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FR44:川を渡る橋・大分県 
 

 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 新佐伯大橋   大分 佐伯市  国道 388号 番匠川     

R0002 佐伯大橋  さいきおお 大分 佐伯市    番匠川 1955 262.5 5.5 ゲルバー鈑桁 l＝9@24.5 

R0003 長瀬橋    大分 佐伯市    番匠川 1957 240 3 合成鈑桁 ｌ＝15ｘ16ｍ 

R0004 稲垣橋    大分 佐伯市    番匠川 1963 230 4.5 ＰＣ桁 

R0005 樫野橋    大分 佐伯市    番匠川 1965 288 3 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ32 

R0006 番匠川橋梁 ばんじょうがわ 大分 佐伯市    JR日豊本線 番匠川 1930 404.9 単線 合成鈑桁 

R0007 番匠川水路橋   大分 佐伯市  興人用 番匠川 1953 300 3.2水管 ランガートラス 

R0008 番匠大橋   ばんじょうおお 大分 佐伯市（弥生町） 国道 10号 番匠川 1963 220 7 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ31.5  

R0009 山梨子橋  やまなしこ 大分 佐伯市（弥生町）   番匠川 1967   RC橋  

R0010 白尾橋    大分 佐伯市（弥生町）   番匠川 1974    

R0011 鬼ケ瀬橋  おにがせ 大分    県道  番匠川     

R0012 風戸大橋    大分 佐伯市（本匠村） 県道  番匠川     

R0013 笠掛橋    大分      番匠川     

R0014 森下橋    大分 佐伯市（本匠村） 県道  番匠川 1956 72.2 5.2 RCＴ桁 

R0015 原橋    大分 佐伯市（本匠村）   番匠川 1961 62.5 3.5 RCＴ桁 

R0016 小半橋  おながら 大分 佐伯市（本匠村）   番匠川 1932 46.5 5.6 RC桁 l＝15.5 n＝3 

R0017 波寄津橋    大分 佐伯市（本匠村）   番匠川 1960 49 3 RC橋 潜水橋 

R0018 一矢返橋    大分 佐伯市（本匠村）   番匠川 1960 42.1 3.1 RC床版橋 潜水橋 

R0020 夜明ダム    大分・福岡 日田市・うきは市  筑後川     

R0021 夜明大橋    大分 日田市  国道 210号 三隈川 1972 121 6+2@0.75  

               トラスドランガー ｌ＝88.75 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ30.3 

R0022 徳瀬橋    大分 日田市    三隈川 1949 52 8 木桁土橋 

R0023 亀山橋    大分 日田市    三隈川 1923 60.4 4.5 木桁土橋 

R0024      大分 日田市    三隈川     

R0025 三隈橋  みくま  大分 日田市  県道  三隈川 1957 215 5.5 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ19+3ｘ25.5 

R0026 島内橋    大分 日田市  市道  三隈川 1960 153.6 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ25.6 

R0027 台霧橋    大分 日田市  市道  三隈川 1964 130 2.5 鈑桁 ｌ＝4ｘ32.5 

R0028 緑橋    大分    市道  三隈川 1952 7 3 木桁橋 ｌ＝1ｘ7 

R0029 緑橋第二号橋    大分   市道  三隈川 1954 40 3 木桁橋 ｌ＝6ｘ6.6 

R0030 銭淵橋  ぜにぶち 大分 日田市    三隈川 1957 162.8 4.5  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝27.4+35.2+38+35.2+27.4 

R0031 三隈大橋    大分 日田市  国道 210号 三隈川 1953 132 7.5+1.5 連続トラス ｌ＝36+60+36 

R0032 大宮大橋    大分 日田市  国道 210号 大山川     

R0033 大宮橋    大分 日田市  市道  大山川 1951   ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝5ｘ20 

R0034 大宮大橋    大分 日田市    大山川     

R0035 恵良橋    大分 日田市    大山川     

R0036 竹の首橋    大分 日田市    大山川 1952 ≒59 4 ＲＣ橋 潜水橋 

R0037 松原橋    大分 日田市    大山川 1965 ≒67 2.6 ＲＣ橋 潜水橋 

R0038 千丈橋    大分 日田市（大山町） 国道 212 大山川     

R0039 ？     大分      大山川 1936 96.2 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝17+25+17+3ｘ12 

