
資料０

平成２７年度（第２回）
大分県道路メンテナンス会議

◇日時： 平成２７年８月２６日(水)１３時３０分

◇場所： 大分河川国道事務所 別館２階 会議室

議 事 次 第

１．開 会 ＜事務局＞

２．挨 拶 ＜大分県道路メンテナンス会議 会長＞

３．議 事

○ 平成２６年度の取組状況について

・道路メンテナンス年報 ＜整備局＞
資料①～②

・点検実施状況 ＜整備局・事務局＞
資料③～⑥

○ 平成２７年度の見通しについて

・平成２７年度の点検計画 ＜事務局＞
資料⑦

・研修等の開催状況 ＜整備局・事務局＞
資料⑧

４．意見交換

５．閉 会
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氏　　　名 出席 役　　　職 氏　　　名 役　　　職 氏　　　名

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長 久田　成昭 ● 技術副所長 大榎      謙

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長 菅　伊佐男 ●

副会長 大分県土木建築部 道路保全課長 菖蒲　明久 ● 課長補佐 五ノ谷精一

副会長 西日本高速道路株式会社　九州支社 大分高速道路事務所長 遠藤　雄二 ●

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 道路保全企画官 甲斐　浩巳 ● 道路構造保全官 安仲      努

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 地域道路調整官 志賀　浩二 ×

委   員 大分市 土木建築部長 木村  忠孝 ×
土木建築部次長
兼土木管理課長

河野 　　 章 参事補 後藤　応寿

委   員 別府市 建設部長 岩田      弘 × 都市整備課長 松屋益治郎 主任 山下　恭助

委   員 中津市 建設部長 倉田      智 ●

委   員 日田市 土木建築部長 財津  隆之 × 主幹(総括) 高倉      実 主査 岡部誠二郎

委   員 佐伯市 建設部長 下川　龍治 ●

委   員 臼杵市 ふるさと建設部長 吉野  和宏 ● 副主幹 廣田　伸次

委   員 津久見市 都市建設課長 古谷  修一 ●

委   員 竹田市 建設課長 堀      慎司 ● 係長 大塚　幸治

委   員 豊後高田市 建設課長 永松  史年 ●

委   員 杵築市 建設課長 羽田野陽一 ● 主任 中島　直紀

委   員 宇佐市 建設水道部長 川野  慎三 ●

委   員 豊後大野市 建設課長 羽田野房徳 ×

委   員 由布市 産業建設部長 生野  重雄 × 建設課　課長補佐 後藤　和敏

委   員 国東市 建設課長 川上鉄之助 ●

委   員 姫島村 建設課長 中城  正光 ●

委   員 日出町 都市建設課長 村岡  政廣 × 都市建設課参事 宇都宮正徳

委   員 九重町 建設課長 菅家  常典 ●

委   員 玖珠町 建設水道課長 梅木  良政 ×

（参考）

大分県　建設技術センター 技術部長 古川      卓 × 建設技術課長 木元　秀満

九州旅客鉄道（株）
大分支社 大分鉄道事業部

工務課長 大倉　一範 ×
工務助役
（土木担当）

清水　琢磨

肥川　雄二 ●
道路管理第二課長
保全対策官

八木　憲二
坪内      健

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所　技術副所長 田口　敬二 ● 保全対策官 總崎　裕二

大分県　土木建築部　道路保全課　参事（総括）　　 後藤　裕司 ● 主幹 横田　康行

緒方　義治 ●

随行者等

平成２７年度（第２回）　大分県道路メンテナンス会議　出席者名簿

オブザーバー

役　　　職

事務局

　所　　　　　属

委員出席 代理出席

（平成２７年８月２６日：１３時３０分～大分河川国道事務所）

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所　管理第一課長

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所　総括保全対策官
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大分県道路メンテナンス会議 規約 
 
 
（名 称） 

第１条 本会は、「大分県道路メンテナンス会議」（以下、「会議」という。）と称する。 
 
（目 的） 

第２条 会議は、大分県内の各道路管理者等が相互に連絡調整を行うことにより、 
適切な道路構造物の保全を行い、円滑な道路管理の促進を図ることを目的とする。 

 
（所掌事項） 
第３条 会議は、第２条の目的を達成するため、次の事項について所掌する。 

(１）道路インフラの維持管理等に係る管理者意識の浸透・情報共有に 
       関すること。 

 （２）道路インフラの点検・診断及び措置等の集約・調整・支援に関すること。 
（３）道路インフラの維持管理技術に関すること。 
（４）その他、道路の管理に関連し会長が妥当と認めた事項。 

 
（組 織） 

第４条 会議は、別表―１に定める大分県内の各道路管理者で構成するものとする。 
   ２．会議には、会長及び副会長を置くものとし、会長は、国土交通省九州地方整備 

局大分河川国道事務所長、副会長は、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事 
務所長、大分県土木建築部道路保全課長及び西日本高速道路会社九州支社大分高 
速道路事務所長とする。 

３．会議は会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が務める。 
   ４．会長に事故等があるときは、副会長がその職務を代行する。 
   ５．会議には、必要に応じ会長が指名するものを出席させることができる。 
   ６・本会議の下部組織として「作業部会」を設置するものとし、各道路管理者の 

実務担当者を充てるものとする。 
  
（専門部会） 
第５条 会長は、個別課題等についての検討・調整を行うため「専門部会」を設置する

ことができるものとする。 
     ２．「専門部会」として、『大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議

会』を置く。 
     ３．「専門部会」として、『大分県跨道橋連絡会議』を置く。 
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（事務局） 

第６条 会議の運営に関わる事務を行わせるため、事務局を置く。 
２．事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、国

土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所道路管理課、大分県土木建築部道路

保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速道路事務所が担うものとす

る。 
 
（規約の改正） 

第７条 本規約の改正等は、本会議の承認を得て行うことができる。 
 
（その他） 

第８条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定めるものとする。 
 

（附 則） 
本規約は、平成２６年５月２６日から施行する。 

     本規約は、平成２６年１０月３０日から施行する。 
     本規約は、平成２７年１月１５日から施行する。 
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（別紙－１）

平成２７年５月１１日現在

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長

副会長 大分県土木建築部 道路保全課長

副会長 西日本高速道路株式会社　九州支社 大分高速道路事務所長

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 道路保全企画官

委   員 国土交通省九州地方整備局 道路部 地域道路調整官

委   員 大分市 土木建築部長

委   員 別府市 建設部長

委   員 中津市 建設部長

委   員 日田市 土木建築部長

委   員 佐伯市 建設部長

委   員 臼杵市 ふるさと建設部長

委   員 津久見市 都市建設課長

委   員 竹田市 建設課長

委   員 豊後高田市 建設課長

委   員 杵築市 建設課長

委   員 宇佐市 建設水道部長

委   員 豊後大野市 建設課長

委   員 由布市 産業建設部長

委   員 国東市 建設課長

委   員 姫島村 建設課長

委   員 日出町 都市建設課長

委   員 九重町 建設課長

委   員 玖珠町 建設水道課長

（参考）

大分県　建設技術センター 技術部長

九州旅客鉄道（株）　大分支社 大分鉄道事業部 工務課長

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所　道路管理第二課

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所　道路管理課

大分県　土木建築部　道路保全課

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所

大分県道路メンテナンス会議　名簿

事務局

　所　　　　　属 役　　　職

オブザーバー
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大分県跨道橋連絡会議 規約 

 

（名 称） 

第１条 本連絡会議は、「大分県跨道橋連絡会議」（以下「連絡会議」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 連絡会議は、大分県道路メンテナンス会議規約第５条第３項に規定の「専門部会」に位置付

けるものとし、大分県内における次条に規定する対象施設について、対象施設の管理者及び関

係する道路管理者間で協議・調整を行うことにより、対象施設の予防保全・老朽化対策の強化

等を図ることを目的とする。 

 

（対象施設） 

第３条 対象施設は、大分県内の高速道路、直轄国道及び地方道路公社道路の全ての道路並びに補助

国道、県道及び市町(村)道のうち「緊急輸送道路」に指定されている道路を跨ぐ道路法上の

道路以外の施設（ただし、鉄道橋を除く。）とする。 

※注： 対象施設として、農道、林道、認定外道路、私道、水管橋等が例示される。 

 

（協議・調整事項） 

第４条 連絡会議は、その目的を達成するため、対象施設に係る次の事項について、情報共有及び協

議・調整を行う。 

      一 対象施設の維持管理等に係る情報共有に関すること。 

      二 対象施設の点検、修繕計画等の把握・調整に関すること。 

      三 対象施設の技術基準類、健全性の診断、技術的支援等に関すること。 

      四 その他対象施設の管理に関連し、会長が必要と認めた事項に関すること。 

 

（構 成） 

第５条 連絡会議は、別表に掲げる対象施設の管理者及び関係する道路管理者でもって構成する。 

２ 連絡会議には、会長及び副会長３名を置くものとし、会長は九州地方整備局大分河川国道事

務所長、副会長は九州地方整備局佐伯河川国道事務所長、大分県道路保全課長及び西日本高速

道路株式会社九州支社大分高速道路事務所長とする。 

３ 会長に事故等あるときは、副会長がその職務を代行する。 

 

（会議の運営） 

第６条 連絡会議は、会長の招集により開催するものとし、会議進行は会長が努める。 

２ 連絡会議には、必要に応じて、会長が指名する者の出席を求めることができる。 

 

（事務局） 

第７条 連絡会議の事務局は、国土交通省九州地方整備局大分河川国道事務所道路管理第二課、佐伯

河川国道事務所道路管理課、大分県道路保全課及び西日本高速道路株式会社九州支社大分高速

道路事務所に置く。 

 

（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、その都度協議して定める。 

 

（附 則） 

この規約は、平成２７年３月２６日から施行する。 
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（別表）

会 　長 国土交通省　九州地方整備局 大分河川国道事務所長 道路管理者

副会長 国土交通省　九州地方整備局 佐伯河川国道事務所長 道路管理者

副会長 大分県　土木建築部 道路保全課長 道路管理者

副会長 西日本高速道路株式会社　九州支社 大分高速道路事務所長 道路管理者

委   員 大分県（進入遠路外） 大分県　公園生活排水課長 対象施設の管理者

委   員 大分市 土木管理課長　 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 昭和井路土地改良区

委   員 別府市 建設部　都市整備課長 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 片白土地改良区 理事長 対象施設の管理者

委   員 奈多水路組合 組合長 対象施設の管理者

委   員 中津市 農林水産部　耕地課長 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 日田市 土木建築部　土木課長 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 野田地区（日田市） 土木建築部　土木課長 対象施設の管理者

委   員 佐伯市 佐伯市　用地管理課長 対象施設の管理者

委   員 臼杵市 ふるさと建設部　建設課長 対象施設の管理者

委   員 太平洋セメント（株）　＜津久見市＞ 大分工場　業務部　総務課長 対象施設の管理者

委   員 津久見鉱業（株）　＜津久見市＞ 資源部　採鉱課長 対象施設の管理者

委   員 （株）戸高鉱業社　＜津久見市＞ 総務部　総務課長 対象施設の管理者

委   員 日鉄鉱業（株）　＜津久見市＞ 大分事業所　生産部　生産課長 対象施設の管理者

委   員 荻柏原土地改良区　＜竹田市＞ 理事長　 対象施設の管理者

委   員 城原井路土地改良区　＜竹田市＞ 理事長　 対象施設の管理者

委   員 中井手井路組合　＜竹田市＞ 世話人　 対象施設の管理者

委   員 花小野井路組合　＜竹田市＞ 組合長　 対象施設の管理者

委   員 豊後高田市 農林振興課長 対象施設の管理者

委   員 杵築市 建設課長 対象施設の管理者

委   員 宇佐市 建設水道部　土木課長　 対象施設の管理者

委   員 宇佐土地改良区

委   員 豊後大野市 豊後大野市　財政課長 対象施設の管理者

委   員 朝地町土地改良区　＜豊後大野市＞ 理事長　 対象施設の管理者

委   員 岩戸井路土地改良区　＜豊後大野市＞ 理事長　 対象施設の管理者

委   員 大野町土地改良区　＜豊後大野市＞ 理事長　 対象施設の管理者

委   員 富士緒井路土地改良区　＜豊後大野市＞ 理事長　 対象施設の管理者

委   員 由布市 産業建設部　建設課長　 対象施設の管理者

委   員 檪木井路水利組合　＜由布市＞ 組合長 対象施設の管理者

委   員 オノウエ水路組合　＜由布市＞ 役員 対象施設の管理者

委   員 川西水管橋（仮称）　＜由布市＞ 役員（個人） 対象施設の管理者

委   員 熊野水路組合　＜由布市＞ 代表 対象施設の管理者

委   員 天水井路水利組合（仮称）　＜由布市＞ 役員 対象施設の管理者

委   員 平沢津水利組合（仮称）　＜由布市＞ 役員 対象施設の管理者

委   員 龍祥寺　＜由布市＞ 代表役員（住職） 対象施設の管理者

委   員 国東市 国東市　農政課長 対象施設の管理者

委   員 日出町 都市建設課長　 対象施設の管理者

委   員 藤原土地改良区　＜日出町＞ 役員 対象施設の管理者

委   員 九重町 建設課長　　 対象施設の管理者（高速のみ）

委   員 玖珠町 総務課長　　 対象施設の管理者（高速のみ）

オブザーバー 大分県　農林水産部 農村基盤整備課長

事務局

国土交通省　九州地方整備局　大分河川国道事務所　道路管理第二課

国土交通省　九州地方整備局　佐伯河川国道事務所　道路管理課

大分県　土木建築部　道路保全課

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所

会議への参加を依頼中

会議への参加を依頼中

大分県跨道橋連絡会議　名簿

　所　　　　　属 役　　　職　　（氏名等） 備考
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大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会 会則 

 

 

（名 称） 

第１条 本協議会は、「大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会」（以下「本 

連絡協議会」という。）と称する。 

 

（目 的） 

第２条 本連絡協議会は、高速道路の安全性を確保するため、大分県内における高速道路を跨ぐ 

橋梁（以下、「高速道路誇道橋」という。）の適切な点検、補修の実施及び必要な耐震補強 

の実施について、高速道路誇道橋の管理者と西日本高速道路株式会社との間で、情報共有 

の体制を構築するとともに、その対策等に関して必要な事項の、協議調整を図ることを目 

的とする。 

 

（対象箇所） 

第３条 対象箇所は、大分県内の高速道路誇道橋とする。 

 

（業 務） 

第４条 本連絡協議会は、その目的を達成するために、対象箇所に係る以下の事項について、 

情報共有及び協議・調整を行う。 

イ）点検結果、維持管理状況（補修計画、耐震補強等）の共有に関すること 

ロ）点検、補修及び耐震補強の対策実施にあたっての問題、課題に関すること 

ハ）上記問題、課題に対する対応策に関すること 

ニ）高速道路の交通規制計画に関すること 

ホ）情報共有の仕組みに関すること 

ヘ）その他必要な事項に関すること 

  

（構 成） 

第５条 本連絡協議会は、別表－１に掲げる者をもって構成する。 

 

（開 催） 

第６条 本連絡協議会は、原則年１回開催するものとする。 

２．前項に定めるもののほか、構成員が必要と認めた場合は、関連する者を招集できるものと 

する。 

 

（事務局） 

第７条 本連絡協議会の事務局は、西日本高速道路株式会社大分高速道路事務所とする。 

 

（雑 則） 

第８条 この会則に定めるもののほか、本連絡協議会の運営に必要な事項に関することは、 

その都度協議して定めるものとする。 

 

（付 則） 

この会則は、平成２５年１１月１５日から施行する。 
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（別紙－１）

大分県 道路保全整備室　課長補佐　 道路保全課　参事

大分市 土木管理課　　課長

別府市 道路河川課　課長

中津市 道路課　課長

日田市 土木課　課長

津久見市 都市建設課　課長

杵築市 建設課　課長

宇佐市 土木課　課長

由布市 建設課　課長

日出町 都市建設課 課長

九重町 建設課　課長

玖珠町 建設水道課　課長

西日本高速道路株式会社　九州支社　 保全課長

西日本高速道路株式会社　九州支社
大分高速道路事務所

所長

西日本高速道路株式会社　九州支社
久留米高速道路事務所

所長

（オブザーバー）

国土交通省　九州地方整備局 道路保全企画官

国土交通省　九州地方整備局 地域道路調整官

国土交通省　九州地方整備局
大分河川国道事務所

技術副所長 総括保全対策官

国土交通省　九州地方整備局
佐伯河川国道事務所

技術副所長

大分県高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会　構成員

西日本高速道路株式会社　九州支社　大分高速道路事務所事務局

備　　　考構　成　員構成組織
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【機密性２】

平成27年度（第２回）

大分県道路メンテナンス会議
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Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism

【機密性２】

【１．道路インフラを取り巻く現状】 【２．国土交通省の取組みと目指すべき方向性】

○全橋梁約７０万橋のうち約５０万橋が市町村道

（１）メンテナンスサイクルを確定（道路管理者の義務の明確化） （２）メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築

[点検]

[診断]

[措置]

[記録]

[予算]  

[技術]

（１）道路インフラの現状 （２）老朽化対策の課題
○直轄維持修繕予算は最近10年間で２割減少

○町の約５割、村の約７割で橋梁保全業務に 携
わっている土木技術者が存在しない

○地方公共団体では、遠望目視による点検も
多く点検の質に課題

本格的にメンテナンスサイクルを回すための取組みに着手

○インフラ長寿命化基本計画の策定【H25.11】

『インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議』
⇒ インフラ長寿命化計画（行動計画）の策定へ

（大臣レク資料案）
1/31 26:00道路の老朽化対策の本格実施に関する提言 概要

最低限のルール・基準が確立していない メンテナンスサイクルを回す仕組みがない

○高速道路更新事業の財源確保 （通常国会に法改正案提出）

○点検、修繕予算は最優先で確保

○複数年にわたり集中的に実施する大規模修繕・更新に対して支援す
る補助制度

各道路管理者の責任で以下のメンテナンスサイクルを実施

○統一的な尺度で健全度の判定区分を設定し、診断を実施

○橋梁（約７０万橋）・トンネル（約１万本）等は、国が定める統一的な基準に
より、５年に１度、近接目視による全数監視を実施

○舗装、照明柱等は適切な更新年数を設定し点検・更新を実施

○点検・診断の結果に基づき計画的に修繕を実施し、必要な修繕ができな
い場合は、通行規制・通行止め

○利用状況を踏まえ、橋梁等を集約化・撤去

○適切な措置を講じない地方公共団体には国が勧告・指示

○重大事故等の原因究明、再発防止策を検討する『道路インフラ安全委員
会』を設置

○点検・診断・措置の結果をとりまとめ、評価・公表（見える化）

（省令・告示：Ｈ２６.３.３１公布、同年７.１施行予定）

（高速）

（直轄）

（地方）

[体制]

○道路法改正【H25.6】

・点検基準の法定化
・国による修繕等代行制度創設

①メンテナンスサイクルを確定 ②メンテナンスサイクルを回す仕組みを構築

【３．具体的な取組み】

○都道府県ごとに『道路メンテナンス会議』を設置

○メンテナンス業務の地域一括発注や複数年契約を実施

○社会的に影響の大きな路線の施設等について、国の職員等から構成される
『道路メンテナンス技術集団』による『直轄診断』を実施

○重要性、緊急性の高い橋梁等は、必要に応じて、国や高速会社等が点検や
修繕等を代行（跨道橋等）

○地方公共団体の職員・民間企業の社員も対象とした研修の充実

○点検業務・修繕工事の適正な積算基準を設定

○点検・診断の知識・技能・実務経験を有する技術者確保のための
資格制度

○産学官によるメンテナンス技術の戦略的な技術開発を推進

（２）目指すべき方向性（３）現状の総括（２つの根本的課題）

[国民の
理解・協働] ○老朽化の現状や対策について、国民の理解と協働の取組みを推進

（１）メンテナンス元年の取組み

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望
ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を
講ずべき状態

○地方公共団体管理橋梁では、最近５年間で
通行規制等が２倍以上に増加

○一部の構造物で老朽化による変状が顕在化

メンテナンスサイクルを持続的に回す以下の仕組みを構築

産学官のリソース（予算・人材・技術）を全て投入し、総力をあげて本格的なメンテナンスサイクルを始動【道路メンテナンス総力戦】

『道路インフラ健診』

Ｈ２６
結果を
公表

資料①
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】道路メンテナンス年報（暫定版） 資料②
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【機密性２】九州管内の点検実施状況（全体）

○昨年７月の省令施行を踏まえ、道路管理者は、全ての橋梁、トンネル等について、５年に１回の近接目視によ
る点検計画を策定。平成26年度の点検実施率は、橋梁約７％、トンネル約１４％、道路附属物等約２１％

○橋梁については、国土交通省九州地方整備局では、全体の約２４％を点検しているが、高速道路会社１７％、
地方公共団体６％となっている。今後は、各年度で全体の20%程度の点検を実施。

○第三者被害の予防並びに路線の重要性の観点から、最優先で点検を推進する橋梁を規定。

＜５年間の点検計画と平成26年度の実施状況＞ ＜各構造物の点検実施状況＞

＜橋梁点検状況（管理者別）＞

＜橋梁の点検方針＞

コンクリート片の落下等による第三者被害の予
防並びに路線の重要性の観点から、以下につい
ては、最優先で点検を推進

・緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋
・跨線橋
・緊急輸送道路を構成する橋梁

道路施設
管理施設数

（A）
計画点検数

(B)
点検実施数

（C）
点検実施率
(D＝C/A）

橋梁 102,679 8,760 7,008 7%

トンネル 1,691 248 229 14%

道路附属物等 2,956 621 606 21%

※ H27.6月末時点

管理者
管理施設数

（A）
計画点検数

(B)
点検実施数

（C）
点検実施率
(D＝C/A）

国土交通省 3,291 877 780 24%

高速道路会社 1,627 589 275 17%

地方公共団体 97,761 7,294 5,953 6%

合計 102,679 8,760 7,008 7%

※ H27.6月末時点

9%

15%

21%

21%

12%

23%

24%

18%

22%

23%

19%

16%

23%

36%

18%

橋梁

トンネル

道路附属物等

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

7%

13%

21%

※ 上記の他に、国土交通省及び高速道路会社管理の溝橋（カルバート）がある。
（管理施設数、点検実施数は、国土交通省1205、0、高速道路会社622、227）

資料③
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【機密性２】九州管内の点検実施状況（橋梁）

○最優先で点検すべき橋梁の点検実施率(D)は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋約１８％、跨線橋約１４％、緊
急輸送道路を構成する橋梁約１５％である。計画点検数に対しては、特に跨線橋について、点検が遅れて
いる状況であり、H26未点検橋梁も含め早期に点検を行うように調整する。

○跨線橋の点検には、鉄道事業者との協議や調整に時間を要するなどの課題が存在するが、ほぼ全ての鉄
道事業者と今後の点検計画を確認しており、整備局等が窓口となった一括協議を行い体制を強化する。

＜最優先で点検すべき橋梁の点検計画と平成26年度の実施状況＞

管理施設数
（A）

計画点検数
(B)

点検実施数
（C）

点検実施率
(D＝C/A）

橋梁 102,679 8,760 7,008 7%

緊急輸送道路
を跨ぐ跨道橋

1,638 390 300 18%

跨線橋 1,027 221 147 14%

緊急輸送道路を
構成する橋梁 14,474 2,870 2,239 15%

※ H27.6月末時点

＜課題＞

跨線橋については、点検方法の下協議、鉄道事業者側の
保線工事等との実施時期の調整（実施協議）などに時間を
要する。

（調整必要期間：跨線橋 約１年～１年半、跨道橋 約２～４ヶ月）

整備局等が窓口となった管内道路管理者分の一括協議、
年度上半期での点検着手、実施体制の強化等により、点検
を実施していく予定

【調整（例）】

下協議
：４～６ヶ月

・点検方法
・点検日数

実施協議
：４～６ヶ月

・覚書締結
・発注手続き
（保線工事

等との調整）

点検
実施

各種手続き
：４～６ヶ月

・点検日時
・停電手続き

下協議
：１～２ヶ月

・点検方法
・点検日数
・規制方法

実施協議
：１～２ヶ月

・点検日時
・規制周知

点検
実施

跨
線
橋

跨
道
橋

9%

24%

22%

20%

21%

26%

28%

25%

24%

18%

18%

21%

23%

15%

15%

18%

23%

17%

17%

16%

橋梁

緊急輸送道路を

跨ぐ跨道橋

跨線橋

緊急輸送道路を

構成する橋梁

平成26年度 平成27年度 平成28年度 平成29年度 平成30年度

7%

18%

14%

15%

資料④
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【機密性２】高速道路跨道橋の点検状況について 資料④－２
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【機密性２】高速道路跨道橋の点検状況について 資料④－２
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【機密性２】大分県のＨ２６点検結果

