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FR39:川を渡る橋・高知県 
 

 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 仁淀川河口大橋 によどがわかこうおお 高知 土佐市・春野町 県道 23 仁淀川 1977 1007 6.5+1.5  

               ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝60+11ｘ80.5+60 

R0002 仁淀川大橋 によどがわおお 高知 土佐市・春野町 国道 56号 仁淀川 1965 633 11.5  

           鋼箱桁 ｌ＝50 連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@49.7）+3ｘ（3@31.3） 合成鈑桁 ｌ＝31.3  

R0003 仁淀川橋  によどがわ 高知 土佐市・伊野町 高知自動車道 仁淀川 2002 907.5 9.49  

            鋼連続箱桁 ｌ＝（87.3+3@86+70.85）+（70.85+3@86+87.854+73.354） 

R0004 八天大橋    高知 土佐市・伊野町    県道 38 仁淀川 1994 424.5 6+2.5 鋼連続箱桁 ｎ＝5 

R0005 八田橋    高知 土佐市・伊野町 県道  仁淀川 1955 ≒300 4.5 ＲＣスラブ潜水橋 ｎ＝29 

R0006 仁淀川橋梁 によどがわ 高知 伊野町  国鉄土讃線 仁淀川 1924 ≒397 単線  

              ワーレントラス ｌ＝1ｘ61 プラットトラス ｌ＝（3+4）45.7 

R0007 仁淀川橋  によどがわ 高知 伊野町  国道 33号 仁淀川 1930 373.7 5.5 トラス ｌ＝7ｘ52.4 

R0008 名越屋橋    高知 伊野町・日高村   仁淀川 1964   伸長 Ｌ＝96 

R0009 柳瀬橋  やなのせ 高知 伊野町・日高村   仁淀川 1988 283 9.75 鋼連続箱桁 ｌ＝4@70.5 

R0010 上八川橋    高知 伊野町・越智町   仁淀川     

R0011 片岡橋  かたおか 高知 越智町    仁淀川 1968 96 3.5 潜水橋 ｎ＝13 

R0012 鎌井田大橋   高知 越智町  県道 18 仁淀川 1992 223  ＰＣ箱桁 

R0013 鎌井田橋（浅尾橋？）  高知 越智町    仁淀川    潜水橋 

R0014 横畠橋    高知 越智町 県道伊野仁淀線 仁淀川 1996 370  鈑桁 

R0015 越智橋    高知 越智町    仁淀川     

R0016 中仁淀橋    高知 越智町    仁淀川 1956 156 4.5 ＰＣ床版橋 潜水橋 

R0017 横倉橋    高知 越智町 県道伊野仁淀線 仁淀川 1988 317 9.75 PC有ヒンジラーメン箱桁 ｎ＝5 

R0018 ダム        高知 越智町 仁淀川    仁淀川第三発電所 

R0019 寺村橋    高知 吾川・越智町  国道 33号 仁淀川 1958 108 6  

                トラス ｌ＝85 鈑桁 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ31.4 

R0020 大崎橋    高知 吾川村    仁淀川    吊橋 

R0021 久喜橋  くき  高知 吾川村    仁淀川 1935   ＲＣ潜水橋 

R0022 渡崎橋    高知 吾川村・仁淀村   仁淀川     

R0023 中津大橋    高知 吾川村・仁淀村   仁淀川     

R0024 （加枝ダム）   高知      仁淀川     

R0025 上仁淀橋    高知 吾川村・仁淀村   仁淀川 1958 73.1 5.5 ﾄﾗｽ 

R0026 沈下橋    高知 吾川村・仁淀村   仁淀川     

R0027 大森橋    高知 吾川村・仁淀村   仁淀川 1965   鋼橋 

R0028 （大渡ダム）   高知      仁淀川     

R0029 大渡ダム大橋   高知 吾川村・仁淀村   仁淀川 1984 444 5  

               吊橋 単径間 補剛トラス 鋼塔 連続鈑桁 

R0030 別枝大橋    高知 吾川村・仁淀村   仁淀川     

R0040 物部川下の橋   高知 吉川村    物部川 1938 120 4.5 ＲＣカンチレバー桁橋 

R0041 物部大橋    高知 南国市・吉川村 県道 14号 物部川 1976 529.2 6.5+2@2  

                 合成箱桁 合成鈑桁 ｌ＝52 ｎ＝10 

R0042 新物部川橋   高知 南国市・野市町 国道 55号 物部川 1971 361.1 7.5+2.5  

                連続鈑桁 ｌ＝（52+2ｘ51.3）+（3ｘ51.3+50.1） 

R0043 物部川橋梁 ものべがわ 高知 南国市・野市町 土佐くろしお鉄道 物部川 2002 377.5 単線  

             連続合成鈑桁 ｌ＝（46.9+2ｘ47.5+46.4 ）+（46.9+2ｘ47.5+44.9） 

R0044 物部川橋梁   高知  高知電鉄（土佐電鉄） 物部川 1924  鉄道 鈑桁 

R0045 物部川橋  ものべがわ 高知 南国市・野市町 県道 364号 物部川 1926 369.2 5.5 鈑桁 ｌ＝12ｘ19.3 Ｉ型桁 ｌ＝16ｘ8.8 

