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平成２８年度　橋梁点検結果（広島県）
管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

津之郷橋 (ﾂﾉｺﾞｳﾊﾞｼ) 一般国道2号 1955 22.2 22.7 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

長風呂橋（下り） (ﾅｶﾞﾌﾞﾛﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 一般国道2号 1989 80.5 14.5 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

長風呂橋（上り） (ﾅｶﾞﾌﾞﾛﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 一般国道2号 2004 86.5 14.9 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

須江高架橋（下り） (ｽｴｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 一般国道2号 1990 95.0 9.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

須江高架橋（上り） (ｽｴｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 一般国道2号 2004 82.0 8.8 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

西藤橋 (ﾆｼﾌｼﾞﾊﾞｼ) 一般国道2号 1986 12.9 47.4 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

４４号橋 (44ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道2号 1949 5.4 10.9 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

三原新橋側道橋 (ﾐﾊﾗｼﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道2号 1976 16.4 2.6 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

５０号橋 (50ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道2号 1958 3.8 9.1 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

第１追分橋 (ﾀﾞｲ1ｵｲﾜｹﾊｼ) 一般国道2号 1960 7.1 27.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

第２追分橋 (ﾀﾞｲ2ｵｲﾜｹﾊｼ) 一般国道2号 1960 7.7 18.8 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

小浦橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 一般国道2号 1996 18.0 14.8 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

梅林高架橋（下り） (ﾊﾞｲﾘﾝｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 一般国道2号 1995 893.0 8.3 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

梅林高架橋橋側歩道橋 (ﾊﾞｲﾘﾝｺｳｶｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳ) 一般国道2号 1996 127.8 2.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

梅林高架橋 (ﾊﾞｲﾘﾝｺｳｶｷｮｳ) 一般国道2号 1997 201.6 13.6 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

頼兼Ｂランプ (ﾖﾘｶﾈBﾗﾝﾌﾟ) 一般国道2号 1997 51.0 5.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

頼兼Ａランプ (ﾖﾘｶﾈAﾗﾝﾌﾟ) 一般国道2号 1997 45.4 5.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

頼兼Ｃランプ (ﾖﾘｶﾈCﾗﾝﾌﾟ) 一般国道2号 2001 75.0 5.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅰ

頼兼Ｄランプ (ﾖﾘｶﾈDﾗﾝﾌﾟ) 一般国道2号 2001 48.6 5.5 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

高浜川橋 (ﾀｶﾊﾏｶﾜﾊｼ) 一般国道317号 2002 21.0 10.5 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

波戸岡川橋 (ﾊﾄｵｶｶﾜﾊｼ) 一般国道317号 2001 43.0 10.7 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

走出橋 (ｿｳﾃﾞﾊﾞｼ) 一般国道317号 2003 30.0 10.5 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

福山市大門町３ (ﾌｸﾔﾏｼﾀﾞｲﾓﾝﾁｮｳ3) 一般国道2号 1990 2.6 33.5 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市引野町１ (ﾌｸﾔﾏｼﾋｷﾉﾁｮｳ1) 一般国道2号 1965 4.9 33.6 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市引野町２ (ﾌｸﾔﾏｼﾋｷﾉﾁｮｳ2) 一般国道2号 1965 3.7 21.9 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市１ (ﾌｸﾔﾏｼ1) 一般国道2号 1965 3.6 23.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅲ

横断ＢＯＸ００１ (ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ001) 一般国道2号 2001 2.8 20.5 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市明神町１ (ﾌｸﾔﾏｼﾐｮｳｼﾞﾝﾁｮｳ1) 一般国道2号 1999 3.9 127.7 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市明神町２ (ﾌｸﾔﾏｼﾐｮｳｼﾞﾝﾁｮｳ2) 一般国道2号 1999 2.4 72.1 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市３ (ﾌｸﾔﾏｼ3) 一般国道2号 1965 2.1 20.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市本庄町２ (ﾌｸﾔﾏｼﾎﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ2) 一般国道2号 1971 4.0 11.2 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市佐波町１ (ﾌｸﾔﾏｼｻﾊﾞﾁｮｳ1) 一般国道2号 1971 2.0 32.3 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市佐波町２ (ﾌｸﾔﾏｼｻﾊﾞﾁｮｳ2) 一般国道2号 1971 2.4 28.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市佐波町３ (ﾌｸﾔﾏｼｻﾊﾞﾁｮｳ3) 一般国道2号 1971 3.1 29.2 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市瀬戸町山北１ (ﾌｸﾔﾏｼｾﾄﾁｮｳｻﾎﾞｸ1) 一般国道2号 1992 2.0 34.9 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市瀬戸町山北２ (ﾌｸﾔﾏｼｾﾄﾁｮｳｻﾎﾞｸ2) 一般国道2号 1992 5.9 29.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市瀬戸町山北３ (ﾌｸﾔﾏｼｾﾄﾁｮｳｻﾎﾞｸ3) 一般国道2号 1992 4.6 29.0 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市明神町 (ﾌｸﾔﾏｼﾐｮｳｼﾞﾝﾁｮｳ) 一般国道2号 6.0 31.2 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市明神町３ (ﾌｸﾔﾏｼﾐｮｳｼﾞﾝﾁｮｳ3) 一般国道2号 3.7 9.7 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

福山市明神町４ (ﾌｸﾔﾏｼﾐｮｳｼﾞﾝﾁｮｳ4) 一般国道2号 2.1 367.9 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市明神町５ (ﾌｸﾔﾏｼﾐｮｳｼﾞﾝﾁｮｳ5) 一般国道2号 4.1 20.7 中国地整 広島県 福山市 Ⅰ

福山市東深津町 (ﾌｸﾔﾏｼﾋｶﾞｼﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾁｮｳ) 一般国道2号 3.8 8.4 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

福山市本庄町１ (ﾌｸﾔﾏｼﾎﾝｼﾞｮｳﾁｮｳ1) 一般国道2号 4.6 160.7 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

芦田川橋 ｱｼﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 195.0 10.2 中国地整 広島県 世羅町 Ⅰ

赤屋橋 ｱｶﾔﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 149.0 10.1 中国地整 広島県 世羅町 Ⅰ

砂田川橋 ｽﾅﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 149.0 10.2 中国地整 広島県 世羅町 Ⅰ

はりま橋 ﾊﾘﾏﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2009 204.0 10.1 中国地整 広島県 世羅町 Ⅱ

小童川橋 ﾋﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2010 210.0 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

宇賀川橋 ｳｶﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2010 189.0 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

向田川橋 ﾑｺｳﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2010 87.5 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

甲奴IC橋 ｺｳｱｲｼｰ 中国横断自動車道 尾道松江線 2010 17.0 12.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

