R0146 児玉橋  こだま  長野 大岡村・八坂村 国道 19号 犀川  1972 172 7.5 トラス ｎ＝2  

R0147 久方橋  ひさかた 長野 大岡村・八坂村   犀川  1986 97.6 6 鈑桁 

R0148 大八橋    長野 大岡村・八坂村   犀川  1979 119 5  

R0149 平橋  たいら 長野 大岡村・八坂村   犀川  1975    

R0150 平ダム    長野      犀川  1967   H=19.5 重力ダム 東京電力 

R0151 御曹子橋    長野 大岡村・八坂村   犀川  1993   トラスドランガー桁 

R0152 山清路橋  さんせいじ 長野 生坂村    犀川  1964 27 5 鈑桁 

R0153 新山清路橋 しんさんせいじ 長野 生坂村  国道 19号 犀川  1967 100 6 ＰＣオ－プンア－橋 ｆ＝7 ｌ＝100  

R0154 大日向橋  おおひなた 長野 生坂村    犀川  1975    

R0155 昭津橋    長野 生坂村    犀川     

R0156 明津橋  あきつ 長野 明科町     犀川  1939    

R0157 生坂橋  いくさか 長野 生坂村    犀川  1986   ＰＣ桁  

R0158 生坂ダム    長野      犀川  1964   H=19.5 重力ダム 東京電力 

R0159 八丁橋    長野 生坂村    犀川  1933 120 3.7 吊橋 木造補剛トラス，ＲＣ塔  

R0160 日野橋    長野      犀川  1964 125 8.65 ＰＣ桁 ｌ＝40 

R0161 睦橋  むつみ 長野 生坂村・明科町 国道 19号 犀川  1963 124.7 6.5 連続鈑桁 ｌ＝33 合成鈑桁 

R0162 信（新）犀橋   長野 明科町  国道 19号 犀川  1930 111.6 5.5 ポニ－ワ－レントラス ｌ＝36.6 ｎ＝3 

R0163 木戸橋    長野      犀川  1973 192 9.5  

               連続鈑桁 ｌ＝41 ｎ＝4 ＰＣ桁 ｌ＝12.8 ｎ＝2  

R0164 犀川橋  さいがわ 長野 明科町  国道 19号 犀川  1981 360.3 12.5 連続鈑桁 ｌ＝4@45.5+2@45.3+2@43.3 

R0165 犀川橋    長野 豊科町   長野自動車道 犀川  1993 445.7 9  

              鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（63.4+63+63） 鈑桁 l＝33.15+29 

R0166 光橋    長野 豊科町  県道 495号 犀川  2001   PC連続箱桁 

R0167 田沢橋    長野    県道 57号 犀川  1955 361.4 5  

               ＲＣロ－ゼ ｌ＝29.6 ｎ＝8 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝5 

R0168 熊倉橋    長野 豊科町    犀川  1655 102 2.4  

R0169 犀川水路橋   長野      犀川  1926  径 2.75ｍ  

R0170 あずみ野歩道橋   長野 松本市    梓川     

R0171 アルプス大橋   長野 松本市・安曇野市 国道 147号 梓川  2007 278 2車 桁 ｎ＝6 

R0172 梓川橋    長野 豊科町・松本市 長野自動車道 梓川 1988 388 2x9.25 連続鈑桁 ｌ＝52.9+53.4+52.9  

R0173 梓橋  あずさ 長野 松本市・豊科町 国道 147号 梓川  1986 269.7 9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝11ｘ24.4 

R0174 梓川橋梁    長野 松本市・豊科町 ＪＲ大糸線 梓川  1967 292.2 単線 別線 下路鈑桁 ｌ＝9ｘ31.5  

R0175 梓川橋(丸田橋)   長野 豊科町（梓川村？）  梓川  1964 216.9 5.5 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ36.1 

R0176 中央橋（岩岡橋）   長野 松本市・梓川村 県道 320号 梓川  1983 225.5  ＰＣＴ桁 

R0177 大妻橋    長野 松本市・梓川村   梓川  1907 136 2.7 吊橋木橋  

R0178 倭橋    長野      梓川  1958 230 5.5 ＲＣローゼ ｌ＝7ｘ32.9 

R0179 新倭橋    長野 松本市・梓川村 県道 48号 梓川  1997 221.5 12.5 ＰＣＴ桁 ｎ＝7 

R0180 下島橋    長野 波田町・梓川村 県道 315号 梓川  1990 213.7 7.5 ＰＣＴ桁  

R0181 島々橋    長野      島々バイパス 梓川  2003 128 12  

R0182 梓川橋    長野 波田町・梓川村 県道 25号 梓川 1 962 216.8 6 合成鈑桁 ｌ＝31.6 ｎ＝6 

R0183 両島橋    長野 南安曇郡    梓川  1922 80 1.8  

R0184 深沢橋    長野 南安曇郡    梓川  1915 75 3.6  

R0185 神淵橋  しんえん 長野 安曇村・波田町 国道 158号 梓川  1996 78 12 連続鈑桁 

R0186 梓川ダム    長野      梓川     

R0187 硫安橋    長野 安曇村    梓川     

R0188 大野田橋    長野      梓川     

R0189 雑司橋  ぞうし  長野 安曇村    梓川  平安期 創架（雑食橋，雑志橋，雑炊橋）（ぞうすい） 

R0190 雑炊橋？  ぞうし  長野      梓川  1987 39.5 5.3 ＰＣ斜張橋 

R0191 大野田橋    長野      梓川     

R0192 稲核橋  いねこき 長野 安曇村  国道 158号 梓川  1965 92  鋼上路ソリッドリブアーチ 

R0193 稲核橋  いねこき 長野 安曇村    梓川  明治   藤蔓橋 

R0194 稲核ダム  いねこき 長野 松本市    梓川  1969   H＝60 アーチダム 東京電力 

R0195 水殿ダム    長野      梓川     

R0196 奈川渡ダム   長野    国道 158号 梓川  1969   H＝155 アーチダム 東京電力 

R0197 奈川渡橋    長野 安曇村    梓川  1926 15 2.7 吊橋 

R0198 前川渡大橋 まえかわどおお 長野 安曇村    梓川  1969 198 6+2@0.75 鋼中路ローゼ ｌ＝150  

R0199 沢渡大橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0200 沢渡橋    長野 安曇村    梓川     

R0201 ダム     長野      梓川     



 ４ 

R0202 栂桜橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0203 雲間の滝橋   長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0204 白薙橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川   195 6 鋼連続箱桁 

R0205 榾小屋橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0206 檜べつり橋   長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0207 坂巻橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0208 上坂巻橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0209 中の湯橋    長野 安曇村  国道 158号 梓川     

