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両郡橋 (ﾘｮｳｸﾞﾝﾊｼ) 国道10号 1925 3 18.9 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊｼ) 国道10号 1918 6 17.6 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

花園橋橋側歩道橋（下り） (ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1979 30 2 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

花園橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼ) 国道10号 1958 30.2 8.3 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

花園橋橋側歩道橋（上り） (ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1985 10 2 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅰ

高江橋 (ﾀｶｴﾊﾞｼ) 国道10号 1955 12.4 8.5 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

高江橋橋側歩道橋（下り） (ﾀｶｴﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1973 12.4 2 九州地方整備局 大分県 大分市 Ⅱ

平田川橋 (ﾋﾗﾀｶﾞﾜﾊｼ) 国道10号 1982 33 30.8 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅱ

新境川橋 (ｼﾝｻｶｲｶﾞﾜﾊｼ) 国道10号 1972 45 30.8 九州地方整備局 大分県 別府市 Ⅱ

第２加来橋（下り） (ﾀﾞｲﾆｶｸﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1986 63.3 12.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

第２加来橋（上り） (ﾀﾞｲﾆｶｸﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 2008 63.3 11.8 九州地方整備局 大分県 中津市 Ⅰ

逆谷橋 (ｻｶﾀﾆﾊｼ) 国道210号 1966 6.1 8 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

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

白手橋 (ｼﾗﾃﾊｼ) 国道210号 1924 20.5 7.5 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

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

新合田橋 (ｼﾝｺﾞｳﾀﾊﾞｼ) 国道210号 1971 120 9.5 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅱ

山ノ釣橋 (ﾔﾏﾉﾂﾙﾊﾞｼ) 国道210号 1974 240 8.5 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅲ

岸高橋 (ｷｼﾀｶﾊｼ) 国道210号 1970 20.5 11.3 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅲ

綿打谷橋 (ﾜﾀｳﾁﾀﾆﾊﾞｼ) 国道210号 1974 21.4 10.2 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

慈恩の橋（滝ノ下橋） (ｼﾞｵﾝﾉﾊｼﾀｷﾉｼﾀﾊﾞｼ) 国道210号 1973 73 10 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

新市の村橋 (ｼﾝｲﾁﾉﾑﾗﾊﾞｼ) 国道210号 2011 151 10.2 九州地方整備局 大分県 日田市 Ⅰ

中橋 (ﾅｶﾊｼ) 国道10号 1963 27.2 8.4 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

１号床版橋 (1ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 3 9.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

２号床版橋 (2ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 7.4 10.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

３号床版橋 (3ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 4.8 9.7 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

久口橋 (ﾋｻｸﾞﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1962 9 9.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

久口橋橋側歩道橋（下り） (ﾋｻｸﾞﾁﾊﾞｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1962 13.4 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

尺間橋橋側歩道橋 (ｼｬｸﾏﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1962 15.6 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

尺間橋 (ｼｬｸﾏﾊﾞｼ) 国道10号 1962 9.5 9.7 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

４号床版橋 (4ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 5.2 9.5 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

５号床版橋 (5ｺﾞｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道10号 1962 4.4 10.5 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

元田橋 (ﾓﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 国道10号 1961 6.5 13 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷波寄橋 (ﾀﾆﾊﾞｷﾊﾞｼ) 国道10号 1960 13.5 8.9 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

谷波寄橋橋側歩道橋（下り） (ﾀﾆﾊﾞｷﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1960 24.2 2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

椛ヶ原橋 (ｶﾊﾞｶﾞﾊﾙﾊﾞｼ) 国道10号 1964 25 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

関所谷橋 (ｾｷｼｮﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 国道10号 1963 15.2 9.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

犬鳴橋 (ｲﾇﾅｷﾊﾞｼ) 国道10号 1966 20.1 8.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 国道10号 1966 15 9.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅲ

梨木橋 (ﾅｼｷﾊﾞｼ) 国道10号 1966 20 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

鮎谷橋 (ｱﾕﾀﾆﾊﾞｼ) 国道10号 1966 20.2 8.3 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

鳥の巣橋 (ﾄﾘﾉｽﾊﾞｼ) 国道10号 1964 23.8 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

三本楠橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｸｽﾊﾞｼ) 国道10号 1966 23.7 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ
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水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道10号 1966 40 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

小池橋 (ｺｲｹﾊﾞｼ) 国道10号 1966 62.9 8.1 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

立花橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 国道10号 1966 69.6 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

浮岩橋 (ｳｷｲﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1966 23.7 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

鰐淵橋 (ﾜﾆﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1966 34.9 7.8 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅱ

流水橋 (ﾘｭｳｽｲﾊﾞｼ) 国道10号 1966 38 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

押の木橋 (ｵｼﾉｷﾊﾞｼ) 国道10号 1964 24 8.2 九州地方整備局 大分県 佐伯市 Ⅰ

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

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

戸ノ上橋 (ﾄﾉｳｴﾊｼ) 国道10号 2003 55.9 17.8 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 国道10号 1963 16 15 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅱ

箕の谷橋 (ﾐﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 国道10号 1963 14.8 12.4 九州地方整備局 大分県 臼杵市 Ⅰ

拝田原床版橋 (ﾊｲﾀﾊﾞﾙｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道57号 1970 6.4 10.7 九州地方整備局 大分県 竹田市 Ⅲ

御許橋 (ｵﾓﾄﾊﾞｼ) 国道10号 1961 12 7.8 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅰ

御許橋側道橋 (ｵﾓﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1972 15.3 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅲ

中津第１１号橋 (ﾅｶﾂﾀﾞｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道10号 1961 3.3 15.9 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

野添橋 (ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ) 国道10号 1961 6.3 10.1 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅲ

宗久橋 (ﾑﾈﾋｻﾊｼ) 国道10号 1961 6.5 16.4 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅰ

恒道橋橋側歩道橋（上り） (ﾂﾈﾐﾁﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道10号 1978 14 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

恒道橋橋側歩道橋（下り） (ﾂﾈﾐﾁﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道10号 1985 14 2 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅰ

恒道橋 (ﾂﾈﾐﾁﾊﾞｼ) 国道10号 1961 13 8.6 九州地方整備局 大分県 杵築市 Ⅱ

石山橋 (ｲｼﾔﾏﾊﾞｼ) 国道10号 1960 4.8 14.6 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

鬼枝橋 (ｵﾆｴﾀﾞﾊｼ) 国道10号 1960 4.8 13 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

瓦塚橋 (ｶﾜﾗﾂﾞｶﾊﾞｼ) 国道10号 1960 7.3 13.7 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅱ

高宇田橋 (ﾀｶｳﾀﾞﾊｼ) 国道10号 1961 4.1 10.8 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

宇佐高架橋 (ｳｻｺｳｶｷｮｳ) 国道10号 1994 32 10.5 九州地方整備局 大分県 宇佐市 Ⅰ

於染岩橋 (ｵｿﾒｲﾜﾊﾞｼ) 国道10号 1962 9.5 8.8 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

茜川橋 (ｱｶﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 255 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅲ

前田高架橋 (ﾏｴﾀﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 157 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

岡高架橋 (ｵｶｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 154 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 132 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 102 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

栗の木高架橋 (ｸﾘﾉｷｺｳｶｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 214 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

穴井橋 (ｱﾅｲﾊﾞｼ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 238 10.4 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅱ

大野IＣ・Ａﾗﾝﾌﾟ橋 (ｵｵﾉICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 14.5 6.6 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

大野IＣ・Dﾗﾝﾌﾟ橋 (ｵｵﾉICDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道57号（中九州横断道路） 2007 14.5 6.6 九州地方整備局 大分県 豊後大野市 Ⅰ

幸野橋 (ｺｳﾉﾊｼ) 国道210号 1980 99 10.3 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅲ

鍋倉橋 (ﾅﾍﾞｸﾗﾊｼ) 国道210号 1980 65 10.3 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅰ

中の園橋 (ﾅｶﾉｿﾉﾊｼ) 国道210号 1979 13.5 10.1 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅰ

下武宮橋 (ｼﾓﾀｹﾐﾔﾊｼ) 国道210号 1977 43.1 10.3 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅰ

庄内大橋 (ｼｮｳﾅｲｵｵﾊｼ) 国道210号 1977 95 9.3 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅰ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 国道210号 1977 82.7 9.3 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅲ

小野屋大橋 (ｵﾉﾔｵｵﾊｼ) 国道210号 1979 167 11.8 九州地方整備局 大分県 由布市 Ⅲ
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田ノ迫橋 (ﾀﾉｻｺﾊﾞｼ) 国道10号 1961 7.6 31.4 九州地方整備局 大分県 日出町 Ⅱ

新牧口橋 (ｼﾝﾏｷｸﾞﾁﾊｼ) 国道210号 1970 165.2 8.5 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅲ

野上橋 (ﾉｶﾞﾐﾊﾞｼ) 国道210号 1971 51.3 9.6 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅲ

新妙見橋 (ｼﾝﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 国道210号 1969 25 7.8 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

新深瀬橋 (ｼﾝﾌｶｾﾊｼ) 国道210号 1965 19.6 8.3 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊｼ) 国道210号 1980 110 9.5 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ

樫原橋 (ｶｼﾊﾞﾙﾊｼ) 国道210号 1981 70 9.5 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅱ

中村跨線橋側道橋（上り） (ﾅｶﾑﾗｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道210号 2007 24 2 九州地方整備局 大分県 九重町 Ⅰ
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宮河内ICBランプ橋 (ﾐﾔｶﾞﾜｳﾁICBﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ) 東九州自動車道 1999 247.1 6.6 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

荏隈橋 (ｴﾉｸﾏﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 41.5 8.9 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

深河内橋 (ﾌｶｶﾜﾁﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 245.2 9 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

深河内橋 (ﾌｶｶﾜﾁﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 266.5 9 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

大分光吉ICAランプ橋 (ｵｵｲﾀﾐﾂﾖｼICAﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1996 165.2 6 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

大分光吉ICDランプ橋 (ｵｵｲﾀﾐﾂﾖｼICDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1996 155.8 6 NEXCO西日本 大分県 大分市 Ⅱ

南立石橋 (ﾐﾅﾐﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 22.5 10 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

南立石橋 (ﾐﾅﾐﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 22.5 10 NEXCO西日本 大分県 別府市 Ⅱ

小倉谷川橋 (ｵｸﾞﾗﾀﾞﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2014 263.4 9.2 NEXCO西日本 大分県 中津市 Ⅰ

小倉谷川橋 (ｵｸﾞﾗﾀﾞﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2014 263.4 9.3 NEXCO西日本 大分県 中津市 Ⅰ

西秣第一橋 (ﾆｼﾏｸｻﾀﾞｲ1ｷｮｳ) 東九州自動車道 2014 228 11.1 NEXCO西日本 大分県 中津市 Ⅱ

西秣第二橋 (ﾆｼﾏｸｻﾀﾞｲ2ｷｮｳ) 東九州自動車道 2014 149 9.3 NEXCO西日本 大分県 中津市 Ⅱ

中津料金所地下通路 (ﾅｶﾂﾘｮｳｷﾝｼﾞｮﾁｶﾂｳﾛ) 東九州自動車道 2014 2.2 27.2 NEXCO西日本 大分県 中津市 Ⅰ

渡里川橋 (ﾜﾀﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 17.3 11.3 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅱ

池辺高架橋 (ｲｹﾍﾞｺｳｶｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 452 9 NEXCO西日本 大分県 日田市 Ⅱ

茶屋場橋 (ﾁｬﾔﾊﾞﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2008 131 9.8 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅰ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2008 167.1 9.8 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅱ

鷹ノ巣橋 (ﾀｶﾉｽﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2008 162 9.8 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅰ

峠橋 (ﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2006 89 9.8 NEXCO西日本 大分県 佐伯市 Ⅱ

田井ケ迫川橋 (ﾀｲｶﾞｻｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2001 150.5 9.3 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅱ

田井ケ迫川橋 (ﾀｲｶﾞｻｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2001 168.5 12 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅱ

大分宮河内12 (ｵｵｲﾀﾐﾔｺｳﾁ12) 東九州自動車道 1999 4 32.3 NEXCO西日本 大分県 臼杵市 Ⅰ

平岩橋 (ﾋﾗｲﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 1998 81 14.1 NEXCO西日本 大分県 津久見市 Ⅱ

津久見ICCランプ橋 (ﾂｸﾐICCﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 東九州自動車道 2007 48.6 6.8 NEXCO西日本 大分県 津久見市 Ⅰ

豊後津久見橋 (ﾌﾞﾝｺﾞﾂｸﾐﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2008 546 12.6 NEXCO西日本 大分県 津久見市 Ⅱ

津久見川橋 (ﾂｸﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2004 291 9.8 NEXCO西日本 大分県 津久見市 Ⅱ

大見尾橋 (ｵｵﾐｵｷｮｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1999 36 10.6 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院橋 (ｱｼﾞﾑｷﾖｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1990 36 18.5 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

安心院橋 (ｱｼﾞﾑｷﾖｳ) 国道10号（宇佐別府道路） 1990 36 18.5 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

犬丸川橋 (ｲﾇﾏﾙｶﾞﾜﾊﾞｼ) 東九州自動車道 2014 92 9.3 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

伊呂波川高架橋 (ｲﾛﾊｶﾞﾜｺｳｶｷｮｳ) 東九州自動車道 2014 395 9.9 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅱ

宇佐高架橋 (ｳｻｺｳｶｷｮｳ) 東九州自動車道 2014 150 13.8 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅰ

宇佐高架橋 (ｳｻｺｳｶｷｮｳ) 東九州自動車道 2014 152 20.5 NEXCO西日本 大分県 宇佐市 Ⅰ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜｷﾖｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 212 8.5 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1995 289 8.5 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

戦い川橋 (ﾀﾀｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 68 9 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

戦い川橋 (ﾀﾀｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 2001 68 9 NEXCO西日本 大分県 由布市 Ⅱ

日出Dランプ橋 (ﾋｼﾞDﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 261 6.5 NEXCO西日本 大分県 日出町 Ⅱ

高平橋 (ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 84 8.7 NEXCO西日本 大分県 日出町 Ⅱ

高平橋 (ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 九州横断自動車道長崎大分線 1989 84 9.1 NEXCO西日本 大分県 日出町 Ⅱ

松葉川橋 (ﾏﾂﾊﾞｶﾞﾜｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 2004 330.5 8.5 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅱ

拓郷橋 (ﾀｸｺﾞｳｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 2004 375 8.7 NEXCO西日本 大分県 九重町 Ⅱ

行政区域
橋梁名(フリガナ） 路線名

架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）



管理者 点検記録
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高塚高架橋 (ﾀｶﾂｶｺｳｶｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 139.1 10.3 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ

小麦河野橋 (ｺﾑｷﾞｶﾜﾉｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1992 216 9.5 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ

田ノ口高架橋 (ﾀﾉｸﾁｺｳｶｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1999 474 8.5 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ

森川橋 (ﾓﾘｶﾜｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1994 170.5 9 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ

森川橋 (ﾓﾘｶﾜｷｮｳ) 九州横断自動車道長崎大分線 1999 178.5 8.5 NEXCO西日本 大分県 玖珠町 Ⅱ



橋梁点検結果（地方公共団体） 2,192

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

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

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

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

日吉橋 (ﾋﾖｼﾊｼ) 国道197号 1968 45 20.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊｼ) 国道197号 1987 14.7 13.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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

明磧橋（上り） (ｱｹｶﾞﾜﾗﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道442号 1958 186 6.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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

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

原井橋 (ﾊﾗｲﾊｼ) 県道大分臼杵線 1987 15.4 8.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

椚木橋 (ｸﾇｷﾞﾊｼ) 県道大分臼杵線 1980 4.7 9.3 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

今津留陸橋 (ｲﾏﾂﾞﾙﾘｯｷｮｳ) 県道大在大分港線 1965 8.8 28.2 大分県 大分県 大分市 Ⅲ

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 Ⅲ

東王惣橋 (ﾋｶﾞｼｵｳｿｳﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1962 10 7.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

西王惣橋 (ﾆｼｵｳｿｳﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1962 10 7.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

筒井橋 (ﾂﾂｲﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 2001 24 12 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 県道三重野津原線 1995 38 10.2 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

宮河内橋 (ﾐﾔｶﾜｳﾁﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1979 30 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

阿蘇入橋 (ｱｿｲﾘﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1979 12 12.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

屋山橋 (ﾔﾔﾏﾊｼ) 県道坂ノ市中戸次線 1954 6.4 11.4 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

田尻橋 (ﾀｼﾞﾘﾊｼ) 県道大分大野線 1963 60 6.6 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

雷橋 (ｲｶﾂﾞﾁﾊﾞｼ) 県道大分大野線 1976 15.4 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

雷橋側道橋 (ｲｶﾂﾞﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道大分大野線 2009 17 3.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

両郡橋 (ﾘｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ) 県道大分大野線 1969 10.4 7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

皆春陸橋 (ﾐﾅﾊﾙﾘｯｷｮｳ) 県道鶴崎大南線 1971 8.8 12 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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（西暦）

橋長
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（ｍ）



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

八地蔵橋 (ﾊﾁｼﾞｿﾞｳﾊｼ) 県道鶴崎大南線 1980 53.1 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

竹下橋 (ﾀｹｼﾀﾊｼ) 県道大在公共埠頭線 1976 246.8 20 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

米良高架橋 (ﾒﾗｺｳｶｷｮｳ) 県道中判田下郡線 1996 613 9.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

神崎跨線橋 (ｶﾝｻﾞｷｺｾﾝｷｮｳ) 県道木田神崎線 2012 93 11 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

下郡跨線橋 (ｼﾓｺﾞｵﾘｺｾﾝｷｮｳ) 県道萩原下郡線 2014 382 21.9 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

南大分跨線橋（拡幅） (ﾐﾅﾐｵｵｲﾀｺｾﾝｷｮｳｶｸﾌｸ) 国道210号 1999 40 24.1 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

中ノ原橋（拡幅部） (ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼｶｸﾌｸﾌﾞ) 国道197号 不明 8.3 8.7 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

一の瀬橋（拡幅部） (ｲﾁﾉｾﾊｼｶｸﾌｸﾌﾞ) 国道442号 1983 70 10.8 大分県 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

一の瀬橋１ (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道大内日平線 1962 7.1 4.3 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

岩田一の橋 (ｲﾜﾀｲﾁﾉﾊｼ) 市道岩田町津留1号線 不明 12.3 9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

尾原２号橋 (ｵﾊﾞﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道尾原線 不明 5.2 3.9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

想蔵橋 (ｵﾓｸﾗﾊｼ) 市道赤井線 1960 8 5.7 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

姉の前橋 (ｱﾈﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道政所山ノ手1号線 1980 12.1 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

志村橋 (ｼﾑﾗﾊｼ) 市道志村北8号線 1985 11.2 17 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

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

新芳河原橋 (ｼﾝﾎｳｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道芳河原3号線 1971 13.9 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

立岩2号橋 (ﾀﾃｲﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道立岩5号線 不明 10.1 4 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

鳥越橋１ (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道椎迫城南団地線 1992 10.2 9.6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

蓮田橋１ (ﾊｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道末広南春日線 1978 10.4 7.2 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

前田橋１ (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道前田団地4号線 1989 10.4 6 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

相生橋 (ｱｲｵｲﾊｼ) 市道津守鴛野線 不明 33.6 4.5 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

牧跨線橋 (ﾏｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道加納牧線 1968 71 8 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

白滝陸橋 (ｼﾗﾀｷﾘﾂｷｮｳ) 市道萩原明野線 1978 235 16 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ) 市道佐野線 1978 35 9 大分市 大分県 大分市 Ⅲ

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

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

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊﾞｼ) 市道里久原1号線 1992 31.5 5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

荷小野大橋 (ﾆｵﾉｵｵﾊｼ) 市道尾原線 2008 208 6.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

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

王ノ瀬跨線橋 (ｵｳﾉｾｺｾﾝｷｮｳ) 市道竹下王ノ瀬線 1997 134 13.2 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

上詰大橋 (ｶﾐﾂﾒｵｵﾊｼ) 市道廻洲線 2004 67.9 11.5 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

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

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

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

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

四條大橋 (ｼｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道中島東西6号線 1990 6.2 9.5 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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



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

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

長池橋１ (ﾅｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道長浜府内線 2003 3.5 6.2 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

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

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

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

永興橋 (ﾘｮｳｺﾞﾊﾞｼ) 市道永興4号線 不明 2.1 8.9 大分市 大分県 大分市 Ⅰ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

光蓮寺1号橋 (ｺｳﾚﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道佐野循環1号線 不明 3.5 16.1 大分市 大分県 大分市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

鵜戸橋 (ｳﾄﾞﾊｼ) 県道別府一の宮線 1954 12.6 11.3 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

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

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

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

椿大橋 (ﾂﾊﾞｷｵｵﾊｼ) 県道別府庄内線 1997 161 11.3 大分県 大分県 別府市 Ⅲ



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

古戦場橋 (ｺｾﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 県道別府山香線 1938 31 9.1 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

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

城島橋 (ｷｼﾞﾏﾊｼ) 県道東山庄内線 1969 8.7 5.1 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

双又橋 (ﾌﾀﾏﾀﾊｼ) 県道東山庄内線 1955 4.5 8.5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

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

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊｼ) 県道亀川別府線 1959 14.2 7.5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

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

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

新平田橋 (ｼﾝﾋﾗﾀﾊｼ) 県道鉄輪亀川線 1924 7.7 15.5 大分県 大分県 別府市 Ⅱ

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

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

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

青山橋 (ｱｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道学園通線 1965 14 6.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

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

穴守１号橋 (ｱﾅﾓﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道平原穴守線 1980 5 10.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鮎返１号橋 (ｱﾕｶﾞｴﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道祇園通線 1950 7 4.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鮎返２号橋 (ｱﾕｶﾞｴﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道朝見13号線 1995 5 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鮎返橋 (ｱﾕｶﾞｴﾘﾊﾞｼ) 市道朝見浄水場通線 1927 8 4.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

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

板地２号橋 (ｲﾀﾁﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道馬場下板地線 1940 4 6.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

板地３号橋 (ｲﾀﾁﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道鳥ノ湯2号線 1973 5 5.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

板地４号橋 (ｲﾀﾁﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道鳥ノ湯3号線 2008 4 12.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

板地川橋 (ｲﾀﾁﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道野口原6号線 1965 8 5.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

板地橋 (ｲﾀﾁﾞﾊﾞｼ) 市道餅ヶ浜中津留線 1957 7 8.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

板山橋 (ｲﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 市道亀川岡ヶ平線 1971 8 5.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