R0040 田中淵橋    大分 日田市（大山町） 町道  大山川 1969 70 4.5 合成鈑桁 ｌ＝39.8+29.8 

R0041 清和橋    大分 日田市（大山町） 町道  大山川 1955 62.9 3.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝25+20.7+25 

R0042 中央大橋    大分 日田市（大山町）   大山川     

R0043 小五馬橋    大分 日田市（大山町） 町道  大山川 1954 87.2 2.2 ＲＣ桁 ｌ＝8ｘ10.9 

R0044 丸岩橋    大分 日田市（大山町） 国道 212 大山川     

R0045 金堀橋（大山 2号橋）  大分 日田市（大山町） 国道 212 大山川 1993 195 7.25+2 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝52.5+90+52.5 

R0046 大山橋    大分    九州電力 大山川 1967 68.8 4 吊橋 ｌ＝68 

R0047 ダム     大分      大山川     

R0048 柚木橋    大分 日田市（天瀬町・大山町） 大山川 1985 70 5+2 トラス ｌ＝1ｘ69 

R0049 竹の首潜橋   大分 日田市（天瀬町・大山町） 大山川 1967 63.5 3.8 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ10.4 

R0050 松原橋    大分 日田市（天瀬町・大山町） 大山川 1967 53.5 6 ＰＣ桁 

R0060 水管橋    大分     鶴崎工業用水 大野川 1979 519  鋼桁 

R0061 大在大橋    大分 大分市  有料道路 大野川 1980 519 6.5+(2.3+1.99 合成箱桁 

R0062 大野川橋梁   大分 大分市   国鉄日豊本線 大野川 1973 ≒402 単線 トラス ｌ＝5ｘ67.4+1ｘ58.4 

R0065 鶴崎橋  つるさき 大分 大分市  国道 197号 大野川 1969 9+2@2 連続トラス ｌ＝76.4+95.5+76.4 

R0070 川添橋  かわぞい 大分 大分市  県道 21号 大野川 1988 280 12 合成箱桁 

R0072 大野川橋    大分 大分市  東九州自動車道 大野川     

R0073 ？     大分 大分市    大野川     

R0074 舟本大橋    大分 大分市  市道  大野川 1992 351 8.75 ＰＣ有ヒンジラーメン箱桁 

R0075 白滝橋  しらたき 大分 大分市    大野川 1954 288 7.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝21.7+8@30.5+21.8 
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R0081 新白滝橋    大分    国道 10号 大野川 1982 291.7 11.75 4車化 鋼箱桁 

R0082 大南大橋    大分 大分市  県道 622号 大野川 1984 317 7+2@2.5 鋼連続箱桁 ｌ＝53+3@70+53 

R0083 水管橋    大分    昭和井路 大野川 1970 408 Φ1.3ｍ 鋼ランガートラス 

R0084 竹中橋    大分 大分市    大野川 1954 117 4.5 鋼吊橋 ｌ＝76 2 ヒンジ ＲＣ塔 

R0085 筒井大橋  つついおお 大分 大分市    大野川 1969 157.4 6.5+2@1.5   

                 トラス ｌ＝75.8 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ19.7 

R0086 犬飼橋  いぬかい 大分 豊後大野市（犬飼町）  大野川 1922 176.5 8.5 トラス橋 ＲＣ桁 ｎ＝5+6 

R0087 犬飼中橋    大分      大野川 1974   歩道橋 

R0088 犬飼大橋   いぬかいおお 大分 豊後大野市（犬飼町） 国道 57号 大野川 1967 268 7 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ48.3 鈑桁 ｌ＝16 

