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FR25:川を渡る橋・滋賀県 
 

 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 南大津大橋   滋賀 大津市    瀬田川 2001 122 10.25+3 鋼中路ローゼ ｌ＝117 

R0002 鹿跳橋（獅子飛橋） ししとび 滋賀 大津市  国道 422号 瀬田川 1895 55 3 木橋 

R0003 南郷洗堰    滋賀 大津市     瀬田川     

R0004 瀬田洗堰橋   滋賀 大津市    瀬田川 1961   （下流約 120ｍ）ＰＣ桁 ｎ＝10 ｌ＝10.8 

R0005 石山橋    滋賀 大津市  国道 1号（京滋バイパス） 瀬田川     

R0006 近江大橋  おうみおお 滋賀 大津市  名神高速 瀬田川 1963 182.6 2x9.4 連続鈑桁 ｌ＝39+52+52+39  

R0007 瀬田川橋梁 せたがわ 滋賀 大津市   東海道新幹線 瀬田川 1964 194 複線 鋼連続箱桁 ｌ＝45+52+52+45 

R0008 瀬田の唐橋 せたのから 滋賀 大津市  県道 2号 瀬田川 1979 223.75 7+2@2.1  

              合成鈑桁 大橋 ｌ＝23.5+5ｘ25+23.5 小橋 ｌ＝3ｘ17.25 

R0009 瀬田川大橋   滋賀 大津市  国道 1号 瀬田川 1959 221.8 9.5  

             鋼連続箱桁 ｌ＝44.8+56+44.8 鋼単純箱桁 ｌ＝（1+1）ｘ37.7 

R0010 瀬田川橋梁   滋賀 大津市 国鉄東海道本線 瀬田川 1967 ≒234 複線  

              ＰＣ連続箱桁 ｌ＝45.7+3@46+48.8 ＰＣ単純桁 ｌ＝13.3  

R0011 瀬田川水管橋   滋賀 大津市    瀬田川    鋼下路ランガー桁 ｎ＝3 

R0020 錦織橋  にしこおり 滋賀 長浜市  県道 254号 高時川 1901 159 3.7 鋼ランガー桁 

R0021 馬渡橋  もうたり 滋賀 湖北町  国道 9号 高時川 1966 167.6 8.8 鋼桁橋  

R0022 賀村橋  かむら 滋賀 湖北町  県道 501 高時川 1969 209.5 6  

             連続合成鈑桁 ｌ＝43+53.45+43 合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ35  

R0023 高時川橋    滋賀 湖北町（小谷村）   高時川 1907 6  木造ハウトラス ｌ＝23.6 他は木桁  

R0024 福橋  ふく  滋賀 湖北町    高時川 1933 214 3.9 トラス ｌ＝1ｘ40.5 ＲＣＴ桁 ｎ＝（7+9） 

R0025 新福橋    滋賀 湖北町  県道郷野虎姫線 高時川     

R0026 新寿橋    滋賀 湖北町  県道 278号 高時川     

R0027 ？     滋賀 湖北町   北陸自動車道 高時川 1980    

R0028 妹川橋  いもうとがわ 滋賀 湖北町    ＪＲ北陸本線 高時川 1958 113  複線化 鈑桁 ｌ＝4ｘ21+1ｘ22 

R0029 寿橋  ことぶき 滋賀 湖北町    高時川 1931 122.5 3.6 プラットトラス ｌ＝3ｘ40.2 

R0030 阿弥陀橋    滋賀 高月町   国道 365号 高時川 1931 164 "3,6" ＲＣ連続桁 ｌ＝11 ｎ＝5ｘ3 

R0031 雨森橋    滋賀 高月町    高時川 1949 176 3.2 ＲＣ橋  

R0032 富永橋  とみなが 滋賀 高月町    高時川 1967 180 5.2 ＲＣ橋 

R0033 井明神橋  いみょうじん 滋賀 高月町・木之本町 県道 281 高時川 1933 83.7 6.4 ＲＣＴ桁 ｌ＝11 ｎ＝7 

R0034 大橋    滋賀 木之本町    高時川 1951 64 3 鋼吊橋  

R0035 新川合橋    滋賀 木之本町  国道 303号 高時川     

R0036 川合橋  かわい 滋賀 木之本町    高時川 1930 51.3 3.6 トラス ｌ＝25.7 ｎ＝2 

R0037 妹川橋    滋賀 木之本町（高時村）  高時川 1897 162 3.6 木造橋  

R0038 鵜の岩橋    滋賀 木之本町（高時村）   高時川 1949 29 1.5 吊橋 木塔  

R0039 北川橋    滋賀 木之本町（高時村）   高時川    土橋  

R0040 ？     滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0041 大宮橋    滋賀 木之本町  県道 284 高時川 1900    

