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FR26:川を渡る橋・京都府 
 

 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 御幸橋  ごこう  京都 八幡市  府道 13号 宇治川 2003 266 2x(7.5+3.5) 鋼箱桁 

R0002 宇治川橋  うじがわ 京都 八幡市 国道 1号（京滋バイパス） 宇治川 2003 519.5 2@9.25  

             鋼Ｖ脚ラーメン連続箱桁 ｌ＝54.4+67.6+116.5+114+73.5+91.7 

R0003 宇治川・木津川橋梁  京都 京都市伏見区・八幡市 京阪電鉄本線 宇治川 単線  

               複線型トラス ｌ＝36.9またはｌ＝26.2 ｎ＝9+7 

R0004 淀小橋    京都 京都市伏見区   宇治川 1621   廃橋 

R0005 淀大橋    京都 京都市伏見区・久御山町 府道 15号 宇治川 1932 266.9 5 トラス ｌ＝25.6 ｎ＝20 

R0006 宇治川大橋   京都 京都市伏見区 国道 1号 宇治川 2002 456.8 2ｘ（9.3+3.5）  

                 鋼連続箱桁 ｌ=106.4+116+116+116.6 

R0007 京都南大橋   京都      宇治川    同上 

R0008 澱川橋梁  よどかわ 京都 京都市伏見区 近鉄（奈良電気鉄道） 宇治川 1928 ≒165 複線 トラス ｌ＝1ｘ164.5  

R0009 水管橋    京都 京都市伏見区   宇治川     

R0010 桂橋    京都      宇治川 鎌倉末期    

R0011 豊後橋    京都      宇治川 1594   下の旧名 

R0012 観月橋  かんげつ 京都 京都市伏見区 国道 24号 宇治川 1936 178.5 8+2@1.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝7@25.5 

R0013 新観月橋  かんげつ 京都    国道 24号（自動車専） 宇治川 1975 357.5 11  

       鋼連続箱桁 ｌ＝（2ｘ48）+（50.9+76.6+50.9） 合成鈑桁 ｌ＝29.5+8ｘ25 ＲＣ連続スラブ橋 ｌ＝10+12+10  

R0014 伏見橋    京都 京都市     宇治川 1964 545.3   

R0015 隠元橋  いんげん 京都 宇治市    宇治川 2005   鋼連続箱桁 

R0016 宇治川橋    京都 宇治市  国道 1号（京滋バイパス） 宇治川 1988 274 2x9 鋼連続箱桁 

R0017 宇治川水管橋   京都 宇治市    宇治川 1971 172  逆三角パイプトラス 

R0018 宇治川橋梁 うじかわ 京都 宇治市  奈良鉄道 宇治川 1905   鈑桁 関西鉄道となる 

R0019      京都    国鉄奈良線 宇治川 1961  単線 鈑桁 

R0020 宇治橋  うじ  京都 宇治市    宇治川 1996 155.4 2x8+(4+5)  

              連続鈑桁 ｌ＝（22.75+22+21.6）+（21.6+2ｘ22+21.85）  

R0021 橘橋    京都 宇治市    宇治川 1950  歩道 右本流のみ 

R0022 朝霧橋    京都 宇治市    宇治川 1972 74 3（歩道） 右本流のみ 

R0023 喜撰橋    京都 宇治市    宇治川 1984 32 4 鈑桁 ｎ＝3 

R0024 天ヶ瀬橋    京都 宇治市    宇治川 1954 54 2 木造吊橋 補剛トラス ＲＣ塔 

R0025 白紅橋  はっこう 京都 宇治市    宇治川 1957 40 3.6 鈑桁 

R0026 天ヶ瀬ダム   京都 宇治市    宇治川 1964   Ｈ＝73ｍ 9.2万ＫＷ 鳳凰湖 

R0027 大峰橋  おおみね 京都 宇治市    宇治川 1966 120.8 3  

              （天ヶ瀬ダム湖）吊橋 ｌ＝122 2 ヒンジ鋼補剛トラス 

R0028 喜撰山大橋   京都 宇治市・宇治田原町  宇治川 1967 91 5.5 鋼中路トラスドリブアーチ ｌ＝86  

R0029 曾束大橋  そづかおお 京都・滋賀 宇治市・大津市  宇治川     渡船 天ヶ瀬ダムに水没 

R0040 桂川橋     京都 京都市伏見区  京滋バイパス 桂川   672 18.5  

               鋼 V脚箱桁 l＝83.2+2x94+88.2+56.2+3ｘ57+87.2 

R0041 天王山大橋 てんのうざんおお 京都   国道 478号 桂川   578  連続鈑桁 

R0042 宮前橋  みやまえ 京都 京都市伏見区 府道 204号 桂川  1969 270.6 7.5+1.5  

              連続鈑桁 ｌ＝37+52+37 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ38+1ｘ30.6 

R0043 羽束師橋  はづかし 京都 京都市伏見区   桂川  1908   

R0044 横内橋（後・羽束師橋）  京都      桂川  1911 136 1.8 板橋 

R0045 羽束師橋  はづかし 京都      桂川   742 2@7.25  

       ＲＣ連続ホロースラブ ｌ＝6@17.2 鋼連続箱桁 ｌ＝（3@76）+（2@76+70） ＰＣ連結桁 ｌ＝2ｘ（4@23.6）  

R0046 久我橋  くが  京都 京都市伏見区 府道伏見向町線 桂川 2003 263.9 6.5+2@3.5 鋼連続箱桁 ｎ＝2+3 

R0047 桂川橋  かつらがわ 京都 京都市伏見区 名神高速道路 桂川 1963 295.6 2x9.4 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ32.4 

