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はじめに 

 道路・橋りょうは，災害発生時の避難・救援，その後の復旧・支援活動の基本とな

るとともに，日常の社会経済活動を支える極めて重要な都市基盤施設です。 

 まさに『いのち』と『くらし』を守る要となっています。 

 京都市では，阪神・淡路大震災を踏まえ，平成７年度から緊急輸送道路上の橋りょ

うや跨線・跨道橋の耐震補強を進めてきました。しかしながら，平成２３年３月に発

生した東日本大震災を踏まえ，耐震補強の更なる迅速化が課題となっています。 

 また，建設後５０年を経過した橋りょうの割合が高く，かつ高度成長期に建設した

ものが多いため，老朽化が急速に進んでおり，このまま対策を講じないと，近い将来，

修繕・架け替えが集中し，維持管理費が急増することが課題となっています。 

 対象となる橋りょう数が多いことから，これらの課題解決には，多額の事業費を要

することになります。 

 このため，平成２３年１２月に耐震補強と老朽化修繕を並行して進めることにより，

効率的・効果的かつ迅速に健全化を進める「いのちを守る 橋りょう健全化プログラ

ム（第１期）」を策定しました。 

 第１期プログラム以来，この１０年間，着実に健全化を進めてきました。しかし，

その一方で，京都市は現在，危機的な財政状況に直面しており，当初想定していた  

考え方で進めることが難しくなってきました。今までの進め方を踏襲しつつ，   

限られた予算を最大限有効に活用するために，優先順位を明確にして健全化を進めて

いきます。 
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橋りょうの健全化には，耐震補強と老朽化修繕があります。耐震補強は，建設当初設

定した耐震性能を，近年発生した大きな地震に対しても耐え得る強度に高めるものです。

一方，老朽化修繕は，古くなった橋りょうを修繕するものです。 

「いのちを守る 橋りょう健全化プログラム」は，耐震補強と老朽化修繕を並行して

効率的・効果的に推進するため，具体的な優先順位を示したものです。このプログラム

に基づき，平成２４年度から橋りょうの健全化の取組を進めています。 

（１）現状と課題

橋りょうの健全化は，市民の皆様のいのちとくらしを守り，社会経済活動を支えるも

のです。 

京都市では，阪神・淡路大震災を踏まえ，平成７年度から緊急輸送道路上の１５ｍ以

上の橋りょう及び跨線・跨道橋を，耐震補強を行う橋りょう※（９２橋）として位置付

け耐震補強を進めています。 

平成２３年３月に発生した東日本大震災，平成２８年４月に発生した熊本地震の被害

状況から，災害時における避難ルート及び救援車両等の通行確保に向けて，対策済み 

４２橋を除く５０橋の耐震補強をスピードアップすることが喫緊の課題となっていま

す（このうち，第１期及び第２期プログラムで２８橋が完了）。 

また，京都市内には戦前に建設された橋りょうが多く残るなど，建設後５０年以上経

過した橋りょうの占める割合は他都市と比べて高く，老朽化修繕を進めていくことも大

きな課題となっています。 

これらの解決のためには，多額の費用と時間が必要となることから，計画的に取り組

むとともに，国庫補助金など財源確保に向けた取組をしっかり行う必要があります。 

１ 「いのちを守る橋りょう健全化プログラム」とは

２背景

※  耐震補強を行う橋りょう
第１期プログラムでは，緊急輸送道路上の１５ｍ以上の橋りょう及び跨線・跨道橋を，「都市防
災上重要な橋りょう」と表現していましたが，第２期プログラム以降は「耐震補強を行う橋りょ
う」に表現を変更しています。 
なお，緊急輸送道路の見直しを踏まえ，新たに対策が必要となる橋りょうの追加を予定してい
ます。 
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（２）橋りょうの健全度

橋りょうの健全度は，老朽化修繕の

基礎資料となるものです。

本市が管理する橋りょうについて

定期点検を実施しており，令和４年

１月現在，損傷が軽微であり，橋とし

て健全な状態の橋りょう（健全度）

は９２９橋で，全体の３２％と

３分の１を占めています。

軽微でない損傷が認められた橋り

ょうは２，０１４橋（６８％）あり，

そのうち早期に老朽化修繕の必要が

ある橋りょう（健全度）が２９６橋

（１０％）あります。

橋りょうの健全度

健全度区分 健全度の状態

健全
構造物の状態に支障が生じていない状態（軽微な損傷であり，経過観察で

問題がない状態）

予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが，予防保全の観点から対策を講ずる

ことが望ましい状態

早期対策段階
構造物の機能に支障が生じる可能性があり，早期に対策を講ずべき状態

（「早期に」とは，５年程度以内には補修等を行う必要がある状態をいう。）

緊急対策段階
構造物の機能に支障が生じている，又は生じる可能性が著しく高く，緊急に

対策を講ずべき状態

軽微でない

損傷

2,014橋
68%

軽微な損傷

929橋
32%

296橋
10%

1,718橋
58%

929橋
32%

○緊急輸送道路とは？
大規模な地震等の災害が発生した場合に，救命活動や物資輸送を円滑に行う

ために，府や市などが事前に指定した道路のことです。

○跨線・跨道橋とは？
鉄道をまたぐ橋，又は道路をまたぐ橋のことです。これらの橋の工事を行う

場合，工事時間帯が電車や車の走らない夜間に限られ，また，鉄道や道路の安全

性を確認しながら進めるため，他の橋りょうより工事期間が長くなります。

（全2,943橋） 

図２ 健全度の分布 

（令和４年１月現在） 

早期対策 
（老朽化修繕対象） 

2



（１）プログラム全体での目標

本プログラムでは，平成２４年度からの２０年間で，耐震補強及び老朽化修繕を完了

させることを目標としていました。しかしながら，厳しい財政状況を踏まえ，第３期プ

ログラム以降では，限られた予算で対策を進めていく必要があります。限られた予算を

最大限有効に活用するため，優先順位を明確にして対策を進めてまいります。 

ア耐震補強

 緊急輸送道路上の橋りょう（１５ｍ以上）及び跨線・跨道橋で耐震補強が未完了の  

５０橋の耐震補強等を完了させ，災害時における避難ルートや救援車両等の通行を確

保します。 

イ老朽化修繕

 損傷が大きく，早期に老朽化修繕の必要がある橋りょう（健全度Ⅲ）３２６橋（早

期対策が必要な３４６橋から耐震補強の中で老朽化修繕を行う２０橋を除く。）の老

朽化修繕を完了させます。 

 全橋りょうの対策が完了した段階で，予防保全※型の維持管理を実施します。 

（２）第３期プログラムの優先順位の考え方

令和４年度から令和８年度までの５年間を第３期プログラムとします。 

耐震補強，老朽化修繕ともに，対象となる橋りょう数が多く，また，多額の事業費を

要することから，優先順位を定め，優先順位の高い橋りょうから対策を実施していきま

す。 

ア耐震補強の優先順位の考え方

耐震補強が必要な橋りょうは，緊急輸送道路上の橋りょうと新幹線をまたぐ

橋りょうを優先します。 

イ老朽化修繕の優先順位の考え方

早期対策の必要がある橋りょう（健全度Ⅲ）について，図に示すように損傷の

度合いを中心に路線の重要度を踏まえ優先順位を設定しており，優先順位１に分類し

た橋りょうから対策を実施します。 

なお，優先順位１に分類した全ての橋りょうで対策に着手します。 

３プログラムの内容

※  予防保全
老朽化修繕には，損傷が大きくなってから大規模な修繕や架け替えなどを行う事後保全と，
橋りょうの健全度や重要度を把握し，最小の投資で最大の効果をもたらすよう事前に修繕を行っ
ていく予防保全があります。これらの橋りょうの修繕について「京都市橋りょう長寿命化修繕計
画」を策定し，計画的に長寿命化を図っていきます。
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※  優先順位１には，路線の重要度によらず，損傷の進行が
著しい橋りょうを含んでいます。