R0042 野神橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川 1898    

R0043 西吉ノ辺橋   滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0044 東吉ノ辺橋   滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0045 ケ嶽橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0046 明神橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0047 中川原橋    滋賀 木之本町    高時川 1896    

R0048 宮前橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0049 佐惣平橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川 1967 38  曲線鈑桁 ｌ＝18.4 

R0050 小原橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0051 古立橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0052 栃ノ木橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0053 角鹿橋    滋賀 木之本町  県道 285号 高時川     

R0060 姉川大橋    滋賀 びわ町  県道 331号 姉川     

R0061 美浜橋  みはま 滋賀 びわ町    姉川  1936 260 8+3  

             鈑桁 L＝4Ｘ18 RC桁 l=（2X10+5Ｘ11.1）+（2Ｘ11.1+2Ｘ10） 

R0062 野寺橋  のでら 滋賀 びわ町  県道 254号 姉川  1959 90.7 5.7 鈑桁 l＝9Ｘ22 

R0063 野寺橋  のでら 滋賀      姉川     

R0064 難波橋 なんば  滋賀 びわ町  県道 256号 姉川  1932 161.5 4.6 トラス l=2x39.7 RC桁 ｌ＝10 n＝4+4 

R0065 姉川橋    滋賀 びわ町    姉川  1901 87 3.6 木橋 

R0066 姉川大橋    滋賀 びわ町  国道 8号 姉川  1954 246 7.3 RC桁 

R0067 姉川橋梁    滋賀 虎姫町    JR北陸本線 姉川  1958 207  鈑桁 l＝9Ｘ22 

R0068 新大井橋  しんおおい 滋賀 虎姫町  県道 263号 姉川     

R0069 大井橋  おおい 滋賀 虎姫町  県道 263号 姉川  1933 69 6.7 RC桁橋 L＝11，7 n＝6 



 ２ 

R0070 国友橋  にとも  滋賀    県道 510 姉川  1962 130 6 PCT桁 

R0071 姉川橋    滋賀 長浜市   北陸自動車道 姉川     

R0072 今村橋  いまむら 滋賀 長浜市  県道 271号 姉川  1962 119.6 6 PC橋 

R0073 野村橋  のむら 滋賀 浅井町・長浜市 国道 365号 姉川  1961 175 6 RC桁 

R0074 今荘橋  いまじょう 滋賀 浅井町・長浜市 県道嵩山長沙線 姉川 1974 135.3 9.25 PCT桁 

R0075 七尾橋    滋賀 浅井町・山東町   姉川     

R0076 伊吹大橋    滋賀 浅井町・山東町   姉川     

R0077 伊吹橋    滋賀 伊吹町    姉川     

R0078 小岸橋    滋賀 伊吹町    姉川     

R0079 （小泉ダム）   滋賀      姉川 

R0080 向川原橋    滋賀 伊吹町    姉川 

R0081 姉川橋    滋賀 伊吹町    姉川 

R0082 ふれあい橋   滋賀 伊吹町    姉川 

R0083 水谷橋    滋賀 伊吹町    姉川 

R0084 新吉原橋    滋賀    国道 365号 姉川 

R0085 姉川橋    滋賀      姉川 

R0086 篠坂橋    滋賀    国道 365号 姉川 

R0087 トツ谷橋    滋賀      姉川 

R0088 東カン谷橋   滋賀      姉川 

R0089 甲賀橋    滋賀      姉川 

R0090 新甲賀橋    滋賀    県道 40号 姉川 

R0091 向平橋    滋賀    県道 40号 姉川 

R0092 牛窪橋    滋賀    県道 40号 姉川 

R0093 日観橋    滋賀    県道 40号 姉川 

R0094 曲谷ダム    滋賀      姉川 

R0095 姉川ダム    滋賀      姉川     

R0096 小田橋    滋賀 伊吹町    姉川  1889 64 2.7 木橋 

R0097 大郷橋    滋賀 長浜市神照    姉川  1887 85 2.1 木橋 

R0100 日野川大橋   滋賀 近江八幡市    日野川     

R0101 野村橋    滋賀 近江八幡市  国道 477号 日野川     

R0102 大畑橋    滋賀 近江八幡市・野洲町  日野川     

R0103 仁保橋  にほ  滋賀 近江八幡市・野洲町  日野川 2008   架け替え 

R0104 古川橋  ふるかわ 滋賀 近江八幡市  国道 477号 日野川 1963 130 6  

R0105 桐原橋  きりはら 滋賀 近江八幡市    日野川 1965 200 7  

R0106 日野川橋梁 ひのがわ 滋賀 近江八幡市   JR東海道本線 日野川 1889  単線 鈑桁 

R0107 桐原新橋  きりはらしん 滋賀 近江八幡市    日野川     

R0108 日野川橋梁 ひのがわ 滋賀 近江八幡市 東海道新幹線 日野川 1964 161 複線 鋼連続箱桁 l＝（4@40）  

R0109 横関橋  よこぜき 滋賀 近江八幡市・竜王町 国道 8号 日野川 1933 82.5 5.8 鈑桁 

R0110 横関橋    滋賀      日野川 1969 90 7.5 平行して新橋を架設 

R0111 安吉橋（安義橋） あぎ  滋賀 近江八幡市・竜王町  日野川 1935 100 5 RC桁橋 l＝10.2 n＝10 

R0112 雪野山橋    滋賀 近江八幡市・竜王町  日野川     

R0113 野寺橋    滋賀 竜王町    日野川     

R0114 日野川橋  ひのがわ 滋賀 蒲生町  名神高速 日野川 1964 240 2x10.4  

                 PC連続桁 l＝2ｘ（39.5+40+39.5） 

R0115 日野川橋  ひのがわ 滋賀 蒲生町    日野川 1962 130 7 RC橋 

R0116 宮上橋  みやかみ 滋賀 蒲生町  国道 477号 日野川 1966 100 5  

R0117 鈴橋  すず  滋賀 蒲生町  国道 477号 日野川 1929 33 3.8 RC橋 

R0118 新鈴橋  しんすず 滋賀 蒲生町    日野川 1973 137.5 6.6  

R0119 蒲生大橋    滋賀 蒲生町    日野川     

R0120 増田橋  ますだ 滋賀 日野町    日野川 1931 82.1 3.6 RC桁 l＝9.1 n＝9 

R0121 日野川橋  ひのがわ 滋賀 日野町    日野川 1987 53 2.1 木橋 

R0122 明治橋  めいじ 滋賀 日野町    日野川 1930 120 4.5 RC橋 

R0123 日野川橋梁   滋賀 日野町  近江鉄道 日野川 1962 82 3.5 鉄橋  

R0124 別所橋    滋賀 日野町  国道 307号 日野川 1930   RC橋 

R0125 木津大橋    滋賀 日野町 日野水口バイパス 日野川     

R0126 御代参橋  ごだいさん 滋賀 日野町    日野川 1926 54.5 5.1 ＲＣ橋 

R0127 （日野川ダム）   滋賀      日野川     

R0130 愛知川橋    滋賀      朝鮮人街道 愛知川 1893 203.6   

R0131 愛知川橋  えちがわ 滋賀 彦根市・能登川町 県道 25号 愛知川     

R0132 葉枝見橋  はえみ 滋賀 彦根市・能登川町 県道 194号 愛知川 1960 288.8 6 ＰＣ桁 

R0133 八幡橋  やわた 滋賀 彦根市・能登川町 県道 2号 愛知川 1921- 21？ 5.5  

R0134 愛知川橋梁 えちがわ 滋賀 彦根市・能登川町 国鉄東海道本線 愛知川 1889- 398 複線 鈑桁 煉瓦橋脚 

R0135 栗見橋  くりみ  滋賀 彦根市    愛知川 1958-8 316.7 6 ＲＣカンチレバー桁橋 

R0136 御幸橋  みゆき 滋賀 愛知川町・五個荘町 国道 8号 愛知川 1961-3-30 234.6 8 鈑桁 

R0137 愛知川橋梁 えちがわ 滋賀 愛知川町・五個荘町 近江鉄道 愛知川 1898-7-24 240 単線  

             ポニーワーレントラス（ピン結合） ｌ＝1ｘ30 鈑桁 ｌ＝9ｘ22 

R0138 愛知川橋梁 えちがわ 滋賀 愛知川町・五個荘町 東海道新幹線 愛知川 1964-10-1 770 複線  

                  鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ（4@40） 



 ３ 

R0139 八千代橋    滋賀 湖東町・八日市市 主地道 13 愛知川 1930- 245 3.7 ＲＣ橋 ｌ＝27ｘ9.1 

R0140 御河辺橋  みかべ 滋賀 八日市市  県道 216 愛知川 1967- 372.2 2 ＲＣ橋 

R0141 愛知川橋  えちがわ 滋賀 愛東町・八日市市 名神高速 愛知川 1964-4-11 360 2x10.4  

                ＰＣ連続合成桁 ｌ＝3ｘ（39.6+40+39.6）  

R0142 東近江大橋 ひがしおうみおお 滋賀 愛東町・八日市市  愛知川 2005-12-17 339.7 15.8 PC桁橋 

R0143 春日橋    滋賀 愛東町  国道 307号 愛知川 1927-7 164 3.2 ＲＣ橋 

R0144 紅葉橋  もみじ  滋賀 永源寺町  県道 188 愛知川 1959- 190 6 連続鈑桁 ｌ＝35+3@40+35 

R0145 紅葉橋  こうよう 滋賀 永源寺町    愛知川 1949-   ランガートラス補剛 

R0146 旦渡橋  たんど 滋賀 永源寺町    愛知川 1970- 80.3 8 鈑桁 

R0147 愛知橋    滋賀 永源寺町    愛知川     

R0148 （永源寺ダム）   滋賀      愛知川     

R0149 越渓橋  えっけい 滋賀 永源寺町  国道 421号 愛知川 1969- 52.7 6 上路トラス ｌ＝52 

R0150 新渓勢橋    滋賀 永源寺町  国道 421号 愛知川     

R0151 渓勢橋  けいせい 滋賀 永源寺町    愛知川 1964- 42 6 鈑桁 

R0152 蓼畑橋    滋賀 永源寺町    愛知川     

R0153 黄和田橋    滋賀 永源寺町  国道 421号 愛知川 1998-   ランガー桁 

R0154 木戸の下橋   滋賀 永源寺町    愛知川     

R0155 金剛橋    滋賀 永源寺町    愛知川 1920-6 24 2.1 木造板橋 

R0160 安曇川橋    滋賀 水尾村    安曇川 1896    

R0161 馬通橋    滋賀 水尾村    安曇川 1920 24 3.6 木橋 

R0162 安曇川橋  あどがわ 滋賀 安曇川町    安曇川 1905 84.4 2 木橋 

R0163 安曇川小橋 あどがわこ 滋賀 安曇川町    安曇川 1933 43.5 5.5 RC橋 n=4 

R0164 （放水路）    滋賀      安曇川     

R0165 北川橋  きたがわ 滋賀 安曇川町    安曇川 1934 55 道路 木橋 

R0166 河内橋    滋賀 安曇川町    安曇川 1905 38 1.8 木橋 

R0167 （本川）    滋賀      安曇川     

R0168 舟木大橋    滋賀 高島市（安曇川町）  安曇川    桁橋 

R0169 本庄橋  ほんじょう 滋賀 高島市（安曇川町）  安曇川 1970 130  RC橋 

R0170 新安曇川大橋   滋賀 高島市（安曇川町・旭町） 国道 161号 安曇川     

R0171 安曇川大橋  あどがわおお 滋賀 高島市（安曇川町・旭町） 安曇川 1933 151 5.5  

              トラス l＝2ｘ62.1 鈑桁 l＝2ｘ11.6 RCT桁橋 l＝4ｘ10.9  

R0172 安曇川橋梁   滋賀 高島市（安曇川町・新旭町） JR湖西線 安曇川     

R0173 常安橋  じょうあん 滋賀 高島市（安曇川町・新旭町） 安曇川 1958 222   

R0174 広瀬橋  ひろせ 滋賀 高島市（安曇川町）  安曇川 1930 164 5 RC橋 

R0175 両台橋    滋賀 高島市（安曇川町）  安曇川     

R0176 荒川橋  あらかわ 滋賀 高島市（朽木村）   安曇川 1955 96.8 4.5 トラス l＝2ｘ43.2 

R0177 三繰橋    滋賀 高島市（朽木村）   安曇川     

R0178 高岩橋  たかいわ 滋賀 高島市（朽木村）   安曇川 1958 61.4 5.5 ポニートラス l＝1ｘ36.4 鈑桁 

R0179 桑野橋  くわの 滋賀 高島市（朽木村）  国道 367号 安曇川 1964 100.5 6 RC橋  

R0180 中村橋  なかむら 滋賀 大津市    安曇川 1938 34.5 4.5 RC橋 l＝11 n＝3 

R0181 前川橋  まえかわ 滋賀 大津市    安曇川 1956 80 5.5  

R0182 平橋  たいら 滋賀 大津市    安曇川 1963 29 6.5 RC橋  

R0183 逆谷橋    さかさまだに 滋賀 大津市    安曇川 1969 15.6 7.5 RC橋 

R0190 今浜橋  いまはま 滋賀 守山市    南野洲川 1934 109.3 4.5 コンクリート橋 廃橋 

R0191 天神橋  てんじん 滋賀 守山市    南野洲川    

R0192 列系図橋  れっけいず 滋賀 守山市    南野洲川 1937 172.8 5.5 コンクリート橋 

R0193 新庄橋（笠原橋） しんじょう 滋賀 守山市    南野洲川 1935 119.9 4.5 ＲＣ橋 廃橋 

R0194 乙窪橋  おつくぼ 滋賀 中主町    南野洲川 1928 146.4 3.7 コンクリート橋 

R0195 川尻橋    滋賀 中主町    南野洲川 1956   コンクリート橋 廃橋 

R0196 吉川橋  よしかわ 滋賀 中主町    南野洲川 1897 56 1.8 木橋 

R0200 中州大橋    滋賀 守山市  県道 559号 野洲川     

R0201 天満大橋    滋賀 守山市    野洲川     

R0202 幸浜大橋    滋賀 守山市  国道 477号 野洲川     

R0203 稲荷大橋    滋賀 守山市  県道 153号 野洲川 1976 327   

R0204 服部大橋    滋賀 守山市    野洲川     

R0205 新座大橋    滋賀 守山市  県道 48号 野洲川     

R0206 （南野洲川を分流）  滋賀      野洲川     

R0207 川田橋  かわた 滋賀 守山市    野洲川 1957 113.4 4.9 コンクリ－ト橋  

R0208 川田大橋    滋賀    県道 151号 野洲川 1978 329.5 9.5   

R0209 近江富士大橋   滋賀 野洲市  県道 2号 野洲川 1990 417.2   

R0210 野洲川 2号水管橋  滋賀 野洲市    野洲川 1977    

              下路ランガー桁 n＝5 下路三弦トラス橋 n＝3 

R0211 野洲川橋  やすがわ 滋賀 野洲市    野洲川 1973 417.2 8.2 鋼橋 

R0212 野洲川橋  やすがわ 滋賀 野洲市    野洲川 1738   毎年仮橋を架設 

R0213 野洲川橋梁 やすがわ 滋賀 野洲・守山市 ＪＲ東海道本線 野洲川 1983 415 複線  

              連続トラス橋 ｌ＝3@64.5 ＰＣ下路 桁橋 ｌ＝（2+2）ｘ55 

R0214 野洲川橋梁 やすがわ 滋賀 野洲・守山市  東海道新幹線 野洲川 1964 748 複線  

              連続トラス ｌ＝3ｘ（3@60）ＲＣ桁 ｌ＝13ｘ15 



 ４ 

R0215 野洲川大橋  やすがわおお 滋賀 野洲市・栗東町 国道 8号 野洲川 1957 413.6 8 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝19.3+15@25+19.3 