＜平成26年度管理者別点検結果（橋梁）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 426 90 37 31 22 0

高速道路会社 242 33 5 26 2 0

大分県 2,437 578 174 253 151 0

市区町村 7,804 654 250 178 223 3

合計 10,909 1,355 466 488 398 3

○ 大分県の橋梁の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）が3橋（0.2%）あり、また、
判定区分Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は398橋（29.4%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限
り、長期的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は488橋（36.0%）

※ H27.6月末時点

資料⑤
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【機密性２】大分県のＨ２６点検結果

＜平成26年度管理者別点検結果（トンネル）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 39 24 0 14 10 0

高速道路会社 45 9 0 7 2 0

大分県 252 29 0 17 12 0

市区町村 238 6 0 1 5 0

合計 574 68 0 39 29 0

○ 大分県のトンネルの点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0本、判定区分Ⅲ（早
期に措置を講ずべき状態）は29本（42.6%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期的な修繕
コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は39本（57.4%）

※ H27.6月末時点

資料⑤
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【機密性２】大分県のＨ２６点検結果

＜平成26年度管理者別点検結果（道路付属物等）＞

管理者 管理施設数 点検実施数

判定区分内訳

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 105 58 8 31 19 0

高速道路会社 76 30 12 18 0 0

大分県 105 0 0 0 0 0

市区町村 28 4 1 1 2 0

合計 314 92 21 50 21 0

○ 大分県の道路付属物等の点検結果は、判定区分Ⅳ（緊急に措置を講ずべき状態）は0箇所、判定区分
Ⅲ（早期に措置を講ずべき状態）は21箇所（22.8%）、さらに、判定区分Ⅱ（予算の許す限り、長期
的な修繕コスト低減の観点から措置を講ずることが望ましい状態）は50箇所（54.3%）

※ H27.6月末時点

資料⑤
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【機密性２】

【大分県（橋梁）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成27年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 426 90 37 31 22 0

高速道路会社 242 33 5 26 2 0

大分県 2,437 578 174 253 151 0

大分市 953 4 2 2 0 0

別府市 171 171 134 11 26 0

中津市 682 0 0 0 0 0

日田市 715 5 5 0 0 0

佐伯市 901 94 54 17 23 0

臼杵市 415 5 1 0 4 0

津久見市 131 131 10 26 92 3

竹田市 420 5 5 0 0 0

豊後高田市 340 28 9 14 5 0

杵築市 460 5 0 0 5 0

宇佐市 751 5 5 0 0 0

豊後大野市 546 53 11 27 15 0

由布市 275 7 0 1 6 0

国東市 520 0 0 0 0 0

姫島村 8 0 0 0 0 0

日出町 84 31 6 20 5 0

九重町 233 60 5 27 28 0

玖珠町 199 50 3 33 14 0

合計 10,909 1,355 466 488 398 3

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料⑤

大分県のＨ２６点検結果

５－２ 点検結果 各管理者毎

※ 施設管理毎に集計

資料⑤－２
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【機密性２】

【大分県（トンネル）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成27年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 39 24 0 14 10 0

高速道路会社 45 9 0 7 2 0

大分県 252 29 0 17 12 0

大分市 9 0 0 0 0 0

別府市 0 0 0 0 0 0

中津市 7 0 0 0 0 0

日田市 15 0 0 0 0 0

佐伯市 35 0 0 0 0 0

臼杵市 7 0 0 0 0 0

津久見市 8 0 0 0 0 0

竹田市 48 0 0 0 0 0

豊後高田市 13 0 0 0 0 0

杵築市 6 0 0 0 0 0

宇佐市 9 0 0 0 0 0

豊後大野市 28 0 0 0 0 0

由布市 13 0 0 0 0 0

国東市 32 6 0 1 5 0

姫島村 1 0 0 0 0 0

日出町 0 0 0 0 0 0

九重町 2 0 0 0 0 0

玖珠町 5 0 0 0 0 0

合計 574 68 0 39 29 0

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料⑤

大分県のＨ２６点検結果

５－２ 点検結果 各管理者毎

※ 施設管理毎に集計

資料⑤－２
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【機密性２】

【大分県（道路付属物等）】各道路管理者別点検実施数、診断結果
平成27年6月30日時点

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

国土交通省 105 58 8 31 19 0

高速道路会社 76 30 12 18 0 0

大分県 105 0 0 0 0 0

大分市 15 1 0 0 1 0

別府市 2 2 1 0 1 0

中津市 1 0 0 0 0 0

日田市 3 0 0 0 0 0

佐伯市 0 0 0 0 0 0

臼杵市 0 0 0 0 0 0

津久見市 1 0 0 0 0 0

竹田市 0 0 0 0 0 0

豊後高田市 0 0 0 0 0 0

杵築市 0 0 0 0 0 0

宇佐市 1 0 0 0 0 0

豊後大野市 2 1 0 1 0 0

由布市 2 0 0 0 0 0

国東市 0 0 0 0 0 0

姫島村 0 0 0 0 0 0

日出町 0 0 0 0 0 0

九重町 1 0 0 0 0 0

玖珠町 0 0 0 0 0 0

合計 314 92 21 50 21 0

管理者 点検実施数
判定区分内訳

管理施設数

資料⑤

大分県のＨ２６点検結果

５－２ 点検結果 各管理者毎

※ 施設管理毎に集計

資料⑤－２

【大分県【道路附属物等）
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【機密性２】

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

中橋 ﾅｶﾊｼ 国道１０号 1963 27.2 8.4 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

１号床版橋 1ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 国道１０号 1962 3 9.3 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

２号床版橋 2ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 国道１０号 1962 7.4 10.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

３号床版橋 3ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 国道１０号 1962 4.8 9.7 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

久口橋 ﾋｻｸﾞﾁﾊﾞｼ 国道１０号 1962 9 9.3 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

久口橋橋側歩道橋（下
り）

ﾋｻｸﾞﾁﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０号 1962 13.4 2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

尺間橋橋側歩道橋 ｼｬｸﾏﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０号 1962 15.6 2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

尺間橋 ｼｬｸﾏﾊﾞｼ 国道１０号 1962 9.48 9.7 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

４号床版橋 4ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 国道１０号 1962 5.2 9.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

５号床版橋 5ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 国道１０号 1962 4.4 10.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

元田橋 ﾓﾄﾀﾞﾊﾞｼ 国道１０号 1961 6.5 13 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷波寄橋 ﾀﾆﾊﾞｷﾊﾞｼ 国道１０号 1960 13.5 8.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷波寄橋橋側歩道橋（下
り）

ﾀﾆﾊﾞｷﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０号 1960 24.2 2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

椛ヶ原橋 ｶﾊﾞｶﾞﾊﾙﾊﾞｼ 国道１０号 1964 25 8.2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

関所谷橋 ｾｷｼｮﾀﾞﾆﾊﾞｼ 国道１０号 1963 15.2 9.3 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

犬鳴橋 ｲﾇﾅｷﾊﾞｼ 国道１０号 1966 20.1 8.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

長野橋 ﾅｶﾞﾉﾊｼ 国道１０号 1966 15 9.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

梨木橋 ﾅｼｷﾊﾞｼ 国道１０号 1966 20 8.2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

鮎谷橋 ｱﾕﾀﾆﾊﾞｼ 国道１０号 1966 20.2 8.3 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

鳥の巣橋 ﾄﾘﾉｽﾊﾞｼ 国道１０号 1964 23.8 8.2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

三本楠橋 ｻﾝﾎﾞﾝｸｽﾊﾞｼ 国道１０号 1966 23.7 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

水神橋 ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ 国道１０号 1966 40 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

小池橋 ｺｲｹﾊﾞｼ 国道１０号 1966 62.9 8.1 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

立花橋 ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ 国道１０号 1966 69.6 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

浮岩橋 ｳｷｲﾜﾊﾞｼ 国道１０号 1966 23.7 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

鰐淵橋 ﾜﾆﾌﾞﾁﾊﾞｼ 国道１０号 1966 34.9 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

流水橋 ﾘｭｳｽｲﾊﾞｼ 国道１０号 1966 38 8.2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

押の木橋 ｵｼﾉｷﾊﾞｼ 国道１０号 1964 24 8.2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

宗太郎桟道橋 ｿｳﾀﾛｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０号 1966 42.1 8.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

赤松桟道橋 ｱｶﾏﾂｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０号 1966 77.1 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

茜橋 ｱｶﾈﾊﾞｼ 国道５７号 1963 34.5 12 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅲ

浅草橋 ｱｻｸｻﾊﾞｼ 国道５７号 1967 56 9 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅲ

大恩寺橋 ﾀﾞｲｵﾝｼﾞﾊﾞｼ 国道５７号 1971 30 9.3 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅲ

大戸橋 ｵｵﾄﾊﾞｼ 国道５７号 1971 64 8.8 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

朝地高架橋 ｱｻｼﾞｺｳｶｷｮｳ 国道５７号 1970 152.3 11.7 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新濁渕橋 ｼﾝﾆｺﾞﾘﾌﾁﾊﾞｼ 国道５７号 1971 75 8.8 九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

茜川橋 ｱｶﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ 中九州道 2008 255 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅲ

前田高架橋 ﾏｴﾀﾞｺｳｶｷｮｳ 中九州道 2008 157 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

岡高架橋 ｵｶｺｳｶｷｮｳ 中九州道 2008 154 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名

架設

年次
（西暦）

橋長

（ｍ）

資料⑤【大分県】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

第２加来橋（下り） ﾀﾞｲﾆｶｸﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ 国道10号線 1986 63.3 12.8 九州地整 大分県 中津市 Ⅲ

石山橋 ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ 国道10号線 1960 4.8 14.6 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

鬼枝橋 ｵﾆｴﾀﾞﾊｼ 国道10号線 1960 4.8 13 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

瓦塚橋 ｶﾜﾗﾂﾞｶﾊﾞｼ 国道10号線 1960 7.3 13.7 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

高宇田橋 ﾀｶｳﾀﾞﾊｼ 国道10号線 1961 4.1 10.8 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

御許橋側道橋 ｵﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1972 15.3 2 九州地整 大分県 杵築市 Ⅲ

中津第１１号橋 ﾅｶﾂﾀﾞｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1961 3.3 15.9 九州地整 大分県 杵築市 Ⅱ

塚畑橋 ﾂｶﾊﾀﾊｼ 国道10号線 1961 7 10.2 九州地整 大分県 杵築市 Ⅲ

野添橋 ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ 国道10号線 1961 6.3 10.1 九州地整 大分県 杵築市 Ⅱ

宗久橋 ﾑﾈﾋｻﾊｼ 国道10号線 1961 6.5 16.4 九州地整 大分県 杵築市 Ⅰ

恒道橋 ﾂﾈﾐﾁﾊﾞｼ 国道10号線 1961 13 8.6 九州地整 大分県 杵築市 Ⅰ

田ノ迫橋 ﾀﾉｻｺﾊﾞｼ 国道10号線 1961 7.6 31.4 九州地整 大分県 日出町 Ⅱ

平田川橋 ﾋﾗﾀｶﾞﾜﾊｼ 国道10号線 1982 33 30.8 九州地整 大分県 別府市 Ⅱ

新境川橋 ｼﾝｻｶｲｶﾞﾜﾊｼ 国道10号線 1972 45 30.8 九州地整 大分県 別府市 Ⅱ

両郡橋 ﾘｮｳｸﾞﾝﾊｼ 国道10号線 1925 3 18.9 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

小谷橋 ｺﾀﾆﾊｼ 国道10号線 1918 6 17.6 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

花園橋橋側歩道橋（下
り）

ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸ
ﾀﾞﾘ

国道10号線 1979 30 2 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

花園橋橋側歩道橋（上
り）

ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉ
ﾎﾞﾘ

国道10号線 1985 10 2 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

高江橋橋側歩道橋（下
り）

ﾀｶｴﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ 国道10号線 1973 12.4 2 九州地整 大分県 大分市 Ⅲ

逆谷橋側道橋(下り) ｻｶﾀﾆﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ 国道210号線 1955 6.1 2 九州地整 大分県 日田市 Ⅰ

白手橋橋側歩道橋(下り) ｼﾗﾃﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ 国道210号線 1981 20.3 2 九州地整 大分県 日田市 Ⅰ

新合田橋 ｼﾝｺﾞｳﾀﾊﾞｼ 国道210号線 1971 120 9.5 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

岸高橋 ｷｼﾀｶﾊｼ 国道210号線 1970 20.5 11.3 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

綿打谷橋 ﾜﾀｳﾁﾀﾆﾊﾞｼ 国道210号線 1974 21.4 10.2 九州地整 大分県 日田市 Ⅰ

慈恩の橋（滝ノ下橋） ｼﾞｵﾝﾉﾊｼﾀｷﾉｼﾀﾊﾞｼ 国道210号線 1973 73 10 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

野上橋 ﾉｶﾞﾐﾊﾞｼ 国道210号線 1971 51.3 9.6 九州地整 大分県 九重町 Ⅲ

新妙見橋 ｼﾝﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ 国道210号線 1969 25 7.8 九州地整 大分県 九重町 Ⅱ

新深瀬橋 ｼﾝﾌｶｾﾊｼ 国道210号線 1965 19.58 8.3 九州地整 大分県 九重町 Ⅲ

西谷橋 ﾆｼﾀﾆﾊｼ 国道210号線 1980 110 9.5 九州地整 大分県 九重町 Ⅲ

幸野橋 ｺｳﾉﾊｼ 国道210号線 1980 99 10.25 九州地整 大分県 由布市 Ⅱ

鍋倉橋 ﾅﾍﾞｸﾗﾊｼ 国道210号線 1980 65 10.25 九州地整 大分県 由布市 Ⅲ

中の園橋 ﾅｶﾉｿﾉﾊｼ 国道210号線 1979 13.5 10.1 九州地整 大分県 由布市 Ⅰ

下武宮橋 ｼﾓﾀｹﾐﾔﾊｼ 国道210号線 1977 43.1 10.25 九州地整 大分県 由布市 Ⅲ

小野屋大橋 ｵﾉﾔｵｵﾊｼ 国道210号線 1979 167 11.8 九州地整 大分県 由布市 Ⅱ

於染岩橋 ｵｿﾒｲﾜﾊﾞｼ 国道１０号 1962 9.5 8.8 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

戸ノ上橋 ﾄﾉｳｴﾊｼ 国道１０号 2003 55.9 17.8 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅱ

太田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 国道１０号 1963 16 15 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅱ

箕の谷橋 ﾐﾉﾀﾆﾊﾞｼ 国道１０号 1963 14.8 12.4 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅰ

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3

５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
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【機密性２】

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

権現橋 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ 中九州道 2008 132 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中道橋 ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ 中九州道 2008 102 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

栗の木高架橋 ｸﾘﾉｷｺｳｶｷｮｳ 中九州道 2008 214 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

穴井橋 ｱﾅｲﾊﾞｼ 中九州道 2008 238 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大野IＣ・Ａﾗﾝﾌﾟ橋 ｵｵﾉICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 中九州道 2008 14.5 6.6 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大野IＣ・Dﾗﾝﾌﾟ橋 ｵｵﾉICDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 中九州道 2008 14.5 6.6 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

森崎橋（上り） ﾓﾘｻｷﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 東九州自動車道 2012 77 14.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

森崎橋（下り） ﾓﾘｻｷﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 東九州自動車道 2012 77 11.2 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

芹川橋 ｾﾘｶﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道 2012 34 12.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

江川第一橋 ｴｶﾞﾜﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ 東九州自動車道 2012 25 12.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

江川第二橋 ｴｶﾞﾜﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 東九州自動車道 2012 34.5 12.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

大内川橋 ｵｵｳﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道 2012 38 12.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

波当津橋 ﾊﾄｳｽﾞﾊﾞｼ 東九州自動車道 2012 45.5 12.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

野田橋 ﾉﾀﾞﾊﾞｼ 東九州自動車道 2001 292 11.3 高速道路会社 大分県 臼杵市 Ⅱ

小河内川橋 ｺｶﾞﾜｳﾁｶﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道 2001 274 9.8 高速道路会社 大分県 臼杵市 Ⅱ

瀬戸石橋 ｾﾄｲｼﾊﾞｼ 東九州自動車道 2008 253 9.8 高速道路会社 大分県 津久見市 Ⅱ

床木橋 ﾕｶｷﾞﾊﾞｼ 東九州自動車道 2007 134 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅰ

床木橋 ﾕｶｷﾞﾊﾞｼ 東九州自動車道 2007 168 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅱ

丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 東九州自動車道 2007 192 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅰ

丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 東九州自動車道 2007 208 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅱ

入道橋 ﾆｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 東九州自動車道 2008 114 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅰ

入道橋 ﾆｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ 東九州自動車道 2008 122 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅰ

一ノ瀬高架橋 ｲﾁﾉｾｺｳｶｷｮｳ 東九州自動車道 2007 592 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡田川橋 ｵｶﾀﾞｶﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道 2006 245 9.8 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅰ

清岸寺橋 ｾｲｶﾞﾝｼﾞﾊｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 25 10 高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

清岸寺橋 ｾｲｶﾞﾝｼﾞﾊｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 25 14 高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

渡里川橋 ﾜﾀﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 17 11.3 高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

高塚高架橋 ﾀｶﾂｶｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1992 139 10.3 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

田ノ口高架橋 ﾀﾉｸﾁｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1999 474 8.5 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅲ

太田川橋 ｵｵﾀｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1994 90 9 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

太田川橋 ｵｵﾀｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1999 90 8.5 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

森川橋 ﾓﾘｶﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1994 171 9 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

松葉川橋 ﾏﾂﾊﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 2004 331 8.5 高速道路会社 大分県 九重町 Ⅱ

拓郷橋 ﾀｸｺﾞｳｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 2004 375 8.7 高速道路会社 大分県 九重町 Ⅲ

湯布院ＩＣＡランプ橋 ﾕﾌｲﾝICAﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1996 38 7.5 高速道路会社 大分県 由布市 Ⅱ

湯布院ＩＣＢランプ橋 ﾕﾌｲﾝICBﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1996 79 7.5 高速道路会社 大分県 由布市 Ⅱ

扇山第一橋 ｵｵｷﾞﾔﾏﾀﾞｲ1ｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1988 67 7.4 高速道路会社 大分県 別府市 Ⅱ

扇山第二橋 ｵｵｷﾞﾔﾏﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 42 7.5 高速道路会社 大分県 別府市 Ⅱ

南立石橋 ﾐﾅﾐﾀﾃｲｼﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1992 23 10 高速道路会社 大分県 別府市 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3

５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
管理者 点検記録
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南立石橋 ﾐﾅﾐﾀﾃｲｼﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1992 23 10 高速道路会社 大分県 別府市 Ⅱ

荏隈橋 ｴﾉｸﾏﾊﾞｼ 九州横断自動車道　長崎大分線 1993 42 8.9 高速道路会社 大分県 大分市 Ⅱ

大見尾橋 ｵｵﾐｵｷｮｳ
一般国道１０号（宇佐別府道
路）

1999 36 10.6 高速道路会社 大分県 宇佐市 Ⅱ

久井田橋 ｸｲﾀﾞｷﾖｳ
一般国道１０号（宇佐別府道
路）

1989 19 9.3 高速道路会社 大分県 宇佐市 Ⅱ

久井田橋 ｸｲﾀﾞｷﾖｳ
一般国道１０号（宇佐別府道
路）

1989 19 9.3 高速道路会社 大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院橋 ｱｼﾞﾑｷﾖｳ
一般国道１０号（宇佐別府道
路）

1990 36 18.5 高速道路会社 大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院橋 ｱｼﾞﾑｷﾖｳ
一般国道１０号（宇佐別府道
路）

1990 36 18.5 高速道路会社 大分県 宇佐市 Ⅱ

浜北橋 ﾊﾏｷﾀﾊｼ 国道213号 1969 24 8.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

臼野橋 ｳｽﾉﾊｼ 国道213号 1959 25.7 8.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

羽根川橋 ﾊﾈｶﾞﾜﾊｼ 国道213号 1963 14 12.1 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

赤坂橋 ｱｶｻｶﾊｼ 国道213号 1963 15.2 8.6 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

赤坂橋側道橋 ｱｶｻｶﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道213号 1963 15.2 8.6 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小池川橋 ｺｲｹｶﾞﾜﾊｼ 国道213号 1969 4.8 13.1 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

宮庄橋 ﾐﾔｼｮｳﾊｼ 国道213号 1966 15 8.4 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

宮庄橋側道橋 ﾐﾔｼｮｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道213号 1966 15 8.4 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

第一猫石橋 ﾀﾞｲｲﾁﾈｺｲｼﾊｼ 国道213号 1964 4.5 11.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

宮川橋 ﾐﾔｶﾜﾊｼ 国道213号 1960 33 8.2 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

板屋橋 ｲﾀﾔﾊｼ 豊後高田国東線 1972 24.1 9.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

吉弘橋 ﾖｼﾋﾛﾊｼ 地蔵峠小田原線 1988 34 11 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

出合橋 ﾃﾞｱｲﾊｼ 美和佐野線 2001 58.5 17.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

樋ノ口橋 ﾋﾉｸﾁﾊｼ 小河内香々地線 1985 38 10.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

東夷橋 ﾋｶﾞｼｴﾋﾞｽﾊｼ 小河内香々地線 1999 21.7 11.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小熊毛橋 ｺｸﾏｹﾞﾊｼ 国道213号 1966 9 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

内田橋 ｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ 国道213号 1982 11.5 13 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

向田橋 ﾑｶﾀﾊｼ 国道213号 1971 14 9.8 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

竹田津小橋 ﾀｹﾀﾂﾞｺﾊﾞｼ 国道213号 1967 13.5 12.6 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

深江橋 ﾌｶｴﾊｼ 国道213号 1969 13 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

三尾谷川橋 ﾐｵﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 国道213号 1961 20 10 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

三尾谷橋側道橋（上流）
ﾐｵﾀﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭ
ｳ)

国道213号 1982 19.7 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

三尾谷橋側道橋（下流） ﾐｵﾀﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳ) 国道213号 1973 20 3.3 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

奈良原橋 ﾅﾗﾊﾗﾊｼ 国道213号 1971 8 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

下治郎丸橋 ｼﾓｼﾞﾛｳﾏﾙﾊｼ 国道213号 1980 16.6 13 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

新富来橋 ｼﾝﾄﾐｸﾊﾞｼ 国道213号 1973 56.5 12.4 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

弁天橋 ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ 豊後高田国東線 1997 14.5 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

東淵橋 ﾋｶﾞｼﾌﾁﾊｼ 豊後高田国東線 1992 75 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

両子大橋 ﾌﾀｺﾞｵｵﾊｼ 豊後高田国東線 2002 245 10.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

今田家橋 ｲﾏﾀﾞﾔﾊｼ 山香国見線 1956 12.9 8.2 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

湯場橋 ﾕﾊﾞﾊｼ 山香国見線 1957 4.2 3.4 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

中川原橋 ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 山香国見線 1994 11 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

西本橋 ﾆｼﾓﾄﾊｼ 豊後高田安岐線 1974 24.9 13.3 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

西岸寺橋 ｻｲｶﾞﾝｼﾞﾊｼ 豊後高田安岐線 1983 41.5 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

幅員
（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
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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

船部橋 ﾌﾅﾍﾞﾊｼ 大田杵築線 1998 181 11.5 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

山家橋（旧道） ﾔﾏｶﾞﾊｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ) 別府挾間線 1978 5.9 5.4 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

平原橋 ﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ 別府挾間線 1997 42 12 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

椿大橋 ﾂﾊﾞｷｵｵﾊｼ 別府庄内線 1997 161 11.3 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

柴石橋 ｼﾊﾞｾｷﾊｼ 別府山香線 1920 6.6 11.7 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

古戦場橋 ｺｾﾝｼﾞｮｳﾊｼ 別府山香線 1938 31 9.1 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

目苅橋 ﾒｶﾞﾘﾊｼ 別府山香線 1955 6.7 7.7 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

高平橋 ｺｵﾋﾗﾊｼ 別府山香線 1955 12 8 大分県 大分県 日出町 Ⅰ

岩谷橋 ｲﾜﾔﾊｼ 成仏杵築線 1962 8.9 6.4 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

草篠橋 ｸｻｼﾉﾊｼ 成仏杵築線 1977 12 6.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

高平橋 ﾀｶﾋﾗﾊｼ 成仏杵築線 1962 10.8 5.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

筒木橋 ｳﾂﾛｷﾞﾊｼ 成仏杵築線 1962 8.5 5.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