東谷川橋 ﾋｶﾞｼﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 277.0 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

六ツ宗川橋 ﾑﾂﾑﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2010 242.0 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

宇賀峠橋 ｳｶﾞﾀﾞｵﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 105.5 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

古銀山橋 ｶﾅﾔﾏﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2010 183.0 10.2 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

海田原熊野橋 ｶｲﾀﾞﾊﾗｸﾏﾉﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2011 674.0 10.1 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

溝橋（29k194） (ﾐｿﾞﾊｼ) 一般国道54号 1959 5.0 25.8 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

小兵橋 (ﾖﾐｶﾀﾌﾒｲ) 一般国道54号 1959 3.5 12.5 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

国美橋 (ｸﾆﾐﾊﾞｼ) 一般国道54号 1959 3.0 15.0 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ
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中馬橋 (ﾁｭｳﾏﾊﾞｼ) 一般国道54号 1967 48.0 9.6 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

唐谷橋 (ｶﾗﾀﾆﾊｼ) 一般国道54号 1966 6.3 10.3 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

甲田町大字下甲立 (ｺｳﾀﾞﾁｮｳｵｵｱｻﾞｼﾓｺｳﾀﾁ) 一般国道54号 1966 2.8 13.2 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

甲田町大字下甲立 (ｺｳﾀﾞﾁｮｳｵｵｱｻﾞｼﾓｺｳﾀﾁ) 一般国道54号 1966 4.0 10.4 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

甲田町大字下甲立 (ｺｳﾀﾞﾁｮｳｵｵｱｻﾞｼﾓｺｳﾀﾁ) 一般国道54号 1966 4.4 11.0 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

船津橋 (ﾌﾅﾂﾊﾞｼ) 一般国道54号 1967 10.4 11.7 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

三次市青河町 (ﾐﾖｼｼｱｵｶﾞﾁｮｳ) 一般国道54号 1963 4.1 13.2 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次市粟屋町 (ﾐﾖｼｼｱﾜﾔﾏﾁ) 一般国道54号 1966 4.4 13.9 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

愛媛橋 (ｴﾋﾒﾊﾞｼ) 一般国道54号 1967 11.4 11.8 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

室橋側道橋 (ﾑﾛﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道54号 2002 10.1 3.8 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

室橋 (ﾑﾛﾊｼ) 一般国道54号 1969 9.4 9.8 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

段橋 (ﾀﾞﾝﾊﾞｼ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2012 41.0 21.4 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

殿平橋 (ﾄﾖﾋﾗﾊﾞｼ) 市道 2013 23.4 2.8 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

常友－３ (ﾂﾈﾄﾓ) 一般国道54号 2005 2.0 3.1 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

三良坂－３ (ﾐﾗｻｶ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 3.1 15.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－７ (ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 2.6 14.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－９ (ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 4.6 20.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－２１ (ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 3.6 12.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三玉跨道橋 ﾐﾀﾏｺﾄﾞｳｷｮｳ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 22.7 2.8 中国地整 広島県 三次市三玉町 Ⅰ

八王子橋 ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 27.5 2.5 中国地整 広島県
三次市甲奴町小

童
Ⅰ

茶ノ原橋 ﾁｬﾉﾊﾗﾊﾞｼ 市道広石切松線 2009 31.0 6.0 中国地整 広島県
三次市甲奴町小

童
Ⅰ

市尾橋 ｲﾁｵﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2009 31.0 2.5 中国地整 広島県
三次市甲奴町宇

賀
Ⅰ

高丸橋 ﾀｶﾏﾙﾊﾞｼ 中国横断自動車道 尾道松江線 2014 24.0 4.0 中国地整 広島県
三次市甲奴町宇

賀
Ⅰ

吉舎－１０ (ｷｻ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2013 12.1 12.2 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－１７ (ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ) 中国横断自動車道 尾道松江線 2013 22.3 28.6 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

溝橋（14k298） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1952 4.0 11.8 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

溝橋（15k299） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1952 2.4 15.6 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

吉浦橋 (ﾖｼｳﾗﾊｼ) 国道31号 1952 8.7 15.9 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

広大橋（下り） (ﾋﾛｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道185号 1975 231.2 9.8 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

広大橋（上り） (ﾋﾛｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道185号 1975 231.2 9.8 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

新宮橋 (ｼﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 国道185号 1955 6.5 8.3 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

保光橋歩道橋 (ﾔｽﾐﾂﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道185号 2001 15.6 3.1 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

保光橋 (ﾔｽﾐﾂﾊﾞｼ) 国道185号 1955 12.0 8.2 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

安浦高架橋 (ﾔｽｳﾗｺｳｵｶｷｮｳ) 国道185号 1997 122.5 15.3 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

晴海大橋 (ﾊﾙﾐｵｵﾊｼ) 国道185号 1988 68.5 16.8 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

溝橋（313k713） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1954 3.0 11.7 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

溝橋（318k157） (ﾐｿﾞﾊﾞ(318k157) 国道2号 1954 6.4 9.7 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

海田高架橋１号ランプ (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳｲﾁｺﾞｳﾗﾝﾌﾟ) 国道2号 1997 140.6 6.1 中国地整 広島県 海田町 Ⅰ

海田高架橋４号ランプ (ｶｲﾀｺｳｶｷｮｳﾖﾝｺﾞｳﾗﾝﾌﾟ) 国道2号 1997 178.2 5.8 中国地整 広島県 海田町 Ⅲ

花都橋（上り） (ﾊﾅﾐﾔｺﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1966 12.5 30.0 中国地整 広島県 海田町 Ⅰ

花都橋（下り） (ﾊﾅﾐﾔｺﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1966 13.1 18.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

船越橋 (ﾌﾅｺｼﾊﾞｼ) 国道2号 1964 234.3 21.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅲ

黄金橋 (ｵｳｺﾞﾝﾊﾞｼ) 国道2号 1967 513.1 21.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

新明治橋（下り） (ｼﾝﾒｲｼﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1967 95.0 14.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

新明治橋（上り） (ｼﾝﾒｲｼﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1981 95.0 14.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

新住吉橋 (ｼﾝｽﾐﾖｼﾊﾞｼ) 国道2号 1965 89.8 22.7 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

新住吉橋歩道橋（下り） (ｼﾝｽﾐﾖｼﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1984 89.8 3.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

新住吉橋歩道橋（上り） (ｼﾝｽﾐﾖｼﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1984 89.8 3.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

新観音橋歩道橋（下り） (ｼﾝｶﾝﾉﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1982 97.4 3.4 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

新観音橋歩道橋（上り) (ｼﾝｶﾝﾉﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 2003 97.4 3.4 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

