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第１加来橋（下り） (ﾀﾞｲｲﾁｶｸﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1986 60.9 11.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅲ

森山大橋（下り） (ﾓﾘﾔﾏｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1986 78.1 11.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅱ

山田池橋（下り） (ﾔﾏﾀﾞｲｹﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1987 205 11.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

橋津橋橋側歩道橋（下り） (ﾊｼﾂﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1978 51.3 2 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅲ

橋津橋橋側歩道橋（上り） (ﾊｼﾂﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2002 54 3 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

岩崎橋橋側歩道橋（下り） (ｲﾜｻｷﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1969 43.4 2.5 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅲ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊﾞｼ) 国道10号 1954 39.9 8.6 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

岩崎橋橋側歩道橋（上り） (ｲﾜｻｷﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2001 43.5 3 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

二ノ尾橋 (ﾆﾉｵﾊﾞｼ) 国道10号 1962 11.4 7.8 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

二ノ尾橋橋側歩道橋（下り） (ﾆﾉｵﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1974 14.5 1.7 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

二ノ尾橋橋側歩道橋（上り） (ﾆﾉｵﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1992 17 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅰ

川の平橋 (ｶﾜﾉﾋﾗﾊｼ) 国道10号 1962 5.3 8.5 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

滝水橋 (ﾀｷﾐｽﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1962 6.3 8 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

曲木川橋 (ﾏｶﾞﾘｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1979 6.3 24.9 九州地方整備局 大分県 日出町 Ⅱ

友安川橋 (ﾄﾓﾔｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1980 11 25 九州地方整備局 大分県 日出町 Ⅱ

江上川橋 (ｴｶﾞﾐｶﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1981 15 25.1 九州地方整備局 大分県 日出町 Ⅲ

関の江橋 (ｾｷﾉｴﾊｼ) 国道10号 1983 17.8 35 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅱ

入江川橋 (ｲﾘｴｶﾞﾜﾊｼ) 国道10号 1981 22.5 30 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅲ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 国道10号 1970 34.2 30 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅲ

函菖橋 (ｶﾝﾀﾝﾊｼ) 国道10号 1979 26.2 38.4 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅲ

一ノ井橋 (ｲﾁﾉｲﾊｼ) 国道10号 1979 12.5 30 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

府内大橋（下り） (ﾌﾅｲｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1980 276.4 10.5 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

山本橋（上り） (ﾔﾏﾓﾄﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1992 12.5 12.9 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

山本橋（下り） (ﾔﾏﾓﾄﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1992 12.5 14.2 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

大堤桟道橋 (ｵｵﾂﾂﾐｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1985 25 5 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

五十石橋（上り） (ｺﾞｼﾞｭｯｺｸﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1988 22.5 17.1 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

五十石橋（下り） (ｺﾞｼﾞｭｯｺｸﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1986 22.5 14 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

森山大橋（上り） (ﾓﾘﾔﾏｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2008 83.3 12.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅱ

第１加来橋（上り） (ﾀﾞｲｲﾁｶｸﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2008 60.9 11.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅲ

夜鳴橋（上り） (ﾖﾅｷﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2008 32 11.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅲ

山田池橋（上り） (ﾔﾏﾀﾞｲｹﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2009 201.5 10.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 国道10号 2008 12.5 38.7 九州地方整備局 大分県 日出町 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 国道210号 1973 226.8 8.5 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

神ノ釣橋 (ｼﾞﾝﾉﾂﾙﾊｼ) 国道210号 1971 12.6 9.8 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

粟野橋橋側歩道橋（下り） (ｱﾜﾉﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道210号 1984 8.9 2 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

粟野橋橋側歩道橋（上り） (ｱﾜﾉﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 1980 16 2 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 国道210号 1970 25 12 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅱ

城ノ尾橋 (ｼﾞｮｳﾉｵﾊﾞｼ) 国道210号 1970 33.3 9 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅲ

野矢橋 (ﾉﾔﾊｼ) 国道210号 1966 3.3 7.5 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

平家橋 (ﾍｲｹﾊｼ) 国道210号 1970 25 9.1 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

光吉橋 (ﾐﾂﾖｼﾊﾞｼ) 国道210号 1984 13.5 23 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

徳野橋 (ﾄｸﾉﾊｼ) 国道210号 1978 18.6 11.2 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅰ
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溝橋63.552 (ｺｳｷｮｳ63.552) 国道10号 不明 4 46.1 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅱ

溝橋64.240 (ｺｳｷｮｳ64.240) 国道10号 不明 4 40.3 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

溝橋65.643 (ｺｳｷｮｳ65.643) 国道10号 不明 5 26 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅱ

溝橋65.813 (ｺｳｷｮｳ65.813) 国道10号 不明 5 26.4 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

溝橋65.897 (ｺｳｷｮｳ65.897) 国道10号 不明 5 26.4 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅱ

溝橋66.086 (ｺｳｷｮｳ66.086) 国道10号 不明 4.6 26.4 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅱ

溝橋67.459 (ｺｳｷｮｳ67.459) 国道10号 不明 4.6 28 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

溝橋67.648 (ｺｳｷｮｳ67.648) 国道10号 不明 4.6 27 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

溝橋67.926 (ｺｳｷｮｳ67.926) 国道10号 不明 5 32.2 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

溝橋70.159 (ｺｳｷｮｳ70.159) 国道10号 不明 3.6 38.8 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋70.826 (ｺｳｷｮｳ70.826) 国道10号 不明 5 32.8 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋71.073 (ｺｳｷｮｳ71.073) 国道10号 不明 3.6 33.5 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋34.926 (ｺｳｷｮｳ34.926) 国道210号 不明 2.1 8.4 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

溝橋46.843 (ｺｳｷｮｳ46.843) 国道210号 不明 2.1 10.5 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

溝橋46.979 (ｺｳｷｮｳ46.979) 国道210号 不明 2.1 9.8 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

溝橋67.339 (ｺｳｷｮｳ67.339) 国道210号 不明 3.6 10 九州地方整備局 大分県 玖珠町 Ⅱ

戸野橋橋側歩道橋（上り） (ﾄﾉﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1964 21.7 2.5 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅱ

戸野橋 (ﾄﾉﾊｼ) 国道10号 1964 12.7 9 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

野津橋 (ﾉﾂﾊﾞｼ) 国道10号 1962 25 8.7 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅱ

泊側道橋（下り） (ﾄﾏﾘｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1998 24 3.6 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

泊橋 (ﾄﾏﾘﾊﾞｼ) 国道10号 1963 9 9 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

内平橋 (ｳﾁﾋﾗﾊﾞｼ) 国道10号 1963 7.9 10.2 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅱ

臼杵市床版橋 (ｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1963 4 9.8 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

赤水橋 (ｱｶﾐｽﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1963 45.9 8.7 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 国道10号 1963 29.5 8.3 九州地方整備局 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 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

熊戸橋橋側歩道橋（下り） (ｸﾏﾄﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1980 18.1 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

梅の平橋 (ｳﾒﾉﾋﾗﾊｼ) 国道10号 1978 65 10.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

６号床版橋 (6ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 3.6 9.6 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

小股橋 (ｺﾏﾀﾊﾞｼ) 国道10号 1963 110 8.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

小股橋橋側歩道橋（下り） (ｺﾏﾀﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1985 113.8 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

小股橋橋側歩道橋（上り） (ｺﾏﾀﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1987 108.6 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

門田橋 (ｶﾄﾞﾀﾊﾞｼ) 国道10号 1998 14.7 13.1 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

８号床版橋 (8ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 4 11 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

９号床版橋 (9ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 3.2 11.1 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

１１号床版橋 (11ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 4 10.4 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

１２号床版橋 (12ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 10 10.5 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

１３号床版橋 (13ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 9.7 13.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

１４号床版橋 (14ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 3.3 10.7 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

１６号床版橋 (16ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 3.3 9.9 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

柚の原橋橋側歩道橋（上り） (ﾕﾉﾊﾙﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1982 50.5 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

柚の原橋 (ﾕﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 国道10号 1965 50 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

杭の内橋 (ｸｴﾉｳﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1964 40 8.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ
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上杭の内橋 (ｶﾐｸｴﾉｳﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1964 24.9 8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

土屋原橋 (ﾂﾁﾔﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 国道10号 1963 14.5 9 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

徳永橋 (ﾄｸﾅｶﾞﾊｼ) 国道10号 1966 16.2 9.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

水車橋 (ｽｲｼｬﾊｼ) 国道10号 1966 16.2 9.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

子洗橋 (ｺｱﾗｲﾊﾞｼ) 国道10号 1964 20.7 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

蛇葛橋 (ｼﾞｬｶﾂﾗﾊﾞｼ) 国道10号 1964 35 8.9 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤木谷橋 (ｱｶｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 国道10号 1964 30 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

黐の木橋 (ﾓﾁﾉｷﾊﾞｼ) 国道10号 1966 75.2 8.7 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

嘘淵橋 (ｳｿﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1966 48 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

上の下橋 (ｳｴﾉｼﾀﾊﾞｼ) 国道10号 1966 27.1 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

泊側道橋（上り） (ﾄﾏﾘｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1963 12 2.5 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅲ

田原橋橋側歩道橋（下り） (ﾀﾊﾞﾙﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道57号 1986 122.2 2 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅰ

田原橋 (ﾀﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 国道57号 1970 107 8.8 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

犬飼どんこ大橋 (ｲﾇｶｲﾄﾞﾝｺｵｵﾊｼ) 国道57号 2004 546.3 9.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川原歩道橋 (ｶﾜﾊﾞﾙﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2004 65 2.9 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

向原川橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 41.5 12.9 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

市万田川橋 (ｲﾁﾏﾝﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 29.8 12.9 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

朝地ＩＣランプ橋 (ｱｻｼﾞICﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 21.5 12.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

竹田市君ヶ園36.520 (ﾀｹﾀｼｷﾐｶﾞｿﾉ) 国道57号 不明 5.4 13.9 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

竹田市菅生44.312 (ﾀｹﾀｼｽｺﾞｳ) 国道57号 不明 8.1 13.4 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅱ

高添第１函渠 (ﾀｶｿﾞｴﾀﾞｲ1ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2006 4.2 20.2 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

田原園第２函渠 (ﾀﾊﾞﾙｿﾞﾉﾀﾞｲ2ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 4.8 29.2 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岡第２函渠 (ｵｶﾀﾞｲ2ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 3.7 24.7 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

トビ川函渠 (ﾄﾋﾞｶﾞﾜｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 4.9 24 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

今峠函渠 (ｲﾏﾄｳｹﾞｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2008 4.9 29.2 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

穴井第１函渠 (ｱﾅｲﾀﾞｲ1ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2006 3.9 25.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

穴井第2函渠 (ｱﾅｲﾀﾞｲ2ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2006 3.7 32.2 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

穴井第３函渠 (ｱﾅｲﾀﾞｲ3ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2008 3.7 23.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

津江川橋（上り） (ﾂｴｶﾞﾜﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 東九州自動車道 2012 32 9.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

津江川橋（下り） (ﾂｴｶﾞﾜﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 東九州自動車道 2012 32 9.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

蒲江ICAランプ橋 (ｶﾏｴICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 東九州自動車道 2009 32 4.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

蒲江ICDランプ橋 (ｶﾏｴICDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 東九州自動車道 2009 23 4.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東174.500 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ174.500) 東九州自動車道 2007 11.2 44.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東188.295 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ188.295) 東九州自動車道 2015 6.5 22.6 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東190.230 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ190.230) 東九州自動車道 2015 2.5 19.4 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東190.560 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ190.560) 東九州自動車道 2015 2.5 14.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東194.910 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ194.910) 東九州自動車道 2009 10.3 26.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東蒲江E116 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼｶﾏｴE116) 東九州自動車道 2012 3.9 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

溝橋東蒲江E335 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼｶﾏｴE335) 東九州自動車道 2012 4.2 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

溝橋東203.747 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ203.747) 東九州自動車道 2012 9.6 12.5 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ
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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

大分米良ＩＣ　Ｂランプ橋 (ｵｵｲﾀﾒﾗｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞ ﾋﾞｰﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 東九州自動車道　 1999 103 7.5 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

挟間川橋 (下り) (ﾊｻﾞﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1999 150 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

挟間川橋 (上り) (ﾊｻﾞﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1999 150 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

乙津川橋 (上り) (ｵﾄﾂﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1998 317 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

乙津川橋 (下り) (ｵﾄﾂﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1998 317 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

大野川橋 (上り) (ｵｵﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1999 479 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

大野川橋 (下り) (ｵｵﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1999 487 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

宮河内高架橋 (下り) (ﾐﾔｶﾜｳﾁｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 東九州自動車道　 1999 1035 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

赤迫橋 (ｱｶｻｺﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2001 244 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

広内橋 (ﾋﾛｳﾁﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2001 383 9.3 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

末広第四橋 (ｽｴﾋﾛﾀﾞｲﾖﾝｷﾖｳ) 東九州自動車道　 1999 354 9.8 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅱ

岩屋川橋 (ｲﾜﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2001 122 9.3 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅱ

臼杵川橋 (ｳｽｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2001 145 9.3 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅱ

海添川橋 (ｶｲｿﾞｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2001 179 9.8 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅱ

西ノ内橋 (ﾆｼﾉｳﾁﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2006 259 9.8 NEXCO西日本 大分県 津久見市 Ⅱ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2007 335 11.9 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅱ

瀬戸川橋 (ｾﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2007 250 9.8 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅰ

黒岩橋 (ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道　 2006 175 9.8 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅱ

月出山川橋 (上り) (ｶﾝﾄｳｶﾞﾜｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1993 332 9 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅱ

月出山川橋 (下り) (ｶﾝﾄｳｶﾞﾜｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1999 332 8.5 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅱ

高塚高架橋 (上り) (ﾀｶﾂｶｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 139 8.5 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅱ

小麦河野橋 (下り) (ｺﾑｷﾞｶﾜﾉｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1999 198 8.5 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ

上の市高架橋 (下り) (ｶﾐﾉｲﾁｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 64 9 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ

重原橋 (下り) (ｼｹﾞﾜﾗﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 168 9 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅱ

重原橋 (上り) (ｼｹﾞﾜﾗﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 2002 169 8.7 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅱ

拓郷橋 (下り) (ﾀｸｺﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 374 9 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅱ

小平谷川橋 (下り) (ｵﾋﾗﾀﾞﾆｶﾜｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 140 9 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅱ

水分橋 (下り) (ﾐｽﾞﾜｹｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 77 9 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

槐木橋 (下り) (ﾆｶﾞｷｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 383 9 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

新川橋 (下り) (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1986 93 13.5 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

新川橋 (上り) (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1986 93 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

境川橋 (上り) (ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 37 10 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

境川橋 (下り) (ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 37 14 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

朝見川橋 (上り) (ｱｻﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 75 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

朝見川橋 (下り) (ｱｻﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 75 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

乙原橋 (下り) (ｵﾄﾊﾞﾙﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 248 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

乙原橋 (上り) (ｵﾄﾊﾞﾙﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 256 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

鮎返川橋 (上り) (ｱﾕｶﾞｴﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 168 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

鮎返川橋 (下り) (ｱﾕｶﾞｴﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 173 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

柳橋 (下り) (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 72 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

柳橋 (上り) (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 90 9 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

挟間橋 (下り) (ﾊｻﾏﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 124 9 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

行政区域
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）
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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

行政区域
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

挟間橋 (上り) (ﾊｻﾏﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 137 9 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

米良IC橋 (上り) (ﾒﾗｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1996 22 10.1 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

米良IC橋 (下り) (ﾒﾗｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 九州横断自動車道長崎大分線 1996 22 14.5 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

久木野尾川橋 (ｸｷﾉｵｶﾞﾜｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1991 203 9 NEXCO西日本 大分県 杵築市 Ⅱ

矢津第3橋 (ﾔﾂﾞﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1991 100 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

矢津第2橋 (ﾔﾂﾞﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1991 57 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

矢津第1橋 (ﾔﾂﾞﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1991 35 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

広谷橋 (ﾋﾛﾀﾆｷﾖｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1990 205 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

虚空蔵寺橋 (ｺｸｿﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 国道10号（宇佐別府道路） 1994 22 9.3 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅰ

狐坂橋 (ｷﾂﾈｻﾞｶﾊﾞｼ) 国道10号（宇佐別府道路） 1994 22 5.5 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅰ

鷹栖第一橋 (ﾀｶｽﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 281 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅲ

鷹栖第二橋 (ﾀｶｽﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 35 10.5 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

鷹栖第三橋 (ﾀｶｽﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 100 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

香下大橋 (ｺｳｼﾀｵｵﾊｼ) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 549 9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

法花寺橋 (ﾎﾂｹｼﾞﾊﾞｼ) 国道10号（日出バイパス） 2001 220 9 NEXCO西日本 大分県 日出町 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 国道10号（日出バイパス） 2002 96 9 NEXCO西日本 大分県 日出町 Ⅱ

杷木19 (ﾊｷｼﾞｭｳｷｭｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 5 23.5 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅰ

日田3 (ﾋﾀｻﾝ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 13 20.1 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅰ

日田24 (ﾋﾀﾆｼﾞｭｳﾖﾝ) 九州横断自動車道長崎大分線 1993 5 23.8 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅰ

日田25 (ﾋﾀﾆｼﾞｭｳｺﾞ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 6 22 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅰ

日田26 (ﾋﾀﾆｼﾞｭｳﾛｸ) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 8 25.9 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅰ

九重11 (ｺｺﾉｴｼﾞｭｳｲﾁ) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 6 24.4 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅰ

湯布院3 (ﾕﾌｲﾝｻﾝ) 九州横断自動車道長崎大分線 1988 8 23.7 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅰ

湯布院9 (ﾕﾌｲﾝｷｭｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 5 23.6 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅰ

湯布院27 (ﾕﾌｲﾝﾆｼﾞｭｳﾅﾅ) 九州横断自動車道長崎大分線 1988 14 26.4 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅰ

別府24 (ﾍﾞｯﾌﾟﾆｼﾞｭｳﾖﾝ) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 5 23.8 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅰ

別府25 (ﾍﾞｯﾌﾟﾆｼﾞｭｳｺﾞ) 九州横断自動車道長崎大分線 1991 5 24 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅰ

速見3(宇佐別府) (ﾊﾔﾐｻﾝ(ｳｻﾍﾞｯﾌﾟ)) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 12 27 NEXCO西日本 大分県 杵築市 Ⅰ

速見4(宇佐別府) (ﾊﾔﾐﾖﾝ(ｳｻﾍﾞｯﾌﾟ)) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 8 39.1 NEXCO西日本 大分県 杵築市 Ⅰ

速見5(宇佐別府) (ﾊﾔﾐｺﾞ(ｳｻﾍﾞｯﾌﾟ)) 国道10号（宇佐別府道路） 1993 6 22 NEXCO西日本 大分県 杵築市 Ⅰ
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橋梁点検結果（地方公共団体） 1,941
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判定区
分

第二猫石橋 (ﾀﾞｲﾆﾈｺｲｼﾊｼ) 国道213号 1964 4.5 11.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

福有橋 (ﾌｸﾕｳﾊｼ) 国道213号 1964 3.1 10.6 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

界橋 (ｻｶｲﾊｼ) 国道213号 1964 15 3.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

界橋側道橋 (ｻｶｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1964 15 3.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

第二水崎橋 (ﾀﾞｲﾆﾐｽﾞｻｷﾊｼ) 県道中津高田線 1962 3.8 10.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

玉ノ井橋 (ﾀﾏﾉｲﾊｼ) 県道豊後高田国東線 2000 11.3 16.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大屋敷橋 (ｵｵﾔｼｷﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1985 7.8 12.4 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅰ

朝拝橋 (ﾁｮｳﾊｲﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1950 7.4 11.2 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

佐野橋 (ｻﾉﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1983 19.1 10.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

新山田橋 (ｼﾝﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1988 11.2 9.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

両田橋 (ﾌﾀﾀﾞﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1983 11.6 11.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

相原橋 (ｱｲﾊﾗﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1984 18.7 10.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾙﾊｼ) 県道地蔵峠小田原線 1988 20 9.2 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

市丸上橋 (ｲﾁﾏﾙｶﾐﾊｼ) 県道小河内香々地線 1999 12.3 11.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

第一無名橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾑﾐｮｳﾊｼ) 県道小河内香々地線 1931 7 6.4 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

宮本橋 (ﾐﾓﾔﾓﾄﾊｼ) 県道赤根真玉線 2003 9.6 12 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

桑納橋 (ｸﾜﾉｳﾊｼ) 県道新城山香線 1967 42 8.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

五条橋 (ｺﾞｼﾞｮｳﾊｼ) 国道213号 2002 28.5 17.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

長岩屋橋 (ﾅｶﾞｲﾜﾔﾊｼ) 県道地蔵峠小田原線 2004 18.6 12 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

櫛海小橋 (ｸｼｳﾐｺﾊｼ) 国道213号 1972 7.4 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

櫛海小橋側道橋 (ｸｼｳﾐｺﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1980 7.4 3.1 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

櫛海橋 (ｸｼﾉｳﾐﾊｼ) 国道213号 1972 40 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

中迫橋 (ﾅｶｻｺﾊｼ) 国道213号 1969 6.3 9.1 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

池の内橋 (ｲｹﾉｳﾁﾊｼ) 国道213号 1980 10 13 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

本城橋 (ﾎﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 国道213号 1974 8.3 10 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

竹田津大橋 (ﾀｹﾀﾂﾞｵｵﾊｼ) 国道213号 1970 50 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

清流大橋 (ｾｲﾘｭｳｵｵﾊｼ) 国道213号 1962 17.2 3.9 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

清流橋側道橋（上流） (ｾｲﾘｭｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ)) 国道213号 1982 17.3 3.9 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

清流橋側道橋（下流） (ｾｲﾘｭｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳ)) 国道213号 1971 17 2.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1996 12.1 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 県道豊後高田国東線 1993 18 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

稲川橋 (ｲﾈｶﾜﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1961 14.6 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

横手橋 (ﾖｺﾃﾊﾞｼ) 県道豊後高田国東線 1981 11 8.2 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

下横手橋 (ｼﾓﾖｺﾃﾊﾞｼ) 県道豊後高田国東線 1981 11.8 9.7 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

浄光寺橋 (ｼﾞｮｳｺｳｼﾞﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1992 22 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

桑々原橋 (ｶｶﾗﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1992 80 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

宮之谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1992 61 11 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

鳴川橋 (ﾅﾙｶﾜﾊﾞｼ) 県道豊後高田安岐線 1937 17.7 12 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

山浦橋 (ﾔﾏｳﾗﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1978 36 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

小ヶ倉橋 (ｺﾜｸﾗﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1966 5 6.6 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

払橋 (ﾊﾗｲﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1952 5 9.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

陰平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1998 10 8.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

橋梁名(フリガナ） 路線名
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）
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杉山橋 (ｽｷﾞﾔﾏﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1998 11.5 8.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

面木橋 (ｵﾓﾃｷﾞﾊﾞｼ) 県道熊毛港線 1990 19.9 7.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

垣見橋 (ｶｹﾐﾊｼ) 県道文殊山浜線 1982 8 8.5 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

上国橋 (ｼﾞｮｳｺｸﾊﾞｼ) 県道下成仏立野線 1986 57.2 8.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

港大橋 (ﾐﾅﾄｵｵﾊｼ) 国道213号 2005 63.2 15.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

宇堂ノ奥橋 (ｳﾄﾞｳﾉｵｸﾊｼ) 県道両子山武蔵線 2004 13.4 12.5 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

古久井橋 (ｺｸｲﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1992 7.8 6.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

大添陸橋 (ｵｵｿﾞｴﾘｸﾊｼ) 県道糸原杵築線 1989 17 21.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

弥四郎（藤原）橋 (ﾖｼﾛｳﾊｼ(ﾌｼﾞﾜﾗﾊｼ)) 国道213号 2001 140 10.5 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

久ろ川橋 (ｸﾛｶﾜﾊｼ) 県道別府一の宮線 1954 8.5 7.9 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

浄土寺橋 (ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊｼ) 県道日出山香線 1964 16.2 9.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

角石橋 (ｶﾄﾞｲｼﾊｼ) 県道山香国見線 1986 21.2 12.9 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

一野橋 (ﾋﾄﾉﾊﾞｼ) 県道豊後高田安岐線 1972 20.2 8.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 県道別府挾間線 1975 5.3 4.3 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

竈橋 (ｶﾏﾄﾞﾊｼ) 県道別府山香線 1920 11 9.4 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

高平橋 (ｺｵﾋﾗﾊｼ) 県道別府山香線 1955 12 8 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

中組橋 (ﾅｶｸﾞﾐﾊｼ) 県道別府山香線 1938 7 7.6 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

エヒメアヤメ橋 (ｴﾋﾒｱﾔﾒﾊｼ) 県道別府山香線 1989 105 12 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

三川橋 (ｻﾑｶﾜﾊｼ) 県道豊後豊岡停車場線 1969 18 7.3 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

山の口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊｼ) 県道東山庄内線 2000 21.5 11.7 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

三川橋 (ﾐｶﾜﾊｼ) 県道日出真那井杵築線 1993 28 11 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 県道日出真那井杵築線 1972 18.2 9.2 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

丸尾橋 (ﾏﾙｵﾊｼ) 県道日出真那井杵築線 2002 18 11 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

新入江橋 (ｼﾝｲﾘｴﾊｼ) 県道亀川別府線 1949 8 15.3 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

立石橋 (ﾀﾃｲｼﾊｼ) 県道佐田山香線 1953 2.5 6 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

浦篠橋 (ｳﾗｼﾉﾊｼ) 県道佐田山香線 1994 16 9.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

栗ノ木田橋 (ｸﾘﾉｷﾀﾞﾊｼ) 県道佐田山香線 2006 20.6 12 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

新真那井橋 (ｼﾝﾏﾅｲﾊｼ) 県道日出真那井杵築線 2001 21.4 20 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

天間橋 (ｱﾏﾏﾊｼ) 国道500号 2004 74 13 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

天間大橋 (ｱﾏﾏｵｵﾊｼ) 国道500号 2006 240 12.5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

