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判定区
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古国府橋 (ﾌﾙｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道10号 1980 9.3 18.9 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

軒田橋 (ﾉｷﾀﾊｼ) 国道10号 1980 25.4 25.8 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

用作橋 (ﾖｳｼﾞｬｸﾊｼ) 国道10号 1984 45 15.1 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

小筒井橋 (ｺﾂﾞﾂｲﾊｼ) 国道10号 2003 50 27 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

戸無瀬橋（上り） (ﾄﾑｾﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1984 100 12.3 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

白滝橋（下り） (ｼﾗﾀｷﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 2005 295 12.75 九州地整 大分県 大分市 Ⅰ

七瀬大橋 (ﾅﾅｾｵｵﾊｼ) 国道210号 1998 117 23.8 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

瀬戸田橋 (ｾﾄﾀﾞﾊｼ) 国道210号 1963 3.3 9.15 九州地整 大分県 大分市 Ⅱ

春木川橋 (ﾊﾙｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1978 33.48 30.8 九州地整 大分県 別府市 Ⅰ

船小路橋 (ﾌﾅｺｼﾞﾊｼ) 国道10号 1965 3.9 30.3 九州地整 大分県 別府市 Ⅰ

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1965 5.7 31.8 九州地整 大分県 別府市 Ⅰ

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 九州地整 大分県 中津市 Ⅰ

倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊｼ) 国道10号 1963 13.3 9.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

植松橋 (ｳｴﾏﾂﾊﾞｼ) 国道10号 1965 62.2 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

植松橋橋側歩道橋（上り） (ｳｴﾏﾂﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1974 62.2 2.64 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

植松橋橋側歩道橋（下り） (ｳｴﾏﾂﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1984 62.29 2.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

間庭橋橋側歩道橋（上り） (ﾏﾆﾜﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1976 64.2 2.6 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

間庭橋 (ﾏﾆﾜﾊｼ) 国道10号 1960 62.2 7.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

竹の下跨線橋橋側歩道 (ﾀｹﾉｼﾀｺｾﾝｷｮｳｿｿｸﾎﾄﾞｳ) 国道10号 1984 67 2.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

竹の下跨線橋 (ﾀｹﾉｼﾀｺｾﾝｷｮｳ) 国道10号 1964 38 9.7 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

１７号床版橋 (17ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1964 5.15 9.6 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

久留須橋 (ｸﾙｽﾊﾞｼ) 国道10号 1963 17.2 10.3 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

１８号床版橋 (18ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1964 5 9.9 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

１９号床版橋 (19ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1964 4.9 9.65 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

岸ノ上橋 (ｷｼﾉｳｴﾊｼ) 国道10号 1964 7.3 8.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

岸ノ上橋橋側歩道橋 (ｷｼﾉｳｴﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1964 8.3 2.5 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

落畑橋 (ｵﾁﾊﾀﾊｼ) 国道10号 1965 9.4 9.3 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

紅葉淵橋 (ﾓﾐｼﾞﾌﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1964 44.7 9.15 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

立花跨線橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｺｾﾝｷｮｳ) 国道10号 1966 8.5 8.7 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

久留須橋橋側歩道橋（上り）(ｸﾙｽﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 2007 17.2 3.6 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

八戸迫田橋 (ﾔﾄｻｺﾀﾞﾊｼ) 東九州自動車道 2011 19.5 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

番匠川橋 (ﾊﾞﾝｼﾞｮｳｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2014 539 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

上城大橋 (ｶﾐｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 東九州自動車道 2013 376 11.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

虚空蔵１号橋 (ｺｸｿﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 東九州自動車道 2013 23.6 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

虚空蔵２号橋 (ｺｸｿﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 東九州自動車道 2011 21.8 17.7 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

長谷橋 (ﾊｾﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2014 203 11.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

岸河内橋 (ｷｼｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2013 40.5 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

大越川橋 (ｵｵｺｴｶﾞﾜﾊｼ) 東九州自動車道 2014 195 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

青山橋 (ｱｵﾔﾏﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2012 445 11.8 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

山口畑の奥橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾀﾉｵｸﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2012 49.5 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

山口尻高橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｼﾘﾀｶﾊｼ) 東九州自動車道 2012 45 12 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅱ

山口三軒屋橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｻﾝｹﾞﾝﾔﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2009 155 11.8 九州地整 大分県 佐伯市 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 九州地整 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 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ
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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 九州地整 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 九州地整 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 九州地整 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 2011 8.4 22.6 九州地整 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 2012 2.5 19.4 九州地整 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 2012 2.5 22 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

溝橋東194.910 (ﾐｿﾞﾊﾞｼﾋｶﾞｼ190.910) 東九州自動車道 2009 10.3 26.2 九州地整 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 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 九州地整 大分県 佐伯市 Ⅰ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1962 41.2 8.25 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅰ

新田橋橋側歩道橋（上り） (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1980 24.95 2.8 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 国道10号 1963 25 8.2 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅱ

板井畑橋 (ｲﾀｲﾊﾀﾊﾞｼ) 国道10号 1963 30 8.2 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅱ

板井畑橋橋側歩道橋（上り）(ｲﾀｲﾊﾀﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1980 30.3 2.8 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅰ

堂の久保橋 (ﾄﾞｳﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1963 7.3 9.9 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅰ

宇船橋 (ｳﾌﾈﾊｼ) 国道10号 1963 10 13.3 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅰ

茶屋の橋 (ﾁｬﾔﾉﾊｼ) 国道10号 1963 14.8 20.5 九州地整 大分県 臼杵市 Ⅱ

笹無田橋 (ｻｻﾑﾀﾊﾞｼ) 国道57号 1961 23 6.7 九州地整 大分県 竹田市 Ⅰ

新笹無田橋 (ｼﾝｻｻﾑﾀﾊﾞｼ) 国道57号 1973 30.7 8.7 九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

竹田市会々31.090 (ﾀｹﾀｼｱｲｱｲ) 国道57号 不明 3.9 10.95 九州地整 大分県 竹田市 Ⅰ

竹田市君ヶ園36.520　　 (ﾀｹﾀｼｷﾐｶﾞｿﾉ) 国道57号 不明 5.36 13.9 九州地整 大分県 竹田市 Ⅱ

竹田市菅生44.312 (ﾀｹﾀｼｽｺﾞｳ) 国道57号 不明 8.1 13.35 九州地整 大分県 竹田市 Ⅰ

竹田市会々31.897 (ﾀｹﾀｼｱｲｱｲ) 国道57号 不明 2.9 14.45 九州地整 大分県 竹田市 Ⅲ

新鍛治屋橋 (ｼﾝｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 国道10号 1962 4 13.1 九州地整 大分県 杵築市 Ⅱ

四反田橋 (ｼﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1962 7 12.3 九州地整 大分県 杵築市 Ⅱ

溝橋96.529 (ｺｳｷｮｳ96.529) 国道10号 1996 3.9 9.8 九州地整 大分県 杵築市 Ⅰ

溝橋98.941 (ｺｳｷｮｳ98.941) 国道10号 不明 3.1 7.6 九州地整 大分県 杵築市 Ⅰ

溝橋103.362 (ｺｳｷｮｳ103.362) 国道10号 不明 2.9 7.6 九州地整 大分県 杵築市 Ⅰ

瀬社橋 (ｾﾔｼﾛﾊｼ) 国道10号 1989 150.7 13.3 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

橋津橋 (ﾊｼﾂﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1954 51 8.7 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

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 国道10号 1978 51.3 2 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

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

向野川橋 (ﾑｸﾉｶﾜﾊｼ) 国道10号 1953 39.6 8.5 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

小菊高架橋 (ｵｷﾞｸｺｳｶｷｮｳ) 国道10号 1991 17 11.7 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋71.197 (ｺｳｷｮｳ71.197) 国道10号 不明 4.2 16.7 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋73.237 (ｺｳｷｮｳ73.237) 国道10号 不明 2.6 18.8 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋77.685 (ｺｳｷｮｳ77.685) 国道10号 不明 2.6 6.7 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋77.732 (ｺｳｷｮｳ77.732) 国道10号 不明 2.1 7 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋85.214 (ｺｳｷｮｳ85.214) 国道10号 不明 2.1 9 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

２号水路 (2ｺﾞｳｽｲﾛ) 国道10号 2003 3.6 9.3 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

溝橋73.810 (ｺｳｷｮｳ73.810) 国道10号 1993 2.1 19.8 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅱ

溝橋77.009 (ｺｳｷｮｳ77.009) 国道10号 不明 3.6 10.6 九州地整 大分県 宇佐市 Ⅰ

田代川橋 (ﾀｼﾛｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 96 10.4 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ
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大野ＩＣ橋 (ｵｵﾉICｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 18.2 11.46 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

屋原橋 (ﾔﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 26.8 12.89 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

酒井寺川橋 (ｻｶｲﾃﾞﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 34 12.89 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

加原川橋 (ｶﾊﾞﾙｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2014 21.3 12.89 九州地整 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 12.89 九州地整 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 12.89 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

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 12.39 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

豊後大野市朝地町25.015 (ﾌﾞﾝｺﾞｵｵﾉｼｱｻｼﾞﾏﾁ) 国道57号 不明 7.43 10.8 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

豊後大野市朝地町26.078 (ﾌﾞﾝｺﾞｵｵﾉｼｱｻｼﾞﾏﾁ) 国道57号 不明 3.69 23.35 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

豊後大野市朝地町26.963 (ﾌﾞﾝｺﾞｵｵﾉｼｱｻｼﾞﾏﾁ) 国道57号 不明 2.6 10.55 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

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 九州地整 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 九州地整 大分県 豊後大野市 Ⅰ

第二柿原橋 (ﾀﾞｲﾆｶｷﾊﾗﾊｼ) 国道210号 1975 12.5 10.8 九州地整 大分県 由布市 Ⅰ

第三柿原橋 (ﾀﾞｲｻﾝｶｷﾊﾙﾊﾞｼ) 国道210号 1975 13.5 10.3 九州地整 大分県 由布市 Ⅰ

山本橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊｼ) 国道210号 1958 12.6 11.2 九州地整 大分県 由布市 Ⅱ

茶園畑橋 (ﾁｬｴﾝﾊﾞﾀﾊｼ) 国道210号 1964 15 11.9 九州地整 大分県 由布市 Ⅰ

鬼崎橋 (ｵｷｻﾞｷﾊｼ) 国道210号 1968 14.5 7.8 九州地整 大分県 由布市 Ⅰ

庄内橋側道橋 (ｼｮｳﾅｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道210号 1982 43.9 2.7 九州地整 大分県 由布市 Ⅱ

鬼崎橋側道橋 (ｵﾝｻﾞｷﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道210号 1990 28 2.8 九州地整 大分県 由布市 Ⅰ

庄内橋 (ｼｮｳﾅｲﾊｼ) 国道210号 1959 32.2 9.15 九州地整 大分県 由布市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 国道210号 1974 110 9.5 九州地整 大分県 由布市 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1980 12 25.8 九州地整 大分県 日出町 Ⅰ

三川橋（上り） (ｻﾝｶﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1981 36 12.8 九州地整 大分県 日出町 Ⅱ

三川橋（下り） (ｻﾝｶﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1981 36 12.8 九州地整 大分県 日出町 Ⅱ

粟野橋 (ｱﾜﾉﾊｼ) 国道210号 1966 8.4 8.3 九州地整 大分県 九重町 Ⅱ

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 九州地整 大分県 九重町 Ⅰ

中村床版橋 (ﾅｶﾑﾗｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道210号 1970 5.2 9 九州地整 大分県 九重町 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊｼ) 国道210号 1971 12.9 9.8 九州地整 大分県 九重町 Ⅰ

第１山中橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏﾅｶﾊｼ) 国道210号 1970 9.5 10.4 九州地整 大分県 九重町 Ⅰ

第２山中橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏﾅｶﾊｼ) 国道210号 1970 9.5 10.4 九州地整 大分県 九重町 Ⅰ

杉河内橋 (ｽｷﾞﾉｺｳﾁﾊｼ) 国道210号 1973 127 9.5 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜﾊｼ) 国道210号 1964 26.1 7.7 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

平川橋橋側歩道橋(下り) (ﾋﾗｶﾜﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞ国道210号 1975 36 2 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅱ

大水口橋 (ｵｵﾐｽﾞｸﾁﾊﾞｼ) 国道210号 1984 15 13.8 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

溝橋70.588 (ｺｳｷｮｳ70.588) 国道210号 不明 2.1 9.3 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

溝橋70.802 (ｺｳｷｮｳ70.802) 国道210号 不明 4.6 9.4 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

溝橋70.878 (ｺｳｷｮｳ70.878) 国道210号 不明 2.1 10 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

溝橋72.236 (ｺｳｷｮｳ72.236) 国道210号 不明 2.6 8.1 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ

溝橋72.357 (ｺｳｷｮｳ72.357) 国道210号 不明 3.6 7.2 九州地整 大分県 玖珠町 Ⅰ



橋梁点検結果（高速道路会社）
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

宮河内高架橋 (ﾐﾔｶﾜｳﾁｺｳｶｷﾖｳ) 東九州自動車道 1999 1035 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

宮河内ＩＣＢランプ橋 (ﾐﾔｶﾞﾜｳﾁICBﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ) 東九州自動車道 1999 247 7
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

宮河内ＩＣＤランプ橋 (ﾐﾔｶﾞﾜｳﾁICDﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ) 東九州自動車道 1999 117 6
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

宮河内ＩＣ橋 (ﾐﾔｶﾞﾜｳﾁICｷﾖｳ) 東九州自動車道 2002 76 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

宮河内ＩＣ橋 ﾐﾔｶﾞﾜｳﾁICｷﾖｳ 東九州自動車道　 2002 82 9
西日本高速道路
株式会社

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
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

広内橋 ﾋﾛｳﾁﾊﾞｼ 東九州自動車道　 2002 383 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

大分1 ｵｵｲﾀ1 九州横断自動車道長崎大分線 1992 14 39
西日本高速道路
株式会社

大分県 大分市 Ⅱ

長迫橋 ﾅｶﾞｻｺﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1988 330 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

長迫橋 ﾅｶﾞｻｺﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1988 330 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅲ

冷川橋 ﾋﾔｶﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 568 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

冷川橋 ﾋﾔｶﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 568 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

別府明礬橋 ﾍﾞﾂﾌﾟﾐﾖｳﾊﾞﾝｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1987 411 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅲ

別府明礬橋 ﾍﾞﾂﾌﾟﾐﾖｳﾊﾞﾝｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1987 411 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

下境川橋 ｼﾓｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 38 7
西日本高速道路
株式会社

大分県 別府市 Ⅱ

関橋 ｾｷﾊｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 255 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

関橋 ｾｷﾊｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1998 255 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

小谷橋 ｵﾀﾆﾊｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 136 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

小谷橋 ｵﾀﾆﾊｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1997 136 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

大肥川橋 ｵｵﾋｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1988 507 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

大肥川橋 ｵｵﾋｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1998 500 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

萩尾高架橋 ﾊｷﾞｵｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1987 319 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

萩尾高架橋 ﾊｷﾞｵｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1998 303 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日田市 Ⅱ

末広第一橋 ｽｴﾋﾛﾀﾞｲｲﾁｷﾖｳ 東九州自動車道　 2001 155 10
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅱ

末広第三橋 ｽｴﾋﾛﾀﾞｲｻﾝｷﾖｳ 東九州自動車道　 1999 108 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 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 10
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅱ

久木小野橋 ｸｷｵﾉﾊﾞｼ 東九州自動車道　 2002 54 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅰ

久木小野橋 ｸｷｵﾉﾊﾞｼ 東九州自動車道　 2002 54 9
西日本高速道路
株式会社

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　 2002 122 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅱ

田井ケ迫川橋 ﾀｲｶﾞｻｺｶﾞﾜﾊﾞｼ 東九州自動車道　 2001 169 12
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅱ

海添橋 ｶｲｿﾞｴﾊﾞｼ 東九州自動車道　 2001 228 10
西日本高速道路
株式会社

大分県 臼杵市 Ⅰ

久木野尾川橋 ｸｷﾉｵｶﾞﾜｷﾖｳ 一般国道１０号（宇佐別府道路） 1991 203 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 杵築市 Ⅱ

速見3(宇佐別府 ﾊﾔﾐ3(ｳｻﾍﾞﾂﾌﾟ） 一般国道１０号（宇佐別府道路） 1993 12 27
西日本高速道路
株式会社

大分県 杵築市 Ⅱ

速見4(宇佐別府 ﾊﾔﾐ4(ｳｻﾍﾞﾂﾌﾟ） 一般国道１０号（宇佐別府道路） 1993 8 39
西日本高速道路
株式会社

大分県 杵築市 Ⅰ

速見5(宇佐別府) ﾊﾔﾐ5(ｳｻﾍﾞﾂﾌﾟ） 一般国道１０号（宇佐別府道路） 1993 6 22
西日本高速道路
株式会社

大分県 杵築市 Ⅰ

妙見橋 ﾐﾖｳｹﾝﾊﾞｼ 一般国道１０号（宇佐別府道路） 1993 111 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 宇佐市 Ⅱ

平川橋 ﾋﾗｶﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1995 212 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

平川橋 ﾋﾗｶﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1995 289 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

川北橋 ｶﾜｷﾀﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1988 228 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅲ

白滝川橋 ｼﾗﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1986 304 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅲ

白滝川橋 ｼﾗﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1986 305 9
西日本高速道路
株式会社

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）



橋梁点検結果（高速道路会社）
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）

並柳橋 ﾅﾐﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1986 422 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅲ

並柳橋 ﾅﾐﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1986 422 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅲ

戦い川橋 ﾀﾀｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 68 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

戦い川橋 ﾀﾀｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 2001 68 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

挟間橋 ﾊｻﾏﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1991 124 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

挟間橋 ﾊｻﾏﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1991 137 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

焼野橋 ﾔｹﾉﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1992 26 11
西日本高速道路
株式会社

大分県 由布市 Ⅱ

能原橋 ﾉｳﾊﾞﾙｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 421 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅲ

能原橋 ﾉｳﾊﾞﾙｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 440 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅲ

日出Ｄランプ橋 ﾋｼﾞDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1993 261 7
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

高平橋 ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1993 84 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

高平橋 ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1993 84 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

南端橋 ﾅﾝﾀﾝﾊﾞｼ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 413 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅲ

豊岡橋 ﾄﾖｵｶﾊﾞｼ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 366 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

法花寺橋 ﾎﾂｹｼﾞﾊﾞｼ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 220 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

山田橋 ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 96 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

第一仁王Ａ橋 ﾀﾞｲｲﾁﾆｵｳAｷｮｳ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 50 10
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

第一仁王Ｂ橋 ﾀﾞｲｲﾁﾆｵｳBｷｮｳ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 94 10
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

藤原橋 ﾌｼﾞﾜﾗｷｮｳ 一般国道１０号（日出バイパス） 2002 24 11
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

速見1 ﾊﾔﾐ1 九州横断自動車道長崎大分線 1993 11 22
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

速見2 ﾊﾔﾐ2 九州横断自動車道長崎大分線 1993 14 22
西日本高速道路
株式会社

大分県 日出町 Ⅱ

甘川水川橋 ｱﾏｶﾞｾｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1995 292 9
西日本高速道路
株式会社

大分県 九重町 Ⅲ



橋梁点検結果（地方公共団体）
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

桃園橋側道橋 (ﾓﾓｿﾞﾉﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道197号 1967 43 3.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第二城崎橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾛｻｷﾊｼ) 国道197号 1954 5.9 35.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第一城崎橋 (ﾀﾞｲ1ｼﾛｻｷﾊｼ) 国道197号 1954 6 34.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

帯田橋 (ｵﾋﾞﾀﾊｼ) 国道197号 1974 25.8 11.8 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

金谷橋 (ｶﾅﾔﾊｼ) 国道197号 1999 131.5 12.45 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

浄土寺高架橋 (ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道197号 1999 436.9 12.45 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

佐野高架橋 (ｻﾉｺｳｶｷｮｳ) 国道197号 2000 329.5 12.45 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

松岡大橋 (ﾏﾂｵｶｵｵﾊｼ) 国道197号 2001 312 12.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

小志生木橋 (ｺｼｭｳｷﾊｼ) 国道197号 1964 20.2 8.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

小志生木橋側道橋 (ｺｼｭｳｷﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道197号 1972 20.5 1.7 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

室生橋 (ﾑﾛｵﾊｼ) 国道217号 1970 4 9.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

白木橋 (ｼﾗｷﾊｼ) 国道217号 1934 3.8 7.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

明磧小橋 (ｱｹｶﾞﾜﾗｺﾊｼ) 国道442号 1978 5.89 19.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

霊山橋 (ﾘｮｳｾﾞﾝﾊｼ) 国道442号 1999 121.1 13.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

鶴園橋 (ﾂﾙｿﾞﾉﾊｼ) 国道442号 1999 20.5 14.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

胡麻鶴大橋 (ｺﾞﾏﾂﾞﾙｵｵﾊｼ) 国道442号 1996 121.1 11.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 国道442号 1996 80 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

椎迫橋 (ｼｲｻﾞｺﾊｼ) 県道大分臼杵線 1994 12.4 24.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

若宮田橋 (ﾜｶﾐﾔﾀﾊｼ) 県道大分臼杵線 1977 16.7 19.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

高田橋 (ﾀｶﾀﾞﾊｼ) 県道大分臼杵線 1958 192.1 7.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

舞子橋下り (ﾏｲｺﾊｼ) 県道大在大分港線 1987 21.2 14.25 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

裏川橋 (ｳﾗｶﾜﾊｼ) 県道大在大分港線 1973 21.4 40.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

原川橋 (ﾊﾗｶﾜﾊｼ) 県道大在大分港線 1966 47.9 40.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

稙田橋 (ﾜｻﾀﾞﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1965 5 7.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

稙田橋側道橋 (ﾜｻﾀﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道臼杵上戸次線 不明 6 2.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

樋渡橋 (ﾋﾜﾀﾘﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1965 6.4 7.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

樋渡橋側道橋 (ﾋﾜﾀﾘﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道臼杵上戸次線 不明 8.2 2.6 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

荷小野橋 (ﾆｵﾉﾊﾞｼ) 県道三重野津原線 1986 22.5 10.2 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

小佐井橋 (ｺｻｲﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1977 29.5 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

深迫橋 (ﾌｶｻｺﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1991 9.6 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第二光蓮寺橋 (ﾀﾞｲﾆｺｳﾚﾝｼﾞﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1984 28.1 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新大内橋 (ｼﾝｵｵｳﾁﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1989 14.3 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

尾津留橋 (ｵﾂﾞﾙﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1989 46.7 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

久土川橋 (ｸﾄﾞｶﾞﾜﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1988 14.2 13.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

久土橋 (ｸﾄﾞﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1945 12 12.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

迫阿蘇入橋 (ｻｺｱｿｲﾘﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1999 174.5 16.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

賀来跨線橋（上り） (ｶｸｺｾﾝｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大分挾間線 1996 211.7 10.55 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

賀来跨線橋（下り） (ｶｸｺｾﾝｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大分挾間線 1979 211.6 10.3 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 県道鶴崎大南線 2002 12.21 20.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

片野橋 (ｶﾀﾉﾊｼ) 県道鶴崎大南線 1976 8 10.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

岡ノ下橋 (ｵｶﾉｼﾀﾊｼ) 県道鶴崎大南線 1980 16.02 13.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新谷川橋 (ｼﾝﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 県道鶴崎大南線 1972 11.5 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊｼ) 県道鶴崎大南線 1978 8.1 4.95 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

仲西橋歩道橋 (ﾅｶﾆｼﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道松岡日岡線 不明 11.58 1.9 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊｼ) 県道松岡日岡線 1967 36.2 18.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

横尾大橋 (ﾖｺｵｵｵﾊｼ) 県道松岡日岡線 2001 163 18.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

行政区域
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次
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（ｍ）

幅員
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平向橋 (ﾋﾗﾑｶｲﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1963 4 4.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

七力橋 (ｼﾁﾘｷﾊｼ) 県道下世利寒田線 1972 93.8 8.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新七力橋側道橋 (ｼﾝｼﾁﾘｷﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道下世利寒田線 1989 93.8 2.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

森津橋 (ﾓﾘﾂﾊｼ) 県道下世利寒田線 1979 20.66 11 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

５号床版橋 (5ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 県道弁天横瀬自転車道線 1975 2.9 3.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

不明橋 (ﾌﾒｲｷｮｳ) 国道197号 不明 3.2 31.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 国道442号 2003 82 12.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

下詰橋 (ｼﾓﾂﾞﾒﾊｼ) 国道442号 2003 62 12.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

王ノ瀬橋 (ｵｳﾉｾﾊｼ) 国道197号 2004 93.3 16.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊｼ) 県道三重野津原線 不明 31 10.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

天神平橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾋﾞﾗﾊｼ) 国道442号 2008 235 10.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

仲良橋 (ﾅｶﾖｼﾊｼ) 国道442号 2008 112 9.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

上詰橋 (ｶﾐﾂﾞﾒﾊｼ) 国道442号 2007 91 9.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

下志村橋（上り） (ｼﾓｼﾑﾗﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1995 67 14.45 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

下志村橋（下り） (ｼﾓｼﾑﾗﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1979 67 14.45 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第二光蓮寺橋側道橋 (ﾀﾞｲ2ｺｳﾚﾝｼﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道坂ノ市中戸次線 1997 28.1 1.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

明谷橋 (ｱｹﾀﾆﾊﾞｼ) 市道本神崎河内2号線 1963 8.1 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

荒平橋 (ｱﾗﾋﾗﾊｼ) 市道宮苑女菰線 不明 3.7 7.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

池の下橋 (ｲｹﾉｼﾓﾊｼ) 市道久土山ノ手線 2002 13.2 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

一の瀬橋１ (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道大内日平線 1962 7.1 4.25 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

井出ノ上橋 (ｲﾃﾞﾉｳｴﾊｼ) 市道大分港賀来線 1980 8.5 13 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

稲積1号橋 (ｲﾅﾂﾞﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道端登犬飼線 1980 7.4 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

稲積2号橋 (ｲﾅﾂﾞﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道端登犬飼線 不明 4.3 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

今堤川4号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道猪野皆春線 不明 5.8 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

今堤川5号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道第2桃園団地5号線 1975 5.6 10.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岩下２号橋 (ｲﾜｼﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩下線 不明 3.7 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

岩元橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 市道竹の原三国境線 不明 6 8.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

宇曽橋 (ｳｿﾊﾞｼ) 市道入蔵線 不明 5.3 6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

内稙田2号橋 (ｳﾁﾜｻﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 1951 3.2 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

王子南1号橋 (ｵｳｼﾞﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中春日王子南1号線 不明 2.7 8.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

王子南2号橋 (ｵｳｼﾞﾐﾅﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道中春日王子南2号線 不明 2.1 8.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

王子南3号橋 (ｵｳｼﾞﾐﾅﾐ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道王子南6号線 不明 2.1 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大池橋 (ｵｵｲｹﾊﾞｼ) 市道大在駅一木線 1983 10.3 11 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

大久保1号橋 (ｵｵｸﾎﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 1969 4.5 10.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大久保2号橋 (ｵｵｸﾎﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 1969 4.5 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大久保3号橋 (ｵｵｸﾎﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 1969 4 5.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