R0210 からまつ橋   長野 安曇村    梓川     

R0211 田代橋（左岸側）   長野 安曇村    梓川  1999 22.9 5 木造桁 l＝22 

R0212 穂高橋（右岸側）   長野 安曇村    梓川     

R0213 河童橋  かっぱ 長野 安曇村    梓川  1997 36.6 3.1 木造吊橋 ｌ＝32 

R0214 明神橋    長野      梓川     

R0230 宮野原橋    新潟・長野 津南町・栄村 国道 117号 千曲川     

R0231 百合居橋  ゆりい 長野 栄村 県道    千曲川 1961 132 5.5 トラス ｌ＝1ｘ82 鈑桁 

R0232 東大滝橋    長野 栄村・野沢温泉村 国道 117号 千曲川 1994 530 11 ＰＣＴ型ラーメン橋 ＰＣ箱桁 計ｎ＝10 

R0233 （西大滝ダム）   長野      千曲川     

R0234 市川橋    長野 野沢温泉村・飯山市 国道 403号 千曲川 1977 277 7.5  

            トラスドランガー ｌ＝129.4 連続鈑桁 ｌ＝3@40 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ26  

R0235 湯滝橋  ゆたき 長野 飯山市  県道  千曲川 1964 153.6 6  

               トラス ｌ＝1ｘ80 合成鈑桁 ｌ＝25.8+25.6+20.8 

R0236 柏尾橋  かしお 長野 飯山市  県道 410号 千曲川 1963 243.3 5.5 トラス ｌ＝4ｘ60 

R0237 常盤大橋    長野 飯山市  国道 117号 千曲川 1991 225 11 鋼連続箱桁 

R0238 大関橋  おおぜき 長野 飯山市  県道 419号 千曲川 1965 442.6 5.5  

              トラス（ランガー？） ｌ＝3ｘ60 合成鈑桁 ｌ＝25.3 ｎ＝10 

R0239 飯山下船橋   長野 飯山市    千曲川 1913- 333 3.6 船橋 

R0240 中央橋    長野    国道 403号 千曲川 1956 363.8 5.5 鋼ランガー桁 ｌ＝6ｘ59.8  

R0241 上船橋    長野 （飯山村）    千曲川 1904 364 3.6  

R0242 安田橋    長野 飯山市    千曲川    渡船 

R0243 綱切橋  つなきり 長野    県道 38号 千曲川 1990 304 7.25+2.5 

                 鋼連続箱桁 ｌ＝59.5+60+63.4+2@ 

R0244 腰巻橋    長野 中野市・飯山市   千曲川 1875   船橋 

R0245 古牧橋  こまき  長野    国道 292号 千曲川 1963 296 4 連続トラス 

R0246 上今井橋  かみいまい 長野 中野市・豊田村 県道  千曲川 1994   トラス ｌ＝1ｘ60.6 

R0247 北千曲川橋   長野 中野市  上信越自動車道 千曲川 1995 348 4車 鋼連続ラーメン箱桁 ｎ＝4 

R0248 第五千曲川橋梁   長野       北陸新幹線 千曲川 2014 622 複線 通称 菜の花大橋  

R0249 第四千曲川橋梁   長野       北陸新幹線 千曲川 2014 316 複線 通称 アップル大橋 鈑桁 ｎ＝4 

R0250 高見橋    長野 中野市・豊田村   千曲川     

R0251 立ケ花橋  たてがはな 長野 豊野町・中野市 県道 29号 千曲川 1995 246.9 8+2.5 連続トラス ｌ＝67.6+86.9+67.6 鈑桁 

R0252 山王島橋    長野 小布施町  県道 66号 千曲川 1883   船橋 

R0253 小布施橋  おぶせ 長野    県道 66号 千曲川 1968 960.3 6  

               トラス ｎ＝4+5 を追加 計 ｌ＝8ｘ80+5ｘ59.5+4ｘ42.4 

R0254 村山橋  むらやま 長野 須坂市・長野市 国道 406号・長野電鉄 千曲川 2004 837.6 7.25+3.5  

                連続トラス橋 ｎ＝6 鋼連続箱桁 ｎ＝5 

R0255 屋島橋    長野 須坂市・長野市 県道 58号 千曲川 1993 770.5 7.25+2.5  

   鋼ニールセンロゼ ｌ＝125.8 鋼連続箱桁 ｌ＝（84.9+85.2+84.6）+（84.5+84.9） 連続鈑桁 ｌ＝41.43+41.8）+（41.8+42.6+46.5） 

R0256 牛島の船橋   長野 長野市    千曲川 1879   船橋 

R0257 落合橋  おちあい 長野      千曲川 1922   木橋 

R0258 関崎橋    長野 長野市  県道 380号 千曲川 1975 541 8.3 連続鈑桁 ｌ＝52.3+6+52.3  

R0259 更埴橋    長野 長野市  県道 382号 千曲川 1971 525.9 7.5 連続鈑桁，合成鈑桁 

R0260 松代大橋    まつしろおお 長野 長野市  県道 35号 千曲川 1993 568 7.5+2@3.5  

                 鋼箱桁 ｌ＝51.6+52.1+51.6 計ｎ＝11 

R0261 寺尾橋    長野      千曲川 1910 109 3.6 木橋 

R0262 川中島橋    かわなかじま 長野      千曲川 1935 617 5.5  

             鋼ソリッドリブタイドアーチ ｌ＝2ｘ56 ＲＣ桁 ｌ＝（7+23）ｘ13.6 

R0263 笹崎橋    長野 長野市    千曲川 1896 145.5 3.6 木橋  

R0264 赤坂橋    長野 長野市  県道 385号 千曲川 1956 152.5+50 5.5 トラス Ｌ=3x50 木橋 Ｌ＝50 

R0265 岩野橋    長野 長野市  県道 387号 千曲川 1972 497 7.5 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ67+2ｘ47.5 

R0266 篠ノ井橋  しののい 長野 千曲市（更埴市）・長野市 国道 18号 千曲川 1972 457.5 8+2.5  

            連続鈑桁 ｌ＝（47+49.5+47）+（3@47）+（3@44.8） 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ34.9 

R0267 千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 千曲市（更埴市）・長野市 しなの鉄道 千曲川 1974 460  

              複線化 トラス ｌ＝2ｘ68＊4ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝2ｘ45.5+1ｘ42 