西大内陸橋 (ﾆｼｵｵｳﾁﾘｯｷｮｳ) 県道糸原杵築線 1988 100 10.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

松ヶ尾橋 (ﾏﾂｶﾞｵﾊｼ) 県道糸原杵築線 1990 170 10.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊｼ) 県道糸原杵築線 1991 190 10.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

日指跨道橋 (ﾋｻｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 県道山香院内線 2000 25.3 5.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

芝尾橋（上り） (ｼﾊﾞｵﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道197号 2001 19 15.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

芝尾橋（下り） (ｼﾊﾞｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 国道197号 2000 23 23.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

尾崎陸橋 (ｵｻｷﾘｯｷｮｳ) 国道197号 2001 37 13.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

村田橋 (ﾑﾗﾀﾊｼ) 国道197号 1972 15.5 17 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

上椎迫橋 (ｶﾐｼｲｻｺﾊｼ) 県道大分臼杵線 1994 9 25.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

家島橋（下り） (ｲｴｼﾞﾏﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1995 460 14.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

萩尾橋 (ﾊｷﾞｵﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1966 3.3 8.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

栗ノ木橋 (ｸﾘﾉｷﾊｼ) 県道庄内久住線 1930 4.4 5.1 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

西ノ谷橋 (ﾆｼﾉﾀﾆﾊｼ) 県道龍原挾間線 1936 2.5 5.8 大分県 大分県 由布市 Ⅲ
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赤川新橋（上り） (ｱｶｶﾞﾜｼﾝﾊｼ) 県道大分大野線 1995 29.8 9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

赤川新橋（下り） (ｱｶｶﾞﾜｼﾝﾊｼ) 県道大分大野線 1996 30 9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

赤仁田橋 (ｱｶﾆﾀﾊｼ) 県道大分大野線 1967 3 4.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

上石川１号橋 (ｶﾐｲｼｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 県道大分大野線 2001 45.5 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊｼ) 県道大分大野線 1978 10.5 7.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第三黒岩橋 (ﾀﾞｲ3ｸﾛｲﾜﾊｼ) 県道大分大野線 1969 7.1 5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第一黒岩橋 (ﾀﾞｲ1ｸﾛｲﾜﾊｼ) 県道大分大野線 1936 4.3 4.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1962 11.6 7.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新賀来橋（上り） (ｼﾝｶｸﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大分挾間線 1979 71.5 10.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新賀来橋（下り） (ｼﾝｶｸﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大分挾間線 1995 71.5 10.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

両村橋 (ﾘｮｳｿﾝﾊｼ) 県道大分挾間線 1984 6.3 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

別保橋 (ﾍﾞｯﾎﾟﾊｼ) 県道鶴崎大南線 1970 202.2 14.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大将軍橋 (ﾀﾞｲｼｮｳｸﾞﾝﾊｼ) 県道別府湯布院線 1962 25 8.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

福万橋 (ﾌｸﾏﾝﾊｼ) 県道別府湯布院線 1962 35 8.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

岳本橋 (ﾃｹﾓﾄﾊｼ) 県道別府湯布院線 1953 3 9.9 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

湛水橋 (ﾀﾏﾘﾐｽﾞﾊｼ) 県道久住高原野津原線 1978 6.4 9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ) 県道大分港線 1980 19.1 36.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

龍渕橋（上り） (ﾀﾂﾌﾞﾁﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道向之原停車場線 1979 35.5 6.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

龍渕橋（下り） (ﾀﾂﾌﾞｼﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道向之原停車場線 1957 35.5 6.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1960 12.7 4.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

白滝橋 (ｼﾗﾀｷﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1960 27 17.6 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1962 32.4 7.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

龍原橋 (ﾀﾂﾊﾙﾊｼ) 県道龍原挾間線 1933 49.4 6.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

第３号平蓮橋 (ﾀﾞｲ3ｺﾞｳｼｲﾚﾝﾊｼ) 県道田野庄内線 1945 8.6 4.5 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

熊群橋 (ｸﾏﾑﾚﾊｼ) 県道田野庄内線 1967 15.5 6.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

野畑橋 (ﾉﾊﾞﾀｹﾊｼ) 県道田野庄内線 1958 32 6.1 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

弓立橋 (ﾕﾀﾞﾁﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1963 11.2 6.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

瓜生橋 (ｳﾘｭｳﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1953 100 5.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

両郡橋 (ﾘｮｳｸﾞﾝﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1970 33 7.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

八坂橋 (ﾔｻｶﾊｼ) 県道吉野原犬飼線 1971 16 6.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

酒野橋 (ｻｹﾉﾊｼ) 県道湛水挾間線 1933 13.5 6.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

今治橋 (ｲﾏﾊﾙﾊｼ) 県道木田神崎線 1959 12 4.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

三郡橋 (ｻﾝｸﾞﾝﾊｼ) 県道安心院湯布院線 2005 63 10.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

御幸橋側道橋 (ﾐﾕｷﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道鳥越湯布院線 1969 15 1.5 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

胡麻鶴橋 (ｺﾞﾏﾂﾙﾊｼ) 国道442号 1938 91.1 6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

胡麻鶴橋側道橋 (ｺﾞﾏﾂﾞﾙﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道442号 1985 92.1 2.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊｼ) 国道442号 1975 14 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

廻栖野橋 (ﾒｸﾞｽﾉﾊｼ) 国道442号 不明 12.7 6.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

山際橋 (ﾔﾏｷﾞﾜﾊｼ) 国道442号 1937 9.5 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

瀧ノ下橋 (ﾀｷﾉｼﾀﾊｼ) 国道442号 1968 4.5 6.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

蛭子橋（上り） (ｴﾋﾞｽﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1995 12.5 14.5 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

蛭子橋（下り） (ｴﾋﾞｽﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1995 12.5 14.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大内橋 (ｵｵｳﾁﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1965 10.5 7.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ
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楠木生橋 (ｸｽｷﾞｭｳﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1986 28 7.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

井の元橋 (ｲﾉﾓﾄﾊｼ) 県道大分大野線 不明 9 3.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

小挾間橋 (ｵﾊﾞｻﾏﾊｼ) 県道別府庄内線 不明 14.6 3.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

八木合橋 (ﾊｷｱｲﾊｼ) 県道弓立上戸次線 不明 5.5 4.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

７号床版橋 (7ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 県道弁天横瀬自転車道線 1975 4.6 3.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

茶屋本橋 (ﾁｬﾔﾓﾄﾊｼ) 国道197号 1962 9.3 7.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

二の井橋 (ﾆﾉｲﾊｼ) 国道197号 不明 13 30 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

上青江橋 (ｶﾐｱｵｴﾊｼ) 国道217号 1972 71 11 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

第三原橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾊﾗﾊｼ) 国道217号 1973 60 8.5 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

一木橋 (ｲﾁｷﾞﾊｼ) 国道502号 2001 23.1 25.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

大工川橋 (ﾀﾞｲｸｶﾞﾜﾊｼ) 国道502号 1990 12.6 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

新深田橋 (ｼﾝﾌｶﾀﾊｼ) 国道502号 1990 18.5 19.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

天のぼり大橋 (ﾃﾝﾉﾎﾞﾘｵｵﾊｼ) 国道502号 1995 83.1 10.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

乙丸橋 (ｵﾄﾏﾙﾊｼ) 国道502号 1935 14.3 11.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

善法寺橋 (ｾﾞﾝﾎﾟｳｼﾞﾊｼ) 県道大分臼杵線 1989 17.2 9.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

鍛冶屋橋側道橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道臼杵上戸次線 不明 14.6 2.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

白木橋 (ｼﾗｷﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1986 12.5 11 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

山尾橋 (ﾔﾏｵﾊｼ) 県道野津宇目線 1970 4 4.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

第１中須賀橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶｽｶﾞﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 71.4 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

第２中須賀橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶｽｶﾞﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 91 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

西畑橋 (ﾆｼﾊﾀﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 60 9.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

松ケ浦橋 (ﾏﾂｶﾞｳﾗﾊｼ) 県道四浦日代線 1970 5 5.6 大分県 大分県 津久見市 Ⅰ

越戸橋 (ｺｴﾄﾞﾊｼ) 国道217号 1967 3.1 9.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二狩生橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾘｭｳﾊｼ) 国道217号 1972 5.8 8.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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 Ⅱ

沖鶴橋 (ｵｷﾂﾙﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 国道217号 1966 5 9.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒土橋 (ｸﾛﾂﾁﾊｼ) 国道326号 1977 40 10.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

土取橋 (ﾂﾁﾄﾘﾊｼ) 国道326号 1977 75.1 10 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

永野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 国道388号 1972 12 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

長渕橋 (ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾊｼ) 県道日之影宇目線 1937 27.8 5.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第3日之影橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾆﾉｶｹﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1972 5 6.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大茂橋 (ﾀﾞｲﾉﾊｼ) 県道日之影宇目線 1959 11.1 5.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

木浦橋 (ｷｳﾗﾊｼ) 県道日之影宇目線 1965 13.5 6.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊｼ) 県道日之影宇目線 1960 8.9 5.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

井の内橋 (ｲﾉｳﾁﾊｼ) 県道野津宇目線 1990 42.5 9.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

築良田橋 (ﾁｸﾗﾀﾞﾊｼ) 県道色宮港木立線 1972 11.4 3.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 県道四浦港津井浦線 1963 10.5 9.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

辺田橋 (ﾍﾀﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1957 6.5 4.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

吹浦橋 (ﾌｷｳﾗﾊｼ) 県道梶寄浦佐伯線 1965 19.5 10.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

聖橋 (ﾋｼﾞﾘﾊｼ) 国道217号 1924 16 12.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

金馬橋 (ｷﾝﾏﾊｼ) 県道佐伯弥生線 1994 52.9 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

田鶴音橋 (ﾀﾂﾙｵﾄﾊｼ) 県道色宮港木立線 1978 6.6 11.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊｼ) 県道梶寄浦佐伯線 不明 9.6 6.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ
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浅瀬橋 (ｱｻｾﾊｼ) 国道326号 1970 10 8.7 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

窟岩橋 (ﾎｹﾞｲﾜﾊｼ) 国道326号 1989 152 12.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 国道442号 1995 88 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

紫陽花橋 (ｱｼﾞｻｲﾊｼ) 国道442号 1993 37 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

石楠花橋 (ｼｬｸﾅｹﾞﾊｼ) 国道442号 1993 83 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新虹潤橋 (ｼﾝｺｳｶﾝﾊｼ) 国道502号 1988 88 10.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大蔵橋 (ｵｵｸﾗﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1963 14.5 7.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新長瀬橋 (ｼﾝﾅｶﾞｾﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1972 95 7.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新上年野橋 (ｼﾝｶﾐﾄｼﾉﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1972 18.7 7.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

千年橋 (ﾁﾄｼﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1966 11.1 5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

井筒橋 (ｲﾂﾞﾂﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1966 4.3 5.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

堤田橋 (ﾂﾂﾐﾀﾞﾊｼ) 県道三重野津原線 1967 22 6.7 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 県道三重野津原線 1992 87 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

堂ノ瀬橋 (ﾄﾞｳﾉｾﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1973 20.6 7.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

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 Ⅱ

墨川橋 (ｽﾐｶﾜﾊｼ) 国道502号 不明 2.5 11.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

道雪橋 (ﾄﾞｳｾﾂﾊｼ) 県道三重野津原線 2003 27.5 30.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久住橋 (ｸｼﾞｭｳﾊｼ) 国道442号 1992 44 13 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 国道442号 2002 37 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

円淵橋 (ﾏﾙﾌﾞﾁﾊｼ) 国道442号 2001 33 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 国道442号 1933 24 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1938 39.2 11.1 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

魚住橋 (ｳｵｽﾞﾐﾊｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1991 39 11.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

新桑鶴橋 (ｼﾝｸﾜﾂﾞﾙﾊｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1990 35 10.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

黒岩橋 (ｸﾛｲﾜﾊｼ) 県道庄内久住線 1976 33.3 10.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 県道牧口徳田竹田線 2001 57.2 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

四ツ口跨道橋 (ﾖﾂｸﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 県道久住高原野津原線 1994 20 11 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

浦久保橋 (ｳﾗｸﾎﾞﾊｼ) 県道小川穴井迫線 1981 12.2 6 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

桜馬場橋 (ｻｸﾗﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 国道442号 2007 21.5 14.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

立迫橋 (ﾀﾂｻｺﾊｼ) 国道442号 2005 16 11.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

湯の原橋 (ﾕﾉﾊﾗﾊｼ) 県道庄内久住線 2006 45 13 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

神馬の橋太郎 (ｶﾝﾊﾞﾉﾊｼﾀﾛｳ) 県道笹倉久住線 1998 71 4.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1992 107 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

川底橋 (ｶﾜｿﾞｺﾊｼ) 国道387号 1972 25 8 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

石飛橋 (ｲｼﾄﾋﾞﾊｼ) 国道387号 1994 109 10.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

取入橋 (ﾄﾘｲﾚﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1959 6.7 6.5 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

上田橋 (ｱｹﾞﾀﾊｼ) 県道玖珠山国線 1965 9.5 7.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

矢石橋 (ﾔｲｼﾊｼ) 県道玖珠山国線 1965 14 7.4 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

古後原橋 (ｺｺﾞﾊﾙﾊｼ) 県道玖珠山国線 1997 21.5 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

水洗橋 (ﾐｽﾞｱﾗｲﾊｼ) 県道玖珠山国線 1930 4.8 4.9 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

梶原橋 (ｶｼﾞﾜﾗﾊｼ) 県道玖珠山国線 1991 8.2 9.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

日の本橋 (ﾋﾉﾓﾄﾊｼ) 県道玖珠天瀬線 1966 4.2 8.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

登竜橋 (ﾄｳﾘｭｳﾊｼ) 県道下恵良九重線 1968 40.5 7.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ
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室園橋 (ﾑﾛｿﾞﾉﾊｼ) 県道下恵良九重線 1979 5.1 7.5 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

小谷川橋 (ｺﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 県道田野野上線 1958 6.5 4.4 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

胴力橋 (ﾄﾞｳﾘｷﾊｼ) 県道玖珠山国線 1999 30.6 13 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

新宇曽尾橋 (ｼﾝｳｿｵﾊｼ) 県道飯田高原中村線 2006 17 8.7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

名本跨線橋 (ﾅﾓﾄｺｾﾝｷｮｳ) 国道211号 1985 16.6 15.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

竹丸橋 (ﾀｹﾏﾙﾊｼ) 国道211号 1964 8.7 10.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

浄明寺橋 (ｼﾞｮｳﾒｲｼﾞﾊｼ) 国道212号 1987 88.7 11 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

島内橋 (ｼﾏｳﾁﾊｼ) 国道212号 1990 155.6 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

台霧大橋(下り線） (ﾀﾞｲﾑｵｵﾊｼ) 国道212号 1993 151 11.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

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

第二宇ノ木橋 (ﾀﾞｲﾆｳﾉｷﾊｼ) 国道212号 1966 47 7.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第三宇ノ木橋 (ﾀﾞｲｻﾝｳﾉｷﾊｼ) 国道212号 1966 34 7 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

下岩戸橋 (ｼﾓｲﾜﾄﾊｼ) 国道212号 1966 30 7.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

千丈橋 (ｾﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 国道212号 1983 125 10.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

猿王橋 (ｻﾙｵｳﾊｼ) 国道212号 1975 58 9.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

丸岩橋 (ﾏﾙｲﾜﾊｼ) 国道212号 1993 146.5 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三郎丸橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙﾊｼ) 国道386号 1966 71.4 10.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

星隈橋 (ﾎｼｸﾏﾊｼ) 国道386号 1966 27.1 10.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大肥橋 (ｵｵﾋﾊｼ) 国道386号 1975 39 10.4 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

砂渕橋 (ｽﾅﾌﾞﾁﾊｼ) 国道387号 1982 24.1 10.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

第九笹野橋 (ﾀﾞｲｷｭｳｻｻﾉﾊｼ) 国道387号 1988 25.3 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中広瀬橋 (ﾅｶﾋﾛｾﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1969 29.9 5.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

小川原橋 (ｵｶﾊﾞﾙﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1929 27.7 9.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

赤谷橋 (ｱｶﾀﾆﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1965 63 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1965 59.9 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

下広瀬橋 (ｼﾓﾋﾛｾﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1969 29.9 5.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

日向野橋 (ﾋｭｳｶﾞﾉﾊｼ) 県道日田玖珠線 2001 45.5 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

近衛橋 (ｺﾉｴﾊｼ) 県道山北日田線 1935 6.4 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

神渡瀬橋 (ｶﾐﾜﾀｾﾊｼ) 県道山北日田線 1961 21.2 7.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 県道朝田日田線 1958 13.6 5.1 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

千蔵木橋 (ｾﾝｿﾞｳｷﾞﾊｼ) 県道朝田日田線 1956 10.6 5.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中三春原橋 (ﾅｶｳﾗｾﾊﾞﾙﾊｼ) 県道朝田日田線 1981 9.9 9.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

田島跨線橋 (ﾀｼﾏｺｾﾝｷｮｳ) 県道戸畑日田線 1976 133.5 8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

杉谷橋 (ｽｷﾞﾀﾆﾊｼ) 県道岩戸五馬日田線 1965 2.4 8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1961 11.6 4.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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 Ⅱ

万々金橋 (ﾏﾏｶﾞﾈﾊｼ) 国道212号 1999 38.3 13.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

西和大橋 (ｾｲﾜｵｵﾊｼ) 県道日田鹿本線 2000 180 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

樅木谷橋 (ﾓﾐｷﾀﾆﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1987 7.4 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

月出山橋 (ｶﾝﾄｳﾊｼ) 県道戸畑日田線 2004 108 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大野１号橋 (ｵｵﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 不明 11.8 11.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

鬼下駄橋 (ｵﾆｹﾞﾀﾊｼ) 県道朝田日田線 1980 10 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ
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池ノ瀬橋 (ｲｹﾉｾﾊｼ) 県道朝田日田線 2003 23.5 14.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道212号 1959 5.4 9.6 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

樋田橋 (ﾋﾀﾞﾊﾞｼ) 国道212号 1976 8.2 11.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

神谷橋 (ｶﾐﾔﾊﾞｼ) 国道212号 1954 9.6 12 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

床版橋 (ｼｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 国道212号 1976 9.5 13.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

洞門橋 (ﾄﾞｳﾓﾝﾊﾞｼ) 国道212号 1978 128 12.8 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

土田橋 (ﾂﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 国道212号 1965 5.6 10.3 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

川原口橋 (ｶﾜﾊﾗｸﾁﾊﾞｼ) 県道豊前耶馬渓線 1996 8 8.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 県道豊前耶馬渓線 1978 8.7 4.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道豊前耶馬渓線 1977 8.5 4.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

蔭平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 県道豊前耶馬渓線 1971 16.9 9.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

柚木橋 (ﾕｽﾞｷﾊｼ) 県道豊前耶馬渓線 1981 40 10.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

両午橋 (ﾘｮｳｺﾞﾊｼ) 県道豊前耶馬渓線 2004 11.4 9.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

柾木橋 (ﾏｻｷﾊｼ) 県道豊前耶馬渓線 2002 19.6 11.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

尾名子橋 (ｵﾅｺﾞﾊﾞｼ) 県道耶馬渓院内線 1999 11.5 8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中摩橋 (ﾅｶﾏﾊｼ) 県道玖珠山国線 1992 56 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中津留橋 (ﾅｶﾂﾙﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1976 102 4 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

蛎瀬橋 (ｶｷｾﾊﾞｼ) 国道213号 1956 7.5 20.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第六号橋 (ﾀﾞｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1959 3.5 14.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ) 国道212号 1956 54.4 10.1 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新力石橋 (ｼﾝﾁｶﾗｲｼﾊｼ) 県道東上戸原線 2001 28 9.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

陰平橋（旧道） (ｶｹﾋﾗﾊﾞｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ)) 県道豊前耶馬渓線 1971 16 8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊｼ) 国道387号 1959 23 6.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

宮の上橋 (ﾐﾔﾉｳｴﾊｼ) 国道387号 1969 3.5 7.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊｼ) 国道387号 1986 40 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

上出平橋 (ｶﾐｲﾃﾞﾋﾗﾊｼ) 国道500号 1962 3 9.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

越木橋 (ｺｼｷﾊｼ) 国道500号 1989 8.5 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

祖父島橋 (ｿﾌｼﾏﾊｼ) 国道500号 1986 3 10.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

麻生大橋 (ｱｿｳｵｵﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1983 61 8.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

下恵良橋 (ｼﾓｴﾗﾊｼ) 県道下恵良九重線 1971 39 7.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

伊呂波大橋 (ｲﾛﾊｵｵﾊｼ) 県道和気佐野線 1978 73 10.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

黒川大橋 (ｸﾛｶﾜｵｵﾊｼ) 県道和気佐野線 1983 38 10.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

寺山橋 (ﾃﾗﾔﾏﾊｼ) 県道津房木裳線 2000 21 11.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 県道津房木裳線 2002 15.1 12.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

榎木橋 (ｴﾉｷﾊﾞｼ) 県道円座中津線 1995 13.1 8.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 県道円座中津線 1965 7.1 5.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

月の俣橋 (ﾂｷﾉﾏﾀﾊｼ) 県道落合斉藤線 1952 8.5 5.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

高田跨線橋 (ﾀｶﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 国道213号 1969 13 12.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

大佛橋 (ﾀﾞｲﾌﾞﾂﾊｼ) 国道500号 2004 72 13 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

野地見高架橋 (ﾉｼﾞﾐｺｳｶｷｮｳ) 国道387号 2007 135 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

溝井大橋 (ﾐｿﾞｲｵｵﾊｼ) 県道大田杵築線 2015 450 10 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

浜脇跨線橋 (ﾊﾏﾜｷｺｾﾝｷｮｳ) 県道別府挾間線 2015 215 16 大分県 大分県 別府市 Ⅱ
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浜脇跨線橋（onランプ） (ﾊﾏﾜｷｺｾﾝｷｮｳ(ｵﾝﾗﾝﾌﾟ)) 県道別府挾間線 2015 17 8 大分県 大分県 別府市 Ⅰ

浜脇跨線橋（offランプ） (ﾊﾏﾜｷｺｾﾝｷｮｳ(ｵﾌﾗﾝﾌﾟ)) 県道別府挾間線 2015 65 5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

玉来跨線橋 (ﾀﾏﾗｲｺｾﾝｷｮｳ) 県道高森竹田線 2015 116 13 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

古九井橋 (ｺｸｲﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1990 8 5.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

恒清橋 (ﾂﾈｷﾖﾊｼ) 県道両子山武蔵線 2015 7 5.5 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

矢形処橋 (ﾔｶﾀﾄﾞｺﾛﾊｼ) 県道津民中摩線 2009 7 7 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

大恩寺橋 (ﾀﾞｲｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 県道竹田犬飼線 1971 30 9.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大戸橋 (ｵｵﾄﾊﾞｼ) 県道竹田犬飼線 1971 64 8.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

朝地高架橋 (ｱｻｼﾞｺｳｶｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1970 152.3 11.7 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新笹無田橋 (ｼﾝｻｻﾑﾀﾊﾞｼ) 国道442号 1973 30.7 8.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

千引橋 (ｾﾝﾋﾞｷﾊｼ) 国道442号 1970 80 8.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

千引橋側道橋（下り） (ｾﾝﾋﾞｷﾊｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道442号 2004 85.5 3.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

牧口橋 (ﾏｷｸﾞﾁﾊｼ) 国道387号 不明 117.7 6.1 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

樋口橋 (ﾋｸﾞﾁﾊｼ) 国道502号 1958 3.3 9.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

長瀬橋（拡幅右4.8） (ﾅｶﾞｾﾊｼｶｸﾌｸﾐｷﾞ4.8) 県道竹田五ヶ瀬線 1974 39.2 4.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

岸高橋（上り線） ﾔｼｷﾊｼ 国道212号 1985 16 12.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

浄明寺橋（上り線） ｼﾞｮｳﾒﾝｼﾞﾊｼ 国道212号 1987 88.7 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

島内橋（上り線） ｼﾏｳﾁﾊｼ 国道212号 1990 155.6 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

台霧大橋（上り線） ﾀﾞｲﾑｵｵﾊｼ 国道212号 1993 151 11.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

鍛冶屋1号橋 (ｶｼﾞﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道鍛冶屋川線 1993 10 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

葛木明治水路1号橋 (ｶﾂﾗｷﾞﾒｲｼﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 不明 2.4 8.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

金池水路2号橋 (ｶﾅｲｹｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道金池西6号線 不明 2.7 7.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上井出ノ上橋 (ｶﾐｲﾃﾞﾉｶﾐﾊｼ) 市道大分港賀来線 不明 6.1 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上大内橋 (ｶﾐｵｵｳﾁﾊﾞｼ) 市道上大内線 1979 8.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上坂本川1号橋 (ｶﾐｻｶﾓﾄｶﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東八幡3号線 1975 2.4 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上椎迫3号橋 (ｶﾐｼｲｻﾞｺ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道三芳2号線 不明 8.4 5.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上御幸橋 (ｶﾐﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道御幸小谷線 不明 5.6 5.9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上屋山橋 (ｶﾐﾔﾔﾏﾊｼ) 市道畑分屋山線 1954 9 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

鴨園橋 (ｶﾓｿﾉﾊｼ) 市道横尾葛木線 不明 4.4 5.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

川久保橋１ (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道大道南春日線 1979 9.8 15.2 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

旧東院川2号橋 (ｷｭｳﾄｲｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院2号線 不明 2.3 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

九條大橋 (ｸｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西1号線 1998 5.5 8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

久保田1号橋 (ｸﾎﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道西大分4号線 不明 5.4 7.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

久保田2号橋 (ｸﾎﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道西大分1号線 不明 6.4 6.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

黒仁田1号橋 (ｸﾛﾆﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道黒仁田線 不明 8.4 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

公園通り橋 (ｺｳｴﾝﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 市道パークプレイス公園通り85号線 2002 12.2 7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