太田橋３ (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道太田三国境線 1988 10.5 5.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道大内日平線 1984 6.5 6.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大津町花津留排水路1号橋(ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊ市道今津留西新地線 2003 6.8 8.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大津町花津留排水路5号橋(ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ5ｺﾞｳﾊ市道今津留大津町線 不明 5.2 20 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大津町花津留排水路6号橋(ｵｵﾂﾏﾁﾊﾅﾂﾞﾙﾊｲｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊ市道大洲浜1号線 不明 2.7 15.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大道東水路4号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道東大道4号線 不明 3.8 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大道東水路6号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道大道13号線 不明 2.9 5.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大道東水路7号橋 (ｵｵﾐﾁﾋｶﾞｼｽｲﾛ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道東大道9号線 不明 2.6 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道大山循環線 1965 6.6 1.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

奥川3号橋 (ｵｸｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道金井戸伊予床線 1977 6.5 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

尾原２号橋 (ｵﾊﾞﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道尾原線 不明 5.2 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ
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想蔵橋 (ｵﾓｸﾗﾊｼ) 市道赤井線 1960 8 5.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

影ノ木橋 (ｶｹﾞﾉｷﾊｼ) 市道影ノ木吉野線 不明 2.4 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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 Ⅱ

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 Ⅱ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

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 Ⅱ

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

新貝橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道庄屋村1号線 1981 13.7 3.2 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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅱ

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 Ⅰ

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 Ⅱ

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
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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 2.32 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

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 Ⅱ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 2.15 7.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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 2.14 12.51 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 Ⅱ

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 Ⅰ

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 Ⅱ

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 Ⅱ

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 2.63 4.65 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

堀川1号橋 (ﾎﾘｶﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道鶴崎三佐二丁目線 不明 10.4 6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

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 Ⅱ

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 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 8.05 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 Ⅱ

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

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 Ⅰ

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



橋梁点検結果（地方公共団体）
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）

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 Ⅱ

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 Ⅲ

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 Ⅰ

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 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 Ⅱ

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

海原橋 (ｶｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道三佐三川線 1982 202 13 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

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 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 Ⅲ

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 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

小野鶴橋 (ｵﾉﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 市道木ノ上東院線 1994 194 10.8 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 Ⅱ

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 Ⅱ

杵河内橋 (ｷﾈｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道宮河内南北線 2015 17.7 7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

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

板山橋 (ｲﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 市道板山線 1978 14.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

上久所橋１ (ｶﾐｸｼｮﾊﾞｼ) 市道上久所種具線 1984 29 5.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

舟本大橋 (ﾌﾅﾓﾄｵｵﾊｼ) 市道戸次松岡線 1990 351 8.8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道古国府津守線 1989 267.4 12 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

真萱橋 (ﾏｶﾔﾊﾞｼ) 市道松岡西南北3号線 2000 16 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

国分橋 (ｺｸﾌﾞﾊﾞｼ) 市道賀来横瀬線 2005 187 11 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

庄ノ原橋 (ｼｮｳﾉﾊﾙﾊｼ) 市道庄の原金谷迫線 1993 161 10.25 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

蓑迫橋 (ﾐﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道曲山ノ手6号線 1996 38.7 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

女狐橋 (ﾒｷﾞﾂﾈﾊｼ) 市道女狐線 1991 47.7 7.64 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

ケハノキ橋 (ｹﾊﾉｷﾊﾞｼ) 市道金谷迫机張原線 1991 56 9.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

金谷迫橋 (ｶﾅﾔｻｺﾊﾞｼ) 市道金谷迫机張原線 1991 50.7 8.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

東八幡2号橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾊﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大分港賀来線 不明 5.7 5.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

八條大橋 (ﾊﾁｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西2号線 1994 5.7 8.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

七條大橋 (ﾅﾅｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西3号線 1992 6.1 8.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

六條大橋 (ﾛｸｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西4号線 1991 6 8.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

五條大橋 (ｺﾞｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西5号線 不明 6.4 8.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

四條大橋 (ｼｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西6号線 1990 6.2 9.45 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

三條大橋 (ｻﾝｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道荷揚舞鶴線 1991 5.7 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

新町水路1号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町4号線 不明 5.3 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

新町水路2号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町5号線 不明 3.8 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

新町水路3号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道末広新町線 不明 4.9 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ
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新町水路4号橋 (ｼﾝﾏﾁｽｲﾛ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道末広王子南線 不明 5.4 5.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

城崎橋 (ｼﾛｻｷﾊﾞｼ) 市道大手3号線 2001 5.7 4.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

長池橋１ (ﾅｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道長浜府内線 2003 3.5 6.15 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

万屋橋 (ﾖﾛｽﾞﾔﾊﾞｼ) 市道大手長浜1号線 2000 3.5 5.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

米屋橋 (ｺﾒﾔﾊﾞｼ) 市道大手長浜2号線 2001 3.1 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

長浜橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 市道長浜大通り線 不明 3.9 15 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

金池水路1号橋 (ｶﾅｲｹｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道金池西5号線 不明 2.7 7.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

永興橋 (ﾘｮｳｺﾞﾊﾞｼ) 市道永興4号線 不明 2.1 8.85 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

金谷迫1号橋 (ｶﾅﾔｻｺ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道金谷迫3号線 不明 2.4 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

広瀬橋左岸橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道古国府津守線 1989 7.2 15.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

広瀬橋右岸橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道古国府津守線 1989 7.2 15.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中原1号橋 (ﾅｶﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中原3号線 不明 7.3 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

向原沖水路1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙｵｷｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向原西原川1号線 不明 3 11.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

向原西水路1号橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾙﾆｼｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向原西原川1号線 不明 3.5 12 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

谷川橋１ (ﾀﾆｶﾜﾊﾞｼ) 市道滝尾米良3号線 不明 2.9 9.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

宮崎2号橋 (ﾐﾔｻﾞｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下郡宮崎大通り線 不明 7.9 23.2 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

葛木北橋 (ｶﾂﾗｷﾞｷﾀﾊﾞｼ) 市道皆春葛木線 不明 2.7 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

神社北橋１ (ｼﾞﾝｼﾞｬｷﾀﾊﾞｼ) 市道毛井2号線 不明 2.5 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

堂園4号橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道常行関園線 不明 2.3 9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

佐野1号排水路1号橋 (ｻﾉ1ｺﾞｳﾊｲｽｲﾛ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野8号線 不明 2.3 12 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

光蓮寺2号橋 (ｺｳﾚﾝｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野循環1号線 不明 3.2 8.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

光蓮寺1号橋 (ｺｳﾚﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野循環1号線 不明 3.48 16.13 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 市道上宗方小野鶴線 不明 2.1 27.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中学校北橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊﾞｼ) 市道横瀬小野鶴線 不明 4.2 9.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上小野鶴2号橋 (ｶﾐｵﾉﾂﾞﾙ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木ノ上東院線 不明 5 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

富士見ヶ丘団地1号橋 (ﾌｼﾞﾐｶﾞｵｶﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道富士見ヶ丘団地東1号線 不明 2.2 12.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岡1号橋 (ｵｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道口戸高瀬線 1998 8.9 14.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

内稙田1号橋 (ｳﾁﾜｻﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 2010 2.2 10.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

平野1号橋 (ﾋﾗﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 不明 6.2 4.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

平野2号橋 (ﾋﾗﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上露線 不明 4 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田向4号橋 (ﾀﾑｶｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道国分寺野田線線 不明 2.2 10.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

市水路2号橋 (ｲﾁｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道市玉沢線 不明 3.1 14 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

牟田橋２ (ﾑﾀﾊｼ) 市道愛宕線 不明 2.6 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

まんじゅう大橋 (ﾏﾝｼﾞｭｳｵｵﾊｼ) 市道河内3号線 2012 285 7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中川内橋 (ﾅｶｶﾞﾜｳﾁﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 1967 5.5 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下戸次2号橋 (ｼﾓﾍﾂｷﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後尾津留線 不明 3.1 8.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田原1号橋２ (ﾀﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道利光筒井線 不明 2.3 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

碇尾橋 (ｲｶﾘｵﾊｼ) 市道杉原碇尾1号線 不明 3.3 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

備後3号橋 (ﾋﾞｺﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後影平線 不明 2.9 15.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

小倉橋 (ｵｸﾞﾗﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 20 14.1 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 県道別府一の宮線 1954 5.4 9 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

床版橋 (ｼｮｳﾊﾞﾝﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 5 29 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

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

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

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

渋見橋 (ｼﾌﾞﾐﾊﾞｼ) 国道212号 1956 7.5 12.4 大分県 大分県 中津市 Ⅱ
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屋形橋 (ﾔｶﾀﾊﾞｼ) 国道212号 1976 77 11.65 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

上志川大橋 (ｶﾐｼｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道212号 1975 121 9.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

大石峠橋 (ｵｼｶﾞﾄﾊﾞｼ) 国道212号 1974 27 14 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

下曽木橋 (ｼﾓｿｷﾞﾊﾞｼ) 国道212号 1978 11 11.75 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

戸原橋（新橋部） (ﾄﾊﾞﾙﾊﾞｼ(ｼﾝｷｮｳﾌﾞ)) 国道212号 2001 10.9 15.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

広渡橋 (ﾋﾛﾜﾀﾘﾊｼ) 国道496号 1992 30 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾗﾊｼ) 国道496号 1996 52 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

金山橋 (ｷﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ) 国道496号 1999 33 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

吉野橋 (ﾖｼﾉﾊﾞｼ) 国道496号 1988 16 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 国道496号 1987 9.7 8.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

白泉橋 (ﾊｸｾﾝﾊｼ) 国道496号 1956 7 5.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

月木橋 (ﾂｷｷﾞﾊｼ) 国道496号 1953 7.5 6.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

井手河内橋 (ｲﾃﾞｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 国道496号 1985 8.3 8.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新平小野橋 (ｼﾝﾋﾗｵﾉﾊﾞｼ) 国道496号 1986 6.7 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 国道496号 1997 23.3 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

彦見橋 (ﾋｺﾐﾊﾞｼ) 国道496号 1965 44.9 11.55 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

灰土橋 (ﾊｲﾂﾁﾊｼ) 国道496号 1923 10 9.4 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

桃ノ木橋 (ﾓﾓﾉｷﾊﾞｼ) 国道496号 1996 19.1 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

熊ヶ岳橋 (ｸﾏｶﾞﾀｹﾊﾞｼ) 国道500号 1997 8.5 9.26 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

禅海橋 (ｾﾞﾝｶｲﾊﾞｼ) 国道500号 1990 120 10.75 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

折元川橋 (ｵﾘﾓﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道500号 2001 10.4 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

樋ノ下橋 (ﾋﾉｼﾀﾊｼ) 国道500号 2001 8 10.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

小泓橋 (ｵﾌﾞｹﾊﾞｼ) 国道500号 1970 26 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

千歳橋 (ﾁﾄｾﾊｼ) 国道500号 1991 34 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

深瀬橋 (ﾌｶｾﾊﾞｼ) 国道500号 1962 16.6 10.85 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

森木橋 (ﾓﾘﾉｷﾊﾞｼ) 県道豊前耶馬渓線 1965 9.4 6.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

２号橋 (ﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道豊前耶馬渓線 1978 8.7 4.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 県道豊前耶馬渓線 1967 5.2 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

今津大橋 (ｲﾏﾂﾞｵｵﾊｼ) 県道中津高田線 1969 129 8.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

深瀬橋 (ﾌｶｾﾊｼ) 県道森耶馬渓線 1980 20 10.75 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第4烏帽子橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｴﾎﾞｼﾊﾞｼ) 県道森耶馬渓線 1983 56 9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第2烏帽子橋 (ﾀﾞｲﾆｴﾎﾞｼﾊﾞｼ) 県道森耶馬渓線 1983 25 9.75 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第一烏帽子橋 (ﾀﾞｲｲﾁｴﾎﾞｼﾊｼ) 県道森耶馬渓線 1983 32 9.75 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第一井手ノ上橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾃﾞﾉｳｴﾊｼ) 県道森耶馬渓線 1983 37 9.25 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

物部橋 (ﾓﾉﾍﾞﾊﾞｼ) 県道森耶馬渓線 1983 84 9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

朝尾野橋 (ｱｻｵﾉﾊﾞｼ) 県道玖珠山国線 1965 9.4 8.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

福土橋 (ﾌｸﾂﾁﾊﾞｼ) 県道東上戸原線 1998 11 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

上福土橋 (ｶﾐﾌｸﾂﾁﾊﾞｼ) 県道東上戸原線 1984 11.6 11.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

城井橋 (ｷｲﾊｼ) 県道東上戸原線 1990 97.5 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

野路橋 (ﾉｼﾞﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1974 10.6 3.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

外園橋 (ﾎｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 県道臼木沖代線 1978 4.3 12 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

臼木2号橋 (ｳｽｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道臼木沖代線 1945 6.3 12 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

耶鉄跨線橋 (ﾔﾃﾂｺｾﾝｷｮｳ) 国道213号 1957 12.5 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

座頭橋 (ｻﾞﾄｳﾊｼ) 国道496号 1985 7.1 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新洞鳴橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾒｲｷｮｳ) 国道500号 2004 73 12 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

大井手水路橋（仮） (ｵｵｲﾃﾞｽｲﾛｷｮｳ) 国道212号 1966 6 10.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新中園橋 (ｼﾝﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 国道212号 2002 35 12.89 大分県 大分県 中津市 Ⅱ
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割子谷橋（上り側） (ﾜﾘｺﾀﾆﾊﾞｼ) 国道212号 2003 43 10.55 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

割子谷橋（下り側） (ﾜﾘｺﾀﾆﾊﾞｼ) 国道212号 2003 49 10.55 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

城山陸橋(６号橋) (ｼﾛﾔﾏﾘｯｷｮｳ(ﾛｸｺﾞｳｷｮｳ)) 国道212号 2007 52.4 10.25 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

上ノ瀬橋 (ｶﾐﾉｾﾊﾞｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 2001 33 11.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

戸原橋（旧橋部） (ﾄﾊﾞﾙﾊﾞｼ(ｷｭｳｷｮｳﾌﾞ)) 国道212号 1940 11 8.1 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

耶鉄跨線橋側道橋 (ﾔﾃﾂｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1969 27 2.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

一丁橋 (ｲｯﾁｮｳﾊﾞｼ) 市道角木701号線 不明 6.2 6 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 3.5 3 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

大平原４号橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞﾙﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道大平原線 不明 3.5 3.3 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 10.61 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 Ⅱ

小川内橋１ (ｵｺﾞﾁﾊﾞｼ1) 市道小川内線 不明 5.1 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鍛治屋下橋 (ｶｼﾞﾔｼﾀﾊﾞｼ) 市道永添八幡町線 不明 2.3 4.3 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

上貝尻橋 (ｶﾐｶｲｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道新五両高瀬線 不明 3.5 7.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

旧矢櫃橋 (ｷｭｳﾔﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 市道矢櫃支線 不明 14 2.4 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

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道久保浪立線 1985 8.4 3 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

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

建ノ木園田１号橋 (ｹﾝﾉｷｿﾉﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道建ノ木・園田線 不明 4 5.25 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

小川内橋２ (ｵｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ2) 市道小川内線 1926 8.2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

越尾橋 (ｺｼｵﾊﾞｼ) 市道越尾線 1988 14 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

古武家橋 (ｺﾌﾞｹﾊｼ) 市道古武家線 不明 10.5 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小屋川橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 不明 6.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

五竜橋 (ｺﾞﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道奥谷線 不明 4.4 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

坂山橋 (ｻｶﾔﾏﾊｼ) 市道坂山線 不明 13.4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

迫田橋 (ｻｺﾀﾊﾞｼ) 市道下池永上如水線 1984 10.6 4 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

重尾橋 (ｼｹﾞｵﾊﾞｼ) 市道長尾野線 不明 4.6 15.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

重光橋 (ｼｹﾞﾐﾂﾊﾞｼ) 市道福島・上如水線 不明 2.1 4.7 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

下ノ迫橋 (ｼﾓﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道両宮線 不明 5.6 4.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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) 市道市平線 不明 2.8 4.5 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

尻無橋 (ｼﾘﾅｼﾊﾞｼ) 市道北原・長久寺線 不明 2.6 5.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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新貝１号橋 (ｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道新貝線 1938 6 2.3 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 Ⅰ

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

清掃センター橋 (ｾｲｿｳｾﾝﾀｰﾊｼ) 市道清掃センター線 不明 4.3 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

正和橋 (ｾｲﾜﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 1955 5.5 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

田村橋 (ﾀﾑﾗﾊﾞｼ) 市道鍬垣枝末線 不明 2.9 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

地下橋 (ﾁｶﾊﾞｼ) 市道上如水村中線 不明 3.8 4.7 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 9.45 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

寺の坂橋 (ﾃﾗﾉｻｶﾊﾞｼ) 市道小屋川線 1955 12.7 2.9 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 Ⅲ

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

冨谷橋 (ﾄﾐﾔﾊｼ) 市道中畑富谷線 不明 8 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

富谷橋 (ﾄﾐﾔﾊｼ) 市道鳴落合線 不明 8.5 4.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中居橋 (ﾅｶｲﾊﾞｼ) 市道中居線 不明 8.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 市道小田島古城線 不明 4 3.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中尾屋敷橋 (ﾅｶｵﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道犬丸・天満宮線 不明 6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中河原橋 (ﾅｶｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道水源地通り線 不明 2 4.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道蛭子町・牛神前通り線 不明 2.5 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中の迫長谷１号橋 (ﾅｶﾉｻｺﾊｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道中の迫・長谷線 不明 7.3 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

流橋 (ﾅｶﾞﾚﾊﾞｼ) 市道犬丸865号線 不明 5.4 5 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

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

西片福橋 (ﾆｼｶﾀﾌｸﾊﾞｼ) 市道金手八幡前通り線 不明 4.7 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

西崎橋 (ﾆｼｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道蛭子町・牛神前通り線 不明 3.3 5.2 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

樋口橋 (ﾋｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道樋口線 不明 11.6 3.6 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 Ⅲ

橋(平原口橋) (ﾋﾗﾊﾗｸﾞﾁﾊｼ) 市道島樋山路線 不明 5 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

二又１号橋 (ﾌﾀﾏﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道二又線 不明 12.5 3.2 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

二又２号橋 (ﾌﾀﾏﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道二又線 不明 12 3.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道丸山町大江神社西通り線 不明 3 16 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

免葉津橋 (ﾒﾊﾂﾞﾊﾞｼ) 市道大新田･合馬線 不明 2.4 5.7 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

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

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

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

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
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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

小竹橋 (ｺﾀｹﾊﾞｼ) 市道前鶴・貝返線 1979 15.1 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

羅漢橋 (ﾗｶﾝﾊｼ) 市道水取床並線 1990 54.4 10.25 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

床並橋 (ﾄｺﾅﾐﾊﾞｼ) 市道床並線 1969 15 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道堤・前鶴線 1916 16.8 3.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

形田橋 (ｶﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 市道樋田線 1957 35.7 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道中園本線 1955 21.8 3.5 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

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊｼ) 市道多志田柿瀬線 1979 88 5 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

小川内橋 (ｺｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 市道柿坂大野線 1975 90 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

相の原橋 (ｱｲﾉﾊﾙﾊｼ) 市道小屋ノ原相ノ原線 1981 21.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

田処橋 (ﾀﾄﾞｺﾛﾊｼ) 市道田処線 1969 20 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

土居橋 (ﾄﾞｲﾊｼ) 市道火ノ口土井線 1962 20.95 3 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

白土橋 (ｼﾗﾂﾁﾊｼ) 市道白土線 1982 16.9 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

小友田大橋 (ｵﾄﾓﾀﾞｵｵﾊｼ) 市道口ノ林三尾母線 1984 131.5 8.3 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

彦水橋 (ﾋｺﾐｽﾞﾊｼ) 市道轟線 1996 32.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

念仏橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 1969 25 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

念仏橋(旧橋) (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ(ｷｭｳｷｮｳ)) 市道念仏橋線 1928 24 1.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

田良川橋 (ﾀﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道田良川線 1972 42 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

坂内橋 (ｻｶｳﾁﾊﾞｼ) 市道坂内線 1971 20.5 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

新両宮橋 (ｼﾝﾓﾛﾐﾔﾊﾞｼ) 市道両宮線 2002 15 5 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

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

新制橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道辻向線 1965 18.1 2 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

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

道祖本橋 (ﾄﾞｳｿﾓﾄﾊﾞｼ) 市道金谷南ノ丁線 不明 2.9 10.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

くつわじ３号橋 (ｸﾂﾜｼﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道くつわじ線 1990 3 12 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 Ⅰ

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

夜明大橋 (ﾖｱｹｵｵﾊｼ) 国道211号 1971 121 8.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

竹本橋 (ﾀｹﾓﾄﾊｼ) 国道211号 1981 69.4 10.75 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊｼ) 国道211号 1964 3.1 6.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

財津橋 (ｻﾞｲﾂﾊｼ) 国道212号 1975 77.4 12.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 国道212号 1967 30 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

岸高橋（下り線） (ｷｼﾀｶﾊｼ) 国道212号 1985 16 12.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

東代橋 (ﾄｳｼﾛﾊｼ) 国道212号 1974 17.5 11.8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

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

第五笹野橋 (ﾀﾞｲｺﾞｻｻﾉﾊｼ) 国道387号 1994 9.7 11.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

猫の谷橋 (ﾈｺﾉﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1968 30 7.9 大分県 大分県 日田市 Ⅰ
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第４笹野橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｻｻﾉﾊｼ) 国道387号 1995 10.7 10.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新浦合橋 (ｼﾝｳﾗｺﾞｳﾊｼ) 国道387号 1969 40 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

一の渡瀬橋 (ｲﾁﾉﾜﾀｾﾊｼ) 国道387号 1970 26.1 7.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第二笹野橋 (ﾀﾞｲﾆｻｻﾉﾊｼ) 国道387号 1988 17.6 10.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

二の渡瀬橋 (ﾆﾉﾜﾀｾﾊｼ) 国道387号 1972 28.3 7.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

池の山橋 (ｲｹﾉﾔﾏﾊｼ) 国道387号 1970 301 8.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第一笹野橋 (ﾀﾞｲｲﾁｻｻﾉﾊｼ) 国道387号 1989 16 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新屋敷橋 (ｼﾝﾔｼｷﾊｼ) 国道387号 1933 16.4 6.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

川畑橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾊｼ) 国道387号 1968 143.6 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

境ノ谷橋 (ｻｶｲﾉﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1971 30 8.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

黄金橋 (ｺｶﾞﾈﾊｼ) 国道387号 1985 29.8 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第一鯛生橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀｲｵﾊｼ) 国道442号 1971 7.8 7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新間地橋 (ｼﾝﾏﾁﾞﾊｼ) 国道442号 1969 60.5 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

石鍋谷橋 (ｲｼﾅﾍﾞﾀﾆﾊｼ) 県道日田鹿本線 1962 3.3 5.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

徳行橋 (ﾄｸｷﾞｮｳﾊｼ) 県道日田鹿本線 1961 50 6.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

足風橋 (ｱｼｶｾﾞﾊﾞｼ) 県道日田鹿本線 1962 6.4 5.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅野3号橋 (ｳﾒﾉｻﾝｺﾞｳﾊｼ(ﾐﾎｿｳ)) 県道日田鹿本線 1969 6 5 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

一の渡瀬橋 (ｲﾁﾉﾜﾀｾﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1984 8.5 9.75 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第二雉谷橋 (ﾀﾞｲﾆｷｼﾞﾔﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1971 11.5 10.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

袋橋 (ﾌｸﾛﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1985 9.1 11.7 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

原橋 (ﾊﾗﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1961 9.6 4.55 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

野平橋 (ﾉﾋﾗﾊｼ) 県道日田玖珠線 1933 7.4 7.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

諸留橋 (ﾓﾛﾄﾞﾒﾊｼ) 県道日田玖珠線 1993 53 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

日向野小橋 (ﾋｭｳｶﾞﾉｺﾊｼ) 県道日田玖珠線 2001 16.5 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

合田橋 (ｺﾞｳﾀﾞﾊｼ) 県道玖珠天瀬線 1955 98.7 6.7 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 Ⅲ

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

所迫谷橋 (ﾄｺﾛｻｺﾀﾆﾊｼ) 県道朝田日田線 1957 7.5 5.3 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

界ノ谷橋 (ｻｶｲﾉﾀﾆﾊｼ) 県道朝田日田線 1964 5.2 4.5 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

ウクメノ谷橋 (ｳｸﾒﾉﾀﾆﾊｼ) 県道朝田日田線 1951 3.7 4.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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 Ⅲ

千代橋 (ｾﾝﾀﾞｲﾊｼ) 県道朝田日田線 1959 7.4 4.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

千代小橋 (ｾﾝﾀﾞｲｺﾊｼ) 県道朝田日田線 1965 5.8 3.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

串川橋 (ｸｼｶﾜﾊｼ) 県道朝田日田線 1972 18 5.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 県道朝田日田線 1954 8.5 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

上三春原橋 (ｶﾐｳﾗｾﾊﾞﾙﾊｼ) 県道朝田日田線 1969 9.7 10 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 Ⅲ

三春原橋 (ｳﾗｾﾊﾞﾙﾊｼ) 県道朝田日田線 1984 10.6 7.9 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

百谷橋 (ﾓﾓﾀﾆﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1965 20 7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

藤山橋 (ﾌｼﾞﾔﾏﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1978 35.2 11.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

元入橋 (ﾓﾄｲﾘﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1967 3.7 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

郷の原橋 (ｺﾞｳﾉﾊﾙﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1953 6 5.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

古田橋 (ｺﾀﾞﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1969 9.9 4.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

古田小橋 (ｺﾀﾞｺﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1958 3.2 4.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

登谷橋 (ﾉﾎﾞﾘﾀﾆﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1960 4.6 5.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1960 5.6 3.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ
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後藤橋 (ｺﾞﾄｳﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1981 20 8.75 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

小月橋 (ｵﾂﾞｷﾊｼ) 県道前津江星野線 1966 25.5 4.5 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

広川原橋 (ﾋﾛｶﾜﾗﾊｼ) 県道前津江星野線 1963 17.4 4.5 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊｼ) 県道鯛生菊池線 1983 13.6 8.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

北向橋 (ｷﾀﾑｷﾊｼ) 県道和田大鶴停車場線 1969 11 6.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

諸筋橋 (ﾓﾛｽｼﾞﾊｼ) 県道和田大鶴停車場線 1987 32 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大鶴大橋 (ｵｵﾂﾙｵｵﾊｼ) 県道大鶴熊取線 1978 52 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

葉迫谷橋 (ﾊｻｺﾀﾆﾊｼ) 県道小畑日田線 1967 12.4 6.7 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

中馬橋 (ﾅｶｳﾏﾊｼ) 県道岩戸五馬日田線 1980 13.5 8.95 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大鳥橋 (ｵｵﾄﾘﾊｼ) 県道岩戸五馬日田線 1980 12.6 8.95 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

札町橋 (ﾌﾀﾞﾏﾁﾊｼ) 県道西有田豆田線 1983 36.8 7.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

石松橋 (ｲｼﾏﾂﾊｼ) 県道西有田豆田線 1997 23.7 12.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新山下橋 (ｼﾝﾔﾏｼﾀﾊｼ) 県道西有田豆田線 1997 14.8 12.8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

三隈第二小橋 (ﾐｸﾏﾀﾞｲﾆｺﾊｼ) 県道石井庄手線 1955 6 6.45 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

亀山橋 (ｷｻﾞﾝﾊｼ) 県道石井庄手線 1955 60.4 7.95 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

桑木橋 (ｸﾜｷﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1964 14.6 4.4 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

関浜橋 (ｾｷﾊﾏﾊｼ) 国道386号 2007 15.8 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