R0268 第三千曲川橋梁   長野    長野新幹線 千曲川 1997 557.1 複線  

                下路連続トラス ｌ＝（3@82.7）+（3@103） 

R0269 千曲川橋  ちくまがわ 長野 千曲市（更埴市）・長野市 長野自動車道 千曲川 1993 532.7 8.5  

                  鋼連続箱桁 ｌ＝62+62.5+62 

R0270 粟佐橋  あわさ 長野 千曲市（更埴市）   千曲川 1990 428.5 7+2@2.5  

                鋼連続箱桁 ｌ＝4@63.9，連続鈑桁 ｎ＝4@  



 ５ 

R0271 千曲橋  ちくま  長野 千曲市（更埴市） 国道 403号 千曲川 1996 402.4 7.5  

             ＰＣ斜張橋 ｌ＝2ｘ（59.2+56.8） ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝3@56.8 

R0272 平和橋    長野 千曲市（更埴市） 県道 340号 千曲川 1986 580.8 7+2@2.5  

               鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（3@51.3） 連続鈑桁 ｌ＝4@28.8 

R0273 冠着橋  かむりき 長野 千曲市（戸倉町） 県道 338号 千曲川 1991 117計 472.9  鈑桁 計ｎ＝5 

R0274 二郡橋    長野 千曲市（戸倉町）   千曲川 1914   板橋 

R0275 大正橋  たいしょう 長野 千曲市（戸倉町） 県道 55号 千曲川 1932 352.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝17.5  

R0276 臥竜橋    長野 須坂市    千曲川 1966    

R0277 福島船橋    長野 高井郡    千曲川 1880   船橋 

R0278 仙郷大橋    長野 須坂市  国道 406号 千曲川 1995 137 8 鈑桁 ＲＣスラブ橋 計ｎ5 

R0279 千曲大橋    長野    県道 34号 千曲川 1966 948.2 6  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝56.8 合成鈑桁 ｌ＝30 

R0280 開明橋    長野 長野市（小島田村）  千曲川 1903 65 2.1 船橋 

R0281 真島橋    長野 長野市（真島村）   千曲川 1892 118 1.8 木橋 

R0282 八幡橋    長野 長野市    千曲川 1911 90 2.4 板橋 

R0283 屋代橋    長野 千曲市（更埴市）・長野市 千曲川    鋼下路ニールセンローゼ橋 

R0284 千曲川水管橋   長野      千曲川 1967 395.8  連続トラス 連続桁 

R0285 万葉橋  まんよう 長野 千曲市（戸倉町・上山田町） 千曲川 1966 364.2 12 合成鈑桁 ｌ＝40.5 ｎ＝9 

R0286 力石橋    長野 千曲市（戸倉町・上山田町） 千曲川 1910 218 3 木橋 

R0287 村上船橋    長野      千曲川 1873 110 2.1 船橋 

R0288 笄橋  こうがい 長野    県道 339号 千曲川 1984 231 4.5 合成鈑桁 ＰＣスラブ橋 計ｎ＝10 

R0289 越木橋    長野 上山田町    千曲川 1890    

R0290 笹崎橋    長野 埴科郡     千曲川 1894 145.5 3.6 木橋  

R0291 昭和橋    長野 坂城町  県道 160号 千曲川 1952 381.4 4.5  

               ＲＣローゼ ｌ＝6ｘ38.4 全区間ローゼ橋 となる 

R0292 昭和橋    長野      千曲川 1964 466 4.5 伸長 ゲルバー鈑桁 ｌ＝42.1 

R0293 坂城大橋    長野 坂城町    千曲川 1987 678 6.5+2@2.5 PC 

           有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝38.9+5@66+60+34.4 ＲＣ連続中空床版橋 ｎ＝4 

R0294 大望橋    長野 坂城町    千曲川 1964 182.9 2.6 トラス ｌ＝2ｘ49.5 木桁 ｎ＝6 

R0295 大望橋    長野      千曲川 2000 456.8  トラス部を伸長 ｎ＝2 

R0296 鼠橋  ねずみ 長野 坂城町    千曲川 1984 193- 6.75+2 連続鈑桁 ｌ＝4@48 

R0297 上五明船橋   長野 坂城町    千曲川 1882   船橋 

R0298 布野船橋    長野 坂城町    千曲川 1875   船橋 

R0299 上田大橋  うえだおお 長野 上田市  国道 21号 千曲川 2000 470.1 8.25+3.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（58+2@58.8+58.2） 

R0300 古船橋  ふるふね 長野 上田市  県道 65号 千曲川 1974 268.9 12 連続鈑桁 

R0301 諏訪部橋    長野 上田市    千曲川 1872   船橋 

R0302 上田橋    長野    国道 143号 千曲川 1970 207.1 7.5+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝64.1+78+64.1 

R0303 千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 上田市  上田交通 千曲川 1924 ≒225 単線 トラス ｌ＝5ｘ43.9 

R0304 常田新橋  ときだしん 長野 上田市    千曲川 1999 485 14.5 鋼箱桁 

R0305 小牧橋  こまき  長野 上田市    千曲川 1985 357.65 7.5+2.5  

                 連続鈑桁 ｎ＝2ｘ3@ 合成鈑桁  

R0306 第二千曲川橋梁   長野 上田市  北陸新幹線 千曲川 1997 270 複線 ＰＣ斜張橋 ｌ＝2@133.9  

R0307 千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 上田市  上田交通 千曲川 1918 単線 錬鉄ポニートラス（ﾋﾟﾝ結合） ｌ＝4ｘ30.2 

R0308 大石橋  おおいし 長野      千曲川 2004 194.6 8 鈑桁 

R0309 大屋橋    長野 上田市  国道 132号 千曲川 1973 171 7+2@1.5 連続鈑桁 ｌ＝40+2ｘ45+40 

R0310 田中橋    長野 東御市（東部町） 県道 81号 千曲川 1970 97.6 5.5 鈑桁 

R0311 羽毛山橋  はけやま 長野 東御市（北御牧村） 県道 167号 千曲川 1962 122 5.5 トラス n＝2 

R0312 境橋（大川橋，千曲川橋） 長野 東御市（北御牧村）  千曲川 1939 79 6 ＲＣローゼ ｌ＝1ｘ38.4 

R0313 木の下橋    長野 北佐久郡    千曲川 1882 100 2.1 土橋 

R0314 新橋    長野 北佐久郡    千曲川 1882 76 1.8 土橋 

R0315 鍵津橋    長野 北佐久郡    千曲川 1882 56 2.1 木橋 

R0316 布下橋    長野 東御市（北御牧村）  千曲川 1966 80 3.2 トラス n＝2  

R0317 千曲川橋梁   長野 小諸市   布引電気鉄道 千曲川 1926  単線 鈑桁 

R0318 布引大橋    長野      千曲川     

R0319 水管橋    長野      千曲川   水管 トラス ｎ＝3 

R0320 大久保橋  おおくぼ 長野 小諸市  県道 40号 千曲川 1969 98 6+2@0.75 鋼トラスドランガー ｌ＝1ｘ96.9 

R0321 (西浦ダム)    長野      千曲川     

R0322 戻り船橋    長野 小諸市    千曲川 1882 73 1.8 木橋 

R0323 戻橋（茂登里橋）   長野    県道 142号 千曲川 1936 114 10.8 ＲＣゲルバー桁 

R0324 小諸大橋    長野 小諸市    千曲川 1994 330 10.5 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝105 