R0046 戸板島橋    高知 土佐山田町・野市町 県道 234号 物部川 1973 300.1 6+2@0.75 ＰＣ桁 ｎ＝6 

R0047 野市上堰    高知      物部川     

R0048 町田橋    高知 土佐山田町 農道   物部川 1987 337.2 5 連続鈑桁 

R0049 山田堰    高知      物部川     

R0050 香我美橋  かがみ 高知 土佐山田町  国道 195号 物部川 1973 81.1 6.25+1.5 トラス ｌ＝80 

R0051 野市上堰    高知      物部川     

R0052 新佐野大橋   高知 土佐山田町    物部川     

R0053 かわせみ橋   高知 土佐山田町    物部川     

R0054 杉田ダム    高知      物部川     

R0055 美良布橋  びらふ 高知 香北町（美良布村）   物部川 1924   吊橋 鋼索 

R0056 香麗橋  こうれい 高知 香北町    物部川 1936 56 1.8 吊橋 

R0057 大宮橋    高知 香北町    五百蔵農道 物部川 1988 125 1.8 吊橋 ｌ＝2ｘ75 鋼トラス補剛 ＲＣ塔 

R0058 暁美橋  ぎょうみ 高知 香北町    物部川 1924   吊橋 

R0059 ？      高知    県道 217号 物部川 1973 110.6 6+2@0.75 鋼中路パイプ型ローゼ ｌ＝90 

R0060 新在所橋    高知 香北町    物部川 1989 169 7+2.5 鋼上路ランガー桁 ｌ＝116 
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R0061 朴の木橋    高知 香北町    物部川 1963    

R0062 吉野ダム    高知      物部川     

R0063 在所橋    高知 香北町    物部川 1954 86.4 4.5 吊橋 ｌ＝86.4 鋼補剛トラス ＲＣ塔 

R0064 白梅橋    高知 香北町    物部川     

R0065 新御在所橋   高知 香北町    物部川     

R0066 御在所橋    高知 香北町    物部川     

R0067 新神賀橋    高知 香北町  農道  物部川 1995   鋼上路ソリッドリブアーチ 

R0068 神賀橋  じんが 高知 香北町    物部川 1923    

R0069 長瀬ダム    高知      物部川     

R0070 大栃橋  おおどち 高知 物部村  国道 195号 物部川 1955 172.2 5.5  

        バルチモアトラス ｌ＝84.8 桁長 90.4 ポニートラス ｌ＝（1+1）ｘ40.8 側径間支間長は 42.8 

R0071 明石橋    高知 物部村    物部川     

R0072 山崎橋    高知 物部村  村道  物部川    吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0073 仙頭大橋    高知 物部村    物部川     

R0074 有宮橋    高知 物部村    物部川 1970    

R0075 佐岡橋    高知 物部村    物部川     

R0076 小浜橋    高知 物部村    物部川 1968    

R0077 日の出橋    高知 物部村    物部川     

R0078 津々呂橋  つづろ 高知 物部村  国道 195号 物部川 1974 63.8  鈑桁 

R0079 木床第一橋   高知 物部村  国道 195号 物部川 1976 72  鈑桁 

R0080 木床第二橋   高知 物部村  国道 195号 物部川     

R0081 宮ノ瀬橋    高知 物部村    物部川     

R0082 成山第一橋   高知 物部村  国道 195号 物部川     

R0083 成山第二橋   高知 物部村  国道 195号 物部川     

R0084 別府峡橋  べふきょう 高知 物部村    物部川     

R0085 新錦渓橋    高知 物部村  林道  物部川     

R0100 野根大橋    高知 東洋町  国道 55号 野根川 1970    

R0101 野根川橋  のねがわ 高知 東洋町    野根川 1931 144 4.4 ＲＣ桁 ｎ＝12 

R0102 押野橋    高知 東洋町  国道 493号 野根川 1967 182 6 ＰＣＴ型桁 ｌ＝7ｘ25.2 

R0103 川田橋    高知 東洋町  県道 101号 野根川     

R0120 奈半利川橋梁   高知 奈半利町・田野町 土佐くろしお鉄道 奈半利川 2002    

R0121 奈半利川橋 なはりがわ 高知 奈半利町・田野町 国道 55号 奈半利川 1967 172.5 9.5 ＰＣＴ型桁 ｌ＝5ｘ33.7 

R0122 野友大橋    高知 北川村 国道 493号  奈半利川     

R0123 野友橋    高知      奈半利川 1960 165.6  ＰＣ橋 

R0124 ？     高知    国道 493号 奈半利川     

R0125 長山橋    高知      奈半利川 1958  4 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ30 