一の出２号橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道一ノ出2号線 1975 4 2.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

今井１号橋 (ｲﾏｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ)
市道都市計画街路～旧坊主別府
線

1955 5 6.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

今井２号橋 (ｲﾏｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道竹ノ内堤尻線 1960 10 5.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

今井３号橋 (ｲﾏｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道タタラ1号線 1970 5 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

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

今井５号橋 (ｲﾏｲ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小倉1号線 1975 4 3.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

今井６号橋 (ｲﾏｲ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道タタラ9号線 1970 5 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

今井７号橋 (ｲﾏｲ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前田2号線 1975 2 6.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

今井橋 (ｲﾏｲﾊﾞｼ) 市道火売今井線 1963 7 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

入江川橋 (ｲﾘｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道西念寺前線 1985 5 3.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

入江橋 (ｲﾘｴﾊﾞｼ) 市道旧国道線 1985 9 5.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

岩水橋 (ｲﾜｽｲﾊｼ) 市道河内～田代別府線 1959 10 6.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

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

後畑２号橋 (ｳｼﾛﾊﾞﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道朝見枝郷～合棚後畑線 1955 5 5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

内成２号橋 (ｳﾁﾅﾘ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道勢家大将軍線 1980 4 4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鵜戸川１号橋 (ｳﾄﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道城島中ノ畑線 1965 4 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

浦田２号橋 (ｳﾗﾀ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道浦田1号線 1960 4 10.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

浦田橋 (ｳﾗﾀﾊﾞｼ) 市道浦田1号線 1970 9 5.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

恵下谷橋 (ｴｹﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道平畑線 1962 6 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ



枝郷１号橋 (ｴﾀﾞｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前山2号線 1998 8 5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

枝郷2号橋 (ｴﾀﾞｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道前山1号線 1997 12 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

朸小野１号橋 (ｵｵｺｳﾉ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ろうヶ谷1号線 1990 3 4.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

乙原２号橋 (ｵﾄﾊﾞﾙ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道朝見浄水場通線 1965 9 2.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

乙原橋 (ｵﾄﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道朝見18号線 1969 13 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

小野谷橋 (ｵﾉﾔﾊﾞｼ)
市道都市計画街路～旧坊主別府
線

1955 6 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

梶原橋 (ｶｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道河内～田代別府線 1961 8 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

上別府５号橋 (ｶﾐﾍﾞｯﾌﾟ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道浜田～内篭線 1992 5 8.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

亀川中央町１号橋 (ｶﾒｶﾞﾜﾁｭｳｵｳﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道亀の甲線 1960 2 2.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道勢場梶原線 1980 6 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

北新田１号橋 (ｷﾀｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北新田5号線 1981 3 13 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

北新田２号橋 (ｷﾀｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北新田7号線 1981 3 2.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

北中橋 (ｷﾀﾁﾞｭｳﾊﾞｼ) 市道熱湯北中線 1968 3 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

北浜１号橋 (ｷﾀﾊﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北浜埋立8号線 1994 5 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

北浜２号橋 (ｷﾀﾊﾏ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北浜埋立6号線 1950 4 5.4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

ぎちょうば橋 (ｷﾞﾁｮｳﾊﾞﾊﾞｼ) 市道立道天神4号線 1954 10 3.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

木村小橋 (ｷﾑﾗｺﾊﾞｼ) 市道流川通線 1955 14 6.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

桑名２号橋 (ｸﾜﾅ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道マツボリ1号線 1978 7 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

桑名橋 (ｸﾜﾅﾊﾞｼ) 市道大観山17号線 1967 11 8.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

河内川１号橋 (ｺｳﾁｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道河内線 1958 10 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

河内川２号橋 (ｺｳﾁｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西町5号線 1965 5 2.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

河内川３号橋 (ｺｳﾁｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西町4号線 1975 5 1.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

小手吹橋 (ｺﾃﾌｷﾊﾞｼ) 市道河しき大成線 1961 9 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

三妙橋 (ｻﾝﾐｮｳﾊﾞｼ) 市道幸原大藪線 1963 7 3.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

七福橋 (ｼﾁﾌｸﾊﾞｼ) 市道平田天神2号線 1959 10 4.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

実相寺１号橋 (ｼﾞｯｿｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石垣界1号線 1970 3 3.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

実相寺２号橋 (ｼﾞｯｿｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道新別府稲荷通線 1960 2 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

芝石２号橋 (ｼﾊﾞｾｷ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道芝石本線 1977 6 4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

下畑橋 (ｼﾓﾊﾀﾊﾞｼ) 市道勢家大将軍線 1969 9 4.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

城ノ内１号橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道城ノ内内篭線 1965 5 5.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

城ノ内２号橋 (ｼﾞｮｳﾉｳﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道城ノ内2号線 1992 9 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新貝橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道河内本線 1971 8 4.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新芝石橋 (ｼﾝｼﾊﾞｾｷﾊﾞｼ) 市道芝石本線 1977 11 4.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新明礬２号橋 (ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道明礬内山線 1962 6 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新明礬３号橋 (ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道明礬内山線 1962 4 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新明礬４号橋 (ｼﾝﾐｮｳﾊﾞﾝ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道明礬内山線 1975 4 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新屋敷１号橋 (ｼﾝﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道河しき大成線 1965 5 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

水源地１号橋 (ｽｲｹﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道関の江湯ノ鹿線 1955 3 4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

水源地２号橋 (ｽｲｹﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道温水3号線 1953 3 13.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

水源地３号橋 (ｽｲｹﾞﾝﾁ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道温水1号線 1953 3 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

水源地４号橋 (ｽｲｹﾞﾝﾁ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大新田2号線 1975 5 7 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

石城寺１号橋 (ｾｷｼﾞｮｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道志高～野尾原太郎丸線 1982 8 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

石城寺２号橋 (ｾｷｼﾞｮｳｼﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石城寺梶原線 1998 6 2.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

第２水道橋 (ﾀﾞｲ2ｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道朝見～北石垣線 1965 10 5.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

第２天神橋 (ﾀﾞｲ2ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道天神町2号線 1963 10 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅲ



第３天神橋 (ﾀﾞｲ3ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道照波園弁天線 1977 11 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

滝見橋 (ﾀｷﾐﾊﾞｼ) 市道浜脇観海寺線 1963 8 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

タタラ１４－１号橋 (ﾀﾀﾗ14-1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道タタラ14号線 1975 4 5.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

手島１号橋 (ﾃｼﾞﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道朝見川南通1号線 1970 6 5.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道天神町亀陽泉線 1977 11 7.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

天満小橋 (ﾃﾝﾏﾝｺﾊﾞｼ) 市道野口原6号線 1963 10 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鳥湯板地１号橋 (ﾄﾘﾉﾕｲﾀｼﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道板地4号線 1975 6 7.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鳴川橋 (ﾅﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道赤野～鳴川線 1955 4 6.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鳴橋 (ﾅﾙﾊｼ) 市道大藪線 1964 7 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

西町橋 (ﾆｼﾏﾁﾊﾞｼ) 市道魚町山田線 1971 10 9.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

捏山橋 (ﾈｼﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道山の口捏山線 1967 9 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

野田１号橋 (ﾉﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道羽室長泉寺線 1977 5 4.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

蓮田１号橋 (ﾊｽﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小川町1号線 1960 3 3.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

蓮田２号橋 (ﾊｽﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蓮田町線 2000 2 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

花ズラ１号橋 (ﾊﾅﾂﾞﾗ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道花面温川線 1990 6 1.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

花房橋 (ﾊﾅﾌﾞｻﾊﾞｼ) 市道三名13号線 1963 8 6.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

冷川２号橋 (ﾋﾔｶﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道温水5号線 1965 12 1.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

弁天２号橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道亀川埋立3号線 1960 4 3.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

堀切１号橋 (ﾎﾘｷﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道天間7号線 1965 2 4.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

御苑橋 (ﾐｿﾉﾊﾞｼ) 市道御苑3号線 1964 9 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

南須賀１号橋 (ﾐﾅﾐｽｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道古寺8号線 1995 2 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

南田位１号橋 (ﾐﾅﾐﾀｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道極手2号線 1963 9 4.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

南田位２号橋 (ﾐﾅﾐﾀｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道本村南田位線 1970 7 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

明礬５号橋 (ﾐｮｳﾊﾞﾝ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道明礬6号線 1955 2 4 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

明礬６号橋 (ﾐｮｳﾊﾞﾝ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道明礬5号線 1975 3 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

明礬７号橋 (ﾐｮｳﾊﾞﾝ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道明礬5号線 1970 4 3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

明礬８号橋 (ﾐｮｳﾊﾞﾝ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中山トビ線 1985 2 1.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

矢黒1号橋 (ﾔｸﾞﾛ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道八石宮尾線 1998 2 24 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

矢黒２号橋 (ﾔｸﾞﾛ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道浜田～内篭線 1965 5 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

八ツ川２号橋 (ﾔﾂｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北中前1号線 1960 3 3.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

八ツ川橋 (ﾔﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道野口原実相寺公園道路 1960 6 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

柳２号橋 (ﾔﾅｷﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田ノ口～隠山線 1975 7 4.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

柳３号橋 (ﾔﾅｷﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田ノ口～隠山線 1975 8 4.8 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

柳４号橋 (ﾔﾅｷﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道田ノ口～隠山線 1975 8 7.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道河内本線 1959 7 5.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

山家１号橋 (ﾔﾏｶﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東仲町6号線 1950 3 3.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

山家２号橋 (ﾔﾏｶﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道谷裏線 1980 3 4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道野田山下線 1960 7 4.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

山田１号橋 (ﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山田2号線 1975 3 2 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

山田２号橋 (ﾔﾏﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山田3号線 1998 2 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

山ノ奥橋 (ﾔﾏﾉｵｸﾊﾞｼ) 市道亀川岡ヶ平線 1960 3 6.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

山の手橋 (ﾔﾏﾉﾃﾊﾞｼ) 市道浜脇観海寺線 1961 8 5.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

湯の川橋 (ﾕﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道鉄輪湯の川線 1935 8 7.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

湯原橋 (ﾕﾊﾗﾊﾞｼ) 市道新川線 1961 7 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

吉弘１号橋 (ﾖｼﾋﾛ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道南石垣7号線 1970 5 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ



河内川橋 (ｺｳﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道浜脇観海寺線 1934 43 4.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

観海寺橋 (ｶﾝｶｲｼﾞﾊﾞｼ) 市道浜脇観海寺線 1970 46 9.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

中央橋 (ﾁﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 市道東蓮田的ケ浜線 1973 23 6.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道朝見光町線 1965 16 17 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

境川橋 (ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道亀川別府線 1970 56 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

野口原橋 (ﾉｸﾞﾁﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道野口原実相寺公園道路 1955 16 16.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 市道野口原実相寺公園道路 1957 36 14.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道野口原実相寺公園道路 1956 36 7.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

大学橋 (ﾀﾞｲｶﾞｸﾊﾞｼ) 市道餅ヶ浜中津留線 1958 27 7.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

鶴見原橋 (ﾂﾙﾐﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道荘園町～館石鶴見原線 1988 78 14.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

十文字原橋 (ｼﾞﾕｳﾓﾝｼﾞﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道十文字原豊岡線 1986 64 9.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

第１水道橋 (ﾀﾞｲｲﾁｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道朝見～北石垣線 1970 22 5.4 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

冷川第１号橋 (ﾋﾔｶﾜﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道関ノ江温水線 1984 19 11.8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

松塚橋 (ﾏﾂﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道登り立1号線 1989 50 8 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

西別府橋 (ﾆｼﾍﾞﾂﾌﾟﾊﾞｼ) 市道上向原～扇山線 1983 34 7.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

梶原２号橋 (ｶｼﾞﾜﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道舟木越中迫線 1980 16 3.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

生目橋 (ｲｹﾒﾊﾞｼ) 市道下コガ7号線 1984 17 6.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

照湯橋 (ﾃﾙﾕﾊﾞｼ) 市道照湯2号線 1955 23 4.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊﾞｼ) 市道朝見～北石垣線 1961 37 10.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

石森橋 (ｲｼﾓﾘﾊﾞｼ) 市道池田線 1981 27 5.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

亀川駅自由通路橋 (ｶﾒｶﾞﾜｴｷｼﾞﾕｳﾂｳﾛ) 市道亀川駅自由通路線 2010 29 4 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 市道鶴見2号線 1949 16 7.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

石垣橋 (ｲｼｶﾞｷﾊﾞｼ) 市道古寺8号線 1976 38 2.3 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道馬場前2号線 1971 30 7.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

宮地谷橋 (ﾐﾔｼﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道火売今井線 1962 18 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道魚住町東立田町線 1975 38 7.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 市道相生町栄町線 1970 19 6.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

蓮田橋 (ﾊｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道不老町田町線 1971 21 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ) 市道湯ノ町末広町線 1970 20 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道中浜裏町南新町線 1971 31 7.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 市道中浜筋線 1973 31 5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

藤助橋 (ﾄｳｽｹﾊﾞｼ) 市道中央埋立7号線 2004 30 7.7 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

朝見川橋 (ｱｻﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道北町東別府停車場線 1972 31 7.3 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ) 市道朝見16号線 1963 22 5.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

仲の橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道中島町線 1970 21 5.4 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

木村橋 (ｷﾑﾗﾊﾞｼ) 市道流川通線 1955 35 6.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

平安橋 (ﾍｲｱﾝﾊﾞｼ) 市道平安通線 1970 22 4.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

雲泉寺橋 (ｳﾝｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道雲井町初音町線 1981 25 8.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

一の出橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道山ノ神大堀線 1979 19 4.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

朝見橋 (ｱｻﾐﾊﾞｼ) 市道丸尾3号線 1957 17 14.6 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

金山歩道橋 (ｶﾅﾔﾏﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道朝見29号線 1969 22 2.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 市道坂本堀田線 1992 59 7.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

イナコスの橋 (ｲﾅｺｽﾉﾊｼ) 市道荘園町～館石鶴見原線 1993 36 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

であい橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道荘園町45号線 1994 34 6.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

春木苑橋 (ﾊﾙｷｴﾝﾊﾞｼ) 市道春木川中須賀線 1969 46 6.3 別府市 大分県 別府市 Ⅱ



井手ノ下橋 (ｲﾃﾞﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道春木川北通線 1977 33 1.9 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

とんぼ橋 (ﾄﾝﾎﾞﾊﾞｼ) 市道春木川北通線 2008 36 2.5 別府市 大分県 別府市 Ⅰ

祗園橋歩道橋 (ｷﾞｵﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道祗園通線 1965 25 2.1 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

伏ヶ谷橋（旧道） (ﾌｾｶﾞﾀﾆﾊｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ)) 市道朸小野4号線 1961 11.5 6.9 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

天間橋（旧道） (ｱﾏﾏﾊｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ)) 市道朸小野4号線 1962 8.3 6.6 別府市 大分県 別府市 Ⅲ

椿橋（旧道） (ﾂﾊﾞｷﾊｼ(ｷｭｳﾄﾞｳ)) 市道平原6号線 1961 10.5 5.2 別府市 大分県 別府市 Ⅱ

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

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

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

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

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

萬橋 (ﾖﾛｽﾞﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1977 35.4 10.3 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

崩端橋 (ｸｽﾞﾚﾊﾅﾊﾞｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1999 22.3 11.7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

鮎帰橋 (ｱﾕｶｴﾘﾊﾞｼ) 県道中津山国自転車道線 1974 5.5 3.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

飛ヶ平橋 (ﾄﾋﾞｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 県道津民中摩線 1984 15 6.5 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

新落合橋 (ｼﾝｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 県道豊前耶馬渓線 2012 41 7 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

赤剥橋側道橋（上り側） (ｱｶﾊｹﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘｶﾞﾜ)) 国道213号 1960 8.6 0.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

赤剥橋側道橋（下り側） (ｱｶﾊｹﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘｶﾞﾜ)) 国道213号 1960 8.6 0.6 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

犬丸橋側道橋（下り側） (ｲﾇﾏﾙﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘｶﾞﾜ)) 国道213号 1988 54.7 2.8 大分県 大分県 中津市 Ⅱ

赤剥橋 (ｱｶﾊｷﾞﾊﾞｼ) 市道是則・犬丸橋線 不明 2.5 4.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

赤畑橋 (ｱｶﾊﾀﾊｼ) 市道赤畑線 不明 11 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小豆洗橋 (ｱｽﾞｷｱﾗｲﾊﾞｼ) 市道合馬・是則線 不明 2.8 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

碇土橋 (ｲｶﾘﾂﾁﾊﾞｼ) 市道上池永・金手線 不明 3.5 6.2 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

井尻橋 (ｲｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道牛神・一ツ松線 不明 2.9 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

一丁目橋 (ｲｯﾁｮｳﾒﾊｼ) 市道中殿813号線 不明 4 2.2 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

岩渕橋 (ｲﾜﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道岩渕線 不明 5.7 3.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岩屋川橋 (ｲﾜﾔｶﾞﾜﾊｼ) 市道折戸線 不明 10.3 3.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊﾞｼ) 市道大貞・黒水線 不明 2.2 7.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蛭子橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道蛎瀬中津駅北口線 1958 7.6 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

恵良橋 (ｴﾗﾊﾞｼ) 市道恵良線 不明 3.6 3.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

大江橋 (ｵｵｴﾊｼ) 市道高無拾壱番通り線 1993 10.3 7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

大山2号橋 (ｵｵﾔﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道なのみ台団地4号線 不明 2 11.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

奥曽橋 (ｵｸｿﾊﾞｼ) 市道岸ノ上尾下線 不明 10.7 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

小倉橋 (ｵｸﾞﾗﾊﾞｼ) 市道片端町通り線 1932 3.8 4.8 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

尾下橋 (ｵｼﾞﾓﾊﾞｼ) 市道高柿池部線 1965 9.5 3 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

包添橋 (ｶﾈﾂﾞｴﾊﾞｼ) 市道下池永720号線 不明 8 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

神出橋 (ｶﾐｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道池永・中原線 1986 7 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

上長尾橋 (ｶﾐﾅｶﾞｵﾊｼ) 市道長尾線 不明 10.9 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岸本橋 (ｷｼﾓﾄﾊﾞｼ) 市道合馬・是則線 不明 6 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

旧矢櫃橋 (ｷｭｳﾔﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 市道矢櫃支線 不明 14 2.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

錦雲峡橋 (ｷﾝｳﾝｷｮｳﾊｼ) 市道錦雲峡家籠線 不明 11.2 8.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

杭ヶ橋 (ｸｲｶﾞﾊﾞｼ) 市道大貞・加来二号線 不明 3.1 7.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

くつわじ１号橋 (ｸﾂﾜｼﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道くつわじ線 不明 2.6 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道久保浪立線 1985 8.4 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

小林橋 (ｺﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道全徳・是則線 不明 7.3 7.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

菰田橋 (ｺﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 市道豊田町・牛神線 1989 7.1 16 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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



五両橋 (ｺﾞﾘｮｳﾊｼ) 市道豊田町・五両線 不明 2.2 7.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

金剛橋 (ｺﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道蛎瀬中津駅北口線 2011 6.8 22.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

酒井橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 市道酒井線 不明 13.1 5.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

迫田橋 (ｻｺﾀﾊﾞｼ) 市道下池永上如水線 1984 10.6 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

迫橋 (ｻｺﾊﾞｼ) 市道白地迫線 不明 7.6 6.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

重光橋 (ｼｹﾞﾐﾂﾊﾞｼ) 市道福島・上如水線 不明 2.1 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

渋見1号橋 (ｼﾌﾞﾐｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山ノ神線 不明 7.6 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

渋見2号橋 (ｼﾌﾞﾐﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山ノ神線 不明 7.6 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下瀬橋 (ｼﾓｾﾊﾞｼ) 市道蛎瀬中津駅北口線 2013 2.2 4.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下辻畑橋 (ｼﾓﾂｼﾞﾊﾀﾊｼ) 市道湯屋村中線 不明 6 4.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

下諸井橋 (ｼﾀﾓﾛｲﾊﾞｼ) 市道諸井・秋吉線 不明 3.8 5.8 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

白地橋 (ｼﾗﾁﾞﾊﾞｼ) 市道白地線 1973 14 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

尻無橋 (ｼﾘﾅｼﾊﾞｼ) 市道北原・長久寺線 不明 2.6 5.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

新貝１号橋 (ｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道新貝線 1938 6 2.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

正和橋 (ｾｲﾜﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 1955 5.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

外和元橋 (ｿﾄﾜﾓﾄﾊｼ) 市道上池永・宮永線 不明 2 8.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大師橋 (ﾀﾞｲｼﾊﾞｼ) 市道三ツ九分二号線 不明 3.7 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

田畑橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道定留772号線 不明 3.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

田原橋 (ﾀﾊﾗﾊﾞｼ) 市道成恒西秣線 1963 12.4 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

椴ノ木原橋 (ﾀﾞﾝﾉｷﾊﾗﾊｼ) 市道島樋山路線 不明 3.1 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

津村橋 (ﾂﾑﾗﾊﾞｼ) 市道勢溜・五両線 不明 5 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道泉檜鶴1号線 1965 13.5 6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

寺ヶ谷橋 (ﾃﾗｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道折元・落合線 不明 5 5.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

寺の坂橋 (ﾃﾗﾉｻｶﾊﾞｼ) 市道小屋川線 1955 12.7 2.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

所小野橋 (ﾄｺﾛﾉﾊﾞｼ) 市道小屋川線 不明 5.8 4.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

豊田町橋 (ﾄﾖﾀﾞﾏﾁﾊﾞｼ) 市道豊田町・牛神線 不明 4.4 11.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

中尾道橋 (ﾅｶｵﾐﾁﾊﾞｼ) 市道引水・中尾道線 不明 3.6 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

中組橋 (ﾅｶｸﾞﾐﾊﾞｼ) 市道中組線 不明 6.3 5.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

長通橋 (ﾅｶﾞﾄｵﾘﾊﾞｼ) 市道川出原線 1987 13.6 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中の迫長谷１号橋 (ﾅｶﾉｻｺﾊｾｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道中の迫・長谷線 不明 7.3 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) 市道是則一号線 不明 10.2 13.2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

流橋 (ﾅｶﾞﾚﾊﾞｼ) 市道犬丸865号線 不明 5.4 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

花田橋 (ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上池永・宮永線 不明 2.3 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