R0089 犬飼どんこ大橋   大分 豊後大野市（犬飼町）  大野川 2004 226.3 10.75 鋼連続箱桁 n＝2 

R0090 高松橋    大分 豊後大野市（犬飼町） 国道 326号 大野川     

R0091 第二大野川橋梁  おおのがわ 大分 豊後大野市（三重町・千歳村） 国鉄豊肥本線 大野川 1939 152 単線  

                トラス ｌ=1x47.4 鈑桁 ｌ＝2ｘ18.3+2ｘ30.5 

R0092 平成大橋    大分 豊後大野市（三重町・千歳村） 大野川     

R0093 原田橋    大分 豊後大野市（三重町・千歳村） 大野川 1923   ＲＣ橋 

R0094 向野橋    大分 豊後大野市（三重町）  大野川 1935 120 3 ＲＣ橋 

R0095 細長橋  ほそなが 大分 豊後大野市（三重町）  大野川 1931 115 4.9 ポニートラス l=28.5  

R0096  （川辺ダム）   大分      大野川     

R0097 大野橋    大分 豊後大野市（清川村・大野町） 大野川     

R0098 第一大野川橋梁   大分 豊後大野市（清川村・緒方町） 国鉄豊肥本線 大野川  ≒99  ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ32.6 

R0099 大渡橋  おおわたり 大分 豊後大野市（緒方町）  大野川 1953 69.2 3.8 ＲＣ桁 

R0100 新天神橋    大分 豊後大野市（緒方町）  大野川     

R0101 玉来橋梁    大分 豊後大野市（緒方町） 国鉄豊肥本線 大野川     

R0102 猿飛橋  さるとび 大分 豊後大野市（緒方町・朝地町） 大野川     ゲルバー式 

R0103 滑瀬橋  ぬめりで 大分 竹田市  国道 502号 大野川 1964 60 6 合成鈑桁  

R0104 ？     大分 竹田市  国道 502号 大野川     

R0105 魚住橋    大分 竹田市  県道 8号 大野川  30.5 5  

R0106 （竹田ダム）   大分      大野川     

R0107 恵良橋  えら  大分 竹田市    大野川     

R0108 中尾橋    大分 竹田市  県道 639号 大野川     

R0109 初瀬橋    大分 竹田市    大野川     

R0110 猿口橋  さるぐち 大分 竹田市    大野川     

R0111 千原橋    大分 竹田市    大野川     

R0112 台小野橋  だいおの 大分 竹田市    大野川     

R0113 粟生野橋  あわおの 大分 竹田市    大野川     

R0114 宮玉橋    大分 竹田市    大野川     

R0115 （白水ダム）   大分      大野川     

R0130 小松橋  こまつ 大分 宇佐市    駅館川 1939 241.4 6+2@2  

              RCゲルバー桁 l＝20.2+5@25+20.2 RC桁橋 l＝5ｘ15.2 

R0131 駅館川橋梁 やっかんがわ 大分 宇佐市    JR日豊本線 駅館川 1983 293 複線 PC連続桁 l＝36+4ｘ46+37+34 

R0132 駅館大橋    大分 宇佐市  県道  駅館川     

R0133 川部橋    大分      駅館川     

R0134 上田橋    大分      駅館川     

R0135 瀬社橋    大分    国道 10号 駅館川     

R0136 ?     大分    国道 387号 駅館川     

R0137 拝田橋  はいた 大分 宇佐市    駅館川 1935 85.2 5.5 RCゲルバー桁 l＝6ｘ14.2 

R0138 ?     大分 宇佐市（院内町） 国道 387号 駅館川     

R0139 拝田橋梁    大分 宇佐市（院内町） 日出鉄道 駅館川 1922  鉄道  

R0140 白岩橋梁    大分 宇佐市（院内町） 日出鉄道 駅館川 1922  鉄道  

R0141 櫛野橋梁    大分 宇佐市（院内町） 日出鉄道 駅館川 1922  鉄道  

R0142 平田大橋    大分      駅館川    鈑桁 

R0150 弁天大橋    大分 大分市  県道 22号 大分川 1966 318.7 9.5+2@1.5 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ34.8 

