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FR46:川を渡る橋・鹿児島県 
 

 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 菱田橋  ひしだ 鹿児 志布志市（有明町）国道 220号 菱田川 1968 112 8.5 PC桁 

R0002 田尾橋    鹿児 志布志市（有明町）  菱田川     

R0003 野井倉大橋   鹿児 志布志市（有明町）  菱田川     

R0004 蓬原橋    鹿児 志布志市（有明町）県道 523号 菱田川     

R0005 中野橋    鹿児      菱田川     

R0006 有明大橋    鹿児 志布志市（有明町） 広域農道 菱田川 1981 212 6.75+1.5 鋼上路ローゼ l=140 

R0007 ？     鹿児    県道  菱田川     

R0008 市柴橋  いちしば 鹿児 曽於市（大隅町）・志布志市（有明町） 菱田川 1906 36 3.6 石造アーチ l＝9.2 n＝3 

R0009 市吉橋    鹿児 曽於市（大隅町）   菱田川 1917 13 3 石造アーチ  

R0010 蕨谷橋    鹿児 曽於市（大隅町）   菱田川 1949 12 3 石造アーチ 

R0011 松山橋  まつやま 鹿児 志布志市（松山町）  菱田川 1914 26.7  石造アーチ l＝12.5 n＝2 

R0012 ？     鹿児    県道  菱田川     

R0013 のくび橋    鹿児 志布志市（松山町）  菱田川     

R0014 やや川橋    鹿児 志布志市（松山町）  菱田川 1921 17  l＝16 

R0015 下川原橋    鹿児 曽於市（末吉町）   菱田川     

R0016 霜月田橋  しもつきでん 鹿児 曽於市（末吉町）   菱田川 1927 14.9  石造アーチ l＝14.2 

R0017 前田橋    鹿児 曽於市    菱田川     

R0018 岩北橋    鹿児 曽於市    菱田川     

R0019 中園橋    鹿児 曽於市    菱田川     

R0030 報効橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0031 下樋底橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0032 樋底橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0033 大淀川橋梁   鹿児 曽於市(末吉町) 国鉄志布志線 大淀川 1923 ≒18 単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ18.3 バス化する， 

R0034 浜田橋    鹿児 曽於市(末吉町) マインロード末吉（旧鉄道） 大淀川 自転車道  

R0035 森田橋    鹿児 曽於市(末吉町) 国道 269号 大淀川 1903   石橋 

R0036 百入橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1929    

R0037 田ノ神橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1953    

R0038 権現橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0039 小緑橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1952    

R0040 本明橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0041 重橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0042 塚本橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1952    

R0043 陣の下橋  じんのした 鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1933 33  ＲＣ橋 ｌ＝16 ｎ＝2 

R0044 三枝橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1952    

R0045 下津橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0046 中津橋  なかつ 鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1939 21  ＲＣ桁 ｌ＝7.7 ｎ＝3 

R0047 富田橋    鹿児 曽於市(末吉町) 県道 71 大淀川     

R0048 山口殿橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0049 柿木橋    鹿児 曽於市(末吉町) 県道 499 大淀川     

R0050 柿木上橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0051 東柿木橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0052 境橋  さかい 鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1935 11，5 5 石造アーチ橋 ｌ＝8.9 

R0053 下高岡橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0054 ？     鹿児 曽於市(末吉町) 県道 71 大淀川     

R0055 高岡橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1921 8.9 5 石造アーチ l＝7.2 

R0056 上高岡橋    かみたかおか 鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川 1935 9  石造アーチ 

R0057 前田橋    鹿児 曽於市(末吉町)   大淀川     

R0070 第一有明橋 ありあけ 鹿児 肝付町・東串良町   肝属川 1963 120 6 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ30 

R0071 第二有明橋 ありあけ 鹿児 肝付町    肝属川 1961 300 6 ＰＣ桁 ｌ＝10ｘ30ｍ 

R0072 俣瀬橋  またせ 鹿児 肝付町・東串良町   肝属川 1957 225 5 合成鈑桁 ｌ=22.5+35.4+4ｘ35+3ｘ35.4 

R0073 池之園橋    鹿児 肝付町（高山町）・東串良町 肝属川 1963 174.1 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝6ｘ28.7+21.3 