三筋橋（下り） (ﾐｽｼﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1970 12.6 13.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

三筋橋（上り） (ﾐｽｼﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（広島西道路） 1970 12.6 9.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

廿日市高架橋（Ｉランプ） (ﾊﾂｶｲﾁｺｳｶｷｮｳ(ｱｲﾗﾝﾌﾟ) 国道2号（広島西道路） 1977 38.4 12.8 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

廿日市高架橋（Ｊランプ） (ﾊﾂｶｲﾁｺｳｶｷｮｳ(ｼﾞｪｲﾗﾝﾌﾟ) 国道2号（広島西道路） 1973 38.4 12.8 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋(355k795) (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.0 12.0 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋（362k643） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1952 4.7 16.5 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

溝橋(363k325) (ﾐｿﾞﾊﾞｼ(363k325) 国道2号 1952 2.8 13.3 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅰ

恵川新橋歩道橋（下り） (ｴｶﾞﾜｼﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1972 38.8 2.6 中国地整 広島県 大竹市 Ⅱ

大膳橋（上り） (ﾀﾞｲｾﾞﾝﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1993 21.7 10.7 中国地整 広島県 大竹市 Ⅰ

大膳橋（下り） (ﾀﾞｲｾﾞﾝﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1993 21.7 10.7 中国地整 広島県 大竹市 Ⅰ

新川橋歩道橋（上り） (ｼﾝｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1951 18.5 1.7 中国地整 広島県 大竹市 Ⅰ

新川橋歩道橋（下り） (ｼﾝｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1951 18.5 1.7 中国地整 広島県 大竹市 Ⅰ

2 / 95 ページ



管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

橋梁名（フリガナ）
橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

路線名
架設
年次

（西暦）

溝橋（368k425） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1951 5.0 20.6 中国地整 広島県 大竹市 Ⅱ

国信跨線橋 (ｸﾆﾉﾌﾞｺｾﾝｷｮｳ) 国道2号（東広島廿日市道路） 2006 50.0 10.4 中国地整 広島県 海田町 Ⅰ

国信高架橋 (ｸﾆﾉﾌﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道2号（東広島廿日市道路） 2002 74.5 10.4 中国地整 広島県 海田町 Ⅱ

大浜橋 (ｵｵﾊﾏﾊﾞｼ) 国道31号 1951 13.7 14.6 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

溝橋（5k343） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1951 3.0 20.8 中国地整 広島県 坂町 Ⅱ

溝橋（5k534） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道31号 1951 3.0 17.4 中国地整 広島県 坂町 Ⅱ

新こうへい橋（上り） (ｼﾝｺｳﾍｲﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道54号 1991 89.5 19.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

新こうへい橋（下り） (ｼﾝｺｳﾍｲﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道54号 1991 89.5 19.8 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

祇園新橋（上り線） (ｷﾞｵﾝｼﾝﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 国道54号 1990 367.9 17.9 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

浜ヶ谷橋 (ﾊﾏｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 国道54号 1988 7.6 23.4 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

大林第２高架橋 (ｵｵﾊﾞﾔｼﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 国道54号 1988 69.3 9.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

大林第３高架橋 (ｵｵﾊﾞﾔｼﾀﾞｲｻﾝｺｳｶｷｮｳ) 国道54号 1988 62.2 9.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅱ

根之谷高架橋 (ﾈﾉﾀﾆｺｳｶｷｮｳ) 国道54号 1988 277.0 9.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅲ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 国道54号 1985 37.0 9.2 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

第１向山橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾑｶｲﾔﾏﾊｼ) 国道54号 1987 150.8 11.8 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

溝橋（286k659） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1959 3.0 10.5 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

西条３号橋 (ｻｲｼﾞｮｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1959 3.2 11.2 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

溝橋（289k823） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1959 3.0 13.0 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

田万里橋 (ﾀﾏﾘﾊﾞｼ) 国道2号 1981 18.9 22.3 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

溝橋（291k850） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ(291k850) 国道2号 1981 3.5 17.9 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

茗荷清水橋（上） (ﾐｮｳｶﾞｼﾐｽﾞﾊﾞｼ(ｳｴ) 国道2号 1981 50.0 11.9 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

大曲橋（下り） (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1981 8.8 16.7 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

溝橋（297k306） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道2号 1980 3.4 41.2 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

御薗宇高架橋 (ﾐｿﾉｳｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 2000 31.0 20.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

下見高架橋 (ｼﾀﾐｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1991 24.9 10.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

番蔵川橋 (ﾊﾞﾝｿﾞｳｶﾞﾜﾊｼ) 国道2号 1990 50.5 10.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

前谷第１高架橋 (ﾏｴﾀﾞﾆﾀﾞｲｲﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1991 21.1 10.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

前谷第２高架橋 (ﾏｴﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1992 13.5 30.1 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

八本松ＯＦＦランプ橋 (ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道2号 1992 122.3 9.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

八本松高架橋 (ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1992 205.0 9.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅲ

八本松ＯＮランプ橋 (ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道2号 1990 140.5 9.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

西条６号橋 (ｻｲｼﾞｮｳﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1969 3.7 18.9 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

僧ヶ原橋 (ｿｳｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 国道2号 1954 10.8 17.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

小松西橋 (ｺﾏﾂﾆｼﾊﾞｼ) 国道185号 1955 9.2 8.4 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

向条橋 (ﾑｶｲｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 国道185号 1961 15.7 8.2 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

向条歩道橋（下り） (ﾑｶｲｼﾞｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道185号 1983 16.5 2.4 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 国道185号 1961 22.8 7.6 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

高野歩道橋（下り） (ﾀｶﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道185号 1976 22.4 2.6 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

雲下橋 (ｸﾓｼﾀﾊﾞｼ) 国道185号 1952 12.7 8.9 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

浦尻橋 (ｳﾗｼﾘﾊﾞｼ) 国道185号 1952 4.8 8.5 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

多井西橋 (ｵｵｲﾆｼﾊｼ) 国道185号 2001 20.6 11.2 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

大井東橋 (ｵｵｲﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 国道185号 1999 6.5 16.1 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

記念橋 (ｷﾈﾝﾊﾞｼ) 国道185号 1952 9.6 18.8 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

大乗橋 (ｵｵﾉﾘﾊﾞｼ) 国道185号 1962 12.6 20.0 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

西川橋 (ﾆｼｶﾜﾊﾞｼ) 国道185号 1962 5.5 8.2 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

東川橋 (ﾋｶﾞｼｶﾜﾊﾞｼ) 国道185号 1962 8.8 6.7 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

東川歩道橋（下り） (ﾋｶﾞｼｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道185号 2010 10.2 2.3 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道185号 1962 6.4 8.3 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

