
【長崎県】橋梁点検結果
平成27年6月30日時点

管理者
点検記

録

管理者名
都道府県

名
市区町村名

判定区
分

田尻橋 (ﾀｼﾞﾘﾊﾞｼ) 一般国道34号 1955 7 12.3 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

千綿橋 (ﾁﾜﾀﾊﾞｼ) 一般国道34号 1987 51.95 11.5 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅰ

串の浦橋 (ｸｼﾉｳﾗﾊﾞｼ) 一般国道34号 1957 6.9 10 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

串橋 (ｸｼﾊﾞｼ) 一般国道34号 1985 18 11.5 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

江の串橋 (ｴﾉｸｼﾊﾞｼ) 一般国道34号 1988 36.7 11.5 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅰ

無名橋90.182 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道34号 1954 10.4 9.3 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

餅ノ浜橋側道橋（左） (ﾓﾁﾉﾊﾏｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾋﾀﾞﾘ) 一般国道34号 1973 8.5 1.5 国土交通省 長崎県 大村市 Ⅰ

餅ノ浜橋 (ﾓﾁﾉﾊﾏﾊﾞｼ) 一般国道34号 1954 7 8.1 国土交通省 長崎県 大村市 Ⅰ

杭出津橋 (ｸｲﾃﾞﾂﾊﾞｼ) 一般国道34号 1961 31.7 20.1 国土交通省 長崎県 大村市 Ⅱ

丹々川橋 (ﾀﾝﾀﾝｶﾜﾊﾞｼ) 一般国道34号 1956 8 19.6 国土交通省 長崎県 大村市 Ⅱ

久山橋（側道上り） (ｸﾔﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 一般国道34号 1986 24.5 7.8 国土交通省 長崎県 諫早市 Ⅰ

久山橋（上り） (ｸﾔﾏﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 一般国道34号 1985 24.5 11 国土交通省 長崎県 諫早市 Ⅱ

久山橋（下り） (ｸﾔﾏﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 一般国道34号 1985 24.5 11.5 国土交通省 長崎県 諫早市 Ⅰ

琴ノ浦橋 (ｺﾄﾉｳﾗﾊﾞｼ) 一般国道34号 2008 31 28 国土交通省 長崎県 大村市 Ⅰ

第２福石橋 (ﾀﾞｲﾆﾌｸｲｼﾊﾞｼ) 一般国道35号 1954 5.7 20 国土交通省 長崎県 佐世保市 Ⅱ

戸尾橋 (ﾄﾉｵﾊﾞｼ) 一般国道35号 1941 8.2 36.2 国土交通省 長崎県 佐世保市 Ⅲ

島原大橋 (ｼﾏﾊﾞﾗｵｵﾊｼ) 一般国道57号 1966 46 15.3 国土交通省 長崎県 島原市 Ⅲ

新湊橋 (ｼﾝﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 一般国道57号 1964 13.52 15 国土交通省 長崎県 島原市 Ⅱ

水無大橋 (ﾐｽﾞﾅｼｵｵﾊｼ) 一般国道57号 1997 325 11 国土交通省 長崎県 島原市 Ⅱ

小浜橋 (ｵﾊﾞﾏﾊﾞｼ) 一般国道57号 1969 10 12.2 国土交通省 長崎県 雲仙市 Ⅲ

千々石橋 (ﾁﾁﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道57号 1954 28.2 6.6 国土交通省 長崎県 雲仙市 Ⅱ

千々石橋側道橋（右） (ﾁﾁﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾐｷﾞ) 一般国道57号 1981 32 2 国土交通省 長崎県 雲仙市 Ⅰ

千々石橋側道橋（左） (ﾁﾁﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾋﾀﾞﾘ) 一般国道57号 1991 28.1 3.7 国土交通省 長崎県 雲仙市 Ⅲ

一の井手橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊﾞｼ) 一般国道205号 1985 12.5 40.2 国土交通省 長崎県 佐世保市 Ⅰ

早岐瀬戸大橋（上り） (ﾊｲｷｾﾄｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 一般国道205号 1999 385 10.5 国土交通省 長崎県 佐世保市 Ⅱ

早岐瀬戸大橋（下り） (ﾊｲｷｾﾄｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 一般国道205号 1981 385 15 国土交通省 長崎県 佐世保市 Ⅱ

深谷橋 (ﾌｶﾀﾆﾊﾞｼ) 一般国道205号 2012 147 10 国土交通省 長崎県 佐世保市 Ⅰ

小音琴橋 (ｺﾈｺﾞﾄﾊﾞｼ) 一般国道205号 1982 7 8.8 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅲ

大音琴橋 (ｵｵﾈｺﾞﾄﾊﾞｼ) 一般国道205号 1937 7.9 9.4 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅰ

口木田橋 (ｸﾁｷﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道205号 1945 5.75 9.9 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

彼杵大橋側道橋（左） (ｿﾉｷﾞｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道205号 1987 44.09 2.3 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅰ

彼杵大橋側道橋（右） (ｿﾉｷﾞｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道205号 1976 44.45 2.3 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

彼杵大橋 (ｿﾉｷﾞｵｵﾊｼ) 一般国道205号 1957 40.5 8 国土交通省 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

久山川橋 ｸﾔﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1978 127 9.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 諫早市 Ⅱ

黒石嶋橋 ｸﾛｲｼｼﾞﾏﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1981 27 6.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 諫早市 Ⅱ

横島橋 ﾖｺｼﾏﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1978 33 10.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 諫早市 Ⅱ

横島橋 ﾖｺｼﾏﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1978 33 10.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 諫早市 Ⅱ

大上戸川橋 ﾀﾞｲｼﾞﾖｳｺｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1982 327 9.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

池田橋 ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1982 25 10.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

池田橋 ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1982 25 14.5
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

鳥越橋 ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 62 10.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 東彼杵町 Ⅱ
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（ｍ）
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鳥越橋 ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 69 8.5
西日本高速道路
（株）

長崎県 東彼杵町 Ⅱ

葛城橋 ｶﾂﾗｷﾞﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 108 9.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

葛城橋 ｶﾂﾗｷﾞﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 108 9.6
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

荒瀬高架橋 ｱﾗｾｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1988 150 9.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

郡川橋 ｺｵﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1987 212 9.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

郡川橋 ｺｵﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1987 217 9.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 33 10.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

大門橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 33 10.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 大村市 Ⅱ

長崎多良見ＩＣＢランプ
橋

ﾅｶﾞｻｷﾀﾗﾐICBﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 2003 53 7.6
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅰ

日見夢大橋 ﾋﾐﾕﾒｵｵﾊｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 2004 365 9.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅰ

長崎芒塚ＩＣＡランプ橋 ﾅｶﾞｻｷｽｽｷﾂﾞｶICAﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 2004 35 5.7
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅰ

白岳橋 ｼﾗﾀｹｷﾖｳ
一般国道４９７号（西九州自動
車道（佐世保道路））

1998 20 10.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 佐世保市 Ⅱ

沖新高架橋 ｵｷｼﾝｺｳｶｷﾖｳ
一般国道４９７号（西九州自動
車道（佐世保道路））

1998 676 9
西日本高速道路
（株）

長崎県 佐世保市 Ⅱ

第二畦別当橋 ﾀﾞｲ2ｱｾﾞﾍﾞﾂﾄｳﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 16 9.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

第二畦別当橋 ﾀﾞｲ2ｱｾﾞﾍﾞﾂﾄｳﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 26 8.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

第一三ッ山橋 ﾀﾞｲ1ﾐﾂﾔﾏﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 15 8.7
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

第一三ッ山橋 ﾀﾞｲ1ﾐﾂﾔﾏﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 15 8.6
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

第二犬継橋 ﾀﾞｲ2ｲﾇﾂｷﾞﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 25 9.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

第二犬継橋 ﾀﾞｲ2ｲﾇﾂｷﾞﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 26 8.3
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

第一川平橋 ﾀﾞｲ1ｶﾜﾋﾗﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 30 9.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

三川橋 ﾐｶﾜﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1991 114 8.5
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

昭和橋 ｼﾖｳﾜﾊﾞｼ
一般国道３４号（長崎バイパ
ス）

1967 53 9.8
西日本高速道路
（株）

長崎県 長崎市 Ⅱ

安本大橋 (ﾔｽﾓﾄｵｵﾊｼ) 一般国道202号 1978 50 9.8 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

水月橋側道橋（上） (ｽｲｹﾞﾂﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 一般国道251号 1980 59 2.7 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅱ

島原深江道路 (ｼﾏﾊﾞﾗﾌｶｴﾄﾞｳﾛ) 一般国道251号 1999 4232 10.5 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅱ

万関橋 (ﾏﾝｾﾞｷﾊﾞｼ) 一般国道382号 1996 210 11 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅱ

大船越橋 (ｵｵﾌﾅｺｼﾊﾞｼ) 一般国道382号 1970 52 8.3 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅱ

鰐川橋側道橋 (ﾜﾆｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道384号 1994 133 3.8 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

上貝瀬橋 (ｶﾐｶｲｾﾞﾊﾞｼ) 一般国道389号 1974 18.5 7.6 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅰ

郷ノ浦大橋 (ｺﾞｳﾉｳﾗｵｵﾊｼ) 郷ノ浦港線 1994 179 10.5 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅱ

新境橋側道橋 (ｼﾝｻｶｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 福江荒川線 2002 15.2 4.3 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

中尾川大橋 (ﾅｶｵｶﾜｵｵﾊｼ) 愛野島原線(がまだす) 2002 148.5 10.1 長崎県 長崎県 島原市 Ⅰ

三杉大橋 (ﾐｽｷﾞｵｵﾊｼ) 愛野島原線(がまだす) 2004 360 10.2 長崎県 長崎県 島原市 Ⅰ

鷹島肥前大橋 (ﾀｶｼﾏﾋｾﾞﾝｵｵﾊｼ) 鷹島肥前線 2009 1251 9.7 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅱ

浦上川高架橋 (ｳﾗｶﾐｶﾞﾜｺｳｶｷｮｳ) 長崎式見港線 2010 803 16.7 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

西浦上橋 (ﾆｼｳﾗｶﾐﾊﾞｼ) 長与大橋町線 1988 71.5 10.8 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 佐世保鹿町線 1959 30 8.7 長崎県 長崎県 佐々町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 奈留島線 1978 40 2 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