永代橋 ｴｲﾀｲﾊｼ 成仏杵築線 1937 126.5 6.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

住吉橋 ｽﾐﾖｼﾊｼ 豊後豊岡停車場線 1969 12 6.8 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

頭成橋 ｶｼﾗﾅﾘﾊｼ 豊後豊岡停車場線 1977 10.7 7.8 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

城島橋 ｷｼﾞﾏﾊｼ 東山庄内線 1969 8.7 5.1 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

双又橋 ﾌﾀﾏﾀﾊｼ 東山庄内線 1955 4.5 8.5 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

亀川橋 ｶﾒｶﾞﾜﾊｼ 鉄輪亀川線 1924 11.7 15.9 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

平田橋 ﾋﾗﾀﾊｼ 亀川別府線 1959 14.2 7.5 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

立石橋 ﾀﾃｲｼﾊｼ 佐田山香線 1953 2.5 6 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

唐川橋 ｶﾗｶﾜﾊｼ 久木野尾尾立線 1967 9.6 4.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

守江橋 ﾓﾘｴﾊｼ 国道213号 1971 7 8.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

鳥越大橋 ﾄﾘｺﾞｴｵｵﾊｼ 別府挾間線 1998 141 11 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

鳥越峠橋 ﾄﾘｺﾞｴﾄｳｹﾞﾊｼ 別府挾間線 1998 187 9.2 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

新平田橋 ｼﾝﾋﾗﾀﾊｼ 鉄輪亀川線 1924 7.7 15.5 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

白川橋 ｼﾗｶﾜﾊｼ 大田杵築線 1996 99 11 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

東部橋 ﾄｳﾌﾞﾊｼ 国道213号 1990 165 10.2 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

本庄陸橋 ﾎﾝｼﾞｮｳﾘｯｷｮｳ 国道213号 1991 285.6 10.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

白水橋 ｼﾗﾐｽﾞﾊｼ 国道213号 1989 70 21.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

馬場尾陸橋 ﾊﾞﾊﾞｵﾘｯｷｮｳ 糸原杵築線 1990 18 21.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

東大内陸橋 ﾋｶﾞｼｵｵｳﾁﾘｯｷｮｳ 糸原杵築線 1990 100 10.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

新別府側道橋（上流側） ｼﾝﾍﾞｯﾌﾟｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道500号 1988 36 1.7 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

新別府側道橋（下流側） ｼﾝﾍﾞｯﾌﾟｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道500号 1988 37.1 2.9 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

御門橋側道橋 ﾐｶﾄﾞﾊｼｿｸｺﾞｳｷｮｳ 別府山香線 1970 45 1.5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

守江側道橋 ﾓﾘｴｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道213号 2003 7 3.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

北山橋 ｷﾀﾔﾏﾊｼ 国道213号 2001 20.5 5.8 大分県 大分県 日出町 Ⅰ

舞鶴陸橋 ﾏｲﾂﾞﾙﾘｯｷｮｳ 国道197号 1957 3.7 21.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

桃園橋 ﾓﾓｿﾞﾉﾊｼ 国道197号 1967 31.8 14.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

舞鶴橋 ﾏｲﾂﾞﾙﾊｼ 国道197号 1954 302.6 18.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

延命寺橋 ｴﾝﾒｲｼﾞﾊｼ 国道197号 2000 22.8 14.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

日吉橋 ﾋﾖｼﾊｼ 国道197号 1968 45 20.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

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

掛樋橋 ｶｹﾋﾊﾞｼ 豊後高田安岐線 1983 56 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

矢川橋 ﾔｶﾞﾜﾊｼ 豊後高田安岐線 1974 7.8 11.5 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

安岐橋側道橋（下流） ｱｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳ) 豊後高田安岐線 1979 81 3.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

宮ノ谷橋 ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ 両子山武蔵線 1996 8 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

播磨橋 ﾊﾘﾏﾊｼ 国東安岐線 1971 7.2 7.9 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

長瀬橋 ﾅｶﾞｾﾊｼ 成仏杵築線 1956 14.6 5 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

浜崎橋 ﾊﾏｻｷﾊｼ 杵築安岐国東自転車道線 1991 9.5 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

富来開運橋 ﾄﾐｸｶｲｳﾝﾊｼ 杵築安岐国東自転車道線 1994 13 11.5 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

港橋 ﾐﾅﾄﾊｼ 武蔵港線 1973 20 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

来浦大橋 ｸﾉｳﾗｵｵﾊｼ 国道213号 1969 71.2 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

安岐中央大橋 ｱｷﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ 糸原杵築線 1997 78.3 12.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

志村橋 ｼﾑﾗﾊﾞｼ 糸原杵築線 2004 100 12 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

百全橋 ﾋｬｸｾﾞﾝﾊｼ 国東安岐線 2004 63 10.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

谷川橋 ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ 山香国見線 1994 14.2 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

みかん山橋 ﾐｶﾝﾔﾏﾊﾞｼ 糸原杵築線 2006 66 12 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

平成新橋 ﾍｲｾｲｼﾝﾊｼ 山香国見線 2008 35.7 15.4 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

高山橋 ﾀｶﾔﾏﾊｼ 国道213号 1971 93 9.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

大内橋 ｵｵｳﾁﾊｼ 国道213号 1971 64 9.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

江頭橋 ｴｶﾞｼﾗﾊｼ 国道213号 1971 5.8 8.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

狩宿橋 ｶﾘｼｭｸﾊｼ 国道213号 1971 5 8.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

新別府橋 ｼﾝﾍﾞｯﾌﾟﾊｼ 国道500号 1959 36.5 16.8 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

鵜戸橋 ｳﾄﾞﾊｼ 別府一の宮線 1954 12.6 11.3 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

鶴見橋 ﾂﾙﾐﾊｼ 別府一の宮線 1974 10.6 10.7 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ 日出山香線 1935 28 11 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

滝ノ口橋 ﾀｷﾉｸﾁﾊｼ 日出山香線 1984 40 8.7 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

大倉橋 ｵｵｸﾗﾊｼ 日出山香線 1992 39.5 9.7 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

吉松公園橋 ﾖｼﾏﾂｺｳｴﾝﾊｼ 山香国見線 1994 13 9.4 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

田原河内橋 ﾀﾊﾗｶﾜﾁﾊｼ 山香国見線 1979 6.5 9.9 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

祇園橋 ｷﾞｵﾝﾊｼ 山香国見線 1996 60 11 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

当ノ木橋 ﾄｳﾉｷﾞﾊｼ 山香国見線 1972 4 11.3 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

小武橋 ｺﾀｹﾊｼ 山香国見線 1965 4.5 9 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

俣水橋 ﾏﾀﾐｽﾞﾊｼ 豊後高田安岐線 1958 7.9 12 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

俣水橋側道橋 ﾏﾀﾐｽﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 豊後高田安岐線 2005 19 4.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

常道橋 ﾂﾈﾐﾁﾊｼ 山香院内線 1972 13.1 7.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

新秋山橋 ｼﾝｱｷﾔﾏﾊｼ 山香院内線 2000 98 12.5 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

花立橋 ﾊﾅﾀﾃﾊｼ 山香院内線 1956 10.6 5.6 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

三ツ川橋 ﾐﾂｶﾜﾊｼ 山香院内線 1934 4.2 5.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

尾花橋 ｵﾊﾞﾅﾊｼ 山香院内線 1934 12.4 16.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

鶯橋 ｳｸﾞｲｽﾊｼ 大田杵築線 1996 98.4 11 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

向田橋 ﾑｺｳﾀﾞﾊｼ 大田杵築線 1981 16.1 8.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

月見橋 ﾂｷﾐﾊｼ 大田杵築線 1981 10.7 11.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域
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雷橋側道橋 ｲｶﾂﾞﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 大分大野線 2009 17 3.8 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

両郡橋 ﾘｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ 大分大野線 1969 10.4 7 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

賀来跨線橋（上り） ｶｸｺｾﾝｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 大分挾間線 1996 211.7 10.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

皆春陸橋 ﾐﾅﾊﾙﾘｯｷｮｳ 鶴崎大南線 1971 8.8 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

皆春橋 ﾐﾅﾊﾙﾊｼ 鶴崎大南線 1970 4.3 15.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

八地蔵橋 ﾊﾁｼﾞｿﾞｳﾊｼ 鶴崎大南線 1980 53.1 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

竹下橋 ﾀｹｼﾀﾊｼ 大在公共埠頭線 1976 246.8 20 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

仲西橋 ﾅｶﾆｼﾊｼ 松岡日岡線 1970 167.8 14.3 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

挾間大橋 ﾊｻﾏｵｵﾊｼ 龍原挾間線 1982 300 10.8 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

第４堂ノ下橋 ﾀﾞｲ4ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ 田野庄内線 1987 7.5 11 大分県 大分県 由布市 Ⅰ

１号床版橋 1ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 弁天横瀬自転車道線 1975 8.1 5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第2戸保木橋 ﾀﾞｲ2ﾍﾎﾞﾉｷﾊｼ 木田神崎線 1965 7 2.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

西谷橋 ﾆｼﾀﾆﾊｼ 国道197号 2004 8.5 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

向原陸橋 ﾑｶｲﾊﾞﾙﾘｯｷｮｳ 国道197号 2001 40.4 6.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

一尺屋橋 ｲｯｼｬｸﾔﾊｼ 国道217号 2006 14.1 10.9 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

南大分跨線橋側道橋 ﾐﾅﾐｵｵｲﾀｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道210号 不明 40 2.3 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

山中橋 ﾔﾏﾅｶﾊｼ 国道442号 2012 35 9.5 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

新木ノ元橋（上り） ｼﾝｷﾉﾓﾄﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 中判田下郡線 1986 40 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新木ノ元橋（下り） ｼﾝｷﾉﾓﾄﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 中判田下郡線 1996 40 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

芦原橋（上り） ｱｼﾊﾗﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 中判田下郡線 1985 69 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

芦原橋（下り） ｱｼﾊﾗﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 中判田下郡線 1996 69 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

米良高架橋 ﾒﾗｺｳｶｷｮｳ 中判田下郡線 1996 613 9.1 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

家島陸橋（上り） ｲｴｼﾞﾏﾘｯｷｮｳ 大在大分港線 1994 15 15 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

神崎跨線橋 ｶﾝｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳ 木田神崎線 2012 93 11 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

上竹中跨線橋 ｶﾐﾀｹﾅｶｺｾﾝｷｮｳ 弓立上戸次線 2011 120 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

南大分跨線橋 ﾐﾅﾐｵｵｲﾀｺｾﾝｷｮｳ 国道210号 1964 40 24.1 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

家島陸橋（下り） ｲｴｼﾞﾏﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 大在大分港線 1994 14.7 14.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

日見橋 ﾋﾐﾊｼ 国道217号 1993 11 12.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

小網代橋 ｺｱｼﾞﾛﾊｼ 国道217号 1999 6.6 10.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

門前陸橋 ﾓﾝｾﾞﾘｯｷｮｳ 国道217号 1937 6.5 11.9 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

第二内畑橋 ﾀﾞｲﾆｳﾁﾊﾀﾊｼ 国道217号 1971 8 9.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

桑原橋 ｶﾊﾞﾙﾊｼ 国道217号 1972 7.5 8.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

藤田橋 ﾌｼﾞﾀﾊｼ 国道217号 1972 10.6 9.4 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

新大坪橋 ｼﾝｵｵﾂﾎﾞﾊｼ 国道217号 1978 18.2 16.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

温井橋 ﾇﾙｲﾊｼ 国道217号 2002 9.7 16.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

第一原橋 ﾀﾞｲｲﾁﾊﾗﾊｼ 国道217号 1972 18.5 8.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

第二原橋 ﾀﾞｲﾆﾊﾗﾊｼ 国道217号 1972 44 8.5 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

上臼杵橋 ｶﾐｳｽｷﾊｼ 国道217号 1971 96 13.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

山の花橋 ﾔﾏﾉﾊﾅﾊｼ 国道217号 1971 6.9 13.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊｼ 国道217号 1990 21.6 16.7 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

北ノ川橋 ｷﾀﾉｶﾜﾊｼ 国道217号 1981 14.5 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ
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細跨線橋 ﾎｿｺｾﾝｷｮｳ 国道197号 1974 34.5 12 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

毛井新橋（車道） ｹｲｼﾝﾊｼ(ｼｬﾄﾞｳ) 国道197号 2001 15 17.8 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

新金道橋 ｼﾝｶﾅﾄﾞｳﾊｼ 国道197号 1962 20.3 16.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

今堤橋 ｲﾏﾂﾞﾂﾐﾊｼ 国道197号 1955 39.3 20.6 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

上久所新橋 ｶﾐｸｼｮｼﾝﾊｼ 国道197号 2000 21 14.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大平橋 ｵｵﾋﾗﾊｼ 国道197号 1966 6.4 9.1 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

中ノ原橋 ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ 国道197号 1965 8.3 8.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

湊橋 ﾐﾅﾄﾊｼ 国道197号 1987 14.7 13.8 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

辛幸橋 ｶﾗｺｳﾊｼ 国道197号 1961 6.2 9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

江ノ脇橋 ｴﾉﾜｷﾊｼ 国道197号 1961 26.3 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

田ノ浦橋 ﾀﾉｳﾗﾊｼ 国道217号 1971 7 8.9 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

新小岩戸橋 ｼﾝｺｲﾜﾄﾊｼ 国道442号 1993 49 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

明磧橋 ｱｹｶﾞﾜﾗﾊｼ 国道442号 1958 186 6.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

床版橋 ｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ 国道442号 1963 3.3 9.9 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

一の瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊｼ 国道442号 1956 70 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

祓川橋 ﾊﾗｲｶﾜﾊｼ 国道442号 1962 4.8 5 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

井尾橋 ｲｵﾊｼ 別府一の宮線 1948 3.7 8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

由布川橋 ﾕﾌｶﾞﾜﾊｼ 別府一の宮線 1962 33.6 6.1 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

由布川側道橋 ﾕﾌｶﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 別府一の宮線 不明 33.6 1.5 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

平川橋 ﾋﾗｶﾜﾊｼ 別府一の宮線 1965 9.4 5.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

槐木橋 ﾆｶﾞｷﾊｼ 別府一の宮線 1965 10.5 6.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

小槐木橋 ｺﾆｶﾞｷﾊｼ 別府一の宮線 1953 3.6 8.2 大分県 大分県 由布市 Ⅰ

川添橋 ｶﾜｿﾞｴﾊｼ 大分臼杵線 1989 280 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

下郡橋 ｼﾓｺﾞｵﾘﾊｼ 大分臼杵線 1970 7.5 20 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

原井橋 ﾊﾗｲﾊｼ 大分臼杵線 1987 15.4 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

椚木橋 ｸﾇｷﾞﾊｼ 大分臼杵線 1980 4.7 9.3 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

角子原陸橋 ﾂﾉｺﾊﾞﾙﾘｯｷｮｳ 大在大分港線 1987 177 13.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

乙津陸橋 ｵﾄﾂﾞﾘｯｷｮｳ 大在大分港線 1965 10.4 29.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

今津留陸橋 ｲﾏﾂﾞﾙﾘｯｷｮｳ 大在大分港線 1965 8.8 28.2 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

東王惣橋 ﾋｶﾞｼｵｳｿｳﾊｼ 臼杵上戸次線 1962 10 7.6 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

西王惣橋 ﾆｼｵｳｿｳﾊｼ 臼杵上戸次線 1962 10 7.6 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

筒井橋 ﾂﾂｲﾊｼ 臼杵上戸次線 2001 24 12 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

出合橋 ﾃﾞｱｲﾊｼ 三重野津原線 1995 38 10.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

宮河内橋 ﾐﾔｶﾜｳﾁﾊｼ 坂ノ市中戸次線 1979 30 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

佐野橋 ｻﾉﾊｼ 坂ノ市中戸次線 1983 16.2 13 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

阿蘇入橋 ｱｿｲﾘﾊｼ 坂ノ市中戸次線 1979 12 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

下久所３号橋 ｼﾓｸｼﾞｮ3ｺﾞｳｷｮｳ 坂ノ市中戸次線 2002 10.4 16.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

屋山橋 ﾔﾔﾏﾊｼ 坂ノ市中戸次線 1954 6.4 11.4 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

田尻橋 ﾀｼﾞﾘﾊｼ 大分大野線 1963 60 6.6 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

田尻橋側道橋 ﾀｼﾞﾘﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 大分大野線 不明 64.2 2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

雷橋 ｲｶﾂﾞﾁﾊﾞｼ 大分大野線 1976 15.4 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3
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-37-



【機密性２】

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

田原大橋 ﾀﾊﾞﾙｵｵﾊｼ 国道３２６号 1986 19.6 13 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

柚の木迫橋 ﾕｽﾞﾉｷｻｺﾊｼ 国道３２６号 1977 60 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

赤迫橋 ｱｶｻｺﾊｼ 国道３２６号 1977 60 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

平野橋 ﾋﾗﾉﾊｼ 国道３２６号 1984 48 13 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

小野市大橋 ｵﾉｲﾁｵｵﾊｼ 国道３２６号 1977 61.6 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

田代大橋 ﾀｼﾛｵｵﾊｼ 国道３２６号 1992 100 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

柳瀬橋 ﾔﾅｾﾊｼ 国道３２６号 1992 107.5 12.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

平瀬大橋 ﾋﾗｾｵｵﾊｼ 国道３２６号 1976 108 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

大中尾橋 ｵｵﾅｶｵﾊｼ 国道３８８号 1973 44.5 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

椿谷橋 ﾂﾊﾞｷﾀﾆﾊｼ 国道３８８号 1977 45 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大河橋 ﾀｲｶﾞﾊｼ 日之影宇目線 1971 7.5 4.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

第二新開橋 ﾀﾞｲﾆｼﾝｶｲﾊｼ 三重弥生線 1969 5.9 6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

堂ノ間橋 ﾄﾞｳﾉﾏﾊｼ 三重弥生線 1997 32.4 13.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第一新開橋 ﾀﾞｲｲﾁｼﾝｶｲﾊｼ 三重弥生線 1967 7.5 6.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

仏座橋 ﾌﾞﾂｻﾞﾊｼ 三重弥生線 1933 4.4 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

落水橋 ｵﾁﾐｽﾞﾊｼ 三重弥生線 1951 5 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

尾中橋 ｵﾅｶﾊｼ 三重弥生線 1967 3 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

オンノ平橋 ｵﾝﾉﾋﾗﾊｼ 三重弥生線 1964 5 4.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

西鹿渕橋 ﾆｼｶﾌﾞﾁﾊｼ 三重弥生線 1975 9 7.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

津々良橋 ﾂﾂﾞﾗﾊｼ 三重弥生線 1956 26 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

出会橋 ﾃﾞｱｲﾊｼ 三重弥生線 1961 20 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷口橋 ﾀﾆｸﾞﾁﾊｼ 三重弥生線 1994 8 11.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐戸ヶ瀬橋 ｻﾄﾞｶﾞｾﾊｼ 三重弥生線 1995 112 10.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

川平橋 ｶﾜﾋﾗﾊｼ 三重弥生線 1995 54 7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

小鶴橋 ｺﾂﾞﾙﾊｼ 三重弥生線 1961 20 5.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

下岡橋 ｼﾓｵｶﾊｼ 佐伯津久見線 1981 13.5 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

床木橋 ﾕｶｷﾞﾊｼ 佐伯津久見線 1981 56.2 7.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

岩鼻橋 ｲﾜﾉﾊﾅﾊｼ 佐伯津久見線 1994 21.7 9.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

南橋 ﾐﾅﾐﾊｼ 佐伯津久見線 1990 36.5 11.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

徳納橋 ﾄｸﾉｳﾊｼ 佐伯津久見線 1981 36.3 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

三軒屋橋 ｻﾝｹﾞﾝﾔﾊｼ 佐伯蒲江線 1995 31 10.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

波越小橋 ﾅﾝｺﾞｳｺﾊｼ 佐伯蒲江線 1969 5.3 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

石垣橋 ｲｼｶﾞｷﾊｼ 佐伯蒲江線 1995 25.5 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

南青山橋 ﾐﾅﾐｱｵﾔﾏﾊｼ 佐伯蒲江線 1992 24.9 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

久部橋 ｸﾍﾞﾊｼ 佐伯蒲江線 2000 16 10.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

下立平橋 ｼﾓﾀﾃﾋﾗﾊｼ 佐伯蒲江線 1995 29 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

上立平橋 ｶﾐﾀﾃﾋﾗﾊｼ 佐伯蒲江線 1995 18.3 9.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

石打橋 ｲｼｳﾁﾊｼ 佐伯蒲江線 1990 18 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

下孫四郎橋 ｼﾓﾏｺﾞｼﾛｳﾊｼ 佐伯蒲江線 1993 15 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

上孫四郎橋 ｶﾐﾏｺﾞｼﾛｳﾊｼ 佐伯蒲江線 1993 24.5 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

汐月橋 ｼｵﾂｷﾊｼ 佐伯蒲江線 1971 75.6 7.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

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

田ノ口橋 ﾀﾉｸﾁﾊｼ 国道217号 1981 15.1 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

竹場橋 ﾀｹﾊﾞﾊｼ 国道502号 1987 25.2 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

障子岩橋 ｼｮｳｼﾞｲﾜﾊｼ 国道502号 1988 20.3 13 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

勘場橋 ｶﾝﾊﾞﾊｼ 国道502号 1983 14.9 12.1 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

檪山橋 ｸﾇｷﾞﾔﾏﾊｼ 大分臼杵線 1987 14.7 14 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

登尾２号橋 ﾉﾎﾞﾘｦﾆｺﾞｳｷｮｳ 大分臼杵線 1986 14.9 8.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

久保田橋（側道橋） ｸﾎﾞﾀﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 大分臼杵線 不明 52.3 2.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

折戸橋 ｵﾘﾄﾊｼ 臼杵上戸次線 1936 7.9 9.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

海添橋 ｶｲｿﾞｴﾊｼ 臼杵停車場線 1960 28.1 9.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

轟橋 ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ 野津宇目線 1970 12.8 4.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

西畑橋 ﾆｼﾊﾀﾊｼ 野津宇目線 1970 6.3 4.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

新長谷橋 ｼﾝﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ 野津宇目線 1991 8.4 9.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

杭川内橋 ｸｴｶﾜﾁﾊｼ 津久見野津線 1930 4.6 6.6 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

川内橋 ｶﾜﾁﾊｼ 津久見野津線 1996 25.6 11.7 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

馬宮橋 ｳﾏﾐﾔﾊｼ 津久見野津線 1968 13 6.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

花ノ木橋 ﾊﾅﾉｷﾊｼ 津久見野津線 1999 10 12.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

中ノ川１号橋 ﾅｶﾉｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ 臼杵坂ノ市線 1978 19 9.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

中ノ川２号橋 ﾅｶﾉｶﾜﾆｺﾞｳﾊｼ 臼杵坂ノ市線 1978 14.6 9.4 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

熊崎橋 ｸﾏｻｷﾊｼ 臼杵坂ノ市線 1971 16 8.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

熊崎橋（側道橋） ｸﾏｻｷﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 臼杵坂ノ市線 不明 26.1 2.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

堂籠橋（側道橋） ﾄﾞｳｺﾞﾓﾘﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 臼杵坂ノ市線 不明 16 2.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

下平原橋 ｼﾓﾋﾗﾊﾗﾊｼ 臼杵坂ノ市線 1978 27 9.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

大将軍橋 ﾀﾞｲｼｮｳｸﾞﾝﾊｼ 臼杵大南線 2003 39 9.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

平岩天神橋 ﾋﾗｲﾜﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ 臼杵津久見線 1997 41.3 16.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

清流橋 ｾｲﾘｭｳﾊｼ 臼杵津久見線 1998 30.5 14.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

越清水橋 ｺｼﾐｽﾞﾊｼ 川登臼杵線 1999 14 13.6 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

小肥橋 ｺｺﾞｴﾊｼ 川登臼杵線 1995 17.2 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

左津留橋 ｻﾂﾞﾙﾊｼ 川登臼杵線 1994 21.5 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

亀甲橋 ｶﾒｺｳﾊｼ 川登臼杵線 1995 9 11.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

津久見インター橋 ﾂｸﾐｲﾝﾀｰﾊｼ 津久見インター線 2000 153 15.9 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

堅浦橋 ｶﾀｳﾗﾊｼ 大泊浜徳浦線 1953 9 5.4 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

赤猫橋 ｱｶﾈｺﾊｼ 臼杵停車場線 2005 12.5 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

奥河内橋 ｵｸｶﾜﾁﾊｼ 津久見野津線 不明 9.6 7.3 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

