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FR45:川を渡る橋・宮崎県 
 

 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 一ツ葉大橋   宮崎 宮崎市 一ツ葉有料道路 大淀川 1983 792.2 9.72 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝66.8 ｎ＝11 

R0002 赤江大橋    宮崎   大淀川     

R0003 本町橋    宮崎 宮崎市    大淀川 1963 503.3 6  

        連続合成鈑桁 ｌ＝3ｘ（3@33.6） 合成鈑桁 ｌ＝（33.5+33.6）+（33.2） ゲルバー鈑桁 ｌ＝3@33 

R0004 大淀川橋梁   宮崎 宮崎市 ＪＲ日豊本線 大淀川 1916 ≒437 単線 鈑桁 ｌ＝19ｘ22.3 

R0005 大淀大橋（老松橋） おおよどおお 宮崎 宮崎市 県道 341号 大淀川 1971 500 2x(6.5+1.5+1.5)  

               ＰＣ連続箱桁 ｌ＝（22.5+30）+（36+5@68.7+66.9） 

R0006 橘橋  たちばな 宮崎 宮崎市  国道 10号 大淀川 1932 385.5 16.4  

             ＲＣアーチ ｌ＝25.3+2@26.2+27.1+5@35.3+27.1+2@26.2+25.3 

R0007 ？     宮崎    国道 220号 大淀川 1974 389 8+5 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝61.7+4@66+61.7 

R0008 天満橋  てんまん 宮崎 宮崎市  国道 269号 大淀川 2006 607 2ｘ（6.5+4.5）  

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝50+4@87+90+68+51 

R0009 高松橋    宮崎 宮崎市  市道大塚中通線 大淀川 1982 444 7+2@3.5 木橋 

R0010 宮崎大橋    みやざきおお 宮崎 宮崎市  国道 10号 大淀川 1987 413 11.7 鋼連続箱桁 鈑桁 

R0011      宮崎 宮崎市  水管橋 大淀川    鋼ニールセンローゼ n＝3 

R0012 平和台大橋   宮崎 宮崎市 市道下北方通線 大淀川 1997 417 2@（7.5+2.75）  

                ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝49+4@79.25+49 

R0013 相生橋    宮崎 宮崎市  県道 9号 大淀川 1972 397 8 鋼ランガー桁 n＝3 桁橋 

R0014 新相生橋    宮崎 宮崎市    大淀川     

R0015 有田橋    宮崎 宮崎市  県道 17 大淀川 1987 355 9.75 連続鈑桁 n＝7 

R0016 大淀川橋    宮崎 宮崎市  東九州自動車道 大淀川 2000 349 2@9.8 鋼連続箱桁 ｌ＝01.7+2@90.5+74.7 

R0017 花見橋    宮崎 宮崎市（高岡町） 国道 10号 大淀川 2006 259 7.75+3 PC連続箱桁 n＝4 

R0018 大淀橋    宮崎      大淀川     

R0019 ？     宮崎     宮崎自動車道 大淀川     

R0020 大の丸橋    宮崎 宮崎市（高岡町） 県道 28号 大淀川 1979 200 6.5+2 ＰＣ連続箱桁 

R0021 柚木崎橋  ゆきさき 宮崎 宮崎市（高岡町） 国道 10号 大淀川 1966 157 7 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ38.5  

R0022 面早流橋  もさる  宮崎 宮崎市（高岡町） 国道 10号 大淀川 1966 155.6 7 鈑桁 ｌ＝4ｘ31.3 

R0023 仁反尾橋    宮崎 宮崎市（高岡町） 国道 10号 大淀川 1968 164.2   

R0024 唐崎橋    宮崎 宮崎市（高岡町） 国道 10号 大淀川 1965 144.8 7 鈑桁 ｌ＝4ｘ36.2 

R0025 山下橋    宮崎 宮崎市（高岡町）   大淀川 1931 96.4 5.5 トラス ｌ＝75 鈑桁 

R0026 新山下橋    宮崎 宮崎市（高岡町） 国道 10号 大淀川 1966 135 7  

              鋼下路 トラスドランガー橋 ｌ＝89 合成鈑桁 ｌ＝44.3 

R0027 （大淀川第二ダム）  宮崎 宮崎市（高岡町）   大淀川     

R0028 沖之尾峡大橋 おきのおきょう 宮崎 宮崎市（高城町）・小林市（野尻町） 大淀川 1989 150 7.75 鋼上路ローゼ 

R0029 （轟ダム）    宮崎 宮崎市（高城町）・都城市（高崎町）  大淀川     

R0030 樋渡橋    宮崎 宮崎市（高城町）・都城市（高崎町） 県道 414号 大淀川    

R0031 霧島大橋    宮崎 宮崎市（高城町）・都城市 県道 420号 大淀川     

R0032 王子橋    宮崎 宮崎市（高城町）・都城市 県道 46号 大淀川 1957 250 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ25.75 木橋 