荒谷橋 (ｱﾗﾀﾆﾊｼ) 県道日田鹿本線 2003 109 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

影坊橋 (ｶｹﾞﾎﾞｳﾊｼ) 県道日田玖珠線 2005 41.9 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新山渡瀬橋 (ｼﾝﾔﾏﾜﾀｾﾊｼ) 県道西有田豆田線 1998 71.3 12.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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 Ⅲ

平石橋 (ﾋﾗｲｼﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1993 11.2 13.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

栃野橋 (ﾄﾁﾉﾊｼ) 国道442号 2008 43.5 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

露木橋 (ﾂﾕｷﾊﾞｼ) 市道露木線 1996 20.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

尾当橋 (ｵﾄｳﾊﾞｼ) 市道竹尾線 1936 24.7 2.2 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

竹尾橋 (ﾀｹｵﾊﾞｼ) 市道竹尾線 1965 42.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小城橋 (ｺｼﾛﾊﾞｼ) 市道五郎丸白岩線 1977 6.8 3.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

シテツル橋 (ｼﾃﾂﾙﾊﾞｼ) 市道五郎丸白岩線 1963 9.5 2.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

唐谷橋 (ﾄｳﾔﾊﾞｼ) 市道下河内日明原線 1961 3.5 5.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

五郎丸１号橋 (ｺﾞﾛｳﾏﾙｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道五郎丸白岩線 1966 4 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

尾畑橋 (ｵﾊﾀﾊﾞｼ) 市道五郎丸白岩線 1972 2.9 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

五郎丸２号橋 (ｺﾞﾛｳﾏﾙﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道五郎丸白岩線 1971 3.3 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中川原橋 (ﾏｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道竹本釜戸線 1966 4.1 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

守田橋 (ﾓﾘﾀﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1972 3.3 3.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

宮尾橋 (ﾐﾔｵﾊﾞｼ) 市道宮尾一夕線 1968 4.7 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

徳丸橋 (ﾄｸﾏﾙﾊﾞｼ) 市道宮尾一夕線 1968 4.1 6.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

東河内橋 (ﾋｶﾞｼｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道東河内線 1959 2.3 6.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

谷久保第三橋 (ﾔｸﾎﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 市道貞清大久保線 1965 3.6 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

谷久保第二橋 (ﾔｸﾎﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 市道貞清大久保線 1965 3.3 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

谷久保第一橋 (ﾀﾆｸﾎﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 市道貞清大久保線 1965 4.4 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

村廻り橋 (ﾑﾗﾏﾜﾘﾊﾞｼ) 市道秋原線 1972 4 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

北平２号橋 (ｷﾀﾋﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北平線 1970 5.1 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

藤山橋 (ﾌｼﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道藤山土林線 1954 34 2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

北向橋 (ｷﾀﾑｷﾊﾞｼ) 市道小河内線 1962 5 6.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

関橋 (ｾｷﾊﾞｼ) 市道関保木線 1955 38.9 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道関中央線 1972 5.1 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

割小谷橋 (ﾜﾘｺﾀﾆﾊﾞｼ) 市道関中央線 1959 4.2 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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三ケ月橋 (ｻﾝｶｹﾞﾂﾊﾞｼ) 市道関中央線 1981 5.5 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山口１号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1972 2.7 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

檜園橋 (ﾋﾉｷﾉｿﾉﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1948 3.4 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

今山１号橋 (ｲﾏﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1953 2.3 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

今山橋 (ｲﾏﾔﾏﾊﾞｼ) 市道今山線 1980 3.4 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

萩尾橋 (ﾊｷﾞｵﾊﾞｼ) 市道君迫萩尾線 1985 4.6 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

君迫一橋 (ｷﾐｻｺｲﾁﾊﾞｼ) 市道二串君迫線 1991 8.3 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

谷ノ久保橋 (ﾔﾉｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道貞清大久保線 1967 5.4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

髪永小橋 (ｶﾐﾅｶﾞｺﾊﾞｼ) 市道天神市ノ瀬線 1951 2.5 10.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大木橋 (ｵｵｷﾊﾞｼ) 市道用松線 1982 3.4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第二大木橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵｷﾊﾞｼ) 市道用松線 1982 4.4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道用松住吉線 1918 3.5 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

羽野橋 (ﾊﾉﾊﾞｼ) 市道用松羽野原線 2002 14 5.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

森ノ本橋 (ﾓﾘﾉﾓﾄﾊｼ) 市道天神1号線 1967 2.9 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) 市道佐寺住吉線 1995 76.5 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山ノ下橋 (ﾔﾏﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道佐寺住吉線 1959 6 4.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山ノ下小橋 (ﾔﾏﾉｼﾀｺﾊﾞｼ) 市道三ノ宮尾当線 1964 7.8 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道豆田中村線 1972 4.3 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

熊取橋 (ｸﾏﾄﾘﾊﾞｼ) 市道熊取小迫線 1932 5.3 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

日ノ出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ) 市道熊取小迫線 1932 2.7 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

片島橋 (ｶﾀｼﾏﾊﾞｼ) 市道豆田渡里片島線 1978 6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

吹上２号橋 (ﾌｷｱｹﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北豆田三郎丸線 1976 18.2 4.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

渡里橋 (ﾜﾀﾘｻﾄﾊﾞｼ) 市道豆田渡里片島線 1969 72.3 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

丸山２号橋 (ﾏﾙﾔﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道川原城南線 1984 2.9 2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上ノ馬場橋 (ｶﾐﾉﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道上城内線 1965 2.4 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

蕪３号橋 (ｶﾌﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三ノ宮尾当線 1980 7.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

蕪１号橋 (ｶﾌﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三ノ宮尾当線 1966 5.7 2.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

尾当小橋 (ｵﾄｳｺﾊﾞｼ) 市道尾当線 2011 5.1 5.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上柳橋 (ｶﾐﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道上柳線 1951 8.1 2.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 市道中尾線 1997 19.2 4.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

池部橋 (ｲｹﾍﾞﾊﾞｼ) 市道三池有田線 1998 21.2 7.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

本村橋 (ﾓﾄﾑﾗﾊﾞｼ) 市道本村平島線 1992 27.2 4.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 市道本村町野線 1978 3.1 8.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

馬尻３号橋 (ｳﾏｼﾞﾘｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前迫熊ノ尾線 1984 3.8 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

境ノ谷橋 (ｻｶｲﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道前迫熊ノ尾線 1974 3.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道前迫熊ノ尾線 1974 4.2 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

二ツ尾橋 (ﾌﾀﾂｵﾊﾞｼ) 市道前迫熊ノ尾線 1970 3.8 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

垣内橋 (ｶｷｳﾁﾊﾞｼ) 市道中組線 2000 22.5 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊﾞｼ) 市道向原線 1994 16 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

祝原橋 (ｲﾜｲﾊﾗﾊﾞｼ) 市道祝原線 1967 4.4 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第二星隈橋 (ﾀﾞｲﾆｾｲﾜｲﾊﾞｼ) 市道北豆田三郎丸線 2000 34.4 7.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下村２号橋 (ｼﾓﾑﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三郎丸隈線 1959 2.8 7.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

森ノ木橋 (ﾓﾘﾉｷﾊﾞｼ) 市道亀川山田線 1979 3.3 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

長渕橋 (ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道下長淵線 1963 4.4 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

萩鶴橋 (ｵｷﾞﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 市道片山徳瀬線 1995 87 6.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上友田橋 (ｶﾐﾄﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上友田線 1991 7.6 1.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

向友田橋 (ﾑｶｲﾄﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御幸橋瀬戸口線 1943 3.3 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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玉川小橋 (ﾀﾏｶﾞﾜｺﾊﾞｼ) 市道玉川吹上線 1955 2.4 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 市道三本松新町3号線 1968 3 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下村３号橋 (ｼﾓﾑﾗｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道亀山丸の内線 1959 2.8 4.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

三俣橋 (ﾐﾏﾀﾊﾞｼ) 市道亀山丸の内線 1970 6.1 6.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

榎町橋 (ｴﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 市道榎町町裏線 1976 4.7 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大茂手橋 (ｵｵﾓﾃﾊﾞｼ) 市道大茂手町裏線 1970 5.3 4.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

徳瀬橋 (ﾄｸｾﾊﾞｼ) 市道片山徳瀬線 1973 53.5 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

川原端橋 (ｶﾜﾗﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道三郎丸隈線 1959 2.6 2.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

亀川橋 (ｶﾒｶﾜﾊﾞｼ) 市道友田徳瀬線 1958 77 5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

亀川橋側道橋 (ｶﾒｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道友田徳瀬線 1985 77 1.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

亀川二号橋 (ｶﾒｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道日ノ隈舟場亀川線 1972 3.6 6.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道亀川宮向線 1954 3.4 5.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第二六手橋 (ﾀﾞｲﾆﾛｸﾃﾊﾞｼ) 市道玉川測候所線 1956 6.8 2.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第一六手橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾛｸﾃﾊﾞｼ) 市道玉川測候所線 1956 4.5 2.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中ノ島橋 (ﾅｶﾉｼﾏﾊﾞｼ) 市道日ノ隈中ノ島線 1954 2.6 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

堀田二橋 (ﾎｯﾀﾆﾊﾞｼ) 市道本庄堀田本庄線 1960 2.8 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

堀田一橋 (ﾎｯﾀｲﾁﾊﾞｼ) 市道本庄堀田本庄線 1960 4.1 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊﾞｼ) 市道中央公園下加隈線 1960 6.9 6.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道中央通り線 1983 6.8 9.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大原１号橋 (ｵｵﾊﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大原弓道場線 1972 4.5 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大原２号橋 (ｵｵﾊﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大原弓道場線 1965 3.5 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中釣２号橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中釣線 1954 2.1 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中釣１号橋 (ﾅｶﾂﾞﾙｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中釣線 1955 7.5 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道中央公園下加隈線 1959 2.4 2.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

溝口橋 (ﾐｿﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道本庄浄満寺線 1951 2.4 2.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中央通り二号橋 (ﾁｭｳｵｳﾄｵﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中央通り線 1954 4.3 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

柳大橋 (ﾔﾅｷﾞｵｵﾊｼ) 市道駅前隈線 1982 6.8 8.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

田島二号橋 (ﾀｼﾞﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道城内大原公園線 1951 3.7 4.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

高畑上橋 (ﾀｶﾊﾀｶﾐﾊﾞｼ) 市道田島若宮線 1982 7 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

会所宮下井手橋 (ﾖｿﾐｼﾓｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道会所宮下井手線 1980 7.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

会所宮橋 (ｶｲｼｮﾐﾔﾊﾞｼ) 市道駅北三芳線 1981 10.4 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

田島団地１号橋 (ﾀｼﾞﾏﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田島団地1号線 1973 5.9 6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

田島団地２号橋 (ﾀｼﾞﾏﾀﾞﾝﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田島団地1号線 1973 2.9 5.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

川釣橋 (ｶﾜﾂﾞﾘﾊﾞｼ) 市道上野赤米田線 1960 5.5 18.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

川釣２号橋 (ｶﾜﾂﾞﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道京町上野線 1976 5.1 4.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

京町橋 (ｷｮｳﾏﾁﾊﾞｼ) 市道京町切畑線 1959 4.5 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

銭渕橋 (ｾﾞﾆﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道札ノ辻鏡坂線 1956 162.8 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

銭渕橋側道橋 (ｾﾞﾆﾌﾞﾁﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道札ノ辻鏡坂線 1982 162.8 2.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

若宮１号橋 (ﾜｶﾐﾔｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道若宮線 1959 4.8 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

会所宮下井手１号橋 (ｶｲｼｮﾐﾔｼﾓｲﾃﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道会所宮下井手線 1955 2.8 1.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

三芳一橋 (ﾐﾖｼｲﾁﾊﾞｼ) 市道小淵下井手3号線 1955 3.2 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

地藏橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道北向古金線 1982 6.2 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下井手四号橋 (ｼﾓｲﾃﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小淵下井手線 1955 3.1 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下井手三号橋 (ｼﾓｲﾃﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道刃連下井手線 1955 3 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下井手二号橋 (ｼﾓｲﾃﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小淵神来線 1955 2.8 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下井手一号橋 (ｼﾓｲﾃﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道刃連小淵2号線 1955 3 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

三芳三号橋 (ﾐﾖｼｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道刃連小淵2号線 1955 5 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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三芳二号橋 (ﾐﾖｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道刃連小淵1号線 1955 4.8 5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

裏谷橋 (ｳﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道駅北三芳線 1955 5.2 6.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

高畑橋 (ﾀｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道高畑田島線 1981 7.4 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上井手橋 (ｶﾐｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道駅北三芳線 1955 2.2 4.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊﾞｼ) 市道池部町野線 1998 14.5 5.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

東池辺橋 (ﾋｶﾞｼｲｹﾍﾞﾊﾞｼ) 市道東池辺線 1976 6.3 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

町野橋 (ﾏﾁﾉﾊﾞｼ) 市道池部町野線 1964 6.3 3.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

町野本村橋 (ﾏﾁﾉﾓﾄﾑﾗﾊﾞｼ) 市道池部町野線 1974 8.7 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

堤１号橋 (ﾂﾂﾐｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道池部町野線 1948 4.6 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

やまびこ橋 (ﾔﾏﾋﾞｺﾊﾞｼ) 市道坂の下下林線 2005 17.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中尾高倉橋 (ﾅｶｵﾀｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道高倉線 1994 17.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 市道琴平大宮線 1971 36.9 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大宮橋 (ｵｵﾐﾔﾊﾞｼ) 市道小淵大宮線 1935 90.1 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

剱ノ木橋 (ﾂﾙｷﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道剣の木線 1996 27.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊﾞｼ) 市道駅北三芳線支線1号線 1981 5.8 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上城内橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾅｲﾊﾞｼ) 市道上城内線 1965 2.6 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

葛原橋 (ｸｽﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道葛原線 1988 16.5 9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道二串西原線 1989 65.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

台橋 (ﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道祝原4号線 1989 38.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

後野橋 (ｺｳﾉﾊﾞｼ) 市道祝原5号線 1989 41.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

尾平橋 (ｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道君迫1号線 1990 4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

日ノ出新橋 (ﾋﾉﾃﾞｼﾝﾊﾞｼ) 市道熊取小迫線 1989 14.7 5.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上深橋 (ｼﾞｮｳｼﾝﾊﾞｼ) 市道高畑2号線 1982 7 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

方司口橋 (ﾎｳｼｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道方司口線 1982 4.9 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

元町橋 (ﾓﾄﾏﾁﾊﾞｼ) 市道駅前2号線 1985 6.5 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

横矢橋 (ﾖｺﾔﾊﾞｼ) 市道駅前3号線 1983 7 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

津辻の前１号橋 (ﾂﾂｼﾞﾉﾏｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石井工業団地1号線 1975 4.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

津辻の前２号橋 (ﾂﾂｼﾞﾉﾏｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石井工業団地1号線 1975 3 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道山田原1号線 1994 38.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

草場橋 (ｸｻﾊﾞﾊﾞｼ) 市道清岸寺中央線 1993 15.8 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大石峠橋 (ｵｵｲｼﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 市道大石峠月出山線 1994 33.2 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道羽野羽野原線 2002 14.4 5.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

長渕橋 (ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道亀川・山田線 1997 66.2 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

慶徳橋 (ｹｲﾄｸﾊﾞｼ) 市道熊取山田原線 1994 43.1 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

熊取橋 (ｸﾏﾄﾘﾊﾞｼ) 市道熊取山田原線 1989 11.6 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

冷水橋 (ﾚｲｽｲﾊﾞｼ) 市道田ノ尻牛王線 1995 8.3 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第２串川橋 (ﾀﾞｲﾆｸｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道長尾線 1990 11.5 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

池辺橋 (ｲｹﾍﾞﾊﾞｼ) 市道田島有田線 1998 14.1 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道御幸通り線 1989 64 6.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

相田橋 (ｱｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道田島有田線 2000 14.1 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

城町橋 (ｼﾛﾏﾁﾊﾞｼ) 市道平和通り線 1975 72.3 8.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

濠梁橋 (ｺﾞｳﾘｮｳﾊﾞｼ) 市道下中城三郎丸線 1957 9.9 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大茂橋 (ｵｵｼｹﾞﾊﾞｼ) 市道ヒヤケ田中田線 1998 18.5 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

求橋 (ﾓﾄﾑﾊﾞｼ) 市道名里流田線 1970 8 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

石松川橋 (ｲｼﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 2000 15.2 6.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

有田橋 (ｱﾘﾀﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 2000 43 6.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

執行橋 (ｼｯｺｳﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1994 34.9 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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池辺橋 (ｲｹﾍﾞﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1995 110 5.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

辰ヶ迫橋 (ﾀﾂｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1994 18.7 7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

日高橋 (ﾋﾀﾞｶﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1994 28 7.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

日明原橋 (ﾋｱｹﾊﾗﾊﾞｼ) 市道一夕線 1954 6.9 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

水目跨道橋 (ﾐｽﾞﾒｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道林業試験場線 1990 61.9 5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

比佐津小橋１号橋 (ﾋｻﾂｺﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道比佐津3号線 1988 7.3 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

比佐津小橋２号橋 (ﾋｻﾂｺﾊﾞｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道比佐津4号線 1988 7.3 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

矢瀬橋 (ﾔｾﾞﾊﾞｼ) 市道矢瀬線 1993 21 5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

谷ケ谷橋 (ﾀﾆｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道高釣・池ノ塔線 1993 21 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

高塚跨道橋 (ﾀｶﾂﾞｶｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道石畳道ノ上線 1995 33.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

向嶋橋 (ﾑｶｲｼﾏﾊﾞｼ) 市道上ノ釣・黒谷線 1960 90.2 1.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

合楽谷橋 (ｺﾞｳﾗｸﾀﾆｶﾜ) 市道町内線 2001 24.5 6.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

仮迫橋 (ｶﾘｻｺﾊﾞｼ) 市道本城線 1992 21.8 6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

夕川橋 (ｾｯｺﾊﾞｼ) 市道夕川線 1990 7.7 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

松原潜橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗｼｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道松竹線 1964 96 2 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

高倉橋 (ﾀｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道馬原1号線 1971 14.4 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

戸ノ上橋 (ﾄﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道天ヶ瀬五馬幹線1号線 1985 87.5 4.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

神山橋 (ｶﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 市道古賀塚田下線 1977 17.1 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

此山橋 (ﾋﾔﾏﾊﾞｼ) 市道赤岩・桜竹線 1961 12.8 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

釣橋 (ﾂﾘﾊﾞｼ) 市道釣支線 1975 22.1 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

本村跨道橋 (ﾎﾝﾑﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道鳶ノ巣上線 1995 37 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

本城大橋 (ﾎﾝｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道亀石・女子畑1号線 1983 23 7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

八久保橋 (ﾊﾁｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道亀石・女子畑1号線 1986 16.6 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小中尾橋 (ｺﾅｶﾊﾞｼ) 市道亀石・女子畑2号線 1995 55 6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中央大橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道舟戸野瀬部線 1979 90 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

清和橋 (ｾｲﾜﾊﾞｼ) 市道千丈・小平線 1993 91 7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

田中渕橋 (ﾀﾅｶﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道山際線 1969 102 4.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小五馬橋 (ｺｲﾂﾏﾊﾞｼ) 市道第一鎌手八石田線 1954 87.2 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

高取橋 (ﾀｶﾄﾘﾊﾞｼ) 市道高取八石田線 1998 155 6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

東釣橋 (ﾋｶﾞｼﾂﾘﾊﾞｼ) 市道高取八石田線 1995 39 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

志谷橋 (ｼﾔﾊﾞｼ) 市道志谷線 1978 11.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

志谷二号橋 (ｼﾔﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道志谷線 1975 7.4 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

志谷三号橋 (ｼﾔｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道志谷線 1975 7.4 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

志谷四号橋 (ｼﾔｺﾞｺﾞﾛﾊﾞｼ) 市道志谷線 1996 13 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

曽家橋 (ｿﾞｹｹﾊﾞｼ) 市道曽家線 1967 10.7 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山本２号橋 (ﾔﾏﾓﾄﾆｺﾞｳ) 市道宮園線 2004 114.8 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下切橋 (ｼﾀｷﾘﾊﾞｼ) 市道中川内線 1957 29.2 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

ワラベワラ橋 (ﾜﾗﾍﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道ワラベワラ線 1974 31.5 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

平藪片桟道橋 (ﾀｲﾗﾔﾌﾞｶﾀｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 市道程野線 1997 21.9 7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

官谷橋 (ｶﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 市道小竹線 1970 32.2 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

脇橋 (ﾜｷﾊｼ) 国道217号 1969 27.6 12.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

津井浦橋 (ﾂｲｳﾗﾊｼ) 国道217号 1988 10.5 10.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

日本橋 (ﾆﾎﾝﾊｼ) 国道217号 1996 35.4 14.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

津井中橋 (ﾂｲﾅｶﾊｼ) 国道217号 1959 4.9 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

置場橋側道橋１ (ｵｷﾊﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ1) 国道217号 不明 7.8 3.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

置場橋側道橋２ (ｵｷﾊﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ2) 国道217号 不明 7.6 2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

海崎橋 (ｶｲｻﾞｷﾊｼ) 国道217号 1934 6.5 6.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ
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海崎橋第１側道橋　左 (ｶｲｻﾞｷﾊｼﾀﾞｲｲﾁｿｸﾄﾞｳﾊｼﾋﾀ 国道217号 不明 7 3.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

海崎橋第２側道橋　右 (ｶｲｻﾞｷﾊｼﾀﾞｲﾆｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾞ) 国道217号 不明 8 3.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

百枝橋 (ﾓﾓｴﾀﾞﾊｼ) 国道217号 1965 8.5 7.45 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

第一狩生橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾘｭｳﾊｼ) 国道217号 1959 10.6 7.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

第１狩生側道橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾘｳｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 国道217号 不明 13.7 3.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

沖鶴橋側道橋 (ｵｷﾂﾙﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 国道217号 不明 6.1 3.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

坂ノ浦橋 (ｻｶﾉｳﾗﾊｼ) 国道217号 1972 5.6 15.95 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

大沖橋 (ｵｵｵｷﾊｼ) 国道326号 1984 170 15.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

茶屋ヶ鼻橋 (ﾁｬﾅｶﾞﾊﾅﾊｼ) 国道388号 1960 82 6.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

茶屋ヶ鼻橋側道橋 (ﾁｬﾔｶﾞﾊﾅﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 国道388号 1974 178.8 3.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

第6日之影橋 (ﾀﾞｲﾛｸﾋﾉｶｹﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1974 5 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

第5日之影橋 (ﾀﾞｲｺﾞﾋﾉｶｹﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1974 5 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2日之影橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾉｶｹﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1971 5 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

長門橋 (ﾅｶﾞﾄﾊｼ) 県道日之影宇目線 1997 20 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

井内谷橋 (ｲｳﾁﾀﾆﾊｼ) 県道日之影宇目線 1967 4.8 6.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第1日之影橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋﾉｶｹﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1971 4 6.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

風戸大橋 (ｶｻﾞﾄｵｵﾊｼ) 県道三重弥生線 1988 155 8.75 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

鬼ケ瀬橋 (ｵﾆｶﾞｾﾊｼ) 県道三重弥生線 1988 177 8.75 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1981 75 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

波越橋 (ﾅﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1966 24 3.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

波越橋側道橋 (ﾅﾝｺﾞｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道佐伯蒲江線 1985 24.8 3.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

府坂橋 (ﾌｻｶﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1984 78.5 10.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1971 4.5 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

新伏野橋 (ｼﾝﾌｾﾉﾊｼ) 県道小野市重岡線 1981 19.9 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新伏野橋側道橋 (ｼﾝﾌｼﾉﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 県道小野市重岡線 2004 19.5 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

柿木橋 (ｶｷｷﾞﾊｼ) 県道小野市重岡線 1965 21.1 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

葛葉橋 (ｸｽﾞﾊﾊｼ) 県道宇目清川線 1961 8 5.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

酒利橋 (ｻｶﾘﾊｼ) 県道野津宇目線 1972 10 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

椎の木河橋 (ｼｲﾉｷｶﾜﾊｼ) 県道野津宇目線 1961 4 4.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

ウシロ谷橋 (ｳｼﾛﾀﾆﾊｼ) 県道野津宇目線 1970 4 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大内橋 (ｵｵｳﾁﾊｼ) 県道野津宇目線 1953 14 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

袖ヶ内橋 (ﾕｶﾞｳﾁﾊｼ) 県道野津宇目線 1958 11.5 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

新上津川橋 (ｼﾝｺｳｽﾞｶﾜﾊｼ) 県道野津宇目線 1958 8.6 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

上虫月橋 (ｶﾐﾑｼﾂｷﾊｼ) 県道野津宇目線 1936 6.4 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二奥河内橋 (ﾀﾞｲﾆｵｸｶﾜﾁﾊｼ) 県道野津宇目線 1953 6.1 8.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大凪橋 (ｵｵﾅｷﾞﾊｼ) 県道古江丸市尾線 1966 4 5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

野口2号橋 (ﾉｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道佐伯弥生線 1981 2.7 10.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

野口1号橋 (ﾉｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道佐伯弥生線 1949 3.5 9.85 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2関網橋 (ﾀﾞｲﾆｾｷｱﾐﾊｼ) 県道色宮港木立線 1973 3.7 11.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

あけぼの橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊｼ) 県道色宮港木立線 1991 34.5 11 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 Ⅲ

第二辺田橋 (ﾀﾞｲﾆﾍﾀﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1957 2.8 3.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第四油布河内橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾕﾌｶﾜﾁﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1970 5 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道梶寄浦佐伯線 1964 3.6 9.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

岩ノ鼻橋 (ｲﾜﾉﾊﾅﾊｼ) 県道長良木立線 1970 8.2 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

津志河内小橋 (ﾂｼｶﾜﾁｺﾊｼ) 県道長良木立線 1954 13 7.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

森下橋 (ﾓﾘｼﾀﾊｼ) 県道笠掛直見停車場線 1956 72.1 6.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ
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御泊橋 (ｵﾄﾏﾘﾊｼ) 県道御泊奥江線 1964 4.7 3.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

広浦橋 (ﾋﾛｳﾗﾊｼ) 国道217号 1957 3 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

下落水橋 (ｼﾓｵﾐｽﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1998 18 8.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道古江丸市尾線 不明 2 6.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊｼ) 県道日之影宇目線 2007 41.5 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

上落水橋 (ｶﾐｵﾐｽﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 2005 10 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

栂牟礼橋 (ﾄｶﾞﾑﾚﾊｼ) 県道佐伯津久見線 2004 16.7 14.5 大分県 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 Ⅲ

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 Ⅲ

長瀬1号橋 (ﾅｶﾞｾｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道池船竜護寺線 1951 6.9 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

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市道坂の浦屋敷2号線 1970 2.2 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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

大内1号線1号無名橋 (ｵｵｳﾁｲﾁｺﾞｳｾﾝﾑﾒｲﾊｼ) 市道大内1号線 1975 2.1 7.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 市道唐杉ハリ原線 1975 4.4 9.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 Ⅰ

佐土原小橋 (ｻﾄﾞﾊﾗｺﾊﾞｼ) 市道門前川河岸線 2002 21 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

南2号橋 (ﾐﾅﾐﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道門前南2号線 1991 14.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

南橋 (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道門前団地3号線 2000 14.9 9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