R0048 新久世橋  しんくせ 京都 京都市南区 国道 171号  桂川  1973 275 8+2.5  

      連続鈑桁 ｌ＝3@51 の両端を 11ｍ張り出しゲルバー桁長 50ｍの合成鈑桁を架け、両側径間は 61ｍ 

R0049 久世橋  くせ  京都     桂川 1954 269 11 ワ－レントラス ｌ＝3ｘ50 桁橋 ｌ＝2ｘ（4ｘ14.5） 

R0050 桂川橋梁  かつらがわ 京都 京都市西京区・南区 東海道新幹線 桂川 1964 ≒430 複線 トラス橋 ｌ＝6ｘ60  

R0051 桂川橋梁  かつらがわ 京都 京都市西京区・南区 ＪＲ東海道本線 桂川 1930 365 複線  

               （旅客線）複線ワ－レントラス ｌ＝29.5 ｎ＝12  

R0052      京都      桂川     （貨物線）鈑桁 n＝12 

R0053 桂（大）橋  かつらおお 京都 京都市右京区   桂川  1983   連続鈑桁 

R0054 桂川橋梁  かつらがわ 京都 京都市右京区・西京区 阪急京都線 桂川 1928 397 2x単線 鈑桁 

R0055 西大橋（桂大橋） にしおお 京都 京都市右京区・西京区 国道 9号 桂川 1964 324 13.5  

                連続合成鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@39） 合成鈑桁 

R0056 上野橋  うえの  京都 京都市右京区・西京区  桂川  1975 300 10 連続鈑桁 ｌ＝3@50 

R0057 松尾橋  まつお 京都 京都市右京区・西京区  桂川  1953 200 6  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝30+2@34+31 ＲＣ桁橋  
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R0058 渡月橋  とげつ 京都 京都市右京区・西京区  桂川   155 11.2 ＲＣＴ桁 

R0059 中の島橋  なかのしま 京都 京都市右京区・西京区  桂川  1966 ≒30 5.5 ＲＣ橋  

R0060 渡月小橋  とげつこ 京都 京都市右京区・西京区  桂川     

R0061 第一保津川橋梁 だい 1ほづ 京都 京都市右京区・西京区 ＪＲ山陰本線 保津川 1988 102 複線 鋼中路ローゼ ｌ＝93.5 

R0062 保津川橋梁 ほづ  京都 京都市右京区・西京区 ＪＲ山陰本線 保津川 1899  単線  トラス ｌ＝1ｘ85.3  

R0063       京都  嵯峨野観光鉄道 保津川     

R0064 保津峡橋  ほづきょう 京都 京都市右京区・西京区 市道 保津川 1990 54 7 フイレンデール橋 ｌ＝1ｘ37.2 +鈑桁 

R0065 第二保津川橋梁   京都 京都市西京区  ＪＲ山陰本線 保津川 1988 132 複線 鋼上路アーチ ｌ＝92 

R0066 第三保津川橋梁   京都 亀岡市    ＪＲ山陰本線 保津川 1988 111 複線 鋼方杖ラーメン橋 ｌ＝71 

R0067 第四保津川橋梁   京都 亀岡市    ＪＲ山陰本線 保津川 1988 128 複線 鋼上路ローゼ ｌ＝108  

R0068 第五保津川橋梁   京都 亀岡市    ＪＲ山陰本線 保津川 1988 103 複線  

              鋼上路アーチ ｌ＝76.3，合成鈑桁 ｌ＝16.3，鈑桁 ｌ＝9.3 

R0069 保津川橋  ほづがわ 京都 亀岡市    保津川 1908 173 3 木橋 

R0070 保津大橋  ほづおお 京都 亀岡市    保津川 2001 368 7.5+2@3  

              ＰＣエクストラドーズ橋 ｌ＝33.1+50+76+100+76+31.1 

R0071 宇津根橋  うすね 京都 亀岡市    保津川 1959 265 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝24 