R0033 高木橋  たかぎ 宮崎 都城市    大淀川 1965 240 4.2 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ32.5+5ｘ35+32.5 

R0034 大淀橋  おおよど 宮崎 都城市    大淀川 1906 147 3.6 木橋 

R0035 ？     宮崎    国道 221号 大淀川 1961 270.6 7 ゲルバー鈑桁 ｌ＝25.1+7@31.4+25.1 

R0036 大淀川橋    宮崎     宮崎自動車道 大淀川   2車線  

R0037 広瀬橋  ひろせ 宮崎 都城市    大淀川 1969 240 6.8 ＰＣ桁 ｌ＝8ｘ30 

R0038 乙房橋  おとぼう 宮崎 都城市  県道 108号 大淀川 1956 137.5 5.5 ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝16+5@21.1+16 

R0039 今平橋  いまでら 宮崎 都城市    大淀川 1956 134.5 3.5 木桁橋 ｌ＝4ｘ6ｍ+17ｘ6.6ｍ 

R0040 赤星橋    宮崎 都城市    大淀川 1948    

R0041 赤星水管橋   宮崎 都城市    大淀川     

R0042 志比田川橋梁 しびたがわ 宮崎 都城市  ＪＲ吉都線 大淀川 1974 96.5 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ31.5 

R0043 志比田橋  しびた 宮崎 都城市  県道 45号 大淀川 1967 96.2 6 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ24.1 

R0044 平田橋    宮崎 都城市    大淀川 1958 90 7.5 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ24.5+2ｘ20.5 

R0045 二巌寺橋    宮崎 都城市    大淀川  2.7  

R0046 竹之下川橋   宮崎 都城市    大淀川 1692 65 3.6 板橋 

R0047 岳下橋(大橋)   宮崎    県道 31号 大淀川 1933 76.6 12.7 ゲルバー鈑桁 ｌ＝27.4 ｎ＝3 

R0048 岳下橋梁    宮崎 都城市    大淀川 1967 111 単線 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ22.1 

R0049 歌舞伎橋    宮崎 都城市    大淀川 1967 140 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ23.3 

R0050 大岩田橋  おおいわだ 宮崎 都城市    大淀川     

R0051 天長橋    宮崎    国道 10号 大淀川     

R0052 瀬ノ口橋    宮崎 都城市    大淀川 1938    

R0053 十五橋     宮崎 都城市    大淀川 1951    

R0054 今迫橋    宮崎・鹿児 都城市・曽於市  大淀川 1950    



 ２ 

R0055 川崎橋    宮崎・鹿児 都城市・曽於市  大淀川 1967    

R0056 割田橋    宮崎・鹿児 都城市・曽於市  大淀川     

R0070 小丸川橋梁 おまるがわ 宮崎 高鍋町    ＪＲ日豊本線 小丸川 1960 805 単線 ＰＣ箱桁 ｌ＝21.3 ｎ＝35 

R0071 稲荷橋     宮崎 高鍋町     小丸川       渡船（稲荷の渡し） 

R0072 高鍋大橋    たかなべおお 宮崎    国道 10号 小丸川 1965 373.3 9.5 合成鈑桁 ｌ＝8ｘ43+24.5 

R0073 新小丸大橋   宮崎 高鍋町    小丸川 2003   桁橋 n＝4 

R0074 小丸橋  おまる 宮崎 高鍋町    小丸川       渡船（兀ノ下の渡し） 

R0075 小丸大橋  おまるおお 宮崎    県道 19号 小丸川 1948 323.5 6  

          （旧橋より 400ｍ下流）連続トラス ｌ＝49+56+49 ポニー連続トラス ｌ＝2ｘ（3@29） 

R0076 竹鳩橋  だけく  宮崎 高鍋町    小丸川 1956   ＲＣ潜水橋 

R0077 高城橋  たかじょう 宮崎 木城町  県道 312号 小丸川 1954 159.7 5.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝30+32+35+32+30 