辺田線1号無名橋 (ｱﾀﾘﾀﾞ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

大越橋 (ｵｵｺｴﾊﾞｼ) 市道大越線 1992 22 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大越線1号無名橋 (ｵｵｺﾞ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 Ⅰ

鶴之地線1号無名橋 (ﾂﾙﾉﾁ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

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道鶴之地鍛冶屋線 1992 23.8 5 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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

水ヶ谷橋 (ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道下久部長線 1996 18.6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

上久部1号線1号無名橋 (ｶﾐｷｭｳﾌﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒ 市道上久部1号線 1975 3 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

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市道上海崎2号線 1975 2.5 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

海崎小野山の口線1号無名(ｶｲｻﾞｷｵﾉﾔﾏﾉｸﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑ 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 Ⅰ

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 市道山田春の前線 1975 2.1 2.2 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

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
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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

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

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 Ⅲ

中川原1号線1号無名橋 (ﾅｶｶﾜﾊﾗｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲ市道中川原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 Ⅰ

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 Ⅰ

井手の下橋 (ｲﾃﾞﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道狩生車線 1989 12.5 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

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 Ⅰ

古江3号橋 (ﾌﾙｴｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道古江2号線 2005 5.8 3 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

角道線1号無名橋 (ﾂﾉﾐﾁ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 Ⅰ

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

中川原橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊｼ) 市道西の平目筈線 1977 27 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

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市道岸の上1号線 1975 4.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大中尾橋(3) (ｵｵﾅｺｳﾊﾞｼ(3)) 市道大中尾線 1975 14.6 2.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

人土橋 (ﾋﾄﾂﾁﾊｼ) 市道大中尾線 1975 6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

大中尾2号線1号無名橋 (ｵｵﾅｶｵﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊ市道大中尾2号線 1975 2.6 5.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

じゅんだ橋 (ｼﾞｭﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道小中尾上線 1975 8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

木立橋 (ｷﾀﾁﾊｼ) 市道木立中央線 1975 28 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

前方沖橋 (ﾏｴｶﾀｵｷﾊｼ) 市道前方大野線 1980 27.8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

目筈橋 (ﾒﾊｽﾞﾊｼ) 市道目筈前方線 1975 8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ) 市道石神線 1975 11.1 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

石神本橋 (ｲｼｶﾞﾐﾎﾝﾊｼ) 市道石神線 1975 2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大野1号橋 (ｵｵﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道大野松浦線 1975 5.8 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

雷神橋 (ﾗｲｼﾞﾝﾊｼ) 市道岡中央線 1975 3.8 2.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

岡目筈線1号無名橋 (ｵｶﾒﾊｽﾞｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道岡目筈線 1975 2.5 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田地原橋 (ﾀﾁﾞﾊﾗﾊｼ) 市道岡目筈線 1975 9.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

築良田1号橋 (ﾂｸﾗﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道築良田2号線 1975 6.6 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

永安橋 (ｴｲｱﾝﾊｼ) 市道小中尾河岸線 1975 8.3 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川原大中尾線1号無名橋(ﾅｶｶﾜﾊﾗｵｵﾅｶｵｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒ市道中川原大中尾線 1975 5.9 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川原大中尾線2号無名橋(ﾅｶｶﾜﾊﾗｵｵﾅｶｵｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲ市道中川原大中尾線 1975 4.6 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川原大中尾線3号無名橋(ﾅｶｶﾜﾊﾗｵｵﾅｶｵｾﾝｻﾝｺﾞｳﾑ 市道中川原大中尾線 1975 8.1 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

築良田3号線1号無名橋 (ﾂｷﾗﾀﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊ市道築良田3号線 1975 3.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

築良田3号線2号無名橋 (ﾂｷﾗﾀﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ市道築良田3号線 1975 3.3 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

永野2号橋 (ﾅｶﾞﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道永野2号線 1983 8.5 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

沖迫線1号無名橋 (ｵｷｻｺｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道沖迫線 1975 5.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第2小島橋 (ﾀﾞｲﾆｺｼﾞﾏﾊﾞｼ) 市道小島角道線 1975 8.1 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

小島角道線1号無名橋 (ｺｼﾞﾏｶﾄﾞﾐﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ)市道小島角道線 1975 2.1 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

小島橋 (ｺｼﾞﾏﾊｼ) 市道小島線 1975 6.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小島線1号無名橋 (ｺｼﾞﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道小島線 1975 17.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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扇山線1号無名橋 (ｵｵｷﾞﾔﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道扇山線 1975 2 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

扇山線2号無名橋 (ｵｵｷﾞﾔﾏｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道扇山線 1975 2 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

津志河内小橋 (ﾂｼｶﾞﾜﾁｺﾊﾞｼ) 市道津志河内線 1975 14.5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

なかよし橋 (ﾅｶﾖｼﾊｼ) 市道津志河内2号線 2009 11.7 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

津志河内2号線1号無名橋 (ﾂｼｶﾞﾜﾁﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊ市道津志河内2号線 2009 4.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

津志河内2号橋 (ﾂｼｶﾞﾜﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道津志河内3号線 1975 10.8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小津志橋 (ｺﾂﾞｼﾊﾞｼ) 市道小津志線 1975 10.7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐土原橋 (ｻﾄﾞﾊﾗﾊｼ) 市道泥谷佐土原線 1975 109 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

泥谷佐土原線1号無名橋 (ﾄﾞﾛﾔｻﾄﾞﾜﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ市道泥谷佐土原線 1975 2 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

府坂佐土原線2号無名橋 (ﾌｻｶｻﾄﾞﾜﾗｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道府坂佐土原線 1982 2 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

御塔橋 (ｵﾄｳﾊﾞｼ) 市道府坂佐土原線 1982 77 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

西野橋 (ｻｲﾉﾊｼ) 市道西野線 1978 86.8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

石打橋 (ｲｼｳﾁﾊﾞｼ) 市道石打2号線 1975 11 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

泥谷沖線1号無名橋 (ﾄﾞﾛﾔｵｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道泥谷沖線 1975 2.8 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道波越北2号線 1975 10.9 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

小島中央線1号無名橋 (ｺｼﾞﾏﾁｭｳｵｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊ 市道小島中央線 1975 8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

市福所小橋 (ｲﾁﾌﾞｾｺﾊｼ) 市道市福所線 1975 4 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷川線1号無名橋 (ﾀﾆｶﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道谷川線 1995 6.4 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 市道谷川線 1995 41.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷川線2号無名橋 (ﾀﾆｶﾜｾﾝﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道谷川線 1995 5.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

尻高橋 (ｼﾘﾀｶﾊﾞｼ) 市道小別当線 2005 20.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

小別当橋 (ｺﾍﾞｯﾄｳﾊｼ) 市道小別当線 2006 17 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

畑の奥橋 (ﾊﾀﾉｵｸﾊｼ) 市道表口線 1998 37.8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

伏木川橋 (ﾌｼｺﾞﾊｼ) 市道伏木川橋 1999 38.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊｼ) 市道青山岡の谷線 1994 42 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

船形線1号無名橋 (ﾌﾅｶﾞﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道船形線 1983 4 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

畑の奥2号橋 (ﾊﾀﾉｵｸﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道畑の奥線 1975 11.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊｼ) 市道青山蒲江線 1975 4 6.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 市道谷川4号線 2004 10.6 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷川4号線1号無名橋 (ﾀﾆｶﾜﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ市道谷川4号線 2004 2.5 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大浜橋 (ｵｵﾊﾏﾊﾞｼ) 市道大浜地下支2号線 1975 4.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

蒲戸1号橋 (ｶﾏﾄﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蒲戸地下線 1975 3.3 8.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

蒲戸2号橋 (ｶﾏﾄﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道蒲戸地下線 1975 3 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

蒲戸3号橋 (ｶﾏﾄﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蒲戸地下線 1975 5.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

蒲戸4号橋 (ｶﾏﾄﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道蒲戸地下支7号線 1975 7.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

福泊橋 (ﾌｸﾄﾞﾏﾘﾊﾞｼ) 市道福泊地下線 1975 6.5 2.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

福泊蒲戸線1号無名橋 (ﾌｸﾄﾞﾏﾘｶﾏﾄｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ市道福泊蒲戸線 1975 8.2 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長田4号橋 (ﾅｶﾞﾀﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道長田地下線 1975 5.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長田地下支1号線1号無名橋(ﾅｶﾞﾀﾁｶｼｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒ市道長田地下支1号線 1975 3.8 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長田地下支2号線1号無名橋(ﾅｶﾞﾀﾁｶｼﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲ市道長田地下支2号線 1975 4.9 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長田2号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道長田山ノ神線 1974 5.1 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大蛇谷橋 (ｵｵﾍﾋﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道長田黒岩線 1975 7.5 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

出山4号橋 (ｲﾃﾞﾔﾏﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道津井地下線 1967 5.9 2.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤石1号橋 (ｱｶｲｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道津井地下線 1980 7.1 11 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤石9号橋 (ｱｶｲｼｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道津井赤石線 1975 8.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤石6号橋 (ｱｶｲｼﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道津井地下支9号線 1980 6.7 2.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

赤石5号橋 (ｱｶｲｼｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道津井地下支11号線 1980 4.8 2.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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赤石2号橋 (ｱｶｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道津井地下支12号線 2001 5.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第1海老取橋 (ﾀﾞｲｲﾁｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道広浦丸?線 1983 6.2 6.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2海老取橋 (ﾀﾞｲﾆｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道広浦丸?線 1970 4.4 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第4海老取橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道広浦丸?線 1970 5.6 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

浅海井橋 (ｱｻﾞﾑｲﾊｼ) 市道広浦丸?線 1966 13 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

花川橋 (ﾊﾅｶﾜﾊﾞｼ) 市道広浦線 1970 4.4 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第1暁嵐橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾞｮｳﾗﾝﾊﾞｼ) 市道浅海井暁嵐線 1977 9.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第7海老取橋 (ﾀﾞｲﾅﾅｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道浅海井西ノ奥線 1970 3.8 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第3暁嵐橋 (ﾀﾞｲｻﾝｷﾞｮｳﾗﾝﾊﾞｼ) 市道広浦丸?支3号線 1975 10.3 1.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

第2暁嵐橋 (ﾀﾞｲﾆｷﾞｮｳﾗﾝﾊﾞｼ) 市道広浦丸?支4号 2002 13.7 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第3海老取橋 (ﾀﾞｲｻﾝｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道浅海井地下支5号線 1970 4 1.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第5海老取橋 (ﾀﾞｲｺﾞｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道西ノ奥支1号線 1975 7.4 2.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第6海老取橋 (ﾀﾞｲﾛｸｴﾋﾞﾄﾘﾊﾞｼ) 市道西ノ奥支1号線 1975 4.6 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第6浪太橋 (ﾀﾞｲﾛｸﾅﾌﾞﾄﾊﾞｼ) 市道浪太地下線 2010 4.2 4.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

細田線1号無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道細田線 1973 2.5 7.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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ﾐﾊﾞｼ) 市道山梨子線 1978 2.9 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 Ⅰ

第3山梨子線1号無名橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾔﾏﾅｼ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 Ⅰ

第4山梨子線1号無名橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾔﾏﾅｼ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 Ⅰ

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

年の神線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 Ⅰ

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 Ⅰ

平原線1号無名橋 (ﾋﾗﾊﾗ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 Ⅰ

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

住宅橋 (ｼﾞｭｳﾀｸﾊｼ) 市道六田住宅線 1975 2.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 Ⅰ

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

中ノ谷線1号無名橋 (ﾅｶﾉﾀﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道中ノ谷線 1975 2.7 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

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) 市道川中掘水線 1975 5 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 市道河内線 1975 4.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

堤内支線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ｼ) 市道柳原線 1975 6 7.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ
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南迫線1号無名橋 (ﾐﾅﾐ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 Ⅰ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊｼ) 市道佐伯津久見線 2002 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 4.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

室屋橋 (ﾑﾛﾔﾊｼ) 市道室屋線 1975 3.3 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道広瀬線 1975 3.6 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 Ⅲ

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 Ⅰ

萬年橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 市道樫峯線 1973 14 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道山部中央線 1994 15 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

元山部橋 (ﾓﾄﾔﾏﾌﾞﾊｼ) 市道山部中央線 1966 2.6 3 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

竹ノ脇橋 (ﾀｹﾉﾜｷﾊｼ) 市道竹ノ脇線 1986 20.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

屋形橋 (ﾔｶﾀﾊｼ) 市道屋形線 1970 12 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

三竃江橋 (ﾐｶﾏｴﾊﾞｼ) 市道江平線 2007 70 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平形橋 (ﾋﾗｶﾀﾊｼ) 市道江平線 1992 30 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 市道江平線 1967 16.5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

楠木橋 (ｸｽｷﾞﾊﾞｼ) 市道楠木線 1981 46 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

第二楠木橋 (ﾀﾞｲﾆｸｽｷﾞﾊｼ) 市道楠木線 1970 4.5 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

一の口橋 (ｲﾁﾉｸﾁﾊｼ) 市道小半線 1965 12.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岩井河内橋 (ｲﾜｲｺﾞｳﾁﾊｼ) 市道波寄小川線 1999 14 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大良橋 (ｵｵﾗﾊｼ) 市道深瀬大良線 1997 38.6 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

笠掛橋 (ｶｽｶｹﾊｼ) 市道笠掛切畑線 1985 108.8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 市道笠掛切畑線 1985 10.5 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

白谷橋 (ｼﾗﾀﾆﾊｼ) 市道波寄白谷線 1988 10.2 8.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

筌ノ口橋 (ｳｹﾉｸﾁﾊｼ) 市道腰越線 1976 7 4.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

腰越2号橋 (ｺｼｺﾞｴﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道腰越線 1970 5.4 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

土紙屋橋 (ﾂﾁｺﾞﾔﾊﾞｼ) 市道土紙屋松葉線 1994 21 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下ノツル橋 (ｼﾓﾉﾂﾙﾊｼ) 市道小川岩屋線 1965 11.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

風戸橋 (ｶｻﾞﾄﾊｼ) 市道風戸線 1968 13.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

白谷橋 (ｼﾗﾀﾆﾊｼ) 市道風戸線 1988 9 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

井ノ内橋 (ｲﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道花立線 1975 24.1 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

上津川橋 (ｺｳﾂﾞｶﾜﾊｼ) 市道竹ノ下線 1975 6.2 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小屋ノ上橋 (ｺﾔﾉｳｴﾊｼ) 市道小屋ノ上線 1975 5.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

板屋3号橋 (ｲﾀﾔｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道板屋横手線 1975 3.9 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

新血原橋 (ｼﾝﾁﾊﾗﾊｼ) 市道南部線 2003 33 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

上仲江橋 (ｶﾐﾅｶｴﾊﾞｼ) 市道南部線 1970 6.6 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

市園橋 (ｲﾁｿﾞﾉﾊｼ) 市道重岡線 1999 28 10.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中津留橋 (ﾅｶﾂﾞﾙﾊｼ) 市道楢ノ木河尻線 1984 15.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柳ケ瀬橋 (ﾔﾅｶﾞｾﾊｼ) 市道塩見線 1987 17.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 市道水ヶ谷線 1989 15 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第一大河内橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｵｶﾜﾁﾊｼ) 市道水ヶ谷線 1993 8.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

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 (ﾐﾔﾉｼﾀｺﾊｼ) 市道豊藤線 1979 4 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

鎌畑橋 (ｶﾏﾊﾀﾊｼ) 市道豊藤線 1983 3.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ
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伏野2号橋 (ﾌｾﾉﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道酒利伏野線 1974 6.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

神田小橋 (ｼﾞﾝﾀﾞｺﾊｼ) 市道河内線 1971 4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下河内橋 (ｼﾓｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道下河内線 1985 12.7 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

釘戸橋 (ｸｷﾞﾄﾊﾞｼ) 市道釘戸線 1983 7.3 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

榎畑橋 (ｴﾉｷﾊﾞﾀﾊｼ) 市道中津留田代線 1966 12 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下広田橋 (ｼﾓﾋﾛﾀﾊｼ) 市道中津留田代線 1986 9.4 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

木浦鉱山橋 (ｷｳﾗｺｳｻﾞﾝﾊﾞｼ) 市道木浦鉱山藤河内線 1969 7.1 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小野橋 (ｺﾉﾊﾞｼ) 市道敷倉小野線 1969 24 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

伏部野2号橋 (ﾌｽﾍﾞﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道伏部野線 1981 8.7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

八匹原小橋 (ﾊﾁﾋｷﾊﾞﾙｺﾊｼ) 市道豊藤川又線 1965 3.9 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

川又橋 (ｶﾜﾏﾀﾊﾞｼ) 市道豊藤川又線 1967 12.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

米の山橋 (ｺﾒﾉﾔﾏﾊｼ) 市道酒利線 1965 15.1 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第二影平橋 (ﾀﾞｲﾆｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 市道影平線 1967 5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第三影平橋 (ﾀﾞｲｻﾝｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 市道影平線 1984 2.5 9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

八片河内橋 (ﾔｶﾀｶﾞﾜﾁﾊｼ) 市道八片河内線 1973 6 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

端口小橋 (ﾊｼｸﾞﾁｺﾊｼ) 市道釘戸2号線 1967 3 5.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田原橋 (ﾀﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道寺家線 1966 10.2 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

皿内橋 (ｻﾗｳﾁﾊｼ) 市道皿内線 1983 4.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鹿乗橋 (ｼｶﾉﾘﾊｼ) 市道宗太郎線 1969 15.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊﾞｼ) 市道平野線 1968 15 5.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

折戸橋 (ｵﾘﾄﾊｼ) 市道河尻3号線 1970 6.4 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 市道宮下線 1987 9 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

神田1号橋 (ｼﾞﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道河内2号線 1983 8.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

塩井橋 (ｼｵｲﾊｼ) 市道坂元線 1983 6.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樫原橋 (ｶｼﾊﾞﾙﾊｼ) 市道藤河内線 1971 6.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

悪所内橋 (ｱｸｼｮｳﾁﾊｼ) 市道悪所内線 1972 5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

折戸小橋 (ｵﾘﾄｺﾊｼ) 市道河尻4号線 1977 4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

真弓橋 (ﾏﾕﾐﾊｼ) 市道真弓2号線 1967 4.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

伏野橋 (ﾌｾﾉﾊｼ) 市道伏野2号線 1967 5.8 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

木落1号橋 (ｷｵﾄｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道河内4号線 1984 2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

木落2号橋 (ｷｵﾄｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道河内4号線 1984 2 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

外園橋 (ﾎｶｿﾞﾉﾊｼ) 市道上津小野線 1970 3.2 5.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

吐合橋 (ﾊｹｱｲﾊﾞｼ) 市道上津小野線 1970 12.7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

尻包橋 (ｼﾘﾂﾞﾂﾊｼ) 市道敷倉蔵大野線 1968 9.5 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

清水目橋 (ｿｳｽﾞﾒﾊｼ) 市道清水目橋 1985 4 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

下口橋 (ｼﾓｸﾁﾊｼ) 市道簾山線 1990 5.2 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

間橋 (ﾊｻﾞﾏﾊｼ) 市道上ノ口下口線 1997 9 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

浦木橋 (ｳﾗｷﾊｼ) 市道浦木新洞線 2002 72 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

新洞橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊｼ) 市道新洞線 2000 71.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

棚井田橋 (ﾀﾅｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道道越新洞線 1997 82 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

新棚橋 (ｼﾝﾀﾅﾊﾞｼ) 市道道越新洞線 2002 8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷波寄橋 (ﾀﾆﾊｷﾊｼ) 市道江河内線 1969 21.8 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷波寄2号橋 (ﾀﾆﾊｷﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道江河内線 1987 14 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

江河内橋 (ｴｶﾞﾜﾁﾊｼ) 市道江河内線 2001 16.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

立河内橋 (ﾀﾃｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 市道立河内線 2005 12.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

水口橋 (ﾐﾅｸﾁﾊﾞｼ) 市道水口線 1989 82.1 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中津留橋 (ﾅｶﾂﾙﾊｼ) 市道中津留線 1976 69 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ
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向船場橋 (ﾑｶｲﾌﾅﾊﾞﾊｼ) 市道向船場線 1993 64.5 9.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

神ノ原橋 (ｶﾐﾉﾊﾗﾊｼ) 市道向ﾉ原線 1975 43.5 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大津留橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼ) 市道月形ヒノジ線 1977 21.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

籾木橋 (ﾓﾐｷﾊｼ) 市道板屋横手線 1975 11.8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

又江橋 (ﾏﾀｴﾊｼ) 市道板屋横手線 2004 60.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 市道中組線 2001 20.3 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

尾ノ上橋 (ｵﾉｳｴﾊｼ) 市道中組線 1978 21.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

庵ノ木橋 (ｱﾝﾉｷﾊｼ) 市道庵ﾉ木線 2013 15.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大石1号橋 (ｵｵｲｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大石線 1979 10.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大石2号橋 (ｵｵｲｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大石線 1979 10.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道長原線 2014 17.2 5.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

蜷ヶ崎橋 (ﾆﾅｶﾞｻｷﾊｼ) 市道蜷ヶ崎線 1975 55.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

新細川内橋 (ｼﾝﾎｿｶﾞﾜﾁﾊｼ) 市道細川内線 1990 31 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

亀ヶ原橋 (ｶﾒｶﾞﾊﾙﾊｼ) 市道細川内線 1998 23 8.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

越ノ元橋 (ｺｼﾉﾓﾄﾊｼ) 市道細川内線 1997 15 8.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

横走り橋 (ﾖｺﾊﾞｼﾘﾊｼ) 市道細川内線 1999 18 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊｼ) 市道細川内線 2002 18 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

青柳橋 (ｱｵﾔﾅｷﾞﾊｼ) 市道細川内線 2004 32 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤土田橋 (ｱｶﾂﾁﾀﾞﾊｼ) 市道細川内線 2007 12.7 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

双ツ山橋 (ﾌﾀﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 市道細川内線 1989 11.5 6.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒沢地蔵橋 (ｸﾛｻﾜｼﾞｿﾞｳﾊｼ) 市道細川内線 1991 14.5 6.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

内水橋 (ｳﾁﾐｽﾞﾊｼ) 市道内水2号線 1978 9 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

月形橋 (ﾂｷｶﾞﾀﾊｼ) 市道立箱2号線 1979 21.6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中村2号橋 (ﾅｶﾑﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道井の谷線 1969 9.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

中村1号橋 (ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道役場中村線 1982 8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

中村3号橋 (ﾅｶﾑﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道曲り谷線 1974 8 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道地松浦線 1979 8.6 4.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

タブノ木橋 (ﾀﾌﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道吹浜奥線 1976 8.3 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

5号木立道橋 (ｺﾞｺﾞｳｷﾀﾁﾐﾁﾊｼ) 市道吹浜奥線 1966 7.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊｼ) 市道入津線 1967 17.9 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

本小浦橋 (ﾎﾝｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道小浦線 1976 6.3 5.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

源十橋 (ｹﾞﾝｼﾞｭｳﾊﾞｼ) 市道日ノ浦線 1982 7.4 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊｼ) 市道朝日橋線 1967 19.4 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柳谷橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道小浦中越線 1999 8.5 8.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 市道畑野浦尾浦線 1969 20.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

名護屋橋 (ﾅｺﾞﾔﾊｼ) 市道名護屋佐伯線 2002 173 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

おさき橋 (ｵｻｷﾊｼ) 市道鷲谷線 1967 15.7 3.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鷲谷橋 (ﾜｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道鷲谷線 1967 8 1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ) 市道蒲江縦貫線 1982 7.8 13.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

高山第2橋 (ﾀｶﾔﾏﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 市道湘南中学校線 1975 6.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第1奥ノ谷橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｸﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道中村2号線 1975 8.9 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新王子橋 (ｼﾝｵｳｼﾞﾊｼ) 市道百ヶ谷線 1996 15.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新薬師谷橋 (ｼﾝﾔｸｼﾀﾆﾊｼ) 市道楠本中央線 1975 20.9 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

弓ヶ谷橋 (ﾕﾐｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道熊の谷線 1972 6.9 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

亀の甲橋 (ｶﾒﾉｺｳﾊｼ) 市道畑中線 1973 18.3 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

新地橋 (ｼﾝﾁﾊｼ) 市道新地線 1988 33 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

真浦甲橋 (ﾏｳﾗｺｳﾊﾞｼ) 市道真浦縦貫2号線 1979 7.6 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ
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女島3号線カルバート橋 (ﾒｼﾞﾏｻﾝｺﾞｳｾﾝｶﾙﾊﾞｰﾄｷｮｳ) 市道女島3号線 1975 2.6 16 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

白潟線カルバート橋 (ｼﾗｶﾀｾﾝｶﾙﾊﾞｰﾄｷｮｳ) 市道白潟線 1975 2 9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

栄力橋 (ｴｲﾁｶﾊﾞｼ) 市道蛇崎8号線 1975 5.6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

森ノ木橋 (ﾓﾘﾉｷﾊｼ) 市道岸河内竹角線 1999 38.2 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

土井小野線カルバート橋 (ﾄﾞｲｵﾉｾﾝｶﾙﾊﾞｰﾄｷｮｳ) 市道土井小野線 1975 4.1 7.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

岡の谷橋 (ｵｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道小平山線 1975 3.5 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

出山橋 (ﾃﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道津井池田線 1975 3.3 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

浪太橋 (ﾅﾌﾞﾄﾊﾞｼ) 市道浪太地下線 1975 7.4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

虫月橋 (ﾑｼﾂｷﾊｼ) 市道虫月線 1975 33 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

因尾橋 (ｲﾝﾋﾞﾊｼ) 市道羽木川日平線 1975 48.8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

瀬の口1号橋 (ｾﾉｸﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道元山部片内線 1975 6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

瀬の口2号橋 (ｾﾉｸﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道元山部片内線 1975 8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

井之上橋 (ｲﾉｳｴﾊｼ) 市道井ノ上線 1975 20.6 8.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

ふるさと橋 (ﾌﾙｻﾄﾊｼ) 市道大石見明線 2003 20.6 7.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

志手3号線床版橋 (ｼﾃｻﾝｺﾞｳｾﾝｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 市道志手3号線 1975 4 7.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

竹野浦2号橋 (ﾀｹﾉｳﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道小蒲江猪串線 1975 2.6 10.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

小向橋 (ｺﾑｶｲﾊｼ) 市道小向小蒲江線 1975 3.4 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

尚津留橋 (ﾅｵﾂﾙﾊｼ) 市道猪串森崎線 1975 14.6 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

柏橋 (ｶｼﾜﾊｼ) 国道217号 1994 72 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

第一内畑橋 (ﾀﾞｲｲﾁｳﾁﾊﾀﾊｼ) 国道217号 1971 10 8.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

長迫橋 (ﾅｶﾞｻｺﾊｼ) 国道217号 1990 50 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊｼ) 国道217号 1981 51.9 15.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

市浜橋 (ｲﾁﾊﾏﾊｼ) 国道217号 1978 90.7 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

徳尾橋 (ﾄｸﾉﾊｼ) 国道217号 1981 95 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

稲田橋 (ｲﾅﾀﾞﾊｼ) 国道217号 1981 35 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

前鶴橋 (ﾏｴﾂﾞﾙﾊｼ) 国道502号 1970 5 9.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊｼ) 県道大分臼杵線 1965 50 7.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊｼ) 県道野津宇目線 1956 30.6 6 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 県道野津宇目線 1956 19 4.65 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

白岩橋 (ｼﾛｲﾜﾊｼ) 県道野津宇目線 1964 19 6.6 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