小浪太橋 ｺﾅﾌﾞﾄﾊｼ 国道２１７号 1955 14 12 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

常磐橋 ﾄｷﾜﾊｼ 国道２１７号 1929 7 13.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二狩生橋側道橋 ﾀﾞｲﾆｶﾘｭｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道２１７号 2014 5.8 1.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

桝形橋 ﾏｽｶﾞﾀﾊｼ 国道２１７号 1969 16 16.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

釘戸橋 ｸｷﾞｺﾊｼ 国道３２６号 1977 74 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

三国峠橋 ﾐｸﾆﾄｳｹﾞﾊｼ 国道３２６号 1980 142 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

中の原橋 ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ 国道３２６号 1977 70 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

新桑の原橋 ｼﾝｸﾜﾉﾊﾙﾊｼ 国道３２６号 1998 57 13 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域
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都道府県

名
市区町村名 判定区分

脇鶴橋下り ﾜｷﾂﾙﾊｼｸﾀﾞﾘ 国道２１７号 2010 56.5 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大宮橋 ｵｵﾐﾔﾊｼ 国道326号 1981 170 11.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山奥橋 ﾔﾏｵｸﾊｼ 国道326号 1982 12.5 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

鉢久保橋 ﾊﾁﾉｸﾎﾞﾊｼ 国道326号 1978 10.5 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

奥田跨線橋 ｵｸﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ 国道326号 1970 18 8.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

高松陸橋 ﾀｶﾏﾂﾘｯｷｮｳ 国道326号 1981 12.5 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新鬼塚橋 ｼﾝｵﾆﾂﾞｶﾊｼ 国道326号 1989 19.8 16.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

御霊橋 ｺﾞﾘｮｳﾊｼ 国道326号 1991 14.8 16.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

牧谷橋 ﾏｷﾀﾆﾊｼ 国道442号 1972 8.6 11.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

新共栄橋 ｼﾝｷｮｳｴｲﾊｼ 国道502号 1993 210 10.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

玉田新橋 ﾀﾏﾀﾞｼﾝﾊｼ 国道502号 1987 15.6 11 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新ヒシゴ橋 ｼﾝﾋｼｺﾞﾊｼ 緒方高千穂線 2001 18 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

藤北橋 ﾌｼﾞｷﾀﾊｼ 三重野津原線 1988 21 8.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

高野橋 ﾀｶﾉﾊｼ 三重野津原線 1996 47 10.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

西川大橋 ﾆｼｶﾜｵｵﾊｼ 大分大野線 1996 94 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

直野橋 ﾅｵﾉﾊｼ 大分大野線 1997 74 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

天然橋 ﾃﾝﾈﾝﾊｼ 宇目清川線 1985 45 10.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大恩寺大橋 ﾀﾞｲｵﾝｼﾞｵｵﾊｼ 緒方朝地線 1986 85 9.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

長田橋 ﾅｶﾞﾀﾊｼ 三重新殿線 2000 105 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

松厳寺橋 ｼｮｳｶﾞﾝｼﾞﾊｼ 中土師犬飼線 1998 41 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

田中跨道橋 ﾀﾅｶｺﾄﾞｳｷｮｳ 百枝大野線 1968 22.5 6.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

犬飼大橋 ｲﾇｶｲｵｵﾊｼ 国道326号 1967 258 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

下津尾橋 ｼﾓﾂｵﾊｼ 国道326号 1965 8.4 8.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

３号高架橋ＯＮランプ ｻﾝｺﾞｳｺｳｶｵﾝﾗﾝﾌﾟ 三重新殿線 2007 220.1 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

３号高架橋ＯＦＦランプ ｻﾝｺﾞｳｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟ 三重新殿線 2007 225.7 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

沈堕大橋 ﾁﾝﾀﾞｵｵﾊｼ 三重野津原線 2011 90 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

矢田大橋 ﾔﾀﾞｵｵﾊｼ 三重野津原線 2011 64.5 10.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

新柳橋 ｼﾝﾔﾅｷﾞﾊｼ 宇目清川線 2010 45 5.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

蛍橋 ﾎﾀﾙﾊｼ 三重弥生線 2010 15.5 10.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

内田跨道橋 ｳﾁﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ 三重新殿線 2010 23 18.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

内田ONランプ橋 ｳﾁﾀﾞｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 三重新殿線 2010 56.5 6.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

内田OFFランプ橋 ｳﾁﾀﾞｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 三重新殿線 2010 58.6 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

宮下橋 ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ 山内新殿線 2011 40.5 11.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

奥の谷橋 ｵｸﾉﾀﾆﾊｼ 国道502号 2003 29.9 14.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

出合橋 ﾃﾞｱｲﾊｼ 竹田五ヶ瀬線 1975 61.5 11.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

田原橋 ﾀﾊﾞﾙﾊｼ 竹田五ヶ瀬線 1968 4.3 7.9 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

向園橋（第6号橋） ﾑｶｲｿﾞﾉﾊｼ(ﾀﾞｲﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 庄内久住線 1955 9.1 4.1 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

岩下橋 ｲﾜｼﾀﾊｼ 庄内久住線 1959 8.1 6.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅰ

田町橋 ﾀﾏﾁﾊｼ 庄内久住線 1907 7.5 7.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

大石橋 ｵｵｲｼﾊｼ 庄内久住線 1933 10 9.4 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

藤目橋 ﾌｼﾞﾒﾊｼ 庄内久住線 2001 43 11.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

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

汐月橋側道橋 ｼｵﾂｷﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ 佐伯蒲江線 1990 75.6 3.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

出口大橋 ﾃﾞｸﾞﾁｵｵﾊｼ 佐伯蒲江線 1988 54 7.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

堅田橋 ｶﾀﾀﾊｼ 佐伯蒲江線 1971 111.8 7.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ 佐伯蒲江線 1994 42 11.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

河内橋 ｶﾜﾁﾊｼ 佐伯蒲江線 2000 18.9 12 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

札場橋 ﾌﾀﾞﾊﾞﾊｼ 佐伯蒲江線 1970 6.4 8.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

市福所橋 ｲﾁﾌﾞｾﾊｼ 佐伯蒲江線 1951 4.1 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

花木橋 ﾊﾅｷﾞﾊｼ 小野市重岡線 1975 13.8 8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

花木橋側道橋 ﾊﾅｷﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 小野市重岡線 不明 17 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

新大原橋 ｼﾝｵｵﾊﾙﾊｼ 小野市重岡線 1990 19 10.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

大原こ線人道橋 ｵｵﾊﾙｺｾﾝｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ 小野市重岡線 1966 18.2 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

第一土屋田橋 ﾀﾞｲｲﾁﾂﾁﾔﾀﾊｼ 小野市重岡線 1990 8.8 9.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第一土屋田橋側道橋 ﾀﾞｲｲﾁﾂﾁﾔﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 小野市重岡線 2006 9 3.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二土屋田橋 ﾀﾞｲﾆﾂﾁﾀﾔﾊｼ 小野市重岡線 1990 9.1 10.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二土屋田橋側道橋 ﾀﾞｲﾆﾂﾁﾔﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 小野市重岡線 2006 9.7 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新中山橋 ｼﾝﾅｶﾔﾏﾊｼ 小野市重岡線 1992 12 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

草木藪橋 ｸｻｷﾔﾌﾞﾊｼ 宇目清川線 1968 8.1 4.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

除小橋 ﾖｹｺﾊｼ 宇目清川線 1968 2.7 4.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

除橋 ﾖｹﾊｼ 宇目清川線 1959 12 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

大桐橋 ｵｵｷﾘﾊｼ 宇目清川線 1959 2.8 4.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

藤ヶ谷橋 ﾌｼﾞｶﾞﾀﾆﾊｼ 宇目清川線 1968 5.1 4.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

柳久保橋 ﾔﾅｷﾞｸﾎﾞﾊｼ 宇目清川線 1969 2.2 4.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

上河内橋 ｶﾐｶﾜﾁﾊｼ 野津宇目線 1971 4.1 7.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

筌ノ口橋 ｶﾏﾉｸﾁﾊｼ 野津宇目線 1937 8 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

土紙屋橋 ﾂﾁｺﾞﾔﾊｼ 野津宇目線 1959 42 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

新道橋 ｼﾝﾄﾞｳﾊｼ 古江丸市尾線 1967 8.4 10.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

大野橋 ｵｵﾉﾊｼ 色宮港木立線 1972 10.1 8.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

深追橋 ﾌｶｵｲﾊｼ 色宮港木立線 1969 3.5 7.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

泥谷口橋 ﾋｼﾞﾔｸﾞﾁﾊｼ 赤木吹原佐伯線 1968 10 7.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

本谷橋 ﾎﾝﾀﾆﾊｼ 梶寄浦佐伯線 1959 5 4.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

琵琶口橋 ﾋﾞﾜｸﾁﾊｼ 松浦米水津線 1975 34.5 9.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

美国橋 ﾐｸﾆﾊｼ 国道３８８号 1933 82.2 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

金馬橋 ｷﾝﾏﾊｼ 佐伯弥生線 1994 52.9 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

寺の谷橋 ﾃﾗﾉﾀﾆﾊｼ 国道３８８号 1999 15.5 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

竹の浦橋 ﾀｹﾉｳﾗﾊｼ 国道３８８号 不明 7.1 8.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

金比羅橋 ｺﾝﾋﾟﾗﾊｼ 佐伯蒲江線 2001 8.9 13.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

楠木橋 ｸｽｷﾊｼ 三重弥生線 2003 62 9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

権現橋 ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊｼ 三重弥生線 2003 78 9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

河鹿橋 ｶｼﾞｶﾊｼ 床木海崎停車場線 1998 28 11.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

灘橋 ﾅﾀﾞﾊｼ 梶寄浦佐伯線 2005 30 10.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

脇鶴橋上り ﾜｷﾂﾙﾊｼﾉﾎﾞﾘ 国道２１７号 2009 57.4 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ
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【機密性２】

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

鏡橋 ｶｶﾞﾐﾊｼ 竹田直入線 1961 27 7.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

桑畑橋 ｸﾜﾊﾞﾀﾊｼ 竹田直入線 1992 27.7 11.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

下の橋 ｼﾓﾉﾊｼ 笹倉久住線 1988 12.5 14.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

芋迫橋 ｲﾓｻｺﾊｼ 白丹竹田線 1969 10.5 8.9 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

鎌倉橋 ｶﾏｸﾗﾊｼ 白丹竹田線 1963 13.6 6.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

藤渡橋 ﾌｼﾞﾜﾀﾘﾊｼ 穴井迫荻線 1963 11.2 9.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

小川橋 ｵｶﾞﾜﾊｼ 九重野荻線 1986 19.2 8.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

前河橋 ﾏｴｶﾜﾊｼ 小川穴井迫線 1959 30.5 4.6 大分県 大分県 竹田市 Ⅰ

赤岩橋 ｱｶｲﾜﾊｼ 竹田直入線 2006 50 9.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

政所橋 ﾏﾄﾞｺﾛﾊｼ 穴井迫荻線 2006 30 10.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

新本堂川橋 ｼﾝﾎﾝﾄﾞｳｶﾜﾊｼ 阿蘇くじゅう公園線 2004 11 11.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

大石橋（側道橋） ｵｵｲｼﾊｼ 庄内久住線 1985 10.9 2.4 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

鏡橋側道橋 ｶｶﾞﾐﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 竹田直入線 1997 27.2 1.9 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

本堂川橋 ﾎﾝﾄﾞｳｶﾜﾊｼ 阿蘇くじゅう公園線 1986 16 7.2 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

轟橋 ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ 国道387号 1978 15.6 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

金山橋 ｷﾝｻﾞﾝﾊｼ 国道387号 1954 10.6 6.8 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

第二桐木橋 ﾀﾞｲﾆｷﾙｷﾞﾊｼ 国道387号 1999 28.5 18.5 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

鹿伏谷橋 ｶﾌﾞｼﾀﾆﾊﾞｼ 国道387号 1972 7.2 7.8 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

宇戸橋 ｳﾄﾊｼ 国道387号 1991 135 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

玖珠高架橋 ｸｽｺｳｶｷｮｳ 国道387号 1986 179.5 13.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

日出生大橋 ﾋｼﾞｭｳｵｵﾊｼ 国道387号 1993 252 10.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

栗ノ木淵橋 ｸﾘﾉｷﾌﾞﾁﾊｼ 国道387号 1990 12.9 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

柿木橋 ｶｷｷﾞﾊﾞｼ 国道387号 1989 14.5 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

広戸橋 ﾋﾛﾄﾊｼ 国道387号 1989 13 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

北金山橋 ｷﾀｷﾝｻﾞﾝﾊｼ 国道387号 1953 7 8.1 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

星生橋 ﾎｯｼｮｳﾊｼ 別府一の宮線 1962 6 8.5 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

朝日橋 ｱｻﾋﾊｼ 別府一の宮線 1963 8 9.1 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

飯田橋 ﾊﾝﾀﾞﾊｼ 別府一の宮線 1963 8 8.1 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

大石原橋 ｵｵｲｼﾊﾞﾙﾊｼ 別府一の宮線 1963 8 8.6 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

牧の戸橋 ﾏｷﾉﾄﾊｼ 別府一の宮線 2003 7.7 10.3 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

熊の墓橋 ｸﾏﾉﾊｶﾊｼ 別府一の宮線 1963 8 8.4 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

紅葉橋 ﾓﾐｼﾞﾊｼ 森耶馬溪線 1957 3.8 13.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

山ノ口橋 ﾔﾏﾉｸﾁﾊｼ 森耶馬溪線 2005 14 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

仰見橋 ｵｵﾐﾊｼ 森耶馬溪線 1922 3 12.4 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

深渓橋 ｼﾝｹｲﾊﾞｼ 森耶馬溪線 1973 11 8.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

朝日橋 ｱｻﾋﾊｼ 森耶馬溪線 1978 3.7 10.1 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

鞆橋 ﾄﾓｴﾊﾞｼ 森耶馬溪線 1986 13.5 10 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊｼ 森耶馬溪線 1978 3 10.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

西奥山橋 ﾆｼｵｸﾔﾏﾊｼ 森耶馬溪線 1980 17 9.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

深山橋 ｼﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ 森耶馬溪線 1980 14.5 10.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

鹿倉橋 ｶｸﾗﾊｼ 森耶馬溪線 1972 2 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ
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５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
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後河橋 ｳｼﾛｺｳﾊﾞｼ 飯田高原中村線 1993 12.5 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

発電橋 ﾊﾂﾃﾞﾝﾊｼ 飯田高原中村線 1959 10.5 5.6 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

新橋 ｼﾝﾊﾞｼ 飯田高原中村線 1966 6.5 6.8 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

松信橋 ﾏﾂﾋﾞﾗﾊﾞｼ 玖珠山国線 1967 12.4 6.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

専道橋 ｾﾝﾄﾞｳﾊｼ 玖珠山国線 1998 10 11.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

昭和橋 ｼｮｳﾜﾊｼ 玖珠山国線 1980 6.6 7.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

古後橋 ｺｺﾞﾊｼ 玖珠山国線 1995 24.8 11.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

年ノ上橋 ﾄｼﾉｳｴﾊｼ 白地日田線 1956 5.2 8.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

床版橋 ｼｮｳﾊﾞﾝﾊｼ 下恵良九重線 1962 2.8 6.6 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

水哉橋 ｽｲｻｲﾊｼ 下恵良九重線 1968 7.8 8.7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

田尻橋 ﾀｼﾞﾘﾊｼ 下恵良九重線 1979 12.1 9.4 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

谷河地橋 ﾀﾆｶﾞﾜﾁﾊｼ 深耶馬玖珠線 1970 6.1 4.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

栃木橋 ﾄﾁｷﾞﾊｼ 田野宝泉寺停車場線 1956 11.6 5.3 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

串野温泉橋 ｸｼﾉｵﾝｾﾝﾊｼ 田野宝泉寺停車場線 1993 16.6 11 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

新釘野橋 ｼﾝｸｷﾞﾉﾊｼ 右田引治線 1993 70.3 12.7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

馬橋 ｳﾏﾊｼ 平原耶馬溪線 1968 5.5 7.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

小谷川橋 ｺﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ 田野野上線 1958 6.5 4.4 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

協心橋 ｷｮｳｼﾝﾊｼ 玖珠山国線 2004 151.3 16.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

豊後渡橋 ﾌﾞﾝｺﾞﾜﾀｼﾊｼ 田野宝泉寺停車場線 2007 45.7 6.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

春井手橋 ﾊﾙｲﾃﾞﾊﾞｼ 飯田高原中村線 2007 25.5 9.7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

新志津里橋 ｼﾝｼｽﾞﾘﾊﾞｼ 玖珠山国線 2012 22.9 10.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

太田橋 ｵｵﾀﾊﾞｼ 玖珠山国線 2012 22 10.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

しあわせ橋 ｼｱﾜｾﾊｼ 国道387号 2013 17.4 12.2 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

諌山橋 ｲｻﾔﾏﾊｼ 国道211号 1958 2.5 8.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

谷口橋 ﾀﾆｸﾞﾁﾊｼ 国道211号 1934 5 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

小鶴橋 ｺﾂﾞﾙﾊｼ 国道211号 1964 4.2 8.1 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

古屋敷橋 ﾌﾙﾔｼｷﾊｼ 国道211号 1964 2.9 8.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

釘原橋 ｸｷﾞﾊﾗﾊｼ 国道211号 1964 3.4 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

屋敷橋 ﾔｼｷﾊｼ 国道212号 1987 32 12.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

野瀬部橋 ﾉｾﾌﾞﾊｼ 国道212号 1961 3.8 7.4 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

第一宇ノ木橋 ﾀﾞｲｲﾁｳﾉｷﾊｼ 国道212号 1966 25 7.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

上野橋 ｳｴﾉﾊｼ 国道212号 1993 148 17 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

庄手橋 ｼｮｳﾃﾊｼ 国道386号 1965 7.8 16 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

市ノ瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊｼ 国道212号 1976 81.3 9.4 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

新芝原橋 ｼﾝｼﾊﾞﾊﾗﾊｼ 国道212号 1974 13.6 10.7 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

小渕橋 ｺﾌﾞﾁﾊｼ 国道212号 1958 104.7 6.7 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

小渕橋（側道橋）下流側
ｺﾌﾞﾁﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)ｶﾘｭｳｶﾞ
ﾜ

国道212号 1970 104.6 4.1 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

下鎌手橋 ｼﾓｶﾏﾃﾊｼ 国道212号 1961 3.6 8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

杖立両国橋 ﾂｴﾀﾃﾘｮｳｺﾞｸﾊｼ 国道212号 1992 62 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

恵良橋 ｴﾗﾊｼ 国道212号 1993 120 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

金堀橋 ｷﾝﾎﾘﾊｼ 国道212号 1993 195 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）
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【機密性２】

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

梅木橋 ｳﾒｷﾊｼ 小畑日田線 1922 14.7 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

杉谷橋 ｽｷﾞﾀﾆﾊｼ 岩戸五馬日田線 1965 2.4 8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

本庄橋 ﾎﾝｼﾞｮｳﾊｼ 石井庄手線 2003 9.6 20 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

三隈第３小橋 ﾐｸﾏﾀﾞｲｻﾝｺﾊｼ 石井庄手線 1955 8.6 7.1 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

石の内１号橋 ｲｼﾉｳﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ 西大山大野日田線 1980 10.6 4.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

本村橋 ﾎﾝﾑﾗﾊｼ 西大山大野日田線 1961 11.6 4.6 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

会館橋 ｶｲｶﾝﾊｼ 川原上野田線 1977 2.5 9.1 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

稗田橋 ﾋｴﾀﾞﾊｼ 川原上野田線 1997 20.3 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

日の隈陸橋 ﾋﾉｸﾏﾘｯｷｮｳ 国道212号 1989 14.1 22.3 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

元組橋 ﾓﾄｸﾐﾊｼ 国道387号 2006 13 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈第３小橋側道橋（本
線）

ﾐｸﾏﾀﾞｲｻﾝｺﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾎﾝ
ｾﾝ)

石井庄手線 不明 9.7 7.1 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

屋敷橋 ﾔｼｷﾊｼ 国道212号 1987 32 12.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

七仙橋 ｼﾁｾﾝﾊﾞｼ 国道212号 1977 179.7 10 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

三口橋 ﾐｸﾁﾊｼ 国道212号 1956 5.6 10.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

守実橋 ﾓﾘｻﾞﾈﾊﾞｼ 国道212号 1973 44 11.7 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

山神橋 ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ 国道496号 1981 6.5 8.7 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

自見大橋 ｼﾞﾐｵｵﾊｼ 中津高田線 1964 52.7 8.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

久留見橋 ｸﾙﾐﾊｼ 耶馬溪院内線 1964 26.3 6.3 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

萬橋 ﾖﾛｽﾞﾊｼ 宇佐本耶馬渓線 1977 35.4 10.3 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

崩端橋 ｸｽﾞﾚﾊﾅﾊﾞｼ 宇佐本耶馬渓線 1999 22.3 11.7 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第4江渕橋 ﾀﾞｲﾖﾝｴﾌﾞﾁﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1973 2.1 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第3平田橋 ﾀﾞｲｻﾝﾋﾗﾀﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 4.3 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

藤野木川橋 ﾌｼﾞﾉｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1972 9.3 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第2平田橋 ﾀﾞｲﾆﾋﾗﾀﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 3.9 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第1平田橋 ﾀﾞｲｲﾁﾋﾗﾀﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 3.2 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

庄屋村橋 ｼｮｳﾔﾑﾗﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1973 2.1 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第1沓掛橋 ﾀﾞｲｲﾁｸﾂｶｹﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 2.7 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第2沓掛橋 ﾀﾞｲﾆｸﾂｶｹﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 3.8 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

牛ノ首橋 ｳｼﾉｸﾋﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1976 4.1 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第1白地橋 ﾀﾞｲｲﾁｼﾗｼﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1973 3.7 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

猪ノ口橋 ｲﾉｸﾁﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 5 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

鮎帰橋 ｱﾕｶｴﾘﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 5.5 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

第5溝橋 ﾀﾞｲｺﾞﾐｿﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 5.7 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

動谷川橋 ﾄﾞｳﾀﾆｶﾜﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 7.6 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第2白地橋 ﾀﾞｲﾆｼﾗｼﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1973 2.2 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第4溝橋 ﾀﾞｲﾖﾝﾐｿﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 4.2 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

春田川橋 ﾊﾙﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1973 10.8 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第2山国川橋 ﾀﾞｲﾆﾔﾏｸﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 137.4 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

第5白地橋 ﾀﾞｲｺﾞｼﾗｼﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1972 2.6 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第3白地橋 ﾀﾞｲｻﾝｼﾗｼﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1972 2.4 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第2江渕橋 ﾀﾞｲﾆｴﾌﾞﾁﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 2.2 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

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

荒箆橋 ｱﾗﾍﾗﾊｼ 国道386号 1965 3.2 7.8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

新都留橋 ｼﾝﾂﾙﾊｼ 国道387号 1977 13.5 8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

人切谷橋 ﾋﾄｷﾘﾀﾆﾊｼ 国道387号 1982 6.2 10.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第八笹野橋 ﾀﾞｲﾊﾁｻｻﾉﾊｼ 国道387号 1988 11 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

唐臼谷橋 ｶﾗｳｽﾀﾆﾊｼ 国道442号 1967 6.6 7.9 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

木弓橋 ｷﾕﾐﾊｼ 国道442号 1960 5 7.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第四八幡橋 ﾀﾞｲﾖﾝﾔﾜﾀﾊｼ 日田鹿本線 1969 4.5 5 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

第一八幡橋 ﾀﾞｲｲﾁﾔﾜﾀﾊｼ 日田鹿本線 1929 4.5 5.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅野3号橋 ｳﾒﾉｻﾝｺﾞｳﾊｼ 日田鹿本線 1970 5 4 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

地蔵元橋 ｼﾞｿﾞｳﾓﾄﾊｼ 日田鹿本線 1969 5.5 5.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅木谷橋 ｳﾒｷﾀﾞﾆﾊｼ 日田鹿本線 2001 14.3 11.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅野4号橋 ｳﾒﾉﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 日田鹿本線 1969 6 5 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

葛滝橋 ﾂﾂﾞﾗﾀｷﾊｼ 天瀬阿蘇線 1985 26.5 9.9 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

滝の下橋 ﾀｷﾉｼﾀﾊｼ 天瀬阿蘇線 1929 39.5 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中園橋 ﾅｶｿﾞﾉﾊｼ 天瀬阿蘇線 1999 11.5 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

由井田橋 ﾕｲﾀﾊｼ 天瀬阿蘇線 1986 12 9.8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