上三永第一橋 (ｶﾐﾐﾅｶﾞﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2000 19.0 10.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

上三永高架橋（上り） (ｶﾐﾐﾅｶﾞｺｳｶｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2001 328.0 9.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

田万里第２橋（上り） (ﾀﾏﾘﾀﾞｲﾆｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2000 89.0 9.5 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

田万里第１橋（上り） (ﾀﾏﾘﾀﾞｲｲﾁｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2000 175.0 9.5 中国地整 広島県 竹原市 Ⅰ

溝口ランプ橋 (ﾐｿﾞｸﾞﾁﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2009 74.0 7.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

南道路・街路（上り） (ﾐﾅﾐﾄﾞｳﾛｶﾞｲﾛﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（東広島廿日市道路） 2010 250.0 12.8 中国地整 広島県 Ⅱ

南道路・街路（下り） (ﾐﾅﾐﾄﾞｳﾛｶﾞｲﾛｸﾀﾞﾘ) 国道2号（東広島廿日市道路） 2010 210.3 12.8 中国地整 広島県 Ⅱ

兼広津江高架橋 (ｶﾈﾋﾛﾂｴｺｳｶｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 39.0 30.0 中国地整 広島県 Ⅰ

楢原第２橋 (ﾅﾗﾊﾗﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 43.5 11.4 中国地整 広島県 Ⅰ

楢原第１橋 (ﾅﾗﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 40.0 11.4 中国地整 広島県 Ⅰ

大多田高架橋 (ｵｵﾀﾀﾞｺｳｶｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 331.0 9.5 中国地整 広島県 Ⅱ

乃美尾高架橋 (ﾉﾐﾉｵｺｳｶｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 154.0 9.5 中国地整 広島県 Ⅰ

南方第５橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾀﾞｲｺﾞｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 22.5 11.4 中国地整 広島県 Ⅰ

南方第４橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾀﾞｲﾖﾝｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 21.0 11.4 中国地整 広島県 Ⅰ
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南方高架橋 (ﾐﾅﾐｶﾀｺｳｶｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 228.0 9.5 中国地整 広島県 Ⅰ

南方第３橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 42.0 11.4 中国地整 広島県 Ⅰ

南方第２橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 39.0 11.4 中国地整 広島県 Ⅰ

南方第１橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 15.6 21.4 中国地整 広島県 Ⅱ

宗近橋 (ﾑﾈﾁｶﾊｼ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 123.0 9.5 中国地整 広島県 Ⅰ

宗近高架橋 (ﾑﾈﾁｶｺｳｶｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 338.0 9.5 中国地整 広島県 Ⅰ

馬木高架橋 (ｳﾏｷｺｳｶｷｮｳ) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2014 867.5 11.5 中国地整 広島県 Ⅰ

東広島市西条町5 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)5) 国道2号 1981 3.4 28.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町下三永1 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)1) 国道2号 2009 4.3 33.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町下三永2 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)2) 国道2号 1980 7.5 24.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

1号 (ｲﾁｺﾞｳ) 国道2号 2009 4.7 24.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町下三永3 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｼﾓﾐﾅｶﾞ)国道2号 2010 4.7 28.6 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町6 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)6) 国道2号 1993 5.0 29.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町7 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)7) 国道2号 1993 5.0 20.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町8 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)8) 国道2号 1993 6.0 30.2 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町9 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)9) 国道2号 1993 5.0 32.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町御園宇1 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳﾐｿﾉｳ)1)国道2号 1993 8.0 40.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町御園宇2 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳﾐｿﾉｳ)2)国道2号 1993 8.0 39.7 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町10 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)10) 国道2号 1993 5.9 20.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町11 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳ)11) 国道2号 1993 5.9 20.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

佐伯区皆賀 (ｻｴｷｸﾐﾅｶﾞ) 国道2号（広島西道路） 1973 3.5 78.0 中国地整 広島県 広島市 Ⅰ

廿日市市下平良1 (ﾊﾂｶｲﾁｼｼﾓﾍﾗ)1) 国道2号（広島西道路） 1970 7.1 38.0 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

廿日市市下平良2 (ﾊﾂｶｲﾁｼｼﾓﾍﾗ)2) 国道2号（広島西道路） 1970 3.5 25.6 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

廿日市市上平良 (ﾊﾂｶｲﾁｼｼﾓﾍﾗ) 国道2号（広島西道路） 1970 3.4 33.6 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅱ

安芸郡坂町1 (ｱｷｸﾞﾝｻｶﾁｮｳ)1) 国道31号 2006 2.0 43.7 中国地整 広島県 坂町 Ⅰ

安芸郡坂町2 (ｱｷｸﾞﾝｻｶﾁｮｳ)2) 国道31号 1951 4.0 14.1 中国地整 広島県 坂町 Ⅰ

呉市仁方本町二丁目 (ｸﾚｼﾆｶﾀﾎﾝﾏﾁﾆﾁｮｳﾒ) 国道185号 1955 2.5 30.6 中国地整 広島県 呉市 Ⅲ

呉市仁方大歳町 (ｸﾚｼﾆｶﾀｵｵﾄｼﾏﾁ) 国道185号 1955 2.5 23.5 中国地整 広島県 呉市 Ⅲ

東広島市安芸津町7 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｱｷﾂﾁｮｳ)7) 国道185号 1952 2.3 21.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

東広島市安芸津町8 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｱｷﾂﾁｮｳ)8) 国道185号 1952 3.0 15.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

東広島市安芸津町9 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｱｷﾂﾁｮｳ)9) 国道185号 1952 3.6 16.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

竹原市吉名町2 (ﾀｹﾊﾗｼﾖｼﾅﾁｮｳ)2) 国道185号 1952 5.0 9.3 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

東広島市西条町福本2 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳﾌｸﾓﾄ)2)国道375号（東広島・呉自動車道） 2006 3.1 29.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町下三永6 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｼﾓﾐﾅｶﾞ)国道375号（東広島・呉自動車道） 2007 6.0 20.1 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町下三永7 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｼﾓﾐﾅｶﾞ)国道375号（東広島・呉自動車道） 2007 5.6 31.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町下三永8 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｼﾓﾐﾅｶﾞ)国道375号（東広島・呉自動車道） 2007 5.7 35.4 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

上三永ＢＯＸ２Ｄ (ｶﾐﾐﾅｶﾞﾎﾞｯｸｽ2D) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2004 5.1 5.1 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