羽馬礼橋 (ﾊﾊﾞﾚﾊｼ) 市道水取・床並線 1978 7.1 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

引水中河内２号橋 (ﾋｷﾐｽﾞﾅｶｶﾞｳﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道引水中河内線 不明 12.9 2.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ



堤ヶ鶴橋 (ﾋｻｹﾞﾂﾞﾙﾊｼ) 市道提鶴線 1967 10.9 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

樋田１号橋 (ﾋﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋田線 不明 6.7 6.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

平小野橋 (ﾋﾗｵﾉﾊﾞｼ) 市道水洗線 1991 9 4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

深田橋 (ﾌｶﾀﾊﾞｼ) 市道北高西通り線 不明 3.2 5.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

藤野木橋 (ﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ) 市道上ゲ線 不明 11.6 3 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

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

渕添橋 (ﾌﾁｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道勢溜・五両線 不明 8.6 4.9 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

前田屋敷橋 (ﾏｴﾀﾞﾔｼｷﾊｼ) 市道上宮永・前田屋敷線 不明 2.3 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

又瀬橋 (ﾏﾀｾﾊｼ) 市道宮永・市場橋線 不明 2.3 5.4 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

又屋敷上橋 (ﾏﾀﾔｼｷｶﾐﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 不明 5.2 6.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

又屋敷下橋 (ﾏﾀﾔｼｷｼﾓﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 1958 7 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

免葉津橋 (ﾒﾊﾂﾞﾊﾞｼ) 市道大新田･合馬線 不明 2.4 5.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

屋田川橋 (ﾔﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道堀江年の神線 不明 5.6 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

山ノ内橋 (ﾔﾏﾉｳﾁﾊｼ) 市道山ノ内線 不明 3.6 3 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

柚ノ木１号橋 (ﾕｽﾞﾉｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道柚の木線 不明 8.7 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

横手橋 (ﾖｺﾃﾊﾞｼ) 市道宮ﾉ下線 不明 9.9 1.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

吉野口橋 (ﾖｼﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道前鶴・貝返線 不明 4.9 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

吉野橋 (ﾖｼﾉﾊﾞｼ) 市道吉野灰土線 不明 9.5 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

芳ノ元橋 (ﾖｼﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道要・引水線 不明 5.4 4.9 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道全徳・是則線 1981 14.5 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

蛎瀬橋 (ｶｷｾﾊｼ) 市道蛎瀬中津駅北口線 1968 22 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 市道尾下倉迫線 1971 19 6.3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

岡橋 (ｵｶﾊﾞｼ) 市道岡線 1977 22.1 2.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

水月橋 (ｽｲｹﾞﾂﾊﾞｼ) 市道洞ノ下線 1978 19 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

番田橋 (ﾊﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道青田南平線 1973 15.2 3 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 市道青田南平線 1973 42.7 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

北平橋 (ｷﾀﾍﾞﾗﾊﾞｼ) 市道北平加来線 1978 54 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

早瀬橋 (ﾊﾔｾﾊﾞｼ) 市道曽木・多志田線 1983 96 7 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

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

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

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

中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道中園本線 1955 21.8 3.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

青の禅海橋 (ｱｵﾉｾﾞﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道洞門駐車場古殿線 1996 103.5 3 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

郷倉橋 (ｺﾞｳｸﾗﾊｼ) 市道島樋山路線 1955 15.9 4.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

白水大橋 (ｼﾛﾐｽﾞｵｵﾊｼ) 市道杉畑上ノ畑線 1980 210 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

旧岩屋橋 (ｷｭｳｲﾜﾔﾊｼ) 市道岩屋中川原線 不明 69.5 1.6 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

穴田橋 (ｱﾅﾀﾞﾊｼ) 市道中津留線 1966 39 2.7 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

宇部橋 (ｳﾍﾞﾊｼ) 市道宇部線 1977 39.4 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊｼ) 市道赤松線 1973 19.3 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

竹ノ弦橋 (ﾀｹﾉﾂﾙﾊｼ) 市道竹の弦橋線 1978 73 5.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

加治耶橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 市道橋ヶ戸線 1924 30 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

舞野橋 (ﾏｲﾉﾊｼ) 市道舞野線 1967 15.3 3.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ



江渕橋 (ｴﾌﾞﾁﾊｼ) 市道宮園鎌城線 1976 87 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

八日市橋 (ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼ) 市道八日市線 1982 69.9 3.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

公園橋 (ｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道公園橋線 1984 53.4 2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

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

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

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

大曲橋 (ｵﾏｶﾞﾘﾊｼ) 市道田良川線 1981 43.5 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

坂内橋 (ｻｶｳﾁﾊﾞｼ) 市道坂内線 1971 20.5 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 市道中島線 1974 45.3 2 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

新制橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道辻向線 1965 18.1 2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

小原井橋 (ｺﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ) 市道小原井線 1943 20.1 2 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

栗山橋 (ｸﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 市道栗山大坪線 1965 36.1 2 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

三泉橋 (ｻﾝｾﾝﾊﾞｼ) 市道犬王丸白地線 1932 24 5.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

杖立橋 (ﾂｴﾀﾃﾊﾞｼ) 市道杖立線 1986 20 4 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

堤鶴下橋 (ﾋｻｹﾞﾂﾞﾙｼﾀﾊｼ) 市道堤鶴下線 1967 17.6 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅲ

伊福橋 (ｲﾌｸﾊﾞｼ) 市道伊福線 1997 18 5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

唐戸橋 (ｶﾗﾄﾊﾞｼ) 市道宮永・湯屋線 不明 3.4 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅰ

枌環状２号橋 (ﾍｷﾞｶﾝｼﾞｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道枌環状線 不明 2 4.6 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

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

ロンデ橋 (ﾛﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 市道ロンデ要線 不明 3.7 3.1 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

大池橋 (ｵｵｲｹﾊｼ) 市道下池永・大悟法線 不明 6.8 6.8 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道落合線 1965 15.5 5.5 中津市 大分県 中津市 Ⅱ

杖立大橋 (ﾂｴﾀﾃｵｵﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1970 222.6 6.8 熊本県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

小渕橋歩道橋 (ｺﾌﾞﾁﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道212号 1970 104.6 4.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

第四八幡橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾔﾜﾀﾊｼ) 県道日田鹿本線 1969 4.5 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

梅野3号橋 (ｳﾒﾉｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道日田鹿本線 1970 5 4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ



地蔵元橋 (ｼﾞｿﾞｳﾓﾄﾊｼ) 県道日田鹿本線 1969 5.5 5.5 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

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

梅野4号橋 (ｳﾒﾉﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道日田鹿本線 1969 6 5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

葛滝橋 (ﾂﾂﾞﾗﾀｷﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1985 26.5 9.9 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

由井田橋 (ﾕｲﾀﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1986 12 9.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

浦下橋 (ｳﾗｼﾀﾊｼ) 県道天瀬阿蘇線 1992 70 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

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

中尾橋 (ﾅｶｵﾊｼ) 県道日田玖珠線 2002 24.6 11 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

両組橋 (ﾘｮｳｸﾐﾊｼ) 県道日田玖珠線 2003 18 15 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊｼ) 県道日田玖珠線 2003 25 12 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

中城橋 (ﾅｶｼﾞｮｳﾊｼ) 県道日田玖珠線 1972 8.5 8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

豆田橋 (ﾏﾒﾀﾞﾊｼ) 県道日田玖珠線 1966 5 4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

高釣橋 (ｺｳﾂﾙﾊｼ) 県道玖珠天瀬線 1979 18.5 8.4 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

若林橋 (ﾜｶﾊﾞﾔｼﾊｼ) 県道南小国上津江線 1969 4 7.5 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

見晴橋 (ﾐﾊﾗｼﾊｼ) 県道栃野西大山線 1965 122.8 6.8 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

梅林橋 (ﾊﾞｲﾘﾝﾊｼ) 県道栃野西大山線 1997 122 10.3 大分県 大分県 日田市 Ⅲ

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

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

走場橋 (ﾊｼﾘﾊﾞﾊｼ) 県道戸畑日田線 1996 14.6 9.2 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

上野５号橋 (ｳｴﾉｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 県道西大山大野日田線 1965 13.4 4 大分県 大分県 日田市 Ⅰ

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

会館橋 (ｶｲｶﾝﾊｼ) 県道川原上野田線 1977 2.5 9.1 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

稗田橋 (ﾋｴﾀﾞﾊｼ) 県道川原上野田線 1997 20.3 9.7 大分県 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

上古田橋 (ｶﾐｺﾀﾞﾊﾞｼ) 市道古田1号線 1970 8.1 2.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊﾞｼ) 市道市木線 1967 7.7 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

釜ケ瀬橋 (ｶﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道釜ケ瀬線 1959 9 3.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

樋ノ本橋 (ﾋﾉﾓﾄﾊｼ) 市道足刈線 1973 8.5 2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

桐尾橋 (ｷﾘｵﾊﾞｼ) 市道石原田桐尾線 1980 12 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

奥鰐小橋 (ｵｸﾜﾆｺﾊﾞｼ) 市道石原田桐尾線 1981 2.4 4.4 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

中村第２橋 (ﾅｶﾑﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 市道岩戸中村線 1966 5.2 1.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ



鰐２号橋 (ﾜﾆﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石原田桐尾線 2000 2.1 5.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

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

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道伏尾広瀬線 1981 53 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

千倉第一水路橋 (ﾁｸﾗﾀﾞｲｲﾁｽｲﾛｷｮｳ) 市道千倉公園環状線 1961 5.9 1.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

千倉第二水路橋 (ﾁｸﾗﾀﾞｲﾆｽｲﾛｷｮｳ) 市道千倉公園環状線 1961 8.6 1.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊﾞｼ) 市道天神市ノ瀬線 1972 72.8 5.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

二反峠橋 (ﾆﾀﾝﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 市道小河内伏木線 1970 2 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

芝原橋 (ｼﾊﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道天神市ノ瀬線 1933 5.1 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

鮎返橋 (ｱﾕｶｴｼﾊﾞｼ) 市道市ノ瀬小ケ内線 1964 5.1 4.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

小河内２号橋 (ｵｶﾞｳﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道市ノ瀬小ケ内線 1964 6.3 3 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

ウドガイ橋 (ｳﾄﾞｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道市ノ瀬小ケ内線 1967 8.5 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

才田北向橋 (ｻｲﾀｷﾀﾑｷﾊﾞｼ) 市道才田2号線 1965 10.3 4.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

一新橋 (ｲｯｼﾝﾊﾞｼ) 市道上町通り線 1991 68.3 7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

小寒水１号橋 (ｵｿｳｽﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上小寒水札町線 1980 3.3 3.9 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

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

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

寺ノ迫橋 (ﾃﾗﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道下畑寺の迫線 1978 26.1 2.6 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

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

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

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 市道岩下一ノ坂線 1977 17 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

中礎２橋 (ﾅｶｿﾆﾊﾞｼ) 市道宮向徳瀬線 1970 5.1 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

柳又橋 (ﾔﾅｷﾞﾏﾀﾊﾞｼ) 市道柳又線 1971 6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

萩鶴２号橋 (ｵｷﾞﾂﾞﾙﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道片山徳瀬線 1951 2 10.9 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 66 15.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

玉川１号橋 (ﾀﾏｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道新治玉川十二町線 1953 5.7 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

中ノ島沈橋 (ﾅｶﾉｼﾏｼｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道日ノ隈中ノ島線 1954 36.2 2.3 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

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

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

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

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

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

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

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

銭渕２号橋 (ｾﾞﾆﾌﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道札ノ辻鏡坂線 1963 2 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ



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

三芳五橋 (ﾐﾖｼｺﾞﾊｼ) 市道若宮三芳校線 1984 6.4 3.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

三芳四号橋 (ﾐﾖｼﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道小淵神来線 1955 5 4.7 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

岸高２号橋 (ｷｼﾀｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北向古金線 1955 2.4 6.1 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

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

高木橋 (ﾀｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道高木線 1966 8.5 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

出羽橋 (ｲｽﾞﾙﾊﾊﾞｼ) 市道出羽線 1982 22 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

出羽橋（側道橋） (ｲｽﾞﾙﾊｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道出羽線 1965 12.4 2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

谷向橋 (ﾀﾆﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道合谷谷向線 1994 17.8 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅰ

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

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

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

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

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

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

古金団地橋 (ｺﾞｶﾞﾈﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 市道古金住宅線 1985 4.1 10 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

池辺橋 (ｲｹﾍﾞﾊﾞｼ) 市道日高西有田線 1995 110 5.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

獺野尾橋 (ｳｿﾉｵﾊﾞｼ) 市道獺野尾線 1999 63.5 2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ



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

漆原橋 (ｳﾙｼﾜﾗﾊﾞｼ) 市道西漆原線 1965 11 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

北平第一橋 (ｷﾀﾍﾞﾗﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 市道北平線 1960 8.1 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

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

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

滝の下橋 (ﾀｷﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道杉河内線 1936 25 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

五馬１号橋 (ｲﾂﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道五馬線 1988 7.6 5.4 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

川原橋 (ｶﾜﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道栃川線 1970 16.2 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

谷山４号橋 (ﾀﾆﾔﾏﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道谷山線 1972 14.1 2.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

古賀橋 (ｺｶﾞﾊﾞｼ) 市道塚田2号線 1955 14.3 3.2 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

竹ノ下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道釣線 1975 17 2.9 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

恵比須橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道出口中村線 1960 7.1 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

塚田橋 (ﾂｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道亀石・女子畑1号線 1983 88.5 6.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

竹の迫ＮＯ．２橋 (ﾀｹﾉｻｺﾆﾊﾞｼ) 市道西釣竹ノ迫線 1961 4.7 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

堂尾第一川橋 (ﾄﾞｳﾉﾀﾞｲｲﾁｶﾜﾊﾞｼ) 市道赤石本村虫秋線 1960 6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

日向橋 (ﾋﾑｷﾊﾞｼ) 市道赤石本村虫秋線 1969 6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道赤石本村虫秋線 1965 20.3 3.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

石立川橋第三橋 (ｲｼﾀﾃｶﾜﾊﾞｼﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 市道虫秋石立線 1973 6 3.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

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

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

曽家一号橋 (ｿﾞｹｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道曽家線 1967 12.6 5.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

小草橋 (ｺｸｻｶﾞﾜ) 市道田ノ口線 1966 7.4 5.5 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

猪渡橋 (ｲﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道平野線 1963 12.5 3.1 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

鯛生橋 (ﾀｲｵｳﾊﾞｼ) 市道下鯛生線 1956 10 4 日田市 大分県 日田市 Ⅲ

柿ノ谷第一号橋 (ｶｷﾉﾀﾆﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道鯛生酒呑童子線 1985 12.4 4.6 日田市 大分県 日田市 Ⅱ



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

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

山中大橋 (ﾔﾏﾅｶｵｵﾊｼ) 市道栄場・山中線 1980 12 2.8 日田市 大分県 日田市 Ⅱ

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

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

浅海井橋 (ｱｻﾞﾑｲﾊｼ) 国道217号 1984 30 10.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

大河橋 (ﾀｲｶﾞﾊｼ) 県道日之影宇目線 1971 7.5 4.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

小半橋 (ｵﾅｶﾞﾗﾊｼ) 県道三重弥生線 1932 46.6 5.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅰ

第二新開橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾝｶｲﾊｼ) 県道三重弥生線 1969 5.9 6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

堂ノ間橋 (ﾄﾞｳﾉﾏﾊｼ) 県道三重弥生線 1997 32.4 13.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

第一新開橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾝｶｲﾊｼ) 県道三重弥生線 1967 7.5 6.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

仏座橋 (ﾌﾞﾂｻﾞﾊｼ) 県道三重弥生線 1933 4.4 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

落水橋 (ｵﾁﾐｽﾞﾊｼ) 県道三重弥生線 1951 5 8.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

尾中橋 (ｵﾅｶﾊｼ) 県道三重弥生線 1967 3 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

オンノ平橋 (ｵﾝﾉﾋﾗﾊｼ) 県道三重弥生線 1964 5 4.6 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

西鹿渕橋 (ﾆｼｶﾌﾞﾁﾊｼ) 県道三重弥生線 1975 9 7.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

津々良橋 (ﾂﾂﾞﾗﾊｼ) 県道三重弥生線 1956 26 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

出会橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 県道三重弥生線 1961 20 4.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷口橋 (ﾀﾆｸﾞﾁﾊｼ) 県道三重弥生線 1994 8 11.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

佐戸ヶ瀬橋 (ｻﾄﾞｶﾞｾﾊｼ) 県道三重弥生線 1995 112 10.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊｼ) 県道三重弥生線 1995 54 7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

小鶴橋 (ｺﾂﾞﾙﾊｼ) 県道三重弥生線 1961 20 5.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

下岡橋 (ｼﾓｵｶﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1981 13.5 8.2 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

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

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

徳納橋 (ﾄｸﾉｳﾊｼ) 県道佐伯津久見線 1981 36.3 8.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

波越小橋 (ﾅﾝｺﾞｳｺﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1969 5.3 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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



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

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

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

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

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

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

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

汐月橋 (ｼｵﾂｷﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1971 75.6 7.8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

出口大橋 (ﾃﾞｸﾞﾁｵｵﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 1988 54 7.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

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

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 2000 18.9 12 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

花木橋 (ﾊﾅｷﾞﾊｼ) 県道小野市重岡線 1975 13.8 8 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

新大原橋 (ｼﾝｵｵﾊﾙﾊｼ) 県道小野市重岡線 1990 19 10.9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

除橋 (ﾖｹﾊｼ) 県道宇目清川線 1959 12 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大桐橋 (ｵｵｷﾘﾊｼ) 県道宇目清川線 1959 2.8 4.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

柳久保橋 (ﾔﾅｷﾞｸﾎﾞﾊｼ) 県道宇目清川線 1969 2.2 4.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

筌ノ口橋 (ｶﾏﾉｸﾁﾊｼ) 県道野津宇目線 1937 8 6.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

土紙屋橋 (ﾂﾁｺﾞﾔﾊｼ) 県道野津宇目線 1959 42 4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

新道橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊｼ) 県道古江丸市尾線 1967 8.4 10.7 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 県道色宮港木立線 1972 10.1 8.4 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

深追橋 (ﾌｶｵｲﾊｼ) 県道色宮港木立線 1969 3.5 7.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊｼ) 県道梶寄浦佐伯線 1959 5 4.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

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

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

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

金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊｼ) 県道佐伯蒲江線 2001 8.9 13.1 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

楠木橋 (ｸｽｷﾊｼ) 県道三重弥生線 2003 62 9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊｼ) 県道三重弥生線 2003 78 9 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

河鹿橋 (ｶｼﾞｶﾊｼ) 県道床木海崎停車場線 1998 28 11.5 大分県 大分県 佐伯市 Ⅲ

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



脇鶴橋上り (ﾜｷﾂﾙﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道217号 2009 57.4 4.3 大分県 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

仲良し小橋 (ﾅｶﾖｼｺﾊﾞｼ) 市道大手前池船線 1987 48 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

路久志1号橋 (ﾛｸｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道長島角石線 1975 5.8 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島南2号橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾐﾅﾐﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道長島角石線 1975 6 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川2号橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道長島角石線 1975 6 12.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

塩屋橋 (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道馬場先新女島線 1987 35.7 12 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 市道臼坪東常盤線 1991 7.1 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道中芳島長島線 1994 28 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川橋側道橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中芳島長島線 1983 28 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島南橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道鶴谷中芳島線 1975 5.4 15.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島東9号線1号無名橋 (ﾅｶﾞｼﾏﾋｶﾞｼｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道長島東9号線 1975 6.2 7.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

女島4号橋 (ﾒｼﾞﾏﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道女島4号線 1975 5.5 5.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

女島9号線1号無名橋 (ﾒｼﾞﾏｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道女島9号線 1975 9.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

新女島2号線1号無名橋 (ｼﾝﾒｼﾞﾏﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道新女島2号線 1975 7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

女島8号線1号無名橋 (ﾒｼﾞﾏﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道女島8号線 1975 9.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

女島10号線1号無名橋 (ﾒｼﾞﾏｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道女島10号線 1975 9.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道駅前佐伯大橋線 1962 32.8 12 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長島河岸線1号無名橋 (ﾅｶﾞｼﾏｶﾜｷﾞｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道長島河岸線 1975 5.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新女島11号線1号無名橋 (ｼﾝﾒｼﾞﾏｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道新女島11号線 1975 7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊｼ) 市道池船竜護寺線 1957 240 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

第2置場橋 (ﾀﾞｲﾆｵｷﾊﾞﾊﾞｼ) 市道海崎変電所通り線 1975 14.6 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

戸穴橋 (ﾋｱﾅﾊｼ) 市道海崎駅前戸穴橋線 1959 22.9 9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 13.8 7.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2河内橋 (ﾀﾞｲﾆｺｳﾁﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 8.8 7.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2中の内橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾉｳﾁｳﾁﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 8.1 7.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2新越橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾝｺﾞｼﾊﾞｼ) 市道オレンジロード海崎上浦線 1975 13.5 7.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

四天下線1号無名橋 (ｼﾃﾝｶｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道四天下線 1968 10 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

四天橋 (ｼﾃﾝﾊﾞｼ) 市道四天下線 1968 11.1 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

中河原橋 (ﾅｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道床屋通り線 1975 11.6 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷口1号橋 (ﾀﾆｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道谷口線 1975 9.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷口2号橋 (ﾀﾆｸﾞﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道谷口線 1975 8.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下目筈橋 (ｼﾓﾒﾊｽﾞﾊｼ) 市道西の平目筈線 1972 9 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

門の鼻橋 (ﾓﾝﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道木立中央線 1970 49.4 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下川橋 (ｼﾀﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道木立中央線 1972 9.6 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小中尾橋 (ｺﾅｶｵﾊﾞｼ) 市道木立中央線 1972 10 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大中尾橋 (ｵｵﾅｶｵﾊｼ) 市道中川原大中尾線 1962 32.9 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

永野二号橋 (ﾅｶﾞﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道永野2号線 1983 8.5 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道夏井地下支1号線 1960 4.2 1.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道夏井大地ヶ浦支1号線 1955 3 0.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

内園1号橋 (ｳﾁｿﾞﾉｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道津井地下線 1958 5.9 3.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

赤石7号橋 (ｱｶｲｼﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道津井地下線 1955 6.6 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

出山3号橋 (ﾃﾞﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道津井地下支3号線 1955 3.7 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