板井橋 (ｲﾀｲﾊﾞｼ) 市道一尺屋村内3号線 不明 5.5 2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

里川北2号橋 (ｻﾄｶﾜｷﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道里川北2号線 1985 4.5 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

志津留1号橋 (ｼﾂﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道志津留橋十二原線 1991 8.3 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下椎迫橋 (ｼﾓｼｲｻﾞｺﾊﾞｼ) 市道椎迫大道線 1979 8.3 5.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道上ノ原線 不明 7.1 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下鳥越橋 (ｼﾓﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道大道椎迫線 1993 9.3 10 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下長浜橋 (ｼﾓﾅｶﾞﾊﾏﾊｼ) 市道大手5号線 1995 8.8 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ
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小学校北橋１ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊｼ) 市道南太平寺羽屋2号線 不明 2.7 8.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

城南団地橋 (ｼﾞｮｳﾅﾝﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 市道城南団地大通り線 不明 7.3 7.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

白木1号橋２ (ｼﾗｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道白木線 1975 6 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

白木2号橋２ (ｼﾗｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道白木線 1942 3.1 6.4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

白木4号橋 (ｼﾗｷ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道神崎1号線 不明 4.9 16.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

新春日橋２ (ｼﾝｶｽｶﾞﾊｼ) 市道南春日駄原線 不明 2.1 11.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

神社北橋２ (ｼﾞﾝｼﾞｬｷﾀﾊｼ) 市道木ノ上東院線 不明 2.7 2.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

神社下橋２ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾓﾊｼ) 市道上久所宮河内線 不明 2.7 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

新屋敷水路3号橋 (ｼﾝﾔｼｷｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道賀来学園台線 不明 3.6 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

新屋敷橋 (ｼﾝﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道宗方東西2号線 不明 3.1 5.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

誓願寺橋 (ｾｲｶﾞﾝｼﾞﾊｼ) 市道佐野丹川線 1982 2.7 6.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

是相寺橋 (ｾﾞｿｳｼﾞﾊｼ) 市道政所城原線 1974 3.1 13.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大舞橋 (ｵｵﾏｲﾊﾞｼ) 市道大舞線 1952 4.1 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

高沢橋 (ﾀｶｿｳﾊﾞｼ) 市道高沢小原線 1970 14.2 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

高松南水路6号橋 (ﾀｶﾏﾂﾐﾅﾐｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道日岡高城南線 不明 2.1 11.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

たたら橋 (ﾀﾀﾗﾊｼ) 市道影ノ木吉野線 1877 10.4 4.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田ノ浦3号橋１ (ﾀﾉｳﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦村中2号線 1966 6 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田ノ浦4号橋 (ﾀﾉｳﾗ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道田の浦上白木線 1960 4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道高沢小原線 不明 5.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中学校西2号橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾆｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道加納滝尾中学校線 不明 2.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

長生橋 (ﾁｮｳｾｲﾊﾞｼ) 市道大手2号線 1960 5.7 7.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

津守5号橋 (ﾂﾓﾘ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道片島津守2号線 不明 3.2 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

寺崎水路9号橋 (ﾃﾗｻｷｽｲﾛ9ｺﾞｳﾊｼ) 市道山津松岡線 不明 2.7 12 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺下橋１ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道賀来学園台線 1979 2.4 5.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

寺下橋４ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道ふじが丘団地3号線 1994 10.4 9.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺西橋 (ﾃﾗﾆｼﾊﾞｼ) 市道中島小畑線 1973 2.4 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺の下橋 (ﾃﾗﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道大山金谷迫線 1975 9.3 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

天神原橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾙﾊﾞｼ) 市道馬場東線 1966 8 5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

東院川3号橋 (ﾄｲｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院中尾線 1980 10.9 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

東大道橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾐﾁﾊﾞｼ) 市道東大道19号線 1982 2.6 5.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

殿下橋 (ﾄﾉｼﾀﾊｼ) 市道細東上野線 1971 5.1 5.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

戸無瀬1号橋 (ﾄﾑｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中判田戸無瀬線 1985 7.9 11.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中椎迫橋 (ﾅｶｼｲｻﾞｺﾊﾞｼ) 市道椎迫10号線 1980 8.5 5.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中島川1号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中島小畑線 不明 9.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中島川2号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 2010 9 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中島川3号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾森ノ木線 2012 7.8 9.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中村橋２ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道小志生木線 1970 6.8 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

二條大橋 (ﾆｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道舞鶴城崎線 1974 5.9 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

丹生水路1号橋 (ﾆｭｳｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐野丹生線 不明 2.5 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

猫山橋 (ﾈｺﾔﾏﾊｼ) 市道東院中尾線 不明 2 7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

野入橋 (ﾉｲﾘﾊｼ) 市道宗方東西2号線 1979 11.3 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

野田水路1号橋 (ﾉﾀﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分挟間線 不明 2.2 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

蓮田橋２ (ﾊｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道赤井線 不明 5.5 5.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ
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畑橋１ (ﾊﾀﾊｼ) 市道佐野畑線 1986 12.9 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

花園苑団地橋 (ﾊﾅｿﾞﾉｴﾝﾀﾞﾝﾁﾊｼ) 市道花園苑団地1号線 不明 2.2 7.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

馬場1号橋 (ﾊﾞﾊﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐野畑線 2001 8 4.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

馬場2号橋 (ﾊﾞﾊﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐野畑線 不明 3.1 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

羽屋1号橋 (ﾊﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道花園豊饒線 不明 2.1 12.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

羽屋都市下水路1号橋 (ﾊﾔﾄｼｹﾞｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道豊饒豊府線 不明 6.2 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

羽屋都市下水路2号橋 (ﾊﾔﾄｼｹﾞｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道花園豊饒線 不明 4.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

春田橋 (ﾊﾙﾀﾊﾞｼ) 市道宮河内広内線 不明 6 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

東春日1号橋 (ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東春日新町線 不明 3.7 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

東春日2号橋 (ﾋｶﾞｼｶｽｶﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道東春日勢家線 不明 2.7 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

東八幡3号橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道荒巻東八幡線 不明 3.2 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

備後2号橋 (ﾋﾞｺﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道戸次本町尾津留線 不明 2.9 16 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

福浄寺橋 (ﾌｸｼﾞｮｳｼﾞﾊｼ) 市道宮河内広内線 1983 6 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

福原橋 (ﾌｸﾊﾗﾊﾞｼ) 市道高崎団地椎迫線 1986 13.5 16.2 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

福水橋 (ﾌｸﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道福水2号線 1967 5 4.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

二葉橋 (ﾌﾀﾊﾞﾊﾞｼ) 市道西春日王子中線 不明 2.7 6.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

古国府1号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道古国府広瀬線 不明 6.3 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

古国府2号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道古国府豊府線 不明 7 8.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

古国府4号橋 (ﾌﾙｺﾞｳ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道南太平寺羽屋1号線 不明 2.7 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

古国府初瀬2号橋 (ﾌﾙｺﾞｳﾊﾂｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道上野丘古国府2号線 不明 2.6 4.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

文生橋 (ﾌﾞﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道庄屋村2号線 1971 12.1 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

芳河原橋１ (ﾎｳｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道曲敷戸団地線 1972 12.7 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

前田橋４ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道本神崎河内1号線 1965 5.7 4.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

松岡排水路1号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西6号線 不明 4.5 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

松岡排水路3号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西3号線 不明 4.7 4.4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

松岡排水路4号橋 (ﾏﾂｵｶﾊｲｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東西4号線 不明 5.3 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

松尾橋２ (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 市道大舞線 1967 6.9 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

三ツ川水路1号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道三川上6号線 不明 2.2 5.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

三ツ川水路3号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道仲西三川上線 不明 2.7 7.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

三ツ川水路4号橋 (ﾐﾂｶﾜｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道乙津南北1号線 不明 4.6 5.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

三ツ川水路5号橋 (ﾐﾂｶﾞﾜｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道山津7号線 不明 3.3 6.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

緑ヶ丘団地1号橋１ (ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬19号線 不明 13.2 4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

緑ヶ丘団地1号橋２ (ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道緑ヶ丘1号線 不明 4.4 8.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

皆春西水路1号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾆｼｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 不明 4.7 9.8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

皆春西水路2号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾆｼｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道今堤川森町線 不明 11.5 9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

皆春東水路1号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道乙津森町線 不明 5.4 5.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

皆春東水路3号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道皆春1号線 不明 3.9 2.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

皆春東水路4号橋 (ﾐﾅﾊﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道皆春国宗線 不明 3 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

南2号橋 (ﾐﾅﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道下徳丸3号線 不明 2.8 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

南城崎橋 (ﾐﾅﾐｼﾛｻｷﾊｼ) 市道長浜東西1号線 1927 7.2 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

宮崎1号橋 (ﾐﾔｻﾞｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下郡宮崎堤防線 不明 5.4 7.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道宮河内南北線 1966 5.8 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

明橋 (ﾐｮｳﾊﾞｼ) 市道屋山1号線 1968 13.4 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ
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向井橋 (ﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道芳河原2号線 1971 13.9 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向原沖1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙｵｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原沖3号線 不明 5.3 5.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向原西水路2号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原東西1号線 不明 4.5 7.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向原西水路3号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原西原川2号線 不明 4.5 10.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向原西水路4号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原西3号線 不明 3.9 7.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向原西水路5号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原東西3号線 不明 3.9 11.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向原東水路3号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道花高松向原沖2号線 不明 3.4 15.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

向原東水路4号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾋｶﾞｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道向原南北線 不明 3.4 19.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

むくの木橋 (ﾑｸﾉｷﾊｼ) 市道大在駅一木線 1982 9.6 8.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向島橋 (ﾑｺｳｼﾞﾏﾊﾞｼ) 市道横瀬小野鶴線 不明 3.4 10.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

宗方団地1号橋 (ﾑﾅｶﾀﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上宗方団地2号線 不明 3.4 4.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

米良記念橋 (ﾒﾗｷﾈﾝﾊﾞｼ) 市道米良百木線 1988 8.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

餅田橋１ (ﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 市道餅田2号線 不明 2.6 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

森の木2号橋 (ﾓﾘﾉｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分挟間線 不明 3.8 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

屋敷田橋 (ﾔｼｷﾀﾊｼ) 市道安位線 1962 14 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道本神崎河内2号線 1975 6.2 3.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

山田1号橋 (ﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道立小野黒仁田線 1994 6.5 4.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

勇雀橋 (ﾕｳｼﾞｬｸﾊｼ) 市道下郡東西大通り線 1987 13.5 16 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

由葉橋 (ﾕﾊﾞﾊｼ) 市道小池原4号線 1988 13.2 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

吉間橋 (ﾖｼﾏﾊｼ) 市道黒仁田線 1996 7.5 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

和田1号橋 (ﾜﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道佐柳尾津留線 1989 5.8 5.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

善神王橋 (ｾﾞｼﾞﾝﾉｳﾊｼ) 市道大分港賀来線 1977 15.1 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

沖橋 (ｵｷﾊﾞｼ) 市道向原西原川1号線 1964 49.6 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

国手橋 (ｸﾆﾃﾊﾞｼ) 市道津守鴛野線 1971 18.8 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

樋奈尻橋 (ﾋﾅｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道山津高城南線 1968 37.8 16 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

牟田橋１ (ﾑﾀﾊﾞｼ) 市道横田志村線 1979 21 16 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

新良橋 (ｼﾝﾗﾊﾞｼ) 市道判田団地1号線 1984 17.1 12.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

十谷橋 (ｼﾞｭｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道大志生木木佐上線 1997 20 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

一丁田橋 (ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道判田団地1号線 1982 110.3 10.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

吉野沈橋 (ﾖｼﾉｼｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道影ノ木吉野線 不明 17 1.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

鳥越橋２ (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道高江白滝橋線 1980 18 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大内橋 (ｵｵｳﾁﾊﾞｼ) 市道大内日平線 不明 15 3.4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

三川橋 (ﾐﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道寺崎三川下線 1966 23.3 9.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

立小野橋 (ﾀﾁｵﾉﾊﾞｼ) 市道新川立小野線 1984 16.5 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道佐柳尾津留線 1984 17.7 5.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

和泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道竹ノ内泉線 1958 18 6.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 市道中山線 1976 20.7 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

岡跨線橋 (ｵｶｺｾﾝｷｮｳ) 市道中冬田仁田原線 1977 19 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

細口橋 (ﾎｿｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道久土山ノ手線 1990 18.4 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

細口橋歩道橋 (ﾎｿｸﾞﾁﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道久土山ノ手線 2003 18.4 2.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下旭橋 (ｼﾓｱｻﾋﾊﾞｼ) 市道里川北1号線 1986 50 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 市道浜町泉町線 1965 45.1 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道中央住吉1号線 1979 19 6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ
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白張橋 (ｼﾗﾊﾘﾊﾞｼ) 市道大分港賀来線 1982 14.5 12 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

南才橋 (ﾅﾝｻﾞｲﾊﾞｼ) 市道西本田川線 1980 18.5 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道坂ノ市中央29号線 1970 21.9 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中島橋２ (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道皆春国宗線 1970 203.7 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

小柳橋１ (ｺﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道牧下郡線 1988 20.7 16.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

来光寺橋 (ﾗｲｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道佐野循環1号線 1986 17.7 7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

丹生橋 (ﾆｭｳﾊﾞｼ) 市道志村丹川線 1973 20.7 12 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ) 市道大在浜東西線 1976 16.4 9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 市道竹下東西1号線 1977 16.4 9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

市浜橋 (ｲﾁﾊﾏﾊﾞｼ) 市道横塚久原北線 不明 28.8 16 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

上内久原橋 (ｶﾐｳﾁｸﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道久原南北5号線 1992 18.9 16 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

新川2号橋 (ｼﾝｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道屋山木田線 1986 30.1 8.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

堤迫橋 (ﾂﾂﾐｻﾞｺﾊﾞｼ) 市道小志生木線 1970 14.8 5.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 1944 17.6 2.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

佐野大橋１ (ｻﾉｵｵﾊｼ) 市道城原久土線 1983 21.8 15.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下寒田橋 (ｼﾓｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道サントピア藤美園団地1号線 1995 18.4 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

落水橋１ (ｵﾁﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道落水線 1991 18 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

高江橋 (ﾀｶｴﾊｼ) 市道高江白滝橋線 1991 18.3 7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

湯の谷橋 (ﾕﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道戸次湯の谷団地1号線 1991 27.8 12.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道金池南15号線 2007 33 8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下横瀬3号橋 (ｼﾓﾖｺｾ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道横瀬小野鶴線 2005 31 11 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

鳥ノ巣橋 (ﾄﾘﾉｽﾊﾞｼ) 市道鳥ノ巣線 1964 37.5 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

高崎陸橋 (ﾀｶｻｷﾘﾂｷﾖｳ) 市道駄原中原線 1981 24.2 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

国道横断公園橋 (ｺｸﾄﾞｳｵｳﾀﾞﾝｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道裏川公園線 1991 36 29.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

小迫歩道橋 (ｺｻｺﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道寒田団地北9号線 1976 27.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寒田歩道橋 (ｿｳﾀﾞﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道寒田団地24号線 不明 68 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

片平跨道橋 (ｶﾀﾋﾗｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道羽田山の手2号線 1985 43.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

長谷跨線橋 (ﾊｾｺｾﾝｷｮｳ) 市道下冬田3号線 1986 52.5 10 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

なかよし橋 (ﾅｶﾖｼﾊﾞｼ) 市道判田団地10号線 1991 16.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岡原橋 (ｵｶﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道山津松岡線 1994 14.8 7.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾀﾊﾞｼ) 市道古屋3号線 1995 43.5 4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上詰橋 (ｶﾐﾂｴﾊﾞｼ) 市道廻洲線 2004 19.8 11.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中大平2号橋 (ﾅｶｵｵﾋﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古宮本神崎線 不明 18 2.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

牛ヶ谷2号橋 (ｳｼｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道小谷牛ヶ谷線 1970 3.7 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

九條小橋 (ｸｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西1号線 1990 5.1 7.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

西高砂橋 (ﾆｼﾀｶｻｺﾞﾊﾞｼ) 市道碩田豊町2号線 1983 5.2 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

八條小橋 (ﾊﾁｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西2号線 1990 5.1 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

七條小橋 (ﾅﾅｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西3号線 不明 5.1 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

六條小橋 (ﾛｸｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西4号線 不明 5.1 8.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

五條小橋 (ｺﾞｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西5号線 不明 5 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

四條小橋 (ﾖﾝｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道中島東西6号線 不明 4.9 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

三條小橋 (ｻﾝｼﾞｮｳｺﾊﾞｼ) 市道荷揚舞鶴線 不明 5 7.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田ノ浦6号橋 (ﾀﾉｳﾗ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白木田ノ浦線 不明 4.9 12 大分市 大分県 大分市 Ⅰ
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田ノ浦7号橋 (ﾀﾉｳﾗ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白木田ノ浦線 不明 5.9 7.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

南春日橋 (ﾐﾅﾐｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 市道高架側道大道南生石線 2006 11.8 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

高城南町水路1号橋 (ﾀｶｼﾞｮｳﾐﾅﾐﾏﾁｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道日岡高城南線 不明 2.1 14.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

長谷1号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長谷川左岸線 不明 3.2 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

小学校南橋１ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道片島15号線 不明 2.6 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

津守川5号橋 (ﾂﾓﾘｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道津守山ノ手4号線 不明 2.2 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

萩原6号水路6号橋 (ﾊｷﾞﾜﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧東西7号線 不明 4.8 11.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

神社下橋１ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊﾞｼ) 市道乙津南北1号線 1973 2.1 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

堂園1号橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東鶴崎下徳丸線 1976 5.1 12 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

横尾3号橋 (ﾖｺｵ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道横尾7号線 不明 2 6.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

鶴瀬1号橋 (ﾂﾙｾ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道南1号線 不明 3.4 1.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

今堤川支川5号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜｼｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道猪野御苑団地1号線 不明 4.5 5.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

西土伏樋門橋 (ﾆｼﾂﾁﾌﾋﾓﾝｷｮｳ) 市道大野川右岸堤防3号線 不明 2.3 7.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

駅裏橋１ (ｴｷｳﾗﾊｼ) 市道政所11号線 不明 2.9 8.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

川南水路2号橋 (ｶﾜﾐﾅﾐｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道里43号線 不明 3.6 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

五反田橋１ (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道宮崎曲2号線 1996 5.3 9.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

敷戸西歩道橋 (ｼｷﾄﾞﾆｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道敷戸南33号線 1970 37.7 2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

界米橋 (ｶｲｺﾞﾒﾊﾞｼ) 市道射撃場線 2006 62.1 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

井手口２号橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道井手口線 1996 7.3 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

橋(岩屋橋) (ｲﾜﾔﾊｼ) 市道岩屋株ﾉ木線 不明 3.3 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

恵良橋 (ｴﾗﾊﾞｼ) 市道恵良線 不明 4.2 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

恵良橋 (ｴﾗﾊﾞｼ) 市道恵良線 不明 7.1 5.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道小倉谷大谷線 不明 10.1 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小柿山橋 (ｵｶﾞｷﾔﾏﾊﾞｼ) 市道折戸家籠線 2000 10.6 6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

小川内橋 (ｵｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道長谷小川内線 不明 4 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

大石峠橋 (ｵｼｶﾞﾄﾊｼ) 市道大石峠線 1976 13.3 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

折元１号橋 (ｵﾘﾓﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道折元線 不明 11.5 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

貝の木橋(新) (ｶｲﾉｷ(ｼﾝ)ﾊｼ) 市道長尾野線 1977 10 4.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

門橋 (ｶﾄﾞﾊﾞｼ) 市道梅ノ木・門線 不明 13.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

包添2号橋 (ｶﾈﾂﾞｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下池永720号線 不明 12.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上鴫良橋 (ｶﾐｼｷﾞﾗﾊｼ) 市道上鴫良線 1978 14 3.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上長谷（１）橋 (ｶﾐﾅｶﾞﾀﾆｲﾁﾊｼ) 市道上長谷線 不明 8.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鴨山橋 (ｶﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 市道野路諌山南平線 1969 6 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

観音橋 (ｸﾜﾝｵﾝﾊｼ) 市道蛭子町・西蠣瀬線 1926 9.2 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上畑橋 (ｶﾝﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道上畑線 1983 7 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

城井峠１号橋 (ｷｲﾄｳｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道城井峠線 不明 3.5 5.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

草野河内橋 (ｸｻﾉｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道草野河内線 不明 8.5 2.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

楠迫橋 (ｸｽｻｺﾊﾞｼ) 市道楠迫線 不明 8.5 6.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

くつわじ５号橋 (ｸﾂﾜｼﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道くつわじ線 1994 7.7 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

くつわじ４号橋 (ｸﾂﾜｼﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道くつわじ線 1994 9.1 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

熊崎橋 (ｸﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道下田口岡崎線 不明 10.5 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

倉谷3号橋 (ｸﾗﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道倉谷線 不明 9.2 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

倉谷2号橋 (ｸﾗﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道倉谷線 不明 11.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道倉谷線 1966 11.1 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

栗井橋 (ｸﾘｲﾊｼ) 市道栗井線 不明 6.4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

栗屋垣橋 (ｸﾘﾔｶｷﾊﾞｼ) 市道栗屋垣吉尾線 不明 5.3 2.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

建ノ木橋 (ｹﾝﾉｷﾊﾞｼ) 市道鳥越天狗松線 不明 4 5.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

見ノ木橋 (ﾐﾉｷﾊﾞｼ) 市道椴木線 不明 7.6 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

琴音橋 (ｺﾄﾈﾊﾞｼ) 市道耶馬トピア線 1993 7 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

雑徳橋 (ｻﾞﾂﾄｸﾊｼ) 市道錦雲峡家籠線 2002 9.2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

三田橋 (ｻﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道堀ノ内線 不明 4 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

志川橋 (ｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道志川線 不明 4 5.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下迫橋 (ｼﾓｻｺﾊｼ) 市道奥畑線 1975 6 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下辻橋 (ｼﾓﾂｼﾞﾊﾞｼ) 市道蛭子町・牛神前通り線 不明 13.5 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下長尾橋 (ｼﾓﾅｶﾞｵﾊｼ) 市道長尾線 不明 12 3 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

下原橋 (ｼﾓﾊﾗﾊﾞｼ) 市道諌山駅加勢線 不明 4.2 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下原橋 (ｼﾓﾊﾗﾊﾞｼ) 市道長尾野線 不明 3.9 5.8 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

下村橋 (ｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ) 市道大石峠下村線 1985 10.3 4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

小路橋 (ｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道川ヶ上小袋線 1964 3.6 7.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

庄屋村橋 (ｼｮｳﾔﾑﾗﾊﾞｼ) 市道庄屋村線 不明 4.4 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

城下橋 (ｼﾛｼﾀﾊﾞｼ) 市道田中・森山線 不明 7.6 6.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

白土橋 (ｼﾛﾂﾁﾊﾞｼ) 市道管川内線 不明 13.6 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

城山新橋 (ｼﾛﾔﾏｼﾝﾊﾞｼ) 市道八日市・城山線 1962 7.5 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

新旭橋 (ｼﾝｱｻﾋﾊﾞｼ) 市道豊田町・江三竹線 不明 6.1 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

新藤野橋 (ｼﾝｽﾞﾉﾊｼ) 市道末又池ノ塚線 不明 4.5 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

水路橋 (ｽｲﾛｷｮｳ) 市道諌山土田線 不明 4.3 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

橋(臺持橋) (ﾀﾞｲﾓﾁﾊﾞｼ) 市道山移西谷線 不明 4.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

竹ノ下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊｼ) 市道多志田柿瀬線 不明 3.5 7.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

谷の口橋 (ﾀﾆﾉｸﾁﾊｼ) 市道長尾野線 2014 6.6 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

谷畑橋 (ﾀﾆﾊﾀﾊﾞｼ) 市道前田伏下線 不明 5.4 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

椿２号橋 (ﾂﾊﾞｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道椿線 不明 5.5 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

椿４号橋 (ﾂﾊﾞｷﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道椿（向）線 不明 3.2 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

手月橋 (ﾃﾂﾞｷﾊﾞｼ) 市道橋ヶ戸線 1995 9.5 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道宮島町・京町線 1927 6.1 4.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

天神南橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道竹ノ弦馬場線 1989 11.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

橋(塔ﾉ元橋) (ﾄｳﾉﾓﾄﾊｼ) 市道錦雲峡家籠線 不明 4.7 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

床井橋 (ﾄｺｲﾊﾞｼ) 市道白地駅前線 不明 3 4.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

都甲橋 (ﾄｺｳﾊﾞｼ) 市道草野河内都甲線 不明 10.4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

戸原橋 (ﾄﾊﾞﾙﾊｼ) 市道上戸原三歩一線 不明 9.7 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道山下野地平線 1991 12.8 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中百谷橋 (ﾅｶﾓﾓﾀﾆﾊｼ) 市道百谷藤木線 不明 9.5 5.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鳴橋 (ﾅｷﾊﾞｼ) 市道田ノ口市柿線 1993 8 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

灘波橋 (ﾅﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 市道犬丸・今津一号線 不明 8 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

2号橋 (ﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道川ヶ上小袋線 1981 9.1 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

西藤橋 (ﾆｼﾌｼﾞﾊﾞｼ) 市道吉野東線 不明 5.2 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

根比橋 (ﾈｺﾞﾛﾊﾞｼ) 市道長谷線 不明 9 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道野田線 不明 6.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 市道上志川線 不明 13.8 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

八面山橋 (ﾊﾁﾒﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ) 市道八面山線 1966 5 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾙﾊｼ) 市道北畑線 1988 12.9 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

東浜2号橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道東浜今新地宮ノ下線 不明 6.4 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

檜平原橋 (ﾋﾉｷﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道平原樅木線 1984 9.4 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平床橋 (ﾋﾗﾄｺﾊﾞｼ) 市道平床線 1984 7.4 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平林橋 (ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市道酒井線 不明 8.2 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道大新田44号線 2002 12.5 9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