R0078 川原橋  かわばる 宮崎 木城町  県道 40号 小丸川 1966 129.5 6 永久橋 

R0079 一歩橋    宮崎 木城町    小丸川     

R0080 （川原ダム）   宮崎      小丸川     

R0081 中八重橋  なかばえ 宮崎 木城町    小丸川 1965 101 3.6 上路トラス n＝2 

R0082 竹の鼻橋？   宮崎 木城町    小丸川     

R0083 芋ケ八重橋   宮崎 木城町    小丸川 1971 71.4 2 木橋 

R0084 戸崎橋  とざき  宮崎 木城町  県道 19号 小丸川 1962 120 4 ＲＣオープンアーチ n＝4 

R0085 （ダム）    宮崎      小丸川     

R0086 尾鈴橋  おすず 宮崎 木城町・日向市(東郷町) 県道 19号 小丸川 1950 110.6 4.5  

                鋼中路2ヒンジブレースドリブアーチ ｌ＝100 

R0087 上野野橋    宮崎 日向市(東郷町) 県道 22号 小丸川 1950 80.6 4.5  

                トラス ｌ＝40 中路鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ20.3 

R0088 尾鈴橋    宮崎 日向市(東郷町)   小丸川     

R0089 柳原橋    宮崎 日向市(東郷町)   小丸川     

R0090 天神橋    宮崎 日向市(東郷町)   小丸川 1966   永久橋 

R0091 越表橋    宮崎 日向市(東郷町)   小丸川 1964   永久橋 

R0092 六蔵橋    宮崎 日向市(東郷町)   小丸川     

R0093 吾渡大橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0094 名木橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0095 ころも橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0096 長堀橋    宮崎 日南市（南郷町） 県道 39号 小丸川     

R0097 浜砂橋  はまご 宮崎 日南市（南郷町）   小丸川 1911    

R0098 天神橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0099 入田橋  にゅうた 宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0100 川上迫橋    かわかみさこ 宮崎 日南市（南郷町）   小丸川 1955   永久橋 

R0101 鬼神野橋  きじの  宮崎 日南市（南郷町） 国道 388号 小丸川     

R0102 鬼神野大橋 きじのおお 宮崎 日南市（南郷町）   小丸川 1911   木桁橋 

R0103 鬼神橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0104 市谷大橋  いちや 宮崎 日南市（南郷町） 国道 388号 小丸川     

R0105 鬼神野大橋 きじのおお 宮崎 日南市（南郷町） 農免道路 小丸川     

R0106 牛山橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0107 松の内橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川 1918 20 2.7  

R0108 新屋敷橋    宮崎 日南市（南郷町）   小丸川     

R0109 天狗橋    宮崎 日向市(東郷町)   渡川     

R0110 中村橋    宮崎 日向市(東郷町)   渡川     

R0111 （渡川ダム）   宮崎      渡川     

R0112 渡川橋  どかわ 宮崎 日向市(東郷町)   渡川  1932 32 5.5  

                ＲＣ上路 1 ヒンジ充腹アーチ ｆ＝4.2 ｌ＝28.1 

R0113 (新)渡川橋 どがわ 宮崎 日向市(東郷町)   渡川  1951 81 4.5 連続鈑桁 ｌ＝20+40+20 

R0114 とがわおお橋   宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0115 備中大橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0116 下古園橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0117 ひたかず大橋   宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0118 つるの橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0119 中央橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川  1952   永久橋 

R0120 平城橋  ひらじょう 宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0121 宮田橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0122 門出橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0123 田出原橋    宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0124 塚の原橋  つかのはる 宮崎 日南市（南郷町）   渡川     

R0130 美々津大橋 みみつおお 宮崎 日向市  国道 10号 耳川  1967 334.8 7+1.8  

          PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝51.4+63.5+63.5+51.4 ＲＣスラブ橋 ｌ＝2ｘ（4@12.9 ） 

R0131 耳川橋梁（美々津橋梁） 宮崎 日向市  国鉄日豊線 耳川  1986  単線  

                トラス ｌ＝1ｘ98+1ｘ81 鈑桁 ｌ＝12ｘ22.3 

R0132 美々津橋  みみつ 宮崎 日向市    耳川  1934 168.7 7.5  

           鋼上路連続スパンドレルブレースドアーチ ｌ＝2@64.4 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ17.8  