白須橋 (ｼﾗｽﾊｼ) 県道野津宇目線 1964 5 4.75 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊｼ) 県道野津宇目線 1960 30.1 5.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

柳谷橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 県道野津宇目線 2000 17.1 5.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

下中橋 (ｼﾓﾅｶﾊｼ) 県道津久見野津線 1934 4.9 5.24 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

乙見橋 (ｵﾄﾐﾊｼ) 県道津久見野津線 1966 51 6.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

東畑橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾀﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1977 70 9.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

塩入橋 (ｼｵｲﾘﾊｼ) 県道上臼杵停車場線 1957 18.9 8.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

田井橋 (ﾀｲﾊｼ) 県道下ノ江港線 1995 11 10.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 県道下ノ江港線 1991 10 10.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

大泊橋 (ｵｵﾄﾏﾘﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1968 11.5 10.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

深江１１号橋 (ﾌｶｴｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1962 3.8 6.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

深江１２号橋 (ﾌｶｴｼﾞｭｳﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 不明 6 4.4 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

風成橋 (ｶｻﾞﾅｼﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1952 6.5 6.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

有屋2号橋 (ｱﾘﾔﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道有屋線 不明 9 2.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中間ヶ谷橋 (ﾅｶﾏｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道藤ノ尾線 1955 6.3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

船川橋 (ﾌﾅｶﾜﾊｼ) 市道幸崎線 1969 2.7 3.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

善五郎橋 (ｾﾞﾝｺﾞﾛｳﾊｼ) 市道幸崎線 1962 11.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ
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有屋橋 (ｱﾘﾔﾊｼ) 市道有屋線 1975 6.5 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

五軒村橋 (ｺﾞｹﾝﾑﾗﾊｼ) 市道五軒村線 1975 7.7 3.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 市道桑原線 1974 10.8 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

藤田橋 (ﾄｳﾀﾞﾊｼ) 市道佐志生本線 不明 3.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桑原橋 (ｶﾊﾞﾙﾊｼ) 市道給田線 1959 8.5 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

明橋 (ﾐｮｳﾊｼ) 市道下ノ江佐志生線 1983 11.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桑原向島橋 (ｶﾊﾞﾙﾑｺｳｼﾞﾏﾊｼ) 市道桑原向島線 不明 6.5 2.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 市道目明線 2001 16.6 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

目明橋 (ﾒｱｷﾊｼ) 市道下ノ江佐志生線 1945 14.5 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

竹ノ口橋 (ﾀｹﾉｸﾁﾊｼ) 市道大上西線 不明 6.6 5.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

藪田２号橋 (ﾔﾌﾞﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道藪田線 1955 3.5 3.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

御所線1号橋 (ｺﾞｼｮｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道御所線 不明 6.5 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中ノ川橋 (ﾅｶﾉｶﾜﾊｼ) 市道中の川本線 1962 12.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊｼ) 市道通本線 1958 4.8 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 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

明光橋 (ﾐﾖｳｺｳﾊｼ) 市道上末広線 1984 29 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

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

下通橋 (ｼﾓｶﾞﾖｲﾊｼ) 市道下通西線 1962 15.1 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

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

第二才倉橋 (ﾀﾞｲﾆｻｲｸﾗﾊｼ) 市道才倉本線 1980 15.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

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 Ⅰ

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

佐志生本線1号橋 (ｻｼｳﾎﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道佐志生本線 不明 2.8 5.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

六ヶ迫1号橋 (ﾛｯｶｻｺｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道六ヶ迫本線 1967 4 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

廣瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道六ヶ迫本線 1961 4.2 3.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内西1号橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁﾆｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道阿部川内本線 不明 2.5 3.5 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

阿部川内3号橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道阿部川内本線 1949 2.8 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内2号橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道阿部川内本線 1960 4.3 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁﾊｼ) 市道阿部川内本線 1981 8.3 4 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
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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

田中山口橋 (ﾀﾅｶﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道田中線 1967 6.1 3 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 Ⅰ

横断１号橋 (ｵｳﾀﾞﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道田ノ口支線 1967 6.7 4 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

横断２号橋 (ｵｳﾀﾞﾝﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道北ノ川横断線 1971 3.8 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

北ノ川西1号橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾆｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道北ノ川西線 不明 4.5 2.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

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 4.3 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 Ⅰ

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

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 Ⅲ

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

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
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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 25.6 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 Ⅲ

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 Ⅱ

江無田跨線橋 (ｴﾑﾀｺｾﾝｷﾖｳ) 市道江無田黒丸線 1993 202.8 9.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

一ノ井手橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊｼ) 市道江無田黒丸線 1996 16.6 15.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

荒田跨道橋 (ｱﾗﾀｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道前田28号線 2001 48.2 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

前田跨道橋 (ﾏｴﾀﾞｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道家野久木小野線 1999 57.4 10 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 Ⅰ

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

津留平橋 (ﾂﾙﾋﾗﾊｼ) 市道小屋川線 不明 7.9 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

小屋川2号橋 (ｼﾖｳﾔｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道小屋川線 1967 17.8 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

蔵園橋 (ｸﾗｿﾞﾉﾊｼ) 市道蔵園線 不明 10 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田福橋 (ﾀﾌｸﾊｼ) 市道田福1号線 不明 13.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下熊迫橋 (ｼﾓｸﾏｻｺﾊｼ) 市道熊開線 不明 6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

耳の根橋 (ﾐﾐﾉﾈﾊｼ) 市道波津久線 1953 22.2 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

黒瀬橋 (ｸﾛｾﾊｼ) 市道荒瀬原線 1978 100 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

興禅寺橋(1号) (ｺｳｾﾞﾝｼﾞﾊｼ(ｲﾁｺﾞｳ)) 市道興禅寺線 1972 21.8 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

興禅寺橋（２号） (ｺｳｾﾞﾝｼﾞﾊｼ(ﾆｺﾞｳ)) 市道興禅寺線 1972 4.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

才原4号橋 (ｻｲﾊﾞﾙﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道才原線 不明 6.6 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

才原2号橋 (ｻｲﾊﾞﾙﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道才原2号線 不明 4.9 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

才原1号橋 (ｻｲﾊﾞﾙｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道才原2号線 不明 5.7 4.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

松尾2号橋 (ﾏﾂｵﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道松尾2号線 不明 2.9 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

笠良木橋 (ｶｻﾗｷﾞﾊｼ) 市道笠良木線 不明 7 5.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

上津留橋 (ｶﾐﾂﾙﾊｼ) 市道西神野線 不明 4.6 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

水ヶ谷橋 (ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道西神野線 不明 4.5 6.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

岩瀬1号橋 (ｲﾜｾｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道岩瀬線 不明 4.9 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大内橋 (ｵｵｳﾁﾊｼ) 市道水地塚田線 1963 4.2 6.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

西之口橋 (ﾆｼﾉｸﾁﾊｼ) 市道西一支線 1959 7.1 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ
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荒瀬1号橋 (ｱﾗｾｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道荒瀬・笹枝線 不明 7.3 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊｼ) 市道川風線 1996 22.3 8.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊｼ) 市道宮下線 不明 3.3 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

道後森橋 (ﾄﾞｳｺﾞﾓﾘﾊｼ) 市道西一線 1979 18.3 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

川平1号橋 (ｶﾜﾋﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道川平線 不明 3.6 5.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

後河内1号橋 (ｳｼﾛｶﾞﾜﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道後河内線 不明 3 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

溜水2号橋 (ﾀﾏﾘﾐｽﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道溜水2号線 不明 5.9 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

水地1号橋 (ﾐｽﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道水地線 不明 3.3 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下白谷橋 (ｼﾀｼﾗﾀﾆﾊｼ) 市道西神野線 不明 9.2 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

上白谷橋 (ｶﾐｼﾗﾀﾆﾊｼ) 市道西神野線 不明 6.1 3.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

上城山橋 (ｶﾐｼﾛﾔﾏﾊｼ) 市道西神野線 不明 3 3.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 市道西神野線 不明 6 6.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山の口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊｼ) 市道西神野線 不明 4 6.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山ノ口1号橋 (ﾔﾏﾉｸﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道山ノ口線 不明 5.2 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

垣河内橋 (ｶｷｶﾞﾜﾁﾊｼ) 市道垣河内線 1950 22 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

通山橋 (ﾄｵﾘﾔﾏﾊｼ) 市道通山線 1944 18 2.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

遠久原橋 (ﾄｵｸﾊﾞﾙﾊｼ) 市道遠久原線 1967 26.1 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新田代橋 (ｼﾝﾀｼﾛﾊｼ) 市道田代・垣河内線 1990 28.9 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊｼ) 市道田代線 1952 24.1 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

由原津留橋 (ﾖｼﾜﾗﾂﾞﾙﾊｼ) 市道由原津留線 1974 34 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

百川原橋 (ﾓﾓｶﾞﾜﾗﾊｼ) 市道清水原線 1952 34 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

山浦1号橋 (ﾔﾏｳﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道山浦線 不明 3.6 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山浦橋 (ﾔﾏｳﾗﾊｼ) 市道山浦線 不明 4.1 4.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

椎原3号橋 (ｼｲﾊﾞﾙｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道椎原線 不明 3.6 5.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

椎原2号橋 (ｼｲﾊﾞﾙﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道椎原線 不明 5.1 5.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

椎原橋(2号) (ｼｲﾊﾞﾙﾊｼﾆｺﾞｳ) 市道椎原三号線 1988 18.1 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

西津留1号橋 (ﾆｼﾂﾞﾙｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道細枝線 不明 9 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

西津留2号橋 (ﾆｼﾂﾞﾙﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道細枝線 不明 5 6.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 市道細枝線 不明 6.5 6.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

鼓田橋 (ﾂﾂﾐﾀﾞﾊｼ) 市道鼓田線 不明 8 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道峠谷線 不明 7.1 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

竹脇1号橋 (ﾀｹﾜｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道竹脇線 不明 7.5 4.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

成瀬橋 (ﾅﾙｾﾊｼ) 市道鼓田線 1962 8.1 7.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊｼ) 市道南東光寺線 不明 5.9 6.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田中出羽1号橋 (ﾀﾅｶｲｽﾞﾙﾊｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道田中出羽線 不明 2 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

出羽2号橋 (ｲｽﾞﾙﾊﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道出羽2号線 不明 6.5 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

須久保橋 (ｽｸﾎﾞﾊｼ) 市道須久保線 1965 14.4 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

陰平3号橋 (ｶｹﾞﾋﾗｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道陰平線 不明 18.1 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

陰平1号橋 (ｶｹﾞﾋﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道陰平線 不明 3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

長谷2号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道長谷線 不明 4.9 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

長谷1号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道長谷線 不明 2.6 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

豊倉1号橋 (ﾄﾖｸﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道豊倉線 不明 2.6 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

豊倉橋 (ﾄﾖｸﾗﾊｼ) 市道豊倉線 1968 30.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

陰平2号橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道陰平線 不明 4.2 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

上岩屋橋 (ｶﾐｲﾜﾔﾊｼ) 市道井手・津留線 1966 30 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中野2号橋 (ﾅｶﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道中野2号線 不明 15 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中野1号橋 (ﾅｶﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道中野・岩屋線 不明 10.1 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ
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仲野1号橋 (ﾅｶﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道仲野線 不明 5.3 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山の神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 市道丸石線 1966 12.9 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

垣板橋 (ｶｷｲﾀﾊｼ) 市道板垣線 1979 17.3 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

割後場橋 (ﾜﾘｺﾞﾊﾞﾊｼ) 市道割後場線 1996 22.7 9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

宇船橋 (ｳﾌﾞﾈﾊｼ) 市道割後場2号線 1998 17.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新福良橋 (ｼﾝﾌｸﾗﾊｼ) 国道217号 1993 11 12.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊｼ) 国道217号 1967 21 11.7 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

赤木橋 (ｱｶｷﾞﾊｼ) 国道217号 1973 50 8.5 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

彦岳橋 (ﾋｺﾀﾞｹﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1989 18.4 9.7 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

彦原橋 (ﾋｺﾊﾙﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1987 24 12.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

大工橋 (ﾀﾞｲｸﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1986 20 13.3 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1988 21 11.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 県道津久見野津線 1973 21.05 8.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 県道津久見野津線 1974 15 8.4 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

徳浦橋 (ﾄｸｳﾗﾊｼ) 県道臼杵津久見線 1937 10.7 6.5 大分県 大分県 津久見市 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 Ⅱ

鳩浦橋 (ﾊﾄｳﾗﾊｼ) 県道四浦日代線 1974 5.1 6.25 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

仙水橋 (ｾﾝｽｲﾊｼ) 県道四浦日代線 1965 3 6 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

熊川橋 (ｸﾏｶﾜﾊｼ) 国道442号 1992 31.4 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

福原大橋 (ﾌｸﾊﾗｵｵﾊｼ) 国道442号 2002 109.6 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

岡城橋 (ｵｶｼﾞｮｳﾊｼ) 国道502号 2002 132 12.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

石子野橋 (ｲｼｺﾞﾉﾊｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1990 26.5 11 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

太郎野橋 (ﾀﾛｳﾉﾊｼ) 県道庄内久住線 1997 17 11.5 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 10.75 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

泪原橋 (ﾅﾐﾀﾞﾊﾞﾙﾊｼ) 県道庄内久住線 2001 55 11.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

三船橋 (ﾐﾌﾈﾊｼ) 県道庄内久住線 1963 9.5 6.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

虹ヶ瀧橋 (ﾆｼﾞｶﾞﾀｷﾊｼ) 県道庄内久住線 2002 123 9.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

宮瀬橋 (ﾐﾔｾﾊﾞｼ) 市道宮砥中角線 1997 26.3 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

名子橋 (ﾐｮｳｽﾊﾞｼ) 市道宮砥中角線 2001 16.6 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道谷道線 1943 20 6.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道倉木線 1994 16 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

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

紙漉橋 (ｶﾐｽｷﾊｼ) 市道川床上畑線 1992 54 5.2 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 Ⅰ

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 Ⅰ

世加瀬橋 (ｾｶｾﾊﾞｼ) 市道住吉倉木線 1974 25 3.6 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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

姿橋 (ｽｶﾞﾀﾊｼ) 市道姿岩本線 2008 29.84 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

木野橋 (ｷﾉﾊﾞｼ) 市道姿岩本線 1975 15.5 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

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 Ⅰ

国重橋 (ｸﾆｼｹﾞﾊﾞｼ) 市道国重線 1956 22 3.38 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ
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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

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

神宮寺橋 (ｼﾞﾝｸﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道畑1号線 1995 25 11.25 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

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

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 Ⅰ

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 46.53 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

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

桑木跨線橋 (ｸﾜｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道田代天神鶴線 1986 11.44 6.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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 Ⅰ

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 2.05 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 市道山崎川線 1849 27 4.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

尾元橋 (ｵﾓﾄﾊｼ) 市道荻菅生線 1972 50 7.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

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

瀬目橋 (ｾﾒﾊﾞｼ) 市道上行年瀬目線 1992 31.2 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

倉小野大橋 (ｸﾗｵﾉｵｵﾊｼ) 市道大平陽目線 1986 76 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

中原跨線橋 (ﾅｶﾊﾞﾙｺｾﾝｷｮｳ) 市道中原線 2004 17 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

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

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 Ⅱ

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

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

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 Ⅰ

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

荻の迫橋 (ｵｷﾞﾉｻｺﾊｼ) 市道米賀牧の元線 1970 5.1 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

石小野橋 (ｲｼｵﾉﾊｼ) 市道石小野米賀線 1992 22.3 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

高塚橋 (ﾀｶﾂｶﾊﾞｼ) 市道宮原小路線 1972 24.8 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

新米賀橋 (ｼﾝｺﾒｶﾊﾞｼ) 市道米賀牧の元線 不明 28 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

仲寺橋 (ﾅｶﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道米賀牧の元線 不明 25.1 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

俵谷橋 (ﾀﾜﾗﾀﾞﾆﾊｼ) 市道米賀牧の元線 1985 45 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

境川橋 (ｻｶｲｶﾜﾊｼ) 市道境川線 1939 15 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

米賀橋 (ｺﾒｶﾊﾞｼ) 市道旧宮原米賀線 1913 19.8 3.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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高原橋 (ｺｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 1981 35 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

楢の木橋 (ﾅﾗﾉｷﾊｼ) 市道牧ノ元石原線 1986 15 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 1984 15 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

真無橋 (ｼﾝﾅｼﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 1983 18 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

柳原橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 不明 22 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道南登山口赤川線 1998 17 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

高岩橋 (ﾀｶｲﾜﾊｼ) 市道高岩板木線 1999 21.3 8.87 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

新奴留郷橋 (ｼﾝﾇﾙｺﾞｳﾊｼ) 市道千人塚七里田線 2002 15 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

須郷橋 (ｽｺﾞｳﾊｼ) 市道東南部線 1989 21.7 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小久保橋 (ｺｸﾎﾞﾊｼ) 市道久保線 1995 19.3 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 市道長野新田線 1934 23 1.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

人戸橋 (ﾋﾄﾄﾊｼ) 市道人戸線 1981 33.6 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

老野橋 (ｵｲﾉﾊｼ) 市道鑰小野線 1957 24.5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

近戸橋 (ﾁｶﾄﾞﾊｼ) 市道岡倉線 1981 49.84 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊｼ) 市道山脇線 1982 28.14 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊｼ) 市道湯ノ原天満線 1965 21.5 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

戸ノ口橋 (ﾄﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道藤目神ノ原線 1984 20.1 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

桑畑橋 (ｸﾜﾊﾞﾀﾊｼ) 市道筒井線 1954 21.2 5.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道広瀬線 1973 27.1 7.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

つちのこ橋 (ﾂﾁﾉｺﾊｼ) 市道ししろ線 1998 25 10.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道柚柑子山中線 1991 21.2 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

堤橋 (ﾂﾂﾐﾊｼ) 市道桑畑下線 1963 26 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

二又瀬橋 (ﾌﾀﾏﾀｾﾊｼ) 市道藤目線 1951 26 8.05 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

芦瀬大橋 (ｱｼｾﾞｵｵﾊｼ) 市道芦瀬線 2002 100 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

井手野橋 (ｲﾃﾞﾉﾊｼ) 市道芦瀬線 1998 70 7.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

白蛇橋 (ｼﾛﾍﾋﾞﾊｼ) 市道山仲北山線 2005 94 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

水口橋 (ﾐｽﾞｸﾁﾊｼ) 市道山仲北山線 2002 84 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

嶽ノ上橋 (ﾀｹﾉｳｴﾊｼ) 市道山仲北山線 2000 40 9.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

栗木原橋 (ｸﾘｷﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道山仲北山線 2003 123 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

大竹橋 (ｵｵﾀｹﾊｼ) 市道山仲北山線 2004 65 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

飛龍野橋 (ﾋﾘｭｳﾉﾊﾞｼ) 市道山仲北山線 2006 133 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

廣戸橋 (ﾋﾛﾄﾊｼ) 市道山仲北山線 2002 110 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

平原跨線橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙｺｾﾝｷｮｳ) 市道木下古賀線 不明 15.6 6.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

新竹田橋側道橋 (ｼﾝﾀｹﾀﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1968 28.8 3.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 国道213号 1984 18.4 3.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

神田橋側道橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1984 18.4 3.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

両豊橋 (ﾘｮｳﾎｳﾊｼ) 県道中津高田線 1994 75.9 16.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鶴谷橋 (ﾂﾙﾀﾆﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1994 18.5 11 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

御玉橋 (ｵﾀﾞﾏﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1999 82.6 16.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

都甲橋 (ﾄｺﾞｳﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1971 24.1 2.9 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

都甲橋側道橋 (ﾄｺﾞｳﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道豊後高田国東線 1971 24.1 2.9 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

田染橋 (ﾀｼﾌﾞﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1985 36.3 10.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

一丸橋 (ｲﾁﾏﾙﾊｼ) 県道小河内香々地線 1999 10.5 11.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

真玉橋 (ﾏﾀﾏﾊｼ) 県道赤根真玉線 1980 51.4 12.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

影平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 県道新城山香線 1965 10.7 6.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

上請橋 (ｶﾐｳｹﾊｼ) 県道夷堅来線 1930 14.5 7.1 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

請橋 (ｳｹﾊｼ) 県道夷堅来線 2013 12.9 6.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ
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真木橋 (ﾏｷﾊｼ) 県道新城山香線 2002 22 14.5 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

青緑橋 (ｵﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 市道古城区内線 不明 3 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊﾞｼ) 市道赤松線 不明 8 3.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

秋内橋 (ｱｷｳﾁﾊﾞｼ) 市道夏吉線 1957 7.1 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

朝拝橋 (ﾁｮｳﾊｲﾊﾞｼ) 市道松行区内線 1980 8.9 3.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

アミダ橋 (ｱﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 市道間戸横嶺線 不明 4.2 4.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

有安橋 (ｱﾘﾔｽﾊﾞｼ) 市道田福鏡谷線 不明 9.2 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

碇小橋 (ｲｶﾘｺﾊﾞｼ) 市道塔之御堂線 1976 13.6 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

和泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道呉崎A-11号線 不明 3 4.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

岩脇橋 (ｲﾜｷﾊﾞｼ) 市道岩脇線 1968 9 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

上松橋 (ｶﾐﾏﾂﾊﾞｼ) 市道本村区内線 1988 4.6 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

牛切第２号橋 (ｳｼｷﾘﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道犬田水崎線 不明 3.4 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

牛切第１号橋 (ｳｼｷﾘﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田笛牛切線 不明 4.4 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

円太郎橋 (ｴﾝﾀﾛｳﾊﾞｼ) 市道相原西原線 不明 6.5 1.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大汐田橋 (ｵｵｼｵﾀﾞﾊﾞｼ) 市道入津猫石線 不明 4.7 6.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道高島線 1987 5.1 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鴻録橋 (ｺｳﾛｸﾊﾞｼ) 市道道園線 不明 13.3 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大曲橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道真木大曲線 不明 3 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小河内橋 (ｵｺﾞﾁﾊﾞｼ) 市道羽根長小野線 1945 4.4 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

奥畑四号橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道奥畑2号線 1955 10.4 2.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小田池橋 (ｵﾀﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道奥畑2号線 不明 12.1 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

尾南橋 (ｵﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道尾南線 不明 7.8 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

影平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道相原影平線 1963 11 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

桂小橋 (ｶﾂﾗｺﾊｼ) 市道新町上町線 1967 10 7.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

上秋成橋 (ｶﾐｱｷﾅﾘﾊﾞｼ) 市道秋成小河内線 不明 9.7 3.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

上空木橋 (ｶﾐｳﾂｷﾞﾊﾞｼ) 市道空木線 不明 3.5 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

上時安橋 (ｶﾐﾄｷﾔｽﾊﾞｼ) 市道時安線 不明 7.1 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

川田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道入津原中の島線 1979 5.2 6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

川部橋 (ｶﾜﾍﾞﾊﾞｼ) 市道矢原線 1950 7 2.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

清滝橋 (ｷﾖﾀｷﾊﾞｼ) 市道小田原日ノ鶴線 不明 3 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

金福寺橋 (ｷﾝﾌﾟｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道上野金福寺線 不明 11.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

草地橋 (ｸｻｼﾞﾊﾞｼ) 市道草小前線 1987 11.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道赤松線 不明 7.5 3.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

呉崎Ａ－５号橋 (ｸﾚｻｷｴｰｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎A-5号線 1983 9.8 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

呉崎Ａ－７号橋 (ｸﾚｻｷｴｰﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎A-7号線 1983 9.6 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小深田橋 (ｺﾌﾞｶﾀﾊﾞｼ) 市道小深田本村線 1985 9.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

五郎丸橋 (ｺﾞﾛｳﾏﾙﾊｼ) 市道五郎丸線 不明 10.2 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

迫橋 (ｻｺﾊﾞｼ) 市道北ノ迫線 不明 13 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

塩屋橋 (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道見目新波止線 1953 14.1 3.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

下秋成橋 (ｼﾓｱｷﾅﾘﾊﾞｼ) 市道秋成小河内線 不明 9.5 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

下今祥橋 (ｼﾓｲﾏｼｮｳﾊﾞｼ) 市道三日月線 1982 14.2 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

下時安橋 (ｼﾓﾄｷﾔｽﾊﾞｼ) 市道時安線 不明 9 4.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

下日平橋 (ｼﾓﾋﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道下日平線 不明 7.2 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

周年寺橋 (ｼｭｳﾈﾝｼﾞﾊｼ) 市道周年寺線 不明 9.6 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小路橋 (ｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道見目国道線 不明 2.9 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

外山橋 (ﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 市道上野部線 不明 5 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

第２鉄橋 (ﾀﾞｲﾆﾃｯｷｮｳ) 市道呉崎A-3号線 1964 6.4 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ
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大力小橋 (ﾀﾞｲﾘｷｺﾊﾞｼ) 市道田代線 1989 8.6 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

高島橋 (ﾀｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道高島線 1996 11.5 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

田中ノ橋 (ﾀﾅｶﾉﾊｼ) 市道道園線 不明 12.6 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

谷口橋 (ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道前田線 1999 11 5 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) 市道田ノ口線 1915 3.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

玉野橋 (ﾀﾏﾉﾊﾞｼ) 市道中学校向鍛冶屋線 1955 3.6 4.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

智恩寺橋 (ﾁｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道碇橋払田線 1973 3.9 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鶴谷上橋 (ﾂﾙﾀﾆｶﾐﾊﾞｼ) 市道東都甲鶴線 2002 10 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道天神橋線 1966 8.2 2.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

登尺橋 (ﾄｼｬｸﾊﾞｼ) 市道熊野線 不明 3 3.2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

直入橋 (ﾅｵｲﾘﾊﾞｼ) 市道呉崎B-3号線 1989 10 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道グリーンロード香々地高田線 不明 5.3 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

鳴橋 (ﾅﾙﾊﾞｼ) 市道草地入津長添線 1994 6.2 6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

西土居橋 (ﾆｼﾄﾞｲﾊﾞｼ) 市道西土居雲林線 1976 3.1 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西浜橋 (ﾆｼﾊﾏﾊﾞｼ) 市道牛迫線 1970 4.8 9.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西払小橋 (ﾆｼﾊﾗｲｺﾊﾞｼ) 市道西払線 1952 13 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西払橋 (ﾆｼﾊﾗｲﾊﾞｼ) 市道西払線 1952 11 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

沼田橋 (ﾇﾏﾀﾊﾞｼ) 市道森野部線 不明 2.6 11.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊｼ) 市道中伏区内3号線 1989 12.7 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 市道堅来小池線 1983 12.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

林橋 (ﾊﾔｼﾊﾞｼ) 市道松行区内線 1986 7.8 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾙﾊﾞｼ) 市道原3号線 1996 8.5 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

広丸橋 (ﾋﾛﾏﾙﾊｼ) 市道西夷小水取線 2000 10.9 5.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

両田橋 (ﾌﾀﾀﾊﾞｼ) 市道池部日ノ出線 1985 10 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

古江橋 (ﾌﾙｴﾊﾞｼ) 市道水崎下第1号線 1949 12.8 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

殿道橋 (ﾄﾉﾐﾁﾊﾞｼ) 市道古城殿道線 1985 9.8 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

水操橋 (ｽｲｿｳﾊﾞｼ) 市道草地入津長添線 1962 9.4 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道見目新波止線 1969 5.6 8.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

南高島橋 (ﾐﾅﾐﾀｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道高島線 不明 8.5 6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道仁田田原線 1971 9.1 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