上三永ＢＯＸ２ (ｶﾐﾐﾅｶﾞﾎﾞｯｸｽ2) 国道375号（東広島・呉自動車道） 2004 6.0 30.2 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町上三永2 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｶﾐﾐﾅｶﾞ)国道375号（東広島・呉自動車道） 2001 9.3 44.4 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町上三永4 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｶﾐﾐﾅｶﾞ)国道375号（東広島・呉自動車道） 2001 7.2 68.7 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町上三永5 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｶﾐﾐﾅｶﾞ)国道375号（東広島・呉自動車道） 2001 7.2 15.9 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町福本3 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳﾌｸﾓﾄ)3)国道375号（東広島・呉自動車道） 2007 6.9 40.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

船越南三丁目（上り） (ﾌﾅｺｼﾐﾅﾐｻﾝﾁｮｳﾒ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 不明 13.0 15.2 中国地整 広島県 広島市 Ⅲ

船越南三丁目（下り） (ﾌﾅｺｼﾐﾅﾐｻﾝﾁｮｳﾒ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 不明 12.0 8.2 中国地整 広島県 広島市 Ⅲ

伴高架橋 ﾄﾓｺｳｶｷﾖｳ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 266.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市安佐南区沼田町大字伴 Ⅲ

伴高架橋 ﾄﾓｺｳｶｷﾖｳ 中国横断自動車道広島浜田線 1985 266.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市安佐南区沼田町大字伴 Ⅲ

仁保高架橋 ﾆﾎｺｳｶｷﾖｳ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 112.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市南区仁保沖町 Ⅲ

仁保高架橋 ﾆﾎｺｳｶｷﾖｳ 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 112.0 8.5 西日本高速 広島県 広島市南区仁保沖町 Ⅲ

小方橋 ｵｶﾞﾀｷﾖｳ 一般国道２号（広島岩国道路） 1988 39.0 15.8 西日本高速 広島県 広島市大竹市小方 Ⅱ

新見74 ﾆｲﾐ74 中国縦貫自動車道 1978 3.0 23.2 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

庄原IC料金所地下通路 ｼﾖｳﾊﾞﾗICﾘｮｳｷﾝｼｮﾁｶﾂｳﾛ 中国縦貫自動車道 1978 3.0 35.0 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

千代田42 ﾁﾖﾀﾞ42 中国縦貫自動車道 1979 3.0 19.0 西日本高速 広島県 北広島町 Ⅰ

千代田43 ﾁﾖﾀﾞ43 中国縦貫自動車道 2003 3.0 24.2 西日本高速 広島県 北広島町 Ⅱ

千代田43 ﾁﾖﾀﾞ43 中国縦貫自動車道 2003 3.0 15.0 西日本高速 広島県 北広島町 Ⅱ

千代田44 ﾁﾖﾀﾞ44 中国縦貫自動車道 1979 3.0 29.2 西日本高速 広島県 北広島町 Ⅱ

福山西6 ﾌｸﾔﾏﾆｼ6 山陽自動車道吹田山口線 1993 2.0 14.3 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅰ

福山西7 ﾌｸﾔﾏﾆｼ7 山陽自動車道吹田山口線 1993 2.0 18.6 西日本高速 広島県 尾道市 Ⅰ

三原3-1 ﾐﾊﾗ3-1 山陽自動車道吹田山口線 1993 4.0 21.0 西日本高速 広島県 三原市 Ⅰ

河内1-1 ｺｳﾁ1-1 山陽自動車道吹田山口線 1990 4.0 9.5 西日本高速 広島県 東広島市 Ⅰ

広島東IC料金所地下通路 ﾋﾛｼﾏﾋｶﾞｼICﾘｮｳｷﾝｼｮﾁｶﾂｳﾛ 山陽自動車道吹田山口線 1987 3.0 34.7 西日本高速 広島県 広島市安佐北区 Ⅱ

津部田高架橋 ﾂﾌﾞﾀｺｳｶｷｮｳ 西瀬戸自動車道 1983 127.2 10.2 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

第一長谷川橋 ﾀﾞｲ1ﾅｶﾞﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 西瀬戸自動車道 1983 70.0 10.2 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅲ
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第二長谷川橋 ﾀﾞｲ2ﾅｶﾞﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ 西瀬戸自動車道 1983 201.3 10.3 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅲ

因島大橋東高架橋 ｲﾝﾉｼﾏｵｵﾊｼﾋｶﾞｼｺｳｶｷｮｳ 西瀬戸自動車道 1983 158.0 20.0 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅲ

因島大橋西高架橋（上り） ｲﾝﾉｼﾏｵｵﾊｼﾆｼｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 西瀬戸自動車道 1983 90.0 10.1 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

因島大橋西高架橋（下り） ｲﾝﾉｼﾏｵｵﾊｼﾆｼｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 西瀬戸自動車道 1983 90.0 10.1 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

生口橋西高架橋（上り） ｲｸﾁﾊﾞｼﾆｼｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 西瀬戸自動車道 1991 92.0 10.9 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅰ

生口橋西高架橋（下り） ｲｸﾁﾊﾞｼﾆｼｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 西瀬戸自動車道 1991 92.0 10.7 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋(102029006) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道吉田豊栄線 不明 2.1 7.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

小丸子橋(102037001) (ｺﾏﾙｺﾊｼ) 県道広島三次線 1968 45.0 8.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

無名橋(102052002) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道世羅甲田線 不明 2.6 7.7 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

智徳橋(102052003) (ﾁﾄｸﾊﾞｼ) 県道世羅甲田線 1978 114.5 10.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

五龍橋(102052004) (ｺﾞﾘｭｳﾊﾞｼ) 県道世羅甲田線 1997 49.2 10.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

深渡大橋(102064002) (ﾌｶﾜﾀﾘｵｵﾊｼ) 県道三次美土里線 1979 145.0 10.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

ボックスカルバート(102064003)(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次美土里線 不明 2.0 8.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ボックスカルバート(102064004)(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次美土里線 不明 2.2 7.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

西沖橋(1030) (ﾆｼｵｷﾊｼ) 国道４８７号 1942 3.3 7.2 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

ボックスカルバート(103319007)(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道勝田吉田線 不明 4.2 10.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

ボックスカルバート(103319008)(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道勝田吉田線 不明 3.6 9.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ボックスカルバート(103321002)(ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道金屋壬生線 不明 2.5 9.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

松崎橋(1049) (ﾏﾂｻﾞｷﾊｼ) 県道高田沖美江田島線 1974 3.8 7.3 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

大石橋(1067) (ｵｵｲｼﾊｼ) 県道江田島大柿線 1961 2.0 8.1 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

大君橋(1068) (ｵｵｷﾐﾊｼ) 県道江田島大柿線 1963 7.2 7.3 広島県 広島県 江田島市 Ⅰ

大原橋(1070) (ｵｵﾊﾗﾊｼ) 県道石風呂切串線 1982 9.6 11.0 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