R0325 大杭橋    長野 小諸市    千曲川    吊橋 トラス補剛 木床 RC塔 

R0326 宮沢橋    長野 小諸市    千曲川     

R0327 浅科大橋    長野    県道  千曲川     

R0328 第一千曲川橋梁   長野    北陸新幹線 千曲川     

R0329 塩名田橋    長野 佐久市（浅科町）   千曲川 1893   木造方杖橋 

R0330 中津橋    長野    県道 44号 千曲川 1970 129.9 8 上路連続トラス ｎ＝3 

R0331 枇杷島橋    長野 佐久市（浅科町） 県道 103号 千曲川 1923 89 10 連続鈑桁 
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R0332 佐久橋    長野    県道 78号 千曲川 1933 260.3 5.5 トラス ｌ＝1ｘ56 ＲＣ桁  

R0333 御影橋  おかげ 長野 佐久市    千曲川    鈑桁 

R0334 浅蓼大橋   せんりょうおお 長野 佐久市  国道 141号 千曲川    鈑桁 

R0335 法雲大橋    長野 佐久市  国道 141号バイパス 千曲川     

R0336 内山大橋    長野 佐久市  国道 254号 千曲川 1977 256 9.5 上路トラス 鈑桁 計ｎ＝7 

R0337 佐久大橋    長野 佐久市     千曲川 1968 212.1 13+2@1.5  

               連続鈑桁 ｌ＝3ｘ40.85 合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ41.2 

R0338 野沢橋    長野 佐久市  県道 144号 千曲川 2000 167 10+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝55+55.2+55 

R0339 住吉橋    長野 臼田町    千曲川 1990 166 12 ＰＣ桁 

R0340 臼田橋    長野 臼田町  県道 93号 千曲川 1955 141.1 5.5 ＲＣローゼ橋 ｌ＝4ｘ34.4 

R0341 三条大橋    長野 佐久町・臼田町   千曲川     

R0342 八十巌橋    長野 佐久町    千曲川     

R0343 宿岩橋    長野      千曲川     

R0344 栄橋    長野 佐久町    千曲川 1938 87 6 ＲＣゲルバーローゼ ｌ＝20+45+20 

R0345 栄海橋  よしみ 長野 佐久町    千曲川 1988 90 3 ＰＣ斜張橋 ｎ＝2 

R0346 南佐久大橋   長野 佐久町  国道 299号 千曲川 1972 175 10  

R0347 南部大橋    長野 八千穂村    千曲川 2001   連続鈑桁 

R0348 下畑橋    長野 佐久町・八千穂村   千曲川     

R0349 宮前橋    長野 八千穂村    千曲川     

R0350 天神橋    長野 八千穂村  県道  千曲川     

R0351 千曲橋    長野 八千穂村    千曲川 1960   木造吊橋 木造補剛トラス ＲＣ塔 

R0352 高岩橋    長野 八千穂村    千曲川 1913 58 1.8 吊橋 

R0353 東馬流橋    長野 小海町    千曲川     

R0354 馬流橋    長野 小海町    千曲川 1908 73 3.6 吊橋 

R0355 清流ふれあい橋   長野 小海町    千曲川 2005 62.5 5 鋼下路パイプアーチ 

R0356 小海大橋    長野 小海町    千曲川 1959 135  ＲＣ橋 

R0357 第七千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 小海町  ＪＲ小海線 千曲川  113 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ19.2+1ｘ31.5+1ｘ22.3 

R0358 箕輪橋    長野 小海町    千曲川     

R0359 第六千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 小海町  ＪＲ小海線 千曲川 1932 72 単線 鈑桁 ｌ＝12.9+2ｘ22.3+12.9 

R0360 穂積橋    長野 小海町    千曲川 1911 64 3.6 吊橋 

R0361 海尻橋    長野 南牧村    千曲川 1746    

R0362 第五千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 南牧村  ＪＲ小海線 千曲川 1932 85 単線  

                鋼鈑桁 ｌ＝2ｘ12.9 錬鉄鈑桁 ｌ＝3ｘ18.7 

R0363 海ノ口大橋   長野 南牧村    千曲川 2000   PC斜張橋 

R0364 大芝橋    長野 南牧村    千曲川     

R0365 第四千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 南牧村  ＪＲ小海線 千曲川 1935 107 単線  

              鋼鈑桁 ｌ＝12.9 +26.3+12.9 錬鉄鈑桁 ｌ＝13.1+12.9+12.9 

R0366 古屋敷橋    長野 南牧村    千曲川     

R0367 第三千曲川橋梁   長野 南牧村  ＪＲ小海線 千曲川  80 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ12.9 

R0368 向橋    長野 南牧村    千曲川     

R0369 第二千曲川橋梁   長野 南牧村  ＪＲ小海線 千曲川 1983 93 単線 伸長 鈑桁 ｌ＝6ｘ12.9+13.45+13.27 

R0370 広瀬橋    長野      千曲川     

R0371 切岨橋    長野 南牧村    千曲川 1912 60 2.4 吊橋 

R0372 第一千曲川橋梁 ちくまがわ 長野 川上村  ＪＲ小海線 千曲川 1935 46 単線  

                鋼鈑桁 ｌ＝12.9 錬鉄鈑桁 ｌ＝9.7+21.95 

R0373 樋沢新田橋   長野 川上村    千曲川     

R0374 男橋    長野 川上村    千曲川     

R0375 本郷橋    長野 川上村    千曲川     

R0376 赤顔橋    長野 川上村    千曲川     

R0377 大深山橋    長野 川上村    千曲川     

R0378 横沢橋    長野 川上村    千曲川     

R0379 金山橋    長野 川上村    千曲川     

R0380 小坂橋    長野 川上村  県道 68号 千曲川     

R0381 下木戸橋    長野 川上村  県道 68号 千曲川     

R0382 居倉橋    長野 川上村    千曲川     

R0383 秋山三号橋   長野 川上村    千曲川     

R0384 秋山二号橋   長野 川上村    千曲川     

R0385 秋山一号橋   長野 川上村    千曲川 1984 41 5  

R0386 室屋橋    長野 川上村    千曲川     

R0387 黒巌橋    長野 川上村    千曲川     

R0388 日本基橋    長野      千曲川     

R0389 蓬 1号    長野      千曲川     

R0390 蓬 2号    長野      千曲川     

R0400 安曇橋  あずみ 長野 穂高町・明科町   高瀬川 1936 331.6 4.5 ＲＣゲルバー桁 

R0401 常盤橋    長野 穂高町    高瀬川 1882   土橋 

R0402 高瀬川橋梁   長野 穂高町・池田町 池田鉄道 高瀬川 1926 200 単線 トラス 

R0403 高瀬橋  たかせ 長野      高瀬川 2000 280 10+2@3.5  

                 ＲＣ下路ローゼ ｌ＝6ｘ31.2 ＲＣ桁橋 



 ７ 

R0404 池田松川橋   長野 松川村・池田町   高瀬川 1936 380.5 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝15+19@18.4+15 