第一雉谷橋 ﾀﾞｲｲﾁｷｼﾞﾔﾊｼ 天瀬阿蘇線 1991 12.5 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

若葉橋 ﾜｶﾊﾞﾊｼ 天瀬阿蘇線 1992 26.2 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

甫手野橋 ﾎﾃﾉﾊｼ 天瀬阿蘇線 1992 12 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

浦下橋 ｳﾗｼﾀﾊｼ 天瀬阿蘇線 1992 70 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

岩美橋 ｲﾜﾐﾊｼ 日田玖珠線 1943 2.5 3.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中尾橋 ﾅｶｵﾊｼ 日田玖珠線 1939 24.6 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

両組橋 ﾘｮｳｸﾐﾊｼ 日田玖珠線 2003 18 15 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

中畑橋 ﾅｶﾊﾀﾊｼ 日田玖珠線 2003 25 12 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

有田1号橋 ｱﾘﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ 日田玖珠線 1996 30 13.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中城橋 ﾅｶｼﾞｮｳﾊｼ 日田玖珠線 1972 8.5 8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

豆田橋 ﾏﾒﾀﾞﾊｼ 日田玖珠線 1966 5 4 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

高釣橋 ｺｳﾂﾙﾊｼ 玖珠天瀬線 1979 18.5 8.4 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

石井橋 ｲｼｲﾊｼ 朝田日田線 1989 24 9.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

小山大橋 ｵﾔﾏｵｵﾊｼ 朝田日田線 1995 34.3 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

平原橋 ﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ 朝田日田線 1990 38 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

若林橋 ﾜｶﾊﾞﾔｼﾊｼ 南小国上津江線 1969 4 7.5 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

一ノ渡橋 ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊｼ 上野田黒渕線 1979 7.5 4.2 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

見晴橋 ﾐﾊﾗｼﾊｼ 栃野西大山線 1965 122.8 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

下蕨野橋 ｼﾓﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ 栃野西大山線 1966 29.3 7.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅林橋 ﾊﾞｲﾘﾝﾊｼ 栃野西大山線 1997 122 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

山田橋 ﾔﾏﾀﾞﾊｼ 大鶴熊取線 1963 14.6 7.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

元宮橋 ﾓﾄﾐﾔﾊｼ 戸畑日田線 1991 43 10.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

走場橋 ﾊｼﾘﾊﾞﾊｼ 戸畑日田線 1996 14.6 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

星見橋 ﾎｼﾐﾊｼ 小畑日田線 2002 28 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

出野大橋 ｲｽﾞﾉｵｵﾊｼ 小畑日田線 2002 55 11.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3

５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
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【機密性２】

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

滑川橋 ﾇﾒﾘｶﾜﾊｼ 佐田駅川線 1950 15 9.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

下矢部橋 ｼﾓﾔﾍﾞﾊｼ 佐田駅川線 1991 31 11.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

仙巌大橋 ｾﾝｶﾞﾝｵｵﾊｼ 円座中津線 1995 26.5 9.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

円ヶ迫橋 ｴﾝｶﾞｻｺﾊｼ 円座中津線 1995 24 6.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

榎木橋 ｴﾉｷﾊﾞｼ 円座中津線 1995 13.1 8.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

谷川橋 ﾀﾆｶﾜﾊｼ 円座中津線 1995 14.7 11.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

参宮橋 ｻﾝｸﾞｳﾊｼ 落合斉藤線 1967 12.4 6.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

京石橋 ｷｮｳｲｼﾊｼ 佐田山香線 1980 18.6 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

平田大橋 ﾋﾗﾀｵｵﾊｼ 国道387号 1994 216 12.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

新大見尾橋 ｼﾝｵｵﾐｵﾊｼ 山香院内線 2002 45.5 12 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

大幹線農道４号跨線橋 ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ4ｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ 尾永井猿渡線 1983 19 10.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

牧跨線橋 ﾏｷｺｾﾝｷﾖｳ 加納牧線 1968 71 8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

白滝陸橋 ｼﾗﾀｷﾘﾂｷﾖｳ 萩原明野線 1978 235 16 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

王ノ瀬跨線橋 ｵｳﾉｾｺｾﾝｷｮｳ 竹下王ノ瀬線 1997 134 13.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

日吉原跨線橋 ﾋﾖｼﾊﾞﾙｺｾﾝｷｮｳ 久原北坂ノ市線 1997 240 13 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

青山橋 ｱｵﾔﾏﾊﾞｼ 学園通線 1965 14 6.8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

朝見川側道橋 ｱｻﾐｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 田島鳥越線 1988 14 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

穴守１号橋 ｱﾅﾓﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 平原穴守線 1980 5 10.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鮎返１号橋 ｱﾕｶﾞｴﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 祇園通線 1950 7 4.45 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鮎返２号橋 ｱﾕｶﾞｴﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 朝見１３号線 1995 5 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鮎返橋 ｱﾕｶﾞｴﾘﾊﾞｼ 朝見浄水場通線 1927 8 4.14 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

合棚２号橋 ｱﾜｾﾀﾞﾅ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 城島中ノ畑線 1965 6 3.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

板地２号橋 ｲﾀﾁﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 馬場下板地線 1940 4 6.45 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

板地３号橋 ｲﾀﾁﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 鳥ノ湯２号線 1973 5 5.45 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

板地４号橋 ｲﾀﾁﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 鳥ノ湯３号線 2008 4 12.45 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

板地川橋 ｲﾀﾁﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 野口原６号線 1965 8 5.5 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

板地橋 ｲﾀﾁﾞﾊﾞｼ 餅ヶ浜中津留線 1957 7 8.25 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

板山橋 ｲﾀﾔﾏﾊﾞｼ 亀川岡ヶ平線 1971 8 5.55 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

一の出２号橋 ｲﾁﾉｲﾃﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 一ノ出２号線 1975 4 2.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井１号橋 ｲﾏｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 都市計画街路～旧坊主別府線 1955 5 6.7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井２号橋 ｲﾏｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 竹ノ内堤尻線 1960 10 5.05 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井３号橋 ｲﾏｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ タタラ１号線 1970 5 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井４号橋 ｲﾏｲ4ｺﾞｳﾊﾞｼ タタラ１号線 1975 5 1.8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井５号橋 ｲﾏｲ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 小倉１号線 1975 4 3.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井６号橋 ｲﾏｲ6ｺﾞｳﾊﾞｼ タタラ９号線 1970 5 5.15 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

今井７号橋 ｲﾏｲ7ｺﾞｳﾊﾞｼ 前田２号線 1975 2 6.65 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

今井橋 ｲﾏｲﾊﾞｼ 火売今井線 1963 7 5.15 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

入江川橋 ｲﾘｴｶﾞﾜﾊﾞｼ 西念寺前線 1985 5 3.65 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

入江橋 ｲﾘｴﾊﾞｼ 旧国道線 1985 9 5.7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

岩水橋 ｲﾜｽｲﾊｼ 河内～田代別府線 1959 10 6.1 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

後畑１号橋 ｳｼﾛﾊﾀ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 合棚後畑線 1965 4 3.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

幅員
（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

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

第4白地橋 ﾀﾞｲﾖﾝｼﾗｼﾞﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1972 3.6 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

第3江渕橋 ﾀﾞｲｻﾝｴﾌﾞﾁﾊﾞｼ 中津山国自転車道線 1974 2.1 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

北門橋 ｷﾀﾓﾝﾊｼ 小祝港線 1959 138 2.3 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

飛ヶ平橋 ﾄﾋﾞｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ 津民中摩線 1984 15 6.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

森山橋 ﾓﾘﾔﾏﾊﾞｼ 円座中津線 1976 56.7 12.3 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

要橋 ｶﾅﾒﾊｼ 落合斉藤線 1956 27.8 5.3 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

第四号橋 ﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 国道213号 1958 4.4 21.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第七号橋 ﾀﾞｲﾅﾝｺﾞｳｷｮｳ 国道213号 1959 5 11.6 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

第八号橋 ﾀﾞｲﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ 国道213号 1959 5 11.7 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

宮夫橋 ﾐﾔﾌﾞﾊﾞｼ 国道213号 1989 11.6 16 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

赤剥橋 ｱｶﾊｹﾞﾊｼ 国道213号 1960 8.6 9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

犬丸橋 ｲﾇﾏﾙﾊﾞｼ 国道213号 1988 54.7 8.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

上り口橋 ﾉﾎﾞﾘｸﾁﾊｼ 国道213号 1960 6 12.2 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

植野橋 ｳｴﾉﾊﾞｼ 国道213号 1960 7.2 13.1 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

犬丸橋側道橋 ｲﾇﾏﾙﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 国道213号 1988 58.7 2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新今津跨線橋 ｼﾝｲﾏﾂﾞｺｾﾝｷｮｳ 下時枝今津停車場線 2009 29.5 9.4 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

新落合橋 ｼﾝｵﾁｱｲﾊﾞｼ 豊前耶馬渓線 2012 41 7 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

自見大橋側道橋 ｼﾞﾐｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 中津高田線 1964 52.8 2.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

北門橋側道橋 ｷﾀﾓﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 小祝港線 1959 138 2.4 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

赤剥橋側道橋（上り側）
ｱｶﾊｹﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘｶﾞ
ﾜ)

国道213号 1960 8.6 0.6 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

赤剥橋側道橋（下り側）
ｱｶﾊｹﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘｶﾞ

ﾜ)
国道213号 1960 8.6 0.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

犬丸橋側道橋（下り側）
ｲﾇﾏﾙﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘｶﾞ
ﾜ)

国道213号 1988 54.7 2.8 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

白岩小橋 ｼﾛｲﾜｺﾊｼ 国道387号 1980 9.5 11.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

恵良橋 ｴﾗﾊｼ 国道387号 1987 97 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

日の岳橋 ﾋﾉﾀｹﾊｼ 国道500号 1992 9.3 8.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

神社橋 ｼﾞﾝｼﾞｬﾊｼ 国道500号 1996 8 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

海元橋 ｶｲﾓﾄﾊｼ 国道500号 1993 30 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

江須賀橋 ｴｽｶﾊｼ 中津高田線 1972 6 10.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

木裳橋 ｷﾉﾑﾊｼ 山香院内線 1998 76.7 10.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

八人橋 ﾊﾁﾆﾝﾊｼ 山香院内線 2001 19.7 12 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

大塔橋 ｵｵﾄﾊｼ 山香院内線 1999 15.5 11.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

要橋 ｶﾅﾒﾊｼ 宇佐本耶馬渓線 1983 33.7 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

道祖神橋 ｻﾔﾉｶﾐﾊｼ 宇佐本耶馬渓線 1995 23.3 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

山口橋 ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ 宇佐本耶馬渓線 1988 11.4 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩鼻橋 ｲﾜﾊﾅﾊｼ 宇佐本耶馬渓線 1991 47.4 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

大幹線農道１号跨線橋 ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ1ｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ 長洲宇佐神宮線 1983 33 10.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

新坪草橋 ｼﾝﾂﾎﾞｸｻﾊﾞｼ 下恵良九重線 1993 10.1 9.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

新川橋 ｼﾝｶﾜﾊｼ 鳥越湯布院線 2002 43.8 11.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

駅館大橋 ﾔｯｶﾝｵｵﾊｼ 和気佐野線 1990 270 10 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

天津陸橋 ｱﾏﾂﾘｸｷｮｳ 尾永井猿渡線 1983 10 10.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

虫田川橋 ﾑｼﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ 佐田駅川線 1995 34.4 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3
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【機密性２】

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

新明礬４号橋 ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 明礬内山線 1975 4 7.45 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新明礬橋 ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ 明礬中央線 1962 3 9.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新屋敷１号橋 ｼﾝﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 河しき大成線 1965 5 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

水源地１号橋 ｽｲｹﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 関の江湯ノ鹿線 1955 3 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

水源地２号橋 ｽｲｹﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 温水３号線 1953 3 13.65 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

水源地３号橋 ｽｲｹﾞﾝﾁ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 温水１号線 1953 3 7.05 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

水源地４号橋 ｽｲｹﾞﾝﾁ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 大新田２号線 1975 5 6.96 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

石城寺１号橋 ｾｷｼﾞｮｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 志高～野尾原太郎丸線 1982 8 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

石城寺２号橋 ｾｷｼﾞｮｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 石城寺梶原線 1998 6 2.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

第２水道橋 ﾀﾞｲ2ｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ 朝見～北石垣線 1965 10 5.75 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

第２天神橋 ﾀﾞｲ2ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 天神町２号線 1963 10 6.15 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

第３天神橋 ﾀﾞｲ3ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 照波園弁天線 1977 11 5.15 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

滝見橋 ﾀｷﾐﾊﾞｼ 浜脇観海寺線 1963 8 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

タタラ１４－１号橋 ﾀﾀﾗ14-1ｺﾞｳﾊﾞｼ タタラ１４号線 1975 4 5.8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

手島１号橋 ﾃｼﾞﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 朝見川南通１号線 1970 6 5.65 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

天神橋 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 天神町亀陽泉線 1977 11 7.79 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

天満小橋 ﾃﾝﾏﾝｺﾊﾞｼ 野口原６号線 1963 10 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鳥湯板地１号橋 ﾄﾘﾉﾕｲﾀｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 板地４号線 1975 6 7.35 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鳴川橋 ﾅﾙｶﾜﾊﾞｼ 赤野～鳴川線 1955 4 6.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鳴橋 ﾅﾙﾊｼ 大藪線 1964 7 3.55 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

西町橋 ﾆｼﾏﾁﾊﾞｼ 魚町山田線 1971 10 9.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

捏山橋 ﾈｼﾞﾔﾏﾊﾞｼ 山の口捏山線 1967 9 3.57 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

野田１号橋 ﾉﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 羽室長泉寺線 1977 5 4.6 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

蓮田１号橋 ﾊｽﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 小川町１号線 1960 3 3.63 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

蓮田２号橋 ﾊｽﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 蓮田町線 2000 2 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

花ズラ１号橋 ﾊﾅﾂﾞﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 花面温川線 1990 6 1.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

花房橋 ﾊﾅﾌﾞｻﾊﾞｼ 三名１３号線 1963 8 6.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

冷川２号橋 ﾋﾔｶﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 温水５号線 1965 12 1.9 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

弁天２号橋 ﾍﾞﾝﾃﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 亀川埋立３号線 1960 4 3.07 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

堀切１号橋 ﾎﾘｷﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 天間７号線 1965 2 4.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

御苑橋 ﾐｿﾉﾊﾞｼ 御苑３号線 1964 9 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

南須賀１号橋 ﾐﾅﾐｽｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 古寺８号線 1995 2 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

南田位１号橋 ﾐﾅﾐﾀｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 極手２号線 1963 9 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

南田位２号橋 ﾐﾅﾐﾀｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 本村南田位線 1970 7 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

明礬５号橋 ﾐｮｳﾊﾞﾝ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 明礬６号線 1955 2 3.96 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

明礬６号橋 ﾐｮｳﾊﾞﾝ6ｺﾞｳﾊﾞｼ 明礬５号線 1975 3 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

明礬７号橋 ﾐｮｳﾊﾞﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ 明礬５号線 1970 4 2.95 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

明礬８号橋 ﾐｮｳﾊﾞﾝ8ｺﾞｳﾊﾞｼ 中山トビ線 1985 2 1.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

矢黒1号橋 ﾔｸﾞﾛ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 八石宮尾線 1998 2 24 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

矢黒２号橋 ﾔｸﾞﾛ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 浜田～内篭線 1965 5 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

八ツ川２号橋 ﾔﾂｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 北中前１号線 1960 3 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

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

後畑２号橋 ｳｼﾛﾊﾞﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 朝見枝郷～合棚後畑線 1955 5 5.01 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

内成２号橋 ｳﾁﾅﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 勢家大将軍線 1980 4 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

鵜戸川１号橋 ｳﾄﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 城島中ノ畑線 1965 4 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

浦田２号橋 ｳﾗﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 浦田１号線 1960 4 10.15 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

浦田橋 ｳﾗﾀﾊﾞｼ 浦田１号線 1970 9 5.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

恵下谷橋 ｴｹﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 平畑線 1962 6 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

枝郷１号橋 ｴﾀﾞｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 前山２号線 1998 8 5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

枝郷2号橋 ｴﾀﾞｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ 前山1号線 1997 12 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

朸小野１号橋 ｵｵｺｳﾉ1ｺﾞｳﾊﾞｼ ろうヶ谷１号線 1990 3 4.76 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

乙原２号橋 ｵﾄﾊﾞﾙ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 朝見浄水場通線 1965 9 2.8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

乙原橋 ｵﾄﾊﾞﾙﾊﾞｼ 朝見１８号線 1969 13 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

小野谷橋 ｵﾉﾔﾊﾞｼ 都市計画街路～旧坊主別府線 1955 6 6.55 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

梶原橋 ｶｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ 河内～田代別府線 1961 8 6.15 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

上別府５号橋 ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 浜田～内篭線 1992 5 8.8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

亀川中央町１号橋 ｶﾒｶﾞﾜﾁｭｳｵｳﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 亀の甲線 1960 2 2.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

川久保橋 ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ 勢場梶原線 1980 6 3.54 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

北新田１号橋 ｷﾀｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 北新田５号線 1981 3 12.95 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

北新田２号橋 ｷﾀｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 北新田７号線 1981 3 2.13 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

北中橋 ｷﾀﾁﾞｭｳﾊﾞｼ 熱湯北中線 1968 3 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

北浜１号橋 ｷﾀﾊﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 北浜埋立８号線 1994 5 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

北浜２号橋 ｷﾀﾊﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 北浜埋立６号線 1950 4 5.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

ぎちょうば橋 ｷﾞﾁｮｳﾊﾞﾊﾞｼ 立道天神４号線 1954 10 3.75 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

木村小橋 ｷﾑﾗｺﾊﾞｼ 流川通線 1955 14 6.7 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

桑名２号橋 ｸﾜﾅ2ｺﾞｳﾊﾞｼ マツボリ１号線 1978 7 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

桑名橋 ｸﾜﾅﾊﾞｼ 大観山１７号線 1967 11 8.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

河内川１号橋 ｺｳﾁｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 河内線 1958 10 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

河内川２号橋 ｺｳﾁｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 西町５号線 1965 5 2.59 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

河内川３号橋 ｺｳﾁｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 西町４号線 1975 5 1.32 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

小手吹橋 ｺﾃﾌｷﾊﾞｼ 河しき大成線 1961 9 3.52 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

三妙橋 ｻﾝﾐｮｳﾊﾞｼ 幸原大藪線 1963 7 3.65 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

七福橋 ｼﾁﾌｸﾊﾞｼ 平田天神２号線 1959 10 4.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

実相寺１号橋 ｼﾞｯｿｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 石垣界１号線 1970 3 3.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

実相寺２号橋 ｼﾞｯｿｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 新別府稲荷通線 1960 2 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

芝石２号橋 ｼﾊﾞｾｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 芝石本線 1977 6 4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

下畑橋 ｼﾓﾊﾀﾊﾞｼ 勢家大将軍線 1969 9 4.7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

城ノ内１号橋 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 城ノ内内篭線 1965 5 5.05 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

城ノ内２号橋 ｼﾞｮｳﾉｳﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 城ノ内２号線 1992 9 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新貝橋 ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ 河内本線 1971 8 4.52 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新芝石橋 ｼﾝｼﾊﾞｾｷﾊﾞｼ 芝石本線 1977 11 4.8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新明礬２号橋 ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 明礬内山線 1962 6 5.15 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新明礬３号橋 ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 明礬内山線 1962 4 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3
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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

栄橋 ｻｶｴﾊﾞｼ 相生町栄町線 1970 19 6.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

蓮田橋 ﾊｽﾀﾞﾊﾞｼ 不老町田町線 1971 21 6.56 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

末広橋 ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ 湯ノ町末広町線 1970 20 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

中島橋 ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ 中浜裏町南新町線 1971 31 7.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

新町橋 ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ 中浜筋線 1973 31 5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

藤助橋 ﾄｳｽｹﾊﾞｼ 中央埋立７号線 2004 30 7.7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

朝見川橋 ｱｻﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ 北町東別府停車場線 1972 31 7.3 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

祇園橋 ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ 朝見１６号線 1963 22 5.25 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

仲の橋 ﾅｶﾉﾊﾞｼ 中島町線 1970 21 5.35 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

木村橋 ｷﾑﾗﾊﾞｼ 流川通線 1955 35 6.5 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

平安橋 ﾍｲｱﾝﾊﾞｼ 平安通線 1970 22 4.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

雲泉寺橋 ｳﾝｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 雲井町初音町線 1981 25 8.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

一の出橋 ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊﾞｼ 山ノ神大堀線 1979 19 4.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

朝見橋 ｱｻﾐﾊﾞｼ 丸尾３号線 1957 17 14.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

金山歩道橋 ｶﾅﾔﾏﾎﾄﾞｳｷﾖｳ 朝見２９号線 1969 22 2.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

本村橋 ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ 坂本堀田線 1992 59 7.88 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

イナコスの橋 ｲﾅｺｽﾉﾊｼ 荘園町～館石鶴見原線 1993 36 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

であい橋 ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ 荘園町４５号線 1994 34 6.26 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

春木苑橋 ﾊﾙｷｴﾝﾊﾞｼ 春木川中須賀線 1969 46 6.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

井手ノ下橋 ｲﾃﾞﾉｼﾀﾊﾞｼ 春木川北通線 1977 33 1.9 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

とんぼ橋 ﾄﾝﾎﾞﾊﾞｼ 春木川北通線 2008 36 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

祗園橋歩道橋 ｷﾞｵﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 祗園通線 1965 25 2.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

二反峠橋 ﾆﾀﾝﾄｳｹﾞﾊﾞｼ 小河内伏木線 1970 2 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

小寒水１号橋 ｵｿｳｽﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 上小寒水札町線 1980 3.3 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

萩鶴２号橋 ｵｷﾞﾂﾞﾙﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 片山徳瀬線 1951 2 10.85 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

銭渕２号橋 ｾﾞﾆﾌﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 札ノ辻鏡坂線 1963 2 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

岸高２号橋 ｷｼﾀｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 北向古金線 1955 2.4 6.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

提内橋 ﾋｻｷﾞｳﾁﾊﾞｼ 堤内線 1958 15 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

高月橋 ｺｳﾂｷﾊﾞｼ 高月線 1959 11 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大笠橋 ｵｵｶｻﾊﾞｼ 高月線 1979 12 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

新洞橋 ｼﾝﾄﾞｳﾊｼ 新洞線 1962 11 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

石内橋 ｲｼｳﾁﾊﾞｼ 溜池線 1956 6 3.55 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

高野口橋 ｺｳﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ 高野口線 1968 32 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江良河内橋 ｴﾗﾝｺﾊﾞｼ 江良1号線 1990 11 3.95 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

江良橋 ｴﾗﾊﾞｼ 江良2号線 1990 11 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

久土橋 ｸﾄﾞﾊﾞｼ 久土線 1966 31 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

門田橋 ｶﾝﾀﾊﾞｼ 庵ノ後線 1977 40 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

須平橋 ｽﾋﾞﾗﾊﾞｼ 須平線 2001 42 9.75 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

須平2号橋 ｽﾋﾞﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 須平線 1979 11 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

下ノ川橋 ｼﾀﾉｶﾜﾊﾞｼ 門田線 2000 12 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

深田入口橋 ﾌｶﾀｲﾘｸﾁﾊﾞｼ 深田2号線 2001 12 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
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八ツ川橋 ﾔﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ 野口原実相寺公園道路 1960 6 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

柳２号橋 ﾔﾅｷﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 田ノ口～隠山線 1975 7 4.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

柳３号橋 ﾔﾅｷﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 田ノ口～隠山線 1975 8 4.8 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

柳４号橋 ﾔﾅｷﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 田ノ口～隠山線 1975 8 7.71 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

柳橋 ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 河内本線 1959 7 5.55 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山家１号橋 ﾔﾏｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 東仲町６号線 1950 3 3.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山家２号橋 ﾔﾏｶﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 谷裏線 1980 3 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山下橋 ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ 野田山下線 1960 7 4.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山田１号橋 ﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 山田２号線 1975 3 2 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

山田２号橋 ﾔﾏﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ 山田３号線 1998 2 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山ノ奥橋 ﾔﾏﾉｵｸﾊﾞｼ 亀川岡ヶ平線 1960 3 6.74 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山の手橋 ﾔﾏﾉﾃﾊﾞｼ 浜脇観海寺線 1961 8 5.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

湯の川橋 ﾕﾉｶﾜﾊﾞｼ 鉄輪湯の川線 1935 8 7.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

