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FR28:川を渡る橋・兵庫県 
 

 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 網干臨海大橋   兵庫 姫路市    揖保川 1985   鋼連続箱桁 ｎ＝3 

R0002 本町橋    兵庫      揖保川 1957   鈑桁、ｎ＝9 

R0003 揖保川大橋（網干大橋） いぼがわおお 兵庫 姫路市 国道 250号 揖保川 1986 183.3 9.5  

            鋼ランガー桁 ｌ＝1ｘ57 連続合成鈑桁 ｌ＝3@32 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ28 

R0004 八十大橋    兵庫 姫路市    揖保川 1991   連続鈑桁 ｎ＝3+2 

R0005 王子橋    兵庫 姫路市  県道 133 揖保川 1980 257.7 4.5 鈑桁 ｎ＝7 

R0006 揖保川橋梁   兵庫 姫路市  網干鉄道 揖保川 1946 ≒220 単線 廃線 撤去 

R0007 揖保川橋梁   兵庫 揖保川町・龍野市 山陽新幹線 揖保川 1972 ≒273 複線 ＰＣ箱桁 ｌ＝6ｘ44.7 

R0008 水管橋    兵庫 揖保川町・龍野市   揖保川    三角形パイプトラス橋 

R0009 揖保川橋梁 いぼがわ 兵庫 揖保川町・龍野市 国鉄山陽本線 揖保川 1926 ≒312 複線 鈑桁 ｌ＝13ｘ21.3+1ｘ12.2 

R0010 正条橋  しょうじょう 兵庫 揖保川町・龍野市   揖保川    撤去 

R0011 揖保川大橋   兵庫    国道 2号 揖保川 1984 314 8.25+3.5 （旧橋跡）鈑桁 ｎ＝7 

R0012 揖保川橋    兵庫 揖保川町・龍野市 山陽自動車道 揖保川    鋼連続箱桁 ｎ＝4 

R0013 竜野新大橋   兵庫 龍野市  県道 5号 揖保川 1966   鋼橋 

R0014 樟津橋  くすつ  兵庫 龍野市    揖保川 1911 260  Ｉ型桁 

R0015 竜野橋  たつの 兵庫      揖保川 1934 211 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝12+11@17+12 

R0016 朝草橋    兵庫 龍野市    揖保川     

R0017 朝日橋    兵庫      揖保川     

R0018 旭橋    兵庫      揖保川 1972   鈑桁 ｎ＝5 

R0019 祇園橋    兵庫 龍野市  県道 5号 揖保川 1999   連続鈑桁 ｎ＝5 

R0020 揖保川水路橋   兵庫 龍野市    揖保川     

R0021 播磨觜崎橋   兵庫 新宮町・龍野市   揖保川 1915    

R0022 觜崎橋  はしざき 兵庫    県道 724号 揖保川 1959 195 6 ＰＣ桁 ｌ＝9ｘ21 

R0023 揖保川橋梁   兵庫 新宮町  国鉄姫新線 揖保川 1932 ≒218 単線 鈑桁 ｎ＝11 

R0024 曾我井橋  そがい 兵庫 新宮町  県道 505号 揖保川 1971   ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0025 東山公園橋   兵庫 新宮町    揖保川 1968 159 2 吊橋 無補剛 鋼塔 

R0026 新香橋  しんこう 兵庫 新宮町  県道 432号 揖保川 1963   鈑桁 ｎ＝7 

R0027 香島橋  こうしま 兵庫 新宮町    揖保川 1973   鈑桁 ｎ＝5 

R0028 宇原橋  うわら  兵庫 新宮町・山崎町 県道 432号 揖保川    ＰＣ桁 ｎ＝8 

R0029 水道水管橋   兵庫 新宮町・山崎町   揖保川     

R0030 戸原橋    兵庫 山崎町    揖保川     

R0031 山崎大橋    兵庫 山崎町  国道 29号 揖保川 1965  7 鋼合成箱桁 ｌ＝3ｘ40 

R0032 揖保川橋  いぼがわ 兵庫 山崎町   中国縦貫自動車道 揖保川 1974 237.65 2x11.4  

                 ＰＣ連続桁 ｌ＝37.+53+53.9+54.7+35.7  

R0033 宍栗橋  しそう  兵庫 山崎町  県道 537号 揖保川 1934 94 5.5 ＲＣ桁 

R0034 河東大橋    兵庫 山崎町    揖保川     

R0035 さつき大橋    兵庫 山崎町    揖保川     

R0036 神河橋    兵庫 山崎町    揖保川     

R0037 野田橋    兵庫 山崎町  県道 537号 揖保川     

R0038 井ケ瀬橋    兵庫 山崎町  国道 29号 揖保川 1911   Ｉ型桁 

R0039 清姫橋    兵庫 山崎町・一宮町   揖保川     

R0040 閏賀橋  うるが  兵庫 一宮町    揖保川     

R0041 安積橋    兵庫 一宮町  国道 29号 揖保川 1930    

R0042 木坂橋    兵庫 一宮町    揖保川     

R0043 深生橋    兵庫 一宮町    揖保川     

R0044 西深橋  ひしふか 兵庫 一宮町    揖保川     

R0045 西福橋    兵庫 一宮町    揖保川     

R0046 福野橋    兵庫 一宮町    揖保川     

R0047 新三方橋  しんみかた 兵庫 一宮町  国道 429号 揖保川     

R0048 三方橋  みかた 兵庫 一宮町    揖保川     

R0049 井ノ田橋    兵庫 一宮町    揖保川     

R0050 島曾橋    兵庫 一宮町    揖保川     

R0051 石出河原橋   兵庫 一宮町    揖保川     

R0052 嘉門橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0053 三谷橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0054 下垣内橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0055 東橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0056 上三谷橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0057 浜廻橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0058 南田橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     
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R0059 橋乃橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0060 新雪見橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0061 大向橋    兵庫 一宮町  県道 6号 揖保川     

R0071 塩見橋    兵庫 姫路市  国道 250号 夢前川    鈑桁 ｎ＝7 

R0072 ふれあい橋   兵庫 姫路市    夢前川    中路鈑桁 

R0073 夢前川橋梁   兵庫 姫路市  山陽電鉄 夢前川   単線 下路ゲルバー鈑桁 ｎ＝8 

R0074 歌野橋    兵庫 姫路市    夢前川    ＰＣ桁 ｎ＝7 

R0075 広栄橋    兵庫 姫路市    夢前川 1940   ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0076 京見橋    兵庫 姫路市    夢前川    鈑桁 ｎ＝4 

R0077 夢前川橋梁   兵庫 姫路市    ＪＲ山陽本線 夢前川 1958  2ｘ単線 鈑桁 ｎ＝12 

R0079 才崎橋    兵庫 姫路市    夢前川 1937   ＲＣ桁 ｎ＝16 

R0080 夢前大橋    兵庫 姫路市  国道 2号 夢前川 1984  2ｘ 鈑桁 ｎ＝4 

R0081 蒲田橋    兵庫 姫路市    夢前川    ＰＣ桁 ｎ＝5 

R0082 夢前川橋梁   兵庫 姫路市  山陽新幹線 夢前川 1972    

R0083 新蒲田橋    兵庫 姫路市    夢前川    ＰＣ桁 ｎ＝4 

R0084 夢前橋  ゆめさき 兵庫 姫路市  国道 2号 夢前川 1998   連続鈑桁 ｎ＝3 

R0085 夢前川橋梁  ゆめさきがわ 兵庫 姫路市  ＪＲ姫新線 夢前川 1935 356.9 単線 鈑桁 ｎ＝18 

R0086 手野橋    兵庫 姫路市    夢前川    ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0087 田井橋    兵庫 姫路市    夢前川    ＰＣ桁 ｎ＝4 

R0088 新書写橋    兵庫 姫路市    夢前川     ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0089 書写橋    兵庫 姫路市    夢前川 1988   ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0090 夢前川橋梁   兵庫 姫路市・夢前町 山陽自動車道 夢前川     