水車橋 (ｽｲｼｬﾊﾞｼ) 市道津井池田支2号線 1955 2.2 2.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第2浅海井橋 (ﾀﾞｲﾆｱｻﾞﾑｲﾊﾞｼ) 市道上浦線 1964 10.6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ



第3浅海井橋 (ﾀﾞｲｻﾝｱｻﾞﾑｲﾊﾞｼ) 市道上浦線 1964 4.9 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第4浅海井橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｱｻﾞﾑｲﾊﾞｼ) 市道上浦線 1964 4.9 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小浪太橋 (ｺﾅﾌﾞﾄﾊﾞｼ) 市道小浪太線 1939 4 7.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

第7浪太橋 (ﾀﾞｲﾅﾅﾅﾌﾞﾄﾊﾞｼ) 市道浪太ヘラノ木線 1920 5 1.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

提内橋 (ﾋｻｷﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道提内線 1958 15.2 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

高月橋 (ｺｳﾂｷﾊﾞｼ) 市道高月線 1959 10.7 3.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大笠橋 (ｵｵｶｻﾊﾞｼ) 市道高月線 1979 12 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新洞橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊｼ) 市道新洞線 1962 10.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

石内橋 (ｲｼｳﾁﾊﾞｼ) 市道溜池線 1956 6.7 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

高野口橋 (ｺｳﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道高野口線 1968 32 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江良河内橋 (ｴﾗﾝｺﾊﾞｼ) 市道江良1号線 1990 10.9 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江良橋 (ｴﾗﾊﾞｼ) 市道江良2号線 1990 11.3 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

久土橋 (ｸﾄﾞﾊﾞｼ) 市道久土線 1966 31 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

門田橋 (ｶﾝﾀﾊﾞｼ) 市道庵ノ後線 1977 40.2 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

須平橋 (ｽﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道須平線 2001 41.8 8.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

須平2号橋 (ｽﾋﾞﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道須平線 1979 11.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下ノ川橋 (ｼﾀﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道門田線 2000 11.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

深田橋 (ﾌｶﾀﾊｼ) 市道深田線 1959 3.5 9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

深田入口橋 (ﾌｶﾀｲﾘｸﾁﾊﾞｼ) 市道深田2号線 2001 12 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

白尾橋 (ｼﾗｵﾊﾞｼ) 市道細田線 1974 133.1 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

尾岩橋 (ｵｲﾜﾊﾞｼ) 市道細田線 1951 7.8 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

ミコント1号橋 (ﾐｺﾝﾄｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道ミコント線 1979 14.9 5.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

染矢橋 (ｿﾒﾔﾊﾞｼ) 市道栃原線 1975 109.1 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

山梨子橋 (ﾔﾏﾅｼﾊﾞｼ) 市道門田･山梨子線 2002 177 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山梨子橋(側道橋) (ﾔﾏﾅｼﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道門田･山梨子線 1974 180 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

蕨野橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊﾞｼ) 市道石丸小鶴線 1968 69 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

所賀津留橋 (ｼｮｶﾞﾂﾙﾊﾞｼ) 市道所賀津留線 1963 40.2 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

中ノ谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道宇藤木線 1987 29.6 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇藤木橋 (ｳﾄｷﾞﾊﾞｼ) 市道宇藤木線 1978 28 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

川中橋 (ｶﾜﾅｶﾊﾞｼ) 市道川中線 1965 27.4 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田ノ平橋 (ﾀﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 市道田の平線 1962 30.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岡橋 (ｵｶﾊﾞｼ) 市道岡線 1991 46.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

長津留橋 (ﾅｶﾞﾂﾙﾊﾞｼ) 市道長畑線 1975 68 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

元田橋 (ﾓﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 市道木ﾉ瀬元田線 1988 55.8 8.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

切水橋 (ｷﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道切水本線 1963 34.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大向橋 (ｵｵﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道大向線 1969 32 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道平原線 1968 28 2.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

荒内橋 (ｱﾗｳﾁﾊﾞｼ) 市道荒内線 1976 24.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼ) 市道水無線 1974 21.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

水無上橋 (ﾐｽﾞﾅｼｶﾐﾊﾞｼ) 市道水無線 1975 20.5 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岩の花橋 (ｲﾜﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道徳納線 1963 15.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上河原橋 (ｶﾐｶﾜﾗﾊﾞｼ) 市道備後尺間線 1998 13 9.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

尺間橋 (ｼｬｸﾏﾊﾞｼ) 市道備後尺間線 1998 9.5 4.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

岩ノ下橋 (ｲﾜﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道岩の下荒内線 1962 23 2.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

床木尺間山1号橋 (ﾕｶｷﾞｼｬｸﾏｻﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道床木尺間山線 1975 7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ



堀水橋 (ﾎﾘﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道川中掘水線 1972 28 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇藤木津久見1号橋 (ｳﾄｷﾞﾂｸﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道宇藤木津久見線 1954 2.3 6.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宇藤木津久見2号橋 (ｳﾄｷﾞﾂｸﾐﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道宇藤木津久見線 1954 3.7 5.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊﾞｼ) 市道宇藤木津久見線 1970 18.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大原線1号無名橋 (ｵｵﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 市道大原線 1961 5.2 8.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

茶屋場橋 (ｻﾔﾊﾞﾊﾞｼ) 市道西峰線 1985 15.6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道佐伯津久見線 2002 18.6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

竹ノ原橋 (ﾀｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道ケゴヤ元田線 1974 58 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 市道床木海崎線 1969 32.6 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

石橋アーチ橋 (ｲｼﾊﾞｼｱｰﾁｷｮｳ) 市道宇藤木向原線 1897 25.5 5.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

桜原橋 (ｻｸﾗﾊﾞﾙﾊｼ) 市道山部中央線 1960 4 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

黒岩橋 (ｸﾛｲﾜﾊｼ) 市道猿谷線 1962 16.7 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

竹の下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊｼ) 市道竹ノ脇線 1960 16.5 2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江平1号橋 (ｴﾋﾞﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道江平線 1961 2.4 2.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江平橋 (ｴﾋﾞﾗﾊｼ) 市道江平線 1961 12.7 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江平3号橋 (ｴﾋﾞﾗｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道江平線 1961 2.5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

江平2号橋 (ｴﾋﾞﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道江平線 1961 2.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 市道江平線 1961 10.6 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新津橋 (ｱﾗﾂﾊｼ) 市道日平原線 1944 4.6 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 市道日平原線 1957 6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

井ノ上橋 (ｲﾉｳｴﾊｼ) 市道寺ノ下線 1961 46 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 市道寺ノ下線 1963 6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中岳橋 (ﾅｶﾀﾞｹﾊｼ) 市道小半線 1960 2.3 4.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

番ノ原橋 (ﾊﾞﾝﾉﾊﾙﾊｼ) 市道小川直見線 1961 12 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

三国橋 (ﾐｸﾆﾊｼ) 市道杉ノ内三国峠線 1954 7 4.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊｼ) 市道南部線 1962 68 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

菅橋 (ｽｹﾞﾊﾞｼ) 市道南部線 1958 6.2 5.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

榎小橋 (ｴﾉｷｺﾊﾞｼ) 市道水ヶ谷線 1961 9 4.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

鷹巣橋 (ﾀｶﾉｽﾊｼ) 市道河内線 1954 4 5.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

神田橋 (ｼﾞﾝﾀﾞﾊｼ) 市道河内線 1961 4.6 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

敷倉小野橋 (ｼｸﾗｺﾉﾊｼ) 市道敷倉小野線 1963 4.7 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

草木橋 (ｸｻｷﾊﾞｼ) 市道酒利線 1964 7.5 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

第一影平橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 市道影平線 1961 4.7 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

奥河内橋 (ｵｸｶﾜﾁﾊｼ) 市道奥河内線 1964 2.8 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大沖橋 (ｵｳｵｷﾊﾞｼ) 市道大沖線 1963 10.3 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山の口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道山の口線 1961 3.3 4.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上葛葉橋 (ｶﾐｸｽﾞﾊﾊｼ) 市道葛葉線 1964 7.5 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

松河橋 (ﾏﾂｶﾜﾊｼ) 市道田中河内線 1964 7.4 5.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

松河内橋 (ﾏﾂｶﾜﾁﾊｼ) 市道田中河内線 1963 5.4 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大原橋 (ｵｵﾊﾙﾊｼ) 市道大原線 1961 5.6 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上田原橋 (ｶﾐﾀﾊﾞﾙﾊｼ) 市道上田原線 1960 3.7 4.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

堤内橋 (ﾂﾂﾐｳﾁﾊｼ) 市道釘戸中ノ原線 1960 7 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

赤迫橋 (ｱｶｻｺﾊｼ) 市道黒土上津小野線 1960 4 3.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

伏野3号橋 (ﾌｾﾉｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道伏野3号線 1960 5.2 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大河橋 (ｵｵｶﾜﾊｼ) 市道田原横手線 1958 2.8 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ



轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ) 市道田原中岳線 1953 5 5.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大杉橋 (ｵｵｽｷﾞﾊｼ) 市道田原中岳線 1955 4.8 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

金付田橋 (ｶﾈﾂｹﾃﾞﾝﾊｼ) 市道田原中岳線 1961 5.3 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

松下橋 (ﾏﾂｼﾀﾊｼ) 市道見明大三線 1962 3.6 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

見六橋 (ﾐﾛｸﾊｼ) 市道園大越線 1958 8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

ふろのつる橋 (ﾌﾛﾉﾂﾙﾊﾞｼ) 市道板屋横手線 1961 9 3.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

一矢返し1号橋 (ｲﾁﾔｶﾞｴｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道一矢返し線 1962 4.4 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

神内橋 (ｺｳﾅｲﾊｼ) 市道神内2号線 1961 45.8 5.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

新月形橋 (ｼﾝﾂｷｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道庵ノ木大石線 1960 14.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

カワタキ橋 (ｶﾜﾀｷﾊﾞｼ) 市道沖松浦線 1975 6.2 5.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊﾞｼ) 市道沖松浦線 1970 7.7 13.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

尾ノ鼻橋 (ｵﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 市道沖松浦線 1975 8 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

下梶寄橋 (ｼﾓｶｼﾞﾖｾﾊﾞｼ) 市道下梶寄線 1973 8 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

昭和新地橋 (ｼｮｳﾜｼﾝﾁﾊﾞｼ) 市道央区循環線 1960 10.8 1.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

7号木立道橋 (ﾅﾅｺﾞｳｷﾀﾁﾄﾞｳﾊｼ) 市道志手木立道線 1979 11 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

1号木立道橋 (ｲﾁｺﾞｳｷﾀﾁﾄﾞｳﾊｼ) 市道志手線 1979 6.5 14.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道戸井崎線 1950 9.7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

2号淵ノ元橋 (ﾆｺﾞｳﾌﾁﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道吹浦循環線 1975 11.4 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

2号すげの谷橋 (ﾆｺﾞｳｽｹﾞﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道吹浦循環線 1975 13 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

古山ノ神橋 (ﾌﾙﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 市道吹浦循環線 1975 10.9 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

1号平田奥橋 (ｲﾁｺﾞｳﾋﾗﾀｵｸﾊﾞｼ) 市道源五郎谷線 1960 4.7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

尾浦橋 (ｵｳﾗﾊﾞｼ) 市道小竹線 1933 2.9 13.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中向橋 (ﾅｶﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道小竹線 1937 2.7 6.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

東向橋 (ﾋｶﾞｼﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道小竹線 1937 2.7 5.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小浦橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道小竹線 1959 4.6 8.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊｼ) 市道入津線 1964 8 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

釜ノ浦橋 (ｶﾏﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道畑野浦尾浦線 1975 6.2 5.2 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

樋の口橋 (ﾄｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道西河内線 1973 9.5 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

落ル水橋 (ｵﾂﾙﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道西河内線 1976 5.8 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

汐月橋 (ｼｵﾂｷﾊﾞｼ) 市道葛原循環線 1969 5 3.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

葛正橋 (ｶｽﾞﾏｻﾊﾞｼ) 市道葛原循環線 1969 7 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

日用橋 (ﾋﾖｳﾊﾞｼ) 市道葛原北浦線 2003 10.4 7.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

白砂橋 (ｼﾗｽﾅﾊﾞｼ) 市道波当津循環線 1988 11.4 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

青松橋 (ｾｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道波当津循環線 1988 14.6 7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

真浦橋 (ﾏｳﾗﾊﾞｼ) 市道尾浦線 1975 6.3 3.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

淵上橋 (ﾌﾁｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道薬師谷線 1964 10 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 市道薬師谷線 1964 4.6 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

蒲江橋 (ｶﾏｴﾊﾞｼ) 市道蒲江中央線 1973 7.4 5.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道瀧内線 1975 11.5 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道瀧内線 1962 13.1 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

金谷住橋 (ｶﾅﾔｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道瀧内線 1994 7.3 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

せせらぎ橋 (ｾｾﾗｷﾞﾊﾞｼ) 市道瀧内線 1994 13.6 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

中木場橋 (ﾅｶｷﾊﾞﾊﾞｼ) 市道中木場線 1985 9.1 3.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第2日之浦橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道仙崎線 1975 6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

第1山後橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏｺﾞﾊﾞｼ) 市道山後線 1976 8.6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ



第2山後橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏｺﾞﾊﾞｼ) 市道山後線 1976 9 4.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

波当津大橋 (ﾊﾄﾂﾞｵｵﾊｼ) 市道三の泊線 1955 6 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

浜橋 (ﾊﾏﾊﾞｼ) 市道三の泊線 1955 6.3 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

森下橋 (ﾓﾘｼﾀﾊﾞｼ) 市道葛原北浦線 1940 7 8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

大内橋 (ｵｵｳﾁﾊｼ) 市道葛原北浦線 2003 23.2 7.4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

帯谷橋 (ｵﾋﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道葛原帯谷線 1975 13.2 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

江川橋 (ｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道丸市尾中央線 1957 13.1 2.9 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

平倉橋 (ﾋﾗｸﾗﾊﾞｼ) 市道坪線 1971 12.7 4 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

竹下橋 (ﾀｹｼﾀﾊﾞｼ) 市道河内縦貫線 1975 12.7 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

山後奥橋 (ﾔﾏｺﾞｵｸﾊﾞｼ) 市道山後循環線 1950 5.1 1.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

門迫橋 (ﾓﾝｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道河内清滝橋線 1958 7.5 5.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上河内橋 (ｶﾐｶﾜﾁﾊﾞｼ) 市道平ﾊﾞｴ線 1975 11.5 2.6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

小向橋 (ｺﾑｶｲﾊｼ) 市道大江線 2002 13 2.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

王子橋 (ｵｵｼﾞﾊﾞｼ) 市道百ヶ谷線 1942 12 2.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道中津留出口線 1965 11.2 4.1 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

仁田尾橋 (ﾆﾀｵﾊﾞｼ) 市道千念寺線 1964 7.1 3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

上小倉橋 (ｶﾐｵｸﾞﾗﾊﾞｼ) 市道千念寺線 1964 6.1 2.7 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

熊の谷橋 (ｸﾏﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道千念寺線 1964 7 2.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅲ

上真浦橋 (ｶﾐﾏｳﾗﾊﾞｼ) 市道真浦縦貫1号線 1955 2.4 15.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅰ

松合橋 (ﾏﾂｱｲﾊﾞｼ) 市道畑野浦中央線 1933 8.2 4.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

浜村橋 (ﾊﾏﾑﾗﾊﾞｼ) 市道畑野浦中央線 1933 2.4 10.8 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

青山橋 (ｱｵﾔﾏﾊｼ) 市道川井又房線 1964 66 3.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

青山橋側道橋 (ｱｵﾔﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 市道川井又房線 1995 63 3.3 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

八明橋 (ﾊﾁﾒｲﾊｼ) 市道床木海崎線 1953 6.6 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

石神2号カルバート橋 イシガミ２ゴウカルバートキョウ 市道石神線 2002 2.3 5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

大野3号カルバート橋 オオノ３ゴウカルバートキョウ 大野3号 2006 4 6 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

原の口カルバート橋 ハラノグチカルバートキョウ 市道原の口岡の谷線 2000 2.7 8.5 佐伯市 大分県 佐伯市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

北ノ川橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾊｼ) 国道217号 1981 14.5 12.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

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

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

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

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

檪山橋 (ｸﾇｷﾞﾔﾏﾊｼ) 県道大分臼杵線 1987 14.7 14 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

登尾２号橋 (ﾉﾎﾞﾘｦﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道大分臼杵線 1986 14.9 8.5 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

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

折戸橋 (ｵﾘﾄﾊｼ) 県道臼杵上戸次線 1936 7.9 9.7 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

海添橋 (ｶｲｿﾞｴﾊｼ) 県道臼杵停車場線 1960 28.1 9.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ



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 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

中ノ川２号橋 (ﾅｶﾉｶﾜﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 14.6 9.4 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 Ⅱ

熊崎橋 (ｸﾏｻｷﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1971 16 8.9 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

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

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 Ⅱ

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

下平原橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾗﾊｼ) 県道臼杵坂ノ市線 1978 27 9.2 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

大将軍橋 (ﾀﾞｲｼｮｳｸﾞﾝﾊｼ) 県道臼杵大南線 2003 39 9.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

清流橋 (ｾｲﾘｭｳﾊｼ) 県道臼杵津久見線 1998 30.5 14.8 大分県 大分県 臼杵市 Ⅱ

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

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

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

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

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

有屋2号橋 (ｱﾘﾔﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道有屋線 不明 9 2.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中間ヶ谷橋 (ﾅｶﾏｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道藤ノ尾線 1955 6.3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

藤尾橋 (ﾌｼﾞｵﾊｼ) 市道藤ノ尾線 1955 5.7 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大見屋ヶ谷橋 (ｵｵﾐﾔｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道幸崎線 1955 2 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

船川橋 (ﾌﾅｶﾜﾊｼ) 市道幸崎線 1969 2.7 3.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

善五郎橋 (ｾﾞﾝｺﾞﾛｳﾊｼ) 市道幸崎線 1962 11.6 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

有屋橋 (ｱﾘﾔﾊｼ) 市道有屋線 1975 6.5 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

五軒村橋 (ｺﾞｹﾝﾑﾗﾊｼ) 市道五軒村線 1975 7.7 3.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 市道桑原線 1974 10.8 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

藤田橋 (ﾄｳﾀﾞﾊｼ) 市道佐志生本線 不明 3.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

桑原橋 (ｶﾊﾞﾙﾊｼ) 市道給田線 1959 8.5 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

明橋 (ﾐｮｳﾊｼ) 市道下ノ江佐志生線 1983 11.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

桑原向島橋 (ｶﾊﾞﾙﾑｺｳｼﾞﾏﾊｼ) 市道桑原向島線 不明 6.5 2.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 市道目明線 2001 16.6 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

目明橋 (ﾒｱｷﾊｼ) 市道下ノ江佐志生線 2001 14.5 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

竹ノ口橋 (ﾀｹﾉｸﾁﾊｼ) 市道大上西線 不明 6.6 5.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

藪田２号橋 (ﾔﾌﾞﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道藪田線 1955 3.3 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

御所線1号橋 (ｺﾞｼｮｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道御所線 不明 6.5 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

御所線2号橋 (ｺﾞｼｮｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道御所線 不明 8.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

御所線3号橋 (ｺﾞｼｮｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道御所線 不明 8.5 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

中ノ川橋 (ﾅｶﾉｶﾜﾊｼ) 市道中の川本線 1962 12.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊｼ) 市道通本線 1958 4.8 3.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

明光橋 (ﾐﾖｳｺｳﾊｼ) 市道上末広線 1984 29 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

下通橋 (ｼﾓｶﾞﾖｲﾊｼ) 市道下通西線 1962 15.1 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ



第二才倉橋 (ﾀﾞｲﾆｻｲｸﾗﾊｼ) 市道才倉本線 1980 15.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

正願橋 (ｼｮｳｶﾞﾝﾊｼ) 市道勘場正願線 1979 13.2 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

佐志生本線1号橋 (ｻｼｳﾎﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道佐志生本線 不明 2.8 5.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

六ヶ迫1号橋 (ﾛｯｶｻｺｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道六ヶ迫本線 1967 4 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

廣瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道六ヶ迫本線 1961 4.2 3.8 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内西1号橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁﾆｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道阿部川内本線 不明 2.5 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内3号橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道阿部川内本線 1949 2.8 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内2号橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道阿部川内本線 1960 4.3 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

阿部川内橋 (ｱﾍﾞｶﾜﾁﾊｼ) 市道阿部川内本線 1981 8.3 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田中山口橋 (ﾀﾅｶﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道田中線 1967 6.1 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 市道大坪線 2013 20.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田中山口２号橋 (ﾀﾅｶﾔﾏｸﾞﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道田中線 1947 5.8 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道下ノ江佐志生線 1956 4.2 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊｼ) 市道熊崎田ノ口線 1957 4.5 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

北ノ川橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾊｼ) 市道北ノ川国道線 1958 7 3.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

横断１号橋 (ｵｳﾀﾞﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道田ノ口支線 1967 6.7 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

横断２号橋 (ｵｳﾀﾞﾝﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道北ノ川横断線 1971 3.8 4.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

北ノ川西1号橋 (ｷﾀﾉｶﾜﾆｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道北ノ川西線 不明 4.5 2.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

市浜4-2号橋 (ｲﾁﾊﾏﾖﾝﾉﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜4号線 不明 4.8 4.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

臼杵大橋 (ｳｽｷｵｵﾊｼ) 市道市浜海辺線 1969 238.1 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

臼杵大橋側道橋 (ｳｽｷｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道市浜海辺線 1984 240.2 2.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海辺2号橋 (ｱﾏﾍﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道市浜海辺線 1968 2.8 9.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

川登橋 (ｶﾜﾉﾎﾞﾘﾊｼ) 市道福良9号線 1934 15.1 5.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊｼ) 市道市浜前田線 1964 64.6 4.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

深田5号橋 (ﾌｶﾀｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 市道深田5号線 1972 8.4 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

奥山1号橋 (ｵｸﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道奥山線 不明 2.9 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

車橋 (ｸﾙﾏﾊｼ) 市道通本線 不明 11.6 2.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新下田橋 (ｼﾝｼﾓﾀﾞﾊｼ) 市道野田20号線 2008 16.5 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

戸上2号橋 (ﾄﾉｳｴﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道鍋田3号線 1962 28.1 2.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