湯原橋 ﾕﾊﾗﾊﾞｼ 新川線 1961 7 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

吉弘１号橋 ﾖｼﾋﾛ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 南石垣７号線 1970 5 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

河内川橋 ｺｳﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ 浜脇観海寺線 1934 43 4.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

観海寺橋 ｶﾝｶｲｼﾞﾊﾞｼ 浜脇観海寺線 1970 46 9.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

中央橋 ﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ 東蓮田的ケ浜線 1973 23 6.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

御幸橋 ﾐﾕｷﾊﾞｼ 朝見光町線 1965 16 16.95 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

境川橋 ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 亀川別府線 1970 56 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

野口原橋 ﾉｸﾞﾁﾊﾞﾙﾊﾞｼ 野口原実相寺公園道路 1955 16 16.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

朝日橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ 野口原実相寺公園道路 1957 36 14.6 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

石田橋 ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ 野口原実相寺公園道路 1956 36 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

大学橋 ﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾞｼ 餅ヶ浜中津留線 1958 27 7.4 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

鶴見原橋 ﾂﾙﾐﾊﾞﾙﾊﾞｼ 荘園町～館石鶴見原線 1988 78 14.35 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

十文字原橋 ｼﾞﾕｳﾓﾝｼﾞﾊﾞﾙﾊﾞｼ 十文字原豊岡線 1986 64 9.9 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

第１水道橋 ﾀﾞｲｲﾁｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ 朝見～北石垣線 1970 22 5.39 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

冷川第１号橋 ﾋﾔｶﾜﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ 関ノ江温水線 1984 19 11.75 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

松塚橋 ﾏﾂﾂﾞｶﾊﾞｼ 登り立１号線 1989 50 8 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

西別府橋 ﾆｼﾍﾞﾂﾌﾟﾊﾞｼ 上向原～扇山線 1983 34 7.85 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

梶原２号橋 ｶｼﾞﾜﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 舟木越中迫線 1980 16 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

生目橋 ｲｹﾒﾊﾞｼ 下コガ7号線 1984 17 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

照湯橋 ﾃﾙﾕﾊﾞｼ 照湯２号線 1955 23 4.15 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

天満橋 ﾃﾝﾏﾝﾊﾞｼ 朝見～北石垣線 1961 37 10.6 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

石森橋 ｲｼﾓﾘﾊﾞｼ 池田線 1981 27 5.7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

亀川駅自由通路 ｶﾒｶﾞﾜｴｷｼﾞﾕｳﾂｳﾛ 亀川駅自由通路 2010 29 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

月見橋 ﾂｷﾐﾊﾞｼ 鶴見２号線 1949 16 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

石垣橋 ｲｼｶﾞｷﾊﾞｼ 古寺８号線 1976 38 2.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

馬場橋 ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ 馬場前２号線 1971 30 7.7 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

宮地谷橋 ﾐﾔｼﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 火売今井線 1962 18 5.15 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 魚住町東立田町線 1975 38 7.3 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3

５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
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【機密性２】

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

白尾橋 ｼﾗｵﾊﾞｼ 細田線 1974 133 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

尾岩橋 ｵｲﾜﾊﾞｼ 細田線 1951 8 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

ミコント1号橋 ﾐｺﾝﾄｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ ミコント線 1979 15 5.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

染矢橋 ｿﾒﾔﾊﾞｼ 栃原線 1975 109 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

山梨子橋 ﾔﾏﾅｼﾊﾞｼ 門田･山梨子線 2002 177 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

山梨子橋(側道橋) ﾔﾏﾅｼﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 門田･山梨子線 1974 180 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

蕨野橋 ﾜﾗﾋﾞﾉﾊﾞｼ 石丸小鶴線 1968 69 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

所賀津留橋 ｼｮｶﾞﾞﾂﾙﾊﾞｼ 所賀津留線 1963 40 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

中ノ谷橋 ﾅｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ 宇藤木線 1987 30 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

宇藤木橋 ｳﾄｷﾞﾊﾞｼ 宇藤木線 1978 28 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

川中橋 ｶﾜﾅｶﾊﾞｼ 川中線 1965 27 5.35 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田ノ平橋 ﾀﾉﾋﾗﾊﾞｼ 田の平線 1962 30 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡橋 ｵｶﾊﾞｼ 岡線 1991 47 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

長津留橋 ﾅｶﾞﾂﾙﾊﾞｼ 長畑線 1975 68 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

元田橋 ﾓﾄﾀﾞﾊﾞｼ 木ﾉ瀬元田線 1988 56 8.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

切水橋 ｷﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ 切水本線 1963 35 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大向橋 ｵｵﾑｶｲﾊﾞｼ 大向線 1969 32 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

平原橋 ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ 平原線 1968 28 2.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

荒内橋 ｱﾗｳﾁﾊﾞｼ 荒内線 1976 24.4 4.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

水無橋 ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼ 水無線 1974 22 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

水無上橋 ﾐｽﾞﾅｼｶﾐﾊﾞｼ 水無線 1975 21 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

岩の花橋 ｲﾜﾉﾊﾅﾊﾞｼ 徳納線 1963 16 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

上河原橋 ｶﾐｶﾜﾗﾊﾞｼ 備後尺間線 1998 13 9.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

備後尺間橋 ﾋﾞｺﾞｼｬｸﾏﾊﾞｼ 備後尺間線 1998 10 4.88 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

岩ノ下橋 ｲﾜﾉｼﾀﾊﾞｼ 岩の下荒内線 1962 23 2.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

床木尺間山1号橋 ﾕｶｷﾞｼｬｸﾏｻﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ 床木尺間山線 1975 7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

堀水橋 ﾎﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ 川中掘水線 1972 28 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

宇藤木津久見3号橋 ｳﾄｳｷﾞﾂｸﾐｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 宇藤木津久見線 1954 10 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

向原橋 ﾑｶｲﾊﾗﾊﾞｼ 宇藤木津久見線 1970 19 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

茶屋場橋 ｻﾔﾊﾞﾊﾞｼ 西峰線 1985 16 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

一ノ瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ 佐伯津久見線 2002 19 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

竹ノ原橋 ﾀｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ ケゴヤ元田線 1974 58 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

山崎橋 ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ 床木海崎線 1969 33 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

石橋アーチ橋 ｲｼﾊﾞｼｱｰﾁｷｮｳ 宇藤木向原線 1897 26 5.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

カワタキ橋 ｶﾜﾀｷﾊﾞｼ 沖松浦線 1970 6 5.73 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

天満橋 ﾃﾝﾏﾝﾊﾞｼ 沖松浦線 1975 8 13.42 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

尾ノ鼻橋 ｵﾉﾊﾅﾊﾞｼ 沖松浦線 1973 8 4.54 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

下梶寄橋 ｼﾓｶｼﾞﾖｾﾊﾞｼ 下梶寄線 1982 6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

昭和新地橋 ｼｮｳﾜｼﾝﾁﾊﾞｼ 央区循環線 1960 11 1.68 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

7号木立道橋 ﾅﾅｺﾞｳｷﾀﾃﾐﾁﾊｼ 志手木立道線 1979 11 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

1号木立道橋 ｲﾁｺﾞｳｷﾀﾃﾐﾁﾊｼ 志手線 1979 6 14.69 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
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幅員
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行政区域
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５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
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

2号淵ノ元橋 ﾆｺﾞｳﾌﾁﾉﾓﾄﾊﾞｼ 吹浦循環線 1975 11 4.54 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

2号すげの谷橋 ﾆｺﾞｳｽｹﾞﾉﾀﾆﾊﾞｼ 吹浦循環線 1976 13 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

古山ノ神橋 ﾌﾙﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ 吹浦循環線 1975 11 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

沖吉橋 ｵｷﾖｼﾊﾞｼ 小竹線 1965 9.8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

愛宕橋 ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ 小竹線 1953 7 10.75 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

狩野橋 ｶﾘﾉﾊﾞｼ 入津線 1970 15 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

西谷橋 ﾆｼﾀﾆﾊｼ 入津線 1964 8 3.14 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

日ノ出橋 ﾋﾉﾃﾞﾊｼ 色利線 1970 14 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

杭岸橋 ｸｲｷﾞｼﾊﾞｼ 地下西線 1975 14 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

釜ノ浦橋 ｶﾏﾉｳﾗﾊﾞｼ 畑野浦尾浦線 1975 6 5.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

下焼橋 ｼﾓﾔｹﾊﾞｼ 名護屋佐伯線 1988 10 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

上焼橋 ｶﾐﾔｹﾊﾞｼ 名護屋佐伯線 1988 10 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

又四郎橋 ﾏﾀｼﾛｳﾊﾞｼ 名護屋佐伯線 1989 12 7.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

樋の口橋 ﾄｲﾉｸﾁﾊﾞｼ 西河内線 1973 10 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

落ル水橋 ｵﾂﾙﾐｽﾞﾊﾞｼ 西河内線 1976 6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

汐月橋 ｼｵﾂｷﾊﾞｼ 葛原循環線 1969 5 3.12 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

葛正橋 ｶｽﾞﾏｻﾊﾞｼ 葛原循環線 1969 7 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

日用橋 ﾋﾖｳﾊﾞｼ 葛原循環線 2003 10 7.45 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

白砂橋 ｼﾗｽﾅﾊﾞｼ 波当津循環線 1988 11 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

青松橋 ｾｲｼｮｳﾊﾞｼ 波当津循環線 1988 15 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

真浦橋 ﾏｳﾗﾊﾞｼ 尾浦線 1975 6 3.68 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

淵上橋 ﾌﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ 薬師谷線 1964 10 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

蒲江橋 ｶﾏｴﾊﾞｼ 蒲江中央線 1973 7 5.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

丸山橋 ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ 瀧内線 1975 12 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

水神橋 ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ 瀧内線 1962 13 3.04 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

金谷住橋 ｶﾅﾔｽﾞﾐﾊﾞｼ 瀧内線 1994 7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

せせらぎ橋 ｾｾﾗｷﾞﾊﾞｼ 瀧内線 1994 14 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

中木場橋 ﾅｶｷﾊﾞﾊﾞｼ 中木場線 1985 9 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第2日之浦橋 ﾀﾞｲﾆﾋﾉｳﾗﾊﾞｼ 仙崎線 1975 6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第1山後橋 ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏｺﾞﾊﾞｼ 山後線 1976 9 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2山後橋 ﾀﾞｲﾆﾔﾏｺﾞﾊﾞｼ 山後線 1976 9 4.75 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

帯谷橋 ｵﾋﾞﾀﾆﾊﾞｼ 葛原帯谷線 1975 13 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

江川橋 ｴｶﾞﾜﾊﾞｼ 丸市尾中央線 1957 13 2.92 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

平倉橋 ﾋﾗｸﾗﾊﾞｼ 坪線 1971 13 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

竹下橋 ﾀｹｼﾀﾊﾞｼ 河内縦貫線 1975 13 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上河内橋 ｶﾐｶﾜﾁﾊﾞｼ 平ﾊﾞｴ線 1975 12 2.58 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

小向橋 ｺﾑｶｲﾊｼ 大江線 2002 13 2.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

王子橋 ｵｵｼﾞﾊﾞｼ 百ヶ谷線 1942 12 2.73 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

出口橋 ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ 中津留出口線 1965 12 4.13 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大見屋ケ谷橋 ｵｵﾐﾔｶﾞﾀﾆﾊｼ 幸崎線 1955 2 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

鳥越橋 ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ 下ノ江佐志生線 1956 4 4.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）
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【機密性２】

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

八戸１号橋 ﾔﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ 八戸線 1955 10 4.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

八戸２号橋 ﾔﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ 八戸線 1955 5 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

堅浦西１号橋 ｶﾀｳﾗﾆｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 堅浦西１号線 2001 4 2.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

上天神橋 ｶﾐﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 天神線 1963 10.7 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

田の内橋 ﾀﾉｳﾁﾊﾞｼ 上迫線 1966 6 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

寺河内橋 ﾃﾗｺﾞｳﾁﾊﾞｼ 寺河内線 1966 8 1.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

入船東区画１号橋 ｲﾘﾌﾈﾋｶﾞｼｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 入船東区画線１号 1970 5 2.95 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

入船東区画４号橋 ｲﾘﾌﾈﾋｶﾞｼｸｶｸ4ｺﾞｳｷｮｳ 入船東区画線４号 1978 5 4.05 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

入船東区画５号橋 ｲﾘﾌﾈﾋｶﾞｼｸｶｸ5ｺﾞｳｷｮｳ 入船東区画線５号 1970 4 4.95 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

警固屋区画１号橋 ｹｺﾞﾔｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 警固屋区画線１号 1970 5 4.66 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下青江橋 ｼﾓｱｵｴﾊﾞｼ 松崎区画線１号 1978 36 2.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

中園橋 ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ 中園線 1959 13.3 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

道籠橋 ﾄﾞｳｺﾞﾓﾘﾊﾞｼ 道篭線 1953 26 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

川上橋 ｶﾜｶﾐﾊﾞｼ 川上線 1961 25 5.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

道尾橋 ﾐﾁｵﾊﾞｼ 道尾線 1963 28 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

青江学校橋 ｱｵｴｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ 長野学校線 1978 27 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

鬼丸橋 ｵﾆﾏﾙﾊﾞｼ 鬼丸線 1955 24 4.52 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

岩屋口橋 ｲﾜﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ 岩屋口区画線１号 1969 26 5.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川１号橋 ﾏﾂｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 松川線 1970 5 4.44 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川２号橋 ﾏﾂｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 松川線 1971 3 4.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川３号橋 ﾏﾂｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 松川線 1972 6 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川４号橋 ﾏﾂｶﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 松川線 1973 4 4.35 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

川内奥１号橋 ｶﾜﾁｵｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 川内奥線 1970 3 6.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

畑横道１号橋 ﾊﾀﾖｺﾐﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ 畑横道線 1972 6 3.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

畑横道２号橋 ﾊﾀﾖｺﾐﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ 畑横道線 1972 4 3.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

畑横道３号橋 ﾊﾀﾖｺﾐﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ 畑横道線 1973 7 3.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

畑横道４号橋 ﾊﾀﾖｺﾐﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ 畑横道線 1973 3 4.55 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

東折戸区画１号橋 ﾋｶﾞｼｵﾘﾄｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 東折戸区画線１号 1970 2 7.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

東折戸区画２号橋 ﾋｶﾞｼｵﾘﾄｸｶｸ2ｺﾞｳｷｮｳ 東折戸区画線２号 1970 4 3.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

岩屋橋 ｲﾜﾔﾊﾞｼ 大友線 1971 25 4.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下岩屋橋 ｼﾓｲﾜﾔﾊﾞｼ 大友線 1976 25 2.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

引地１号橋 ﾋｷｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 引地線 2000 3 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

中田鍛冶屋橋 ﾅｶﾀｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 鍛冶屋線 1967 10 5.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

念沸橋 ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ 鍛冶屋線 1951 4 3.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸中橋 ｾﾄﾅｶﾊﾞｼ 瀬戸石線 1971 13 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石１号橋 ｾﾄﾞｲｼ1ｺﾞｳｷｮｳ 瀬戸石線 1960 2 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石２号橋 ｾﾄﾞｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ 瀬戸石線 1960 4 3.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石３号橋 ｾﾄﾞｲｼ3ｺﾞｳｷｮｳ 瀬戸石線 1960 4 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石４号橋 ｾﾄﾞｲｼ4ｺﾞｳｷｮｳ 瀬戸石線 1960 4 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石５号橋 ｾﾄﾞｲｼ5ｺﾞｳｷｮｳ 瀬戸石線 1960 3 2.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石６号橋 ｾﾄﾞｲｼ6ｺﾞｳｷｮｳ 瀬戸石線 1960 4 3.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

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

田ノ口橋 ﾀﾉｸﾁﾊｼ 熊崎田ノ口線 1957 5 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

海辺2号橋 ｱﾏﾍﾞﾆｺﾞｳﾊｼ 市浜海辺線 1968 3 9.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

奥山1号橋 ｵｸﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ 奥山線 不明 3 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

桜ｹ瀬橋 ｻｸﾗｶﾞｾﾊﾞｼ 桜ヶ瀬道尾線 1969 45 7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下園橋 ｼﾓｿﾞﾉﾊﾞｼ 小園線 1961 21 7.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

上小園橋 ｶﾐｺｿﾞﾉﾊﾞｼ 小園線 1961 7 4.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

新港橋 ｼﾝｺｳﾊﾞｼ 岩屋線 1936 27 6.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

野添橋 ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ 岩屋線 2014 4 13.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

福山橋 ﾌｸﾔﾏﾊﾞｼ 岩屋線 1973 8.6 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅳ

中田橋 ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ 中田線 1991 22 7.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

大友橋 ｵｵﾄﾓﾊﾞｼ 岩屋中ノ内線 1960 21.1 11 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

岩道橋 ｲﾜﾄﾞﾊﾞｼ 岩屋中ノ内線 1958 8 7.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

万年橋 ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ 西ノ内線 1954 23 5.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

中間橋 ﾅｶﾏﾊﾞｼ 西ノ内線 1956 13 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

中乗１号橋 ﾅｶﾉﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ 中乗線 1990 4 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

大岩本１号橋 ｵｵｲﾜﾓﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ 大岩本線 1971 4 8.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

山田橋 ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 大岩本線 1987 25 7.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

大岩本２号橋 ｵｵｲﾜﾓﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ 大岩本線 1968 4 6.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

貝森橋 ｶｲﾓﾘﾊﾞｼ 大岩本線 1980 10 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

赤崎１号橋 ｱｶｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ 赤崎線 2011 3 5.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

合の元橋 ｺﾞｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ 徳浦松崎線 1934 6 8.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

陸橋第１号橋 ﾘｸｷｮｳﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ 徳浦松崎線 1936 10 6.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

陸橋第２号橋 ﾘｸｷｮｳﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ 徳浦松崎線 1936 212 5.84 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

陸橋第３号橋 ﾘｸｷｮｳﾀﾞｲ3ｺﾞｳｷｮｳ 徳浦松崎線 1935 169 6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

次郎淵橋 ｼﾞﾛｳﾌﾞﾁﾊﾞｼ 徳浦松崎線 1933 6 6.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

新地橋 ｼﾝﾁﾊﾞｼ 徳浦松崎線 1933 6 6.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

青江橋 ｱｵｴﾊﾞｼ 徳浦松崎線 1958 44 7.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

平和橋 ﾍｲﾜﾊﾞｼ 堅浦線 1995 5 22.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

小迫橋 ｺｻｺﾊﾞｼ 堅浦線 1963 10 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

赤木橋 ｱｶｷﾞﾊﾞｼ 垣篭原線 1954 23 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

畑１号橋 ﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 畑線 1970 3 4.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

畑２号橋 ﾊﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ 畑線 1971 3 4.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

鍛長橋 ﾀﾝﾁｮｳﾊﾞｼ 長幸田尾線 1936 9 3.52 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

橘橋 ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ 坊主石線 1930 16 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

願寺１号橋 ｶﾞﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ 願寺線 1959 4 4.35 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

願寺２号橋 ｶﾞﾝｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ 願寺線 1959 3.6 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

願寺３号橋 ｶﾞﾝｼﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 願寺線 1959 3 4.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下願寺橋 ｼﾓｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 願寺線 1959 6 4.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

上願寺橋 ｶﾐｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 願寺線 1959 7 4.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

第２路木橋 ﾀﾞｲ2ﾛｷﾞﾊﾞｼ 路木の下線 1994 18 9.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

八戸橋 ﾔﾄﾊﾞｼ 八戸線 2011 2 7.15 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域
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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

平道１号橋 ﾋﾗﾐﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ 平道線 1981 3 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

平岩跨道橋 ﾋﾗｲﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ 平岩志手１号線 2001 48 4.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

千怒橋 ﾁﾇﾊﾞｼ 千怒彦ノ内線 2005 24 16.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

浦代長目１号橋 ｳﾗｼﾛﾅｶﾞﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ 浦代長目線 1999 4 5.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

浦代長目２号橋 ｳﾗｼﾛﾅｶﾞﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ 長目小学校線 1988 2 4.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

浦代長目３号橋 ｳﾗｼﾛﾅｶﾞﾒ3ｺﾞｳｷｮｳ 長目小学校線 1980 3 4.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

中津留橋 ﾅｶﾂﾙﾊﾞｼ 上川内１号線 2006 21 6.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

万年橋側道橋 ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 西ノ内線 1998 27 2.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

赤木歩道橋 ｱｶｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 垣篭原線 1978 23 1.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

道尾歩道橋 ﾐﾁｵﾎﾀﾞｳｷｮｳ 道尾線 1992 31 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

日代歩道橋 ﾋｼﾞﾛﾎﾄﾞｳｷｮｳ 福良網代１号線 1962 21 1.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅳ

笹無田２号橋 ｻｻﾑﾀﾆｺﾞｳﾊｼ 梅ノ木竹ノ脇線 不明 5.11 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

第1柳原橋 ﾀﾞｲ1ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊｼ 姿岩本線 不明 5 3.17 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

第2柳原橋 ﾀﾞｲ2ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊｼ 姿岩本線 不明 4 4.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

梶屋橋 ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 中央線 1955 6 10.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

竹本橋 ﾀｹﾓﾄﾊﾞｼ 中央線 1955 6 10.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

上日高橋 ｶﾐﾋﾀﾞｶﾊﾞｼ 志手町呉崎線 1986 4 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

八王子橋 ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞｼ 奥畑１号線 1948 12 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

古江２号橋 ﾌﾙｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 仏江線 1949 2 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

水取２号橋 ﾐｽﾞﾄﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ 水取川原線 不明 11 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

唐池橋 ｶﾗｲｹﾊｼ 雲林２号線 1983 4 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

日真生橋 ﾋﾏｵﾊﾞｼ 呉崎Ａ11-1号線 不明 5 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

下豊橋 ｼﾓﾕﾀｶﾊﾞｼ 呉崎Ｂ-2号線 不明 3 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西岡橋 ﾆｼｵｶﾊﾞｼ 呉崎Ｂ-5号線 1985 4 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

板清橋 ｲﾀｷﾖﾊﾞｼ 呉崎Ｂ-5号線 不明 2 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

北岡橋 ｷﾀｵｶﾊﾞｼ 呉崎Ｂ-6号線 1986 4 7.95 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

中川橋 ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ 呉崎Ｂ-7号線 1986 4 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

白鷹橋 ｼﾛﾀｶﾊﾞｼ 呉崎Ｂ-10号線 1986 4 6.25 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

干拓第7号橋 ｶﾝﾀｸﾀﾞｲﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ 呉崎Ｋ-2号線 不明 2 5.55 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小谷橋 ｺﾀﾆﾊﾞｼ 草地古城米山線 不明 2 1.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

堂山橋 ﾄﾞｳﾔﾏﾊﾞｼ 堂山線 1989 2 5.45 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

田ノ口尻橋 ﾀﾉｸﾁｼﾘﾊﾞｼ 平野五反田線 不明 2 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

山門橋 ﾔﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ 蕗池部線 不明 3 6.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

蛎原橋 ｶｷﾊﾗﾊﾞｼ 古城黒松線 不明 3 4.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

内川原橋 ｳﾁｶﾜﾗﾊﾞｼ 川原線 1991 5 6.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

横内橋 ﾖｺｳﾁﾊﾞｼ 横内線 不明 13 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

無名橋 ﾑﾒｲﾊﾞｼ 青緑線 不明 3 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西畑天神橋 ﾆｼﾊﾀﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 浜西畑線 不明 3 5.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

カケ平橋 ｶｹﾋﾗﾊﾞｼ グリーンロード真玉線 不明 5 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

堀切橋 ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ 堤長岬線 1969 3 16.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

石城橋 ｾｷｼﾞｮｳﾊﾞｼ 東夷区内1号線線 1965 14 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

幅員

（ｍ）

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
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橋長

（ｍ）
管理者 点検記録

管理者名
都道府県
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中の内奥１号橋 ﾅｶﾉｳﾁｵｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 中の内奥線 1971 6 4.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

岩崎橋 ｲﾜｻｷﾊﾞｼ 岩崎線 1975 18.8 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

万両橋 ﾏﾝﾘｮｳﾊﾞｼ 大迫線 1970 12 2.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下村１号橋 ｼﾓﾑﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ 下村線 1969 4 3.05 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

根ノ木橋 ﾈﾉｷﾊﾞｼ 下村線 1969 10 3.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

西ノ内橋 ﾆｼﾉｳﾁﾊﾞｼ 下村線 1978 11 2.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下村橋 ｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ 下村線 1978 11 2.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

村川橋 ﾑﾗｶﾜﾊﾞｼ 下村線 1978 11 2.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

成守１号橋 ﾅﾘﾓﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ 成守線 1970 3 10.05 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