図 老朽化修繕の優先順位

５年に一度の定期点検の中間年度に，損傷の度合いを確認し，必要に応じ優先順位

を見直します。また，優先順位２以降の橋りょうについては，日常の維持修繕の中で

対策できるものは積極的に対策を推進していきます。

（３）第３期プログラムの取組目標

ア 耐震補強 

（ア） 緊急輸送道路上の橋りょう（橋長１５ｍ以上）は，第２期から継続している

橋りょう４橋の対策を優先し，うち２橋の対策完了を目指します。

（イ） 跨線・跨道橋は，第２期から継続している橋りょう１橋の対策完了を目指し

ます。

イ 老朽化修繕 

（ア） 緊急輸送道路上の橋りょう（橋長１５ｍ未満）は，第２期から継続している

橋りょう１橋の対策完了を目指します。

（イ）損傷が大きい橋りょうは，優先順位１に分類した橋りょうから対策を実施し，

優先順位１に分類した全ての橋りょうで対策に着手します。

優先順位１

優先順位２

優先順位３

優先順位４

優先順位５

優先順位６

（損傷の度合い）

（
路
線
の
重
要
度
）
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（４）計画期間ごとの達成目標

計画
期間
（区分）

耐震補強の達成目標 老朽化修繕の達成目標

全体 

耐震補強を行う橋りょう
50橋※１対策完了予定

○緊急輸送道路（15ｍ以上）全28橋※１

○跨線・跨道橋 全22橋 

要早期対策の326橋対策完了予定

○損傷が特に大きい     全35橋 
○緊急輸送道路(15ｍ未満)  全21橋※２

○損傷が大きい       全270橋 

<予防保全型の維持管理へ> 

第1･2期
(H24～R3)

○緊急輸送道路   24橋対策完了 
○跨線・跨道橋   4橋対策完了 
28橋対策完了（56％達成） 

○損傷が特に大きい      35橋対策完了 
○緊急輸送道路(15ｍ未満) 20橋対策完了 
55橋対策完了（17％達成） 

第3期 
(R4～R8) 

○緊急輸送道路（15ｍ以上） 2橋 
<全28橋中26橋対策完了予定>

○跨線・跨道橋 1橋 
<全22橋中5橋対策完了予定>

3橋対策完了予定 

計31橋対策完了予定（62％達成） 

○緊急輸送道路（15ｍ未満）1橋 
<全21橋※２対策完了予定>

○損傷が大きい 270橋 

第4期 
以降 
(R9～) 