R0216 野洲川 3号水管橋 やすがわ 滋賀 野洲市・栗東町   野洲川     

R0217 野洲川橋  やすがわ 滋賀 野洲市・栗東町 名神高速 野洲川 1964 386.9 2x10.4  

             連続合成鈑桁 ｌ＝2ｘ（2@52.2）+3@52.5 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ16.7  

R0218 石部大橋    滋賀      野洲川     

R0219 中郡橋  ちゅうぐん 滋賀 湖南市（甲西町・石部町） 野洲川 1936 221 5.2 ＲＣ橋 

R0220 甲西大橋    滋賀 湖南市（甲西町・石部町） 野洲川 1995 420   

R0221 野洲川 4号水管橋  滋賀 湖南市（甲西町・石部町） 野洲川 1998    

R0222 甲西橋    滋賀 湖南市（甲西町）   野洲川 1958 326 4.6 ＲＣ橋  

R0223 甲西中央橋   滋賀 湖南市（甲西町）   野洲川 1972 360   

R0224 新生橋  しんせい 滋賀 湖南市（甲西町）   野洲川 2004 290 6.5  

R0225 横田橋  よこた  滋賀 湖南市（甲西町） 国道 1号 野洲川 1961 231.1 8 鈑桁 

R0226 新柏貴橋    しんかしわぎ 滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川     

R0227 柏貴橋（柏木橋） かしわぎ 滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川 1936 195 4.5 ＲＣ橋 ｌ＝15ｘ13  

R0228 野洲川橋梁  滋賀 甲賀市（水口町）   近江鉄道本線 野洲川     

R0229 内貴橋  ないき 滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川 1935 200 5.5 ＲＣ桁 

R0230 水口大橋    みなくちおお 滋賀 甲賀市（水口町） 国道 307号 野洲川     

R0231 水口橋  みなくち 滋賀 甲賀市（水口町） 県道 123号 野洲川 1954 234 4.5 ＲＣ橋 

R0232 水口水管橋   滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川     

R0233 三蔵橋    滋賀 水口町    野洲川 1897 76 2.1 木橋 

R0234 清蔵橋    滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川 1847   仮橋 

R0235 岩上橋  いわがみ 滋賀      野洲川 1940 86.2 4.5 ＲＣ橋 

R0236 新岩上橋    しんいわがみ 滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川     

R0237 鹿深橋    滋賀 甲賀市（水口町）   野洲川     

R0238 岩室橋  いわむろ 滋賀 甲賀市（土山町・甲賀町） 県道 24号 野洲川 1935 204.4 4.5 ＲＣ橋 

R0239 歌声橋    滋賀 甲賀市（土山町・水口町） 野洲川     

R0240 白川橋  しらかわ 滋賀 甲賀市（土山町） 国道 1号 野洲川 1960 109.6 8 鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝75 

R0241 御代参橋    滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川     

R0242 （青土ダム） おおづち 滋賀      野洲川     

R0243      滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川     

R0244 青瀬橋  あおせ 滋賀 甲賀市（土山町） 県道 9号 野洲川 1958 45、5.5  鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｌ＝43 

R0245 鮎河橋  あいが 滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川 1952 43.4 4.5 ＲＣ橋 

R0246 横光橋    滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川     

R0247 松尾川橋    滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川     

R0248 坊前橋  ぼうまえ 滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川 1931 43.3 3.6 トラス ｌ＝42.7 

R0249 宮川橋    滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川     

R0250 鮎川橋    滋賀 甲賀市（土山町）   野洲川     

R0251 （野洲川ダム）   滋賀      野洲川     

R0252 石神橋  いしがみ 滋賀 土山町    野洲川 1952 44.4 4.5 鋼上路 2 ヒンジブレースドリブアーチ 

R0253 若鮎橋    滋賀 土山町    野洲川     

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

 