西文京区画１号橋 ﾆｼﾌﾞﾝｷｮｳｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 西文京区画線１号 1970 3 5.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

千怒越橋 ﾁﾇｺﾞｴﾊﾞｼ 千怒越線 1958 13 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

中鶴区画１号橋 ﾅｶﾂﾞﾙｸｶｸｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 中鶴区画線６号 1981 3 9.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

昭和橋 ｼｮｳﾜﾊﾞｼ 原線 1971 12 4.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

谷川橋 ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 原線 1964 4 4.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

原橋 ﾊﾗﾊﾞﾞｼ 原上線 1964 15 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

千怒鍛冶屋橋 ﾁﾇｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 千怒鍛冶屋線 1989 17 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

新開橋 ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ 両家下線 1967 13 4.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

平野１号橋 ﾋﾗﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ 平野線 1981 3 9.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

天神橋 ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 神社線 1981 14 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

神社橋 ｼﾞﾝｼﾞｬﾊﾞｼ 神社線 1966 11 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

両家上１号橋 ﾘｮｳｹｶﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ 両家上線 1966 5 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

両家上２号橋 ﾘｮｳｹｶﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ 両家上線 1967 5 4.25 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

大岩本奥１号橋 ｵｵｲﾜﾓﾄｵｸ1ｺﾞｳｷｮｳ 大岩本奥線 1965 6 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

日見北１号橋 ﾋﾐｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 日見北線 1971 2 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

小浦橋 ｺｳﾗﾊﾞｲ 日見北線 1929 4 4.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

日見川橋 ﾋﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ 日見南線 1971 8 4.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

谷川中橋 ﾀﾆｶﾞﾜﾅｶﾊﾞｼ 谷川東区画線１号 1965 6 3.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

路木橋 ﾛｷﾞﾊﾞｼ 谷川西区画線１号 1958 11 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

彦中橋 ﾋｺﾅｶﾊﾞｼ 谷川東区画線４号 1960 13.8 4.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

三内橋 ﾐｳﾁﾊﾞｼ 宗麟線 1981 3 7.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下道畑橋 ｼﾓﾐﾁﾊﾞﾀﾊﾞｼ 彦ノ内線 1970 4 5.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

網代橋 ｱｼﾞﾛﾊﾞｼ 網代線 1965 4 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下天神橋 ｼﾓﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ 徳浦２号線 1963 13 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

堂﨑橋 ﾄﾞｳｻﾞｷﾊﾞｼ ２号広浦線 1965 4 7.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

彦岳道橋 ﾋｺﾀﾞｹﾄﾞｳﾊﾞｼ 彦ノ内奥畑線 1970 12 5.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

日代橋 ﾋｼﾞﾛﾊﾞｼ 福良網代１号線 1962 27 7.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅳ

港橋 ﾐﾅﾄﾊﾞｼ 福良網代２号線 1995 3 7.25 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

福良橋 ﾌｸﾗﾊﾞｼ 福良網代２号線 1995 6 7.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

網代陸橋 ｱｼﾞﾛﾘｯｷｮｳ 福良網代２号線 1988 16 9.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

日見東橋 ﾋﾐﾋｶﾞｼﾊﾞｼ 日見港線 1999 9.6 7.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平岩石鎚橋 ﾋﾗｲﾜｲｼﾂﾞﾁﾊﾞｼ 平岩横線 1988 19 6.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域
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【機密性２】

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

御渡橋 ｵﾜﾀﾘﾊｼ 市道近郷線 1979 6.2 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

中宮橋 ﾅｶﾐﾔﾊｼ 市道中宮線 1961 7.3 5.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

鉢山橋 ﾊﾁﾔﾏﾊｼ 市道柿木鉢山線 1951 9 6.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

納来橋 ﾉｳｷﾊｼ 市道納来線 1973 9.4 2.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

山神橋 ﾔﾏｶﾞﾐﾊｼ 市道伊毛線 1981 9.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柳橋 ﾔﾅｷﾞﾊｼ 市道北津留線 1920 28.4 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

間戸橋 ﾏﾄﾊｼ 市道小津留田町線 不明 10.2 2.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

上田原橋 ｶﾐﾀﾜﾗﾊｼ 市道赤嶺上田原線 2014 2.8 7.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

板山３号橋 ｲﾀﾔﾏｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道板山線 不明 3.42 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川入橋 ｶﾜｲﾘﾊｼ 市道川入桑津留線 1929 4.35 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

堂ノ内橋 ﾄﾞｳﾉｳﾁﾊｼ 市道小原中野線 1959 3.3 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

飯干２号橋 ｲｲﾎﾞｼﾆｺﾞｳﾊｼ 市道飯干線 不明 2.4 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

飯干１号橋 ｲｲﾎﾞｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道飯干線 不明 2.8 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

松山１号橋 ﾏﾂﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道松山線 1976 5.25 17.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

駄床橋 ﾀﾞﾄﾞｺﾊｼ 市道駄床１号線 不明 15 8.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

河内橋 ｶﾜｳﾁﾊｼ 市道河内線 1932 10.5 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

草深橋 ｸｻﾌｶﾊｼ 市道草深線 1991 3.6 1.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久保山２号橋 ｸﾎﾞﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ 市道久保山２号線 1991 3.3 2.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久保山１号橋 ｸﾎﾞﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道久保山２号線 1982 3.5 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

横尾橋 ﾖｺｵﾊｼ 市道漆尾横尾線 1984 3.33 8.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

丸田橋 ﾏﾙﾀﾊｼ 市道柳線釘野線 1961 2.2 3.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

比モウセ橋 ｺﾉﾓｳｾﾊｼ 市道真萱線 不明 3 2.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

宮生１号線 ﾐﾔｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道宮生線 2003 59.64 7.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

新鼓橋 ｼﾝﾂﾂﾞﾐﾊｼ 市道宮生線 2008 46 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中駒橋 ﾅｶｺﾏﾊｼ 市道駒方中原線 2012 19.5 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

峡谷橋 ｷｮｳｺｸﾊﾞｼ そうづ川朴木線 1965 28 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

泉橋 ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 三船泉線 1973 50 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

同尻橋 ﾄﾞｳｼﾞﾘﾊﾞｼ 天神橋同尻線 1929 113 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

粕掛橋 ｶｽｶｹﾊﾞｼ 梶屋挾間線 1951 50 2.9 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

庄内大橋 ｼｮｳﾅｲｵｵﾊｼ 庄内駅南園線 1958 51 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

中央橋 ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ 山崎荒木線 1973 30 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

八山橋 ﾊﾁﾔﾏﾊﾞｼ 八山線 1966 32 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

一ノ坂橋 ｲﾁﾉｻｶﾊﾞｼ 滝の口目刈線 1953 12 6.5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

今畑橋 ｲﾏﾊﾀﾊﾞｼ 今畑線 1962 8 5.15 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

浮嶋橋 ｳｷｼﾏﾊﾞｼ 馬場前西新開線 不明 14 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

大神駅前橋 ｵｵｶﾞｴｷﾏｴﾊﾞｼ 大神駅前線 1951 5 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

皆本橋 ｶｲﾓﾄﾊﾞｼ 皆本線 1972 14.5 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

上曲木橋 ｶﾐﾏｶﾞﾘｷﾊﾞｼ 豊岡住宅団地44号線 不明 10 6.8 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

楠木橋 ｸｽﾉｷﾊﾞｼ 山の神下免線 不明 8 1.9 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

国門橋 ｸﾆｶﾄﾞﾊﾞｼ 国門線 不明 13 5.2 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

高平橋２ ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ2 高平田ノ口線 1974 10 3.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
市区町村名 判定区分

明の迫橋 ﾒｲﾉｻｺﾊﾞｼ 堅来羽根線 1967 3 5.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

呉崎C-3号橋 ｸﾚｻｷｼｰﾉｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ 呉崎C-3号線 不明 4 5.75 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

泊り橋 ﾄﾏﾘﾊｼ 大江平十郎園線 2014 4.7 6.06 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

安川橋 ﾔｽｶﾜﾊﾞｼ 山ノ口線 1971 5.1 4.14 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

石生谷橋 ｲｼｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ 石生谷線 1967 5.11 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

権坊橋 ｺﾞﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ 権坊線 1974 5 5.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

元河内２号橋 ﾓﾄｺﾞｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ 樋掛元河内線 不明 5 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

営石橋 ｴｲｾｷﾊﾞｼ 角石堀田川線 1964 17 4.75 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

江須賀18号橋 ｴｽｶ18ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道中須賀・江島線 1973 2 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

城井3号橋 ｼﾞｮｳｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上城井中央線 不明 3 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

小向野3号橋 ｺﾑｸﾉ3ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道御幡・小向野線 不明 2.3 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

上時枝４号橋 ｶﾐﾄｷｴﾀﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上時枝東線 1973 2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

畑田5号橋 ﾊﾀｹﾀﾞ5ｺﾞｳﾊﾞｼ 市道上田・畑田線 不明 2 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

轟橋 ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ 市道木落線 1960 68.9 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

清水橋 ｼﾐｽﾞﾊｼ 市道清水線 1937 44 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

中津無礼橋 ﾅｶﾂﾑﾚﾊｼ 市道中津無礼合川線 1965 35.7 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

柏原橋 ｶｼﾜﾊﾞﾙﾊｼ 市道駅前野尻線 1965 10 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

藤田橋 ﾌｼﾞﾀﾊｼ 市道近郷線 1971 11.5 4.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

坂本橋 ｻｶﾓﾄﾊｼ 市道和毛線 1973 12.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

御岳橋 ｵﾝﾀｹﾊｼ 市道近郷線 1975 14.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

京田橋 ｷｮｳﾀﾞﾊｼ 市道京田線 1989 19 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

ホタル橋 ﾎﾃﾙﾊｼ 市道犬鳴内平線 1985 19 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

穴尾橋 ｱﾅｵﾊｼ 市道柏宮線 1982 20 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

宮迫陸橋 ﾐﾔｻﾞｺﾘｸｷｮｳ 市道倉殿線 1988 21 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柳瀬橋 ﾔﾅｾﾊｼ 市道伏野新田線 1964 27 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

井崎橋 ｲｻｷﾊｼ 市道井崎線 1979 35 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

ウソノヲ橋 ｳｿﾉｦﾊｼ 市道ウソノヲ線 1985 35 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岩上橋 ｲﾜｶﾞﾐﾊｼ 市道岩上線 1981 67 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中野橋 ﾅｶﾉﾊｼ 市道中野線 1961 2.4 6.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

宮津橋 ﾐﾔｽﾞﾊｼ 市道宮迫津留線 1961 2.5 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

伊毛橋 ｲｹﾞﾊｼ 市道伊毛線 1962 3.6 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岡橋 ｵｶﾊｼ 市道岡線 1979 3.5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

柚木橋 ﾕｽﾞｷﾊｼ 市道近郷柚ノ木線 1979 4.4 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

前橋 ﾏｴﾊｼ 市道前線 1979 4.4 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

内平第2号橋 ｳﾁﾋﾞﾗﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道内平本谷線 1962 4.7 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

紺屋橋 ｺﾝﾔﾊｼ 市道紺屋線 1979 2.5 4.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

田ノ平橋 ﾀﾉﾋﾗﾊｼ 市道田ノ平線 1984 5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

丸小野橋 ﾏﾙｵﾉﾊｼ 市道丸小野線 1960 5.3 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

瀬ノ口橋 ｾﾉｸﾞﾁﾊｼ 市道轟マツバ線 1973 5.5 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

伊毛２号橋 ｲｹﾞﾆｺﾞﾕｷｮｳ 市道伊毛線 1962 5.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

天神橋 ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ 市道古道春日線 1962 5.06 7.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3
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【機密性２】

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

宝泉寺蛍大橋 ﾎｳｾﾝｼﾞﾎﾀﾙｵｵﾊｼ 宝泉寺栗原線 1955 21.3 5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

梶屋橋 ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ 梶屋菅原線 1966 17.66 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

元宮橋 ﾓﾄﾐﾔﾊﾞｼ 梶屋菅原線 1984 9.05 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

八幡橋 ﾔﾊﾀﾊﾞｼ 八幡菅原線 1965 14.8 4.8 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

富迫橋 ﾄﾐｻｺﾊﾞｼ 富迫線 不明 4.3 4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

富迫上橋 ﾄﾐｻｺｶﾐﾊﾞｼ 富迫線 不明 4 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

富迫下橋 ﾄﾐｻｺｼﾓﾊﾞｼ 富迫線 不明 4.6 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

梶屋第1橋 ｶｼﾞﾔﾀﾞｲｲﾁｷﾖｳ 梶屋線 不明 3.8 3.3 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

湯ノ本橋 ﾕﾉﾓﾄﾊﾞｼ 梶屋線 不明 9.5 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

宇曽尾橋 ｳｿｵﾊﾞｼ 栗原線 1954 10 5.6 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

南間原橋 ﾅﾝｹﾞﾝﾊﾞﾙﾊﾞｼ 南間原栃ノ木線 不明 4 5.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

池ノ原上橋 ｲｹﾉﾊﾗｶﾐﾊﾞｼ 池ノ原支線 不明 8.8 5.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

辻ヶ平橋 ﾂｼﾞｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ 薊野線 不明 7.5 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

水ノ口橋 ﾐｽﾞﾉｸﾁﾊﾞｼ 栃木栗原線 不明 8.4 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

中板橋 ﾅｶｲﾀﾊﾞｼ 中板線 1960 6 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

中板2号橋 ﾅｶｲﾀﾆｺﾞｳｷﾖｳ 中板線 不明 8 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

池ノ原橋 ｲｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ 池の原線 不明 3.5 3.8 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

西陣橋 ﾆｼｼﾞﾝﾊﾞｼ 池の原線 不明 8.14 3.6 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

山神橋 ﾔﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ 梅ノ木線 不明 6.9 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

砥石山橋 ﾄｲｼﾔﾏﾊﾞｼ 中村砥石山線 1987 48.4 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

栗原上橋 ｸﾘﾊﾞﾙｶﾐﾊﾞｼ 栗原上支線 不明 3.02 2.9 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

平家山①橋 ﾍｲｹｻﾞﾝﾏﾙｲﾁｷﾖｳ 平家山線 不明 5 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

陣ノ内橋 ｼﾞﾝﾉｳﾁﾊﾞｼ 引治停車場線 不明 5.7 6.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

佃橋 ﾂｸﾀﾞﾊﾞｼ 川東線 1990 48.8 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

中城小橋 ﾅｶｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ 川東線 不明 7.6 4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

日向橋 ﾋﾑｷﾊﾞｼ 日向線 不明 9.4 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

岩ノ上橋 ｲﾜﾉｳｴﾊﾞｼ 粟野岩ノ上線 不明 6 4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

鳴子橋 ﾅﾙｺﾊﾞｼ 鳴子線 1995 55.08 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

口の園橋 ｸﾁﾉｿﾉﾊﾞｼ 口の園線 不明 11.9 3.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

梶屋支線橋 ｶｼﾞﾔｼｾﾝﾊﾞｼ 梶屋支線 不明 2.9 2.55 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

陣ノ内第2橋 ｼﾞﾝﾉｳﾁﾀﾞｲﾆｷﾖｳ 町田小園線 不明 3.5 6.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

責ノ釣橋 ｾｷﾉﾂﾙﾊﾞｼ 町田小園線 不明 6 5.16 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

前谷橋 ﾏｴﾀﾆﾊﾞｼ 広長中尾線 不明 3.1 2.35 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

新陣の内橋 ｼﾝｼﾞﾝﾉｳﾁﾊﾞｼ 四季彩ロード線 1993 19.5 9.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

天ヶ谷橋 ｱﾏｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ 四季彩ロード線 1993 47 9.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

二瀬橋 ﾌﾀｾﾊﾞｼ 二瀬串野線 1964 16.13 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

二瀬小橋 ﾌﾀｾｺﾊﾞｼ 二瀬串野線 1958 20.1 6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

古井川橋 ﾌﾙｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 湯坪筋湯線 1980 14.66 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

河鹿橋 ｶｼﾞｶﾊﾞｼ 宝泉寺蛍ロード線 2004 8 8.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

源氏蛍橋 ｹﾞﾝｼﾞﾎﾞﾀﾙﾊｼ 宝泉寺蛍ロード線 2007 19 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家蛍橋 ﾍｲｹﾎﾞﾀﾙﾊｼ 宝泉寺蛍ロード線 2006 30 9.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
市区町村名 判定区分

小浦橋 ｺｳﾗﾊﾞｼ 小浦線 1986 14.5 4.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

新出橋 ｼﾝﾃﾞﾊﾞｼ 新中山線 1967 7 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

新法花寺橋 ｼﾝﾎｹｼﾞﾊﾞｼ 神田柏川線 2000 10 11 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

田口橋 ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ 高平田ノ口線 不明 6 2.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

朝日寺橋 ﾁﾖｳﾆﾁｼﾞﾊﾞｼ 朝日寺線 1967 11 4.3 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

曲木橋 ﾏｶﾞﾘｷﾊﾞｼ 太田豊岡駅前線 不明 9 6.1 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

宮川中橋 ﾐﾔｶﾞﾜﾅｶﾊﾞｼ 太田豊岡駅前線 1966 12 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

宮川本橋 ﾐﾔｶﾞﾜﾎﾝﾊﾞｼ 長野線 1964 7 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無田橋 ﾑﾀﾊﾞｼ 藤原村界線 不明 14 5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋２ ﾑﾒｲｷﾖｳ2 片上下ノ後線 不明 5.8 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

無名橋４ ﾑﾒｲｷﾖｳ4 沼津開拓線 不明 8.7 4.3 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

無名橋５ ﾑﾒｲｷﾖｳ5 沼津開拓線 不明 8.2 4.3 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

無名橋７ ﾑﾒｲｷﾖｳ7 尾畑線 不明 6.6 3.8 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

無名橋９ ﾑﾒｲｷﾖｳ9 太田線 不明 6.5 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

目刈橋 ﾒｶﾞﾘﾊﾞｼ 高平目刈線 1971 7 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

今村橋 ｲﾏﾑﾗﾊﾞｼ 今村線 1992 17 8.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

金井田橋 ｶﾅｲﾀﾞﾊﾞｼ 万願寺大峯線 不明 15 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

坂本橋 ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ 坂本線 不明 16 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

薬師丸橋 ﾔｸｼﾏﾙﾊﾞｼ 薬師丸線 1968 16 1.9 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

出口橋 ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ 間ノ内仲町線 1969 17 3.5 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

津留橋 ﾂﾙﾊﾞｼ 豊岡中央線 不明 23 6.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

高平橋 ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ 高平線 不明 25 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

広長橋 ﾋﾛﾅｶﾞﾊﾞｼ 恵良粟野線 不明 5.8 11.2 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 田中井手線 不明 3 7.5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

金山橋 ｷﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ 金山線 不明 5.03 3.45 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

横尾橋 ﾖｺｵﾊﾞｼ 横尾線 不明 6.2 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

陣の内小倉岳①橋 ｼﾞﾝﾉｳﾁｵｸﾞﾗﾀﾞｹﾏﾙｲﾁｷﾖｳ 陣の内小倉岳線 不明 4.6 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

陣の内小倉岳②橋 ｼﾞﾝﾉｳﾁｵｸﾞﾗﾀﾞｹﾏﾙﾆｷﾖｳ 陣の内小倉岳線 不明 3 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

木納水橋 ｷﾉｳｽﾞﾊﾞｼ 川西木納水線 不明 6.1 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

中尾橋 ﾅｶｵﾊﾞｼ 中尾線 不明 6 2.7 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

竹ノ内橋 ﾀｹﾉｳﾁﾊﾞｼ 樋掛潜石線 2000 38 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

竹の内小橋 ﾀｹﾉｳﾁｺﾊﾞｼ 樋掛潜石線 不明 4.8 3.3 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

黒猪鹿橋 ｸﾛｲｶﾞﾊﾞｼ 黒猪鹿線 不明 10.5 4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

柚之木橋 ﾕﾉｷﾊﾞｼ 黒猪鹿線 1961 12.95 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

犬滝橋 ｲﾝﾀﾞｷﾊﾞｼ 相口線 1961 6.2 5.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

口ノ園橋 ｸﾁﾉｿﾉﾊﾞｼ 相口線 不明 8.7 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

田代橋 ﾀｼﾛﾊﾞｼ 相口線 不明 9.5 5.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

万寿石橋 ﾏﾝｼﾞﾕｲｼﾊﾞｼ 相口線 不明 10.4 5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

寺の下橋 ﾃﾗﾉｼﾀﾊﾞｼ 鳥井坂線 不明 15.56 5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

栗原橋 ｸﾘﾊﾞﾙﾊﾞｼ 宝泉寺栗原線 不明 5 4.49 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

平原橋 ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ 宝泉寺栗原線 不明 5.4 3.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ
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管理者名
都道府県

名
市区町村名 判定区分

広瀬橋 ﾋﾛｾﾊｼ 広瀬線 1958 22 5.51 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

六反田橋 ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊｼ 四日市･下綾垣線 1966 24 2.48 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

平川橋 ﾋﾗｶﾜﾊｼ 平川旧道線 1959 17 3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

宝蔵寺橋 ﾎｳｿﾞｳｼﾞﾊｼ 石櫃・山中線 1967 19.2 3.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中丁橋 ﾅｶﾁﾖｳﾊｼ 中丁線 1974 20.8 3.52 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

観滝橋 ｶﾝﾀﾞｷﾊﾞｼ 内帆足線 1957 15 5.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

筒井橋 ﾂﾂｲﾊﾞｼ 車谷線 1911 23 5.55 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

下乃園橋 ｼﾓﾉｿﾉﾊﾞｼ 下園線 1990 15 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

西跨道橋 ﾆｼｺﾄﾞｳｷｮｳ 西線 1994 30.5 5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

道路橋名(フリガナ） 路線名

架設

年次
（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域管理者 点検記録

管理者名
都道府県

名
市区町村名 判定区分

粟野橋 ｱﾜﾉﾊｼ 元組線 1970 7 5.44 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

井川道橋 ｲｶﾞﾜﾐﾁﾊｼ 朝見線 1975 5 5.05 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

育英橋 ｲｸｴｲﾊｼ 古後小学校線 1954 13 2.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

一の瀬橋 ｲﾁﾉｾﾊｼ 小田線 1971 8 6.07 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

上庄屋橋 ｳｴｼﾞｮｳﾔﾊｼ 上庄屋線 1984 6 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

乙子田橋 ｵﾄｺﾀﾞﾊﾞｼ 谷口線 1984 8 5.02 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

柿西橋 ｶｷｻｲﾊﾞｼ 柿西･矢野線 1960 6 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

春日橋 ｶｽｶﾞﾊｼ 下園線 1967 8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

川底橋 ｶﾜｿｺﾊｼ 川底線 1977 5 3.55 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

協力橋 ｷｮｳﾘｮｸﾊｼ 西線 1934 5.7 4.3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

午王橋 ｺﾞｵｳﾊｼ 平原線 1965 7 5.05 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

合谷橋 ｺﾞﾝﾀﾆﾊﾞｼ 朝見線 1975 6 6.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

境橋 ｻｶｲﾊｼ 長野本線 1982 8 3.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

下組橋 ｼﾓｸﾐﾊｼ 平原線 1977 7 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下中塚橋 ｼﾓﾅｶﾂｶﾊｼ 下中塚線 1978 5 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下の寺橋 ｼﾓﾉﾃﾗﾊｼ 小原･長小野線 1977 7 4.05 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下灰原橋 ｼﾓﾊﾊﾞﾙﾊﾞｼ 灰原線 1980 14 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

白岩橋 ｼﾗｲﾜﾊﾞｼ 白岩～田の口線 1976 8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

末松橋 ｽｴﾏﾂﾊﾞｼ 末松線 1981 5.3 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

菅無田橋 ｽｶﾞﾑﾀﾊｼ 高橋線 1970 5 4.35 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

専道橋 ｾﾝﾄﾞｳﾊｼ 専道線 1981 7 4.46 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第一河内橋 ﾀﾞｲｲﾁｺｳﾁﾊﾞｼ 河内線 1965 4 3.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二板屋橋 ﾀﾞｲﾆｲﾀﾔﾊｼ 満徳寺線 1970 14 3.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

田口橋 ﾀﾉｸﾁﾊｼ 田の口線 1970 14 3.62 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

出合橋 ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ 山の口線 1980 8 7.18 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

寺脇橋 ﾃﾗﾜｷﾊｼ 小原･長小野線 1977 7 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

道の迫橋 ﾄﾞｳﾉｻｺﾊｼ 倉ヶ峠線 1991 10 3.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中土井橋 ﾅｶﾄﾞｲﾊｼ 長野･寺村線 1972 5 3.77 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中野谷橋 ﾅｶﾉﾀﾆﾊｼ 中野線 1982 6 6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