R0405 高瀬川大橋   長野      高瀬川 1988    

R0406 宮本橋    長野 大町市    高瀬川     

R0407 高橋    長野 大町市  国道 147号 高瀬川     

R0408 高瀬上橋    長野      高瀬川     

R0409 高瀬川橋梁 たかせがわ 長野 大町市  JR大糸線 高瀬川 1958 289.2 単線  

               トラス l＝31.4 n＝8 鈑桁 l＝2ｘ12.9 RC桁橋 

R0410 観音橋    長野 大町市    高瀬川 2005 358 14.5 ＲＣ下路ローゼ ｌ＝7ｘ32 

R0411 蓮華大橋    長野 大町市    高瀬川     

R0412 （大町ダム）   長野      高瀬川 1985    

R0413 高瀬川橋    長野 大町市    高瀬川 1725   木造定橋 場所ははっきりしない 

R0414 高瀬橋  たかせ 長野 大町市    高瀬川 1899 196 3.6 （常盤村）木橋 

R0415 高瀬上橋    長野 大町市    高瀬川 1937 386.5 5.5 （常盤村）ＲＣゲルバー桁 

R0416 高瀬川橋    長野 大町市    高瀬川 1937 285.8 6+2@3 ＲＣ橋 

R0417 有明橋    長野 大町市    高瀬川 1855 198 2 木橋 

R0418 鹿島大橋    長野      高瀬川 1957 150 9 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ30 

R0420 裾花あやとり橋   長野 長野市    裾花川     

R0421 長安橋    長野 長野市    裾花川 1960    

R0422 裾花川橋梁   長野 長野市  長野新幹線 裾花川 1997    

R0423 裾花川橋梁   長野 長野市    ＪＲ信越本線 裾花川 1920   複線化 

R0424 裾花橋    長野 長野市  国道 219号 裾花川 1936 40.4 5.5 ＲＣオ－プンア－チ ｆ＝6 ｌ＝40  

R0425 相生橋    長野 長野市    裾花川 1955 84.1 8+2@1.5 ＰＣＴ桁 ｌ＝4ｘ20 

R0426 旭山橋    長野 長野市    裾花川     

R0427 茂管大橋    長野 長野市  国道 406号 裾花川     

R0428 裾花橋    長野 長野市  国道 406号 裾花川     

R0429 柳平橋    長野 長野市    裾花川     

R0430 湯ノ瀬ダム   長野      裾花川 1969   Ｈ＝18 重力ダム 長野県 

R0431 裾花ダム    長野      裾花川 1969   Ｈ＝83 アーチダム 長野県 

R0440 平神橋  へいしん 長野 天龍村  国道 418号 天竜川 1977 111.4 6 鋼下路 ランガー 

R0441 水神橋  すいじん 長野 天龍村    天竜川 1983 186 7  

               ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝29.4+125+29.4 

R0442 天龍川橋   てんりゅうがわ 長野 天龍村  国道 418号 天竜川 1955 232.4 4.5  

               トラス ｌ＝3ｘ60 ＲＣゲルバー橋 ｌ＝16+18+16 

R0443 平岡橋  ひらおか 長野 天龍村    天竜川 1985 153 5 連続トラス ｌ＝2@76 

R0444 平岡ダム  ひらおか 長野      天竜川 1952   Ｈ＝62.5 

R0445 羽衣崎橋    はごろもざき 長野 天龍村  県道 1号 天竜川 1974 179.5 6+2@0.75 鋼ニールセンローゼ橋 ｌ＝178 

R0446 天龍橋  てんりゅう 長野 天龍村  県道 430号 天竜川 1968 117 2 鋼吊橋 単径間 無補剛 鋼塔 

R0447 南宮橋（一号橋） なんぐう 長野 泰阜村    天竜川 1956 98 5.5  

                鋼ランガー桁 ｌ＝63 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ16.5  

R0448 （南宮島）    長野      天竜川    （中州） 

R0449 南宮橋（二号橋） なんぐう 長野 阿南町    天竜川 1968 54.6 4.5 タイドアーチ橋 ｌ＝48 

R0450 南宮大橋    なんぐうおお 長野 泰阜村・阿南町 県道 1号 天竜川 1995 282 7.25+2.5 ＰＣ斜張橋 ｌ＝2@141 

R0451 竜田橋  たつた 長野 泰阜村・阿南町 町道  天竜川 1971 104.3 2 吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 耐風索 

R0452 櫓橋  やぐら 長野 泰阜村・阿南町 県道 83号 天竜川 1976 144 6.25+1.5 トラス ｌ＝1ｘ110 桁 ｎ＝2 

R0453 泰阜ダム  やすおか 長野      天竜川 1936   Ｈ＝50 

R0454 長瀞橋  ながとろ 長野 泰阜村・下条村 県道 64号 天竜川 1973 154 6+2@0.75 鋼中路ローゼ ｌ＝144 

R0455 天龍川橋梁 てんりゅうがわ 長野  飯田市 ＪＲ飯田線 天竜川 1949 123 単線 上路連続トラス ｌ＝2@31.3 

R0456 躑躅橋  つつじ 長野 飯田市  市道  天竜川 1969 80 1.3 吊橋 無補剛 鋼床版 鋼塔 

R0457 千歳橋    長野 飯田市    天竜川     

R0458 太田橋    長野      天竜川 1877   木造刎橋+吊橋 

R0459 姑射橋  こや  長野    県道 492号 天竜川 1971 88.6 6+2@0.75 鋼ランガー桁 ｌ＝87.6 

R0460 天竜橋 （時又橋） てんりゅう 長野 飯田市  県道 237号 天竜川 1935 87.7 5.5  

                鋼下路 ブレースドリブタイドアーチ ｌ＝64.4  

R0461 黒沢橋    長野      天竜川 1884   木造刎橋  

R0462 天南橋    長野      天竜川 1899 56 2.4 木造吊橋  

R0463 南原橋 なんばら（みなばら） 長野    県道 247号 天竜川 1975 106 6+2@1 ＲＣオープンローゼ橋 ｌ＝1ｘ80 

R0464 知久平橋  ちくだいら 長野 飯田市    天竜川 1899 58 1.8 木造トラス 

R0465 水神橋  すいじん 長野 飯田市  国道 256号 天竜川 1979 322 6.5+2@1.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝55.3+3@70+55.3 