漁生浦橋 (ﾘｮｳｾｳﾗﾊﾞｼ) 日ノ島猿浦線 1979 99 7.5 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅱ

伊王島大橋 (ｲｵｳｼﾞﾏｵｵﾊｼ) 伊王島香焼線 2010 876 8 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

佐々第一橋跨線橋 (ｻｻﾞﾀﾞｲｲｯｷｮｳｺｾﾝｷｮｳ) 一般国道204号 1964 12.4 10.9 長崎県 長崎県 佐々町 Ⅰ
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小福橋ボックス (ｺﾌｸﾊﾞｼﾎﾞｯｸｽ) 一般国道204号 不明 2.7 11 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 一般国道204号 不明 2 24.6 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 一般国道204号 不明 2.4 10.4 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道204号 不明 4 9.1 長崎県 長崎県 平戸市 Ⅰ

平原橋ﾎﾞｯｸｽ (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼﾎﾞｯｸｽ) 一般国道204号 不明 2 7.5 長崎県 長崎県 平戸市 Ⅰ

戸根橋側道橋（上） (ﾄﾈﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 一般国道206号 1983 14.8 3 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅱ

殿井手橋 (ﾄﾉｲﾃﾞﾊﾞｼ) 一般国道206号 1958 7.6 10.5 長崎県 長崎県 西海市 Ⅰ

殿井手橋側道橋 (ﾄﾉｲﾃﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道206号 1958 11 3.3 長崎県 長崎県 西海市 Ⅰ

柚香橋側道橋 (ﾕｽﾞｶﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道206号 1981 14.5 2.4 長崎県 長崎県 西海市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 6.5 6.8 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 3 6.9 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 4 10.2 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 3.6 10 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.5 7.2 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 3.2 8 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

崎谷橋 (ｻｷﾔﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.7 9.6 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

崎辺田橋 (ｻｷﾍﾞﾀﾊﾞｼ) 一般国道207号 1957 3.5 10.9 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

草木田橋 (ｸｻｷﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道207号 1957 3 5.2 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

１号床版橋 (1ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 5 3.4 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

２号床板橋 (2ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 4 3 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.4 16.9 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.4 17 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 1957 7.8 10.3 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.2 12.2 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋（側道） (ﾑﾒｲｷｮｳｿｸﾄﾞｳ) 一般国道207号 不明 2.2 1.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

黒崎橋側道橋 (ｸﾛｻｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道207号 不明 9.6 4.3 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2 11.6 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2 13.8 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.9 13.8 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.6 13.7 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

新鍬崎橋 (ｼﾝｸﾜｻｷﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 5 7.9 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.3 11.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

向浜第二橋 (ﾑｶｲﾊﾏﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 一般国道207号 不明 2 5.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 11.8 7.7 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

西里橋 (ﾆｼｻﾞﾄﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2 7 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道207号 不明 2.6 9.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

２号ボックス(長田BP) (2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 8.3 52 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

３号ボックス(長田BP) (3ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 2.3 52.4 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

５号ボックス(長田BP) (5ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 5.5 43.6 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

７号ボックス(長田BP) (7ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 5.5 19.6 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

９号ボックス(長田BP) (9ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 5.5 19.4 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ
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１０号ボックス(長田BP) (10ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 7.1 52.2 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

１１号ボックス(長田BP) (11ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2000 2.3 134.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

１２号ボックス（長田
BP)

(12ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2004 5.6 19.6 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

１３号ボックス（長田
BP)

(13ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2005 8.8 22.3 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

１４号ボックス（長田
BP）

(14ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽﾅｶﾞﾀBP) 一般国道207号 2007 5.8 22.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

三室橋側道橋（上） (ﾐﾑﾛﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 一般国道251号 1940 11.8 2.5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

若車橋側道橋（上）
(ﾜｶｸﾞﾙﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞ
ﾘ)

一般国道251号 1941 12.5 2.5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

小津波見橋 (ｺﾂﾊﾞﾐﾊﾞｼ) 一般国道251号 1960 7.7 6.5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

一ノ谷橋 (ｲﾁﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 一般国道251号 1968 7 7.5 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅰ

流川橋側道橋 (ﾅｶﾞﾚｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道251号 不明 12.4 3 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅰ

無名橋1 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 一般国道251号 不明 4 9.3 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅰ

無名橋2 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ2) 一般国道251号 不明 2.9 7.6 長崎県 長崎県 南島原市 Ⅰ

白水川橋 (ｼﾗﾐｽﾞｶﾜﾊﾞｼ) 一般国道251号 1958 5.7 11 長崎県 長崎県 島原市 Ⅰ

北川橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道251号 1933 4.3 5.7 長崎県 長崎県 島原市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道251号 不明 2.1 13.6 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道251号 不明 3 9.6 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道251号 不明 3.6 11.9 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道251号 不明 3.1 7.5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

日詰橋 (ﾋﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 一般国道382号 1975 7.3 7 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

第一印通寺橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾝﾂｳｼﾞﾊﾞｼ) 一般国道382号 1971 2.5 5.5 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

第二印通寺橋 (ﾀﾞｲﾆｲﾝﾂｳｼﾞﾊﾞｼ) 一般国道382号 1970 6 5.5 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅱ

桟原１号ボックス (ｻｼﾞｷﾊﾗ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 2.5 10.7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

三根１号ボックス (ﾐﾈ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 2.1 7.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

三根２号ボックス (ﾐﾈ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 3.5 10 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

吉田１号ボックス (ﾖｼﾀﾞ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 4.5 6.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

吉田２号ボックス (ﾖｼﾀﾞ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 4.4 6 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

吉田４号ボックス (ﾖｼﾀﾞ4ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 3.5 6 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

仁位１号ボックス (ﾆｲ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 2.5 6.3 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

賀谷３号ボックス (ｶﾞﾔ3ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 2 10.6 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

賀谷４号ボックス (ｶﾞﾔ4ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 2 6 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

芦ヶ浦８号ボックス (ｱｼｶﾞｳﾗ8ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 2 6.9 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

久須保１号ボックス (ｸｽﾎﾞ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 4 10 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

け知２号ボックス (ｹﾁ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 3 9.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

け知３号ボックス (ｹﾁ3ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 3 9.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

小浦１号ボックス (ｺｳﾗ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 6 13.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

南室１号ボックス (ﾅﾑﾛ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道382号 不明 4 10.7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス1 (ﾎﾞｯｸｽ1) 一般国道382号 不明 2.6 13 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス2 (ﾎﾞｯｸｽ2) 一般国道382号 不明 2.9 13 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

無名橋1 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 一般国道382号 不明 3.4 7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

無名橋2 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ2) 一般国道382号 不明 4.5 7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

無名橋3 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ3) 一般国道382号 不明 3.2 10.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ
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無名橋4 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ4) 一般国道382号 不明 4.5 10 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス3 (ﾎﾞｯｸｽ3) 一般国道382号 不明 2.5 7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス4 (ﾎﾞｯｸｽ4) 一般国道382号 不明 6.5 7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス5 (ﾎﾞｯｸｽ5) 一般国道382号 不明 2 8.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス6 (ﾎﾞｯｸｽ6) 一般国道382号 不明 3.5 9 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス7 (ﾎﾞｯｸｽ7) 一般国道382号 不明 6 8 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

小馬込橋 (ｺﾏｺﾞﾒﾊﾞｼ) 一般国道383号 不明 2.2 7.1 長崎県 長崎県 平戸市 Ⅰ

新中山橋 (ｼﾝﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 一般国道383号 2009 14.2 11 長崎県 長崎県 平戸市 Ⅰ

堺橋側道橋 (ｻｶｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道383号 2012 9.9 3.4 長崎県 長崎県 平戸市 Ⅰ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 一般国道384号 1935 5.5 5.6 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

ＢＯＸ (BOX) 一般国道384号 不明 3.5 8.8 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

ＢＯＸ (BOX) 一般国道384号 不明 5 11.6 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

笛吹橋 (ﾌｴﾌｷﾊﾞｼ) 一般国道384号 1952 4.9 7.8 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 一般国道499号 不明 2 9.2 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

折敷瀬無名橋 (ｵﾘｼｷｾﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保嬉野線 不明 3.5 9.4 長崎県 長崎県 波佐見町 Ⅰ

徳丸橋 (ﾄｸﾏﾙﾊﾞｼ) 川棚有田線 1985 2.5 9.9 長崎県 長崎県 波佐見町 Ⅰ

宿ボックス (ｼｭｸﾎﾞｯｸｽ) 川棚有田線 不明 3.9 16.8 長崎県 長崎県 波佐見町 Ⅰ

無名 (ﾑﾒｲ) 伊万里松浦線 不明 5 8.9 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 伊万里松浦線 不明 2.4 8.9 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

川下ボックス (ｶﾜｼﾓﾎﾞｯｸｽ) 佐世保日野松浦線 不明 3.2 20.4 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保日野松浦線 不明 2.8 7.2 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

高野橋測道橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼﾊｶﾙﾄﾞｳｷｮｳ) 佐世保日野松浦線 不明 4.5 2 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

植松橋 (ｳｴﾏﾂﾊﾞｼ) 佐々鹿町江迎線 不明 3.5 7.8 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 有川奈良尾線 不明 3.2 10.5 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

五斗ヶ浦2号橋 (ｺﾞﾄｶﾞｳﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 有川奈良尾線 1959 6 6.1 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

小向橋 (ｺﾑｶｲﾊﾞｼ) 勝本石田線 1970 4 5 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

目坂橋 (ﾒｻｶﾊﾞｼ) 勝本石田線 1959 3.8 4.3 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

上槻１号ボックス (ｺｳﾂｷ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 厳原豆酘美津島線 不明 3 5.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

今里１号ボックス (ｲﾏｻﾞﾄ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 厳原豆酘美津島線 不明 2.5 13.7 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

今里２号ボックス (ｲﾏｻﾞﾄ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 厳原豆酘美津島線 不明 2 8.2 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

箕形１号ボックス (ﾐｶﾀ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 厳原豆酘美津島線 不明 2.5 8.3 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

箕形２号ボックス (ﾐｶﾀ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 厳原豆酘美津島線 不明 2 8 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

畑原橋 (ﾊﾀﾊﾗﾊﾞｼ) 厳原豆酘美津島線 不明 2 10.3 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 長崎畝刈線 不明 2 11.3 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 長崎畝刈線 不明 2.5 12.1 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 長崎畝刈線 不明 3 31.7 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