R0074 肝属川橋梁   鹿児    国鉄大隈線 肝属川 1938 158.7 単線 単純鈑桁 ｌ＝8ｘ19.8 廃線 

R0075 高良橋  たから 鹿児 鹿屋市（串良町）   肝属川 1957 135 5 合成鈑桁 ｌ=2ｘ20.5+20.7+2ｘ25.5+21.3 

R0076 永田橋    鹿児 肝付町（高山町）・鹿屋市（串良町） 肝属川     

R0077 宮下橋    鹿児 肝付町（高山町）   肝属川 1963 142.5 6 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ23.8 

R0078 馬込橋    鹿児 鹿屋市（吾平町）   肝属川 1962 87.5 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ28.7 

R0079 流合橋    鹿児 鹿屋市（吾平町）   肝属川    木橋 

R0080 ？     鹿児      肝属川 1968 140.2 4 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ28 

R0081 役所の下橋   鹿児 鹿屋市    肝属川 1966 48.3 4.7 Ｈ型桁 ｌ＝3ｘ16.1 

R0082 ？     鹿児 鹿屋市    肝属川     



 ２ 

R0083 ？     鹿児 鹿屋市    肝属川     

R0084 朝日橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1968 28 4 ＰＣ橋 ｌ＝2ｘ14 

R0085 山中橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1930 22.4 4 ＲＣ連続桁橋 ｌ＝11.7+10.7 

R0086 古城橋    鹿児      肝属川     

R0087 栄橋  えい  鹿児 鹿屋市    肝属川 1940 31.8 ｌ＝3ｘ10.6 

R0089 朝日橋    鹿児      肝属川     

R0090 新町橋    鹿児      肝属川     

R0091 鹿野橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1928 28.7 6.5+4 ＲＣ連続桁 ｌ＝3ｘ9.5 

R0092 見取橋    鹿児      肝属川     

R0093 大園橋（めがね橋） おおぞの 鹿児 鹿屋市    肝属川 1904 25 4.15 石造アーチ l＝2ｘ10.5 

R0094 昭和橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1935 31.9 5.5 ＲＣ桁橋 ｌ＝3ｘ10.6 

R0095 狩長橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1960   ＲＣゲルバー桁橋 ｌ＝7+20+7 

R0096 安住寺橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1963 20.8 "3,6" ＰＣ橋 ｌ＝7.6+2ｘ6.6 

R0097 大正橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1965 43.2 5.5 合成鈑桁 ｌ=3ｘ14.4 

R0098 王子橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1965 28 4 ＲＣ連続桁 ｌ＝7+14+7 

R0099 河原田橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1966 43.3 4 Ｈ型桁橋 ｌ＝3ｘ14.4 

R0100 柳橋    鹿児 鹿屋市    肝属川 1967 21.4 5.5 合成鈑桁 ｌ=15 ｎ＝3 

R0101 宮下橋    鹿児      肝属川 1963 142.5 6 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ23.8 

R0120 サンセットブリッジ  鹿児 南さつま市    万之瀬川    自転車道 

R0121 上ノ山橋    鹿児 南さつま市    万之瀬川 1967 85 5 ＲＣ橋 

R0122 第二万之瀬橋 まのせ 鹿児 南さつま市  県道 20 万之瀬川 1959 114 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ22.5 