老松1号橋 (ｵｲﾏﾂｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道老松線 不明 8.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

小屋川橋 (ｼﾖｳﾔｶﾞﾜﾊｼ) 市道小屋川線 1980 40 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 市道西神野線 1975 21 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

清涼橋 (ｾｲﾘﾖｳﾊｼ) 市道持丸線 1972 18.1 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

二村橋 (ﾌﾀﾑﾗﾊｼ) 市道花の木2号線 不明 8.1 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

才原3号橋 (ｻｲﾊﾞﾙｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道才原線 不明 8 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

末石2号橋 (ｽｴｲｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道末石線 不明 9.5 2.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 市道野津大内線 1973 16.2 6.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

風連橋 (ﾌｳﾚﾝﾊｼ) 市道西神野線 不明 9.9 5.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

梅木橋 (ｳﾒｷﾊｼ) 市道西神野線 不明 8.1 5.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

南天橋 (ﾅﾝﾃﾝﾊｼ) 市道西神野線 1953 8 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

西神野1号橋 (ﾆｼｶﾐﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道西神野線 不明 7 5.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

関屋橋 (ｾｷﾔﾊｼ) 市道野代線 1955 25.1 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

野代橋 (ﾉｼﾛﾊｼ) 市道野代線 1966 24.1 3.5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

坊ヶ太郎橋 (ﾎﾞｳｶﾞﾀﾛｳﾊｼ) 市道津留線 1952 34 3.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

大豊橋 (ﾀｲﾎｳﾊｼ) 市道椎原線 1964 7.1 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ



出羽1号橋 (ｲｽﾞﾙﾊｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道白出線 1966 15.6 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

カクラ橋 (ｶｸﾗﾊｼ) 市道戸屋平線 1984 24 3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

海辺1号橋 ｱﾏﾍﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道市浜海辺線 1943 2.9 9.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

新地1号橋 ｼﾝﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道市浜海辺線 不明 3.2 11.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

王座橋 ｵｳｻﾞﾊｼ 市道王座線 1971 2.2 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

長迫橋 ﾅｶﾞｻｺｼﾞﾊｼ 市道田中柏線 不明 2.1 4.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

赤星住宅1号橋 ｱｶﾎﾞｼｼﾞｭｳﾀｸｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道明星本線 不明 5.7 6.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

林西平橋 ﾊﾔｼﾆｼﾋﾗﾊｼ 林西平線 不明 5.8 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

市浜4-1号橋 ｲﾁﾊﾏﾖﾝﾉｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道市浜4号線 不明 2.7 5.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

新地2号橋 ｼﾝﾁﾆｺﾞｳﾊｼ 市道新地江無田線 1981 2.5 11.4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中市橋 ﾅｶｲﾁﾊｼ 市道市浜26号線 不明 2.1 6.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

福良3号橋 ﾌｸﾗｻﾝｺﾞｳﾊｼ 福良3号線 1981 3 10.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

横網代2号橋 ﾖｺｱｼﾞﾛﾆｺﾞｳﾊｼ 市道横網代線 1943 3.7 2.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

横網代3号橋 ﾖｺｱｼﾞﾛｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道横網代線 1943 4.3 2.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

苙場東橋 ｵﾛﾊﾞﾋｶﾞｼﾊｼ 市道苙場東線 不明 3.3 2.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

破礎橋 ﾊｿﾊｼ 市道破礎線 不明 4 5.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

市浜81-1号橋 ｲﾁﾊﾏﾊﾁｼﾞｭｳｲﾁﾉｲﾁﾊｼ 市浜81号線 不明 2.4 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

柿ノ木1号橋 ｶｷﾉｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道柿ノ木線 不明 5.8 2.2 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

野田38号橋 ﾉﾀﾞｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳﾊｼ 市道野田38号線 不明 3.7 7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

日の浦橋 ﾋﾉｳﾗﾊｼ 市道下ノ江海岸線 1936 3.2 5 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅰ

永田1号橋 ﾅｶﾞﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道永田線 不明 3.1 6.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

市浜107号橋 ｲﾁﾊﾏﾋｬｸﾅﾅｺﾞｳﾊｼ 市道市浜107号線 不明 2.8 5.1 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

中持橋 ﾅｶﾓﾁﾊｼ 市道中持線 不明 3.1 6.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

生の原4号橋 ｼｮｳﾉﾊﾙﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道生の原4号線 不明 8.7 6.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

前ツル橋 ﾏｴﾂﾙﾊｼ 市道南迫2号線 不明 3.5 4 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

椎原1号橋 ｼｲﾊﾞﾙｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道前奥線 不明 3.2 7.9 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

下城山橋 ｼﾓｼﾛﾔﾏﾊｼ 市道西神野線 不明 4.5 6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

田代・垣河内1号橋 ﾀｼﾛ･ｶｷｶﾞﾜﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田代・垣河内線 不明 5.4 5.3 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

割後場1号橋 ﾜﾘｺﾞﾊﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道割後場線 不明 3.4 11 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

筒井本村1号橋 ﾂﾂｲﾎﾝﾑﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道筒井・本村線 不明 7.3 7.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅲ

筒井本村2号橋 ﾂﾂｲﾎﾝﾑﾗﾆｺﾞｳﾊｼ 市道筒井・本村線 不明 4.2 10.7 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

大山2号橋 ｵｵﾔﾏﾆｺﾞｳﾊｼ 市道大山2号橋 不明 3.4 8.6 臼杵市 大分県 臼杵市 Ⅱ

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

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

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

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

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

川内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 県道津久見野津線 1996 25.6 11.7 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

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

津久見インター橋 (ﾂｸﾐｲﾝﾀｰﾊｼ) 県道津久見インター線 2000 153 15.9 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

堅浦橋 (ｶﾀｳﾗﾊｼ) 県道大泊浜徳浦線 1953 9 5.4 大分県 大分県 津久見市 Ⅱ

奥河内橋 (ｵｸｶﾜﾁﾊｼ) 県道津久見野津線 不明 9.6 7.3 大分県 大分県 津久見市 Ⅲ

桜ｹ瀬橋 (ｻｸﾗｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道桜ヶ瀬道尾線 1969 45 7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下園橋 (ｼﾓｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道小園線 1961 21.3 6.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

上小園橋 (ｶﾐｺｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道小園線 1961 6.6 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ



新港橋 (ｼﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道岩屋線 1936 27 5.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

野添橋 (ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道岩屋線 2014 4.1 12.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

福山橋 (ﾌｸﾔﾏﾊﾞｼ) 市道岩屋線 1936 8.6 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅳ

中田橋 (ﾅｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道中田線 1991 22 6.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

大友橋 (ｵｵﾄﾓﾊﾞｼ) 市道岩屋中ノ内線 1960 21.1 10.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

岩道橋 (ｲﾜﾄﾞﾊﾞｼ) 市道岩屋中ノ内線 1958 8.3 7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

万年橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 市道西ノ内線 1954 23.1 4.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

中間橋 (ﾅｶﾏﾊﾞｼ) 市道西ノ内線 1956 12.6 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

中乗１号橋 (ﾅｶﾉﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中乗線 1990 3.5 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

大岩本１号橋 (ｵｵｲﾜﾓﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大岩本線 1971 3.8 8.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大岩本線 1987 25 6.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

大岩本２号橋 (ｵｵｲﾜﾓﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大岩本線 1968 4 5.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

貝森橋 (ｶｲﾓﾘﾊﾞｼ) 市道大岩本線 1980 10.2 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

赤崎１号橋 (ｱｶｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道赤崎線 2011 2.5 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

合の元橋 (ｺﾞｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道徳浦松崎線 1934 5.6 8.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

陸橋第１号橋 (ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道徳浦松崎線 1936 10.3 5.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

陸橋第２号橋 (ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道徳浦松崎線 1936 212 5.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

陸橋第３号橋 (ﾘｸｷｮｳﾀﾞｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道徳浦松崎線 1935 169.3 5.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

次郎淵橋 (ｼﾞﾛｳﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道徳浦松崎線 1933 5.6 5.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

新地橋 (ｼﾝﾁﾊﾞｼ) 市道徳浦松崎線 1933 6.1 6.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

青江橋 (ｱｵｴﾊﾞｼ) 市道徳浦松崎線 1958 44.3 7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) 市道堅浦線 1995 4.5 21.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

小迫橋 (ｺｻｺﾊﾞｼ) 市道堅浦線 1963 10.4 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

畑１号橋 (ﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑線 1970 2.9 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

畑２号橋 (ﾊﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑線 1971 2.7 3.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

鍛長橋 (ﾀﾝﾁｮｳﾊﾞｼ) 市道長幸田尾線 1936 8.9 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

願寺１号橋 (ｶﾞﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道願寺線 1959 4.4 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

上願寺橋 (ｶﾐｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道願寺線 1959 6.5 4.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

第二路木橋 (ﾀﾞｲ2ﾛｷﾞﾊﾞｼ) 市道路木ノ下線 1994 18 9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

八戸橋 (ﾔﾄﾊﾞｼ) 市道八戸線 2011 2.4 4.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

八戸１号橋 (ﾔﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八戸線 1955 10.1 4.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

八戸２号橋 (ﾔﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八戸線 1955 5 3.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

堅浦西１号橋 (ｶﾀｳﾗﾆｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道堅浦西１号線 2001 3.7 2.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

田ノ内橋 (ﾀﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道上迫線 1966 5.8 2.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

寺河内橋 (ﾃﾗｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道寺河内線 1966 7.6 1.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

入船東区画１号橋 (ｲﾘﾌﾈﾋｶﾞｼｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道入船東区画線1号 1970 4.8 2.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

入船東区画５号橋 (ｲﾘﾌﾈﾋｶﾞｼｸｶｸ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道入船東区画線5号 1970 4.2 4.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

警固屋区画１号橋 (ｹｺﾞﾔｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道警固屋区画線1号 1970 5.1 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

下青江橋 (ｼﾓｱｵｴﾊﾞｼ) 市道松崎区画線1号 1978 35.6 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道中園線 1959 13.2 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

川上橋 (ｶﾜｶﾐﾊﾞｼ) 市道川上線 1961 25.4 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

道尾橋 (ﾐﾁｵﾊﾞｼ) 市道道尾線 1963 28.2 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

青江学校橋 (ｱｵｴｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 市道長野学校線 1978 27.3 1.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

鬼丸橋 (ｵﾆﾏﾙﾊﾞｼ) 市道鬼丸線 1955 24.1 3.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

岩屋口橋 (ｲﾜﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道岩屋口区画線1号 1969 26 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ



松川１号橋 (ﾏﾂｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松川線 1970 5.4 4.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川２号橋 (ﾏﾂｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松川線 1971 2.6 4.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川３号橋 (ﾏﾂｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松川線 1972 6.2 3.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

松川４号橋 (ﾏﾂｶﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松川線 1973 4.1 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

川内奥１号橋 (ｶﾜﾁｵｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川内奥線 1970 3.4 6.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

畑横道１号橋 (ﾊﾀﾖｺﾐﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑横道線 1972 5.8 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

畑横道３号橋 (ﾊﾀﾖｺﾐﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑横道線 1973 6.6 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

畑横道４号橋 (ﾊﾀﾖｺﾐﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑横道線 1973 3 4.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

東折戸区画１号橋 (ﾋｶﾞｼｵﾘﾄｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東折戸区画線1号 1970 2.4 7.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

東折戸区画２号橋 (ﾋｶﾞｼｵﾘﾄｸｶｸ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東折戸区画線2号 1970 3.4 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊﾞｼ) 市道大友線 1971 24.7 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

下岩屋橋 (ｼﾓｲﾜﾔﾊﾞｼ) 市道大友線 1976 24.9 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

引地１号橋 (ﾋｷｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道引地線 2000 3 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋線 1967 10 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

念佛橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋線 1951 4.5 2.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

瀬戸中橋 (ｾﾄﾅｶﾊﾞｼ) 市道瀬戸石線 1971 12.7 3.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

瀬戸石１号橋 (ｾﾄﾞｲｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸石線 1960 2.3 2.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石２号橋 (ｾﾄﾞｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸石線 1960 3.6 3.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石３号橋 (ｾﾄﾞｲｼ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸石線 1960 3.5 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

瀬戸石４号橋 (ｾﾄﾞｲｼ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸石線 1960 4 2.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

瀬戸石５号橋 (ｾﾄﾞｲｼ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸石線 1960 2.6 2.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

瀬戸石６号橋 (ｾﾄﾞｲｼ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸石線 1960 4.4 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

中の内奥１号橋 (ﾅｶﾉｳﾁｵｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中ノ内奥線 1971 5.8 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊﾞｼ) 市道岩崎線 1975 18.8 3.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

万両橋 (ﾏﾝﾘｮｳﾊﾞｼ) 市道大迫線 1970 12 2.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

根ノ木橋 (ﾈﾉｷﾊﾞｼ) 市道下村線 1969 10 2.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

西ノ内橋 (ﾆｼﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道下村線 1978 10.5 2.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

下村橋 (ｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ) 市道下村線 1978 10.7 2.1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

村川橋 (ﾑﾗｶﾜﾊﾞｼ) 市道下村線 1978 11.1 1.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

成守１号橋 (ﾅﾘﾓﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道成守線 1970 3.3 9.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

西文京区画１号橋 (ﾆｼﾌﾞﾝｷｮｳｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西文京区画線1号 1970 3.2 5.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

千怒越橋 (ﾁﾇｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道千怒越線 1958 13 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

中鶴区画１号橋 (ﾅｶﾂﾞﾙｸｶｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中鶴区画線6号 1981 2.7 9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道原線 1971 11.5 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道原線 1964 4 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

原橋 (ﾊﾗﾊﾞｼ) 市道原上線 1961 14.7 2.6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道千怒鍛冶屋線 1989 16.5 3.7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道両家下線 1967 12.5 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平野１号橋 (ﾋﾗﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平野線 1981 2.5 8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道神社線 1981 13.6 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

神社橋 (ｼﾞﾝｼﾞｬﾊﾞｼ) 市道神社線 1966 10.6 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

両家上１号橋 (ﾘｮｳｹｶﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道両家上線 1966 4.8 3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

両家上２号橋 (ﾘｮｳｹｶﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道両家上線 1967 4.9 4.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

日見北１号橋 (ﾋﾐｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道日見北線 1971 2.1 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

小浦橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道日見北線 1929 4.1 4.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ



日見川橋 (ﾋﾐｶﾜﾊﾞｼ) 市道日見南線 1971 7.5 3.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

彦中橋 (ﾋｺﾅｶﾊﾞｼ) 市道谷川西区画線4号 1960 13.8 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

三内橋 (ﾐｳﾁﾊﾞｼ) 市道宗麟線 1981 3.2 6.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

下道畑橋 (ｼﾓﾐﾁﾊﾀﾊﾞｼ) 市道彦ノ内線 1970 4 5.4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

網代橋 (ｱｼﾞﾛﾊﾞｼ) 市道網代線 1965 3.5 3.3 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下天神橋 (ｼﾓﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道徳浦2号線 1963 12.7 1.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅰ

堂崎橋 (ﾄﾞｳｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道2号広浦線 1965 3.5 7 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

彦岳道橋 (ﾋｺﾀﾞｹﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道彦ノ内奥畑線 1970 12 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

日代橋 (ﾋｼﾞﾛﾊﾞｼ) 市道福良網代1号線 1962 26.7 6.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅳ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道福良網代2号線 1995 3.1 6.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

福良橋 (ﾌｸﾗﾊﾞｼ) 市道福良網代2号線 1995 5.5 6.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

網代陸橋 (ｱｼﾞﾛﾘｯｷｮｳ) 市道福良網代2号線 1988 16.2 8.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

日見東橋 (ﾋﾐﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道日見港線 1999 9 6 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平岩石鎚橋 (ﾋﾗｲﾜｲｼﾂﾞﾁﾊﾞｼ) 市道平岩横線 1988 18.7 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平道１号橋 (ﾋﾗﾐﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平道線 1981 3.1 2.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

平岩跨道橋 (ﾋﾗｲﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道平岩志手1号線 2001 48 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

千怒橋 (ﾁﾇﾊﾞｼ) 市道千怒彦ノ内線 2005 24.3 16 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

浦代長目１号橋 (ｳﾗｼﾛﾅｶﾞﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦代長目線 1999 3.8 5.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

浦代長目２号橋 (ｳﾗｼﾛﾅｶﾞﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長目小学校線 1988 2.3 4.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

中津留橋 (ﾅｶﾂﾙﾊﾞｼ) 市道上川内1号線 2006 20.8 5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

万年橋側道橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道西ノ内線 1998 27 2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

赤木歩道橋 (ｱｶｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道垣篭原線 1978 22.9 1 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

道尾歩道橋 (ﾐﾁｵﾎﾀﾄﾞｳｷｮｳ) 市道道尾線 1992 31 1.5 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

日代歩道橋 (ﾋｼﾞﾛﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道福良網代1号線 1962 21.1 1.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅳ

願寺3号橋 ガンジ３ゴウキョウ 願寺線 1959 3.2 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

下願寺橋 シモガンジハシ 願寺線 1959 5.5 3.8 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

なかのたに橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊｼ) 鳩浦久保泊線 2006 32 9.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

堅浦中村橋 (ｶﾀｳﾗﾅｶﾑﾗﾊｼ) 門田太田津留線 不明 6 4 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

上迫橋 (ｶﾐｻｺﾊﾞｼ) 寺河内上町線 不明 6.5 1.9 津久見市 大分県 津久見市 Ⅲ

陸橋第2号橋側道橋 (ﾘｯｷｮｳﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 徳浦松崎線 1936 88.6 2.2 津久見市 大分県 津久見市 Ⅱ

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

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1975 61.5 11.3 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

田原橋 (ﾀﾊﾞﾙﾊｼ) 県道竹田五ヶ瀬線 1968 4.3 7.9 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊｼ) 県道庄内久住線 1959 8.1 6.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

田町橋 (ﾀﾏﾁﾊｼ) 県道庄内久住線 1907 7.5 7.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊｼ) 県道庄内久住線 1933 10 9.4 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

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

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

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

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

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

藤渡橋 (ﾌｼﾞﾜﾀﾘﾊｼ) 県道穴井迫荻線 1963 11.2 9.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 県道九重野荻線 1986 19.2 8.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

前河橋 (ﾏｴｶﾜﾊｼ) 県道小川穴井迫線 1959 30.5 4.6 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

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



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

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

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

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

濁渕大橋 (ﾆｺﾞﾘﾌﾁｵｵﾊｼ) 国道442号 1971 75 8.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

田町橋（拡幅右2.0） (ﾀﾏﾁﾊｼｶｸﾌｸﾐｷﾞ2.0) 県道庄内久住線 1962 7.5 2 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

田町橋（拡幅左2.0） (ﾀﾏﾁﾊｼｶｸﾌｸﾋﾀﾞﾘ2.0) 県道庄内久住線 1962 7.5 1.9 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

大石橋（拡幅左3.5） (ｵｵｲｼﾊｼｶｸﾌｸﾋﾀﾞﾘ3.5) 県道庄内久住線 1985 10.7 3.5 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

芋迫橋（拡幅左2.0） (ｲﾓｻｺﾊｼｶｸﾌｸﾋﾀﾞﾘ2.0) 県道白丹竹田線 1970 10.5 2.7 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

藤渡橋（拡幅左3.4） (ﾌｼﾞﾜﾀﾘﾊｼｶｸﾌｸﾋﾀﾞﾘ3.4) 県道穴井迫荻線 1991 11.2 3.8 大分県 大分県 竹田市 Ⅱ

阿蔵大橋 (ｱｿﾞｳｵｵﾊｼ) 市道岡城線 1972 69.4 7.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

挾田橋 (ﾊｻﾀﾞﾊﾞｼ) 市道岡城線 1990 35.2 4.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

立石橋 (ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 市道中央線 1992 19.5 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

新住吉橋 (ｼﾝｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 市道城原線 1991 41 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊｼ) 市道城原線 1984 35.8 8.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

宇土橋 (ｳﾄﾞﾊﾞｼ) 市道穴井迫荻線 1991 29.8 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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

渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊﾞｼ) 市道穴井迫荻線 1992 34.4 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宮瀬橋 (ﾐﾔｾﾊﾞｼ) 市道宮砥中角線 1997 26.3 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

名子橋 (ﾐｮｳｽﾊﾞｼ) 市道宮砥中角線 2001 16.6 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道谷道線 1943 20 6.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

川久保橋 (ｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道倉木線 1994 16 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

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

真米橋 (ﾏｺﾒﾊﾞｼ) 市道小賀政所線 1992 18 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

鉢山橋 (ﾊﾁﾔﾏﾊｼ) 市道鉢山線 1949 10.6 3.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

下深迫橋 (ｼﾓﾌｶｻｺﾊﾞｼ) 市道白丹線 1984 26 6.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

紙漉橋 (ｶﾐｽｷﾊｼ) 市道川床上畑線 1992 54 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

名水橋 (ﾒｲｽｲﾊｼ) 市道中島公園線 1998 25.7 2.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

福原橋 (ﾌｸﾊﾗﾊﾞｼ) 市道福原線 1935 13.7 4.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

新岩瀬橋 (ｼﾝｲﾜｾﾊｼ) 市道岩瀬線 1992 49 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) 市道岩瀬線 1912 55.8 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

宮玉橋 (ﾐﾔﾀﾏﾊﾞｼ) 市道吉野鶴線 1993 42 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

下渡瀬橋 (ｼﾓﾜﾀｾﾊｼ) 市道緩木線 1929 11 4 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

萬里橋 (ﾏﾝﾘﾊﾞｼ) 市道愛宕谷線 1970 52 3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

滑瀬橋 (ﾇﾒﾘｾﾞﾊﾞｼ) 市道滑瀬挾田線 1953 50 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道瓜生天神2号線 1996 66.5 6.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

新七千橋 (ｼﾝｼﾁｾﾊﾞｼ) 市道七里千引線 2001 28.4 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

満脇橋 (ﾏﾝﾜｷﾊｼ) 市道七里線 1991 24 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

速成橋 (ﾊﾔｾﾊﾞｼ) 市道挾田線 1993 33.4 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

笹無田橋 (ｻｻﾑﾀﾊﾞｼ) 市道梅ノ木竹ノ脇線 1960 24.6 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

笹無田２号橋 (ｻｻﾑﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道梅の木竹ノ脇線 不明 5.1 5 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

長田橋 (ｵｻﾀﾞﾊﾞｼ) 市道長田小仲尾線 1995 21.4 6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