R0072 月読橋  つきよみ 京都 亀岡市    保津川 1972 309 8 合成鈑桁  

R0073 大堰橋  おおい 京都 八木町    大堰川 1935 210.9 5.5  

              ゲルバートラス ｌ＝32.2+46+32.2 ＲＣＴ桁 ｌ＝10ｘ10  

R0074 八木大橋  やぎおお 京都    国道 477号 大堰川 1996   

R0075 新庄橋  しんじょう 京都 八木町    大堰川 1974   永久橋  

R0076 平成橋  へいせい 京都 園部町    大堰川     

R0077 川辺大橋  かわべおお 京都 園部町    大堰川     

R0078 越方大橋    こしかたおお 京都 園部町  府道 25号 大堰川     

R0079 越方橋  こしかた 京都 園部町    大堰川     ＲＣ橋 

R0080 第一大堰川橋梁 おおいがわ 京都 園部町    ＪＲ山陰本線 大堰川 1984 96 単線 トラス ｌ＝1ｘ95 

R0081 第二大堰川橋梁 おおいがわ 京都 園部町    ＪＲ山陰本線 大堰川 1967  単線  トラス ｌ＝1ｘ66.2 +鈑桁 

R0082 日吉大橋    京都 日吉町    大堰川     

R0083 新大向橋   しんおおむかい京都 日吉町  県道  大堰川     

R0084 大向橋  おおむかい 京都 日吉町  県道  大堰川     

R0085 （日吉ﾀﾞﾑ）    京都      大堰川     

R0086 世木高橋  せきたか 京都 日吉町    大堰川 1921    

R0087 世木林橋  せきばやし 京都 日吉町    大堰川 1921    

R0088 天若橋    京都 日吉町    大堰川     

R0089 楽河橋  らうか  京都 日吉町    大堰川 1921    

R0090 （世木ダム）   京都      大堰川     

R0091 小道津大橋 こみちつ 京都 日吉町    大堰川   

R0092 日吉夢のかけはし ひよし 京都 日吉町    大堰川   

R0093 天若峡大橋   京都 日吉町・八木町   大堰川   

R0094 宇津峡大橋   京都 京都市右京区   大堰川   

R0095 日吉橋  ひよし  京都 京北町  国道 477号 大堰川 1898 55 

R0096 栃本橋    京都      大堰川   

R0097 弓槻橋  ゆみつき 京都 京都市    大堰川 1958 52.6 

R0098 八千代橋    京都      大堰川   

R0099 嵐山大橋    京都      大堰川   

R0100 京北橋    京都      大堰川   

R0101 殿橋    京都      大堰川   

R0102 姑無野橋    京都      大堰川   

R0103 亀の甲橋    京都      大堰川   

R0104 野上橋    京都      大堰川   

R0105 農渡橋    京都    国道 477号 大堰川   

R0106 山陵橋    京都    国道 477号 大堰川   

R0107 津野橋    京都      大堰川     

R0108 日吉橋    京都    国道 477号 大堰川     

R0109 吉野橋    京都    国道 477号 大堰川     

R0110 川向橋    京都    国道 477号 大堰川     

R0111 宇和田橋    京都      大堰川     

R0112 草原橋    京都    県道  大堰川     

R0113 ？     京都    国道 477号 大堰川     

R0114 八桝橋    京都    県道  大堰川     

R0115 鵜飼橋  うかい 京都 京都市右京区   大堰川 1935 51.2   

R0116 落合橋  おちあい 京都 京都市    大堰川 1956 51.2   

R0117 佐比川橋  さひがわ 京都 京都市    大堰川     

R0118 夫婦橋  めおと 京都 京都市    大堰川 1937 37.3   

R0130 高山ダム    京都      名張川 1969    

           H＝67 重力式アーチダム 洪水調節、利水、上水道、発電 水資源機構 

R0131 高山橋  たかやま 京都 南山城村    名張川 1945   高山ダム湖に水没  

R0132 ？     京都      名張川 1969 195.9 6 吊橋 ｌ＝193.5 鋼補剛トラス 鋼塔 
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R0140 第一由良川橋   京都    国道  由良川 1990 286 9+2.5  

                上路連続トラス ｌ＝49.2+2@72.8+2@44.4  

R0141 由良川橋梁 ゆらがわ 京都 舞鶴市・宮津市 北近畿タンゴ鉄道 由良川 1924 535 単線 鈑桁 ｌ＝24ｘ22.3 

R0142 八雲橋  やぐも 京都 舞鶴市  府道 569 由良川 1956 114.8 5 吊橋 ｌ＝115 鈑桁補剛，鋼塔 

R0143 藤津舟橋    京都 舞鶴市    由良川 1901   舟橋 

R0144 大川橋  おおかわ 京都    国道 175号 由良川 2009 401 21  

            鋼連続合成ラーメン箱桁 l＝（52.35+70+62.35）+(50.6+2@50.25+50.6) 

R0145 岡田下橋  おかだしも 京都 舞鶴市    由良川 1954 236.9 4.5 ポニートラス n＝5 

R0146 由良川橋  ゆらがわ 京都 舞鶴市  府道 491号 由良川 1996 305 7.25+2.5  

              鋼連続箱桁 ｌ＝（2@53）+（55.5+56+55.5） 鈑桁 ｌ＝29.2 

R0147 由良川橋（舞鶴 2号橋） ゆらがわ 京都 舞鶴市 京都縦貫道 由良川 1997 740 20.5  

        鋼中路連続アーチ ｌ＝64.4+200+64.4 鋼連続箱桁 ｌ＝（49.1+60+81+62.5+61.9）+（2@49.4） 

R0148 三河橋  そうご  京都 大江町    由良川 1955   ＲＣ潜水橋 

R0149 大雲橋  おおくも 京都 大江町    由良川 1970 380.9 6 連続鈑桁、合成鈑桁 ｎ＝5 

R0150 波美橋    京都 大江町    由良川 1984 131.6 6.5 PC桁 

R0151 尾藤橋  びとう  京都 大江町    由良川 1927   ＲＣスラブ橋 

R0152 在田橋  ありた  京都 大江町    由良川    ＲＣスラブ橋 

R0153 筈巻橋  はずまき 京都 福知山市    由良川 1955 119.5 5 ポニートラス ｎ＝1 ，合成鈑桁 

R0154 新音無瀬橋   しんおとなせ 京都 福知山市    由良川 1988 559 10 ＰＣ連続箱桁、ＰＣＴ桁 

R0155 音無瀬橋  おとなせ 京都 福知山市    由良川 1995 478 7.5+2@2.5  

        ニールセン橋バスケットハンドル型ローゼ橋 ｌ＝1ｘ236 鋼連続箱桁 ｌ＝（2@61.1）+（2@58.3） 

R0156 桜橋    京都 福知山市    由良川 1996 335 10.25 ＰＣ連続箱桁 

R0157 川北橋  かわきた 京都 福知山市    由良川 1983 177 6.8 合成鈑桁 ｌ＝43.7 

R0158 戸田橋  とだ  京都 福知山市    由良川 1981 271.6 7+2.5 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ44.5 

R0159 由良川橋    京都 綾部市・福知山市 舞鶴自動車道 由良川 1991 520 2ｘ9  

              ＰＣ連続箱桁 l=64.2+3@70.5+64.2 ＰＣラーメン箱桁 

R0160 小貝橋  おがい 京都 綾部市    由良川 2003 342.8 9 連続鈑桁 n＝9 

R0161 以久田橋  いくた  京都 綾部市    由良川 1996 356 11.5 連続鈑桁、 

R0162 位田橋  いでん 京都 綾部市    由良川 1992 345.5 8.5  

              鋼連続箱桁 ｌ＝54.4+60+54.4 連続鈑桁 ｌ＝4@46.5 

R0163 白瀬橋  しらせ  京都 綾部市  府道 77号? 由良川 1986（？） 319.6 7.5+2@2.5  

                 合成鈑桁 ｌ＝34.65+6ｘ40.6+34.65 

R0164 下由良川橋梁 しもゆらがわ 京都 綾部市    由良川 1963 338 単線 鈑桁 ｌ＝8ｘ42.5 

R0165 丹波大橋  たんばおお 京都 綾部市    由良川 1968 290.9 9+2.25 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ41.4 

R0166 綾部橋  あやべ 京都 綾部市    由良川 1909 180  木造トラス 

R0167 綾部大橋    京都      由良川 1929 209.8 4.5ポニーボーストリングトラス ｌ＝7ｘ29.3 

R0168 新綾部大橋（新丹波大橋） しんあやべおお 京都 綾部市 国道 173号 由良川 1988 392 7.25+2.5  

          ＰＣ斜張橋 ｌ＝51.5+110+77.5 連続鈑桁 ｌ＝40.8+50+40 ＰＣ桁橋 ｌ＝1ｘ19.75 

R0169 和木大橋  わぎおお 京都 綾部市    由良川 1943  道路  

R0170 山家橋  やまが 京都 綾部市    由良川 1912 164.2 4.2  

             鋼上路 2 ヒンジブレースドリブアーチ ｌ＝81.8 鈑桁 ｎ＝2 

R0171 山家大橋  やまがおお 京都      由良川 1956 149 5.5 鋼中路ランガ－トラス ｌ＝75.6 桁橋  

R0172 上原橋  かんばら 京都 綾部市    由良川    吊橋 トラス補剛 

R0173 弁天橋    京都 綾部市    由良川     

R0174 井坪大橋    京都 綾部市    由良川 1979    

R0175 舟戸橋    京都 和知町    由良川 1955 102 4 トラス ｌ＝33 ｎ＝2 

R0176 和知第一大橋   京都 和知町  国道 27号 由良川     道路 上路トラス ｎ＝3 

R0177 丸山橋    京都 和知町    由良川 1969    

R0178 和知川橋  わちがわ 京都 和知町    由良川 1978 44   

R0179 上安栖里橋 かみあせり 京都 和知町    由良川     

R0180 須川橋    京都 和知町    由良川     

R0181 中仙流橋    京都 和知町    由良川     

R0182 和知第二大橋   京都 和知町  国道 27号 由良川 1997 192.5 11.5  

                鋼ニールセンローゼ ｌ＝1ｘ127 連続鈑桁 

R0183 第一和知川橋梁   京都 和知町    ＪＲ山陰本線 由良川 1977 ≒172 単線 トラス 鈑桁 ｎ＝3  

R0184 第二和知川橋梁   京都 和知町  ＪＲ山陰線 由良川 1910  単線  ピン結合トランケ－トトラス ｌ＝62.7 

R0185 金比羅橋    京都 和知町    由良川 1967   永久橋 

R0186 （和知ダム）   京都      由良川 1968    

R0187 升谷橋  ますたに 京都 和知町    由良川 1953 115.9 5.5  

             鋼上路 2 ヒンジランガートラス ｌ＝77.2 上路トラス ｎ＝（1+1） 

R0188 上升谷橋    かみますたに 京都 和知町    由良川 1967 132.6 4 鋼上路ランガ－桁 ｌ＝1ｘ99 

R0189 升谷小橋    京都 和知町    由良川     

R0190 ながさ大橋   京都 和知町    由良川     

R0191 （大野ダム）   京都      由良川     

R0192 向山橋  むかいやま 京都 美山町  町道  由良川 1959 136 3  

             吊橋 ｌ＝100 逆三角形補剛トラス、鋼塔 鈑桁 ｎ＝2 

R0193 肱谷橋  ひじたに 京都 美山町  府道  由良川 1960 110 5.5 PC有鉸連続箱桁 ｌ＝22+66+22 

R0194 小幡橋    京都 美山町  町道  由良川 1960 116.6 1.2 重床式吊橋 



 ４ 

R0195 小野橋    京都 美山町  町道  由良川 1959 123.6 2.  

               吊橋 ｌ＝99+22.5 鋼補剛トラス ＲＣ床版 鋼塔 

R0196 文字儡地橋 もじかいち 京都 美山町  町道  由良川 1959 98 1.2 吊橋 重床式 

R0197 萱野橋  かやの 京都 美山町  町道  由良川 1959 82.6 3.6 トラス ｌ＝1ｘ56 合成鈑桁 

R0198 字見橋  あざみ 京都 美山町  町道  由良川 1959 146 2 ゲルバー鈑桁 ｌ＝26+3@31+26 

R0199 出合橋    京都 美山町    由良川 1959 40 1.5 ＲＣ潜水橋 

R0200 佐本橋    京都      由良川     

R0201 松ケ瀬橋    京都      由良川     

R0202 （ダム）    京都      由良川     

R0203 花ノ木橋    京都 美山町    由良川 1951 51 4.5 ポニ－トラス ｌ＝1ｘ29.9 Ｉ型桁  

R0204 平大橋    京都      由良川     

R0205 安野橋    京都      由良川     

R0206 高松橋    京都      由良川     

R0207 大内橋    京都      由良川     

R0208 野田橋    京都      由良川     

R0209 大滝橋    京都      由良川     

R0210 南大橋    京都      由良川     

R0211 長除大橋    京都      由良川     

R0220 御幸橋  ごこう  京都 八幡市  府道 13号 木津川       木桁橋 

R0221 宇治川    京都      木津川     

R0222 ガス管橋    京都 八幡市    木津川     

R0224 木津川橋    京都 久御山町・八幡市 第二京阪道路 木津川   4車  

R0225 上津屋橋  かみつや 京都 久御山町・八幡市 府道 281号 木津川 1951 356.5 3  

       木桁橋 ｎ＝74 桁を 8等分して，各々をロ－プで連結，出水時は桁が流れるが再度使用できる。 

R0226 新木津川橋   京都 城陽市・京田辺市 京奈和自動車道 木津川   4車  

R0227 木津川橋梁   京都 城陽市・京田辺市 近鉄京都線 木津川 1929 458 複線 鈑桁 ｌ＝21ｘ21 Ｉ型桁橋 ｌ＝1ｘ9.1 

R0228 山城大橋    やましろおお 京都 城陽市・京田辺市 国道 307号 木津川 1997   鋼ローゼ n＝1 +鈑桁 

R0229 玉水橋    京都 井手町・京田辺市 府道 65号 木津川 2003 474.5 13+2@3  

              鋼連続箱桁橋 ｎ＝2@65.2+(64.8+84.6+64.2)+（62+61.8） 

R0230 開橋    京都 山城町・精華町 府道 71号 木津川    鈑桁 

R0231 泉橋  いずみ 京都 山城町・木津町   木津川 1918   木造ポニーボーストリングトラス 

R0232 東河橋    京都 木津町    木津川 741    

R0234 泉大橋  いずみおお 京都    国道 24号 木津川 1951 383.6 7.5  

                ゲルバートラス橋 ｌ＝33.6+7@44.5+33.6  

R0235 木津川橋梁   京都 山城町・木津町 ＪＲ奈良線 木津川 1972 405 単線 トラス ｌ＝5ｘ62.4+2ｘ46.8  

R0236 恭仁大橋  くにおお 京都 加茂町  府道 44号 木津川 1987 285.2 7+2@2.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝56.5+3@57+56.5  