江関橋(1073) (ｴｾｷﾊｼ) 県道石風呂切串線 1976 8.5 6.4 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

タカハマ橋(1074) (ﾀｶﾊﾏﾊｼ) 県道石風呂切串線 1965 3.1 7.2 広島県 広島県 江田島市 Ⅰ

西谷橋(1076) (ﾆｼﾀﾆﾊｼ) 県道鷲部小用線 1938 6.7 7.8 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

タカノ２号橋(1077) (ﾀｶﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 県道秋月飛渡瀬線 1952 2.5 9.1 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

タカノ１号橋(1078) (ﾀｶﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 県道秋月飛渡瀬線 1952 4.6 4.5 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

釣付橋(1079) (ﾂﾘﾂﾞｷﾊｼ) 県道深江柿浦線 1965 7.4 5.9 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

水尻橋(1080) (ﾐｽﾞｼﾞﾘﾊｼ) 県道深江柿浦線 1958 2.5 3.5 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

鳴河橋(1081) (ﾅﾙｺﾊｼ) 県道深江柿浦線 1957 5.2 4.8 広島県 広島県 江田島市 Ⅰ

田中橋(1083) (ﾀﾅｶﾊｼ) 県道深江柿浦線 1964 6.4 5.9 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

亀原２号橋(1149) (ｶﾒﾊﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 県道高田沖美江田島線 1989 3.2 10.0 広島県 広島県 江田島市 Ⅲ

南郷橋(1152) (ﾅﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 県道高田沖美江田島線 不明 2.0 6.3 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

ボックスカルバート(1157) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道高田沖美江田島線 1997 2.5 4.8 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

是長橋(1158) (ｺﾚﾅｶﾞﾊﾞｼ) 県道高田沖美江田島線 1953 2.8 5.0 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

六地蔵橋(1202) (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾊｼ) 県道甲田作木線 1969 9.4 9.1 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

谷口橋(1203) (ﾀﾆｸﾞﾁﾊｼ) 県道甲田作木線 1969 3.2 7.7 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

糘地橋(1204) (ｽｸﾓﾁﾞﾊｼ) 県道甲田作木線 不明 4.5 9.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

西目橋(1205) (ﾆｼﾒｷｮｳ) 県道甲田作木線 不明 9.1 7.7 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

清流橋(1207) (ｾｲﾘｭｳﾊｼ) 県道甲田作木線 1999 47.0 12.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋(1209) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道江田島大柿線 不明 2.1 11.9 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

無名橋(1210) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道江田島大柿線 2015 2.5 22.5 広島県 広島県 江田島市 Ⅰ

無名橋(1211) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道江田島大柿線 不明 2.0 6.9 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

大君歩道橋(1212) (ｵｵｷﾐﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道江田島大柿線 2006 7.5 2.2 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

小丸子側道橋(1213) (ｺﾏﾙｺｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道広島三次線 1999 52.7 4.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

式敷大橋(1228) (ｼｷｼﾞｷｵｵﾊｼ) 国道４３３号 1966 151.0 6.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

雁児橋(1235) (ｶﾞﾝｺﾞﾊｼ) 国道４３３号 1979 36.0 9.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

向原橋(1236) (ﾑｶｲﾊﾗﾊﾞｼ) 国道４３３号 1991 64.7 11.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋(1244) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道吉田邑南線 不明 2.9 6.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

うぐいす谷橋(1247) (ｳｸﾞｲｽﾀﾞﾆﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1994 34.9 3.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ボックスカルバート(1248) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道浜田八重可部線 不明 4.5 39.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

古殿橋(12491) (ﾌﾙﾄﾞﾉﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1964 46.8 6.6 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

古殿橋歩道橋(12492) (ﾌﾙﾄﾞﾉﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道浜田八重可部線 1975 46.8 2.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

長賀橋(12521) (ﾁｮｳｶﾞﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1964 15.6 9.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

根之谷橋(12531) (ﾈﾉﾀﾆﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1964 12.6 9.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

根之谷橋歩道橋(下流側)(12532)(ﾈﾉﾀﾆﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道浜田八重可部線 1982 16.4 2.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

境橋(1254) (ｻｶｲﾊｼ) 県道吉田邑南線 1991 17.6 11.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

イチバ橋(1255) (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 県道吉田邑南線 1972 3.4 9.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

旭橋(1256) (ｱｻﾋﾊｼ) 県道吉田邑南線 1971 20.5 8.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

新浜松橋(12571) (ｼﾝﾊﾏﾏﾂﾊｼ) 県道吉田邑南線 1964 16.1 6.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

新浜松歩道橋(12572) (ｼﾝﾊﾏﾏﾂﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道吉田邑南線 1998 19.8 3.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

高奈須橋(12581) (ﾀｶﾅｽﾊｼ) 県道吉田邑南線 1963 8.0 8.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ
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高奈須橋歩道橋(12582) (ﾀｶﾅｽﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道吉田邑南線 不明 8.5 5.4 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

友兼橋(1259) (ﾄﾓｶﾈﾊｼ) 県道吉田邑南線 1970 7.0 7.2 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅱ

松長橋(1260) (ﾏﾂﾅｶﾞﾊｼ) 県道吉田邑南線 1967 6.4 7.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

岩崎橋(1261) (ｲﾜｻｷﾊｼ) 県道吉田邑南線 1967 10.1 8.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

新天神橋(1262) (ｼﾝﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 県道吉田邑南線 1978 33.4 10.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅲ

寸志名橋(12781) (ｽｼﾅﾊﾞｼ) 県道三次美土里線 1982 13.5 8.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

寸志名歩道橋(12782) (ｽｼﾅﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三次美土里線 1988 20.8 2.9 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ボックスカルバート(1279) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次美土里線 不明 4.8 17.5 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ボックスカルバート(1280) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次美土里線 不明 5.0 27.0 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

六地蔵橋側道橋(1291) (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道甲田作木線 不明 9.4 2.8 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大原歩道橋(1406) (ｵｵﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道石風呂切串線 1965 9.5 1.5 広島県 広島県 江田島市 Ⅰ

境橋(1801) (ｻｶｲﾊｼ) 県道呉平谷線 不明 8.4 7.7 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

無名橋(1802) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道矢野安浦線 不明 2.0 16.8 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

平谷橋(1803) (ﾋﾗﾀﾆﾊｼ) 県道矢野安浦線 不明 4.8 38.5 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

無名橋(1804) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道矢野安浦線 不明 3.2 9.5 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

ボックスカルバート(1805) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道矢野安浦線 不明 2.1 9.7 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

無名橋(1806) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道矢野安浦線 不明 3.9 10.2 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

無名橋(1808) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道矢野安浦線 不明 3.2 8.5 広島県 広島県 熊野町 Ⅲ