ＢＯＸ (BOX) 富江岐宿線 不明 7 8 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

繁敷橋 (ｼｹﾞｼｷﾊﾞｼ) 富江岐宿線 1931 5 4.5 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

道ノ尾橋 (ﾐﾁﾉｵﾊｼ) 長崎多良見線 不明 7 22 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

天満宮橋 (ﾃﾝﾏﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 長崎多良見線 不明 13.7 9 長崎県 長崎県 長与町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 長崎多良見線 不明 6 16 長崎県 長崎県 長与町 Ⅰ
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本川内橋側道橋（下） (ﾎﾝｶﾜﾁﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｼﾀ) 長崎多良見線 不明 11 2.7 長崎県 長崎県 長与町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 野母崎宿線 不明 2 6.1 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋2 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ2) 上対馬豊玉線 不明 3.5 4 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

ボックス1 (ﾎﾞｯｸｽ1) 上対馬豊玉線 不明 2 10.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

無名橋3 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ3) 上対馬豊玉線 不明 6 4.5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

瀬戸橋 (ｾﾞﾄﾊﾞｼ) 上対馬豊玉線 不明 2.5 5 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

無名橋5 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ5) 上対馬豊玉線 不明 3.5 5.3 長崎県 長崎県 対馬市 Ⅰ

福井ボックス (ﾌｸｲﾎﾞｯｸｽ) 佐世保吉井松浦線 不明 5.4 9 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

小川内ボックス (ｵｶﾞﾜﾁﾎﾞｯｸｽ) 佐世保吉井松浦線 不明 3.8 18 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保吉井松浦線 不明 8.6 7.6 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

無名橋測道橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼﾊｶﾘﾄﾞｳｷｮｳ) 佐世保吉井松浦線 不明 8.2 1.8 長崎県 長崎県 松浦市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 平戸生月線 不明 5.5 133 長崎県 長崎県 平戸市 Ⅰ

大茂橋自転車道 (ｵｵｼｹﾞﾊﾞｼｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳ) 栗木吉井線 不明 9.5 4 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

小井手橋自転車道１ (ｺｲﾃﾞﾊﾞｼｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳ1) 栗木吉井線 不明 4.6 4.2 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

小井手橋自転車道２ (ｺｲﾃﾞﾊﾞｼｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳ2) 栗木吉井線 不明 4.6 4.2 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

踊瀬橋自転車道 (ｵﾄﾞﾘｾﾊﾞｼｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳ) 栗木吉井線 不明 12.2 4 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 神ノ浦港長浦線 不明 11.4 9.8 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 愛野島原線 不明 3.6 5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

第一刈田院橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾘﾀｲﾝﾊﾞｼ) 郷ノ浦沼津勝本線 1966 8.4 7.4 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

第二刈田院橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾘﾀｲﾝﾊﾞｼ) 郷ノ浦沼津勝本線 1961 4.1 4.7 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

第三刈田院橋 (ﾀﾞｲｻﾝｶﾘﾀｲﾝﾊﾞｼ) 郷ノ浦沼津勝本線 1962 5.3 5.2 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

尾鼻橋 (ｵﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 嬉野川棚線 不明 8 4.1 長崎県 長崎県 川棚町 Ⅰ

木場無名橋 (ｺﾊﾞﾑﾒｲﾊﾞｼ) 嬉野川棚線 不明 3.4 5.3 長崎県 長崎県 川棚町 Ⅰ

桜追橋 (ｻｸﾗｵｲﾊﾞｼ) 嬉野川棚線 不明 8.6 5 長崎県 長崎県 川棚町 Ⅱ

木場橋 (ｺﾊﾞﾊﾞｼ) 嬉野川棚線 不明 11.5 5.6 長崎県 長崎県 川棚町 Ⅰ

石木無名橋 (ｲｼｷﾑﾒｲﾊﾞｼ) 嬉野川棚線 不明 5.5 6.6 長崎県 長崎県 川棚町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 長崎式見港線 不明 2.3 6 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 長崎式見港線 不明 4 9.4 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

なかはら橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 田結久山線 2001 21 11.5 長崎県 長崎県 諫早市 Ⅰ

西沖田橋 (ﾆｼｵｷﾀﾊﾞｼ) 佐世保鹿町線 不明 12.6 22.8 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

小浦橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 佐世保鹿町線 不明 11.4 8.7 長崎県 長崎県 佐々町 Ⅰ

上歌ヶ浦無名橋 (ｶﾐｳﾀｶﾞｳﾗﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保鹿町線 不明 2.5 6.4 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

樋口無名橋 (ﾋｸﾞﾁﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保鹿町線 不明 3.1 6.8 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

下横行橋 (ｼﾓﾖｺﾕｷﾊﾞｼ) 重尾長畑線 不明 4.1 7.6 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

上横行橋 (ｶﾐﾖｺﾕｷﾊﾞｼ) 重尾長畑線 不明 2.4 7.4 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

四郎丸橋 (ｼﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ) 重尾長畑線 不明 3.7 9.8 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅲ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 重尾長畑線 不明 3.3 10.1 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

下中江橋 (ｼﾓﾅｶｴﾊﾞｼ) 重尾長畑線 不明 4.5 8.6 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅲ

庵ノ浦無名橋 (ｲｵﾉｳﾗﾑﾒｲﾊﾞｼ) 俵浦日野線 不明 2.7 9.3 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

原分無名橋 (ﾊﾙﾌﾞﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保世知原線 不明 6.4 10.9 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

上野原無名橋 (ｳｴﾉﾊﾗﾑﾒｲﾊﾞｼ) 佐世保世知原線 不明 2.5 6.4 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ
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ＢＯＸX２ (BOXX2) 河務福江線 不明 11.6 11 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

BOX (BOX) 河務福江線 不明 5.3 11 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

ＢＯＸ (BOX) 河務福江線 不明 4 8.3 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 河務福江線 不明 4 12.7 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

ＢＯＸ (BOX) 河務福江線 不明 5 9.1 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 大浜福江線 不明 3 12.4 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

瀬良川橋 (ｾﾗｶﾜﾊﾞｼ) 大浜福江線 1935 6.7 13.2 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

ＢＯＸ (BOX) 大浜福江線 不明 2 12 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 奈留島線 不明 5 5 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 青方港魚目線 不明 6.1 13.3 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 青方港魚目線 不明 2 13.5 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

しめノ尾橋 (ｼﾒﾉｵﾊｼ) 郷ノ浦芦辺線 1963 8.1 6 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 渡良浦初瀬線 1965 3 6.1 長崎県 長崎県 壱岐市 Ⅰ

浜橋 (ﾊﾏﾊﾞｼ) 太田有川港線 1952 4.5 3.7 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

南波江橋 (ﾅﾝﾊﾞｴﾊﾞｼ) 太田有川港線 1952 13.5 5.5 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅱ

八反田無名橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾑﾒｲﾊﾞｼ) 千綿渓線 不明 2 4.5 長崎県 長崎県 東彼杵町 Ⅰ

加美橋側道橋 (ｶﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 北野千々石線 不明 8 1.5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 千本木島原港線 不明 3 17.6 長崎県 長崎県 島原市 Ⅰ

南風崎無名橋 (ﾊｴﾉｻｷﾑﾒｲﾊﾞｼ) 南風崎停車場指方線 不明 5 12.3 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 津和崎立串線 1965 2.8 6.1 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 津和崎立串線 1965 2.4 5.6 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 津和崎立串線 1965 2.5 7.6 長崎県 長崎県 新上五島町 Ⅰ

早岐無名橋 (ﾊｲｷﾑﾒｲﾊﾞｼ) 平瀬佐世保線 不明 2 10 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

早岐橋 (ﾊｲｷﾊﾞｼ) 平瀬佐世保線 不明 11 11.2 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

尾登橋 (ｵﾉﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 荒牧尾登線 不明 12 4.5 長崎県 長崎県 雲仙市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 深堀三和線 不明 9.1 4.7 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 深堀三和線 不明 4 4.6 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 深堀三和線 不明 3.2 9.7 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 貝津岳浜ノ畔線 不明 3.5 11.3 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 貝津岳浜ノ畔線 不明 2 6.1 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

丑ノ浦１号橋 (ｳｼﾉｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 貝津岳浜ノ畔線 不明 2.4 5.2 長崎県 長崎県 五島市 Ⅰ

西片橋 (ﾆｼｶﾀﾊﾞｼ) 昭和馬町線 不明 10 48 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 昭和馬町線 不明 4 23.3 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 昭和馬町線 不明 2.3 9 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 昭和馬町線 不明 14 20 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 昭和馬町線 不明 4 20 長崎県 長崎県 長崎市 Ⅰ

岡谷橋 (ｵｶﾔﾊﾞｼ) 崎岡町早岐線 不明 5.4 8 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅲ

崎岡無名橋 (ｻｷｵｶﾑﾒｲﾊﾞｼ) 崎岡町早岐線 不明 3 11.7 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

崎岡橋人道橋 (ｻｷｵｶﾊﾞｼｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 崎岡町早岐線 不明 9.6 2.8 長崎県 長崎県 佐世保市 Ⅰ

内平橋１ (ｳﾁﾋﾗﾊｼ1) 市道三川町川平町1号線 1989 114 8.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

つばき橋 (ﾂﾊﾞｷﾊｼ) 市道園田町牧野町1号線 1990 107.6 9.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ
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運動公園橋 (ｳﾝﾄﾞｳｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道柿泊町城山台1号線 2001 106 13.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

先の谷橋 (ｻｷﾉﾀﾆﾊｼ) 市道中腹循環線 1969 84.2 5.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 市道木鉢町25号線 不明 57.4 5.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ2) 市道高城台平間町1号線 不明 56.5 13.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

第二跨道橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道新戸町1号線 2006 53.4 4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅰ

帆六橋 (ﾎﾛｸﾊﾞｼ) 市道三ツ山町2号線 1978 50.7 9.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

新平床橋 (ｼﾝﾋﾗﾄｺﾊｼ) 市道三ツ山町6号線 1990 45 7.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上林谷橋 (ｼﾞｮｳﾘﾝﾀﾞﾝﾊﾞｼ) 市道本河内1号線 1997 43.9 7.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