R0238 笠置大橋  かさぎおお 京都    府道 4号 木津川 1959 220 5.5  

               ゲルバートラス ｌ＝62.2+75+62.2 鈑桁 ｌ＝19.98  

R0239 瀬没橋    京都 笠置町    木津川    潜水橋 

R0240 木津川橋梁 きづかわ 京都 笠置町    ＪＲ関西本線 木津川 1925    

       鋼ポニーワーレントラス ｌ＝2ｘ30 をランガー式で補強 鈑桁 ｌ＝2ｘ21 をクイーンポストトラスで補強 

R0241 （相楽ダム）   京都      木津川     

R0243 大河原大橋   京都 南山城村  府道 82号 木津川 1969 152.2 6 活荷重合成鈑桁 ｌ＝3ｘ50 直接基礎 

R0246 笹瀬橋    京都 南山城村  府道 753号 木津川 1955   下路ポニートラス橋 ｎ＝3  

R0248 木津川橋梁   京都 八幡市   京阪電鉄本線 木津川 1927  複線 下路トラス橋 n＝9 

R0249 木津川大橋  きずがわおお 京都 御久山町・八幡市 国道 1号 木津川 1966 298.4 14.5 連続活荷重合成鈑桁 ｌ＝3ｘ（3@44）  

R0251 上津屋橋    京都      木津川 1951 356.8 3.3 木造流れ橋 

R0252 ？     京都 城陽市・京田辺市 京阪和道路 木津川     

R0262 笠置橋  かさぎ 京都 笠置町    木津川 1959 220 5.5  

               ゲルバートラス ｌ＝62.2+75+62.2 鈑桁 ｌ＝19.98  

R0264 恋路橋(南大河原橋)  京都 山城町    木津川 1945  3.5 RC潜水橋 

R0270 土師川水管橋   京都 福知山市    土師川     

R0271 土師川橋梁   京都 福知山市    ＪＲ山陰本線 土師川 1966  単線  鋼箱桁 ｌ＝41 

R0272 吐師川橋    京都 福知山市    土師川 1889 73 5.8 木橋 

R0273 土師橋    京都      土師川 1958 197 8 ＰＣＴ桁 ｌ＝23.9 ｎ＝8 

R0274 新土師橋    京都 福知山市    土師川     

R0275 高畑橋    京都 福知山市    土師川 1950   木橋  

R0276 岩間橋    京都 福知山市    土師川 1907 109 1.8 木橋  

R0277 岩間新橋    京都      土師川     

R0278 前ケ島橋    京都 福知山市    土師川     

R0279 ？     京都 福知山市 舞鶴若狭自動車道 土師川 1987    

R0280 六人部橋  むとべ 京都      土師川 1909    

R0281 六人部大橋   京都 福知山市  府道 708号 土師川 1965 129 6  

            ゲルバー鈑桁 ｌ＝32.7+33+32.7 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ14.4 吊桁は合成鈑桁  

R0282 池田橋    京都 福知山市    土師川     

R0283 三俣大橋    京都 福知山市  国道 9号 土師川     

R0284 三俣橋    京都 福知山市  府道 522号 土師川 1909    
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R0285 芦渕大橋    京都 福知山市    土師川     

R0286 ？     京都 福知山市  府道 59号 土師川     

R0287 ？     京都 福知山市  府道 709号 土師川     

R0288 三和橋    京都 福知山市  国道 9号 土師川     

R0289 兩橋  りょう  京都 福知山市（三和町）   土師川 1938 56.4 6｡5 ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝35 

R0290 ？     京都 福知山市  国道 9号 土師川     

R0291 ？     京都 福知山市  府道 26号 土師川     

R0292 大身大橋    京都 福知山市  国道 9号 土師川     

R0293 坪山大橋    京都 福知山市  国道 9号 土師川     

R0294 巌洞橋    京都 京丹波町  国道 9号 土師川     

R0295 上大久保橋   京都 京丹波町  国道 9号 土師川     

R0296 梅田橋    京都 京丹波町  国道 9号 土師川 1908     木造ポニ－ボ－ストリングトラス ｎ＝2 

R0297 市場橋    京都 京丹波町    土師川     

R0298 ？     京都 京丹波町  府道 711号 土師川     

R0310 京川橋    京都 京都市南区・伏見区 府道 202号 鴨川 1952 116 6  

               ゲルバー鈑桁 ｌ＝25.5+34.5+25.5 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ15 

R0311 小枝橋  さえだ  京都 京都市南区・伏見区  鴨川  1956 123 4.5 鈑桁 ｌ＝10ｘ12 

R0312 鴨川橋    京都 京都市南区・伏見区 名神高速 鴨川 1963 202.6 2x9.4 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ33.2 

R0313 鳥羽大橋(城南橋)  京都 京都市南区・伏見区 国道 1号 鴨川 1932 115.8 14+2@2 ＲＣアーチ ｌ＝6ｘ17.8  

R0314 大宮大橋    京都 京都市南区・伏見区  鴨川   4車  

R0315 流川大橋    京都 京都市伏見区   鴨川    桁橋 

R0316 竹田橋    京都 京都市伏見区   鴨川 1 956 163.6  Ｉ形桁 

R0317 水管橋    京都 京都市伏見区   鴨川     

R0318 鴨川橋梁    京都 京都市伏見区 近鉄京都線 鴨川  1928  複線 鈑桁 ｎ＝5 

R0319 水鶏橋  くいな  京都 京都市伏見区 府道 201号 鴨川  1954 94 6 鈑桁 ｌ＝12.8+3ｘ22.8+12.8 

R0320 勧進橋  かんじん 京都 京都市南区・伏見区 国道 24号 鴨川 1947 88.5 15+2@2 連続鈑桁 ｌ＝28+32+28 

R0321 陶化橋    京都 京都市南区・東山区  鴨川  1963 108.5 7 連続合成鈑桁 ｌ＝32.5+42.5+32.5  

R0322 東山橋    京都 京都市南区・東山区  鴨川  1933 426.3 15+2@1.5 木橋 

R0323 九条跨線橋 くじょう 京都      鴨川  1970 82.5 15+2@1.5  

             鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝39 鈑桁ｌ＝10 ｎ＝1+1 

R0324 鴨川橋梁    京都    ＪＲ奈良線 鴨川  2004  複線 トラス 

R0325 鴨川橋梁  かもがわ 京都 京都市下京区・東山区 東海道新幹線 鴨川 1964 114.8 複線 鋼連続箱桁 ｌ＝36+42+36 

R0326 鴨川橋梁    京都 京都市下京区・東山区 ＪＲ東海道本線 鴨川     

R0327 塩小路橋  しおこうじ 京都 京都市下京区・東山区  鴨川  1953 85.4 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25.4+34+25.4 