R0126 小島影橋    高知      奈半利川     

R0127 （ダム）    高知      奈半利川     

R0128 平鍋吊橋    高知      奈半利川     

R0129 平鍋橋    高知    国道 493号 奈半利川 1958 65.8 4.2 トラス ｌ＝65 

R0130 堀ケ生橋  ほりがうえ 高知    魚梁瀬森林鉄道 奈半利川 1940 45.2 単線 ＲＣア－チ ｌ＝43.1 

R0131 ？     高知    県道 12号 奈半利川   5.3  

R0132 （魚梁瀬ダム）   高知      奈半利川     

R0140 田野々大橋   高知 四万十町    梼原川     

R0141 大正橋  たいしょう 高知 四万十町    梼原川 1930 138  トラス ｌ＝45.7 ｎ＝3 

R0142      高知 四万十町  JR予土線 梼原川 1974    

R0143 大正新橋    高知 四万十町  国道 381号 梼原川     

R0144 江師鮎踊橋   高知 四万十町  国道 439号 梼原川     

R0145 小石橋  こいし  高知 四万十町    梼原川 1953   潜水橋  

R0146 小石清流橋   高知 四万十町  国道 439号 梼原川     

R0147 江師橋    高知 四万十町    梼原川     

R0148 西ノ川橋  にしのかわ 高知 四万十町  森林軌道 梼原川 1918    

R0149 西川橋    高知 四万十町    梼原川     

R0150 古味野々橋   高知 四万十町    梼原川 1969    

R0151 津賀ダム  つが  高知      梼原川 1944   H＝45.5 重力式 四国電力 

R0152 下津井橋    高知 四万十町    梼原川 1957 82 3.6 吊橋 鋼逆三角型トラス補剛 

R0153 ？     高知 梼原町  国道 439号 梼原川     

R0154 西川橋    高知 梼原町    梼原川     

R0155 初瀬ダム  はつせ 高知      梼原川 1937   H＝23 重力式 四国電力 

R0156 初瀬橋    高知 梼原町    梼原川     

R0157 中久保橋    高知 梼原町    梼原川      

R0158 ？     高知 梼原町  県道 26号 梼原川     

R0159 川井橋    高知 梼原町  県道 26号 梼原川 1966 50.6 6 合成鈑桁  

R0160      高知 梼原町  国道 197号 梼原川     

R0161 梼原橋  ゆすはら 高知 梼原町    梼原川 1917  2.7 木造トラス 

R0162 大蔵谷仲橋   高知 梼原町  国道 440号 梼原川     

R0163 親ケ淵大橋   高知 梼原町  国道 440号 梼原川     

R0164 ？     高知 梼原町  国道 440号 梼原川     
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R0165 二本橋    高知 梼原町    梼原川     

R0166 認知面橋    高知 梼原町    梼原川     

R0167 ？     高知 梼原町  国道 440号 梼原川     

R0180 松田川大橋   高知 宿毛市  国道 321号 松田川 1966 320.1 6 ＰＣ桁 

R0181 宿毛橋  すくも  高知 宿毛市    松田川 1931 228  ＲＣ橋  

R0182 ？     高知 宿毛市  土佐くろしお鉄道 松田川 1997    

R0183 新宿毛大橋   高知 宿毛市  国道 56号 松田川     

R0184 宿毛大橋  すくもおお 高知 宿毛市  県道 4号 松田川 1951 144.5 6 鈑桁 ｌ＝8ｘ17.4  

R0185 松田川橋    高知      松田川 1951 120 6 鈑桁  

R0186 松田川水道橋   高知 宿毛市    松田川     

R0187 文殊橋    高知 宿毛市    松田川     

R0188 和田橋    高知 宿毛市    松田川     

R0189 八ケ合橋    高知 宿毛市  県道 353号 松田川     

R0190 橋上橋    高知 宿毛市    松田川     

R0191 新橋上橋    高知 宿毛市  県道 4号 松田川     

R0192 奥奈路橋    高知 宿毛市    松田川     

R0193 瀬戸崎橋    高知 宿毛市    松田川     

R0194 坂本大橋    高知 宿毛市  県道 4号 松田川     

R0195 坂本ダム  さかもと 高知      松田川 2000   Ｈ＝60.3 重力式 高知県 

R0200 四万十大橋   しまんとおお 高知 中村市    四万十川 1996 687 6.75+1.5  

              PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝74.1+5@92.2+85+65.9 

R0201 渡川大橋    高知 中村市  国道 56号 四万十川 1950 494.9 9.75 鋼連続箱桁 ｎ＝3+ ｌ＝4@70.4 

R0202 新四万十川橋   高知    国道 56号 四万十川  242.6 9.3 鋼連続ラーメン箱桁 

R0203 四万十川橋梁 しまんとがわ 高知 中村市 土佐くろしお鉄道 四万十川 1997 494 単線 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝7@70.4 