R0123 万之瀬川橋梁 まのせがわ 鹿児 南さつま市  南薩鉄道 万之瀬川 1914  単線  鉄道廃止  

R0124 万之瀬橋  まのせ 鹿児 南さつま市  国道 270号 万之瀬川 1927 80 5.4 ＲＣ橋  

R0125 村原橋  むらはら 鹿児 南さつま市    万之瀬川 1933 84 4.1 ＲＣ橋 ｌ＝13.5 ｎ＝6 

R0126 花川橋    鹿児 南さつま市    万之瀬川     

R0127 越ケ原橋    鹿児 南九州市    万之瀬川     

R0128 轟橋    鹿児 南九州市  国道 225号 万之瀬川 1954   桁橋 

R0129 大渡橋    鹿児 南九州市    万之瀬川 1967 102 5 鋼橋 

R0130 宮下橋    鹿児 南九州市  県道 263号 万之瀬川 1929    

R0131 広瀬橋    鹿児 南九州市    万之瀬川 1893 62 3.6 土橋  

R0132 ？     鹿児 南九州市  県道 19号 万之瀬川     

R0133 清水渓谷橋   鹿児 南九州市    万之瀬川     

R0134 市崎野橋    鹿児 南九州市    万之瀬川     

R0135 （川辺ダム） かわなべ 鹿児      万之瀬川 2002   Ｈ＝53.5 鹿児島県 

R0150 住吉橋    鹿児 霧島市  東九州自動車道 天降川 2003    

R0151 新川橋  しんかわ 鹿児 霧島市  国道 10号 天降川 1929 136.8 6.5 ＲＣ桁 ｌ＝2ｘ11+11ｘ10.5 

R0152 野口橋    鹿児 霧島市  県道 471号 天降川 1923 160 5.4 ＲＣ橋  

R0153 天降川橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0154 天降川橋梁   鹿児 霧島市   国鉄日豊本線 天降川 1929    

R0155 参宮橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0156 泉帯橋  せんたい 鹿児 霧島市  県道 472号 天降川 1939 134  ＲＣ桁 ｌ＝21 ｎ＝7 

R0157 侏儒どん橋   鹿児 霧島市    天降川   歩道  

R0158 日当山橋  ひなたやま 鹿児 霧島市    天降川 1933 134 5.5 ＲＣ橋 ｌ＝19.6 

R0159 若鮎橋    鹿児 霧島市  県道 2号 天降川     

R0160 湯田橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0161 ？     鹿児    県道 470号 天降川     

R0162 妙見大橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0163 虹の吊橋    鹿児      天降川     

R0164 安楽橋  あんらく 鹿児 霧島市  国道 223号 天降川 1929 22.5 6 ＲＣオープンアーチ 

R0165 山の湯橋    鹿児      天降川     

R0166 ラムネ橋    鹿児 霧島市  国道 223号 天降川     

R0167 塩浸橋    鹿児 霧島市  国道 223号 天降川     

R0168 ？     鹿児 霧島市  国鉄肥薩線 天降川 1903    

R0169 第二赤水橋   鹿児 霧島市  県道 445号 天降川     

R0170 下原橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0171 新高原橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0172 中 j島橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0173 ？     鹿児 霧島市  国鉄肥薩線 天降川 1903    

R0174 今村橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0175 片白橋  かたしろ 鹿児    県道 50号 天降川 1892 13.4 4 石造アーチ ｌ＝12.7 ｆ＝2.1 

R0176 山ケ野橋    鹿児 霧島市  県道 50号 天降川 1897   石造アーチ 

R0177 天降川橋    鹿児 霧島市   九州自動車道 天降川 1980    

R0178 中尾田橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0179 ？     鹿児 霧島市  国鉄肥薩線 天降川 1903    

R0180 旭橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0181 後田橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0182 宮下橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0183 金山橋    鹿児 霧島市    天降川     



 ３ 

R0184 金山橋    鹿児 霧島市  県道 55号 天降川     

R0185 第二宮下橋   鹿児 霧島市    天降川     

R0186 招魂橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0187 栗下橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0188 ？橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0189 水流橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0190 麻生原橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0191 榎田橋    鹿児 霧島市    天降川     