R0133 耳川大橋    宮崎 日向市  広域農道 耳川     



 ３ 

R0134 福瀬大橋    宮崎 日向市（東郷町） 県道 51号 耳川  1957   ゲルバートラス 

R0135 冠橋    宮崎 日向市（東郷町）   耳川  1990   トラス n＝2 

R0136 東郷橋    宮崎 日向市（東郷町）   耳川  1949 202.5 4.5  

             中路ポニートラス ｌ＝2ｘ30 鈑桁 ｌ＝3ｘ25+1ｘ20.5 +2ｘ23.5 

R0137 東郷大橋    宮崎 日向市（東郷町） 国道 446号 耳川     

R0138 八重原橋  やえばる 宮崎 日向市（東郷町）   耳川  1949 174 4.5  

          鋼中路ランガートラス ｌ＝61.8 上路トラス ｌ＝1ｘ13.3+2ｘ26 木桁橋 ｌ＝9ｘ5.2 

R0139 八重原大橋   宮崎 日向市（東郷町） 国道 327号 耳川     

R0140 大内原発電所ダム  宮崎 日向市（東郷町）   耳川     兼用 

R0141 石峠橋    宮崎 美郷町    耳川     

R0142 下鶴大橋    宮崎 美郷町    耳川     

R0143 原良橋    宮崎 美郷町    耳川     

R0144 和田大橋    宮崎 美郷町    耳川     

R0145 立石橋    宮崎 美郷町    耳川     

R0146 西郷ダム    宮崎      耳川     

R0147 小原橋    宮崎 美郷町    耳川     

R0148 小市所橋    宮崎 美郷町・諸塚村   耳川     

R0149 ？     宮崎 美郷町・諸塚村   耳川     吊橋 

R0150 荒谷橋    宮崎 美郷町・諸塚村   耳川     

R0151 鳥の巣ダム   宮崎   耳川     

R0152 夢の大橋    宮崎 美郷町・諸塚村 国道 327号 耳川     

R0153 虹の大橋    宮崎 美郷町・諸塚村 国道 327号 耳川     

R0154 椎原吊橋    宮崎 美郷町・諸塚村   耳川  1959 68 5  

                吊橋 ｌ＝68 鋼補剛トラス 木床 ＲＣ塔 

R0155 ？     宮崎      耳川  1980 68 7 トラス ｌ＝67 

R0156 尾佐渡橋    宮崎 美郷町・諸塚村   耳川     

R0157 山瀬橋    宮崎 美郷町・諸塚村   耳川     

R0158 塚原ダム    宮崎      耳川     

R0159 松尾新橋    宮崎 椎葉村    耳川     

R0160      宮崎 椎葉村    耳川     吊橋 

R0161 松尾橋    宮崎 椎葉村    耳川     

R0162      宮崎 椎葉村    耳川     吊橋 

R0163      宮崎 椎葉村    耳川     吊橋 

R0164 尾平ダム    宮崎      耳川     

R0165      宮崎 椎葉村    耳川     

R0166      宮崎 椎葉村    耳川     

R0167      宮崎 椎葉村    耳川     

R0168 上椎葉ダム   宮崎      耳川     

R0180 （大瀬川）  おおせかわ 宮崎        

R0181 鷺島橋  さぎじまばし 宮崎 延岡市    大瀬川 1957 285.6 5.6 鋼合成箱桁 ｌ＝40.9 ｎ＝7 

R0182 須崎橋  すざきばし 宮崎 延岡市    大瀬川 1965 268.3 8.1 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ44.8 

R0183 安賀多橋  あがたばし 宮崎 延岡市    大瀬川 1937 252.3 15 ＲＣゲルバー桁 

R0184 大瀬橋  おおせ 宮崎 延岡市    大瀬川 1952 156 7.5 鈑桁 ｌ＝6ｘ25.5 

R0185 大瀬大橋  おおせおおはし 宮崎 延岡市    大瀬川    桁橋 

R0186 （五ケ瀬川）   宮崎        

R0187 延岡大橋    宮崎 延岡市  国道 10号 五ケ瀬川 1975 443.5（537） 8.5+2.5  

             ＰＣ有ヒンジ連続箱桁 ｌ＝（44.6+64+44.6）+（48+3@64+48） 

R0188 五ケ瀬川橋梁 ごせかわ 宮崎 延岡市  日豊本線 五ケ瀬川 1986 ≒259    

               ＰＣ桁 ｌ＝1ｘ32.3+4ｘ38.4+1ｘ32.3+6ｘ46.4+1ｘ32.3  

R0189 1銭橋    宮崎      五ケ瀬川 1927   木橋 

R0190 五ケ瀬橋    宮崎 延岡市    五ケ瀬川 1993 117.5 8+2@3.5 連続鈑桁 

R0191 板田橋  いただ 宮崎 延岡市  県道 16号 五ケ瀬川 1935 116 15 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝18.5+3@26+18.5 

R0192 亀井橋    宮崎 延岡市    五ケ瀬川 1963 128 12.5 ＰＣ箱桁  

R0193 松山橋    宮崎 延岡市    五ケ瀬川 1991 146 9.75 桁橋 

R0194 小峰潜水橋   宮崎 延岡市    五ケ瀬川     

R0195 天下橋    宮崎 延岡市    五ケ瀬川 1973 133 6.5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ32.5 

R0196 岩熊大橋    宮崎 延岡市    五ケ瀬川 1997 266 7.75 桁橋 

R0197 上南方橋    宮崎 延岡市    五ケ瀬川 1979   連続箱桁 

R0198 笠下橋    宮崎 延岡市（北方町）   五ケ瀬川 1986   桁橋 

R0199 うさぎ橋    宮崎 延岡市（北方町）   五ケ瀬川 1992 127.5 2（歩道） 吊床版橋 ｌ＝115 

R0200 ？     宮崎 延岡市（北方町） 高千穂鉄道 五ケ瀬川     

R0201 川水流橋    宮崎 延岡市（北方町）   五ケ瀬川 1968 150 6  

              トラス ｎ＝1 ポニートラス ｌ＝3 ｘ39.4 （伸長） ＰＣ橋 

R0202 天馬大橋   てんまおおはし 宮崎 延岡市（北方町）   五ケ瀬川 1995 320  ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｎ＝3 