R0466 弁天橋 （伊久間橋） べんてん 長野 喬木村・飯田市 県道 18号 天竜川 1966 189.8 8 連続鈑桁 ｌ＝58+72.6+58 

R0467 阿島橋  あじま  長野 喬木村・飯田市 県道 251号 天竜川 1966 372.7 6 連続トラス ｌ＝2ｘ（3@61.8） 

R0468 明神橋  みょうじん 長野 豊丘村・高森町 県道 228号 天竜川 1997 226 12 鋼連続箱桁 

R0469 万年橋  まんねん 長野 豊丘村・高森町 県道 226号 天竜川 1960 99.5 5.5 トラス ｌ＝2ｘ49 

R0470 台城橋  だいじょう 長野 豊丘村・松川町 町道  天竜川 1972 98 4+2@0.75 連続部分合成鈑桁 ｎ＝2 

R0471 宮ケ瀬橋  みやがせ 長野 松川町  県道 18号 天竜川 1958 104 5.5 トラス ｌ＝2ｘ51 

R0472 部奈橋    長野 松川町    天竜川 1908 90 1.2 木造吊橋 

R0473 天龍橋  てんりゅう 長野 中川村・松川町 県道 18号 天竜川 1988 211.5 6.5 連続鈑桁 ｎ＝5 

R0474 天の中川橋 あまのなかがわ 長野 中川村  県道 218号 天竜川 1978 113.4 5.5 ＰＣＴ桁 ｎ＝3 



 ８ 

R0475 水管橋    長野 中川村    天竜川   水管 吊橋 

R0476 牧ケ原橋  まきがはら 長野 中川村  村道  天竜川 1979 137 6.25+2.25  

                鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝102  

R0477 坂戸橋  さかと  長野 中川村  県道 217号 天竜川 1933 77.8 5.5 ＲＣオープンアーチ ｌ＝70 

R0478 飯沼橋  いいぬま 長野 中川村・飯島町  村道 天竜川 1973 122.2 4+2@0.75 合成鈑桁 

R0479 水管橋    長野 飯島町    天竜川    吊橋 

R0480 日曾利橋  ひっそり 長野 飯島町  県道 200号 天竜川 1967 81.7 6 上路トラス ｎ＝2 

R0481 天王橋  てんのう 長野 駒ヶ根市・飯島町 市道  天竜川 1979 106.5 3 合成鈑桁 ｎ＝3 

R0482 吉瀬大橋  きせおお 長野 駒ヶ根市  県道 18号 天竜川     

R0483 吉瀬橋  きせ  長野 駒ヶ根市  県道 18号 天竜川 1958 80 4.5 PC桁 ｌ＝3ｘ26.7 

R0484 南向ダム  みなかた 長野      天竜川 1929    

R0485 小鍛冶の渡し   長野 駒ヶ根市    天竜川    渡船 

R0486 小鍛冶大橋 こかじおお 長野    農免道路 天竜川 1990   ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0487 天龍大橋   てんりゅうおお 長野 駒ヶ根市  県道 49号 天竜川 1988 206.4 11 ＰＣ桁 ｎ＝6 

R0488 駒見大橋    長野 駒ヶ根市  市道  天竜川 2000 243 13.375  鋼ローゼ+連続鈑桁+鋼ローゼ橋 

R0489 大久保橋  おおくぼ 長野 駒ヶ根市・宮田村 県道 213号 天竜川 1964 94.1 5.5 トラス ｎ＝1 桁 ｎ＝2 

R0490 大久保ダム管理橋  長野 駒ヶ根市・宮田村   天竜川 1927    

R0491 北の城橋    きたのじょう 長野 駒ヶ根市・宮田村   天竜川 1958 60 3 吊橋 鋼補剛トラス 木床 ＲＣ塔 

R0492 殿島橋  とのしま 長野 伊那市  県道 209号 天竜川 1936 213.5 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝11 

R0493 （深沢橋）    長野      天竜川 1835 63.6 3.6 定橋 木桁 ｌ＝3ｘ14.5+20 

R0494 春近大橋   はるちかおお 長野 伊那市  県道 209号 天竜川 1991 300 8 鋼連続箱桁 ＰＣＴ桁 計ｎ＝8 

R0495 平成大橋   へいせいおお 長野 伊那市    天竜川 1993 124  連続鈑桁 

R0496 毛見橋  けみ  長野 伊那市  市道  天竜川 1972 111 6+2@0.75 連続鈑桁 ｎ＝3 

R0497 桜橋（桜島橋） さくら  長野 伊那市  市道  天竜川 1974 75.8 4+2@0.75 鋼連続箱桁 ｎ＝2 

R0498 中央橋  ちゅおう 長野 伊那市  市道  天竜川 1960 67 8 ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0499 天龍大橋   てんりゅうおお 長野 伊那市    天竜川 1885 54 2.2 木橋 

R0500 （伊那大橋）   長野      天竜川 1901 108 4.5 木橋 

R0501 大橋  おお  長野    国道 361号 天竜川 1933 86.5 6.5 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝5 

R0502 二条橋  にじょう 長野 伊那市    天竜川 1976 72 9+2@1.5 ＰＣＴ型桁 ｎ＝2 

R0503 水神橋  すいじん 長野 伊那市  市道  天竜川 1953 101 4 ＲＣ下路ローゼ桁 ｌ＝3ｘ32.8 

R0504 新水神橋    しんすいじん 長野 伊那市    天竜川 1985 99 7+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝30+38.3+30 

R0505 神子柴橋    長野 伊那市    天竜川    渡船 

R0506 明神橋  みょうじん 長野    市道  天竜川 1963 110 3.7 ＲＣ下路ローゼ桁 ｌ＝3ｘ36 

R0507 北殿橋    長野 伊那市・南箕輪村 村道  天竜川 1916 84 2.7 板橋 

R0508 天龍橋  てんりゅう 長野      天竜川 1934 93.5 4 ＲＣ連続桁 ｎ＝7 

R0509 ？     長野    国道 151号 天竜川     

R0510 新箕輪橋  しんみのわ 長野 箕輪町  県道 207号 天竜川 1993 97.7 7+2@2.5 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0511 町田橋  まちだ 長野 箕輪町  村道  天竜川 1984   連続鈑桁 ｎ＝3 