R0151 津留橋    大分 大分市     大分川 1876   架設 

R0152 舞鶴橋  まいづる 大分      大分川 1879 254.5 4.2 土橋 

R0153 舞鶴橋    大分    国道 197号 大分川 1954 302.6 10+2@5 ＲＣゲルバー桁 

R0154 滝尾橋  たきお 大分 大分市  県道 21号 大分川 1977 309 22 ＰＣ桁 

R0155 大分川橋梁  おおいたがわ 大分 大分市    ＪＲ日豊本線 大分川 1971 ≒385 単線 トラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝6ｘ45.4 

R0156 大分川橋梁  おおいたがわ 大分 大分市  ＪＲ豊肥線 大分川 1962 ≒342 単線 鈑桁 ｌ＝45.5 ｎ＝7 

R0157 広瀬橋  ひろせ 大分 大分市  市道  大分川 1990 267.35 12 ＰＣ桁 

R0158 水管橋    大分 大分市    大分川     

R0159 府内大橋    大分 大分市  国道 10号 大分川 1980 276.35 10.5 鋼箱桁 

R0160 明磧橋  あけがわら 大分    国道 442号 大分川 1979 187.1 9 連続トラス ｌ＝57.1+59.9+69.2 鈑桁 

R0161 大分川橋    大分 大分市   九州自動車道 大分川  296 2x9 鋼連続箱桁 ｌ＝84.5 ｎ＝4 

R0162 小野鶴橋  おのづる 大分 大分市  市道  大分川 1960 214.9 5 鈑桁 ｎ＝12 

R0163 国分橋    大分 大分市  市道  大分川 1958 135 4.2 ゲルバー鈑桁  

R0164 天神橋  てんじん 大分 由布市（狭間町） 国道 210号 大分川 1974 110 8.5 ＰＣ桁 

R0165 同尻橋  どうじり 大分 由布市（狭間町）   大分川 1929 99 4.6  

                ＲＣ連続桁 ｌ＝3ｘ13.6 ＲＣ桁 ｌ＝6ｘ9.7 
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R0166 狭間大橋    大分 由布市（狭間町）   大分川 1982 300  ＰＣＴ桁橋 

R0167 篠原橋    大分 由布市（狭間町）   大分川     

R0168 （篠原ダム）   大分 由布市（狭間町）   大分川     

R0169 大将軍橋   だいしょうごん 大分 由布市（狭間町・庄内町） 大分川 1984 96 5+1.5 ランガー桁 ｌ＝94.6 

R0170 小野屋大橋   大分 由布市（庄内町） 国道 210号 大分川     

R0171 碩南大橋    大分 由布市（庄内町）   大分川 1955 64 3 連続鈑桁 ｌ＝2@31.7 

R0172 新竜橋    大分 由布市（庄内町）   大分川     

R0173 柿原大橋    大分 由布市（庄内町）   大分川     

R0174 亀甲橋    大分 由布市（庄内町）   大分川 1973 90 8 連続鈑桁 ｌ＝54+35 

R0175 新亀甲橋    大分 由布市（庄内町）   大分川     

R0176 西鶴大橋    大分 由布市（庄内町）   大分川     

R0177 東南橋    大分 由布市（庄内町）   大分川     

R0178 土田橋    大分 由布市（庄内町）   大分川     

R0190 (筑後川に合流)   大分        

R0191 小淵橋    大分 日田市  国道 212号 玖珠川 1958 104.7 6+3.5 鋼ゲルバーランガー桁 ｌ＝25+54+25 

R0192 日田天領大橋   大分 日田市    玖珠川     

R0193 小ケ瀬橋    大分 日田市  国道 210号 玖珠川     

R0194 女子畑橋    大分 日田市    玖珠川     

R0195 ？     大分 日田市   国鉄久大本線 玖珠川 1934    

R0196 榎釣橋    大分 日田市  国道 210号 玖珠川 1937 96.6 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝15.3+3@22+15.3 

R0197 境橋    大分 日田市  国道 210号 玖珠川 1938 96 6 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝15.3+3@22+15.3 