R0328 七条大橋    しちじょうおお 京都 京都市下京区・東山区  鴨川  913 81.9 14.6+2@3.7 ＲＣアーチ ｌ＝6ｘ14.9  

R0329 正面橋  しょうめん 京都 京都市下京区・東山区  鴨川  952 75.3 6 連続鈑桁 ｌ＝26.6+27+21.8 

R0330 五條大橋  ごじょうおお 京都 京都市下京区・東山区 国道 1号 鴨川 1959 67.2 26+2@4.5 連続鈑桁 ｌ＝19.3+28+19.3  

R0331 五條橋  ごじょう 京都 京都市下京区・東山区  鴨川  1139 115 7.3 木桁橋 

R0332 大仏橋    京都      鴨川  1589   木橋 

R0333 松原橋  まつばら 京都      鴨川  1959 83.5 6 連続鈑桁 ｌ＝23.7+30+23.7 

R0334 団栗橋  どんぐり 京都 京都市下京区・東山区  鴨川  1949  4.5 ＲＣ橋 

R0335 団栗疎水橋 どんぐりそすい 京都      鴨川  1963 77.5 9.5  

                連続鈑桁 ｌ＝20+21+20 合成鈑桁 ｌ＝15.5 

R0336 四条橋  しじょう 京都 京都市下京区・東山区  鴨川  1142   木桁橋 創架 

R0337 四条大橋  しじょうおお 京都      鴨川  1942 64.8  連続鈑桁 ｌ＝22+27+14.6 

R0338 三条橋  さんじょう 京都 京都市中京区・東山区  鴨川  1423    

R0339 三条大橋   さんじょうおお 京都      鴨川  1950 101.4 15.5 鈑桁 ｌ＝8.5 n＝9 

R0340 御池大橋  おいけおお 京都 京都市中京区・東山区 府道 37号 鴨川 1964 82 13.5 連続鈑桁 ｌ＝23.7+34+23.7 

R0341 二条大橋  にじょうおお 京都 京都市中京区・東山区  鴨川  1943 84.6 8+2@2 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23.7+32.2+23.9 

R0342 夷川橋    京都 京都市上京区   鴨川  1910 120 3.6  

R0343 丸太町橋  まるたまち 京都 京都市上京区・左京区 府道 187号 鴨川 1991 92 22 鋼鈑桁 ｌ＝9ｘ11.3 ＲＣ床版 

R0344 御幸橋    京都 京都市上京区・左京区  鴨川  1867    

R0345 荒神橋  こうじん 京都      鴨川  1914 126 6.5 ＲＣＴ桁 ｌ＝16ｘ7.8 

R0346 賀茂大橋  かもおお 京都 京都市上京区・左京区 府道 101号 鴨川 1931 141.4 16.3+2@2.9  

             ゲルバー鈑桁 ｌ＝17.3+2@27.4+17.3 鈑桁 ｌ＝（2+3）ｘ12.3 

R0347 （賀茂川）    京都      鴨川     

R0348 出町橋  でまち 京都 京都市上京区・左京区  鴨川  1954 82 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25+32+25  

R0349 葵橋  あおい 京都 京都市上京区・左京区 府道 32号 鴨川 1956 75 6 鋼連続箱桁橋 ｌ＝20.7+31.9+20.7 

R0350 出雲路橋    京都 京都市上京区・左京区  鴨川  1983 80 9.8 鈑桁 

R0351 北大路橋  きたおおじ 京都 京都市北区・左京区 国道 367号 鴨川 1934 96.6 15.4+2@3.35 鈑桁 ｌ＝3ｘ14+2ｘ10.2+3ｘ10 

R0352 北山大橋    京都 京都市北区・左京区  鴨川  1962 84   

R0353 上賀茂橋    京都 京都市・北区   鴨川      鈑桁 

R0354 御薗橋  みその 京都 京都市・北区   鴨川  1937 69.3 7.5*2@1.5  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝22.2+24.9+22 

R0355 西賀茂橋    京都 京都市・北区   鴨川     

R0356 賀茂川通学橋   京都 京都市・北区   鴨川     

R0357 志久呂橋    京都 京都市・北区   鴨川  1957 51   

R0358 庄田橋    京都 京都市・北区   鴨川  1959 50   
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R0359 高橋    京都 京都市・北区   鴨川  1955 39   