R0204 四万十川橋（渡川橋） しまんとがわ（わたりがわ） 高知 中村市 国道 四万十川 1926 計 507.2 5.5  

               トラス ｌ＝8ｘ53 伸長 ｌ＝71.7 ＲＣＴ桁 ｌ＝6ｘ11.6 

R0205 ？     高知 ？   県道 346号 四万十川 1968   歩道添加 ｂ＝2ｘ2 

R0206 今成橋（佐田の沈下橋） 高知 中村市    四万十川  293 4.2 ＲＣ潜水橋 ｎ＝20 

R0207 三里沈下橋 みさと  高知 中村市    四万十川 1963 146 3.4 ＲＣ潜水橋 ｎ＝13 

R0208 川登橋    高知 中村市     四万十川 1987 120  ＰＣ橋 

R0209 川登大橋    高知    県道 50号 四万十川 1986 340 9.75 PC有ヒンジラーメン箱桁 ｎ＝4 

R0210 高瀬沈下橋   高知 中村市    四万十川 1973 233.5 3.5 ＲＣ潜水橋 

R0211 勝間沈下橋   高知 中村市    四万十川 1959 171.4 4.4 ＲＣ潜水橋 ｎ＝15 

R0212 口屋内大橋 くちやないおお 高知 西土佐村    四万十川 1974 200 6   

R0213 屋内大橋    高知 西土佐村    四万十川 1952 247 3.6 潜水橋 

R0214 口屋内沈下橋   高知      四万十川 1954 241 5.6 ＲＣ潜水橋 ｎ＝10 

R0215 茅生橋  かよう  高知 西土佐村    四万十川 1966   ＲＣ潜水橋 ｎ＝10 

R0216 茅生大橋  かようおお 高知      四万十川  216 8.75 斜張橋 コンクリート塔 

R0217 岩間沈下橋   高知 西土佐村    四万十川 1966 120 3.5 潜水橋 

R0218 津大大橋  つだいおお 高知 西土佐村    四万十川 1971 234 7.5 連続トラス ｎ＝3 合成鈑桁 

R0219 西土佐大橋   高知 西土佐村    四万十川 1978 346 8.25 桁橋 

R0220 長生沈下橋 ながおい 高知 西土佐村    四万十川 1960 120.8 3 ＲＣ潜水橋 ｎ＝10 

R0221 第六四万十川橋梁  高知 西土佐村  ＪＲ予土線 四万十川 1974 289 単線  

                トラス ｌ＝4ｘ46.8 ＲＣ桁 ｌ＝15.8+2ｘ22.1 

R0222 半家大橋  はげおお 高知 西土佐村  国道 381号 四万十川 2006 252 7.25+3  

                鋼上路曲線連続台形トラス l＝81+86+81 

R0223 中半家沈下橋 なかはげ 高知 西土佐村    四万十川 1976 126.2 3.5 ＲＣ潜水橋 ｎ＝10 

R0224 半家沈下橋 はげ  高知 西土佐村    四万十川 1961 123 3.3 ＲＣ潜水橋 ｎ＝16 

R0225 中半橋  なかば 高知 西土佐村    四万十川 1933   吊橋 

R0226 第五？四万十川橋梁  高知 十和村・西土佐村 ＪＲ予土線 四万十川 1974 206 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ40 ＲＣ桁 ｌ＝19+22.1 

R0227 川平橋  かわひら 高知 十和村    四万十川 2004 250 7.25+3  

                 上路曲線連続台形トラス l＝2@12.5 

R0228 一ノ瀬橋    高知 十和村    四万十川 1958   潜水橋 

R0229 広井大橋    高知 十和村    四万十川 1983    

R0230 十川橋    高知 十和村    四万十川 1946   潜水橋 

R0231 十川大橋    とおかわおお 高知 十和村    四万十川 1978 209.9 5+1.5 連続トラス ｌ＝3@63 鈑桁 ｌ＝19.2 

R0232 小野橋    高知 十和村    四万十川 1953   潜水橋 

R0233 小野大橋    高知      四万十川 1964   桁橋 

R0234 昭和大橋    高知 十和村  県道 332号 四万十川 1977 174.7  PC有ヒンジラーメン箱桁 

R0235 第四四万十川橋梁  高知 十和村  ＪＲ予土線 四万十川 1974 348 単線  

                トラス ｌ＝6ｘ46.8 ＲＣ桁 ｌ＝15.8+2ｘ22.1 

R0236 三島第二沈下橋   高知 十和村    四万十川  55.5 3.7 PC箱桁 

R0237 轟橋    高知 十和村    四万十川     

R0239 三島第一沈下橋   高知 十和村    四万十川 1966 77 3.8 ＲＣ潜水橋 ｎ＝7 

R0240 ？     高知      四万十川    トラス 

R0241 新谷橋（茅吹手沈下橋） （かやぶくて） 高知 十和村  四万十川 1961 84.4 4.2 ＲＣ潜水橋 ｎ＝6 

R0242 第三四万十川橋梁  高知 十和村  ＪＲ予土線 四万十川 1974 176 単線  

             ＰＣ連続箱桁 ｌ＝42+2@45+42 ＲＣ桁 ｌ＝19 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ19 
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R0243 里川沈下橋   高知 十和村    四万十川 1954 84.4 3.1 ＲＣ潜水橋 ｎ＝14 

R0244 里川大橋    高知 十和村    四万十川 1993    

R0245 第二四万十川橋梁  高知 十和村  ＪＲ予土線 四万十川 1974 253 単線  

            ＰＣ連続箱桁 ｌ＝44+3@50+44 Ｈ型鋼埋め込み桁橋 ｌ＝12.6 

R0246 木屋ケ内橋   高知 大正町     四万十川 1953   潜水橋 

R0247 第？四万十川橋梁（長谷川？） 高知 大正町  ＪＲ予土線 四万十川 1974    

R0248 轟崎橋  とどろきざき 高知 大正町  国道 439号 四万十川 1973 140  ＰＣＴ型桁 

R0249 新井田川橋梁   高知 大正町  ＪＲ予土線 四万十川 1974 192 単線  

               トラス ｌ＝3ｘ46.8 ＰＣ桁 ｌ＝15.8 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ15.8 