長老橋 (ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道老野線 1986 36.5 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ



舞渡橋 (ﾏｲﾜﾀﾊｼ) 市道米納赤熊線 1931 23.8 2.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

鬼森橋 (ｵﾆﾓﾘﾊｼ) 市道鬼森2号線 1939 21.3 2.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小坂橋 (ｺｻｶﾊﾞｼ) 市道植木三宅線 1991 16.7 5.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

住吉石橋 (ｽﾐﾖｼｲｼﾊﾞｼ) 市道嶋崎線 1958 26 4.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

刈小野橋 (ｶﾘｵﾉﾊﾞｼ) 市道刈小野古園線 2009 38 4.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

草ヶ代橋 (ｸｻｶﾞﾀﾞｲﾊｼ) 市道志土知久保線 2003 46.5 6.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

笹川旧道橋 (ｻｻｶﾞﾜｷｭｳﾄﾞｳﾊｼ) 市道笹川旧道線 1972 26.8 9.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道向山田1号線 1992 46 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

漆迫橋 (ｳﾙｼｻｺﾊｼ) 市道漆迫線 1992 39.6 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

初瀬橋 (ﾊﾂｾﾊﾞｼ) 市道八世中尾線 1992 44.5 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

台小野橋 (ﾀﾞｲｵﾉﾊｼ) 市道台小野線 1992 42 4.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

恵良橋 (ｴﾗﾊﾞｼ) 市道玉来小高野線 1983 44.4 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

恵平橋 (ｴﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道恵平線 1930 27 3.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

第1柳原橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊｼ) 市道姿岩本線 不明 5 3.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

第2柳原橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊｼ) 市道姿岩本線 不明 4 4.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

公園橋 (ｺｳｴﾝﾊﾞｼ) 市道中島公園線 1991 17 1.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

太鼓橋 (ﾀｲｺﾊﾞｼ) 市道川津留線 1961 34.8 6.3 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

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 Ⅲ

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

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 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

大上橋 (ﾀﾞｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道菅大線 1977 50 7.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

きつね塚橋 (ｷﾂﾈﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道グリーンルート2号線 1981 71.2 9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

宮ヶ瀬大橋 (ﾐﾔｶﾞｾｵｵﾊｼ) 市道グリーンルート2号線 1986 100.5 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

粟生野橋 (ｱｵﾉﾊﾞｼ) 市道粟生野線 1992 44.5 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

亀ヶ淵橋 (ｶﾒｶﾞﾌﾁﾊｼ) 市道屏風ケ淵鳥岳線 1994 46 7.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

滑瀬２号橋 (ﾇﾒﾘｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道本町滑瀬線 1964 60 7.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

井戸橋 (ｲﾄﾞﾊｼ) 市道恵良原鴫田線 1978 15 4.5 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

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

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

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 Ⅱ

上石原橋 (ｶﾐｲｼﾜﾗﾊﾞｼ) 市道石原板切線 1984 13.2 8.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

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

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

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

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

仲寺橋 (ﾅｶﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道米賀牧の元線 不明 25.1 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

俵谷橋 (ﾀﾜﾗﾀﾞﾆﾊｼ) 市道米賀牧の元線 1985 45 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

境川橋 (ｻｶｲｶﾜﾊｼ) 市道境川線 1939 15 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

米賀橋 (ｺﾒｶﾊﾞｼ) 市道旧宮原米賀線 1913 19.8 3.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

高原橋 (ｺｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 1981 35 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

楢の木橋 (ﾅﾗﾉｷﾊｼ) 市道牧ノ元石原線 1986 15 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 1984 15 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ



真無橋 (ｼﾝﾅｼﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 1983 18 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

柳原橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道牧ノ元石原線 不明 22 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

赤川橋 (ｱｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道南登山口赤川線 1998 17 3.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

高岩橋 (ﾀｶｲﾜﾊｼ) 市道高岩板木線 1999 21.3 8.9 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

俵谷橋 (ﾀﾜﾗﾔﾊﾞｼ) 市道添ヶ迫赤川線 1980 11.4 5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

新奴留郷橋 (ｼﾝﾇﾙｺﾞｳﾊｼ) 市道千人塚七里田線 2002 15 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

四辻橋 (ﾖﾂﾂｼﾞﾊﾞｼ) 市道米賀牧の元線 1994 15.1 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

梶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 市道中央線 1955 6 10.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

竹本橋 (ﾀｹﾓﾄﾊｼ) 市道中央線 1955 6 10.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅰ

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

須郷橋 (ｽｺﾞｳﾊｼ) 市道東南部線 1989 21.7 6.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

小久保橋 (ｺｸﾎﾞﾊｼ) 市道久保線 1995 19.3 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊｼ) 市道長野新田線 1934 23 1.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

人戸橋 (ﾋﾄﾄﾊｼ) 市道人戸線 1981 33.6 3.4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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

老野橋 (ｵｲﾉﾊｼ) 市道鑰小野線 1957 24.5 4 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

近戸橋 (ﾁｶﾄﾞﾊｼ) 市道岡倉線 1981 49.8 5.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊｼ) 市道山脇線 1982 28.1 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

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 Ⅱ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊｼ) 市道湯ノ原天満線 1965 21.5 4.6 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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

戸ノ口橋 (ﾄﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道藤目神ノ原線 1984 20.1 5.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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 Ⅱ

桑畑橋 (ｸﾜﾊﾞﾀﾊｼ) 市道筒井線 1954 21.2 5.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道広瀬線 1973 27.1 7.8 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

つちのこ橋 (ﾂﾁﾉｺﾊｼ) 市道ししろ線 1998 25 10.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 市道柚柑子山中線 1991 21.2 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

堤橋 (ﾂﾂﾐﾊｼ) 市道桑畑下線 1963 26 3.5 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

二又瀬橋 (ﾌﾀﾏﾀｾﾊｼ) 市道藤目線 1951 26 8.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅲ

芦瀬大橋 (ｱｼｾﾞｵｵﾊｼ) 市道芦瀬線 2002 100 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

井手野橋 (ｲﾃﾞﾉﾊｼ) 市道芦瀬線 1998 70 7.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

山中橋 (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道山中金口線 1998 39 5.1 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

白蛇橋 (ｼﾛﾍﾋﾞﾊｼ) 市道山仲北山線 2005 94 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

水口橋 (ﾐｽﾞｸﾁﾊｼ) 市道山仲北山線 2002 84 8.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

合谷大橋 (ｱｲﾀﾆｵｵﾊｼ) 市道山仲北山線 2003 170 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

嶽ノ上橋 (ﾀｹﾉｳｴﾊｼ) 市道山仲北山線 2000 40 9.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

栗木原橋 (ｸﾘｷﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道山仲北山線 2003 123 7.7 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

大竹橋 (ｵｵﾀｹﾊｼ) 市道山仲北山線 2004 65 8.2 竹田市 大分県 竹田市 Ⅱ

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

上日高橋 (ｶﾐﾋﾀﾞｶﾊﾞｼ) 市道志手町呉崎線 1986 3.5 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

八王子橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道奥畑1号線 1948 12 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

古江２号橋 (ﾌﾙｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道仏江線 不明 2.9 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

水取２号橋 (ﾐﾝﾄﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道水取川原線 不明 10.5 2.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

唐池橋 (ｶﾗｲｹﾊﾞｼ) 市道雲林2号線 1983 3.5 4.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

日真生橋 (ﾋﾏｵﾊﾞｼ) 市道呉崎Ａ11-1号線 不明 4.6 4.1 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

下豊橋 (ｼﾓﾕﾀｶﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｂ-2号線 不明 2.5 3.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西岡橋 (ﾆｼｵｶﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｂ-5号線 1985 3.5 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

板清橋 (ｲﾀｷﾖﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｂ-5号線 不明 2.2 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

北岡橋 (ｷﾀｵｶﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｂ-6号線 1986 3.5 8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｂ-7号線 1986 3.5 5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

白鷹橋 (ｼﾛﾀｶﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｂ-10号線 1986 3.5 6.3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

干拓第7号橋 (ｶﾝﾀｸﾀﾞｲﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎Ｋ-2号線 不明 2.3 5.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊﾞｼ) 市道草地古城米山線 不明 2.3 1.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

堂山橋 (ﾄﾞｳﾔﾏﾊﾞｼ) 市道堂山線 1989 2.3 5.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

田ノ口尻橋 (ﾀﾉｸﾁｼﾘﾊﾞｼ) 市道平野五反田線 不明 2.3 3 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

山門橋 (ﾔﾏｶﾄﾞﾊﾞｼ) 市道蕗池部線 不明 3.3 6.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅲ

蛎原橋 (ｶｷﾊﾗﾊﾞｼ) 市道古城黒松線 不明 2.9 4.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

内川原橋 (ｳﾁｶﾜﾗﾊﾞｼ) 市道川原線 1991 3.5 6.4 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

横内橋 (ﾖｺｳﾁﾊｼ) 市道横内線 不明 12.6 2 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道青緑線 不明 2.9 3.5 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

西畑天神橋 (ﾆｼﾊﾞﾀﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道浜西畑線 不明 2.9 5.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

カケ平橋 (ｶｹﾋﾗﾊﾞｼ)
市道グリーンロード香々地高田
線

不明 5.2 7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 市道堤長岬線 不明 2.1 16.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

石城橋 (ｾｷｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道東夷区内1号線 1965 14.2 3.6 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

明の迫橋 (ｱｹﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道堅来羽根線 1967 3 5.9 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

呉崎C-3号橋 (ｸﾚｻｷｼｰｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道呉崎C-3号線 不明 3.9 5.8 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅱ

泊り橋 (ﾄﾏﾘﾊｼ) 市道大江平十郎園線 2014 4.7 5.7 豊後高田市 大分県 豊後高田市 Ⅰ

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

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

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

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

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

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



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

当ノ木橋 (ﾄｳﾉｷﾞﾊｼ) 県道山香国見線 1972 4 11.3 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

小武橋 (ｺﾀｹﾊｼ) 県道山香国見線 1965 4.5 9 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

船部橋 (ﾌﾅﾍﾞﾊｼ) 県道大田杵築線 1998 181 11.5 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

八坂橋 (ﾔｻｶﾊｼ) 県道八坂真那井線 1996 116 10.8 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 Ⅱ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 県道糸原杵築線 2000 25 12 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

岩谷橋 (ｲﾜﾔﾊｼ) 県道成仏杵築線 1962 8.9 6.4 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

草篠橋 (ｸｻｼﾉﾊｼ) 県道成仏杵築線 1977 12 6.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

片平橋 (ｶﾀﾋﾗﾊｼ) 県道成仏杵築線 1965 6.8 6.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

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

筒木橋 (ｳﾂﾛｷﾞﾊｼ) 県道成仏杵築線 1962 8.5 5.2 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

永代橋 (ｴｲﾀｲﾊｼ) 県道成仏杵築線 1937 126.5 6.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

鳥ノ江橋 (ﾄﾘﾉｴﾊｼ) 県道佐田山香線 2000 15.1 16.6 大分県 大分県 杵築市 Ⅰ

唐川橋 (ｶﾗｶﾜﾊｼ) 県道久木野尾尾立線 1967 9.6 4.8 大分県 大分県 杵築市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

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

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

松木橋 (ﾏﾂｷﾊｼ) 国道387号 1948 23.4 6.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

恵良橋 (ｴﾗﾊｼ) 国道387号 1987 97 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

楢本橋 (ﾅﾗﾓﾄﾊｼ) 国道500号 1962 80 6.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

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

海元橋 (ｶｲﾓﾄﾊｼ) 国道500号 1993 30 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

江須賀橋 (ｴｽｶﾊｼ) 県道中津高田線 1972 6 10.1 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

木裳橋 (ｷﾉﾑﾊｼ) 県道山香院内線 1998 76.7 10.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

大塔橋 (ｵｵﾄﾊｼ) 県道山香院内線 1999 15.5 11.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

要橋 (ｶﾅﾒﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1983 33.7 8.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

道祖神橋 (ｻﾔﾉｶﾐﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1995 23.3 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅰ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1988 11.4 9.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

岩鼻橋 (ｲﾜﾊﾅﾊｼ) 県道宇佐本耶馬渓線 1991 47.4 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

大幹線農道１号跨線橋 (ﾀﾞｲｶﾝｾﾝﾉｳﾄﾞｳ1ｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ) 県道長洲宇佐神宮線 1983 33 10.3 大分県 大分県 宇佐市 Ⅲ

宇土橋 (ｳﾄﾞﾊﾞｼ) 県道下恵良九重線 1967 5.5 5.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ



新坪草橋 (ｼﾝﾂﾎﾞｸｻﾊﾞｼ) 県道下恵良九重線 1993 10.1 9.7 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 2002 43.8 11.5 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

実守橋 (ｻﾈﾓﾘﾊｼ) 県道鳥越湯布院線 1960 4 4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

駅館大橋 (ﾔｯｶﾝｵｵﾊｼ) 県道和気佐野線 1990 270 10 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

天津陸橋 (ｱﾏﾂﾘｸｷｮｳ) 県道尾永井猿渡線 1983 10 10.2 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

虫田川橋 (ﾑｼﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ) 県道佐田駅川線 1995 34.4 11 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

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

円ヶ迫橋 (ｴﾝｶﾞｻｺﾊｼ) 県道円座中津線 1995 24 6.4 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

参宮橋 (ｻﾝｸﾞｳﾊｼ) 県道落合斉藤線 1967 12.4 6.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 県道佐田山香線 1961 2.7 7.6 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

新大見尾橋 (ｼﾝｵｵﾐｵﾊｼ) 県道山香院内線 2002 45.5 12 大分県 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

佐野3号橋 (ｻﾉ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大根川・赤尾線 不明 14.3 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

赤尾8号橋 (ｱｶｵ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北赤尾・船越線 不明 9.5 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

赤尾6号橋 (ｱｶｵ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道石井谷北線 不明 12 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

佐野6号橋 (ｻﾉ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道佐野・五十石川線 不明 6.7 7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中原1号橋 (ﾅｶﾊﾙ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道閤・中原線 不明 5.2 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

葛原10号橋 (ｸｽﾞﾜﾗ10ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道東上田・城井線 不明 4.7 6.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上恵良橋 (ｶﾐｴﾗﾊﾞｼ) 市道上恵良台線 1972 45.3 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道田平西椎屋線 1975 17.9 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

玄川橋 (ｹﾞﾝｶﾜﾊﾞｼ) 市道岩崎玄川線 1954 34.8 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

庄川橋 (ｼｮｳｶﾜﾊｼ) 市道下時枝・下敷田線 1969 69.4 8.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

ぬめり川橋 (ﾇﾒﾘｶﾞﾜﾊｼ) 市道富山・笠松線 1982 24.9 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

京田橋 (ｷｮｳﾀﾞ ﾊｼ) 市道寺山中線 1969 13 3.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

渓谷橋 (ｹｲｺｸ ﾊｼ) 市道田所岳切線 不明 8.6 8.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊｼ) 市道下恵良大坪線 1971 44.6 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲ ﾊｼ) 市道落狩倉線 不明 7 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下佐野橋 (ｼﾓｻﾉﾊﾞｼ) 市道大根川・上佐野線 1969 16.3 8.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

赤岩橋 (ｱｶｲﾜﾊﾞｼ) 市道田平西椎屋線 1974 22.6 3.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

松本３号橋 (ﾏﾂﾓﾄ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松本原口線 1966 19.8 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 市道上矢部鳴川南線 1952 16 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

第一猿渡橋 (ﾀﾞｲｲﾁｻﾙﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道香木・笠松線 1950 36.4 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道山下・台原線 1969 35 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐田橋 (ｻﾀﾞﾊﾞｼ) 市道中恵良線 1966 40 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 市道高橋納持線 1981 53.3 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

杖立橋 (ﾂｴﾀﾃ ﾊｼ) 市道合子木線 1960 11.6 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

高津橋 (ﾀｶﾂﾊﾞｼ) 市道下敷田・東高家線 1969 98 5.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

平和橋 (ﾍｲﾜ ﾊｼ) 市道高橋納持線 不明 6 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道浜高家・上高家線 1977 14.6 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

参宮橋 (ｻﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 市道参宮線 1969 19 2.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

第二観音橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾝﾉﾝ ﾊｼ) 市道北山線 不明 7 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ



十ヶ平橋 (ｼﾞｭｳｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 市道土岩屋十ヶ平線 1968 32.6 4.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

新地橋 (ｼﾝﾁﾊﾞｼ) 市道大仏中線 1986 22.4 2.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

打上橋 (ｳﾁｱｹﾞﾊﾞｼ) 市道御沓打上線 1971 19.8 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

山ノ口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁ ﾊｼ) 市道山ノ口滝川線 不明 8.4 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

両名橋 (ﾘｮｳﾒｲﾊﾞｼ) 市道恒松〆野線 1973 22.2 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

石銅橋 (ｾｷﾄﾞｳ ﾊｼ) 市道川底線 1938 7.2 6.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

柳瀬橋 (ﾔﾅｾﾊﾞｼ) 市道柳瀬橋線 1979 60 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

佐田町橋 (ｻﾀﾞﾏﾁﾊｼ) 市道佐田町線 1978 26.3 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀ ﾊｼ) 市道寒水元線 不明 11.4 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

土肥橋 (ﾄｲﾊﾞｼ) 市道深見中学校筌ノ口線 1952 19.9 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上木和田橋 (ｶﾐｷﾜﾀﾞ ﾊｼ) 市道木和田線 不明 5 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

小原橋 (ｺﾊﾞﾙﾊｼ) 市道下市小原線 1984 86.9 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

宇津原橋 (ｳﾂﾊﾙ ﾊｼ) 市道宇津原線 不明 13 3.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

滝川橋 (ﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道滝川線 1963 15 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

真辺橋 (ﾏﾅﾍﾞﾊﾞｼ) 市道長峰・横町線 不明 10.6 6.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲ ﾊｼ) 市道田平和田線 不明 6.4 3.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 市道熊野線 1979 14.6 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

百園橋 (ﾓﾓｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道四日市寺山線 不明 5.1 6.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

乙女橋 (ｵﾄﾒﾊﾞｼ) 市道尾永井・江須賀線 1972 38.1 7.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊﾞｼ) 市道広谷線 1981 16.4 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

葛原3号橋 (ｸｽﾞﾜﾗ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道葛原1号線 1977 8.8 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

榎本橋 (ｴﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道久井田上ノ原線 1981 42.9 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

第２山坂橋 (ﾀﾞｲ2ﾔﾏｻｶ ﾊｼ) 市道寒水前田線 1970 5 4.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

大薮橋 (ｵｵﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 市道今宮・尾永井線 1973 22.5 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

中原橋 (ﾅｶﾊﾙﾊﾞｼ) 市道旧国道387号線 不明 5.5 6.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

第二御沓橋 (ﾀﾞｲ2ﾐｸﾂﾊﾞｼ) 市道円座御沓線 1977 60 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

江須賀16号橋 (ｴｽｶ16ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道若宮線 1973 5.8 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

落合川橋 (ｵﾁｱｲｶﾞﾜ ﾊｼ) 市道落合上川原線 不明 11.5 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

大内橋 (ｵｵｳﾁ ﾊｼ) 市道大内線 不明 5.7 4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野9号橋 (ｻﾉ9ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上佐野・今仁線 不明 10.1 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中江橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 市道上恵良中江線 1986 17.8 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

布津原橋 (ﾌﾂﾊﾗﾊﾞｼ) 市道東高村・布津原線 1974 4.4 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

影ノ木橋 (ｶｹﾞﾉｷ ﾊｼ) 市道新貝谷線 不明 4.3 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

富山橋 (ﾄﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 市道富山・笠松線 1957 15.7 3.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

州ヶ島橋 (ｼｭｳｶﾞｼﾏ ﾊｼ) 市道温見野野地線 1973 6 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

清水3号橋 (ｼﾐｽﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道丸尾・下佐野線 不明 10.6 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

諸田橋 (ﾓﾛﾀﾊﾞｼ) 市道中庄・猿渡線 1986 55.1 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

宮ノ元橋 (ﾐﾔﾉﾓﾄﾊｼ) 市道閤宮ノ元線 不明 6.2 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

田代垣橋 (ﾀｼﾛｶﾞｷ ﾊｼ) 市道矢崎飯田線 不明 2.8 6.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

中原2号橋 (ﾅｶﾊﾙ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道中原観音寺線 不明 4.7 3.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上佐野橋 (ｶﾐｻﾉﾊﾞｼ) 市道長峰・横町線 不明 8.2 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

凪の橋 (ﾅｷﾞﾉﾊﾞｼ) 市道麻生横断線 不明 13.5 4.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

モタイ橋 (ﾓﾀｲﾊﾞｼ) 市道閤・大塚線 不明 4.9 2.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

伊呂波大橋副道橋 (ｲﾛﾊｵｵﾊｼﾌｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道横旨・小出田線 1989 56 7.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

佐野5号橋 (ｻﾉ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道丸尾・下佐野線 不明 10 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ



木和田橋 (ｷﾜﾀﾞ ﾊｼ) 市道木和田線 1977 8.1 3.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下麻生1号橋 (ｼﾓｱｿｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下麻生線 不明 2.7 5.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

多品橋 (ｵｵｼﾅﾊﾞｼ) 市道高家横断線 1974 10.6 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

荒木橋 (ｱﾗｷﾊﾞｼ) 市道下時枝・川部線 1974 36 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

黒郷橋 (ｸﾛｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道桜通り線 1971 38.6 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

屋敷の原橋 (ﾔｼｷﾉﾊﾙﾊﾞｼ) 市道古立前線 1918 15.8 2.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

尾永井橋 (ｵﾅｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道尾永井・猿渡線 1980 10 9.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

塔尾橋 (ﾄｳﾉｵﾊﾞｼ) 市道塔尾宮線 1972 15.6 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

下高５号橋 (ｼﾓﾀｶ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道尼手線 1974 8.3 5.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

西太田橋 (ﾆｼｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道佐野・五十石川線 不明 8.4 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾙﾊｼ) 市道飯田原線 1984 96 6.6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上高家２号橋 (ｶﾐﾀｹｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道高家中央線 1974 7.5 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

庄部橋 (ｼｮｳﾌﾞﾊﾞｼ) 市道落合線 不明 9.8 3.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