琴平橋 (ｺﾄﾋﾗﾊﾞｼ) 市道古河町上戸町線 1975 39.8 14.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

力平橋 (ﾘｷﾋﾗﾊﾞｼ) 市道川平町23号線 1990 38.1 5.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

皿焼2号橋 (ｻﾗﾔｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道小江原春木町線 1985 37.3 10.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

恵比須橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道畝刈町京泊2号線 1974 27.4 10.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

歳ノ神橋 (ﾄｼﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道矢上町現川町線 1987 26 7.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

無名橋５（ｸﾞﾗﾊﾞｰｽｶｲﾛｰ
ﾄﾞ3号橋）

(ﾑﾒｲﾊﾞｼ5ｸﾞﾗﾊﾞｰｽｶｲﾛｰﾄﾞ3
ｺﾞｳｷｮｳ)

市道相生町南山手町1号線 2003 22.8 4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

白川めだか橋 (ｼﾗｶﾜﾒﾀﾞｶﾊﾞｼ) 市道豊洋台鳴見町1号線 2001 21 9.5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

下峠橋 (ｼﾓﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 市道上戸石町船石町線 1984 20.1 5.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

無名橋７ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ7) 市道白木町1号線 不明 19.7 4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

角橋 (ｶﾄﾞﾊﾞｼ) 市道中里町船石町1号線 1984 19.4 7.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

角橋（歩道橋） (ｶﾄﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中里町船石町1号線 不明 19.4 2.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

慶正庵橋 (ｹｲｼｮｳｱﾝﾊﾞｼ) 市道田中町中里町線 1984 19.2 7.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

皿焼１号橋 (ｻﾗﾔｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小江原春木町線 1985 18.7 10.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

宝町2号橋 (ﾀｶﾗﾏﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道宝町4号線 1965 18.3 11.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

無名橋８ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ8) 市道平野町平和町2号線 不明 18 13.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

萩尾橋 (ﾊｷﾞｵﾊﾞｼ) 市道新戸町大山町線 1981 17.2 8.5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

三川橋 (ﾐｶﾜﾊｼ) 市道西山川平町線 1987 16.8 14.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

銭屋橋 (ｾﾞﾆﾔﾊｼ) 市道浜町伊勢町線 1985 15.3 5.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

銅座橋 (ﾄﾞｳｻﾞﾊｼ) 市道伊勢町大浦町線 1969 15.1 14.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

千束野橋 (ｾﾝｿﾞｸﾉﾊﾞｼ) 市道上戸石町船石町線 1984 15 7.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

通都川橋 (ﾂｳﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道中里町船石町1号線 1985 14.9 7.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

弁天橋歩道橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道松が枝町南山手町線 不明 14.5 2.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊｼ) 市道三原町三川町線 1987 13.9 9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

西北中橋 (ﾆｼｷﾀﾅｶﾊｼ) 市道赤迫柳谷町1号線 1972 13.9 3.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

三芳町１号橋 (ﾐﾖｼﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道三芳町若竹町線 不明 13.8 9.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

鎧橋 (ﾖﾛｲﾊﾞｼ) 市道田中町中里町線 1984 13.6 6.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

昭和町２号橋 (ｼｮｳﾜﾏﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道昭和川平町線 不明 13.5 9.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

昭和町１号橋 (ｼｮｳﾜﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道昭和川平町線 不明 12.4 9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

木場橋 (ｺﾊﾞﾊﾞｼ) 市道中里町船石町1号線 1984 12.2 7.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

妙相寺橋 (ﾐｮｳｿｳｼﾞ) 市道本河内3号線 1983 12 5.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 市道松山町大橋町線 1953 11.3 13.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

仁賀木橋 (ﾆｶﾞｷﾊｼ) 市道中里町船石町1号線 1983 11.2 4.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道田中町中里町線 1984 10.9 5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ
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現川橋 (ｳﾂﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道矢上町現川町線 1992 10.1 13 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

恵橋 (ﾒｸﾞﾐﾊﾞｼ) 市道三ツ山町2号線 1977 10 19.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

清観橋 (ｾｲｶﾞﾝﾊﾞｼ) 市道西山川平町線 1975 10 6.5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊﾞｼ) 市道中里町船石町2号線 1986 9.2 5.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

音無橋 (ｵﾄﾅｼﾊｼ) 市道若葉町白鳥町線 不明 7.8 9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 市道三川町線 1985 8.9 4.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

清藤橋 (ｾｲﾄｳﾊｼ) 市道田中町中里町線 1984 8.9 8.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内６号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内3号線 不明 8.3 5.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

払畑橋 (ﾊﾗｲﾊﾞﾀｹﾊｼ) 市道現川町線 1983 8.3 5.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

西北橋 (ﾆｼｷﾀﾊｼ) 市道中園町音無町線 1957 8 10.5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

下新成橋 (ｼﾓｼﾝｾｲﾊｼ) 市道大橋町岩屋町線 1959 7.8 36.9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

葉山橋 (ﾊﾔﾏﾊｼ) 市道葉山線 1966 7.4 6.5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

寺川内橋 (ﾃﾗｶﾜﾁﾊｼ) 市道滑石1号線 1965 6.8 12.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

茶ノ木橋１ (ﾁｬﾉｷﾊｼ1) 市道岩屋町滑石線 1965 6.7 16.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

眞久保橋 (ﾏｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道矢の平10号線 1954 6.7 2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道芒塚町宿町線 1983 6.2 6.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上戸石橋 (ｶﾐﾄｲｼﾊﾞｼ) 市道上戸石町船石町線 1983 6.2 4.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

城谷橋 (ｼﾞｮｳﾉﾀﾆﾊｼ) 市道上戸石町船石町線 1983 6.2 5.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

虹が丘町１号橋 (ﾆｼﾞｶﾞｵｶﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩屋町滑石線 不明 6.1 13.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道向町滑石線 不明 6.1 4.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

長林橋 (ｶﾐﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道上戸石町船石町線 1983 6.1 6.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

甑岩橋 (ｺｼｷｲﾜﾊﾞｼ) 市道愛宕飯香浦町線 不明 5.9 17 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

給人川内橋 (ｷｭｳｼﾞﾝｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道矢上町現川町線 1983 5.9 4.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅰ

本河内７号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内3号線 不明 5.8 7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内１号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内1号線 不明 5.4 4.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

楓橋 (ｶｴﾃﾞﾊｼ) 市道大橋町岩屋町線 1957 5.3 5.9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

小兵底橋 (ｺﾋｮｳｿｺﾊｼ) 市道三川町線 1983 5.2 4.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅰ

矢平橋 (ﾔﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 市道矢の平白木町線 1927 5.2 5.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上林橋 (ｶﾐﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市道田手原町本河内線 1983 5.2 5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

八坂橋 (ﾔｻｶﾊﾞｼ) 市道芒塚町宿町線 1961 5.1 8.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上戸町１号橋 (ｶﾐﾄﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上戸町宮摺町線 不明 5.1 4.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内８号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内3号線 不明 4.8 3.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

若竹橋 (ﾜｶﾀｹﾊｼ) 市道三芳町若竹町線 1957 4.6 8.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 市道向町滑石線 1966 4.6 7.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

宮摺町２号橋 (ﾐﾔｽﾞﾘﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮摺町線 不明 4.5 4.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

滑石１号橋 (ﾅﾒｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道向町滑石線 不明 4.4 8.9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内５号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内2号線 不明 4.3 4.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上座橋 (ｶﾐｻﾞﾊﾞｼ) 市道中里町船石町1号線 不明 4.2 5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅲ

大石平橋 (ｵｵｲｼﾋﾗﾊﾞｼ) 市道上戸石町船石町線 1983 4.2 4.7 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上戸町２号橋 (ｶﾐﾄﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上戸町宮摺町線 不明 4.1 5.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内１４号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道田手原町本河内線 1987 4.1 6.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ
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平木場橋 (ﾋﾗｺﾊﾞﾊﾞｼ) 市道中里町線 不明 3.9 6.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

戸町１号橋 (ﾄﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸町小ヶ倉町線 不明 3.8 7.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

現川２号橋 (ｳﾂﾂｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道現川町線 不明 3.7 3.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

若竹町１号橋 (ﾜｶﾀｹﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道柳谷町若竹町線 不明 3.5 4.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

船石町１号橋 (ﾌﾅｲｼﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中里町船石町2号線 不明 3.5 4.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

現川１号橋 (ｳﾂﾂｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道矢上町現川町線 不明 3.3 5.9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

現川３号橋 (ｳﾂﾂｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道現川町線 不明 3.2 5.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

現川４号橋 (ｳﾂﾂｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道現川町線 不明 3.2 5.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

戸町２号橋 (ﾄﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸町小ヶ倉町線 不明 3 17.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内２号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内1号線 不明 3 4.1 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

三川町１号橋 (ﾐｶﾜﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三川町線 不明 2.9 4.6 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅰ

愛宕１号橋 (ｱﾀｺﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸山町桜木町線 不明 2.8 4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

上戸石町１号橋 (ｶﾐﾄｲｼﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上戸石町船石町線 不明 2.7 4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

無名橋３１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ31) 市道戸石町19号線 不明 2.6 6.4 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

文教町１号橋 (ﾌﾞﾝｷｮｳﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道文教町家野町線 不明 3 8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

川平町３号橋 (ｶﾜﾋﾗﾏﾁ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道昭和川平町線 不明 2.5 8.9 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

舞岳橋 (ﾏｲﾀﾞｹﾊﾞｼ) 市道本河内2号線 不明 2.5 5 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

本河内４号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本河内2号線 不明 2.3 5.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

無名橋３５ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ35) 市道戸石町19号線 不明 2.3 6.2 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

三ツ山町１号橋 (ﾐﾂﾔﾏﾏﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道三ツ山町1号線 不明 2 9.3 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

田上絆橋 (ﾀｶﾞﾐｷｽﾞﾅﾊﾞｼ) 市道桜木町白木町線 2007 67 13.8 長崎市 長崎県 長崎市 Ⅱ

河原橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 制札・江里線 2000 88 6.25 島原市 長崎県 島原市 Ⅱ

六ツ木橋 (ﾑﾂｷﾞﾊﾞｼ) ひょうたん畑出の川線 2000 96.8 6.5 島原市 長崎県 島原市 Ⅱ

清仙寺橋 (ｾｲｾﾝｼﾞﾊｼ) 竹の下今廟線 1966 22 4.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

山の手橋 (ﾔﾏﾉﾃﾊｼ) 裏山折山頭線 1958 19.5 5.8 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

１号橋１ (1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 白原町原線 不明 18.6 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

駅西1号橋 (ｴｷﾆｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 諫早駅西1号線 1983 20.6 13.1 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

正部谷橋 (ｼｮｳﾌﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 目代大野線 1985 18.6 3.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

中尾橋１ (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 中尾町3号線 1975 30.2 1.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

山川橋 (ﾔﾏｶﾜﾊﾞｼ) 山川町12号線 1976 30.1 1.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

猿崎跨線橋 (ｻﾙｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳ) 猿崎台地白浜線 不明 16.6 4.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

白岩橋 (ｼﾗｲﾜﾊﾞｼ) 白岩町24号線 1976 25 1.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

堂崎1号橋 (ﾄﾞｳｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 堂崎山川町線 1974 60 2.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

山川2号橋 (ﾔﾏｶﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 堂崎山川町線 1974 40 2.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

峰跨道橋 (ﾐﾈｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道34号側道9号線 1980 42 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

久山陸橋 (ｸﾔﾏﾘｸﾊｼ) 長崎自動車側道1号線 1981 40.4 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

佐竹橋 (ｻﾀｹﾊﾞｼ) 長崎自動車側道12号線 1978 40 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

大砂口橋 (ｵｵｻｺﾊﾞｼ) 中核工業団地1号線 1982 43.7 25.1 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

永昌跨道橋 (ｴｲｼｮｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 諫早駅南3号線 1981 21.3 6 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

福田大橋 (ﾌｸﾀﾞｵｵﾊｼ) 長田バイパス側道1号線 2006 191.1 16 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

古鍛冶屋橋 (ｺｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 古鍛冶屋線 1982 45 8 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ
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化屋大橋 (ｹﾔｵｵﾊｼ) 化屋シーサイド線 1984 123.3 11.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

蜂ノ巣跨道橋 (ﾊﾁﾉｽｺﾄﾞｳｷｮｳ) 長寿坊線 1976 17.7 4.1 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

下手橋 (ｼﾓﾃﾊﾞｼ) 小船津線 1999 36.3 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

新田橋２ (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 鹿ノ塔黒新田線 2000 16.6 7.2 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

釜橋 (ｶﾏﾊﾞｼ) 黒崎釜線 1994 36.4 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

法川跨道橋 (ﾉﾘｶﾞﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 法川線 1977 41.4 3.9 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

善住寺跨道橋 (ｾﾞﾝｼﾞｭｳｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 東平原善住寺線 1978 29.5 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

坂元跨道橋 (ｻｶﾓﾄｺﾄﾞｳｷｮｳ) 西谷二股線 1987 20.1 4.2 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

竹崎橋 (ﾀｹｻﾞｷﾊﾞｼ) 竹崎線 1975 19.8 4.5 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

坂ノ下橋 (ｻｶﾉｼﾀﾊﾞｼ) 井崎田原線 2001 23 5.3 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

長戸橋 (ﾅｶﾞﾄﾊﾞｼ) 帆崎線 1968 30 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

辻田橋 (ﾂｼﾞﾀﾊﾞｼ) 辻田線 1977 23 3 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅱ

中持橋 (ﾅｶﾓﾁﾊﾞｼ) 権現線 1981 33.9 4 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 久山町名切線 1969 14.4 2.2 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

徳ヶ頭橋 (ﾄｸｶﾞｶﾞｼﾗﾊﾞｼ) 陸橋線 1934 13.7 1.9 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

跨線橋 (ｺｾﾝｷｮｳ) 尾ノ上線 1934 13 1.9 諫早市 長崎県 諫早市 Ⅲ

草場橋 (ｸｻﾊﾞﾊｼ) 立石馬込線 1979 11.4 6.2 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

小佐古２号橋 (ｺｻｺ2ｺﾞｳﾊｼ) 小佐古暗瀬戸線 2001 18.4 5 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

小佐古１号橋 (ｺｻｺ1ｺﾞｳﾊｼ) 八幡神社大多武線 2002 22.5 6 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

赤佐古橋 (ｱｶｻｺﾊﾞｼ) 赤佐古田ノ平線 2005 18 9.5 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

上水計橋 (ｶﾐﾐｽﾞﾊｶﾘﾊﾞｼ) 上水計橋線 不明 54.8 4 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

水計橋 (ﾐｽﾞﾊｶﾘﾊﾞｼ) 八幡神社大多武線 1982 38.4 6.5 大村市 長崎県 大村市 Ⅲ

芋堀手橋 (ｲﾓﾎﾘﾃﾞﾊｼ) 本小路南川内線 1991 20.2 8.8 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

荒平橋 (ｱﾗﾋﾗﾊﾞｼ) 八幡神社大多武線 1974 18.6 7.5 大村市 長崎県 大村市 Ⅲ

梶ノ尾１号橋 (ｶｼﾞﾉｵ1ｺﾞｳｷｮｳ) 池ノ本北宿線 不明 14.6 4.4 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

弥勒寺橋 (ﾐﾛｸｼﾞﾊﾞｼ) 野岳弥勒寺線 1972 18.2 7.4 大村市 長崎県 大村市 Ⅲ

上諏訪橋 (ｶﾐｽﾜﾊﾞｼ) 藤の川横尾線 1982 74.5 6.5 大村市 長崎県 大村市 Ⅲ

植松坂口１号橋 (ｳｴﾏﾂｻｶｸﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 植松坂口線 不明 22 7.6 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

植松２丁目１号橋 (ｳｴﾏﾂ2ﾁｮｳﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 植松2丁目線 不明 22 5 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

久原団地橋 (ｸﾊﾞﾗﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 久原団地荒川線 2001 18.4 8 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 国立病院前線 不明 19.5 4 大村市 長崎県 大村市 Ⅱ

奈切橋 (ﾅｷﾘﾊﾞｼ) 奈切線 不明 3.1 5.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中部十一号線 不明 2.5 1.2 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

西里橋 (ﾆｼｻﾞﾄﾊﾞｼ) 秋葉参道線 不明 2.4 3 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

度島浦第一橋 (ﾀｸｼﾏｳﾗﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 度島線 不明 2.4 4.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

箕坪橋 (ﾐﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 其坪線 不明 12.5 4.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅲ

宝亀の元橋 (ﾎｳｷﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 紙漉線 不明 5.8 4 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

蓮華院橋 (ﾚﾝｹﾞｲﾝｷｮｳ) 太田平支線 1974 7.4 4.4 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

曲り架道橋 (ﾏｶﾞﾘｶﾄﾞｳｷｮｳ) 大谷線 不明 5.2 10.5 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ) 釜蓋・長尾線 不明 5.1 3.7 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

牧ノ地橋 (ﾏｷﾉﾁﾞﾊﾞｼ) 堤石橋線 不明 4 2.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ
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中瀬戸橋 (ﾅｶｾﾄﾊﾞｼ) 中瀬戸・石橋線 不明 3.5 3.5 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) キシヤノ木一号線 不明 14.5 3 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅲ

成オヅ橋 (ﾅﾘｵﾂﾞﾞﾊﾞｼ) 成オヅ二号支線 不明 6.2 3 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

平川橋(歩道) (ﾋﾗｶﾜﾊｼﾎﾄﾞｳ) 福崎線 2002 27.8 3.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

深月橋 (ﾌｶﾂｷﾊﾞｼ) 深月線 不明 7.5 5.6 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

めばる橋 (ﾒﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 神宮坂口線 1949 4.9 3.6 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

古梶橋 (ﾌﾙｶｼﾞﾊﾞｼ) 田代線 1972 3.2 4.5 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

西荻田橋 (ﾆｼｵｷﾞﾀﾊﾞｼ) 西荻田線 1976 3.1 5.7 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

渕ノ本橋 (ﾌﾁﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 西荻田線 1975 2.9 6.6 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

外目橋 (ｿﾄﾒﾊﾞｼ) 外目線 1976 4.5 4.9 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

綿川橋 (ﾜﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 生向線 1951 3.7 4.3 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

貝辺橋 (ｶｲﾍﾞﾊﾞｼ) 里田原東線 2002 3.5 7 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

薬王谷橋 (ﾔｸｵｵﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 旧県道薬王谷線 1949 2.7 5.5 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

イヤ添橋 (ｲﾔｿﾞｴﾊﾞｼ) 上田原線 1979 3.3 4.6 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

一関橋 (ｲｯｾｷﾊﾞｼ) 新田線 1957 7.6 4 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

屋鋪ノ元橋 (ﾔｼｷﾉﾓﾄﾊﾞｼ) もいく線 1957 5.2 3.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

鶴紫橋 (ﾂﾙｼﾊﾞﾊﾞｼ) 焼山2号線 2009 5.3 3 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

風呂ノ本橋 (ﾌﾛﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 風呂ノ本線 1974 8.3 4 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 南小学校線 1981 3.9 8.4 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

牟田橋 (ﾑﾀﾊﾞｼ) 牟田池線 1978 4.7 4.1 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

鴫山橋 (ﾂｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 浮津種畜場線 1972 3.6 3.7 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 山口線 不明 3.6 5.1 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

万ヶ渕橋 (ﾏﾝｶﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 宵の祭線 不明 17.3 4.7 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

はらい川橋 (ﾊﾗｲｶﾜﾊﾞｼ) 中島2号線 1980 4.7 3.6 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅱ

永田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 坂口駅前線 1952 2.2 6.3 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

娵川橋 (ﾖﾒｶﾞﾜﾊﾞｼ) 娵川線 不明 4.8 2.4 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

里橋 (ｻﾄﾊﾞｼ) 里線 1986 11.8 4.8 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

七曲橋 (ﾅﾅﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 七曲線 1985 4.8 4.9 平戸市 長崎県 平戸市 Ⅰ

第一田ノ平橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀﾉﾋﾗﾊｼ) 田ノ平長坂線 1959 23.5 3.8 松浦市 長崎県 松浦市 Ⅲ

原田２号橋 (ﾊﾗﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 悪太郎川線 不明 2.7 4.7 松浦市 長崎県 松浦市 Ⅲ

新田中央橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 新田中央線 不明 12.3 1.8 松浦市 長崎県 松浦市 Ⅲ

阿翁浦旧道橋 (ｱｵｳｳﾗｷｭｳﾄﾞｳｷｮｳ) 阿翁浦旧道線 1978 2.1 1.9 松浦市 長崎県 松浦市 Ⅲ

山添橋 (ﾔﾏｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道田代2号線 1958 8 3.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

いかん口橋 (ｲｶﾝｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道三幸線 1960 7 4 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道川坂芳ノ元線 1960 7 4 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

永野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊﾞｼ) 市道八十ヶ山4号線 1960 3.2 2.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

門野田ダム橋 (ｶﾉﾝﾀﾞﾀﾞﾑﾊﾞｼ) 市道桂ヶ茂線 2004 13.6 5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

彦四郎橋 (ﾋｺｼﾛｳﾊﾞｼ) 市道江角彦四郎一号線 1989 3.4 3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

広石１号橋 (ﾋﾛｲｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道神里貝畑線 1980 3.2 5.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

亀岡橋 (ｶﾒｵｶﾊﾞｼ) 1級市道本村神里線 2013 2.9 8.3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 2級市道本村女岳線 1983 12.2 5.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ
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石櫃橋 (ｲｼﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 市道釘ノ尾石櫃線 1975 4.17 3.3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

唐松橋 (ｶﾗﾏﾂﾊﾞｼ) 市道唐松2号線 1975 4.4 3.18 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

山宿橋 (ﾔﾏﾔﾄﾞﾊﾞｼ) 市道山宿線 1980 3 6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

恵比川橋 (ｴﾋﾞｶﾜﾊﾞｼ) 市道原平江下線 1980 14.3 3.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

浜椿橋 (ﾊﾏﾂﾊﾞｷﾊﾞｼ) 市道原安城線 1980 14.6 3.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

倉ノ後橋 (ｸﾗﾉｳｼﾛﾊﾞｼ) 市道倉ノ後線 1980 2.1 5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

山川橋 (ﾔﾏｶﾜﾊﾞｼ) 2級市道大左右中山線 1975 3.84 4.59 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

干拓１号橋 (ｶﾝﾀｸｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中山干拓中央線 1983 3.2 7.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

雨堤橋 (ｱﾏﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 市道国分当田線 1975 5.38 5.27 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

幸ノ元橋 (ｻﾁﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道松崎新田13号線 1960 7.85 2.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

砥石川橋 (ﾄｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道神田惣清線 1980 6.6 4.9 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

西間橋 (ｻｲﾏﾊﾞｼ) 市道柳ノ元1号線 1990 2.9 5.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

阿彦橋 (ｱﾋﾞｺﾊﾞｼ) 市道石神阿彦線 2001 4 4.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

菱川２号橋 (ﾋｼｺﾞｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道菱川1号線 2004 11.6 7.5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

原田橋 (ﾊﾙﾀﾞﾊﾞｼ) 市道我郎線 2004 5.5 5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

水江橋 (ﾐｽﾞｴﾊﾞｼ) 市道水江線 1975 4.33 3.02 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

山水橋 (ﾔﾏﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道中野郷木葉線 1975 3.76 5.96 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

新田１号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾝﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石垣新田1号線 1980 4.75 2.99 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

砂子橋 (ｽﾅｺﾊﾞｼ) 市道佐子辻林線 1960 4.73 1.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

岩谷橋 (ｲﾜﾔﾊﾞｼ) 市道岩谷線 1965 3.25 4.78 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

柳坂橋 (ﾔﾅｷﾞｻｶﾊﾞｼ) 市道住吉蕾線 1989 2.4 7 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

油田橋 (ｱﾌﾞﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道油田山倉線 1980 5.7 3.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

しめノ元橋 (ｼﾒﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道坪實2号線 1975 4.3 2.47 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道油田山倉線 1975 4.5 3.02 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

下渡橋 (ｼﾓﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道山信郷谷線 1990 3.3 3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

川祭橋 (ｶﾜﾏﾂﾘﾊﾞｼ) 市道山信川祭線 1990 3.3 3.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道湯岳星坂線 1975 2.42 3.56 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

安国寺橋 (ｱﾝｺｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道安国寺線 1975 3.4 3.53 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

内坂堤橋 (ｳﾁｻｶﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 市道内坂長坂1号線 1980 3.55 4.16 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

丸尾橋 (ﾏﾙｵﾊﾞｼ) 市道茂須大谷線 1980 4.5 3.72 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

鶴懸橋 (ﾂﾙｶｹﾊﾞｼ) 2級市道惣清当田線 1976 14.41 5.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

柏崎３号橋 (ｶｼﾜｻﾞｷｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石垣新田3号線 1980 4.44 3.01 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

柏崎２号橋 (ｶｼﾜｻﾞｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石垣新田2号線 1980 4.4 3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

山渋溜池橋 (ﾔﾏｼﾌﾞﾀﾒｲｹﾊﾞｼ) 市道江角古砂線 1985 6 2.4 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

指鹿２号橋 (ｻｼｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山尾五郎丸2号線 1980 3.5 1.7 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

惣清川１号橋 (ｿｳｾﾞｲｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道新松崎新田線 1980 6.2 4.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

惣清川２号橋 (ｿｳｾﾞｲｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大石高田松崎線 1980 6 4.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

梅ノ木２号橋 (ｳﾒﾉｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道梅ノ木川3号線 1980 12.2 4.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

山川２号橋 (ﾔﾏｶﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道新五郎谷2号線 1980 8.5 4.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

高尾橋 (ﾀｶｵﾊﾞｼ) 市道二亦小水2号線 1975 4 2.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

堺橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道中野郷中ノ尾線 1996 5.2 3.4 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ
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広石２号橋 (ﾋﾛｲｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道二反田川1号線 1980 2.4 5 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

猿川２号橋 (ｻﾙｺｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道神ノ尾蔵ノ原線 1980 4.5 3.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅱ

長崎１号橋 (ﾅｶﾞｻｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山信鉾ノ木線 1990 2.8 4.3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

指鹿１号橋 (ｻｼｶｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山尾五郎丸1号線 1980 3 3 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

中塚２号橋 (ﾅｶﾂｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道後諸津川1号線 1996 2.8 5.9 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

惣清川３号橋 (ｿｳｾﾞｲｶﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大石高田1号線 1980 5.5 4.8 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

稗田橋 (ﾋｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道猿川稗田線 1980 4.5 2.6 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

江ノ本橋 (ｴﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道弘法田線 1999 14.5 6.2 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

弘法田橋 (ｺｳﾎﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道釜田椋橋線 1998 14.1 5.2 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

大桑橋 (ｵｵｸﾜﾊﾞｼ) 市道大桑1号線 1998 13.8 5.2 壱岐市 長崎県 壱岐市 Ⅰ

内闇２号橋 (ｳﾁﾔﾐﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 福江24号線 不明 7.8 3.4 五島市 長崎県 五島市 Ⅳ

西来院３号橋 (ｾｲﾗｲｲﾝｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 福江24号線 不明 9.5 3 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

野路河橋１ (ﾉﾛｺﾞﾊﾞｼｲﾁ) 二番町・小田線 不明 8.5 3.6 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

山彦橋 (ﾔﾏﾋﾞｺﾊﾞｼ) 本山19号線 不明 9.1 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

土路河橋 (ﾄﾞﾛｺﾞﾊﾞｼ) 瀬戸・堤線 不明 9.2 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

一里川元橋 (ｲﾁﾘｶﾞﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 福江25号線 1965 18.5 3 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

猪平橋 (ｲﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 本山51号線 1986 15 2.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

長良橋 (ﾅｶﾞﾗﾊﾞｼ) 繁敷～田尾木場線 1973 25.4 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

田尾木場橋 (ﾀｵｺﾊﾞﾊﾞｼ) 繁敷～田尾木場線 1976 22.4 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

馬込１号橋 (ﾏｺﾞﾒｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 繁敷2号線 不明 8.4 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

寺田２号橋 (ﾃﾗﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 田尾1号線 不明 7.2 2.7 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

山田１号橋 (ﾔﾏﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 田尾1号線 不明 9.1 2.7 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 荒川幾久山線 不明 4.5 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

鳴河内橋 (ﾅﾙｺｳﾁﾊﾞｼ) 荒川幾久山線 不明 4.5 3.3 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

子持坂橋 (ｺﾓﾁｻﾞｶﾊﾞｼ) 頓泊線 2002 13.1 10.8 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

荒髭橋 (ｱﾗﾋｹﾞﾊﾞｼ) 中須5号線 不明 3 4.6 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

６号橋 (ﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 丹奈6号線 1967 8.1 3.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

柏線３号橋 (ｶｼﾜｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 柏線 不明 4.3 6 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

柏線４号橋 (ｶｼﾜｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 柏線 不明 2.7 7.6 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

田原線１号橋 (ﾀﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 田原線 不明 2.2 5.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

上川橋 (ｶﾐｶﾜﾊﾞｼ) 丑ノ浦線 1975 5.8 6.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

小脇山橋 (ｺﾜｷﾔﾏﾊﾞｼ) 小脇山線 不明 4.2 2.9 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

八ノ川線１号橋 (ﾊﾁﾉｶﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 八ノ川線 不明 7.8 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

塩水海岸線１号橋 (ｼｵﾐｽﾞｶｲｶﾞﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 塩水海岸線 不明 2.4 6.3 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

塩水海岸３号線１号橋
(ｼｵﾐｽﾞｶｲｶﾞﾝｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳﾊﾞｼ)

塩水海岸3号線 不明 6.2 6.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

塩水京ノ岳２号線１号橋
(ｼｵﾐｽﾞｷｮｳﾉﾀｹﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳﾊﾞｼ)

塩水京ノ岳2号線 不明 2.5 3.7 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

丑ノ浦京ノ岳線１号橋
(ｳｼﾉｳﾗｷｮｳﾉﾀｹｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞ
ｼ)

丑ノ浦京ノ岳線 不明 2.7 3.6 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

丑ノ浦墓地線１号橋 (ｳｼﾉｳﾗﾎﾞﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 丑ノ浦墓地線 不明 6.9 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