R0091 塩田橋  しおた 兵庫 夢前町    夢前川 1936 47.3 4.3 ＲＣ桁 ｌ＝10.8 ｎ＝4 

R0092 清水橋    兵庫 夢前町    夢前川    鈑桁 ｎ＝3 

R0093 夢前川橋梁   兵庫 夢前町   中国縦貫自動車道 夢前川     

R0100 戸ノ内橋    兵庫 尼崎市  山手幹線 猪名川     

R0101 下猪名川橋梁 しもいながわ 兵庫 尼崎市  阪急神戸線 猪名川 1920 60 複線 鈑桁 ｌ＝6ｘ9 

R0102 猪名川橋  いながわ 兵庫 尼崎市  名神高速 猪名川 1963 119 2x9.2 連続合成鈑桁 ｌ＝35.4+47.2+35.4 

R0103 南園橋    兵庫 尼崎市    猪名川 1934 100 4.5 木桁橋 

R0104 新南園橋    兵庫・大阪 尼崎市・豊中市 県道 606号 猪名川     

R0105 利倉橋    兵庫 尼崎市    猪名川   歩道  

R0107 水管橋    兵庫 尼崎市    猪名川     

R0108 猪名川橋    兵庫 尼崎市    猪名川 1982  7.25+3 連続鈑桁 ｎ＝4 

R0109 猪名川送水管橋   兵庫 伊丹市    猪名川     

R0110 神津大橋    兵庫 伊丹市    猪名川 1990   鋼斜張橋 

R0111 桑津橋    兵庫 伊丹市  県道 99号 猪名川 1969 242.1 6.5+1.5  

                 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ28.5+2ｘ21.3+29.5+27.5 

R0112 軍行橋    兵庫 伊丹市  国道 171号 猪名川 1969 274.4 7.25+2.5  

            鋼連続箱桁 ｌ＝（2@37.7+36.5）+（44.5+45+44.5） 鋼箱桁 ｌ＝26.7 

R0113 猪名川大橋   兵庫・大阪 川西市・池田市 国道 76号 猪名川 1970 "280,5" 7.5+2.25  

               連続鈑桁 ｌ＝（69.432+70.747）+（70.747+69.587） 

R0114 猪名川橋    兵庫・大阪 川西市・池田市 中国自動車道 猪名川 1970 283.5 2x13  

                 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（2@70.36） 

R0115 猪名川大橋   兵庫・大阪 川西市・池田市 国道 76号 猪名川 1982 286.85 .7.5+2.25  

               連続鈑桁 ｌ＝（69.432+70.747）+（70.747+69.587） 

R0116 猪名川橋    兵庫・大阪 川西市・池田市 阪神高速 11号池田線 猪名川  鋼箱桁 

R0117 猪名川橋梁 いながわ 兵庫・大阪 川西市・池田市 阪急宝塚線 猪名川 1910 ≒170 複線 鈑桁 ｌ＝7ｘ23 Ｉ型桁 ｌ＝1ｘ9 

R0118 巡礼橋  じゅんれい 兵庫・大阪 川西市・池田市   猪名川 1815 130 5 木橋 

R0119 呉服橋  ごふく  兵庫      猪名川 1932 115.6 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝24.3 

R0120 中橋    兵庫・大阪 川西市・池田市   猪名川 1929 113 5.5 ＲＣ橋 

R0121 新猪名川橋（ビッグハープ橋） 兵庫・大阪 川西市・池田市 阪神高速 11号池田線 猪名川 1998 400 18  

                 ＰＣ斜張橋 ｌ＝2@199 

R0122 絹延橋  きぬのべ 兵庫・大阪 川西市・池田市   猪名川 1931 65 5.1 連続鈑桁 ｌ＝20+25+20 

R0123 猪名川橋梁   兵庫・大阪 川西市・池田市 能勢電鉄妙見線 猪名川 1969  複線 トラス 

R0124 銀橋    兵庫 川西市    猪名川 1998    

R0125 水管橋    兵庫 川西市    猪名川   2ｘ  

R0126 御社橋    兵庫 川西市    猪名川     

R0127 多田大橋    兵庫      猪名川     

R0128 小高橋    兵庫 川西市    猪名川     

R0129 ゴルフ橋    兵庫 川西市    猪名川 1955    

R0130 石道大橋  いしみち 兵庫 川西市    猪名川     

R0131 猪名川大橋   兵庫 猪名川町    猪名川     

R0132 中谷橋    兵庫 猪名川町    猪名川 1949    

R0133 柏梨田橋  かしうだ 兵庫 猪名川町    猪名川     

R0134 紫合橋  ゆうた  兵庫 猪名川町    猪名川 1937 27.6 5.6 ＲＣ桁 

R0135 新南田原橋 しんみなみたはら 兵庫 猪名川町   猪名川 1983    

R0136 南田原橋    みなみたはら 兵庫 猪名川町    猪名川 1949    

R0137 北野橋    兵庫 猪名川町    猪名川     
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R0138 屏風岩橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0139 鳥帽子岩橋   兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0140 万善橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0141 川向橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0142 寺前橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0143 木津橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0144 木津橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0145 栃前橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0146 観音橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0147 古南橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0148 滑橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0149 尾花橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0150 出合橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0151 鎌倉橋  かまくら 兵庫 猪名川町    猪名川 1933 16 4.5 ＲＣ桁 

R0152 風呂の木橋   兵庫 猪名川町    猪名川     

R0153 栖ノ子橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0154 鉛田橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0155 新八郎橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0156 一渡橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0157 栗園橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0158 北谷橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0159 不動橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0160 六ツ渡橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0161 阿無瀬橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0162 新阿無瀬橋   兵庫 猪名川町    猪名川     

R0163 塩坪橋    兵庫 猪名川町  県道 12号 猪名川     

R0164 平井橋    兵庫 猪名川町    猪名川     

R0200 千種川水管橋   兵庫 赤穂市    千種川 1985   トラス 

R0201 赤穂海浜大橋   兵庫 赤穂市  県道 32号 千種川 1990   鋼連続箱桁 ｎ＝2+2 鈑桁 

R0202 赤穂新大橋   兵庫      千種川 1989   合成鈑桁 ｎ＝9 

R0203 赤穂大橋  あこうおお 兵庫 赤穂市    千種川 1937 290 5.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝15+13@20+15 

R0204 坂越橋  さこし  兵庫 赤穂市  県道 222号 千種川 1955 194.8 6   合成鈑桁 ｌ＝4ｘ25 鈑桁 ｌ＝(4+2)ｘ15 

R0205 千種川橋梁   兵庫 赤穂市  ＪＲ赤穂線 千種川 1951  単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ19.2 

R0206 千種川橋    兵庫 赤穂市   山陽自動車道 千種川 1982 328.9 2x 連続鈑桁 ｌ＝46.9 

R0207 根木橋    兵庫 赤穂市  赤穂鉄道 千種川 1921  単線 ポニ－トラス 鈑桁  

R0208 高雄橋    兵庫    県道 457号 千種川 1980 220.5 6.5 鋼トラスドランガー 合成鈑桁 ｎ＝4 

R0209 千種川橋梁   兵庫 赤穂市  山陽新幹線 千種川 1972 627 複線  

                ＰＣ箱桁 ｌ＝11ｘ50 ＲＣ桁 ｌ＝25+21.6+15 

R0210 富原橋    兵庫 赤穂市    千種川 1980   鈑桁 ｎ＝5 

R0211 有年橋  うね  兵庫 赤穂市  国道 2号 千種川 1960 187 8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝22.2+5@28.4+22.2 

R0212 新田橋    兵庫 赤穂市    千種川     

R0213 楢原橋  ならばら 兵庫 赤穂市・上郡町   千種川 1950   木桁橋  

R0214 金華橋  きんか 兵庫 上郡町    千種川 2003 151 10  

               連続合成プレビーム桁 ｌ＝33.8+2@40.8+33.8 

R0215 上郡あゆみ橋   兵庫 上郡町    千種川 2005 294 9+2@3.5 鈑桁 ｎ＝7 

R0216 千種川橋梁 ちくさかわ 兵庫 上郡町  山陽本線 千種川 1926 406.6  鈑桁 ｎ＝19 

R0217 上郡橋  かみごおり 兵庫 上郡町  県道 28号 千種川 1966 410 8 鈑桁 ｎ＝11 

R0219 隈見橋  くまみ  兵庫 上郡町    千種川 1964   桁橋 

R0220 新田橋    兵庫 上郡町    千種川     

R0221 苔縄橋  こけなわ 兵庫 上郡町    千種川 1964   鈑桁 ｎ＝5 

R0222 柏野橋  かしわの 兵庫 上郡町    千種川     

R0223 赤松橋  あかまつ 兵庫 上郡町    千種川 2001   ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0224 小赤松橋  こあかまつ 兵庫 上郡町    千種川    鈑桁 ｎ＝5 

R0225 第一千種川橋梁   兵庫 上郡町  智頭鉄道 千種川 1994 ≒210 単線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝64+80+64 

R0226 家内橋  けない 兵庫 上月町    千種川 1978   鈑桁 ｎ＝3 

R0227 双観橋    兵庫 上月町    千種川 1918   ポニートラス ｎ＝4 

R0228 双観橋    兵庫 上月町    千種川    鈑桁 ｎ＝3 

R0229 第二千種川橋梁   兵庫 上月町  智頭鉄道 千種川 1994 ≒210 単線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝64+80+64 

R0230 中通り橋    兵庫 上月町    千種川     

R0231 平谷橋    兵庫 上月町    千種川 1961   鈑桁 ｎ＝10 

R0232 石井橋    兵庫 上月町    千種川    ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0233 多賀橋  たが  兵庫 南光町    千種川 1985   鈑桁 ｎ＝3 