R0198 第二玖珠川橋梁   大分 日田市   国鉄久大本線 玖珠川 1955   鈑桁 ｌ＝1ｘ36.4+2ｘ31.5 

R0199 ？     大分 日田市  国道 210号 玖珠川     

R0200 ？     大分 日田市  県道 54号 玖珠川     

R0201 ？     大分 日田市   国鉄久大本線 玖珠川 1934    

R0202 池ノ原橋    大分 日田市  国道 210号 玖珠川 1934 78 3 ＲＣＴ桁 ｌ＝6ｘ9.5 木桁橋 ｌ＝2ｘ10.5 

R0203 玖珠川橋梁   大分 日田市   国鉄久大本線 玖珠川 1934   鈑桁 

R0204 天ヶ瀬橋    大分 日田市    玖珠川 1928 71.2 3 ＲＣ連続桁 ｌ＝7.4+4@14.1+7.4 

R0205 合田橋    大分      玖珠川 1944 88.1 3.6 木桁土橋 ｎ＝9 

R0206 ？     大分 日田市  国道 210号 玖珠川     

R0207 ？     大分 日田市   国鉄久大本線 玖珠川 1934    

R0208 ？     大分 日田市    玖珠川     

R0209 ？     大分 日田市   国鉄久大本線 玖珠川 1933    

R0210 ？     大分 玖珠町   国鉄久大本線 玖珠川 1933    

R0211 ？     大分 玖珠町  国道 210号 玖珠川     

R0212 ？     大分 玖珠町  県道  玖珠川     

R0213 下泊橋    大分 玖珠町    玖珠川 1941 76.5 3.6 木桁土橋 ｎ＝9 

R0214 神幸橋    大分 玖珠町    玖珠川 1943 76.5 4.5 木桁土橋 ｎ＝9 

R0215 広瀬橋    大分 玖珠町  国道 210号 玖珠川 1885 78 2.2 木橋  

R0216 ？     大分 玖珠町  県道  玖珠川     

R0217 ？     大分 玖珠町  国道 387号 玖珠川     

R0218 中島橋    大分 玖珠町    玖珠川 1944 88 3.6 木桁土橋 ｎ＝13 

R0219 協心橋    大分      玖珠川 1869   ＲＣ橋 

R0220 矢ノ釣橋  やのつり 大分 玖珠町    玖珠川 1941 67.1 6.2 ＲＣ桁 ｌ＝27.1 ｎ＝3 

R0221 栗野橋    大分 九重町    玖珠川 1952 89.5 5.5 木桁土橋 ｎ＝13 

R0222 新牧口橋    大分 九重町  国道 210号 玖珠川     

R0223 牧口橋    大分 九重町    玖珠川 1952 77.4 5.5 ＲＣＴ桁 ｌ＝4.8+2ｘ14 木桁橋 ｎ＝7 

R0224 ？     大分 九重町   国鉄久大本線 玖珠川 1929    

R0225 ？     大分 九重町  県道 681号 玖珠川     

R0226 ？     大分 九重町 国鉄久大本線 玖珠川 1929    

R0227 ？     大分 九重町  県道 680号 玖珠川     

R0228 豊後渡橋    大分 九重町  県道 680号 玖珠川     

R0229 ？     大分 九重町  県道  玖珠川     

R0230 河内橋    大分 九重町    玖珠川 1955 40 4 ＲＣ橋 ｌ＝24 ｌ＝2ｘ8ｍ 

R0231 東河内橋    大分 九重町    玖珠川 1959 22 4.6 ＲＣ橋 ｌ＝22 

R0232 亜炭橋    大分 九重町    玖珠川 1954 87.3 4.6 ＲＣ橋 ｌ＝6ｘ13.5 

R0250 新境川橋    大分 別府市  国道 10号 境川     

R0251 境橋    大分      境川     

R0252 境川橋梁    大分      JR日豊本線 境川     

R0253 境川橋    大分    県道 645号 境川     

R0254 石垣幸橋    大分      境川     

R0255 天満橋    大分      境川     

R0256 朝日橋    大分      境川     

R0257 大学橋    大分      境川     

R0258 であい橋    大分      境川     

R0259 古戦場橋    大分      境川     

R0260 境川橋    大分     大分自動車道 境川     

R0261 扇山橋    大分    県道 218号 境川     



 ４ 

R0270 阿蔵大橋  あぞうおお 大分 竹田市    玉来川 1955 60 2 鋼吊橋 

R0271 拝田原橋    大分 竹田市    玉来川     

R0272 玉来川橋梁  たまらいかわ 大分 竹田市    JR豊肥本線 玉来川 1991  単線 トラス ｌ＝1ｘ76 ＰＣ桁 