○緊急輸送道路    2橋対策完了 
○跨線・跨道橋   17橋対策完了 

19橋対策完了予定 

計50橋※１対策完了予定（100％達成）

○緊急輸送道路    8橋対策完了 
○跨線・跨道橋   17橋対策完了 

25橋対策完了予定 

計326橋の対策完了予定（100％達成）

※１ 緊急輸送道路の見直しを踏まえ追加予定 
※２ 第２期プログラム策定時の橋りょう数

毎年度，プログラムの進捗状況をＨＰで公表するなど，「見える化」を実施します。

４進捗状況の見える化

損傷の度合いを中心に路線の

重要度を踏まえ優先順位を

設定して対策を実施
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漢字 かな

北区 御薗橋 みそのはし 北区上賀茂御薗口町 上賀茂緯４４０号線 69 11.6 鋼橋

北区・左京区北大路橋 きたおおじはし 左京区下鴨上川原町 国道３６７号 97 22.7 鋼橋

北区・左京区北山大橋 きたやまおおはし 北区小山東元町 北山通（１） 84 19.6 鋼橋

上京区・左京区丸太町橋 まるたまちはし 上京区俵屋町 鹿ケ谷嵐山線 92 22.8 鋼橋

左京区 河合橋 かわいはし 左京区下鴨宮河町 柳通 59 10.9 鋼橋

左京区 田辺橋 たなべはし 左京区下堤町 川端通（２） 18 35.3 ＰＣ橋

左京区 徳成橋 とくせいはし 左京区岡崎徳成町 京都環状線 23 19.8 鋼橋

左京区 花園橋 はなぞのはし 左京区上高野山ノ橋町 岩倉山端線 28 22.1 鋼橋

左京区 松ヶ崎橋 まつがさきはし 左京区松ヶ崎小脇町 上賀茂山端線 42 22.8 鋼橋

左京区・中京区御池大橋 おいけおおはし 中京区上樵木町 二条停車場東山三条線 82 29.8 鋼橋

東山区 今熊野橋 いまくまのはし 東山区今熊野宝蔵町 四ノ宮四ツ塚線 22 22.5 鋼橋

東山区・南区九条跨線橋 くじょうこせんきょう 東山区本町14丁目 四ノ宮四ツ塚線 418 18.8 鋼橋

東山区・南区陶化橋 とうかはし 東山区福稲川原町 河原町十条観月橋線 91 22.8 鋼橋

山科区 射庭の上橋 いばのうえはし 山科区西野山射庭ノ上町 勧修寺今熊野線 20 20.8 鋼橋

山科区 椥辻橋 なぎつじはし 山科区椥辻封シ川町 大宅西野山線（３） 36 21.8 ＰＣ橋

右京区 京北橋 けいほくはし 右京区京北周山町 国道１６２号 64 16.9 ＰＣ橋

右京区 筒江橋 つつえはし 右京区京北上弓削町 国道１６２号 39 15.0 鋼橋

右京区 出口橋 でぐちはし 右京区京北五本松町 国道１６２号 28 14.8 鋼橋

右京区・西京区桂橋 かつらはし 西京区桂浅原町 沓掛西大路五条線 306 13.0 鋼橋

右京区・西京区松尾橋 まつおはし 右京区梅津大縄場町 宇多野嵐山山田線 200 11.0 鋼橋

西京区 大枝塚原橋 おおえつかはらはし 西京区大枝塚原町 大枝３８号線 40 17.8 鋼橋

伏見区 京橋 きょうはし 伏見区京橋町 伏見港京都停車場線 31 16.1 鋼橋

伏見区 中之郷橋 なかのごうはし 伏見区深草直違橋二丁目 大津淀線 17 10.8 鋼橋

伏見区 納所橋 のうそはし 伏見区納所星柳 京都守口線 16 18.3 ＲＣ橋

伏見区 羽束師橋 はづかしはし 伏見区羽束師鴨川町 伏見柳谷高槻線 742 16.0 鋼橋

伏見区 三栖高架橋 みすこうかきょう 伏見区三栖町四丁目 観月橋横大路線 476 17.0 鋼橋

伏見区 宮前橋 みやまえはし 伏見区淀大下津町 奥海印寺納所線 271 9.8 鋼橋

伏見区 淀高架橋 よどこうかきょう 伏見区淀木津町 宇治淀線 228 8.6 鋼橋

東山区 伏見街道跨線橋ふしみかいどうこせんきょう 東山区本町9丁目 本町通（１） 53 3.2 鋼橋

山科区 大石道跨線橋 おおいしみちこせんきょう 山科区上花山久保町 大石道 36 2.3 鋼橋

左京区 山端跨線橋 やまばなこせんきょう 左京区山端大塚町 白川通（１） 199 14.0 ＰＣ橋

伏見区 中書島橋 ちゅうしょじまはし 伏見区三栖向町 向島緯６５号線（２） 30 6.9 ＰＣ橋

東山区 北谷跨線橋 きたたにこせんきょう 東山区今熊野宝蔵町 市管理道路 29 2.2 鋼橋

東山区 醍醐街道跨線橋だいごかいどうこせんきょう 東山区南瓦町 醍醐道 22 1.9 鋼橋

東山区 大和大路跨線橋やまとおおじこせんきょう 東山区今熊野池田町 大和大路通 24 2.8 鋼橋

山科区 花山跨線橋 かざんこせんきょう 山科区北花山寺内町 勧修寺日ノ岡線 57 9.3 鋼橋

山科区 北花山第２跨線橋きたかざんだい2こせんきょう山科区北花山寺内町 山科北花山経１１号線 38 2.2 鋼橋

山科区 御坊ノ内跨道橋 ごぼうのうちこどうきょう 山科区小山御坊ノ内町 山科小山経２２号線 14 2.8 ＰＣ橋

下京区・南区大宮跨線橋 おおみやこせんきょう 下京区垣ヶ内町 七条大宮四ツ塚線 270 13.8 鋼橋

南区 西国街道高架橋さいごくかいどうこうかきょう 南区久世中久世町1丁目 上久世石見上里線 192 7.7 鋼橋

右京区 綾小路跨線橋 あやのこうじこせんきょう 右京区西院北矢掛町 綾小路通 15 6.5 ＲＣ橋

右京区 井御料橋 いごりょうはし 右京区西院北矢掛町 佐井西通（４） 15 6.6 ＲＣ橋

右京区 鳥居本橋 とりいもとはし 右京区嵯峨鳥居本一華表町釈迦堂清滝道 5 7.2 ＲＣ橋

右京区 野々宮跨線橋 ののみやこせんきょう 右京区嵯峨野々宮町 嵯峨経１９５号線 16 2.9 鋼橋

伏見区 飯食橋 いじきはし 伏見区深草飯食町 大津淀線 4 10.7 鋼橋

伏見区 御香橋 ごこうはし 伏見区桃山毛利長門西町 毛利橋通 15 5.0 ＰＣ橋

伏見区 千本橋 せんぼんはし 伏見区深草大亀谷東寺町 深草緯１１２－１号線 14 10.8 ＰＣ橋

伏見区 醍醐跨道橋 だいごこどうきょう 伏見区醍醐西大路町 大津宇治線 11 16.8 ＰＣ橋

伏見区 寺町人道橋 てらまちじんどうきょう 伏見区深草大亀谷東寺町 深草緯１０７号線 21 2.5 鋼橋

伏見区 乃木橋 のぎはし 伏見区桃山町伊賀 桃山経５０号線 15 5.2 ＰＣ橋

第１期，第２期プログラム対象橋りょう（耐震補強完了）　２８橋

第３期プログラム対象橋りょう　５橋

青字 第１期プログラムから着手した橋りょう　３橋

赤字 第２期プログラムから着手した橋りょう　３橋

幅員
(m)

分類１ 分類２ 橋種区
橋りょう名

主な所在地 路線名
橋長
(m)

「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム」で耐震補強を実施する橋りょう

跨線・跨道橋
（２２橋）

新幹線以外の
鉄道・道路を
またぐ
（１８橋）

新幹線を
またぐ（２橋）

緊急輸送道路
を

またぐ（２橋）

緊急輸送道路上
の橋りょう
（２８橋）

（橋長１５ｍ以上）
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漢字 かな
緊急輸送道路
（橋長１５ｍ未満）（１橋） 伏見区 西中之郷橋 にしなかのごうはし 伏見区深草直違橋二丁目大津淀線 9 8.0ＲＣ橋