R0210 川内河口大橋   鹿児 薩摩川内市    川内川 1981 631.2 8.75 鋼桁橋 

R0211 開戸橋    鹿児 薩摩川内市    川内川 1968 240.9 10.5 鋼桁橋 

R0212 太平橋  たいへい 鹿児 薩摩川内市  国道 3号 川内川 1979 230 15.5+2@3 鋼箱桁？ 

R0213 川内川橋梁  せんだいかわ 鹿児 薩摩川内市  国鉄鹿児島本線 川内川 1989  単線  

              トラス ｌ＝1ｘ66.7+3ｘ46.9 鈑桁 ｌ＝2ｘ12.9+1ｘ6.25 

R0214 川内川橋梁 せんだいかわ 鹿児 薩摩川内市  九州新幹線 川内川 2004 338 複線 ＰＣ斜版橋 ｌ＝77.5+68.5+96+96 

R0215 天大橋    鹿児 薩摩川内市    川内川 1985 517.6 13 PC ラーメン連続箱桁 

R0216 白浜橋    鹿児 薩摩川内市    川内川 1979 210 4 鋼桁橋 

R0217 東郷橋    鹿児 薩摩川内市(東郷町)  川内川 1935 148.2 5.6 トラス ｌ＝3ｘ48.8 

R0218 久住橋    鹿児 薩摩川内市(東郷町)  川内川 1965 138.2 2.5 吊橋 鋼補剛トラス 鋼塔 

R0219 倉野橋  くらの  鹿児 薩摩川内市(東郷町・樋脇町) 川内川 1954 216.9 6 ＲＣ桁 

R0220 山崎橋  やまさき 鹿児 さつま町（宮之城町）  川内川 1939 142.1  ＲＣ桁？ ｌ＝31.4 ｎ＝9 

R0221 山崎大橋    やまさきおお 鹿児 さつま町（宮之城町） 国道 267号 川内川 1970 176 8.5 ＲＣ橋 

R0222 鴛鴦橋  おしどり 鹿児 さつま町（宮之城町）  川内川     

R0223 虎居橋    鹿児 さつま町（宮之城町）  川内川     渡船 

R0224 宮之城橋  みやのじょう 鹿児    国道 328号 川内川 1978 101.1 15 鋼箱桁 ｌ＝33 

R0225 宮都大橋    鹿児 さつま町（宮之城町） 国道 267号 川内川 1958 124.9 7.5 桁橋 

R0226 轟大橋    鹿児 さつま町（宮之城町） 国道 504号 川内川     

R0227 柏原橋  かしわばる 鹿児 さつま町（鶴田町・宮之城町） 国道 267号 川内川 1927 104 5.7 ＲＣ桁 ｌ＝12.8 ｎ＝8 

R0228 川口橋    鹿児 さつま町（鶴田町・宮之城町） 川内川 1960 99 1.8 吊橋 耐風索 RC塔 

R0229 新湯田橋    鹿児 さつま町（鶴田町・宮之城町） 川内川     

R0230 神子橋  こうし  鹿児 さつま町（鶴田町） 県道  川内川 1932 93.4 4.8 ＲＣ桁 ｌ＝25.1 ｎ＝5 

R0231 石倉橋    鹿児      川内川 1963 123 4.6  

              吊橋 ｌ＝91.8 2 ヒンジ鋼補剛トラス 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ15.6 

R0232 下鉄銑橋梁   鹿児   国鉄宮之城線 川内川 1937 292.8   

R0233 （川内川第二ダム）  鹿児      川内川     

R0234 （鶴田ダム）   鹿児      川内川 1965    

R0235 曽木大橋  そぎおお 鹿児 伊佐市（大口市） 県道 404号 川内川 1962 150 4.6 下流に架け替え 斜張橋 

R0236 下殿橋  しもとの 鹿児 伊佐市（大口市） 国道 267号 川内川 1978 280 11  

R0237 屋敷谷橋    鹿児 伊佐市（大口市）   川内川 1962 45 4.6  

R0238 土佐谷橋    鹿児 伊佐市（大口市）   川内川 1962 38.6 4.6  

R0239 山の神橋    鹿児 伊佐市（大口市）   川内川 1962 76.4 4.6  

               鋼ランガー桁 ｌ＝60.7 合成鈑桁 ｌ＝15.6 

R0240 下手橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川 1965 165.5 3.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ33.1 

R0241 江川橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川 1969 156 3 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ31.2 

R0242 荒田天神橋   鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川     

R0243 森山橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川     

R0244 鵜木橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川     

R0245 出口橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川     

R0246 湯ノ尾橋    鹿児 伊佐市（菱刈町） 県道 53号 川内川 1922 65 5.4 ＲＣアーチ橋 

R0247 荒瀬橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川    （左流） 

R0248 風流橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川    （右流） 

R0249 湯の元橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川 1968 74.2 3.2 （右流） 