R0203 早日渡橋  はやひと 宮崎 延岡市（北方町）   五ケ瀬川 1959 138.2 4.1 ポニートラス ｎ＝2 ＲＣ桁  

R0204 干支大橋  えと  宮崎 延岡市（北方町） 国道 218号 五ケ瀬川 1995 385 8+2  

                鋼中路固定ブレースドリブアーチ ｌ＝275  

R0205 城大橋    宮崎 延岡市（北方町）   五ケ瀬川 1964 100 4 トラス +桁橋 n＝（1+1） 
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R0206 第 2？    宮崎 延岡市（北方町） 高千穂鉄道 五ケ瀬川   単線   

R0207 梁崎橋    宮崎 日ノ影町  林道  五ケ瀬川 1961   トラス ＲＣ桁 

R0208 新八戸橋  しんやど 宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 1976 168  鋼上路ﾗﾝｶﾞｰ桁 ｌ＝112 

R0209 八戸ダム    宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川     

R0210 第三五箇瀬川橋梁  宮崎 日ノ影町  高千穂鉄道 五ケ瀬川 1939 274.8 単線 トラス橋 ｌ＝1ｘ46.8 RC方杖橋 

R0211 吾味橋    宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 1996   鋼ランガー桁 

R0212 五ケ瀬川橋梁   宮崎 日ノ影町  高千穂鉄道 五ケ瀬川 1939    

R0213 五ケ瀬橋  ごかせばし 宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 1973   トラス +桁橋 

R0214 日ノ影大橋 ひのかげ 宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 1961   鋼ランガー桁 鈑桁 

R0215 岩井川橋    宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 1958 62 5.5 トラス ｌ＝1ｘ61 

R0216 竜天橋  りゅうてん 宮崎 日ノ影町   林道宇目・須木 五ケ瀬川 1990 260 6.5+1.5 鋼上路ローゼ 

R0217 大薗橋  おおぞの 宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 1948 60 2 吊橋 木造 

R0218 松ノ木ダム   宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川     

R0219 高松大橋  たかまつ 宮崎 日ノ影町    五ケ瀬川 2000 463.2 6.25+1.5 ＲＣオープンアーチ ｌ＝260 

R0220 鶴の平橋    宮崎 高千穂町・日ノ影町  五ケ瀬川     

R0221 水ケ崎橋  すいがさき 宮崎      五ケ瀬川 1957 50 3.6 トラス ｌ＝1ｘ49.2+鈑桁 

R0222 青葉大橋  あおばおお 宮崎 高千穂町    五ケ瀬川 1997 270 7.25+2.5 ＲＣオープンアーチ ｌ＝180 

R0223 青葉橋  あおばばし 宮崎 高千穂町    五ケ瀬川     

R0224 御橋  みはし 宮崎 高千穂町    五ケ瀬川     

R0225 槍飛橋    宮崎 高千穂町    五ケ瀬川     

R0226 神橋  しん  宮崎 高千穂町    五ケ瀬川 1947 38.5 4.5 ＲＣｱｰﾁ 

R0227 高千穂大橋  たかちほおお 宮崎 高千穂町  国道 218号 五ケ瀬川 1955 96.7 6  

               鋼上路 2 ヒンジソリッドリブアーチ ｆ＝20 ｌ＝80 

R0228 たかた橋    宮崎 高千穂町    五ケ瀬川 1960 60   

R0229 渡帰之瀬橋   宮崎 五ケ瀬町・高千穂町  五ケ瀬川     

R0230 桑野内ダム   宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0231 花上橋？    宮崎・熊本 五ケ瀬町・山都町（蘇陽町）  五ケ瀬川     

R0232 滝下橋    熊本 山都町（蘇陽町）   五ケ瀬川     

R0233 蘇陽橋  そよう  熊本 山都町（蘇陽町） 国道 218号 五ケ瀬川 1973 58   

R0234 馬見原橋  まみはら 熊本 山都町（蘇陽町）   五ケ瀬川 1995 38  鋼橋 

R0235 両国橋    熊本・宮崎 山都町（蘇陽町）五ケ瀬町 国道 265 五ケ瀬川 1972 456   

R0236 原尾野橋    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0237 三河橋  みかわ 宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0238 新祇園橋    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0239 祇園橋    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0240 広瀬橋    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0241 広戸橋    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0242      宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0243 渡瀬橋？    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0244 本屋敷橋    宮崎 五ケ瀬町    五ケ瀬川     