波砂間京ノ岳線１号橋 (ﾊｻﾞﾏｷｮｳﾉﾀｹｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 波砂間京ノ岳線 不明 2 3.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

波砂間京ノ岳２号線１号
橋

(ﾊｻﾞﾏｷｮｳﾉﾀｹﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ
ﾊﾞｼ)

波砂間京ノ岳2号線 不明 4.7 4.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

浜窄２号線１号橋 (ﾊﾏｻｺﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 浜窄2号線 不明 2.9 5.4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ
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浜窄海岸線１号橋 (ﾊﾏｻｺｶｲｶﾞﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 浜窄海岸線 不明 5.5 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

浜窄海岸線２号橋 (ﾊﾏｻｺｶｲｶﾞﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 浜窄海岸線 不明 4.51 4.3 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

浜窄畜産場２号線１号橋
(ﾊﾏｻｺﾁｸｻﾝｼﾞｮｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁ
ｺﾞｳﾊﾞｼ)

浜窄畜産場2号線 不明 4.8 3.4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

長田尾榎本中長田線１号
橋

(ﾅｶﾞﾀｵｴﾉﾓﾄﾅｶﾅｶﾞﾀｾﾝｲﾁｺﾞ
ｳﾊﾞｼ)

長田尾榎本中長田線 不明 2.3 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

長田尾榎本中長田線２号
橋

(ﾅｶﾞﾀｵｴﾉﾓﾄﾅｶﾅｶﾞﾀｾﾝﾆｺﾞｳ
ﾊﾞｼ)

長田尾榎本中長田線 不明 4.1 5.3 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

長田尾榎本中長田線３号
橋

(ﾅｶﾞﾀｵｴﾉﾓﾄﾅｶﾅｶﾞﾀｾﾝｻﾝｺﾞ
ｳﾊﾞｼ)

長田尾榎本中長田線 不明 4.1 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

貝津浜窄線1号橋 (ｶｲﾂﾊﾏｻｺｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 貝津浜窄線 不明 4.4 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

高田橋 (ｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 中嶽北部南部1号線 1973 28.1 5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

松原橋（２号） (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 渕之元大川原1号線 不明 2.9 3.9 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

善次木場橋（１号） (ｾﾞﾝｼﾞｺﾊﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ) 中嶽北部2号線 不明 4.7 6.1 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

夜越橋 (ﾖｺﾞｼﾊﾞｼ) 中嶽北部2号線 不明 4.9 6 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

樋ノ口橋（１号） (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ) 中嶽北部2号線 不明 2.1 6.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

樋ノ口橋（２号） (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 中嶽北部2号線 不明 4 6.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

善次木場橋（２号） (ｾﾞﾝｼﾞｺﾊﾞﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 中嶽北部8号線 不明 5.9 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

善次木場橋（３号） (ｾﾞﾝｼﾞｺﾊﾞﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳ) 中嶽北部8号線 不明 4 2.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

前田橋（１号） (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ) 中嶽北部12号線 不明 2.5 2.5 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

前田橋（２号） (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 中嶽北部11号線 不明 2.5 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

前田橋（３号） (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳ) 中嶽北部11号線 不明 2.2 3.9 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

八本木橋（４号） (ﾊｯﾎﾟﾝｷﾞﾊﾞｼﾖﾝｺﾞｳ) 中嶽北部33号線 不明 11.8 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 中嶽北部43号線 不明 4.1 2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

出関橋（２号） (ｲﾃﾞｾｷﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 中嶽南部25号線 不明 4 2.6 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

仁田橋（１号） (ﾆﾀﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ) 二本楠3号線 不明 5.4 6 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

郷津橋（２号） (ｺﾞｳﾂﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 二本楠4号線 1981 14.3 4 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

郷津橋（３号） (ｺﾞｳﾂﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳ) 二本楠4号線 不明 3 4.4 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

仁田橋（２号） (ﾆﾀﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 二本楠4号線 不明 4.3 6 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

江上橋 (ｴｶﾞﾐﾊﾞｼ) 白這～江上線 不明 6.8 5.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

戸浅第１橋 (ﾄｱｻﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 相ノ浦～宿輪線 不明 2.6 8 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

戸浅第２橋 (ﾄｱｻﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 相ノ浦～宿輪線 不明 2.6 5.9 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

橋ノ木戸橋 (ﾊｼﾉｷﾄﾞﾊﾞｼ) 船廻～汐池線 不明 4.3 8 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

鎌ノ後橋 (ｶﾏﾉｺﾞﾊﾞｼ) 相ノ浦～鈴ノ浦線 不明 4.1 4.8 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

山ノ中橋２ (ﾔﾏﾉﾅｶﾊﾞｼﾆ) 相ノ浦1号線 1986 7.6 6.1 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

汐入橋 (ｼｵｲﾘﾊﾞｼ) 相ノ浦5号線 不明 3 4.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅲ

小浜上橋 (ｵﾊﾞﾏｶﾐﾊﾞｼ) 汐池3号線 不明 3.1 2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

小浜上２号橋 (ｵﾊﾞﾏｶﾐﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 汐池2号線 不明 2.8 3 五島市 長崎県 五島市 Ⅱ

面山橋 (ｵﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 汐池5号線 不明 3.8 1.2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

矢神越橋 (ﾔｶﾞﾐｺｼﾊﾞｼ) 矢神～汐池線 不明 3.2 2 五島市 長崎県 五島市 Ⅰ

名切無田橋 (ﾅｷﾘﾑﾀﾊﾞｼ) 名切無田線 2010 71 5.1 西海市 長崎県 西海市 Ⅰ

深江橋 (ﾌｶｴﾊﾞｼ) 辻線 2008 67.3 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

野中橋 (ﾉﾅｶﾊﾞｼ) 野中線 2008 52.9 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅰ

黒崎橋 (ｸﾛｻｷﾊﾞｼ) 黒崎線 2001 47.8 5 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

小迎第２橋 (ｺﾑｶｴﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 小迎～杉崎線 2000 41.6 5 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ
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野中ノ辻橋 (ﾉﾅｶﾉﾂｼﾞﾊﾞｼ) 伊ノ浦線 2005 36.5 7 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

白浜橋 (ｼﾗﾊﾏﾊﾞｼ) 白浜1号線 2009 30.1 6.7 西海市 長崎県 西海市 Ⅰ

中ノ島橋 (ﾅｶﾉｼﾏﾊﾞｼ) 中ノ島線 1981 29 3.5 西海市 長崎県 西海市 Ⅲ

看場橋 (ｶﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 看場線 2011 26.2 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

下茅場橋 (ｼﾓｶﾔﾊﾞﾊﾞｼ) 下茅場線 2005 24.4 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

江迎橋 (ｴﾑｶｴﾊﾞｼ) 江崎線 1968 23.4 3.8 西海市 長崎県 西海市 Ⅲ

二貫山橋 (ﾆｶﾝﾔﾏﾊﾞｼ) 二貫山線 不明 20.8 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

松尾平橋 (ﾏﾂｵﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 松尾平線 2008 20.8 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

千ツボ橋 (ｾﾝﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 伊ノ浦線 1997 20.5 6.5 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

越首橋 (ｺｼｸﾋﾞﾊﾞｼ) 越首線 2009 18.4 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅰ

大山口橋 (ｵｵﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 上多以良線 1980 16 5 西海市 長崎県 西海市 Ⅲ

オケ次郎橋 (ｵｹｼﾞﾛｳﾊﾞｼ) 方次郎線 1997 41 4 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

無名橋１３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 横瀬大平1号線 不明 16.4 3 西海市 長崎県 西海市 Ⅱ

山祇橋 (ﾔﾏｽﾞﾐﾊﾞｼ) 中央線 1979 15.5 8 西海市 長崎県 西海市 Ⅲ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 旧県道線 1959 18.5 5.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

八龍橋 (ﾊﾁﾘｭｳﾊﾞｼ) 伊古西原線 1959 22.9 7.7 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅲ

参宮橋 (ｻﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 牛口・牧ノ内線 1993 29.5 9.6 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 山頭岡東線 1989 18 7 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

火渡橋 (ﾋﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 八ヶ島線 1969 25 4.7 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅲ

大中橋 (ｵｵﾅｶﾊﾞｼ) 山頭岡東線 1998 16 6.2 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅰ

東釜蓋橋 (ﾋｶﾞｼｶﾏﾌﾀﾊﾞｼ) 旧県道1号線 不明 3.8 8 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

淡島前橋 (ｱﾜｼﾏﾏｴﾊﾞｼ) 旧県道1号線 1984 4.3 7.6 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

倉地橋 (ｸﾗﾁﾊﾞｼ) 旧県道1号線 1978 8.8 5.8 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

先田橋 (ｻｷﾀﾊﾞｼ) 旧県道1号線 1959 13.5 6.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 旧県道1号線 不明 4 6.8 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

京田橋 (ｷｮｳﾀﾊﾞｼ) 旧県道1号線 不明 2.1 11.5 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

境橋（清水橋） (ｻｶｲﾊﾞｼｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 旧県道1号線 1958 8 6.1 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅲ

篠原橋 (ｼﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 南下原八斗木1号線 1926 11 4.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

河内橋3 (ｺｳﾁﾊﾞｼ) 船津線 1961 14.9 6.8 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

西上木場橋 (ﾆｼｳｴｺﾊﾞﾊﾞｼ) 船津線 1992 7.5 7.6 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

上前田橋 (ｶﾐﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 船津線 1958 6 6.8 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅰ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊﾞｼ) 横山線 1980 11 5.6 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

矢板２号橋 (ﾔｲﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 横山線 1959 3.6 5.6 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 馬場・萩ノ本線 1958 10 3.9 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅲ

園河原橋 (ｿﾉｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 馬場・萩ノ本線 1981 13.4 7.2 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

今木場橋 (ｲﾏｺﾊﾞﾊﾞｼ) 中央線 1982 8.4 6.4 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅰ

千鳥橋 (ﾁﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 野井線 1982 13.4 5.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

愛野北橋 (ｱｲﾉｷﾀﾊﾞｼ) 愛野線 不明 2.6 11.6 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

愛野南橋 (ｱｲﾉﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 愛野線 1986 3.5 10.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅰ

中央乙橋 (ﾁｭｳｵｳｵﾂﾊﾞｼ) 中央線 1986 3.5 5.1 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅰ

桜山川２号橋 (ｻｸﾗﾔﾏｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 関・首塚線 1990 5.2 9 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ
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港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 上町・日の田線 2003 12 11.4 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

猿場１号橋 (ｻﾙﾊﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 猿場線 不明 6 5.5 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

猿場２号橋 (ｻﾙﾊﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 猿場線 不明 4.6 5 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅲ

猿場３号橋 (ｻﾙﾊﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 猿場線 不明 4 5.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅲ

下山領橋 (ｼﾓﾔﾏﾘｮｳﾊﾞｼ) 北野山領線 不明 4.8 5.1 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

杜鵑橋 (ﾄｹﾝﾊﾞｼ) 中学校線 不明 5.4 4.9 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

上須賀橋 (ｳｴｽｶﾊﾞｼ) 陰平木指線 不明 9.4 7 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

うぐいす橋 (ｳｸﾞｲｽﾊﾞｼ) 新湯小地獄線 不明 5 6.1 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

一切経２号橋 (ｲｯｻｲｷｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 新湯小地獄線 不明 2.1 5.4 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

竹比橋 (ﾀｹﾋﾞﾊﾞｼ) 水ノ浦小津波見線 不明 4 6.1 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

水ノ浦橋 (ﾐｽﾞﾉｳﾗﾊﾞｼ) 京泊打越線 不明 9 4.7 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

塚ノ山橋 (ﾂｶﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 京泊打越線 不明 2.5 5 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

愛野橋 （ｱｲﾉﾊﾞｼ） 愛野線 1977 9 23.3 雲仙市 長崎県 雲仙市 Ⅱ

深江橋 (ﾌｶｴﾊﾞｼ) 市道海岸通り諏訪線 1973 29.1 3.7 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

新田橋１ (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道海岸通り諏訪線 1961 27.2 7.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

牛谷橋１ (ｳｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道新切八重坂線 1999 90 8.8 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

有家橋 (ｱﾘｴﾊﾞｼ) 市道宮ノ下白崎線 1987 37.3 9.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

新港橋 (ｼﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道臨港線 1958 18 8 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

法恩寺橋 (ﾎｳｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道下里坊上原線 1968 16.1 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

新岸田橋 (ｼﾝｷｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道川原上見岳線 1979 16.6 8 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

当田橋 (ｱﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 市道川原上見岳線 1994 21.6 8 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

龍石橋 (ﾀﾂｲｼﾊﾞｼ) 市道西浜田中線 1922 18.2 4.6 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

向鍋川内橋 (ﾑｺｳﾅﾍﾞｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道水分加倉線 1981 56 3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

加倉橋 (ｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道田中高貝野線 1983 40 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

出口橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道内中尾線 1978 14.8 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

第二今福橋 (ﾀﾞｲﾆｲﾏﾌﾞｸﾊﾞｼ) 市道下今福2号線 1982 17 2 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

上有馬橋 (ｶﾐｱﾘﾏﾊﾞｼ) 市道折木線 1922 31.3 5.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

平山橋 (ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道折木線 1972 17 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

新折木橋 (ｼﾝｵﾘｷﾊﾞｼ) 市道折木線 2002 30 7 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

陣場橋 (ｼﾞﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 市道陣場線 2000 35 9.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

切通橋 (ｷﾘﾄｵｼﾊﾞｼ) 市道山洞夏吉線 1999 22 8.7 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

伊場陸橋二号 (ｲﾊﾞﾘｯｷｮｳﾆｺﾞｳ) 市道伊場崎谷線 2002 21.8 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅰ

小松橋 (ｺﾏﾂﾊﾞｼ) 市道串花房線 1952 32 5.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

越崎橋 (ｴｯｻｷﾊﾞｼ) 市道野田西越崎線 1987 17.9 5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道川原新切線 1988 9.5 4.6 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

大坂橋 (ｳｳｻﾞｶﾊﾞｼ) 市道川原新切線 1996 8.4 6.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

板首橋 (ｲﾀｸﾋﾞﾊﾞｼ) 市道本町池平線 1971 6.4 7.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

横馬場橋 (ﾖｺﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道本町池平線 1972 6.8 15 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

平ノ坂道下橋 (ﾋﾗﾉｻｶﾐﾁｼﾀﾊﾞｼ) 市道海岸通り諏訪線 不明 3.6 4.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊﾞｼ) 市道海岸通り諏訪線 1973 9.5 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

飯野橋 (ｲｲﾉﾊﾞｼ) 市道新田船石原線 1960 9 5.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ
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湯田橋 (ﾕﾀﾊﾞｼ) 市道海岸通り諏訪線 不明 4.6 4.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

栗田橋 (ｸﾘﾀﾊﾞｼ) 市道海岸通り諏訪線 不明 4.5 4.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

陣之内跨線橋 (ｼﾞﾝﾉｳﾁｺｾﾝｷｮｳ) 市道陣之内下藤原線 不明 13.3 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

田中橋１ (ﾀﾅｶﾊｼ) 市道島田下藤原線 1972 9.4 5.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

碇橋 (ｲｶﾘﾊﾞｼ) 市道島田下藤原線 1980 9.4 5.9 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

長龍橋 (ﾁｮｳﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道堂原竹ノ林2号線 1969 9.4 4.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

田中橋２ (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道田中高貝野線 1970 6 4.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

臨港橋 (ﾘﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道臨港線 不明 3.5 10.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

中竹橋 (ﾅｶﾀｹﾊﾞｼ) 市道東浜堀戸線 不明 3.1 3.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

下湯川内橋 (ｼﾓﾕｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道西平灰木線 1988 10.9 6.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

柳谷橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道折木線 1978 8.5 6.2 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

西平橋１ (ﾆｼﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道西平清水線 1961 5.4 3.9 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

原城橋 (ﾊﾗｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道大江線 1959 13.6 4.7 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

どんどん橋 (ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾊﾞｼ) 市道北岡古園大峯線 不明 12.8 4.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

下岡橋 (ｼﾓｵｶﾊﾞｼ) 市道岡線 不明 6 5.2 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

大東橋 (ﾀﾞｲﾄｳﾊﾞｼ) 市道大抜線 1988 14 4 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

久木山橋 (ｸｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道境町東方線 不明 11.6 5.6 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

東方橋 (ﾄｳﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道東方線 1962 10.4 4.5 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

岩田橋 (ｲﾜﾀﾊﾞｼ) 市道焚場真米線 1930 4.9 3.8 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅲ

高良橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道焚場真米線 1935 3.1 3.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

前田橋２ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西平芦田口線 1982 5.6 6.6 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

小松前橋 (ｺﾏﾂﾏｴﾊﾞｼ) 市道串花房線 不明 2.9 6.3 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅱ

谷山橋 (ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ) 市道串花房線 1983 5.2 5.1 南島原市 長崎県 南島原市 Ⅰ

三根大橋 (ﾐﾈｵｵﾊｼ) 南田川内・三根線 1996 110.7 10 長与町 長崎県 長与町 Ⅱ

本川内橋 (ﾎﾝｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 本川内・佐敷線 1980 68.5 6.2 長与町 長崎県 長与町 Ⅲ

榎ノ鼻橋 (ｴﾉｷﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 吉無田・南田川内線 1976 36 16.8 長与町 長崎県 長与町 Ⅱ

第２清水橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾐｽﾞﾊｼ) 冬切線 不明 2.4 4.8 時津町 長崎県 時津町 Ⅱ

里第一橋 (ｻﾄﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 里一ツ石線 1989 66.3 6 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

里第二橋 (ｻﾄﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 里一ツ石線 1989 95.6 7.4 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 Ⅲ

才貫田橋 (ｻｲｶﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 才貫田一ツ石線 1988 52.6 5 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

荒平橋 (ｱﾗﾋﾗﾊﾞｼ) 一ノ間線 1988 42.6 4 東彼杵町 長崎県 東彼杵町 Ⅱ

中山１号橋 (ﾅｶﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上組西部線 不明 5 6 川棚町 長崎県 川棚町 Ⅰ

樋渡橋 (ﾋﾜﾀｼﾊﾞｼ) 八島田頭線 1971 38.8 6.2 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅱ

西前寺橋 (ｻｲｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 西前寺線 1979 51 6.2 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅱ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊﾞｼ) 地蔵原線 1969 15.4 2.4 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅲ

西ノ谷橋 (ﾆｼﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 西ノ谷線 1989 45.7 6 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅰ

甲辰園橋 (ｺｳｼﾝｴﾝﾊﾞｼ) 波佐見縦貫線 1995 35.5 16.8 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅱ

新湯無田橋 (ｼﾝﾕﾑﾀﾊﾞｼ) 波佐見縦貫線 1996 49 16.8 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅱ

新籠原橋 (ｼﾝｶｺﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 波佐見縦貫線 2004 22.6 17.1 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅱ

屋敷原橋 (ﾔｼｷﾊﾗﾊﾞｼ) 屋敷原線 1971 11 5.8 波佐見町 長崎県 波佐見町 Ⅲ

赤崎橋 (ｱｶｻｷﾊﾞｼ) 赤崎線 1984 28.7 10.8 佐々町 長崎県 佐々町 Ⅲ
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佐々歩道橋 (ｻｻﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 佐々歩道橋線 1976 71.9 2.5 佐々町 長崎県 佐々町 Ⅲ

末永歩道橋 (ｽｴﾅｶﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 末永線 1992 20.8 2.5 佐々町 長崎県 佐々町 Ⅱ

神田跨線橋 (ｺｳﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 神田市瀬線 1981 11.5 9.8 佐々町 長崎県 佐々町 Ⅲ

冷水１号橋 (ﾋﾔﾐｽﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道奈摩冷水線 1997 9.2 10.3 新上五島町 長崎県 新上五島町 Ⅱ

青方船崎１号橋 (ｱｵｶﾀﾌﾅｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道青方船崎線 1992 10 6 新上五島町 長崎県 新上五島町 Ⅱ

新西海橋 (ｼﾝｻｲｶｲﾊﾞｼ)
一般国道202号（西海パールラ
イン有料道路）

2006 320 20.2 長崎県道路公社 長崎県 佐世保市 Ⅰ

女神大橋 (ﾒｶﾞﾐｵｵﾊｼ)
主要地方道長崎南環状線（なが
さき女神大橋道路）

2006 1289 25.8 長崎県道路公社 長崎県 長崎市 Ⅰ
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