R0250 鵜泊橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川    （左流） 

R0251 山下橋    鹿児 伊佐市（菱刈町）   川内川    （左流） 

R0252 轟橋    鹿児 湧水町（粟野町）   川内川 1956 126.2   

              石造アーチ ｌ＝18 ｎ＝2 伸長 ＲＣ連続桁 ｎ＝2+3+4  

R0253 勝栗大橋    鹿児 湧水町（粟野町）   川内川 1999    

R0254 粟野橋    鹿児 湧水町（粟野町） 国道 268号 川内川 1929 59 5.5 ＲＣ連続桁 ｌ＝2@11.8+3@11.8 

R0255 船渡橋    鹿児 湧水町（粟野町） 県道 102号 川内川     

R0256 粟野橋梁    鹿児 湧水町（粟野町） 国鉄鹿児島線 川内川 1903 単線   

R0257 ？     鹿児    国鉄肥薩線 川内川 1967 115.4 単線 鈑桁 ｎ＝4 

R0258 北方橋    鹿児 湧水町（粟野町）   川内川     

R0259 ？     鹿児      川内川    吊橋 

R0260 永山橋    鹿児 湧水町（吉松町）   川内川 1976    

R0261 柿ノ木橋    鹿児 湧水町（吉松町）   川内川 1966 124 8 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ24.8 

R0262 吉松橋  よしまつ 鹿児 湧水町（吉松町）   川内川 1961 151.6 6 トラス ｌ＝55.4 鈑桁 ｌ＝4ｘ24 

R0263 第二川内川橋梁   鹿児 湧水町（吉松町） 国鉄吉都線 川内川 1971 ≒150 単線 下路 鈑桁 ｌ＝4ｘ35.2 杭基礎 

R0264 中鶴橋    鹿児 湧水町（吉松町）   川内川 1966 126.5 4 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ25.3 

R0265 鶴丸橋    鹿児 湧水町（吉松町）   川内川 1959    



 ４ 

R0266 東野橋梁    鹿児    国鉄?  川内川 1923   

R0267 船戸橋    鹿児      川内川 1932 91 4.1  

R0268 鶯越橋    鹿児      川内川 1962 81.9 4.6  

               鋼ランガー桁 ｌ＝60.7 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ10.7 

R0269 建山橋    鹿児      川内川 1962 45.5 5.5 鋼上路 2 ヒンジアーチ橋 

R0270 川平橋    鹿児      川内川 1963 60.8 4.6 鋼ランガー橋 ｌ＝60.8 

R0271 横谷橋    鹿児      川内川 1963 35.6 4.6  

R0272 株谷橋    鹿児      川内川 1963 30.5 4.6  

R0273 中山橋    鹿児      川内川 1963 25.6 4.6  

R0290 天保山シーサイドブリッジ 鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0291 天保山大橋 てんぽさんおお 鹿児 鹿児島市  国道 225号 甲突川 1967 136 25 ＲＣ橋 

R0292 天保山橋  てんぽざん 鹿児 鹿児島市    甲突川 1935 112 13.5 ＲＣ桁 ｌ＝14 ｎ＝8 

R0293 松方橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0294 武之橋  たけの 鹿児 鹿児島市  県道 20号 甲突川 1848 69.5 5.5  

               石造アーチ ｆ＝5.5 ｌ＝11.1+12.7+14.7+12.7+11 

R0295 新高橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1933    

R0296 甲突橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1958   鈑桁  

R0297 高麗橋  こうらい 鹿児 鹿児島市    甲突川 1997    

           石造アーチ架け替え 連続鋼床版鈑桁。旧橋は 2000年石橋公園内に移設  

R0298 南州橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1933    

R0299 高見橋  たかみ 鹿児 鹿児島市  県道 21号 甲突川 1934 49.6 17.3 ＲＣ橋  

R0300 西田橋  にしだ 鹿児 鹿児島市    甲突川 1846 49.6 6.3  

            石造アーチ ｆ＝4.2 ｌ＝10.2+11.4+11.4+10.3 石橋公園内に移設 

R0301 平田橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1954 52 8.3  

R0302 甲突川橋梁   鹿児 鹿児島市  国鉄鹿児島本線 甲突川 1972 ≒91 複線 鋼鈑桁 ｌ＝4ｘ18.3+1ｘ9.1 

R0303 新上橋  しんかん 鹿児 鹿児島市    甲突川 1845 46.8 5  

              石造上路充腹アーチ橋 ｆ＝4.2 ｌ＝9.5+10.7+10.7+9.5 

R0304 昭和橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1929    

R0305 原良橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1935    

R0306 草牟田橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0307 鶴尾橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1896 54 5.5 石造アーチ ｆ＝4.2 ｌ＝12 ｎ＝4 

R0308 護国橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0309 玉江橋  たまえ 鹿児 鹿児島市    甲突川 1849 50.7 4.7  

            石造アーチ ｆ＝4.5 ｌ＝10.2+11.5+11.6+10.5 石橋公園内に移設  

R0310 栄門橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0311 岩崎橋    鹿児 鹿児島市  県道 206号 甲突川     

R0312 お寺橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0313 田井宇都橋   鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0314 甲突川橋    鹿児 鹿児島市   九州自動車道 甲突川 1977    

R0315 新村橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0316 肥田橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0317 飯山橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0318 ひまわり橋   鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0319 河頭太鼓橋  こがしらたいこ 鹿児 鹿児島市    甲突川 1848 20.4 4.4 石造アーチ ｆ＝6.4 ｌ＝15.8 撤去 

R0320 若竹橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0321 河頭橋  こがしら 鹿児 鹿児島市    甲突川 1913 24.4  ＲＣ上路オープンアーチ 

R0322 池の迫橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0323 塚田橋    鹿児 鹿児島市     甲突川 1901 34.5 6 石造アーチ 

R0324 塚田橋    鹿児 鹿児島市  国道 3号 甲突川 1961 36 8.5 ＰＣ桁 

R0325 稲村橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1922 22.2 3.1 石造アーチ ｎ＝2 撤去 

R0326 稲村下橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0327 諏訪滝橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0328 上原橋    鹿児 鹿児島市    甲突川 1924 12.9 5.9 石造アーチ ｌ＝10.9  

R0329 石飛橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0330 田中園橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0331 平田橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0332 池田橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0333 轟橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0334 上園橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0335 第一郡山橋   鹿児 鹿児島市  国道 328号 甲突川     

R0336 郡山中央橋   鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0337 新大橋    鹿児 鹿児島市  県道 36号 甲突川     

R0338 松尾橋    鹿児 鹿児島市  県道 40号 甲突川     

R0339 村下橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0340 松尾橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0341 宮山橋    鹿児 鹿児島市（郡山町）   甲突川 1913 12 3.7 石造アーチ 

R0342 常盤ふれあい橋   鹿児 鹿児島市    甲突川   歩道  

R0343 常盤橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     



 ５ 

R0344 上常盤橋    鹿児 鹿児島市    甲突川     

R0345 紫立橋    鹿児 鹿児島市  県道 36号 甲突川     

R0360 祇園之洲大橋   鹿児 鹿児島市  国道 10号 稲荷川     

R0361      鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0362      鹿児 鹿児島市    JR日豊本線 稲荷川 1901  複線  

R0363 抱真橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川 1842 25.1 4.4 石造アーチ n＝2 

R0364 永安橋    鹿児      稲荷川 1900    

R0365 戸柱橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川 1961 24 19.9 ＰＣ桁 

R0366      鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0367 一つ橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0368 大乗院橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川 1842 14 5.1 石造アーチ ｆ＝3.2 ｌ＝12 

R0369 芝栄橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0370 稲荷橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川 1842 15 3 石造アーチ ｆ＝2.9 ｌ＝12 撤去 

R0371 旭ヶ丘新橋   鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0372 実方橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0373 新実方橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0374 川添橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川 1852 14 2.7 石造アーチ ｎ＝2  