灰原橋 ﾊｲﾊﾗﾊｼ 灰原線 1968 14 4.04 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

畑ヶ迫橋 ﾊﾀｶﾞｻｺﾊﾞｼ 畑ヶ迫線 1980 4 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

本村橋 ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ 峯山線 1950 5 6.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

馬勢橋 ﾏｾﾞﾊｼ 鳥屋線 1959 7 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

元組上橋 ﾓﾄｸﾞﾐｶﾐﾊﾞｼ 元組上線 1982 8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

森清橋 ﾓﾘｾﾊﾞｼ 大隈･森清線 1982 5 5.97 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

柳原橋 ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ 朝見線 1952 7 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

山下小原橋 ﾔﾏｼﾀｵﾊﾙﾊｼ 小原･長小野線 1974 4 4.08 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

協和橋 ｷﾖｳﾜﾊｼ 早水・烏帽子線 1955 15 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下泊里橋 ｼﾓﾄﾞﾏﾘﾊｼ 下泊里線 1968 114 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

花園橋 ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼ 下綾垣・本村線 1980 23 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

万年橋 ﾏﾝﾈﾝﾊｼ 中通線 1973 74 3.62 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大分県のＨ２６点検結果 資料⑤-3

５－３ 点検結果 個別橋梁リスト
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【機密性２】

【大分県】道路トンネル点検結果
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

滝瀬隧道 ﾀｷｾｽﾞｲﾄﾞｳ 国道210号線 1968 393.5
山岳（矢

板）
九州地整 大分県 玖珠町 Ⅲ

池ノ原隧道 ｲｹﾉﾊﾗｽﾞｲﾄﾞｳ 国道210号線 1975 127.3
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

櫟木トンネル ｲﾁｷﾞﾄﾝﾈﾙ 国道210号線 1988 66
山岳
（NATM)

九州地整 大分県 由布市 Ⅲ

中の谷トンネル ﾅｶﾉﾀﾆﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1963 896.7
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 臼杵市 Ⅲ

赤水トンネル ｱｶﾐｽﾞﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1963 118
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

熊の戸トンネル ｸﾏﾉﾄﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1963 42
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

尺間トンネル ｼｬｸﾏﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1964 140.3
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

椛原トンネル ｶﾊﾞﾊﾗﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1964 53
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

長迫トンネル ﾅｶﾞｻｺﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1964 76
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅲ

大原トンネル ｵｵﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 国道１０号 1965 327
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

前畑トンネル ﾏｴﾊﾀﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1965 102
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

宗太郎トンネル ｿｳﾀﾛｳﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1965 165
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

立花トンネル ﾀﾁﾊﾞﾅﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1965 81
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

高平トンネル ﾀｶﾋﾗﾄﾝﾈﾙ 国道１０号 1977 89
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

新笹牟田トンネル ｼﾝｻｻﾑﾀﾄﾝﾈﾙ) 国道５７号 1961 137
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

笹牟田トンネル ｻｻﾑﾀﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1961 105
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

七里トンネル ｼﾁﾘﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1968 53
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

平トンネル ﾀｲﾗﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1969 226
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

三砂トンネル ﾐｻｺﾞﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1969 87
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

二本松トンネル ﾆﾎﾝﾏﾂﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1967 85
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

朝地トンネル ｱｻｼﾞﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1988 140
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

三砂人道トンネル ﾐｻｺﾞｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1989 140
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

平人道トンネル ﾀｲﾗｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 1990 254
山岳（矢
板）

九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

七里人道トンネル ｼﾁﾘｼﾞﾝﾄﾞｳﾄﾝﾈﾙ 国道５７号 2003 71
山岳

（NATM)
九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

萩尾トンネル ﾊｷﾞｵﾄﾝﾈﾙ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 1018
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

萩尾トンネル ﾊｷﾞｵﾄﾝﾈﾙ 九州横断自動車道　長崎大分線 1989 1056
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

津久見トンネル ﾂｸﾐﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 1085
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 津久見市 Ⅲ

西ノ内トンネル ﾆｼﾉｳﾁﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 734
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 津久見市 Ⅱ

尺間山トンネル ｼｬｸﾏｻﾝﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 2593
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 津久見市 Ⅲ

床木トンネル ﾕｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 408
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅱ

床木トンネル ﾕｶｷﾞﾄﾝﾈﾙ 東九州自動車道 2008 452
山岳
（NATM)

高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅱ

速見トンネル ﾊﾔﾐﾄﾝﾈﾙ
一般国道１０号（日出バイパ
ス）

2002 84 開削 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅱ

速見トンネル ﾊﾔﾐﾄﾝﾈﾙ
一般国道１０号（日出バイパ
ス）

2002 84 開削 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅱ

野田隧道 ﾉﾀﾞｽﾞｲﾄﾞｳ 別府山香線 1977 134
山岳（矢
板）

大分県 大分県 別府市 Ⅱ

河内トンネル ｶﾜｳﾁﾄﾝﾈﾙ 臼杵大南線 1916 54
山岳（矢

板）
大分県 大分県 大分市 Ⅱ

龍原トンネル ﾀﾂﾊﾙﾄﾝﾈﾙ 龍原狭間線 1915 30.6
山岳（矢
板）

大分県 大分県 由布市 Ⅱ

剣龍山トンネル ｹﾝﾘｭｳｻﾞﾝﾄﾝﾈﾙ 庄内久住線 2010 394
山岳
（NATM)

大分県 大分県 由布市 Ⅱ

八坂トンネル ﾔｻｶﾄﾝﾈﾙ 国道２１７号 2004 533
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

臼坪トンネル ｳｽﾂﾎﾞﾄﾝﾈﾙ 国道２１７号 2010 769
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

鶴岡トンネル ﾂﾙｵｶﾄﾝﾈﾙ 国道２１７号 2009 797
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

入津トンネル ﾆｭｳｽﾞﾄﾝﾈﾙ 国道３８８号 2004 624
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

行政区域

道路トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

トンネルの
施工法

資料⑤

大分県のＨ２６点検結果

５－３ 点検結果 個別トンネルリスト
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

小浦ヶ浜トンネル ｺｳﾗｶﾞﾊﾏﾄﾝﾈﾙ 国道３８８号 2004 81.7
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

蒲江トンネル ｶﾏｴﾄﾝﾈﾙ 国道３８８号 1995 196
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

新小向トンネル ｼﾝｺﾑｶｲﾄﾝﾈﾙ 国道３８８号 2010 478
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

中岳トンネル ﾅｶﾀﾞｹﾄﾝﾈﾙ 日之影宇目線 1998 209.4
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

山谷トンネル ﾔﾏﾀﾆﾄﾝﾈﾙ 佐伯蒲江線 2004 200
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新井の内トンネル ｼﾝｲﾉｳﾁﾄﾝﾈﾙ 野津宇目線 1995 248
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

瀬会トンネル ｾﾞｱｲﾄﾝﾈﾙ 四浦港津井浦線 1993 155
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

女郎崎トンネル ｼﾞｮﾛｳｻﾞｷﾄﾝﾈﾙ 梶寄浦佐伯線 1982 120.4
山岳（矢
板）

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

河内トンネル ｶﾜｳﾁﾄﾝﾈﾙ 床木海崎停車場線 1995 139
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

栂牟礼トンネル ﾄｶﾞﾑﾚﾄﾝﾈﾙ 国道２１７号 2012 642
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

小蒲江トンネル ｵｶﾞﾏｴﾄﾝﾈﾙ 国道３８８号 2012 377
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

猪串トンネル ｲﾉｸｼﾄﾝﾈﾙ 国道３８８号 2012 311
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

西野浦トンネル ﾆｼﾉｳﾗﾄﾝﾈﾙ 西野浦河内線 2011 206
山岳
（NATM)

大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新赤川トンネル ｼﾝｱｶｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ 緒方高千穂線 2006 300
山岳
（NATM)

大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

堀家トンネル ﾎﾘﾉｲｴﾄﾝﾈﾙ 緒方朝地線 1979 68
山岳（矢
板）

大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

名水の里入田トンネル ﾒｲｽｲﾉｻﾄﾆｭｳﾀﾄﾝﾈﾙ 神原玉来線 2008 163
山岳
（NATM)

大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

会々トンネル ｱｲｱｲﾄﾝﾈﾙ 竹田五ヶ瀬線 1975 120
山岳（矢
板）

大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

尾戸群トンネル ｵﾄﾑﾚﾄﾝﾈﾙ 竹田五ヶ瀬線 1968 57
山岳（矢
板）

大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

湯の原トンネル ﾕﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ 庄内久住線 2003 276
山岳
（NATM)

大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

稲葉トンネル ｲﾅﾊﾞﾄﾝﾈﾙ 笹倉久住線 1970 50
山岳（矢
板）

大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

物部隧道 ﾓﾉﾍﾞｽﾞｲﾄﾞｳ 森耶馬溪線 1983 380
山岳（矢
板）

大分県 大分県 中津市 Ⅲ

松ヶ尾トンネル ﾏﾂｶﾞｵﾄﾝﾈﾙ 迫久保林線 1952 372.7 その他 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

納屋トンネル ﾅﾔﾄﾝﾈﾙ 中ノ迫納屋線 1907 162 その他 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

水ヶ元トンネル ﾐｽﾞｶﾞﾓﾄﾄﾝﾈﾙ 浜岐部線 1907 284.4 その他 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

岩文隧道 ｲﾜﾓﾝｽﾞｲﾄﾞｳ 岩文線 1988 31.2 その他 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

千の岩トンネル ｾﾝﾉｲﾜﾄﾝﾈﾙ 行入ダム北線 1995 66
山岳
（NATM)

国東市 大分県 国東市 Ⅲ

地蔵トンネル ｼﾞｿﾞｳﾄﾝﾈﾙ 行入ダム北線 1995 31
山岳
（NATM)

国東市 大分県 国東市 Ⅱ

トンネルの
施工法

行政区域

道路トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

資料⑤－３
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【機密性２】

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

宇佐道路１号道路ボック
ス

ｳｻﾄﾞｳﾛ1ｺﾞｳﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 宇佐道路 1993 37 6.5 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇佐道路２号道路ボック
ス

ｳｻﾄﾞｳﾛ2ｺﾞｳﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 宇佐道路 1993 40 6.5 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇佐道路３号道路ボック
ス

ｳｻﾄﾞｳﾛ3ｺﾞｳﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 宇佐道路 1993 31 6 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇佐道路４号道路ボック
ス

ｳｻﾄﾞｳﾛ4ｺﾞｳﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 宇佐道路 1993 44 6.5 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇佐道路５号道路ボック
ス

ｳｻﾄﾞｳﾛ5ｺﾞｳﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 宇佐道路 1993 25 8.5 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

豊岡地区道路ボックス ﾄﾖｵｶﾁｸﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 国道１０号線 不明 43 7 九州地整 大分県 杵築市 Ⅲ

亀川浜田地区道路ボック
ス

ｶﾒﾔﾏﾊﾏﾀﾞﾁｸﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 国道１０号線 不明 32 6 九州地整 大分県 別府市 Ⅱ

万寿架道橋 ﾏﾝｼﾞｭｶﾄﾞｳｷｮｳ 国道１０号線 2012 15.2 28.7 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

畑中地区道路ボックス ﾊﾀｹﾅｶﾁｸﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 国道１０号線 不明 25 8 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

宮崎地区道路ボックス ﾐﾔｻﾞｷﾁｸﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 国道１０号線 不明 30 6 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

中戸次地区道路ボックス ﾅｶﾍﾂｷﾞﾁｸﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 国道１０号線 不明 53 6.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

石井地区道路ボックス ｲｼｲﾁｸﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽ 国道２１０号線 2001 16 10.5 九州地整 大分県 日田市 Ⅱ

下津尾車道ボックス ｼﾓﾂｵｼｬﾄﾞｳﾎﾞｯｸｽ 中九州道 2000 59.9 6 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

下津尾第２函渠 ｼﾓﾂｵﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ 中九州道 2014 30.67 8 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

犬飼Ａランプ函渠 ｲﾇｶｲｱｲｼｰｴｰﾗﾝﾌﾟｶﾝｷｮ 中九州道 2014 29.06 10.3 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岡第１函渠 ｵｶﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ 中九州道 2014 38 6.76 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

岡第４函渠 ｵｶﾀﾞｲﾖﾝｶﾝｷｮ 中九州道 2007 58 6.2 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

井ノ向函渠 ｲﾉﾑｶｶﾝｷｮ 中九州道 2008 52 7.7 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

日田-5 ﾋﾀ-5 大分自動車道 1989 11.8 8.6 高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

日田-7 ﾋﾀ-7 大分自動車道 1994 8.6 8.6 高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

日田-28 ﾋﾀ-28 大分自動車道 1993 9 9 高速道路会社 大分県 日田市 Ⅱ

天瀬高塚-3 ｱﾏｶﾞｾﾀｶﾂﾞｶ-3 大分自動車道 1994 9.7 8.4 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

天瀬高塚-4 ｱﾏｶﾞｾﾀｶﾂﾞｶ-4 大分自動車道 1994 21.4 21.4 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

玖珠-2 ｸｽ-2 大分自動車道 1994 14.7 12.7 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

玖珠-3 ｸｽ-3 大分自動車道 1994 21.2 18 高速道路会社 大分県 玖珠町 Ⅱ

九重-1 ｺｺﾉｴ-1) 大分自動車道 1994 14.8 14.4 高速道路会社 大分県 九重町 Ⅱ

湯布院-7 ﾕﾌｲﾝ-7 大分自動車道 1989 28.8 28.8 高速道路会社 大分県 由布市 Ⅱ

湯布院-7 ﾕﾌｲﾝ-7 大分自動車道 1989 28.8 28.8 高速道路会社 大分県 由布市 Ⅱ

湯布院-17 ﾕﾌｲﾝ-17 大分自動車道 1989 10.4 10.42 高速道路会社 大分県 由布市 Ⅱ

湯布院-25 ﾕﾌｲﾝ-25 大分自動車道 1988 8.4 8.4 高速道路会社 大分県 別府市 Ⅱ

日出-1 ﾋｼﾞ-1 大分自動車道 1987 15 10.8 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅱ

日出-2 ﾋｼﾞ-2 大分自動車道 1987 10.3 10.3 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅱ

速見-3（支線） ﾊﾔﾐ-3ｼｾﾝ 大分．日出速見支線 1993 12.2 12.2 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅱ

速見-12 ﾊﾔﾐ-12 宇佐別府道路 1999 12.2 10.6 高速道路会社 大分県 宇佐市 Ⅱ

吉弘踏切東カルバート ﾖｼﾋﾛﾌﾐｷﾘｶﾙﾊﾞｰﾄ 南石垣7号線 2011 10.8 7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

久知良陸橋カルバート ｸｼﾞﾗﾘｯｷｮｳｶﾙﾊﾞｰﾄ 市道久知良原線 不明 6.25 13.05 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

行政区域

大型カルバート名(フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

大分県のＨ２６点検結果

５－３ 点検結果 個別道路附属物等リスト
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

塩井第一洞門 ｼｵｲﾀﾞｲｲﾁ 国道210号線 1998 79.5 9.7 九州地整 大分県 日田市 Ⅱ

塩井第二洞門 ｼｵｲﾀﾞｲﾆ 国道210号線 1998 54 9.5 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

湯の釣第一洞門 ﾕﾉﾂﾘﾀﾞｲｲﾁ 国道210号線 1987 170 9.3 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

湯の釣第二洞門 ﾕﾉﾂﾘﾀﾞｲﾆ 国道210号線 1988 90 9.6 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

湯の釣第三洞門 ﾕﾉﾂﾘﾀﾞｲｻﾝ 国道210号線 1989 55 9.8 九州地整 大分県 日田市 Ⅲ

赤岩洞門 ｱｶｲﾜ 国道210号線 1979 180 9.2 九州地整 大分県 日田市 Ⅱ

行政区域

シェッド名(フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

資料⑤－３
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【機密性２】大分県のＨ２６点検結果

５－３ 点検結果 個別道路附属物等リスト

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

四日市歩道橋 ﾖｯｶｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1968 39 1.5 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

立石歩道橋 ﾀﾃｲｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1993 60.9 1.5 九州地整 大分県 杵築市 Ⅲ

えがお橋 ｴｶﾞｵﾊｼ 国道10号線 2007 29 1.5 九州地整 大分県 日出町 Ⅱ

太田歩道橋 ｵｵﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1980 60.2 1.5 九州地整 大分県 日出町 Ⅲ

平道歩道橋 ﾋﾗﾐﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1981 70.9 1.5 九州地整 大分県 日出町 Ⅲ

古市歩道橋 ﾌﾙｲﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1983 70 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

別府歩道橋 ﾍﾞｯﾌﾟﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1971 106.7 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

京町歩道橋 ｷｮｳﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1984 53.4 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

富士見歩道橋 ﾌｼﾞﾐﾊﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1972 65.9 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

なかよし歩道橋 ﾅｶﾖｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1972 46.26 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

浜町歩道橋 ﾊﾏﾏﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1972 59.25 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

浜脇歩道橋 ﾊﾏﾜｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1972 60.85 1.5 九州地整 大分県 別府市 Ⅲ

両郡橋歩道橋 ﾘｮｳｸﾞﾝﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 2007 181.65 2.1 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

田ノ浦歩道橋 ﾀﾉｳﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1999 220 3 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

白木横断歩道橋 ｼﾗｷｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 2003 194.67 3 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

駄ノ原歩道橋 ﾀﾞﾝﾉﾊﾙﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1968 63.53 1.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅲ

春日歩道橋 ｶｽｶﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1968 57.99 1.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

金池歩道橋 ｶﾅｲｹﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1972 107.68 1.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅲ

敷戸歩道橋 ｼｷﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 1979 52.25 1.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

米良南IC西歩道橋 ﾒﾗﾐﾅﾐICﾆｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 2001 74.8 3 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

中判田横断歩道橋 ﾅｶﾊﾝﾀﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道10号線 2001 61.36 1.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

上ノ釣歩道橋 ｶﾐﾉﾂﾙﾎｳﾄﾞｳｷｮｳ 国道210号線 1975 26.8 1.5 九州地整 大分県 日田市 Ⅱ

塚脇横断歩道橋 ﾂｶﾜｷｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道210号線 1974 45.81 1.5 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅱ

野上横断歩道橋 ﾉｶﾞﾐｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道210号線 1972 62.4 1.5 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅱ

木ノ上歩道橋 ｺﾉｳｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道210号線 1993 51.8 1.5 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

平横断歩道橋 ﾀｲﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道５７号 1994 30.8 2.1 九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

玉来歩道橋 ﾀﾏﾗｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道５７号 1970 16 1.5 九州地整 大分県 竹田市 Ⅰ

牧歩道橋 ﾏｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道牧東西7号線 1984 16.3 1.9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

浜脇中学校歩道橋 ﾊﾏﾜｷﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ 神ノ木1号橋 不明 16.55 2.6 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

行政区域

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名

架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

資料⑤－３

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

道路標識 国道１０号線 1997 10 九州地整 大分県 日出町 Ⅲ

道路情報提供装置 国道１０号線 1997 6.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

道路情報提供装置 国道１０号線 1997 6.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

道路情報提供装置 国道５７号線 2007 11.7 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅱ

道路情報提供装置 国道５７号線 1994 7 九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

道路情報提供装置 国道５７号線 1998 6 九州地整 大分県 竹田市 Ⅰ

道路標識 国道５７号線 不明 6 九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

道路標識 東九州自動車道 2014 5.3 高速道路会社 大分県 佐伯市 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 13.9 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 9.1 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 10.1 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 10.3 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 10.0 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 9.0 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 6.1 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 12.9 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 9.4 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 9.4 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路標識 九州横断自動車道長崎大分線 2014 9.4 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅰ

道路情報提供装置 宇佐別府道路 2002 9.4 高速道路会社 大分県 杵築市 Ⅱ

道路情報提供装置 日出バイパス 2002 5.3 高速道路会社 大分県 日出町 Ⅱ

行政区域

門型標識等名 路線名
設置
年次

（西暦）

幅員
（ｍ）
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【機密性２】判定区分Ⅳの構造物リスト（大分県）

○ 判定区分Ⅳの施設は、いずれも緊急措置（橋梁：通行止め、重量制限）を実施

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

＜判定区分Ⅳのリスト＞

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

○道路附属物等

○トンネル

区分 状態

Ⅰ 健全 構造物の機能に支障が生じていない状態

Ⅱ 予防保全段階
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ず
ることが望ましい状態

Ⅲ 早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態

Ⅳ 緊急措置段階
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊
急に措置を講ずべき状態

※判定区分

管理者 施設名 路線名 建設年 損傷の具体的内容

津久見市 福山橋 市道岩屋線 1973
床版に広範囲の剥離・鉄筋露出
及びうきが発生

津久見市 日代橋
市道福良網代

１号線
1962

床版に広範囲の鉄筋露出、主桁
に層状錆による断面減少が発生

津久見市
日代歩道

橋
市道福良網代

１号線
1962

床版に広範囲の点錆、主桁に層
状錆による断面減少、腐食膨張
が発生

＜判定区分Ⅳのリスト＞
○橋梁

該当無し

該当無し

資料⑥
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【機密性２】大分県のＨ２７点検計画

道路施設 管理施設数
H26計画
点検数
（A）

H27計画
点検数
（B）

H26点検
実施数
（C）

H27点検
予定数

（A＋B－C）

橋梁 10,909 1,520 2,041 1,355 2,206

トンネル 574 76 75 68 83

道路附属物等 314 126 42 92 76

＜各構造物の平成27年度の点検予定＞

・H26計画点検数（A）、H27計画点検数（B）は、H26.12に策定した数値であり、今後の計画点検数は
見直しすることがある
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【機密性２】大分県のＨ２７点検計画（最優先で点検すべき橋梁）

道路施設 管理施設数
H26計画
点検数
（A）

H27計画
点検数
（B）

H26点検
実施数
（C）

H27点検
予定数

（A＋B－C）

緊急輸送道路を
跨ぐ跨道橋

243 63 58 43 78

跨線橋 133 36 25 30 31

緊急輸送道路を
構成する橋梁

1,767 517 384 470 431

＜最優先で点検すべき橋梁の平成27年度の点検予定＞

・H26計画点検数（A）、H27計画点検数（B）は、H26.12に策定した数値であり、今後の計画点検数は
見直しすることがある
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【機密性２】H27年度研修

①道路構造物管理実務者研修
〈５日間、九州技術事務所〉

◇対象： 自治体職員及び直轄職員 予定人数：各４０名
応募状況

◇時期： 橋梁Ⅰ  H27. 8. 3 ～8（修了） ４１名
〃 (２) H27. 9.28～10. 2 ３１名

橋梁Ⅱ  H27.11. 9～11.13 ２４名
トンネル H27. 8.24～ 8.28（延期） １４名

◇目的： 地方公共団体の職員の技術力育成のため、
点検要領に基づく点検に必要な知識・技能等
を取得するための研修。

②大分県メンテナンス研修：橋梁点検（トンネル点検）
◇対象： 自治体職員（及び直轄職員）
◇人数： １地区 ２０名程度
◇時期： 県南 ７月２８日【橋梁】（６機関：１７名）

県央・県北 １０月以降予定
◇目的： 管理者又は発注者として必要な知識の習得を

目的として、橋梁、トンネルに係る点検要領の
理解に係わる講義、現地点検

★募集： 橋梁Ⅰ(２)、橋梁Ⅱ、トンネルには空きがありますので、
９月４日までに企画部企画課（整備局）までご連絡下さい。

主な点検道具
・メジャー
・ハンマー
・コロリン点検棒
・クラックスケール

資料⑧

-57-


	①表紙①
	②（）＿【最終】②メンテナンス会議　出席者名簿
	③()＿【最終】③-1メンテナンス会議　座席表　
	④150511　①大分県道路メンテナンス会議　規約　150115
	⑤150511　②大分県道路メンテナンス会議　名簿　（メンテ会議）150511
	⑥150511　③大分県道路メンテナンス会議　規約　（誇道橋連絡会議）150326
	⑦150511　④大分県道路メンテナンス会議　名簿　（跨道橋連絡会議）150615
	⑧150511　⑤大分県道路メンテナンス会議　規約　（高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会）131115NEXCO
	⑨150511　⑥大分県道路メンテナンス会議　名簿　（高速道路を跨ぐ橋梁の維持管理に関する連絡協議会）131115NEXCO
	⑩【大分修正版２】（第２回）メンテ会議　公表②（資料①～⑧）ver0827ＰＰＴ_（チェック）