R0360 十三石橋    京都 京都市・北区   鴨川     

R0361 山幸橋    京都 京都市・北区 府道 61号 鴨川     

R0370 御幸橋  ごこう  京都 八幡市    宇治川     

R0371 京滋バイパス   京都 八幡市  高速道路 宇治川     

R0372 石清水大橋 いわしみずおお 京都    国道 478号 宇治川  450  鋼連続箱桁 

R0373 宇治川橋梁   京都 八幡市   京阪電鉄本線 宇治川 1929 267 複線 トラス n＝7 

R0374 淀大橋    京都 久御山町    宇治川     

R0375 宇治川大橋   京都 京都市  国道 1号 宇治川     

R0376 巨椋大橋  おぐらおお 京都 京都市  国道 1号 宇治川 2002 456.8 9.3+3.5 鋼連続箱桁 

R0377 巨椋大橋  おぐらおお 京都 京都市   阪神高速油小路線 宇治川 2002 456.8 鋼連続箱桁 

R0378 巨椋大橋  おぐらおお 京都 京都市  国道 1号 宇治川 2002 456.8 9.3+3.5 鋼連続箱桁 

R0379 澱川橋梁    京都 京都市  近鉄京都線 宇治川 1928  複線  

R0380 豊後橋    京都      宇治川 1594   鎌倉末期 桂橋 桃山時代 豊後橋  

R0381 観月橋  かんげつ 京都 京都市    宇治川 1873 182  鉄橋脚 

R0382 新観月橋    しんかんげつ 京都      宇治川 1875 357.5 11  

       鋼連続箱桁 ｌ＝（2ｘ48）+（51.4+76.6+51.4） 合成鈑桁 ｌ＝29.5+8ｘ25 ＲＣ連続スラブ橋 ｌ＝10+12+10  

R0383 陰元橋  いんげん 京都 宇治市    宇治川     

R0384 京滋バイパス   京都 宇治市  国道 478号 宇治川     

R0385 宇治川橋梁 うじがわ 京都 宇治市  JR奈良線 宇治川 1896  単線 鈑桁  

R0386 宇治橋    京都 宇治市    宇治川 1996   鈑桁 n＝6 

R0387 （右支川）    京都      宇治川     

R0388 朝霧橋    京都 宇治市    宇治川     

R0389 （左支川）    京都      宇治川     

R0390 橘橋    京都 宇治市    宇治川     

R0391 天ヶ瀬橋    京都 宇治市    宇治川    吊橋 

R0392 白虹橋    京都 宇治市    宇治川     

R0393 （天ヶ瀬ダム）   京都      宇治川    H＝72 鳳凰湖 

R0394 大峰橋  おおみね 京都 宇治市・宇治田原町  宇治川 1966 120.8 3 吊橋 ｌ＝122 2 ヒンジ鋼補剛トラス 鋼塔 

R0395 喜撰山大橋   京都      宇治川 1967 91 5.5  

                鋼中路 2 ヒンジブレースドリブアーチ ｌ＝86  

R0396 曾束大橋    京都・滋賀 宇治市・大津市  宇治川 1964 109 6  

              鋼中路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｆ＝17.5 ｌ＝106.4 

R0400 河合橋  かわい 京都 京都市左京区   高野川 1939 59.3 7+2@1.5  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18.7+21+16.7 

R0401 御蔭橋    京都    府道  高野川 1976   架替え  

R0402 蓼倉橋    京都      高野川     

R0403 高野橋  たかの 京都    国道 369号 高野川 2002 55.6 26.8 連続鈑桁 ｎ＝2  

R0404 馬橋  うま  京都      高野川 1957 38.2 6 鋼箱桁 ｌ＝37.5 

R0405 松ヶ崎橋    京都    府道  高野川 1952 37.6 6 ＲＣ連続桁 ｌ＝2@18，6 

R0406 山端橋    京都      高野川    鈑桁 n＝2 

R0407 花園橋    京都    府道  高野川 1977 27.8   

R0408 ？     京都    叡山電鉄鞍馬線 高野川 1928  複線  

R0409 三宅橋    京都    国道 369号 高野川 1958 30.8  ＲＣ連続桁 

R0410 高野川橋    京都    叡山電鉄 高野川 1925  複線 鈑桁  

R0411 西塔橋  さいとう 京都      高野川 1924 22.6 5.4 ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝11 ｎ＝2 

R0412 駒尻橋    京都    国道 369号 高野川     

R0413 七瀬橋    京都    国道 369号 高野川     

R0414 八瀬大橋  やせおお 京都      高野川 1939 25.2  ＲＣ桁 ｌ＝14.6 ｎ＝3 

R0415 新八瀬橋    京都    国道 369号 高野川     

R0416 美濃瀬橋    京都    国道 369号 高野川     

R0417 花尻橋    京都    国道 369号 高野川     

R0418 中央橋    京都    府道  高野川     

R0419 和田橋    京都      高野川 1952 21.5 4 ＲＣ連続桁 ｌ＝2@10.5 

R0420 新伊香    京都    国道 369号 高野川     

R0421 新高橋    京都    国道 369号 高野川     

R0422 北橋    京都      高野川 1952 13 4.5 ＲＣ桁 

R0423 高橋    京都    国道 369号 高野川 1952 12 4.5 ＲＣ桁  

R0424 八瀬橋    京都    国道 477号 高野川     

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

 