R0234 中島橋  なかしま 兵庫 南光町    千種川     

R0235 米田橋  よねだ 兵庫 南光町    千種川     

R0236 小山橋  こやま 兵庫 南光町    千種川     

R0237 千種川橋梁 ちくさかわ 兵庫 南光町  ＪＲ姫新線 千種川 1935 53.4 単線 ｎ＝4 

R0238 大井田橋    兵庫 南光町  国道 179号 千種川     

R0239 光田橋    兵庫 南光町    千種川     



 ４ 

R0240 東徳久橋  ひがしとくさ 兵庫 南光町    千種川     

R0241 天一神橋    兵庫 南光町    千種川     

R0242 平松橋    兵庫 南光町    千種川     

R0243 隅見橋    兵庫 南光町    千種川     

R0244 漆野橋  うるしの 兵庫 南光町    千種川     

R0245 千草川橋    兵庫 南光町   中国自動車道 千種川 1975 198 2ｘ8.5 上路連続トラス ｌ＝2@85 

R0246 西下野大橋 にししものおお 兵庫 南光町  県道 53号 千種川     

R0247 小松原橋    兵庫 南光町    千種川     

R0248 湯田橋    兵庫 南光町    千種川     

R0249 井の原橋    兵庫 南光町    千種川     

R0250 城戸橋    兵庫 南光町    千種川     

R0251 善吉橋    兵庫 南光町    千種川     

R0252 大橋    兵庫 南光町  県道 72号 千種川     

R0253 名目津和橋   兵庫 南光町    千種川     

R0254 阿踏橋    兵庫 千種町    千種川     

R0255 宮前橋    兵庫 千種町    千種川     

R0256 猶原橋    兵庫 千種町    千種川     

R0257 七野大橋  ひつのおお 兵庫 千種町    千種川     

R0258 門田橋    兵庫 千種町    千種川     

R0259 宝橋    兵庫 千種町  国道 429号 千種川     

R0260 杉谷橋    兵庫 千種町    千種川     

R0261 荒神橋    兵庫 千種町    千種川     

R0262 清水橋    兵庫 千種町    千種川     

R0263 種姫橋    兵庫 千種町    千種川     

R0264 松の木橋    兵庫 千種町  県道 72号 千種川     

R0265 新橋    兵庫 千種町  県道 72号 千種川     

R0266 新大橋    兵庫 千種町  県道 72号 千種川     

R0267 池田橋    兵庫 千種町    千種川     

R0268 田中橋    兵庫 千種町    千種川     

R0269 猿毛橋    兵庫 千種町    千種川     

R0281 永井橋    兵庫 姫路市  国道 250号 市川     

R0282 なかよし橋    兵庫 姫路市    市川  1976  歩道 鈑桁 ｎ＝3 

R0283 市川橋梁  いちかわ 兵庫 姫路市  山陽電鉄 市川  1923  単線並列 鈑桁 ｎ＝9 

R0284 水管橋    兵庫 姫路市  工業用水 市川     

R0285 姫路大橋  ひめじおお 兵庫 姫路市  国道 2号姫路バイパス 市川 1989 252 32.5 （4車化） 鈑桁 ｎ＝6 

R0287 阿保橋  あぼ  兵庫    県道 402号 市川  1965 294 6  

               トラスドランガー桁 ｌ＝3ｘ58 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ37.5 

R0288 市川橋梁  いちかわ 兵庫 姫路市  山陽新幹線 市川  1972 ≒570 複線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝9@44.7+4@37.7 

R0289 市川橋梁  いちかわ 兵庫 姫路市    ＪＲ山陽本線 市川  1927 556 （2ｘ単線） 単純鈑桁 ｎ＝12+20 

R0290 市川橋  いちかわ 兵庫 姫路市  国道 2号 市川  1941 246 9 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝2ｘ24+4ｘ14+3ｘ32 

R0291 小川橋  おがわ 兵庫 姫路市  国道 372号 市川  1960 331 6+3 トラス+下路鈑桁 ｎ＝11 

R0292 高木橋  たかぎ 兵庫 姫路市  県道 398?号 市川  1998   連続鈑桁 ｎ＝5 

R0293 水管橋    兵庫 姫路市    市川     

R0294 市川橋    兵庫 姫路市   山陽自動車道 市川  1990 360.2 9.5  

                鋼連続箱桁 ｌ＝57.6+59.4+60.8+54.1+35.4 

R0295 城見台橋    兵庫 姫路市    市川  1979   単純鈑桁 

R0296 藪田橋    兵庫 姫路市    市川  1875 169  

R0297 生野橋    兵庫    県道 218号 市川  1958   単純鈑桁 

R0298 市川大橋    兵庫 姫路市   播但連絡道路 市川  1973 253 4車（8.8）  

                 連続合成鈑桁 ｌ＝（3+2）ｘ@44.5 

R0299 水管橋    兵庫 姫路市    市川     

R0300 水管橋    兵庫 姫路市    市川     

R0301 仁豊野橋    兵庫 姫路市    市川     

R0302 香寺水管橋   兵庫 香寺町・姫路市   市川     

R0303 皿井橋    兵庫 香寺町・姫路市   市川     

R0304 大礼橋    兵庫 香寺町・姫路市 県道 81号 市川     

R0305 中津橋    兵庫 香寺町・姫路市 県道 410号 市川     

R0306 香福橋    兵庫 香寺町・福崎町   市川     

R0307 香寺水管橋   兵庫 香寺町・福崎町   市川   上水道 逆三角形パイプトラス 

R0308 市川橋    兵庫 香寺町・福崎町 中国自動車道 市川  1974 227 9.8 連続鈑桁 ｌ＝3@45 

R0309 福崎大橋    兵庫    県道 23号 市川  1983    

R0310 神崎橋  かんざき 兵庫 福崎町    市川  1931 157 8.4 ゲルバー鈑桁+ＲＣＴ桁 

R0311 月見橋    兵庫 福崎町    市川     

R0312 大正橋    兵庫 市川町     市川     

R0313 市川新橋    兵庫 県道 407号    市川  1959    

R0314 小室橋    兵庫 市川町    市川  1967   永久橋 

R0315 ふれあい市川大橋  兵庫 市川町    市川  2000    

R0316 屋形橋  やかた 兵庫 市川町  県道 214号 市川  1933 139.1 5.5  



 ５ 

             ＲＣ下路ローゼ（アーチ？） ｌ＝2ｘ30.7 ＲＣＴ桁 ｌ＝2ｘ11 

R0317 沢橋    兵庫 市川町    市川  1979   永久橋 

R0319 しんこう大橋   兵庫 大河内町・神崎町   市川     

R0320 昭和橋    兵庫 大河内町・神崎町   市川     

R0321 新寺前橋    兵庫 大河内町  県道 8号 市川     

R0322 寺前橋    兵庫      市川     

R0323 砕石橋    兵庫 大河内町    市川     

R0324 第一市川橋梁   兵庫 大河内町  ＪＲ播但線 市川 1895  単線  

R0325 福井橋    兵庫 大河内町    市川     

R0326 為信橋  ためのぶ 兵庫 大河内町    市川     

R0327 長谷橋  はせ  兵庫 大河内町    市川     

R0328 第二市川橋梁   兵庫 大河内町  ＪＲ播但線 市川  1895  単線  

R0329 第三市川橋梁   兵庫 大河内町  ＪＲ播但線 市川  1895  単線  

R0330 第四市川橋梁   兵庫 生野町  ＪＲ播但線 市川  1895  単線  

R0331 第五市川橋梁   兵庫 生野町  ＪＲ播但線 市川  1895  単線  

R0332 真弓橋    兵庫 生野町    市川     

R0333 仲良し橋    兵庫 生野町    市川   歩道  

R0334 新盛明橋    兵庫 生野町    市川  1999 42.2 道路 連続プレビーム桁 ｌ＝2@20.1 

R0335 盛明橋    兵庫 生野町    市川  1929 30 5 ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0336 階和橋    兵庫 生野町    市川     

R0337 神明橋    兵庫 生野町    市川     

R0338 山神橋    兵庫 生野町    市川     

R0339 銀山橋    兵庫 生野町    市川     

R0340 つづら橋    兵庫 生野町    市川     

R0341 新町橋    兵庫 生野町    市川     

R0342 小野大橋    兵庫 生野町    市川  1933    

R0343 小野新橋    兵庫 生野町    市川     

R0344 向田橋    兵庫 生野町    市川     

R0345 （生野ダム ）   兵庫      市川     

R0351 武庫川橋    兵庫    （国道） 武庫川 2001 222.8 7.25+2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝66.9+70+64.4 

R0352 武庫川橋  むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 阪神高速 5号線（湾岸線） 武庫川 1994    

R0353 南武橋  なんぶ 兵庫 西宮市・尼崎市 県道 341号 武庫川 1959 210 8 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ25+2ｘ17.5 

R0354 武庫川橋  むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 国道 43号（第二阪神） 武庫川 1963 360 15+2@2.5 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ39.2 

R0355 武庫川橋  むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 阪神高速 3号線 武庫川     

R0356 武庫川橋梁 むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 阪神電鉄本線 武庫川 1934   下路鈑桁 ｎ＝14 