田ノ平橋 (ﾀﾉﾋﾗ ﾊｼ) 市道下船木田ノ平線 不明 5 3.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 市道深見院内線 1971 18.4 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下時枝１号橋 (ｼﾓﾄｷｴﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道西原・西中線 1974 5.1 9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四日市6号橋 (ﾖｯｶｲﾁ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道常徳・上町線 不明 7.3 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道竜王田ノ口線 1979 18.5 6 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

下高４号橋 (ｼﾓﾀｶ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下時枝・川部線 1974 8.5 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

下高８号橋 (ｼﾓﾀｶ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道糸口・吉松線 1974 3.4 6.9 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

平山橋 (ﾋﾗﾔﾏﾊﾞｼ) 市道深見院内線 1971 16.5 5.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

森山１号橋 (ﾓﾘﾔﾏ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道駅通り東線 1974 7 6.1 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

江須賀7号橋 (ｴｽｶ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道江須賀・上乙女線 不明 5.9 4.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

上佐野西橋 (ｶﾐｻﾉﾆｼﾊｼ) 市道長峰・横町線 不明 6.1 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

下庄１号橋 (ｼﾓｼｮｳ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道高津漁港線 1978 12 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

山本3号橋 (ﾔﾏﾓﾄ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道山本西2号線 不明 3.1 3.3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

京曇橋 (ｷｮﾝﾊｼ) 市道江須賀・上乙女線 1973 38 4.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

森山6号橋 (ﾓﾘﾔﾏ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道豊幡線 不明 4.4 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

川島・下橋 (ｶﾜｼﾏ･ｼﾓﾊﾞｼ) 市道川部・城井線 1935 4.3 8.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

森山7号橋 (ﾓﾘﾔﾏ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道尾永井・江須賀線 不明 2.4 8.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

江須賀18号橋 (ｴｽｶ18ｺﾞｳﾊｼ) 市道中須賀・江島線 1973 2 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

稲久保橋 (ｲﾅｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道今池・下城井線 1974 3.3 4.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

西原橋第一橋 (ﾆｼﾊﾗﾊﾞｼﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 市道上時枝・上高線 1974 7.8 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

江須賀21号橋 (ｴｽｶ21ｺﾞｳﾊｼ) 市道中須賀2号線 1973 3.3 4.4 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

尾永井２号橋 (ｵﾅｶﾞｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道駅東線 1974 6.4 4.7 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅲ

城井3号橋 (ｼﾞｮｳｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道上城井中央線 不明 3 3.8 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

上時枝４号橋 (ｶﾐﾄｷｴﾀﾞ4ｺﾞｳﾊｼ) 市道上時枝東線 1973 2 3 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

麻生5号橋 (ﾌﾘｶﾞﾅ)ｱｿｳｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 井ノ川床並線 2009 8.7 10 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅰ

上り口橋 (ﾉﾎﾞﾘｸﾁﾊﾞｼ) 山袋峠線 不明 15 5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

城山橋 (ｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 山袋峠線 不明 12 2.5 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

四日市南小学校北橋 (ﾖｯｶｲﾁﾐﾅﾐｼｮｳｶﾞｯｺｳｷﾀﾊｼ) 四日市南小学校北線 不明 3.4 9.2 宇佐市 大分県 宇佐市 Ⅱ

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

新木原橋 (ｼﾝｺﾊﾗﾊｼ) 県道三重野津原線 1978 10.5 6.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊｼ) 県道三重野津原線 1981 14.6 6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

藤北橋 (ﾌｼﾞｷﾀﾊｼ) 県道三重野津原線 1988 21 8.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊｼ) 県道三重野津原線 1996 47 10.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 県道三重野津原線 1963 11.4 11.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 県道三重弥生線 1981 23.9 8.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

一渡橋 (ﾋﾄﾂﾜﾀﾘﾊｼ) 県道三重弥生線 1962 7.7 4.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

平天神橋 (ﾋﾗﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 県道三重弥生線 1953 2.4 6 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

西川大橋 (ﾆｼｶﾜｵｵﾊｼ) 県道大分大野線 1996 94 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

直野橋 (ﾅｵﾉﾊｼ) 県道大分大野線 1997 74 9.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

天然橋 (ﾃﾝﾈﾝﾊｼ) 県道宇目清川線 1985 45 10.8 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅲ

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

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊｼ) 県道三重新殿線 2000 105 12 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

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

田中跨道橋 (ﾀﾅｶｺﾄﾞｳｷｮｳ) 県道百枝大野線 1968 22.5 6.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

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

３号高架橋ＯＮランプ (ｻﾝｺﾞｳｺｳｶｵﾝﾗﾝﾌﾟ) 県道三重新殿線 2007 220.1 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

３号高架橋ＯＦＦランプ (ｻﾝｺﾞｳｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟ) 県道三重新殿線 2007 225.7 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川北橋 (ｶﾜｷﾀﾊｼ) 県道三重野津原線 2006 41 13 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

沈堕大橋 (ﾁﾝﾀﾞｵｵﾊｼ) 県道三重野津原線 2011 90 8.2 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

矢田大橋 (ﾔﾀﾞｵｵﾊｼ) 県道三重野津原線 2011 64.5 10.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

新柳橋 (ｼﾝﾔﾅｷﾞﾊｼ) 県道宇目清川線 2010 45 5.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

蛍橋 (ﾎﾀﾙﾊｼ) 県道三重弥生線 2010 15.5 10.3 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

内田跨道橋 (ｳﾁﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三重新殿線 2010 23 18.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

内田ONランプ橋 (ｳﾁﾀﾞｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 県道三重新殿線 2010 56.5 6.5 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

内田OFFランプ橋 (ｳﾁﾀﾞｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 県道三重新殿線 2010 58.6 9.9 大分県 大分県 豊後大野市 Ⅱ

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

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

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

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

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ) 市道木落線 1932 68.9 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 市道清水線 1937 44 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中津無礼橋 (ﾅｶﾂﾑﾚﾊｼ) 市道中津無礼合川線 1965 35.7 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅳ

柏原橋 (ｶｼﾜﾊﾞﾗﾊｼ) 市道駅前野尻線 1965 10 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊｼ) 市道近郷線 1971 11.5 4.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 市道和毛線 1973 12.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

御岳橋 (ｵﾝﾀｹﾊｼ) 市道近郷線 1975 14.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

京田橋 (ｷｮｳﾀﾞﾊｼ) 市道京田線 1989 19 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ



ホタル橋 (ﾎﾀﾙﾊｼ) 市道犬鳴内平線 1985 19 3.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

穴尾橋 (ｱﾅｵﾊｼ) 市道柏宮線 1982 20 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

宮迫陸橋 (ﾐﾔｻｺﾘｯｷｮｳ) 市道倉殿線 1988 21 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柳瀬橋 (ﾔﾅｾﾊｼ) 市道伏野新田線 1964 27 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

井崎橋 (ｲｻｷﾊｼ) 市道井崎線 1979 35 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

ウソノヲ橋 (ｳｿﾉｦﾊｼ) 市道ウソノヲ線 1985 35 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

岩上橋 (ｲﾜｶﾞﾐﾊｼ) 市道岩上線 1981 67 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 市道中野線 1961 2.4 6.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

宮津橋 (ﾐﾔﾂﾞﾊｼ) 市道宮迫津留線 1961 2.5 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

伊毛橋 (ｲｹﾞﾊｼ) 市道伊毛線 1962 3.6 3.7 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

岡橋 (ｵｶﾊｼ) 市道岡線 1979 3.5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柚木橋 (ﾕｽﾞｷﾊｼ) 市道近郷柚ノ木線 1979 4.4 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

前橋 (ﾏｴﾊｼ) 市道前線 1979 4.4 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

内平第2号橋 (ｳﾁﾋﾞﾗﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道内平本谷線 1962 4.7 3.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

紺屋橋 (ｺﾝﾔﾊｼ) 市道紺屋線 1979 2.5 4.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

田ノ平橋 (ﾀﾉﾋﾗﾊｼ) 市道田ノ平線 1984 5 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

丸小野橋 (ﾏﾙｵﾉﾊｼ) 市道丸小野線 1960 5.3 3.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

伊毛２号橋 (ｲｹﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道伊毛線 1962 5.4 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道古道春日線 1962 5.1 7.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

御渡橋 (ｵﾜﾀﾘﾊｼ) 市道近郷線 1979 6.2 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中宮橋 (ﾅｶﾐﾔﾊｼ) 市道中宮線 1961 7.3 5.3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅰ

鉢山橋 (ﾊﾁﾔﾏﾊｼ) 市道柿木鉢山線 1951 9 6.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

納来橋 (ﾉｳｷﾊｼ) 市道納来線 1973 9.4 2.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊｼ) 市道伊毛線 1981 9.5 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊｼ) 市道北津留線 1920 28.4 3 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

間戸橋 (ﾏﾄﾊｼ) 市道小津留田町線 不明 10.2 2.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

上田原橋 (ｶﾐﾀﾜﾗﾊｼ) 市道赤嶺上田原線 2014 2.8 7.9 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

板山３号橋 (ｲﾀﾔﾏｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道板山線 不明 3.4 4.1 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

川入橋 (ｶﾜｲﾘﾊｼ) 市道川入桑津留線 1929 4.4 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

堂ノ内橋 (ﾄﾞｳﾉｳﾁﾊｼ) 市道小原中野線 1959 3.3 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

飯干２号橋 (ｲｲﾎﾞｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道飯干線 不明 2.4 4.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

飯干１号橋 (ｲｲﾎﾞｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道飯干線 不明 2.8 3.4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

松山１号橋 (ﾏﾂﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道松山線 1976 5.3 17.6 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅲ

駄床橋 (ﾀﾞﾄﾞｺﾊｼ) 市道駄床1号線 不明 15 8.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

河内橋 (ｶﾜｳﾁﾊｼ) 市道河内線 1932 10.5 5.2 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

草深橋 (ｸｻﾌｶﾊｼ) 市道草深線 1991 3.6 1.8 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

中駒橋 (ﾅｶｺﾏﾊｼ) 市道駒方中原線 2012 19.5 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

小坂橋 (ｵｻｶﾊｼ) 市道下赤嶺入北線 2008 166 6.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

三寺原跨道橋 (ｻﾝｼﾞﾊﾞﾙｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道代ノ原鼓田線 2014 58.3 6.5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

加原跨道橋 (ｶﾊﾞﾙｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道加原線 2014 20.2 5 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

桑原跨道橋 (ｸﾜﾊﾞﾙｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道土家代間線 2014 87.2 4 豊後大野市 大分県 豊後大野市 Ⅱ

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

由布川橋 (ﾕﾌｶﾞﾜﾊｼ) 県道別府一の宮線 1962 33.6 6.1 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

由布川橋側道橋 (ﾕﾌｶﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道別府一の宮線 不明 33.6 1.5 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

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



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

小槐木橋 (ｺﾆｶﾞｷﾊｼ) 県道別府一の宮線 1953 3.6 8.2 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

挾間大橋 (ﾊｻﾏｵｵﾊｼ) 県道龍原挾間線 1982 300 10.8 大分県 大分県 由布市 Ⅱ

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

峡谷橋 (ｷｮｳｺｸﾊﾞｼ) 市道そうづ川朴木線 1965 28 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道三船泉線 1973 50 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

迫橋 (ﾊｻﾏﾊﾞｼ) 市道古野古原線 1990 35.1 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

梁ヶ瀬橋 (ﾔﾅｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道向原別府線 1990 70.1 11 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

池ノ上跨線橋 (ｲｹﾉｳｴｺｾﾝｷｮｳ) 市道池上茅場線 1965 10.8 5.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

同尻橋 (ﾄﾞｳｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道天神橋同尻線 1929 113 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

中恵橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 市道田小野中恵線 1976 24 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

櫟木跨線橋1号 (ｲﾁｷﾞｺｾﾝｷｮｳｲﾁｺﾞｳ) 市道小野屋櫟木線 1977 13.1 4.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

櫟木２号跨線橋 (ｲﾁｷﾞﾆｺﾞｳｺｾﾝｷｮｳ) 市道小野屋櫟木線 不明 18.1 5.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

しょうは橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道柚ノ木小挟間線 1965 28 3.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

松ヶ尾橋 (ﾏﾂｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道円通寺影戸線 1983 77.5 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

大津留橋 (ｵｵﾂﾙﾊﾞｼ) 市道瀬口下原線 1963 30 5.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

粕掛橋 (ｶｽｶｹﾊﾞｼ) 市道梶屋挾間線 1951 49.9 2.9 由布市 大分県 由布市 Ⅳ

西鶴大橋 (ﾆｼﾂﾞﾙｵｵﾊｼ) 市道西鶴天神山線 1977 70.1 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道梶屋小松線 1975 23.4 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

鴫谷橋 (ｼｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道大龍川廻線 1990 33.1 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

後田橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 市道上武宮平石線 1981 19.7 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

猪野大橋 (ｲﾉｵｵﾊｼ) 市道天神山長野線 1975 45 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

小袋橋 (ｺﾌﾞｸﾛﾊﾞｼ) 市道仁瀬小袋線 1980 63.3 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

西南橋 (ｾｲﾅﾝﾊﾞｼ) 市道上武宮真願寺線 1936 34.4 3.6 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

庄内大橋 (ｼｮｳﾅｲｵｵﾊｼ) 市道庄内駅南園線 1958 51.5 4.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

亀ノ甲橋 (ｶﾒｺｳﾊﾞｼ) 市道天神山富線 1949 29.9 5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

農免２号橋 (ﾉｳﾒﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道瓜生田上々渕線 1987 32.9 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上重橋 (ｱｹﾞｼﾞｭｳﾊﾞｼ) 市道井手下内山線 1977 37.3 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道中村伊小野線 1967 21.2 3 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

栢ノ木大橋 (ｶﾔﾉｷｵｵﾊｼ) 市道長湯庄内湯の平線 1983 16.7 7 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

内山橋 (ｳﾁﾔﾏﾊﾞｼ) 市道長湯庄内湯の平線 1984 85 6.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

上千年橋 (ｶﾐｾﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 市道並柳線 1959 23.1 4.1 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

山崎跨線橋 (ﾔﾏｻｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道山崎荒木線 1966 18.4 5 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道山崎荒木線 1973 30 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

宮川中橋 (ﾐﾔｶﾜﾅｶﾊﾞｼ) 市道山崎荒木線 不明 14.3 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

八山橋 (ﾊﾁﾔﾏﾊﾞｼ) 市道八山線 1966 32 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

扇山橋 (ｵｳｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道扇山線 1983 15 7.9 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

両郡橋 (ﾘｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ) 市道扇山線 1983 25 7.8 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

厳島橋 (ｲﾂｸｼﾏﾊﾞｼ) 市道小平線 1968 20.2 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

幸野橋 (ｺｳﾉﾊﾞｼ) 市道下湯平中川線 1975 16.5 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

城ヶ岳１号橋 (ｼﾞｮｳｶﾞﾀｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下湯平中川線 不明 12.4 4 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

城ヶ岳３号橋 (ｼﾞｮｳｶﾞﾀｹｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道下湯平中川線 不明 8.5 4 由布市 大分県 由布市 Ⅰ

馬渡跨線橋 (ﾏﾜﾀｼｺｾﾝｷｮｳ) 市道下津々良線 1978 47.3 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

心光寺跨線橋 (ｼﾝｺｳｼﾞｺｾﾝｷｮｳ) 市道下津々良線 1983 19.5 5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

下津々良橋 (ｼﾓﾂﾂﾞﾗﾊﾞｼ) 市道下津々良線 1968 22.4 4 由布市 大分県 由布市 Ⅰ



川西橋 (ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ) 市道津々良奥江線 1985 33.6 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

湯ノ平橋 (ﾕﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 市道幸野畑線 1950 33.6 4 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道倉谷線 1980 22.7 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

湯ノ坪橋 (ﾕﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道湯ノ坪広町線 1979 16.3 2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

福万橋 (ﾌｸﾏﾊﾞｼ) 市道川西岳本線 1965 18.1 2.6 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

幸野跨線橋 (ｺｳﾉｺｾﾝｷｮｳ) 市道宮ノ窪線 不明 22.4 3.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

中依跨線橋 (ﾅｶﾖﾘｺｾﾝｷｮｳ) 市道中依大南線 1966 15.1 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

上組橋 (ｼﾞｮｳｸﾞﾐﾊｼ) 市道長野上組中央線 不明 3.9 3 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

高津原橋 (ｺｳﾂﾊﾙﾊｼ) 市道向田線 1958 5.4 3.5 由布市 大分県 由布市 Ⅲ

綾織橋 (ｱﾔｵﾘﾊﾞｼ) 市道長宝中央線 2011 36 7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

東間田橋 (ﾋｶﾞｼﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道長宝中央線 2011 43 8.2 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

禅海橋 (ｾﾞﾝｶｲﾊｼ) 市道乙丸並柳2号線 不明 21.5 2.5 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

参宮橋 (ｻﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 市道参宮線 不明 2.9 3.7 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

前無田橋 (ﾏｴﾑﾀﾊｼ) 市道前無田線 不明 13.1 4 由布市 大分県 由布市 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

三尾谷橋側道橋（上流） (ﾐｵﾀﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｼﾞｮｳﾘｭｳ)) 国道213号 1982 19.7 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅰ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

西本橋 (ﾆｼﾓﾄﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1974 24.9 13.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

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

掛樋橋 (ｶｹﾋﾊﾞｼ) 県道豊後高田安岐線 1983 56 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

矢川橋 (ﾔｶﾞﾜﾊｼ) 県道豊後高田安岐線 1974 7.8 11.5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

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

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

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

長瀬橋 (ﾅｶﾞｾﾊｼ) 県道成仏杵築線 1956 14.6 5 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

浜崎橋 (ﾊﾏｻｷﾊｼ) 県道杵築安岐国東自転車道線 1991 9.5 3.8 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

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

港橋 (ﾐﾅﾄﾊｼ) 県道武蔵港線 1973 20 9.3 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

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

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

志村橋 (ｼﾑﾗﾊﾞｼ) 県道糸原杵築線 2004 100 12 大分県 大分県 国東市 Ⅱ



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

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 県道山香国見線 1994 14.2 9.2 大分県 大分県 国東市 Ⅱ

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

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

赤仁田橋 (ｱｶﾆﾀﾊﾞｼ) 市道密乗院線 1973 6 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

石川橋 (ｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道樋村日陽線 1974 12 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

石川橋 (ｲｼｶﾜﾊﾞｼ) 市道両子国東線 不明 5.6 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

今在家橋 (ｲﾏｻﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道城越通学線 不明 2.9 1.5 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

大添西橋 (ｵｵｿｴﾆｼﾊﾞｼ) 市道大添西線 1991 10 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 市道櫛来本線 不明 11.7 6.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道桜峠線 1992 10 5.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

潰ヶ迫橋 (ｶｲｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道山田線 1980 4.3 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

堅来鳴橋 (ｶﾀｸﾅﾙﾊﾞｼ) 市道堅来鳴線 不明 7.7 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川床下橋 (ｶﾜﾄﾞｺｼﾓﾊﾞｼ) 市道多々良元川床線 1996 11.1 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

川床橋 (ｶﾜﾄｺﾊﾞｼ) 市道多々良元川床線 1997 13.5 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道池の内影平線 不明 8.7 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

北江陸橋 (ｷﾀｴﾘｯｷｮｳ) 市道通り山線 不明 13.7 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

木落１号橋 (ｷﾗｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋村蔭平線 1997 9 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

木落２号橋 (ｷﾗｸ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道樋村蔭平線 1997 9 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

櫛迫橋 (ｸｼｻｺﾊﾞｼ) 市道小熊毛西線 不明 4.2 6.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 1952 9.7 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

沢掛南橋 (ｻﾜｶﾞｹﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道荒巻沢掛線 不明 5.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

七郎田橋 (ｼﾁﾛｳﾀﾊﾞｼ) 市道七郎田線 不明 5.5 2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道諸田中台川床線 不明 12.7 6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 市道両子寺道1号線 1986 12 8.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

巧園中橋 (ﾀｸﾐｿﾞﾉﾅｶﾊﾞｼ) 市道巧園線 不明 5 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

竹之下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道樋村通学線 1945 8.5 4.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺下橋 (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) 市道蓮華寺線 1997 8.6 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

長迫中橋 (ﾅｶﾞｻｺﾅｶﾊﾞｼ) 市道岩鼻長迫中線 不明 4.7 2.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中西橋 (ﾅｶﾆｼﾊﾞｼ) 市道中西線 不明 2.3 4.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道中畑尾崎線 不明 10.5 3.2 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

鳴橋 (ﾅﾙﾊﾞｼ) 市道鳴日向線 不明 9.4 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

西払橋 (ﾆｼﾊﾗｲﾊﾞｼ) 市道西武蔵蔭平線 不明 5.5 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

払橋 (ﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ) 市道払線 1973 9.6 5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

樋ノ口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 市道小城成吉線 1987 12 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

広畑橋 (ﾋﾛﾊﾀﾊﾞｼ) 市道両子寺道1号線 不明 8.2 5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

両子橋 (ﾌﾀｺﾞﾊﾞｼ) 市道両子寺道2号線 不明 7.2 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

細ヶ谷橋 (ﾎｿｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道山口線 1968 8.1 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

菩提寺橋 (ﾎﾞﾀﾞｲｼﾞﾊｼ) 市道菩提寺線 不明 3.3 2.1 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

堀切橋 (ﾎﾘｷﾘﾊﾞｼ) 市道堀切線 1943 8.2 3.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

馬渡橋 (ﾏﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道山口線 不明 4.6 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

丸田橋 (ﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 市道小ヶ倉線 1963 11.5 3.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道樋村参道線 1964 14 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

明戸木橋 (ﾒｵﾄｷﾞﾊﾞｼ) 市道明戸木線 不明 3.9 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

森村橋 (ﾓﾘﾑﾗﾊﾞｼ) 市道多々良元川床上線 1998 11.2 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅰ



諸田橋 (ﾓﾛﾀﾊﾞｼ) 市道諸田旧道線 1995 9.7 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

郵便橋 (ﾕｳﾋﾞﾝﾊﾞｼ) 市道諸田旧道線 1956 7.6 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

横峰橋 (ﾖｺﾐﾈﾊﾞｼ) 市道横峰線 1957 11 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

火能田橋 (ﾋﾉﾀﾊﾞｼ) 市道西村西方寺線 不明 15.2 3.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

浜崎橋 (ﾊﾏｻｷﾊﾞｼ) 市道浜崎川原線 不明 30 4.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

藤棚橋 (ﾌｼﾞﾀﾞﾅﾊﾞｼ) 市道志和利線 1963 51 9.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