R0273 常盤橋    大分 竹田市  県道 135号 玉来川 1885 42 5.4 土橋 

R0274 柳瀬橋    大分 竹田市  国道 57号 玉来川     

R0275 ？？    大分 竹田市    玉来川     

R0276 ？     大分 竹田市  県道 699号 玉来川     

R0277 井出添橋    大分 竹田市    玉来川     

R0278 宮ケ瀬大橋   大分 竹田市    玉来川     

R0279 ？     熊本 産山村    玉来川     

R0290 小犬丸船橋   大分 中津市     山国川 1877 76 2.4 船橋 

R0291 山国橋  やまくに 大分    県道 108号 山国川 1934 214.4 8 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16.4 ｎ＝13 

R0292 山国川橋梁   やまくにがわ 大分・福岡 中津市・吉富町 豊洲鉄道 山国川 1897 268 単線 鈑桁 ｎ＝13 

R0293 ？     大分・福岡    国鉄日豊本線 山国川 1969 244 複線  

               トラス ｌ＝4ｘ46.8 鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2 ＰＣ桁 ｌ＝12.9  

R0294 山国大橋    やまくにおお 大分・福岡 中津市・吉富町 県道 113号 山国川 1963 230 9.5  

               連続鈑桁 ｌ＝31.8+39.6+31.8 合成鈑桁 ｌ＝5ｘ24.6 

R0295 平成大堰管理橋   大分・福岡 中津市・上毛町  山国川     

R0296 市場橋  いちば 大分・福岡 中津市・上毛町 県道 1号 山国川 1985 196 9.75 ＰＣ桁 

R0297 恒久橋  こうきゅう 大分・福岡 中津市・上毛町 県道 110号 山国川 1953 174 5.5  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25+2@18.5+8@14 

R0298 八日市橋    大分 中津市     山国川 1924   潜水橋 

R0299 大福橋    福岡 上毛町     山国川 1927   木橋 

R0300 新山国大橋 しんやまくにおお 大分・福岡 中津市（三光村）・上毛町 国道 10号 山国川 1984 201.5 10.75 鋼箱桁 

R0301 野土橋  のど  大分・福岡 中津市（三光村）・上毛町 山国川 1935 100 3.5 木橋 

R0302 三原橋  みはら 大分      山国川 1970 97.6 6.5+2@0.75 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ48  

R0303 大平橋  たいへい 大分・福岡 中津市（本耶馬溪町）・上毛町 県道 44号 山国川 1930 134.8 4.5  

             ポニートラス ｌ＝1ｘ28 ＲＣ連続桁 ｌ＝2ｘ（3@12）+（3@10） 

R0304 耶馬溪橋  やばけい 大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1923 116 4.1  

               石造アーチ ｌ＝13 ｎ＝8 県指定重要文化財 

R0305 洞門橋    大分 中津市（本耶馬溪町） 国道 212号 山国川 1978 128 12.8 合成鈑桁 

R0306 第一山国川橋   大分 中津市（本耶馬溪町） 大分交通耶馬溪線 山国川 1929  単線 廃線 

R0307 青の禅海橋   大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1965 98.5 3.4 合成鈑桁 

R0308 犬走橋    大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1961 23.75 3.6 ＲＣスラブ橋 潜水橋 

 

R0309 禅海橋    大分 中津市（本耶馬溪町） 国道 500号 山国川 1990 120 10.8 ＰＣ箱桁 

R0310 らかん志橋（羅漢寺橋）  らかんじ 大分 中津市（本耶馬溪町） 山国川 1920 89 4.5  

                石造アーチ ｌ＝26.8 ｎ＝3 県指定文化財 

R0311 七仙橋    大分 中津市（本耶馬溪町） 国道 212号 山国川 1976 178.8 10  

R0312 早瀬橋    大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1983 96 8 ＰＣＴ桁 