R0357 武庫川橋  むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 旧国道 武庫川 1975 210 11.5 鋼連続箱桁 ｌ＝42+65+42 鈑桁 

R0358 水管橋    兵庫 西宮市・尼崎市   武庫川     

R0359 武庫大橋  むこおお 兵庫 西宮市・尼崎市 国道 2号 武庫川 1927 207.4 16+2@1.8 

           複線軌道併用 ＲＣオープンアーチ ｌ＝6ｘ20.1 ＲＣ桁 ｌ＝（6+3）ｘ8.2 

R0360 武庫川橋梁 むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 ＪＲ東海道本線 武庫川 1915  2ｘ複線 下路鈑桁 ｎ＝12 

R0361 山手大橋    兵庫 西宮市・尼崎市 山手幹線 武庫川 2002   鋼箱桁 ｎ＝3 

R0362 武庫川橋  むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 名神高速 武庫川 1964 281.2 2x9.4 連続合成鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@46.6） 

R0363 上武庫橋  かみむこ 兵庫      武庫川 1927 254.4 7.7 ＲＣ桁 ｎ＝12 

R0364 武庫川橋梁 むこがわ 兵庫 西宮市・尼崎市 阪急神戸線 武庫川 1920 241 複線 鈑桁 ｌ＝24ｘ12 

R0365 甲武橋  こうぶ  兵庫 西宮市・尼崎市 国道 171号 武庫川 1965 283.1 8.25 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ19.7+9ｘ22.6+2ｘ19.7 

R0366 武庫川橋梁 むこがわ 兵庫    山陽新幹線 武庫川 1972 ≒431 複線  

             ＰＣ箱桁 ｌ＝7ｘ42.6 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ35 ＲＣＴ型桁 ｌ＝2ｘ12.5 

R0367 武庫川新橋   兵庫 宝塚市・伊丹市   武庫川 1959 200 2x6.2 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ25 

R0368 宝塚新大橋   兵庫 宝塚市    武庫川 1960 211.5 8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝21.5+6@28+21.5 

R0369 宝塚大橋  たからづかおお 兵庫 宝塚市・伊丹市 県道 16号 武庫川 1978 159.5 10+2@5  

               合成鈑桁 ｌ＝30.175+31.25+36.25+31.25+26.175 

R0370 武庫川橋梁 むこがわ 兵庫 宝塚市・伊丹市 阪急今津線 武庫川 1971 ≒108 2ｘ単線 鈑桁 ｎ＝4 

R0371 宝来橋  ほうらい 兵庫 宝塚市・伊丹市 県道 188号 武庫川 1993 136.6 17 鋼連続箱桁 ｌ＝66.9 ｎ＝2 

R0372 千歳橋    兵庫 宝塚市    武庫川 1921   ＲＣポニーキングポストトラス 

R0373 歩道橋    兵庫 西宮市    武庫川     

R0374 生瀬橋  なまぜ 兵庫 西宮市    武庫川 1882 91 3.6 土橋 

R0375 生瀬大橋    兵庫    国道 176号 武庫川 2001    

R0376 生瀬水管橋   兵庫 西宮市    武庫川 1917   トラス ｎ＝2  

R0377 第一武庫川橋梁 むこがわ 兵庫 西宮市    ＪＲ福知山線 武庫川 1986 152 複線 トラス ｌ＝75+75 

R0378 森興橋    兵庫 西宮市    武庫川     

R0379 西宝橋    兵庫 西宮市    武庫川 1964 130 6  

R0380 武庫川橋  むこがわ 兵庫 西宮市  中国縦貫自動車道 武庫川 1974 341.65 13.5  

                 ＰＣ連続桁 ｌ＝60+60+70+80+70 

R0381 ？     兵庫 西宮市    武庫川    歩道橋  

R0382 温泉橋    兵庫 西宮市・宝塚市   武庫川 1962 93 7 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ31 

R0383 第二武庫川橋梁 むこがわ 兵庫 西宮市・宝塚市 ＪＲ福知山線 武庫川 1954 73 単線 分格間トラス ｌ＝1ｘ72 

R0384 武庫川水管橋   兵庫 西宮市・宝塚市   武庫川 1917   トラス ｎ＝2  

R0385 武田尾橋  たけだお 兵庫 西宮市・宝塚市   武庫川 2006   単径間吊橋 鈑桁補剛 



 ６ 

R0386 中央大橋    兵庫 神戸市北区    武庫川     

R0387 ？     兵庫 神戸市北区  第二名神 武庫川     

R0388 第三武庫川橋梁   兵庫 神戸市北区    ＪＲ福知山線 武庫川 1986  複線 プラットトラス ｌ＝37.4  

R0389 第四武庫川橋梁   兵庫 神戸市北区    ＪＲ福知山線 武庫川 1899  2ｘ単線 プラットトラス ｌ＝37.4  

R0390 亀治橋    兵庫 神戸市北区    武庫川     

R0391 亀治橋歩道橋   兵庫      武庫川     

R0392 生野橋    兵庫 神戸市北区    武庫川     

R0393 鉄屋橋    兵庫 三田市    武庫川    ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0394 下田中橋    兵庫 三田市    武庫川 1981   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0395 広瀬橋    兵庫 三田市  国道 176号 武庫川    鈑桁ｎ＝2 

R0396 武庫川橋梁   兵庫 三田市  神戸電鉄三田線 武庫川 1990   鋼箱桁 ｎ＝2 

R0397 平成大橋    兵庫 三田市    武庫川 1994   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0398 相生橋  あいおい 兵庫 三田市    武庫川 1983 55.9 14.5 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0399 新地橋    兵庫 三田市     武庫川 1908    

R0400 高砂橋    兵庫 三田市    武庫川 1981   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0401 鍛冶屋橋    兵庫 三田市    武庫川 1989   ＰＣ連結桁 ｎ＝2 

R0402 車ケ瀬橋    兵庫 三田市    武庫川 1984   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0403 三田大橋    兵庫 三田市  県道 141号 武庫川 1963 52.1 9.5 ＰＣ張り出し桁 ｌ＝10+32+10 

R0404 御殿橋  おとの 兵庫 三田市    武庫川 1989   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0405 武庫川橋梁   兵庫 三田市  国鉄有馬線 武庫川 1915   ポニートラス ｌ＝30.2 

R0406 川除下橋    かわよけしも 兵庫 三田市    武庫川 1988   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0407 川除上橋    かわよけかみ 兵庫 三田市    武庫川 1988   ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0408 瀬戸橋    兵庫 三田市    武庫川 1974   鈑桁 ｎ＝2 

R0409 えるむ橋    兵庫 三田市    武庫川 1987   鈑桁 ｎ＝2  

R0410 嫁ケ淵橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0411 興徳寺橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0412 武庫川橋梁   兵庫 三田市    ＪＲ福知山線 武庫川 1995  複線 連続トラス ｎ＝2 

R0413 塩掛橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0414 広野大橋  ひろのおお 兵庫 三田市  国道 176号 武庫川     

R0415 大田橋  おおた 兵庫 三田市    武庫川 1940 31.2  木桁橋  

R0416 昭和橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0417 乙ケ瀬橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0418 正明寺橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0419 大橋    兵庫 三田市  県道 309号 武庫川     

R0420 日之読橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0421 生宝寺橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0422 吉田橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0423 弥之橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0424 賀谷橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0425 岩倉橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0426 波田橋    兵庫 三田市  国道 176号 武庫川     

R0427 大安橋    兵庫 三田市  国道 176号 武庫川 1925   ＲＣ橋 

R0428 高井橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0429 前田橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0430 白取橋    兵庫 三田市    武庫川     

R0431 細田橋    兵庫 三田市・篠山町 国道 176号 武庫川     

R0432 丹南武庫川橋   兵庫 篠山町   舞鶴自動車道 武庫川    ＰＣＴ形ラーメン箱桁 ｎ＝5 

R0433 宮前橋    兵庫 篠山町    武庫川     

R0434 草野大橋    兵庫 篠山町    武庫川     

R0435 神橋    兵庫 篠山町  国道 176号 武庫川     

R0436 山口橋    兵庫 篠山町    武庫川     

R0437 岩鼻橋    兵庫 篠山町    武庫川  

R0438 舟瀬橋    兵庫 篠山町  国道 372号 武庫川  

R0439 栗野橋    兵庫 篠山町    武庫川  

R0450 御坂橋    兵庫 三木市  県道 85号 淡河川  

R0451 砂川橋    兵庫 三木市    淡河川  

R0452 高橋    兵庫 三木市    淡河川  

R0453 丹生橋    兵庫 三木市    淡河川  

R0454 ？     兵庫 三木市   山陽自動車道 淡河川 1998 

R0455 万代橋    兵庫 神戸市北区  県道 38号 淡河川  

R0456 広瀬橋    兵庫 神戸市北区  県道 144号 淡河川  

R0457 歳田橋    兵庫 神戸市北区  国道 428号 淡河川  

R0458 淡河大橋    兵庫 神戸市北区    淡河川  

R0459 宮前橋    兵庫 神戸市北区    淡河川  

R0460 木津大橋    兵庫 神戸市北区    淡河川  

R0461 新木津大橋   兵庫 神戸市北区    淡河川  

R0462 行原大橋    兵庫 神戸市北区    淡河川  

R0463 前田橋    兵庫 神戸市北区    淡河川     



 ７ 

R0464 開通橋  かいつう 兵庫 神戸市北区  県道 38号 淡河川 1943 20.2 10 鈑桁 

R0480 真砂橋    兵庫 たつの市・太子町 県道 29 林田川     

R0481 林田川橋梁   兵庫 たつの市・太子町 国鉄山陽本線 林田川 1921   鈑桁 

R0482 宮原橋    兵庫 たつの市・太子町 県道 437号 林田川 1960 100 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ24.5 