向鍛冶屋橋 (ﾑｺｳｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道田福入津線 1986 3.3 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道見目線 1968 3.7 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

干拓第６号橋 (ｶﾝﾀｸﾀﾞｲﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎K-2号線 不明 3.1 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

早田橋 (ﾜｻﾀﾞﾊｼ) 市道早田小学校線 1995 9.6 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

碇橋 (ｲｶﾘﾊﾞｼ) 市道塔之御堂線 1992 67 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道入津猫石線 1994 44.5 8.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

大道橋 (ﾀｲﾄﾊｼ) 市道グリーンロード香々地高田線 1990 15 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 市道グリーンロード香々地高田線 1975 23.1 6.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

高樋橋 (ﾀｶﾍﾞﾊﾞｼ) 市道東都甲松行線 1960 20 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道浜田琴ノ組線 1993 33 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

日ノ鶴橋 (ﾋﾉﾂﾙﾊｼ) 市道池部日ノ出線 1990 42.6 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小崎橋 (ｵｻｷﾊﾞｼ) 市道中村小藤線 1992 17.4 5.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

赤坂小橋 (ｱｶｻｶｺﾊﾞｼ) 市道大村大平線 1964 18 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

入津橋 (ﾆｭｳﾂﾞﾊﾞｼ) 市道草地入津長添線 2001 22.5 8.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

水取１号橋 (ﾐﾝﾄﾘｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道水取川原線 1961 15.7 2.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

受場橋 (ｳｹﾊﾞﾊｼ) 市道国道新地線 1989 30.1 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

鴨尾橋 (ｶﾓｵﾊｼ) 市道鴨尾区内1号線 1949 16.3 2.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ
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重連坊橋 (ｼﾞｭｳﾚﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道重連坊線 1985 18.9 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

折渡橋 (ｵﾘﾄﾊﾞｼ) 市道山ノ腰線 1995 65.1 8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

引瀬橋 (ﾋｷｾﾊﾞｼ) 市道倉谷線 1994 80.6 6.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

上叶淵橋 (ｶﾐｶﾈﾌﾞﾁﾊｼ) 市道香々地羽根線 1968 27.1 4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

新高島橋 (ｼﾝﾀｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道高島漁港線 2000 14.7 8.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

行立橋 (ｷﾞｮｳﾀﾞﾁﾊﾞｼ) 市道行立線 1985 15 4.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

北平橋 (ｷﾀﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道呉崎猫石線 不明 2.4 5.7 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 Ⅰ

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 Ⅰ

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

王子橋 (ｵｳｼﾞﾊｼ) 国道213号 1955 32.2 6.25 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

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 Ⅰ

片平橋 (ｶﾀﾋﾗﾊｼ) 県道成仏杵築線 1965 6.8 6.8 大分県 大分県 杵築市 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

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

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

鳥ノ江橋 (ﾄﾘﾉｴﾊｼ) 県道佐田山香線 2000 15.1 16.6 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

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

鹿倉第二号橋 (ｶｸﾗﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道野添線 不明 2.8 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

広瀬第１跨道橋 (ﾋﾛｾﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道田居学校線 1986 23.55 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

若宮小橋 (ﾜｶﾐﾔｺﾊﾞｼ) 市道グランド線 1973 24 1.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

峰平橋 (ﾐﾈﾋﾗﾊｼ) 市道峰平線 1961 3.93 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

薫石2号橋 (ﾌｽﾍﾞｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道薫石線 不明 4.5 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋５ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下切井手ノ上線 不明 15 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道藤川貴船社線 不明 6.55 2.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

平山橋 (ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道日野地・今原線 不明 2.3 8.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

小挟間第一号橋 (ｵﾊｻﾞﾏﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小挟間線 不明 4.5 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

２号橋６ (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下切井手ノ上線 不明 2.6 4.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

弓町橋 (ﾕﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 市道弓町札ノ辻線 不明 5 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道長谷線 不明 8.9 2.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道池の頭中央線 不明 3.5 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

原１号橋 (ﾊﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道原線 不明 8.2 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新田第一号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道相原新田線 不明 2.48 2.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

下槍ヶ原橋 (ｼﾓｳﾂｹﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道薄原線 不明 15.9 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

杖ヶ迫橋 (ﾂｴｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道岡2号線 不明 21.2 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

萬全橋 (ﾏﾝｾﾞﾝﾊｼ) 市道熊丸溝井線 不明 9.1 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

鹿倉第一号橋 (ｶｸﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道出原鹿倉線 不明 3.91 3.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

五徳寺橋 (ｺﾞﾄｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道五徳寺支線 不明 4 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

芋恵良２号橋 (ｲﾓｴﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道芋恵良線 不明 5.9 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊﾞｼ) 市道川平線 1964 7.1 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

佐田１号橋 (ｻﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐田線 不明 4.1 7.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

高平橋 (ﾀｶﾋﾗﾊﾞｼ) 市道高平線 不明 6.4 5.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

藤ノ木橋 (ﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道藤ノ木線 不明 7.5 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

橋上第一号橋 (ﾊｼｶﾐﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道岩谷橋上線 不明 2.73 3.45 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ
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御入山橋 (ｵｲﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 市道御入山線 不明 7.5 5.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

余名橋 (ﾖﾐｮｳﾊｼ) 市道鶴成線 1974 8.9 5.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊｼ) 市道薫石支線 不明 4 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

小杉１号橋 (ｺｽｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小杉線 不明 10 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

上市橋 (ｶﾐｲﾁﾊﾞｼ) 市道上市線 不明 13.7 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道奈多那切線 不明 11.04 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

下河内橋 (ｼﾓｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道影平線 不明 12.7 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

山ノ口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊｼ) 市道山ノ口線 不明 2.9 6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

西谷1号橋 (ﾆｼﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西谷線 不明 3.8 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

奥の谷橋 (ｵｸﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道天堤線 1954 4.5 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

金水2号橋 (ｷﾝｽｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道三坪・平原線 不明 3.6 10.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

池の頭第一号橋 (ｲｹﾉﾄﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道池の頭線 不明 6.7 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

小武橋 (ｵﾀｹﾊﾞｼ) 市道徳野小武線 不明 9.3 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

吉野渡橋 (ﾖｼﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道吉野渡線 不明 3 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

農業公園橋 (ﾉｳｷﾞｮｳｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道農業文化公園線 不明 8.8 18.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新田第二号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道相原新田線 不明 3.2 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

又井２号橋 (ﾏﾀｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道又井田染線 不明 4 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

影平２号橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道影平線 不明 5 3.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

日吉橋 (ﾋﾖｼﾊﾞｼ) 市道小武中村線 不明 4.9 3.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

志村第一号橋 (ｼﾑﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道志村線 不明 3.5 2.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

上河内橋（Ｂ） (ｶﾐｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道上河内水ノ口線 不明 13 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

定野尾本橋 (ｼﾞｮｳﾉｵﾓﾄﾊｼ) 市道定野尾支線 不明 5.6 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

藪田橋 (ﾔﾌﾞﾀﾊｼ) 市道広瀬田染線 不明 6.7 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

わかた橋 (ﾜｶﾀﾊﾞｼ) 市道志口住吉線 1965 4.95 5.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道中平久保畑線 不明 11.8 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋６ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道今原線 不明 4.7 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

鍛冶屋1号橋 (ｶｼﾞﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋線 不明 2.9 3.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 市道松尾線 不明 14 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

国徳橋 (ｸﾆﾄｸﾊﾞｼ) 市道山ノ口線 1971 4.5 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

カヤノ原1号橋 (ｶﾔﾉﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道カヤノ原線 不明 3 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

高取橋 (ﾀｶﾄﾘﾊﾞｼ) 市道高取線 不明 22 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

１号橋７ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道船薫石線 不明 6.6 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

西仲尾橋 (ﾆｼﾅｶｵﾊﾞｼ) 市道西仲尾3号線 不明 3.9 1.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中山池第一号橋 (ﾅｶﾔﾏｲｹﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道守江中山池線 不明 4.4 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

今原橋 (ｲﾏﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道芋恵良・今原線 不明 3.4 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

山口１号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小武中村線 不明 5.7 11.9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

年田橋 (ﾄｼﾀﾞﾊｼ) 市道年田加貫線 1982 26 7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

源十橋 (ｹﾞﾝｼﾞｭｳﾊﾞｼ) 市道源十線 不明 3.1 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大久橋 (ﾀｲｷｭｳﾊｼ) 市道大久線 不明 7.4 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

佐田２号橋 (ｻﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐田線 不明 3.5 7.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

日野地橋 (ﾋﾉｼﾞﾊﾞｼ) 市道日野地・影平線 不明 4 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

乙王向橋 (ｵﾄｳﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道中ノ原乙王向橋線 1995 19.4 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

八幡森跨線橋 (ﾔﾊﾀﾓﾘｺｾﾝｷｮｳ) 市道福林1号線 不明 152.92 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

堂様跨線橋 (ﾄﾞｳｻﾏｺｾﾝｷｮｳ) 市道堂様跨線橋線 1978 154.59 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊﾞｼ) 市道乙丸線 1990 21.68 7.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

西向橋 (ﾆｼﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道奈狩江支所線 不明 4.1 3.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

小谷１号橋 (ｵﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小谷線 不明 5.6 4.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ
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小谷本橋 (ｵﾀﾆﾓﾄﾊﾞｼ) 市道小谷2号線 不明 4.5 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

松尾1号橋 (ﾏﾂｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道轟・松尾線 不明 3.5 1.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

錦城八坂橋 (ｷﾝｼﾞｮｳﾔｻｶﾊﾞｼ) 市道錦城八坂線 不明 6 11.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊﾞｼ) 市道大内原線 1958 6 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

出河内２号橋 (ﾃﾞｶﾜﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道出河内線 不明 5 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

篠原橋 (ｼﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道篠原藤川線 1934 5 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

元河内１号橋 (ﾓﾄｺﾞｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋掛元河内線 不明 3.4 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

鍛冶屋３号橋 (ｶｼﾞﾔｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋一号線 不明 10.3 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

西仲尾1号橋 (ﾆｼﾅｶｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西仲尾線 不明 2.5 7.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

万歳橋 (ﾊﾞﾝｻﾞｲﾊﾞｼ) 市道中川原線 1874 7.2 2.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新道２号橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下原煙硝倉線 不明 7.02 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

妙善坊橋 (ﾐｮｳｾﾞﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道妙善坊線 不明 3.2 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

古野橋 (ﾌﾙﾉﾊｼ) 市道古野線 不明 2 2.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

杉ヶ谷橋 (ｽｷﾞｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道秋山支線 不明 3.7 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

樋掛橋 (ﾋｶｹﾊﾞｼ) 市道日出大田線 1983 15 8.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

小野尾３号橋 (ｵﾉｵｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道小野尾3号支線 不明 5.3 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道宝陀寺穴野線 1979 8.5 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) 市道平野線 1972 29 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

舟橋 (ﾌﾈﾊｼ) 市道船線 不明 3.6 2.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

鍛冶屋２号橋 (ｶｼﾞﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋1号線 不明 3 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

年田第二号橋 (ﾄｼﾀﾞﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道猪尾年田線 不明 2.8 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾙﾊﾞｼ) 市道原線 1964 7.7 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

鶴成１号橋 (ﾂﾙﾅﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鶴成線 不明 12.4 4.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

トコイタバシ (ﾄｺｲﾀﾊﾞｼ) 市道狩宿団地1号線 不明 6.92 8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

花結橋 (ﾊﾅﾑｽﾋﾞﾊﾞｼ) 市道瀬口松尾線 1979 15.5 5.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

平野２号橋 (ﾋﾗﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道弘安寺平野線 不明 4.6 10.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

佐田３号橋 (ｻﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐田線 不明 4.1 7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ) 市道西谷支線 不明 2.5 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

神石橋 (ｶﾐｲｼﾊﾞｼ) 市道岸奈線 1965 4.7 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

溝井西第一号橋 (ﾐｿﾞｲﾆｼﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道溝井後線 不明 13.68 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

岩谷第二号橋 (ｲﾜﾔﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道岩谷線 不明 7.07 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

浦篠橋 (ｳﾗｼﾉﾊﾞｼ) 市道浦篠飛松線 不明 6.34 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中野２号橋 (ﾅｶﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道中野線 1978 8.5 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道小ヶ倉峰線 1980 10.3 3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

向野橋 (ﾑｸﾉﾊﾞｼ) 市道向野線 不明 6 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

山口本橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾎﾝﾊﾞｼ) 市道山口線 不明 5.1 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

天下駄橋 (ﾃﾝｹﾞﾀﾊﾞｼ) 市道天下駄線 1989 4.2 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

向野２号橋 (ﾑｸﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道向野線 不明 3 4.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

西岳１号橋 (ﾆｼﾀﾞｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西岳線 不明 5.2 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

本篠橋 (ﾓﾄｼﾉﾊﾞｼ) 市道本篠飛松線 1992 20.88 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中平第二号橋 (ﾅｶﾋﾗﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道本庄中平線 不明 16.8 4.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

富田４号橋 (ﾄﾐﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道富田線 不明 2.5 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

小鳥橋 (ｵﾄﾘﾊｼ) 市道小鳥松尾線 不明 3.04 2.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

カヤノ原２号橋 (ｶﾔﾉﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道カヤノ原線 不明 2.8 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道下切井手ノ上線 不明 2 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

野原橋 (ﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道福林野原線 不明 18.04 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

1号橋９ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道松永線 不明 18 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ
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広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道広瀬2号線 1986 27 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

広瀬跨道橋 (ﾋﾛｾｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道広瀬田染線 1986 24.1 9 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

広瀬第2跨道橋 (ﾋﾛｾﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道田居学校線 1986 19 2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

姫田橋 (ﾋﾒﾀﾊｼ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ)) 国道213号 1963 10 12.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

姫田橋（上流側） (ﾋﾒﾀﾞﾊﾞｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ)) 国道213号 1969 10 12.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

玄川大橋 (ｹﾞﾝｾﾝｵｵﾊｼ) 国道213号 1969 40.3 12.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

白岩橋 (ｼﾛｲﾜﾊｼ) 国道387号 1980 144.4 11.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 国道387号 1963 2.85 6.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

鷹岩橋 (ﾀｶｲﾜﾊｼ) 国道387号 1970 62 8.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

松木橋 (ﾏﾂｷﾊｼ) 国道387号 1948 23.4 6.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊｼ) 国道387号 1993 15.68 16.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

櫛野橋 (ｸｼﾉﾊｼ) 国道387号 1957 30 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

櫛野橋側道橋 (ｸｼﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道387号 1987 35 3.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

副橋 (ｿｲﾊｼ) 国道387号 2006 9.3 15.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

小野岩橋 (ｵﾉｲﾜﾊｼ) 国道500号 1969 4.5 8.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

門田橋 (ｶﾄﾞﾀﾊｼ) 国道500号 1968 2.2 9.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

山城橋 (ﾔﾏｼﾛﾊｼ) 県道中津高田線 1964 21.4 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

小松橋 (ｺﾏﾂﾊｼ) 県道中津高田線 1939 241.6 8.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

第二常磐橋 (ﾀﾞｲﾆﾄｷﾜﾊｼ) 県道中津高田線 1965 6.3 8.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

第二常磐橋側道橋 (ﾀﾞｲﾆﾄｷﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道中津高田線 2009 9.2 3.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

根筈橋 (ﾈﾊｽﾞﾊｼ) 県道中津高田線 1966 84.6 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

根筈橋側道橋 (ﾈﾊｽﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道中津高田線 2009 84.6 3.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

宮原橋 (ﾐﾔﾊﾞﾙﾊｼ) 県道耶馬渓院内線 1996 11.5 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

龍森橋 (ﾘｭｳｼﾝﾊｼ) 県道耶馬渓院内線 1946 17 7.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院大橋 (ｱｼﾞﾑｵｵﾊｼ) 県道山香院内線 1975 194.2 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

江島橋 (ｴｼﾞﾏﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1951 4.3 6.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

上田橋 (ｳｴﾀﾞﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1951 3.5 9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

第一吉松橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾖｼﾏﾂﾊﾞｼ) 県道豊前善光寺停車場線 1955 4.2 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

宮ノ谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1960 4.4 4.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

野山橋 (ﾉﾔﾏﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1991 27.5 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

小平橋 (ｺﾋﾞﾗﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1968 9.5 4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

山袋橋 (ﾔﾏﾌﾞｸﾛﾊｼ) 県道山袋久々姥線 1960 2.5 3.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

黒橋 (ｸﾛﾊｼ) 県道山袋久々姥線 1960 3.6 3.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

富山橋 (ﾄﾐﾔﾏﾊｼ) 県道下時枝今津停車場線 1936 6.4 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

新左京橋 (ｼﾝｻｷｮｳﾊｼ) 県道円座中津線 1985 41 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

十田橋 (ﾄﾀﾞﾊｼ) 県道円座中津線 1981 5.1 6.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

仙巌橋 (ｾﾝｶﾞﾝﾊｼ) 県道円座中津線 1995 11.9 5.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

高並橋 (ﾀｶﾅﾐﾊｼ) 県道円座中津線 1982 44 9.25 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

小野川内橋 (ｵﾉｺﾞｳﾁﾊｼ) 県道円座中津線 1996 12 9.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊｼ) 県道円座中津線 1953 3 7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

船木橋 (ﾌﾅｷﾊｼ) 県道円座中津線 1988 9.4 10.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

定別当橋 (ｼﾞｮｳﾍﾞｯﾄｳﾊｼ) 県道落合斉藤線 2001 8 9.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 県道佐田山香線 1992 13 9.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

やまのばし（めやまばし） (ﾔﾏﾉﾊﾞｼ(ﾒﾔﾏﾊﾞｼ)) 市道野山片峰線 1933 23.4 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道下麻生線 不明 14.9 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

本村橋 (ﾓﾄﾑﾗﾊﾞｼ) 市道津々良線 1988 16.4 8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

永田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊｼ) 市道平山大見尾線 1984 50 6.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ
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縄手橋 (ﾅﾜﾃﾊﾞｼ) 市道西屋敷・大方線 不明 15.1 6 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 8.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

三ツ又橋 (ﾐﾂﾏﾀﾊﾞｼ) 市道三ツ又・新洞線 1943 17.3 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

大方橋 (ｵｵｶﾀﾊﾞｼ) 市道西屋敷・大方線 1979 21.5 8.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

第一観音橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾝﾉﾝﾊｼ) 市道北山線 不明 12.4 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇土橋 (ｳﾄﾞﾊｼ) 市道羽馬礼吉野渡線 不明 4 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

正円座橋 (ｼｮｳｴﾝｻﾞﾊﾞｼ) 市道谷・正円座線 1994 16.8 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上合子木橋 (ｶﾐｺﾞｳｼｷﾊｼ) 市道合子木線 不明 12.5 2.8 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 4.3 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 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 市道伏田・椎ノ宮線 1972 29.2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

四国田橋 (ｼｺｸﾀﾞﾊｼ) 市道荒瀬線 1979 4.5 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

ヒノタケ橋 (ﾋﾉﾀｹﾊｼ) 市道北山線 不明 6 4 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 4.5 7.3 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 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道副大副線 不明 5.2 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

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

堺橋 (ｻｶｲﾊｼ) 市道深見院内線 不明 3.2 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

上川原橋 (ｶﾑｶﾜﾊﾞﾙﾊｼ) 市道川原線 不明 8.4 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

新貝橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊｼ) 市道新貝谷線 不明 8.1 3.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

荻迫橋 (ｵｷﾞｻｺﾊｼ) 市道土岩屋岡線 1923 13 8.5 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 5.5 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 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊｼ) 市道香下ダム線 1984 40.2 4 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 4 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 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

徳心橋 (ﾄｸｼﾝﾊﾞｼ) 市道山本・鷹栖線 不明 8.6 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

谷橋 (ﾀﾆﾊﾞｼ) 市道谷・神出線 1983 14.7 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

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 3.9 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 2.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

村部橋 (ｿﾍﾞﾊｼ) 市道新貝谷線 1983 11.9 9.5 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 5.2 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 6.6 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 3.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

界橋 (ｻｶｲﾊｼ) 市道宅畑線 不明 16.5 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大重見線 1950 11.4 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

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 Ⅲ

出原橋 (ｲﾃﾞﾊﾞﾙﾊｼ) 市道山蔵出原線 不明 11.6 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

四ヶ村橋 (ﾖﾂｶﾞﾑﾗﾊﾞｼ) 市道立石西線 不明 10.2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

徳瀬橋 (ﾄｸｾﾞﾊｼ) 市道徳瀬線 不明 7.2 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

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 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 5 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

宮ノ上橋 (ﾐﾔﾉｳｴﾊｼ) 市道宮ノ上線 1935 7 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

畑川橋 (ﾊﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道房ヶ畑線 不明 8.6 3.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

北ヶ迫橋 (ｷﾀｶﾞｻｺﾊｼ) 市道北ヶ迫線 不明 5.1 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ
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下高３号橋 (ｼﾓﾀｶ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下高・別府南線 1974 4.8 3.9 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 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

木部橋 (ｷﾍﾞﾊﾞｼ) 市道長峰・横町線 不明 8.2 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 5 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

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 Ⅲ

萬里橋 (ﾏﾃﾊﾞｼ) 市道万里線 不明 8.1 4 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 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

尾竹橋 (ｵﾀｹﾊﾞｼ) 市道香下ダム線 不明 11 5.8 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 9.65 6.6 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

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 4.3 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 3.8 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 2.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

流連橋 (ﾅｶﾞﾂﾚﾊｼ) 市道戸方上荘線 不明 3.4 6.2 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 10.75 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

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 6.4 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 3.9 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 4 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 5 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 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

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 5.2 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 6.4 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 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

宮ノ谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 市道和田羽馬礼線 不明 2.9 3.3 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 Ⅲ

北口橋 (ｷﾀｸﾞﾁﾊｼ) 市道香下ダム線 不明 10.8 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 9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

岩田橋 (ｲﾜﾀﾊﾞｼ) 市道乙村線 不明 6.6 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上高１号橋 (ｶﾐﾀｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道糸口・吉松線 1974 5.6 4.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

赤尾5号橋 (ｱｶｵ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤尾線 不明 11 4.4 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 6.4 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 3.4 4.6 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 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松崎1号橋 (ﾏﾂｻﾞｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北鶴田・新浜線 不明 2.4 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

神通橋 (ｼﾞﾝﾂｳﾊﾞｼ) 市道下船木線 1927 8.2 5.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

舟板橋 (ﾌﾅｲﾀﾊｼ) 市道平山舟板線 不明 12.8 4.6 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 11 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 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

恵美須橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 市道小稲大副線 1963 7.2 9.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

フラワー３号２号橋 (ﾌﾗﾜｰ3ｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ＵＳＡフラワーロード3号線 1974 11.4 14 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ
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蜷木4号橋 (ﾆﾅｷﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ふるさと東部線 不明 5 2.8 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 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

赤尾橋 (ｱｶｵﾊﾞｼ) 市道長峰・横町線 不明 11.3 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

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 6 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 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下庄３号橋 (ｼﾓｼｮｳ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道宮熊・布津部線 1975 7.7 4.4 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 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

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 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下高家７号橋 (ｼﾓﾀｹｲ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道駅西・尾永井線 1974 7.5 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

蜷木2号橋 (ﾆﾅｷﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蜷木大池線 不明 9.1 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

吉野橋 (ﾖｼﾉﾊｼ) 市道羽馬礼吉野渡線 1996 11.3 5.8 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

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 2.9 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 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四日市5号橋 (ﾖｯｶｲﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道石田・小菊ノ池線 不明 4.4 7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

野合敷橋 (ﾉｺﾞｳｼﾞｷﾊｼ) 市道川原線 不明 6.3 8.2 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 12 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 4.4 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 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

丸橋 (ﾏﾙﾊﾞｼ) 市道川島・畑田線 1983 8.6 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野8号橋 (ｻﾉ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上佐野南線 不明 10 9 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 9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

両戒1号橋 (ﾘｮｳｶｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山・江熊線 不明 3.1 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

郡中新田1号橋 (ｸﾞﾝﾁｭｳｼﾝﾃﾞﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道神子山新田・郡中新田線 1980 10.8 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松崎2号橋 (ﾏﾂｻﾞｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松崎北線 不明 2.1 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

西屋敷1号橋 (ﾆｼﾔｼｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西屋敷新道線 不明 3.1 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上庄１号橋 (ｶﾐｼｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道笠松・中庄線 1973 3.4 7.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

麻生1号橋 (ｱｿｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下麻生・井ノ川線 不明 2 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佛橋 (ﾎﾄｹﾊﾞｼ) 市道内山袋線 不明 10 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下庄４号橋 (ｼﾓｼｮｳ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道高津橋・宮熊線 不明 7.6 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

葛原6号橋 (ｸｽﾞﾜﾗ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道東上田・城井線 不明 9.3 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

坪草橋 (ﾂﾎﾞｸｻﾊｼ) 市道羽馬礼長谷線 1967 4.5 7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四日市3号橋 (ﾖｯｶｲﾁ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道豊幡線 不明 6.9 2.9 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 4.3 3.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

下畑橋 (ｼﾓﾊﾀﾊｼ) 市道六地蔵下畑線 不明 2.6 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

堂元橋 (ﾄﾞｳﾓﾄﾊﾞｼ) 市道万里線 不明 9.9 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

万里1号橋 (ﾏﾃ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道万里線 不明 10 4.8 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 Ⅲ

住江3号橋 (ｽﾐﾉｴｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道住江・江須賀線 1972 3.2 6.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上高家３号橋 (ｶﾐﾀｹｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上高家南線 1974 8.5 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

永原橋 (ﾅｶﾞﾊﾙﾊﾞｼ) 市道永原神出線 不明 14 16.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

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 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上乙女2号橋 (ｶﾐｵﾄﾒﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道江須賀・上乙女線 不明 5.4 4.4 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 5.7 8.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

荻橋 (ｵｷﾞﾊｼ) 市道上恵良台線 不明 2.8 6.4 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
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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 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 国道326号 1989 34 16.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鳥居木橋 (ﾄﾘｲｷﾊｼ) 国道326号 1981 40.1 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊｼ) 国道326号 1979 173 11.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 国道326号 1988 120 12.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

猿石橋 (ｻﾙｲｼﾊｼ) 国道326号 1988 87 16 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

扇田橋 (ｵｵｷﾞﾀﾞﾊｼ) 県道三重弥生線 1989 31.8 17.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

日平橋 (ﾋﾋﾞﾗﾊｼ) 県道三重弥生線 1958 6 4.7 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

宇知多橋 (ｳﾁﾀﾞﾊｼ) 県道三重弥生線 1992 11.2 11.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 県道三重弥生線 1969 24 7.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大井出橋 (ｵｵｲﾃﾞﾊｼ) 県道三重弥生線 1995 35.9 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

片内橋 (ｶﾀｳﾁﾊｼ) 県道三重弥生線 1963 5.8 6.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鶴見橋 (ﾂﾙﾐﾊｼ) 県道大分大野線 1997 10.2 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新貫原橋 (ｼﾝﾆｷﾊﾙﾊｼ) 県道大分大野線 1996 14 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

藪園橋 (ﾔﾌﾞｿﾞﾉﾊｼ) 県道大分大野線 1996 10.74 11.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久部橋 (ｷｭｳﾌﾞﾊｼ) 県道宇目清川線 1933 3.6 5.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

申子橋 (ｻﾙｺﾊｼ) 県道宇目清川線 1966 14.5 7.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

新屋橋 (ｼﾝﾔﾊｼ) 県道宇目清川線 1963 4.6 6.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