枌環状１号橋 (ﾍｷﾞｶﾝｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道枌環状線 不明 4.3 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

弁城橋 (ﾍﾞﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 市道加来拝香糸引線 不明 11 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

法岸寺橋 (ﾎｳｶﾞﾝｼﾞﾊｼ) 市道法岸寺代線 1987 10.2 4.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

豊国橋 (ﾎｳｺｸﾊﾞｼ) 市道水道口通り線 不明 10.7 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

松山1号橋 (ﾏﾂﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長谷線 不明 9.9 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

水取床並２号橋 (ﾐｽﾞﾄﾘﾄｺﾅﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道水取床並支線 不明 4.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道平原樅木線 1993 8.8 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

村ノ迫橋 (ﾑﾗﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道村ノ迫線 不明 8.6 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

椴木橋 (ﾓﾐｷﾞﾊﾞｼ) 市道椴木線 不明 8.7 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

百谷橋 (ﾓﾓﾀﾆﾊｼ) 市道下百谷線 1987 9.6 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道山田線 1989 13 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山部橋 (ﾔﾏﾍﾞﾊﾞｼ) 市道徳石線 1969 7.5 4.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

横石橋 (ﾖｺｲｼﾊｼ) 市道藤野木線 1994 12.5 7 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

米山橋 (ﾖﾈﾔﾏﾊﾞｼ) 市道自見大橋・米山線 1999 12.6 12.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

若林橋 (ﾜｶﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道若林広口線 不明 6 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

東浜橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏﾊｼ) 市道東浜小学校線 1979 18.1 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

若幡橋 (ﾜｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道犬丸・今津二号線 2001 53.4 11 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鍋島橋 (ﾅﾍﾞｼﾏﾊｼ) 市道鍋島停車場線 1980 33.8 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) 市道大新田732号線 1980 24.2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大塚橋 (ｵｵﾂｶﾊﾞｼ) 市道大塚・米山線 1964 24.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

尾崎橋 (ｵｻｷﾊﾞｼ) 市道福島・洞ノ上線 1991 51.1 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小平橋 (ｺﾍﾞﾗﾊﾞｼ) 市道山ノ中・小平線 1992 50.6 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大免橋 (ｵｵﾒﾝﾊﾞｼ) 市道黒川・草場線 1990 54.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

自見橋 (ｼﾞﾐﾊｼ) 市道牛神・舞手川線 1988 35 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

今津橋 (ｲﾏﾂﾞﾊﾞｼ) 市道定留・今津2号線 2012 50 10.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平正津橋 (ﾋﾗｼｮｳﾂﾞﾊｼ) 市道植野・鍋島線 1968 31 3 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道広瀬橋･東春木線 2000 53 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

古屋橋 (ｺﾔﾊﾞｼ) 市道今津・前原線 1954 39.7 2.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

長生橋 (ﾁﾖｳｾｲﾊﾞｼ) 市道八日市・城山線 1990 52.9 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

桜洲橋 (ｻｸﾗｽﾊｼ) 市道鍋島桜洲橋県道線 2009 48.1 10.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道野依犬丸線 1978 57 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

立花橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 市道犬丸865号線 1986 54.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

森山橋 (ﾓﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 市道成恒森山線 1971 42.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

芝眞橋 (ｼﾊﾞﾏﾊﾞｼ) 市道芝真線 不明 27.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ
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羅漢橋 (ﾗｶﾝﾊｼ) 市道水取床並線 1990 54.4 10.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

旧神迎橋 (ｷｭｳｶﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道鳥越線 1925 38.2 2.1 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

堂殿橋 (ﾄﾞｳﾄﾞﾉﾊｼ) 市道落合戸原線 1992 33.1 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下筈橋 (ｼﾓﾊｽﾞﾊﾞｼ) 市道下筈線 1961 22.1 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

黒住橋 (ｸﾛｽﾐﾊﾞｼ) 市道小畑線 1949 15 2.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

トピア橋 (ﾄﾋﾟｱｷﾖｳ) 市道耶馬トピア線 1993 27 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

嶼水橋 (ｼﾖｽｲｷﾖｳ) 市道耶馬トピア線 1993 33 2.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鎌野橋 (ｶｷﾞﾉﾊｼ) 市道杉畑上ノ畑線 1970 14.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

神の原橋 (ｶﾐﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道神の原線 1966 19.5 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

龍源寺橋 (ﾘｭｳｹﾞﾝｼﾞﾊｼ) 市道竜源寺線 1976 30 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中津留橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾊｼ) 市道朝日ヶ丘線 1976 102 8 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道竹ノ弦馬場線 1978 20.6 6.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 市道折戸家籠線 不明 15.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

諏訪橋 (ｽﾜﾊﾞｼ) 市道庄屋村線 1980 80 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宇治見橋 (ｳｼﾞﾐﾊﾞｼ) 市道守実松山線 1992 52.7 9.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

水洗橋 (ﾐｽﾞｱﾗｲﾊﾞｼ) 市道倉谷線 1966 15 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

花房橋 (ﾊﾅﾌｻﾊﾞｼ) 市道花房狩宿線 1968 30.1 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

竹村橋 (ﾀｹﾑﾗﾊﾞｼ) 市道笹川線 1956 17.5 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

根比2号橋 (ﾈｺﾞﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道根比線 1994 15.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

狙屋橋 (ｻﾙﾔﾊﾞｼ) 市道長谷線 不明 14.5 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鳥居瀬橋 (ﾄﾘｲｾﾊﾞｼ) 市道日の本鳥居瀬線 不明 15 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤野木橋 (ﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道藤野木線 2006 18.3 7.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

飛瀬橋 (ﾄﾋﾞｾﾊﾞｼ) 市道茸木飛瀬線 2004 34.3 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道伊福線 2004 15 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

新小路橋 (ｼﾝｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道小路・和間線 2007 18.4 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

千見ノ上橋 (ﾁﾐﾉｳｴﾊｼ) 市道千見ノ上橋線 1999 31.5 8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上小川橋 (ｶﾐｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道宮島町2号線 2010 6.1 8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上蛎瀬橋 (ｶﾐｶｷｾﾞﾊﾞｼ) 市道中殿・蠣瀬町線 不明 8.4 4.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

前田2号橋 (ﾏｴﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道高瀬向井前田線 2010 2.3 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

行司平橋 (ｷﾞｮｳｼﾞﾀｲﾗﾊﾞｼ) 市道長尾野行司平線 不明 2.3 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

過鶴迫１号橋 (ｶﾂﾙｻｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上ノ平線 不明 3.5 6.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

過鶴迫２号橋 (ｶﾂﾙｻｺﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道運動公園線 不明 3.7 6.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

原ノ山井原１号橋 (ﾊﾗﾉﾔﾏｲﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道原ノ山井原線 1995 4.2 15 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中坪橋 (ﾅｶﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道中坪線 不明 2.9 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

井手口１号橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道井手口線 1998 2.3 8.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下小川橋 (ｼﾓｵｶﾞﾜﾊｼ) 市道宮島町・京町線 2009 6 8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蛭子町1号橋 (ｴﾋﾞｽﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道蛭子町6号線 2002 7.7 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小鹿田橋 (ｵﾝﾀﾊﾞｼ) 市道皿山小鹿田線 1965 4.5 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

露木６号橋 (ﾂﾕｷﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道露木線 1979 4.5 2.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

露木５号橋 (ﾂﾕｷｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道露木線 1979 3.6 2.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

露木３号橋 (ﾂﾕｷｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道露木線 1959 5.3 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

竹本２橋 (ﾀｹﾓﾄﾆﾊﾞｼ) 市道名本線 1977 3.6 1.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

立石橋 (ﾀﾁｲｼﾊﾞｼ) 市道用松千倉西河内線 1958 3.4 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ
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美尾田橋 (ﾐｵﾀﾊﾞｼ) 市道伏木足ケ迫線 2000 2.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山口２号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1972 2.2 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

朝日小清水橋 (ｱｻﾋｺｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道日向山田線 1951 2.9 11.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小迫２号橋 (ｵｻﾞｺﾆｺﾞｳﾞﾊﾞｼ) 市道小迫才田線 2000 2.9 5.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

丸山１号橋 (ﾏﾙﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北豆田三郎丸線 1983 2.1 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上小寒水橋 (ｶﾐｵｿｳｽﾞﾊﾞｼ) 市道小寒水線 1969 2.2 5.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

石井二橋 (ｲｼｲﾆﾊﾞｼ) 市道石井友田線 1982 2.3 8.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

十二町１橋 (ｼﾞｭｳﾆﾁｮｳｲﾁﾊﾞｼ) 市道三本松新治線 1973 5.7 2.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

鏡坂橋 (ｶｶﾞﾐｻﾞｶﾊﾞｼ) 市道鏡坂銭淵線 1993 5.5 6 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

溝口第２橋 (ﾐｿﾞｸﾞﾁﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 市道若宮三芳校線 1958 2.2 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

日高２号橋 (ﾋﾀﾞｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道日高線 1989 3.4 4.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

日高橋 (ﾋﾀﾞｶﾊﾞｼ) 市道古金線 1994 2.1 7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

片峰橋 (ｶﾀﾐﾈﾊﾞｼ) 市道片峰薮線 1995 8.2 4.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

玄ノ窪橋 (ｹﾞﾝﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道原高木線 1977 2.1 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

横尾橋 (ﾖｺｵﾊﾞｼ) 市道横尾線 1982 3 8.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

手崎橋 (ﾃｻｷﾊﾞｼ) 市道小淵大宮線 1985 3.6 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

関浜１号橋 (ｾｷﾊﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道杷木山関線 1990 3.3 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

割小谷２号橋 (ﾜﾘｺﾀﾆﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道杷木山関線 1982 3.1 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

後川橋 (ｳｼﾛｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道南元町1号線 1981 7 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

南元町橋 (ﾐﾅﾐﾓﾄﾏﾁﾊﾞｼ) 市道高畑元町線 1982 7 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

比佐津大橋 (ﾋｻﾂﾊﾞｼ) 市道上城内若宮線 1991 86.6 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

足ケ迫２号橋 (ｱｼｶﾞｻｺﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道伏木足ケ迫線 2000 2.3 3.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

足ケ迫３号橋 (ｱｼｻﾞｶｺｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中磯足ケ迫線 2000 2.3 4.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 市道熊取山田原線 1975 7 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

あやめ台１号橋 (ｱﾔﾒﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道あやめ台1号線 1995 2.5 9.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

古金橋 (ｺｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1991 24 6.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小ヶ瀬橋 (ｵｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1991 15.7 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

天領大橋 (ﾃﾝﾘｮｳｵｵﾊｼ) 市道日高西有田線 1994 190 5.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

鹿倉橋 (ｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道鹿倉池ノ塔線 1993 34.2 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

向島１号橋 (ﾑｶｲｼﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上ノ釣・黒谷線 1980 2 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

向島２号橋 (ﾑｶｲｼﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上ノ釣・黒谷線 1980 2 3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

池ノ原橋 (ｲｹﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道池の原線 1955 116.3 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

本村１号橋 (ﾎﾝﾑﾗｲﾁｺﾞｳ) 市道馬原本村線 2000 4.2 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

汗入場橋 (ｱｾﾘﾊﾞﾊﾞｼ) 市道松原汗入場線 1977 3.9 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山手二号橋 (ﾔﾏﾃﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山手線 1960 17.4 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

仲町線1号無名橋 (ﾅｶﾏﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道仲町線 1975 2.7 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

広小路常盤橋線1号無名橋 (ﾋﾛｺｳｼﾞﾄｷﾜﾊﾞｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道広小路常盤橋線 1975 2.3 4.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

臼坪東常盤線1号無名橋 (ｳｽﾂﾎﾞﾋｶﾞｼﾄｷﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道臼坪東常盤線 1991 2.4 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

北中2号線1号無名橋 (ｷﾀﾅｶﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道北中2号線 1975 2.3 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宮前常盤線1号無名橋 (ﾐﾔﾏｴﾄｷﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道宮前常盤線 1975 2.4 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

来島橋 (ｸﾙｼﾏﾊｼ) 市道中芳島長島線 1965 2.5 13.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中芳島長島線1号無名橋 (ﾅｶﾎｳｼﾞﾏﾅｶﾞｼﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道中芳島長島線 1981 2.5 11.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

沖吉線1号無名橋 (ｵｷﾖｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道沖吉線 1975 2.8 10.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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剣崎橋 (ｹﾝｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道池田中央線 1986 16.6 15.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

城南橋 (ｼﾞｮｳﾅﾝﾊﾞｼ) 市道角石城南線 1992 23.2 12 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大船繋線1号無名橋 (ｵｵﾌﾅﾂﾅｷﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道大船繋線 1975 7.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

屋敷1号橋 (ﾔｼｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道屋敷線 1975 6.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

屋敷線1号無名橋 (ﾔｼｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道屋敷線 1975 2.7 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

屋敷線2号無名橋 (ﾔｼｷｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道屋敷線 1975 2 3.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島東4号線1号無名橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾋｶﾞｼﾖﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道長島東4号線 1975 6.1 6.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島東13号線1号無名橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾋｶﾞｼｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道長島東13号線 1975 2.3 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上灘橋 (ｶﾐﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上灘線 1984 10 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新女島9号線1号無名橋 (ｼﾝﾒｼﾞﾏｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道新女島9号線 1975 2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

臼坪脇線1号無名橋 (ｳｽﾂﾎﾞﾜｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道臼坪脇線 1975 2 11.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯大橋 (ｻｲｷｵｵﾊｼ) 市道駅前佐伯大橋線 1955 263.4 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

佐伯大橋側道橋 (ｻｲｷｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道駅前佐伯大橋線 1973 263.2 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新常盤橋 (ｼﾝﾄｷﾜﾊﾞｼ) 市道常盤女島線 1966 31.5 11 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾊﾞｼ) 市道常盤女島線 1976 73.2 9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

臼坪跨線橋 (ｳｽﾂﾎﾞｺｾﾝｷｮｳ) 市道臼坪女島線 2010 183 13 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

来島橋 (ｸﾙｼﾏﾊﾞｼ) 市道臼坪女島線 1980 37.2 14 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

眺め橋 (ﾅｶﾞﾒﾊﾞｼ) 市道臼坪女島線 1993 48.5 16 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

女島小橋 (ﾒｼﾞﾏｺﾊｼ) 市道臼坪女島線 1978 47 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長瀬1号橋 (ﾅｶﾞｾｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道池船竜護寺線 1951 6.9 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

長瀬3号橋 (ﾅｶﾞｾｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道池船竜護寺線 1951 2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長瀬4号橋 (ﾅｶﾞｾﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道池船竜護寺線 1951 3.3 6.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾊﾝﾀﾞﾊｼ) 市道池船竜護寺線 2009 18.6 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

稲垣橋 (ｲﾅｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道池船竜護寺線 1963 230 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大内長瀬線1号無名橋 (ｵｵｳﾁﾅｶﾞｾｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道大内長瀬線 1975 2.7 3.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大内長瀬線2号無名橋 (ｵｵｳﾁﾅｶﾞｾｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道大内長瀬線 1975 2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

高畠橋 (ﾀｶﾊﾞﾀﾊｼ) 市道高畠線 1970 6.7 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

沖通り橋 (ｵｷﾄｵﾘﾊｼ) 市道樫野須平線 1975 4 12.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野橋 (ｶｼﾉﾊﾞｼ) 市道樫野須平線 1991 283 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野小橋 (ｶｼﾉｺﾊﾞｼ) 市道樫野須平線 1975 10.7 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野1号橋 (ｶｼﾉｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道樫野須平線 1975 8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野1号線1号無名橋 (ｶｼﾉｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道樫野須平線 1991 4.2 4.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野1号線2号無名橋 (ｶｼﾉｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道樫野須平線 1991 3.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野2号線1号無名橋 (ｶｼﾉﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道樫野2号線 1975 6.9 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫野2号橋 (ｶｼﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道樫野3号線 1975 2.8 7.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

万橋 (ﾖﾛｽﾞﾊｼ) 市道金欄橋田の口線 1983 2.5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

土器屋橋 (ﾄﾞｷﾔﾊﾞｼ) 市道金欄橋田の口線 1983 19.6 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

古市橋 (ﾌﾙｲﾁﾊｼ) 市道古市線 1982 19.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田の口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊｼ) 市道田の口線 1987 17.7 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐土原橋 (ｻﾄﾞﾜﾗﾊｼ) 市道佐土原線 1996 13.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

野口2号橋 (ﾉｸﾞﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道野口2号線 1970 3.4 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

野口4号線1号無名橋 (ﾉｸﾞﾁﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道野口4号線 1970 3 11.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

高谷橋 (ｺｳﾔﾊｼ) 市道野口4号線 1970 6.9 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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坂の浦1号橋 (ｻｶﾉｳﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道坂の浦屋敷1号線 1969 2.6 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

坂の浦2号橋 (ｻｶﾉｳﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道坂の浦屋敷1号線 1970 4.2 3.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

坂の浦屋敷2号線1号無名橋 (ｻｶﾉｳﾗﾔｼｷﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道坂の浦屋敷2号線 1970 2.2 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

坂の浦小橋 (ｻｶﾉｳﾗｺﾊｼ) 市道坂の浦屋敷2号線 1970 3.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鶴望橋 (ﾂﾙﾐﾊﾞｼ) 市道白潟線 1970 11.3 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鶴谷橋 (ﾂﾙﾔﾊｼ) 市道西谷上岡線 1970 13.8 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

金欄橋 (ｷﾝﾗﾝﾊｼ) 市道西谷上岡線 1984 25 8.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

角木橋 (ﾂﾉｷﾊｼ) 市道門前角木線 2007 17.7 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大内1号線1号無名橋 (ｵｵｳﾁｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道大内1号線 1975 2.1 7.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

唐杉ハリ原線1号無名橋 (ｶﾗｽｷﾞﾊﾘﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道唐杉ハリ原線 1975 4.4 9.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾊﾞｼ) 市道門前川河岸線 2002 19.6 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道新開線 1937 14.3 1.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

辺田線1号無名橋 (ﾍﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道辺田線 1975 3.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大越線1号無名橋 (ｵｵｺｴｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道大越線 1992 2 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

津々良橋 (ﾂﾂﾞﾗﾊﾞｼ) 市道津々良線 1975 11.5 1.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中津留橋 (ﾅｶﾂﾙﾊﾞｼ) 市道工屋線 1971 24 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

鶴之地線1号無名橋 (ﾂﾙﾉﾁﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道鶴之地線 1975 2.5 11 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

川田橋 (ｶﾜﾀﾊｼ) 市道川田江下線 1975 4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒の内観喜線1号無名橋 (ｸﾛﾉｳﾁｶﾝｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道黒の内観喜線 1975 2.8 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊｼ) 市道野添寺田線 1972 62 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

寺田小橋 (ﾃﾗﾀﾞｺﾊｼ) 市道野添寺田線 1972 4.6 2.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

川田線1号無名橋 (ｶﾜﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道川田線 1975 3.6 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷の前線1号無名橋 (ﾀﾆﾉﾏｴｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道谷の前線 1975 3.6 4.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

杉井線1号無名橋 (ｽｷﾞｲｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道杉井線 1975 3.8 4.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

東田渕線1号無名橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾌﾞﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道東田渕線 1975 2.4 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上久部1号線1号無名橋 (ｶﾐｸﾍﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道上久部1号線 1975 3 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

観喜線1号無名橋 (ｶﾝｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道観喜線 1975 2.8 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

百枝橋 (ﾓﾓｴﾀﾞﾊｼ) 市道百枝線 1975 3 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

百枝2号橋 (ﾓﾓｴﾀﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道百枝片山線 2009 2.5 11.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

片山橋 (ｶﾀﾔﾏﾊｼ) 市道百枝片山線 2009 3.4 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下海崎線1号無名橋 (ｼﾓｶｲｻﾞｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道下海崎線 1975 3.2 10.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小野川橋 (ｵﾉｶﾜﾊｼ) 市道下海崎線 1975 4 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

置場橋 (ｵｷﾊﾞﾊｼ) 市道下海崎線 1975 6.7 2.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上海崎2号線1号無名橋 (ｶﾐｶｲｻﾞｷﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道上海崎2号線 1975 2.5 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

海崎小野山の口線1号無名橋 (ｶｲｻﾞｷｵﾉﾔﾏﾉｸﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道海崎小野山の口線 1975 3.4 3.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中溝線1号無名橋 (ﾅｶﾐｿﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道中溝線 1975 2 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中溝線2号無名橋 (ﾅｶﾐｿﾞｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道中溝線 1975 4.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山の口線1号無名橋 (ﾔﾏﾉｸﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道山の口線 1961 5.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山田線1号無名橋 (ﾔﾏﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道山田線 1975 9.4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

春の前橋 (ﾊﾙﾉﾏｴﾊｼ) 市道山田春の前線 1975 8.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山田春の前線1号無名橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾙﾉﾏｴｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道山田春の前線 1975 2.1 2.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

戸穴橋(2) (ﾋｱﾅﾊﾞｼ(ﾆ)) 市道大宮河内線 1951 8.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

信崎裏橋 (ｼﾉｻﾞｷｳﾗﾊﾞｼ) 市道大宮河内線 1967 5.4 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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床作橋 (ﾄｺﾂﾞｸﾘﾊﾞｼ) 市道大宮河内線 1967 6.7 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鶴首線1号無名橋 (ﾂﾙｸﾋﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道鶴首線 1975 4 4.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鶴道橋 (ﾂﾙﾐﾁﾊｼ) 市道河内線 1988 4.9 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

河内橋 (ｺｳﾁﾊｼ) 市道河内線 1975 5.3 2.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

年の神2号橋 (ﾄｼﾉｶﾐﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道年の神平野線 1975 5.5 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平野1号橋 (ﾋﾗﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道年の神平野線 1975 4.3 9.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平野2号橋 (ﾋﾗﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道年の神平野線 1975 4.4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

加馬下1号橋 (ｶﾊﾞｶﾞｼﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道宇戸1号線 1976 6.1 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

加馬下2号橋 (ｶﾊﾞｶﾞｼﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道宇戸1号線 1978 7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

牛ヶ谷1号線1号無名橋 (ｳｼｶﾞﾀﾆｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道牛ヶ谷1号線 1975 5.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中野内橋 (ﾅｶﾉｳﾁﾊｼ) 市道中野内線 1975 6.3 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新越橋 (ｼﾝｺﾞｼﾊｼ) 市道新越線 1975 5.4 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤迫橋 (ｱｶｻｺﾊｼ) 市道赤迫線 1975 5.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 市道向線 1986 8.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平向橋 (ﾋﾗﾑｶｲﾊｼ) 市道向線 1989 9.7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇戸2号線1号無名橋 (ｳﾄﾞﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道宇戸2号線 1975 6.8 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

百枝2号線1号無名橋 (ﾓﾓｴﾀﾞﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道百枝2号線 1975 3.8 6.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

片山2号線1号無名橋 (ｶﾀﾔﾏﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道片山2号線 1975 4.6 5.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

片山2号線2号無名橋 (ｶﾀﾔﾏﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道片山2号線 1975 6.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

狩生橋 (ｶﾘｳﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 14.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2車橋 (ﾀﾞｲﾆｸﾙﾏﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 11 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

古江橋 (ﾌﾙｴﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 8.1 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川原1号線1号無名橋 (ﾅｺｳﾗｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道中川原1号線 1975 2 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

狩生線1号無名橋 (ｶﾘｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道狩生線 1970 3.9 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

梶ヶ迫橋 (ｶｼﾞｶﾞｻｺﾊｼ) 市道狩生線 1970 2.3 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鍾乳洞1号橋 (ｼｮｳﾆｭｳﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道狩生線 1970 6.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 市道狩生車線 1989 6.6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

一の口橋 (ｲﾁﾉｸﾁﾊｼ) 市道四天上線 1968 8.3 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷口線1号無名橋 (ﾀﾆｸﾞﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道谷口線 1975 3 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

古江1号橋 (ﾌﾙｴｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道古江1号線 1975 6.4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

古江3号橋 (ﾌﾙｴｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道古江2号線 2005 5.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

古江2号橋 (ﾌﾙｴﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道古江3号線 1975 5.2 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

車2号線1号無名橋 (ｸﾙﾏﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道車2号線 1975 4.4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下中川原橋 (ｼﾓﾅｺｳﾗﾊｼ) 市道小福良2号線 1975 3.7 8.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

車3号線1号無名橋 (ｸﾙﾏｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道車3号線 1975 7.1 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡山橋 (ｵｶﾔﾏﾊｼ) 市道角道線 1975 7.5 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

角道線1号無名橋 (ｶｸﾄﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道角道線 1975 2.5 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡山線1号無名橋 (ｵｶﾔﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道岡山線 1975 2.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

岡山線2号無名橋 (ｵｶﾔﾏｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道岡山線 1975 2.8 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

西の平目筈線1号無名橋 (ﾆｼﾉﾋﾗﾒﾊｽﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道西の平目筈線 1977 5.1 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

西の平橋 (ﾆｼﾉﾋﾗﾊｼ) 市道西の平岸の上線 1975 6.2 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岸の上1号線1号無名橋 (ｷｼﾉｳｴｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道岸の上1号線 1975 4.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

迫橋 (ｻｺﾊﾞｼ) 市道前方大野線 1959 4.5 7.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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宮河内3号橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前方大野線 1972 6.5 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊﾞｼ) 市道前方大野線 1970 7.1 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柏江橋 (ｶｼﾜｴﾊｼ) 市道宇山柏江線 1969 118.1 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

波西橋 (ﾅﾐﾆｼﾊｼ) 市道波越北線 1964 18 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

波越北線1号無名橋 (ﾅﾝｺﾞｳｷﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道波越北線 1964 3 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