R0250 四手の川橋    高知 大正町    四万十川 1981   抜水橋 

R0251 向山橋（上岡沈下橋）  高知 大正町    四万十川 1963 60 4 ＲＣ潜水橋 ｎ＝4 

R0252 打井川橋  うついがわ 高知 大正町    四万十川 1950 72  ＲＣ潜水橋 

R0253 上宮沈下橋 じょうぐう 高知 大正町    四万十川 1957 85 3.2 ＲＣ潜水橋 ｎ＝14 

R0254 上宮橋  じょうぐう 高知 大正町    四万十川     

R0255 向弘瀬橋    むかいひろせ 高知 大正町    四万十川 1963   ＲＣ潜水橋 ｎ＝10 

R0256 弘瀬橋    高知 大正町・窪川町    四万十川     

R0257 寺野橋    高知 窪川町    四万十川 1964   潜水橋 

R0258 佐賀ダム    高知 窪川町    四万十川     

R0259 野地橋    高知 窪川町  県道 329号 四万十川 1977 161.5  ＰＣＴ桁 

R0260 天の川橋    高知 窪川町    四万十川     

R0261 若井橋    高知 窪川町    四万十川 1965 72.5 3.1 ＲＣ潜水橋  

R0262 若井大橋    高知 窪川町    四万十川     

R0263 窪川橋    高知 窪川町  国道 381号 四万十川 1979 117.1  Ｈ型桁橋 

R0264 五社大橋    高知 窪川町    四万十川     

R0265 鍛冶屋瀬橋   高知 窪川町    四万十川     

R0266 志和分大橋   高知 窪川町  県道  四万十川     

R0267 松葉川橋    高知 窪川町    四万十川 1904    

R0268 四万十源流大橋   高知 窪川町    四万十川     

R0269 一斗俵沈下橋 いっとひょう 高知 窪川町  町道  四万十川 1935 60.5 2.5 ＲＣ潜水橋 ｎ＝9 登録文化財 

R0270 栗の木橋    高知 窪川町    四万十川 1955 102 2.8 ＲＣ潜水橋 ｎ＝18 

R0271 清水大橋    高知 窪川町    四万十川 1965   コンクリ－ト橋 潜水橋 

R0272 大平橋    高知 大野見村    四万十川 1970   潜水橋 

R0273 下水野橋    高知 大野見村    四万十川     

R0274 野老野橋  ころの 高知 大野見村    四万十川 1928    

R0275 栂川の大橋 つがのかわのおお  高知 大野見村   四万十川     

R0276 大礼石橋  おおれいし 高知 大野見村    四万十川     

R0277 古谷の川橋   高知 大野見村    四万十川     

R0278 槙野内沈下橋（長野橋） 高知 大野見村  村道  四万十川 1964 56 3 ＲＣ潜水橋 ｎ＝8 

R0279 三又橋  みつまた 高知 大野見村    四万十川     

R0280 奈路橋    高知 大野見村    四万十川 1929  歩道  

R0281 大野見大橋   高知 大野見村  県道 19号 四万十川     

R0282 久万秋沈下橋   高知 大野見村  村道  四万十川 1964 49 3 ＲＣ潜水橋 ｎ＝5 

R0283 折野々橋    高知 大野見村    四万十川     

R0284 土川橋    高知 大野見村    四万十川     

R0285 神母野橋  いげの 高知 大野見村    四万十川     

R0286 虎杖野橋    高知 大野見村    四万十川     

R0287 ？     高知 大野見村  県道 19号 四万十川     

R0288 宮木橋    高知 大野見村    四万十川     

R0289 桧駄場橋    高知 大野見村    四万十川     

R0290 大歩危橋    高知 大野見村    四万十川     

R0291 高樋沈下橋  たかひちんか 高知 大野見村  農道  四万十川 1965 30 1.9 ＲＣ潜水橋 ｎ＝5 

R0292 高樋橋  たかひ 高知 大野見村    四万十川     

R0293 下桑ケ市橋   高知 東津野村    四万十川     

R0294 桑ケ市橋    高知 東津野村    四万十川     

R0295 岩土橋    高知 東津野村    四万十川     

R0296 船戸第二橋   高知 東津野村  国道 197号 四万十川     

R0297 苅谷野橋    高知 東津野村  国道 197号 四万十川     

R0298 船戸橋    高知 東津野村  国道 197号 四万十川 1938 22  ＲＣ桁 ｌ＝11.3 ｎ＝2 

R0299 船戸共栄橋   高知 東津野村    四万十川 1962   永久橋 

R0300 中村橋    高知 東津野村    四万十川     

R0301 竹屋敷橋    高知 東津野村    四万十川     

R0320 新青柳橋    しんあおやぎ 高知 高知市  県道 35号 国分川 1967 362.8 13+2@1.5  

              連続鈑桁 ｌ＝2ｘ（5@34.6） ＲＣスラブ橋 ｌ＝（1+1）ｘ6.95  

R0321 青柳橋  あおやぎ 高知      国分川 1992 373 7.25+3 箱桁 ｎ＝2 連続鈑桁 ｎ＝3+4  

R0322 新葛島橋    高知 高知市  国道 32号 国分川 1975     

R0323 葛島橋    高知 高知市  土佐電鉄御免線 国分川 1910  複線 鋼ランガー桁 道路橋と兼用 

R0324 葛島橋  かずらしま 高知 高知市  国道 195号 国分川 1981 143 9.7 鋼連続箱桁 ｌ＝36.35+73+32.43 

R0325 新国分川橋   高知 高知市  県道 374号 国分川     
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R0326 下の瀬大橋   高知 高知市  県道 44号 国分川     