R0375 下田橋    鹿児 鹿児島市  県道 209号 稲荷川     

R0376 下川上橋    鹿児 鹿児島市    稲荷川     

R0377 ？     鹿児 鹿児島市   九州自動車道 稲荷川 1988    

R0378 ？     鹿児 鹿児島市  県道 16号 稲荷川     

R0379 ？     鹿児 鹿児島市   九州自動車道 稲荷川 1988    

R0400 谷山臨海大橋   鹿児 鹿児島市    永田川     

R0401 小松原橋    鹿児 鹿児島市  県道 217号 永田川     

R0402 塩屋橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0403 清見橋    鹿児 鹿児島市  国道 225号 永田川 1959 76.5 12 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ25.4 

R0404 永田川橋梁   鹿児 鹿児島市   JR指宿枕崎線 永田川 1980 ≒103  ＰＣ桁橋 ｌ＝3ｘ33.4 

R0405 水道橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0406 春日橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0407 永田橋    鹿児      永田川 1862 35 4.3  

                石造アーチ ｆ＝2.9 ｌ＝11 ｎ＝3、撤去 

R0408 新永田橋    鹿児 鹿児島市  県道 20号 永田川     

R0409 向川原橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0410 柿木田橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0411 七村橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0412 下川原橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0413 大橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0414 新宮下橋    鹿児 鹿児島市  県道 210号 永田川  

R0415 宮下橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0416 樋渡橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0417 是枝橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0418 川畑橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0419 皇徳寺橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0420 大城戸橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0421 新皇徳寺橋   鹿児 鹿児島市    永田川  

R0422 諸平橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0423 竹田橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0424 鹿倉大橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0426 指宿スカイラインランプ橋 鹿児 鹿児島市  指宿スカイライン 永田川 1988 

R0427 萩平橋    鹿児 鹿児島市    永田川  

R0428 品戸橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0429 上品戸橋    鹿児 鹿児島市    永田川     

R0430 仁仙山橋    鹿児 鹿児島市  県道 35号 永田川     

R0450 吉元橋    鹿児 鹿屋市    串良川     

R0451 堅田橋    鹿児 鹿屋市    串良川 1960 120 3.6 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ12+8ｘ9 

R0452 串良川橋梁   鹿児 鹿屋市・東串良町 国鉄大隅線 串良川 1936 81.6 単線  鈑桁 ｌ＝8ｘ10.2、廃線 撤去 

R0453 豊栄橋    鹿児 鹿屋市・東串良町 県道 73?号 串良川 1955 60.2 6 トラス ｌ＝57  

R0454 串良橋    鹿児 鹿屋市・東串良町 国道 220号 串良川     

R0455 大間瀬橋    鹿児 鹿屋市(串良町)    串良川 1966 81.1 3.6 ＰＣ桁（合成鈑桁？） ｌ＝3ｘ27 

R0456 大塚原前橋   鹿児 鹿屋市(串良町)   串良川 1968 94.5 4 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ31.5 

R0457 十五社橋    鹿児 鹿屋市・東串良町   串良川 1969 91.3 4 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ30.4 

R0458 林田橋    鹿児 鹿屋市・東串良町   串良川     

R0459 霧島大橋    鹿児 鹿屋市    串良川     

R0460 下中橋    鹿児 鹿屋市    串良川 1962 49.5 4.7 ＲＣラーメン橋  

R0461 平瀬場    鹿児 鹿屋市    串良川     

R0462 生栗須橋    鹿児 鹿屋市  国道 269号 串良川     

R0463 堂園橋    鹿児 鹿屋市    串良川     

R0464 馬掛橋    鹿児 鹿屋市    串良川     



 ６ 

R0465 谷田橋    鹿児 鹿屋市    串良川     

R0466 高隈橋  たかくま 鹿児 鹿屋市    串良川 1969   Ｐ桁 

R0467 ？     鹿児 鹿屋市  県道  串良川     

R0468 ？     鹿児 鹿屋市  国道 504号 串良川     

R0469 重田橋    鹿児      串良川     

R0470 高隈ダム  たかくま 鹿児      串良川 1967   H＝47 重力式 九州農政局 

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

 

 