R0483 林田川橋梁   兵庫 たつの市・太子町 山陽新幹線 林田川 1972  複線  

R0484 誉鳩橋  ほんきゅう 兵庫 たつの市・太子町 県道 725号 林田川 1952 112.9 9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝19.3+3@24.6+19.3  

R0485      兵庫 たつの市・太子町 国道 2号 林田川     

R0486 広福橋    兵庫 たつの市    林田川     

R0487 永久橋    兵庫 たつの市  国道 179号 林田川     

R0488 誉橋    兵庫 たつの市    林田川     

R0489 ？     兵庫 たつの市   山陽自動車道 林田川 1990    

R0490 林田川橋梁   兵庫 たつの市  国鉄姫新線 林田川 1931 ≒121 単線  

R0491 中井橋    兵庫 たつの市  県道 5号 林田川 1928 108 5 ＲＣ桁 ｌ＝10ｘ10.8 

R0492 入野沢田橋   兵庫 たつの市    林田川     

R0493 入野橋    兵庫 たつの市    林田川     

R0494 神岡橋    兵庫 たつの市    林田川     

R0495 鳥井橋    兵庫 たつの市  県道 724号 林田川     

R0496 下構橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0497 新町橋    兵庫 姫路市  県道 435号 林田川     

R0498 林田橋    兵庫 姫路市  国道 29号 林田川     

R0499 みはた橋    兵庫      林田川 1937 32 9.4 ＲＣ桁  

R0500 八幡橋    兵庫 姫路市  県道 519号 林田川     

R0501 不動橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0502 ？     兵庫 姫路市  県道 80号 林田川     

R0503 護持越橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0504 植塩橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0505 新長野橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0506 ？     兵庫 姫路市  中国縦貫道 林田川     

R0507 ？     兵庫 姫路市  県道 23号 林田川     

R0508 角屋橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0509 富栖橋    兵庫 姫路市  県道 430号 林田川     

R0511 行友橋    兵庫 姫路市  県道 430号 林田川     

R0512 重光橋    兵庫 姫路市    林田川     

R0513 ダム     兵庫      林田川     

R0530 矢田橋    兵庫 香美町  国道 178号 矢田川     

R0531 矢田川橋梁 やだかわ 兵庫 香美町    ＪＲ山陰本線 矢田川 1912 ≒137 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ21.3 

R0532 油良橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0533 大乗寺橋  だいじょうじ 兵庫 香美町  県道 4号 矢田川 1942 144.4 5.1 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝3@21.8 

R0534 大谷橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0535 大野橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0536 境大橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0537 山田口橋    兵庫 香美町  県道 258号 矢田川     

R0538 更野橋    兵庫 香美町  県道 4号 矢田川     

R0539 田尻橋    兵庫 香美町  県道 4号 矢田川     

R0540 大平橋    兵庫 香美町  県道 4号 矢田川     

R0541 味取橋    兵庫 香美町  県道 550号 矢田川     

R0542 長崎大橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0543 高津大橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0544 川会大橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0545 細田橋    兵庫 香美町  国道 9号 矢田川     

R0546 舟戸橋    兵庫 香美町  国道 482号 矢田川     

R0547 長坂友木橋   兵庫 香美町    矢田川     

R0548 裏橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0549 長坂橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0550 石寺大橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0551 広井橋    兵庫 香美町    矢田川 1962   永久橋  

R0552 矢田川橋    兵庫 香美町  県道 89号 矢田川 1986   ポニ－ボ－ストリングトラス ｌ＝20 

R0553 野間谷橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0554 美方大橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0555 貫田橋    兵庫 香美町    矢田川     

R0556 ?     兵庫 香美町  県道 531号 矢田川     

R0557 ?     兵庫 香美町  国道 482号 矢田川     

R0558 ?     兵庫 香美町  県道 87号 矢田川     

R0570 大観橋    兵庫 明石市  県道 718 明石川 1912   鉄橋  

R0571 明石大橋  あかしおお 兵庫 明石市  国道 2号 明石川 2005 75 27 連続鈑桁 

R0572 明石川橋    兵庫 明石市   神戸姫路電気鉄道 明石川 1923  複線 鈑桁 ｌ＝16 

R0573 ？     兵庫 明石市  山陽電鉄 明石川 1945   鈑桁 

R0574 ？     兵庫 明石市   国鉄山陽本線 明石川 1960   ＰＣ桁  



 ８ 

R0575 永久橋    兵庫 明石市    明石川 1844    

R0576 嘉永橋    兵庫      明石川 1927   ＲＣ橋 

R0577 上西橋    兵庫 明石市・神戸市西区  明石川 1961   木桁橋  

R0578 新玉津橋    兵庫 神戸市西区    明石川     

R0579 ？     兵庫    山陽新幹線 明石川 1972    

R0580 上明石橋    兵庫    県道 21号 明石川     

R0581 玉津橋    兵庫      明石川     

R0582 玉津大橋    兵庫    国道 175号 明石川     

R0583 明石川橋    兵庫     第二神明道路 明石川 1970    

R0584 中津橋    兵庫      明石川     

R0585 平野歩道橋   兵庫      明石川     

R0586 平野橋    兵庫    国道 175号 明石川     

R0587 常本橋    兵庫      明石川     

R0588 堅田橋    兵庫      明石川     

R0589 和田大橋    兵庫    県道?  明石川     

R0590 藤原橋    兵庫    県道 83号 明石川     

R0591 住吉橋    兵庫      明石川     

R0600 美嚢川橋    兵庫 三木市  県道 18号 美嚢川     

R0601 別所橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0602 美嚢川大橋   兵庫 三木市  国道 175号 美嚢川 1999 71.5  連続鈑桁 l＝22.45 

R0603 末広橋    兵庫 三木市  県道 360号 美嚢川     

R0604 福有橋    兵庫 三木市  県道 23号 美嚢川 1928 78 5.5 ＲＣ桁 

R0605 城山橋    兵庫 三木市    美嚢川    桁 

R0606 美嚢川橋  みのがわ 兵庫 三木市  神戸電鉄 美嚢川 1938 96 単線  鈑桁（ＲＣ桁？） ｌ＝12.2 ｎ＝9 

R0607 上津橋    兵庫 三木市    美嚢川 1963   ＰＣ橋  

R0608 久留美大橋   兵庫 三木市    美嚢川     

R0609 長久橋    兵庫 三木市  県道 20号 美嚢川     

R0610 ？     兵庫 三木市   山陽自動車道 美嚢川     

R0611 不動橋  ふどう  兵庫 三木市（吉川町）    美嚢川 1934 27 3.6 ＲＣ桁  

R0612 細川橋  ほそかわ 兵庫 三木市  県道 20号 美嚢川 1934 25 5.4 ＲＣ桁  

R0613 大日橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0614 豊金橋    兵庫 三木市  県道 20号 美嚢川 1950 22 5.5 鈑桁 ｌ＝22 

R0615 冷泉橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0616 桃津橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0617 高篠橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0618 共栄橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0619 東栄橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0620 高橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0621 ？     兵庫 三木市  県道 144号 美嚢川     

R0622 槙橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0623 あみだ橋    兵庫 三木市    美嚢川     

R0624 渡瀬橋    兵庫 三木市  県道 20号 美嚢川     

R0625 ？     兵庫 三木市  県道 354号 美嚢川 

R0626 ふれあい橋   兵庫 三木市    美嚢川 

R0627 古川大橋    兵庫 三木市  国道 428号 美嚢川 

R0628 八幡大橋    兵庫 三木市  県道 17号 美嚢川 

R0629 若宮橋    兵庫 三木市  県道 17号 美嚢川 

R0630 別所橋    兵庫 三木市    美嚢川 

R0631 ？     兵庫 三木市  県道 506号 美嚢川 

R0632 日西原橋    兵庫 神戸市北区  県道 82号 美嚢川 

R0633 大沢学校前橋   兵庫 神戸市北区    美嚢川 

R0634 ？     兵庫 神戸市北区  県道 82号 美嚢川 

R0650 古川橋    兵庫 小野市  県道 18号 東条川 

R0651 小野大橋    兵庫 小野市  国道 175号 東条川 

R0652 久保木橋    兵庫 加東市    東条川 

R0653 誉田橋    兵庫 小野市  県道 352号 東条川 

R0654 菅田橋     兵庫      東条川 

R0655 船木橋    兵庫      東条川 

R0656 船名小橋    兵庫    県道 75号 東条川     

R0657 千歳橋    兵庫      東条川     

R0658 小田上橋    兵庫    県道 85号 東条川     

R0659 新橋  しん  兵庫 加東市小野市 県道 75号 東条川 1929 45.5 4.5 ＲＣ桁 

R0660 高橋    兵庫 加東市  県道 144号 東条川     

R0661 ？     兵庫 加東市   中国自動車道 東条川 1974    

R0662 東条橋    兵庫 加東市  県道 17号 東条川     

R0663 雲竜橋    兵庫 加東市  県道 313号 東条川     

R0664 住吉橋    兵庫 加東市    東条川     

R0665 昭和橋    兵庫 三田市  県道 314号 東条川     
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R0666 住吉橋    兵庫 三田市  県道 75号 東条川     