押川橋 (ｵｼｶﾜﾊｼ) 県道宇目清川線 1952 5 5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新折立橋 (ｼﾝｵﾁﾀﾃﾊｼ) 県道朝地直入線 2002 20.5 15 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中熊橋 (ﾅｶｸﾏﾊｼ) 県道朝地直入線 1954 2.2 6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

津留橋 (ﾂﾙﾊｼ) 県道緒方大野線 1968 41.8 6.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

新福生寺橋 (ｼﾝﾌｸｼｮｳｼﾞﾊｼ) 県道三重新殿線 2000 60 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊｼ) 県道三重新殿線 1966 20.7 7.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新殿橋 (ﾆｲﾄﾞﾉﾊｼ) 県道三重新殿線 1987 37 9.25 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

新太田橋 (ｼﾝｵｵﾀﾊｼ) 県道三重新殿線 2003 48.8 15.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

涼月橋 (ﾘｮｳｹﾞﾂﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1949 48 6.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

犬飼橋 (ｲﾇｶｲﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1921 174 6.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

犬飼側道橋(犬飼中橋) (ｲﾇｶｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｲﾇｶｲﾅｶﾊｼ県道中判田犬飼線 1974 179 3.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

神宿橋 (ｶﾐｼﾞｭｸﾊｼ) 県道中土師犬飼線 1987 39.5 11 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

成瀬橋 (ﾅﾙｾﾊｼ) 県道山内新殿線 1975 15.3 5.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

向野橋 (ﾑｺｳﾉﾊｼ) 県道百枝大野線 1992 172.5 11.4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

岩戸橋 (ｲﾜﾄﾞﾊｼ) 国道502号 2004 114.3 12.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

犬山橋 (ｲﾇﾔﾏﾊｼ) 県道百枝大野線 1922 35.5 9.65 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小畑橋 (ｵﾊﾞﾀｹﾊｼ) 県道六種緒方線 1935 17 5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

なが瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道辻上年野線 1921 78.4 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

原尻橋 (ﾊﾗｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道倉園宮園線 1923 73.5 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

牧原橋 (ﾏｷﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道小富士幹線 1928 71.8 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

牧橋 (ﾏｷﾊｼ) 市道野尻線 1931 62.3 5.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道姥社湯ノ迫線 1953 55.6 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

鳴滝橋 (ﾅﾙﾀｷﾊｼ) 市道知田中央線 1922 52.7 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柚木寺原橋 (ﾕｷﾞﾃﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 市道赤川小富士線 1966 52.3 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

東仙寺橋 (ﾋｶﾞｼｾﾝｼﾞﾊｼ) 市道馬場知田線 1994 36 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

三郎橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾊﾞｼ) 市道三郎橋線 1929 30.3 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

犬返橋 (ｲﾇｶﾞｴﾘﾊｼ) 市道犬返線 1926 28.9 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

入田橋 (ﾆｭｳﾀﾊｼ) 市道井上知田線 2005 28.8 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

六馬橋 (ﾛｸｳﾏﾊｼ) 市道馬背畑六種線 1922 24.7 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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烏帽子橋 (ｴﾎﾞｼﾊｼ) 市道小原湯ノ迫線 1951 20.7 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

緒方橋 (ｵｶﾞﾀﾊｼ) 市道馬場小野線 1973 46 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大広橋 (ｵｵﾋﾛﾊｼ) 市道徳尾線 1976 10 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

岩上橋 (ｲﾜｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道岩上線 1995 10 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

飛尾橋 (ﾄﾋﾞｵﾊｼ) 市道仮宿岩上線 1955 10.1 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

飯干橋 (ｲｲﾎﾞｼﾊｼ) 市道飯干線 1980 10.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

拝殿原橋 (ﾊｲﾃﾞﾝﾊﾞﾗﾊｼ) 市道知田朷迫線 1935 10.5 1.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

新間戸橋 (ｼﾝﾏﾄﾞﾊｼ) 市道間戸柄々線 1994 9.8 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 市道知田茶屋場線 1919 11 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

枝石2号橋 (ｴﾀﾞｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧原十角線 1950 9.8 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

七杖橋 (ﾅﾅﾂｴﾊﾞｼ) 市道宮尾線 1991 11 5.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

枝石3号橋 (ｴﾀﾞｲｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧原十角線 1950 11.2 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

平石橋 (ﾋﾗｲｼﾊｼ) 市道徳尾線 2005 11.6 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

上年野橋 (ｶﾐﾄｼﾉﾊｼ) 市道辻上年野線 1921 12 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

徳田橋 (ﾄｸﾀﾞﾊｼ) 市道仮宿岩上線 1957 12 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

監物橋 (ｹﾝﾓﾄﾊｼ) 市道荒平姥社線 1997 12 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

寺山橋 (ﾃﾗﾔﾏﾊｼ) 市道牧原十角線 1964 12.4 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小園橋 (ｺｿﾞﾉﾊｼ) 市道八屋線 1962 12.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

駄床橋 (ﾀﾞﾄﾞｺﾊｼ) 市道姥社湯ノ迫線 1961 12.6 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

年ノ神橋 (ﾄｼﾉｶﾐﾊｼ) 市道三口榎津留線 1942 13.1 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

原尻滝2号橋 (ﾊﾗｼﾞﾘﾀｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道原尻滝線 1978 13 5.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

小河内橋 (ｺｶﾜｳﾁﾊｼ) 市道梅生線 1972 13.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

奥土岩橋 (ｵｸﾂﾁｲﾜﾊｼ) 市道奥土岩線 1982 13.4 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大馬橋 (ｵｵｳﾏﾊｼ) 市道馬背畑平石線 1971 14 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

清流橋 (ｾｲﾘｭｳﾊｼ) 市道荒平姥社線 1998 14.5 11.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鮒川橋 (ﾌﾅｶﾜﾊﾞｼ) 市道荒平姥社線 2001 14.7 10.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

蔵万寺橋 (ｸﾗﾏﾝｼﾞﾊｼ) 市道蔵万寺線 1976 15 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 市道大野線 1975 15 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新川入橋 (ｼﾝｶﾜｲﾘﾊｼ) 市道川入桑津留線 2001 15 5.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊｼ) 市道尾平上線 1963 15.4 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

豊栄２号橋 (ﾎｳｴｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道豊栄線 1969 15.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

みょうけん橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道立平柿木線 1985 15.4 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

亀甲橋 (ｷｯｺｳﾊｼ) 市道米山馬背畑線 1938 15.8 3.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 市道鍛冶屋線 1999 16.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

六口橋 (ﾛｸｸﾞﾁﾊｼ) 市道佃原六口線 1936 16.4 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

観音滝橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞｷﾊｼ) 市道豊栄線 1969 17.6 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

源橋 (ﾐﾅﾓﾄﾊｼ) 市道下徳田冬原線 1997 18.1 7.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

上ノ原（平野）橋 (ｳｴﾉﾊﾗ(ﾋﾗﾉ)ﾊｼ) 市道馬背畑上の原線 1991 18.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

河宇田橋 (ｶﾜｳﾀﾞﾊｼ) 市道知田茶屋場線 1990 19 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

広井田橋 (ﾋﾛｲﾀﾊｼ) 市道広井田小迫線 1952 19.6 2.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

天上橋 (ﾃﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道天上線 2000 21 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小迫橋 (ｵｻｺﾊｼ) 市道馬背畑六種線 1989 21.7 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊｼ) 市道九折線 1960 22.5 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道佃原片峯線 1993 24.7 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新赤竹橋 (ｼﾝｱｶﾀｹﾊｼ) 市道小園片峯線 2003 26.6 5.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

大久保跨道橋 (ｵｵｸﾎﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道大久保年野線 1990 27.5 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新紅葉橋 (ｼﾝﾓﾐｼﾞﾊｼ) 市道滞迫湯ノ迫線 1997 45 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ
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新緒方橋 (ｼﾝｵｶﾞﾀﾊｼ) 市道役場線 1998 54 19.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

枝石橋 (ｴﾀﾞｲｼﾊｼ) 市道牧原十角線 1993 62 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

三郎大橋 (ｻﾌﾞﾛｳｵｵﾊｼ) 市道荒平姥社線 1998 68.9 19 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道中学校宇土線 1986 90 6.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

平治畑２号橋 (ﾍｲｼﾞﾊﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道平治畑線 1973 2.6 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

奥大無礼２号橋 (ｵｸｵｵﾑﾚﾆｺﾞﾕｷｮｳ) 市道奥大無礼線 1973 2.7 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

八屋橋 (ﾊﾁﾔﾊｼ) 市道八屋岩上線 1973 2.8 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

広町１号橋 (ﾋﾛﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道広町線 1975 3 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

間戸橋 (ﾏﾄﾞﾊｼ) 市道間戸柄々2号線 2013 6.6 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

倉園橋 (ｸﾗｿﾞﾉﾊｼ) 市道柿田線 1971 3 9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山ノ口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊｼ) 市道山ノ口線 1963 3 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

本田桑原１号橋 (ﾎﾝﾀﾞｸﾜﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道本田桑原線 1973 3.2 2.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

奥大無礼１号橋 (ｵｸｵｵﾑﾚｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥大無礼線 1973 3.3 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

三郎１号橋 (ｻﾌﾞﾛｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道三郎橋線 1975 3.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

辻橋 (ﾂｼﾞ ﾊｼ) 市道下自在辻線 1990 3.4 11.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大久保年野１号橋 (ｵｵｸﾎﾞﾄｼﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大久保年野線 1981 3.5 8.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

上枝橋 (ｶﾐｴﾀﾞﾊｼ) 市道上枝1号線 1973 3.5 9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

今宮１号橋 (ｲﾏﾐﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道今宮線 1973 3.6 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

高尾橋 (ﾀｶｵﾊｼ) 市道小宛中央線 1973 3.6 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

加賀知１号橋 (ｶｶﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道加賀知線 2014 2.5 6.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

小柳橋 (ｺﾔﾅｷﾞﾊｼ) 市道小柳線 1968 3.8 5.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

軸丸南橋 (ｼﾞｸﾏﾙﾐﾅﾐﾊｼ) 市道軸丸南線 1961 3.9 5.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 市道丸山線 1984 3.9 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

馬場知田１号橋 (ﾊﾞﾊﾞﾁﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道馬場知田線 1973 4 4.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

広町２号橋 (ﾋﾛﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道広町線 1975 4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

原尻滝１号橋 (ﾊﾗｼﾞﾘﾀｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道原尻滝線 1978 3.5 6.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小豆穴橋 (ｱｽﾞｷｱﾅﾊｼ) 市道柿迫小豆穴線 1971 3.5 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道栗林上線 1952 4 3.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

吉良橋 (ｷﾗﾊｼ) 市道栗林上線 1981 4 5.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

門橋 (ｶﾄﾞﾊｼ) 市道滞迫湯ノ迫線 2014 3 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

石用１号橋 (ｲｼﾓﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道石用線 1973 4.2 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊｼ) 市道園田嶋線 1976 4.2 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柿田橋 (ｶｷﾀﾊｼ) 市道柿田線 1971 4.4 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 市道九折線 1963 4.4 5.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

小宛中央１号橋 (ｵｱﾃﾁｭｳｵｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小宛中央線 1973 4.5 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾗﾊｼ) 市道河原谷横平線 1964 4.5 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

豊栄１号橋 (ﾎｳｴｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道豊栄線 1969 4.5 4.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

下市１号橋 (ｼﾓｲﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下市線 1973 4.6 4.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

下市２号橋 (ｼﾓｲﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下市線 1978 4.8 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

少名子橋 (ｼｮｳﾅｺﾞﾊｼ) 市道牧原十角4号線 1953 4.8 4.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊｼ) 市道森ノ下宮ノ谷線 1973 4.8 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

原尻滝４号橋 (ﾊﾗｼﾞﾘﾀｷﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道原尻滝線 1978 5 4.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

本久保橋 (ﾎﾝｸﾎﾞﾊｼ) 市道開拓3号線 1979 5 4.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊｼ) 市道栗林上線 1981 5 7.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鉢ノ久保橋 (ﾊﾁﾉｸﾎﾞﾊｼ) 市道馬場小野線 1981 5.1 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

ヒシゴ橋 (ﾋｼｺﾞﾊｼ) 市道緒方中央線 1914 5.5 7.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

辻渡橋 (ﾂｼﾞﾜﾀﾘﾊｼ) 市道辻川入線 1954 6 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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みどり橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊｼ) 市道宮尾線 1961 6 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

牧原十角２号橋 (ﾏｷﾊﾞﾙﾄｽﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧原十角線 1964 6 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

鹿屋橋 (ｼｶﾔﾊｼ) 市道鹿屋線 1964 6.2 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小迫花木沢１号橋 (ｺｻｺﾊﾅｷｻﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小迫花木沢線 1973 6.2 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

浦ノ谷橋 (ｳﾗﾉﾀﾆﾊｼ) 市道寺原線 1945 6.5 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

下尾尻橋 (ｼﾓｵｼﾞﾘﾊｼ) 市道栩川線 1926 6.6 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

石用２号橋 (ｲｼﾓﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道石用線 1973 6.6 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

明正橋 (ﾒｲｾｲﾊｼ) 市道尾尻線 1970 6.8 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

原尻滝３号橋 (ﾊﾗｼﾞﾘﾀｷｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道原尻滝線 1978 7.3 6.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

室ノ鶴橋 (ﾑﾛﾉﾂﾙﾊｼ) 市道遠野姥社線 1973 7 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

野仲橋 (ﾉﾅｶﾊｼ) 市道知田原尻線 1979 7.6 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

北向橋 (ｷﾀﾑｶｲﾊｼ) 市道北向線 1970 8.2 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 市道三口榎津留線 1971 8.2 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

年神橋 (ﾄｼﾉｶﾐﾊｼ) 市道小原尾崎線 1989 8.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道小野今山線 1979 8.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

牧原十角１号橋 (ﾏｷﾊﾞﾙﾄｽﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧原十角線 1964 8.5 4.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

豊栄３号橋 (ﾎｳｴｲｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道九折線 1971 8.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

野尻橋 (ﾉｼﾞﾘﾊｼ) 市道緒方中央線 1961 8.5 6.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

仮屋鶴橋 (ｶﾘﾔﾂﾙﾊｼ) 市道遠野徳田線 1919 8.6 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大畑橋 (ｵｵﾊﾀﾊｼ) 市道大畑線 1973 8.9 2.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊｼ) 市道九折線 1951 9.3 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

枝石１号橋 (ｴﾀﾞｲｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧原十角4号線 1950 9.7 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

あかたけ橋 (ｱｶﾀｹﾊｼ) 市道小園片峯線 1935 18.1 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

徳尾橋 (ﾄｸｵﾊｼ) 市道徳尾4号線 不明 4.5 3.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

坪泉跨道橋 (ﾂﾎﾞｲｽﾞﾐｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道嶋先三本松線 2016 45 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

寺小野橋 (ﾃﾗｵﾉﾊｼ) 県道庄内久住線 1969 8.4 7 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

下瀬口橋 (ｼﾓｾｸﾞﾁﾊｼ) 県道別府庄内線 1985 18 9.25 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

松ヶ尾大橋 (ﾏﾂｶﾞｵｵｵﾊｼ) 県道別府庄内線 1996 81 11 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

湯ノ坪橋 (ﾕﾉﾂﾎﾞﾊｼ) 県道別府湯布院線 1953 10.5 6.6 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

千年橋 (ｾﾝﾈﾝﾊｼ) 県道別府湯布院線 1960 29 8.4 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

熊尾橋 (ｸﾏｵﾊｼ) 県道湯平温泉線 1980 11.7 4.4 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

花合野橋 (ｶｺﾞﾉﾊｼ) 県道湯平温泉線 1990 23.67 11.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

鷲ヶ谷橋 (ﾜｼｶﾞﾀﾆﾊｼ) 県道龍原挾間線 1957 2.86 6 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊｼ) 県道龍原挾間線 1993 26.66 11.6 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

第５堂ノ下橋 (ﾀﾞｲ5ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 県道田野庄内線 1946 7 4.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

亀ノ甲橋 (ｶﾒﾉｺｳﾊｼ) 県道田野庄内線 1972 90 8.8 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊｼ) 県道田野庄内線 1922 9.5 4.4 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 県道湛水挾間線 1999 5.3 7.2 大分県 大分県 由布市 Ⅰ

鳴子谷川橋 (ﾅﾙｺﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 県道別府一の宮線 1992 8.1 9.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

橋爪橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊｼ) 県道東長宝西線 不明 3 4.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

芦松本橋 (ｱｼﾏﾂﾎﾝﾊﾞｼ) 市道妻ヶ城芦松線 1986 18 5.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

芦松中橋 (ｱｼﾏﾂﾅｶﾊﾞｼ) 市道妻ヶ城芦松線 1970 15.05 8.25 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

芦中橋 (ｱｼﾅｶﾊﾞｼ) 市道妻ヶ城芦松線 1994 19.8 6.2 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

新田代大橋 (ｼﾝﾀｼﾛｵｵﾊｼ) 市道東行田代線 1997 62 11.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

新猿渡橋 (ｼﾝｻﾙﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道朴木猿渡線 1979 38 6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

時松橋 (ﾄｷﾏﾂﾊﾞｼ) 市道朴木時松線 1970 40 4.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

石城夢大橋 (ｾｷｼﾞｮｳﾕﾒｵｵﾊｼ) 市道向原別府線 2004 36.2 11.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ
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三船橋 (ﾐﾌﾈﾊﾞｼ) 市道向原別府線 1958 28.6 4.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 市道向原別府線 1959 30 5.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) 市道向原野田線 1945 8.5 4.05 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

中須賀橋 (ﾅｶｽｶﾊﾞｼ) 市道中州賀線 1982 15 5.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

時松橋 (ﾄｷﾏﾂﾊﾞｼ) 市道時松茅場線 1959 5.85 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

荒井１号橋 (ｱﾗｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道時松猪原線 1940 6 3.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

トリスガリ橋 (ﾄﾘｽｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道猪原トリスガリ線 1983 16 4.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

小倉野橋 (ｵｸﾗﾉﾊﾞｼ) 市道三本松線 1994 30 4.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道梅木生田原線 1991 8.6 6.15 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

貴船橋 (ｷﾌﾈﾊﾞｼ) 市道生田原東山線 1969 20 4.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

三船橋２号 (ﾐﾌﾈﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 市道三船中央線 不明 14 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

綾織橋 (ｱﾔｵﾘﾊﾞｼ) 市道茅場綾織時松線 1995 33.1 6.4 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

阿鉢橋 (ｱﾊﾞﾁﾊﾞｼ) 市道阿鉢酒野線 1995 20.05 8.25 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上白岳橋 (ｶﾐｼﾗﾀｹﾊﾞｼ) 市道阿鉢酒野線 1995 26.6 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

櫟木跨道橋 (ｲﾁｷﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道小野屋櫟木線 不明 21.6 6.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

下原橋 (ｼﾀﾊﾙﾊﾞｼ) 市道下原時松線 不明 3.1 3.25 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

多々良橋 (ﾀﾀﾗﾊﾞｼ) 市道柿原大龍線 不明 6.2 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

新竜橋 (ｼﾝﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道小野屋原口線 1916 63.94 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

若林橋 (ﾜｶﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市道大龍川廻線 1988 33.06 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

野尻橋 (ﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道大龍川廻線 1992 45.05 8.2 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 79.95 8.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

甲斐田大橋 (ｶｲﾀﾞｵｵﾊｼ) 市道橋爪柿原線 1977 45 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

船ヶ尾２号橋 (ﾌﾅｶﾞｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道橋爪柿原線 不明 9.6 4.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

みの草中２号橋 (ﾐﾉｸｻﾅｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道みの草中線 不明 4.05 4.8 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

宗門橋 (ｿｳﾓﾝﾊﾞｼ) 市道天神山長野線 1976 9.75 5.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道天神山長野線 1976 10 5.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

高長橋２号橋 (ｺｳﾁｮｳﾊﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道葛原長野線 1964 9.1 4 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 139.97 7.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

成合橋 (ﾅﾘｱｲﾊﾞｼ) 市道庄内直入線 2001 87.24 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

笛狩倉橋 (ﾌｴﾉｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道庄内直入線 2003 90 8.2 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 108.45 7.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ) 市道上武宮真願寺線 1954 8.6 4.6 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

庄内橋 (ｼｮｳﾅｲﾊﾞｼ) 市道庄内駅中渕線 1991 57.1 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

鹿子倉橋 (ｶｼｸﾗﾊﾞｼ) 市道鹿子倉尾足線 不明 5.6 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

奈良田橋 (ﾅﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道瓜生田奈良田線 不明 5.5 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

本峠橋 (ﾎﾝﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 市道永畑本峠線 不明 6 4.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

下直野橋 (ｼﾓﾅｵﾉﾊﾞｼ) 市道岩下内山線 不明 5.1 5 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 市道岩下内山線 1967 6.5 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

上重下橋 (ｱｹﾞｼﾞｭｳｼﾓﾊﾞｼ) 市道上重線 不明 8.95 3.3 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

高津野橋 (ｺｳﾂﾉﾊﾞｼ) 市道上重内山線 1983 15.7 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

東長宝橋 (ﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｳﾊﾞｼ) 市道長宝中央線 2005 50.5 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

畑大橋 (ﾊﾀｵｵﾊｼ) 市道庄内湯平線 2006 49.5 9.75 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

倉本橋 (ｸﾗﾓﾄﾊﾞｼ) 市道倉本山下線 1970 9.9 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

城橋 (ｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道六所参宮線 2003 43.1 12.69 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

一の橋 (ｲﾁﾉﾊｼ) 市道津々良奥江線 1978 5.5 4.6 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

石武橋 (ｲｼﾀｹﾊﾞｼ) 市道石武線 1999 10.58 10.2 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾜﾊﾞｼ) 市道中学校線 1968 14.4 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ
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川西橋 (ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ) 市道上津々良線 1985 12.45 5.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾀﾊﾞｼ) 市道水地線 2013 7.54 4.4 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道宮ノ窪線 1989 61.3 5.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

砂湯橋 (ｽﾅﾕﾊﾞｼ) 市道砂湯線 不明 12 1.9 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

田伏橋 (ﾀﾌﾞｾﾊﾞｼ) 市道田伏線 不明 5.1 3.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上前田橋 (ｶﾐﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道石ムレ線 1963 18.4 2.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道並柳若杉線 1999 17.2 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

高速側道9号橋 (ｺｳｿｸｿｸﾄﾞｳｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道高速側道9号線 不明 13.3 4.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

高速側道10号橋 (ｺｳｿｸｿｸﾄﾞｳｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 市道高速側道10号線 不明 11.43 4.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

高速側道14号橋 (ｺｳｿｸｿｸﾄﾞｳｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道高速側道14号線 不明 9.27 9.9 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

由布見橋 (ﾕﾌﾐﾊﾞｼ) 市道岩室2号線 不明 13.7 3.24 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道湯平山下線 不明 4.8 5 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

坂の下橋 (ｻｶﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道佐土原重見線 1988 7 15.62 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

櫟木橋 (ｲﾁｷﾞﾊｼ) 市道小野屋櫟木線 2012 47 8.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

櫛来大橋 (ｸｼｸｵｵﾊｼ) 国道213号 1971 60 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

北江小橋 (ｷﾀｴｺﾊｼ) 国道213号 1974 12.5 12 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

重綱橋 (ｼｹﾞﾂﾅﾊｼ) 国道213号 1984 11.8 13 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

久津橋 (ﾋｻﾂﾊｼ) 国道213号 1965 4 8.1 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

黒津橋 (ｸﾛﾂﾊﾞｼ) 国道213号 1976 8.6 12.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

秀石橋 (ﾋﾃﾞｲｼﾊﾞｼ) 県道山香国見線 2002 32 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

新一円坊橋 (ｼﾝｲﾁｴﾝﾎﾞｳﾊｼ) 県道山香国見線 1974 7 11.05 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

赤根橋 (ｱｶﾈﾊﾞｼ) 県道山香国見線 2002 27.5 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

楽庭橋 (ﾗｸﾆﾜﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1953 5 14.6 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

鬼木橋 (ｵﾆｷﾊｼ) 県道文珠山浜線 1982 8.1 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

母里橋 (ﾓﾘﾊｼ) 県道文珠山浜線 1982 7.6 8.7 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

鶴川橋 (ﾂﾙｶﾜﾊﾞｼ) 県道文珠山浜線 1991 40.8 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

官代橋 (ｶﾝﾀﾞｲﾊﾞｼ) 県道文珠山浜線 1942 9.3 9.4 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

永吉橋 (ﾅｶﾞﾖｼﾊﾞｼ) 県道富清掛樋線 1994 7.25 11.27 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

妙智橋 (ﾐｮｳﾁﾊﾞｼ) 県道赤根富来浦線 1995 29.5 12.2 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

文珠川橋 (ﾓﾝｼﾞｭｶﾜﾊｼ) 県道赤根富来浦線 1962 3 5.25 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

赤石橋 (ｱｶｲｼﾊｼ) 県道赤根真玉線 1965 12.8 3.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

厳島橋 (ｲﾂｸｼﾏﾊﾞｼ) 県道杵築安岐国東自転車道線 1989 18.9 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 県道杵築安岐国東自転車道線 1993 10.3 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 県道文珠山浜線 2007 7.1 10.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

朝来橋 (ｱｻｸﾊｼ) 県道成仏杵築線 2008 33.8 11 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

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊｼ) 県道糸原杵築線 1988 160 10.2 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

赤仁田橋 (ｱｶﾆﾀﾊﾞｼ) 市道密乗院線 1973 6 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

石川橋 (ｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道樋村日陽線 1974 11.96 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

石川橋 (ｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道両子国東線 不明 5.6 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

今在家橋 (ｲﾏｻﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道城越通学線 不明 2.85 1.5 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

大添西橋 (ｵｵｿｴﾆｼﾊﾞｼ) 市道大添西線 1991 10 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道櫛来本線 不明 11.65 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道桜峠線 1992 10 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小迫橋 (ｵｻｺﾊﾞｼ) 市道中田陰平線 不明 6.25 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

潰ヶ迫橋 (ｶｲｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道山田線 1980 4.3 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

堅来鳴橋 (ｶﾀｸﾅﾙﾊﾞｼ) 市道堅来鳴線 不明 7.65 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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川床下橋 (ｶﾜﾄﾞｺｼﾓﾊﾞｼ) 市道多々良元川床線 1996 11.1 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川床橋 (ｶﾜﾄｺﾊﾞｼ) 市道多々良元川床線 1997 13.5 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道池の内影平線 不明 8.7 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

北江陸橋 (ｷﾀｴﾘｯｷｮｳ) 市道通り山線 不明 13.71 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

木落１号橋 (ｷﾗｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋村蔭平線 1997 9 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

木落２号橋 (ｷﾗｸ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋村蔭平線 1997 9 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

櫛迫橋 (ｸｼｻｺﾊﾞｼ) 市道小熊毛西線 不明 4.2 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 1952 9.7 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

小園橋 (ｺｿﾉﾊﾞｼ) 市道小園線 不明 3.2 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

沢掛南橋 (ｻﾜｶﾞｹﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道荒巻沢掛線 不明 5.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

七郎田橋 (ｼﾁﾛｳﾀﾊﾞｼ) 市道七郎田線 不明 5.5 2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道諸田中台川床線 不明 12.7 6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 市道両子寺道1号線 1986 12 8.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

巧園中橋 (ﾀｸﾐｿﾞﾉﾅｶﾊﾞｼ) 市道巧園線 不明 5 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