R0327 錦功橋    高知 高知市    国分川 1968 130 6 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ26 

R0328 国分川橋梁   高知 高知市  ＪＲ土讃線 国分川 1925 ≒80 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ12.2 

R0329 新屋敷橋    高知 高知市    国分川     

R0330 布師田橋    高知 高知市  県道 249号 国分川 1980 98.3 9.75  ＰＣＴ桁 

R0331 葛木橋    高知 高知市    国分川     

R0332 布師田橋    高知 高知市    国分川 1884 63 3.8 木橋  

R0333 小山橋    高知 南国市・高知市   国分川     

R0334 小蓮橋    高知 南国市    国分川     

R0335 和田橋    高知 南国市    国分川     

R0336 常通寺橋    高知 南国市    国分川     

R0337 おこう橋    高知 南国市  県道 252号 国分川     

R0338 岡豊大橋  おこうおお 高知 南国市  国道 32号 国分川     

R0339 新余白橋    高知 南国市    国分川     

R0340 丹宮橋    高知 南国市    国分川     

R0341 国分橋    高知 南国市  県道 45号 国分川     

R0342 国分川橋    高知 南国市    国分川     

R0350 弥右衛門橋   高知 高知市    江ノ口川     

R0351 海老ノ丸橋   高知 高知市    江ノ口川     

R0352 丸池橋    高知 高知市    江ノ口川 1968 45.5 13.5 鋼合成箱桁 ｌ＝44.8 

R0353 横田橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0354 一文橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0355 昭和橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0356 山田橋  やまだ 高知 高知市    江ノ口川 1934 27.6 5.4 ＲＣ下路桁 ｌ＝7+13.6+7 

R0357 高知橋  こうち  高知 高知市  国道 32号 江ノ口川 1980   合成鈑桁 軌道併用  

R0358 廿代橋  にじゅうだい 高知 高知市    江ノ口川 1934 29.6 5.4  

R0359 玉井橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0360 中の橋    高知 高知市  県道 16号 江ノ口川 1957 23.8 12.4  

R0361 豊栄橋  ほうえい 高知 高知市    江ノ口川 1928 23.6 4.5 ＲＣ桁 ｌ＝8.7 ｎ＝3 

R0362 上ノ橋  かみの 高知 高知市    江ノ口川 1925 "25,4" 4  

R0363 高知城橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0364 高坂橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0365 小津橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0366 円満橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0367 御幸橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0368 常通寺橋    高知 高知市    江ノ口川     

R0369 横田橋    高知 高知市  県道 270号 江ノ口川     

R0370 車瀬橋  くるませ 高知 高知市    江ノ口川 1933 11.3  ＲＣ橋 ｌ＝5.4 ｎ＝2 

R0380 大豊橋    高知 大豊町  県道 113号 穴内川     

R0381 昭和橋    高知 大豊町    穴内川     

R0382 第六穴内川橋梁   高知 大豊町  JR土讃線 穴内川 1934 ≒120 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2+6ｘ12.9 

R0383 第五穴内川橋梁   高知 大豊町  JR土讃線 穴内川 1934 ≒66 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2+2ｘ12.9 

R0384 第四穴内川橋梁   高知 大豊町  JR土讃線 穴内川 1973    

R0385 第四穴内川橋梁   高知 大豊町  JR土讃線 穴内川 1932 ≒115 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ31.5+3ｘ19.2+112.9+1ｘ9.8 

R0386 ヨボ－シ橋   高知      穴内川 1973  0.9 歩道として利用 

R0387 新大王橋    高知 大豊町    穴内川 1966   合成鈑桁 ｎ＝2 

R0388 第三穴内川橋梁   高知    JR土讃線 穴内川 1986    

R0389 第三穴内川橋梁   高知 大豊町  JR土讃線 穴内川 1932 ≒161 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ31.5+6ｘ19.2+1ｘ9.8 

R0390 カマケタ橋    高知      穴内川 1986  3.3 廃橋 町道として利用 

R0391 平和橋    高知 大豊町    穴内川     

R0392 第二穴内川橋梁   高知 大豊町  JR土讃線 穴内川 1930 ≒81 単線 鈑桁 ｌ＝6ｘ12.9 

R0393 第一穴内川橋梁   高知 香美市  JR土讃線 穴内川 1930 ≒54 単線 鈑桁 ｌ＝4ｘ12.9 

R0394 穴内川橋    高知 香美市   高知自動車道 穴内川 1987  2車  

R0395 繁藤ﾀﾞﾑ    高知      穴内川 1964   重力式 四国電力 

R0396 ？     高知 香美市  国道 32号 穴内川    

R0397 繁藤橋  しげとう 高知 香美市    穴内川 1959 50.9 6 トラス ｌ＝50 

R0398      高知 香美市    穴内川     

R0399 不寒冬橋    高知 香美市    穴内川     

R0400 穴内川ダム  あなないがわ 高知      穴内川 1963   H＝66.6 中空重力式 四国電力 

R0420 鏡川大橋    高知 高知市  国道 56号 鏡川     

R0421 九反田橋  くたんだ 高知 高知市    鏡川  1964 152.8 11.5 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ25.5  