R0512 水管橋    長野 上伊那広域水道用水企業団 天竜川    パイプ桁 

R0513 箕輪橋  みのわ 長野 箕輪町  県道 207号 天竜川 1954 98.6 4.5 ＲＣ下路ローゼ桁 ｌ＝32 ｎ＝3 

R0514 明神橋  みょうじん 長野 箕輪町  町道  天竜川 1963 100 3 ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0515 十沢橋  とざわ 長野 箕輪町  県道 19号 天竜川 1962 110 8 ＰＣ桁 ｎ＝4 

R0516 天龍川水管橋   長野 箕輪町 上伊那広域水道用水企業団 天竜川 2002  水管 逆三角形トラス 

R0517 伊那路橋(沢大橋) いなじ 長野 箕輪町  県道 206号 天竜川 1934 60 5.5 ＲＣ桁 ｎ＝5 

R0518 東西橋  とうざい 長野 辰野町    天竜川 1981 70.9 6.5+2@1.5 連続鈑桁 ｌ＝2@34.95 

R0519 天竜川橋   てんりゅうがわ 長野 辰野町   中央自動車道 天竜川 1974 100.6 2x8.5 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ49.8 

R0520 下田橋    長野 辰野町    天竜川 1892 47 2.7 廃橋 

R0521 相合橋  あいあい 長野 辰野町  県道 203号 天竜川 1987   連続鈑桁 ｎ＝2 

R0522 新樋橋  しんとい 長野 辰野町  町道  天竜川 1994 80.2 10 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0523 城前橋  しろまえ 長野 辰野町  町道  天竜川 1957 63.2 8 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0524 昭和橋  しょうわ 長野 辰野町  町道  天竜川 1963 43.6 4.6 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0525 平出橋    長野 辰野町    天竜川 1906 43  木橋 

R0526 大正橋  たいしょう 長野      天竜川 1938   ＲＣ橋 

R0527 大橋  おお  長野    県道 14号 天竜川 1973   鋼箱桁 

R0528 清水橋  しみず 長野 辰野町    天竜川 1972   鈑桁 

R0529 第二天龍川橋梁 てんりゅうがわ 長野 辰野町   国鉄中央本線 天竜川 1928  単線 鈑桁 

R0530 松尾橋  まつお 長野 辰野町    天竜川 1978   鈑桁 

R0531 わらべ橋    長野 辰野町    天竜川 1998  3 桁橋 

R0532 山の尾橋  やまのお 長野 辰野町    天竜川 1965   ＲＣ桁 

R0533 天白橋  てんぱく 長野 岡谷市    天竜川 1927 36.6 3.8 ＲＣラーメン桁 ｎ＝4 

R0534 塩坪橋    長野 岡谷市    天竜川    木造吊橋 鋼塔 廃橋 

R0536 西天龍堰管理橋   長野 岡谷市    天竜川 1976   Ｈ型桁 

R0537 （鮎沢橋）    長野 岡谷市    天竜川    渡船 

R0538 (大橋)    長野      天竜川 1875 38 3.6 木橋 

R0539 観蛍橋  かんけい 長野    県道 14号 天竜川 1985   合成鈑桁 ｎ＝2 

R0540 龍上橋（通学橋） りゅうじょう 長野 岡谷市    天竜川 1990  8.5 合成鈑桁 

R0541 水管橋    長野      天竜川    三角トラス 

R0542 第二天竜川橋梁 てんりゅうがわ 長野 岡谷市    ＪＲ中央本線 天竜川 1983 33.2 複線 鈑桁 ｌ＝46.8 ｎ＝2 
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R0543 第二天竜川人道橋 てんりゅうがわ 長野     天竜川 1981   鈑桁 ｎ＝2 

R0544 捷径橋（三沢橋） しょうけい 長野 岡谷市    天竜川 1934 48.7 3.6 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝3 

R0545 橋原橋  はしばら 長野 岡谷市    天竜川 1983 58 6 トラス ｌ＝1ｘ56.7  

R0546 第一天竜川橋梁 てんりゅうがわ 長野 岡谷市 ＪＲ中央本線 天竜川 1980  複線 トラス 

R0547 岡谷高架橋 おかや 長野 岡谷市 中央自動車道 天竜川 1986 593 2x9  

              ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝102+126+148+126+87.88 

R0548 駅南天龍 橋 えきなんてんりゅう  長野 岡谷市   天竜川 1983   鈑桁 ｎ＝2 

R0549 天龍橋  てんりゅう 長野 岡谷市  県道 16号 天竜川 1989   合成鈑桁 ｎ＝3 

R0550 釜口橋  かまぐち 長野 岡谷市  県道 16号 天竜川 1932 81.9 5.5  

        ボ－ストリング トラス ｌ＝51.8 下路鈑桁 ｌ＝1ｘ33 後鈑桁に中間支点をいれ ｌ＝2ｘ16.6 

R0551 釜口水門管理橋 かまぐちすいもん 長野 岡谷市   天竜川 1988 81.75 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ22.95 