波越北線2号無名橋 (ﾅﾝｺﾞｳｷﾀｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道波越北線 1964 2 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

波越小橋 (ﾅﾝｺﾞｳｺﾊｼ) 市道波越中央線 1963 18 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

波越中央線1号無名橋 (ﾅﾝｺﾞｳﾁｭｳｵｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道波越中央線 1963 2.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

清松橋 (ｷﾖﾏﾂﾊｼ) 市道石打線 1965 10 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

虚空蔵橋 (ｺｸｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道パークウェイ線 1994 30.6 11.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

虚空蔵小橋 (ｺｸｿﾞｳｺﾊﾞｼ) 市道パークウェイ線 1994 15.5 10 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

棚野橋 (ﾀﾅﾉﾊｼ) 市道府坂棚野線 1967 81 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊﾞｼ) 市道青山岡の谷線 1994 42 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒沢2号橋 (ｸﾛｻﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道黒沢線 1964 9.1 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒沢線1号無名橋 (ｸﾛｻﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道黒沢線 1964 3 6.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒沢3号橋 (ｸﾛｻﾜｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道黒沢線 1964 3.5 5.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒沢4号橋 (ｸﾛｻﾜﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上黒沢線 1970 6.4 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下の内橋 (ｼﾓﾉｳﾁﾊｼ) 市道上黒沢線 1972 36 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

細田線1号無名橋 (ｻｲﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道細田線 1973 2.5 7.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

久保平橋 (ｸﾎﾞﾉﾋﾗﾊｼ) 市道炭崎線 2005 9.7 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

細田河内橋 (ｻｲﾀｺﾞｳﾁﾊｼ) 市道細田河内線 1973 9.3 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小竹橋 (ｺﾀｹﾊｼ) 市道小竹線 1973 7.7 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平井支線1号無名橋 (ﾋﾗｲｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道平井支線 1975 2 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

役場橋 (ﾔｸﾊﾞﾊﾞｼ) 市道栃原線 1970 4.9 7.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

白山外橋 (ｼﾗﾔﾏｿﾄﾊｼ) 市道白山外線 1965 7.6 6.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷口西線1号無名橋 (ﾀﾆｸﾞﾁﾆｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道谷口西線 1975 5.2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

二宮神社橋 (ﾆﾉﾐﾔｼﾞﾝｼﾞｬﾊｼ) 市道山梨子線 1978 2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山梨子線1号無名橋 (ﾔﾏﾅｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道山梨子線 1978 2.9 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 市道第2山梨子線 1978 2.4 7.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第3山梨子線1号無名橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾔﾏﾅｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道第3山梨子線 1978 2.7 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第4山梨子線1号無名橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾔﾏﾅｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道第4山梨子線 1978 2.5 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

太鼓橋 (ﾀｲｺﾊｼ) 市道上小前線 1976 8.2 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇藤木下橋 (ｳﾄｷﾞｼﾀﾊｼ) 市道宇藤木下線 1975 8.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

年ノ神線1号無名橋 (ﾄｼﾉｶﾐｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道年の神線 1975 3.9 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

津留橋 (ﾂﾙﾊｼ) 市道長畑線 1972 8.5 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長畑上橋 (ﾅｶﾞﾊﾀｶﾐﾊｼ) 市道長畑線 1972 5.4 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長畑橋 (ﾅｶﾞﾊﾀﾊｼ) 市道長畑線 1972 5.3 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宮ノ下線1号無名橋 (ﾐﾔﾉｼﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道宮ノ下線 1975 3.5 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大向前橋 (ｵｵﾑｶｲﾏｴﾊｼ) 市道大向支線 1975 4.2 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平原線1号無名橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道平原線 1968 3.3 1.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊｼ) 市道一ノ瀬線 1968 2.8 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

一ノ瀬上橋 (ｲﾁﾉｾｶﾐﾊｼ) 市道一ノ瀬線 2007 12 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上ノ岡橋 (ｶﾐﾉｵｶﾊｼ) 市道久保線 1975 8 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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住宅橋 (ｼﾞｭｳﾀｸﾊﾞｼ) 市道六田住宅線 1975 2.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

よね市ヶ迫線1号無名橋 (ﾖﾈｼｶﾞｻｺｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道よね市ヶ迫線 1975 2.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

よね市ヶ迫線2号無名橋 (ﾖﾈｼｶﾞｻｺｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道よね市ヶ迫線 1975 5.5 1.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

イサイグマ線1号無名橋 (ｲｻｲｸﾞﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道イサイグマ線 1975 5 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇藤木津久見4号橋 (ｳﾄｷﾞﾂｸﾐﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道宇藤木津久見線 1954 4.9 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道河内線 1975 4.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

提内支線1号無名橋 (ﾋｻｷﾞｳﾁｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道提内支線 1975 6.2 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柳原線1号無名橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道柳原線 1975 6 7.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

南迫線1号無名橋 (ﾅﾝｻｺｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道南迫線 1975 2 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道佐伯津久見線 1975 8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯津久見線1号無名橋 (ｻｲｷﾂｸﾐｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道佐伯津久見線 2002 8.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

芝原線1号無名橋 (ｼﾊﾞﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道芝原線 2005 6.1 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

室屋橋 (ﾑﾛﾔﾊﾞｼ) 市道室屋線 1975 3.3 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道広瀬線 1975 3.6 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡田線1号無名橋 (ｵｶﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道岡田線 1972 5.5 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

白木線1号無名橋 (ｼﾗｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道白木線 1975 3.4 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宮ノ内線1号無名橋 (ﾐﾔﾉｳﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道宮ノ内線 1975 5.1 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

桜原橋 (ｻｸﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 市道山部中央線 2000 27.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

高蘇橋 (ｺｳｿﾊｼ) 市道波寄高蘇線 1955 5 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小金橋 (ｺｶﾞﾈﾊｼ) 市道波寄高蘇線 1939 7 2.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

越ノ久保橋 (ｺｸﾉｸﾎﾞﾊｼ) 市道風戸谷口線 1943 3.9 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柳ヶ迫橋 (ﾔﾅｶﾞｻｺﾊｼ) 市道風戸谷口線 1943 7.7 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

地蔵ノ下橋 (ｼﾞｿﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 市道風戸谷口線 1960 8 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊｼ) 市道風戸谷口線 1960 6 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鹿渕橋 (ｶﾌﾞﾁﾊｼ) 市道鹿渕線 1964 4.2 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊｼ) 市道小川岩屋線 1964 10.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫峯橋 (ｶｼﾐﾈﾊｼ) 市道杉ノ内三国峠線 1954 9 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小屋ノ上橋 (ｺﾔﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道小屋ノ上線 1975 5.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾙﾊｼ) 市道波寄三股線 1961 62.5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

上広田橋 (ｶﾐﾋﾛﾀﾊﾞｼ) 市道南部線 1968 6.2 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

市の瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道楢ノ木河尻線 1962 24 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田野橋 (ﾀﾉﾊｼ) 市道水ヶ谷線 1959 9.8 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二大河内橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵｶﾜﾁﾊｼ) 市道水ヶ谷線 1964 24 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

水ヶ谷3号橋 (ｽｲｶﾞﾀﾆｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道水ヶ谷線 1973 7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宮下小橋 (ﾐﾔﾉｼﾀｺﾊﾞｼ) 市道豊藤線 1979 4 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

三笑橋 (ﾐﾜﾗｲﾊﾞｼ) 市道酒利伏野線 1962 13.6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

白田橋 (ｼﾗﾀﾊｼ) 市道西山線 1928 19.1 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

西山1号橋 (ﾆｼﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道西山線 1955 16 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

西山2号橋 (ﾆｼﾔﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西山線 1960 11.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道伏部野線 1964 11 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

伏部野橋 (ﾌｽﾍﾞﾉﾊｼ) 市道伏部野線 1983 8.9 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 市道八片河内線 1958 14.1 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

横瀬橋 (ﾖｺｾﾊｼ) 市道横瀬線 1961 17.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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平橋 (ﾋﾗﾊｼ) 市道黒原線 1957 12.2 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上柿木橋 (ｶﾐｶｷｷﾞﾊﾞｼ) 市道柿木線 1959 18.2 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下原橋 (ｼﾓﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道下原線 1963 14.4 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 市道黒原4号線 1962 9.2 7.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平瀬橋 (ﾋﾗｾﾊｼ) 市道平瀬線 1957 26 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

桑峡橋 (ｿｳｷｮｳﾊﾞｼ) 市道桑の原藤河内線 1960 47.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

桑の原藤河内線1号無名橋 (ｸﾜﾉﾊﾙﾌｼﾞｶﾞﾜﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道桑の原藤河内線 1960 6.8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

桑の原藤河内線2号無名橋 (ｸﾜﾉﾊﾙﾌｼﾞｶﾞﾜﾁｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道桑の原藤河内線 1964 16.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

桑の原藤河内線3号無名橋 (ｸﾜﾉﾊﾙﾌｼﾞｶﾞﾜﾁｾﾝｻﾝｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道桑の原藤河内線 1964 20.9 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小野市橋 (ｵﾉｲﾁﾊｼ) 市道下小野市越野線 1960 25 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

時間橋 (ｼﾞｶﾝﾊｼ) 市道田原横手線 1962 100 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) 市道岩崎市園線 1929 10.9 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

河原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道田原中岳線 1964 13.7 5.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道桑の原横手線 1962 37.5 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柚原橋 (ﾕﾉﾊﾙﾊｼ) 市道上ﾉ地線 1951 23.5 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

土屋原橋 (ﾄﾞﾔﾊﾞﾙﾊｼ) 市道竹ノ迫線 1941 5.5 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

野々内橋 (ﾉﾉｳﾁﾊｼ) 市道野々内線 1957 19 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

市屋敷橋 (ｲﾁﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道市屋敷線 1949 13 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

沖吉橋 (ｵｷﾖｼﾊﾞｼ) 市道小竹線 1965 9.8 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 市道小竹線 1978 7.1 10.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

狩野橋 (ｶﾘﾉﾊﾞｼ) 市道入津線 1970 14.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

日ノ出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 市道色利線 1970 13.9 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

杭岸橋 (ｸｲｷﾞｼﾊﾞｼ) 市道地下西線 1975 14 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平松橋 (ﾋﾗﾏﾂﾊｼ) 市道潮見平松線 1937 15 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下焼橋 (ｼﾓﾔｹﾊﾞｼ) 市道名護屋佐伯線 1988 10 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上焼橋 (ｶﾐﾔｹﾊﾞｼ) 市道名護屋佐伯線 1988 9.6 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

又四郎橋 (ﾏﾀｼﾛｳﾊﾞｼ) 市道名護屋佐伯線 1989 11.5 7.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

次郎橋 (ｼﾞﾛｳﾊﾞｼ) 市道畑中線 1964 9.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江の尻橋 (ｴﾉｼﾞﾘﾊｼ) 市道江の尻橋線 1964 22 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 市道畑野浦中央線 1933 8 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

橘橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊｼ) 小川間庭線 2001 85.1 9.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

水口大河内橋 (ﾐﾅｸﾁｵｵｺｳﾁﾊｼ) 小川間庭線 2001 162 8.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 樫野上城線 2001 27 8.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新見六橋 (ｼﾝﾐﾛｸﾊﾞｼ) 園中津留線 1997 13.5 6.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

香堂橋 (ｺｳﾄﾞｳﾊｼ) 市道上末広線 1951 27 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

上末広1号橋 (ｶﾐｽｴﾋﾛｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道上末広線 不明 2 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

小平橋 (ｺﾀﾞｲﾗﾊｼ) 市道通本線 1958 12 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

松原1号橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道落合線 不明 8.7 4.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 市道中園線 1980 7.2 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

川代橋 (ｶﾜｼﾛﾊｼ) 市道王座線 不明 6.4 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

内川野橋 (ｳﾁｶﾜﾉﾊｼ) 市道川野王座線 1979 7.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

扇ノ平橋 (ｵｳｷﾞﾉﾋﾗﾊｼ) 市道川原線 1983 13.6 3.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

吉小野橋 (ﾖｼｵﾉﾊｼ) 市道吉小野線 1961 11 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ
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才倉橋 (ｻｲｸﾗﾊｼ) 市道才倉本線 1994 16.3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

戸ノ下橋 (ﾄﾉｼﾀﾊｼ) 市道広原才倉線 1992 18.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

廣原橋 (ﾋﾛﾜﾗﾊｼ) 市道広原本線 1955 16 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

家野橋 (ｲｴﾉﾊｼ) 市道荒田家野線 1989 66.9 9.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

高山橋 (ﾀｶﾔﾏﾊｼ) 市道高山本線 1963 7.5 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

木ヶ畑橋 (ｷｶﾞﾊﾀﾊｼ) 市道木ヶ畑乙見線 2014 44.6 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

武山郡界1号橋 (ﾀｹﾔﾏｸﾞﾝｶｲｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道武山郡界線 不明 2 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

武山郡界2号橋 (ﾀｹﾔﾏｸﾞﾝｶｲﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道武山郡界線 不明 6.2 3.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

佐志生橋 (ｻｼｳﾊｼ) 市道佐志生本線 1964 23 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

畑車橋 (ﾊﾀｸﾙﾏﾊｼ) 市道畑北線 1966 8.8 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

畑北１号橋 (ﾊﾀｷﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道畑北線 1966 3.2 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 市道畑本線 不明 5.6 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 市道平原線 不明 10 2.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

小出2号橋 (ｺｲﾃﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道小出線 1961 2.9 4.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

小出橋 (ｺｲﾃﾞﾊｼ) 市道小出線 1981 11.6 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

田中山口３号橋 (ﾀﾅｶﾔﾏｸﾞﾁｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道田中山口線 1947 6.8 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

栗林橋 (ｸﾘﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道栗林線 1968 6.3 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊｼ) 市道赤松線 不明 10.1 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊｼ) 市道下北中尾線 1971 19 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

田崎橋 (ﾀｻｷﾊｼ) 市道田崎本線 1955 8.2 3.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

赤星住宅2号橋 (ｱｶﾎﾞｼｼﾞｭｳﾀｸﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道明星本線 1988 5.3 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桑尾１号橋 (ｶﾉｵｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道桑尾南線 不明 6.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桑尾橋 (ｶﾉｵﾊｼ) 市道桑尾西線 不明 7 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

北ノ川2号橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道北ノ川本線 1960 4.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

第二中ノ川橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾉｶﾜﾊｼ) 市道中ノ川松ヶ岳線 1962 15.1 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

津留橋 (ﾂﾙﾊｼ) 市道中の川本線 1966 13 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

黒丸橋 (ｸﾛﾏﾙﾊｼ) 市道熊崎停車場線 1976 42.1 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 市道総合公園線 2008 42.9 9.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海辺4号橋 (ｱﾏﾍﾞﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜海辺線 1953 4.4 8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海辺6号橋 (ｱﾏﾍﾞﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜海辺線 1945 2.4 5.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

丸尾橋 (ﾏﾙｵﾊｼ) 市道江無田39号線 1990 7.5 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

竹尾橋 (ﾀｹｵﾊｼ) 市道本丁海添線 1975 16.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

多々良橋 (ﾀﾀﾗﾊｼ) 市道海添38号線 1953 10.5 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海添8号橋 (ｶｲｿﾞｴﾊﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道海添37号線 1940 5.5 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海添10号橋 (ｶｲｿﾞｴｼﾞｭｳｺﾞｳﾊｼ) 市道海添37号線 1942 3.8 3.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

塩田橋 (ｼｵﾀﾊｼ) 市道二王座21号線 1980 2.5 5.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

野梅橋 (ﾉｳﾒﾊｼ) 市道福良15号線 1973 17 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桝神橋 (ﾏｽｶﾞﾐﾊｼ) 市道野田25号線 1984 10.9 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

野田4号橋 (ﾉﾀﾞﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道野田22号線 1958 8.3 2.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

田中出羽2号橋 (ﾀﾅｶｲｽﾞﾙﾊﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道田中出羽線 不明 7 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

家野4-1号橋 (ｲｴﾉﾖﾝﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道家野4号線 不明 2.4 5.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

荒田家野1号橋 (ｱﾗﾀｲｴﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道荒田家野線 不明 6.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海添2号橋 (ｶｲｿﾞｴﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道海添41号線 1958 4.3 3.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ
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海添3号橋 (ｶｲｿﾞｴｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道海添41号線 1969 5 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大泊1号橋 (ｵｵﾄﾏﾘｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道大泊下田線 1975 9.4 3.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大泊2号橋 (ｵｵﾄﾏﾘﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道大泊本線 1965 6.6 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大泊3号橋 (ｵｵﾄﾏﾘｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道大泊江ノ尻東線 1975 8.3 3.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大泊下田橋 (ｵｵﾄﾏﾘｼﾓﾀﾞﾊｼ) 市道大泊下田線 不明 2.5 1.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

風成1号橋 (ｶｻﾞﾅｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道風成線 不明 2.3 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

風成2号橋 (ｶｻﾞﾅｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道風成線 1956 6.3 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

横網代1号橋 (ﾖｺｱｼﾞﾛｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道横網代線 1943 4.1 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

鳴川1号橋 (ﾅﾙｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道鳴川線 1971 4.3 2.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

深江20号橋 (ﾌｶｴﾆｼﾞｭｳｺﾞｳﾊｼ) 市道深江宮脇線 1965 5.7 2.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

乙姫橋 (ｵﾄﾋﾒﾊｼ) 市道木ヶ畑乙見線 1967 15.1 6.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

乙見高山橋 (ｵﾄﾐﾀｶﾔﾏﾊｼ) 市道乙見高山線 不明 3.1 8.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

上鍛冶橋 (ｳﾜｶｼﾞﾊｼ) 市道上鍛冶線 不明 5.1 2.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

奥山2号橋 (ｵｸﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道奥山線 不明 4.3 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

上忠野橋 (ｶﾐﾁｭｳﾉﾊｼ) 市道上忠野線 不明 3.8 2.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

宮本橋 (ﾐﾔﾓﾄﾊｼ) 市道下忠野線 1972 8.6 2.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

柿ノ木橋 (ｶｷﾉｷﾊｼ) 市道柿ノ木線 1975 5 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

谷山橋 (ﾀﾆﾔﾏﾊｼ) 市道谷山線 不明 5.4 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

道安跨道橋 (ﾐﾁﾔｽｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道道安線 1982 25.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

丸尾跨道橋 (ﾏﾙｵｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道江無田28号線 1982 28.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

北ノ川南1号橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道北ノ川南線 不明 5.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新稲田橋 (ｼﾝｲﾅﾀﾞﾊｼ) 市道稲田田井線 1968 5.5 8.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

端月橋 (ﾊﾂﾞｷﾊｼ) 市道稲田田井線 1968 8.5 8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

江熊橋 (ｴｸﾞﾏﾊｼ) 市道稲田田井線 1968 8.6 8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

月の輪橋 (ﾂｷﾉﾜﾊｼ) 市道稲田田井線 1968 5.5 8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

払川2号橋 (ﾊﾗｲｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道払川金山線 1959 5.8 2.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

一ノ井手橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊｼ) 市道江無田黒丸線 1996 16.6 15.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

六ヶ迫橋 (ﾛｯｶｻｺﾊｼ) 市道臼杵坂ノ市線 不明 8.6 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

藤河内橋 (ﾌｼﾞｶﾜﾁﾊｼ) 市道臼杵坂ノ市線 不明 9.4 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 市道家野久木小野線 1996 71.4 9.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大浜大橋 (ｵｵﾊﾏｵｵﾊｼ) 市道大浜佐志生線 2006 103.9 6.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

佐志生橋 (ｻｼｳﾊｼ) 市道大浜佐志生線 2004 100.1 6.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

御霊園1号橋 (ｺﾞﾘｮｳｿﾞﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道御霊園・福原線 不明 5.7 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

鍋田1号橋 (ﾅﾍﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道鍋田・御霊園線 不明 6.4 5.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

安政1号橋 (ﾔｽﾏｻｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道安政線 不明 8.3 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

千塚1号橋 (ﾁﾂﾞｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道千塚線 不明 8.3 6.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

千塚2号橋 (ﾁﾂﾞｶﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道千塚線 不明 5.7 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

花原1号橋 (ﾊﾅﾊﾞﾙｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道老松線 1959 5.9 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

老松2号橋 (ｵｲﾏﾂﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道老松線 不明 4.9 3.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

塩柏橋 (ｼｵｶﾞｼﾜﾊｼ) 市道塩柏線 1973 15 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中角橋 (ﾅｶﾂﾉﾊﾞｼ) 市道宮砥中角線 1997 7.6 7.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

政所橋 (ﾏﾄﾞｺﾛﾊﾞｼ) 市道荻迫線 1932 17.3 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

飛渡橋 (ﾄﾋﾞﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道鬼森線 不明 3.2 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ
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久小野橋 (ﾋｻｼｵﾉﾊｼ) 市道緩木線 1941 4.1 4.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

緩木橋 (ﾕﾙｷﾞﾊｼ) 市道緩木線 1994 9.5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

吐合橋 (ﾊｷｱｲﾊﾞｼ) 市道吐合線 1994 30 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

向山手橋 (ﾑｺｳﾔﾏﾃﾊﾞｼ) 市道向山手2号線 1997 16 15.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

白水橋 (ｼﾛｳｽﾞﾊｼ) 市道吐合線 1959 21.7 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

亀ケ淵橋 (ｶﾒｶﾞﾌﾁﾊｼ) 市道屏風ケ淵線 1994 3.8 4.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

荒巻橋 (ｱﾗﾏｷﾊﾞｼ) 市道飛田川中央線 1983 45 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

法木橋 (ﾎｳｷﾞﾊｼ) 市道平小仲尾線 1970 4.6 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

小高野橋 (ｺﾀﾞｶﾉﾊｼ) 市道小高野線 1960 3.8 4.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山ノ口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道山ノ口線 1992 27.8 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

薊菜橋 (ｱｻﾞﾐﾊﾞｼ) 市道薊菜線 1992 30.4 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1広草橋 (ﾀﾞｲ1ﾋﾛｼｸｻﾊｼ) 市道下矢倉1号線 1981 5 6.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

鶴原橋 (ﾂﾙﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道鶴原2号線 1992 47.5 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

深瀬橋 (ﾌｶｾﾊﾞｼ) 市道深高線 1992 50 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊｼ) 市道横枕線 1969 2.7 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

江内戸橋 (ｴｳﾁﾄﾊｼ) 市道江内戸線 不明 2.8 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

姿橋 (ｽｶﾞﾀﾊｼ) 市道姿岩本線 2008 29.8 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

岩本橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 市道姿岩本線 1950 17 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

高山橋 (ﾀｶﾔﾏﾊﾞｼ) 市道高山線 1994 27.7 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

国重橋 (ｸﾆｼｹﾞﾊﾞｼ) 市道国重線 1956 22 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第2国重橋 (ﾀﾞｲ2ｸﾆｼｹﾞﾊｼ) 市道国重線 不明 2 4.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

獺谷橋 (ｳｿﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道獺谷線 1982 16.3 3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道宮平線 1938 27.4 2.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

天神橋 (ｸﾜﾂﾙﾊｼ) 市道高源寺1号線 不明 6.8 3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

畑中橋 (ﾊﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道畑中線 1997 19.6 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

二俣橋 (ﾌﾀﾏﾀﾊｼ) 市道二俣2号線 不明 2.1 2.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

神宮寺橋 (ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道畑1号線 1995 25 11.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山之神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道神行線 1961 20.1 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道神行線 1960 24 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1振顔野橋 (ﾀﾞｲ1ﾌﾙｶﾞｵﾉﾊｼ) 市道振顔野線 不明 2.6 3.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

矢作橋 (ﾔｻｸﾊﾞｼ) 市道矢作線 1956 18 2.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

谷門橋 (ﾀﾆｶﾄﾞﾊｼ) 市道谷門線 1971 15.6 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

井無田橋 (ｲﾑﾀﾊﾞｼ) 市道立石田平線 1971 5.3 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

安養寺橋 (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道安養寺線 2001 22.2 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

浦谷橋 (ｳﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道菅原線 1986 5.6 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上坂田新橋 (ｶﾐｻｶﾀｼﾝﾊﾞｼ) 市道上坂田新橋線 1984 54.5 6.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道妙見線 1994 16.5 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

尾迫橋 (ｵｻｺﾊｼ) 市道妙見小川線 1993 56 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

滝部橋 (ﾀｷﾍﾞﾊﾞｼ) 市道滝部緩木線 2004 43 9.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

神原渓谷大橋 (ｺｳﾊﾞﾙｹｲｺｸｵｵﾊｼ) 市道宮戸倉木線 2002 236 9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宮之原橋 (ﾐﾔﾉﾊﾗﾊｼ) 市道宮戸倉木線 1994 55 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

倉石橋 (ｸﾗｲｼﾊﾞｼ) 市道倉木大石線 2003 54 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

相ヶ鶴橋 (ｱｲｶﾞﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 市道獺越巣原線 2000 46.5 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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仁田川橋 (ﾆﾀｶﾞﾊﾞｼ) 市道馬場南河内線 1992 22.6 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

網掛橋 (ｱﾐｶｹﾊｼ) 市道宮平岩本線 1963 20.1 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上岩戸橋 (ｶﾐｲﾜﾄﾊﾞｼ) 市道田代天神鶴線 1971 18.5 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

千把橋 (ｾﾝﾊﾊｼ) 市道馬場恵良原線 1988 16.8 6.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

大崎橋 (ｵｵｻｷﾊﾞｼ) 市道野鹿線 1992 22.8 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

協力橋 (ｷｮｳﾘｮｸﾊﾞｼ) 市道陽目線 1964 22.1 2.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

火渡橋 (ﾋﾜﾀﾘﾊｼ) 市道古賀火渡線 1969 5.1 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道荻菅生線 1973 28 8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

岩戸橋 (ｲﾜﾄﾞﾊｼ) 市道岩戸橋線 1966 40 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

湯ノ上橋 (ﾕﾉｶﾐﾊｼ) 市道石田湯ノ上線 1981 4.6 6.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

米賀橋 (ｺﾒｶﾊﾞｼ) 市道宮原米賀線 1993 33 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

一本木橋 (ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾊﾞｼ) 市道杉の原寺原線 1985 25.7 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

道仙橋 (ﾄﾞｳｾﾝﾊｼ) 市道千人塚栢木線 1998 22.5 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道室山中線 不明 4 5.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

市の原橋 (ｼﾉﾊﾗﾊｼ) 市道石原板切線 1988 9 8.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

七里橋 (ｼﾁﾘﾊｼ) 市道石原板切線 不明 4.1 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道石田2号支線 1986 4.5 2.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

清水山橋 (ｷﾖﾐｽﾞﾔﾏﾊｼ) 市道板切清水山線 不明 4 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

端の詰橋 (ﾊｼﾉﾂﾒﾊﾞｼ) 市道馬場栢木線 2000 20.2 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道老野古屋敷線 1979 23.9 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊﾞｼ) 市道老野古屋敷線 不明 2.3 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

七里川橋 (ｼﾁﾘｶﾜﾊｼ) 市道加良登加生島線 1956 19 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

桐迫橋 (ｷﾘｻｺﾊｼ) 市道南梅木線 1978 17 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

添ヶ迫橋 (ｿｴｶﾞｻｺﾊｼ) 市道牧ノ元添ヶ迫線 1977 16 4.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道赤川線 不明 3.4 7.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

老野橋 (ｵｲﾉﾊﾞｼ) 市道新町老野線 1992 18.7 2.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宮原橋 (ﾐﾔﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道神馬宮原線 1904 15 5.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

蟹湯橋 (ｶﾆﾕﾊｼ) 市道栃原線 1972 7 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

古園橋 (ﾌﾙｿﾞﾉﾊｼ) 市道栃原線 1968 3.1 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

辻1号橋 (ﾂｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道馬門沢水線 1978 6.2 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

辻2号橋 (ﾂｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道馬門沢水線 1979 6.2 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

2号谷尻橋 (2ｺﾞｳﾀﾆｼﾘﾊﾞｼ) 市道上野線 1967 3 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道辻線 1967 4.6 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上栃原橋 (ｳｴﾄﾁﾊﾗﾊｼ) 市道上栃原線 2001 9.9 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

矢所大橋 (ﾔﾄﾞｺﾛｵｵﾊｼ) 市道藤渡叶野線 2006 136 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

鶴ヶ迫橋 (ﾂﾙｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道藤渡叶野線 2003 60 7.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第4号橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道小津留線 1955 6 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第3号橋 (ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道小津留線 1955 5.2 6.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

田尾橋 (ﾀｵﾊｼ) 市道田尾線 不明 5 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

小鶴橋 コヅルハシ 市道久保沢水線 不明 6.4 8.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

足駄木橋 (ｱｼﾀﾞｷﾞﾊﾞｼ) 市道足駄木線 不明 4.5 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

アソキ橋 (ｱｿｷﾊﾞｼ) 市道赤坂米山線 不明 13.6 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

天神楽橋 (ｱﾏｶｸﾞﾗﾊﾞｼ) 市道天神楽線 不明 5.1 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ
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庵岐橋 (ｱﾝｷﾊﾞｼ) 市道一畑走水線 1953 5.9 6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

岩竹橋 (ｲﾜﾀｹﾊﾞｼ) 市道岩竹線 1956 6 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

一畑橋 (ｲﾁﾊﾀﾊﾞｼ) 市道一畑並石線 1967 10 5.3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 市道岩脇線 不明 9.1 5.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

内山橋 (ｳﾁﾔﾏﾊﾞｼ) 市道塔之御堂線 1966 7.7 6.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

空木橋 (ｳﾂｷﾞﾊﾞｼ) 市道空木線 1916 3.9 2.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

永四郎橋 (ｴｲｼﾛｳﾊﾞｼ) 市道西夷線 1960 5.8 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大石川橋 (ｵｵｲｼｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道相原本谷線 1931 10.2 5.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道蕗線 1961 4.1 5.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

御木橋 (ｵｷﾞﾊﾞｼ) 市道森野部線 不明 3.8 8.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

奥畑五号橋 (ｵｸﾊﾞﾀｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道奥畑2号線 1964 5.1 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

奥畑三号橋 (ｵｸﾊﾞﾀｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道奥畑2号線 1953 10 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

奥畑二号橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道奥畑2号線 1954 7.1 3.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

奥畑一号橋 (ｵｺﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道奥畑2号線 1953 7.9 3.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

尾崎橋 (ｵｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道グリーンロード香々地高田線 1973 11 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小藤橋 (ｵﾌｼﾞﾊﾞｼ) 市道中村小藤線 不明 4.3 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

学校前橋 (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 市道学校両田線 1965 7.7 5.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

上小池橋 (ｶﾐｺｲｹﾊﾞｼ) 市道小池線 1968 4.8 3.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

干拓第３号橋 (ｶﾝﾀｸﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎K-11号線 1995 7.5 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上野観音堂線 不明 5 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

貴船橋 (ｷﾌﾈﾊﾞｼ) 市道古城貴船線 1985 11 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小池橋 (ｺｲｹﾊﾞｼ) 市道小池線 1968 4.2 34.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

号敷橋 (ｺﾞｳｼｷﾊﾞｼ) 市道号敷線 1968 8.5 2.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

合畑橋 (ｱｲﾊﾀﾊﾞｼ) 市道中村小藤線 1962 2.7 4.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

椎原橋 (ｼｲﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道大力椎原線 1972 5.8 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

繁橋 (ｼｹﾞﾙﾊｼ) 市道呉崎B-3号線 不明 3.7 2.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道入津原中之島線 不明 9.2 13.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

芝場橋 (ｼﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道草地芝場線 不明 4.3 6.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

下小池橋 (ｼﾓｺｲｹﾊﾞｼ) 市道堅来小池線 不明 6.6 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

周ヶ尾橋 (ｼｭｳｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道上野観音堂線 不明 2.5 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

新栄橋 (ｼﾝｴｲﾊﾞｼ) 市道中伏区内1号線 1955 3.3 4.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

神幸橋 (ｼﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道草地畑線 1983 11.7 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

末日高橋 (ｽｴﾋﾀﾞｶﾊﾞｼ) 市道呉崎A-4号線 1985 9.7 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊﾞｼ) 市道入津原中之島線 1960 7 9.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大日大橋 (ﾀﾞｲﾆﾁｵｵﾊｼ) 市道一畑並石線 1946 13.6 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

高野第三橋 (ﾀｶﾉﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 市道高野線 2001 4 3.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道呉崎B-14号線 不明 6.4 3.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道黒土田ノ口線 不明 14.4 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

田福橋 (ﾀﾌｸﾊﾞｼ) 市道田福入津線 1978 5.3 7.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

田部橋 (ﾀﾍﾞﾊｼ) 市道楢林区内1号線 不明 12.6 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

玉津橋 (ﾀﾏﾂﾊﾞｼ) 市道御玉9号線 1961 6.6 7.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

玉橋 (ﾀﾏﾊﾞｼ) 市道真玉干拓B-2号線 不明 6.3 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

長岸寺橋 (ﾁｮｳｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道御玉11号線 1960 7 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ
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椿堂一号橋 (ﾂﾊﾞｷﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道椿堂線 不明 5.5 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

椿堂二号橋 (ﾂﾊﾞｷﾄﾞｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道椿堂線 不明 5.5 3.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道寺田徳久保線 不明 14 2.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

天神江橋 (ﾃﾝｼﾞﾝｴﾊﾞｼ) 市道小野瀬天神江線 不明 4.9 5.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

堂ノ口橋 (ﾄﾞｳﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道大平影平線 不明 10.5 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道呉崎A-13号線 1965 10.4 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

夏吉橋 (ﾅﾂﾖｼﾊﾞｼ) 市道夏吉線 1942 2.1 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西畑平宗橋 (ﾆｼﾊﾞﾀﾋﾗﾑﾈﾊﾞｼ) 市道浜西畑線 2013 9.4 4.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

蜷尻橋 (ﾆﾅｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道常盤区内1号線 不明 3.5 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

二宮橋 (ﾆﾉﾐﾔﾊﾞｼ) 市道間戸横嶺線 1993 13.2 3.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

猫石橋 (ﾈｺｲｼﾊﾞｼ) 市道呉崎猫石線 不明 10.7 5.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

波戸川橋 (ﾊﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道高島線 不明 7.6 4.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

浜下橋 (ﾊﾏｼﾓﾊﾞｼ) 市道浜泊線 不明 2.5 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

浜東橋 (ﾊﾏﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道浜庄屋線 不明 6 5.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

日平橋 (ﾋﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道草地畑線 2005 5.1 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) 市道真中山香線 1971 7.5 5.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西畑受橋 (ﾆｼﾊﾞﾀｳｹﾊﾞｼ) 市道西畑平原受線 不明 6.6 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

富貴寺橋 (ﾌｷｼﾞﾊﾞｼ) 市道蕗線 1961 12.6 5.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

桝渕橋 (ﾏｽﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道桝渕線 不明 6.1 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

宮川1号橋 (ﾐﾔｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道寺田迫田線 1964 3.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

宮川2号橋 (ﾐﾔｶﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道寺田迫田線 1964 8 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道御玉6号線 1961 6.6 5.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

姪ノ川橋 (ﾒｲﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道来縄線 1985 3.8 10.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

茂原橋 (ﾓﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道茂原区内線 1979 5.5 2.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

山ノ下橋 (ﾔﾏﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道茂原線 1987 8.4 3.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

屋山橋 (ﾔﾔﾏﾊﾞｼ) 市道屋山線 不明 3.9 5.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

弓切橋 (ﾕﾐｷﾘﾊﾞｼ) 市道中村小藤線 1963 2.6 5.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

四反田橋 (ﾖﾝﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道相原本谷線 1951 7 3.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

来栄橋 (ﾗｲｴｲﾊﾞｼ) 市道呉崎A-8号線 1983 9.3 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

古式橋 (ｺｼｷﾊｼ) 市道犬田森線 1977 17.6 3.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

姪川橋 (ﾒｲｶﾜﾊﾞｼ) 市道本町野地線 1985 16.7 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

玉川橋 (ﾀﾏｶﾜﾊｼ) 市道致斉城庄屋線 1965 39 4.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

竹田橋 (ﾀｹﾀﾊｼ) 市道見目新波止線 1953 34 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

浜磯橋 (ﾊﾏｲｿﾊﾞｼ) 市道堤長岬線 不明 20.2 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道グリーンロード香々地高田線 1975 15.5 8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

永代橋 (ｴｲﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道前田線 2001 14.7 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊｼ) 市道森野部線 1974 77.2 6.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

日高橋 (ﾋﾀｶﾊｼ) 市道志手町呉崎線 1970 19.4 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

堀岩屋橋 (ﾎﾘｲﾜﾔﾊﾞｼ) 市道大力線 1969 33 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道浜田琴ノ組線 1958 20.5 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

朝平橋 (ｱｻﾋﾗﾊｼ) 市道夏吉線 1980 14.6 6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

大井手橋 (ｵｵｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道志手町呉崎線 1979 27 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

広瀬２号橋 (ﾋﾛｾﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎K-3号線 1967 54.2 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ
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新泉橋 (ﾆｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道間戸横嶺線 1980 21.1 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

長相橋 (ﾁﾖｳｿｳﾊｼ) 市道見目線 1981 20 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鼎橋 (ｶﾅｴﾊﾞｼ) 市道碇橋払田線 1968 39 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道泉源寺線 1977 21.3 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

口瀬渕橋 (ｸｾﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道口瀬渕線 1953 21 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

田原地橋 (ﾀﾜﾗｼﾞﾊﾞｼ) 市道田原地線 1973 15.3 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

界小橋 (ｻｶｲｺﾊﾞｼ) 市道犬田楢林線 1978 15.3 1.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

中伏下橋 (ﾅｶﾌﾞｼｼﾓﾊﾞｼ) 市道中伏区内1号線 1973 20.1 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道呉崎B-3号線 1976 17.3 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

満畑橋 (ﾐﾂﾊﾀﾊﾞｼ) 市道呉崎B-17号線 1965 40 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

広瀬５号橋 (ﾋﾛｾｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 市道広瀬A-5号線 1964 18.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鏡迫橋 (ｶｶﾞﾐｻｺﾊﾞｼ) 市道東都甲大力線 1963 19.1 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

下の川橋 (ｼﾓﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道丸山線 1955 22 5.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

田口橋 (ﾀｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道田口線 1984 18.7 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

寺川橋 (ﾃﾗｶﾜﾊﾞｼ) 市道大力椎原線 1958 48 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

新桂橋 (ｼﾝｶﾂﾗﾊﾞｼ) 市道玉津海岸線 1979 108.9 12 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

白石橋 (ｼﾗｲｼﾊﾞｼ) 市道一畑並石線 1972 15 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

佛江橋車道橋 (ﾎﾄｹｴﾊﾞｼｼｬﾄﾞｳｷｮｳ) 市道新町新開線 1961 46.5 9.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

矢垣橋 (ﾔｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道庄屋長峰線 不明 15 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

荻原橋 (ﾊｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道荻原線 不明 23.5 1.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鶴今橋 (ﾂﾙｲﾏﾊｼ) 市道湯原尾南線 1995 27.1 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊﾞｼ) 市道下黒土長岩屋線 1980 19.3 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

恵良川橋 (ｴﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道浜庄屋線 1971 16.6 6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

向寺田橋 (ﾑｺｳﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道向寺田線 1987 18 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

駄渡橋 (ﾀﾞﾜﾀﾘﾊｼ) 市道蔭平線 2001 15.2 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

柿ノ木田橋 (ｶｷﾉｷﾀﾞﾊﾞｼ) 市道恵良万四郎線 不明 14.5 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

佛江橋側道橋 (ﾎﾄｹｴﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道新町新開線 1961 48.6 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 市道宇佐払田線 1989 25.8 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鴨尾橋 (ｶﾓｵﾊｼ) 市道宇佐払田線 1984 47.7 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

智恩寺橋 (ﾁｵﾝｼﾞﾊｼ) 市道宇佐払田線 1981 95 8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

二の尾橋 (ﾆﾉｵﾊﾞｼ) 市道小重見線 1977 44.8 5.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

中尾第一号橋 (ﾅｶｵﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道奈多中尾線 不明 4.3 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋１ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道日野地影平線 不明 6.7 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

第二号橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道年田浜第2号線 不明 5.1 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

櫛屋１号橋 (ｸｼﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道櫛屋線 不明 9.8 4.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道三川原北線 不明 26.5 5.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道オレンジロード杵築線 1971 48.8 7.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

祓川橋 (ﾊﾗｲｶﾜﾊｼ) 市道志口住吉線 1964 5.6 6.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大川司橋 (ｵｵｶﾜｼﾞﾊﾞｼ) 市道下村線 1979 74.4 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道美濃崎線 1967 21.4 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

城山橋 (ｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 市道城山線 1967 17.5 6.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

二ノ井手橋 (ﾆﾉｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道薫石線 1935 13.9 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

下田居橋 (ｼﾓﾀｲﾊﾞｼ) 市道広瀬ニの尾線 不明 41.3 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ
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浄願寺橋 (ｼﾞｮｳｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道片野三川線 1962 12.5 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

南橋 (ﾐﾅﾐﾊｼ) 市道南渡線 1963 11.9 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

今原橋 (ｲﾏﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道日野地今原線 1950 10.1 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

鼻崎橋 (ﾊﾅｻｷﾊｼ) 市道寺山迫線 1935 10.7 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

岩谷第一号橋 (ｲﾜﾔﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道岩谷線 1961 7.9 4.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

出原橋（車道） (ｲﾃﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道相原熊丸線 1972 113.4 6.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道藤川2号線 不明 9.6 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

芋恵良橋 (ｲﾓｴﾗﾊﾞｼ) 市道芋恵良線 不明 7.5 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

２号橋１ (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道日野地今原線 不明 3.5 3.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

北村橋 (ｷﾀﾑﾗﾊﾞｼ) 市道横断1号線 1954 9.2 4.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

楢本橋 (ﾅﾗﾓﾄﾊｼ) 市道天堤線 1960 8.4 4.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中野河内橋 (ﾅｶﾉｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道中野2号線 不明 3.5 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中川原橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道中川原線 不明 9.5 3.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

徳永橋 (ﾄｸﾅｶﾞﾊｼ) 市道志口住吉線 1962 8.5 7.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

影平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道影平線 1974 14.7 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

金水１号橋 (ｷﾝｽｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道牛屋敷線 不明 10.8 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 市道稲荷線 1973 24.1 5.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

又井橋 (ﾏﾀｲﾊﾞｼ) 市道又井田染線 1973 22 5.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中津屋西第一号橋 (ﾅｶﾂﾔﾆｼﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道荒平中津屋西線 不明 3.2 2.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋（小狭間橋） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道オレンジロード杵築線 不明 7.7 7.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

高岸橋 (ﾀｶｷﾞｼﾊﾞｼ) 市道芋尾線 1919 3 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中筋橋 (ﾅｶｽｼﾞﾊﾞｼ) 市道中筋東線 1958 20 3.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

槍原橋 (ｳﾂｹﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道南畑通学線 1982 15.9 6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

２号橋２ (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道柿ノ木田線 不明 4.3 2.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

野田第一号橋 (ﾉﾀﾞﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道野田天田八幡線 不明 5 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

樋掛1号橋 (ﾋｶｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋掛元河内線 1969 14.8 4.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

殿ヶ丘橋 (ﾄﾉｶﾞｵｶﾊﾞｼ) 市道殿ヶ丘線 不明 4.5 5.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 市道亀井平札石線 1963 5.6 5.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

秋山橋 (ｱｷﾔﾏﾊﾞｼ) 市道秋山線 1973 12.5 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

産霊社橋 (ｻﾝﾚｲｼｬﾊﾞｼ) 市道産霊社市場線 1963 5.3 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

上河内橋 (ｶﾐｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道上河内水ノ口線 不明 9.1 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

山中２号橋 (ﾔﾏﾅｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道定野尾山中線 不明 6.5 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

春久保橋 (ﾊﾙｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道中野田線 1931 6.4 4.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

塚畑橋 (ﾂｶﾊﾀﾊｼ) 市道立石上町線 1954 5.5 6.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

立岩橋 (ﾀﾃｲﾜﾊﾞｼ) 市道立岩線 不明 21.5 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

宮司第一号橋 (ﾐﾔｼﾞﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西新町宮司線 不明 2.8 4.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

年田第一号橋 (ﾄｼﾀﾞﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道猪尾年田線 不明 8 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

２号橋３ (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道芋恵良今原2号線 不明 5.1 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

神潮橋 (ｺｳｼﾞｮﾊﾞｼ) 市道グランド線 不明 24.1 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道八王子線 1961 14.2 2.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

船部橋 (ﾌﾅﾍﾞﾊｼ) 市道船部線 1932 4.2 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道藤川1号線 不明 8.6 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

山ノ田橋 (ﾔﾏﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道岡線 1945 7.5 4.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ
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尾上東橋 (ｵｶﾐﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道尾上東線 不明 3.7 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

上河内橋（Ｃ） (ｶﾐｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道上河内水ノ口線 不明 13 4.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道定野尾山中線 2000 4.9 8.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

小野尾２号橋 (ｵﾉｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道小野尾線 不明 8.8 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

上二の尾橋 (ｶﾐﾆﾉｵﾊﾞｼ) 市道上ニノ尾線 1977 51.6 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

大造司橋 (ﾀﾞｲｿﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道岡1号線 1954 6.6 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊｼ) 市道安岐ダム線 1970 15 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

石山橋 (ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道乙王船部線 不明 10.5 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

鮎帰池田橋 (ｱﾕｶﾞｴﾘｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 市道鮎帰池田線 1964 9 6.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

無名橋（小谷橋） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道日出大田線 1984 6.8 9.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

井手ノ上橋 (ｲﾃﾞﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道井手の上線 不明 12.5 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊﾞｼ) 市道中津屋小平線 1966 5.2 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

2号橋４ (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道立岩線 不明 6 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

北浜橋 (ｷﾀﾊﾏﾊﾞｼ) 市道北浜西新町線 1966 5.8 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋２ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道芋恵良今原2号線 1959 3.7 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

上山橋 (ｶﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 市道上山線 不明 4 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道志口住吉線 1954 5.9 6.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

４号橋 (ﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道海蔵寺線 不明 4.5 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋（篠原橋） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道オレンジロード杵築線 不明 9.1 7.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊｼ) 市道波多方線 1956 17.1 5.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

長田２号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道長田線（山浦） 不明 2.7 6.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道東大内山山中線 不明 9 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

小谷２号橋 (ｵﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道小谷線 不明 4 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大下第一号橋 (ｵｵｼﾀﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大下線 不明 8.7 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

又井１号橋 (ﾏﾀｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道又井田染線 不明 5.2 4.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

井の尻橋 (ｲﾉｼﾘﾊｼ) 市道志口住吉線 1962 3.5 6.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 市道平原線 不明 2.7 7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

柚の迫橋 (ﾕﾉｻｺﾊｼ) 市道柚ノ迫線 不明 3.9 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

下仲尾橋 (ｼﾓﾅｶｵﾊｼ) 市道下仲尾線 1977 33.2 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

海蔵寺橋 (ｶｲｿﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道海蔵寺線 不明 3.6 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

長久橋 (ﾁｮｳｷｭｳﾊﾞｼ) 市道守江藤川線 1933 20 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

杉田橋 (ｽｷﾞﾀﾊﾞｼ) 市道飛松線 不明 5.2 4.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

相原第一号橋 (ｱｲﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道相原熊丸線 不明 4.7 9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

宮司橋 (ﾐﾔｼﾞﾊﾞｼ) 市道西新町宮司線 1970 28 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

２号橋５ (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道海蔵寺線 不明 5.9 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

吉野渡１号橋 (ﾖｼﾉﾜﾀﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道重永吉野渡線 不明 3.3 4.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

吉松橋 (ﾖｼﾏﾂﾊﾞｼ) 市道吉松古城得線 1989 8.2 7.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

向野橋 (ｺｳﾉﾊﾞｼ) 市道小猪尾支線 不明 6.9 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

芋恵良１号橋 (ｲﾓｴﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道芋恵良線 不明 6.4 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

西仲尾本橋 (ﾆｼﾅｶｵﾎﾝﾊﾞｼ) 市道樋掛西仲尾線 不明 2 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

速内２号橋 (ﾊﾔｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道速内線 不明 6.6 1.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

下切･井手ノ上橋 (ｼﾀｷﾞﾘｲﾃﾞﾉｳｴﾊｼ) 市道下切井手ノ上線 不明 8.3 6.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋３ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道八丸線 不明 2.5 5.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ
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須崎橋 (ｽｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道三川原北線 不明 4.5 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

二又橋 (ﾌﾀﾏﾀﾊｼ) 市道角石堀田川線 1953 9.7 11 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

羽根橋 (ﾊﾈﾊﾞｼ) 市道松本線 1965 12 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

穴野大橋 (ｱﾅﾉｵｵﾊｼ) 市道宝陀寺久松線 1964 11.7 2.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

今畑橋 (ｲﾏﾊﾀﾊﾞｼ) 市道今畑神社線 不明 8.3 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

平河橋 (ﾋﾗｶﾜﾊﾞｼ) 市道志口住吉線 1965 6.2 6.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

市場橋 (ｼｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道市場渡線 1983 10.6 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

無名橋（小谷川橋） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道日出大田線 1984 7.7 9.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大重見橋 (ｵｼｹﾞﾐﾊﾞｼ) 市道大重見線 不明 11 5.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

池ノ下橋 (ｲｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道池の下線 1945 2.7 2.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

第一号橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道中道線 不明 11 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道日野地今原線 不明 4 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

牛屋敷橋 (ｳｼﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道牛屋敷線 不明 22 5.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

影平３号橋 (ｶｹﾞﾋﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道影平支線 不明 4.2 2.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋４ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道山ノ口線 不明 4.2 5.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

高木橋 (ﾀｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道小武中村線 1991 25.9 7.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新具田橋 (ｼﾝｸﾞﾀﾊｼ) 市道筌口野田線 1966 7.1 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

柿ノ木田橋 (ｶｷﾉｷﾀﾞﾊﾞｼ) 市道柿ノ木田線 1925 14.3 3.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大左右橋 (ﾀﾞｲｿｳﾊﾞｼ) 市道大左右線 不明 13.6 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

又井本橋 (ﾏﾀｲﾓﾄﾊｼ) 市道又井線 不明 5.8 3.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

樋掛2号橋 (ﾋｶｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋掛元河内線 不明 3.7 4.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

樋掛２号橋 (ﾋｶｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋掛元河内線 不明 2.8 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

百渓橋 (ﾋｬｯｹｲﾊﾞｼ) 市道峰線 1962 6.9 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

黒田池跨道橋 (ｸﾛﾀﾞｲｹｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道新興黒田池一号線 1990 36.5 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

長流寺橋 (ﾁｮｳﾘｭｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道長上線 1947 5.2 4.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

薫石1号橋 (ﾌｽﾍﾞｲｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道薫石線 不明 8.9 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

鷂社橋 (ﾀｶｼｬﾊｼ) 市道中波多方線 1975 13.8 10.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

竜頭橋 (ﾘｭｳｽﾞﾊﾞｼ) 市道竜頭線 不明 64.6 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

竜頭橋 (ﾘｭｳｽﾞﾊﾞｼ) 市道日出大田線 不明 65 9.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

西岳２号橋 (ﾆｼﾀﾞｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道西岳線 不明 5 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

寺山第一号橋 (ﾃﾗﾔﾏﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道溝井寺山線 不明 11.6 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新興跨道橋 (ｼﾝｺｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道浜篠原線 1989 30.8 7.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

宮ノ原跨道橋 (ﾐﾔﾉﾊﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道宮の原線 1989 34.1 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