R0422 鏡川水管橋   高知 高知市    鏡川     

R0423 雑喉場橋  ざこば 高知 高知市    鏡川  1928 131 4.5 ＲＣ橋 ｎ＝12 

R0424 潮江橋  うしおえ 高知 高知市  県道 34号 鏡川  1981 131.3 2(10+2+2)+軌道  

                 合成鈑桁 ｌ－16.4+3ｘ32.8+16.8 

R0425 天神大橋    高知 高知市    鏡川     

R0426 柳原橋    高知 高知市    鏡川  1979 130.2 11 ＰＣＴ桁 

R0427 月の瀬橋  つきのせ 高知 高知市    鏡川  1968 171.6 9.5 ＰＣＴ桁 
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R0428 新月橋  しんづき 高知 高知市  県道 37号 鏡川  1986 122 17 連続鈑桁  

R0429 紅葉橋    高知 高知市    鏡川  1961 100 2.3 ＲＣ橋  

R0430 鏡川橋  かかみがわ 高知 高知市  国道 33号 鏡川  1981 214.4 7.5+2.5 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ32.7+21.8+28.7 

R0431 鏡川橋  かかみがわ 高知    土佐電鉄伊野線 鏡川  1907  単線 平行して土佐電鉄の橋を架設 鉄橋  

R0432 新鏡川橋    高知 高知市  国道 33号 鏡川  1973 219.4 7.5+2.5 合成鈑桁 ｎ＝9 

R0433 鏡川橋梁  かかみがわ 高知 高知市  ＪＲ土讃線 鏡川  1924 ≒121 単線 鈑桁 ｌ＝9ｘ12.2 

R0434 米田橋    高知 高知市    鏡川     

R0435 宗安寺橋    高知 高知市    鏡川     

R0436 鏡川橋    高知 高知市   高知自動車道 鏡川  1998  2車  

R0437 大河内橋    高知 高知市  県道 273号 鏡川  1963 84 4.5 ＰＣＴ型桁 

R0438 城ノ平橋    高知 高知市    鏡川     

R0439 川口橋    高知 高知市    鏡川     

R0440 鏡ダム  かがみ 高知 高知市    鏡川  1966   Ｈ＝47 重力式 高知県 

R0441 砂瀬橋    高知 高知市    鏡川     

R0442 弘瀬橋    高知 高知市  県道 270号 鏡川  1966 48 6 合成鈑桁 

R0443 大穴下橋    高知 高知市  県道 33号 鏡川     

R0444 大穴上橋    高知 高知市  県道 33号 鏡川     

R0445 古味吊橋    高知 高知市    鏡川     

R0446 ？     高知 高知市  県道 33号 鏡川     

R0447 梶谷橋    高知 高知市  県道 16号 鏡川     

R0460 伊尾木川橋梁   高知 安芸市 土佐くろしお鉄道 伊尾木川 2002 227.5 単線  ＲＣ桁 ｌ＝10ｘ22.1 

R0461 伊尾木橋  いおき 高知 安芸市     伊尾木川 1937 217.4 5.5 ＲＣ桁 

R0462 伊尾木川橋   高知 安芸市  国道 55号 伊尾木川 1975 220 11.5 合成鈑桁 ｎ＝8 

R0463 有ノ木橋    高知 安芸市    伊尾木川     

R0464 観音橋    高知 安芸市    伊尾木川     

R0465 ?     高知 安芸市  県道 207号 伊尾木川     

R0466 天神橋    高知 安芸市    伊尾木川     

R0467 ?     高知 安芸市   県道 伊尾木川     

R0470 大岩橋    高知 大豊町    吉野川 1974 105  トラス 鈑桁 

R0471 豊永大橋    とよながおお 高知 大豊町  国道 32号 吉野川 1964 112.9 7 鋼ゲルバーランガー桁 ｌ＝17+68+17 

R0472 長瀞橋  ながとろ 高知 大豊町  国道 32号 吉野川 1963 97   

             鋼ランガー桁 ｌ＝71.3 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ13.9 鈑桁 ｌ＝1ｘ9.9 

R0473 薬師橋    高知 大豊町    吉野川 1958 112.1 5.5  

                トラス ｌ＝1ｘ63.4 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ15.5 

R0474 吉野川橋  よしのがわ 高知 大豊町  国道 32号 吉野川 1958 205 6  

               トラス l＝3ｘ55.9 合成鈑桁 l＝（1+1）ｘ18.65 

R0475 （旧）吉野川橋 よしのがわ  高知 大豊町    吉野川 1911 105 4.4  

            ワーレントラス 両側径間はボーストリングトラス ｌ＝36.5+50.2+14.6 

R0476 敷岩橋    高知 大豊町    吉野川 1979 128.3  吊橋 桁補剛 鋼塔 

R0477 土佐吉野川橋   高知 大豊町  四国横断自動車道 吉野川 1990 290  PC連続箱桁橋 

R0478 川口大橋    かわぐちおお 高知 大豊町  県道 5号 吉野川 1986 99  トラスドランガー桁 

R0479 大杉橋    高知 大豊町    吉野川 1974 99.1 7.5 ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 ｎ＝3 