国信橋(1809) (ｸﾆﾉﾌﾞﾊｼ) 県道東海田広島線 1963 63.0 6.7 広島県 広島県 海田町 Ⅲ

八幡橋(1811) (ﾔﾊﾀﾊｼ) 県道東海田広島線 1980 5.3 12.8 広島県 広島県 府中町 Ⅱ

府中大橋(1812) (ﾌﾁｭｳｵｵﾊｼ) 県道東海田広島線 1965 52.4 19.1 広島県 広島県 府中町 Ⅱ

ゆや橋(1813) (ﾕﾔﾊｼ) 県道府中海田線 不明 6.4 10.8 広島県 広島県 府中町 Ⅱ

無名橋(1814) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道府中海田線 不明 3.0 5.0 広島県 広島県 海田町 Ⅱ

埃宮橋(1817) (ｴﾉﾐﾔﾊｼ) 県道府中祇園線 1928 10.5 5.6 広島県 広島県 府中町 Ⅱ

海田川橋(1823) (ｶｲﾀｶﾜﾊｼ) 県道広島海田線 1939 8.7 11.7 広島県 広島県 海田町 Ⅱ

海田川歩道橋(上流側)(1824) (ｶｲﾀｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道広島海田線 1968 10.2 1.8 広島県 広島県 海田町 Ⅲ

海田川歩道橋(下流側)(1825) (ｶｲﾀｶﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道広島海田線 1968 8.7 1.7 広島県 広島県 海田町 Ⅲ

明神橋(1826) (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 県道広島海田線 1926 79.7 12.5 広島県 広島県 海田町 Ⅲ

明神歩道橋(1827) (ﾐｮｳｼﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道広島海田線 1968 80.3 2.0 広島県 広島県 海田町 Ⅲ

海上橋(1830) (ｶｲｼﾞｮｳﾊｼ) 県道瀬野呉線 1988 26.1 10.8 広島県 広島県 熊野町 Ⅰ

新宮橋(1831) (ｼﾝｸﾞｳﾊｼ) 県道瀬野呉線 1967 4.0 9.0 広島県 広島県 熊野町 Ⅲ

追分橋(1832) (ｵｲﾜｹﾊｼ) 県道瀬野呉線 1986 2.6 9.0 広島県 広島県 熊野町 Ⅰ

無名橋(1833) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道瀬野呉線 不明 3.1 8.7 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

御前橋(1835) (ｵﾝﾏｴﾊｼ) 県道瀬野呉線 不明 7.0 9.4 広島県 広島県 熊野町 Ⅰ

初神橋(1836) (ﾊﾂｶﾐﾊｼ) 県道瀬野呉線 不明 2.6 9.6 広島県 広島県 熊野町 Ⅰ

向洋橋(1840) (ﾑｶｲﾅﾀﾞﾊｼ) 県道向洋停車場線 1940 2.1 5.5 広島県 広島県 府中町 Ⅲ

潮見橋(1847) (ｼｵﾐﾊｼ) 県道瀬野船越線 1925 3.1 5.4 広島県 広島県 海田町 Ⅰ

西明神橋(1853) (ﾆｼﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 県道矢野海田線 1993 335.0 14.0 広島県 広島県 海田町 Ⅰ

尾崎橋(1854) (ｵｻﾞｷﾊｼ) 県道矢野海田線 1993 11.7 16.1 広島県 広島県 海田町 Ⅰ

寺迫西橋(1858) (ﾃﾗｻｺﾆｼﾊｼ) 県道矢野海田線 2000 18.6 11.5 広島県 広島県 海田町 Ⅰ

寺迫東橋(1859) (ﾃﾗｻｺﾋｶﾞｼﾊｼ) 県道矢野海田線 2000 17.1 11.5 広島県 広島県 海田町 Ⅰ

寺迫北橋(1860) (ﾃﾗｻｺｷﾀﾊｼ) 県道矢野海田線 1997 33.5 14.5 広島県 広島県 海田町 Ⅰ

村界橋(1863) (ｿﾝｶｲﾊｼ) 県道津江八本松線 1928 4.3 3.5 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

築品橋(1866) (ﾁｸｼﾅﾊｼ) 県道甲田作木線 1961 4.0 4.3 広島県 広島県 安芸高田市 Ⅰ

焼山新金輪橋(302031001) (ﾔｹﾔﾏｼﾝｶﾅﾜﾊﾞｼ) 県道呉平谷線 1999 64.0 27.3 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

男滝橋(303102) (ｵﾀｷ) 県道呉平谷線 1961 34.4 6.1 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

宇和木橋(303502) (ｳﾜｷ) 県道音戸倉橋線 1991 80.0 10.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

尾立橋(303503) (ｵﾀﾁ) 県道音戸倉橋線 1957 10.2 6.2 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

堀切橋(303504) (ﾎﾘｷﾘ) 県道音戸倉橋線 1966 29.5 6.0 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

一の字橋(3046) (ｲﾁﾉｼﾞﾊｼ) 県道下蒲刈川尻線 1999 51.0 13.9 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

初神橋(3048) (ﾊﾂｶﾞﾐ) 県道上蒲刈循環線 1963 3.0 7.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

ボックス(3049) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道上蒲刈循環線 1975 2.4 5.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

清水橋(3050) (ｼﾐｽﾞ) 県道上蒲刈循環線 1953 3.9 10.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

恵比寿橋(3053) (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 県道豊島線 1948 5.5 6.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

天満橋(3058) (ﾃﾝﾏ) 県道大崎下島循環線 1951 2.6 5.1 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

鶯橋(3060) (ｳｸﾞｲｽ) 県道呉平谷線 1952 8.4 7.1 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

鍋土橋(3061) (ﾅﾍﾞﾂﾁ) 県道呉平谷線 1952 4.0 7.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

植松橋(3062) (ｳｴﾏﾂ) 県道呉平谷線 1960 2.2 11.9 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

宮前橋(3063) (ﾐﾔﾏｴ) 県道呉環状線 1959 3.0 4.7 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

紅橋(3066) (ﾍﾞﾆ) 県道呉環状線 1994 9.8 9.2 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

郷原大橋(306602) (ｺﾞｳﾊﾗｵｵ) 県道呉環状線 1986 90.0 9.9 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

新労福橋(306606) (ｼﾝﾛｳﾌｸ) 県道呉環状線 1989 32.5 16.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ
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新呉地橋(306607) (ｼﾝｸﾚﾁ) 県道呉環状線 1989 35.0 16.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

呉地大橋(306608) (ｸﾚﾁｵｵ) 県道呉環状線 1988 21.6 16.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

滝見橋(306609) (ﾀｷﾐ) 県道呉環状線 1960 8.0 6.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