R0667 大川瀬ダム おおかわせ 兵庫      東条川 1991   Ｈ＝50.8 重力式 近畿農政局 

R0670 大屋川橋梁   兵庫 養父市（やぶ） 国鉄山陰本線 大屋川 1987  単線  トラス ｌ＝2ｘ79.4 ｌ＝152.8 

R0671 大屋橋    兵庫    県道  大屋川 1878 91 3.6 木橋  

R0672 小城橋    兵庫      大屋川     

R0673 広谷大橋    兵庫    国道 312号 大屋川 1962 192 8 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ32 

R0674 ？     兵庫    国道 9号 大屋川     

R0675 軽部橋    兵庫    県道 271 大屋川     

R0676 十二所大橋   兵庫    県道 70号 大屋川     

R0677 浅野橋    兵庫    県道 136 大屋川     

R0678 伊豆橋    兵庫      大屋川     

R0679 新大亀橋    兵庫      大屋川     

R0680 宮垣橋  みやがき 兵庫      大屋川 1939 64 4.5 ＲＣ桁  

R0681 樽見橋    兵庫      大屋川 1924   Ｉ型桁 

R0682 天神橋    兵庫      大屋川     

R0683 宮垣大橋    兵庫    県道 6号 大屋川     

R0684 東川橋    兵庫      大屋川     

R0685 大滝大橋    兵庫    県道  大屋川     

R0686 筏橋  いかだ 兵庫      大屋川 1958 25 6 合成鈑桁 ｌ＝24.5  

R0700 天神橋    兵庫 豊岡市  県道 249号 出石川     

R0701 五条大橋    兵庫      出石川     

R0702 伊豆橋  いず  兵庫    県道 248号 出石川 1941 103.6 5 ＲＣ桁 ｎ＝7 

R0703 小坂橋    兵庫      出石川     

R0704 鳥居橋  とりい  兵庫    国道 482号 出石川 1935 102.4 5.5 ＲＣ桁 ｎ＝9 

R0705 長砂橋    兵庫    国道 482号 出石川     

R0706 堀川橋  ほりかわ 兵庫    県道 2号 出石川 1937 80.3 6.8 ＲＣ桁 

R0707 寺内橋    兵庫    県道 10号 出石川     

R0708 乙女橋    兵庫    国道 482号 出石川     

R0709 上野橋    兵庫      出石川     

R0710 桐野橋    兵庫      出石川     

R0711 松神橋    兵庫    県道 528号 出石川     

R0712 寺坂橋    兵庫      出石川     

R0713 野尻橋    兵庫      出石川     

R0720 洲波橋    兵庫 洲本市    洲本川     

R0721 洲本橋    兵庫    県道 76号 洲本川     

R0722 潮橋    兵庫      洲本川     

R0723 白銀橋    兵庫      洲本川     

R0724 不二美橋    兵庫      洲本川 1936 49.8 4 ＲＣ桁 

R0725 青雲橋    兵庫    国道 28号 洲本川     

R0726 下加茂橋  しもがも 兵庫    県道 46号 洲本川 1928 45 5.3 ＲＣ桁  

R0727 新加茂橋    兵庫    国道 28号 洲本川     

R0728 上加茂橋  かみかも 兵庫      洲本川 1932 21 4.6 ＲＣ桁 

R0729 大森谷橋    兵庫      洲本川     

R0730 新桑間橋    兵庫    国道 28号 洲本川     

R0731 桑間橋    兵庫      洲本川     

R0740 山崎橋    兵庫 丹波市  県道 77号 篠山川  109   

R0741 金屋橋    兵庫 丹波市    篠山川     

R0742 ？     兵庫 丹波市    ＪＲ加古川線 篠山川 1924   鈑桁 ｎ＝8 

R0743 岡本橋    兵庫 丹波市  県道 86号 篠山川  102   

R0744 谷川大橋    兵庫 丹波市    篠山川    桁橋 ｎ＝3 

R0745 大谷橋    兵庫 丹波市    篠山川     

R0746 太田橋    兵庫 丹波市  県道 77号 篠山川 1930   ＲＣ橋 

R0747 上久下橋    兵庫 丹波市  県道 292号 篠山川 1937   ＲＣ桁  

R0748 第一篠山川橋梁   兵庫 丹波市    ＪＲ福知山線 篠山川 1958 88.6 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ22.3+1ｘ19.2 

R0749 ？     兵庫 丹波市篠山市   篠山川    吊橋 ｎ＝3 無補剛 鋼塔 

R0750 第二篠山川橋梁   兵庫 篠山市    ＪＲ福知山線 篠山川 1964  単線 鈑桁 

R0751 第三篠山川橋梁   兵庫 篠山市    ＪＲ福知山線 篠山川 1899  単線  

R0752 川代橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0753 川代ダム管理橋   兵庫 篠山市    篠山川    ＰＣ桁 

R0754 川代ダム    兵庫 篠山市    篠山川 1982  Ｈ＝9 ゲートダム 近畿農政局 

R0755 一ノ瀬橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0756 小瀧橋    兵庫 篠山市  国道 176号 篠山川 1968  6.5+2@0.75 合成鈑桁 ｌ＝40 

R0757 篠山川橋    兵庫 篠山市   舞鶴若狭自動車道 篠山川 1987    

R0758 西紀大橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0759 渡瀬橋    兵庫 篠山市  県道 36号 篠山川     

R0760 監物橋  けんもつ 兵庫 篠山市  県道 49号 篠山川 1933 87 4 ＲＣ桁 

R0761 豊篠橋    兵庫 篠山市    篠山川 1874 96 2.4 木橋  

R0762 京口橋  きょうぐち 兵庫    県道 77号 篠山川 1932   ＲＣ連続（？）桁 
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R0763 弁天橋    兵庫 篠山市    篠山川    桁橋 

R0764 八幡橋    兵庫 篠山市  県道 305号 篠山川    桁橋 

R0765 泉橋    兵庫 篠山市  県道 304号 篠山川    桁橋 

R0766 北嶋橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0767 馬渡橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0768 北条橋    兵庫 篠山市  県道 702号 篠山川     

R0769      兵庫 篠山市  県道 508号 篠山川     

R0770 坂本橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0771 ？     兵庫 篠山市  国道 173号 篠山川     

R0772 大芋橋    兵庫 篠山市    篠山川     

R0780 永久橋    兵庫 三木市  県道 513号 志染川     

R0781 長早橋  ながはや 兵庫 三木市  県道 38号 志染川 1935 45 5.5 ＲＣ桁 

R0782 志染大橋    兵庫 三木市    志染川     

R0783 杉下橋    兵庫 三木市    志染川     

R0784 窟屋大橋    兵庫 三木市  県道 85号 志染川     

R0785 御高橋    兵庫 三木市    志染川     

R0786 御坂新橋    兵庫 三木市    志染川     

R0787 御坂サイフォン水路橋  兵庫 三木市    志染川 1891 52.4 水路管  

           石造ア－チ ｌ＝25.5 ｎ＝2 淡河疏水の鉄水路管（内径 97ｃｍ）を載せる。 

R0788      兵庫      志染川 1953   下流側に RCオープンアーチを併設 

R0789 鼓橋  つづみ 兵庫 三木市  県道 85号 志染川 1933 33 5.5 ＲＣ桁  

R0790 三津田橋    兵庫 三木市    志染川     

R0791 （呑吐ダム） どんど 兵庫 三木市    志染川 1987   H＝71.5 重力式 近畿農政局 

R0792 衝原橋    兵庫 神戸市北区   山陽自動車道 志染川 1998  2  

R0793 衝原大橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0794 丹生橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0795 ウグイス橋   兵庫 神戸市北区  県道 85号 志染川     

R0796 西下橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0797 新坂本橋    兵庫 神戸市北区  県道 85号 志染川     

R0798 坂本橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0799 大神橋    兵庫 神戸市北区  県道 85号 志染川     

R0800 望帝橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0801 下茅原橋    兵庫 神戸市北区  県道 85号 志染川     

R0802 前田橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0803 原野橋    兵庫 神戸市北区  国道 428号 志染川     