R0260 （本庄川）          

R0261 柳瀬橋    宮崎 宮崎市  県道 352号 綾南川 1963 359 6 トラス n＝2 ＰＣ桁 

R0262 ？     宮崎 宮崎市  東九州自動車道 綾南川 2001    

R0263 本庄橋    宮崎 国富町  県道 24号 綾南川 1958 227 6 ＰＣ桁 ｌ＝28 

R0264 森永橋    宮崎 国富町    綾南川     

R0266 元町橋    宮崎 綾町   県道 17号 綾南川 1962 88.6 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝28.9+30.9+28.9 

R0267 三本松橋    宮崎 綾町     綾南川     

R0268 綾南川橋    あやなんがわ 宮崎 綾町   県道 358号 綾南川 1962 136 6 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ27.2 

R0269 上畑橋    宮崎 綾町   県道 26号 綾南川 1939   永久橋  

R0270 綾の照葉大橋   宮崎 綾町     綾南川 1984 250 1.2 鋼吊橋 単径間 

R0271 かじか橋    宮崎 綾町     綾南川  75 1.2 鋼吊橋 単径間 

R0272 綾南ダム  あやみなみ 宮崎      綾南川 1958   H＝64 重力式 宮崎県 

R0290 亀沢橋    宮崎 えびの市    川内川 1964 130.8 3.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ26.2 

R0291 下眞幸橋    宮崎 えびの市    川内川 1967 144.1 7.5   

R0292 眞幸堰管理橋   宮崎 えびの市    川内川     

R0293 眞幸橋    宮崎 えびの市  国道 447号 川内川 1977 155 11.5 鈑桁 ｌ＝57.3 

R0294 上眞幸橋    宮崎 えびの市    川内川 1967 140.6 3.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ28.1 

R0295 ？     宮崎 えびの市    川内川     

R0296 徳満橋    宮崎 えびの市    川内川     

R0297 湯田橋    宮崎 えびの市    川内川 1962 187.5 3  

R0298 川内川橋    宮崎 えびの市   九州自動車道 川内川     

R0299 榎田橋    宮崎 えびの市    川内川 1968 156.5 2.5 合成Ｈ型桁 ｌ＝7ｘ22.3 

R0300 新加久藤橋   宮崎 えびの市    川内川     

R0301 加久藤橋    宮崎 えびの市  国道 268号 川内川 1952 148 5.5  

R0302 池島大橋    宮崎 えびの市    川内川     

R0303 川鶴橋    宮崎 えびの市    川内川 1957 159.9 3.5  

R0304 前田橋    宮崎 えびの市    川内川 1963 96 3.65 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ23.8 

R0305 飯野橋    宮崎 えびの市 国 道 221号 川内川 1958 89.4 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝27+34.7+27 
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R0306 麓橋    宮崎 えびの市    川内川 1967 99.8 6 Ｈ型桁 ｌ＝4ｘ24.9 

R0307 小牧橋    宮崎 えびの市    川内川     

R0308 佐牛野橋 さぎゅうの  宮崎 えびの市    川内川     

R0309 坂下橋    宮崎 えびの市    川内川     

R0310 石床橋    宮崎 えびの市    川内川     

R0311 桜田橋    宮崎 えびの市    川内川 1968 156.5 2.5 Ｈ型桁 ｌ＝7x22.3 

R0320 川島橋  かわしま 宮崎 延岡市  国道 388号 北川  1969 254 7  

              (旧橋と平行)鋼ランガー ｌ＝1ｘ90 合成鈑桁 ｌ＝4ｘ40 

R0321 鹿小路橋    宮崎 延岡市    北川     

R0322 的野大橋    宮崎 延岡市    北川     

R0323 長井大橋    宮崎 延岡市  延岡市道 北川     

R0324 北川橋梁    宮崎 延岡市   国鉄日豊本線 北川  1923  単線 鈑桁 ｌ＝11ｘ21+9ｘ12 

R0325 川坂大橋    宮崎 延岡市    北川     

R0326 熊田橋  くまた  宮崎 延岡市    北川  1965 185 7 合成鈑桁 ｌ＝35.2+3ｘ38.2+35.2 

R0327 北川大橋    宮崎 延岡市  国道 10号 北川     

R0328 恵比須橋    宮崎 延岡市  国道 326号 北川     

R0329 大黒橋    宮崎 延岡市  国道 326号 北川     

R0330 毘沙門橋    宮崎 延岡市  国道 326号 北川     

R0331 ？     宮崎 延岡市  国道 326号 北川     

R0332 ？     宮崎 延岡市  国道 326号 北川     

R0333 ？     宮崎 延岡市  国道 326号 北川     

R0334 椎屋大橋    宮崎 延岡市    北川  1967    

R0335 （北川ダム）   宮崎 佐伯市    北川     

R0340 木崎大橋    宮崎 宮崎市  国道 220号 清武川     

R0341 木崎橋    宮崎 宮崎市  県道  清武川 1954 107 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝33.3+40.5+33.3 

R0342 ？     宮崎 宮崎市  JR日南線 清武川 1913    

R0345 木原大橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0346 上使橋    宮崎 宮崎市(清武町) 県道 27号 清武川 1967    