R0480 （山崎ダム）   高知      吉野川 1972   電源開発 鈑桁 

R0481 本山東大橋   高知 本山町    吉野川 1958 132.1  鈑桁 +PC桁 

R0482 下津野沈下橋   高知 本山町    吉野川 1974 100.1  潜水橋 ＲＣスラブ橋 

R0483 （旧）本山橋 もとやま 高知 本山町    吉野川 1934 154.9 2.8 ＲＣ桁 ｌ＝14+2Ｘ15+22+5ｘ15+14 

R0484 本山大橋    もとやまおお 高知 本山町    吉野川 1993 146 6+2.5 連続鈑桁 l＝48.7+49.3+47.3 

R0485 飛岩沈下橋   高知 本山町    吉野川 1969 89.7  潜水橋 コンクリートスラブ橋 

R0486 土佐本山橋   高知 本山町    吉野川 1961 160  PC桁橋 

R0487 吉田橋    高知 土佐町・本山町 県道  吉野川 1969 145  鈑桁 

R0488 （早明浦ダム）   高知       吉野川 1974   水資源開発公団 H＝106 重力式 

R0489 上吉野川橋   高知 土佐町  県道 17号 吉野川 1971 317.2  吊橋 トラス補剛 鋼塔 

R0490 柚ノ木橋  ゆずのき 高知 土佐町    吉野川 1971 198.2  吊橋 トラス補剛 鋼塔 

R0491 上津川橋    高知 土佐町  県道 17号 吉野川 1966 135.8  下路ランガー桁橋+鈑桁 

R0492 船戸橋    高知 大川村    吉野川 1935 34.5 3.2 潜水橋 ダムに水没  

R0493 大川橋    高知 大川村  県道 6号 吉野川 1971 191.9  ランガー桁橋 +鈑桁 

R0494 三ツ石橋  みついし 高知 大川村    吉野川 1972 178.5  三弦トラス +鈑桁 

R0495 小金滝橋    高知 大川村    吉野川 1971 111.7  トラス +鈑桁 

R0496 うの滝橋    高知 大川村  県道 17号 吉野川 1971 104.7  鈑桁 

R0497 川崎橋    高知 大川村  県道 17号 吉野川 1971 79  トラス H形桁 

R0498 太平サイホン橋   高知 大川村 住友共同電力高藪発電所送水管 吉野川    中路トラス  

R0499 吉野川橋    高知 大川村    吉野川 1954 36.8 3 吊橋 RC塔 

R0500 下切橋    高知 大川村・いの町 県道 17号 吉野川 1980 70  上路トラス  

R0501 高藪橋    高知 大川村・いの町 県道 17号 吉野川 1978 71  上路トラス  

R0502 矢筈橋    高知 大川村・いの町   吉野川 1982 92  鈑桁 

R0503 天神橋    高知 大川村・いの町   吉野川 1980 54  鈑桁 

R0504 （大橋ダム）   高知      吉野川 1939   四国電力 H＝73.5 重力式 

R0505 本川大橋    高知 いの町    吉野川 1978 171.6  ニールセンローゼ 



 ７ 

R0506 木の根三里橋   高知 いの町    吉野川 1988 100 歩道 吊橋 l＝100 無補剛 耐風索 鋼塔 

R0507 戸中橋 とちゅう  高知 いの町    吉野川 1981 78.6  トラス 

R0508 長沢出合橋   高知 いの町    吉野川 1974 45  桁橋 

R0509 長沢橋    高知 いの町    吉野川 1961 35.4  合成鈑桁  

R0510 長沢 2の橋   高知 いの町  国道 194号 吉野川 1980 65.2  鋼箱桁橋 

R0511 （長沢ダム）   高知      吉野川 1949   四国電力 H=71.5 重力式 

R0512 吊橋    高知 いの町    吉野川 1972  歩道 吊橋 n＝2 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0513 越裏門橋  えりもん 高知 いの町    吉野川 1998 120  鈑桁 

R0514 市場橋    高知 いの町    吉野川 1979 56  吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0515 奈辺良橋    高知 いの町    吉野川 1970 45  桁橋 

R0516 寺川橋    高知 いの町    吉野川 1982   桁橋 

R0517 千橋    高知 いの町    吉野川 2004 20 歩道 桁橋 

R0530 安芸川橋  あきがわ 高知    国道 55号 安芸川 1978 217 7.5+2@2 ＰＣ桁 ｌ＝21.6+6ｘ27.9+21.6 

R0531 安芸川橋梁   高知   土佐くろしお鉄道 安芸川 2002    

R0532 春日橋    高知      安芸川     

R0533 中之橋    高知    県道 213号 安芸川 1938 138 2.8 ＲＣ橋  

R0534 天神坊橋    高知    県道 212号 安芸川     

R0535 沢ノ平橋    高知      安芸川     

R0536 山田橋    高知    県道 212号 安芸川 1967 126.8 4.5  

               ＰＣＴ型桁 ｌ＝3ｘ20.7 ＲＣ中空床版橋 ｌ＝5@12 

R0537 栃の木橋    高知    県道 210号 安芸川     

R0540 安田川大橋   高知 安田町  国道 55号 安田川     

R0541 安田川橋  やすだ 高知 安田町    安田川 1907   木橋 

R0542 ？   やすだがわ 高知      安田川 1925  単線 トラス 道路橋に転用 

R0543 安田川橋梁   高知 安田町 土佐くろしお鉄道 安田川 2002    

R0544 東西島橋    高知 安田町    安田川     

R0545 焼山橋    高知 安田町    安田川 

R0546 小松橋    高知 安田町    安田川 

R0547 ？     高知 馬路村    安田川 

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

 

 

 

 