R0313 中川原橋    大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1978 61.9 6 ＰＣＴ桁 

R0314 岩屋橋    大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1970 88 6 ＰＣＴ桁 

R0315 ？     大分      山国川  69.4 2.1水路 ＲＣ連続箱桁 

R0316 馬溪橋  ばけい 大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1926 83 6 石造アーチ ｌ＝14 ｎ＝5 

R0317 城井橋    大分 中津市（本耶馬溪町） 県道 111号 山国川 1990 97.5 11 ＰＣ連続箱桁 

R0318 小友田大橋   大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1984 121.5 9.25 ＰＣＴ桁 ｎ＝4 ＰＣ桁 

R0319 津民橋  つたみ 大分 中津市（本耶馬溪町）県道 2号 山国川 1982 111.2 9.75 ＰＣＴ桁 

R0320 津民橋  つたみ 大分 中津市（本耶馬溪町）  山国川 1929 58.2 4.2  

               ＲＣ連続桁 ｌ＝3@13.6 ＲＣラーメン橋台 ｌ＝6 

R0321 第二山国川橋   大分 中津市（本耶馬溪町） 耶馬渓鉄道 山国川 1924 136 単線 鈑桁 

R0322 ？     大分 耶馬溪サクリングロード  山国川   3.5  

R0323 小川内橋    大分 中津市（耶馬溪町）  山国川 1975 90 6 ＰＣＴ桁 

R0324 中津留橋    大分 中津市（耶馬溪町）  山国川 1976 101.9 9.4 ＰＣＴ桁 

R0325 穴田橋    大分 中津市（耶馬溪町）  山国川 1966 39 2.7 ＲＣスラブ橋 潜水橋 

R0326 柳ケ平橋    大分 中津市（耶馬溪町）  山国川     

R0327 雲与橋    大分 中津市（耶馬溪町） 県道 702号 山国川     

R0328 宮園橋    大分 中津市（耶馬溪町） 国道 212号 山国川     

R0329 第四山国川橋   大分 中津市（耶馬溪町） 耶馬渓鉄道 山国川 1924 68 単線 鈑桁 

R0330 ？     大分 中津市（耶馬溪町） 耶馬溪サクリングロード 山国川     

R0331 江渕橋    大分 中津市（耶馬溪町）  山国川     

R0332 諏訪橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0333 記念橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0334 御幸橋  みゆき 大分 中津市（山国町）   山国川 1925  2 ＲＣ桁 ｎ＝9 

R0335 御幸橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0336 中摩橋  なかま 大分 中津市（山国町）   山国川 1936 58.2 4.2 ＲＣ桁 ｌ＝8 ｎ＝7 

R0337 中麻橋    大分 中津市（山国町） 県道 43号 山国川     

R0338 大勢橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0339 群仙橋    大分 中津市（山国町）   山国川     



 ５ 

R0340 朝陽橋    大分 中津市（山国町）   山国川 1873   石造橋 

R0341 中央橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0342 宇治見橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0343 守実橋  もりざね 大分 中津市（山国町）   山国川     

R0344 彦見橋    大分 中津市（山国町） 国道 496号 山国川     

R0345 飛雲橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0346 巌橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0347 中島橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0348 屋田ケ渕橋   大分 中津市（山国町）   山国川     

R0349 小屋川中央橋 こやがわちゅおう 大分 中津市（山国町）  山国川     

R0350 念仏橋  ねんぶつ 大分 中津市（山国町）   山国川 1928 22.4  石造アーチ ｌ＝15.7 登録文化財 

R0351 猿飛千壷峡展望橋  大分 中津市（山国町）   山国川     

R0352 大曲橋    大分 中津市（山国町）   山国川     

R0353 雲陽橋    大分 中津市（下郷村）   山国川 1931    

R0371 七里橋  しちり  大分 竹田市    稲葉川 1938 52 4.3 木造土橋 廃橋 

R0372 萬里橋    大分      稲葉川 1972   別橋架設 

R0373 豊岡橋    大分 主地道 8号    稲葉川 1934   ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0374 竹田橋  たけた 大分 竹田市  県道 135号 稲葉川 1925 34.8 9 ＲＣＴ桁 