乙ヶ渕橋 (ｵﾄｶﾞﾌﾁﾊﾞｼ) 市道山口線 1995 19 9.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

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

楽庭橋 (ｶﾞｸﾆﾜﾊﾞｼ) 市道見地横手線 不明 24 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道田深港鶴川港線 1985 65 10.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

金藤西橋 (ｶﾈﾄｳﾆｼﾊﾞｼ) 市道松ヶ迫金藤線 1964 19.5 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道田中中園線 1975 30.3 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

惣津橋 (ｿｳﾂﾞﾊﾞｼ) 市道山田線 2000 21 5.7 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

白禿橋 (ｼﾗﾊｹﾞﾊﾞｼ) 市道白禿線 1957 31.3 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大年橋 (ｵｵﾄｼﾊﾞｼ) 市道新涯横線 1957 31.8 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

平等寺橋 (ﾋﾞｮｳﾄﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道野田東線 不明 21.2 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

北台橋 (ｷﾀﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道千灯線 1956 22.1 4 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

下払橋 (ｼﾓﾊﾞﾗｲﾊﾞｼ) 市道千灯線 不明 22.6 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

櫛来橋 (ｸｼｸﾊﾞｼ) 市道宮道潟辺線 不明 16.7 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

伊美橋 (ｲﾐﾊﾞｼ) 市道古川一反田線 不明 30.1 6.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊﾞｼ) 市道政丸吉田線 不明 25.8 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

四十呂橋 (ｼｼﾞｭｳﾛﾊﾞｼ) 市道四十呂線 不明 24.6 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

上牧留橋 (ｶﾐﾏｷﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 市道牧留線 1937 18.9 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

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

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道影山線 1957 21 3.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

豊国橋 (ﾄﾖｸﾆﾊﾞｼ) 市道成仏陰平線 不明 16.1 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊﾞｼ) 市道旧杵築線 不明 52 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

下川橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾞｼ) 市道下川小原線 不明 16.2 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

富来橋 (ﾄﾐｸﾊﾞｼ) 市道田深富来浦線 不明 52 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

北江橋 (ｷﾀｴﾊﾞｼ) 市道田深富来浦線 1928 25.8 6.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

間熊橋 (ﾏｸﾞﾏﾊﾞｼ) 市道間熊金藤線 1963 17.1 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

丸小野寺橋 (ﾏﾙｵﾉﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道丸小野陰平線 1962 16.9 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道長谷線 1974 21.6 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道鳥越線 1982 16.1 4.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

成吉橋 (ﾅﾘﾖｼﾊﾞｼ) 市道成吉手野線 1953 37.7 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

大明橋 (ﾀﾞｲﾐｮｳﾊﾞｼ) 市道吉広麻田線 1967 18.6 3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

岡畑橋 (ｵｶﾊﾀﾊﾞｼ) 市道岡畑線 1962 15 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

山神社橋 (ｻﾝｼﾞﾝｼﾞｬﾊﾞｼ) 市道山神社線 1962 15.9 2.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

寺野橋 (ﾃﾗﾉﾊﾞｼ) 市道寺野線 1953 14.5 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

了仙成橋 (ﾘｮｳｾﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道会舞通学線 1999 16.9 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

杉山橋 (ｽｷﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 市道杉山線 1974 25.1 4.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

徳山橋 (ﾄｸﾔﾏﾊﾞｼ) 市道徳山線 1947 22 2.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

徳代橋 (ﾄｸﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道徳代線 1943 20.2 4 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

巧園橋 (ﾀｸﾐｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道巧園線 1945 19 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

一鍬橋 (ﾋﾄｸﾜﾊﾞｼ) 市道一鍬線 1949 23.3 2.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ



強雲橋 (ｷｮｳｳﾝﾊﾞｼ) 市道富永成道中原線 1952 36.1 3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

久末宮前橋 (ﾋｻｽｴﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道富永白木原線 1996 28 4.2 国東市 大分県 国東市 Ⅰ

沢掛橋 (ｻﾜｶﾞｹﾊﾞｼ) 市道荒巻沢掛線 1973 35.8 3.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 市道密乗院線 1971 23.5 4.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

小瀬原橋 (ｺｾﾞﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 市道川原田線 1963 35 3.1 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

城園橋 (ｼﾞｮｳｿﾞﾉﾊﾞｼ) 市道長野油原旧道線 1951 36 2 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

山浦大橋 (ﾔﾏｳﾗｵｵﾊｼ) 市道山浦大橋線 1961 23.4 5.3 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

松川橋 (ﾏﾂｶﾜﾊﾞｼ) 市道松川支線 不明 15 3.7 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｶﾀﾊﾞｼ) 市道油留木向田線 不明 15.4 4.9 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

吉松橋 (ﾖｼﾏﾂﾊﾞｼ) 市道オレンジロード安岐線 1975 30.1 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

七郎橋 (ｼﾁﾛｳﾊﾞｼ) 市道オレンジロード安岐線 1971 23.4 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

櫛来橋 (ｸｼｸﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国見線 1985 15.6 8.6 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

新寺田橋 (ｼﾝﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 23 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川原跨道橋 (ｶﾜﾊﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 市道オレンジロード国東線 不明 16 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

川原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 1974 65 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

清流橋 (ｾｲﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 15.6 7.8 国東市 大分県 国東市 Ⅱ

治郎丸橋 (ｼﾞﾛｳﾏﾙﾊﾞｼ) 市道オレンジロード国東線 不明 15 8.8 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

手野橋 (ﾃﾉﾊﾞｼ) 市道オレンジロード武蔵線 1976 35 8.3 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

手野高架橋 (ﾃﾉｺｳｶｷｮｳ) 市道オレンジロード武蔵線 不明 20 8.5 国東市 大分県 国東市 Ⅲ

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 Ⅰ

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 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 県道日出山香線 1935 28 11 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

滝ノ口橋 (ﾀｷﾉｸﾁﾊｼ) 県道日出山香線 1984 40 8.7 大分県 大分県 日出町 Ⅱ

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

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

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 Ⅱ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼ) 県道豊後豊岡停車場線 1969 12 6.8 大分県 大分県 日出町 Ⅰ

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

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 Ⅱ

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

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

一ノ坂橋 (ｲﾁﾉｻｶﾊﾞｼ) 町道滝の口目刈線 1953 12 6.5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

今畑橋 (ｲﾏﾊﾀﾊﾞｼ) 町道今畑線 1962 8 5.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

浮嶋橋 (ｳｷｼﾏﾊﾞｼ) 町道馬場前西新開線 不明 14 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

大神駅前橋 (ｵｵｶﾞｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 町道大神駅前線 1952 5 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

皆本橋 (ｶｲﾓﾄﾊﾞｼ) 町道皆本線 1972 15 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

上曲木橋 (ｶﾐﾏｶﾞﾘｷﾊﾞｼ) 町道豊岡住宅団地44号線 不明 10 6.8 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

楠木橋 (ｸｽﾉｷﾊﾞｼ) 町道山の神下免線 不明 8 1.9 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

国門橋 (ｸﾆｶﾄﾞﾊﾞｼ) 町道国門線 不明 13 5.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

高平橋２ (ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ2) 町道高平田ノ口線 1974 10 3.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

小浦橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 町道小浦線 1986 15 4.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

新出橋 (ｼﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 町道新中山線 1967 8 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

新法花寺橋 (ｼﾝﾎｹｼﾞﾊﾞｼ) 町道神田柏川線 2000 10 11 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 町道高平田ノ口線 不明 6 2.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

曲木橋 (ﾏｶﾞﾘｷﾊﾞｼ) 町道太田豊岡駅前線 不明 9 6.1 日出町 大分県 日出町 Ⅲ



宮川中橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾅｶﾊﾞｼ) 町道太田豊岡駅前線 1966 12 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

宮川本橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾎﾝﾊﾞｼ) 町道長野線 1964 7 4.4 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無田橋 (ﾑﾀﾊﾞｼ) 町道藤原村界線 不明 14 5.1 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

無名橋７ (ﾑﾒｲｷｮｳ7) 町道尾畑線 不明 7 3.8 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

無名橋９ (ﾑﾒｲｷｮｳ9) 町道太田線 不明 7 4.6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

目苅橋 (ﾒｶﾞﾘﾊﾞｼ) 町道高平目刈線 1971 7 4.7 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

今村橋 (ｲﾏﾑﾗﾊﾞｼ) 町道今村線 1992 17 8.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

金井田橋 (ｶﾅｲﾀﾞﾊﾞｼ) 町道万願寺大峯線 不明 15 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) 町道坂本線 不明 16 6.2 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

薬師丸橋 (ﾔｸｼﾏﾙﾊﾞｼ) 町道薬師丸線 1968 16 1.9 日出町 大分県 日出町 Ⅲ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道間ノ内仲町線 1969 17 4 日出町 大分県 日出町 Ⅰ

津留橋 (ﾂﾙﾊﾞｼ) 町道豊岡中央線 不明 23 6.5 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

高平橋 (ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 町道高平線 不明 13 6 日出町 大分県 日出町 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

長者橋 (ﾁｮｳｼﾞｬﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 16 8.1 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

朝日橋 (ｱｻﾋﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 8 9.1 大分県 大分県 九重町 Ⅰ

飯田橋 (ﾊﾝﾀﾞﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 8 8.1 大分県 大分県 九重町 Ⅲ

大石原橋 (ｵｵｲｼﾊﾞﾙﾊｼ) 県道別府一の宮線 1963 8 8.6 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

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

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

後河橋 (ｳｼﾛｺｳﾊﾞｼ) 県道飯田高原中村線 1993 12.5 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

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

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 県道飯田高原中村線 1966 6.5 6.8 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

床版橋 (ｼｮｳﾊﾞﾝﾊｼ) 県道下恵良九重線 1962 2.8 6.6 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

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

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

白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊｼ) 県道田野庄内線 2002 17 9.2 大分県 大分県 九重町 Ⅱ

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

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

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

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

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

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

粟野小橋 (ｱﾜﾉｺﾊﾞｼ) 町道恵良粟野線 1957 37.4 6.5 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

見良津橋 (ﾐﾗﾂﾊｼ) 町道恵良松木線 1978 41 5.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

払川橋 (ﾊﾗｲｶﾜﾊﾞｼ) 町道書曲川上線 1981 3.6 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

穴井橋 (ｱﾅｲﾊﾞｼ) 町道鹿伏線 不明 6 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 町道野上中学校線 1966 21 4.6 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

下原橋 (ｼﾓﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 町道下双石小久保線 不明 6 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

奥双石橋 (ｵｸﾅﾒｼﾊﾞｼ) 町道奥双石線 不明 7 3.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ



五城橋 (ｺﾞｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 町道奥双石線 不明 11 4.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

麦の平橋 (ﾑｷﾞﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 町道麦の平線 不明 4 3.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

郷之本橋 (ｺﾞｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 町道中巣野矢線 1956 13 4.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

滝上第3橋 (ﾀｷｶﾞﾐﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 町道滝上線 2013 16 6.2 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

滝上第2橋 (ﾀｷｶﾞﾐﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 町道滝上線 不明 10 3.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

小平谷橋 (ｵﾋﾗﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道小平谷線 不明 5 5.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

小平谷上橋 (ｵﾋﾗﾀﾞﾆｶﾐﾊﾞｼ) 町道小平谷線 不明 3 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

尾本橋 (ｵﾓﾄﾊﾞｼ) 町道尾本線 不明 2 13.9 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

横道橋 (ﾖｺﾐﾁﾊﾞｼ) 町道重原線 不明 5 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

下右田橋 (ｼﾓﾐｷﾞﾀﾊﾞｼ) 町道下右田西線 1964 22 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

横尾橋 (ﾖｺｵﾊﾞｼ) 町道横尾線 不明 6.2 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

寺の下橋 (ﾃﾗﾉｼﾀﾊﾞｼ) 町道鳥井坂線 不明 15.6 5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

蕨原橋 (ﾜﾗﾋﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 町道蕨原線 不明 11 6.7 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

釣上橋 (ﾂﾙｶﾐﾊﾞｼ) 町道釣線 不明 3.5 3.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

釣下橋 (ﾂﾙｼﾓﾊﾞｼ) 町道釣線 不明 2.5 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

甘川水橋 (ｱﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 町道甘川水線 1982 20.6 6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

第2甘川水橋 (ﾀﾞｲﾆｱﾏｶﾞｾﾊﾞｼ) 町道甘川水線 不明 3 4.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

吹上下橋 (ﾌｷｱｹﾞｼﾓﾊﾞｼ) 町道吹上線 不明 3.5 3.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

釣小橋 (ﾂﾙｺﾊﾞｼ) 町道釣支線 不明 3 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家山①橋 (ﾍｲｹｻﾞﾝﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道平家山線 不明 5 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

釘野橋 (ｸｷﾞﾉﾊﾞｼ) 町道物見塚釘野線 1968 32 6.8 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

慈恩寺橋 (ｼﾞｵﾝｼﾞﾊﾞｼ) 町道下尾本下右田線 1998 27 10 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

重原①橋 (ｼｹﾞﾜﾗﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道重原上線 不明 3 4.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

向原橋 (ﾑｺｳﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 町道向原線 1960 25 4.1 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

桂小橋 (ｶﾂﾗｺﾊﾞｼ) 町道重原下支線 不明 4 7.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

瀬々淵①橋 (ｾﾞｾﾞﾌﾞﾁﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道瀬々淵線 不明 4 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

野中第二橋 (ﾉﾅｶﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 町道竜門甘川水線 不明 8 5.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

前辻①橋 (ﾏｴﾂｼﾞﾏﾙｲﾁｷｮｳ) 町道竜門甘川水線 不明 3 7.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

柚の木橋 (ﾕﾉｷﾊﾞｼ) 町道竜門甘川水線 不明 6 5.7 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

野中橋 (ﾉﾅｶﾊﾞｼ) 町道野中線 2010 8 4.8 九重町 大分県 九重町 Ⅰ

天狗橋 (ﾃﾝｸﾞﾊﾞｼ) 町道町田小園線 1956 9 5.6 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

町田橋 (ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 町道町田小園線 1972 40 5.4 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

御行塚橋 (ｺﾞｷﾞﾖｳﾂﾞｶﾊﾞｼ) 町道釣書曲線 不明 4.1 4.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

前谷橋 (ﾏｴﾀﾆﾊﾞｼ) 町道広長中尾線 不明 3.1 2.4 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

野中刀野橋 (ﾉﾅｶﾅﾀﾉﾊﾞｼ) 町道前辻神ノ迫線 不明 4.3 4.3 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

天ヶ谷橋 (ｱﾏｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 町道四季彩ロード線 1993 47 9.2 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

中巣橋 (ﾅｶｽﾞﾊﾞｼ) 町道麦の平中巣線 1983 14.1 3.1 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ) 町道湯坪筋湯線 1969 13 4.7 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

古井川橋 (ﾌﾙｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 町道湯坪筋湯線 1980 14.7 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

平家川橋 (ﾍｲｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 町道野矢入口線 1964 16 6.3 九重町 大分県 九重町 Ⅲ

岡倉橋 (ｵｶｸﾗﾊｼ) 町道下右田竜門線 1996 23 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

折り目橋 (ｵﾘﾒﾊｼ) 町道下右田竜門線 2001 16 8.5 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

野中橋 (ﾉﾅｶﾊﾞｼ) 町道下右田竜門線 2003 25 9.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

前辻大橋 (ﾏｴﾂｼﾞｵｵﾊｼ) 町道下右田竜門線 2004 92 8.2 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

宮ノ尾橋 (ﾐﾔﾉｵﾊｼ) 町道後辻野倉線 1999 22 9.8 九重町 大分県 九重町 Ⅱ



青野橋 (ｱｵﾔﾊﾞｼ) 町道下右田竜門線 1993 7 8.6 九重町 大分県 九重町 Ⅱ

森川橋 (ﾓﾘｶﾜﾊｼ) 国道387号 1982 42.5 16.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

上宇戸橋 (ｶﾐｳﾄﾊｼ) 国道387号 1991 94.5 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

宇戸橋 (ｳﾄﾊｼ) 国道387号 1991 135 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

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

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

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

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

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

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 県道森耶馬溪線 1957 3.8 13.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

山ノ口橋 (ﾔﾏﾉｸﾁﾊｼ) 県道森耶馬溪線 2005 14 11 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

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

深渓橋 (ｼﾝｹｲﾊﾞｼ) 県道森耶馬溪線 1973 11 8.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

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

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

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 県道森耶馬溪線 1978 3 10.7 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

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

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

鹿倉橋 (ｶｸﾗﾊｼ) 県道森耶馬溪線 1972 2 9.2 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

松信橋 (ﾏﾂﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 県道玖珠山国線 1967 12.4 6.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

専道橋 (ｾﾝﾄﾞｳﾊｼ) 県道玖珠山国線 1998 10 11.5 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 県道玖珠山国線 1980 6.6 7.3 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

古後橋 (ｺｺﾞﾊｼ) 県道玖珠山国線 1995 24.8 11.6 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

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

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 県道下恵良九重線 1979 3.5 6.1 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

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

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

協心橋 (ｷｮｳｼﾝﾊｼ) 県道玖珠山国線 2004 151.3 16.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅲ

新志津里橋 (ｼﾝｼｽﾞﾘﾊﾞｼ) 県道玖珠山国線 2012 22.9 10.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊﾞｼ) 県道玖珠山国線 2012 22 10.8 大分県 大分県 玖珠町 Ⅰ

粟野橋 (ｱﾜﾉﾊｼ) 町道元組線 1970 7 5.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

井川道橋 (ｲｶﾞﾜﾐﾁﾊｼ) 町道朝見線 1975 5 5.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

育英橋 (ｲｸｴｲﾊｼ) 町道古後小学校線 1954 13 2.7 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

一の瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊｼ) 町道小田線 1971 8 6.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

上庄屋橋 (ｳｴｼﾞｮｳﾔﾊｼ) 町道上庄屋線 1984 6 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

乙子田橋 (ｵﾄｺﾀﾞﾊﾞｼ) 町道谷口線 1984 8 5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

柿西橋 (ｶｷｻｲﾊﾞｼ) 町道柿西･矢野線 1960 6 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊｼ) 町道下園線 1967 8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

川底橋 (ｶﾜｿｺﾊｼ) 町道川底線 1977 5 3.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

協力橋 (ｷｮｳﾘｮｸﾊｼ) 町道西線 1934 5.7 4.3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

午王橋 (ｺﾞｵｳﾊｼ) 町道平原線 1965 7 5.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

合谷橋 (ｺﾞﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 町道朝見線 1975 6 6.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 町道長野本線 1982 8 3.9 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下組橋 (ｼﾓｸﾐﾊｼ) 町道平原線 1977 7 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

下中塚橋 (ｼﾓﾅｶﾂｶﾊｼ) 町道下中塚線 1978 5 4.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ



下の寺橋 (ｼﾓﾉﾃﾗﾊｼ) 町道小原･長小野線 1977 7 4.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下灰原橋 (ｼﾓﾊﾊﾞﾙﾊﾞｼ) 町道灰原線 1980 14 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

白岩橋 (ｼﾗｲﾜﾊﾞｼ) 町道宇白岩～田の口線 1976 8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

末松橋 (ｽｴﾏﾂﾊﾞｼ) 町道末松線 1981 5.3 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

菅無田橋 (ｽｶﾞﾑﾀﾊｼ) 町道高橋線 1970 5 4.4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

専道橋 (ｾﾝﾄﾞｳﾊｼ) 町道専道線 1981 7 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第一河内橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺｳﾁﾊﾞｼ) 町道河内線 1965 4 3.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

第二板屋橋 (ﾀﾞｲﾆｲﾀﾔﾊｼ) 町道満徳寺線 1970 14 3.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

田口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊｼ) 町道田の口線 1970 14 3.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 町道山の口線 1980 8 7.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

寺脇橋 (ﾃﾗﾜｷﾊｼ) 町道小原･長小野線 1977 7 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

道の迫橋 (ﾄﾞｳﾉｻｺﾊｼ) 町道倉ヶ峠線 1991 10 3.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中土井橋 (ﾅｶﾄﾞｲﾊｼ) 町道長野･寺村線 1972 5 3.8 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中野谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊｼ) 町道中野線 1982 6 6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

灰原橋 (ﾊｲﾊﾗﾊｼ) 町道灰原線 1968 14 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

畑ヶ迫橋 (ﾊﾀｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 町道畑ヶ迫線 1980 4 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

本村橋 (ﾎﾝﾑﾗﾊﾞｼ) 町道峯山線 1950 5 6.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

馬勢橋 (ﾏｾﾞﾊｼ) 町道鳥屋線 1959 7 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

元組上橋 (ﾓﾄｸﾞﾐｶﾐﾊﾞｼ) 町道元組上線 1982 8 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

森清橋 (ﾓﾘｾﾊﾞｼ) 町道大隈･森清線 1982 5 6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

柳原橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 町道朝見線 1952 7 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

山下小原橋 (ﾔﾏｼﾀｵﾊﾙﾊｼ) 町道小原･長小野線 1974 4 4.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

協和橋 (ｷﾖｳﾜﾊｼ) 町道早水・烏帽子線 1955 15 4.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

下泊里橋 (ｼﾓﾄﾞﾏﾘﾊｼ) 町道下泊里線 1968 114 4.2 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

花園橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾊﾞｼ) 町道下綾垣・本村線 1980 23 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

万年橋 (ﾏﾝﾈﾝﾊｼ) 町道中通線 1973 74 3.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 町道広瀬線 1958 22 5.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

六反田橋 (ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 町道四日市･下綾垣線 1966 24 2.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜﾊｼ) 町道平川旧道線 1959 17 3 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

宝蔵寺橋 (ﾎｳｿﾞｳｼﾞﾊｼ) 町道石櫃・山中線 1967 19.2 3.1 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

中丁橋 (ﾅｶﾁﾖｳﾊｼ) 町道中丁線 1974 20.8 3.5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

観滝橋 (ｶﾝﾀﾞｷﾊﾞｼ) 町道内帆足線 1957 15 5.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

筒井橋 (ﾂﾂｲﾊﾞｼ) 町道車谷線 1911 23 5.6 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅲ

下乃園橋 (ｼﾓﾉｿﾉﾊﾞｼ) 町道下園線 1990 15 4 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ

西跨道橋 (ﾆｼｺﾄﾞｳｷｮｳ) 町道西線 1994 30.5 5 玖珠町 大分県 玖珠町 Ⅱ


	1①国・橋梁01-1
	2①高速・橋梁01-2
	3①地公体・橋梁01-3

