
　　屋根付き橋一覧表 作成：小林

No 橋名 所在地 都道府県 所在地 構造   長さｍスパン桁材 屋根型 分類 架橋年　　　　頁              

1 なかよし橋 利根別川 北海道 岩見沢市東町 トラス桁 22 1 木 切り妻 生活橋 　1999　　　　　1

2 もみじ橋 ホロホロ山荘北海道 伊達市大滝区北湯沢温泉単純桁 24ｍ 1 鋼 切り妻 生活橋 　1979　　　67

3 防波堤ドーム 稚内市 北海道 稚内市海運1 　　427ｍ※ 珍しい建造物特別編集生活橋1981　　　　76

4 東日流館橋 大沼溜池 青森県 五所川原市相川 連続桁 136ｍ 14 木 切り妻 公園橋 　2,003　　　　　1

5 鶴の舞橋 津軽富士 青森県 鶴田町廻堰 連続桁 300ｍ 木 切り妻 公園橋 　1994　　　　　1

6 き、き、きの吊り橋 五所野縄文公園岩手県 一戸町岩館 連続桁 126ｍ 2 木 切り妻 公園橋 　2000　　　　　2

7 三途川橋 三途川渓谷 秋田県 湯沢市高松三途川 方丈式 不明 鋼 入母屋 生活橋 　　不明　　　　4　

8 屋根付き連絡橋 鶴の湯 秋田県 仙北市田沢湖田沢 単純桁 9 1 木 切り妻 生活橋 　1983　　　　　80

9 きごころ橋 金山町 山形県 最上郡金山町 連続桁 59 2 鋼 切り妻 生活橋 　2004　　　　　2

10 廊下橋 柏屋旅館 福島県 天栄村二岐温泉 連続桁　　50 木 切り妻 生活橋 　1996　　　　69

11 中ノ瀬橋 仙台市 宮城県 仙台市青葉区 連続桁　162 4 ＰＣ 生活橋 　1983　　　76
12 虹のかけ橋 塩原温泉 栃木県 那須塩原市塩原 鋼トラス 53 1 鋼 平屋根 生活橋 　2008　　　　　2

13 反り橋 鑁阿寺 栃木県 足利市家富 単純桁 6 1 木 唐破風 寺院橋  1855　　　　   3

14 廊下橋 那須温泉 栃木県 那須町湯本 連続桁 14 3 木 切り妻 生活橋 　1941　　　　　3　　　　　　

15 出合い橋 平家の庄 栃木県 日光市湯西川727 連続桁 6 木 片流れ 生活橋  創業１７１８   5

16 廊下橋 積善館 群馬県 中之条町四万温泉 トラス桁 13 1 木 切り妻 生活橋  1936           4

17 おおさる橋 前橋市 群馬県 前橋市粕川町中之沢 単純桁　　28 1 木 アーチ形 公園橋 2000　　　　　　78

18 屋根付き連絡橋 長寿館 群馬県 みなかみ町永井 単純桁　　12 1 木 切り妻 生活橋 　1940　　　　　80　　

19 あずまや橋 新しい村 埼玉県 宮代町山崎地内 連続桁 11 3 ＲＣ 切り妻 公園橋  2005            6

20 水鳥橋 吹上町 埼玉県 鴻巣市吹上町鎌塚 単純桁 18 1 ＲＣ 切り妻 生活橋 　1994　　　　　6

21 吹上橋 三郷市 埼玉県 三郷市寄巻 単純桁 14 1 木 山型屋根生活橋 　2002　　　　　6

22 屋根付き橋 騎西総合公園 埼玉県 加須市外川 単純桁 4 1 木 二重切り妻公園橋 　１９９９　　　　62

23 さくらばし 吹上町 埼玉県 鴻巣市吹上本町 単純桁 18 1 ＰＣ 方形屋根生活橋平成６年以降　62

24 見晴らし橋 飯能市あけぼの埼玉県 飯能市阿須 単純桁 鋼 公園橋 　1997　　　　　83　

25 あずまや付き木橋 染谷花菖蒲園 埼玉県 さいたま市見沼区染谷 木 四阿造り 庭園橋 　1983　　　　84

26 御神橋 筑波山神社 茨城県 つくば市筑波町 単純桁 8 1 木 切り妻 神社橋 　1633　　　　　3

27 廊下橋 雨引き観音 茨城県 桜川市本木1 連続桁 20 11 木 切り妻 寺院橋 開祖の頃　　　62

28 雨情橋 前川あやめ園 茨城県 潮来市あやめ 単純桁 20 木 四阿造り 公園橋 1976　　　　68
29 廊下橋 本土寺 千葉県 松戸市平賀63 連続桁　不明 8 木 切り妻 庭園橋 　　不明　　　　5　

30 吾富久橋 千葉市 千葉県 千葉市 単純桁 10 1 ＲＣ ドーム型 公園橋 　1991　　　　　5　　　　　　　

31 メッセ駐車場連絡橋 幕張メッセ 千葉県 千葉市美浜区豊砂 単純桁 136ｍ 1 ＲＣ アーチ型 生活橋 1989         64
32 廊下橋 深大寺 東京都 調布市深大寺元町 単純桁 13 1 木 切り妻 寺院橋 　1980　　　　　4

33 トリトンブリッジ 晴海アイランド 東京都 中央区晴海1 連続桁 94 2 ＲＣ チューブ 生活橋 　2001　　　　　7

34 中島の御茶屋 浜離宮 東京都 中央区浜離宮 木 入母屋造庭園橋 1946　　　　76
35 廊下橋 経栄山題経寺 東京都 葛飾区柴又 木 庭園橋 　1965　　　　　81

36 観音橋 弘明寺商店街 神奈川県 横浜市南区弘明寺町 単純桁 18 1 ＰＣ 平屋根 生活橋 　1956　　　　　7

37 はまみらいウォーク みなとみらい地区神奈川県 横浜市西区高島 連続桁 12 2 ＰＣ 曲面屋根生活橋 　2010　　　　　8

38 かもめ歩道橋」 みなとみらい地区神奈川県 横浜市西区高島 単純桁 86 1 鋼 曲面屋根生活橋 　1985　　　　　8

39 ベイクォーターウォーク みなとみらい地区神奈川県 横浜市神奈川区金港 単純桁 73 1 鋼 分割屋根生活橋 　2009　　　　　8

40 マリンゲート 八景島 神奈川県 横浜市八景島 トラス桁 190ｍ 3 鋼 生活橋 　1993　　　　　9

41 亭しゃ 三渓園 神奈川県 横浜市中区本牧 連続桁 14 3 木 唐破風 庭園橋 　1917　　　　　9

42 やすらぎ橋 二ツ橋の水辺 神奈川県 横浜市瀬谷区二ツ橋 単純桁 9 1 木 陸屋根 公園橋 　2012　　　　72
43 廊下橋 長泉院 神奈川県 南足柄市塚原 単純桁 8 1 木 切り妻 寺院橋 　1800　　　　　9

44 四阿と回廊 瀋秀園 神奈川県 川崎市川崎区大師公園 庭園橋 　1987　　　　　79

45 楓橋 聖応寺 山梨県 笛吹市境川大黒 単純桁 6 1 木 切り妻 寺院橋 　明治時代　　10

46 屋根付き橋 鰍沢町 山梨県 鰍沢町入町 単純桁 8 1 木 切り妻 生活橋 　江戸末期　　10　　　　

47 屋根付き橋 恵林寺 山梨県 甲州市塩山町 連続桁 10 6 木 切り妻 寺院橋 　1911　　　　　10

48 太鼓橋 向嶽寺 山梨県 甲州市塩山上於曽 連続桁 5 4 木 切り妻 寺院橋 　1724　　　　　11

49 しぶゆばし 渋温泉 長野県 山ノ内町平穏 連続桁 9 2 木 切り妻 生活橋 　1994　　　　　11

50 屋根付き橋 軽井沢 長野県 軽井沢町軽井沢 単純桁 8 1 鋼 切り妻 生活橋 　不明　　　　　11

51 かたらい橋 駒ヶ根ビューホテル長野県 駒ヶ根市赤穂 単純桁 9 1 木 切り妻 生活橋 　1999　　　　　12

52 すいしょう橋 満願成就の湯 長野県 飯田市箱川 連続桁 12 6 鋼 切り妻 庭園橋 　1997　　　　　12

53 布橋 諏訪大社 長野県 諏訪市中洲宮山 67 木 切り妻 神社橋 　年代不明　　12

54 下馬橋 諏訪大社下社 長野県 下諏訪町大門 連続桁 10 4 木 切り妻 寺院橋 　1736　　　　　13

55 階段橋 黒沢不動山 長野県 安曇野市三郷町小倉 単トラス 15 1 木 切り妻 寺院橋 　1855　　　　　14　

56 微妙橋 万願寺 長野県 安曇野市穂高町牧 連続桁 15 5 木 切り妻 寺院橋 　1556　　　　　14



57 幸いのかけ橋 大王わさび農場 長野県 安曇野市豊科 連続桁 50 9 鋼 方形造り 観光橋 　2009　　　　　20

58 五台橋 鹿教湯温泉 長野県 上田市鹿教湯温泉 連続桁 10 3 木 切り妻 寺院橋   800年代　　　14

59 寺沢橋 鹿教湯温泉 長野県 上田市鹿教湯温泉 単純桁 6 1 木 切り妻 寺院橋 　1996　　　　　13

60 神橋 塩野神社 長野県 上田市塩田平 単純桁 9 1 木 切り妻 寺院橋 　1788　　　　　13

61 御神橋 生島足島神社 長野県 上田市下の郷 連続桁 5 3 ＲＣ 唐破風 寺院橋 　1859　　　　　15

62 御神橋 日吉神社」 長野県 上田市下武石 連続桁 7 2 木 切り妻 神社橋 　1573　　　　　54

63 屋根付き連絡橋 ショッピングモール長野県 軽井沢市軽井沢 連続桁 10 4 軽金属寄棟 生活橋  1995         61
64 屋根付き橋 霊泉寺温泉 長野県 上田市平井2514 連続桁 6 3 木 切り妻 生活 昭和初期　　　61

65 太鼓橋 小内八幡神社 長野県 中野市安源寺石原 単純桁 4 1 木 切り妻 寺院橋 60
66 廊下橋 旅館花屋 長野県 上田市別所温泉169 連続桁 15 7 木 切り妻 生活橋 　1917　　　　　60

67 さくら橋 赤そばの里 長野県 箕輪町上吉田区 連続桁 14 6 木 切り妻 生活橋 2008　　　　　69
68 八つ橋 あやめ公園 長野県 安曇野市明科中川手 連続桁　72 木 四阿造り 公園橋 １９９０　　　　　85

69 ふれあい橋 雪だるま高原 新潟県 上越市安塚区須川 単純桁 35 1 鋼 切り妻 公園橋 　1993　　　　　15　

70 ほたる橋 ほたる公園 新潟県 上越市大島区仁上 単純桁 30 1 木 切り妻 公園橋 　2003　　　　　15

71 玉の橋 弥彦神社 新潟県 弥彦村弥彦 単純桁 6 1 木 唐破風 寺院橋 　1986　　　　　16

72 連絡橋 あすなろ荘 新潟県 東蒲原郡阿賀町広谷 単純桁 24 1 木 切り妻 生活橋 　1991　　　　　82
73 屋根付き橋 フジボウ 静岡県 小山町小山 連続桁 65 2 ＲＣ 平屋根 生活橋 　昭和初期　　17

74 橋上屋形橋 ときどんの池 静岡県 川根本町徳山 単純桁 5 1 木 切り妻 公園橋 　2003　　　　　17

75 渡り廊下橋 湯回廊菊屋 静岡県 伊豆市修善寺 トラス 17 1 木 切り妻 生活橋 　1994　　　　　16

76 渡りの橋 新井旅館 静岡県 伊豆市修善寺 連続桁 8 5 木 切り妻 生活橋 　1899　　　　　16

77 屋根付き渡り橋 あさば旅館 静岡県 伊豆市修善寺 単純桁 6 1 木 切り妻 生活橋 創業は３５０年前、72

78 眠雲橋 眠雲閣落合 静岡県 伊豆市湯ヶ島温泉 トラス 22 木 切り妻 生活橋 　1958　　　　　17

79 亀背橋 方向寺 静岡県 浜松市北区引佐町 単トラス 26 1 鋼 切り妻 寺院橋 　1387　　　　　18

80 かえで橋 浜名湖ガーデンパ静岡県 浜松市西区村節町 連続桁 78 2 ＲＣ 切り妻 公園橋 　2004　　　　　54　　　　

81 びゅうお 沼津市 静岡県 沼津市本字千本 30 観光橋　2004　　　　75
82 渡りの廊下橋 玉樟園 静岡県 伊豆市土肥284 単純桁 3 1 木 切り妻 庭園橋　1965　　　79
83 渡り廊下 安田屋旅館 静岡県 沼津市内浦三津19 単純桁 6 1 軽金属切り妻 生活橋 　1997　　　　82
84 かじか橋 鬼岩温泉：了山 岐阜県 御嵩町次月 連続桁 24 2 鋼 切り妻 生活橋 　1965　　　　　18

85 屋根付き橋 みたけの森 岐阜県 御嵩町中 単純桁 6 1 木 切り妻 公園橋 　1983　　　　　18

86 ギャラリーウォーク セラミックパーク 岐阜県 多治見市東町 アーチ 60 1 鋼 平屋根 生活橋 　2002　　　　　19　　　

87 無際橋 永保寺 岐阜県 多治見市虎渓山町 連続桁 17 5 木 切り妻 寺院橋 　1314　　　　　19

88 たたき水門 黒川樋門 愛知県 名古屋市北区辻町 連続桁 7 3 木 切り妻 生活橋 　1980　　　　　19

89 白雲橋 揚輝荘 愛知県 名古屋市千種法王町 単純桁 8 1 ＲＣ 切り妻 庭園橋 　1918　　　　　21

90 渡り橋 白鳥公園 愛知県 名古屋市熱田区熱田 連続桁 16 6 木 切り妻 庭園橋 　1991　　　　　20　　　　　　　　　　　　

91 一豊橋 五條川 愛知県 岩倉市下本町 単純桁 19 1 ＲＣ 方形造り 生活橋 　1996　　　　　20

92 屋根付き太鼓橋 昌光律寺 愛知県 岡崎市伊賀町南中 単純桁 4 1 木 切り妻 寺院橋 60

93 パールブリッジ ミキモト真珠島 三重県 鳥羽市鳥羽-7 トラス 63 1 鋼 平屋根 生活橋 　1970　　　　　21

94 屋根付き橋 湯ノ口温泉 三重県 熊野市紀和町湯ノ口 単純桁 16 1 鋼 蒲鉾形 生活橋 　1980～頃　　56

95 屋根付き橋 名張市 三重県 名張市丸の内地内 単純桁 木 切り妻 生活橋 61
96 廊下橋」 瑞巌寺 三重県 松阪市）岩内町707 単純桁」 4 1 木 切り妻 寺院橋 65
97 東屋付き橋 九華園 三重県 桑名市吉之丸 連続桁 42 6 木 八角形 公園橋 昭和23年以降　70

98 東橋 新湊 富山県 射水市新湊 単純桁 20 1 木 切り妻 生活橋 　1992　　　　　22

99 屋根付き橋 憩いの湯 富山県 高岡市永楽町 単純桁 7 1 木 切り妻 生活橋 　不明　　　　　22

100 橋上駅 仙人谷駅 富山県 黒部市黒四発電所 トラス橋 80 鋼 切り妻 鉄道橋  1963           55

101 廊橋 光久寺茶庭 富山県 氷見市飯久保 木 切り妻 庭園橋 寛永年間　　　85

102 わくわくブリッジ 希望が丘公園 石川県 七尾市矢田町 連続桁 65 3 木 切り妻 公園橋 　2001　　　　　23

103 屋形橋 ふれあい公園 石川県 加賀市大聖寺 連続桁 14 3 木 切り妻 公園橋 　1993　　　　　21

104 朝霞橋 パーク獅子吼 石川県 白山市八幡町 単純桁 20 1 木 切り妻 公園橋 　1995　　　　　23

105 月惜橋 パーク獅子吼 石川県 白山市八幡町 単純桁 24 1 ＲＣ 半円 生活橋 　1994　　　　　23

106 あずまや橋 玉泉湖 石川県 金沢市湯涌町 単純桁 10 1 木 四阿造り 公園橋 　1988　　　77
107 廊下橋 白銀屋旅館 石川県 加賀市山代温泉18 単純桁 1 木 切り妻 生活橋 1868～1911　81
108 松泉峡 まつさき旅館 石川県 能見市辰口3-1 連続桁 40 木 切り妻 庭園橋 　2003　　　　83
109 渡り廊下橋 まつさき旅館 石川県 能見市辰口3-1 単純桁　　20 木 切り妻 庭園橋 　2001　　　　　84

110 御廊下橋 福井城 福井県 福井市大手町3 連続桁 15 3 木 切り妻 城郭橋 　2008　　　　　22

111 屋根付き橋 道の駅若狭熊川福井県 若狭町熊川 単純桁 5 1 木 切り妻 生活橋 　1999　　　　　24

112 九十九橋 福井市 福井県 福井市中央区3 連続　　141 3 ＰＣ 東屋 生活橋 　1986　　　　　75

113 屋形橋 談山神社 奈良県 桜井市多武峰 単純桁 14 1 ＲＣ 切り妻 神社橋 　1700　　　　　25

114 こぬればし 桜木神社 奈良県 吉野町宮滝 単純桁 6 1 鋼 切り妻 神社橋 　1700　　      25

115 屋根付き橋 伊勢街道 奈良県 宇陀市榛原萩原 単純桁 2 1 木 切り妻 生活橋 不明　　　　　　58



116 東屋付き橋 奈良公園 奈良県 奈良市高畑長 連続桁 木 六角屋根公園橋 1994頃　　　　66

117 御廊下橋 和歌山城 和歌山県 和歌山市七番丁 連続桁 27 7 木 入母屋造城郭橋 　2008　　　　　26

118 高野参詣大橋 橋本市 和歌山県」橋本市高野口大野 連続桁 291ｍ 4 ＲＣ 四阿平屋根生活橋 　2002　　　　　42

119 屋根付き橋① 多賀鉱山 滋賀県 多賀町佐目 連続桁 30 3 鋼 切り妻 事業橋  1959　　　　　56        　　　　　

120 屋根付き橋② 多賀鉱山 滋賀県 多賀町南後谷川 単純 30 1 鋼 切り妻 事業橋  1959　　　     56　　　

121 歌声橋 甲賀市 滋賀県 甲賀市土山前野 連続桁 61 3 鋼 半円形 生活橋 　1998　　　　　25

122 船廊下 宝厳寺 滋賀県 長浜市早崎町 連続桁 唐破風 寺院橋 59

123 廊下橋 大通寺 滋賀県 長浜市元浜町32-9 連続桁 10ｍ 5 木 切り妻 寺院橋 　1657　　　　　66

124 渡り廊下橋 西教寺 滋賀県 大津市坂本5-31 連続桁 14 3 木 切り妻 寺院橋 81
125 あずまや付き橋 みさき自然公園滋賀県 守山市今浜町十軒家 連続桁20 2 木 四阿造り 公園橋 １９９２年頃　　84

126 偃月橋 東福寺 京都府 京都市東山区本町 連続桁 19 5 木 切り妻 寺院橋 　1603　　　　　26

127 臥雲橋 東福寺 京都府 京都市東山区本町 連続桁 19 5 木 切り妻 寺院橋 　1547　　　　　26

128 通天橋 東福寺 京都府 京都市東山区本町 連続桁 86 9 ＲＣ 切り妻 寺院橋 　1380　　　　　27　　　　

129 観月台 高台寺 京都府 京都市東山区鷲尾町 連続桁 18 10 木 唐破風 寺院橋 　1620　　　　　27

130 臥竜橋 高台寺 京都府 京都市東山区鷲尾町 連続桁 6 2 木 切り妻 寺院橋 　桃山時代　　27

131 打月橋 芳春院 京都府 京都市大徳寺 連続桁 9 3 木 唐破風 寺院橋 　1769　　　　　28

132 橋殿 平安神宮 京都府 京都市左京区天王寺 連続桁 84 12 石 唐破風 神社橋 　1914　　　　　28

133 回棹廊 渉成園 京都府 京都市下京区数珠屋 連続桁 14 3 木 唐破風 寺院橋 　1650　　      28

134 橋殿 上賀茂神社 京都府 京都市北区上賀茂 連続桁 9 4 木 入母屋造神社橋 　1628　　　　　29

135 片岡橋 上賀茂神社 京都府 京都市北区上賀茂 単純桁 4 1 木 唐破風 神社橋 　1628　　　　　29　　　　　

136 橋殿 下鴨神社 京都府 京都市左京区泉川 連続桁 6 2 木 入母屋造神社橋 　1628　　　　　29　

137 千歳橋 修学院離宮 京都府 京都市左京区修学院 単純桁 9 1 石 方形造り 庭園橋 　1827　　　　　30

138 廊下橋 滴翠園 京都府 京都市下京区堀川通 連続桁 10 2 木 切り妻 庭園橋 　寛永年間　　30

139 屋根付き橋 かやぶきの里 京都府 南丹市美山町下 単純桁 4 1 木 切り妻 生活橋 　不明　　　　　24

140 廊橋 京都迎賓館 京都府 京都市上京区御苑 連続桁   不明 4 木 切り妻 庭園橋 　2005　　　　　30

141 文覚堂 文覚堂公園 京都府 南丹市八木町室橋 単純桁 3 1 木 方形造り 公園橋 2007          63
142 太鼓橋 松尾寺 京都府 舞鶴市松尾532 連続桁 15 6 木 切り妻 寺院橋 創建時（708）　72

143 連絡橋 大阪モノ芝原駅大阪府 豊中市芝原 単純桁 27 1 鋼 三角錐屋生活橋 　1997　　　　　31

144 味下橋側道橋マシタバシ大阪モノ摂津駅大阪府 摂津市鶴野 連続桁 240ｍ 2 鋼 生活橋 　1997　　　　　31

145 恵之橋(ケイノハシ） 金剛寺 大阪府 河内長野市原町 単純桁 6 1 木 切り妻 寺院橋 1606改修記　32

146 京橋プロムナード 大阪城 大阪府 大阪市中央区城見 連続桁 280ｍ 2 生活橋 　1987　　　　　31

147 天満橋 大阪市 大阪府 大阪市北区天満 連続桁　151 3 ＲＣ 生活橋 1989改装　　　74

148 廊下橋 好古園 兵庫県 姫路市本町 単純桁 15 1 木 切り妻 庭園橋 　1992　　　　　32

149 センチュリー大橋 三田市 兵庫県 三田市けやき台 70 ＲＣ 鼓形 生活橋 　1993　　　　　32

150 太鼓橋 白毫寺 兵庫県 丹波市市島町白毫寺 単純桁 5 1 木 入母屋造寺院橋 　元禄年間　　33

151 合間橋(どんどん橋） 慧日寺 兵庫県 丹波市山南町太田 単純桁 5 1 木 切り妻 寺院橋 　不明　　　　　33

152 渡りの橋 岩屋観音 兵庫県 朝来市上岩津 単純桁 8 1 木 切り妻 寺院橋 　不明　　　　　33　

153 廊下橋 三好屋湯村温泉兵庫県 新温泉町 連続桁 16 3 鋼 切り妻 生活橋 　不明　　　　　24　　　　　

154 月光橋 有馬温泉 兵庫県 神戸市北区有馬町 アーチ式 20 1 鋼 切り妻 生活橋 　1963頃　　　57

155 屋根付き連絡橋 奥猪名健康の郷兵庫県 猪名川町杉生 単純桁 16 1 ＲＣ 切り妻 生活橋 　1992　　　　　58

156 ヒメハナ橋 ヒメハナ公園 兵庫県 朝来市山東町楽音寺 連続桁 42 2 木 三角屋根塔付公園橋 　1993　　　　78
157 連絡橋 マルキ旅館 兵庫県 西宮市塩瀬町名塩 単純桁 20 1 木 切り妻 生活橋 　1962　　　　82
158 水上テラス 西川緑道 岡山県 岡山市幸町 連続桁 14 3 ＲＣ 方形造り 公園橋 　1975　　　　　34　　　　　　

159 家橋 橋の博物館 岡山県 倉敷市児島 連続桁 20 5 ＲＣ 切り妻 公園橋 　1988　　　　　34

160 大正橋 児島地区 岡山県 倉敷市児島味野 連続桁 29 2 ＰＣ　　方形造り生活橋 　1974　　　　36
161 屋根付き橋 天福寺 岡山県 吉備中央町豊野 連続桁 22 6 木 切り妻 庭園橋 　不明　　　　　57

162 渡り廊下橋 妙教寺 岡山県 岡山市北区高松稲荷 連続桁 5 木 切り妻 寺院橋 　明治後期　　79

163 かじか橋（かじかの湯） 三朝温泉 鳥取県 三朝町山田地内 連続桁 65 3 ＰＣ 四阿造り 生活橋 　1998　　　　　36

164 恋谷橋 三朝温泉 鳥取県 三朝町山田地内 連続桁 55 3 ＲＣ 四阿造り 生活橋 　1987　　　　70
165 三景軒の橋 燕趙園 鳥取県 湯梨浜町引地 連続桁 12 6 ＰＣ 寄棟式 庭園橋 　１９９５　　　　71

166 展望回廊橋 とっとり花回廊 鳥取県 南部町鶴田110 連続桁 千メートル 公園橋 １９９９　　　　　71

167 智頭橋 鳥取市 鳥取県 鳥取市瓦町 単純桁 26 1 ＰＣ 東屋 生活橋 1993大改修　74
168 宍道湖大橋 大橋川 島根県 松江市 連続桁　　310     5 ＰＣ 東屋 生活橋 大改修　2000　73
169 東回廊 厳島神社 広島県 廿日市市宮島 連続桁   ４５間 木 切り妻 神社橋 　創架不明　　35

170 西回廊 厳島神社 広島県 廿日市市宮島 連続桁   ６２間 木 切り妻 神社橋 　創架不明　　35

171 左内侍橋 厳島神社 広島県 廿日市市宮島 連続桁 2 2 木 切り妻 神社橋 　創架不明　　35

172 右内侍橋 厳島神社 広島県 廿日市市宮島 連続桁   ２間 2 木 切り妻 神社橋 　創架不明　　36

173 清明橋 御調八幡宮 広島県 三原市八幡町 単純桁 12 1 ＲＣ 切り妻 神社橋 　1996　　　　　34　　　

174 新池橋 中央森林公園 広島県 三原市本郷町上北方 連続桁 31 3 木 切り妻 公園橋 　1993　　　　　37



175 四阿付き橋 三景園 広島県 三原市本郷町善入寺 連続桁 木 四阿造り 庭園橋 　1993　　　　　71

176 観音橋 福成寺 広島県 東広島市西条町 連続桁 18 3 ＲＣ 切り妻 寺院橋 　1835　　　　　37

177 八千代橋 竹林寺 広島県 東広島市河内町入野 単純桁 7 1 木 切り妻 寺院橋 　1957　　　　　37

178 巨蠎橋 仏通寺 広島県 三原市高坂町許山 単純桁 15 1 木 切り妻 寺院橋 　江戸時代　　38

179 飛猿橋 仏通寺 広島県 三原市高坂町許山 単純桁 10 1 木 切り妻 寺院橋 　不明　　　　　38

180 東屋付き橋 道の駅ふおレスト広島県 三次市君田町泉吉田 単純桁 45 1 木 四阿造り 生活橋 1997　　　　　69
181 四阿付き橋 縮景園 広島県 広島市中央区上幟 木 四阿造り 庭園橋 1940　　　　　77
182 ミレ．ナリウス橋 宇部カントリー 山口県 山口市阿知須町 連続桁 70 3 ＲＣ 強化ガラス生活橋 　2000　　　　　38

183 屋根付き橋 秋芳洞 山口県 美祢市秋芳町 連続桁 9 4 ＲＣ 片流れ 観光橋 　2006　　　　　39

184 きらきら橋 音信川河川公園山口県 長門市深川湯本 単純桁 1 木 多角形 生活橋 1996　　　　70

185 廊下橋 芳山園 山口県 周南市湯野5244 単純桁 4 1 木 切り妻 生活橋 83
186 鞘橋 玉藻公園 香川県 高松市玉藻町 連続桁 31 10 木 切り妻 城郭橋 18世紀後期　39

187 鞘橋 金刀比羅宮 香川県 琴平町阿波 トラス 24 木 唐破風 神社橋 1904架け替　39

188 住吉橋 住吉神社 高知県 大豊町立川下名井手 単純桁 10 1 木 切り妻 神社橋 　1968　　　　　40

189 神幸橋 三嶋神社 高知県 梼原町梼原 連続桁 52 2 木 切り妻 神社橋 　2000　　　　　40

190 屋根付き廊下橋-1 一の又渓谷温泉高知県 四万十町大正 単純桁 12 1 木 切り妻 生活橋 　1980　　　　　48

191 屋根付き廊下橋ー2 一の又渓谷温泉高知県 四万十町大正 連続桁 17 8 ＲＣ 切り妻 生活橋 　1980　　　　　48

192 ふれあい橋 中津渓谷 高知県 仁淀川町名野川 単純桁 27 1 ＲＣ 片流れ 生活橋　　2007　　　　　57

193 龍王の橋 そうだ温泉 高知県 須崎市桑田山Ｚ 単純桁 15 1 鋼 切り妻 生活橋 　2011　　　78
194 ほたる橋 中野川 高知県 佐川町中野 単純桁 9 1 木 切り妻 生活橋 　2007頃　　　58

195 あけぼの橋 東温市 愛媛県 東温市川の内土谷 単純桁 10 1 木 切り妻 生活橋 　不明　　　　　40

196 あけぼの橋（模型） 東温市 愛媛県 東温市川の内甲 単純桁 2 1 木 切り妻 公園橋 　　2011　　　　67

197 栃谷橋 久万高原町 愛媛県 久万高原町柳井川 単純桁 18 1 木 切り妻 生活橋 　2004　　　　　41

198 菖蒲橋 南楽園 愛媛県 宇和島市津島町近家 単純桁 12 1 木 切り妻 庭園橋 　2000　　　　　41

199 東屋付き回廊橋 南楽園 愛媛県 宇和島市津島町近家 連続桁 木 四阿造り 庭園橋 2000　　　　　　68

200 偃月橋 竜沢寺 愛媛県 西予市城川町魚成 単純桁 9 1 木 切り妻 寺院橋 　嘉永2年　　　41

201 合良橋 三滝渓谷 愛媛県 西予市城川町三滝 単純桁 9 1 木 切り妻 公園橋 　1989　　　　　42

202 三島橋 三島神社 愛媛県 西予市野村町惣川 連続桁 12 2 木 入母屋造神社橋 　1892　　　　　42

203 常盤橋 内子町 愛媛県 内子町五十崎 単純桁 11 1 木 切り妻 生活橋 改修平成16.3  43

204 鳥居元橋 内子町 愛媛県 内子町川中 単純桁 23 1 木 切り妻 生活橋 　2002　　　　　43

205 清水川橋 石畳清流園 愛媛県 内子町石畳 単純桁 8 1 木 切り妻 公園橋 　2004　　　　　43　　　　　

206 田丸橋 内子町 愛媛県 内子町麓川 方丈式 1 木 切り妻 生活橋 　1944　　　　　44

207 下の宮橋 内子町 愛媛県 内子町石畳 方丈式 11 木 切り妻 生活橋 　1994　　　　　44

208 太鼓橋 弓削神社 愛媛県 内子町石畳 連続桁 22 4 木 切り妻 神社橋 　不明　　　　　44

209 龍神橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町川上 単純桁 6 1 木 切り妻 公園橋 　1990　　　　　45

210 帯江橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町帯江 単純桁 17 1 木 切り妻 生活橋 　　1952　　　　45

211 三嶋橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町三嶋 方丈式 15 1 木 入母屋造生活橋  1912　　　　　45

212 豊年橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町三嶋 単純桁 3 1 木 切り妻 生活橋 　1912　　　　　46

213 秋滝橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町三嶋 単純桁 4 1 木 切り妻 公園橋 　1997　　　　　46

214 竜王橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町三嶋 単純桁 25 1 鋼 切り妻 公園橋 　1997　　　　　46

215 御幸の橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町北平 単純桁 8 1 木 切り妻 神社橋 　1886　　　　　47

216 ふれあい橋 大洲市 愛媛県 大洲市河辺町三嶋 単純桁 26 1 ＰＣ 切り妻 公園橋 　1992　　　　　47

217 中川橋 大洲市菅田町 愛媛県 大洲市菅田町譲葉地区単純桁 4 1 木 切り妻 生活橋 　2000　　　　　65

218 極楽橋 ４７番札所八坂寺愛媛県 松山市浄瑠璃町 単純桁 4 1 石 唐破風 寺院橋 　1994　　　　　47

219 もみじ橋 旅館ふなや 愛媛県 松山市道後湯之元 木 生活橋 1615　　　　　66
220 東屋付き橋 道の駅風早の里愛媛県 松山市大浦119 連続桁 30 3 木 四阿造り 生活橋 2,003　　　　　　68
221 神の森大橋 砥部町 愛媛県 砥部町総津117 単純桁 26 1 木 アーチ型 公園橋 　1994　　　　　75

222 筑紫橋 大丸別荘 福岡県 筑紫野市二日市温泉 単純桁 5 1 木 唐破風 庭園橋 　1865　　　　　49

223 風呂ノ元橋 八女市 福岡県 八女市立花町上辺春 単純桁 12 1 鋼 切り妻 生活橋 　不明　　　　　50

224 芳雄橋 飯塚市 福岡県 飯塚市芳雄町 連続桁217.5 6 ＰＣ 平屋根 生活橋 　2009　　　　　54　　　　　

225 屋根付き廊下橋 神変寺 福岡県 篠栗町城戸松原 連続桁 15 木 切り妻 寺院橋 59

226 廊下橋 楠水閣 福岡県 宮若市脇田507 単純桁 15 1 木 切り妻 生活橋   1954         63

227 連絡橋 楠水閣 福岡県 宮若市脇田507 アーチ 18 鋼 切り妻 生活橋  1954          63

228 福博であい橋 福岡市 福岡県 福岡市中央区天神 連続桁 78 3 ＰＣ 東屋 生活橋 　1990　　　74

229 ほたる橋 小城市 佐賀県 小城市小城町祇園川 単純桁 6 1 ＰＣ 平屋根 生活橋 1970           49

230 白屋根付き 神埼市 佐賀県 神埼市神埼町 単純桁 1 鋼 平屋根 生活橋 49

231 屋根付き橋 久光製陶所 佐賀県 有田町広瀬山 単純桁 20 1 ＰＣ 切り妻 生活橋 1976　　　　　　53

232 廊下橋 和多屋別荘 佐賀県 嬉野市嬉野町下宿Ｚ 単純桁　　35 1 ＰＣ　　切り妻 生活橋 　1977　　　　　64

233 廊下橋 亀岡神社 長崎県 平戸市岩の上町 単純桁 5 1 木 切り妻 寺院橋 　1880　　　　　65



234 白川橋 熊本駅前 熊本県 熊本市二本木 単純桁148.7 3 ＰＣ 東屋 生活橋 1992改修　　73

235 阿蘇望橋 阿蘇市 熊本県 阿蘇市波野 トラス 42 1 木 切り妻 生活橋 　1999　　　　　50

236 屋根付き橋 萩神社 熊本県 阿蘇市波野 単純桁 9 1 木 切り妻 神社橋 　1992架替　　50　　

237 もみじ橋 杖立温泉 熊本県 小国町下城 単純桁 37 1 鋼 切り妻 生活橋 　2004　　　　　51

238 太鼓橋 ふもと館 熊本県 小国町黒川温泉 単純桁 15 1 木 切り妻 生活橋 　1985　　　　　51

239 屋根付き橋 新明館 熊本県 小国町黒川温泉 単純桁 10 1 ＰＣ 切り妻 生活橋 　明治創業　　51

240 出逢い橋 やまびこ旅館 熊本県 小国町黒川温泉 単純桁 36 1 木 切り妻 生活橋 　1997　　　　　48

241 屋根付き橋 万願寺温泉 熊本県 南小国町万願寺 単純桁 7 1 鋼」 切り妻 生活橋 　1990頃　　　55　　　

242 屋根付き橋 道の駅小国 熊本県 小国町宮原 単純桁 6 1 鋼 平屋根 生活橋 　1998　　　　　55　

243 呉橋 宇佐神宮 大分県 宇佐市南宇佐 連続桁 25 5 木 唐破風 神社橋 　1301　　　　　52

244 呉橋 薦神社 大分県 中津市大貞 連続桁 11 4 木 唐破風 神社橋 　1853　　　　　53

245 嶼水橋 道の駅耶馬トピア 大分県 中津市本耶馬渓町 単純桁 40 1 鋼 切り妻 公園橋 　2005　　　　　52

246 廊下橋 大分城 大分県 大分市荷揚町 連続桁 22 7 木 切り妻 城郭橋 　1997　　　　　52

247 東屋付き橋 耶馬渓記念公園大分県 中津市耶馬渓町大島 連続桁 60ｍ 木 六角屋根公園橋 1987　　　　　67

248 夢見橋 油津 宮崎県 日南市油津 単純桁 21 1 木 切り妻 生活橋 　2007　　　　　53

249 ほたる橋 諸塚村 宮崎県 諸塚村家代3068 単純桁　　44 1 ＰＣ 切り妻 公園橋 改修平成13　　73

250 東屋付き橋 早水公園 宮崎県 都城市早水町 連続桁　60 木 四阿造り 公園橋 2005　　　　　77