R0375 亀ケ渕橋    大分 竹田市    稲葉川     

R0376 ？     大分 竹田市    JR豊肥本線 稲葉川 1993  単線  トラス ｌ＝1ｘ86 

R0377 田原橋    大分 竹田市  国道 57号 稲葉川     

R0378 騎牟礼大橋   大分 竹田市  県道 638号 稲葉川     

R0379 会々橋    大分 竹田市    稲葉川 1871 36 4.2 木橋 

R0380 山王橋  さんのう 大分 竹田市    稲葉川 1912 56 3.7 石造アーチ ｆ＝6 ｌ＝17 ｎ＝3 

R0381 松尾橋  まつお 大分 竹田市    稲葉川 1924 35 3.5  

              石造アーチ ｆ＝3.5 ｌ＝28 平行して PC桁橋を架設 

R0382 塩付橋    大分 竹田市    稲葉川     

R0383 ？     大分 竹田市  県道 638号 稲葉川     

R0384 ？     大分 竹田市  県道 638号 稲葉川     

R0385 ？     大分 竹田市  県道 699号 稲葉川     

R0386 米賀橋    大分 竹田市(久住町)    稲葉川 1924 20.5 3.7 石造アーチ ｌ＝10.5  

R0387 ？     大分 竹田市  県道 638号 稲葉川     

R0388 新稲葉橋    大分 竹田市  県道 638号 稲葉川     

R0389 ？     熊本 産山村    稲葉川     

R0400 奥岳川橋梁   大分 豊後大野市    JR豊肥本線 奥岳川 1922  単線 鈑桁 

R0401 岩戸橋  いわど 大分 豊後大野市  国道 502号 奥岳川 1937 68.6 6 ＲＣ単純桁橋  

R0402 ？     大分 豊後大野市    奥岳川     

R0403 ？     大分 豊後大野市    奥岳川     

R0404 ？     大分 豊後大野市    奥岳川     

R0405 清水橋   しみず 大分 豊後大野市(清川村)   奥岳川   吊橋 

R0406 ？     大分      奥岳川 1926 44 3.4 石造アーチ  

R0407 ？ 大分          奥岳川 1938 43.5 3.4 石造アーチ ｎ＝2 

R0408 岩上橋  いわがみ 大分 豊後大野市(清川村)   奥岳川 1919 26 2.8 石造アーチ 

R0409 天然橋  てんねん 大分 豊後大野市(清川村)   奥岳川 1879 24 3.6  木橋  

R0410 ？     大分      奥岳川 1912 27.6 4 石造アーチ 

R0411 ？ 大分           奥岳川 1921 15  石造アーチ 

R0412 ？     大分 豊後大野市    奥岳川     

R0413 ？     大分 豊後大野市    奥岳川     

R0414 轟橋  とどろ  大分 豊後大野市 森林軌道竹線 奥岳川 1934 68.5 森林軌道(2.5)  

                  石造アーチ l＝32.1+26.5 

R0415 出会橋  であい 大分 豊後大野市    奥岳川 1925 39 3.8 石造アーチ l＝29.3 

R0416 妙見橋    大分 豊後大野市    奥岳川     

R0417 奥嶽橋    大分 豊後大野市    奥岳川     

R0418 犬返橋  いぬがえり 大分 豊後大野市(緒方町)   奥岳川 1910  木橋 

R0419 ？ 大分           奥岳川 1924 28  石造アーチ ｌ＝21.4 

R0420 ？     大分      奥岳川 1934   石造アーチ 

R0421      大分 豊後大野市    奥岳川 

R0422 土岩橋    大分 豊後大野市    奥岳川 

R0423 ？     大分 豊後大野市    奥岳川 

 