R0804 寺座橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0805 中曽根橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0806 新大滝橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0807 大滝橋    兵庫 神戸市北区    志染川     

R0820 潮見橋    兵庫 芦屋市    宮川    歩道 桁橋 

R0821 宮川大橋    兵庫 芦屋市    宮川     

R0822 汐凪橋  しおなぎ 兵庫 芦屋市    宮川     ＲＣ桁  

R0823 下宮川橋    兵庫 芦屋市    宮川     ＲＣ桁  

R0824 浜打出橋    兵庫 芦屋市    宮川     桁橋 

R0825 川原橋    兵庫 芦屋市    宮川     ＲＣ桁  

R0826 西蔵橋    兵庫 芦屋市    宮川     ＲＣ桁  

R0827 宮川橋    兵庫 芦屋市  国道 43号 宮川  1963 12 6.5+6 ＰＣ桁 

R0828 常磐橋    兵庫 芦屋市    宮川     ＲＣ桁  

R0829 宮川橋梁    兵庫 芦屋市    宮川  1933 ≒10 複線 鈑桁 

R0830 宮塚橋    兵庫 芦屋市    宮川     桁橋 

R0831 西国橋    兵庫 芦屋市    宮川     ＲＣ桁  

R0832 打出橋    兵庫 芦屋市  国道 2号 宮川  1926 7.6 27.3 ＲＣＴ桁 

R0833 新田川橋梁   兵庫 芦屋市 ？   宮川    単線 鈑桁 

R0834 上宮川橋    兵庫 芦屋市    宮川     

R0835 親王塚橋    兵庫 芦屋市    宮川     桁橋 

R0836 芦月橋    兵庫 芦屋市    宮川     桁橋 

R0837 岩の郷橋    兵庫 芦屋市    宮川     

R0838 川端橋    兵庫 芦屋市    宮川     

R0839 ？     兵庫 芦屋市  阪急  宮川     

R0840 有楽橋    兵庫 芦屋市    宮川     

R0841 岩国橋    兵庫 芦屋市    宮川     

R0850 鵺塚橋  ぬえつか 兵庫 芦屋市    芦屋川 1988   PC連続中空スラブ橋 n＝3 

R0851 芦屋川橋    兵庫 芦屋市  国道 405 芦屋川 1963 50 25(南・北両側)  

                 連続鈑桁 ｌ＝7.5+33.4+7.5 

R0852 芦屋川橋    兵庫 芦屋市  阪神電鉄芦屋駅 芦屋川 1937 ≒60 複線 鈑桁、I型桁橋、槽状桁橋  

R0853 公光橋    兵庫 芦屋市    芦屋川    PC桁 

R0854 業平橋  なりひら 兵庫 芦屋市  国道 2号 芦屋川 1926 33.5 27.3市電併用  ＲＣ箱桁 ｎ＝5  

R0855 大正橋    兵庫 芦屋市    芦屋川 1991   PC連続桁 
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R0856 月若橋    兵庫 芦屋市    芦屋川 1968   ＰＣ桁 ｎ＝3  

R0857 芦屋川橋    兵庫 芦屋市  阪急神戸線 芦屋川 1935 ≒19 2ｘ単線 Ｉ型桁 ｌ＝8+9 

R0858 桜橋    兵庫 芦屋市    芦屋川 1958  歩道 鈑桁 n＝3 

R0859 関森橋    兵庫 芦屋市    芦屋川    ＲＣ桁 ｎ＝3  

R0860 大僧橋    兵庫 芦屋市    芦屋川    PC桁 ｎ＝2 

R0870 港大橋  みなとおお 兵庫 豊岡市    円山川 1967 328 6  

                跳開橋 ｌ＝12.3 合成鈑桁 ｌ＝（1+7）ｘ38.4 

R0871 城崎大橋    兵庫 城崎町    円山川 1956   鈑桁 ｎ＝23 

R0872 結和橋  ゆいわ 兵庫 城崎町    円山川 1964 248.5 3.6 鈑桁 ｎ＝8 

R0873 豊岡大橋    兵庫 豊岡市  国道 178号 円山川 1981   鈑桁 ｎ＝6 

R0874 円山川橋梁  まるやまがわ 兵庫 豊岡市   北近畿たんご鉄道 円山川 1929 ≒290 単線  

                トラス ｌ＝2ｘ45.7 鈑桁 ｌ＝2ｘ15.2+7ｘ21.2 

R0875 堀川橋    兵庫      円山川 1974 306.7 6.5+1.5 連続トラス ｎ＝4 

R0876 立野橋  たちの 兵庫 豊岡市    円山川 1892 114.5 0.9  

R0877 立野大橋  たちのおお 兵庫 豊岡市  国道 312号 円山川 1962 302.3 6 合成鈑桁 ｌ=10x30 

R0878 円山大橋    まるやまおお 兵庫 豊岡市  国道 426号 円山川 1998 292 24  

              （旧橋の約 450ｍ上流）鋼連続合成箱桁 ｌ＝75 ｎ＝5 

R0879 蓼川大橋    だでかわおお 兵庫 豊岡市  北但地区広域農道 円山川 1986    

                鋼ニールセンローゼ 連続鈑桁 合成鈑桁 

R0880 京口橋    兵庫 豊岡市    円山川 1909   トラス 

R0881 上郷橋    兵庫 日高町  県道 249 円山川    ＲＣ桁 ｎ＝6 ＰＣ桁 ｎ＝（2+3） 

R0882 鶴岡橋  つるおか 兵庫 日高町  国道 426号 円山川 1937 171.2 5.5 ＲＣ桁 ｎ＝11 

R0883 日置橋  ひおき 兵庫 日高町    円山川 1978   連続トラス ｎ＝2 

R0884 円山川橋梁  まるやまがわ 兵庫 日高町  出石鉄道 円山川 1929 197 単線 鈑桁  

R0885 新赤崎橋    兵庫 八鹿町・日高町   円山川 2002 212   

R0886 赤崎橋    兵庫 八鹿町・日高町   円山川 1962   ＲＣ桁 ｎ＝5 

R0887 伊佐橋  いざ  兵庫 八鹿町    円山川 1959   トラス ＲＣ桁 

R0888 伊佐大橋  いざ  兵庫 八鹿町    円山川 1977   連続鈑桁 ｎ＝2ｘ3 

R0889 上小田橋  かみおだ 兵庫 八鹿町    円山川 1987   連続鈑桁 ｎ＝2ｘ3 

R0890 舞狂橋  ぶぎょう 兵庫 八鹿町    円山川     

R0891 千石橋    兵庫 養父町    円山川     

R0892 大藪橋    兵庫 養父町    円山川     

R0893 米地橋  めいじ 兵庫 養父町    円山川     

R0894 糸井橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川 1968 107.6 6 ポニートラス ｌ＝3ｘ35.9 

R0895 寺谷橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0896 東河橋  とうが  兵庫 朝来市（和田山町） 県道 円山川 1935 125 5.4 ＲＣ桁 

R0897 円山川橋梁  まるやまがわ 兵庫 朝来市（和田山町） 国鉄山陰本線 円山川 1911 197 単線 鈑桁 ｌ＝10ｘ18.3 

R0898 玉置橋  たまき 兵庫 朝来市（和田山町） 県道 円山川 1932 98 5.4 ＲＣＴ桁 

R0899 和田山大橋   兵庫 朝来市（和田山町） 国道 9号 円山川     

R0900 曲り尾橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0901 七味橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0902 中地橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0903 牧田上地橋   兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0904 市御堂橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川 1932     

R0905 久留引橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0906 円山川橋    兵庫 朝来市（和田山町） 播但連絡道路 円山川     

R0907 加都橋  かつ  兵庫 朝来市（和田山町） 県道 円山川 1931 75 ＲＣ桁 

R0908 諏訪橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川     

R0909 朝来橋  あさご  兵庫 朝来市（和田山町） 県道 円山川 1929 92 5.5 鈑桁 

R0910 俵米橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川 1932 8 3.6 ＲＣ橋  

R0911 杖田中橋    兵庫 朝来市（和田山町）  円山川 1931 ≒90 3.6 ＲＣ桁 ｎ＝10 

R0912 加納橋    兵庫      円山川     

R0913 物部橋    兵庫 朝来市（朝来町） 県道  円山川     

R0914 いづも橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0915 平野橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0916 出合橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0917 中川橋    兵庫 朝来市（朝来町） 県道  円山川     

R0918 新多々良木橋   兵庫      円山川     

R0919 新橋  しん  兵庫 朝来市（朝来町）   円山川 1930 80 8.2 ＲＣ桁 

R0920 朝来虹大橋   兵庫 朝来市（朝来町） 国道 429号 円山川 2000    

R0921 山口大橋    兵庫 朝来市（朝来町） 国道 312号 円山川     

R0922 瀬戸川橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0923 新渕大橋    兵庫 朝来市（朝来町） 国道 312号 円山川     