牛切田跨道橋 (ｳｼｷﾘﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道北祗園中の原線 1990 38.7 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大台跨道橋 (ｵｵﾀﾞｲｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道平尾台線 1990 70.7 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

荒巻跨道橋 (ｱﾗﾏｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道荒巻線 1989 37.5 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

白水跨道橋 (ｼﾗﾐｽﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中平久保畑線 1990 42 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

生常橋 (ｲｸﾂﾈﾊﾞｼ) 市道加貫一号線 1962 5.5 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

宮脇橋 (ﾐﾔﾜｷﾊﾞｼ) 市道宮脇線 不明 5.4 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

大内川橋 (ｵｵｳﾁｶﾞﾜﾊｼ) 市道大内駅東線 不明 10.9 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道芋恵良今原2号線 不明 3.2 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

高平第一号橋 (ﾀｶﾋﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道高平線 不明 2.7 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

新洞橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道拝田新洞線 1973 51.5 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ
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麻生3号橋 (ｱｿｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道井ノ川・床並線 不明 7.8 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

牛渕橋 (ｳｼﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道北山線 不明 63.4 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

のやまばし (ﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 市道野山片峰線 1933 23.4 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

久兵衛新田1号橋 (ｷｭｳﾍﾞｴｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北鶴田線 不明 2.4 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

北鶴田橋 (ｷﾀﾂﾙﾀﾊﾞｼ) 市道北鶴田・新浜線 不明 2.3 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

赤尾7号橋 (ｱｶｵ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石井谷南線 不明 9.5 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

永田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊｼ) 市道平山大見尾線 1984 50 8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

伊呂波橋 (ｲﾛﾊﾊﾞｼ) 市道伊呂波橋線 1947 47.9 6.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

縄手橋 (ﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 市道西屋敷・大方線 不明 15.1 2.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

中新田橋 (ﾅｶｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道北鶴田・新浜線 不明 2.3 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 市道千田丸線 不明 7.5 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松崎7号橋 (ﾏﾂｻｷ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎光明寺線 不明 6.8 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

柿園橋 (ｶｷｿﾞﾉﾊｼ) 市道山蔵柿園線 1998 25.4 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

辛島1号橋 (ｶﾗｼﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道渚団地東線 不明 10.3 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

恵曽橋 (ｴｿﾊﾞｼ) 市道上恵良台線 不明 26.7 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

釜迫橋 (ｶﾏｻｺﾊﾞｼ) 市道釜迫・宮熊線 1960 31.3 2.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

千田丸橋 (ｾﾝﾀﾞﾏﾙﾊﾞｼ) 市道大根川・赤尾線 1982 16.6 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

大方橋 (ｵｵｶﾀﾊﾞｼ) 市道西屋敷・大方線 1979 21.5 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

両戒橋 (ﾘｮｳｶｲﾊﾞｼ) 市道出光・両戒線 1954 33.8 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

末参橋 (ｽｴｻﾝﾊﾞｼ) 市道宮迫線 1973 33.4 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

伏田橋 (ﾌｼﾀﾊﾞｼ) 市道日足・正覚寺線 1964 24 3.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

佐々礼1号橋 (ｻｻﾞﾚ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西港・岩保線 不明 2 8.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

五反丸橋 (ｺﾞﾀﾝﾏﾙﾊﾞｼ) 市道出光南線 1954 32.2 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

猿渡橋 (ｻﾙﾜﾀﾘﾊｼ) 市道尾永井・猿渡線 1975 48 9.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

畑田12号橋 (ﾊﾀｹﾀﾞ12ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道畑田4号線 不明 3.6 3.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 市道伏田・椎ノ宮線 1972 29.2 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

浜川橋 (ﾊﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道松崎免田・原畑線 1982 20.5 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

古城３号橋 (ｺｼﾞｮｳ3ｺﾞｳ ﾊｼ) 市道古城2号線 不明 5.3 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

橋津1号橋 (ﾊｼﾂﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道橋津・日足線 不明 4.5 3.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道滝貞久保畑線 不明 8.2 3.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上麻生橋 (ｶﾐｱｿｳﾊﾞｼ) 市道松原・灘線 不明 12.6 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 市道尾立川崎線 1977 16 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道下矢部出口線 1952 24 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

西大堀1号橋 (ﾆｼｵｵﾎﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道白宇津・梅林寺線 不明 7.7 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

元重橋 (ﾓﾄｼｹﾞﾊﾞｼ) 市道末・上元重線 1978 36 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

ふるさと東部大橋（寄藻大橋） (ﾌﾙｻﾄﾄｳﾌﾞｵｵﾊｼ) 市道ふるさと東部線 2000 170 10.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 市道萱籠線 1965 22.7 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

松崎6号橋 (ﾏﾂｻｷ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎・西大堀線 不明 7 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

檜垣橋 (ﾋｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道下矢部桧垣線 1969 24.6 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

小金谷橋 (ｺｶﾞﾈﾀﾆﾊﾞｼ) 市道日足中央線 1980 17.5 5.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大床橋 (ｵｵﾄｺﾊｼ) 市道房ヶ畑線 不明 6.4 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

第四山坂橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾔﾏｻｶﾊｼ) 市道寒水中州線 1970 6.8 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道鳥越竜王線 不明 7.3 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ
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松崎橋 (ﾏﾂｻｷﾊﾞｼ) 市道放生会線 1982 22.7 5.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

堺橋 (ｻｶｲﾊｼ) 市道深見院内線 不明 3.2 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

瀬戸口橋 (ｾﾄｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道下矢部中央線 1969 33.2 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

新貝橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊｼ) 市道新貝谷線 不明 8.1 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

ツエノ元橋 (ﾂｴﾉﾓﾄ ﾊｼ) 市道小唐川三反田線 不明 6 3.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐々礼2号橋 (ｻｻﾞﾚ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西港・岩保線 不明 6 7.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

赤尾1号橋 (ｱｶｵ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大根川・船越線 不明 10.7 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

左京橋 (ｻｷｮｳﾊｼ) 市道柿の木田線 1968 11.6 5.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道上矢部鳴川線 不明 8.3 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松竹橋 (ﾏﾂﾀｹﾊﾞｼ) 市道下矢部中央線 不明 10 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松ノ木橋 (ﾏﾂﾉｷﾊｼ) 市道西衲線 不明 5 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

永田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道尾立川崎線 1982 91.5 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 市道中山鳥越線 1953 15 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

滝ノ下橋 (ﾀｷﾉｼﾀﾊｼ) 市道下切屋敷線 不明 3.6 2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

徳心橋 (ﾄｸｼﾝﾊﾞｼ) 市道山本・鷹栖線 不明 8.6 5.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

西大堀2号橋 (ﾆｼｵｵﾎﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西大堀中央線 不明 8.6 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

今仁3号橋 (ｲﾏﾆ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道上佐野・今仁線 不明 8.4 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

江須賀6号橋 (ｴｽｶﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 市道住江・江須賀線 1973 4.1 6.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

元正橋 (ﾓﾄｾｲﾊｼ) 市道元正線 不明 12.5 1.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

村部橋 (ｿﾍﾞﾊｼ) 市道新貝谷線 1975 11.9 5.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊｼ) 市道木裳園田線 不明 8.5 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

由の本橋 (ﾕﾉﾓﾄﾊｼ) 市道福貴野枝郷線 不明 6.5 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

御筆３号橋 (ﾐﾌﾃﾞ3ｺﾞｳ ﾊｼ) 市道御筆岡線 不明 6.2 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

高森3号橋 (ﾀｶﾓﾘ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道高森大主・一盃田線 不明 2.3 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

松崎5号橋 (ﾏﾂｻｷ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎光明寺線 不明 9.6 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野7号橋 (ｻﾉ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道上佐野北線 不明 10 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

江熊橋 (ｴｸﾞﾏﾊｼ) 市道金丸・江熊線 1950 16 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

江須賀8号橋 (ｴｽｶ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道住江・江須賀線 不明 2.3 6.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

川渕橋 (ｶﾜﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道下拝田・下矢部線 1954 11.4 4.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

高並橋 (ﾀｶﾅﾐﾊｼ) 市道櫛野高並線 1982 45 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

道祖神橋 (ﾄﾞｳｿｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道庄部線 1959 19 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

出原橋 (ｲﾃﾞﾊﾞﾙﾊｼ) 市道山蔵出原線 不明 11.6 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四ヶ村橋 (ﾖﾂｶﾞﾑﾗﾊﾞｼ) 市道立石西線 不明 10.2 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

徳瀬橋 (ﾄｸｾﾞﾊｼ) 市道徳瀬線 不明 7.2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四日市2号橋 (ﾖｯｶｲﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道響山公園線 不明 3.7 3.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上鳥越橋 (ｶﾐﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道上鳥越線 不明 5.7 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

溝部橋 (ﾐｿﾞﾍﾞﾊﾞｼ) 市道八幡小学校・荒木線 1973 29.9 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩保新田8号橋 (ｲﾜﾎｼﾝﾃﾞﾝ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎・岩保線 不明 2.9 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

藤岡橋 (ﾌｼﾞｵｶﾊﾞｼ) 市道下麻生・井ノ川線 不明 23 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

畑川橋 (ﾊﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道房ヶ畑線 不明 8.6 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

正覚寺1号橋 (ｼｮｳｶｸｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上矢部高畑線 不明 3.4 3.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

北ヶ迫橋 (ｷﾀｶﾞｻｺﾊｼ) 市道北ヶ迫線 不明 5.1 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下麻生2号橋 (ｼﾓｱｿｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下麻生線 不明 3.9 3.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ
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木部橋 (ｷﾍﾞﾊﾞｼ) 市道長峰・横町線 不明 8.2 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 市道大中山線 不明 13.8 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

熊2号橋 (ｸﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道本谷線 不明 5.9 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下市橋 (ｼﾓｲﾁ ﾊｼ) 市道下市古市線 不明 3.6 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道床並線 不明 4 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

江須賀4号橋 (ｴｽｶﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道江須賀8号線 不明 3 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

西照寺橋 (ｻｲｼｮｳｼﾞﾊｼ) 市道上内河野線 1986 10 7.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下佐野2号橋 (ｼﾓｻﾉ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道木部・清水線 不明 9.7 3.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

御水橋 (ﾐｽｲﾊｼ) 市道下市木裳線 不明 5.2 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松崎3号橋 (ﾏﾂｻｷ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎北線 不明 2 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

蜷木3号橋 (ﾆﾅｷﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蜷木旧県道線 不明 3.2 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 市道上内河野大久保線 不明 2.1 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

加倉橋 (ｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道円ヶ迫線 不明 12 4.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

辛島3号橋 (ｶﾗｼﾏ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ＵＳＡフラワーロード2号線 不明 3.7 17.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道下時枝・下敷田線 不明 3.8 10.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

赤尾2号橋 (ｱｶｵ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道曾根線 不明 10.4 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

森山8号橋 (ﾓﾘﾔﾏ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道池渡・小池線 不明 6.5 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小町橋 (ｺﾏﾁﾊｼ) 市道山蔵平ヶ倉線 不明 2.6 7.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

越木橋 (ｺｼｷﾊｼ) 市道越木線 不明 5.8 2.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

下荘橋 (ｼﾓｼｮｳﾊｼ) 市道木裳荘線 不明 4.5 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

荘橋 (ｼｮｳﾊｼ) 市道上荘丸林線 不明 5.4 3.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

赤尾3号橋 (ｱｶｵ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上佐野・赤尾線 不明 10.4 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

万里2号橋 (ﾏﾃ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道万里線 不明 11 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊｼ) 市道沖小坂線 1981 65 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝ ﾊｼ) 市道矢畑宮ノ前線 不明 2.8 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下高７号橋 (ｼﾓﾀｶ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下高今池北線 不明 3.2 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

葛原4号橋 (ｸｽﾞﾜﾗ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道葛原3号線 1977 9.7 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊｼ) 市道房ヶ畑線 不明 5.5 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

第五山坂橋 (ﾀﾞｲｺﾞﾔﾏｻｶﾊｼ) 市道寒水中州線 1968 3 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

西部2号橋 (ｾｲﾌﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道内尾線 不明 9 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下拝田1号橋 (ｼﾓﾊｲﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下拝田中央線 不明 12 6.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

両子橋 (ﾌﾀｺﾞﾊｼ) 市道下市木裳線 不明 2.8 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

高森橋 (ﾀｶﾓﾘﾊﾞｼ) 市道宇佐神宮・長洲線 不明 2.5 9.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野1号橋 (ｻﾉ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道飛永・下今仁線 不明 11.6 6.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松崎8号橋 (ﾏﾂｻｷ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎西線 不明 7.7 2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上高２号橋 (ｶﾐﾀｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道糸口・吉松線 1974 6.2 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

蛇堀橋 (ｼﾞｬﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 市道和気・高森線 不明 6.3 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小向野2号橋 (ｺﾑｸﾉﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小向野北線 不明 2.8 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上矢部3号橋 (ｶﾐﾔﾍﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上矢部谷山・内山線 不明 4.6 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中尾２号橋 (ﾅｶｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道萱籠線 不明 4.7 5.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松崎9号橋 (ﾏﾂｻﾞｷｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ふるさと東部線 1999 19.7 11 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

上高家１号橋 (ｶﾐﾀｹｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道原口北線 1974 7.4 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

山本2号橋 (ﾔﾏﾓﾄ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山本西1号線 不明 4.6 9.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ
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豊川橋 (ﾄﾖｶﾜﾊﾞｼ) 市道豊幡線 不明 6.6 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道森鳥越線 不明 5.7 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

古渡橋 (ﾌﾙﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道山本・鷹栖線 不明 3.2 2.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

川島上橋 (ｶﾜｼﾏｳｴﾊﾞｼ) 市道川島西線 1980 5.7 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

高森1号橋 (ﾀｶﾓﾘｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道金屋・高森線 不明 5.6 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大塚2号橋 (ｵｵﾂｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大塚・常徳線 不明 7.6 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上前橋 (ｳｴﾏｴﾊﾞｼ) 市道山口・上前線 不明 4.6 4.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四日市1号橋 (ﾖｯｶｲﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道四日市角ノ木・平原線 不明 5 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

和気1号橋 (ﾜｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道橋津梶取・五反田線 不明 5.7 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

原口橋 (ﾊﾗｸﾞﾁﾊｼ) 市道原口小板場線 不明 11.5 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道大中山線 不明 6.2 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

辛島2号橋 (ｶﾗｼﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道芝原・辛島線 不明 3.8 12.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

ながんだ橋 (ﾅｶﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道井ノ川・床並線 不明 9.2 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

丸橋 (ﾏﾙﾊﾞｼ) 市道川島・畑田線 1983 8.6 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

高森2号橋 (ﾀｶﾓﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上田・高森線 不明 4.4 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

苅宇田2号橋 (ｶﾘｳﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道苅宇田・青森線 不明 3.3 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上森橋 (ｳﾜﾓﾘﾊｼ) 市道上森線 不明 11.7 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

麻生4号橋 (ｱｿｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下麻生・井ノ川線 不明 2.4 9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下麻生3号橋 (ｼﾓｱｿｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下麻生線 不明 9.4 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

長六橋 (ﾁｮｳﾛｸﾊﾞｼ) 市道柿の木田線 1931 21.2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

畑田13号橋 (ﾊﾀｹﾀﾞ13ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道畑田4号線 不明 3.6 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下畑橋 (ｼﾓﾊﾀﾊｼ) 市道六地蔵下畑線 不明 2.6 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

布津部橋 (ﾌﾂﾍﾞﾊﾞｼ) 市道新貝・布津部線 1975 7.4 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

フラワー2号線1号橋 (ﾌﾗﾜｰ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ＵＳＡフラワーロード2号線 不明 3.4 16.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

毒水橋 (ﾄﾞｸﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道山本・鷹栖線 不明 3.2 3.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

はとみね橋 (ﾊﾄﾐﾈﾊﾞｼ) 市道尾永井・江須賀線 不明 5 8.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

住江2号橋 (ｽﾐﾉｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道柳ヶ浦駅西線 1977 10 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

正覚寺2号橋 (ｼｮｳｶｸｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道熊・正覚寺線 不明 10.4 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

畑田15号橋 (ﾊﾀｹﾀﾞ15ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道川部・城井線 不明 13.6 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

日の出橋（車道部） (ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ)) 市道柳ヶ浦中央線 1980 13 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上矢部4号橋 (ｶﾐﾔﾍﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上矢部谷山・内山線 不明 8.4 3.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

呼橋 (ｵﾗﾌﾞ ﾊｼ) 市道呼線 不明 7.5 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

長洲1号橋 (ﾅｶﾞｽ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小松橋・長洲港線 不明 6.8 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

岩保新田7号橋 (ｲﾜﾎｼﾝﾃﾞﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道岩保新田横断線 不明 4 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩保新田6号橋 (ｲﾜﾎｼﾝﾃﾞﾝ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道岩保新田4号線 不明 4.1 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

辛島4号橋 (ｶﾗｼﾏ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道辛島4号線 1977 2.5 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

江島橋 (ｴｼﾏﾊﾞｼ) 市道旧宇佐本耶馬渓線 1951 4.3 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小向野3号橋 (ｺﾑｸﾉ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道御幡・小向野線 不明 2.3 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

辛島5号橋 (ｶﾗｼﾏ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道辛島西線 不明 6.4 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

畑田5号橋 (ﾊﾀｹﾀﾞ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道上田・畑田線 不明 2 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

浅水1号橋 (ｱｿｳｽﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道山ノ口線 1983 10 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

高屋3号橋 (ﾀｶﾔｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道高屋・石場線 不明 10 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

毛内橋 (ｹｳﾁﾊｼ) 市道毛内線 1978 10.1 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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赤金橋 (ｱｶｶﾞﾈﾊｼ) 市道肝煎鬼塚線 1982 10.6 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川辺陸橋 (ｶﾜﾍﾞﾘｯｷｮｳ) 市道川辺線 1984 10.9 4.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山ノ口2号橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道山ノ口線 1963 11.2 3.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

線道橋 (ｾﾝﾄﾞｳﾊｼ) 市道下線道線 1982 11.5 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

古坊橋 (ﾌﾙﾎﾞｳﾊｼ) 市道古坊線 1988 12 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道玉田高寺線 1991 12.5 9.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鴨ヶ畑橋 (ｶﾓｶﾞﾊﾀﾊｼ) 市道鴨ヶ畑線 1975 12.7 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

宮尾中央橋 (ﾐﾔｵﾁｭｳｵｳﾊｼ) 市道宮尾中央線 1984 13 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

鶴手石橋 (ﾂﾙﾃｲｼﾊｼ) 市道上小坂入北線 1975 13.1 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小木浦橋 (ｺｷｳﾗﾊｼ) 市道小木浦線 1991 14 7.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

鹿嶋橋 (ｶｼﾏﾊｼ) 市道高屋線 1995 14.6 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

並木橋 (ﾅﾐｷﾊｼ) 市道並木線 1984 14.9 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊｼ) 市道上赤嶺線 1966 17 5.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

白岩橋 (ｼﾗｲﾜﾊｼ) 市道宝河内線 1971 2.4 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

奥内田橋 (ｵｸｳﾁﾀﾞﾊｼ) 市道久知良内田線 1964 3 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

板山４号橋 (ｲﾀﾔﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道板山線 1966 4.4 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 市道中西線 2010 2 12.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊｼ) 市道平原線 1973 2.5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

河原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊｼ) 市道高寺中央線 1955 3.9 2.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

窟岩２号橋 (ﾎｹﾞｲﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道福河内線 1968 3.5 5.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中西橋 (ﾅｶﾆｼﾊｼ) 市道中西線 1959 3.6 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

舟場橋 (ﾌﾅﾊﾞﾊｼ) 市道舟場線 1930 5.2 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

小屋園２号橋 (ｺﾔｿﾞﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道小屋園線 1973 4 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

高屋２号橋 (ﾀｶﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道高屋石場線 不明 4 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

一ノ谷橋 (ｲﾁﾉﾀﾆﾊｼ) 市道一ノ谷線 1937 4.1 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

福河内橋 (ﾌｸｶﾜﾁﾊｼ) 市道福河内線 1968 6.5 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

沓掛橋 (ｸﾂｶｹﾊｼ) 市道仁田線 1980 4.3 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

山出橋 (ﾔﾏﾃﾞﾊｼ) 市道山出線 1975 4.1 2.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

篠場橋 (ｼﾉﾊﾞﾊｼ) 市道篠場線 1980 4.2 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

重政橋 (ｼｹﾞﾏｻﾊｼ) 市道重政線 1940 4.2 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

黒岩橋 (ｸﾛｲﾜﾊｼ) 市道百枝線 1971 4.2 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

羽飛橋 (ﾊﾄﾌﾞﾊｼ) 市道山中線 1973 8.1 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

平橋 (ﾀｲﾗﾊｼ) 市道川辺中央線 2010 2.7 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

後山田橋 (ｳｼﾛﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道山田角門線 1958 4.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

柿ノ木平橋 (ｶｷﾉｷﾀﾞｲﾗﾊｼ) 市道柿ノ木平線 1973 4.6 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

高屋１号橋 (ﾀｶﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道高屋石場線 不明 4.6 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

百枝橋 (ﾓﾓｴﾀﾞﾊｼ) 市道百枝中央線 1975 4.6 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

鹿毛２号橋 (ｶｹﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道鹿毛線 1961 4.6 2.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

亀ノ甲橋 (ｶﾒﾉｺｳﾊｼ) 市道亀ノ甲線 不明 7.5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

尾清水橋 (ｵｼﾐｽﾞﾊｼ) 市道柳井瀬2号線 1961 5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

木の崎橋 (ｷﾉｻｷﾊｼ) 市道木ノ崎線 1961 5 2.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

並石橋 (ﾅﾐｲｼﾊｼ) 市道並石線 1965 5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 市道坂本線 1954 5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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小中島橋 (ｺﾅｶｵﾊｼ) 市道小中尾線 1977 6.2 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鹿毛１号橋 (ｶｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鹿毛線 1961 5 2.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 市道大久保線 1960 5.2 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

赤道橋 (ｱｶﾐﾁﾊｼ) 市道赤道梅ノ木線 1961 5.2 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

下町橋 (ｼﾓﾏﾁﾊｼ) 市道下町線 1978 5.3 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

斗代橋 (ﾄｼﾛﾊｼ) 市道斗代線 1981 5.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

吹ノ下橋 (ﾌｷﾉｼﾀﾊｼ) 市道土祝線 1967 5.4 4.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鹿毛３号橋 (ｶｹﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道鹿毛線 1961 5.3 2.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

菅生団地橋 (ｽｶﾞｵﾀﾞﾝﾁﾊｼ) 市道菅尾団地線 1973 5.5 5.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

片内橋 (ｶﾀｳﾁﾊｼ) 市道片内線 1964 5.8 4.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

板山２号橋 (ｲﾀﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道板山線 1966 5.5 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 市道梅津長小野線 1953 5.5 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 市道宮ノ下線 1971 5.5 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊｼ) 市道板山線 1964 5.2 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

岩下２号橋 (ｲﾜｼﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道塚田線 1973 5.7 4.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

菅生橋 (ｽｶﾞｵﾊｼ) 市道菅尾停車場線 1928 6 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

山角橋 (ﾏｶﾄﾞﾊｼ) 市道鴨ヶ畑線 1965 6 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

横田橋 (ﾖｺﾀﾊｼ) 市道黒枝下ノ田線 1954 6 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

辻橋 (ﾂｼﾞﾊｼ) 市道辻下津留線 1978 3.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

市ノ原橋 (ｲﾁﾉﾊﾗﾊｼ) 市道小津留線 1937 5.6 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

本村橋 (ﾓﾄﾑﾗﾊｼ) 市道本村線 1967 6 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

津留田２号橋 (ﾂﾙﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道久知良内田線 1980 7.4 4.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

世原橋 (ｾﾊﾗﾊｼ) 市道世原線 1963 6.1 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

下園橋 (ｼﾓｿﾞﾉﾊｼ) 市道下園線 1973 6.2 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

不思議橋 (ﾌｼｷﾞﾊｼ) 市道宇対瀬線 1972 6.5 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

竹ノ上橋 (ﾀｹﾉｳｴﾊｼ) 市道高屋線 1962 6.5 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

板山１号橋 (ｲﾀﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道板山線 1973 6.6 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 市道久知良松谷線 1982 6.7 5.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

菅生大橋 (ｽｶﾞｵｵｵﾊｼ) 市道赤嶺金田菅生線 1977 7 5.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山ノ口１号橋 (ﾔﾏﾉｸﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道山ノ口線 1962 7 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山ノ口３号橋 (ﾔﾏﾉｸﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道山ノ口線 1964 7 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道山田角門線 1958 7 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

野間橋 (ﾉﾏﾊｼ) 市道森迫菅生線 1956 7.1 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

又井橋 (ﾏﾀｲﾊｼ) 市道芦刈又井線 1981 7.3 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

堤橋 (ﾂﾂﾐﾊｼ) 市道久知良内田線 1980 7.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

樋掛橋 (ﾋｶｹﾊｼ) 市道上田原中原線 1978 7.8 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

黒田橋 (ｸﾛﾀﾞﾊｼ) 市道土祝線 1967 8 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 市道森迫前田線 1981 8.1 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

椎ノ木新橋 (ｼｲﾉｷｼﾝﾊｼ) 市道坂本線 2001 8.7 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

尾崎橋 (ｵｻｷﾊｼ) 市道芦刈中央線 1980 8.7 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 市道亀ノ甲線 1981 10 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

屋応路橋 (ﾔｵｳｼﾞﾊｼ) 市道金田三重ノ原線 1981 9.6 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久毛渕橋 (ｸｹﾞﾌﾁﾊｼ) 市道上小坂入北線 1975 9.6 6.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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下の前橋 (ｼﾀﾉﾏｴﾊｼ) 市道上小坂中小坂線 不明 9.9 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

旧馬場橋 (ｷｭｳﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 市道馬場線 1973 10.1 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