R0580 ？     長野・岐阜 南木曽町・中津川市 木曽川     

R0581 ？     長野・岐阜 南木曽町・中津川市 木曽川     

R0582 ？     長野 南木曽町   国道  木曽川     

R0583 ？     長野 南木曽町     JR中央本線 木曽川     

R0584 三留野大橋   長野 南木曽町     木曽川     

R0585 高瀬橋    長野 南木曽町     木曽川     

R0586 柿其橋    長野 南木曽町     木曽川     

R0587 （ダム）    長野      木曽川     

R0588 阿寺橋    長野 大桑村    木曽川    鋼下路アーチ 

R0589 野尻向橋    長野 大桑村    木曽川    吊橋 ＲＣ塔 

R0590 野尻橋梁    長野 大桑村   木曽森林鉄道 木曽川 1923   トラス 上路トラス 鈑桁 廃線 

R0591 下出橋    長野 大桑村    木曽川 1921  （大同電力大桑発電所建設用） 吊橋 ｎ＝2  

R0592 大桑橋    長野 大桑村    木曽川     

R0593 殿大橋    長野 大桑村    木曽川     

R0594 満寿大橋    長野 大桑村    木曽川     

R0595 小川橋    長野 上松町    木曽川     

R0596 鬼渕橋    長野 上松町    木曽川     

R0597 東洋林工専用吊橋  長野 上松町    木曽川    吊橋 無補剛 鉄塔 廃道 

R0598 桟橋    長野 上松町    木曽川     

R0599 広胖橋    長野 木曽町    木曽川     

R0600 中島橋    長野 木曽町    木曽川     

R0601 行人橋    長野 木曽町    木曽川     

R0602 大手橋    長野 木曽町    木曽川     

R0603 中央橋    長野 木曽町    木曽川     

R0604 間所橋    長野 木曽町    木曽川     

R0605 倭橋    長野 木曽町    木曽川     

R0606 ？     長野 木曽町  国道 381号 木曽川     

R0607 矢崎橋    長野 木曽町    木曽川     

R0608 荒神橋    長野 木曽町    木曽川     

R0609 ？     長野 木曽町    JR中央本線 木曽川     

R0610 ？     長野 木曽町  国道 381号 木曽川     

R0611 ？     長野 木曽町  国道 19号 木曽川     

R0612 ？     長野 木祖村    JR中央本線 木曽川     

R0620 木曽ﾀﾞﾑ    長野      王滝川 1968   Ｈ＝35.2 重力式 発電 関西電力 

R0621 黒田橋    長野 木曽町  県道 20号 王滝川 1958 84.4 5.5 上路トラス橋 ｌ＝55 ｌ＝2ｘ14  

R0622 常盤橋  ときわ  長野 木曽町  県道 20号 王滝川 1958 59.4 5.5  

             鋼中路ソリッドリブア－チ ｌ＝46 鈑桁 ｌ＝1ｘ13 ＲＣラーメン 

R0623 常盤ダム  ときわ  長野      王滝川 1941   Ｈ＝24.1 重力式 発電 関西電力 

R0624 大島橋  おおしま 長野 木曽町  県道 256号 王滝川 1958 105 5.5 鋼ランガー桁 ｌ＝104  

R0625     おおしま 長野    県道 256号 王滝川 1958 105 5.5 鋼ランガー桁 ｌ＝104 

R0626 六段橋  ろくだん 長野 王滝村  県道 256号 王滝川 1963 76 5.5 上路トラス 

R0627 牧尾ダム    長野      王滝川 1961    

           Ｈ＝104.5 ロックフイルダム 灌漑、上水道、工業用水、発電 水資源機構 

R0628 大岩橋    長野 王滝村    王滝川 1936 70.6 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝22.5+26+22.5 

R0629 鞍馬橋    長野 王滝村     王滝川 1893 47 3 刎橋  

R0630 大鹿淵橋   おおしかぶち 長野 王滝村   王滝森林鉄道 王滝川 1923    

             鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝39.3 後に道路橋に転用 

R0631 二子持橋    長野 王滝村    王滝川 1958 101.4 5.5 鋼ランガー桁 ｌ＝14+73.5+14 

R0640 三峰川橋    長野 伊那市    三峰川     

R0641 龍東橋    長野      三峰川 1972 208 10 鈑桁 

R0642 三峰川橋    長野 伊那市・高遠町   三峰川 1963 205.6 5.5 ＲＣゲルバー桁 

R0643 虹橋    長野 伊那市・高遠町   三峰川 1958 98 水路 鋼上路ア－チ 

R0644 高遠橋？    長野 高遠町    三峰川    吊橋 3径間 トラス補剛 ＲＣ塔 

R0645 望仙橋    長野 高遠町    三峰川     

R0646 天女橋    長野 高遠町    三峰川 1894 87 3.6 木橋  

R0647 （弁財天橋）   長野      三峰川 1962   吊橋 n＝3 鋼補剛トラス ＲＣ塔 

R0648 弁財天橋    長野 高遠町  国道 256号 三峰川 1939 89 4.5 ＲＣゲルバー桁 ｎ＝4 



 １０ 

R0649 高遠大橋    長野 高遠町  国道 152号 三峰川     

R0650 白山橋    長野 高遠町    三峰川    鋼ニールセンローゼ 

R0651 高遠ダム    長野      三峰川     

R0652 常盤橋    長野 長谷村・高遠町   三峰川 1881 35 2.4 木橋 

R0653 美和ダム    長野      三峰川     

R0654 万歳橋    長野 長谷村    三峰川 1881 33 2.4 木橋 

R0655 神田橋  しんでん 長野 長谷村    三峰川 1957 214 3.5  

          吊橋 ｌ＝52.5+107+52.5 鋼中路補剛トラス ＲＣ床 ダイアゴナルステイ 鋼塔 

R0656 三峰川橋    長野 長谷村（美和村） 国道 211号 三峰川 1968 74 6 鋼下路トラスドランガー ｌ＝73.2  

R0657 千代橋    長野 長谷村（伊那里村）  三峰川 1902 78 2.1 木橋 

R0658 中尾橋    長野 長谷村（伊那里村）  三峰川 1911 84 2.1 木橋 

R0659 杉島橋    長野 長谷村    三峰川 1910 54.5 2.4 木造方杖桁橋 

R0660 板島橋    長野 長谷村（伊那里村）  三峰川 1915 55 2.4 吊橋 

R0670 柳川橋    長野 平谷村    矢作川     

R0671 宮の前橋    長野 平谷村    矢作川     

R0672 歩道橋    長野 平谷村    矢作川     

R0673 柳橋    長野 平谷村    矢作川     

R0674 うつぼ橋    長野      矢作川     

R0675 柳川橋    長野 平谷村    矢作川     

R0676 桃田橋    長野 根羽村  村道  矢作川 1976 46 4 鈑桁 

R0677 月瀬大橋  つきぜおお 長野 根羽村  村道  矢作川 1977 46 4 永久橋 桁橋 ｎ＝2 

R0678 宮前橋    長野 根羽村  村道  矢作川 1935 24.6 4 ＲＣオープンアーチ 

R0679 平瀬橋    長野 根羽村  主地道 10 矢作川 1959 38.4 5 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0680 太田橋    長野 根羽村  村道  矢作川 1958 24 3 ＲＣ門型ラーメン橋 

R0681 黒地橋  くろじ  長野 根羽村  県道 46号 矢作川 1997    

R0682 明神橋  みょうじん 長野 根羽村     矢作川 1954 26.2 3.5 ＲＣオープンアーチ 

R0683 弁天橋    長野 根羽村  県道 46号 矢作川 1954 16.4 3.3 ＲＣＴ桁 

R0684 （小戸名川） おどな 長野 根羽村    矢作川     

R0685 向山橋    長野 根羽村  村道  矢作川 1978 24.6 3  

R0686 水神大橋    長野 根羽村  県道 46号 矢作川 1997    

R0687 浅間橋  せんげん 長野 根羽村  村道  矢作川 1959 15 4 永久橋 ｎ＝1 

R0688 賽の神橋  さいのかみ 長野 根羽村    矢作川 1976 18 3  

R0689 弁天橋    長野 根羽村  個人  矢作川    木橋 

R0690 新洞橋    長野 根羽村    矢作川     

R0691 八丁平橋    長野 根羽村  県道 46号 矢作川 1967 15 1.5 ＰＣ桁 

R0692 白江橋  しらえ  長野 根羽村  県道 46号 矢作川 1955 13 7 ＲＣＴ桁 

R0693 焼洞橋    長野 根羽村    矢作川 1998    

R0694 丸太橋    長野 根羽村    矢作川     
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