R0924 柳橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0925 薬師橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0926 ？     兵庫 朝来市（朝来町） 国道 312号 円山川     

R0927 柴田橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川     

R0928 新井新橋    兵庫 朝来市（朝来町）   円山川 1931    
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R0930 相生橋  あいおい 兵庫 高砂市・加古川市 県道 718号 加古川 1969 442.4 6.5+1.5  

         上り下り分離 連続合成鈑桁 ｌ＝（3@45）+（56.8+72+48） 合成鈑桁 ｌ＝40.9+48+41.7 

R0931 第一加古川橋梁 かこがわ 兵庫 高砂市・加古川市 国鉄高砂線 加古川 1914 ≒415 単線 鈑桁 ｌ＝30ｘ12.5 

R0932 加古川橋梁 かこがわ 兵庫 高砂市・加古川市 山陽電鉄 加古川 1945  複線 鈑桁 ｎ＝29 

R0933 加古川橋梁 かこがわ 兵庫 高砂市・加古川市 山陽新幹線 加古川 1972 500.4 2x単線  

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝3ｘ（55+56.5+55） 

R0934 播州大橋    兵庫 高砂市・加古川市 国道 250号 加古川 1983  22+2@2.25 4車化 

R0935 加古川橋  かこがわ 兵庫 加古川市    加古川 1924 384 6.4 鈑桁 ｌ＝17ｘ22.6+2ｘ22.4 

R0936 加古川橋  かこがわ 兵庫    国道 2号 加古川 1959 360 5.6  

                上下分離線 鈑桁 ｌ＝21.8+15ｘ22+21.8 

R0937 加古川橋梁 かこがわ 兵庫 加古川市  山陽本線 加古川 2003 ≒410 複線  

               連続トラス ｌ＝2ｘ（60+69+69）+（68.3+69+73.3） 

R0938 新加古大川橋   兵庫 加古川市  国道 2号 加古川 1972 420 2x（9+3.5+1） 連続鈑桁 ｌ＝3ｘ3@46.4  

R0939 加古川水管橋 かこがわすいかん 兵庫 加古川市 県工業用水道 加古川 1980 426 b=1.5， 2xΦ1.2ｍ 鋼ランガー桁 ｎ＝6 

R0940 池尻橋  いけじり 兵庫 加古川市  県道 384号 加古川 1998 407.2 4車化  

                 連続合成鈑桁 ｎ＝2+3+3 合成鈑桁  

R0941 加古川大堰   兵庫 加古川市    加古川 1989    

R0942 上荘橋  かみそう 兵庫 加古川市  県道 65号 加古川 1973 320 6.75+1.5  

                鋼連続箱桁 ｎ＝3 鋼箱桁 ｎ＝（1+1）  

R0943 第二加古川橋梁  かこがわ 兵庫 加古川市   国鉄加古川線 加古川 1985 333 単線 トラス ｌ＝1ｘ68  

R0944 加古川橋    兵庫 小野市   山陽自動車道 加古川 1997    

R0945 万歳橋    兵庫 小野市  県道 375号 加古川 1977   鈑桁 ｎ＝5 

R0946 大住橋  おおすみ 兵庫 小野市  県道 81号 加古川 1986 204.8  合成鈑桁 ｎ＝4 

R0947 加古川橋梁 かこがわ 兵庫 小野市  神戸電鉄粟生線 加古川 1952   

 単線 錬鉄ポニートラス（ピン結合） ｌ＝30.2 ｎ＝3 鈑桁 ｌ＝6ｘ21 ｎ＝1を鈑桁に架け替え。架け替えた 1連は播磨中央公園内に移設保存 

R0948 粟田橋  あおた 兵庫 小野市    加古川 1934 240 7.9 ＲＣ桁橋 ｎ＝16 

R0949 新大河橋    兵庫 小野市    加古川 1994   鋼連続箱桁 ｎ＝3+2 

R0950 ひまわり橋   兵庫      加古川 1994    

R0951 大門橋  だいもん 兵庫 小野市・社町 県道 351号 加古川 1936 122 5.5 ＲＣ桁 ｎ＝4 鈑桁 ｎ＝3 

R0952 福田橋    兵庫 滝野町・社町 国道 372号 加古川 1956  道路 ＲＣ桁 

R0953 加古川橋    兵庫 滝野町・社町  中国自動車道 加古川 1974 178 2x9.75  

                  連続合成鈑桁 ｌ＝58+61+58 

R0954 大正橋    兵庫 滝野町    加古川 1915 97 3 吊橋 廃橋 

R0955 滝野大橋  たきのおお 兵庫 滝野町  県道 17号 加古川 1958 108.5 6.5 連続鈑桁 ｌ＝33.8+40.4+33.8 

R0956 滝見橋    兵庫 滝野町・社町   加古川 1929  道路 鉄桁橋 

R0957 闘竜橋  とうりゅう 兵庫 滝野町  県道 349号? 加古川 1963 108 7 連続合成鈑桁 ｌ＝33.5+40.2+33.5 

R0958 板波橋  いたば 兵庫 西脇市  県道 144号 加古川 2003 150.4 5+1.5 連続合成鈑桁 

R0959 野村大橋    兵庫 西脇市  県道 34号 加古川 1988    

R0960 野村橋  のむら 兵庫 西脇市  県道 348号 加古川 1934 145 4.8 ＲＣ桁 

R0961 第三加古川橋梁   兵庫 西脇市    ＪＲ加古川線 加古川 1924  単線  

R0962 重春橋 しげはる  兵庫 西脇市  県道 347号 加古川 1958 153 5.4 ＲＣ桁 

R0963 新西脇大橋   兵庫 西脇市  国道 175号 加古川     

R0964 中郷橋    兵庫 西脇市    加古川 1966  道路 鈑桁 

R0965 鹿野大橋    兵庫 西脇市  県道 566号 加古川     

R0966 津万橋    兵庫 西脇市  県道 36号 加古川 1904    

R0967 緯度橋    兵庫 西脇市  県道 36号 加古川     

R0968 畑瀬橋  はたせ 兵庫 黒田庄町    加古川   渡船 

R0969 畑瀬大橋  はたせおお 兵庫    県道 174号 加古川 1935 182 5.5 ＲＣ桁 ｌ＝13.2 ｎ＝14 

R0970 千歳橋    兵庫 黒田庄町    加古川 1945   ＲＣゲルバー桁 

R0971 中央橋    兵庫      加古川 1981    

R0972 新中橋    兵庫 黒田庄町    加古川     

R0973 船町橋    兵庫 黒田庄町  県道 139号 加古川   渡船 

R0974 井原橋    兵庫 山南町  国道 175号 加古川     

R0975 船戸橋    兵庫 山南町  県道 86号 加古川     

R0976 前川橋    兵庫 山南町    加古川     

R0977 和田橋  わだ  兵庫 山南町    加古川 1960 45 7 合成箱桁  

R0978 応地橋    兵庫 山南町    加古川     

R0979 小野橋    兵庫 氷上町    加古川 1897   板橋 

R0980 夫婦橋    兵庫 氷上町    加古川 2005 96 7.5+2.5 連続鈑桁 ｎ＝3 

R0981 佐野橋  さの  兵庫 氷上町    加古川 1965 117.6 4  

R0982 錦橋    兵庫 氷上町    加古川 1935 93 3.6 ＲＣ橋  

R0983 稲継大橋   いなつぎおお 兵庫 氷上町    加古川 1952   木桁橋 

R0984 本郷橋    兵庫 氷上町    加古川 1960    

R0985 犬岡橋    兵庫 氷上町    加古川 1960    

R0986 栄橋    兵庫 氷上町    加古川 1956   

R0987 京橋    兵庫 氷上町  県道 78号 加古川 1961   

R0988 幸料寺橋  こうりょうじ 兵庫 氷上町    加古川 1963   Ｈ型桁 ｌ＝17.5 

R0989 天神橋    兵庫 氷上町  県道 285号 加古川 1974    
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R0990 柳町橋    兵庫 氷上町    加古川 1974 

R0991 徳昌寺橋    兵庫 氷上町    加古川 1959    

R0992 幸世橋    兵庫 氷上町    加古川     

R0993 船戸橋    兵庫 氷上町  県道 282号 加古川 1958    

R0994 東福橋    兵庫 氷上町  県道 109号 加古川 1973 

R0995 戸田橋    兵庫 青垣町    加古川  

R0996 中川原橋    兵庫 青垣町    加古川  

R0997 下芋漬橋    兵庫 青垣町    加古川  

R0998 中芋漬橋    兵庫 青垣町    加古川  

R0999 青垣大橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1000 東角橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1001 菊下橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1002 神楽橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1003 佐治大橋    兵庫 青垣町  国道 427号 加古川  

R1004 竹端橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1005 梅の木橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1006 古川橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1007 万世橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1008 稲荷橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1009 宮橋    兵庫 青垣町    加古川  

R1010 芋地橋    兵庫 青垣町  国道 429号 加古川 

R1011 石風呂橋    兵庫 青垣町    加古川 

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

 