竹之下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道樋村通学線 1945 8.5 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道蓮華寺線 1997 8.6 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

長迫中橋 (ﾅｶﾞｻｺﾅｶﾊﾞｼ) 市道岩鼻長迫中線 不明 4.66 2.9 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

中西橋 (ﾅｶﾆｼﾊﾞｼ) 市道中西線 不明 2.3 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道中畑尾崎線 不明 10.5 3.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鳴橋 (ﾅﾙﾊﾞｼ) 市道鳴日向線 不明 9.4 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西払橋 (ﾆｼﾊﾗｲﾊﾞｼ) 市道西武蔵蔭平線 不明 5.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

走水橋 (ﾊｼﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道走水線 不明 2.86 12.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

払橋 (ﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ) 市道払線 1973 9.6 5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

樋ノ口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道小城成吉線 1987 12 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

広畑橋 (ﾋﾛﾊﾀﾊﾞｼ) 市道両子寺道1号線 不明 8.2 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

両子橋 (ﾌﾀｺﾞﾊﾞｼ) 市道両子寺道2号線 不明 7.15 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

細ヶ谷橋 (ﾎｿｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道山口線 1968 8.1 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

菩提寺橋 (ﾎﾞﾀﾞｲｼﾞﾊｼ) 市道菩提寺線 不明 3.3 2.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 市道年神線 不明 3.88 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

馬渡橋 (ﾏﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道山口線 不明 4.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 市道小ヶ倉線 1963 11.45 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道樋村参道線 1964 14 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

明戸木橋 (ﾒｵﾄｷﾞﾊﾞｼ) 市道明戸木線 不明 3.9 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

森村橋 (ﾓﾘﾑﾗﾊﾞｼ) 市道多々良元川床上線 1998 11.2 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

諸田橋 (ﾓﾛﾀﾊﾞｼ) 市道諸田旧道線 1995 9.73 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

郵便橋 (ﾕｳﾋﾞﾝﾊﾞｼ) 市道諸田旧道線 1956 7.6 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

横峰橋 (ﾖｺﾐﾈﾊﾞｼ) 市道横峰線 1957 11 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

火能田橋 (ﾋﾉﾀﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 不明 15.2 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜崎橋 (ﾊﾏｻｷﾊﾞｼ) 市道浜崎川原線 不明 30 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

藤棚橋 (ﾌｼﾞﾀﾞﾅﾊﾞｼ) 市道志和利線 1963 51 9.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

乙ヶ渕橋 (ｵﾄｶﾞﾌﾁﾊﾞｼ) 市道山口線 1995 19 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

楽庭橋 (ｶﾞｸﾆﾜﾊﾞｼ) 市道見地横手線 不明 24 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道田深港鶴川港線 1985 65 10.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

金藤西橋 (ｶﾈﾄｳﾆｼﾊﾞｼ) 市道松ヶ迫金藤線 1964 19.5 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道田中中園線 1975 30.3 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

惣津橋 (ｿｳﾂﾞﾊﾞｼ) 市道山田線 2000 21 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

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 37.54 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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白禿橋 (ｼﾗﾊｹﾞﾊﾞｼ) 市道白禿線 1957 31.3 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大年橋 (ｵｵﾄｼﾊﾞｼ) 市道新涯横線 1957 31.8 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平等寺橋 (ﾋﾞｮｳﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道野田東線 不明 21.2 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

北台橋 (ｷﾀﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道千灯線 1956 22.1 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

下払橋 (ｼﾓﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ) 市道千灯線 不明 22.55 2.95 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

櫛来橋 (ｸｼｸﾊﾞｼ) 市道宮道潟辺線 不明 16.7 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

伊美橋 (ｲﾐﾊﾞｼ) 市道古川一反田線 不明 30.05 6.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道政丸吉田線 不明 25.8 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

四十呂橋 (ｼｼﾞｭｳﾛﾊﾞｼ) 市道四十呂線 不明 24.6 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

上牧留橋 (ｶﾐﾏｷﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 市道牧留線 1937 18.9 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道影山線 1957 21 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

豊国橋 (ﾄﾖｸﾆﾊﾞｼ) 市道成仏陰平線 不明 16.1 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道旧杵築線 不明 52 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道下川小原線 不明 16.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

富来橋 (ﾄﾐｸﾊﾞｼ) 市道田深富来浦線 不明 52 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

北江橋 (ｷﾀｴﾊﾞｼ) 市道田深富来浦線 1928 25.8 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

間熊橋 (ﾏｸﾞﾏﾊﾞｼ) 市道間熊金藤線 1963 17.13 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

丸小野寺橋 (ﾏﾙｵﾉﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道丸小野陰平線 1962 16.94 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道長谷線 1974 21.6 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道鳥越線 1982 16.05 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大明橋 (ﾀﾞｲﾐｮｳﾊﾞｼ) 市道吉広麻田線 1967 18.55 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

岡畑橋 (ｵｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道岡畑線 1962 15 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

山神社橋 (ｻﾝｼﾞﾝｼﾞｬﾊﾞｼ) 市道山神社線 1962 15.88 2.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺野橋 (ﾃﾗﾉﾊﾞｼ) 市道寺野線 1953 14.5 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

了仙成橋 (ﾘｮｳｾﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道会舞通学線 1999 16.87 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

杉山橋 (ｽｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道杉山線 1974 25.05 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

徳山橋 (ﾄｸﾔﾏﾊﾞｼ) 市道徳山線 1947 22 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

徳代橋 (ﾄｸﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道徳代線 1943 20.2 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

巧園橋 (ﾀｸﾐｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道巧園線 1945 19 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

一鍬橋 (ﾋﾄｸﾜﾊﾞｼ) 市道一鍬線 1949 23.3 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

強雲橋 (ｷｮｳｳﾝﾊﾞｼ) 市道富永成道中原線 1952 36.1 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

久末宮前橋 (ﾋｻｽｴﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道富永白木原線 1996 28 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

沢掛橋 (ｻﾜｶﾞｹﾊﾞｼ) 市道荒巻沢掛線 1973 35.8 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 市道密乗院線 1971 23.5 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小瀬原橋 (ｺｾﾞﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道川原田線 1963 35 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

内迫跨道橋 (ｳﾁｻｺｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道木野横城線 1990 37.24 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 41.26 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 37.06 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 35.64 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城園橋 (ｼﾞｮｳｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道長野油原旧道線 1951 36 2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

山浦大橋 (ﾔﾏｳﾗｵｵﾊｼ) 市道山浦大橋線 1961 23.4 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

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

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 市道松川支線 不明 15 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｶﾀﾊﾞｼ) 市道油留木向田線 不明 15.4 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

吉松橋 (ﾖｼﾏﾂﾊﾞｼ) 市道オレンジロード安岐線 1975 30.07 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

七郎橋 (ｼﾁﾛｳﾊﾞｼ) 市道オレンジロード安岐線 1971 23.4 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ
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櫛来橋 (ｸｼｸﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国見線 1985 15.6 8.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

新寺田橋 (ｼﾝﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 23 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

川原跨道橋 (ｶﾜﾊﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道オレンジロード国東線 不明 16 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 1974 65 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

清流橋 (ｾｲﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 15.6 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

治郎丸橋 (ｼﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 15 8.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

手野橋 (ﾃﾉﾊﾞｼ) 市道オレンジロード武蔵線 1976 35 8.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

手野高架橋 (ﾃﾉｺｳｶｷｮｳ) 市道オレンジロード武蔵線 不明 20 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大海橋 (ｵｵﾐﾊﾞｼ) 村道金大海線 1971 10.3 8.6 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

北山1号橋 (ｷﾀﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 村道北山線 1968 7.4 4.3 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

北山2号橋 (ｷﾀﾔﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 村道北山線 1968 7.1 3.55 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

北山3号橋 (ｷﾀﾔﾏｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 村道北山線 1990 7.6 7.25 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

須賀橋 (ｽｶﾞﾊﾞｼ) 村道須賀線 2008 4 3.05 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

大海中橋 (ｵｵﾐﾅｶﾊﾞｼ) 村道東大海線 1986 6.5 2.5 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

大海港橋 (ｵｵﾐﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 村道東大海線 2010 8.6 5 姫島村 大分県 姫島村 Ⅱ

太鼓橋 (ﾀｲｺﾊﾞｼ) 村道北浦松原線 1967 3.9 3.2 姫島村 大分県 姫島村 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

金沢橋 (ｶﾅｻﾞﾜﾊﾞｼ) 町道南北線 不明 9 5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

西八日市跨線橋 (ﾆｼﾖｳｶｲﾁｺｾﾝｷｮｳ) 町道西八日市豊岡団地線 1986 13 4.7 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

東部跨道橋 (ﾄｳﾌﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道泉北大神線 1989 29 6.1 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

陣ノ辻跨道橋 (ｼﾞﾝﾉﾂｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道陣ノ辻線 1989 82 8.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

三釘跨道橋 (ﾐｸｷﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道下野線 1990 31 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

成田尾跨道橋 (ﾅﾘﾀｵｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道安養寺井出線 1990 30 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

八幡跨道橋 (ﾔﾊﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道成田尾線 1989 32 5.1 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

上笹原跨道橋 (ｶﾐｻｻﾊﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道上笹原線 不明 32 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

権現跨道橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道金掛松・畑内線 2001 43 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

仁王第一跨道橋 (ﾆｵｳﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道長野仁王線 不明 45 5.5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

相原跨道橋 (ｱｲﾊﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道陣ノ辻第四線 1990 58 5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

大平跨道橋 (ｵｵﾋﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道大平早水線 1990 43 4.3 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

早水跨道橋 (ｿｳｽﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道大平早水線 1990 40 5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

畑内跨道橋 (ﾊﾀｳﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道王子釈迦堂線 2000 53 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

釈迦堂跨道橋 (ｼｬｶﾄﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道釈迦堂籠石線 2000 53 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

下野跨道橋 (ｼﾓﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道下野笹原線 2001 28 5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

宝泉寺大橋 (ﾎｳｾﾝｼﾞｵｵﾊｼ) 国道387号 1992 75 12.5 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

檜落橋 (ﾋﾉｷｵﾁﾊｼ) 国道387号 1962 5 6.9 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

第一桐木橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾘｷﾞﾊｼ) 国道387号 1973 21 9.7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

桂橋 (ｶﾂﾗﾊﾞｼ) 県道飯田高原中村線 1993 45.1 11 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

野花橋 (ﾉﾊﾅﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1988 15 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

夏畑橋 (ﾅﾂﾊﾀﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1993 21.5 10.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

前津留橋 (ﾏｴﾂﾙﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1965 17.26 9 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜｳﾁﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1955 40 6.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

団子橋 (ﾀﾞﾝｺﾞﾊｼ) 県道下恵良九重線 1956 9.1 6 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊｼ) 県道田野庄内線 2002 17 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊｼ) 県道田野庄内線 1991 21.8 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

栃木小橋 (ﾄﾁｷﾞｺﾊｼ) 県道田野宝泉寺停車場線 1956 5 5 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道田野宝泉寺停車場線 1956 4 4.95 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊｼ) 県道田野庄内線 1998 29.8 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ
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恵干橋 (ｴﾎﾞｼﾊﾞｼ) 町道上旦線 不明 3.55 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

折戸橋 (ｵﾘﾄﾞﾊﾞｼ) 町道上旦線 不明 3.2 5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 町道上旦線 1990 14 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

富来口橋 (ﾌｺｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道冨来口線 不明 13.05 4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

年井手橋 (ﾄｼｲﾃﾞﾊﾞｼ) 町道恵良松木線 1954 8.52 4.9 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

見良津橋 (ﾐﾗﾂﾊｼ) 町道恵良松木線 1978 40.9 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

見良津①橋 (ﾐﾗﾂﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道見良津線 不明 5.8 4.15 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

見良津②橋 (ﾐﾗﾂﾏﾙﾆｷｮｳ) 町道見良津線 不明 3.5 3.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

二日市橋 (ﾌﾂｶｲﾁﾊｼ) 町道二日市北代線 1969 45 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

間所橋 (ﾏﾄﾞｺﾛﾊﾞｼ) 町道山下見良津線 不明 4.6 4.65 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

慈恩橋 (ｼﾞｵﾝﾊﾞｼ) 町道前辻線 1964 6.1 4.9 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

日の迫橋 (ﾋﾉｻｺﾊﾞｼ) 町道日の迫線 不明 5.1 4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

丸塚橋 (ﾏﾙﾂﾞｶﾊﾞｼ) 町道川上田尻線 2001 4.6 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

穴井橋 (ｱﾅｲﾊﾞｼ) 町道穴井線 不明 4.06 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 不明 5.6 3.3 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

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 Ⅲ

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 21.62 5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

吉部第1橋 (ﾖｼﾌﾞﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道吉部線 不明 3 8.52 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

吉部第3橋 (ﾖｼﾌﾞﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 町道吉部線 不明 3.34 5.8 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 4.9 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 6.06 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

無田硫黄山第1橋 (ﾑﾀｲｵｳｻﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道無田硫黄山線 不明 5.3 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

藪川橋 (ﾔﾌﾞｶﾜﾊﾞｼ) 町道無田硫黄山線 1979 28.28 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) 町道安川2号線 不明 7.42 4.3 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 82.03 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 2.6 5.13 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 5.04 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 6.98 4.52 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

泉水橋 (ｾﾝｽｲﾊﾞｼ) 町道筋湯長者原線 1989 98.16 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

石原小橋 (ｲｼﾊﾗｺﾊﾞｼ) 町道湯坪地蔵原線 不明 6.2 3.62 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

狭間橋 (ﾊｻﾏﾊﾞｼ) 町道湯坪地蔵原線 2006 13.63 5.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

後川橋 (ｳｼﾛｶﾜﾊﾞｼ) 町道蕨原線 不明 7.5 6.55 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

庄助橋 (ｼｮｳｽｹﾊﾞｼ) 町道蕨原線 不明 7 4.05 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

蕨原橋 (ﾜﾗﾋﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 町道蕨原線 不明 10.5 6.72 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

白滝橋 (ｼﾗﾀｷﾊﾞｼ) 町道筋湯線 不明 9.8 4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

第二筋湯橋 (ﾀﾞｲﾆｽｼﾞﾕﾊﾞｼ) 町道筋湯線 不明 10.95 5.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

上野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 町道硫黄山線 1967 11.46 4.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

東吉部橋 (ﾋｶﾞｼﾖｼﾌﾞﾊﾞｼ) 町道東吉部線 不明 4.15 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

西小橋 (ﾆｼｺﾊﾞｼ) 町道野上釘野線 2014 3.9 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

筌の口橋 (ｳｹﾉｸﾁﾊﾞｼ) 町道筌ノ口須久保線 1955 26.9 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

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 3.97 4.42 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 9.44 6.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

竜門野倉①橋 (ﾘｭｳﾓﾝﾉｸﾞﾗﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道竜門野倉線 不明 4.6 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

竜門野倉②橋 (ﾘｭｳﾓﾝﾉｸﾞﾗﾏﾙﾆｷｮｳ) 町道竜門野倉線 不明 6 6.55 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

竜門野倉③橋 (ﾘｭｳﾓﾝﾉｸﾞﾗﾏﾙｻﾝｷｮｳ) 町道竜門野倉線 不明 5.75 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ
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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

下団子橋 (ｼﾓﾀﾞﾝｺﾞﾊﾞｼ) 町道恵良線 1978 11 3.7 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 3.6 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

大竹第1橋 (ｵｵﾀｹﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道大竹線 不明 9.55 3.8 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

大竹橋 (ｵｵﾀｹﾊﾞｼ) 町道大竹線 不明 12.62 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

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 4.01 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊﾞｼ) 町道恵良下旦線 不明 8.7 6.95 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

後辻小橋 (ｳｼﾛﾂｼﾞｺﾊﾞｼ) 町道後辻支線 不明 6 2.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

小迫橋 (ｵｻｺﾊﾞｼ) 町道小迫線 不明 8.4 3.6 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 6.54 4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

影平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 町道影平線 不明 10.1 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

花牟礼1号橋 (ﾊﾅﾑﾚｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道花牟礼･立石線 不明 4.1 4 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

平家２号橋 (ﾍｲｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 町道平家山線 1978 6.18 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

生竜2号橋 (ｲｷﾘｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 町道生竜2号線 1970 32.14 3.7 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

新松山橋 (ｼﾝﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 町道樋の口松山線 1995 6.7 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

黒子湯沢第1橋 (ｸﾛｺﾕｻﾞﾜﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 町道黒子湯沢線 不明 5.3 5.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

川下大橋 (ｶﾜｼﾓｵｵﾊｼ) 町道室園五分市線 1976 40.9 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

花牟礼橋 (ﾊﾅﾑﾚﾊﾞｼ) 町道吉部花牟礼線 不明 4 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

藪の肩橋 (ﾔﾌﾞﾉｶﾀﾊﾞｼ) 町道吉部花牟礼線 1977 21.46 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

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 14.66 5.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

西の小池橋 (ﾆｼﾉｺｲｹﾊﾞｼ) 町道西野小池線 1975 15.63 7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

須久保橋 (ｽｸﾎﾞﾊﾞｼ) 町道須久保線 不明 3.68 3.36 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

日の下橋 (ﾋﾉｼﾀﾊﾞｼ) 町道上旦大竹線 不明 15 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

書曲橋 (ｶｲﾏｹﾞﾊﾞｼ) 町道釣書曲線 1973 55.6 3.8 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

橋詰橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 町道壁湯二瀬線 1932 10.5 6.15 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

上旦支線橋 (ｶﾐﾀﾞﾝｼｾﾝﾊﾞｼ) 町道上旦支線 不明 10.3 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

大岳橋 (ｵｵﾀｹﾊﾞｼ) 町道湯坪筋湯線 1995 12.55 12.15 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ) 町道湯坪筋湯線 1969 12.6 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

千歳橋 (ﾁﾄｾﾊﾞｼ) 町道湯坪筋湯線 1953 18 6.75 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 町道狭間支線 2006 14.8 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 町道須久保花牟礼線 不明 5.85 4.95 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

森川橋 (ﾓﾘｶﾜﾊｼ) 国道387号 1982 42.5 16.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

片草橋 (ｶﾀｸｻﾊｼ) 国道387号 1988 15.6 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

メルヘン大橋 (ﾒﾙﾍﾝｵｵﾊｼ) 国道387号 1987 151.5 12.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

七福橋 (ｼﾁﾌｸﾊﾞｼ) 国道387号 1998 76 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

舞鶴橋 (ﾏｲﾂﾞﾙﾊｼ) 県道森耶馬渓線 1967 32 8.69 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊｼ) 県道日田玖珠線 1988 8.3 10.4 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道日田玖珠線 1933 4.5 8.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

原口橋 (ﾊﾗｸﾞﾁﾊｼ) 県道日田玖珠線 1933 11.1 8.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

草の入江橋 (ｸｻﾉｲﾘｴﾊｼ) 県道日田玖珠線 1993 18.8 10 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

向前橋 (ｺｳｾﾞﾝﾊｼ) 県道日田玖珠線 1995 13.3 10 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊｼ) 県道日田玖珠線 1998 23 10.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊｼ) 県道日田玖珠線 1998 16 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

すぎづの橋 (ｽｷﾞﾂﾞﾉﾊｼ) 県道日田玖珠線 1933 6.5 4.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

中塚橋 (ﾅｶﾂｶﾊｼ) 県道日田玖珠線 2001 18 12.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

田能原橋 (ﾀﾉｳﾊﾞﾙﾊｼ) 県道日田玖珠線 1934 5.8 9 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

小原橋 (ｵﾊﾗﾊｼ) 県道日田玖珠線 1934 3.6 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ
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樋掛橋 (ﾋｶｹﾊｼ) 県道白地日田線 1999 29.3 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

２号橋 (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道下恵良九重線 1964 6.6 7.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道下恵良九重線 1964 9.4 8.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊｼ) 県道書曲野田線 1978 9.8 8.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

湯田橋 (ﾕﾀﾞﾊｼ) 県道平原耶馬渓線 1931 10 5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

招福橋 (ｼｮｳﾌｸﾊｼ) 国道387号 2003 43 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

相の迫橋 (ｱｲﾉｻｺﾊｼ) 町道青谷線 1991 10 4.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

青谷橋 (ｱｵﾔﾊｼ) 町道青谷線 1972 6.6 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 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

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

後迫橋 (ｳｼﾛｻｺﾊｼ) 町道後迫線 1984 5.6 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

宇戸橋 (ｳﾄﾊﾞｼ) 町道宇戸線 2010 5.5 4.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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

尾崎橋 (ｵｻﾞｷﾊﾞｼ) 町道中通線 2002 7.9 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 町道内帆足線 1969 9.4 5.3 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

川筋橋 (ｶﾜｽｼﾞﾊｼ) 町道長野･川筋線 1981 5.7 4.4 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

清田川二号橋 (ｷﾖﾀｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 町道草の入江・清田川線 1962 6 3.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

倉園橋 (ｸﾗｿﾞﾉﾊﾞｼ) 町道大石釣倉園線 1955 6.5 4.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

栗山橋 (ｸﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 町道小野原分校線 1996 9.3 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

小原橋 (ｺﾊﾙﾊｼ) 町道車谷･小河内線 1968 5.8 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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

米山橋 (ｺﾒﾔﾏﾊﾞｼ) 町道米山線 1983 11.8 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

西応寺橋 (ｻｲｵｳｼﾞﾊｼ) 町道柿西線 1969 9 3.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

笹ヶ原第二橋 (ｻｻｶﾞﾊﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 町道笹ヶ原･谷口線 1984 5.6 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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

三路橋 (ｻﾝﾛﾊｼ) 町道西旧道線 1982 6.2 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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 Ⅱ

芝原橋 (ｼﾊﾞﾊﾗﾊｼ) 町道森清線 1962 9.2 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下の端橋 (ｼﾓﾉﾊｼﾊﾞｼ) 町道小田線 1968 5.7 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

須山橋 (ｽﾔﾏﾊﾞｼ) 町道須山線 1984 6.9 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

清田川橋 (ｾｲﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 町道清田川線 2001 11.9 7.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

瀬戸口橋 (ｾﾄｸﾞﾁﾊｼ) 町道瀬戸口･早水線 1990 10.5 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

早水橋 (ｿｳｽﾞﾊｼ) 町道門出･早水線 1959 6.5 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第一早水橋 (ﾀﾞｲｲﾁｿｳｽﾞﾊﾞｼ) 町道山浦早水線 2015 5.5 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

第一山中橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 町道山中･井川道線 1981 6.1 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

第一横枕橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 町道塚脇線 1945 4.7 8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第三山中橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 町道山中･井川道線 1981 10 4.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二上庄屋橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐｼｮｳﾔﾊﾞｼ) 町道上庄屋支線 1984 8.5 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二早水橋 (ﾀﾞｲﾆｿｳｽﾞﾊﾞｼ) 町道山浦早水線 2013 3.8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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

第二二瀬橋 (ﾀﾞｲﾆﾌﾀｾﾊﾞｼ) 町道片平田支線 1980 7.3 3.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

第二山中橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 町道山中･井川道線 1981 10.5 4.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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



橋梁点検結果（地方公共団体）
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台間橋 (ﾀﾞｲﾏﾊｼ) 町道谷線 1992 11.5 6.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

内匠川橋 (ﾀｸﾐｶﾜﾊﾞｼ) 町道内匠線 1998 12.6 9 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

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道元本町･中島線 1986 8.3 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

所尾野橋 (ﾄｺﾛｵﾉﾊﾞｼ) 町道小麦川野線 1973 6.3 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

登山口橋 (ﾄｻﾞﾝｸﾞﾁﾊｼ) 町道笹ヶ原線 1965 14.2 7.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

栃の木橋 (ﾄﾁﾉｷﾊｼ) 町道栃の木線 1987 7.9 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

長野新町橋 (ﾅｶﾞﾉｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 町道山王長野新町線 2004 2.8 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中の原小橋 (ﾅｶﾉﾊﾙｺﾊｼ) 町道中の原･小原線 1977 2.8 5.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中の原橋 (ﾅｶﾉﾊﾙﾊｼ) 町道中の原･小原線 1980 6 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 町道野田線 1980 6.5 4.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

走落橋 (ﾊｼｵﾁﾊｼ) 町道車谷･小河内線 1974 7.6 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

征露橋 (ﾊﾝﾛｸﾊｼ) 町道勢溜線 1971 2.1 3.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

日出生一号橋 (ﾋｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 町道日出生松葉線 1945 5 3.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

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 11.8 5.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

帆足本村橋 (ﾎｱｼﾎﾝﾑﾗﾊｼ) 町道帆足本村線 1983 3.3 7.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

牧の原橋 (ﾏｷﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 町道牧の原線 1983 7.7 6.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

峰橋 (ﾐﾈﾊﾞｼ) 町道峰･尾篭線 1964 2.7 4.3 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

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 町道中の原線 1980 6 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

森清第二橋 (ﾓﾘｾﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 町道寺村･森清線 1982 2.5 3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

屋形平橋 (ﾔｶﾀｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 町道内帆足屋形平線 1983 8.6 3.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

利上橋 (ﾘｱｹﾞﾊｼ) 町道米山線 1981 8.4 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二夕露橋 (ﾀﾞｲ2ﾕｳﾛﾊﾞｼ) 町道小田線 1971 17.3 6.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊｼ) 町道小田線 1959 18 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

板屋橋 (ｲﾀﾔﾊｼ) 町道小田線 1968 18.7 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

石櫃橋 (ｲｼﾋﾞﾂﾊｼ) 町道浦河内線 2002 18 12 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下綾垣橋 (ｼﾓｱﾔｶﾞｷﾊｼ) 町道下綾垣･本村線 1970 22.5 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

志津里橋 (ｼｽﾞﾘﾊｼ) 町道志津里線 1997 27.9 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

宝谷橋 (ﾎｳﾔﾊｼ) 町道谷線 1991 15.8 6.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

日平橋 (ﾋﾋﾞﾗﾊｼ) 町道中通線 1973 22.8 6.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

十ノ釣橋 (ﾄｳﾉﾂﾙﾊｼ) 町道長刎第2支線 1991 28.3 3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊｼ) 町道鬼丸線 1980 20.5 4.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

道の迫橋 (ﾐﾁﾉｻｺﾊﾞｼ) 町道道の迫線 2001 16.8 3.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

郷町橋 (ｺﾞｳﾏﾁﾊｼ) 町道合町線 1981 25.1 4.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

戸刈橋 (ﾄｶﾞﾘﾊｼ) 町道西線 1957 25.9 4.3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

川添橋 (ｶﾜｿﾞｴﾊｼ) 町道下綾垣線 1971 22.6 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

上ノ市橋 (ｶﾐﾉｲﾁﾊｼ) 町道辰ケ鼻帆足線 1932 26.4 8.6 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

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 町道白岩～田の口線 1990 18.5 5.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

寄り合い橋 (ﾖﾘｱｲﾊﾞｼ) 町道平原線 2007 16 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

片平田橋 (ｶﾀﾋﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 町道片平田線 1976 6.5 5.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

立羽田橋 (ﾀﾁﾊﾀﾞﾊﾞｼ) 町道立羽田線 1985 3.6 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

岩室橋 (ｲﾜﾑﾛﾊﾞｼ) 町道天神平線 1984 3.5 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

大河原橋 (ｵｵｶﾜﾗﾊﾞｼ) 町道中島北線 1980 2.4 5.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾐｮｳﾊﾞｼ) 町道鏡山線 1997 2.3 10.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ


