
橋梁点検結果（国土交通省）
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

府内大橋（上り） (ﾌﾅｲｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1960 272 10.8 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

昆布刈橋 (ｺﾌﾞｶﾘﾊﾞｼ) 国道10号 1956 24.4 10.3 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

昆布刈橋橋側歩道橋（下り） (ｺﾌﾞｶﾘﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1973 24.4 2 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

白滝橋（上り） (ｼﾗﾀｷﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1981 293.3 12.8 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

金堤橋（上り） (ｷﾝﾃｲﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1998 137 13.5 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

金堤橋（下り） (ｷﾝﾃｲﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1999 116.5 14.4 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

敷戸橋（上り） (ｼｷﾄﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2012 36.5 12.7 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

溝橋136.479 (ｺｳｷｮｳ136.479) 国道10号 不明 4 18.7 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

溝橋138.210 (ｺｳｷｮｳ138.210) 国道10号 不明 2.6 22.9 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

溝橋143.907 (ｺｳｷｮｳ143.907) 国道10号 不明 2.4 14.7 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

溝橋144.603 (ｺｳｷｮｳ144.603) 国道10号 不明 5.6 17.4 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅲ

溝橋148.295 (ｺｳｷｮｳ148.295) 国道10号 不明 5.6 6.7 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅲ

溝橋157.009 (ｺｳｷｮｳ157.009) 国道10号 不明 2.7 18.5 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

溝橋157.170 (ｺｳｷｮｳ157.170) 国道10号 不明 4.9 18.1 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

溝橋157.580 (ｺｳｷｮｳ157.580) 国道10号 不明 2.1 26.4 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

溝橋148.695 (ｺｳｷｮｳ148.695) 国道10号 不明 4.6 17.9 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅲ

新川橋（上り） (ｼﾝｶﾜﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1984 152.2 13.3 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅱ

新川橋（下り） (ｼﾝｶﾜﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1983 142.6 13.3 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅱ

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

榎釣橋 (ｴﾉｷﾂﾞﾙﾊｼ) 国道210号 1974 149 10 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

湯園橋 (ﾕｿﾞﾉﾊｼ) 国道210号 1971 84 9.5 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

湯山橋 (ﾕﾔﾏﾊｼ) 国道210号 1971 141 9.7 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

天ヶ瀬第１高架橋 (ｱﾏｶﾞｾﾀﾞｲｲﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道210号 1968 407.6 10.1 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅲ

天ヶ瀬第２高架橋 (ｱﾏｶﾞｾﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 国道210号 1969 155.5 10.6 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

琴平大橋 (ｺﾄﾋﾗｵｵﾊｼ) 国道210号 1991 335 14.3 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

大宮大橋 (ｵｵﾐﾔｵｵﾊｼ) 国道210号 1994 142 14.3 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

番匠大橋 (ﾊﾞﾝｼｮｳｵｵﾊｼ) 国道10号 1962 220 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

番匠橋橋側歩道橋（下り） (ﾊﾞﾝｼｮｳｵｵﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1979 220 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

長迫橋 (ﾅｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 国道10号 1964 47 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

打水橋 (ｳﾁﾐｽﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1966 24.4 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

葛薮橋 (ｶﾂﾗﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1966 36 8.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

佐伯市直川202.142 (ｻｲｷｼﾅｵｶﾜ) 国道10号 不明 3 13.1 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

佐伯市直川206.8 (ｻｲｷｼﾅｵｶﾜ) 国道10号 不明 3 10.6 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯市直川207.5 (ｻｲｷｼﾅｵｶﾜ) 国道10号 不明 3 11.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯市直川209.0 (ｻｲｷｼﾅｵｶﾜ) 国道10号 不明 3 9.4 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

佐伯市宇目211.6 (ｻｲｷｼｳﾒ) 国道10号 不明 4 12.5 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

佐伯市宇目211.725 (ｻｲｷｼｳﾒ) 国道10号 不明 6.8 19.4 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯市宇目212.004 (ｻｲｷｼｳﾒ) 国道10号 不明 2.6 10 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

佐伯市宇目212.212 (ｻｲｷｼｳﾒ) 国道10号 不明 3 13.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

佐伯市宇目214.1 (ｻｲｷｼｳﾒ) 国道10号 不明 2.5 12.5 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯市宇目217.948 (ｻｲｷｼｳﾒ) 国道10号 不明 2.5 8.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐伯市直川200.744 (ｻｲｷｼﾅｵｶﾜ) 国道10号 不明 3.2 25 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

路線名橋梁名(フリガナ）
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



橋梁点検結果（国土交通省）
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路線名橋梁名(フリガナ）
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

吉四六大橋１号 (ｷｯﾁｮﾑｵｵﾊｼ1ｺﾞｳ) 国道10号 1990 76 13 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

吉四六大橋２号 (ｷｯﾁｮﾑｵｵﾊｼ2ｺﾞｳ) 国道10号 1990 83.6 13 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

野津橋橋側歩道橋（上り） (ﾉﾂﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1974 26.1 2 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

落谷橋橋側歩道橋（上り） (ｵﾁﾀﾆﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1976 44.7 2 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

旧鏡橋 (ｶｶﾞﾐﾊﾞｼ) 国道57号 1986 32.8 13.1 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅰ

旧鏡橋橋側歩道橋（下り） (ｶｶﾞﾐﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道57号 1987 38.7 2 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅰ

三砂橋橋側歩道橋（下り） (ﾐｻｺﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道57号 1990 70.5 2 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅰ

三砂橋 (ﾐｻｺﾞﾊﾞｼ) 国道57号 1971 63.7 8.8 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅰ

塚畑橋橋側歩道橋 (ﾂｶﾊﾞﾀﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1981 7 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

金山橋橋側歩道橋 (ｷﾝｻﾞﾝﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1980 52.5 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅰ

山香橋橋側歩道橋（上り） (ﾔﾏｶﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1979 27.3 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅰ

竜蟠橋橋側歩道橋(下り) (ﾘｭｳﾊﾞﾝﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1975 43.5 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

伊呂波橋橋側歩道橋（上り） (ｲﾛﾊﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1981 45 2 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅲ

向野川橋橋側歩道橋（下り） (ﾑｸﾉｶﾞﾜﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 2007 49.5 3.8 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

千歳IＣDランプ橋 (ﾁﾄｾICDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 36.5 7 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

石田高架橋 (ｲｼﾀﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 190 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

五郎丸高架橋 (ｺﾞﾛｳﾏﾙｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 55 17 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

千歳高架橋 (ﾁﾄｾｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 113.5 9.5 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

千歳IＣＡランプ橋 (ﾁﾄｾICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 33 7 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

柴北川第1号橋 (ｼﾊﾞｷﾀｶﾞﾜﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 111.5 15.2 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

柴北川第２号橋 (ｼﾊﾞｷﾀｶﾞﾜﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 213 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

下の原高架橋 (ｼﾓﾉﾊﾗｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 106 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

田原園第１函渠 (ﾀﾊﾞﾙｿﾞﾉﾀﾞｲ1ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 4.8 25 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岡第３函渠 (ｵｶﾀﾞｲ3ｶﾝｷｮ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 4.8 29 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

阿南橋（上り） (ｱﾅﾝﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 1985 44 7.8 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅱ

阿南橋（下り） (ｱﾅﾝﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道210号 1961 37 6.7 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅱ

阿南橋側道橋 (ｱﾅﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道210号 2013 44 2.8 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅰ

赤松橋橋側歩道橋 (ｱｶﾏﾂﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1980 54.1 2 九州地方整備局 大分県 日出町 Ⅰ

鍋ヶ迫橋 (ﾅﾍﾞｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 国道210号 1969 25 9.8 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

下右田橋 (ｼﾓﾐｷﾞﾀﾊﾞｼ) 国道210号 1970 44 10.8 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅱ

生苫養橋 (ﾅﾏｸﾖｳﾊﾞｼ) 国道210号 1971 20 11.8 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

下右田橋側道橋（上り） (ｼﾓﾐｷﾞﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 2007 54.5 2 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

溝橋88.697 (ｺｳｷｮｳ88.697) 国道210号 不明 2.1 15 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅱ

溝橋88.932 (ｺｳｷｮｳ88.932) 国道210号 不明 3.1 9 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅱ

戸畑跨道橋 (ﾄﾊﾞﾀｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道210号 1965 5.4 8.3 九州地方整備局 大分県 玖珠町 Ⅰ

戸畑跨道橋側道橋 (ﾄﾊﾞﾀｺﾄﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道210号 1979 5.4 2 九州地方整備局 大分県 玖珠町 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 国道210号 1971 140.5 9.8 九州地方整備局 大分県 玖珠町 Ⅰ

戸畑跨道橋側道橋（上り） (ﾄﾊﾞﾀｺﾄﾞｳｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 2010 10.3 2.8 九州地方整備局 大分県 玖珠町 Ⅱ



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

荏隈高架橋 ｴﾉｸﾏｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1996 953 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 大分市 Ⅱ

荏隈高架橋 ｴﾉｸﾏｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1996 958 9.8
西日本高速道路株式
会社

大分県 大分市 Ⅱ

野田第二橋 ﾉﾀﾞﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1988 113 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

野田第二橋 ﾉﾀﾞﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1988 113 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

春木川橋 ﾊﾙｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 24 20
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

春木川橋 ﾊﾙｷｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 24 20
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

上境川橋 ｶﾐｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 39 7.1
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

上境川橋 ｶﾐｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 39 7.1
西日本高速道路株式
会社

大分県 別府市 Ⅱ

二串川橋 ﾆｸｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1989 347 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

二串川橋 ﾆｸｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 1995 340 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

天神高架橋 ﾃﾝｼﾞﾝｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1994 244 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

天神高架橋 ﾃﾝｼﾞﾝｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 244 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

花月川橋 ｶｹﾞﾂｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1994 150 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅲ

花月川橋 ｶｹﾞﾂｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 150 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

中尾橋 ﾅｶｵｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1993 140 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

中尾橋 ﾅｶｵｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 140 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

池辺高架橋 ｲｹﾍﾞｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 442 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

松野川橋 ﾏﾂﾉｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1993 182 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

松野川橋 ﾏﾂﾉｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 178 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

後谷川橋 ｳｼﾛﾀﾆｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1994 164 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

後谷川橋 ｳｼﾛﾀﾆｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 162 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 日田市 Ⅱ

安心院ー15 ｱｼﾞﾑｰ15 一般国道10号(宇佐別府道路) 1992 6.6 70
西日本高速道路株式
会社

大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院－14 ｱｼﾞﾑｰ14 一般国道10号(宇佐別府道路) 1992 2.6 53.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院－13 ｱｼﾞﾑｰ13 一般国道10号(宇佐別府道路) 1992 4.8 54.4
西日本高速道路株式
会社

大分県 宇佐市 Ⅱ

川北橋 ｶﾜｷﾀﾊﾞｼ 九州横断自動車道長崎大分線 2001 258 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 由布市 Ⅲ

Hランプ Hﾗﾝﾌﾟ 一般国道10号(日出バイパス) 2001 7.2 62.2
西日本高速道路株式
会社

大分県 日出町 Ⅱ

松木川橋 ﾏﾂｷｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 2003 461 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

見良津川橋 ﾐﾗﾂｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1996 188 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

見良津川橋 ﾐﾗﾂｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 2004 186 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

松葉川橋 ﾏﾂﾊﾞｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1995 329 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

船ヶ迫川橋 ﾌﾅｶﾞｻｺｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1995 173 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

船ヶ迫川橋 ﾌﾅｶﾞｻｺｶﾞﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 2004 173 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 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 2004 292 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

小平谷川橋 ｵﾋﾗﾀﾞﾆｶﾜｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 2004 147 8.7
西日本高速道路株式
会社

大分県 九重町 Ⅱ

野田高架橋 ﾉﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1994 223 9
西日本高速道路株式
会社

大分県 玖珠町 Ⅱ

野田高架橋 ﾉﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 九州横断自動車道長崎大分線 1999 223 8.5
西日本高速道路株式
会社

大分県 玖珠町 Ⅱ

行政区域
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竹下橋 (ﾀｹｼﾀﾊｼ) 国道197号 2000 44 14.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

乙津橋側道橋 (ｵﾄﾂﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道197号 1970 260.4 3.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

小猫橋 (ｺﾈｺﾊｼ) 国道197号 1993 38.2 14.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

古宮橋 (ﾌﾙﾐﾔﾊｼ) 国道217号 1972 5.7 10 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

明磧橋 (ｱｹｶﾞﾜﾗﾊｼ) 国道442号 1977 187.1 9 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

明磧側道橋 (ﾊｹｶﾞﾗﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道442号 1972 186 3.6 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

滝尾橋 (ﾀｷｵﾊｼ) 県道大分臼杵線 1963 309 22.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

高田橋側道橋 (ﾀｶﾀﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道大分臼杵線 1976 192.2 3.1 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 県道大在大分港線 1980 25 27.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

家島橋（上り） (ｲｴｼﾞﾏﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1980 460 14.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

三海橋 (ｻﾝｶｲﾊｼ) 県道大在大分港線 1969 204.7 34.3 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

弁天大橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝｵｵﾊｼ) 県道大在大分港線 1966 318.7 27.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

中島陸橋 (ﾅｶｼﾏﾘｯｷｮｳ) 県道大在大分港線 1965 8.8 28.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1965 10.5 7.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾆﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1979 12.8 12.7 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

霊山橋 (ﾘｮｳｾﾞﾝﾊｱｼ) 県道大分大野線 1980 26 11.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

諸本橋 (ﾓﾛﾓﾄﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 80 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

うぐいす橋 (ｳｸﾞｲｼﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1945 7 6.4 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

馬メ橋 (ﾏｼﾒﾊｼ) 県道臼杵大南線 1974 5 8.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

福良橋 (ﾌｸﾗﾊｼ) 県道臼杵大南線 1978 4.1 7.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

和田下橋 (ﾜﾀﾞｼﾀﾊｼ) 県道臼杵大南線 1990 10.1 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

赤道橋 (ｾｷﾄﾞｳﾊｼ) 県道臼杵大南線 1987 9.6 8.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊｼ) 県道臼杵大南線 1983 18.5 5.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

佐柳橋 (ｻﾔﾅｷﾞﾊｼ) 県道臼杵大南線 1984 9.9 10.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

荏隈橋 (ｴﾉｸﾏﾊｼ) 県道大分挾間線 1973 13.6 10.7 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

賀来橋 (ｶｸﾊｼ) 県道大分挾間線 1968 76.8 6.7 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

志手橋 (ｼﾃﾊｼ) 県道鶴崎大南線 2002 17.7 27.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

筒井大橋 (ﾂﾂｲｵｵﾊｼ) 県道竹中停車場線 1969 157.3 10 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

小柳橋 (ｺﾔﾅｷﾞﾊｼ) 県道中判田停車場線 1962 20 5.3 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

栄明橋 (ｴｲﾒｲﾊｼ) 県道小挾間大分線 1968 5.5 6.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

由布川橋 (ﾕﾌｶﾞﾜﾊｼ) 県道小挾間大分線 1967 45 5.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

荒平橋 (ｱﾗﾋﾗﾊｼ) 県道小挾間大分線 1934 4.3 3.7 大分県 大分県 大分市 Ⅰ

餅田橋 (ﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 県道小挾間大分線 1985 10.2 9.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

３号橋 (3ｺﾞｳｷｮｳ) 県道松岡日岡線 1982 2 19.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

５号橋 (5ｺﾞｳﾊｼ) 県道松岡日岡線 1982 2.8 20 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

池平橋 (ｲｹﾉﾋﾗﾊｼ) 県道松岡日岡線 1968 14.4 20.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

迫ヶ谷橋 (ｻｺｶﾞﾀﾆﾊｼ) 県道川添志村線 1975 3.5 11.6 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

竹中小橋 (ﾀｹﾅｶｺﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1969 5.2 9.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

高城橋 (ﾀｶｼﾞｮｳﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1992 32.6 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大南大橋 (ﾀﾞｲﾅﾝｵｵﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1984 317 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

八木合橋 (ﾊｷｱｲﾊｼ) 県道弓立上戸次線 2000 22.5 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

橋梁名(フリガナ） 路線名
行政区域架設
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橋長
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平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1997 22 9.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊｼ) 県道弓立上戸次線 1993 10.4 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1990 19.8 11 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

船戸橋 (ﾌﾅﾄﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1931 12.4 5.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

日渡橋 (ﾋﾜﾀﾘﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1990 14.8 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

冬田橋 (ﾌﾕﾀﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1984 14.5 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

花鶴橋 (ﾊﾅﾂﾞﾙﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1962 12.9 6.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

立小野橋 (ﾀﾁｵﾉﾊｼ) 県道吉野原犬飼線 2003 16.5 13 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

志津留橋 (ｼﾂﾞﾙﾊｼ) 県道吉野原犬飼線 1959 12.6 4.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

団子橋 (ﾀﾞﾝｺﾞﾊｼ) 県道吉野原犬飼線 1972 11.6 4.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

上志津留橋 (ｶﾐｼﾂﾞﾙﾊｼ) 県道吉野原犬飼線 1997 34.6 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

萩原6号水路２号橋 (ﾊｷﾞﾊﾗ6ｺﾞｳｽｲﾛ) 県道萩原下郡線 1986 6.3 23 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊｼ) 県道高崎大分線 1933 6.3 5.9 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

表橋 (ｵﾓﾃﾊｼ) 県道高崎大分線 1988 7 9.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

水門橋 (ｽﾝﾓﾝﾊｼ) 県道高崎大分線 1967 20.2 4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

野稲田橋 (ﾉｲﾅﾀﾞﾊｼ) 県道高崎大分線 1974 3.6 4.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第2野稲田橋 (ﾀﾞｲ2ｲﾅﾀﾞﾊｼ) 県道高崎大分線 1945 3 4.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

賀来橋側道橋 (ｶｸﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道弁天横瀬自転車道線 1979 73 3.8 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

３号床版橋 (3ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 県道弁天横瀬自転車道線 1975 2.2 4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

４号床版橋 (4ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 県道弁天横瀬自転車道線 1975 7.4 3.4 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

第3戸保木橋 (ﾀﾞｲ3ﾍﾎﾞﾉｷﾊｼ) 県道木田神崎線 1965 2.5 2.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

上松尾橋 (ｶﾐﾏﾂｵﾊｼ) 県道木田神崎線 1967 4.6 4.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

戸保木橋 (ﾍﾎﾞﾉｷﾊｼ) 県道木田神崎線 1967 4.3 4.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

三本杉橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｽｷﾞﾊｼ) 県道木田神崎線 2001 25.8 12.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大藪橋 (ｵｵﾔﾌﾞﾊｼ) 県道三重野津原線 1992 8.1 10.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

弓立黒岩橋 (ﾕﾀﾞﾁｸﾛｲﾜﾊｼ) 県道大分大野線 2003 65.5 9.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

海原陸橋 (ｶｲﾊﾞﾗﾘｯｷｮｳ) 県道大在大分港線 1970 9 30.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

10号床版橋 (10ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 県道弁天横瀬自転車道線 1978 3.2 3.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

松岡陸橋（上り） (ﾏﾂｵｶﾘｯｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道松岡日岡線 2000 247.5 15.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

松岡陸橋（下り） (ﾏﾂｵｶﾘｯｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道松岡日岡線 2000 247.5 15.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

日向渕橋 (ﾋｭｳｶﾞﾌﾞﾁﾊｼ) 県道大分臼杵線 2010 23 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新餅田橋 (ｼﾝﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 県道小挾間大分線 2004 10.5 7.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

宮苑橋 (ﾐﾔｿﾞﾉﾊｼ) 県道中村別府線 1983 13 9.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第2宮苑橋 (ﾀﾞｲ2ﾐﾔｿﾞﾉﾊｼ) 県道中村別府線 不明 3.6 8.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

ONランプ橋 (ONﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 県道大分光吉インター線 2008 197 13.4 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

OFFランプ橋 (OFFﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 県道大分光吉インター線 2008 197 13.4 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

新竹中橋 (ｼﾝﾀｹﾅｶﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1998 66 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大在大橋（上り） (ｵｵｻﾞｲｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1996 519 14.5 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

大在大橋（下り） (ｵｵｻﾞｲｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1979 519 14.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

浜橋（上り） (ﾊﾏﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1977 19.6 14.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

浜橋（下り） (ﾊﾏﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ)) 県道大在大分港線 1987 19.6 14.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

九反田大橋 (ｸﾀﾝﾀﾞｵｵﾊｼ) 県道小挾間大分線 2002 17 14.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ
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下志津留橋 (ｼﾓｼﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 県道吉野原犬飼線 1945 15 6.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 県道高崎大分線 2013 65 10.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

新桜橋 (ｼﾝｻｸﾗﾊｼ) 県道木田神崎線 2012 24 11.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

浄土寺高架橋一体部 (ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞｺｳｶｷｮｳｲｯﾀｲﾌﾞ) 国道197号 1999 43 27 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

下久所かやぎ橋 (ｼﾓｸｼﾞｮｶﾔｷﾞﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 2013 68 15.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

百道橋 (ﾋｬｸﾄﾞｳﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 2012 46 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

石川野橋 (ｲｼｶﾜﾉﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1966 6 6.5 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

第二黒岩橋 (ﾀﾞｲﾆｸﾛｲﾜﾊﾞｼ) 県道大分大野線 1969 5 4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

東谷橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊｼ) 国道197号 1965 10 7.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

青石橋 (ｱｵｲｼﾊﾞｼ) 市道木佐上線 1967 8.5 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

赤井橋 (ｱｶｲﾊﾞｼ) 市道赤井線 不明 4.7 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

赤仁田橋 (ｱｶﾆﾀﾊﾞｼ) 市道赤仁田線 不明 4.6 3.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

浅内２号橋 (ｱｻｳﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道浅内線 不明 3.7 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

浅内橋 (ｱｻｳﾁﾊﾞｼ) 市道浅内線 不明 5 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

穴井迫2号橋 (ｱﾅｲｻｺ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道吉野原3号線 不明 4.7 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

安位橋 (ｱﾌﾞﾗｲﾊｼ) 市道安位犬飼線 不明 5.1 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

新屋敷水路2号橋 (ｱﾗﾔｼｷｽｲﾛ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾東院1号線 不明 2.8 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

一の瀬橋２ (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道浄願寺線 1958 7.8 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

猪野橋 (ｲﾉﾊﾞｼ) 市道猪野5号線 1975 13.8 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

今堤川1号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道今堤川左岸線 不明 13 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

今堤川2号橋 (ｲﾏﾂﾂﾐｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道千歳今堤川線 不明 12.5 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

今畑橋 (ｲﾏﾊﾀﾊｼ) 市道今畑線 不明 7 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

岩下1号橋 (ｲﾜｼﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩下線 不明 5.6 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岩ノ下橋 (ｲﾜﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道瀬口線 不明 4 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上野初瀬井路3号橋 (ｳｴﾉﾊｯｾｲﾛ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道金池上野丘線 不明 3 10.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

梅ノ久保橋 (ｳﾒﾉｸﾎﾞﾊｼ) 市道古幸線 1950 3.4 2.8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上浦2号橋 (ｳﾜｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道一尺屋村内1号線 不明 4.5 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上浦橋 (ｳﾜｳﾗﾊﾞｼ) 市道一尺屋村内3号線 不明 12.6 2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

王惣1号橋 (ｵｳｿｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道利光1号線 不明 4.8 7.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道峯3号線 1980 5.6 6.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大原橋２ (ｵｵﾊﾗﾊﾞｼ) 市道木佐上大原線 1963 5 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大柳下橋 (ｵｵﾔﾅｷﾞｼﾀﾊｼ) 市道木ノ上15号線 不明 2.4 6.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岡平橋 (ｵｶﾋﾗﾊﾞｼ) 市道下羽岡線 1969 13.2 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

奥村橋 (ｵｸﾑﾗﾊﾞｼ) 市道炭屋奥村線 不明 3.5 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

落水橋２ (ｵﾁﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 1944 13.5 2.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

鬼崎橋 (ｵﾆｻﾞｷﾊｼ) 市道鬼崎1号線 不明 12.5 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

尾畑橋 (ｵﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道辛幸8号線 1932 3 5.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

界野尾橋 (ｶｲﾉｵﾊｼ) 市道今畑辻線 不明 4.3 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

片野橋 (ｶﾀﾉﾊﾞｼ) 市道下判田2号線 1963 5.9 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上石合１号橋 (ｶﾐｲｼｱｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上石合線 不明 4 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上石合２号橋 (ｶﾐｲｼｱｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道上石合線 不明 3.3 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上石合３号橋 (ｶﾐｲｼｱｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道上石合線 不明 3.5 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ
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上石川橋 (ｶﾐｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道上石川線 不明 4.6 2.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上小野鶴1号橋 (ｶﾐｵﾉﾂﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道田原4号線 不明 3.8 4.2 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上条西橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾆｼﾊｼ) 市道国分野田線 不明 2.4 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

上瀬口橋 (ｶﾐｾｸﾞﾁﾊｼ) 市道瀬口線 不明 4.6 3.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上橋 (ｶﾐﾊｼ) 市道東通線 1966 10 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上戸次1号橋 (ｶﾐﾍﾂｷﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道榎峠2号線 不明 13.5 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

上馬メ橋 (ｶﾐﾏｼﾞﾒﾊﾞｼ) 市道馬メ線 不明 4 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上横瀬橋 (ｶﾐﾖｺｾﾊｼ) 市道横瀬19号線 不明 2.9 2.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

辛幸第一橋 (ｶﾗｺｳﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 市道辛幸6号線 不明 2.5 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

カリノ橋 (ｶﾘﾉﾊｼ) 市道中間十二原線 1901 4.6 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

瓦崎橋 (ｶﾜﾗｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道瓦崎1号線 1920 8 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

北鼻川3号橋 (ｷﾀﾊﾅｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東南北4号線 1995 12.2 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

旧東院川1号橋 (ｷｭｳﾄｲｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中島小畑線 不明 2.2 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

玉泉寺2号橋 (ｷﾞｮｸｾﾝｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道玉泉寺2号線 不明 9.9 6.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

金堤橋 (ｷﾝﾃｲﾊﾞｼ) 市道金堤橋線 1870 13.8 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

久土橋 (ｸﾄﾞﾊﾞｼ) 市道久土1号線 1968 11.7 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

毛井橋 (ｹｲﾊｼ) 市道松岡東西9号線 1985 14 10.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

国分台1号橋 (ｺｸﾌﾞﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分台団地1号線 不明 3.2 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

五反田橋２ (ｺﾞﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 市道中間十二原線 不明 9 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

境橋２ (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道木ノ上露線 1981 5.3 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下浦中橋 (ｼﾀｳﾗﾅｶﾊｼ) 市道下浦村内線 1960 2 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下志津留橋 (ｼﾀｼﾂﾙﾊﾞｼ) 市道下志津留奥線 不明 11 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下瀬口橋 (ｼﾀｾｸﾞﾁﾊｼ) 市道瀬口線 不明 7.5 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

志津留2号橋 (ｼﾂﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道角石山ノ手2号線 不明 5 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

芝原沈橋 (ｼﾊﾞﾊﾗｼｽﾞﾐﾊｼ) 市道太田芝原線 1987 12.9 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

芝原橋 (ｼﾊﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道太田・芝原線 不明 6 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

下小野鶴1号橋 (ｼﾓｵﾉﾂﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道小野鶴6号線 不明 2.5 4.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下儀徳尻橋 (ｼﾓｷﾞﾄｸｼﾞﾘﾊｼ) 市道福良儀徳尻線 不明 3.9 2.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下橋 (ｼﾓﾊｼ) 市道中通線 1971 8.4 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下平橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾞｼ) 市道高瀬3号線 不明 4.8 6.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下馬メ橋 (ｼﾓﾏｼﾞﾒﾊﾞｼ) 市道馬メ線 不明 4.3 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下村田橋 (ｼﾓﾑﾗﾀﾊﾞｼ) 市道政所城原線 1975 13.5 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

下横瀬1号橋 (ｼﾓﾖｺｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬田原線 不明 3 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

志生木1号橋 (ｼｭｳｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木木佐上線 不明 5.6 5.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

十谷2号橋 (ｼﾞｭﾂﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大志生木線 不明 5.7 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

小学校北橋３ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊｼ) 市道横瀬1号線 不明 2.3 1.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

小学校東橋２ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道月形1号線 不明 4.2 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

小学校南橋３ (ｼｮｳｶﾞｯｺｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道ふじが丘団地1号線 不明 2.3 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

地吉橋 (ｼﾞﾖｼﾊｼ) 市道高江地吉線 不明 3 2.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道吉野中学校上志津留線 不明 4.5 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

振興橋 (ｼﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道桑津留高野線 不明 10.1 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

神社下橋３ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊｼ) 市道東院5号線 不明 2.6 4.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ
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神社下橋４ (ｼﾞﾝｼﾞｬｼﾀﾊｼ) 市道国分4号線 不明 2.4 4.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

神社東橋１ (ｼﾞﾝｼﾞｬﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道佐野久土線 1997 13 5.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

神社東橋２ (ｼﾞﾝｼﾞｬﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道中島川右岸線 不明 2.4 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

新西谷橋 (ｼﾝﾆｼﾀﾆﾊｼ) 市道西谷浜線 1976 6.4 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

新屋敷水路1号橋 (ｼﾝﾔｼｷｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東院2号線 不明 2.3 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

炭屋2号橋 (ｽﾐﾔ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道炭屋奥村線 不明 4.5 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

善福寺橋 (ｾﾞﾝﾌﾟｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道今堤川左岸線 不明 10.8 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

第１毛井橋 (ﾀﾞｲ1ｹｲﾊｼ) 市道松岡東西8号線 不明 14.3 5.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

第2学校橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾞｯｺｳﾊｼ) 市道中無礼樫原線 1954 14.1 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

第一学校橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾞｯｺｳﾊｼ) 市道中無礼樫原線 1966 6 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大丸1号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 不明 5.5 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大丸3号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 不明 3.1 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

大丸4号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 不明 3.4 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

高樋橋 (ﾀｶﾄｲﾊｼ) 市道中間十二原線 1901 6 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

高取橋 (ﾀｶﾄﾘﾊﾞｼ) 市道上石川線 1953 5.6 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

谷川橋２ (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道松岡南北2号線 1964 11.7 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

谷川橋３ (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道田尻小学校西線 1980 2.4 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田ノ浦1号橋２ (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道甚太郎線 不明 4.9 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田ノ浦2号橋２ (ﾀﾉｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道甚太郎線 不明 4.9 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田ノ浦3号橋２ (ﾀﾉｳﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道甚太郎線 1954 3.2 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田ノ浦橋 (ﾀﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道田ノ浦線 1956 7 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田原1号橋１ (ﾀﾊﾞﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上東院線 不明 3.6 4.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田原2号橋 (ﾀﾊﾞﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬木ノ上線 不明 2.3 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田原3号橋 (ﾀﾊﾞﾙ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道木ノ上田原線 1965 2.3 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田原4号橋 (ﾀﾊﾞﾙ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道田原1号線 不明 2.2 4.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田淵橋 (ﾀﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道北角子原3号線 2005 13.6 10.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

田向1号橋 (ﾀﾑｶｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分中尾線 不明 2.5 1.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田向2号橋 (ﾀﾑｶｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分野田線 1981 2.4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田向3号橋 (ﾀﾑｶｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分新町18号線 不明 5 2.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

田向橋 (ﾀﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道国分7号線 不明 3.4 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

炭屋1号橋 (ﾀﾝﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道炭屋奥村線 不明 4.9 2.9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

月形3号橋 (ﾂｷｶﾞﾀ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道月形9号線 2011 4.9 5.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

堤下橋 (ﾂﾂﾐｼﾀﾊｼ) 市道長谷川左岸線 2003 14.1 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

鶴橋 (ﾂﾙﾊｼ) 市道大平線 1961 3 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺下橋２ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道横瀬1号線 不明 2.4 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

藤助1号橋 (ﾄｳｽｹ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道新田堂ノ久保線 不明 5.9 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

藤助2号橋 (ﾄｳｽｹ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道竹中中学校藤助線 不明 3.3 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

堂下橋 (ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 市道上冬田玉泉寺線 1969 12.1 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

飛塚川2号橋 (ﾄﾋﾞﾂｶｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬7号線 不明 3.2 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

戸無瀬2号橋 (ﾄﾑｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道光永戸無瀬線 不明 4.3 3.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中尾溜池水路1号橋 (ﾅｶｵﾀﾒｲｹｽｲﾛ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾1号線 不明 4 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中尾溜池橋 (ﾅｶｵﾀﾒｲｹﾊｼ) 市道平横瀬野田線 1980 4.4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ
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中島川4号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道中尾4号線 1976 7.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中島川5号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 市道森ノ木野田線 不明 8.5 6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

中島川6号橋 (ﾅｶｼﾏｶﾞﾜ6ｺﾞｳﾊｼ) 市道森ノ木野田線 不明 4.1 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道松岡東南北3号線 1993 10.4 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

中ノ原橋 (ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ) 市道古宮本神崎線 1920 10 1.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

西安位橋 (ﾆｼｱﾌﾞﾗｲﾊｼ) 市道安位犬飼線 不明 4.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

軒田橋 (ﾉｷﾀﾞﾊｼ) 市道軒田1号線 不明 3.3 5.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

畑ヶ瀬橋 (ﾊﾀｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道下宮線 不明 8.4 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

花鶴2号橋 (ﾊﾅﾂﾞﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩上柿ノ木線 不明 3.5 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

東大平橋 (ﾋｶﾞｼｵｵﾋﾗﾊｼ) 市道古宮本神崎線 1944 6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

東土代橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道志村角子原4号線 1984 10.6 9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

日方橋 (ﾋｶﾀﾊﾞｼ) 市道日方線 不明 5.8 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

平横瀬2号橋 (ﾋﾗﾖｺｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道野田平横瀬線 不明 3.7 2.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

広内1号橋 (ﾋﾛｳﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道広内1号線 不明 4.6 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

広内2号橋 (ﾋﾛｳﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道広内1号線 不明 4.9 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

古園橋 (ﾌﾙｿﾞﾉﾊｼ) 市道牟田権現線 不明 3.3 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

古畑橋 (ﾌﾙﾊﾀﾊﾞｼ) 市道福宗川久保線 不明 4.7 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 市道月形11号線 不明 13.7 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

前田２号橋２ (ﾏｴﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道福宗前田2号線 不明 4.6 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

前田橋２ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道桑津留高須線 1991 13.2 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

松尾橋１ (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 市道横瀬1号線 不明 2.4 2.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

松ノ木橋 (ﾏﾂﾉｷﾊﾞｼ) 市道矢貫線 不明 3.8 2.7 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 市道西大平線 1962 5 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

宮尾2号橋 (ﾐﾔｵ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道宮尾中ノ原線 不明 4.1 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

宮園橋 (ﾐﾔｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道木佐上線 1965 4 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

妙見橋１ (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ)
市道パークプレイス公園通り74
号線

2002 12.7 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

牟田１号橋 (ﾑﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道恵良新町線 1994 3.3 5.8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

室生橋 (ﾑﾛﾊｼ) 市道室生線 不明 2.8 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

眼鏡橋 (ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道大平線 1926 8.3 2.4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

木工代1号橋 (ﾓｸﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道八木合循環線 不明 4.8 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

餅田橋２ (ﾓﾁﾀﾞﾊｼ) 市道餅田1号線 1998 11.1 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

森の木3号橋 (ﾓﾘﾉｷ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道国分挟間線 1981 3.7 5.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

諸本橋 (ﾓﾛﾓﾄﾊｼ) 市道炭屋奥村線 不明 4.8 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

屋敷上橋 (ﾔｼｷｳｴﾊｼ) 市道国分野田線 不明 2.2 4.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

屋敷下橋 (ﾔｼｷｼﾀﾊｼ) 市道国分7号線 不明 2.3 2.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

屋敷中橋 (ﾔｼｷﾅｶﾊｼ) 市道国分7号線 不明 4.5 2.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

横江1号橋 (ﾖｺｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横江線 不明 4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

横江2号橋 (ﾖｺｴ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道横江線 不明 5.2 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

横瀬川1号橋 (ﾖｺｾｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬1号線 不明 3.6 1.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

横瀬橋 (ﾖｺｾﾊﾞｼ) 市道平野横瀬線 不明 2.7 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

由葉2号橋 (ﾖｼﾊ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道小池原1号線 1988 13 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

脇津留1号橋 (ﾜｷﾂﾙ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道利光1号線 不明 5.1 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ
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和田3号橋 (ﾜﾀﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道備後影平線 不明 3.6 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

ワラビノ橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ) 市道蕨野線 1898 3 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

宮崎橋１ (ﾐﾔｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道小佐井坂ノ市1号線 1994 30.8 16.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

船橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 市道片島津守2号線 1971 18.2 5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

郡界橋 (ｸﾞﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道山峰線 1991 15 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田吹橋 (ﾀﾌﾞｷﾊﾞｼ) 市道田吹支線 1994 82 5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

太田橋２ (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道安位線 1974 17.5 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田渕橋 (ﾀﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道佐野丹川線 不明 31.3 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

絆橋 (ｷｽﾞﾅﾊﾞｼ) 市道大久保御幸線 2010 22 11.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大門歩道橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道大分川右岸自歩道線 不明 34.4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

橘園橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｿﾉﾊｼ) 市道佐野1号線 1994 19.8 5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

下久保橋 (ｼﾓｸﾎﾞﾊｼ) 市道佐野畑線 1992 19.5 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 市道利光筒井線 1982 18.6 3.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

光永大橋 (ﾐﾂﾅｶﾞｵｵﾊｼ) 市道下判田1号線 1964 41 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上大迫橋 (ｶﾐｵｵｻｺﾊｼ) 市道大迫線 1969 17.9 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

昆布刈橋 (ｺﾌﾞｶﾘﾊｼ) 市道中判田戸無瀬線 1983 31.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

的場橋 (ﾏﾄﾊﾞﾊｼ) 市道的場線 1962 26 3.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

第二細橋 (ﾀﾞｲﾆﾎｿﾊﾞｼ) 市道細1号線 1980 18.4 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

立野橋 (ﾀﾃﾉﾊﾞｼ) 市道的場線 不明 15.2 1.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

江尻橋 (ｴｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道細4号線 1979 23.5 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道中野中無礼線 1967 18.4 2.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道里坂ノ市1号線 1984 33.5 12 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大東橋 (ﾀﾞｲﾄｳﾊﾞｼ) 市道岩田町牧線 1974 21.7 12 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺崎橋 (ﾃﾗｻｷﾊﾞｼ) 市道高松寺崎線 1967 36.1 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下久所1号橋 (ｼﾓｸｼﾞﾖｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下久所誓願寺線 1982 36.3 3.3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道佐野23号線 1982 18.5 16 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

敷戸橋 (ｼｷﾄﾞﾊﾞｼ) 市道鴛野8号線 不明 16.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岩ヶ鼻橋 (ｲﾜｶﾞﾊﾅﾊﾞｼ) 市道敷戸川堤防線 1969 15.6 8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

岩ヶ鼻歩道橋 (ｲﾜｶﾞﾊﾅﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道敷戸川堤防線 2004 17 2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

戸無瀬橋 (ﾄﾅｾﾊﾞｼ) 市道光永戸無瀬線 1965 33.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

尾迫橋 (ｵｻｺﾊﾞｼ) 市道尾迫橋線 1969 17.3 2.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

竹の鼻橋 (ﾀｹﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道新川立小野線 1969 23.8 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺下橋５ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道平原1号線 不明 22.4 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

東明野橋 (ﾋｶﾞｼｱｹﾉﾊﾞｼ) 市道ニュータウン明治2号線 1985 16.5 9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

法勝台橋 (ﾎｳｼﾖｳﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道明野法勝台団地1号線 1985 15.4 9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

向堤原橋 (ﾑｶｲﾂﾂﾐﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道佐野循環2号線 1985 29.8 8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

高丸橋 (ﾀｶﾏﾙﾊﾞｼ) 市道横田北環状線 1978 20.9 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

大人橋 (ﾀﾞｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道横田北環状線 1980 20.6 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

吹ヶ橋 (ｽｲｹﾊﾞｼ) 市道北横田1号線 1979 20.7 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

北村橋 (ｷﾀﾑﾗﾊﾞｼ) 市道横田北1号線 1979 20.6 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道備後影平線 1987 27.8 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

小柳橋２ (ｺﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道高江白滝橋線 1967 20 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ
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河内橋１ (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道明野法勝台団地2号線 1985 15 9 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

門の平橋 (ﾓﾝﾉﾍﾗﾊﾞｼ) 市道佐野4号線 1997 14.9 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

道仙久保橋 (ﾄﾞｳｾﾞﾝｸﾎﾞｷﾖｳ) 市道汐見一丁目1号線 1975 16.8 12.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

切戸橋 (ｷﾘﾄﾞﾊﾞｼ) 市道汐見一丁目8号線 1976 16.4 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

蔵ノ後橋 (ｸﾗﾉｱﾄﾊﾞｼ) 市道大在浜一丁目7号線 1976 16.2 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

寺の前橋 (ﾃﾗﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道竹下一丁目6号線 1978 14.6 8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

下戸次3号橋 (ｼﾓﾍﾂｷﾞｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 市道備後堤防線 1991 29.5 5.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

新田1号橋 (ﾆﾂﾀ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道宮河内新田線 2000 31.5 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

仲村橋１ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道佐野37号線 1996 16.2 8.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

仲村橋２ (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道佐野37号線 1996 15.7 7.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寒旦橋 (ｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道鴛野寒田2号線 1977 17.6 5.6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

第一光蓮寺橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺｳﾚﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道上久所宮河内線 1984 27.8 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下久所2号橋 (ｼﾓｸｼﾞﾖｳ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 市道下久所野間線 1984 41.1 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

河内橋２ (ｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道矢の原岡倉線 1995 23.4 7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

河野尾橋 (ｺﾞｵﾉｵﾊﾞｼ) 市道雨川線 1980 15.4 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

小岩戸橋 (ｺｲﾜﾄﾞﾊﾞｼ) 市道原村線 不明 17.8 4.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

都甲路橋 (ﾄｸﾞﾛﾊﾞｼ) 市道雨川線 1989 16.7 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

平野橋２ (ﾋﾗﾉﾊﾞｼ) 市道平野線 1996 59.9 7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

江ノ脇１号橋 (ｴﾉﾜｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道江の脇線 1982 27.1 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

二又橋２ (ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 1944 40.2 2.6 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

江ノ脇２号橋 (ｴﾉﾜｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道江の脇線 1986 27.1 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

寺崎橋歩道橋 (ﾃﾗｻｷﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道高松寺崎線 1996 36.1 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

内無川1号橋 (ｳﾁﾅｼｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道政所一木2号線 1990 14.7 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

角子原橋 (ﾂﾉｺﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道志村角子原8号線 1981 27.8 8 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

日吉1号橋 (ﾋﾖｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂ノ市68号線 1995 29.8 6.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

新大迫橋 (ｼﾝｵｵｻｺﾊﾞｼ) 市道敷戸駅北町1号線 不明 18.5 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

尾原橋 (ｵﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道尾原線 2004 80 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

北井ノ口橋 (ｷﾀｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道賀来西31号線 2003 14.5 6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

南井ノ口橋 (ﾐﾅﾐｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道賀来西32号線 2003 14.5 6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道賀来西37号線 2003 16.8 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

しきど駅跨線橋 (ｼｷﾄﾞｴｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道敷戸駅線 1994 43 2.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

第二三栄橋 (ﾀﾞｲ2ｻﾝｴｲﾊﾞｼ)
市道サントピア西寒多第2団地
線

不明 18.6 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

鈴ヶ橋 (ｽｽﾞｶﾞﾊﾞｼ) 市道竹ノ内辻原線 1966 14.7 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

大志生木橋 (ｵｵｼﾞﾕｳｷﾊﾞｼ) 市道古宮本神崎線 1994 34.4 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

江川橋 (ｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道上浦浜線 2002 18.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

尾崎橋 (ｵｻｷﾊﾞｼ) 市道松岡西山ノ手1号線 1977 16 3.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

清水1号橋 (ｼﾐｽﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道松岡東20号線 不明 23.8 2.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

第二毛井橋 (ﾀﾞｲﾆｹｲﾊｼ) 市道松岡東西13号線 1974 14.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

下八幡2号橋 (ｼﾓﾔﾊﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大分港賀来バイパス線 1994 6.2 11.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

平横瀬1号橋 (ﾋﾗﾖｺｾ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平横瀬野田線 不明 2.5 14 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

飛塚川1号橋 (ﾄﾋﾞﾂｶｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬5号線 不明 2.4 4.1 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

市1号橋 (ｲﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道玉沢市線 不明 3.6 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ
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唐陽川1号橋 (ｶﾗｸﾏｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道柞原旧参道線 不明 3.6 3 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

横瀬1号橋 (ﾖｺｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道横瀬11号線 不明 2.2 17.7 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

川久保橋３ (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 市道福宗川久保線 不明 3.8 3.1 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊｼ) 市道木場線 1962 4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

宮橋 (ﾐﾔﾊｼ) 市道中溝線 1960 2.3 6.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

下戸次1号橋 (ｼﾓﾍﾂｷﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道戸次本町尾津留線 不明 6 7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大丸2号橋 (ﾀﾞｲﾏﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道大丸川線 不明 2 3.8 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

月形1号橋 (ﾂｷｶﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道月形6号線 不明 2.3 5.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

月形2号橋 (ﾂｷｶﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道月形6号線 不明 2.6 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上判田1号橋 (ｶﾐﾊﾝﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道上判田廻栖野線 不明 3.3 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 上久所川右岸線 不明 3.3 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

舟本大橋右岸橋 (ﾌﾅﾓﾄｵｵﾊｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道　戸次松岡線 不明 6 13.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

舟本大橋左岸橋 (ﾌﾅﾓﾄｵｵﾊｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道　戸次松岡線 不明 6 12.8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大津留橋右岸1号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｳｶﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 不明 7 19.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大津留橋右岸2号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｳｶﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 不明 4 19 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

田吹橋右岸橋 (ﾀﾌﾞｷﾊｼｳｶﾞﾝﾊﾞｼ) 田吹支線 不明 3.5 7.4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大津留橋左岸1号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｻｶﾞﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 不明 6 18 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

大津留橋左岸2号橋 (ｵｵﾂﾙﾊｼｻｶﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道　松岡大津留線 不明 4.1 19.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

国分橋右岸橋 (ｺｸﾌﾞﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道賀来横瀬線 不明 4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

国分橋左岸橋 (ｺｸﾌﾞﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道賀来横瀬線 不明 4 3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

露橋右岸橋 (ｱﾗﾜｽﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道口戸高瀬線 不明 13.7 4 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

露橋左岸橋 (ｱﾗﾜｽﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道口戸高瀬線 不明 16.2 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

坂ノ市橋右岸橋 (ｻｶﾉｲﾁﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道坂ノ市65号線 不明 28.7 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

坂ノ市橋左岸橋 (ｻｶﾉｲﾁﾊﾞｼｻｶﾞﾝｷｮｳ) 市道里30号線 不明 28.3 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

大津留橋左岸3号橋 (ｵｵﾂﾙﾊﾞｼｻｶﾞﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道松岡大津留線 不明 2.8 2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

判田団地1号線1号橋 (ﾊﾝﾀﾞﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道判田団地1号線 不明 10 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

牧下郡線1号橋 (ﾏｷｼﾓｺﾞｵﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道牧下郡線 不明 7 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

小野鶴橋右岸橋 (ｵﾉﾂﾙﾊﾞｼｳｶﾞﾝｷｮｳ) 市道木ノ上東院線 不明 7.2 6 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

湯山跨道橋 (ﾕﾔﾏｺﾄﾞｳﾊｼ) 国道500号 1988 51.7 9.8 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

城島原橋 (ｷｼﾞﾏﾊﾞﾙﾊｼ) 県道別府一の宮線 1954 5.5 7.1 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

扇山橋 (ｵｳｷﾞﾔﾏﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 36.3 19.2 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

扇山橋側道橋 (ｵｳｷﾞﾔﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道別府一の宮線 1964 36.3 19.2 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

ツチグリ橋 (ﾂﾁｸﾞﾘﾊｼ) 県道別府山香線 1999 110 13 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

キスミレ橋 (ｷｽﾐﾚﾊｼ) 県道別府山香線 1999 45 13.5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

オキナグサ橋 (ｵｷﾅｸﾞｻﾊｼ) 県道別府山香線 1999 40 13 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

赤池橋 (ｱｶｲｹﾊｼ) 県道別府山香線 1953 12 8 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

赤池橋側道橋 (ｱｶｲｹﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道別府山香線 1963 12 1.7 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

ヒメユリ橋 (ﾋﾒﾕﾘﾊｼ) 県道別府山香線 1999 27 13 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

ヒゴタイ橋 (ﾋｺﾞﾀｲﾊｼ) 県道別府山香線 1999 153 13 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

御門橋 (ﾐｶﾄﾞﾊｼ) 県道別府山香線 1957 45 7.9 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

大所橋 (ｵﾄｺﾛﾊｼ) 県道別府山香線 1978 6.8 12.4 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

ノヤナギ橋（側道橋） (ﾉﾔﾅｷﾞﾊｼ) 県道別府山香線 1999 37.9 2 大分県 大分県 別府市 Ⅱ
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小杉橋（旧道） (ｵｽﾞｷﾞﾊｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ)) 県道東山庄内線 1955 6.5 4.6 大分県 大分県 別府市 Ⅲ

石垣幸橋 (ｲｼｶﾞｷｻｲﾜｲﾊｼ) 県道亀川別府線 1983 36 26 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 県道鉄輪亀川線 1924 4.4 15.3 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

小城島橋 (ｺｷｼﾞﾏﾊｼ) 県道東山庄内線 不明 3.6 6 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

小倉橋側道橋 (ｵｸﾞﾗﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道別府一の宮線 不明 22.4 2 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

宮園橋 (ﾐﾔｿﾞﾉﾊﾞｼ) 国道212号 1972 95 9.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 国道500号 1972 11.6 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

角野橋 (ｶｸﾉﾊｼ) 国道500号 1953 12.6 5.1 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

立毛橋 (ﾘｭｳｹﾞﾊﾞｼ) 国道500号 1970 12 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

津民大橋 (ﾂﾀﾐｵｵﾊｼ) 県道豊前耶馬溪線 1977 111.3 9.8 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

向橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 県道中津高田線 1969 3.5 7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中殿橋 (ﾅｶﾄﾞﾉﾊﾞｼ) 県道中津高田線 1983 8 17 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

西牛神橋 (ﾆｼｳｼｶﾞﾐﾊｼ) 県道中津高田線 1983 9.3 10 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

米山橋 (ﾖﾈﾔﾏﾊｼ) 県道中津高田線 1980 33.3 20.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

西大谷橋 (ﾆｼｵｵﾀﾆﾊｼ) 県道耶馬溪院内線 1959 4 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

美幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 県道耶馬溪院内線 1995 15 11.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

河鹿橋 (ｶｼﾞｶﾊﾞｼ) 県道耶馬溪院内線 1994 15 9.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

欅橋 (ｹﾔｷﾊｼ) 県道耶馬溪院内線 1994 15 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊｼ) 県道耶馬溪院内線 1993 15 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼ) 県道耶馬溪院内線 1993 15 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 県道耶馬溪院内線 1991 9.3 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

早梅橋 (ﾊﾔｳﾒﾊｼ) 県道森耶馬溪線 1932 21.6 6.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

普門寺橋 (ﾌﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 県道森耶馬溪線 1992 39.7 6.8 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

丸尾橋 (ﾏﾙｵﾊﾞｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1934 7.2 5.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

一ツ松橋 (ﾋﾄﾂﾏﾂﾊﾞｼ) 県道中津吉富線 1896 2.4 7.1 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道福土吉富線 1959 4 3.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

芦木橋 (ｱｼｷﾊｼ) 県道東上戸原線 1988 8.7 10 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中津２号橋 (ﾅｶﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道中津豊前線 1956 3.8 20.3 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

中津１号橋 (ﾅｶﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道中津豊前線 1955 3.6 20.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

三尾母川橋 (ﾐｵﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1974 28 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

樋山路川橋 (ﾋﾔﾏｼﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1974 30 3.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

津民川橋 (ﾂﾀﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1974 21.8 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

第3溝橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾐｿﾞﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1974 9.4 3.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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

さやの森橋 (ｻﾔﾉﾓﾘﾊﾞｼ) 県道津民中摩線 1980 11.6 4.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

萱場橋 (ｶﾔﾊﾞﾊﾞｼ) 県道津民中摩線 1984 15 6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

七瀬橋 (ﾅﾅｾﾊﾞｼ) 県道津民中摩線 2000 17 9.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

辻橋(既設部) (ﾂｼﾞﾊﾞｼ(ｷｾﾂﾌﾞ)) 県道津民中摩線 1992 23.9 4.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

小野原橋 (ｵﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 県道津民中摩線 1976 15 4.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

岩戸橋 (ｲﾜﾄﾊｼ) 県道津民中摩線 1965 11.6 4.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

今津跨線橋 (ｲﾏﾂﾞｺｾﾝｷｮｳ) 県道下時枝今津停車場線 1963 16.9 6.6 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

尾橋 (ｵﾊｼ) 県道万田四日市線 1944 3.2 9.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ
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永添橋 (ﾅｶﾞｿｴﾊﾞｼ) 県道万田四日市線 1981 4.7 10.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

しょうし橋 (ｼｮｳｼﾊﾞｼ) 県道円座中津線 1971 2 7.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾗﾊｼ) 県道円座中津線 1936 25.4 5.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

横手橋 (ﾖｺﾃﾊﾞｼ) 県道円座中津線 1962 8.5 6.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 県道円座中津線 1964 5.4 7.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新久保橋 (ｼﾝｸﾎﾞﾊﾞｼ) 県道円座中津線 1985 12.5 8.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

築城橋 (ﾂｲｷﾊｼ) 県道円座中津線 1979 41.1 10.8 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 県道円座中津線 1966 25 6.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

樋掛橋 (ﾋｶｹﾊｼ) 県道円座中津線 1992 8.5 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

鍋島大橋 (ﾅﾍﾞｼﾏｵｵﾊｼ) 県道鍋島植野線 1989 38.4 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

桧木橋 (ﾋﾉｷﾊｼ) 県道落合斉藤線 1985 9.3 8.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

ほりわり橋 (ﾎﾘﾜﾘﾊﾞｼ) 県道落合斉藤線 2001 9 8.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

折野橋 (ｵﾘﾉﾊﾞｼ) 県道落合斉藤線 1993 10.1 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

樅木橋 (ﾓﾐｷﾞﾊｼ) 県道落合斉藤線 1951 7.8 9.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

村ノ迫橋 (ﾑﾗﾉｻｺﾊﾞｼ) 県道落合斉藤線 1994 10 9.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

上割子谷橋 (ｶﾐﾜﾘｺﾀﾆﾊﾞｼ) 県道落合斉藤線 1992 10.7 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

秋永橋 (ｱｷﾅｶﾞﾊｼ) 県道落合斉藤線 1993 21 10.5 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

大貞公園橋 (ｵｵﾊﾀﾞｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1980 11.5 12 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

降竜橋 (ｺｳﾘｭｳﾊｼ) 県道羅漢寺跡田線 1969 10.6 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

琴川橋 (ｺﾄｶﾜﾊｼ) 県道羅漢寺跡田線 1960 70.7 5.3 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

仮宮橋 (ｶﾘﾐﾔﾊﾞｼ) 県道渋見成恒中津線 1981 15.5 8.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

木崎橋 (ｷｻｷﾊｼ) 県道渋見成恒中津線 1973 16.6 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

原口橋 (ﾊﾗｸﾞﾁﾊﾞｼ) 県道渋見成恒中津線 1990 13.8 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

金色橋 (ｶﾈｲﾛﾊｼ) 県道渋見成恒中津線 1993 16 9.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

江藤橋 (ｴﾌｼﾞﾊｼ) 県道平原耶馬溪線 1986 32.5 11 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

裏耶馬橋 (ｳﾗﾔﾊﾞﾊﾞｼ) 県道平原耶馬溪線 1988 5.6 9.4 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 県道日田山国線 1952 4.4 4.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

岸本橋 (ｷｼﾓﾄﾊﾞｼ) 国道213号 1958 7.1 8.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

沖坪橋 (ｵｷﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 国道213号 1958 7.1 9.1 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

新中畑橋（３号橋） (ｼﾝﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ(ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)) 国道212号 2006 95 9.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

山移大橋（７号橋） (ﾔﾏｳﾂﾘｵｵﾊｼ(ﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ)) 国道212号 2007 88.6 13.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

宮ノ下橋（２号連絡橋） (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ(ﾆｺﾞｳﾚﾝﾗｸｷｮｳ)) 国道212号 2007 87.2 12.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

犬丸陸橋(３号橋) (ｲﾇﾏﾙﾘｯｷｮｳ(ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)) 県道中津港線 2007 50 10.1 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

ほたる橋（４号橋） (ﾎﾀﾙﾊﾞｼ(ﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ)) 国道212号 2006 70.5 10.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

田中陸橋（５号橋） (ﾀﾅｶﾘｯｷｮｳ(ｺﾞｺﾞｳｷｮｳ)) 国道212号 2006 18.7 11.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道津民中摩線 1988 6.6 8.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

宮夫橋 (ﾐﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 県道中津吉富線 1968 4.8 7.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

牛神橋 (ｳｼｶﾞﾐﾊﾞｼ) 県道中津吉富線 1934 4.8 6.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道中津吉富線 1934 2.7 7.8 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道日田山国線 1952 3.5 4.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

内田池橋(１号橋) (ｳﾁﾀﾞｲｹﾊﾞｼ(ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)) 県道中津港線 2008 100.5 10.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

２号橋（平成小諸陸橋） (ﾍｲｾｲｺﾓﾛﾘｯｷｮｳ(ﾆｺﾞｳｷｮｳ)) 県道中津港線 2007 532.1 10.1 大分県 大分県 中津市 Ⅱ
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米山橋 (ﾖﾈﾔﾏﾊﾞｼ) 県道中津高田線 1991 33.3 20.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

岸本橋側道橋 (ｷｼﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1978 10.7 1.4 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

岸本橋側道橋 (ｷｼﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1976 10.5 1.9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

沖坪橋側道橋 (ｵｷﾂﾎﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1976 9.7 1.2 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

沖坪橋側道橋 (ｵｷﾂﾎﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1976 8 1.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

向橋側道橋 (ﾑｶｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道中津高田線 1997 6.8 3 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

宮夫橋側道橋 (ﾐﾔﾌﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道中津吉富線 2004 5.7 0.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

牛神橋側道橋 (ｳｼｶﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道中津吉富線 2004 6.5 0.7 大分県 大分県 中津市 Ⅲ

新中畑橋（３号橋） (ｼﾝﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ(ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ)) 国道212号 2007 95 9 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

普門寺橋側道橋 (ﾌﾓﾝｼﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道森耶馬溪線 1992 39.7 1.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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

６号橋 (ﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 国道212号 1960 3 9.6 大分県 大分県 中津市 Ⅰ

相原橋 (ｱｲﾊﾗﾊﾞｼ) 市道相原村中線 不明 2.7 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

諌山橋 (ｲｻﾔﾏﾊﾞｼ) 市道成恒諌山線 1925 4.2 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道石原竹線 不明 5.5 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

石輪橋 (ｲｼﾜﾊﾞｼ) 市道奥畑支線 1898 10.2 2.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊｼ) 市道泉線 1986 9.6 6.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

市平橋 (ｲﾁﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道市平線 1972 11.5 5.8 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

一番橋 (ｲﾁﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 市道船場・竜王線 1920 4.7 6.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

一番浜橋 (ｲﾁﾊﾞﾝﾊﾏﾊﾞｼ) 市道大塚沖土手の下線 不明 5.5 17.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

市柿橋 (ｲﾁｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道田ノ口市柿線 1993 5.9 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

一木鶴橋 (ｲﾁｷﾂﾙﾊﾞｼ) 市道藤原2号線 1965 8.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

猪来園橋 (ｲﾉｷｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道猪来園線 不明 4.1 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

今井手橋 (ｲﾏｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道椿支線 不明 10.6 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

今新地橋 (ｲﾏｼﾝﾁﾊﾞｼ) 市道東浜722号線 不明 3.3 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岩本橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 市道宇曽元下村線 不明 4 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

植野橋 (ｳｴﾉﾊｼ) 市道犬丸橋・飛永線 1929 4.3 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上村橋 (ｳｴﾑﾗﾊﾞｼ) 市道宇曽上村線 不明 8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

牛踏橋 (ｳｼﾌﾞﾐﾊﾞｼ) 市道犬丸784号線 不明 4.4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

内ｹ畑橋 (ｳﾁｶﾞﾊﾀﾊﾞｼ) 市道内ｹ畑線 不明 2.4 2.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

馬下橋 (ｳﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道野依犬丸線 不明 4 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

榎下橋 (ｴﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道島田蠣瀬線 不明 6.1 2.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大曲橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道田中・森山線 不明 4.2 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大山1号橋 (ｵｵﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道なのみ台団地1号線 不明 2 11.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小ケ倉橋 (ｵｶﾞｸﾗﾊﾞｼ) 市道田ノ口市柿線 1995 14.2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

沖坪橋 (ｵｷﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道合馬・是則線 不明 4.1 6.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

沖ノ浜橋 (ｵｷﾉﾊﾏﾊﾞｼ) 市道西蠣瀬・新大塚線 不明 4.1 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

奥畑３号橋 (ｵｸﾊﾀｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥畑線 不明 6.9 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾀﾊﾞｼ) 市道市平線 1974 14.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 市道上如水853号線 不明 3 4.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小畑小橋 (ｵﾊﾞﾀｺﾊﾞｼ) 市道小畑支線 不明 3 3.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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小畑橋 (ｵﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道植野開拓線 不明 2.2 9.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小畑橋 (ｵﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道小畑線 1967 10.3 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

折元鳥越１号橋 (ｵﾘﾓﾄﾄﾘｺﾞｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道折元鳥越線 不明 10 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

貝の木（旧）橋 (ｶｲﾉｷ(ｷｭｳ)ﾊｼ) 市道貝の木線 不明 11.7 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

蠣原橋 (ｶｷﾊﾗﾊﾞｼ) 市道新大塚三百間線 不明 8.8 20.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

香久保橋 (ｶｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道香久保線 不明 5 2.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蔭貝塚１号橋 (ｶｹﾞｶｲﾂﾞｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道貝塚線 不明 2.7 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蔭貝塚２号橋 (ｶｹﾞｶｲﾂﾞｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道貝塚線 不明 2 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蔭橋 (ｶｹﾞﾊﾞｼ) 市道川出原線 不明 6 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

片福橋 (ｶﾀﾌｸﾊﾞｼ) 市道一ツ松・西永添線 不明 3.3 9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

金手橋 (ｶﾅﾃﾊﾞｼ) 市道上池永・宮永線 不明 7 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

要橋 (ｶﾅﾒﾊﾞｼ) 市道要線 不明 9.5 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鎌浦橋 (ｶﾏｳﾗﾊﾞｼ) 市道石原竹線 不明 6.2 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上宇曽橋 (ｶﾐｳｿﾊﾞｼ) 市道宇曽市場線 不明 11 3.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上恵町橋 (ｶﾐｴﾏﾁﾊﾞｼ) 市道永添819号線 不明 2.4 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上片福橋 (ｶﾐｶﾀﾌｸﾊﾞｼ) 市道一ツ松・西永添線 不明 3 9 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

上川屋橋 (ｶﾐｶﾜﾔﾊﾞｼ) 市道伊藤田･田中911号線 不明 5 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上長谷（３）橋 (ｶﾐﾅｶﾞﾀﾆ(ｻﾝ)ﾊｼ) 市道上長谷線 不明 4.4 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上長谷（２）橋 (ｶﾐﾅｶﾞﾀﾆ(ﾆ)ﾊｼ) 市道上長谷線 不明 4.3 3.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上万田橋 (ｶﾐﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道万田・西永添線 不明 2 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上百谷橋 (ｶﾐﾓﾓﾀﾆﾊｼ) 市道上百谷線 不明 8.7 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上屋敷橋 (ｶﾐﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道下池永721号線 不明 4 9.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

亀岡橋 (ｶﾒｵｶﾊﾞｼ) 市道白地亀岡線 不明 6.7 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

亀ノ町橋 (ｶﾒﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 市道永添818号線 不明 2 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道福島･山ノ中889号線 不明 3 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

雁田尻橋 (ｶﾞﾝﾀﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道定留761号線 不明 4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

木辺野橋 (ｷﾍﾞﾉﾊﾞｼ) 市道北原・稲男線 不明 3 5.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

金山橋 (ｷﾝｻﾞﾝﾊﾞｼ) 市道金山線 1972 8 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

合使上橋 (ｺﾞｳｼｶﾐﾊﾞｼ) 市道合使線 不明 8 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小蔵目橋 (ｺｿﾞﾒﾊｼ) 市道小蔵目線 不明 12 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道吉野灰土線 不明 5.1 6.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 市道加来890号線 不明 2 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

塩田橋 (ｼｵﾀﾊﾞｼ) 市道上池永824号線 不明 3 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

下蛎瀬橋 (ｼﾓｶｷｾﾞﾊﾞｼ) 市道中殿・蠣瀬町線 不明 4 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下竹ノ下橋 (ｼﾓﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道永添818号線 不明 3 6.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下ノ迫橋 (ｼﾓﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道下ノ迫線 1995 9.8 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

下万田橋 (ｼﾓﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道万田・西永添線 不明 3 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道両宮支線2 不明 8.4 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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新地橋 (ｼﾝﾁﾊﾞｼ) 市道蠣瀬中殿線 不明 5 10.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大工橋 (ﾀﾞｲｸﾊﾞｼ) 市道野依863号線 不明 5 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

竹ノ内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道植野800号線 不明 2 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

竹橋 (ﾀｹﾊﾞｼ) 市道石原竹線 不明 3.8 3.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道田ノ口市柿線 1996 13.7 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

堤1号橋 (ﾂﾂﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇曽堤線 不明 2 1.1 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

堤2号橋 (ﾂﾂﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇曽堤線 不明 4.4 3.3 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

堤4号橋 (ﾂﾂﾐﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇曽堤線 不明 4.5 1.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

椿１号橋 (ﾂﾊﾞｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道椿線 不明 3.5 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

停車場天津1号橋 (ﾃｲｼｬﾊﾞｱﾏﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道停車場天津線 不明 3 3.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

手月橋 (ﾃﾂﾞｷﾊﾞｼ) 市道川出原第二支線 不明 6 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

寺山橋 (ﾃﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道小祝寺山2号線 不明 2 11 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道椿支線 不明 8.2 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

橋(中ﾉ原第1橋) (ﾅｶﾉﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 市道島樋山路線 不明 3.3 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鳴浅橋 (ﾅｷﾞｱｻﾊﾞｼ) 市道鳴浅線 不明 8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鳴水橋 (ﾅｷﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道永添819号線 不明 2 6.1 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 2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

西新地橋 (ﾆｼｼﾝﾁﾊﾞｼ) 市道牛神708号線 不明 2 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

西田橋 (ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上如水829号線 不明 5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

西中野橋 (ﾆｼﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道大塚702号線 不明 3 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道西原線 1985 11 6.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

二丁橋 (ﾆﾁｮｳﾊﾞｼ) 市道角木701号線 不明 4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

二番橋 (ﾆﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 市道南堀川・角木線 1916 4 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

沼田橋 (ﾇﾏﾀﾊﾞｼ) 市道宮夫719号線 不明 2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

野路橋 (ﾉｼﾞﾊﾞｼ) 市道野路樫木原線 不明 5.9 4.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道野田線 不明 6.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

橋 (ﾊｼ) 市道宇曽内代線 不明 2.4 6.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

橋 (ﾊｼ) 市道詰ﾉ坂線 不明 11.9 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

畑ヶ中橋 (ﾊﾀｶﾞﾅｶﾊﾞｼ) 市道畑ヶ中線 不明 6.4 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

八幡通り橋 (ﾊﾁﾏﾝﾄｵﾘﾊﾞｼ) 市道大新田745号線 不明 6 15 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

花崎橋 (ﾊﾅｻｷﾊﾞｼ) 市道西永添・相原線 不明 2 10.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

早田橋 (ﾊﾔﾀﾊﾞｼ) 市道定留・今津二号線 不明 5 8.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

東片福橋 (ﾋｶﾞｼｶﾀﾌｸﾊﾞｼ) 市道金手八幡前通り線 不明 2 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

東浜3号橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道東浜団地2号線 不明 2 8.7 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

東屋敷橋 (ﾋｶﾞｼﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道佐知臼木線 不明 2 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

引水中河内１号橋 (ﾋｷﾐｽﾞﾅｶｶﾞｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道引水中河内線 不明 7.9 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

肥前屋橋 (ﾋｾﾞﾝﾔﾊﾞｼ) 市道犬王丸白地線 1966 12 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

樋ノ口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道諸田762号線 不明 2 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

樋ノ口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道蔭裏線 1995 10.4 4.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ) 市道日ノ出町線 不明 6 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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日ノ町橋 (ﾋﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 市道下万田団地線 不明 3 5.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

百石橋 (ﾋｬｯｺｸﾊﾞｼ) 市道一ツ松・宮夫線 不明 3 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平橋 (ﾋﾗﾊｼ) 市道宇曽停留所線 不明 2.5 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平原第2橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 市道平原高柳線 不明 7.5 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道野路小袋線 不明 5.6 5.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道奥畑線 1994 13.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

福尻橋 (ﾌｸｼﾘﾊﾞｼ) 市道一ツ松・西永添線 不明 3 9.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

伏下橋 (ﾌｼｼﾀﾊﾞｼ) 市道前田伏下線 不明 8.4 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤萩橋 (ﾌｼﾞﾊｷﾞﾊﾞｼ) 市道藤萩線 1977 12 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道佐知臼木線 不明 2.4 5.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道宇曽元下村線 不明 10.3 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

二瀬橋 (ﾌﾀｾﾊｼ) 市道二瀬線 1973 12.6 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

渕ヶ上橋 (ﾌﾁｶﾞｳｴﾊﾞｼ) 市道川ケ上小袋線 2005 8.1 8.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

古川1号橋 (ﾌﾙｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道犬丸橋草場線 不明 5 7.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 市道前畑線 不明 3.8 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

前田下橋 (ﾏｴﾀﾞｼﾓﾊﾞｼ) 市道下屋敷線 不明 7.4 5.3 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道野路諌山南平線 不明 6.3 5.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

丸山1号橋 (ﾏﾙﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸山町四号線 不明 3 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮園掛地橋 (ﾐﾔｿﾞﾉｶｹｼﾁﾊｼ) 市道宮園掛地線 2008 11.5 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮ノ下1号橋 (ﾐﾔﾉｼﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道植野795号線 不明 2 1.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮ノ下2号橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道植野795号線 不明 13 2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮の下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道宮の前線 不明 8.9 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮の下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道所小野線 不明 12.7 3.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮の原橋 (ﾐﾔﾉﾊﾗﾊｼ) 市道島樋山路線 不明 8.5 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道犬丸862号線 不明 4 5.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宮の本橋 (ﾐﾔﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道宮の前線 不明 6.4 2.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道上如水地下前団地1号線 不明 3 10.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋(162号線) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ(162ｺﾞｳｾﾝ)) 市道植野794号線 不明 4 4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

無名橋(214号線) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ(214ｺﾞｳｾﾝ)) 市道湯屋816号線 不明 3 2.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋(218号線) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ(218ｺﾞｳｾﾝ)) 市道永添820号線 不明 2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋（38号線） (ﾑﾒｲﾊﾞｼ(38ｺﾞｳｾﾝ)) 市道大新田731号線 不明 3 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋(515号線) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ(515ｺﾞｳｾﾝ)) 市道加来897号線 不明 4 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

巡り橋 (ﾒｸﾞﾘﾊﾞｼ) 市道永添818号線 不明 2 8.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

元木橋 (ﾓﾄｷﾞﾊﾞｼ) 市道伏辺野線 不明 13.7 2.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

諸井橋 (ﾓﾛｲﾊﾞｼ) 市道保線区前通り線 不明 5 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

両宮橋 (ﾓﾛﾐﾔﾊﾞｼ) 市道両宮支線1 不明 9 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

薬師丸橋 (ﾔｸｼﾏﾙﾊﾞｼ) 市道加来886号線 不明 3 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

屋田川橋 (ﾔﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道屋田川線 不明 10.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大和橋 (ﾔﾏﾄﾊﾞｼ) 市道両宮支線2 1961 7 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山ノ口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道奥畑線 1994 13.7 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

箭山橋（ややま橋） (ﾔﾔﾏﾊﾞｼ) 市道八面山線 1996 8.3 9.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

横石橋 (ﾖｺｲｼﾊｼ) 市道藤野木線 1994 12.5 7 中津市 大分県 中津市 Ⅲ
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吉尾橋 (ﾖｼｵﾊﾞｼ) 市道中組東平線 不明 10.4 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

吉野橋 (ﾖｼﾉﾊﾞｼ) 市道吉野線 1998 13.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

余水橋 (ﾖﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道田尻756号線 不明 7 10.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

林堂橋 (ﾘﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道上池永・宮永線 不明 4 6.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蕨田1号橋 (ﾜﾗﾋﾞﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道金手牛神線 不明 2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蕨田2号橋 (ﾜﾗﾋﾞﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道金手牛神線 不明 2 4.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

割子谷橋 (ﾜﾘｺﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道割子谷線 1992 9.3 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

成恒橋 (ﾅﾘﾂﾈﾊﾞｼ) 市道草原末藤線 1970 21.2 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

塚添橋 (ﾂｶｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道成恒森山線 1984 22 6.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

加勢橋 (ｶｾﾊﾞｼ) 市道成恒諌山線 1990 17 6.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道田ノ口線 1971 21.8 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

青田橋 (ｱｵﾀﾊﾞｼ) 市道森山加来線 1993 29.5 11 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岩戸橋 (ｲﾜﾄﾊﾞｼ) 市道川出原線 1987 16.5 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道中園本線 1973 15 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道六田手月線 1960 17 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蔭裏橋 (ｶｹﾞｳﾗﾊﾞｼ) 市道蔭裏線 1972 15.3 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

提橋（ひさげ橋） (ﾋｻｹﾞﾊﾞｼ) 市道中畑線 1984 17.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道中畑線 1990 17.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

向中畑橋 (ﾑｺｳﾅｶﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道中畑線 1954 21.9 2.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

秋永橋 (ｱｷﾅｶﾞﾊﾞｼ) 市道秋永線 1990 18.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

育英橋 (ｲｸｴｲﾊﾞｼ) 市道石垣線 1982 14.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岩元橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 市道下筈線 1990 20.2 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

石垣橋 (ｲｼｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道石垣線 1991 15 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

堺橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 市道平原樅木線 1995 17.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

馬溪橋 (ﾊﾞｹｲﾊﾞｼ) 市道多志田柿瀬線 1925 82.6 5.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

原井橋 (ﾊﾗｲﾊﾞｼ) 市道原井橋線 1979 40.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

妙見橋 (ﾐﾖｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道随雲寺宮園線 1989 39 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

掛地橋 (ｶｹｼﾞﾊﾞｼ) 市道金吉掛地線 1986 23.7 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山浦橋 (ﾔﾏｳﾗﾊﾞｼ) 市道山浦線 2009 34.3 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

上長谷（４）橋 (ｶﾐﾊｾﾊﾞｼ(4)) 市道上長谷線 1985 14.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

妙ｹ野橋 (ﾐｮｳｶﾞﾉﾊﾞｼ) 市道妙ヶ野線 2000 30.1 2.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

折戸橋 (ｵﾘﾄﾊﾞｼ) 市道折戸線 1989 28.1 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

市の尾橋 (ｲﾁﾉｵﾊﾞｼ) 市道久留見寺小野線 2004 33.4 6.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

温泉橋 (ｵﾝｾﾝﾊﾞｼ) 市道温泉センター線 1994 18.5 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

新谷橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道轟線 1996 23.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大勢橋 (ｵｵｾﾞｲﾊﾞｼ) 市道大勢住宅線 1972 45 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

群仙橋 (ｸﾞﾝｾﾝﾊﾞｼ) 市道宇曽堤線 1952 48.2 2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

水洗橋 (ﾐｽﾞｱﾗｲﾊﾞｼ) 市道倉谷線 1966 15 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

屋形橋 (ﾔｶﾀﾊﾞｼ) 市道屋形線 1982 22.8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

歳殿橋 (ﾄｼﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道東線 1995 20 5 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

明藤橋 (ﾐｮｳﾌｼﾞﾊﾞｼ) 市道藤原線 1998 21.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

合使下橋 (ｺﾞｳｼｼﾓﾊﾞｼ) 市道合使線 1991 20 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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堂本橋 (ﾄﾞｵﾓﾄﾊｼ) 市道桑原坂内線 1975 20 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

金鉢橋 (ｷﾝﾊﾟﾁﾊﾞｼ) 市道新谷金鉢線 1982 24 2.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

田野尾橋 (ﾀﾉｵﾊﾞｼ) 市道田野尾線 1976 17.6 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

花房橋 (ﾊﾅﾌｻﾊﾞｼ) 市道花房狩宿線 1968 30.1 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

飛雲橋 (ﾋｳﾝﾊﾞｼ) 市道七ッ枝線 1965 37.1 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

屋田ケ瀬橋 (ﾔﾀｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道屋田加瀬線 1963 27.2 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

巌橋 (ｲﾜｵﾊﾞｼ) 市道辻線 1974 37.3 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

中恵橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 市道中恵線 1965 16.2 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中央橋 (ﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 市道守実中央線 1996 46.3 14 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

朝陽吊橋 (ｱｻﾋﾂﾘﾊﾞｼ) 市道市場成政線 1997 42 2 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

小屋川中央橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 市道小屋川中央線 2001 42 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

羽高橋 (ﾊﾀﾞｶﾊﾞｼ) 市道両宮線 1999 15 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

春田橋 (ﾊﾙﾀﾞﾊﾞｼ) 市道肥前屋線 1971 21 7 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

万葉交流橋 (ﾏﾝﾖｳｺｳﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道やすらぎの郷線 2003 21.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

徳石橋 (ﾄｸｲｼﾊﾞｼ) 市道諌山中学校成恒線 2005 15.7 11.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊｼ) 市道向田竹ﾉ下線 不明 19.1 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

貴船橋 (ｷﾌﾈﾊﾞｼ) 市道原ノ山井原線 2005 48.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

桃木橋 (ﾓﾓｷﾊﾞｼ) 市道泉檜鶴3号線 1962 14.5 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道市平線 不明 6.1 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鳥居瀬橋 (ﾄﾘｲｾﾊﾞｼ) 市道日の本鳥居瀬線 不明 15 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤野木橋 (ﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道藤野木線 2006 18.3 7.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道東線 1997 19 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

新尾戸坂橋 (ｼﾝｵﾄｻｶﾊﾞｼ) 市道藤原線 2001 35.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

洞鳴橋 (ﾄﾞｳﾒｷﾊﾞｼ) 市道洞鳴線 1968 50 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

一木鶴橋 (ｲﾁｷﾂﾙﾊｼ) 市道藤原線 2005 22.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

梅の木瀬橋 (ｳﾒﾉｷｾﾊﾞｼ) 市道梅の木瀬線 不明 25 5.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

新成恒橋 (ｼﾝﾅﾘﾂﾅﾈﾊﾞｼ) 市道成恒西秣線 2010 21 9.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

地弘橋 (ｼﾞｺｳﾊﾞｼ) 市道島床波線 2003 36 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

原口1号橋 (ﾊﾗｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道東浜・村中線 不明 2.2 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下池永熊本北原1号橋 (ｼﾓｲｹﾅｶﾞｸﾏﾓﾄｷﾀﾊﾞﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下池永熊本北原線 2009 2.3 2.3 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

横園橋 (ﾖｺｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道広瀬橋・東春木線 不明 3.5 5.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

ヨシハラ1号橋 (ﾖｼﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道東浜沖新地線 不明 6.5 14 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

下連4号橋 (ｼﾓﾚﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道金手八幡前通り線 不明 2.4 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

重峯橋 (ｼｹﾞﾐﾈﾊﾞｼ) 市道上池永・金手線 不明 3 7.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

七番通1号橋 (ﾅﾅﾊﾞﾝﾄﾞｵﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大新田728号線 不明 6 6.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

今新地1号橋 (ｲﾏｼﾝﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道東浜722号線 不明 6.1 6 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

北原橋 (ｷﾀﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道下池永720号線 不明 2.8 5 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

阿弥院尻橋 (ｱﾐﾀﾞｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道福島852号線 不明 2.9 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

本田入橋 (ﾎﾝﾀﾞｲﾘﾊﾞｼ) 市道中殿大塚線 不明 8.9 15.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道総合庁舎南通り線 不明 2.4 10.1 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

本田入2号橋 (ﾎﾝﾀﾞｲﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道島田中殿線 不明 6.8 19.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

無名橋(105号線) (ﾑﾅｼﾊﾞｼ(105ｺﾞｳｾﾝ)) 市道田尻753号線 不明 3.3 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ
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無名橋(107号線) (ﾑﾅｼﾊﾞｼ(107ｺﾞｳｾﾝ)) 市道田尻755号線 不明 2.9 7.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

本田入3号橋 (ﾎﾝﾀﾞｲﾘﾆｻﾝｳｷｮｳ) 市道中殿大塚線 不明 4.6 48.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道藤原線 1998 14.9 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

行司平橋 (ｷﾞｮｳｼﾞﾀｲﾗﾊﾞｼ) 市道長尾野行司平線 不明 2.3 4.4 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

金山小橋 (ｷﾝｻﾞﾝｺﾊｼ) 市道金山線 1971 2.4 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

橋 (ﾊｼ) 市道宇曽内代線 不明 3.2 8.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

過鶴迫１号橋 (ｶﾂﾙｻｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上ノ平線 不明 3.5 6.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

過鶴迫２号橋 (ｶﾂﾙｻｺﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道運動公園線 不明 3.7 6.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岩屋月俣２号橋 (ｲﾜﾔﾂｷﾏﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道岩屋月俣線 1990 3.3 5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾅｼﾊﾞｼ) 市道大江東一号線 不明 2.4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

橋 (ﾊｼ) 市道原中摩越線 不明 3.3 3.9 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

洞鳴橋側道橋 (ﾄﾞｳﾒｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 洞鳴線 1984 50 2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小久保橋 (ｺｸﾎﾞﾊﾞｼ) 県道菅原戸畑線 1985 18.5 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

釣橋 (ﾂﾘﾊﾞｼ) 県道菅原戸畑線 不明 4.2 4.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

花月川大橋 (ｶｹﾞﾂｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道212号 1987 271.6 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

花月川大橋 (ｶｹﾞﾂｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道212号 1987 271.6 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大部橋 (ｵｵﾍﾞﾊｼ) 国道212号 1935 9 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 国道212号 1968 30 6.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第三鯛生橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾀｲｵﾊｼ) 国道442号 1956 10.5 10 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

第二鯛生橋 (ﾀﾞｲﾆﾀｲｵﾊｼ) 国道442号 1961 12.5 10.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 県道日田鹿本線 2002 43 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

道迫橋 (ﾐﾁｻｺﾊｼ) 県道日田鹿本線 2003 57 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

塩井大橋 (ｼｵｲｵｵﾊｼ) 県道日田鹿本線 2002 75 11 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第二八幡橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾜﾀﾊｼ) 県道日田鹿本線 1929 4.8 5.4 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊｼ) 県道日田鹿本線 2003 37.5 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅野2号橋 (ｳﾒﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道日田鹿本線 1969 4 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅野1号橋 (ｳﾒﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道日田鹿本線 1969 7 4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

上広瀬橋 (ｶﾐﾋﾛｾﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1969 106 5.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

下筌橋 (ｼﾓｳｹﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1966 168.6 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1971 5 9.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊｼ) 県道日田玖珠線 1985 9.5 16.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

有田２号橋 (ｱﾘﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道日田玖珠線 1995 20.8 13.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

竹の林谷橋 (ﾀｹﾉﾊﾔｼﾀﾆﾊｼ) 県道日田玖珠線 1985 7.5 6.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

下釣橋 (ｼﾓﾂﾞﾙﾊｼ) 県道日田玖珠線 2001 28.5 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

谷ヶ谷橋 (ﾀﾆｶﾞﾀﾆﾊｼ) 県道玖珠天瀬線 1978 7.6 8.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

高釣橋（側道橋） (ｺｳﾂﾙﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)) 県道玖珠天瀬線 2008 22.5 3.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

午王橋 (ｺﾞｵｳﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1935 5 5.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

観音滝橋 (ｶﾝﾉﾝﾀｷﾊｼ) 県道前津江星野線 1969 11.6 4.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

松の憩橋 (ﾏﾂﾉｲｺｲﾊｼ) 県道鯛生菊池線 1965 13.5 6.3 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

熊の尾橋 (ｸﾏﾉｵﾊｼ) 県道白地日田線 1970 5.5 5.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

久保山橋 (ｸﾎﾞﾔﾏﾊｼ) 県道白地日田線 1978 5.4 7.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

蕨野橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ) 県道栃野西大山線 1966 80.7 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅲ
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北平橋 (ｷﾀﾋﾗﾊｼ) 県道栃野西大山線 1966 80 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大鶴小橋 (ｵｵﾂﾙｺﾊｼ) 県道大鶴熊取線 1978 18.6 8.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

山田橋（側道橋） (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)) 県道大鶴熊取線 2001 15.1 3.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新求橋 (ｼﾝﾓﾄﾒﾊｼ) 県道戸畑日田線 1998 14 10.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈橋 (ﾐｸﾏﾊｼ) 県道石井庄手線 1955 214 7.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

原林道橋 (ﾊﾗﾘﾝﾄﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1980 10.6 8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

日ノ本橋 (ﾋﾉﾓﾄﾊｼ) 県道西大山大野日田線 2006 10.4 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

一心橋 (ｲｯｼﾝﾊｼ) 県道西大山大野日田線 2006 10 8.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1992 27 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

眼鏡橋 (ﾒｶﾞﾈﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1907 15 4.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中城橋 (ﾁｭｳｼﾞｮｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1978 23.7 6.4 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

柚木４号橋 (ﾕﾉｷﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1967 10.6 4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

石の内２号橋 (ｲｼﾉｳﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1966 3.9 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

オムレ橋 (ｵﾑﾚﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1967 3.5 4.2 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

第２号橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1966 6 4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

第３号橋 (ﾀﾞｲｻﾝｺﾞﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1965 14 4.1 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

上野第４号橋 (ｳｴﾉﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1974 25.8 7.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

コヤシ橋 (ｺﾔｼﾊｼ) 県道川原上野田線 1974 10.6 4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

麦野橋 (ﾑｷﾞﾉﾊｼ) 県道川原上野田線 1992 14.6 5.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

麦野川橋 (ﾑｷﾞﾉｶﾜﾊｼ) 県道川原上野田線 1992 11.8 6.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

狸穴橋 (ﾀﾇｷｱﾅﾊｼ) 県道川原上野田線 1980 6 3.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

滝ノ口橋 (ﾀｷﾉｸﾁﾊｼ) 県道川原上野田線 1977 6.4 4.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

杉山橋 (ｽｷﾞﾔﾏﾊｼ) 県道日田山国線 1930 4.3 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅の木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 県道日田山国線 1966 4 4.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

出野小橋 (ｲｽﾞﾉｺﾊｼ) 県道西大山大野日田線 2003 16.5 5.3 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

藤木谷橋 (ﾌｼﾞｷﾀﾞﾆﾊｼ) 県道日田鹿本線 2004 63 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

赤石川橋 (ｱｶｲｼｶﾞﾜﾊｼ) 県道日田鹿本線 2004 70 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

梅野橋 (ｳﾒﾉﾊｼ) 県道日田鹿本線 1970 40.9 4.5 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

岩ノ下橋 (ｲﾜﾉｼﾀﾊｼ) 県道西大山大野日田線 2003 30 5.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

志谷橋 (ｼﾔﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1978 28.1 5.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

山手１号橋 (ﾔﾏﾃｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 不明 15 7.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈第１小橋 (ﾐｸﾏﾀﾞｲｲﾁｺﾊﾞｼ) 県道石井庄手線 1952 13 6.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈第一小橋（側道橋） (ﾐｸﾏﾀﾞｲｲﾁｺﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)) 県道石井庄手線 不明 12.7 2 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

三隈小橋 (ﾐｸﾏｺﾊｼ) 県道石井庄手線 2003 19 16.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲﾊｼｲﾁ) 県道前津江星野線 不明 2.5 3.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈大橋 (ﾐｸﾏｵｵﾊｼ) 県道日田鹿本線 1951 132 9.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈大橋（側道橋）上流側 (ﾐｸﾏｵｵﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ) 県道日田鹿本線 1988 132 2.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

三隈大橋（側道橋）下流側 (ﾐｸﾏｵｵﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)ｶﾘｭｳｶﾞﾜ) 県道日田鹿本線 1989 132 2.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

駄床橋 (ﾀﾞﾄｺﾊｼ) 県道日田鹿本線 2009 75 7.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

下山橋 (ｼﾓﾔﾏﾊｼ) 県道日田鹿本線 2010 56 7.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

上山橋 (ｶﾐﾔﾏﾊｼ) 県道日田鹿本線 2008 62 7.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

新えびす橋 (ｼﾝｴﾋﾞｽﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 2010 13 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅰ
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無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 2007 20 7.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

縁結橋 (ｴﾝﾑｽﾋﾞﾊｼ) 県道西有田豆田線 2009 23 10.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

柚木７号橋 (ﾕﾉｷﾅﾅｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 不明 7 3.6 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

柚木１号橋 (ﾕﾉｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 不明 6 3.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

柚木２号橋 (ﾕﾉｷﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 不明 10.6 3.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 県道小畑日田線 1968 15 9 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

二丁坂橋 (ﾆﾁｮｳｻﾞｶﾊｼ) 国道442号 2003 30 10.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道212号 1981 60 3.3 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 県道日田鹿本線 2010 15 8.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

幸天橋 (ｺｳﾃﾝﾊｼ) 県道栃野西大山線 2013 20 7.8 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

筏場橋 (ｲｶﾀﾞﾊﾞﾊｼ) 国道386号 1955 3 7 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

砕石場橋 (ｻｲｾｷﾊﾞﾊｼ) 県道宝珠山日田線 1960 6 3.6 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道石井庄手線 2012 6 19.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

北川橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾊｼ) 県道小畑日田線 1961 4 7 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

庄手橋 (ｼｮｳﾃﾊｼ) 県道石井庄手線 1955 11 6.5 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

玉来橋 (ﾀﾏｸﾙﾊﾞｼ) 市道皿山小鹿田線 1972 3.4 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

市木橋 (ｲﾁｷﾊﾞｼ) 市道市木線 1973 9 4.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

釜ケ瀬小橋 (ｶﾏｶﾞｾｺﾊﾞｼ) 市道釜ケ瀬線 1956 3.4 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

鰐１号橋 (ﾜﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石原田桐尾線 1967 4.1 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

牛王橋 (ｺﾞｵｳﾊﾞｼ) 市道牛王線 1968 4.1 1.8 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

中会橋 (ﾁｭｳｶｲﾊﾞｼ) 市道中会線 1975 4.7 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

堂園橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道石原田桐尾線 1984 8.9 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

ウスグイ橋 (ｳｽｸﾞｲﾊﾞｼ) 市道小淵線 1968 2.7 5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

白馬ケ滝橋 (ﾊｸﾊﾞｶﾞﾀｷﾊﾞｼ) 市道市ノ瀬小ケ内線 1933 14.8 3 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

北平橋 (ｷﾀﾋﾗﾊﾞｼ) 市道北平線 1959 10.4 2.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小河内橋 (ｺｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道市ノ瀬小ケ内線 1964 10.9 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第１君迫橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾐｻｺﾊﾞｼ) 市道大内田君迫線 1986 8.9 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

栗の本橋 (ｸﾘﾉﾓﾄﾊｼ) 市道朝日栗の本線 1967 11.4 5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

柳の本橋 (ﾔﾅｷﾞﾉﾓﾄﾊｼ) 市道朝日栗の本線 1965 18.8 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

朝日２号橋 (ｱｻﾋﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道才田二串線 1978 8.8 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

北向橋 (ｷﾀﾑｷﾊﾞｼ) 市道才田二串線 1970 9.4 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

二串橋 (ﾆｸｼﾊﾞｼ) 市道二串線 1980 22.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小月橋 (ｺｹﾞﾂﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1991 5.8 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 市道大内田君迫線 1960 20.3 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

内田橋 (ｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大内田線 1963 21.3 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

大内田橋 (ｵｵｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大内田茶屋之瀬線 1983 21.9 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

塩井橋 (ｼｵｲﾊﾞｼ) 市道渡里山田線 1980 9 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下山田橋 (ｼﾓﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道渡里山田線 1959 13.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

養面寺橋 (ﾖｳﾒﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道日ノ出藤山線 1955 13 5.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

養面寺２号橋 (ﾖｳﾒﾝｼﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道用松住吉線 1926 7.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

才田一号橋 (ｻｲﾀｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道才田北向線 1983 11 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

才田橋 (ｻｲﾀﾊﾞｼ) 市道才田二串線 1962 4.2 4.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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小清水橋 (ｺｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道小迫才田線 1965 4.1 4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

池ノ迫橋 (ｲｹﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道才田辻原線 1965 3.6 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第二田中橋 (ﾀﾞｲﾆﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道渡里草場線 1980 20.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

片島新橋 (ｶﾀｼﾏｼﾝﾊﾞｼ) 市道月隈片島線 1980 15.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

吹上橋 (ﾌｷｱｹﾞﾊﾞｼ) 市道渡里山田線 1979 17.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

蕪２号橋 (ｶﾌﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道三ノ宮尾当線 1961 6.4 8.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

馬尻２号線 (ｳﾏｼﾞﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前迫熊ノ尾線 1972 4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

花ノ木橋 (ﾊﾅﾉｷﾊﾞｼ) 市道佐寺住吉線 1973 13.6 2.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

馬尻橋 (ｳﾏｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道前迫熊ノ尾線 1964 10.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊﾞｼ) 市道中尾有田線 1997 21.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

平島橋 (ﾋﾗｼﾏﾊﾞｼ) 市道平島上組線 1951 2.4 9.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

聖人川橋 (ｾｲｼﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道前迫日向野線 1975 34.2 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

熊ノ尾小橋 (ｸﾏﾉｵｺﾊﾞｼ) 市道熊ノ尾横畑線 1963 5.2 2.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

熊ノ尾橋 (ｸﾏﾉｵﾊﾞｼ) 市道熊ノ尾横畑線 1965 16.3 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

中組橋 (ﾅｶｸﾐﾊﾞｼ) 市道中組線 1974 21 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

保養寺橋 (ﾎﾖｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道保用寺線 1974 18.2 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

入美橋 (ｲﾘﾐﾊﾞｼ) 市道入美線 1975 20 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

高花橋 (ﾀｶﾊﾅﾊﾞｼ) 市道横畑高花線 1985 13 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

津辻一橋 (ﾂﾂｼﾞｲﾁﾊﾞｼ) 市道津辻線 1971 4.3 2.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

津辻二橋 (ﾂﾂｼﾞﾆﾊﾞｼ) 市道津辻線 1971 4.5 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道山中線 1971 7.8 3.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

内河野橋 (ｳﾁｺｳﾉﾊﾞｼ) 市道原高木線 1958 19.1 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小畑橋 (ｵﾊﾀﾊﾞｼ) 市道小畑線 1988 15.1 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

新治小橋 (ﾆｲﾊﾞﾙｺﾊﾞｼ) 市道友田徳瀬線 1963 2.7 6.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

郷四郎橋 (ｷｮｳｼﾛｳﾊﾞｼ) 市道其田新治玉川線 1933 2.8 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

光岡橋 (ﾃﾙｵｶﾊﾞｼ) 市道友田徳瀬線 1976 64.7 6.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

新治橋 (ﾆｲﾊﾙﾊﾞｼ) 市道友田徳瀬線 1963 12.5 7.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大久橋 (ｵｵﾋｻﾊﾞｼ) 市道其田新治玉川線 1973 11.4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

上徳瀬橋 (ｶﾐﾄｸｾﾊﾞｼ) 市道友田徳瀬線 1959 4 6.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

馬酔之木橋 (ﾍﾎﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道馬酔木向新治線 1975 11.4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

浄明寺１橋 (ｼﾞｮｳﾐｮｳｼﾞｲﾁﾊﾞｼ) 市道瀬戸口浄明寺線 1978 12.7 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

ヤマキチ橋 (ﾔﾏｷﾁﾊﾞｼ) 市道本庄堀田本庄線 1982 9.6 6.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

日高１号橋 (ﾋﾀﾞｶｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道日高線 1961 3.7 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

第二着来橋 (ﾀﾞｲﾆﾂｯｸﾊﾞｼ) 市道求来里中央線 2006 21.7 7.6 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

名里橋 (ﾅｻﾞﾄﾊﾞｼ) 市道求来里中央線 2004 12.7 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

村前橋 (ﾑﾗﾏｴﾊﾞｼ) 市道片峰薮線 1970 4.5 6.2 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) 市道大石峠中尾線 1959 10.5 1.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

大中橋 (ｵｵﾅｶﾊｼ) 市道大石峠中尾鹿倉線 1968 11.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

鹿倉橋 (ｼｶｸﾗﾊﾞｼ) 市道大石峠中尾鹿倉線 1975 12.5 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

竹ノ尾橋 (ﾀｹﾉｵﾊﾞｼ) 市道大石峠月出山線 1994 3.9 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

一ノ坂２号橋 (ｲﾁﾉｻｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道岩下一ノ坂線 1969 2.7 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

一ノ坂３号橋 (ｲﾁﾉｻｶｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道岩下一ノ坂線 1969 2.7 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ



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

橋梁名(フリガナ） 路線名
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

大井手橋 (ｵｵｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道小塩高木線 1955 6.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

古々路橋 (ｺｺﾛﾊﾞｼ) 市道古々路線 1965 3.6 8 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

下払橋 (ｼﾓﾊﾗｲﾊﾞｼ) 市道原高木線 1959 3 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

赤米田橋 (ﾄﾎﾞｼﾀﾞﾞﾊﾞｼ) 市道上野赤米田線 1969 13.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

虎石橋 (ﾄﾗｲｼﾊﾞｼ) 市道銭花五条殿線 1962 7.7 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

銭花橋 (ｾﾞﾆﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 市道銭花五条殿線 1957 3 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

串川橋 (ｸｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道銭花五条殿線 1973 23.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

合谷橋 (ｺﾞｳﾔﾊﾞｼ) 市道合谷谷向線 1935 10.6 3 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

地藏桑橋 (ｼﾞｿﾞｳｸﾜﾊﾞｼ) 市道銭花五条殿線 1957 8 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

守田橋 (ﾓﾘﾀﾊﾞｼ) 市道夜明大鶴線 1971 19.4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大川内橋 (ｵｵｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道三春原大川内線 1984 25.5 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第２中村橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道豆田中村線 1988 12.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

西沼橋 (ﾆｼﾇﾏﾊﾞｼ) 市道小迫4号線 1982 3.1 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

高花橋 (ﾀｶﾊﾅﾊﾞｼ) 市道高花2号線 1977 3.5 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

神来新橋 (ｶﾐｸｼﾝﾊﾞｼﾊﾞｼ) 市道求来里中央線 2005 17.9 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

尾当橋 (ｵﾄﾊﾞｼ) 市道石松須ノ原下畑線 2011 22.5 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

袋橋 (ﾌｸﾛﾊﾞｼ) 市道筏場・金ケ塔線 1967 3 4.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

北平第二橋 (ｷﾀﾍﾞﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 市道北平線 1960 4.7 7.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

石鍋橋 (ｲｼﾅﾍﾞﾊﾞｼ) 市道石鍋線 1968 3.8 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

滝の堂橋 (ﾀｷﾉﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道中線 1960 4.8 8.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

荒山１号橋 (ｱﾗﾔﾏｲﾁｺﾞｳ) 市道赤岩線 1977 3.2 7.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

荒山２号橋 (ｱﾗﾔﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道赤岩線 1955 4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山口１号橋 (ﾔﾏｸｲﾁｺﾞヴﾁﾊﾞｼ) 市道山口線 1963 14.6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山口２号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山口線 1961 4 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山口３号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山口線 1966 2.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山口４号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山口線 1963 2.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

五馬３号橋 (ｲﾂﾏｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道五馬線 1990 4.4 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

五馬２号橋 (ｲﾂﾏﾆｺﾞヴｳﾊﾞｼ) 市道五馬線 1990 4.4 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

川作橋 (ｶﾜｻｸﾊﾞｼ) 市道塚田3号線 1984 4.3 3.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道釣線 1977 4.6 3 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

見取橋 (ﾐﾄﾘﾊﾞｼ) 市道松竹線 1961 3.5 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

袋橋 (ﾌｸﾛﾊﾞｼ) 市道出口袋線 1970 4.7 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大釣１号橋 (ｵｵﾂﾙﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大釣線 1980 4.3 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大釣２号橋 (ｵｵﾂﾙﾊﾞｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大釣線 1980 4.3 2.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

大釣３号橋 (ｵｵﾂﾘｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大釣線 1980 3.4 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小釣橋 (ｵﾂﾞﾙﾊﾞｼ) 市道小釣線 1989 19.8 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山の口橋 (ﾔﾏﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道山の口線 1985 2.6 2.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

曽田橋 (ｿﾀﾞﾊﾞｼ) 市道曽田線 1967 2.3 4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道久保線 1995 3 2.2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

田北橋 (ﾀｷﾀﾊﾞｼ) 市道田北線 1967 2.6 1.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

赤岩橋 (ｱｶｲﾜﾊﾞｼ) 市道桜竹小学校線 1981 13.4 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

先釣橋 (ｻｷﾂﾘﾊﾞｼ) 市道馬原1号線 1921 5.9 4.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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長角橋 (ﾅｶﾞｽﾊﾞｼ) 市道湯山線1号線 1959 3.5 5.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

上ノ釣橋 (ｳｴﾉﾂﾘﾊﾞｼ) 市道多々良木・上ノ釣線 1967 3 2.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

亀園橋 (ｶﾐｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道釣北向線 1982 3.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道瀬古線 1984 3.3 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道瀬古線 1977 3.4 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

地蔵堂橋 (ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道中間花平線 1960 2.6 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊﾞｼ) 市道横田線 1977 28 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

万々金橋 (ﾏﾏｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道川平線 1988 20 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

竹の迫ＮＯ．１橋 (ﾀｹﾉｻｺｲﾁﾊﾞｼ) 市道西釣竹ノ迫線 1960 4.5 2.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

釣橋 (ﾂﾘﾊﾞｼ) 市道第2東釣線 1975 3 1.8 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

尾園橋 (ｵｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道第2中間線 2000 3 2.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

ＮＯ．１橋 (ｲﾁﾊﾞｼ) 市道第1中間線 2000 2.9 2.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

ＮＯ．２橋 (ﾆﾊﾞｼ) 市道第1中間線 1980 2.3 2 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

平ノ上橋 (ﾋﾗﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道小五馬山の手線 1980 4.9 2.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

五馬坂橋 (ｲﾂﾏｻﾞｶﾊﾞｼ) 市道小五馬山の手線 1980 3.6 2.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

西桑釣橋 (ﾆｼｸﾜﾂﾘﾊﾞｼ) 市道瀬古続木線 2000 3.3 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

第二田来原木弓４号橋 (ﾀﾞｲﾆﾀﾗｲﾊﾞﾙｷﾕﾐﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道第二田来原木弓線 1965 8.6 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第５号橋 (ﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 市道第二田来原木弓線 1960 3 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第６号橋 (ﾀﾞｲﾛｸﾊﾞｼ) 市道第二田来原木弓線 1980 2 4.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

堂尾第二川橋 (ﾄﾞｳｵﾀﾞｲﾆｶﾜﾊﾞｼ) 市道赤石本村虫秋線 1960 6.9 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

崩の谷橋 (ｸｽﾞﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道赤石本村虫秋線 1946 6 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

赤石本村虫秋一号橋 (ｱｶｲｼﾎﾝﾑﾗﾑｼｱｷﾊﾞｼ) 市道赤石本村虫秋線 1961 5.8 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

神杉野橋 (ｶﾐｽｷﾞﾉﾊﾞｼ) 市道兵籠線 1979 18.6 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

まさしば橋 (ﾏｻｼﾊﾞﾊﾞｼ) 市道立原線 1996 7.7 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

仁田原橋 (ﾆﾀﾊﾗﾊﾞｼ) 市道一石線 1963 10.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

山ノ上橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道一石線 1964 10.7 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

柚木本村橋 (ﾕｽﾞｷﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 市道柚木本村線 1961 5.5 4.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道牛蒡塩井川線 1962 4.5 5.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

間地橋 (ｶﾝﾁﾊﾞｼ) 市道間地線 1922 23.3 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

湯の谷橋 (ﾕﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道石場線 1972 4.8 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

祝川橋 (ｲﾜｲｶﾜ) 市道下筌循環線 1967 5.3 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

古室原橋 (ｺﾑﾛﾊﾞｼ) 市道古室原線 1965 15.6 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

堤橋 (ﾂﾂﾐﾊﾞｼ) 市道吉原堤線 1955 28 1.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第２鯛生橋 (ﾀﾞｲﾆﾀｲｵｳﾊﾞｼ) 市道下鯛生線 1957 9 4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

日向滝橋 (ﾋﾑｶｲﾀｷﾊﾞｼ) 市道鯛生後合線 1975 8.5 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

後合川２号橋 (ｳｼﾛｱｲｶﾞﾜﾆｺﾞｳ) 市道鯛生後合線 1972 8.6 4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

後合川３号橋 (ｳｼﾛｱｲｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道鯛生後合線 1969 11 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

後合川４号橋 (ｳｼﾛｱｲｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道鯛生後合線 1969 9.5 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

夫婦橋 (ﾌｳﾌﾊﾞｼ) 市道中川内支線 1982 19 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

上辻橋 (ｶﾐﾂｼﾞﾊﾞｼ) 市道浦・手水野線 2000 4.1 2.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

新炭の渡し橋 (ｼﾝﾀﾝﾉﾜﾀｼ) 市道白草線 2000 27.9 8.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

新下園橋 (ｼﾝｼﾓｿﾞﾊﾞｼ) 市道白草線 1998 21.1 7.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ
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高畑橋 (ﾀｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道白草線 1998 17.6 8.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

若葉橋 (ﾜｶﾊﾞﾊﾞｼ) 市道葉迫線 1963 14.8 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

瀬屋谷橋 (ｾﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道片仁田線 1959 7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

イチキヒラ橋 (ｲﾁｷﾋﾗﾊﾞｼ) 市道片仁田線 1980 9.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

前塚橋 (ﾏｳﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道片仁田線 1980 8.3 2.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊﾞｼ) 市道平野線 1970 13.1 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

ソバミ橋 (ｿﾊﾞﾐﾊﾞｼ) 市道若林・吉之本線 1980 7.5 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

深曽味橋 (ﾌｶﾐｿﾞﾊﾞｼ) 市道大野線 1992 10 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

イビツ橋 (ｲﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 市道小川原線 1980 4.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

上ハサコ橋 (ｳｴｻﾊｺﾊﾞｼ) 市道葉迫・西雉谷線 1980 7.5 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

都留橋 (ﾂﾙﾊﾞｼ) 市道都留線 1980 5.5 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

手水野橋 (ﾃﾐｽﾞﾉﾊﾞｼ) 市道手水野線 1981 11.3 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

吉ノ本橋 (ﾖｼﾉﾎﾝﾊﾞｼ) 市道春目線 1980 4.9 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

スケノ本橋 (ｽｹﾉﾎﾝﾊﾞｼ) 市道中雉谷線 1984 4.5 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

滝ノ上橋 (ﾀｷﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道畑中東雉谷線 1962 17.8 4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第６雉谷橋 (ﾀﾞｲﾛｸｷｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道南雉谷線 2003 5 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第７雉谷橋 (ﾀﾞｲﾅﾅｷｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道南雉谷線 2003 5 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

第９雉谷橋 (ﾀﾞｲｸｸｷｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道南雉谷線 1971 5 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

幸又谷頭橋 (ﾕｷﾀﾆﾏﾀｶｼﾗﾊﾞｼ) 市道鶴田幸又線 2001 78 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

盲蹎橋 (ﾓｳﾃﾝﾊﾞｼ) 市道永野程野線 1980 5.5 4.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

牛戻木橋 (ｳｼﾎﾞｳｷﾞﾊﾞｼ) 市道吉ノ本浦線 2000 10.6 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

中ノ渡瀬橋 (ﾅｶﾉｾﾜﾀｾﾊﾞｼ) 市道上手水野線 2000 15.4 4.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

玉洗橋 (ﾀﾏｱﾗｲﾊﾞｼ) 市道浦甫手野線 1980 3.5 4.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

イツホヲキ橋 (ｲﾂﾎｦｷﾊﾞｼ) 市道小平線 1988 7.6 3.3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

ハマリウシ橋 (ﾊﾏｳﾘｳｼﾊﾞｼ) 市道西雉谷白草線 2000 13.2 7.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

平藪橋 (ﾋﾗﾔﾌﾞｵｵﾊｼ) 市道程野線 2009 18 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

姥渕橋 (ｳﾊﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道姥渕・小平本村線 1963 12.6 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

白石橋 (ｼﾗｲｼﾊｼ) 国道217号 1969 2.3 11.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

晞干橋 (ﾋﾙﾎｼﾊｼ) 国道217号 1968 3.8 10.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

置場橋 (ｵｷﾊﾞﾊｼ) 国道217号 1934 5.8 7.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

古江橋 (ﾌﾙｴﾊｼ) 国道217号 1972 6 12.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

桜坂橋 (ｻｸﾗｻﾞｶﾊｼ) 国道326号 1980 170 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

黒原橋 (ｸﾛﾊﾗﾊｼ) 国道326号 1976 19.6 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

上津小野橋 (ｺｳﾂﾞｵﾉﾊｼ) 国道326号 1984 160 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

梅の里橋 (ｳﾒﾉｻﾄﾊｼ) 国道326号 1998 110 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊｼ) 国道326号 1991 57 13 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

蕨野橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ) 国道326号 1984 88 16 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊｼ) 国道388号 1994 22.5 12.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

蛇崎小橋 (ﾍﾋﾞｻﾞｷｺﾊｼ) 国道388号 1937 15.7 14.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

芹川橋 (ｾﾘｶﾜﾊｼ) 国道388号 1965 26.1 11.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

海運橋 (ｶｲｳﾝﾊｼ) 国道388号 1976 82.8 10.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

永野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 国道388号 1972 12 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ
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江川橋 (ｴｶﾞﾜﾊｼ) 国道388号 1968 17.5 6.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新大中尾橋 (ｼﾝｵｵﾅｶｵﾊｼ) 国道388号 1983 30.9 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

木立橋 (ｷﾀﾁﾊｼ) 国道388号 1983 18.7 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大江橋 (ｵｵｴﾊｼ) 国道388号 1975 10.7 7.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

高山橋 (ﾀｶﾔﾏﾊｼ) 国道388号 1991 11.5 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 国道388号 1975 6.4 7.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

角道橋 (ｶｸﾐﾁﾊｼ) 国道388号 1966 20.9 11 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

沖吉橋 (ｵｷﾖｼﾊｼ) 国道388号 1976 11.6 16.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

大中尾大橋 (ｵｵﾅｶｵｵｵﾊｼ) 国道388号 1983 60 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

新佐伯大橋 (ｼﾝｻｲｷｵｵﾊｼ) 国道388号 1990 283.6 12.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

箱渕橋 (ﾊｺﾌﾁﾊｼ) 県道日之影宇目線 1964 19.7 11.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

橋内橋 (ﾊｼｳﾁﾊｼ) 県道日之影宇目線 1978 13 7.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

椿原橋 (ﾂﾊﾞｷﾊﾗﾊｼ) 県道日之影宇目線 1978 13 6.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第4日之影橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾋﾉｶｹﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1973 10.6 8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1972 4.5 10.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

下葛葉橋 (ｼﾓｸｽﾞﾊﾊｼ) 県道宇目清川線 1962 4.8 3.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 県道宇目清川線 1968 7.5 3.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

向平橋 (ﾌｺｳﾋﾗﾊｼ) 県道宇目清川線 1968 5 4.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 県道野津宇目線 1971 4.1 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 県道色宮港木立線 1963 13.1 12.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

米水津橋 (ﾖﾉｳﾂﾞﾊｼ) 県道色宮港木立線 1963 15.4 7.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

夏井三号橋 (ﾅﾂｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 県道四浦港津井浦線 1966 2.8 9.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

直川ふれあい橋 (ﾅｵｶﾜﾌﾚｱｲﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 2000 69.5 12.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

横木橋 (ﾖｺｷﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1969 7.5 4.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第五油布河内橋 (ﾀﾞｲｺﾞﾕﾌｶﾜﾁﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1970 5.4 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第三坂水橋 (ﾀﾞｲｻﾝｻｶﾐｽﾞﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1922 5 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

第二坂水橋 (ﾀﾞｲﾆｻｶﾐｽﾞﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1954 4 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第一坂水橋 (ﾀﾞｲｲﾁｻｶﾐｽﾞﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1972 14.5 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

立箱橋 (ﾀﾃﾊﾞｺﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1991 8.8 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第一大越橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｵｺｴﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1971 14.5 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

荒内橋 (ｱﾗｳﾁﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1936 15 6.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大塚橋 (ｵｵﾂｶﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1970 9 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

吹原橋 (ﾌｷﾊﾗﾊｼ) 県道赤木吹原佐伯線 1964 10.5 5.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

中浦三号橋 (ﾅｶｳﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 県道梶寄浦佐伯線 1969 4 5.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

無名橋８ (ﾑﾒｲｷｮｳﾊﾁ) 県道梶寄浦佐伯線 1964 5.9 8.5 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 7.4 9.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大良橋 (ﾀﾞｲﾗﾊｼ) 県道笠掛直見停車場線 2004 63.4 12 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新長崎橋 (ｼﾝﾅｶﾞｻｷﾊｼ) 県道笠掛直見停車場線 2004 61.4 12 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊｼ) 県道上爪横川線 2004 8.6 4.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 国道217号 不明 3.3 13.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊｼ) 県道宇目清川線 不明 5 4.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 県道大入島北循環線 不明 4.8 5.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ
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猪串橋 (ｲﾉｼｼｸｼﾊｼ) 国道388号 2012 9.8 9.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

えがお橋 (ｴｶﾞｵﾊｼ) 国道388号 2012 36 9.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2森崎橋 (ﾀﾞｲﾆﾓﾘｻｷﾊｼ) 国道388号 2012 11.9 7.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新三竈江橋 (ｼﾝﾐｶﾏｴﾊﾞｼ) 県道三重弥生線 2013 72 10.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

桟敷橋 (ｻｼﾞｷﾊｼ) 国道388号 1975 7 7.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊｼ) 県道大入島北循環線 1968 3 9.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

守後橋 (ｼｭｺﾞﾊｼ) 県道大入島南循環線 1971 7 8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

夏井2号橋 (ﾅﾂｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道四浦港津井浦線 1966 3 9.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

夏井1号橋 (ﾅﾂｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道四浦港津井浦線 1966 4 14.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

杉の内橋 (ｽｷﾞﾉｳﾁﾊｼ) 県道伏野宇目線 不明 7 4.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

日野浦一号橋 (ﾋﾉｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道梶寄浦佐伯線 1932 3 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

日野浦橋 (ﾋﾉｳﾗﾊｼ) 県道梶寄浦佐伯線 2012 5 13.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 県道色宮港木立線 1966 4 5.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道色宮港木立線 不明 4 6.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

楠本橋 (ｸｽﾓﾄﾊｼ) 国道388号 1937 4 5.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

猪串３号橋 (ｲﾉｸｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道388号 1963 7 12.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

猪串２号橋 (ｲﾉｸｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道388号 1963 6 11.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

向津留橋 (ﾑｺｳﾂﾙﾊｼ) 国道388号 1965 14.6 7.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 県道三重弥生線 1969 9.3 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

下ノ江跨線橋 (ｼﾀﾉｴｺｾﾝｷｮｳ) 国道217号 1994 130 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1960 14.6 8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

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

平清水橋 (ﾋﾗｿｳｽﾞﾊｼ) 県道臼杵停車場線 1975 19.5 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

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

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

江無田橋 (ｴﾑﾀﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1998 50.5 16.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

堂籠橋 (ﾄﾞｳｺﾞﾓﾘﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1970 25 6.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 県道臼杵大南線 1964 2.1 3.6 大分県 大分県 臼杵市 Ⅲ

地獄谷橋 (ｼﾞｺﾞｸﾀﾞﾆﾊｼ) 県道百枝浅瀬野津線 1964 10.6 5.1 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

藤木橋 (ﾌｼﾞｷﾊｼ) 県道吉野原犬飼線 1963 90 8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

藤木橋（側道橋） (ﾌｼﾞｷﾊｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ)) 県道吉野原犬飼線 不明 98 2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

横網代橋 (ﾖｺｱｼﾞﾛﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 2013 14.6 8.1 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

深江８号橋 (ﾌｶｴﾊﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1966 13.5 4.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

深江９号橋 (ﾌｶｴｷｭｳｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1965 5 3.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

祇園洲橋 (ｷﾞｵﾝｽﾊｼ) 県道臼杵停車場線 不明 3.2 16.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

新蕨野橋 (ｼﾝﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ) 県道野津宇目線 2012 55.6 9.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

中ノ川３号橋 (ﾅｶﾉｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 11 10.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

第1板知屋橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾀﾁﾔﾊｼ) 県道臼杵津久見線 1932 3 11.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

鳴川橋 (ﾅﾙｶﾜﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1962 7 4 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

深江第７号橋 (ﾌｶｴﾀﾞｲﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 県道大泊浜徳浦線 1968 3 4.3 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 2013 7 7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

第１無名橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾑﾒｲﾊｼ) 国道502号 1957 4 11 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ
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第２無名橋 (ﾀﾞｲﾆﾑﾒｲﾊｼ) 国道502号 1957 4 10 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

初月橋 (ｼｮｹﾞﾂﾊｼ) 国道502号 2003 7 7.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅰ

白木谷橋 (ｼﾗｷﾀﾆﾊｼ) 市道白木谷線 1973 8.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 市道久保本線 1968 15.4 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

第２小学校橋 (ﾀﾞｲﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳﾊｼ) 市道南津留小学校線 1987 10.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

南津留小学校橋 (ﾐﾅﾐﾂﾞﾙｼｮｳｶﾞｯｺｳﾊｼ) 市道南津留小学校線 2000 12.5 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中瀬橋 (ﾅｶｾﾊｼ) 市道勘場正願線 2008 21 7.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大浜橋 (ｵｵﾊﾏﾊｼ) 市道天神線 1928 10.9 2.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

久保川橋 (ｸﾎﾞｶﾜﾊｼ) 市道久保川線 2001 15.4 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 市道小学校南線 2000 15.2 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 市道藤河内横断線 1992 9.4 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道山口東線 1970 6 3.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田中山口４号橋 (ﾀﾅｶﾔﾏｸﾞﾁﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道藪田線 1947 4.9 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田井橋 (ﾀｲﾊｼ) 市道下ノ江佐志生線 1975 5.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中村１号橋 (ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道中村線 不明 3.1 6.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下ノ川橋 (ｼﾓﾉｶﾜﾊｼ) 市道中村線 1978 17 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

善法寺循環1号橋 (ｾﾞﾝﾎﾟｳｼﾞｼﾞｭﾝｶﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道寺尾線 1987 11.4 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

江無田14-1号橋 (ｴﾑﾀｼﾞｭｳﾖﾝﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道江無田14号線 不明 3.2 5.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

市浜13-1号橋 (ｲﾁﾊﾏｼﾞｭｳｻﾝﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜13号線 不明 4.4 7.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

市浜13-2号橋 (ｲﾁﾊﾏｼﾞｭｳｻﾝﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜13号線 不明 4.7 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海辺12-1号橋 (ｱﾏﾍﾞｼﾞｭｳﾆﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道海辺12号線 不明 2.2 6.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

海辺3号橋 (ｱﾏﾍﾞｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜海辺線 1968 3.8 9.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

海辺5号橋 (ｱﾏﾍﾞｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜海辺線 1958 4.2 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

市浜6-1号橋 (ｲﾁﾊﾏﾛｸﾆｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜6号線 不明 2.5 4.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

昭和橋 (ｼﾖｳﾜﾊｼ) 市道市浜本線 1963 86.1 7.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊｼ) 市道海添1号線 2002 25 10.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海添13号橋 (ｶｲｿﾞｴｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道海添18号線 1969 2.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊｼ) 市道海添7号線 1975 17.7 1.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

森木橋 (ﾓﾘｷﾞﾊｼ) 市道海添37号線 不明 4.1 2.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

柳原橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊｼ) 市道祇園洲柳原線 1979 21.7 12 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

福良2号橋 (ﾌｸﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道福良13号線 2008 12.5 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

福良5号橋 (ﾌｸﾗｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 市道福良23号線 不明 9.4 5.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

福良1号橋 (ﾌｸﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道福良30号線 2008 9.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

野田1号橋 (ﾉﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道野田1号線 2008 8.9 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

馬代橋 (ﾊﾞﾀﾞｲﾊｼ) 市道野田白馬渓線 1964 95.3 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

前田１号橋 (ﾏｴﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道前田5号線 1962 4.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

白馬渓橋 (ﾊｸﾊﾞｹｲﾊｼ) 市道前田5号線 不明 2.8 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

深田橋 (ﾌｶﾀﾊｼ) 市道深田石仏線 1997 13.1 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

後楽橋 (ｺｳﾗｸﾊｼ) 市道深田1号線 1996 14.3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

深田２号橋 (ﾌｶﾀﾆｺﾞｳﾊｼ.) 市道深田8号線 不明 5.4 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

満月寺橋 (ﾏﾝｹﾞﾂｼﾞﾊｼ) 市道深田本線 1997 17 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

みなみ橋 (ﾐﾅﾐﾊｼ) 市道深田10号線 1998 12.8 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ
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西深田橋 (ﾆｼﾌｶﾀﾊｼ) 市道深田11号線 1999 14 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

風成3号橋 (ｶｻﾞﾅｼｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道風成線 1981 4.3 2.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

深田7号橋 (ﾌｶﾀﾅﾅｺﾞｳﾊｼ) 市道深田9号線 2005 11.8 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 市道深田本線 1994 14.2 5.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

高山3号橋 (ﾀｶﾔﾏｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道高山本線 1965 4.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

高山4号橋 (ﾀｶﾔﾏﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道高山本線 1965 2.2 3.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

高山2号橋 (ﾀｶﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道高山本線 1968 4.5 5.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

高山6号橋 (ﾀｶﾔﾏﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 市道高山本線 不明 2.7 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

音波橋 (ｵﾄﾜﾊｼ) 市道高山本線 1912 31.4 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

風成5号橋 (ｶｻﾞﾅｼｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 市道風成線 不明 2.4 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大竜寺橋 (ﾀﾞｲﾘｭｳｼﾞﾊｼ) 市道八町27号線 不明 3.6 6.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大野台1号橋 (ｵｵﾉﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道大野台1号線 不明 3.8 7.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) 市道稲田田井線 1968 25 8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下ノ江橋 (ｼﾀﾉｴﾊｼ) 市道下ノ江浦線 1955 26.8 5.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

松ケ迫1号橋 (ﾏﾂｶﾞｻｺｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道松ケ迫線 不明 2.8 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新松原橋 (ｼﾝﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 市道中園南線 1997 20.6 4.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

土橋 (ﾄﾞﾊｼ) 市道福良9号線 2006 10.4 5.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

福良橋 (ﾌｸﾗﾊｼ) 市道福良13号線 2008 10.5 2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

すずかけ陸橋 (ｽｽﾞｶｹﾘｯｷｮｳ) 市道大浜佐志生線 不明 35.9 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

佐志生跨線橋 (ｻｼｳｺｾﾝｷｮｳ) 市道大浜佐志生線 不明 17.6 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊｼ) 市道大浜佐志生線 1988 22.7 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

岩上橋 (ｲﾜｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道大浜佐志生線 1989 13 7.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

船川橋 (ﾌﾅｶﾜﾊｼ) 市道大浜佐志生線 不明 27.4 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

安政2号橋 (ﾔｽﾏｻﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道安政2号線 不明 6.3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

黍野1号橋 (ｷﾋﾞﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道黍野線 不明 11.2 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

菅無田1号橋 (ｽｶﾞﾑﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道菅無田線 不明 3.4 3.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

なるそうず橋 (ﾅﾙｿｳｽﾞﾊｼ) 市道福良木線 不明 8.5 1.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

廣原橋 (ﾋﾛﾜﾗﾊｼ) 市道荒瀬原支線2 1990 9.8 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

荒瀬橋 (ｱﾗｾﾊｼ) 市道荒瀬原線 1973 41.1 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大正橋 (ﾀｲｼﾖｳﾊｼ) 市道荒瀬原線 1946 33 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊｼ) 市道野津大内線 1981 17.2 7.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

竹中橋 (ﾀｹﾅｶﾊｼ) 市道筒井・本村線 1997 23.6 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

竹部橋 (ﾀｹﾍﾞﾊｼ) 市道竹部2号線 1972 24.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

末石1号橋 (ｽｴｲｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道末石線 不明 11.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

持丸板屋1号橋 (ﾓﾁﾏﾙｲﾀﾔｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道持丸板屋線 不明 4.6 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

安政橋 (ｱﾝｾｲﾊｼ) 市道仮屋線 1917 28.5 1.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 市道明治橋線 1902 32.7 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

吉四六橋 (ｷﾂﾁﾖﾑﾊｼ) 市道仮屋下藤線 1983 45.8 7.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大師橋 (ﾀｲｼﾊｼ) 市道川風線 2003 26.6 11 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 市道久保線 1980 19.7 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

吉川橋 (ﾖｼｶﾜﾊｼ) 市道笹長線 1990 18.8 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

瀬口橋 (ｾｸﾞﾁﾊｼ) 市道川風線 1992 20.6 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ
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下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊｼ) 市道町部線 1999 20.5 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下落谷橋 (ｼﾓｵﾁﾀﾞﾆﾊｼ) 市道下落谷線 1963 31.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

峠2号橋 (ﾄｳｹﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道峠線 不明 5.5 5.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

白水1号橋 (ｼﾗﾐｽﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道白水線 不明 4.9 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊｼ) 市道白水線 不明 3.6 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

朝鍋橋 (ｱｻﾅﾍﾞﾊｼ) 市道遠久原2号線 1993 28.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

蕨野橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊｼ) 市道蕨野線 1959 50 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

椎原橋（１号） (ｼｲﾊﾞﾙﾊｼｲﾁｺﾞｳ) 市道前奥線 1987 15.3 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

馬渡瀬橋 (ｳﾏﾀｻｾﾊｼ) 市道東谷線 1964 7.9 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

奥畑2号橋 (ｵｸﾊﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道奥畑線 不明 6.6 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾀﾊｼ) 市道東谷線 1964 11.1 4.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

垣河内橋 (ｶｷｶﾜﾁﾊｼ) 市道垣河内線 不明 7.6 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

板井畑橋 (ｲﾀｲﾊﾞﾀﾊｼ) 市道板井畑線 1978 21.7 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下福原橋 (ｼﾓﾌｸﾊﾗﾊｼ) 市道福原線 1991 7.8 4.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

上福原橋 (ｶﾐﾌｸﾊﾗﾊｼ) 市道福原線 不明 12.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊｼ) 市道筒井・本村線 2002 14.3 9.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

ながとろ橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾊｼ) 市道筒井・本村線 2004 41.4 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

五月橋 (ｻﾂｷﾊｼ) 市道割後場線 1997 53 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 市道割後場線 1998 23.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

銀杏橋 (ｲﾁｮｳﾊｼ) 市道割後場線 1997 16.7 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山茶花橋 (ｻｻﾞﾝｶﾊｼ) 市道割後場線 1997 11.9 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 市道割後場線 2001 22.5 5.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

椎原橋 (ｼｲﾊﾞﾙﾊｼ) 市道東谷西畑1号線 2003 11.1 10.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊｼ) 市道東谷西畑1号線 2004 26.1 10.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新貝橋 (ｼﾝｶｲﾊｼ) 市道東谷西畑1号線 2005 33.5 10.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

津留ノ瀬橋 (ﾂﾙﾉｾﾊﾞｼ) 市道東谷西畑1号線 2003 19 10.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大上橋 (ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道大上西河内線 1998 16 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

平岩跨線橋 (ﾋﾗｲﾜｺｾﾝﾊｼ) 県道臼杵津久見線 1997 37 16.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1995 25.2 12.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

楠屋４号橋 (ｸｽﾔﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1969 2.6 7.2 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

楠屋５号橋 (ｸｽﾔｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1969 3.8 4.4 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

楠屋６号橋 (ｸｽﾔﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1969 3.7 5.6 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

江の浦橋 (ｴﾉｳﾗﾊｼ) 県道四浦日代線 1967 4 5.8 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

第一網代橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱｼﾞﾛﾊｼ) 県道四浦日代線 2003 5 7.5 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

願寺3号橋 ｶﾞﾝｼﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ 願寺線 1959 3.2 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下願寺橋 ｼﾓｶﾞﾝｼﾞﾊｼ 願寺線 1959 5.5 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

新滑瀬橋 (ｼﾝﾇﾒﾘｾﾞﾊｼ) 国道502号 2002 80 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

提灯谷橋 (ﾁｮｳﾁﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 国道502号 2002 105 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

十角橋 (ﾄｽﾐﾊｼ) 県道牧口徳田竹田線 1971 24 7.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

阿鹿野大橋 (ｱｼﾞｶﾉｵｵﾊｼ) 県道白丹竹田線 2000 276 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 県道白丹竹田線 1974 30.8 7.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

新金市橋 (ｼﾝｶﾅｲﾁﾊｼ) 県道白丹竹田線 1999 22 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ
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田井橋 (ﾀｲﾊｼ) 県道神原玉来線 1963 4 6 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊｼ) 県道神原玉来線 1933 45.1 11 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

神原橋 (ｺｳﾊﾞﾙﾊｼ) 県道神原玉来線 1954 17 6.1 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 県道穴井迫荻線 1998 90 12.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

岩戸大橋 (ｲﾜﾄｵｵﾊｼ) 県道九重野荻線 2002 172 12 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

合ヶ瀬大橋 (ｱｲｶﾞｾｵｵﾊｼ) 県道九重野荻線 1980 213.6 7.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

庄司橋 (ｼｮｳｼﾞﾊｼ) 県道庄内久住線 2011 50 8.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

公魚橋 (ﾜｶｻｷﾞﾊｼ) 県道庄内久住線 2011 45 8.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

金市橋 (ｶﾅｲﾁﾊｼ) 県道白丹竹田線 1963 15.2 6.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅲ

相津路橋 (ｱｲﾂﾞﾙﾊｼ) 県道白丹竹田線 2010 43.9 8.2 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

新倉処橋 (ｼﾝｸﾗﾄﾞｺﾛﾊｼ) 県道阿蘇くじゅう公園線 1989 20 7.2 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

向山手橋 (ﾑｺｳﾔﾏﾃﾊﾞｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1997 16 15 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

玉来新橋 (ﾀﾏﾗｲｼﾝﾊﾞｼ) 県道高森竹田線 2008 78 13 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

仏原橋 (ﾌﾞﾂﾊﾞﾙﾊｼ) 県道庄内久住線 1968 12 11.6 大分県 大分県 竹田市 Ⅰ

下原橋 (ｼﾓﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道岡城線 1970 7.9 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

堀河橋 (ﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ) 市道高伏線 1981 6.9 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

亀甲橋 (ｷｯｺｳﾊﾞｼ) 市道高伏線 1981 9.5 5.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

奈良田橋 (ﾅﾗﾀﾊｼ) 市道高伏線 1982 8.1 6.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

折立橋 (ｵﾘﾀﾃﾊﾞｼ) 市道城原線 1990 6.5 4.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

尾園橋 (ｵｿﾞﾉﾊｼ) 市道城原線 1955 6 6.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊﾞｼ) 市道城原線 1962 2.4 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

第２宇土橋 (ﾀﾞｲ2ｳﾄﾞﾊｼ) 市道穴井迫荻線 2003 4 5.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中角橋 (ﾅｶﾂﾉﾊﾞｼ) 市道宮砥中角線 1997 7.6 7.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

真菰橋 (ﾏｺﾓﾊﾞｼ) 市道小賀政所線 1988 9.5 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

一心橋 (ｲｯｼﾝﾊｼ) 市道白丹線 1956 8 5.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

飛渡橋 (ﾄﾋﾞﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道鬼森線 不明 3.2 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道緩木線 1931 4.9 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小園橋 (ｺｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道宮砥神原線 1999 4.5 8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

倉田橋 (ｸﾗﾀﾊﾞｼ) 市道住吉倉木線 1956 4.1 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

松迫橋 (ﾏﾂｻｺﾊｼ) 市道住吉倉木線 1956 7.7 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

亀ケ淵橋 (ｶﾒｶﾞﾌﾁﾊｼ) 市道屏風ケ淵線 1994 3.8 4.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

梶ヶ迫橋 (ｶｼﾞｶﾞｻｺﾊｼ) 市道梶ヶ迫線 1967 8 5.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

法木橋 (ﾎｳｷﾞﾊｼ) 市道平小仲尾線 1970 4.6 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

馬渡橋 (ﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道平小仲尾線 1918 6.9 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小高野橋 (ｺﾀﾞｶﾉﾊｼ) 市道小高野線 1960 3.8 4.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

吐合橋 (ﾊｷｱｲﾊﾞｼ) 市道長慶橋宇津線 1949 5.8 4.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

九反田橋 (ｸﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道鍵小野線 1933 7.8 2.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上龍橋 (ｶﾐﾘｭｳﾊｼ) 市道荻迫折立線 1970 8.6 2.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

熊川橋 (ｸﾏｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道熊地線 1958 8.3 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

米納橋 (ﾖﾅｲﾊﾞｼ) 市道米納赤熊線 不明 2.6 7.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

高尾橋 (ﾀｶｵﾊﾞｼ) 市道市用横断線 1960 9.8 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道下志土知横断線 1969 8.3 2.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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中籏橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道中ノ辻線 1957 6.1 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

城原旧道橋 (ｷﾊﾞﾙｷｭｳﾄﾞｳﾊｼ) 市道城原旧道線 不明 2.6 7.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

笹川旧道2号橋 (ｻｻｶﾞﾜｷｭｳﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道笹川旧道線 1979 7.5 5.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小塚橋 (ｵﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道菅片線 1978 9.6 4.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

祢疑野橋 (ﾈｷﾞﾉﾊﾞｼ) 市道菅久線 1978 7.5 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

土取橋 (ﾂﾁﾄﾘﾊﾞｼ) 市道土取線 1980 8.4 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上矢倉橋 (ｶﾐﾔｸﾞﾗﾊｼ) 市道上矢倉線 不明 3.5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

第2広草橋 (ﾀﾞｲ2ﾋﾛｼｸｻﾊｼ) 市道下矢倉1号線 1978 6.2 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1広草橋 (ﾀﾞｲ1ﾋﾛｼｸｻﾊｼ) 市道下矢倉1号線 1981 5 6.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊｼ) 市道横枕線 1969 2.7 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

柿瀬橋 (ｶｷｾﾊﾞｼ) 市道長小野1号線 1968 7.1 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

第2柿瀬橋 (ﾀﾞｲ2ｶｷｾﾊﾞｼ) 市道長小野1号線 1972 2.7 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

江内戸橋 (ｴｳﾁﾄﾊｼ) 市道江内戸線 不明 2.8 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾊﾞｼ) 市道政所大石線 1969 7.1 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第2国重橋 (ﾀﾞｲ2ｸﾆｼｹﾞﾊｼ) 市道国重線 不明 2 4.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宝迫橋 (ﾎｳｻｺﾊﾞｼ) 市道宝迫線 1983 9.5 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 市道畑線 1970 8.5 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

紺屋橋 (ｺｳﾔﾊﾞｼ) 市道紺屋2号線 1932 9.8 3.9 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 5.1 2.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

天神橋 (ｸﾜﾂﾙﾊｼ) 市道高源寺1号線 不明 6.8 3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1奥山橋 (ﾀﾞｲ1ｵｸﾔﾏﾊｼ) 市道緩木1号線 1973 6.7 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1尾村橋 (ﾀﾞｲ1ｵﾑﾗﾊｼ) 市道尾村線 2007 3.5 3.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

堂面橋 (ﾄﾞｳﾒﾝﾊｼ) 市道堂面線 2007 4.5 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

二俣橋 (ﾌﾀﾏﾀﾊｼ) 市道二俣2号線 不明 2.1 2.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

畑神2号橋 (ﾊﾀｶﾐ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道畑1号線 1995 9.6 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

第1振顔野橋 (ﾀﾞｲ1ﾌﾙｶﾞｵﾉﾊｼ) 市道振顔野線 不明 2.6 3.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1野口橋 (ﾀﾞｲ1ﾉｸﾞﾁﾊｼ) 市道野口線 1963 2.6 4.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第2野口橋 (ﾀﾞｲ2ﾉｸﾞﾁﾊｼ) 市道野口線 1963 3.7 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

八丁橋 (ﾊｯﾁｮｳﾊｼ) 市道吐合線 1976 8.5 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小河内橋 (ｵｺﾞｳﾁﾊｼ) 市道小平田2号線 1988 9 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

弁財天橋 (ﾍﾞﾝｻﾞｲﾃﾝﾊｼ) 市道嶋崎線 1958 8.6 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

北山寺橋 (ﾎｸｻﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道北山寺線 1969 7.4 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

溝川橋 (ﾐｿﾞｶﾜﾊﾞｼ) 市道資料館稲荷谷線 不明 2.6 1.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

井無田橋 (ｲﾑﾀﾊﾞｼ) 市道立石田平線 1971 5.3 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上片ヶ瀬橋 (ｶﾐｶﾀｶｾﾊﾞｼ) 市道小高野片ヶ瀬線 不明 3.2 2.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

小賀橋 (ｺｶﾞﾊｼ) 市道植木三宅線 1991 8.5 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

長慶城橋 (ﾁｮｳｹﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道菅原線 1986 8.8 5.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

浦谷橋 (ｳﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道菅原線 1986 5.6 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

西の前橋 (ﾆｼﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道西の前線 1971 9.2 2.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

第2中角橋 (ﾀﾞｲ2ﾅｶﾂﾉﾊｼ) 市道中角原線 1960 9.5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

畑神3号橋 (ﾊﾀｶﾐ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道畑1号線 1995 5.4 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道塩付線 2007 13.6 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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溜池橋 (ﾀﾒｲｹﾊｼ) 市道日向石宮平線 1978 7 6.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

松屋谷橋 (ﾏﾂﾔﾀﾆﾊｼ) 市道松屋谷線 1984 6 6.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

入佐橋 (ｲﾘｻﾊｼ) 市道北原入佐線 1971 6.5 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

水口橋 (ﾐｽﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道岩戸水口線 1969 7.4 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 市道中山線 1970 7.5 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

火渡橋 (ﾋﾜﾀﾘﾊｼ) 市道古賀火渡線 1969 5.1 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

向原橋 (ﾑｺｳﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道向原線 1971 6.3 2.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

犬鳴橋 (ｲﾇﾅｷﾊﾞｼ) 市道上年行瀬目線 不明 8.4 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

有氏橋 (ｱﾘｳｼﾞﾊｼ) 市道石田湯ノ上線 1979 6.5 7.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

湯ノ上橋 (ﾕﾉｶﾐﾊｼ) 市道石田湯ノ上線 1981 4.6 6.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 市道千人塚七里田線 1968 6.1 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

久住橋 (ｸｼﾞｭｳﾊﾞｼ) 市道平木展望台線 1984 8.5 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

灰迫橋 (ﾊｲｻｺﾊﾞｼ) 市道宮原米賀線 1967 5 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

酒井寺橋 (ｻｶｲｼﾞﾊﾞｼ) 市道千人塚板切線 1985 8.6 7.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

柚ノ木橋 (ﾕﾉｷﾊﾞｼ) 市道柚ノ木古屋敷線 不明 3.6 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道境川青柳線 1982 7 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

三郎次橋 (ｻﾌﾞﾛｳｼﾞﾊｼ) 市道室山中線 1968 8.8 4.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道室山中線 不明 4 5.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

楢原橋 (ﾅﾗﾊﾗﾊｼ) 市道梅ノ木後山線 1980 6.7 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

北向橋 (ｷﾀﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道梅ノ木後山線 1980 6.3 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

後山上橋 (ｳｼﾛﾔﾏｳｴﾊﾞｼ) 市道梅ノ木後山線 1970 5.2 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

七里橋 (ｼﾁﾘﾊｼ) 市道石原板切線 不明 4.1 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

板切橋 (ｲﾀｷﾘﾊｼ) 市道石原板切線 1985 7.9 6.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道石田1号支線 1986 5.1 3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道石田2号支線 1986 4.5 2.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

湯ノ上上橋 (ﾕﾉｳｴｳｴﾊｼ) 市道湯ノ上有氏線 不明 4.1 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

清水山橋 (ｷﾖﾐｽﾞﾔﾏﾊｼ) 市道板切清水山線 不明 4 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道千人塚石原線 1970 5.3 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊﾞｼ) 市道中上石原線 1970 5 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊﾞｼ) 市道老野古屋敷線 不明 2.3 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

平木橋 (ﾋﾗｷﾊﾞｼ) 市道平木山中線 1969 7.4 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

清谷橋 (ｷﾖﾀﾆﾊｼ) 市道種畜場沢水線 1973 5 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

道園橋 (ﾄﾞｳｿﾉﾊｼ) 市道道園牧ノ元線 1980 3.8 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道赤川線 不明 3.4 7.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

吉津橋 (ﾖｼﾂﾞﾊｼ) 市道下町吉津線 1968 8.3 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

毛磯利橋 (ｹｲｼｽﾞｴﾘﾊﾞｼ) 市道仲原赤川線 1979 7.4 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

朽木橋 (ｸﾁｷﾊｼ) 市道荻ノ迫寺原線 1979 13.2 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

杉の原橋 (ｽｷﾞﾉﾊﾗﾊｼ) 市道杉ノ原小路線 不明 2.5 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

一郎橋 (ｲﾁﾛｳﾊﾞｼ) 市道瀬戸南稲葉線 1968 5.4 3.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

二郎橋 (ｼﾞﾛｳﾊﾞｼ) 市道瀬戸南稲葉線 1970 7 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

三郎橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾊﾞｼ) 市道瀬戸南稲葉線 1972 4.8 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

添ヶ津留橋 (ｿｴｶﾞﾂﾙﾊｼ) 市道添ヶ津留大利線 1954 9.5 4.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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杉小野橋 (ｽｷﾞｵﾉﾊｼ) 市道新町杉小野線 不明 2.3 3.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

神馬谷橋 (ｶﾝﾊﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道神馬巣原線 1965 3.8 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

萬里橋 (ﾊﾞﾝﾘﾊｼ) 市道神馬巣原線 不明 13.2 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

上板切橋 (ｶﾐｲﾀｷﾘﾊｼ) 市道上板切線 1978 8 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

荻ノ迫橋 (ｵｷﾞﾉｻｺﾊｼ) 市道梅ノ木荻ノ迫線 不明 5.1 3.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

冷川向田橋 (ﾋﾔｶﾜﾑｺｳﾀﾞﾊｼ) 市道仏原向原2号支線 1980 12.5 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

稲葉橋 (ｲﾅﾊﾞﾊｼ) 市道梅ノ木西稲葉線 1960 8.5 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宮野尾橋 (ﾐﾔﾉｵﾊｼ) 市道宮ノ尾牧ノ元線 2004 9.5 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

中園橋 (ﾅｶｿﾉﾊｼ) 市道中央線 1961 8.4 7.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

台橋 (ﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道中央線 1976 7.4 6.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

年瀬橋 (ﾄｼｾﾊｼ) 市道中央線 1976 5 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

風満橋 (ｶｾﾞﾐﾂﾙﾊｼ) 市道中央線 不明 6.8 11.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

スンババ橋 (ｽﾝﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 市道新田北向線 1955 7.6 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊﾞｼ) 市道長野線 1955 3.7 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

社家橋 (ｼｬｹﾊｼ) 市道湯ノ原仲村線 1969 8.4 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

蟹湯橋 (ｶﾆﾕﾊｼ) 市道栃原線 1972 7 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

古園橋 (ﾌﾙｿﾞﾉﾊｼ) 市道栃原線 1968 3.1 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

奴留湯橋 (ﾇﾙﾕﾊｼ) 市道栃原線 1976 5.6 5.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

城後橋 (ｼﾞｮｳｺﾞﾊﾞｼ) 市道城後線 1961 6.5 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

辻1号橋 (ﾂｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道馬門沢水線 1978 6.2 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

辻2号橋 (ﾂｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道馬門沢水線 1979 6.2 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

原山橋 (ﾊﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道橘木線 1980 9 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

2号谷尻橋 (2ｺﾞｳﾀﾆｼﾘﾊﾞｼ) 市道上野線 1967 3 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道辻線 1967 4.6 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

栗木橋 (ｸﾘｷﾊﾞｼ) 市道柚柑子仲村線 1971 5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

仲村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道柚柑子仲村線 1971 5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

沢水橋 (ｻﾜﾐｽﾞﾊｼ) 市道水気線 1978 8 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

垣外橋 (ｶｲﾄﾊｼ) 市道長野新田線 1958 5.4 3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

日向塚橋 (ﾋﾅﾀﾂｶﾊｼ) 市道日向塚線 不明 2.4 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

葛路橋 (ｸｽﾞﾐﾁﾊｼ) 市道葛路線 1973 4.3 6.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

古殿橋 (ﾌﾙﾄﾞﾉﾊｼ) 市道下河原線 1980 7.5 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

壁床橋 (ｶﾍﾞﾄﾞｺﾊｼ) 市道西原山浦線 1979 6 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

日向橋 (ﾋﾅﾀﾊｼ) 市道日向線 1965 8 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

名子山橋 (ﾒｲｺﾔﾏﾊｼ) 市道名子山線 2001 3.4 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

釜土橋 (ｶﾏﾄﾞﾊﾞｼ) 市道柚柑子線 1968 3.5 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

柚本橋 (ﾕﾓﾄﾊｼ) 市道柚本線 1973 6.3 4.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宇曽橋 (ｳｿﾊﾞｼ) 市道宇曽線 1981 5.3 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

下沢水橋 (ｼﾓｻﾜﾐｽﾞﾊｼ) 市道下沢水線 1984 9.6 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

本峠橋 (ﾎﾝﾄｳｹﾞﾊｼ) 市道本峠線 1980 4.3 5.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山浦橋 (ﾔﾏｳﾗﾊﾞｼ) 市道山浦高塚線 1981 5 5.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

上栃原橋 (ｳｴﾄﾁﾊﾗﾊｼ) 市道上栃原線 2001 9.9 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

石ノ原橋 (ｲｼﾉﾊﾗﾊｼ) 市道石ノ原線 1980 7.8 6.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ
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橘木橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｷﾊｼ) 市道橘木線 不明 9.5 5.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

八の窪橋 (ﾔﾂﾉｸﾎﾞﾊｼ) 市道八の窪線 不明 8 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

白泉橋 (ﾊｸｾﾝﾊｼ) 市道吐合線 不明 7.3 3.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

常盤橋 (ﾄｷﾊﾊﾞｼ) 市道山川五反切線 1992 68 12.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第３号橋 (ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道小津留線 1955 5.2 6.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第４号橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道小津留線 不明 6 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

矢所大橋 (ﾔﾄﾞｺﾛｵｵﾊｼ) 市道藤渡叶野線 2006 136 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

鶴ヶ迫橋 (ﾂﾙｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道藤渡叶野線 2003 60 7.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

久住本町橋 (ｸｼﾞｭｳﾎﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 市道五反田道園線 不明 7.5 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

仲谷橋 (ﾅｶﾀﾆﾊｼ) 市道中原陽谷線 1995 22 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第2竜ヶ鼻橋 (ﾀﾞｲﾆﾘｭｳｶﾞﾊﾅﾊｼ) 市道田代百木線 不明 3 10.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

田尾橋 (ﾀｵﾊｼ) 市道田尾線 不明 5 4.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

堂之本橋 (ﾄﾞｳﾉﾓﾄﾊｼ) 国道213号 1963 17.8 12.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅲ

小田原橋 (ｺﾀﾞﾜﾗﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1969 50 8.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

石部橋 (ｲｼﾍﾞﾊｼ) 県道高田港線 1994 19.2 14.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

椎原橋 (ｼｲﾊﾞﾙﾊｼ) 県道地蔵峠小田原線 1993 11.5 10.2 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊｼ) 県道小河内香々地線 1962 6.2 6.6 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

菊山橋 (ｷｸﾔﾏﾊｼ) 県道新城山香線 1942 15.5 7.2 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

岸本橋 (ｷｼﾓﾄﾊｼ) 県道夷堅来線 1992 29 11 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

今祥橋 (ｲﾏｼｮｳﾊｼ) 県道夷堅来線 1992 27 11.5 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

高宇田橋 (ﾀｶｳﾀﾞﾊｼ) 県道美和佐野線 1995 11 16.8 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

福有小橋 (ﾌｸﾕｳｺﾊｼ) 国道２１３号 不明 2 16 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅰ

無名橋（A654M084） (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道赤根真玉線 不明 2.3 7.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小田原橋 (ｵﾀﾞﾜﾗﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 不明 2.5 8.7 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅰ

津留橋 (ﾂﾙﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 不明 9.4 4.3 大分県 大分県 豊後高田市 Ⅱ

黒橋 (ｸﾛﾊｼ) 国道213号 1960 12.5 14.3 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

天村橋 (ｱﾏﾑﾗﾊｼ) 国道213号 1962 20 9.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

奈多橋 (ﾅﾀﾊｼ) 国道213号 1992 11 12.6 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

八坂大橋 (ﾔｻｶｵｵﾊｼ) 国道213号 1991 600 11.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

磯神橋 (ｲｿｶﾞﾐﾊｼ) 国道213号 1971 11 8.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

徳永橋 (ﾄｸﾅｶﾞﾊｼ) 国道213号 1994 5.4 12 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

徳永橋側道橋 (ﾄｸﾅｶﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳﾊｼ)) 国道213号 1994 10 3.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

堺橋 (ｻｶｲﾊｼ) 県道山香国見線 1972 12.5 11.9 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

日野橋 (ﾋﾉﾊｼ) 県道八坂真那井線 1964 4.8 7.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 県道杵築安岐国東自転車道線 1986 18.8 3.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

谷本篠橋 (ﾀﾆﾓﾄｼﾉﾊｼ) 県道久木野尾山浦線 1997 19 12.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

鍛治屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 県道佐田山香線 1950 6.9 11 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

馬場尾陸橋Ｂランプ (ﾊﾞﾊﾞｵﾘｯｷｮｳBﾗﾝﾌﾟ) 県道糸原杵築線 1990 18.3 6.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

馬場尾陸橋Ｃランプ (ﾊﾞﾊﾞｵﾘｯｷｮｳCﾗﾝﾌﾟ) 国道213号 1989 80 6.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

馬場尾陸橋Ｄランプ (ﾊﾞﾊﾞｵﾘｯｷｮｳDﾗﾝﾌﾟ) 県道糸原杵築線 1990 18.1 6.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

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

ＢＬ橋 (ﾋﾞｰｴﾙﾊｼ) 国道213号 2011 20.4 6.3 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ
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甲尾山橋（県道昇格） (ｺｳﾉｻﾝﾊﾞｼ) 県道新城山香線 不明 42.4 12.7 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道213号 1971 3 13 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道糸原杵築線 2011 6 14.5 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

大月橋 (ｵｵﾂｷﾊｼ) 県道佐田山香線 1936 2 6 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 県道佐田山香線 1936 4 5.6 大分県 大分県 杵築市 Ⅲ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 県道久木野尾尾立線 1955 4 9.1 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

錦江橋側道橋 (ｷﾝｺｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道市駅錦江橋線 1981 167.8 3.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

中野大橋 (ﾅｶﾉｵｵﾊｼ) 市道沓掛石丸線 1987 10.4 8.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

カジヤ渡橋 (ｶｼﾞﾔﾜﾀﾘﾊｼ) 市道カジヤ重福寺線 1996 10.6 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道谷町寺町線 不明 4.1 3.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

昭南橋 (ｼｮｳﾅﾝﾊﾞｼ) 市道芋尾線 1988 6.4 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

古町橋 (ﾌﾙﾏﾁﾊﾞｼ) 市道志口住吉線 不明 13.2 6.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

生桑前第一号橋 (ｲｸﾜﾏｴﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道生桑前線 不明 3.3 9.1 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

下原第一号橋 (ｼﾓﾊﾞﾙﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道守末下原線 不明 2.8 31.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

堂園橋 (ﾄﾞｳｿﾞﾉﾊｼ) 市道堂園線 不明 12.7 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

中州橋 (ﾅｶｽﾊﾞｼ) 市道中州線 1988 9.5 3.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

（無名橋）日切線第１号橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道日切線 不明 2 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

谷山橋 (ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ) 市道谷山線 1995 10.5 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

兜岩橋 (ｶﾌﾞﾄｲﾜﾊﾞｼ) 市道北ノ原線 2000 11.7 7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

口野尾橋 (ｸﾁﾉｵﾊﾞｼ) 市道口ノ尾線 2003 12.9 4.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道一野西側線 2000 14 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

赤松渡橋 (ｱｶﾏﾂﾜﾀﾘﾊｼ) 市道赤松東平線 2001 23 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

畑中橋 (ﾊﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道畑中堂園線 1988 15.8 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

柿田橋 (ｶｷﾀﾊﾞｼ) 市道今原小学校支線 1997 16 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

松ヶ尾橋 (ﾏﾂｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道櫛屋支線 1998 18.5 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

鶴橋 (ﾂﾙﾊｼ) 市道鶴線 1997 15.4 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

第一号橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道年田浜第1号線 不明 8.8 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

中平第一号橋 (ﾅｶﾋﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道本庄中平線 不明 9.8 4.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

岸奈橋 (ｷｼﾅﾊﾞｼ) 市道岸奈線 2003 10.6 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道小武中村線 2000 10.9 8.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

定野尾橋 (ｼﾞｮｳﾉｵﾊﾞｼ) 市道定野尾山中線 1998 9.2 5.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

速内１号橋 (ﾊﾔｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道速内線 不明 11.8 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

生常橋 (ｲｸﾂﾈﾊﾞｼ) 市道年田加貫線 不明 9.8 9.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

定野尾橋 (ｼﾞｮｳﾉｵﾊﾞｼ) 市道定野尾線 不明 7.4 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

八ツ口橋 (ﾔﾂｸﾞﾁﾊｼ) 市道八ッ口線 1998 14.8 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊﾞｼ) 市道赤松線 不明 14.4 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

仲良し橋 (ﾅｶﾖｼﾊﾞｼ) 市道口ノ尾1号線 2004 12.6 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

坂水橋 (ｻｶﾐｽﾞﾊｼ) 市道坂水線 2001 22 5.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

岡ノ前橋 (ｵｶﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道坂水岡線 1994 31 6.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大月橋 (ｵｵﾂｷﾊﾞｼ) 市道大月線 1994 17.7 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道中村線 2003 30.3 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

孝高橋 (ｺｳｺｳﾊﾞｼ) 市道北浜孝高橋線 1993 73.4 8.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ
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第一号橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大内駅線 1984 3.8 8.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大内原1号橋 (ｵｵﾅｲﾊﾞﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大内原3号線 不明 8.8 3.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

平ノ田橋 (ﾋﾗﾉﾀﾊﾞｼ) 市道沓掛永松線 1999 21.7 11 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

岡橋 (ｵｶﾊﾞｼ) 市道杖ヶ迫線 1987 19.8 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道長田線 1989 31.6 5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

出河内１号橋 (ﾃﾞｶﾜﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道出河内線 不明 2.9 8.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

北浜宮司第一号橋 (ｷﾀﾊﾏﾐﾔｼﾞﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道北浜北線 不明 2 2.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

鹿倉大橋 (ｶｸﾗｵｵﾊｼ) 市道鹿倉線 1992 93.2 8.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

かんたん橋 (ｶﾝﾀﾝﾊﾞｼ) 市道王子天村線 1952 8.4 6.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

守江港橋 (ﾓﾘｴｺｳﾊﾞｼ) 市道守江臨港神田川線 1976 11.6 4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

鍋倉第一号橋 (ﾅﾍﾞｸﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍋倉線 不明 14.6 6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

藤ヶ花橋 (ﾌｼﾞｶﾞﾊﾅﾊﾞｼ) 市道藤ヶ花線 2000 10.8 3.4 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

矢田橋 (ﾔﾀﾊｼ) 市道松ノ木田平原線 不明 9.8 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道筌口野田線 1993 7.6 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

新山中橋 (ｼﾝﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道守江藤川線 2001 16.3 8.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

川原田橋 (ｶﾜﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道川原田線 1989 21 4.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

向橋 (ﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道浦篠楠原線 2000 16.5 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

谷橋 (ﾀﾆﾊﾞｼ) 市道谷楠原線 1998 18.5 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

1号橋１６ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋長流寺2号線 不明 5 3.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

中平第三号橋 (ﾅｶﾋﾗﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道本庄中平線 不明 13 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道角石堀田川線 2001 21.4 10.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

見立側道橋 (ﾐﾀﾃｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道若宮3号支線 1995 12 2.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

岡橋 (ｵｶﾊﾞｼ) 市道岡ノ前線 1996 25.2 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋線 不明 5.5 5.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

１号橋１７ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道岡2号線 不明 3.5 4.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

寺山橋 (ﾃﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道寺山線 2007 21.5 8.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

出原橋（歩道） (ｲﾃﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道相原熊丸線 1972 113.4 2.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

殿ヶ丘橋 (ﾄﾉｶﾞｵｶﾊﾞｼ) 市道瀬口松尾線 2011 18 10.5 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大鴨川橋 (ｵｵｶﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道大鴨川線 1956 14.1 10.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

大鴨川橋 (ｵｵｶﾓｶﾞﾜﾊｼ) 市道鴨川新興線 1995 23.5 10.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道エコランド線 2011 32.1 8.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道下本庄新庄線 不明 11 10 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道下本庄新庄線 不明 11 10 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

川原田橋 (ｶﾜﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大重見線 2012 15.3 6.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

小平第一号橋 (ｺﾀﾞｲﾗﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小ヶ倉小平線 不明 2.9 2.3 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

小平第二号橋 (ｺﾀﾞｲﾗﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道小ヶ倉小平線 不明 4.5 2.2 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

1号橋１８ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道薫石支線 不明 10 3.7 杵築市 大分県 杵築市 Ⅰ

吹風橋 (ﾎｶｾﾞﾊﾞｼ) 市道大重見線 1972 44.4 4.8 杵築市 大分県 杵築市 Ⅱ

錦江橋 (ｷﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道市駅錦江橋線 1956 167.5 6.6 杵築市 大分県 杵築市 Ⅲ

西椎屋高架橋① (ﾆｼｼｲﾔｺｳｶｷｮｳ1) 国道387号 2003 226 11.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

西椎屋高架橋② (ﾆｼｼｲﾔｺｳｶｷｮｳ2) 国道387号 2003 135.9 11.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

西椎屋高架橋③ (ﾆｼｼｲﾔｺｳｶｷｮｳ3) 国道387号 2003 105.8 11.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ
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西椎屋高架橋④ (ﾆｼｼｲﾔｺｳｶｷｮｳ4) 国道387号 2003 105.8 11.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

西椎屋橋 (ﾆｼｼｲﾔﾊｼ) 国道387号 1988 184.9 12.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

野地橋 (ﾉｼﾞﾊｼ) 国道387号 1953 7 6.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

新東椎屋橋 (ｼﾝﾋｶﾞｼｼｲﾔﾊｼ) 国道500号 1985 48 7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

東椎屋橋 (ﾋｶﾞｼｼｲﾔﾊﾞｼ) 国道500号 1952 40.1 6.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

須崎大橋 (ｽｻﾞｷｵｵﾊｼ) 国道500号 1998 180 11.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

松塚橋 (ﾏﾂﾂﾞｶﾊｼ) 国道500号 1955 7.5 6.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

神名橋 (ｼﾞﾝﾒｲﾊｼ) 国道500号 1935 7.5 8.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

浮殿大橋 (ｳｷﾃﾞﾝｵｵﾊｼ) 県道中津高田線 1966 136.3 8.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

浮殿大橋側道橋 (ｳｷﾃﾞﾝｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道中津高田線 1986 136.3 3.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

第一常磐橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾄｷﾜﾊｼ) 県道中津高田線 1968 5.3 8.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊｼ) 県道中津高田線 1972 64.2 8.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

真龍橋 (ｼﾝﾘｭｳﾊｼ) 県道中津高田線 1965 6.3 10.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

新溝橋 (ｼﾝﾐﾄﾞﾊｼ) 県道中津高田線 1969 4.8 7.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

矢倉橋 (ﾔｸﾞﾗﾊｼ) 県道中津高田線 1969 2.3 8.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

木裳橋側道橋 (ｷﾉﾑﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道山香院内線 1989 76.7 3.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 県道山香院内線 1992 9.4 15.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐田橋 (ｻﾀﾞﾊｼ) 県道山香院内線 1954 30 6.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 県道山香院内線 1968 17 7.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

長渕橋 (ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾊｼ) 県道山香院内線 1965 47 6.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

石井橋 (ｲｼｲﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1974 9.4 7.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

竜王橋側道橋 (ﾘｭｳｵｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道安心院湯布院線 1985 82.3 3.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

広連橋（上流側） (ﾋﾛﾂﾚﾊｼ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ)) 県道安心院湯布院線 1968 4.2 7.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

広連橋（下流側） (ﾋﾛﾂﾚﾊｼ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ)) 県道安心院湯布院線 1976 4.2 7.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

和気橋 (ﾜｷﾊｼ) 県道長洲宇佐線 1962 2.5 7.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

第１於筆橋 (ﾀﾞｲ1ｵﾌﾃﾞﾊｼ) 県道長洲宇佐線 1978 11.4 7.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

第２於筆橋 (ﾀﾞｲ2ｵﾌﾃﾞﾊｼ) 県道長洲宇佐線 1978 8.8 8.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

第二吉松橋 (ﾀﾞｲﾆﾖｼﾏﾂﾊﾞｼ) 県道豊前善光寺停車場線 1955 2.4 8.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

２号橋 (2ｺﾞｳｷｮｳ) 県道和気佐野線 1984 4.9 10.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

５号橋 (5ｺﾞｳｷｮｳ) 県道和気佐野線 1984 4.8 15.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

五十石大橋 (ｺﾞｼﾞｯｺｸｵｵﾊｼ) 県道和気佐野線 1978 26.9 10.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

３号橋 (3ｺﾞｳｷｮｳ) 県道和気佐野線 1984 5.2 15 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

４号橋 (4ｺﾞｳｷｮｳ) 県道和気佐野線 1984 7.4 10.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

朝倉橋 (ｱｻｸﾗﾊｼ) 県道津房木裳線 1950 2.5 4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

津房橋 (ﾂﾌﾞｻﾊｼ) 県道津房木裳線 1967 51 6.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

上町橋 (ｶﾝﾏﾁﾊｼ) 県道下矢部宇佐線 1963 26.5 6.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

敷田大橋 (ｼｷﾀﾞｵｵﾊｼ) 県道下時枝今津停車場線 1972 34.4 7.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

富山橋側道橋 (ﾄﾐﾔﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道下時枝今津停車場線 1981 4.5 3.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

円座橋 (ｴﾝｻﾞﾊｼ) 県道円座中津線 1982 52 9.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

第１麻生橋 (ﾀﾞｲ1ｱｿｳﾊｼ) 県道円座中津線 1972 3.8 5.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

下簾橋 (ｼﾓｶﾈﾊｼ) 県道円座中津線 1982 4.1 7.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

遊亀江橋 (ﾕｷｴﾊｼ) 県道円座中津線 2013 11.3 11.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ



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

橋梁名(フリガナ） 路線名
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 県道深秣植野線 1975 5.7 8.9 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

深見ダム橋 (ﾌｶﾐﾀﾞﾑﾊｼ) 県道川上玖珠線 1967 23.1 6.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

山道橋 (ｻﾝﾄﾞｳﾊｼ) 国道500号 1981 21.8 2.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

一丁田橋 (ｲｯﾁｮｳﾀﾞﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1968 4 6.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

温見野高架橋 (ﾇｸﾐﾉｺｳｶｷｮｳ) 国道387号 2007 322 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

上野地高架橋 (ｶﾐﾉｼﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道387号 2007 113 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野橋 (ｻﾉﾊﾞｼ) 国道213号 1962 10.6 9.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野橋側道橋（上流側） (ｻﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳｶﾞﾜ)) 国道213号 1962 11 2.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野橋側道橋（下流側） (ｻﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｶﾘｭｳｶﾞﾜ)) 国道213号 1962 11 2.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩崎１号橋 (ｲﾜｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1969 3 30 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩崎２号橋 (ｲﾜｻｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1969 3 18 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道中津高田線 2009 3 11.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

堀池橋 (ﾎﾘｲｹﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 2006 5 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道和気佐野線 1985 7 12.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道和気佐野線 1985 2 15 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道尾永井猿渡線 1983 4 9.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

今成橋 (ｲﾏﾅﾘﾊｼ) 県道山袋久々姥線 1963 2 3.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

第２麻生橋 (ﾀﾞｲﾆｱｿｳﾊｼ) 県道円座中津線 1975 4 9.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道387号 2012 4 12.8 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道387号 1985 4 11.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

烏帽子橋 (ｴﾎﾞｼﾊﾞｼ) 県道鳥越湯布院線 1960 4 4.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

雛戸橋 (ﾋﾅﾄﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1960 4 7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 市道小峰・山下線 1969 38.3 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

古田橋 (ﾌﾙﾀﾊﾞｼ) 市道富山・宮熊線 1960 31.4 7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

打上橋 (ｳﾁｱｹﾞﾊﾞｼ) 市道上元重線 1980 38.3 7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

向橋 (ﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道筌ノ口・向線 1982 20.8 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

新高並橋 (ｼﾝﾀｶﾅﾐﾊﾞｼ) 市道香下御沓線 1993 39.5 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

西屋敷大橋 (ﾆｼﾔｼｷｵｵﾊﾞｼ) 市道西屋敷新道線 1977 20.6 5.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

西貝橋 (ﾆｼｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道南鶴田・蜷木線 1969 33 6.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

神出橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 市道谷神出線 1984 22.2 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

中入橋 (ﾅｶｲﾘﾊﾞｼ) 市道平山大見尾線 1982 26.1 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

古佃橋 (ｺﾂｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西屋敷線 1973 20.6 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

宮ノ瀬橋 (ﾐﾔﾉｾﾊﾞｼ) 市道斉藤下景平線 1986 16.5 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇土橋 (ｳﾄﾞﾊﾞｼ) 市道田平和田線 不明 14.5 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

江熊橋 (ｴｸﾞﾏﾊﾞｼ) 市道山・江熊線 1980 27.2 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小坂橋 (ｵｻｶﾊﾞｼ) 市道櫛野小坂線 1992 34.6 8.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 市道橋津・日足線 1985 41.4 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

羅漢橋 (ﾗｶﾝﾊﾞｼ) 市道岡・羅漢線 2000 63.6 11.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

笹原橋 (ｻｻﾊﾗﾊﾞｼ) 市道下元重線 1979 37.2 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

恒松橋 (ﾂﾈﾏﾂﾊﾞｼ) 市道恒松・林崎線 1976 22.4 3.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

吉村橋 (ﾖｼﾑﾗﾊﾞｼ) 市道下城井南線 1978 21.2 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

蜷木跨線橋 (ﾆﾅｷﾞｺｾﾝﾊﾞｼ) 市道ふるさと東部線 2000 89.3 11.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ
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宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道大見尾内田線 不明 20.6 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

黒堂橋 (ｸﾛﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道西屋敷・黒堂線 1976 20 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

宮間橋 (ﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 市道中・黒村線 1950 24.8 4.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小稲橋 (ｺｲﾈﾊﾞｼ) 市道小稲・大副線 1966 14.7 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

西原橋 (ﾆｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道西原線 1994 23.2 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大幹線農道3号跨線橋 (ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ3ｺﾞｳｺｾﾝﾊﾞｼ)
市道ＵＳＡフラワーロード3号
線

1982 19.6 10.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 市道高橋平山線 1990 41 8.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

歳の上橋 (ﾄｼﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道下矢部・上矢部線 1968 22.1 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道向田線 1992 26.6 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

今井橋 (ｲﾏｲﾊﾞｼ) 市道下城井北線 1975 20.3 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道高橋御沓線 1971 21.4 3.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中鍋橋 (ﾅｶﾅﾍﾞﾊﾞｼ) 市道温見田所線 1937 15.7 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 市道下恵良栗山線 不明 25 5.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

戸方橋 (ﾄｶﾀﾊﾞｼ) 市道上荘・戸方線 1994 58.5 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道横山横断線 1996 38 9.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

八丁橋 (ﾊｯﾁｮｳﾊﾞｼ) 市道六地蔵線 1995 16.2 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

掛橋 (ｶｹﾊﾞｼ) 市道掛打上線 不明 16 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

幸穂迫橋 (ｺｯﾎﾟｻｺﾊﾞｼ) 市道幸穂迫線 1995 17.2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中原橋 (ﾅｶﾊﾙﾊﾞｼ) 市道中原・上拝田線 1952 160.2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

余橋 (ｱﾏﾘﾊﾞｼ) 市道下恵良栗山線 不明 15.6 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

御沓橋 (ﾐｸﾂﾊﾞｼ) 市道御沓打上線 1924 59 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

要橋 (ｶﾅﾒﾊﾞｼ) 市道中島線 1971 15.5 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

津々良橋 (ﾂﾂﾗﾊﾞｼ) 市道津々良線 1935 23.7 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

水雲橋 (ｽﾉﾘﾊﾞｼ) 市道水雲線 2006 43 10.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

新出橋 (ｼﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 市道出光線 1950 32.3 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

境ノ坪橋 (ｻｶｲﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道境ノ坪・川底1号線 1988 15.6 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

大幹線農道2号跨線橋 (ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ2ｺﾞｳｺｾﾝﾊﾞｼ)
市道ＵＳＡフラワーロード2号
線

1982 25.1 10.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

曽根橋 (ｿﾈﾊﾞｼ) 市道笠松・曽根線 1981 15 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

六郎橋 (ﾛｸﾛｳﾊﾞｼ) 市道六郎丸・板場線 1987 54.4 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

新鳥居橋 (ｼﾝﾄﾘｲﾊﾞｼ) 市道広瀬線 1992 56 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

穴尾橋 (ｱﾅｵﾊﾞｼ) 市道平山・大見尾線 1995 15.5 9.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

新宮原橋 (ｼﾝﾐﾔﾊﾙﾊﾞｼ) 市道宮原月俣線 1983 17 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

花連橋 (ﾊﾅﾚﾝﾊﾞｼ) 市道深見院内線 1971 44.8 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上野山橋 (ｳｴﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 市道平山大見尾線 1988 21.2 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中山大坪橋 (ﾅｶﾔﾏｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道平山・大見尾線 1989 40.5 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

荒瀬橋 (ｱﾗｾﾊﾞｼ) 市道副大副線 1939 38.5 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

矢津橋 (ﾔﾂﾞﾊﾞｼ) 市道矢津二又池線 1999 18 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

田切橋 (ﾀｷﾞﾘﾊﾞｼ) 市道西木・立石線 1978 12.5 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊﾞｼ) 市道小田・大成線 不明 6.1 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

畳石橋 (ﾀﾀﾐｲｼﾊﾞｼ) 市道上内河野線 1981 46 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

別府橋 (ﾋﾞﾕｳﾊﾞｼ) 市道別府橋横断線 1988 150.2 7.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

新鍵山橋 (ｼﾝｶｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道香下・御沓線 1999 20 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ
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今成橋 (ｲﾏﾅﾘﾊﾞｼ) 市道今成北線 1991 33 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

新原橋 (ﾆｲﾊﾗﾊﾞｼ) 市道新原・木裳線 1999 82 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上高家橋 (ｶﾐﾀｹｲﾊﾞｼ) 市道尾永井・猿渡線 2001 20 11.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

出口迫橋 (ﾃﾞｸﾞﾁｻｺﾊﾞｼ) 市道出口迫線 1995 15.4 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

飯田橋 (ｲｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道飯田原線 1992 101.2 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇流橋（野地橋） (ｳﾘｭｳﾊﾞｼ(ﾉｼﾞﾊﾞｼ)) 市道中鍋・野地線 1915 28.6 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

立石2号橋 (ﾀﾃｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西木・立石線 不明 3.2 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

樋田橋 (ﾋﾀﾞﾊﾞｼ) 市道田ノ口〆野線 1980 22.4 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

尾立西橋（尾立橋） (ｵﾀﾞﾃﾆｼﾊﾞｼ(ｵﾀﾞﾃﾊﾞｼ)) 市道尾立西線 2003 61.6 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上町橋 (ｶﾐﾏﾁﾊﾞｼ) 市道上町線 1995 32.3 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

櫛野橋 (ｸｼﾉﾊﾞｼ) 市道掛上円座線 1923 33.4 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

毘沙門橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊﾞｼ) 市道古川本線 1999 24.7 11.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

中須賀1号橋 (ﾅｶｽｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道楢本中須賀線 不明 44.3 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

紀念橋 (ｷﾈﾝﾊﾞｼ) 市道市木格見線 1924 20.1 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

元橋 (ﾓﾄﾊﾞｼ) 市道元線 1988 31 7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

今井橋 (ｲﾏｲﾊﾞｼ) 市道今井線 1928 40.5 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

蛇掘大橋（蛇堀橋） (ｼﾞｬﾎﾞﾘｵｵﾊﾞｼ(ｼﾞｬﾎﾞﾘﾊﾞｼ)) 市道ふるさと東部線 1998 38 11 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道分寺斉藤線 1921 22 2.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道下市古市線 1992 77.7 7.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

早田橋 (ｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道鐘ヶ池・早田橋線 1987 33.1 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中須賀2号橋 (ﾅｶｽｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道楢本中須賀線 不明 34.9 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 市道川底線 1928 17 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

川部大橋 (ｶﾜﾍﾞｵｵﾊﾞｼ) 市道川部橋線 2001 332 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

成久橋 (ﾅﾘﾋｻﾊﾞｼ) 市道宇佐魚町線 1989 34 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

渡谷橋 (ﾜﾀﾔﾊﾞｼ) 市道渡谷線 1946 15.8 3.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

木内橋 (ｷｳﾁﾊﾞｼ) 市道今成線 1995 33.3 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ) 市道深津線 1985 15.6 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

天拝橋 (ﾃﾝﾊﾟｲﾊﾞｼ) 市道日足田中線 1996 21.3 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

鳥居橋 (ﾄﾘｲﾊﾞｼ) 市道広瀬線 1916 56 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

末別府橋 (ｽｴﾋﾞﾕｳﾊﾞｼ) 市道末・今成線 1992 35 9.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

滝見橋 (ﾀｷﾐﾊﾞｼ) 市道滝川線 1960 21.7 7.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

水雲橋 (ｽﾉﾘﾊﾞｼ) 市道水雲線 1927 30.8 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

富士見橋（旧） (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ(ｷｭｳ)) 市道高橋納持線 1925 47.2 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

且尾橋 (ｶﾂｵﾊﾞｼ) 市道且尾上ノ原線 1989 46.5 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

松垣橋 (ﾏﾂｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道今成・野地線 1985 33.3 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上出平橋 (ｶﾝﾃﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道上出平線 1928 17.5 3.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

木裳橋 (ｷﾉﾑﾊﾞｼ) 市道南北線 1985 18 8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上荘橋 (ｶﾐｿｳﾊﾞｼ) 市道上荘上ノ原線 1985 69 8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

寄藻橋 (ﾖﾘﾓﾊﾞｼ) 市道伏田・金丸線 1997 35.8 8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

板場橋 (ｲﾀﾊﾞﾊﾞｼ) 市道板場樋ノ口線 2003 16.1 6.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

上納持橋 (ｶﾐﾉｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道飯塚滝貞線 1992 36.9 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

分寺橋 (ﾌﾞｼﾞﾊﾞｼ) 市道下余岩下線 1945 38.2 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 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

橋梁名(フリガナ） 路線名
行政区域架設

年次
（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

上内河野橋 (ｶﾐｳﾁｶﾜﾉﾊﾞｼ) 市道上内河野線 1988 54.5 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

景平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道古立前線 1918 20.5 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 市道丸田線 1994 36 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

片保木橋 (ｶﾀﾎｷﾞﾊﾞｼ) 市道御幡・小向野線 2002 28.8 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

川原山橋 (ｶﾜﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道日足川原山橋線 1994 18.7 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

神海橋 (ｺｳﾐﾊﾞｼ) 市道大仏線 1992 27.5 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

南毛橋 (ﾅﾝｹﾞﾊﾞｼ) 市道南毛線 2005 93.5 10 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下内河野橋 (ｼﾓｳﾁｶﾜﾉﾊﾞｼ) 市道矢畑上内河野線 2000 42.5 9.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

居籠橋 (ｲｺﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 市道岩崎向田線 2000 40.9 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道広瀬線 2001 142 10.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大元山橋 (ｵｵﾓﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 市道日足中央線 1999 19.3 7.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道中村橋線 2002 32.2 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

千寿院橋 (ｾﾝｼﾞｭｲﾝﾊﾞｼ) 市道千寿院線 1995 29.3 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大善寺橋 (ﾀﾞｲｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道宇佐大善寺線 2008 32.8 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

本小木浦橋 (ｺﾝｺｷﾞｳﾗﾊｼ) 国道326号 1979 46 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

福門大橋 (ﾌｸﾓﾝｵｵﾊｼ) 国道326号 1973 60 11 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

芳の奥橋 (ﾖｼﾉｵｸﾊｼ) 国道326号 1988 80 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

荒木橋 (ｱﾗｺﾊｼ) 国道442号 1964 11 8.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小柳橋 (ｺﾔﾅｷﾞﾊｼ) 国道502号 1979 15 10.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

三郎橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾊｼ) 国道502号 1979 40.9 10.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

菫橋 (ｽﾐﾚﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1963 3.3 4.4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1963 7.5 5.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

緑橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1963 3.5 6.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

上古町橋 (ｶﾐﾌﾙﾏﾁﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1971 7.5 6.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

龍泉寺橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1994 10.8 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川南橋 (ｶﾜﾐﾅﾐﾊｼ) 県道三重野津原線 1974 18 6.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊｼ) 県道三重弥生線 1965 10 7.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

猿飛橋 (ｻﾙﾄﾋﾞﾊｼ) 県道緒方朝地線 1981 68 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

龍神橋 (ﾘｭｳｼﾞﾝﾊｼ) 県道中判田犬飼線 1962 24.2 5.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

ノゾキ橋 (ﾉｿﾞｷﾊｼ) 県道山内新殿線 1931 10 5.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 県道山内新殿線 1953 25.5 3.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

入瀬橋 (ｲﾘｾﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1958 4.6 4.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1985 37 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久中橋 (ﾋｻﾅｶﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1989 35.5 10.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

白谷橋 (ｼﾛﾀﾆﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1961 3 3.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1961 5 3.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新宮下橋 (ｼﾝﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 2002 9.2 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 2000 14 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

八坂橋 (ﾔｻｶﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1960 4 4.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1952 4 4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柚河内橋 (ﾕｽﾞｶﾜｳﾁﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1961 8.3 4.7 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1979 11.4 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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大藪橋 (ｵｵﾔﾌﾞﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1968 3.6 4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1956 7 3.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鹿ノ戸橋 (ｼｶﾉﾄﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1956 2.2 4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鶴岩橋 (ﾂﾙｶﾞｲﾜﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1982 14.4 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1961 12.7 3.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

堂ノ下橋 (ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 1993 13.5 9.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

西泉橋 (ﾆｼｲｽﾞﾐﾊｼ) 県道百枝大野線 1999 18 6.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

辻橋 (ﾂｼﾞﾊｼ) 県道百枝大野線 1957 5 4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

高飛橋 (ﾀｶﾄﾋﾞﾊｼ) 県道伏野宇目線 1967 22.4 4.7 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大師橋 (ﾀｲｼﾊｼ) 県道伏野宇目線 1960 7 4.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

谷橋 (ﾀﾆﾊｼ) 県道伏野宇目線 1969 22 4.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

仁の尾橋 (ﾆﾉｵﾊｼ) 県道伏野宇目線 1970 12 4.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

松代橋 (ﾏﾂﾀﾞｲﾊｼ) 県道伏野宇目線 2002 8.5 6.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

第一弥三橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔｿﾞｳﾊｼ) 県道伏野宇目線 1970 6.6 4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

第二弥三橋 (ﾀﾞｲﾆﾔｿﾞｳﾊｼ) 県道伏野宇目線 1959 5 3.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

久田橋 (ﾋｻﾀﾞﾊｼ) 県道伏野三重線 1976 42.6 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

高寺橋 (ﾀｶﾃﾗﾊｼ) 県道伏野三重線 1958 3 6.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊｼ) 県道伏野三重線 1950 35.5 6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

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

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊｼ) 県道緒方高千穂線 1956 10.7 10 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

新轟橋 (ｼﾝﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ) 県道中津留轟牧口停車場線 2007 16 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

深山橋橋側歩道橋 (ｼﾝｻﾞﾝﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1960 31 2.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

暁橋橋側歩道橋 (ｱｶﾂｷﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1971 16 1.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

三ツ木橋 (ﾐﾂｷﾊﾞｼ) 県道竹田犬飼線 1963 19 8.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

三ツ木橋橋側歩道橋 (ﾐﾂｷﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1982 18 2.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

深町橋橋側歩道橋（上り） (ﾌｶﾏﾁﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 県道竹田犬飼線 2001 21 3.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

大鳥橋橋側歩道橋 (ｵｵﾄﾘﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎｿｳｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1972 24 1.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

平田橋橋側歩道橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1972 36 1.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

深山橋 (ｼﾝｻﾞﾝﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1967 25 9.4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

茜橋 (ｱｶﾈﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1963 35 11.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新浅草橋 (ｼﾝｱｻｸｻﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1967 56 11.6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

北野田橋 (ｷﾀﾉﾀﾞﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1969 15 12.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

北野田橋橋側歩道橋 (ｷﾀﾉﾀﾞﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道竹田犬飼線 1972 19 1.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大鳥橋 (ｵｵﾄﾘﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1970 20 9.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1969 30 9.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

暁橋 (ｱｶﾂｷﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1969 9 9.4 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新田中橋 (ｼﾝﾀﾅｶﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1964 14 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小柳橋橋側歩道橋下り (ｵﾔﾅｷﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 県道竹田犬飼線 不明 7 1.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小柳橋 (ｵﾔﾅｷﾞﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1967 11.4 10.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

深町橋橋側歩道橋下り (ﾌｶﾏﾁﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 県道竹田犬飼線 不明 13.5 2.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅰ

覗橋 (ﾉｿﾞｷﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1967 9.4 9.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

覗橋橋側歩道橋下り (ﾉｿﾞｷﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 県道竹田犬飼線 不明 9.9 2.1 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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深町橋 (ﾌｶﾏﾁﾊｼ) 県道竹田犬飼線 1964 13.5 8.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 市道山下常忠寺線 1973 11.4 4.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊｼ) 市道岩崎・横井線 1973 17.3 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

広鏡橋 (ｺｳｷｮｳﾊｼ) 市道鏡線 1992 9.7 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 市道漆生1号線 1956 33.1 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜﾊｼ) 市道高畑細長線 2002 10.7 10 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

福生寺橋 (ﾌｸｼｮｳｼﾞﾊｼ) 市道福生寺線 2000 11.8 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

甲斐氏橋 (ｶｲｳｼﾞﾊｼ) 市道甲斐氏線 1975 12 4.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

川向橋 (ｶﾜﾑｺｳﾊｼ) 市道川向線 1975 12 4.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

妙戸木橋 (ﾐｮｳﾄｷﾞﾊｼ) 市道倉波1号線 1975 12.1 4.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柳平跨線橋 (ﾔﾅﾋﾞﾋﾗｺｾﾝｷｮｳ) 市道高畑細長線 1970 13.5 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

脇ノ田橋 (ﾜｷﾉﾀﾊｼ) 市道倉波2号線 1973 13.5 7.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 市道原田1号線 1998 17.7 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

漆生橋 (ｳﾙｼｵﾊｼ) 市道漆生2号線 1979 25.4 5.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

長峰橋 (ﾅｶﾞﾐﾈﾊｼ) 市道長峰2号線 1993 32.6 6.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

野尻橋 (ﾉｼﾞﾘﾊｼ) 市道柴山大迫線 1989 33.8 8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

恵良之前橋 (ｴﾗﾉﾏｴﾊｼ) 市道新殿長峰線 1984 36.3 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

両村橋 (ﾘｮｳｿﾝﾊｼ) 市道石田1号線 1999 43 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

野間橋 (ﾉﾏﾊｼ) 市道田尾真萱線 1979 3.1 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

田尾橋 (ﾀｵﾊｼ) 市道田原園4号線 1979 3.5 4.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

田平浦橋 (ﾀﾋﾞﾗｳﾗﾊｼ) 市道田尾真萱線 1977 3.8 4.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

西迫橋 (ﾆｼｻｺﾊｼ) 市道西迫線 1974 3.9 4.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊｼ) 市道大迫長峰線 1941 4 3.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

後大木橋 (ｳｼﾛｵｵｷﾊｼ) 市道大木4号線 1979 4 4.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

下原橋 (ｼﾓﾊﾞﾙﾊｼ) 市道新殿長峰線 1945 4.1 5.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

尾刎橋 (ｵﾊﾞﾈﾊｼ) 市道田原園2号線 1979 4.1 4.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道鳥越小原線 1979 4.1 4.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

北平橋 (ｷﾀﾋﾗﾊｼ) 市道北平線 1990 4.4 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

清戸橋 (ｷﾖﾄﾊｼ) 市道大木田尾線 1973 9.5 6.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

徳林橋 (ﾄｸﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道倉波3号線 1999 6.8 3.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

御領橋 (ｺﾞﾘｮｳﾊｼ) 市道高畑細長線 1992 8.4 8.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

第1前田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾏｴﾀﾞﾊｼ) 市道長田岩下線 1973 9.6 6.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新谷合橋 (ｼﾝﾀﾆｱｲﾊｼ) 市道舟木1号線 2003 10.5 7.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

八山橋 (ﾔﾔﾏﾊｼ) 市道舟木田原園線 1973 11.3 6.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

新大千橋 (ｼﾝﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 市道舟木・田原園線 2004 32 6.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

下ノ原跨道橋（高添第１跨道橋） (ｼﾓﾊﾞﾙｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾀｶｿﾞｴﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳﾊｼ)) 市道下ノ原2号線 2007 36.5 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

高添第2跨道橋 (ﾀｶｿﾞｴﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳﾊｼ) 市道下ノ原2号線 2004 42 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

高添第5跨道橋 (ﾀｶｿﾞｴﾀﾞｲｺﾞｺﾄﾞｳﾊｼ) 市道石五道線 2004 44 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

尾久保橋 (ｵｸﾎﾞﾊｼ) 市道下山片島線 2002 41.6 8.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

漆生跨道橋 (ｳﾙｼｵｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道下山片島線 1997 36.4 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

平橋 (ﾋﾗﾊｼ) 市道漆生1号線 2002 25.4 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

清田橋 (ｷﾖﾀﾊｼ) 市道田原園1号線 2002 60 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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高松橋 (ﾀｶﾏﾂﾊｼ) 市道津留・高松線 1951 125 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

福門橋 (ﾌｸﾓﾝﾊｼ) 市道横町線 1919 40 5.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊｼ) 市道新飼･葛川線 1955 38.8 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

津ヶ無礼橋 (ﾂｶﾞﾑﾚﾊｼ) 市道柳瀬・津ヶ無礼線 1954 32.5 2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

両村橋(旧橋) (ﾌﾀﾑﾗﾊｼ) 市道柴北石田線 1939 28.2 4.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

神宿橋 (ｶﾐｼｭｸﾊｼ) 市道神宿線 1921 27 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

鮎ヶ瀬橋 (ｱｳｶﾞｾﾊｼ) 市道上へ村線 1948 25 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

浜川橋 (ﾊﾏｶﾜﾊｼ) 市道下山奥・深野線 1971 42 6.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

石井橋 (ｲｼｲﾊｼ) 市道上重・石井線 1972 35 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

新河内橋 (ｼﾝｶﾜｳﾁﾊｼ) 市道天神町･宇津尾木綿 1971 34 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

樋口橋 (ﾋｸﾞﾁﾊｼ) 市道樋ノロ・葛川線 1974 30.5 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

阿原橋 (ｱﾊﾗﾊｼ) 市道阿原線 1973 10 4.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 市道鉢久保・長谷線 1996 11 2.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

戸上橋 (ﾄﾉｳｴﾊｼ) 市道吐合・戸上線 1965 14.2 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

椚尾橋 (ｸﾇｷﾞｵﾊｼ) 市道新道・石井線 1995 14.5 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

伊予床橋 (ｲﾖﾄﾞｺﾊｼ) 市道柴北・伊予床線 2001 21 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大園橋 (ｵｵｿﾉﾊｼ) 市道大園・上り口線 1982 16.5 3.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

花香橋 (ﾊﾅｶﾞﾊｼ) 市道横手・山内線 1973 17.7 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

竹ノ下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊｼ) 市道落合・竹ノ下線 1988 18.7 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

真萱橋 (ﾏｶﾔﾊｼ) 市道真萱・落ル水線 1964 18.8 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

寒須橋 (ｿｳｽﾞﾊｼ) 市道柳瀬・釘野線 1973 20 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

長畑橋 (ﾅｶﾞﾊﾀﾊｼ) 市道新飼・中井田線 1971 20 5.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

船木橋 (ﾌﾅｷﾞﾊｼ) 市道吐合・戸上線 1965 21.3 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新戸ノ口橋 (ｼﾝﾄﾉｸﾁﾊｼ) 市道戸ノ口・赤峰線 1985 22 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新岩屋橋 (ｼﾝｲﾜﾔﾊｼ) 市道岩屋線 1985 28 4.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

田ノ平橋 (ﾀﾉﾋﾗﾊｼ) 市道柴北・伊予床線 1996 29.5 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

千束橋 (ｾﾝｿﾞｸﾊｼ) 市道天ヶ瀬・田口線 1985 30 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

犬飼中央橋 (ｲﾇｶｲﾁｭｳｵｳﾊｼ) 市道新道・石井線 1997 30 9.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊｼ) 市道市・葛川線 1991 30.7 6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道名本・高添線 1989 38.8 6.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新小野橋 (ｼﾝｵﾉﾊｼ) 市道小野線 1998 40 6.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

吐合橋 (ﾊｷｱｲﾊｼ) 市道吐合・戸上線 1991 58 9.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新通山橋 (ｼﾝﾄｵﾘﾔﾏﾊｼ) 市道吐合山奥1号線 2003 17.5 8.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

吐合大橋 (ﾊｷｱｲｵｵﾊｼ) 市道吐合山奥2号線 2003 153.9 9.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

初保尾橋 (ﾊﾂﾎﾞｵﾊｼ) 市道初保尾線 1999 22.5 8.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

太朗丸橋 (ﾀﾛｳﾏﾙﾊｼ) 市道石井線 1962 4.9 6.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

上重橋 (ｳｴｼﾞｭｳﾊｼ) 市道津留・上重線 1957 3 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

上重（第２号）橋 (ｳｴｼﾞｭｳ(ﾀﾞｲﾆｺﾞｳ)ﾊｼ) 市道津留・上重・石井線 1957 3.2 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山内橋 (ﾔﾏｳﾁﾊｼ) 市道落合・山内線 1973 4 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

通山橋 (ﾄｵﾘﾔﾏﾊｼ) 市道長谷・吐合線 1959 5 4.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

井ノ谷橋 (ｲﾉﾀﾆﾊｼ) 市道葛川線 1956 5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

井平ノ谷橋 (ｲﾋﾗﾉﾀﾆﾊｼ) 市道樋ノ口・葛川線 1973 6.5 5.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ
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戸ノ口橋 (ﾄﾉｸﾁﾊｼ) 市道戸ノ口線 1954 6.6 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

屋永橋 (ﾔﾅｶﾞﾊｼ) 市道久原・屋永線 1988 7 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柚川内橋 (ﾕｶﾞﾜﾁﾊｼ) 市道新飼・柚河内線 1992 7.5 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

折立橋 (ｵﾘﾀﾃﾊｼ) 市道折立・栗ノ木線 1973 8.5 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

栗ノ木橋 (ｸﾘﾉｷﾊｼ) 市道柳瀬・釘野線 1988 8.8 11.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

宇津尾木橋 (ｳﾁｵｷﾞﾊｼ) 市道天神町・宇津尾木線 1959 9 5.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

下野跨道橋 (ｼﾓﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道下津尾・野首線 1995 36.2 10.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

内河跨道橋 (ｳﾁｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道内河線 2005 48.5 9.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

上ワ町跨道橋 (ｶﾐﾜﾁｮｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道上へ村下の原線 2005 56.7 6.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

楠跨道橋 (ｸｽﾉｷｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道石田大迫線 2006 47.3 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

井上跨線橋 (ｲﾉｳｴｺｾﾝｷｮｳ) 市道鼓田井上線 2002 18 7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

矢田橋 (ﾔﾀﾞﾊｼ) 県道三重野津原線 1936 3.7 6.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山奥橋 (ﾔﾏｵｸﾊｼ) 下山奥・深野線 2004 3.4 6.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊｼ) 柴北・高津原線 不明 7 5.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

恵良橋 (ｴﾗﾊｼ) 新飼・柚河内線 1981 2.3 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

塚田橋 (ﾂｶﾀﾞﾊｼ) 塚田線 不明 2.1 5.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

水分跨道橋 (ﾐｽﾞﾜｹｺﾄﾞｳｷｮｳ) 県道別府一の宮線 1997 77 7.6 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

秋山橋 (ｱｷﾔﾏﾊｼ) 県道安心院湯布院線 2002 12.1 10.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

岡ノ原橋 (ｵｶﾉﾊﾗﾊｼ) 県道安心院湯布院線 2000 11.5 10.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

新落合橋 (ｼﾝｵﾁｱｲﾊｼ) 県道別府挾間線 1992 32 11 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

来鉢橋 (ｸﾊﾞﾁﾊｼ) 県道別府挾間線 1964 29.1 6.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

北方橋 (ｷﾀｶﾀﾊｼ) 県道別府挾間線 1958 4.2 5.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

小挾間大橋 (ｵﾊﾞｻﾏﾊｼ) 県道別府庄内線 2001 84 15 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

中台六橋 (ﾅｶﾀﾞｲﾛｸﾊｼ) 県道大分挾間線 1967 5.2 4.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

上台六橋 (ｶﾐﾀﾞｲﾛｸﾊｼ) 県道大分挾間線 1967 3.6 4.4 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

下台六橋 (ｼﾓﾀﾞｲﾛｸﾊｼ) 県道大分挾間線 1941 4.5 3.5 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

湯平大橋 (ﾕﾉﾋﾗｵｵﾊｼ) 県道湯平温泉線 1980 164 9.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

硫黄橋 (ｲｵｳﾊｼ) 県道塚原天間線 1990 8.9 13 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

湯河原橋 (ﾕｶﾞﾜﾗﾊｼ) 県道塚原天間線 1963 33 6.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

中釣橋 (ﾅｶﾂﾙﾊｼ) 県道塚原天間線 1963 10.5 17.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

鬼の箕橋 (ｵﾆﾉﾐﾉﾊｼ) 県道塚原天間線 1990 9.8 13 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

上重見橋 (ｶﾐｼｹﾞﾐﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1992 7.9 9.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

重見橋 (ｼｹﾞﾐﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1992 16.5 9.6 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

塚原橋 (ﾂｶﾊﾗﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1963 3.8 7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

柚ノ木橋 (ﾕｽﾞﾉｷﾊｼ) 県道東山庄内線 1962 6 4.5 大分県 大分県 由布市 Ⅰ

夜見渡橋 (ﾖﾐﾜﾀﾘﾊｼ) 県道田野庄内線 1933 30 5 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

阿蘇野橋 (ｱｿﾉﾊｼ) 県道田野庄内線 1989 41 10.5 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

原中橋 (ﾊﾗﾅｶﾊｼ) 県道田野庄内線 1990 30 8.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

第７号黒岳橋 (ﾀﾞｲ7ｸﾛﾀﾞｹﾊｼ) 県道田野庄内線 1945 4.4 4.3 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

第２堂の下橋 (ﾀﾞｲ2ﾄﾞｳﾉｼﾀﾊｼ) 県道田野庄内線 1997 22.3 9.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

鹿倉橋 (ｶｸﾗﾊｼ) 県道田野庄内線 2001 11.1 8.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

黒岳橋 (ｸﾛﾀｹﾊｼ) 県道田野庄内線 1988 13.6 11.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ
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篠原橋 (ｼﾉﾊﾗﾊｼ) 県道中村鬼瀬停車場線 1953 79 5.1 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

深谷橋 (ﾌｶﾀﾆﾊｼ) 県道東長宝西線 1924 11 4.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

和泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊｼ) 県道東長宝西線 1963 2.7 4.7 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

若杉橋 (ﾜｶｽｷﾞﾊｼ) 県道安心院湯布院線 2004 29 10.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

龍仙峡橋 (ﾘｭｳｾﾝｷｮｳﾊｼ) 県道庄内久住線 2009 155 6.5 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

黒笠木橋 (ｸﾛｶﾞｻｷﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 2008 15.6 9 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

猪野蛍橋 (ｲﾉﾎﾀﾙﾊｼ) 県道別府庄内線 2003 29 12 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

上千年橋 (ｶﾐｾﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 県道別府湯布院線 1953 21 9 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

花合野大橋 (ｶｺﾞﾉｵｵﾊｼ) 県道湯平温泉線 不明 24 10.5 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

蟹倉橋 (ｶﾆｸﾗﾊｼ) 県道別府庄内線 2007 13 12 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

湯の坪橋側道橋 (ﾕﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道別府湯布院線 2013 14 2.2 大分県 大分県 由布市 Ⅰ

熊尾橋拡幅部 (ｸﾏｵﾊｼｶｸﾌｸﾌﾞ) 県道湯平温泉線 1980 12 7.2 大分県 大分県 由布市 Ⅲ

北ノ苑橋 (ｷﾀﾉｿﾉﾊﾞｼ) 市道高崎北苑線 1960 3.9 4.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

キートン橋 (ｷｰﾄﾝﾊﾞｼ) 市道来鉢中畑線 1933 10.6 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

鬼崎橋 (ｵﾆｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道鬼崎線 2000 9.2 2.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊﾞｼ) 市道天神橋同尻線 不明 9.3 4.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

沖須賀橋 (ｵｷﾉｽｶﾊﾞｼ) 市道沖ノ須賀線 1945 3.1 1.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

台橋 (ﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道粕掛線 1960 5 3.1 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

酒野橋 (ｻｹﾉﾊﾞｼ) 市道酒野2号線 1989 10 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

尾畑橋 (ｵﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ) 市道酒野2号線 不明 8.7 3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

和尚１号橋 (ｵｼｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道北方梅木1号線 2005 3.3 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

和尚２号橋 (ｵｼｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道北方梅木2号線 不明 4 5.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

沖須賀２号橋 (ｵｷﾉｽｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道沖ノ須賀2号線 2005 10 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

牛踏橋 (ｳｼﾌﾞﾐﾊﾞｼ) 市道北方宮田1号線 不明 2.8 3.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

北園橋 (ｷﾀｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道東表北園線 不明 4.8 3.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

阿南橋 (ｱﾅﾝﾊﾞｼ) 市道小野屋櫟木線 1895 30.6 4.2 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

間田橋 (ﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道臼杵原間田線 1922 10 3.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

円通寺橋 (ｴﾝﾂｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道円通寺線 不明 4.9 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

下瀬口橋 (ｼﾓｾｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道下瀬口線 不明 3.7 4.8 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

黒土橋 (ｸﾛﾂﾁﾊﾞｼ) 市道中尾黒土線 不明 3.2 3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

成合橋 (ﾅﾘｱｲﾊﾞｼ) 市道大龍成合線 不明 3.7 3.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

山鶴１号橋 (ﾔﾏﾂﾞﾙｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大龍成合線 不明 2.9 3.9 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

山鶴２号橋 (ﾔﾏﾂﾞﾙﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道大龍成合線 不明 2.6 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

知尾谷橋 (ﾁｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道知尾線 不明 4.8 2.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

横井手下橋 (ﾖｺｲﾃﾞｼﾓﾊﾞｼ) 市道梶屋挟間線 不明 5.3 3.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

竜原分水橋 (ﾀﾂﾊﾙﾌﾞﾝｽｲｷｮｳ) 市道竜原栗灰線 不明 3.3 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

横井手上橋 (ﾖｺｲﾃﾞｶﾐﾊﾞｼ) 市道若葉団地塚の原線 不明 5.6 3.1 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

善門橋 (ｾﾞﾝﾓﾝﾊﾞｼ) 市道塚の原中津野線 2002 13.6 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

第１発電所橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾊﾂﾃﾞﾝｼｮﾊﾞｼ) 市道第1発電所線 不明 3 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

迫橋２号 (ｻｺﾊﾞｼﾆｺﾞｳ) 市道山鶴迫線 不明 2.3 5.1 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

南橋 (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道深谷長野線 1957 5.4 3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

折丸橋 (ｵﾘﾏﾙﾊﾞｼ) 市道猪野横牧中尾線 不明 5.4 3.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ
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竹の下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道役場岡の平線 1984 11 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

葛原２号橋 (ｶｽﾞﾗﾜﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道上組葛原線 不明 3.9 4.4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

葛原３号橋 (ｶｽﾞﾗﾜﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道上組葛原線 不明 3.3 4 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

平石２号橋 (ﾋﾗｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下武宮平石線 不明 2.1 3.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

みの草上橋 (ﾐﾉｸｻｶﾐﾊﾞｼ) 市道みの草上線 不明 3.5 4.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

みの草中１号橋 (ﾐﾉｸｻﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道みの草中線 不明 2.7 3 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

みの草橋 (ﾐﾉｸｻﾊﾞｼ) 市道みの草中線 2004 10 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

みの草下２号橋 (ﾐﾉｸｻｼﾓﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道みの草下線 不明 5.1 3.4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

伽藍田橋 (ｶﾞﾗﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道宇南畑田線 不明 7.1 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

五ヤ谷一号橋 (ｺﾞﾔﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道橋爪佐平治線 不明 5.1 5.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

竹の下前橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾏｴﾊﾞｼ) 市道竹の下岡の平線 不明 6.1 3.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

ガランダ２号橋 (ｶﾞﾗﾝﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道甲斐田橋爪中線 不明 6.2 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

ガランダ３号橋 (ｶﾞﾗﾝﾀﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道甲斐田橋爪中線 不明 8 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

八久保橋 (ﾊﾁｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道仁瀬小袋線 不明 3.6 3.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

仁瀬１号橋 (ﾆｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道仁瀬小袋線 不明 3 5.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

仁瀬２号橋 (ﾆｾﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道仁瀬小袋線 不明 4 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

奈良田石橋 (ﾅﾗﾀﾞｲｼﾊﾞｼ) 市道庄内駅南園線 不明 5.8 3 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

山本橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊﾞｼ) 市道山本線 2007 20.2 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道鹿子倉尾足線 不明 6.6 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上切畑１号橋 (ｳｴｷﾞﾘﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上切畑線 不明 3.1 3.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上切畑２号橋 (ｳｴｷﾞﾘﾊﾞﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道上切畑線 不明 3.3 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

農免１号橋 (ﾉｳﾒﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道瓜生田上々渕線 1987 27 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道富中の原線 不明 2.9 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

八郎橋 (ﾊﾁﾛｳﾊﾞｼ) 市道岩下伊小野線 1992 8.2 6.3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上重２号橋 (ｱｹﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道井手下内山線 不明 2.4 5.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

井手下橋 (ｲﾃﾞｼﾀﾊﾞｼ) 市道原中井手下線 1968 5.6 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

向作橋 (ﾑｶｲｻｸﾊﾞｼ) 市道塚原2号線 1993 4.9 6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

鹿出橋 (ﾛｸﾃﾞﾊﾞｼ) 市道下津々良線 不明 10.4 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道幸野畑線 不明 7.5 5.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

中の原橋 (ﾅｶﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道中釣線 1995 6.3 5.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

桑屋橋 (ｸﾜﾔﾊﾞｼ) 市道奥倉線 2009 15.8 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道平原室屋線 2007 25 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道平原室屋線 不明 4.9 3.3 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 市道橋本線 1965 9.1 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

岩室橋 (ｲﾜﾑﾛﾊﾞｼ) 市道岩室線 不明 2.5 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

鳴子谷橋 (ﾅﾙｺﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道川南津江線 1988 9 3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

しずみ橋 (ｼｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道六所線 2009 18.5 7.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

新大津留橋 (ｼﾝｵｵﾂﾙﾊｼ) 市道小野屋瀬口線 1986 39.1 8.1 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

小野屋橋 (ｵﾉﾔﾊｼ) 市道小野屋畑田線 1936 23 5.4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

櫛来大橋側道橋 (ｸｼｸｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 2008 67.2 2.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

櫛海橋側道橋 (ｸｼﾉｳﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1981 40 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

小熊毛橋側道橋 (ｺｸﾏｹﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1986 9.7 2.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ
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楓江大橋 (ﾌｳｺｳｵｵﾊｼ) 国道213号 1988 170 13.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

島田橋 (ｼﾏﾀﾞﾊｼ) 国道213号 1971 5.1 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

島田橋側道橋 (ｼﾏﾀﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道213号 1971 4.9 2.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

潮止橋 (ｼｵﾄﾞﾒﾊｼ) 国道213号 2000 15 14.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

国見大橋 (ｸﾆﾐｵｵﾊｼ) 国道213号 1978 57.2 10.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

脇田橋 (ﾜｷﾀﾊｼ) 国道213号 1970 9.4 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

脇田橋側道橋 (ﾜｷﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ) 国道213号 1982 10.5 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1992 13.1 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1992 30 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

杖ノ口橋 (ﾂｴﾉｸﾁﾊｼ) 県道豊後高田国東線 1992 27 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

深水橋 (ﾌｶﾐﾊﾞｼ) 県道豊後高田国東線 1992 31.8 11 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 県道豊後高田国東線 1994 43 14.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

両郡橋 (ﾘｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ) 県道豊後高田安岐線 1971 20 8.9 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

須藤寺橋 (ｽﾄﾞｳｼﾞﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1983 49 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

大林橋 (ﾀﾞｲﾘﾝﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1972 5 13.4 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

安岐橋 (ｱｷﾊﾞｼ) 県道豊後高田安岐線 1974 81 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

安岐橋側道橋（上流） (ｱｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ)) 県道豊後高田安岐線 1992 81 3.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

寺鼻橋 (ﾃﾗﾊﾅﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1931 15.4 5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 県道両子山武蔵線 1962 7.5 6.4 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

成吉橋 (ﾅﾘﾖｼﾊｼ) 県道両子山武蔵線 1972 65.2 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

播磨橋側道橋 (ﾊﾘﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道国東安岐線 1971 7.2 2.4 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

牛神橋 (ｳｼｶﾞﾐﾊﾞｼ) 県道国東安岐線 1962 5.5 8.9 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

万年橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 県道国東安岐線 1991 13 8.7 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

新涯橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 県道国東安岐線 1962 9.8 8 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 県道国東安岐線 1962 7.7 8.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

牛川橋 (ｳｼｶﾜﾊｼ) 県道国東安岐線 1965 9 8.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 県道糸原杵築線 1997 10 11.5 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

石の田川橋 (ｲｼﾉﾀｶﾞﾜﾊｼ) 県道糸原杵築線 2001 9.4 12.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

柳津橋 (ﾘｭｳﾂﾞﾊｼ) 県道糸原杵築線 1962 14 10.4 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 県道成仏杵築線 1994 33.5 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

銀輪橋 (ｷﾞﾝﾘﾝﾊﾞｼ) 県道杵築安岐国東自転車道線 1985 55 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅲ

押ブチ橋 (ｵｼﾌﾞﾁﾊｼ) 県道文殊山浜線 1997 7.3 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

金湧橋 (ｶﾈﾜｷﾊｼ) 県道赤根富来浦線 2002 9.4 11.7 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

東田橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾊｼ) 県道赤根富来浦線 2002 7 13.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 県道糸原杵築線 1991 22.1 11.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

北江新橋 (ｷﾀｴｼﾝﾊﾞｼ) 国道213号 1975 20.1 12 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

荒谷橋 (ｱﾗﾀﾆﾊｼ) 県道赤根富来浦線 1965 6 7 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

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

相園橋 (ｱｲｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道大向1号幹線 不明 6.1 6.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

池下橋 (ｲｹｼﾀﾊﾞｼ) 市道行入横手線 1905 7.5 7.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

池ノ下橋 (ｲｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道向田線 不明 4.8 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

石木橋 (ｲｼｷﾊﾞｼ) 市道鳴線 不明 10.7 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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石ノ田橋 (ｲｼﾉﾀﾊﾞｼ) 市道石ノ田線 不明 5.8 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

石生橋 (ｲｼｭｳﾊﾞｼ) 市道石生線 1985 14.4 6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

板橋 (ｲﾀﾊﾞｼ) 市道志保利線 不明 7.9 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道横町一の瀬新道線 1997 13.8 8.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

井手口橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道井手口線 不明 3.2 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

今市１号橋 (ｲﾏｲﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道藤本今市線 2007 7.9 6.8 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

今市２号橋 (ｲﾏｲﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道坂本線 2007 8.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

芋尾橋 (ｲﾓｵﾊﾞｼ) 市道成仏陰平線 不明 12.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

上道橋 (ｳｴﾐﾁﾊﾞｼ) 市道大熊毛線 不明 5.9 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

請橋 (ｳｹﾊﾞｼ) 市道櫛来横線 不明 4.9 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

後野橋 (ｳｼﾛﾉﾊﾞｼ) 市道大平後野線 1974 4.1 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

内山橋 (ｳﾁﾔﾏﾊﾞｼ) 市道成久明戸木線 不明 3.5 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宇土橋 (ｳﾄﾞﾊﾞｼ) 市道麻田丸小野線 1974 6.4 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

おいで橋 (ｵｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道臨港線 1995 13 9.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小江３橋 (ｵｴ3ﾊﾞｼ) 市道小江線 不明 7 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小江橋 (ｵｴﾊﾞｼ) 市道岐部外浦線 1994 11.5 7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大影橋 (ｵｵｶｹﾞﾊﾞｼ) 市道日向線 不明 13.4 6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大谷下橋 (ｵｵﾀﾆｼﾓﾊﾞｼ) 市道寺山見地線 不明 3 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道大坪線 不明 6.8 2.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道寺村櫛海線 不明 8.1 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道櫛海野田線 1981 13 6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

岡川橋 (ｵｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道吉広陰平線 1988 8 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

岡西橋 (ｵｶﾆｼﾊﾞｼ) 市道岡西線 1981 13.3 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道馬場馬爪線 1908 10 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

小河内橋 (ｵｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道大向4号幹線 不明 3.6 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

尾崎橋 (ｵｻｷﾊﾞｼ) 市道吉松本線 1997 9.6 9.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

尾迫橋 (ｵｻｺﾊﾞｼ) 市道櫛来本線 不明 5.4 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大嶽橋 (ｵﾀｹﾊﾞｼ) 市道大嶽線 不明 3.6 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

折立橋 (ｵﾘﾀﾃﾊﾞｼ) 市道オンソ線 不明 13.5 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

陰平秋吉橋 (ｶｹﾞﾋﾗｱｷﾖｼﾊﾞｼ) 市道陰平秋吉線 不明 12.6 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

陰平綱井橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾂﾅｲﾊﾞｼ) 市道下綱井線 不明 11.5 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

影平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 市道影平（重藤）線 不明 10.8 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

金湧橋 (ｶﾅﾜｷﾊﾞｼ) 市道金湧線 不明 6.3 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鎌田橋（内田橋） (ｶﾏﾀﾊﾞｼ(ｳﾁﾀﾞﾊﾞｼ)) 市道内田2号線 不明 11.6 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

上古森橋 (ｶﾐｺﾓﾘﾊﾞｼ) 市道山ノ神線 不明 4.9 5.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

神前橋 (ｼﾞﾝｾﾞﾝﾊﾞｼ) 市道尾崎第4号支線 不明 4.8 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

川内上橋 (ｶﾜｳﾁｶﾐﾊﾞｼ) 市道焼野線 不明 6.8 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川内橋 (ｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道焼野線 1990 12.5 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川口橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道小江西線 不明 6.4 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ) 市道河原不動橋線 不明 12.7 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鬼籠橋 (ｷｺﾊｼ) 市道清水～鬼籠線 不明 7.5 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鬼神大夫橋 (ｷｼﾝﾀﾞﾕｳﾊﾞｼ) 市道鬼神大夫線 不明 5.9 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ
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北台橋 (ｷﾀﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道北台線 不明 4.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

貴船橋 (ｷﾌﾈﾊﾞｼ) 市道貴船線 不明 3.3 3.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

行入橋 (ｷﾞｮｳﾆｭｳﾊﾞｼ) 市道行入赤松線 1990 13.2 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

京来橋 (ｷｮｳﾗｲﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 不明 2.6 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

清内橋 (ｷﾖｼｳﾁﾊﾞｼ) 市道松木1号線 不明 3.5 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

櫛海橋 (ｸｼﾉﾐﾊﾞｼ) 市道一反田宮ノ尻線 不明 14.1 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道横町一の瀬旧道線 不明 7.4 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

熊瀬橋 (ｸﾏｾﾊﾞｼ) 市道仲須線 不明 7.1 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

雲崎橋 (ｸﾓｻｷﾊｼ) 市道一反田宮ノ尻線 不明 9.3 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道吉広陰平線 1973 5.5 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

蔵本橋 (ｸﾗﾓﾄﾊﾞｼ) 市道蔵本線 2002 5.4 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

栗本Ⅱ橋 (ｸﾘﾓﾄﾆﾊﾞｼ) 市道栗本線 不明 9.3 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

煙田橋 (ｹﾑﾘﾀﾊﾞｼ) 市道煙田大海田線 1962 2.7 11.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

糀橋 (ｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道堅来学校線 不明 10.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

香来橋 (ｺｳﾗｲﾊﾞｼ) 市道松ケ尾線 1984 12 5.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小ヶ倉橋 (ｺｶﾞｸﾗﾊﾞｼ) 市道小ケ倉線 1966 5.2 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

極楽橋 (ｺﾞｸﾗｸﾊﾞｼ) 市道藤本1号線 1980 6.8 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

小園池橋 (ｺｿﾞﾉｲｹﾊﾞｼ) 市道吉広志和利線 2008 6.7 5 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

小園橋 (ｺｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道吉広志和利線 1962 10.7 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小深田橋 (ｺﾌﾞｶﾀﾊﾞｼ) 市道小深田線 不明 5.8 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

古森橋 (ｺﾓﾘﾊﾞｼ) 市道古森線 1984 8.4 4.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

坂口橋 (ｻｶｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道宮ノ本線 1962 12 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

迫橋 (ｻｺﾊﾞｼ) 市道小熊毛西田線 不明 5.7 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

迫橋 (ｻｺﾊﾞｼ) 市道美婦線 不明 6 2.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

笹ヶ尾橋 (ｻｻｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道松ケ迫線 不明 3.6 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

沢掛西橋 (ｻﾜｶﾞｹﾆｼﾊﾞｼ) 市道荒巻沢掛線 不明 2 6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

下町橋 (ｼﾀﾏﾁﾊﾞｼ) 市道川島田深港線 不明 7.5 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

下山１号橋 (ｼﾓﾔﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下山線 1987 8 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

下山２号橋 (ｼﾓﾔﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下山線 1987 7.8 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

昭栄橋 (ｼｮｳｴｲﾊﾞｼ) 市道小野下油留木線 1962 11.8 2.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

成仏小橋 (ｼﾞｮｳﾌﾞﾂｺﾊﾞｼ) 市道堂の下線 不明 7.6 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城崎橋 (ｼﾛｻｷﾊﾞｼ) 市道岩屋谷線 不明 2.8 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城園田ノ口橋 (ｼﾛｿﾞﾉﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道長野油原旧道線 不明 7.2 2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城畑橋 (ｼﾛﾊﾀﾊﾞｼ) 市道宮ノ原線 不明 7.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

志和利橋 (ｼﾜﾘﾊﾞｼ) 市道オレンジロード武蔵線 不明 13 8.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

新貝橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道小原線 不明 8.9 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

新々田橋 (ｼﾝｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道来浦浜線 不明 4.2 5.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

神出橋 (ｼﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 市道川原田線 1964 11.5 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 市道奈良原浜線 1988 10 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

州崎橋 (ｽｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道竹田津港線 1959 3.8 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

前後橋 (ｾﾞﾝｺﾞﾊﾞｼ) 市道清水～鬼籠線 不明 12.3 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

惣田橋 (ｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道二反田陰平線 不明 10.4 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅰ
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園田橋 (ｿﾉﾀﾞﾊﾞｼ) 市道堅来本線 1997 14 6.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大師橋 (ﾀｲｼﾊﾞｼ) 市道山手線 不明 7.4 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大照橋 (ﾀﾞｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道影平線 不明 9 8.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大神宮橋 (ﾀﾞｲｼﾞﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 市道山手線 不明 7.8 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

台良橋 (ﾀﾞｲﾗﾊｼ) 市道台良線 不明 7.5 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田尾橋 (ﾀｵﾊﾞｼ) 市道田尾線 1955 7.5 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

高雄池橋 (ﾀｶｵｲｹﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 5.2 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

竹ノ本橋 (ﾀｹﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道小ヶ倉松ヶ迫線 1987 9.1 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道千灯線 不明 4.3 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

谷迫橋 (ﾀﾆｻｺﾊﾞｼ) 市道岡東線 1972 6.2 2.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

谷橋 (ﾀﾆﾊﾞｼ) 市道国東豊崎線 1953 3.8 5.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道長野油原旧道線 不明 5.1 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田深港橋 (ﾀﾌﾞｶﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道田深港鶴川港線 不明 12 8.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田宮橋 (ﾀﾐﾔﾊﾞｼ) 市道櫛来本線 不明 2.4 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

ダム橋 (ﾀﾞﾑﾊﾞｼ) 市道油留木ダム線 不明 3.6 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

太郎治橋 (ﾀﾛｳｼﾞﾊｼ) 市道内田線 1980 6.2 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道藤本今市線 1967 7 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道向田横線 不明 5.6 3.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道中央線 不明 8.8 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中学校前橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 市道中学校線 不明 2.9 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

辻橋 (ﾂｼﾞﾊﾞｼ) 市道辻2号線 不明 11.4 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

当管橋 (ﾄｳｶﾝﾊﾞｼ) 市道小城成吉線 1976 5.6 5.4 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道出口線 不明 2.8 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺迫橋 (ﾃﾗｻｺﾊﾞｼ) 市道寺迫線 1964 5.2 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道寺迫線 不明 2.9 7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

塔ノ本橋 (ﾄｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道塔ノ本線 不明 2.9 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

年の神橋 (ﾄｼﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道小熊毛線 不明 7.1 2.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中受橋 (ﾅｶｳｹﾊｼ) 市道堅来本線 不明 6 5.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中小野橋 (ﾅｶｵﾉﾊﾞｼ) 市道中小野線 1985 11.1 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道中川線 1997 7.1 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

中河内橋 (ﾅｶｺｳﾁﾊﾞｼ) 市道松原～櫛海線 1988 6.6 5.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中園橋 (ﾅｶｿﾉﾊﾞｼ) 市道深江学校線 不明 6.6 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道長田線 1963 14.4 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道旧杵築線 不明 11.5 6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 市道島田本線 1990 6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 市道櫛来本線 不明 3.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道堅来本線 不明 10.4 6.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

仲道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ) 市道仲道線 1987 14 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

仲村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道仲村岡線 1995 14 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

奈良原橋 (ﾅﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道奈良原浜線 1990 7.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西大海田橋 (ﾆｼｵﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西大海田線 不明 8.5 6.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西ヶ谷橋 (ﾆｼｶﾞﾔﾊﾞｼ) 市道美婦線 不明 8.8 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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西浜橋 (ﾆｼﾊﾏﾊﾞｼ) 市道岐部外浦線 不明 2.4 7.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西平橋 (ﾆｼﾋﾗﾊﾞｼ) 市道西平線 不明 14.1 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西屋敷橋 (ﾆｼﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道屋敷線 不明 3.9 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊﾞｼ) 市道島田西線 1988 5.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

仁礼木橋 (ﾆﾚｷﾊﾞｼ) 市道仁礼木津和田線 1997 10.5 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

乗定橋 (ﾉﾘｻﾀﾞﾊﾞｼ) 市道乗定線 1993 13 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

羽田橋 (ﾊﾀﾞﾊﾞｼ) 市道羽田越線 不明 10.8 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

浜川橋 (ﾊﾏｶﾜﾊﾞｼ) 市道宮道線 1997 7 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜中横橋 (ﾊﾏﾅｶﾖｺﾊﾞｼ) 市道浜中横線 不明 3.5 6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜橋 (ﾊﾏﾊﾞｼ) 市道向田線 不明 3.2 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜橋 (ﾊﾏﾊﾞｼ) 市道島田本線 不明 4.9 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜松橋 (ﾊﾏﾏﾂﾊﾞｼ) 市道田深富来浦線 1968 5.8 9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

針山橋 (ﾊﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 市道針山線 1972 13 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

東浜橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏﾊｼ) 市道向田線 不明 7.1 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

秀橋 (ﾋﾃﾞﾊﾞｼ) 市道手野志和利線 1970 8 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

秀橋 (ﾋﾃﾞﾊﾞｼ) 市道オレンジロード武蔵線 不明 11 8.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

日向橋 (ﾋﾅﾀﾊﾞｼ) 市道手野麻田線 1981 3.2 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 市道下山線 不明 2.9 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道北江新栄線 不明 6.1 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

福栄橋 (ﾌｸｴｲﾊﾞｼ) 市道仁王石ノ田線 不明 4.7 8.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道川原不動橋線 1984 9.1 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

古江3橋 (ﾌﾙｴ3ﾊﾞｼ) 市道古江線 不明 4 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道竹田津港線 1959 7.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

古田深港橋 (ﾌﾙﾀﾌﾞｶｺｳﾊﾞｼ) 市道田深川原線 不明 3.3 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 市道堀切線 1943 8.2 3.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

ほんのしり橋 (ﾎﾝﾉｼﾘﾊｼ) 市道小熊毛線 不明 8.6 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道丸小野中道線 1983 12 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

前橋 (ﾏｴﾊﾞｼ) 市道長渕小高島線 不明 4.5 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

松ヶ迫橋 (ﾏﾂｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道松ケ迫金藤線 1987 11 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

松合橋 (ﾏﾂｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小城成吉線 1977 2.8 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 市道糸原三井寺線 2005 10.4 10.3 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

三尾谷（２）橋 (ﾐｵﾀﾆ(2)ﾊﾞｼ) 市道三尾線 不明 9.4 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

三尾谷橋 (ﾐｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道三尾谷線 不明 10.6 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

美迫橋 (ﾐｻｺﾊﾞｼ) 市道古池線 不明 3.2 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

水口橋 (ﾐｽﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道読川池日向線 不明 3.8 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

水毛橋 (ﾐｽﾞｹﾊﾞｼ) 市道大熊毛線 1988 14.2 5.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

溝井橋 (ﾐｿﾞｲﾊﾞｼ) 市道小熊毛線 不明 7.1 3.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

御堂橋 (ﾐﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道成吉内田線 1975 5.2 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道港勝手迫線 1996 10.7 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

蓑辺橋 (ﾐﾉﾍﾞﾊﾞｼ) 市道蓑辺支線 1993 11.2 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

箕辺橋 (ﾐﾉﾍﾞﾊﾞｼ) 市道小城ミノベ線 1993 9.3 10.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮西橋 (ﾐﾔﾆｼﾊﾞｼ) 市道内田線 1980 7.2 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道糸原三井寺線 不明 7 13.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮ノ西橋 (ﾐﾔﾉﾆｼﾊﾞｼ) 市道七郎カンノ平線 不明 5.6 1.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) 市道向田横線 不明 5.6 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道宮前線 1993 14 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

明前橋 (ﾐｮｳｾﾞﾝﾊﾞｼ) 市道小原線 1941 6.6 5.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

妙力橋 (ﾐｮｳﾘｷﾊﾞｼ) 市道来浦文珠線 不明 12.9 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道向田線 不明 4.8 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 市道小畑赤松線 不明 5.5 5.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

森ノ上橋 (ﾓﾘﾉｳｴﾊﾞｼ) 市道森ノ上線 2000 14.2 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山神橋 (ﾔﾏｶﾐﾊﾞｼ) 市道京田山神線 不明 3.6 2.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道山口線 不明 2.9 7.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山ノ下橋 (ﾔﾏﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道花開影線 不明 8.1 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

柚ノ木橋 (ﾕｽﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道影平線 不明 14 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

横谷橋 (ﾖｺﾀﾆﾊﾞｼ) 市道新栄縦断線 2002 10.2 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

横橋 (ﾖｺﾊﾞｼ) 市道向田立線 1976 5.5 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊﾞｼ) 市道中田重盛線 不明 7.6 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

楼畑橋 (ﾛｳﾊﾀﾊｼ) 市道松原～櫛海線 1986 9 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

割石地蔵橋 (ﾜﾚｲｼｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道割石地蔵線 不明 7.5 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜殿橋 (ﾊﾏﾄﾞﾉﾊﾞｼ) 市道岐部外浦線 2000 20.7 8.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 市道岩屋赤松線 1992 37.2 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

地間橋 (ﾁﾏﾊﾞｼ) 市道国東豊崎線 不明 26 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

白岩橋 (ｼﾛｲﾜﾊﾞｼ) 市道麻田丸小野線 1991 14.5 9.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

久末橋 (ﾋｻｽｴﾊﾞｼ) 市道久末蔭平線 1957 24.2 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

田口橋 (ﾀｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道吉松本線 2000 18.8 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

神前橋 (ｼﾞﾝｾﾞﾝﾊﾞｼ) 市道吉松本線 2001 50 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

地堂橋 (ｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道吉松本線 1998 21.4 10.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道吉松本線 1999 31.5 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

護国橋 (ｺﾞｺｸﾊﾞｼ) 市道宮尻寺村線 1990 15.7 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

上寺山橋 (ｶﾐﾃﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道上寺山線 不明 24.8 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

永代橋 (ｴｲﾀｲﾊﾞｼ) 市道奈綱線 1977 31.2 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 1981 41.8 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

初宮橋 (ﾊﾂﾐﾔﾊﾞｼ) 市道初宮線 1999 43 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

涼月橋 (ﾘﾖｳｹﾞﾂﾊﾞｼ) 市道大上唐室線 2006 62.1 10.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

三井寺橋 (ﾐｲﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道宮の前線 2006 66.7 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

高原橋 (ﾀｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道大道高原線 1962 44.9 2.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

岐部橋 (ｷﾍﾞﾊﾞｼ) 市道水口線 不明 16.3 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

夫婦橋 (ﾒｵﾄﾊﾞｼ) 市道口ノ畑線 2000 18.1 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

天龍橋 (ﾃﾝﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道古川線 1988 19.5 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜中橋 (ﾊﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道浜中峯線 2006 44.5 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

台日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 市道太田線 1989 18.8 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

永代橋 (ｴｲﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道永代橋線 1986 16.7 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城山橋 (ｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 市道櫛来横線 1993 15.5 5.4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道上松線 不明 21.2 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

扶老橋 (ﾌﾛｳﾊﾞｼ) 市道岐部川尻線 1882 16.4 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

山ノ上橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道宮ノ本山ノ上線 2000 26 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 市道塩屋池田線 1988 22.7 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

漆原橋 (ｳﾙｼﾜﾗﾊﾞｼ) 市道漆原線 2008 19.6 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

こかげ橋 (ｺｶｹﾞﾊﾞｼ) 市道日迫線 1989 15.5 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

来浦橋 (ｸﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道来浦橋線 不明 28.2 6.7 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

諸石橋 (ﾓﾛｲｼﾊﾞｼ) 市道鶴川諸石線 1999 30 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

牧留橋 (ﾏｷﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 市道山下線 不明 24.6 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道水口牧留線 2001 28.5 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

栗本橋 (ｸﾘﾓﾄﾊﾞｼ) 市道栗本線 1992 30.4 5 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道柳寺山線 1978 24.3 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道田中線 不明 34.2 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

願い橋叶い橋 (ﾈｶﾞｲﾊﾞｼｶﾅｲﾊﾞｼ) 市道富来浦線 1994 21 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

園沢橋 (ｿﾉｻﾞﾜﾊﾞｼ) 市道泉慶寺前線 1990 20.3 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

大井手橋 (ｵｵｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道大井手線 1996 32 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道中田日南線 2001 33 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

土師ケ原橋 (ﾊｾﾞｺﾞｳﾗﾊﾞｼ) 市道土師ケ原線 1999 40 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小園橋 (ｺｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道小園線 不明 36.6 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

カシヤ橋 (ｶｼﾔﾊﾞｼ) 市道馬場朝山線 1993 21.4 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山川橋 (ﾔﾏｶﾜﾊﾞｼ) 市道横手山川線 1993 21.4 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

古柄橋 (ﾌﾙｶﾗﾊﾞｼ) 市道古柄落合線 1994 49 7.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

行者橋 (ｷﾞｮｳｼﾞｬﾊﾞｼ) 市道行入ダム北線 1995 40 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

立田橋 (ﾀﾂﾀﾞﾊﾞｼ) 市道原川原線 不明 54 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

年永橋 (ﾄｼﾅｶﾞﾊﾞｼ) 市道安国寺岩屋線 1997 25.9 8.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

新栄橋 (ﾆｲｻｶﾊﾞｼ) 市道新栄縦断線 2002 16 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

報恩寺橋 (ﾎｳｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道報恩寺線 1962 27.1 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

岡橋 (ｵｶﾊﾞｼ) 市道岡東線 1999 26 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

灯の本橋 (ﾄｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道高田線 1963 51.5 2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

楽庭橋 (ﾗｸﾆﾜﾊﾞｼ) 市道吉広麻田線 1996 19.8 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

馬場先橋 (ﾊﾞﾊﾞｻｷﾊﾞｼ) 市道郷社線 1953 21.3 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

尾出橋 (ｵｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道尾出線 1989 39.9 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

柚ノ木橋 (ﾕﾉｷﾊﾞｼ) 市道柚の木線 1988 25 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道吉松大池線 1999 16.3 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

油留木橋 (ﾕﾙｷﾞﾊﾞｼ) 市道油留木本線 1997 16.6 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道城園荒井線 1994 27.6 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

北西橋 (ｷﾀﾆｼﾊﾞｼ) 市道城園荒井線 1984 27.2 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

成澄橋 (ﾅﾘｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道掛樋線 1962 30 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

屋那瀬橋 (ﾔﾅｾﾊﾞｼ) 市道簗瀬橋上線 1979 30.6 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

梅園橋 (ﾊﾞｲｴﾝﾊﾞｼ) 市道富清朝来線 1998 41.4 12 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 市道市場線 2001 20.6 8.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平成杉山橋 (ﾍｲｾｲｽｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道弁分杉山線 2007 29.5 5.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ
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吉永橋 (ﾖｼﾅｶﾞﾊﾞｼ) 市道吉永東線 不明 93 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

船山橋 (ﾌﾅﾔﾏﾊﾞｼ) 市道オレンジロード安岐線 1971 35.8 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道オレンジロード安岐線 1973 18.2 8.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大恩寺橋 (ﾀﾞｲｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 31 8.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

池ノ内橋 (ｲｹﾉｳﾁﾊﾞｼ) オレンジ道路国見線 不明 6.6 8.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

文珠橋 (ﾓﾝｼﾞｭﾊﾞｼ) 市道文珠線 不明 3.5 8.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

小園線橋 (ｺｿﾞﾉｾﾝﾊﾞｼ) 市道小園線 不明 3.2 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

下川A橋 (ｼﾓｶﾜAﾊｼ) 市道下川小原線 不明 2.9 4 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

下原A橋 (ｼﾀﾊﾗAﾊｼ) 市道小原下原線 不明 2.9 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

仲畑陸橋 (ﾅｶﾊﾀﾘｯｷｮｳ) 市道仲畑１号線 不明 36 3.3 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道住吉線 不明 18.2 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

陰平橋 (ｶｹﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 蔭平西念寺線 不明 42.4 2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

柚ノ木迫橋 (ﾕﾉｷｻｺﾊﾞｼ) 市道柚の木迫線 1952 21.4 2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

尾留橋 (ｵﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 市道尾留線 1998 16.8 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

早水大橋 (ｿｳｽﾞｵｵﾊｼ) 国道213号 2001 638 10.5 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

三車橋（上り線） (ﾐﾂｸﾙﾏﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 国道213号 2001 32 10.7 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

和泉橋（上り線） (ｲｽﾞﾐﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 国道213号 2001 20 10.7 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

江上橋 (ｴｶﾞﾐﾊｼ) 県道日出山香線 1992 16 10.5 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

江上側道橋 (ｴｶﾞﾐｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道日出山香線 不明 22 3 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

新道橋 (ｼﾝﾐﾁﾊｼ) 県道日出港線 1968 14 16.7 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 県道藤原杵築線 1971 50 8.8 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

妙見橋側道橋（旧道） (ﾐｮｳｹﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道藤原杵築線 不明 45.5 6.1 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

大左右橋 (ﾀﾞｲｿｳﾊﾞｼ) 県道藤原杵築線 1971 96 8.8 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊｼ) 県道日出港線 1983 17 17 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

和泉橋(下り線） (ｲｽﾞﾐﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 国道213号 2001 20 14.2 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

三車橋（下り線） (ﾐﾂｸﾙﾏﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 国道213号 2001 32 14.2 大分県 大分県 日出町 Ⅲ

尾畑橋 (ｵﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ) 町道二本榎弥四郎線 不明 8 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

川迫橋 (ｶﾜｻｺﾊﾞｼ) 町道片上下ノ後線 1973 7 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

九十歩橋 (ｸｼﾞﾂﾎﾟﾊﾞｼ) 町道太田豊岡駅前線 不明 10.1 12.5 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

高平橋１ (ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ1) 町道高平目刈線 1971 6.4 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

新観音橋 (ｼﾝｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 町道新観音線 1968 11.5 5.8 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 町道辻ノ尾千騎線 不明 2.7 4.9 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

龍神橋 (ﾘﾕｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道内野深江港線 不明 10.2 5.1 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

万願寺橋 (ﾏﾝｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 町道内野深江港線 1988 17.2 11 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

藤原跨道橋 (ﾌｼﾞﾜﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道中大津線 1974 20 3.8 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

広戸橋 (ﾋﾛﾄﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1952 20 5.9 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

銅山橋 (ﾄﾞｳｻﾞﾝﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1954 8 5.4 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

小滝橋 (ｺﾀｷﾊｼ) 県道下恵良九重線 1968 8 6 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

石上橋 (ｲｼｶﾞﾐﾊｼ) 県道下恵良九重線 1952 3.7 5.8 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

松木橋 (ﾏﾂｷﾊｼ) 県道下恵良九重線 1963 57 6.7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

馬子草橋 (ﾏｺﾞｿﾊﾞｼ) 県道田野庄内線 1978 9 9.4 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

楮原橋 (ｶｺﾞﾊﾗﾊｼ) 県道田野宝泉寺停車場線 1965 21 4.8 大分県 大分県 九重町 Ⅰ
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第１寺床橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾃﾗﾄｺﾊｼ) 県道田野野上線 1978 6.5 8 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

堀田橋 (ﾎﾘﾀﾊﾞｼ) 県道田野野上線 1972 6.4 5.8 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾙﾊﾞｼ) 県道田野野上線 1983 10.9 8.2 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

滝の上橋（旧道） (ﾀｷﾉｳｴﾊﾞｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ)) 県道右田引治線 1955 29.2 4.1 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

井手橋 (ｲﾃﾞﾊﾞｼ) 国道387号 1954 3 6.2 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1966 4 7 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道飯田高原中村線 1966 4 6 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 県道飯田高原中村線 1964 4 7.9 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

中城橋 (ﾅｶﾉｼﾞｮｳﾊｼ) 国道387号 1932 6.5 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

潜石橋 (ｸｸﾞﾘｲｼﾊｼ) 国道387号 1932 40.5 7.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

甑岩橋 (ｺｼｷｲﾜﾊｼ) 国道387号 1974 50 9.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

鼻牟礼橋 (ﾊﾅﾑﾚﾊｼ) 県道下恵良九重線 2009 11 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 県道下恵良九重線 1964 14.5 7.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

郡界橋 (ｸﾞﾝｶｲﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 18.6 5.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

柳ヶ迫橋 (ﾔﾅｷﾞｶﾞｻｺﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1967 2.9 4.4 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

沈橋 (ｼｽﾞﾐﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 25.2 5.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

殻無橋 (ｶﾗﾅｼﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1969 10.9 5.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 25.2 5.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

宇土谷橋 (ｳﾄﾞﾀﾆﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 10.6 5.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

鹿待橋 (ｼｶﾏﾁﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 14 5.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

仲矢橋 (ﾅｶﾔﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 11.5 4.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

娘岩戸橋 (ﾑｽﾒｲﾜﾄﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1973 10 4.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

尻高橋 (ｼﾘﾀﾞｶﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1971 16 4.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

葭無田橋 (ﾖｼﾑﾀﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1970 6.5 4.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1981 6.4 5.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

富士橋 (ﾌｼﾞﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1970 9 4.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道深耶馬玖珠線 1970 4 4.4 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

叶田橋側道橋 (ｶﾉｳﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｷｮｳ) 県道書曲野田線 1972 24.2 1.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

長刎橋側道橋 (ﾅｶﾞﾊﾈﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道書曲野田線 1981 21 3.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

新鳴川橋 (ｼﾝﾅﾙｶﾜﾊｼ) 県道川上玖珠線 1978 6.2 11.1 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

鬼池橋 (ｵﾆｲｹﾊｼ) 県道菅原戸畑線 1962 20.9 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

吹ヶ原橋 (ﾌｹﾊﾗﾊｼ) 県道菅原戸畑線 1965 7.8 4.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

杉河内新橋 (ｽｷﾞｶﾜﾁｼﾝﾊﾞｼ) 県道菅原戸畑線 1961 20.9 5.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

車谷大橋 (ｸﾙﾏﾀﾆｵｵﾊｼ) 県道下恵良九重線 2004 144 10.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道川上玖珠線 不明 8 7.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

下河内橋 (ｼﾓｺﾞｳﾁﾊｼ) 県道平原耶馬溪線 2006 19.8 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

井尻橋 (ｲｼﾞﾘﾊｼ) 県道書曲野田線 1981 4 5.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1955 5 3.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

谷橋 (ﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1954 6 3.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

清坂橋 (ｷﾖｻｶﾊｼ) 国道387号 1955 4 4.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1957 4 3.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

さきの谷橋 (ｻｷﾉﾀﾆﾊｼ) 国道387号 1955 4 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ
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筋違橋 (ｽｼﾞｲﾊｼ) 県道森耶馬渓線 1972 4 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

弥次郎橋 (ﾔｼﾞﾛｳﾊｼ) 県道森耶馬渓線 1974 4 10.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道玖珠山国線 1955 3 4 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

中ノ原橋 (ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ) 県道日田玖珠線 1934 5 8.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊｼ) 県道川上玖珠線 1978 6 7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道菅原戸畑線 2012 5 7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

平井橋 (ﾋﾗｲﾊｼ) 県道玖珠山国線 1934 4.4 7.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ
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