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FR23:川を渡る橋・愛知県 
 

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 矢作古川橋梁  愛知    名鉄三河線 矢作古川 1928   鈑桁 

R0002 矢作古川橋梁   愛知       矢作古川 2004   廃線 

R0003 松大橋 まつおお 愛知 一色町・吉良町 国道 247号 矢作古川 1958 98.7 ８ 鈑桁 

R0004 大富橋 おおとみ 愛知 一色町・吉良町   矢作古川  239 3.8 木橋 

R0005 大富橋   愛知      矢作古川 1950 243.4 4 木造土橋 ｌ＝５ ｎ＝４９ 

R0006 大富橋   愛知      矢作古川 1968 246.6 8 ＰＣ桁 ｌ＝８ｘ３０   

R0007 笹子橋 ささこ  愛知 西尾市・吉良町   矢作古川  109 3.6 木造土橋 

R0009 笹子橋   愛知      矢作古川 1972 167 9.5 鈑桁 

R0010 横須賀大橋   愛知 西尾市・吉良町   矢作古川 1927 87.3 5.5 ＲＣ桁 

R0011 矢作古川橋梁  愛知 西尾市・吉良町 名鉄西尾線 矢作古川 1911   単線 鈑桁 n＝４ 

R0012 矢作古川橋梁  愛知 西尾市  西尾鉄道吉田線 矢作古川    鉄道  鈑桁  

R0014 尾野土橋   愛知 西尾市    矢作古川 

R0015 小焼野橋   愛知 西尾市    矢作古川 

R0016 古川橋 ふるかわ 愛知 西尾市    矢作古川 1965 95.5 9.5 ＰＣ桁 

R0022 江原橋   愛知 西尾市    矢作古川 

R0023 名豊矢作古川橋 めいほうやはぎふるかわ 愛知 西尾市 国道 23号 矢作古川  ２車 鋼箱桁 

R0024 名豊矢作古川橋  愛知      矢作古川    ４車化  

R0025 小島橋 おじま 愛知 西尾市     矢作古川 1951 33 4.5 ポニ－トラス ｌ＝１ｘ３３  

R0026 竜宮橋 りゅうぐう 愛知 西尾市    矢作古川    鈑桁 

R0027 矢作川大橋（新棚尾橋） やはぎがわおお 愛知 碧南市・西尾市 国道 247号 矢作川 1990 486 6.5+3.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝3@68.9 

R0028 矢作川大橋（新棚尾橋） 愛知      矢作川    ４車化 

R0029 棚尾橋 たなお 愛知 碧南市・西尾市 主地道 43号 矢作川 1967 441.7 10.5 合成箱桁 ｌ＝８ｘ５５  

R0033 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 碧南市・西尾市 名鉄三河線 矢作川 1926  単線 鈑桁 廃線 

R0039 中畑橋 なかばた 愛知  県道 303号   矢作川 1935 340.7 4.5  ポニートラス ｌ＝２９．５ ｎ＝１１  

R0040 中畑橋    愛知  県道 383号   矢作川 1993 341.7 7.5+2@2 連続トラス ｌ＝（2＋3）ｘ67.9  

R0041 上町橋   愛知 碧南市・西尾市   矢作川 1879   板橋 

R0043 上塚橋 かみつか 愛知  県道 301号   矢作川 1974 427 11 連続鈑桁  

R0047 米津橋 よねづ 愛知 西尾市    矢作川 1869   渡船 

R0058 明治橋 めいじ 愛知      矢作川 1945 247.6 5.5 地震で落橋，木造桁橋を架設 

R0059 米津大橋 よねづおお 愛知    国道 23号 矢作川 1985 302.2 10.25 平行して新橋を架設 鋼連続箱桁  

R0064 矢作川橋梁（米津橋梁） やはぎがわ 愛知 西尾市 名鉄西尾線 矢作川 1928 277.2 単線 鈑桁 

R0065 名豊矢作橋 めいほうやはぎ 愛知 安城市・西尾市 国道 23号 矢作川 1992 319.35 8.75+2  

              鈑桁＋鋼連続箱桁 l＝（2@68.2＋2@60.3） ＋鈑桁 

R0067 志貴野橋 しきの  愛知 安城市・西尾市 県道 294号 矢作川 1969 228 8 連続トラス ｎ＝４  

R0071 小川橋 おがわ 愛知 安城市・西尾市 県道 292号 矢作川 1989 307 12.5 連続鈑桁 ｌ＝６１  

R0076 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 安城市・岡崎市 新幹線 矢作川 1964 378 ２ｘ単線  

                 ＰＣ連続桁 l＝3x（41.5＋42＋41.5）  

R0078 青野橋   愛知 岡崎市    矢作川 1885    

R0079 新橋    愛知      矢作川 1899  2.4  

R0080 美矢井橋 みやい 愛知 安城市・岡崎市 県道 78号 矢作川 1965 491.5 7.5 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ（4@40.75）  

R0090 渡橋 わたり  愛知 岡崎市 主地道 48号 矢作川 1973 517.5 8.75 連続鈑桁 ｎ＝３ｘ３＠  

R0095 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 岡崎市 ＪＲ東海道本線 矢作川 1965 466.4 単線並列  

           別線架け替え ＰＣ連続箱桁 l＝2@50＋2x（45.8＋46.4＋45.8）＋2@40  

R0100 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 岡崎市 名鉄名古屋本線 矢作川 1971 320 ２ｘ単線 下路鈑桁 l＝22.4＋7x40＋27.6  

R0101 矢矧橋 やはぎ 愛知 岡崎市 国道 1号  矢作川 1951 276.8 9 鈑桁 l＝20.4＋9x25.4＋20.4  

R0102 日名橋 ひな  愛知 岡崎市 県道 56号 矢作川 1964 381 7 ゲルバー鈑桁 l＝33.7＋7@42.4＋33.7  

R0103 岡崎大橋 おかざきおお 愛知 岡崎市 県道 26号 矢作川 2002 657.5 11.6 （４車化） 鋼連続箱桁 ｎ＝８ 

R0104 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 岡崎市 愛知環状鉄道 矢作川 1970 338.2 単線 

                複線型ＰＣ連続箱桁 ｌ＝3ｘ（2@55.6）  

R0105 天神橋 てんじん 愛知 豊田市岡崎市 県道 239号 矢作川 1978 289 12.5 PC有ヒンジラーメン箱桁 l=83 ｎ＝４  

R0106 矢作川橋 やはぎがわ 愛知 豊田市岡崎市 東名高速 矢作川 1968 365 2x10.95  

             連続合成桁 l＝（61.3＋61.7＋59.1）＋（59.1＋61.7＋59.9）   

R0107 葵大橋 あおいおお 愛知 豊田市岡崎市 国道 248号 矢作川 1974 508.9 7.25+2.5  

             連続鈑桁 l＝（62.1＋6＊64）＋（63.9＋64＋64）＋（3@41.5）  

R0108 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 豊田市（渡刈町）・岡崎市 名鉄挙母線 矢作川 1973  単線 鈑桁 廃止 撤去 

R0109 渡刈高架橋（矢作川橋） やはぎがわ 愛知 豊田市   第二東名高速 矢作川 2005 820 ２＠２０  

                複合斜張橋 l＝175＋235＋235＋115  

R0110 いのち橋 いのち 愛知 豊田市  明治用水頭首工 矢作川 1909  ≒０．５ 頭首工に木の板を渡した橋 

R0111 水源橋 すいげん 愛知    市道  矢作川 1956 170 3.8 頭首工堰堤と兼用 RCゲルバー桁橋  



 ２ 

R0112 山室橋 やまむろ 愛知 豊田市  県道 491号 矢作川 197２ 192.1 8 PC有ヒンジラーメン箱桁  

R0113 鵜の首橋 うのくび 愛知 豊田市  市道  矢作川 1963 105.2 2.5  トラス ｌ＝２ｘ５１．８  

R0114 竜宮橋 りゅうぐう 愛知 豊田市     矢作川 1979 303.6 11.3 合成桁  

R0115 久澄橋 きゅうちょう 愛知 豊田市  国道 301号 矢作川 1994 274 2@(7.5+3.5)  

               単弦ローゼ ｌ＝96＋91 鋼箱桁 ｌ＝49＋38  

R0116 豊田大橋 とよたおお 愛知 豊田市  市道  矢作川 1999 474.5 8.5+2@5.75  

       鋼ニールセンローゼ（バスケットハンドル型） ｌ＝2ｘ140 鋼連続箱桁 ｌ＝2@58 鋼箱桁 ｌ＝78.5 

R0117 高橋  たか  愛知    県道 343号 矢作川 1956 192.1 5.5  トラス ｌ＝４８ ｎ＝２ 鈑桁 ｎ＝５  

R0118 平成記念橋 へいせいきねん 愛知 豊田市 市道  矢作川 1990 588.4 23  

                鋼ニールセンローゼ ｌ＝168 鋼連続箱桁  

R0119 平井橋 ひらい 愛知      矢作川    潜水橋 

R0120 水管橋 すいかん 愛知 豊田市  豊田市水道 矢作川 1978-   逆三角形パイプトラス 

R0121 大釜橋   愛知 豊田市    矢作川 1880   木橋 

R0122 平戸橋 ひらと  愛知 豊田市  国道 153号 矢作川 1936 134 8.1 鋼上路トラス  

R0123 勘八水管橋 かんぱち 愛知 豊田市    矢作川 1982 158 歩道＋水管 鋼 ランガー桁 n＝３ 

R0124 （越戸ダム） こしど  愛知 豊田市    矢作川 1929   中部電力 

R0125 勘八峡大橋 かんぱちきょうおお 愛  豊田市 東海環状自動車道 矢作川 2005 305 2＠10.25  

                鋼上路バランスドアーチ b＝１７４．５＋８５  

R0126 杖下大橋 しだれおお 愛知 豊田市  県道 6号 矢作川 1970 290  合成鈑 ｎ＝５  

R0127 両枝橋 りょうえだ 愛知 豊田市    矢作川 1967 132.4 4.5  

                鋼連続箱桁 ｌ＝2@47.5 合成桁 ｌ＝35.2  

R0128 矢作川橋梁 やはぎがわ 愛知 豊田市  名鉄三河線 矢作川 2004  単線 鈑桁 廃線 

R0129 広梅橋 ひろうめ 愛知 豊田市  県道 350号 矢作川 1999 76.7 4+1.2 鋼箱桁 ｌ＝1ｘ55.5 鈑桁 ｌ＝1ｘ19.4 

R0130 富国橋 とみくに 愛知 豊田市  市道  矢作川 2000    

              ポニートラス ｎ＝３ 中央１連流失。下路鈑桁で復旧 

R0131 （阿摺ダム） あずり 愛知 豊田市  中部電力 矢作川 1935    

R0132 加茂橋 かも  愛知 豊田市  県道 11号 矢作川 1962 97.5 6 トラス ｎ＝２ 

R0133 岩倉橋  愛知 豊田市     矢作川 1969 74 4.5 鈑桁  

R0134 （百月ダム） どうづき 愛知 豊田市  中部電力 矢作川 1926    

R0135 笹戸橋 ささど 愛知 豊田市   県道 11号 矢作川 1965 135 6 連続鈑桁 ｌ＝40.6＋53＋40.6  

R0136 鮎見橋 あゆみ 愛知    県道 11号 矢作川    歩道橋併設 

R0137 有平橋 ありひら 愛知 豊田市  県道 355号 矢作川 1989 193 .75 合成桁 ｎ＝５  

R0138 両国橋 りょうごく 愛知 豊田市  町道  矢作川 1957   鋼 ポニートラス ｌ＝１ｘ３８  

R0139 日の出橋 ひので 愛知 豊田市  県道 19号 矢作川 1981 159.9 9.75 鈑桁 n= 

R0140 （笹戸ダム）  愛知 豊田市     矢作川 1935    

R0141 寿橋 ことぶき 愛知 豊田市   町道  矢作川 1971 75 3.5 鈑桁  

R0142 奥矢作橋 おくやはぎ 愛知・岐阜 恵那市・豊田市 村道 矢作川 1966 70.8 6 ＰＣＴ桁 ｌ＝２ｘ３４．６ 

R0143 （矢作第二ダム）  愛知・岐阜 恵那市・豊田市  矢作川 1971    

R0144 新閑羅瀬橋 しんしずらせ愛知・岐阜 恵那市・豊田市 町道 矢作川 1967 80 3.5 鈑桁  

R0145 矢作発電所通路橋 愛知・岐阜 恵那市・豊田市 中部電力専用通路 矢作川 歩道 鈑桁 n＝２ 

R0146 （矢作第一ダム）  愛知・岐阜 恵那市・豊田市  矢作川 1970   建設省 コンクリートアーチダム  

R0147 相走橋 あいばしり 愛知・岐阜 恵那市・豊田市 町道 矢作川 1968 120 4  

              上路トラス ｌ＝70 合成桁 ｌ＝（19.6）＋（29.6） 

R0148 大川橋 おおかわ 愛知・岐阜 恵那市・豊田市  矢作川    吊橋 

R0149 大川橋   愛知・岐阜 恵那市   矢作川 1968 100 4上路トラス ｌ＝1ｘ70 合成桁 ｌ＝2ｘ29.6 

R0150 出合大橋 であいおお 愛知・岐阜 恵那市・豊田市 県道 20号 矢作川 1990 142 6.75+2  

            鋼 トラスドランガー桁橋 ｌ＝1ｘ99 合成Ｈ型桁橋 ＲＣ中空スラブ橋 

R0151 新国界橋 しんこっかい愛知・岐阜 恵那市・豊田市 国道 257号 矢作川 1990 103 9.75 連続鈑桁 ｎ＝２  

R0152 国界橋 こっかい 愛知・岐阜 恵那市・豊田市  矢作川 1936 33.8 4.6 ＲＣ方杖ラーメン橋 ｌ＝３２ 廃橋 

R0153 鶺鴒橋   愛知・岐阜 恵那市・豊田市  矢作川    方杖橋 

R0154 中部電力専用橋  愛知・岐阜 恵那市・豊田市  矢作川 1970   吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0155 （根羽川） （ねば） 岐阜      矢作川     

R0156 河上瀬橋 かしょうぜ 岐阜 上矢作町・稲武町 町道  矢作川 1959 35 3.5 鋼 ポニートラス l=34.5 

R0157 押山発電所通路橋 岐阜 豊田市？    矢作川 1979   無補剛吊橋 

R0158 （押山ダム）   岐阜 稲武町    矢作川     

R0159 大野瀬橋   岐阜 稲武町  県道 20号 矢作川 1966 45 5.5 永久橋 桁橋 ｎ＝２ 

R0160 大野瀬橋   岐阜 稲武町    旧国道 153号 矢作川 1960 53 6 永久橋 桁橋ｎ＝３ 

R0161 上郷大橋   岐阜 稲武町  国道 153号 矢作川 1996   鈑桁 

R0162 上郷大橋   岐阜      矢作川     

R0163 矢作大橋 やはぎおお 岐阜 旭町     矢作川 1969 202 5.8  

R0164 庄内新川橋 しょうないしんかわ 愛知 名古屋市港区 国道 23号 庄内川 1963 564.5 20+2@2.25  

             ゲルバー鈑桁 l＝（35＋7@43＋35 ）＋（32.1＋3@39.6＋32.1）  

R0165 南陽大橋（庄内川橋） 愛知 名古屋市港区   庄内川 2003 461.4 20  

             鋼ニールセンローゼ橋＋鋼連続箱桁 ｎ＝３＋連続鈑桁 ｎ＝３ 

R0166 明徳橋   愛知 名古屋市港区 名古屋第二環状線 庄内川  223.8  鋼連続箱桁 ｎ＝３ 鈑桁  

R0167 正徳橋   愛知 名古屋市中川区・港区  庄内川 1960 200 歩道 流失区間下路ポニートラス ｎ＝２  

R0168 一色大橋 いっしきおお 愛知 名古屋市中川区 国道 1号 庄内川 1933 203.2 １４＋２＠３  

                ゲルバー鈑桁 l＝23.97＋5@30.9＋23.97  



 ３ 

R0169 大当郎橋   愛知 名古屋市中川区   庄内川     

R0170 新前田橋   愛知 名古屋市中川区 県道 29号 庄内川 1975 230 9.8 連続鈑桁 ｌ＝５４＋２＠６０＋５４  

R0171 庄内川橋梁 しょうないがわ 愛知 名古屋市中川区 近鉄名古屋本線 庄内川 1938 215.2 複線 トラス ｎ＝３ 鈑桁 ｎ＝

３ 

R0172 庄内川橋梁   愛知 名古屋市中川区 ＪＲ関西本線 庄内川   単線 桁橋 

R0173 横井大橋   愛知 名古屋市中川区・中村区 庄内川     

R0174 万場大橋 まんばおお 愛知 名古屋市中川区・中村区 県道 115号高速 5号万場線 庄内川 1984 302.6 2x(10.5+2.35)

          上段名古屋高速 下段 一般道 鋼連続箱桁 l＝（61＋73.5＋61）＋（52.5＋52.5）  

R0175 大正橋   愛知 大治町・名古屋市中村区 庄内川 1944 277.4 7 トラス ｎ＝３  ゲルバー鈑桁 ｎ＝９ 

R0176 大治水管橋   愛知 甚目寺町・名古屋市中村区 庄内川     

R0177 豊公橋   愛知 甚目寺町・名古屋市中村区 庄内川 1960 363.2 8  

              ゲルバー鈑桁 ｌ＝36＋3@46＋36 鈑桁 ｌ＝25 ｎ＝６  

R0178 庄内川橋梁   愛知 西枇杷島町・名古屋市西区 新幹線 庄内川 1964 199.4 複線 ＰＣ桁橋 ｌ＝8ｘ22.2＋16 

R0179 庄内川橋梁   愛知 西枇杷島町・名古屋市西区 ＪＲ東海道本線 庄内川     

R0180 枇杷島橋 びわじま 愛知 西枇杷島町  国道 12号 庄内川 1913   トラス 

R0181 枇杷島橋 びわじま 愛知 西枇杷島町・名古屋市西区 県道 67号 庄内川 1956 177.3 11+ ２ｘ２  

              ゲルバー鈑桁 l＝21＋3@32＋16 ＲＣＴ桁橋 ｎ＝４  

R0182 庄内川橋梁   愛知 西枇杷島町・名古屋市西区 名鉄名古屋本線 庄内川 1914   

                複線 トラス ｌ＝30 ｎ＝４ 鈑桁 撤去 

R0183 新名西橋 しんめいせい 愛知 西枇杷島町・名古屋市西区 国道 22号 庄内川 1964 204 13+3 鋼合成箱桁 ｌ＝5ｘ40.1  

R0184 庄内川橋   愛知       名古屋高速 6号 庄内川    PCエクストラドーズ橋 

R0185 庄内川橋 しょうないがわ 愛知   名古屋市西区 県道 63号 庄内川 1968 326.5 11.3 鋼合成箱桁 ｌ＝４ｘ４５．８＋３ｘ４６．５  

R0186 新川中橋 しんかわなか 愛知 名古屋市北区 国道 41号 庄内川 1964 383 11.5  

             連続合成鈑桁 l＝36.2＋3@36.1＋36.2＋34.1＋2@50＋44.1  

R0187 新川中橋   愛知     高速１号楠線 庄内川     

R0188 新中川橋   愛知      庄内川 1969    

R0189 ふれあい橋   愛知 名古屋市北区   庄内川 1993  歩道 ＰＣ橋？ 

R0190 水分橋 みずわけ 愛知 名古屋市北区・守山区  県道 102号 庄内川 1967 203 12  

                ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝24＋5@31＋24  

R0191 庄内川橋梁 しょうないがわ 愛知 名古屋市北区・守山区 名鉄小牧線 庄内川 1931 ≒202 単線  廃橋？ 

R0192 勝川橋 かちかわ 愛知 春日井市・名古屋市守山区 国道 19号 庄内川 1990 300.８ 7.5  

                ゲルバー鈑桁 l＝21.8＋9@28.5＋21.8  

R0193 庄内川橋梁   愛知 春日井市・名古屋市守山区  ＪＲ中央本線 庄内川 1964 248 複線  

                  鈑桁 ｌ＝6ｘ31.5＋2ｘ28.2 

R0194 松川橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 県道 30号 庄内川 1961 297.6 7  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝28＋7@35＋28  

R0195 庄内川大橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 国道 302号 庄内川   10.75+5.5  

R0196 庄内川橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 東名阪自動車道 庄内川 1992 279.45 2@8.5   

               鋼連続単弦ローゼ箱桁 l＝74.65＋130＋74.6  

R0197 庄内川大橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 国道 302号 庄内川   10.75+5.5  

R0198 吉根橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 県道 213号 庄内川 1960 19.128 6  

                   合成鈑桁 ｌ＝6ｘ32  

R0199 下志段味橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 県道 75号 庄内川  202  合成鈑桁 ｎ＝５ 

R0200 庄内川橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 東名高速 庄内川 1968 190 2x10.95  

            連続合成鈑桁 ｌ＝36.3＋2@46＋36.3 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ23.8  

R0201 志段味橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 県道 214号 庄内川 1974 150 11 合成鈑桁 ｌ＝49.2 ｎ＝３  

R0202 大留橋   愛知 春日井市・名古屋市守山区 庄内川 1959   鋼橋 

R0203 東東谷橋 ひがしとうこく 愛知 春日井市・名古屋市守山区 国道 155号 庄内川 1981 256.4 2x(7.25+3.5)  

                合成鈑桁 ｌ＝５ｘ５０．５ 空気ケーソン基礎 

R0204 東谷橋 とうこく 愛知 春日井市・名古屋市守山区 県道 452号 庄内川 1957 160.2 6 鋼上路トラス ｎ＝６ 

R0205 高蔵寺サイホン橋  愛知 春日井市・瀬戸市 愛知用水 庄内川 1961  水管 下路トラス ｎ＝２  

R0206 庄内川橋梁  愛知 春日井市・瀬戸市   愛知環状鉄道 庄内川 1988  複線 ＰＣ連続箱桁 

R0207 十軒橋   愛知 春日井市・瀬戸市   庄内川     

R0208 鹿乗橋 かのり 愛知 春日井市・瀬戸市 県道 53号 庄内川 1951 73 4.5  

      旧・鋼アーチ橋をコンクリートで被覆補強拡幅 鉄骨コンクリート上路２ヒンジアーチ橋 ｌ＝27.4 ｎ＝２ 

R0209 城嶺橋 しろがね 愛知 春日井市・瀬戸市 県道 205号 庄内川 1937 71.9 4.5 ＲＣ上路固定オープンアーチ橋  ｌ

=3@23 木造支保工 設計 田島 治身 施工 飛島組 

R0210 ？    愛知 名古屋市北区 ゴルフ場内の橋（複数） 矢田川   歩道  

R0211 新川中川橋   愛知 名古屋市北区 国道 41号 矢田川     

R0212 ？    愛知 名古屋市北区 名古屋高速楠線 矢田川 1988    

R0213 ふれあい橋   愛知 名古屋市北区   矢田川   歩道  

R0214 三階橋   愛知 名古屋市北区 県道 102号 矢田川 1927 １２８  ＲＣＴ桁橋(鈑桁？)  

R0215 天神橋   愛知 名古屋市北区 国道 19号 矢田川 1956    

R0216 矢田川橋梁 やだがわ 愛知 名古屋市守山区・東区    ＪＲ中央本線 矢田川 1964 １３８  鈑桁 ｌ＝６ｘ２２．７ 

R0217 矢田川橋 やだがわ 愛知 名古屋市守山区・東区  矢田川 1953 120 ７．５  

               ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝16.6＋4@21.9＋16.5 

R0218 矢田川橋梁 やだがわ 愛知 名古屋市守山区・東区     名鉄瀬戸線 矢田川 1929 159.2 単線  

                  鈑桁 ｌ＝1ｘ9.75＋7ｘ19.14 
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R0219 宮前橋   愛知 名古屋市守山区・東区 県道 30号 矢田川 1958 １８８ ９．５ ＰＣ桁橋 ｌ＝3ｘ26＋32＋3ｘ26 

R0220 千代田橋   愛知 名古屋市守山区   矢田川 

R0221 小原橋   愛知 名古屋市守山区・千種区 矢田川 

R0222 矢田川大橋   愛知 名古屋市守山区 国道 302号 矢田川 

R0223     愛知    東名阪自動車道 矢田川 1993    

R0224 大森橋   愛知 名古屋市守山区 県道 59号 矢田川     

R0225 矢田川橋   愛知 名古屋市守山区 東名高速 矢田川 1968 １１７ ２ｘ１０．９５ 連続合成鈑桁 ｌ＝35＋46＋35  

R0226 庄中橋   愛知 尾張旭市    矢田川 

R0227 瑞慶橋   愛知 尾張旭市  県道 214号 矢田川 

R0228 印場橋   愛知 尾張旭市  県道 208号 矢田川 

R0229 稲葉橋   愛知 尾張旭市    矢田川 

R0230 宮下橋   愛知 尾張旭市    矢田川 

R0231 西本地橋   愛知 尾張旭市瀬戸市 県道 75号 矢田川 

R0232 本地おお橋   愛知 瀬戸市  国道 363号 矢田川 

R0233 天白歩道橋   愛知 瀬戸市    矢田川 

R0234 菱野橋   愛知 瀬戸市  県道 57号 矢田川 

R0235 高座橋   愛知 瀬戸市    矢田川 

R0236 幡山橋   愛知 瀬戸市  県道 209号 矢田川 

R0237 掛下橋   愛知 瀬戸市    矢田川 

R0238 天神橋   愛知 瀬戸市  国道 155号 矢田川 

R0239 ？    愛知 瀬戸市   愛知環状鉄道 矢田川 1988  単線  

R0240 屋口橋   愛知 瀬戸市    矢田川 

R0241 大崎橋   愛知 豊橋市  県道 2号 梅田川 1959 175 7 ＰＣ桁 ｌ＝５ｘ３４  

R0242     愛知 豊橋市  国道 23号 梅田川 

R0243 植田橋   愛知 豊橋市  国道 259号 梅田川 

R0244 梅田川橋梁   愛知 豊橋市  名鉄  梅田川 1924  単線  

R0245 野依橋   愛知 豊橋市  県道 407号 梅田川 

R0246 畑ケ田橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0247 天伯橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0248 御厩橋   愛知 豊橋市  県道 405号 梅田川 

R0249 浜通橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0250 高田橋   愛知 豊橋市  県道 406号 梅田川 

R0251 摩耶橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0252 梅田橋   愛知 豊橋市  国道１号 梅田川 

R0253 西の川橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0254 沢渡橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0255 大岩橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0256 十七疋橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0257 高橋    愛知 豊橋市    梅田川 

R0258 道賢橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0259 梅田川橋梁   愛知 豊橋市  新幹線 梅田川 

R0260 筋違橋   愛知 豊橋市    梅田川 1965 30  ＲＣＴ桁 

R0261 長静橋   愛知 豊橋市    梅田川 

R0262 飛越橋   愛知 豊橋市  県道 402号 梅田川 

R0263 梅田川橋梁   静岡 湖西市  東海道本線 梅田川 1881 

R0264 梅田橋   静岡 湖西市  県道 3号 梅田川 

R0265 秋葉橋   静岡 湖西市  県道 401号 梅田川 

R0266 郡界橋（渡合橋） ぐんかい（どあい） 愛知 豊田市・岡崎市 巴川  1993 95.2 4.5 鋼ランガー桁 

R0267 神明橋   愛知 豊田市    巴川     鈑桁 

R0268 巴新橋   愛知 豊田市  県道 341号 巴川 

R0269 港橋(湊橋) みなと 愛知      巴川  1935   ポニ－トラス 

R0270 松平橋 まつだいら 愛知 豊田市  国道 301号 巴川  1954 70 5.3 ＲＣ連続桁 

R0271 滝穂橋   愛知 豊田市    巴川 

R0272 穂積橋 ほずみ 愛知 豊田市  県道 39号 巴川  1987 80 5.5 ＰＣ中空桁 ｎ＝３  

R0273 曇晴橋   愛知 豊田市  県道 359号 巴川  1927   ＲＣ橋  

R0274 白鷺橋   愛知 豊田市    巴川 

R0275 小原橋   愛知 豊田市    巴川  1964   ポニートラス ＋桁橋 

R0276 足助新橋   愛知 豊田市  県道 77号 巴川 

R0277 足助紀念橋   愛知 豊田市    巴川 

R0278 足助大橋   愛知 豊田市  国道 153号 巴川 

R0279 巴橋  ともえ  愛知 豊田市  国道 153号 巴川  1934 65.1 7.5 ＲＣ桁 ｌ＝５ｘ１２ 

R0280 待月橋   愛知 豊田市    巴川  2007   鈑桁 n＝３ 

R0281 薫楓橋   愛知 豊田市    巴川     PC桁 n＝２ 

R0282 香嵐橋   愛知 豊田市    巴川  1969 43.2 1.5 吊橋 

R0283 川端橋   愛知 豊田市  県道 362号 巴川 

R0284 千歳橋   愛知 豊田市  県道 337号 巴川 

R0285 立岩大橋   愛知 豊田市  国道 473号 巴川 

R0286 羽布ダム はぶ  愛知    東海農政局 巴川  1962 
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R0287 日光川大橋   愛知 飛島村  名古屋市港区 国道 23号 日光川 

R0288 富島大橋   愛知 飛島村  名古屋市港区 国道 202号 日光川 

R0289 日光大橋   愛知 蟹江町  県道 71号 日光川 1932 109.2 11 ゲルバー鈑桁 ｌ＝32＋44＋32  

R0290 新日光大橋   愛知 蟹江町  県道 66号 日光川 

R0291 大海用橋   愛知 蟹江町    日光川 

R0292 日光大橋   愛知 蟹江町  国道１号 日光川 

R0293     愛知 蟹江町   近鉄名古屋線 日光川 1938 

R0294 観音寺橋   愛知 蟹江町  県道 29号 日光川 

R0295     愛知 蟹江町    ＪＲ関西本線 日光川 1885 

R0296 北日光川橋   愛知 津島市  東名阪自動車道 日光川 1975 

R0297 北日光川橋   愛知 津島市  県道 40号 日光川 

R0298 鹿伏兎橋   愛知 津島市  県道 113号 日光川 

R0299 御贄橋   愛知 津島市    日光川 

R0300 新おにえ橋   愛知 津島市  県道 115号 日光川 

R0301 津島日光橋   愛知 津島市  県道 68号 日光川 

R0302 日光橋   愛知 津島市    日光川 2008   鈑桁 

R0303 古瀬南橋   愛知 愛西市  県道 79号 日光川     

R0304     愛知 愛西市  名鉄津島線 日光川 1914  複線  

R0305 小津橋   愛知 愛西市  県道津島? 日光川 

R0306 城南橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0307 嫁振橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0308 六輪橋   愛知 稲沢市  県道 126号 日光川 

R0309 宮浦橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0310 新平和橋   愛知 稲沢市  国道 155号 日光川 

R0311 下起橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0312 西光橋   愛知 稲沢市  県道 458 日光川 

R0313 本郷橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0314 大正橋   愛知 稲沢市  県道 128号 日光川 

R0315 法立橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0316 丸渕橋   愛知 稲沢市  県道 130号 日光川 

R0317 本甲一色橋   愛知 稲沢市  県道 130号 日光川 

R0318 森上橋   愛知 稲沢市    日光川 

R0319 森上橋   愛知 稲沢市  県道 67号 日光川 

R0320 山西橋   愛知 稲沢市  県道 133号 日光川 

R0321 山脇橋   愛知 稲沢市  県道 135号 日光川 

R0322     愛知 一宮市 稲沢市 名鉄尾西線 日光川 

R0323 天王橋   愛知 一宮市    日光川 

R0324 塚戸橋   愛知 一宮市    日光川 

R0325 日光川橋梁   愛知 一宮市  新幹線 日光川 1964 60 複線 鈑桁 ｌ＝２ｘ３０  

R0326 萩原南橋   愛知 一宮市    日光川 

R0327 新橋    愛知 一宮市  県道 513号 日光川 

R0328 新萩原橋   愛知 一宮市  県道 136号 日光川 

R0329 橋上橋   愛知 一宮市  県道 136号 日光川 

R0330     愛知 一宮市  名神高速 日光川 1964 

R0331 風張橋   愛知 一宮市    日光川 

R0332 北宮橋   愛知 一宮市    日光川 

R0333 北今橋   愛知 一宮市    日光川 

R0334 北今大橋   愛知 一宮市  県道 146号 日光川 

R0335 板倉橋   愛知 一宮市  県道 148号 日光川 

R0336 古川橋   愛知 一宮市    日光川 

R0337 新花福橋   愛知 一宮市    日光川 

R0338 花福橋   愛知 一宮市    日光川 

R0339 福寿橋   愛知 一宮市    日光川 

R0340 寺前橋   愛知 一宮市    日光川 

R0341 竹橋    愛知 一宮市  県道 14号 日光川 

R0342     愛知 一宮市   東海北陸自動車道 日光川 1998 

R0343 竹橋    愛知 一宮市  県道 14号 日光川 

R0344 大和橋   愛知 一宮市    日光川 

R0345 共栄橋   愛知 一宮市    日光川 

R0346 新一宮橋   愛知 一宮市    日光川 

R0347 荒木橋   愛知 一宮市    日光川 

R0348 日光橋   愛知 一宮市    日光川 

R0349 ほほえみ橋   愛知 一宮市    日光川 

R0350 一色橋   愛知 一宮市    日光川 

R0351 千間橋   愛知 一宮市  県道 146号 日光川 

R0352     愛知 一宮市  名鉄尾西線 日光川 1914  単線 

R0353 東神橋   愛知 一宮市    日光川 

R0354 伏木橋   愛知 一宮市    日光川 



 ６ 

R0355     愛知 一宮市  名鉄名古屋本線 日光川 1935  複線 

R0356     愛知 一宮市   ＪＲ東海道本線 日光川 1886  複線 

R0357 野黒橋   愛知 一宮市    日光川 

R0358 濃尾跨線橋   愛知 一宮市  県道 18号 日光川 

R0359 原橋    愛知 一宮市    日光川 

R0360 日光橋   愛知 一宮市  県道 190号 日光川 

R0361 和田橋   愛知 一宮市    日光川 

R0362 和田東橋   愛知 一宮市    日光川 

R0363 名栗南橋   愛知 一宮市    日光川 

R0364 深田橋   愛知 一宮市    日光川 

R0365 名栗東橋   愛知 一宮市    日光川 

R0366 権現橋   愛知 一宮市    日光川 

R0367 西小島橋   愛知 一宮市    日光川 

R0368 郷満橋   愛知 一宮市    日光川 

R0369 日光川橋   愛知 一宮市  国道２２号 日光川 

R0370 小島橋   愛知 一宮市  県道 150号 日光川 

R0371 古川橋   愛知 一宮市    日光川 

R0372 名港東大橋   愛知 名古屋市港区・東海市 伊勢湾岸自動車道 天白川     

R0373 天白大橋   愛知 名古屋市港区・東海市 県道 55号 天白川     

R0374 天白川橋   愛知 名古屋市港区・東海市 名古屋臨港鉄道南港線 天白川 1968   鋼橋  

R0375 天白川橋   愛知 名古屋市南区・東海市 名鉄常滑線 天白川 1963 194.6 複線 トラス ｎ＝４ 

R0376 新千鳥橋   愛知 名古屋市南区・東海市  天白川 1966 180.1 10+2.25  

                鋼曲線箱桁 l＝33.9＋20.4＋42.6 鋼床版  

R0377 千鳥橋 ちどり  愛知      天白川 1937 195.1 7.5+2x2.25  

                 トラス ｌ＝3ｘ50 鈑桁 ｌ＝2ｘ20.4  

R0378 水管橋   愛知 名古屋市南区・東海市  天白川     

R0379 天白扇川橋   愛知 名古屋市南区・緑区 名古屋高速３号大高線 天白川 1979    

R0380     愛知  国道 23号   天白川     

R0381 大星橋   愛知 名古屋市南区・緑区  天白川   歩道  

R0382 天白川橋梁   愛知 名古屋市南区・緑区 国鉄東海道本線 天白川 1888 135 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ20＋4ｘ19.8 

R0383 天白川橋梁   愛知 名古屋市南区・緑区 新幹線 天白川 1964  複線 鈑桁 ｌ＝３ｘ２７．５  

R0384 大慶橋   愛知 名古屋市南区・緑区 国道１号 天白川 2006 72.6 11+2x2 ＰＣ桁橋 ｎ＝３ 

R0385 天白川橋梁   愛知 名古屋市南区・緑区 名鉄本線 天白川 1917    

R0386 星園橋   愛知 名古屋市南区・緑区 県道 36号 天白川 1967 72.4 9.5  

R0387 星ノ宮人道橋  愛知 名古屋市南区・緑区  天白川   歩道  

R0388 天白川水管橋  愛知 名古屋市南区・緑区  天白川     

R0389 天白橋   愛知 名古屋市南区・緑区 県道 222号 天白川 1958 82.7 9.5 ゲルバー鈑桁 l＝25＋32＋25  

R0390 野並橋   愛知 名古屋市南区・天白区 名古屋市道東海橋線 天白川 1968 56.2 22.5  

R0391 平子橋   愛知 名古屋市南区・天白区  天白川 1969 99.1 7+2x1 ＰＣ連続箱桁 l＝23.6＋42＋33.7 

R0392 野中橋   愛知 名古屋市瑞穂区・天白区 天白川     

R0393 菅田橋   愛知 名古屋市瑞穂区・天白区 天白川    鋼箱桁 ｎ＝３ 

R0394 天白緑地橋   愛知 名古屋市天白区   天白川     

R0395 新島田橋   愛知 名古屋市天白区 県道 220号 天白川 1966 84 11.25  

R0396 寄鷺橋   愛知 名古屋市天白区   天白川   歩道 鋼下路ニールセンローゼ橋 

R0397 新音間橋   愛知 名古屋市天白区 県道 59号 天白川    桁橋 ｎ＝２ 

R0398 音間橋   愛知 名古屋市天白区   天白川 

R0399 天白小橋   愛知 名古屋市天白区   天白川   歩道 鈑桁 

R0400 天白橋   愛知 名古屋市天白区 県道 56号 天白川 

R0401 植原橋   愛知 名古屋市天白区   天白川 

R0402 植原小橋   愛知 名古屋市天白区   天白川 

R0403 天白川大橋   愛知 名古屋市天白区 県道 59号 天白川  265 2x11.5 PC連続箱桁 

R0404 天白川大橋   愛知 名古屋市天白区 国道 302号 天白川 

R0405 新大正橋   愛知 日進市  県道 221号 天白川 

R0406 大正橋   愛知 日進市    天白川 1914  

R0407 水管橋   愛知 日進市    天白川 

R0408 天白川橋   愛知 日進市  国道 153号 天白川 

R0409 西梅森橋   愛知 日進市    天白川 

R0410 梅森橋   愛知 日進市  県道 219号 天白川 1932   木橋 

R0411 野方橋   愛知 日進市    天白川 1931   ＲＣ桁  

R0412 本郷橋   愛知 日進市    天白川 1931  

R0413 中央橋   愛知 日進市    天白川 

R0414 ?    愛知 日進市  県道 57号 天白川 

R0415 庚申橋   愛知 日進市    天白川 

R0416 藤枝橋   愛知 日進市  県道 58号 天白川 

R0417 前田橋   愛知 日進市    天白川 

R0418 向山橋   愛知 日進市    天白川 

R0419 米野大橋   愛知 日進市  県道 233号 天白川 

R0420 小原橋   愛知 日進市    天白川 



 ７ 

R0421 竹若橋   愛知 日進市  県道 231号 天白川 

R0422 天白川橋   愛知 日進市  東名高速 天白川 1968 6 2ｘ10.95 連続鈑桁 ｌ＝２＠２９．５  

R0423 下川田橋   愛知 日進市  県道 58号 天白川     

R0424 大池下橋   愛知 日進市    天白川     

R0425 前芝大橋   愛知 豊橋市  国道 23号 豊川放水路 1959 152.9 8 ＰＣ桁橋 ｌ＝５ｘ３０  

R0426 江川橋   愛知 小坂井町・豊橋市 新幹線 豊川放水路 1964 180｡8 複線 連続トラス ｌ＝３＠６０  

R0427 （清須）新橋   愛知 小坂井町・豊橋市 県道 386号 豊川放水路 1964 147.4 6 鋼合成箱桁 ｌ＝３ｘ４８．２  

R0428 見潮時橋   愛知 小坂井町・豊橋市 市道  豊川放水路 1966 145.6 3.6 鋼合成箱桁 ｎ＝３  

R0429 豊川放水路橋梁 とよがわほうすいろ 愛知 小坂井町・豊橋市 ＪＲ東海道本線・飯田線・名鉄名古屋本線 豊川放水路 

              1963 154.7 ３線 トラス ｌ＝５０．６ ｎ＝３  

R0430 豊川放水路橋梁 とよがわほうすいろ 愛知 小坂井町・豊橋市 名鉄名古屋本線 豊川放水路 1963 146.4 単線  

                JＲ飯田線と共用 トラス ｌ＝４８ ｎ＝３  

R0431 高橋    愛知 小坂井町  県道 496号 豊川放水路 1965 138.6 6 連続合成鈑桁  ｌ＝42＋53.8＋42  

R0432 小坂井大橋 こざかいおお 愛知 小坂井町 国道 1号 豊川放水路 1961 137.5 12+2@3  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝41.5＋54＋41.5  

R0433 篠束橋   愛知 小坂井町  町道 豊川放水路 1965 127 6 鋼連続逆台形箱桁 ｌ＝39＋48＋39  

R0434 正岡橋 まさおか 愛知 豊川市・豊橋市 県道 400号 豊川放水路 1961 122.4 13.5 鋼連続箱桁 ｌ＝37.5＋46.5＋37.5  

R0435 塚田橋   愛知 豊川市・豊橋市 市道  豊川放水路 1965 122.4 3.6 ゲルバー鈑桁 

R0436 行明橋   愛知 豊川市・豊橋市    豊川放水路 1964 122.8 6 ＰＣ桁橋 ｎ＝３  

R0437 柑子橋 こうじ  愛知 豊川市・豊橋市 県道 394号 豊川放水路 1964 96 6 合成鈑桁 ｎ＝３  

R0438 豊川橋 とよがわ 愛知 豊橋市  国道 23号 豊川  1983 635.5 11.1 連続鈑桁 ｎ＝２＋３ ＰＣ合成桁  

R0439 渡津橋 わたつ 愛知 豊橋市  国道 23号 豊川  1963 290 11.5 鋼連続箱桁 ｎ＝3 合成箱桁 ｎ＝2  

R0440 上渡津橋 かみわたつ 愛知 豊橋市  県道 502号 豊川  2002 305.8 14.5 連続鈑桁 ｎ＝６ 

R0441 豊川橋 とよかわ 愛知 豊橋市  新幹線 豊川  1964 168.3 複線 連続トラス ｌ＝2ｘ（3@56）  

R0442 豊川橋梁   愛知 豊橋市 東海道本線・名鉄名古屋本線・飯田線 豊川 1973 26７ 複線  

             連続鈑桁 l＝（45.4＋45.4＋55.2）＋（2@45） 鈑桁 ｌ＝1ｘ28  

R0443 豊橋 とよばし  愛知 豊橋市  県道 496号 豊川  1983 186 9.75 連続鈑桁 ｎ＝３ 合成鈑桁 

R0444 吉田大橋 よしだおお 愛知 豊橋市  国道 1号 豊川  1959 270.2 15+2@3.5  

             鋼連続箱桁 l＝45＋60＋45 連続鈑桁 l＝32＋30＋28＋26  

R0445 下条橋   愛知 豊川市・豊橋市 県道 394号 豊川  1978 370 7+2@2 連続鈑桁 ｌ＝2x（3@61.3）  

R0446 当古橋 とうご  愛知 豊川市・豊橋市 国道 362号 豊川  1986 311.5 7+2@2.5 連続鈑桁 ｌ＝３＋４＠５０  

R0447 豊川水管橋   愛知 豊川市   愛知県上水道 豊川     鋼ランガー桁 n=5 

R0448 三上橋 みかみ 愛知 豊川市  県道 31号 豊川  1980 306.7 7+2@2.5  

           ＰＣ連続箱桁 l＝57.6＋80＋57.6 PC連続桁 l＝2@43.5 PC版橋 l＝21  

R0449 賀茂橋   愛知 豊川市・豊橋市 県道 499号 豊川  1966 332.2 6   

              鋼連続箱桁 ｌ＝50＋65＋50 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ41  

R0450 豊川橋 とよかわ 愛知 一宮町・豊橋市 東名高速 豊川  1969 181+498 2x10.95  

                  鋼連続合成鈑桁 ｌ＝3@60  

R0451 松平橋   愛知      豊川  1919 71.5 4.1 上路トラス ｌ＝43.6 ケーブル補剛 

R0452 金沢橋 かなざわ 愛知 一宮町  県道 145号 豊川  1971 211.6 8 合成鈑桁 ｎ＝４  

R0453      愛知    県道 499号 豊川  1990    

R0454 江島橋 えじま  愛知 一宮町  県道 391号 豊川  1977 301.1 10.5 合成鈑桁 ｌ＝５０．６ ｎ＝６  

R0455 海倉橋   愛知 新城市  市道  豊川  1968 224.8 2  

                牟呂松原頭首工管理橋と兼用 合成鈑桁  

R0456 野田城大橋 のだじょうおお 愛知 新城市 国道 301号 豊川  2006 350 9+2@3  

               鋼ニールセンローゼ ｎ＝２ 連続鈑桁 n＝４ 

R0457 新城橋 しんしろ 愛知 新城市  国道 301号 豊川  1979 164.8 12.5 連続鈑桁 ｎ＝３  

R0458 笠岩橋   愛知 新城市    豊川  1972  歩道 吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0459 弁天橋 べんてん 愛知 新城市  県道 392 豊川  1956 97.8 5.5  

              鋼ランガー桁 ｌ＝1ｘ69.6 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ26.7  

R0460 早滝橋   愛知 新城市    豊川  1970    

R0461 鋼管橋   愛知 新城市    豊川用水 豊川     

R0462 牛渕橋 うしぶち 愛知 新城市・鳳来町 県道 443号 豊川  1930 111.6 5.5 鋼上路トラスドアーチ ｌ＝４２．７ ｎ＝

２ ＲＣＴ桁 ｌ＝２ｘ９ 

R0463 寒狭川橋梁   愛知 新城市・鳳来町 ＪＲ飯田線 寒狭川 1923  単線 鈑桁 

R0464 長篠大橋 ながしのおお 愛知 新城市・鳳来町 国道 151号 寒狭川 1987 110 11 鋼上路２ヒンジアーチ 合成鈑桁  

R0465 長篠橋 ながしの 愛知 新城市・鳳来町 国道 257号 寒狭川 1934 80 5  

              鋼上路トラスドアーチ ｌ＝１ｘ６７ ＲＣＴ桁橋 ｎ＝２ 

R0466 寒狭峡大橋 かんさきょうおお 愛知 新城市 国道 257号 寒狭川 1996   桁橋 

R0467 寒狭橋 かんさ 愛知 新城市・鳳来町   寒狭川 1930 75.7 5.5  

                トラス ｌ＝1ｘ36.6 鈑桁 ｌ＝（１＋１）ｘ18.3  

R0468 椎平橋   愛知 鳳来町    寒狭川 1983   桁橋 

R0469 寒狭川頭首工管理橋 愛知 鳳来町 寒狭川頭首工 寒狭川 1997   鈑桁 n＝４ 

R0470 小松橋   愛知 鳳来町  国道 257号 寒狭川 1930 74.7 4.5 ポニートラス ｎ＝２ ＲＣＴ桁 ｎ＝２ 

R0471 只持橋   愛知 鳳来町  国道 257号 寒狭川 1930 90.8 5 ＲＣＴ桁 ｎ＝７ 

R0472 出合橋   愛知 鳳来町    寒狭川 1931   ＲＣ桁 

R0473 源氏橋   愛知 鳳来町  国道 257号 寒狭川 1930 43.5  ＲＣ桁 ｎ＝４ 

R0474 島原橋   愛知 鳳来町  県道 435号 寒狭川 1939 48  ＲＣ桁 ｎ＝４ 



 ８ 

R0475 明治橋   愛知 鳳来町    寒狭川 1922 91  上路トラス 

R0476 市代橋   愛知 設楽町・鳳来町   寒狭川 1932   ＲＣ桁 

R0477 竹桑田橋   愛知 設楽町・鳳来町   寒狭川 1959   鈑桁 n＝２ 

R0478 田峰橋   愛知 設楽町・鳳来町 国道 257号 寒狭川 1979 98.5  合成鈑桁 ｎ＝２ 

R0479 新竹桑田橋   愛知 設楽町・鳳来町   寒狭川 1981   鈑桁 

R0480 新清嶺橋 しんせいれい 愛知 設楽町 国道 257号 寒狭川 1984 89  合成鈑桁 n＝２ 

R0481 清嶺橋 せいれい 愛知 設楽町    寒狭川 1965   鈑桁 

R0482 田内橋   愛知 設楽町     寒狭川 1958 41  鈑桁 ｎ＝２ 

R0483 第三寒狭川橋梁（弁天橋） 愛知 設楽町  豊橋鉄道田口線 寒狭川 1932  単線 鈑桁 n＝３ 廃線 

R0484 箱上橋   愛知      寒狭川   道路  

R0485 第四寒狭川橋梁（高鉄橋） 愛知 設楽町  豊橋鉄道田口線 寒狭川 1932  単線 鈑桁 n＝４ 廃線 

R0486 松戸橋   愛知 設楽町    寒狭川 1978   鈑桁 

R0487 大名倉橋   愛知 設楽町    寒狭川 1967   桁橋 n＝２ 

R0488 清流公園歩道橋  愛知 設楽町    寒狭川 1990   吊橋 無補剛 

R0489     愛知 設楽町    寒狭川 1984   鈑桁 

R0490 本谷橋   愛知 設楽町  県道 33号 寒狭川    桁橋 

R0491 東築地橋   愛知 名古屋市・港区   山崎川 1953 

R0492 東橋    愛知 名古屋市・港区 県道 225号 山崎川 

R0493     愛知 名古屋市・南区 名鉄常滑線 山崎川 1924  複線  

R0494 道徳橋 どうとく 愛知 名古屋市・南区 国道 247号 山崎川 1963 64.6 ２（13＋3､75）  

                 ゲルバー鈑桁 l＝19.5＋25＋19.5  

R0495     愛知 名古屋市・南区 国道 23号 山崎川 

R0496 豊生橋   愛知 名古屋市・南区   山崎川 

R0497 忠治橋   愛知 名古屋市・南区   山崎川 1936 

R0498     愛知 名古屋市・南区   山崎川 1947   木橋  

R0499     愛知 名古屋市・南区   山崎川 1964 54.4 13.5  

R0500 山崎川橋梁   愛知 名古屋市・南区 新幹線 山崎川 1964 96.8 複線 鋼箱桁 ｌ＝２ｘ４７．５  

R0501 山崎川橋梁   愛知 名古屋市・南区 ＪＲ東海道本線 山崎川 1907 38 複線 鈑桁 ｌ＝２ｘ１８ 

R0502 祐竹橋   愛知 名古屋市・南区 県道 東海橋線 山崎川 

R0503 呼続大橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区 国道１号 山崎川 

R0504     愛知 名古屋市瑞穂区・南区 名古屋高速 3号大高線 山崎川 1979  

R0505 呼続大橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区 国道１号 山崎川 

R0506 青峰橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 

R0507 呼続橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 1939 20.6 20 ＲＣ橋  

R0508 人道橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 

R0509 山崎橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 1945 17.8 4.5 木橋 

R0510     愛知 名古屋市瑞穂区・南区 名鉄名古屋本線 山崎川 1917    

R0511 師長小橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 

R0512 師長橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 

R0513 新瑞橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区 市道名古屋環状線 山崎川 1948 28 15 上路ラチストラス  

R0514 新瑞小橋   愛知 名古屋市瑞穂区・南区  山崎川 

R0515 落合橋   愛知 名古屋市瑞穂区 県道 221号 山崎川 

R0516 山下橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 1969 36.9 13.5  

R0517 可和名橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 1974   永久橋  

R0518 瑞穂橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 

R0519 左右田橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 1936 

R0520 萩山橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 

R0521 鼎小橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 

R0522 鼎橋    愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 

R0523 石川大橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 

R0524 向田橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 1962 28 27.5  

R0525 白雲橋   愛知 名古屋市瑞穂区   山崎川 

R0526 石川橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 2004   ＰＣ橋 

R0527 楓橋    愛知 名古屋市昭和区 県道 30号 山崎川 1967 ２２.9 22.5  

R0528 新橋    愛知 名古屋市昭和区   山崎川     

R0529 宝塔橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川    鈑桁  

R0530 檀渓橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 1953   木橋  

R0531 出合橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川    桁橋 

R0532 興前橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0533 中橋    愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0534 前畑橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0535 広路橋   愛知 名古屋市昭和区 広路道り 山崎川 

R0536 川名大橋   愛知 名古屋市昭和区 県道 56号 山崎川 

R0537 神戸橋 ごんど 愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0538 宮戸橋 みやと 愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0539 ひさご橋   愛知 名古屋市昭和区 国道 153号 山崎川 

R0540 折戸橋 おりと  愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0541 針原橋 はりはら 愛知 名古屋市昭和区   山崎川 
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R0542 御薗橋 みその 愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0543 大島橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0544 御幸川橋 みゆきがわ 愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0545     愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0546 日岡橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0547 大島五号橋   愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0548     愛知 名古屋市昭和区   山崎川 

R0549     愛知 名古屋市昭和区 県道 30号 山崎川 

R0550 丸山橋   愛知      山崎川 1953   木橋  

R05500 （新川）   愛知        

R0551 御鷹野橋   愛知    県道 59号 五条川 1966 ７４ ４．６ 鋼橋 

R0552 法界門橋   愛知 清須市・あま市 県道 126号 五条川     

R0553     愛知 清須市・あま市 名鉄津島線 五条川 1914  複線  

R0554 巡礼橋   愛知 清須市  県道 128号 五条川 1969    

R0555     愛知 清須市  名鉄名古屋本線 五条川 1928  複線  

R0556 船杁橋   愛知 清須市    五条川 1963   RC橋 

R0557 長者橋   愛知 清須市  県道 67号 五条川     

R0558 五条橋   愛知 清須市  県道 127号 五条川 1966   RC橋  

R0559 五条川橋梁   愛知 清須市  新幹線 五条川 1964  複線 ＰＣ桁 ｌ＝２２．５ 

R0560 五条川橋梁   愛知 清須市   ＪＲ東海道本線 五条川 1886  複線 鈑桁 ｌ＝３ｘ２２ 

R0561     愛知 清須市    五条川   歩道？  

R0562 清洲橋   愛知 清須市    五条川 1936 ５０ １０．９ ＲＣＴ桁橋 ｌ＝１２．５ ｎ＝４  

R0563     愛知 清須市  県道 67号 五条川 

R0564     愛知 清須市  東名阪自動車道 五条川 1988 

R0565 野田町橋   愛知 清須市    五条川 1957 ４４ ２ 木橋 

R0566 春日橋 はるひ 愛知 清須市  県道 163号 五条川 1952 ５５ ５．５ 永久橋  

R0567 学校橋   愛知 清須市    五条川 1956 ５４ ３ 木橋 

R0568 春日新橋 はるひしん 愛知 清須市  県道 62号 五条川 

R0569 蓮花寺橋   愛知 清須市    五条川 1958 ４３ ３ 木橋 

R0570 落合橋   愛知 清須市    五条川   歩道  

R0571 稲春橋   愛知 清須市    五条川 

R0572 五六橋   愛知 一宮市  県道 161号 五条川 

R0573     愛知 一宮市  国道 22号 五条川 

R0574     愛知     名古屋高速一宮線 五条川 2005 

R0575 高畑橋   愛知 一宮市    五条川 

R0576 広瀬橋   愛知 北名古屋市    五条川 

R0577 川徳川橋   愛知 岩倉市・北名古屋市  五条川 

R0578 岩倉新橋    愛知 岩倉市・北名古屋市 県道 63号 五条川 

R0579      愛知 岩倉市・北名古屋市 名鉄犬山線 五条川 1912  複線  

R0580 待合橋   愛知 岩倉市・小牧市   五条川 

R0581 幼川橋   愛知 岩倉市    五条川 

R0582 大市場橋   愛知 岩倉市    五条川 

R0583 城跡橋   愛知 岩倉市  県道 166号 五条川 

R0584 彦六橋   愛知 岩倉市    五条川 

R0585 一豊橋   愛知 岩倉市    五条川   歩道 永久橋 

R0586 貞光寺橋   愛知 岩倉市    五条川    永久橋 

R0587 伊勢橋   愛知 岩倉市    五条川   歩道 永久橋 

R0588 豊田橋   愛知 岩倉市  県道 25号 五条川    永久橋 

R0589 千亀橋   愛知 岩倉市    五条川 1995  歩道 木橋 木床 

R0590 岩倉橋   愛知 岩倉市    五条川    永久橋 

R0591 昭和橋   愛知 岩倉市    五条川 

R0592 ？    愛知 岩倉市    五条川 1989   架け替え 永久橋 

R0593 長瀬橋   愛知 岩倉市    五条川 1973   永久橋 

R0594 平成橋   愛知 岩倉市    五条川 2000   PC桁 

R0595 八剣橋 やつるぎ 愛知 岩倉市    五条川 1997   永久橋 

R0596 明治橋   愛知 岩倉市  国道 155号 五条川    永久橋 

R0597 八神橋   愛知 岩倉市    五条川 

R0598 南橋    愛知 岩倉市    五条川 

R0599 ？    愛知 岩倉市  名神高速 五条川 1965 

R0600 北橋    愛知 岩倉市    五条川 

R0601 井上橋歩道橋  愛知 一宮市・岩倉市   五条川 

R0602 井上橋   愛知       五条川 

R0603 ？    愛知 江南市    五条川 

R0604 天神橋   愛知 江南市    五条川 

R0605 曽本橋   愛知 江南市  県道 172号 五条川 

R0606 五条大橋   愛知 江南市・大口町 国道 155号 五条川 

R0607 大之瀬橋   愛知 江南市・大口町   五条川 

R0608 西河原橋   愛知 大口町    五条川 
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R0609 北河原橋   愛知 大口町    五条川 

R0610 堀毛橋   愛知 大口町    五条川 

R0611 秋葉橋   愛知 大口町    五条川 

R0612 秋葉小橋   愛知 大口町    五条川 

R0613 甚佐橋   愛知 大口町    五条川 

R0614 桜橋    愛知 大口町  県道 179号 五条川 

R0615 大師橋   愛知 大口町    五条川 

R0616 長年橋   愛知 大口町    五条川 

R0617 大栄橋   愛知 大口町    五条川 

R0618 平和橋   愛知 大口町    五条川 

R0619 新田橋   愛知 大口町    五条川 

R0620 稲田橋   愛知 大口町    五条川 

R0621 昭和橋   愛知 大口町  県道 159号 五条川 

R0622 天神橋   愛知 大口町  県道 157号 五条川 

R0623 竹橋    愛知 大口町    五条川 

R0624 六部橋   愛知 大口町  県道 158号 五条川 

R0625 万願寺橋   愛知 大口町    五条川 

R0626     愛知 大口町  国道 41号 五条川 

R0627 河北橋   愛知 大口町    五条川 

R0628 郷前橋   愛知 大口町    五条川 

R0629 新富士見橋   愛知 大口町・犬山市 県道 194号 五条川 

R0630 富士見橋   愛知 大口町・犬山市   五条川 

R0631 三日月橋   愛知 犬山市    五条川 

R0632 寺西橋   愛知 犬山市    五条川 

R0633 西向橋   愛知 犬山市    五条川 

R0634 羽黒橋   愛知 犬山市  県道 27号 五条川 

R0635 小弓橋   愛知 犬山市    五条川 

R0636     愛知 犬山市  名鉄小牧線 五条川 1977  複線  

R0637 堀田橋   愛知 犬山市    五条川 

R0638 前川原橋   愛知 犬山市    五条川 

R0639 朝日橋   愛知 犬山市  県道 188号 五条川 

R0640 桜海道橋   愛知 犬山市    五条川 

R0641 入鹿橋   愛知 犬山市  県道 16号 五条川 

R0642 明治橋   愛知 犬山市  県道 453号 五条川 

R0643 入鹿池   愛知      五条川 

R0644 港新橋（東西築地連絡橋） みなとしん 愛知 名古屋市熱田区   堀川 1959 252 24.8 鋼桁 撤去 

R0645 港新橋 みなとしん 愛知 名古屋市港区 国道 23号 堀川  1964 251.3 2@(9.75+2.25)+1  

                鋼連続箱桁 ｌ＝77＋96＋77 鋼床版  

R0646 きらく橋   愛知 名古屋市港区   堀川  2004 300  桁橋 

R0647 紀左衛門橋   愛知 名古屋市港区・南区  堀川    桁橋 

R0648 堀川橋梁   愛知 名古屋市港区・南区 新幹線 堀川 1 964  複線  ＰＣ桁 l＝1x22.5＋6x20＋1x17.5 

R0649 大瀬子橋   愛知 名古屋市熱田区   堀川  1950 90 5.5 ＲＣ橋  

R0650 白鳥橋   愛知 名古屋市熱田区 国道 1号 堀川  1933 53.5  鋼桁橋  

R0651 叶橋    愛知 名古屋市熱田区   堀川  1963 47.7 1.2 吊橋 

R0652 御陵橋   愛知      堀川  1987   RCアーチ橋  

R0653 熱田記念橋   愛知 名古屋市熱田区   堀川     吊橋 

R0654 旗屋橋   愛知 名古屋市熱田区   堀川  1956 42 8 鋼桁橋  

R0655 瓶屋橋   愛知 名古屋市熱田区   堀川  1968 40 9.5 拡幅 鋼桁  

R0656 住吉橋 すみよし 愛知 名古屋市中川区・熱田区  堀川  1937 30.4 24.5  

             鋼上路ソリッドリブア－チ橋 l＝1x18.5 両側径間はＲＣア－チ  

R0657 尾頭橋 おとう  愛知 名古屋市中川区・熱田区  堀川  1938 31.3 10.5 ＲＣラ－メン橋  

R0658 堀川橋梁   愛知 名古屋市中川区・中区  中央本線 堀川 1900    

R0659 堀川橋梁   愛知 名古屋市中川区・中区  名鉄本線 堀川 1944    

R0660 堀川橋梁   愛知 名古屋市中川区・中区  東海道本線 堀川 1886 60 単線  鈑桁 ｌ＝２ｘ２０＋１ｘ１５  

R0661 古渡橋 ふるわたり 愛知 名古屋市中川区・中区  小栗街道 堀川 1936 24.2 8 ＲＣ箱型ラ－メン  

R0662 山王橋 さんのう 愛知 名古屋市中川区・中区   堀川  1958 30 20 鋼桁橋  

R0663     愛知    名古屋高速 堀川     

R0664 松重橋   愛知 名古屋市中川区・中区   堀川  1958 29.6 12 ＰＣ桁橋  

R0665 日置橋 ひおき 愛知 名古屋市中川区・中区   堀川  1938 21.6 10.5 ＲＣラ－メン橋  

R0666 岩井橋 いわい 愛知 名古屋市中川区・中区   堀川  1923 32(38.1?) 21.9+2@3.8  

                鋼上路２ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝29.7  

R0667 須崎橋   愛知 名古屋市中川区・中区   堀川  1935 29 6 ＲＣＴ型桁橋（ラ－メン？）  

R0668 新須崎橋   愛知 名古屋市中川区・中区   堀川  1960 25.6 35.5 鋼桁橋  

R0669     愛知  名古屋高速   堀川     鋼箱桁 

R0670 天王崎橋 てんのうざき 愛知 名古屋市中村区・中区 堀川  1958 27.9 15 ＰＣ桁橋 

R0671 納屋橋 なや  愛知 名古屋市中村区・中区  堀川  1913 27.3 21.8 鋼上路２ヒンジア－チ ｌ＝26.3 

R0672 錦橋    愛知 名古屋市中村区・中区  堀川  1958 21.4 20 ＲＣＴ型桁橋  

R0673 伝馬橋 てんま 愛知 名古屋市中村区・中区  堀川  1920 25.8 8+2@1.5  



 １１ 

              メラン式上路固定充腹ア－チ ｆ＝2.1 ｌ＝24.5  

R0674 桜橋    愛知 名古屋市中村区・中区  堀川  1937  44.6 ＲＣ上路充腹ア－チ ｆ＝３ ｌ＝２４  

R0675 中橋 なか   愛知 名古屋市西区・中区  堀川  1917 24.6 7.3 I型桁橋 ｌ＝7.7＋9.2 ＋7.7  

R0676 五条橋 ごじょう 愛知 名古屋市西区・中区  堀川  1938 27.2 8.4 ＲＣラ－メン橋 ｌ＝7.7＋11.4＋7.7  

R0677 景雲橋 けいうん 愛知 名古屋市西区・中区  堀川  1969 35.8 29.1 鈑桁（合成？） 

R0678     愛知    名古屋高速 堀川     鋼桁 

R0679 小塩橋   愛知 名古屋市西区・中区  堀川  1964 30.4 4.1 鋼桁 

R0680 巾下橋   愛知 名古屋市西区・中区  堀川  1962 34 43 鈑桁  

R0681 朝日橋   愛知 名古屋市西区   堀川  1932 16.5 6.1 鈑桁  

R0682 大幸橋   愛知 名古屋市西区   堀川  1933 13.9 8 ＲＣ桁 

R0683 城西橋   愛知 名古屋市西区   堀川 

R0684 筋違橋 すじちがい 愛知 名古屋市西区   堀川  1968 23.7 8 鋼桁  

R0685 銀之橋   愛知 名古屋市西区   堀川     

R0686 堀端橋   愛知 名古屋市西区   堀川  1933 14.2 ４ 鋼方杖ラ－メン橋 

R0687 中土戸橋 なかと 愛知 名古屋市西区   堀川  1932 14 6 ＲＣ門型ラ－メン橋  

R0688 城北橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1966 19.9 ４．９ｘ２ ＲＣＴ型桁橋  

R0689 金城橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1967 14.4 14  

                1985年架替えＬ＝20.6 ｂ＝10 ＰＣ桁橋  

R0690 北清水橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1941 16.7 24.4 ＲＣ上路（充腹？）ア－チ橋  

R0691 黒川橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1932 12.3 6 ＲＣ門型ラ－メン橋  

R0692 志賀橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1957 16.5 27.5 合成鈑桁  

R0693 猿投橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1956 14 4.5 鋼桁橋  

R0694 木津根橋 きつね 愛知 名古屋市北区   堀川  1938 9.4 6.8 ＲＣ桁橋  

R0695 瑠璃光橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1967 13.5 17 鋼桁橋  

R0696 辻栄橋   愛知 名古屋市北区   堀川     

R0697 新堀橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1963 13.9 5 鋼桁橋  

R0698 夫婦橋   愛知 名古屋市北区   堀川  1961 14.2 22 鋼桁橋 

R0699 栄橋    愛知 名古屋市北区   （矢向川） 

R0700 水路橋   愛知      （庄内川）    パイプ桁橋 

R0701 田幡橋   愛知      堀川  1967 14.5 14  

R0702     愛知      堀川  1985 20.6 10  ＰＣ桁橋  

R07020 逢妻橋   愛知 刈谷市  県道 50号 逢妻川    永久橋 桁橋 n＝３ 

R0703 市原橋   愛知 刈谷市  県道 50号 逢妻川    永久橋 桁橋 n＝３ 

R0704     愛知 東浦町・刈谷市   逢妻川   パイプ 鋼下路ランガー桁橋 n＝２ 

R0705 刈谷橋 かりや 愛知 刈谷市  県道 246号 逢妻川 1934 62 

                ＲＣ下路橋 ｌ＝17.6 ＲＣT桁 ｌ＝（2＋2）ｘ11  

R0706 界川橋梁   愛知 東浦町・刈谷市 JR東海道本線逢妻川 1951  複線  鈑桁 ｌ＝７ｘ２３．３  

R0707      愛知      逢妻川 2006  複線 （別線架け替え）斜張橋？ 

R0709 境大橋   愛知 大府市・刈谷市 国道 155号 逢妻川 1981   鋼桁橋 

R0710 逢妻川橋梁   愛知 刈谷市  新幹線 逢妻川 1964  複線 ＰＣ桁橋  

R0711 逢妻川橋   愛知 刈谷市    逢妻川 1967   永久橋 

R0712 逢妻橋   愛知 刈谷市  県道 282号 逢妻川 1969   永久橋 

R0713 逢妻さくら橋   愛知 刈谷市    逢妻川 2006 93.2 歩道 永久橋 

R0714 新逢妻川橋   愛知 刈谷市  国道 23号 逢妻川    永久橋 

R0715 通学橋   愛知 刈谷市    逢妻川     

R0716 逢妻川橋梁   愛知 刈谷市  名鉄名古屋本線 逢妻川 1923   永久橋 

R0717 西田橋   愛知 刈谷市    逢妻川 1987   永久橋 

R0718 一ツ木大橋   愛知 刈谷市  県道？ 逢妻川 1982   永久橋 

R0719 弘法橋   愛知 刈谷市    逢妻川 1966   永久橋 

R0720 池鯉鮒大橋   愛知 刈谷市    逢妻川 

R0721 逢妻大橋   愛知 刈谷市  国道１号 逢妻川 1934 64.8 11 ＲＣＴ桁 ｎ＝６ 

R0722 平成大橋   愛知 東浦町・刈谷市 県道 51号 境川  1996   鋼桁 

R0723 境川橋   愛知 東浦町・刈谷市 県道 50号 境川  1960   RC桁 

R0724     愛知 東浦町・刈谷市   境川  パイプ  鋼下路ランガー桁橋 n＝２ 

R0725 境橋    愛知 東浦町・刈谷市 県道 246号 境川  1934   RC桁 ｌ＝１１ ｎ＝７ 中央 RC下路桁 

R0726     愛知 大府市・刈谷市   境川     パイプ？  

R0727 境大橋   愛知 大府市・刈谷市 国道 366号 境川  1981   鋼桁 

R0728 清水橋   愛知 大府市・刈谷市   境川  1957   RC桁 n=5 

R0729 境川橋梁   愛知 大府市・刈谷市 新幹線 境川  1964  複線  PC桁 ｌ＝３０ ＋１７．５  

R0730 境川橋   愛知 大府市・刈谷市 県道 244号 境川  1974   鈑桁 

R0731 新境川橋   愛知 豊明市・刈谷市 国道 23号 境川     鈑桁 n＝２ 

R0732 境川橋梁   愛知 豊明市・刈谷市 名鉄名古屋本線 境川  1923   鈑桁 

R0733 新境橋   愛知 豊明市・刈谷市 国道１号 境川     PC桁 n＝３ 

R0734 境橋    愛知 豊明市・刈谷市   境川  1878   RC桁 

R0735 境川橋   愛知 豊明市・刈谷市 伊勢湾岸自動車道 境川 

R0736 境川橋   愛知 豊明市・刈谷市 県道 239号 境川  1986   桁橋 

R0737 山伏橋   愛知 豊明市・刈谷市 県道 234号 境川  1966   永久橋 桁橋  

R0738 上河原橋   愛知 東郷町     境川  1878 58 1.8 木橋  



 １２ 

R0739 郡界橋   愛知 東郷町・三好町   境川 

R0740 境川橋   愛知 東郷町・三好町 県道 56号 境川  1927   ＲＣ橋  

R0741 通学橋   愛知 東郷町・三好町   境橋   

R0742 境川橋   愛知 東郷町・三好町 県道 218号 境川  1932 

R0743 諸輪橋   愛知 東郷町  国道 153号 境川 

R0744 福田橋   愛知 東郷町   県道？諸輪線 境川  1971   RC橋 

R0745 東諸輪橋   愛知 東郷町  県道 54号 境川 

R0746 境橋    愛知 東郷町  県道 520号 境川  1962   ＲＣ橋  

R0747 打上橋   愛知 三好町  県道 54号 境川 

R0748 愛宕橋   愛知 三好町    境川 

R0749 境川橋   愛知 三好町  県道？ 境川 

R0750 川原橋   愛知 三好町    境川 

R0751 境川橋   愛知 三好町  東名高速 境川 

R0752 福谷橋   愛知 三好町    境川 

R0753 棚橋    愛知 三好町    境川 

R0754 寺田橋   愛知 三好町    境川 

R0755 神田橋   愛知 三好町    境川 

R0756 昭和橋   愛知 三好町    境川 

R0757 井守橋   愛知 三好町    境川 

R0758 伊保橋   愛知 三好町    境川 

R0759 縄田橋   愛知 三好町    境川 

R0760 築田橋   愛知 三好町    境川 

R0761 八兵橋   愛知 三好町    境川 

R0762 境川橋   愛知 三好町  名鉄豊田線 境川  1979  複線 

R0764 （長田池）   愛知      境川 