R0347 清滝橋    宮崎 宮崎市(清武町) 県道 13 清武川 1957 141 6 ＲＣ橋  

R0348 新町橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0349 清武川橋梁  きよたけかわ 宮崎 宮崎市(清武町) JR日豊本線 清武川 1915 ≒123 単線 鈑桁 ｌ＝10ｘ12.2 

R0350 ？     宮崎 宮崎市(清武町)   清武川    トラス ｌ＝1ｘ40+鈑桁  

R0351 新清武橋    宮崎 宮崎市(清武町) 国道 269号 清武川     

R0352 清武橋    宮崎 宮崎市(清武町) 県道 13号 清武川 1953    

R0353 清武大橋    宮崎 宮崎市(清武町) 県道 348号 清武川     

R0354 清武川橋    宮崎 宮崎市(清武町) 宮崎自動車道 清武川 1981    

R0355 庵屋橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0356 ？     宮崎 宮崎市(清武町) 東九州自動車道 清武川 2000    

R0357 前の下橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0358 坂下橋    宮崎 宮崎市(清武町) 県道 336号 清武川     

R0359 萩ケ瀬橋    宮崎 宮崎市(清武町) 県道 28号 清武川     

R0360 仮屋橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0361 上屋敷橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0362 ？     宮崎 宮崎市(清武町) JR日豊本線 清武川 1916    

R0363 上ノ原橋    宮崎 宮崎市(清武町)   清武川     

R0370 祝子大橋  ほうりおお 宮崎 延岡市  国道 10号 祝子川 1966 128 17.5 ＰＣ箱桁橋 ｌ＝4ｘ32 

R0371 ？     宮崎 延岡市    ＪＲ日豊本線 祝子川 1922    

R0372 祝子橋  ほうり  宮崎 延岡市  県道 16号 祝子川 1948 101.4 5.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝17.7+3@22+17.7 

R0373 小山橋    宮崎 延岡市    祝子川 1955    

R0374 祝子清流橋   宮崎 延岡市    祝子川     

R0375 黒岩大橋    宮崎 延岡市    祝子川 1960    

R0376 桑平橋    宮崎 延岡市  県道 207号 祝子川     

R0377 浜砂ダム  はまご 宮崎      祝子川 1991   H=42.7 重力式 宮崎県 

R0378 祝子川橋    宮崎      祝子川 1954  森林用  鈑桁  

R0390 （深年川）    宮崎        

R0391 塚原橋    宮崎 国富町    深年川     

R0392 太田原橋    宮崎 国富町  県道 26号 深年川     

R0393 宮下橋    宮崎 国富町    深年川     

R0394 （三名川）    宮崎 国富町       

R0395 三名橋    宮崎 国富町  県道 24号 三名川     

R0396 陣の下橋    宮崎 国富町    三名川     

R0397 上の丸橋    宮崎 国富町    三名川     

R0398 森田橋    宮崎 国富町    三名川     

R0399 門前橋    宮崎 国富町    三名川     

R0400 仮屋橋    宮崎 国富町    三名川     

R0401 栗巣橋    宮崎 国富町    三名川     

R0402 星ケ平橋    宮崎 国富町    三名川     

R0403 堂ケ迫橋    宮崎 国富町    三名川     
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R0404 大坪橋    宮崎 国富町    三名川     

R0405 中別府橋    宮崎 国富町  県道 40号 三名川     

R0420 広渡大橋    宮崎 日南市  国道 220号 広渡川     

R0421 広渡橋    宮崎      広渡川 1931   木橋  

R0422 益安橋    宮崎 日南市  県道 28号 広渡川 1966    

R0423 公園大橋    宮崎 日南市  県道 434号 広渡川     

R0424 東郷橋    宮崎 日南市    広渡川     

R0425 松永橋    宮崎 日南市（北郷町） 県道 431号 広渡川     

R0426 大藤橋    宮崎 日南市（北郷町）   広渡川 1962   ＰＣ桁 

R0427 ？     宮崎 日南市（北郷町） 県道 28号 広渡川     

R0428 ？     宮崎 日南市（北郷町） JR日南線 広渡川 1963    

R0429 谷之城橋    宮崎 日南市（北郷町）   広渡川 1962 127 4 ＲＣ桁 

R0430 ？     宮崎 日南市（北郷町） 県道 429号 広渡川     

R0431 ？     宮崎 日南市（北郷町） 県道 28号 広渡川     

R0432 坂元橋    宮崎 日南市（北郷町）   広渡川     

R0433 昼野橋    宮崎 日南市（北郷町）    広渡川 1935   吊橋  

R0434 ？     宮崎 日南市（北郷町） 県道 33号 広渡川 1959   鈑桁  

R0435 北郷大橋    宮崎 日南市（北郷町）   広渡川     

R0436 広渡ダム    宮崎      広渡川 1994   H=60 重力式 宮崎県 

R0450 五十鈴大橋   宮崎 門川町  国道 10号 五十鈴川     

R0451 五十鈴橋    宮崎 門川町    五十鈴川 1960 161.2 8 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ23 