北区 池端橋 いけはたはし 北区上賀茂池端町加茂之荘緯１号線 4 4.7ＲＣ橋
北区 岩谷第五橋 いわたにだいごはし 北区小野岩戸 小野郷８号線 鋼橋5 3.0 �
北区 岩谷第三橋 いわたにだいさんはし北区小野岩戸 小野郷８号線 鋼橋9 3.1 �
北区 岩谷第四橋 いわたにだいよんはし北区小野岩戸 小野郷８号線 鋼橋6 3.0 �
北区 岩戸橋 いわとはし 北区小野中ノ町 小野郷１０号線 鋼橋12 5.0 �
北区 岩屋坂橋 いわやさかはし 北区大森東町 大森経３－１号線 鋼橋14 3.8 �
北区 鶉谷橋 うずらだにはし 北区上賀茂十三石山京都京北線 鋼橋4 4.6 �
北区 大森号橋1 おおもりごうはし1 北区大森芦堂町 大森経６８号線 鋼橋4 2.5 �
北区 大森号橋24 おおもり ごうはし24 北区大森牛ヶ滝 大森緯２２号線 鋼橋8 3.6 �
北区 大森号橋2 おおもりごうはし2 北区大森中山 大森緯５８号線 鋼橋6 3.0 �
北区 大森号橋3 おおもりごうはし3 北区大森中山 大森緯５８号線 鋼橋3 4.4 �
北区 大森号橋4 おおもりごうはし4 北区大森中山 大森緯５８号線 4 3.4ＲＣ橋
北区 大森号橋7 おおもりごうはし7 北区大森芦堂町 大森経３５号線 鋼橋5 1.5 �
北区 奥町橋 おくまちはし 北区雲ヶ畑中津川町雲ヶ畑５号線 鋼橋11 3.6 �
北区 上岸橋 かのきしはし 北区大宮上ノ岸町猪ノ熊通（１） 8 6.6鋼橋
北区 上賀茂橋 かみかもはし 北区上賀茂菖蒲園町上賀茂西通 鋼橋73 10.8 �
北区 金辻橋 きんつじはし 北区杉阪道風町 西陣杉坂線 鋼橋15 4.7 �
北区 里号橋1 さとごうはし1 北区雲ヶ畑中畑町雲ヶ畑７号線 11 2.5鋼橋
北区 山幸橋 さんこうはし 北区上賀茂十三石山京都京北線 26 5.8ＲＣ橋
北区 志久呂橋 しくろはし 北区上賀茂毛穴井町京都広河原美山線 鋼橋51 15.8 �
北区 思君橋 しくんばし 北区杉阪南谷 杉阪経３号線 鋼橋12 3.1 �
北区 下庄田橋 しもしょうだはし 北区西賀茂下庄田町西賀茂１号線 鋼橋4 4.0 �
北区 杉阪号橋6 すぎさかごうはし6 北区杉阪東谷 杉阪経２号線 7 0.7ＲＣ橋
北区 杉阪北尾号橋2 （北尾号橋2 ）すぎさかきたおごうはし2 北区杉阪北尾 中川５８号線 11 1.3ＲＣ橋
北区 清源橋 せいげんばし 北区大森中町 大森緯４１号線 鋼橋12 3.5 �
北区 千束第一橋 せんぞくだいいちはし 北区鷹峯一ノ坂 鷹峯２号線 鋼橋5 4.4 �
北区 千束第二橋 せんぞくだいにはし 北区鷹峯森山 鷹峯２号線 鋼橋4 4.4 �
北区 善福号橋2 ぜんぷくごうはし2 北区真弓八幡町 小野郷８号線 鋼橋6 2.0 �
北区 善福号橋3 ぜんぷくごうはし3 北区真弓八幡町 小野郷８号線 鋼橋4 2.0 �
北区 善明寺橋 ぜんみょうじはし 北区雲ヶ畑中津川町雲ヶ畑１号線 鋼橋16 5.1 �
北区 等持院北号橋1 とうじいんきたごうはし1 北区等持院北町 笹屋町通（２） ＲＣ2 8.2 橋
北区 等持院西橋 とうじいんにしはし 北区等持院南町 等持院経１２号線 5 2.9ＲＣ橋
北区 西の谷橋 にしのたにはし 北区雲ヶ畑出谷町雲ヶ畑２号線 5 3.4ＲＣ橋
北区 西の橋 にしのはし 北区小野下ノ町 市管理道路 鋼橋11 3.6 �
北区 西山橋 にしやまはし 北区中川北山町 中川５４号線 鋼橋14 2.6 �
北区 萩原号橋2 はぎはらごうはし2 北区大宮釈迦谷 西賀茂３－１号線 鋼橋5 2.5 �
北区 樋の谷橋 ひのたにはし 北区中川北山町 中川５９号線 鋼橋5 6.2 �
北区 菩提第七橋 ぼだいだいななはし 北区鷹峯大山 鷹峯２号線 鋼橋9 4.5 �
北区 湯屋谷橋 ゆやだにはし 北区大森東町 大森緯１号線 鋼橋7 2.3 �
上京区 鍋町橋 なべちょうはし 上京区下横町 仁和寺街道 鋼橋8 10.7 �
左京区 葵橋 あおいはし 左京区下鴨宮河町下鴨京都停車場線 鋼橋75 22.6 �
左京区 市原橋 いちはらはし 左京区静市市原町下鴨静原大原線 鋼橋24 7.2 �
左京区 市原人道橋 いちはらじんどうきょう左京区静市市原町下鴨静原大原線 32 4.1ＲＣ橋
左京区 岩上橋 いわがみはし 左京区鞍馬本町 鞍馬７号線 鋼橋11 3.0 �
左京区 大長瀬谷橋 おおながせだにはし 左京区大原大長瀬町国道３６７号 4 10.3ＢＯＸ
左京区 大見谷号橋2 おおみたにごうはし2 左京区鞍馬本町 京都広河原美山線 3 5.0ＲＣ橋
左京区 桂橋 かつらはし 左京区久多上ノ町久多中上ノ町線 13 4.0ＲＣ橋
左京区 鎌倉口橋 かまくらぐちはし 左京区花背大布施町国道４７７号 6 5.2ＲＣ橋
左京区 神出橋 かみではし 左京区八瀬近衛町八瀬２００号線 鋼橋5 2.0 �
左京区 川合原橋 かわいはらはし 左京区久多川合町久多広河原線 木橋3 2.0 �
左京区 岸本一号橋 きしもといちごうはし 左京区下鴨東岸本町下鴨経６－１号線 3 11.8ＲＣ橋
左京区 岸本二号橋 きしもとにごうはし 左京区下鴨岸本町下鴨緯１５－１号線 4 6.4ＲＣ橋
左京区 北東田橋 きたひがしだはし 左京区浄土寺東田町東第三緯１６号線 鋼橋6 2.4 �
左京区 屹立橋 きつりつはし 左京区鞍馬貴船町上黒田貴船線 4 3.9ＲＣ橋
左京区 鞍馬号橋1 くらまごうはし1 左京区鞍馬本町 京都広河原美山線 2 5.8ＲＣ橋
左京区 蔵前橋 くらまえはし 左京区大原大見町大原１７号線 鋼橋8 3.5 �
左京区 鹿ヶ谷道橋 ししがたにみちはし 左京区鹿ヶ谷宮ノ前町東第四経３号線 7 4.3ＲＣ橋
左京区 菅原橋 すがわらはし 左京区広河原菅原町京都広河原美山線 12 2.4ＲＣ橋
左京区 青良谷橋 せいりょうだにはし 左京区八瀬野瀬町八瀬２２１号線 鋼橋8 4.0 �

「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム（第３期以降）」で老朽化修繕を実施する橋りょう

橋種健全度分類 区
橋りょう名

主な所在地 路線名
橋長
(m)
幅員
(m)

損傷が
大きい
（２７０橋）

8



漢字 かな

「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム（第３期以降）」で老朽化修繕を実施する橋りょう

橋種健全度分類 区
橋りょう名

主な所在地 路線名
橋長
(m)
幅員
(m)

左京区 高岸橋 たかぎしはし 左京区鹿ヶ谷高岸町蹴上高野線 8 11.9ＲＣ橋
左京区 高橋口橋 たかはしくちはし 左京区広河原能見町久多広河原線 鋼橋14 5.3 �
左京区 塚本号橋1 つかもとごうはし1 左京区下鴨東梅木町下鴨緯１７号線 3 12.8ＲＣ橋
左京区 出町橋 でまちはし 左京区下鴨宮河町柳通 鋼橋83 12.6 �
左京区 寺谷第号橋3 てらたにだいごうはし3 左京区花背原地町花脊１号線 11 4.0ＲＣ橋
左京区 糖岳橋 とうだけはし 左京区花背原地町京都広河原美山線 5 4.9ＲＣ橋
左京区 西岸本橋 にしきしもとはし 左京区下鴨北園町下鴨緯１３号線 鋼橋4 6.5 �
左京区 二ノ瀬橋 にのせはし 左京区大原小出石町国道４７７号 鋼橋22 7.3 �
左京区 二の瀬橋（新二ノ瀬橋）にのせはし 左京区鞍馬ニノ瀬町京都広河原美山線 鋼橋22 6.6 �
左京区 花尻橋 はなじりはし 左京区八瀬花尻町国道３６７号 鋼橋28 10.5 �
左京区 馬場橋 ばばばし 左京区浄土寺下馬場町蹴上高野線 鋼橋11 23.0 �
左京区 東田橋 ひがしだはし 左京区浄土寺東田町東第三緯２２号線 鋼橋13 2.4 �
左京区 法然院橋 ほうねんいんはし 左京区鹿ヶ谷法然院町東第三緯４０号線 7 4.1ＲＣ橋
左京区 仏谷第四橋 ほとけだにだいよんはし左京区広河原菅原町広河原２９号線 鋼橋6 4.3 �
左京区 みご谷橋 みごたにはし 左京区久多上の町久多中上ノ町線 9 4.0ＲＣ橋
左京区 南高木橋 みなみたかぎはし 左京区下鴨東岸本町下鴨緯１３号線 5 9.7ＲＣ橋
左京区 宮川第橋2 みやがわだいにはし 左京区大原野村町下鴨静原大原線 鋼橋5 4.1 �
左京区 宮の脇橋 みやのわきはし 左京区岡崎東天王町丸太町通（１） 9 10.4鋼橋
左京区 宮前橋 みやまえはし 左京区鹿ヶ谷上宮ノ前町蹴上高野線 鋼橋11 22.7 �
左京区 向谷橋 むかいやはし 左京区久多上ノ町久多中上ノ町線 10 4.0ＲＣ橋
左京区 焼山橋 やきやまはし 左京区広河原能見町久多広河原線 11 3.6ＲＣ橋
左京区 八瀬林橋 やせばやしはし 左京区八瀬秋元町八瀬１２４号線 鋼橋20 2.9 �
左京区 竜宮橋 りゅうぐうはし 左京区鞍馬貴船町上黒田貴船線 7 4.7ＲＣ橋
左京区 和田橋 わだはし 左京区大原来迎院町大原２６号線 22 4.8ＲＣ橋
中京区 綾小路橋 あやのこうじはし 中京区壬生森前町綾小路通 鋼橋7 4.6 �
中京区 押小路橋 おしこうじはし 中京区一之船入町押小路通（１） 7 4.3鋼橋
中京区 上平橋 かみひらはし 中京区西ノ京平町西ノ京北部緯７号線 鋼橋8 4.4 �
中京区 木屋町橋 きやまちはし 中京区東生洲町 木屋町通 鋼橋6 11.7 �
中京区 佐井橋 さいばし 中京区西ノ京上合町佐井通（１） ＰＣ10 10.6 橋
東山区 円通寺橋 えんつうじはし 東山区今熊野剣ノ宮町今熊野経１４号線 18 2.6ＲＣ橋
東山区 三条大橋 さんじょうおおはし 東山区大橋町 三条通 鋼橋73 16.7 �
東山区 四条大橋 しじょうおおはし 東山区川端町 嵐山祇園線 鋼橋65 25.0 �
東山区 正面橋（東部） しょうめんはし 東山区鍵屋町 正面通（１） 71 7.0鋼橋
東山区 常盤橋 ときわはし 東山区常盤町 修道緯３号線 3 2.0ＲＣ橋
山科区 安祥寺橋 あんしょうじはし 山科区山科御陵平林町山科御陵経４号線 11 3.7ＲＣ橋
山科区 御出号橋1 おいでごうはし1 山科区川田御出町山科川田経１９号線 3 5.6ＲＣ橋
山科区 大塚跨線橋 おおつかこせんきょう 山科区大塚丹田 小山大宅線（１） ＲＣ14 7.6 橋
山科区 大津畑橋 おおつはたはし 山科区御陵大津畑町山科北通 鋼橋5 7.7 �
山科区 岡ノ西橋 おかのにしはし 山科区川田御出町山科西野山経６９号線 4 12.1ＲＣ橋
山科区 蛙岩橋 かえるいわはし 山科区小山大石山牛尾道 8 3.4ＲＣ橋
山科区 花鳥橋 かちょうはし 山科区厨子奥花鳥町渋谷蹴上線 鋼橋33 8.5 �
山科区 勧修寺橋 かんしゅうじはし 山科区勧修寺東北出町大津淀線 鋼橋36 8.8 �
山科区 閑林寺橋 かんりんじはし 山科区勧修寺御所内町山科勧修寺緯９２号線 鋼橋37 8.8 �
山科区 栗栖野橋 くりすのはし 山科区東野竹田 山科東野経３２号線 鋼橋18 6.0 �
山科区 桜ノ馬場橋 さくらのばばはし 山科区西野山桜ノ馬場町山科西野山経３８号線 4 3.2ＲＣ橋
山科区 桜橋 さくらはし 山科区音羽西林 山科音羽経４１号線 鋼橋15 6.4 �
山科区 四宮橋 しのみやはし 山科区四ノ宮垣ノ内町山科北通 鋼橋8 8.3 �
山科区 瀬戸河原橋 せとかわはらはし 山科区勧修寺東北出町大塚勧修寺線 鋼橋43 10.9 �
山科区 千本町橋 せんぼんちょうはし 山科区音羽千本町山科音羽経３４号線 鋼橋13 1.9 �
山科区 中臣橋 なかおみはし 山科区西野山中臣町山科西野山緯１８号線 鋼橋16 4.8 �
山科区 東出橋 ひがしではし 山科区勧修寺風呂尻町山科勧修寺緯９１号線 鋼橋37 16.7 �
山科区 毘沙門北号橋2 びしゃもんきたごうはし2 山科区安朱東谷 山科安朱緯９８号線 4 3.1ＲＣ橋
山科区 毘沙門北号橋4 びしゃもんきたごうはし4 山科区安朱東谷 山科安朱緯９８号線 3 3.0ＲＣ橋
山科区 毘沙門北号橋5 びしゃもんきたごうはし5 山科区安朱東谷 山科安朱緯９８号線 3 2.9ＲＣ橋
山科区 封ジ川大橋 ふうじがわおおはし 山科区椥辻封シ川町山科椥辻緯５号線 鋼橋33 7.2 �
山科区 南畑人道橋 みなみはたじんどうきょう山科区西野山南畑町山科西野山緯５－１号線 鋼橋11 1.3 �
下京区 石ヶ坪橋 いしがつぼはし 下京区西七条東石ヶ坪町天神道（３） ＲＣ7 6.8 橋
下京区 掛越橋 かけこしはし 下京区西七条掛越町京都環状線 6 29.0ＲＣ橋
下京区 上の口橋 かみのくちはし 下京区富松町 菊浜緯１０号線 7 6.2ＲＣ橋
下京区 久作橋 きゅうさくはし 下京区郷之町 崇仁経２３号線 6 2.1ＲＣ橋
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下京区 塩小路橋（東部） しおこうじはし 下京区川端町 塩小路通 鋼橋85 10.1 �
下京区 正面橋（南部） しょうめんはし 下京区鍵屋町 正面通（１） 6 5.6鋼橋
下京区 隅田橋 すみだはし 下京区西七条八幡町花屋町通（２） ＲＣ6 12.0 橋
下京区 名倉橋 なくらはし 下京区西七条名倉町北小路通（３） ＲＣ6 7.1 橋
下京区 屋形橋 やかたはし 下京区屋形町 南第三経１号線 6 6.2ＲＣ橋
下京区 六軒橋（六軒町橋） ろっけんばし 下京区岩滝町 菊浜緯８号線 鋼橋6 5.8 �
南区 うら川橋 うらかわはし 南区久世川原町 中山稲荷線 3 5.7ＲＣ橋
南区 江川橋 えがわはし 南区上鳥羽塔ノ森江川町上鳥羽１１号線 鋼橋54 6.9 �
南区 北河原三号橋（岩本号橋1 ）きたかわはらさんごうはし南区東九条西岩本町南第三緯６号線 鋼橋6 6.2 �
南区 北河原四号橋（岩本号橋2 ）きたかわはらよんごうはし南区東九条西岩本町東寺道（１） 6 6.2鋼橋
南区 北河原号橋1 きたかわらごうはし1 南区東九条北河原町南第三緯２号線 鋼橋8 6.3 �
南区 北河原二号橋 きたかわらにごうはし 南区東九条北河原町南第三緯５号線 鋼橋6 6.2 �
南区 九条北小橋 くじょうきたこばし 南区東九条南河原町四ノ宮四ツ塚線 鋼橋7 5.6 �
南区 九条南小橋 くじょうみなみこばし 南区東九条河西町四ノ宮四ツ塚線 鋼橋7 5.3 �
南区 九条南橋 くじょうみなみはし 南区東九条北松ノ木町南第三緯１１号線 鋼橋6 6.2 �
南区 十条天神橋 じゅうじょうてんじんはし南区吉祥院政所町吉祥院経２６号線 17 13.1ＰＣ橋
南区 新橋 しんはし 南区吉祥院船戸町西寺緯２３号線 鋼橋14 6.7 �
南区 塔ノ森橋（旧橋） とうのもりはし 南区上鳥羽塔ノ森東向町上鳥羽１０号線 36 3.9ＰＣ橋
南区 東向号橋2 ひがしむかいごうはし2 南区上鳥羽塔ノ森東向町上鳥羽経９０号線 4 16.5ＢＯＸ
南区 南河原橋（岩本号橋3 ）みなみかわはらはし 南区東九条西岩本町南第三緯８号線 鋼橋6 6.2 �
右京区 暲橋 あきらはし 右京区宇多野法安寺町宇多野緯５６号線 8 5.1ＲＣ橋
右京区 筏場橋 いかだばはし 右京区京北井戸町長子京都京北線 鋼橋9 5.1 �
右京区 浮ケ谷橋 うけたにはし 右京区京北下宇津町浮ヶ谷中地日吉線 10 5.3ＲＣ橋
右京区 梅津新橋 うめづしんはし 右京区梅津溝口町太秦上桂線 12 15.6ＲＣ橋
右京区 鍛冶屋橋 かじやはし 右京区京北細野町府道宮ノ辻神吉線 鋼橋11 8.1 �
右京区 片波線号橋号橋2 (7 ) かたなみせんごうはし2 右京区京北上黒田町折谷片波線 8 4.5ＲＣ橋
右京区 桂小橋 かつらこはし 右京区西京極橋詰町沓掛西大路五条線 鋼橋38 12.9 �
右京区 上区田尻谷線号橋号橋1 (1 )かみくたじりだにせんごうはし1 右京区京北細野町井根砂子上区田尻谷線 11 3.3ＲＣ橋
右京区 上区田尻谷線号橋号橋2 (2 )かみくたじりだにせんごうはし2 右京区京北細野町濘石上区田尻谷線 8 3.3ＲＣ橋
右京区 上区田尻谷線号橋号橋3 (3 )かみくたじりたにせんごうはし3 右京区京北細野町二ツ橋上区田尻谷線 8 3.3ＲＣ橋
右京区 上区田尻谷線号橋号橋4 (4 )かみくたじりだにせんごうはし4 右京区京北細野町二ツ橋上区田尻谷線 9 3.3ＲＣ橋
右京区 上区田尻谷線号橋号橋6 (6 )かみくたじりだにせんごうはし6 右京区京北細野町宇治々谷西平上区田尻谷線 8 3.3ＲＣ橋
右京区 苅分橋 かりわけばし 右京区嵯峨野有栖川町嵯峨野緯６２号線 鋼橋10 5.8 �
右京区 神田橋 かんだはし 右京区常磐神田町宇多野吉祥院線 鋼橋10 8.3 �
右京区 北橋 きたはし 右京区京北上黒田町北橋片波線 12 4.1ＲＣ橋
右京区 金鈴橋 きんれいきょう 右京区嵯峨清滝大谷町釈迦堂清滝道 鋼橋22 4.4 �
右京区 空也橋 くうやはし 右京区嵯峨清滝空也滝町嵯峨清滝幹７０号線 鋼橋14 4.9 �
右京区 口突釜橋 くちとつかまはし 右京区京北小塩町馬場谷佐々里井戸線 鋼橋13 4.2 �
右京区 倉谷橋 くらたにはし 右京区京北小塩町馬場谷佐々里井戸線 鋼橋13 4.2 �
右京区 黒橋（御室川人道橋） くろはし 右京区花園内畑町花園停車場広隆寺線 鋼橋12 2.6 �
右京区 越畑橋 こしはたはし 右京区嵯峨越畑北ノ町嵯峨越畑幹６６号線 鋼橋7 2.4 �
右京区 後藤橋 ごとうばし 右京区梅津後藤町梅津経２８号線 鋼橋13 4.7 �
右京区 西明寺橋 さいみょうじはし 右京区梅ヶ畑槙尾町市管理道路 18 2.7ＲＣ橋
右京区 樒原号橋1 しきみがはらごうはし1 右京区嵯峨樒原東桃原嵯峨樒原幹５６号線 鋼橋3 4.0 �
右京区 七条橋 しちじょうはし 右京区西京極堤外町七条通（２） 19 11.0鋼橋
右京区 下町橋 しもまちはし 右京区京北下熊田町泓ヶ下熊田杉ノ谷線 5 2.7ＲＣ橋
右京区 芹生別所線号橋号橋1 (3 )せりおべっしょせんごうはし1 右京区京北芹生町川上芹生別所線 6 3.3ＲＣ橋
右京区 高瀬橋 たかせはし 右京区京北周山町高瀬橋線 吊橋62 2.3 �
右京区 高橋 たかはし 右京区京北細野町宮ノ辻神吉線 鋼橋18 5.8 �
右京区 滝ノ下橋 たきのしたはし 右京区京北灰屋町滝ノ下橋線 鋼橋17 2.3 �
右京区 谷山第五橋 たにやまだいごはし 右京区梅ヶ畑谷山梅ヶ畑１９号線 鋼橋8 3.1 �
右京区 谷山第六橋 たにやまだいろくはし 右京区梅ヶ畑谷山梅ヶ畑１９号線 6 3.6ＲＣ橋
右京区 段ノ岡橋 だんのおかはし 右京区花園段ノ岡町市管理道路 鋼橋6 1.9 �
右京区 千代の道橋 ちよのみちはし 右京区嵯峨野千代ノ道町嵯峨野経１９号線 鋼橋5 5.6 �
右京区 土本号橋2 つちもとごうはし2 右京区太秦土本町太秦経１１２号線 鋼橋3 5.0 �
右京区 津原橋 つはらはし 右京区京北上黒田町川間上河原線 52 2.3ＲＣ橋
右京区 渡月小橋 とげつこはし 右京区嵯峨中ノ島町宇多野嵐山山田線 19 11.9ＲＣ橋
右京区 渡月橋 とげつはし 右京区嵯峨中ノ島町宇多野嵐山山田線 155 12.2ＲＣ橋
右京区 栃本橋 とちもとはし 右京区京北栃本町碁石線 鋼橋113 4.8 �
右京区 西五反田橋 にしごたんだはし 右京区山ノ内五反田町山ノ内３９号線 鋼橋5 1.0 �
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右京区 西谷奥橋 にしたにおくはし 右京区京北細野町西谷愛宕弓槻線 10 9.0ＲＣ橋
右京区 西谷線号橋号橋1 (1 ) にしたにせんごうはし1 右京区京北小塩町西谷西谷線 11 3.3ＲＣ橋
右京区 西谷線号橋号橋4 (4 ) にしたにせんごうはし4 右京区京北小塩町西谷西谷線 14 3.3ＲＣ橋
右京区 西谷線号橋号橋8 (8 ) にしたにせんごうはし8 右京区京北大野町奥附西谷線 3 3.4ＲＣ橋
右京区 橋ヶ谷橋 はしがたにはし 右京区京北芹生町大廣谷上黒田貴船線 5 5.0ＲＣ橋
右京区 八丁線号橋号橋1 (1 ) はっちょうせんごうはし1 右京区京北下弓削町奥山八丁線 8 4.5ＲＣ橋
右京区 八丁線号橋号橋3 (3 ) はっちょうせんごうはし3 右京区京北下中町鴨瀬八丁線 3 4.5ＲＣ橋
右京区 馬場谷口橋 ばばたにくちはし 右京区京北小塩町佐々里井戸線 20 4.4ＲＣ橋
右京区 原橋 はらはし 右京区嵯峨樒原東桃源嵯峨樒原幹５６号線 鋼橋7 1.0 �
右京区 般若寺橋 はんにゃじはし 右京区鳴滝宅間町市管理道路 鋼橋7 4.5 �
右京区 毘沙門橋 びしゃもんはし 右京区梅ヶ畑川東国道１６２号 22 7.6鋼橋
右京区 ひろさわはし（御所ノ内橋）ひろさわはし 右京区嵯峨広沢御所ノ内町嵯峨経３７号線 鋼橋11 6.7 �
右京区 古川橋 ふるかわはし 右京区太秦下刑部町二条停車場嵐山線 鋼橋7 19.3 �
右京区 坊橋 ぼうはし 右京区京北小塩町上坂線 鋼橋20 4.8 �
右京区 前田橋 まえだはし 右京区京北芹生町芹生別所線 鋼橋10 3.5 �
右京区 水尾第五橋 みずおだいごはし 右京区嵯峨水尾 嵯峨水尾幹４５号線 鋼橋2 4.4 �
右京区 南梅津橋 みなみうめづはし 右京区梅津後藤町四条通（３） 18 6.7鋼橋
右京区 南橋 みなみはし 右京区梅津南町 梅津緯２９号線 鋼橋14 4.0 �
右京区 南町橋 みなみまちはし 右京区花園寺ノ中町銀閣寺宇多野線 鋼橋7 12.5 �
右京区 宮ノ上橋 みやのうえはし 右京区花園宮の上町花園緯６４号線 鋼橋8 3.1 �
右京区 宮ノ下橋 みやのしたはし 右京区京北上弓削町百合ノ下下川十一線 鋼橋29 3.4 �
右京区 妙心寺表門橋 みょうしんじおもてもんはし右京区花園寺ノ中町花園停車場大将軍線 鋼橋5 8.0 �
右京区 明水橋 めいすいはし 右京区嵯峨観空寺明水町嵯峨経１７２号線 4 5.0鋼橋
右京区 八千代橋 やちよはし 右京区京北周山町河端線 鋼橋60 10.3 �
右京区 山田高橋 やまだたかはし 右京区京北細野町不動ヶ谷上区山田線 鋼橋10 2.3 �
右京区 夕日橋 ゆうひはし 右京区鳴滝桐ヶ淵町鳴滝緯４２－１号線 8 4.6ＲＣ橋
右京区 百合鼻橋 ゆりはなはし 右京区京北上弓削町百合鼻線 鋼橋20 5.0 �
右京区 余野線号橋号橋2 (2 ) よのせんごうはし2 右京区京北細野町余野谷東平余野線 7 4.9ＲＣ橋
西京区 出灰川第三橋 いずりはがわだいさんはし西京区大原野外畑町大原野２７号線 鋼橋5 1.5 �
西京区 出灰橋 いずりははし 西京区大原野出灰町市管理道路 16 2.8ＲＣ橋
西京区 岩倉三号橋 いわくらさんごうはし 西京区大原野石作町柚原向日線 鋼橋4 1.5 �
西京区 岩倉第二橋 いわくらにごうはし 西京区大原野石作町柚原向日線 7 5.3ＲＣ橋
西京区 岩倉四号橋 いわくらよんごうはし 西京区大原野石作町柚原向日線 鋼橋4 1.5 �
西京区 鬼語条橋 おにごじょうはし 西京区大原野出灰市管理道路 鋼橋11 2.7 �
西京区 北浦橋 きたうらはし 西京区下津林般若町下津林緯４号線 2 4.6ＲＣ橋
西京区 境谷東歩道橋 さかいだにひがしほどうきょう西京区大原野東境谷町三丁目洛西自歩５５号線 鋼橋27 6.0 �
西京区 四ノ坪橋 しのつぼはし 西京区山田四ノ坪町松尾山田緯１７号線 2 7.9ＲＣ橋
西京区 庄田橋 しょうだはし 西京区山田庄田町松尾山田緯８号線 2 8.9ＲＣ橋
西京区 浄戸橋 じょうどはし 西京区大原野上里南ノ町大原野３２号線 鋼橋33 4.2 �
西京区 千丈橋 せんじょうはし 西京区大枝西長町大山崎大枝線 8 6.6ＲＣ橋
西京区 大悲閣橋 だいひかくはし 西京区嵐山元緑山町松尾嵐山緯６８号線（２） 鋼橋6 3.0 �
西京区 瀧原号橋2 たきはらごうはし2 西京区大原野南春日町大原野８号線 鋼橋9 1.5 �
西京区 谷田橋 たにだはし 西京区山田南町 松尾山田経１８号線 3 5.8ＲＣ橋
西京区 旦条橋 たんじょうはし 西京区大原野出灰市管理道路 鋼橋12 3.3 �
西京区 月の桂号橋2 つきのかつらごうはし2 西京区上桂森上町桂緯１５９号線 鋼橋5 6.0 �
西京区 西滝川号橋4 にしたきがわごうはし4 西京区桂西滝川町桂緯４０９号線 4 6.6ＲＣ橋
西京区 西東居橋 にしひがしいはし 西京区上桂東居町水垂上桂線 2 5.3ＲＣ橋
西京区 灰谷橋 はいたにはし 西京区大原野灰方町大原野４８号線 鋼橋12 3.6 �
西京区 箱塚橋 はこつかはし 西京区山田箱塚町市管理道路 4 4.4ＲＣ橋
西京区 花ノ寺橋 はなのてらはし 西京区大原野北春日町大原野４１号線 鋼橋5 1.3 �
西京区 樋ノ上号橋2 ひのかみごうはし2 西京区嵐山東海道町松尾嵐山経７７号線 2 7.1ＲＣ橋
西京区 福西小橋 ふくにしこはし 西京区大原野東竹の里町２丁目洛西２号線 鋼橋14 25.9 �
西京区 山田橋 やまだはし 西京区嵐山内田町松尾嵐山経６８号線 鋼橋6 7.9 �
西京区 山田南橋 やまだみなみはし 西京区山田箱塚町松尾山田経４８－２号線 鋼橋3 1.8 �
西京区 善峰五ノ橋 よしみねごのはし 西京区大原野石作町大原野５０号線 鋼橋4 1.5 �
西京区 善峰四ノ橋 よしみねよんのはし 西京区大原野石作町大原野５０号線 木橋4 0.9 �
西京区 早稲尾橋 わせおはし 西京区大原野小塩町大原野１２号線 4 3.1ＲＣ橋
伏見区 相深橋 あいふかはし 伏見区深草森吉町十条稲荷疏水通 16 2.3ＲＣ橋
伏見区 出雲橋 いづもはし 伏見区深草墨染町市管理道路 17 2.4ＲＣ橋
伏見区 上板橋 かみいたはし 伏見区上板橋町 上板橋通 鋼橋16 5.6 �

損傷が
大きい
（２７０橋）
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漢字 かな

「いのちを守る　橋りょう健全化プログラム（第３期以降）」で老朽化修繕を実施する橋りょう

橋種健全度分類 区
橋りょう名

主な所在地 路線名
橋長
(m)
幅員
(m)

伏見区 上平田橋 かみひらたはし 伏見区深草平田町深草緯１５１号線 6 3.1ＲＣ橋
伏見区 岸ノ下橋 きしのしたはし 伏見区納所大野 京都守口線 3 18.2ＢＯＸ
伏見区 きとろ橋 きとろはし 伏見区深草キトロ町深草緯７４号線 16 2.3ＲＣ橋
伏見区 極楽橋 ごくらくはし 伏見区深草極楽町六地蔵竹田線 16 5.5ＲＣ橋
伏見区 下極楽橋 しもごくらくはし 伏見区深草極楽町深草緯８５号線 16 2.3ＲＣ橋
伏見区 下平田橋 しもひらたばし 伏見区深草下川原町深草緯１４８号線 鋼橋7 6.1 �
伏見区 朱雀橋 しゅじゃくはし 伏見区横大路朱雀京都守口線 3 70.0ＢＯＸ
伏見区 新石田橋 しんいしだはし 伏見区石田大受町小栗栖石田線 鋼橋29 16.8 �
伏見区 新小石橋 しんこいしはし 伏見区石田川向 小栗栖石田線 鋼橋40 16.8 �
伏見区 新谷口橋 しんたにぐちばし 伏見区深草谷口町大津淀線 鋼橋6 11.5 �
伏見区 仙石橋 せんごくはし 伏見区深草仙石屋敷町深草緯９８号線 7 6.2ＲＣ橋
伏見区 竹田橋 たけだはし 伏見区竹田中島町竹田経４０－１号線 鋼橋104 3.9 �
伏見区 丹後橋 たんごはし 伏見区桃山町丹後桃山経８５号線 50 12.8ＰＣ橋
伏見区 寺ノ内橋 てらのうちはし 伏見区深草寺内町深草経１１０号線 5 3.1ＲＣ橋
伏見区 砥粉山橋 とこなやまはし 伏見区深草砥粉山町深草経１０号線 5 4.5ＲＣ橋
伏見区 畷橋 なわてはし 伏見区久我東町 水垂上桂線 5 11.8ＲＣ橋
伏見区 西鍵屋橋 にしかぎやはし 伏見区西鍵屋町 小豆屋町通 17 5.9ＲＣ橋
伏見区 西ノ口橋 にしのくちはし 伏見区久我本町 久我１７号線 2 6.0ＲＣ橋
伏見区 野田橋 のだはし 伏見区深草野田町深草緯５８号線 16 1.9ＲＣ橋
伏見区 羽束師橋 はずかしはし 伏見区羽束師鴨川町伏見柳谷高槻線 鋼橋742 16.0 �
伏見区 東丹波橋 ひがしたんばはし 伏見区桃山井伊掃部西町丹波橋通（１） ＰＣ15 6.8 橋
伏見区 平戸橋 ひらとはし 伏見区豊後橋町 平戸通 鋼橋18 5.8 �
伏見区 藤ノ森橋 ふじのもりはし 伏見区直違橋南一丁目深草緯９８号線 16 4.3ＲＣ橋
伏見区 古川畷人道橋 ふるかわなわてじんどうきょう伏見区羽束師古川町水垂上桂線 鋼橋20 2.3 �
伏見区 堀田橋 ほったはし 伏見区深草堀田町深草緯８１号線 16 3.5ＰＣ橋
伏見区 見附橋 みつけはし 伏見区桃山町見附町六地蔵停車場線 鋼橋4 5.1 �
伏見区 南円面田橋 みなみえんめんでんはし伏見区下鳥羽南円面田町伏見西部第二緯３１号線 ＲＣ2 18.0 橋
伏見区 薬師堂橋 やくしどうはし 伏見区納所薬師堂京都守口線 6 19.1ＢＯＸ
伏見区 横縄橋 よこなわはし 伏見区深草上横縄町深草緯１６号線 16 2.3ＲＣ橋
伏見区 渡瀬号橋1 わたりせごうはし1 伏見区下鳥羽北ノ口町丹波橋通（２） ＲＣ4 38.4 橋
伏見区 渡瀬橋 わたりせはし 伏見区下鳥羽渡瀬町下鳥羽緯５４号線 4 10.4ＲＣ橋

第３期プログラム対象橋りょう　２７０橋

赤字 第２期プログラムから着手した橋りょう　１橋

損傷が
大きい
（２７０橋）
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耐震補強を実施する

緊急輸送道路上の橋りょう

凡例
完了（第３期終了時点）
未完了（第３期終了時点）
第１次緊急輸送道路
第２次緊急輸送道路
第３次緊急輸送道路

地理院タイルを加工して作成

丸太町橋

今熊野橋

桂橋

宮前橋

Ｎ
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