真名渡橋 (ﾏﾅﾄﾞﾊｼ) 市道下赤嶺入北線 2009 12 7.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

真名渡２号橋 (ﾏﾅﾄﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道下赤嶺入北線 2009 8.5 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

真名渡３号橋 (ﾏﾅﾄﾞｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道下赤嶺入北線 2009 11 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

重政第１跨道橋 (ｼｹﾞﾏｻﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道重政地蔵原線 2015 14.1 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

吹原橋 (ﾌﾘｶﾞﾅ)ﾌｷﾊﾗﾊｼ) 吹原線 1963 2.5 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新田代大橋 (ｼﾝﾀｼﾛｵｵﾊｼ) 市道東行田代線 1997 62 10.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

辻橋 (ﾂｼﾞﾊﾞｼ) 市道朴木辻今在家線 不明 2.6 3.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

七蔵司橋 (ﾅﾅｿﾞｳｼﾊﾞｼ) 市道向原別府線 1991 60.4 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道七蔵司橋米山線 1991 56.6 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

小松大橋 (ｺﾏﾂｵｵﾊｼ) 市道大龍川廻線 1994 80 7.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

夜見渡大橋 (ﾖﾐﾄﾞｵｵﾊｼ) 市道庄内直入線 2001 140 6.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

成合橋 (ﾅﾘｱｲﾊｼ) 市道庄内直入線 2001 87.2 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

笛狩倉橋 (ﾌｴﾉｶｸﾗﾊｼ) 市道庄内直入線 2003 90 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

烏帽子橋 (ｴﾎﾞｼﾊﾞｼ) 市道庄内直入線 2005 108.5 6.5 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

四郡界大橋 (ｼｸﾞﾝｶｲｵｵﾊｼ) 市道長湯庄内湯ノ平線 1985 138 6.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

六所橋 (ﾛｸｼｮﾊﾞｼ) 市道六所線 不明 2.7 5.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

荻鶴橋 (ｵｷﾞﾂﾙﾊﾞｼ) 市道前徳野岳本線 不明 6.7 3.4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

下湯ノ坪橋 (ｼﾓﾕﾉﾂﾎﾞﾊｼ) 市道前徳野岳本線 不明 6.9 5.6 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

二の橋 (ﾆﾉﾊｼ) 市道津々良奥江線 1978 4 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

三の橋 (ｻﾝﾉﾊｼ) 市道津々良奥江線 1978 6.2 4.4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

四の橋 (ﾖﾝﾉﾊｼ) 市道津々良奥江線 1978 3.3 6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

五の橋 (ｺﾞﾉﾊｼ) 市道津々良奥江線 1978 3.5 3.7 由布市 大分県 由布市 Ⅳ

六の橋 (ﾛｸﾉﾊｼ) 市道津々良奥江線 1978 5.1 4.9 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

外浦田橋 (ｿﾄｳﾗﾀﾊｼ) 市道前徳野光永線 不明 12 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

鶴見嶽橋 (ﾂﾙﾐﾀﾞｹﾊﾞｼ) 市道塚原温泉線 1989 42.1 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

荒木代橋 (ｱﾗｷｼﾛﾊｼ) 市道石武2号線 不明 13.5 5.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

暮ヶ谷橋 (ｸﾚｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道中川1号線 不明 7.2 6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

城ヶ尾跨道橋 (ｼﾞｮｳｶﾞｵｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道高速側道1号線 1996 39.2 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

田野橋 (ﾀﾉﾊﾞｼ) 市道湯平山下線 1978 4.6 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

面工跨道橋 (ﾒﾝｺｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 認定外道路 1996 53.5 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

赤禿橋 (ｱｶﾊｹﾞﾊﾞｼ) 市道旧杵築線 不明 13.1 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

幾司前田橋 (ｲｸｼﾏｴﾀﾊﾞｼ) 市道幾司前田線 不明 14.4 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

池ノ下橋 (ｲｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道小熊毛3号幹線 不明 5 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

一円坊橋 (ｲﾁｴﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤根本線 不明 5 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

一本木橋 (ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾊﾞｼ) 市道鷹の巣線 1950 9.6 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

井の尻橋 (ｲﾉｼﾘﾊﾞｼ) 市道井ノ尻線 1993 11.1 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

入江橋 (ｲﾘｴﾊﾞｼ) 市道下浜中入江島線 不明 9.5 6.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

植松橋 (ｳｴﾏﾂﾊﾞｼ) 市道中園線 不明 3 3.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

老子橋 (ｵｲｺﾞﾊﾞｼ) 市道寺村櫛海線 不明 9.7 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小江１橋 (ｵｴ1ﾊﾞｼ) 市道小江線 不明 5.9 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

小江２橋 (ｵｴ2ﾊﾞｼ) 市道小江線 不明 6.2 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

-45-



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

橋梁名(フリガナ） 路線名
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

大田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道長浜浜崎線 不明 12.5 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

小迫橋 (ｺｻｺﾊｼ) 市道大谷田中線 不明 6.3 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

尾本橋 (ｵﾓﾄﾊﾞｼ) 市道田深富来浦線 1956 7.6 7.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

陰平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道白砂線 不明 6.1 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

陰平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道志和利陰平線 1962 12.8 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

影山橋 (ｶｹﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道影山線 不明 4.1 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鬼神太橋 (ｷｼﾝﾀﾞﾊｼ) 市道寺村櫛海線 不明 7.6 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

北橋 (ｷﾀﾊﾞｼ) 市道北線 1981 7.1 2.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

岐部橋 (ｷﾍﾞﾊﾞｼ) 市道オレンジ道路国見線 不明 13 8.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

旧杵黒橋 (ｷｭｳｷﾂｸﾛﾊﾞｼ) 市道旧杵築線 不明 6.2 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

黒津蔭平橋 (ｸﾛﾂﾞｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道黒津影平線 不明 8.5 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

糀橋 (ｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道堅来学校線 不明 10.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

高地橋 (ｺｳﾁﾊｼ) 市道櫛来本線 不明 3.3 6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

向陽橋 (ｺｳﾖｳﾊﾞｼ) 市道小城線 1998 12 13.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小熊毛大橋 (ｺｸﾏｹﾞｵｵﾊｼ) 市道小熊毛西線 不明 8.6 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小高島橋 (ｺﾀｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道長渕小高島線 不明 5.1 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

金剛橋 (ｺﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道立石線 不明 13 6.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

作道橋 (ｻｸﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道作道線 不明 9.1 2.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

塩屋橋 (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道堅来塩屋線 1962 10.6 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

敷天橋 (ｼｷﾃﾝﾊﾞｼ) 市道内田姫上線 不明 7.1 2.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

志保利橋 (ｼﾎﾘﾊﾞｼ) 市道志保利線 1973 7.8 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

島田横橋 (ｼﾏﾀﾞﾖｺﾊﾞｼ) 市道島田本線 不明 7.2 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道昭和線 1977 12.9 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

白砂橋 (ｼﾗｽﾅﾊﾞｼ) 市道堅来塩屋線 不明 12.3 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鋤迫橋 (ｽｹｻｺﾊﾞｼ) 市道寺脇時枝線 1970 5.3 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

須川橋 (ｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道須川線 不明 4.7 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

須川橋 (ｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道オレンジ道路国見線 不明 9 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

州崎橋 (ｽｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道竹田津港線 1959 3.8 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

瀬和田橋 (ｾﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道浜崎川原線 不明 11.4 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

第三成仏陰平橋 (ﾀﾞｲ3ｼﾞｮｳﾌﾞﾂｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道成仏陰平線 不明 6.9 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊｼ) 市道清水～鬼籠線 不明 7.2 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

丹波橋 (ﾀﾝﾊﾞﾊﾞｼ) 市道大熊毛線 不明 6.5 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道寺迫線 不明 2.9 7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊﾞｼ) 市道赤松上小原線 不明 13 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

豊洲橋 (ﾄﾖｽﾊﾞｼ) 市道田尾線 不明 9.2 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中川西橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾆｼﾊﾞｼ) 市道中川西線 1997 6.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中河内橋 (ﾅｶｺｳﾁﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 不明 4.8 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道長瀬線 不明 3.5 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

中鼻橋 (ﾅｶﾊﾅﾊﾞｼ) 市道影平（綱井）線 1973 7.8 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

納屋橋 (ﾅﾔﾊﾞｼ) 市道納屋北浜線 1964 7 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西浜橋 (ﾆｼﾊﾏﾊﾞｼ) 市道西浜線 不明 4.1 3.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

長谷橋 (ﾊｾﾊﾞｼ) 市道吉広麻田線 1974 5.5 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道堅来本線 不明 10.1 6.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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葉山橋 (ﾊﾔﾏﾊﾞｼ) 市道一反田宮ノ尻線 不明 3.6 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

東田橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道小城成吉線 1977 5.3 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

東浜橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏﾊﾞｼ) 市道納屋北浜線 1964 6 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

秀川橋 (ﾋﾃﾞｶﾜﾊﾞｼ) 市道志和利線 1966 6 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

碧渓橋 (ﾋｬｸｹｲﾊﾞｼ) 市道小原線 不明 6.4 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平宗橋 (ﾋﾗﾑﾈﾊﾞｼ) 市道石ケ田尾線 不明 6.4 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

浜手橋 (ﾋﾝﾃﾞﾊｼ) 市道浜手～浜手線 不明 3.5 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

双子橋 (ﾌﾀｺﾞﾊﾞｼ) 市道成仏陰平線 不明 4.4 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

渕ノ上橋 (ﾌﾁﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道渕ノ上線 不明 3.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊｼ) 市道大谷中田線 1992 9.4 5.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

古江1橋 (ﾌﾙｴ1ﾊﾞｼ) 市道古江線 不明 3.3 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

古江2橋 (ﾌﾙｴ2ﾊﾞｼ) 市道古江線 不明 2.2 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道竹田津港線 1959 7.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

弁畑橋 (ﾍﾞﾝﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道手野志和利線 1970 2.3 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

宝来橋 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 市道一反田宮ノ尻線 不明 12.6 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

前橋 (ﾏｴﾊﾞｼ) 市道長渕小高島線 不明 4.5 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

三尾谷Ｂ橋 (ﾐｵﾀﾆBｷｮｳ) 市道旧杵築線 不明 12 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊｼ) 市道内迫線 不明 6.6 6.9 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

南河内橋 (ﾐﾅﾐｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道塩屋浜線 不明 8.9 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

宮西橋（宮橋） (ﾐﾔﾆｼﾊﾞｼ(ﾐﾔﾊﾞｼ)) 市道今市内田線 1980 6.9 2.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮原橋 (ﾐﾔﾊﾗﾊﾞｼ) 市道宮ノ前線 不明 11.5 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道浜中縦線 不明 5 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮道橋 (ﾐﾔﾐﾁﾊﾞｼ) 市道櫛来本線 不明 3 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

向瀬橋 (ﾑｺｳｾﾊﾞｼ) 市道国東豊崎線 不明 2.1 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道向田線 不明 7.5 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道赤根下線 不明 12.6 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

安政橋 (ﾔｽﾏｻﾊﾞｼ) 市道岩屋線 不明 10 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道岩文線 不明 11.4 6.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道田井線 不明 8.2 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

来木橋 (ﾗｲｷﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 2001 16.6 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道松原～櫛海線 不明 16.7 5.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

内園橋 (ｳﾁｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道櫛来新涯線 1999 28 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 市道黒津本村線 1975 14.6 16.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道友安線 不明 40.9 6.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中須賀橋 (ﾅｶｽｶﾊﾞｼ) 市道中須賀線 1970 41 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

三尾谷川橋 (ﾐｵﾀﾞﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道小原鶴川線 不明 25 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

志和利前田橋 (ｼﾜﾘﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道小城成吉線 1977 16 5.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大将軍跨道橋 (ﾀﾞｲｼｮｳｸﾞﾝｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道藤ヶ迫線 1990 37.5 4 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

寺渡橋 (ﾃﾗﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道岐部横線 不明 14.9 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

妙見橋 (ﾐﾖｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道岩の後線 不明 14.7 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

下原橋 (ｼﾓﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道小原下原線 不明 15 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道寺田線 不明 22.7 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

新長田橋 (ｼﾝﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道田ノ口線 不明 27 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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中スカ橋 (ﾅｶｽｶﾊﾞｼ) 市道中スカ線 1998 21.6 6.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ) 市道中道線 不明 14.5 2.9 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

弘法橋 (ｺｳﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道弘法橋線 1997 22.7 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

昭永橋 (ｼﾖｳｴｲﾊﾞｼ) 市道下中田上横断線 2000 41.5 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

旦過橋 (ﾀﾝｶﾞﾊﾞｼ) 市道田深安国寺線 2001 56.1 12.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鍛冶屋迫橋 (ｶｼﾞﾔｻｺﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋迫線 不明 21.9 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

吉広前田橋 (ﾖｼﾋﾛﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道吉広陰平線 1973 15.6 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道住吉線 2005 66.1 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

内迫跨道橋 (ｳﾁｻｺｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道木野横城線 1990 37.2 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城ノ越跨道橋 (ｼﾞｮｳﾉｺｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道城ノ越京田線 1987 31.5 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

蔵島跨道橋 (ｸﾗｼﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道松川池の頭線 1988 41.3 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

唐野2号跨道橋 (ﾄｳﾉ2ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道唐野線 1989 37.1 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

唐野１号跨道橋 (ﾄｳﾉ1ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道唐野線 1989 35.6 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

松畑跨道橋 (ﾏﾂﾊﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道大添南線 1988 71 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) 市道鳴日向線 2000 20.1 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道千灯線 1992 19 7.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道文珠線 1996 27 10.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

安養寺橋 (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊﾞｼ) 町道二本榎弥四郎線 不明 5.2 5.1 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

石丸橋 (ｲｼﾏﾙﾊﾞｼ) 町道二本榎弥四郎線 不明 6.9 5.7 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

会下橋 (ｴｹﾞﾊﾞｼ) 町道会下線 不明 3.6 5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

大神橋 (ｵｵｶﾞﾊﾞｼ) 町道南大神中央線 不明 11.4 5.8 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

小崎橋 (ｺｻｷﾊﾞｼ) 町道山の神下免線 不明 3.4 4.9 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

下瀬戸橋 (ｼﾓｾﾄﾊﾞｼ) 町道泉北大神線 不明 4.6 4.3 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 町道豊岡駅前団地線 不明 6.8 5.8 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

成行橋 (ﾅﾘﾕｷﾊﾞｼ) 町道成行線 不明 11.1 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

日出跨線橋 (ﾋｼﾞｺｾﾝｷｮｳ) 町道堀南浜線 1967 12.6 7.3 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

法花寺寺田橋 (ﾎｹｼﾞﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 町道法花寺寺田線 不明 12.5 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

法花寺橋 (ﾎｹｼﾞﾊﾞｼ) 町道法花寺線 1998 13.5 9 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

真那井橋 (ﾏﾅｲﾊﾞｼ) 町道真那井中央線 不明 11.3 6.8 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

宮川下橋 (ﾐﾔｶﾞﾜｼﾓﾊﾞｼ) 町道辨入園田線 1997 8 5.6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 町道朝日寺線 不明 2.3 3.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋６ (ﾑﾒｲｷｮｳ6) 町道藤原村界線 不明 3.1 4.5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋８ (ﾑﾒｲｷｮｳ8) 町道赤山仁王線 不明 4.9 4.7 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋１１ (ﾑﾒｲｷｮｳ11) 町道奥畑線 不明 9 4.5 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

無名橋１２ (ﾑﾒｲｷｮｳ12) 町道宮ノ下宮川線 不明 5.7 3 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

中村跨線橋 (ﾅｶﾑﾗｺｾﾝｷｮｳ) 町道中村線 1987 20.8 13.9 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

農免鍛冶屋跨線橋 (ﾉｳﾒﾝｶｼﾞﾔｺｾﾝｷｮｳ) 町道楢原貞末線 1986 16.4 7.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

亜炭橋 (ｱﾀﾝﾊﾞｼ) 町道猪牟田線 1955 22 5.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

後迫川橋 (ｳｼﾛｻﾞｺｶﾜﾊﾞｼ) 町道猪牟田線 2004 2 8 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

猪牟田橋 (ｼｼﾑﾀﾊﾞｼ) 町道猪牟田線 不明 7 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

谷橋 (ﾀﾆﾊﾞｼ) 町道猪牟田線 不明 6 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

穴井橋 (ｱﾅｲﾊﾞｼ) 町道穴井線 不明 4 3.5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 町道穴井線 2014 9.3 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅰ
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落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 町道中巣線 1965 12 5.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

中巣橋 (ﾅｶｽﾞﾊﾞｼ) 町道中巣線 1978 10 5.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

滝上第2橋 (ﾀｷｶﾞﾐﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 町道滝上線 不明 10 3.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

拓郷橋 (ﾀｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道拓郷線 1993 17 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

宝泉寺蛍小橋 (ﾎｳｾﾝｼﾎﾀﾙﾞｺﾊﾞｼ) 町道宝泉寺栗原線 1955 9 4.9 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊﾞｼ) 町道菅原線 1965 13.6 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 町道旭開拓年の神線 1980 22 5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

立石第1橋 (ﾀﾃｲｼﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道立石線 不明 5 7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

立石第2橋 (ﾀﾃｲｼﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 町道立石線 不明 6 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

東河内橋 (ﾋｶﾞｼｺｳﾁﾊﾞｼ) 町道東河内線 1959 82 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

北方①橋 (ｷﾀｶﾀﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道北方線 不明 3 5.1 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

北方②橋 (ｷﾀｶﾀﾏﾙﾆｷｮｳ) 町道北方線 2003 2.4 8.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

北方③橋 (ｷﾀｶﾀﾏﾙｻﾝｷｮｳ) 町道北方線 不明 5 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

下津留橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 町道馬子草下畑線 不明 7 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

小平谷第1橋 (ｵﾋﾗﾀﾞﾆﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道野矢小平谷線 不明 10.3 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

小平谷第2橋 (ｵﾋﾗﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 町道野矢小平谷線 不明 4.6 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

田尻橋 (ﾀｼﾞﾘﾊﾞｼ) 町道田尻線 1960 29.2 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

西小橋 (ﾆｼｺﾊﾞｼ) 町道野上釘野線 2014 4 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

音無第1橋 (ｵﾄﾅｼﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道筌ノ口須久保線 不明 4 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

音無第2橋 (ｵﾄﾅｼﾀﾞｲﾆﾁｷｮｳ) 町道筌ノ口須久保線 不明 9 6.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

第3甘川水橋 (ﾀﾞｲｻﾝｱﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 町道甘川水線 1992 10 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

第4甘川水橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｱﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 町道甘川水線 不明 5 3.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

第5甘川水橋 (ﾀﾞｲｺﾞｱﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 町道甘川水線 不明 4 3.9 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

第6甘川水橋 (ﾀﾞｲﾛｸｱﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 町道甘川水線 不明 4.5 4.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

荻津留橋 (ｵｷﾞﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 町道荻津留線 不明 4 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

杉ヶ谷橋 (ｽｷﾞｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 町道無田杉ヶ谷線 不明 4 3.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

寺床第1橋 (ﾃﾗﾄｺﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道寺床線 不明 6 4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

寺床②橋 (ﾃﾗﾄｺﾏﾙﾆｷｮｳ) 町道寺床線 不明 7 4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

新藤の木橋 (ｼﾝﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ) 町道平家山線 1993 14.2 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家２号橋 (ﾍｲｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 町道平家山線 1978 6.2 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家山第1橋 (ﾍｲｹｻﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道平家山線 不明 6.5 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家谷橋 (ﾍｲｹﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道平家山線 不明 10 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅳ

平家山第2橋 (ﾍｲｹｻﾞﾝﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 町道平家山支線 不明 2 3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家山第3橋 (ﾍｲｹｻﾞﾝﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 町道平家山支線 不明 3 5.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 町道三ツ群尾本線 1898 18 4.9 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

年ノ神1号橋 (ﾄｼﾉｶﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 町道年ノ神須久保線 1971 15 5.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

青山跨高速道路橋 (ｱｵﾔﾏｺｺｳｿｸﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 町道青山線 1995 29 8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

櫟ヶ平跨道橋 (ｸﾇｷﾞｶﾞﾋﾗｺﾄﾞｳｷｷｮｳ) 町道下尾本線 1995 46 5.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

余川橋 (ｱﾏﾘｶﾜﾊﾞｼ) 町道甘川水尾本線 1992 6 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

尾本跨道橋 (ｵﾓﾄｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道甘川水尾本線 1995 40 4.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

橋詰橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 町道壁湯二瀬線 1932 10.5 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

であい跨道橋 (ﾃﾞｱｲｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道善王寺見良津線 1996 60 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾆﾊﾞｼ) 町道野矢駅前線 不明 5.7 5.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ
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猪牟田支線橋 (ｼｼﾑﾀｼｾﾝﾊﾞｼ) 町道猪牟田鹿伏線 1985 4 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

寺床橋 (ﾃﾗﾄｺﾊﾞｼ) 町道寺床支線 不明 4 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

柿ノ木原跨道橋 (ｶｷﾉｷﾊﾞﾙｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道下右田竜門線 1995 29.7 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

柚ノ木橋 (ﾕﾉｷﾊｼ) 町道富迫壁湯線 1932 7 6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

秋畑橋 (ｱｷﾊﾀﾊｼ) 町道秋畑線 1974 4.6 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

荒木橋 (ｱﾗｷﾊｼ) 町道荒木の坂線 1983 10.5 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

育英橋 (ｲｸｴｲﾊｼ) 町道上田･寺山線 1971 5 3.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

大石釣橋 (ｵｵｲｼﾂﾞﾙﾊｼ) 町道大石釣線 1980 5.8 7.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

大無田橋 (ｵｵﾑﾀﾊｼ) 町道長野下線 1976 4.5 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

鬼丸橋 (ｵﾆﾏﾙﾊﾞｼ) 町道鬼丸線 1998 4.2 4.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 町道内帆足線 1969 9 5.3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 町道小野線 1974 9 4.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

小原中橋 (ｵﾊﾗﾅｶﾊﾞｼ) 町道小原中線 1979 4.9 4.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

門井出橋 (ｶﾄﾞｲﾃﾞﾊｼ) 町道門出･田中線 1960 4.1 4.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

上午王橋 (ｶﾐｺﾞｵｳﾊﾞｼ) 町道午王線 1965 9.5 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

北組下橋 (ｷﾀｸﾐｼﾓﾊｼ) 町道長野本線 1982 4.9 9.3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

北組橋 (ｷﾀｸﾐﾊｼ) 町道長野本線 1978 3.9 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

栗山橋 (ｸﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 町道小野原分校線 1996 9 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

午小橋 (ｺﾞｺﾊﾞｼ) 町道平原線 1960 5.9 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

護法橋 (ｺﾞﾎｳﾊｼ) 町道満徳寺線 1966 6.6 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

笹ヶ原橋 (ｻｻｶﾞﾊﾙﾊﾞｼ) 町道寺山･九日市線 1955 10.4 6.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊｼ) 町道山王･長野線 1978 4.9 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

志津里小橋 (ｼｽﾞﾘｺﾊｼ) 町道志津里線 1954 3.3 5.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

芝原橋 (ｼﾊﾞﾊﾗﾊｼ) 町道森清線 1962 9 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

善福寺橋 (ｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞﾊｼ) 町道魚返･田の口線 1974 6.4 7.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

千万才橋 (ｾﾝﾏﾝｻﾞｲﾊﾞｼ) 町道神原線 1991 8.3 6.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二大原野橋 (ﾀﾞｲﾆﾀﾞｲｹﾞﾝﾔﾊﾞｼ) 町道大原野線 1980 4 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二横枕橋 (ﾀﾞｲﾆﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 町道塚脇線 1945 4.7 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊｼ) 町道田代線 1988 6.7 5.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

田の平橋 (ﾀﾉﾋﾗﾊｼ) 町道田の平線 1986 10.7 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

寺山橋 (ﾃﾗﾔﾏﾊｼ) 町道中央線 1963 5.8 5.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

登山口橋 (ﾄｻﾞﾝｸﾞﾁﾊｼ) 町道笹ヶ原線 1965 14 7.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

日吉橋 (ﾋﾖｼﾊﾞｼ) 町道本村･堤線 1978 7 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊｼ) 町道米山線 1963 12 5.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

宮北橋 (ﾐﾔｷﾀﾊﾞｼ) 町道宮北･小原線 1979 4.9 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 町道上の市・平原線 2010 30.4 8.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊｼ) 町道中島線 1957 129.1 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

第二夕露橋 (ﾀﾞｲ2ﾕｳﾛﾊﾞｼ) 町道小田線 1971 17 6.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

板屋橋 (ｲﾀﾔﾊｼ) 町道小田線 1968 19 5.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

眼鏡橋 (ﾒｶﾞﾈﾊｼ) 町道平川線 1901 15.1 5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

市の村橋 (ｲﾁﾉﾑﾗﾊｼ) 町道市の村線 1984 97.5 6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

天道橋 (ﾃﾝﾄﾞｳﾊｼ) 町道天道線 1997 16.3 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

郷町橋 (ｺﾞｳﾏﾁﾊｼ) 町道合町線 1981 25 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ
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中板橋 (ﾅｶｲﾀﾊｼ) 町道満徳寺線 1970 16.7 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

上ノ市橋 (ｶﾐﾉｲﾁﾊｼ) 町道辰ケ鼻帆足線 1932 26 9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

鬼丸中央橋 (ｵﾆﾏﾙﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 町道鬼丸線 1984 20.5 4.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

鬼丸橋 (ｵﾆﾏﾙﾊｼ) 町道内帆足線 1986 21.6 6.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

片草橋 (ｶﾀｸｻﾊﾞｼ) 町道鹿倉･片草線 1992 31.4 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

栄華橋 (ｴｹﾞﾊﾞｼ) 町道板屋線 1994 15.5 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

駅東跨道橋 (ｴｷﾄｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道白岩～田の口線 1993 55.1 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ
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