R0452 五十鈴川橋梁 いすず 宮崎 門川町    JR日豊本線 五十鈴川 1922 ≒121 単線  鈑桁 ｌ＝9ｘ12.2 

R0453 分蔵大橋    宮崎 門川町    五十鈴川     

R0454 更正橋    宮崎 門川町  県道 225号 五十鈴川     

R0455 松瀬大橋    宮崎 門川町    五十鈴川     

R0456 黒本橋    宮崎 美郷町  国道 388号 五十鈴川     

R0457 轟橋    宮崎 美郷町    五十鈴川     

R0458 あかり橋    宮崎 美郷町    五十鈴川     

R0459 下ノ原橋    宮崎 美郷町    五十鈴川     

R0460 ？     宮崎 美郷町  国道 388号 五十鈴川     

R0461 ？     宮崎 美郷町  国道 388号 五十鈴川     

R0462 ？     宮崎 美郷町  国道 388号 五十鈴川     

R0471 川久保橋    宮崎 綾町   県道 26号 綾北川     

R0472 入野橋    宮崎 綾町   県道 40号 綾北川 1963 101.6 3.7 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ20.3 

R0473 綾尾堂橋    宮崎 綾町     綾北川     

R0474 小田爪橋    宮崎 綾町   県道 361号 綾北川     

R0475 古賀根橋ダム こがねばし 宮崎      綾北川 1958   H＝32 重力式 宮崎県 

R0476 綾北ダム  あやきた 宮崎      綾北川 1960   H＝75.3 アーチダム 宮崎県 

R0485 一ツ瀬川橋梁   宮崎 宮崎市・新富町 国鉄日豊本線 一ツ瀬川 1920 ≒483 単線  鈑桁 ｌ＝23ｘ21.3 

R0486 北大淵橋    宮崎 新富町    一ツ瀬川 1886 263.6 4.5 木橋 

R0487 (南)大淵橋   宮崎 宮崎市    一ツ瀬川 1886 127 4.5 木橋 中洲をはさんで 

R0488 福島橋    宮崎      一ツ瀬川 1911 119 4.5 木造ハウトラス  

R0489 日向大橋    ひゅうがおお 宮崎 宮崎市・新富町 国道 10号 一ツ瀬川 1954 562.3 7.5  

           鋼ローゼ桁 ｌ＝3ｘ67 鈑桁 ｌ＝23.3 （ｌ＝23.3+3ｘ67.9+35.6+12@23.8+23.2）  

R0490 一ツ瀬橋    宮崎 宮崎市・新富町 県道 44号 一ツ瀬川 1964 559.2 6 トラス n＝6 ＰＣ橋 

R0491 潜水橋    宮崎 新富町    一ツ瀬川     

R0492 柳瀬大橋    宮崎 新富町  農免道路 一ツ瀬川  402. 6.75+2@0.6 鋼連続箱桁 ｎ＝6 

R0493 新瀬口橋    宮崎 西都市  県道  一ツ瀬川     

R0494 瀬口橋    宮崎      一ツ瀬川    廃橋 

R0495 山角橋    宮崎 西都市  県道 318号 一ツ瀬川 1953 108 4.5 ポニーワーレントラス ｌ＝3ｘ35.8 

R0496 千田潜水橋   宮崎 西都市    一ツ瀬川     

R0497 下水流大橋   宮崎 西都市    一ツ瀬川 1999    

R0498 千畑潜水橋   宮崎 西都市    一ツ瀬川     

R0499 穂北橋    宮崎 西都市  県道 22号 一ツ瀬川 1958- 152 5.5 ＲＣ橋  

R0500 杉安橋    宮崎 西都市  国道 219号 一ツ瀬川     

R0501 ？     宮崎 西都市    一ツ瀬川    RC潜水橋 

R0502 （杉安ダム）   宮崎      一ツ瀬川 1963   H＝39.5 アーチダム 

R0510 トロピカルブリッジ  宮崎 宮崎市    加江田川     

R0511 鵜来橋    宮崎 宮崎市  国道 220号 加江田川 

R0512 ？     宮崎 宮崎市  JR日南線 加江田川 

R0513 加江田橋    宮崎 宮崎市    加江田川 

R0514 天神橋    宮崎 宮崎市  県道 376号 加江田川 

R0515 第一竹の内橋   宮崎 宮崎市  県道 339号 加江田川 

R0516 第二竹の内橋   宮崎 宮崎市  県道 339号 加江田川 

R0517 ？     宮崎 日南市（北郷町）   加江田川 

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

 