野登呂橋(3067) (ﾉﾄﾛ) 県道呉環状線 1957 5.3 5.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

奥條橋(3068) (ｵｸｼﾞｮｳ) 県道呉環状線 不明 3.7 4.6 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

坂条橋(3072) (ｻｶｼﾞｮｳ) 県道呉環状線 1989 24.0 16.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

二瀬川橋(3073) (ﾆｾｶﾜ) 県道呉環状線 1989 14.0 16.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

湯舟新橋(3074) (ﾕﾌﾞﾈｼﾝ) 県道呉環状線 1994 5.4 8.5 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

昭和橋１期施工橋(3076) (ｼｮｳﾜｲｯｷｾｺｳ) 県道呉環状線 1957 13.1 7.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

ムメイ(1420)(3078) (ﾑﾒｲ) 県道呉環状線 不明 3.4 10.7 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

塩谷橋(3079) (ｼｵﾔ) 県道呉環状線 1961 3.5 7.5 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

冠崎橋(3082) (ｶﾝﾑﾘｻｷ) 県道呉環状線 1958 3.2 7.7 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

観音橋(3084) (ｶﾝｵﾝ) 県道瀬野呉線 1957 2.0 7.1 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

苗代橋(3085) (ﾅｴｼﾛ) 県道瀬野呉線 1957 5.0 7.8 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

呉地橋(3086) (ｸﾚﾁ) 県道瀬野呉線 1960 5.5 5.8 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

上惣付橋(3088) (ｶﾐｿｳﾂﾞｹ) 県道瀬野呉線 1955 4.5 5.5 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

港橋(一期施工)(3090) (ﾐﾅﾄ) 県道仁方港線 1969 11.6 11.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

港橋(二期施工)(3091) (ﾐﾅﾄ) 県道仁方港線 1981 12.6 11.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

すべり谷橋(3095) (ｽﾍﾞﾘﾀﾞﾆ) 県道焼山吉浦線 1954 4.5 5.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

ささだに橋(3096) (ｻｻﾀﾞﾆ) 県道焼山吉浦線 1960 6.0 4.9 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

天九郎橋(3097) (ﾃﾝｸﾛｳ) 県道焼山吉浦線 1960 6.0 4.5 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

梨掛橋(3098) (ﾅｼｶｹ) 県道焼山吉浦線 1960 3.0 4.3 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

新開橋(3102) (ｼﾝｶｲ) 県道広仁方停車場線 1958 6.0 5.9 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

大師橋(3104) (ﾀﾞｲｼﾞ) 県道広仁方停車場線 1954 16.9 14.0 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

仁方駅前橋(3105) (ﾆｶﾞﾀｴｷﾏｴ) 県道広仁方停車場線 1959 2.4 8.6 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

無名橋(196)(3111) (ﾑﾒｲ) 県道川尻安浦線 1930 3.6 2.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

安浦大橋(3115) (ﾔｽｳﾗｵｵﾊｼ) 県道川尻安浦線 1961 40.5 4.5 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

旭橋(3116) (ｱｻﾋ) 県道倉橋大向釣土田港線 1963 2.4 5.2 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

豊浜橋(3117) (ﾄﾖﾊﾏ) 県道倉橋大向釣土田港線 1963 2.1 5.1 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

胡子橋(3118) (ｴﾋﾞｽ) 県道倉橋大向釣土田港線 1961 2.1 4.4 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

住吉橋(3119) (ｽﾐﾖｼ) 県道倉橋大向釣土田港線 1958 5.6 4.8 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

とまり橋(3120) (ﾄﾏﾘ) 県道倉橋大向釣土田港線 1934 2.1 4.1 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

重生橋(3123) (ｼｹﾞﾖｳ) 県道倉橋大向釣土田港線 1959 3.0 5.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

重極橋(3124) (ｼﾞｭｳｺﾞｸ) 県道倉橋大向釣土田港線 1963 3.2 4.8 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

鳴滝橋(3125) (ﾅﾙﾀｷ) 県道倉橋大向釣土田港線 1960 3.5 4.8 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

新開橋(3130) (ｼﾝｶﾞｲ) 県道中大迫清田線 1961 4.0 6.8 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

納橋(3131) (ｵｻﾒ) 県道中大迫清田線 1962 2.0 4.6 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

カンナ南橋(3132) (ｶﾝﾅﾐﾅﾐ) 県道中大迫清田線 1964 5.0 4.2 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

ハセ橋(3135) (ﾊｾ) 県道中大迫清田線 1964 4.0 4.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

椿原橋(327801) (ﾂﾊﾞｷﾊﾗ) 県道焼山吉浦線 1960 7.1 6.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

五丁目橋(327802) (ｺﾞﾁｮｳﾒ) 県道焼山吉浦線 1952 4.0 4.6 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

石林橋(327803) (ｲｼﾊﾞﾔｼ) 県道焼山吉浦線 1952 4.2 4.9 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

東清水橋(327804) (ﾋｶﾞｼｼﾐｽﾞ) 県道焼山吉浦線 1961 8.0 5.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

柳橋(328303) (ﾔﾅｷﾞ) 県道倉橋大向釣土田港線 1961 10.5 5.5 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

新林渡橋(333601) (ｼﾝﾊﾔｼﾜﾀﾘ) 県道津江郷原線 1960 88.0 6.0 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

音戸大橋中央径間(3503) (ｵﾝﾄﾞｵｵﾊｼ) 国道４８７号 1961 116.0 6.9 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

新大津橋(2019) (ｼﾝｵｵﾂ) 国道１８６号 1968 36.1 7.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

大滝橋(2036) (ｵｵﾀｷ) 国道１８６号 1980 40.0 7.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

冷坂橋(2044) (ﾋｴｻｶ) 国道１８６号 1978 17.7 9.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

平野橋(2052) (ﾋﾗﾉ) 国道１８６号 1973 44.4 7.8 広島県 広島県 大竹市 Ⅰ

安条２号橋(2067) (ｱﾝｼﾞｮｳﾆｺﾞｳ) 国道１８６号 1979 67.0 9.3 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

安条１号橋(2068) (ｱﾝｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳ) 国道１８６号 1979 48.0 9.7 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

比作橋(2069) (ﾋｯﾂｸﾘ) 国道１８６号 1965 6.3 7.3 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

比作側道橋(下り)(2070) (ﾋｯﾂｸﾘｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道１８６号 1965 7.3 1.5 広島県 広島県 大竹市 Ⅰ

無名(ボックス)(2071) (ﾑﾒｲ) 県道岩国大竹線 1978 2.5 6.0 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

無名側道橋(2072) (ﾑﾒｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道岩国大竹線 不明 3.7 1.0 広島県 広島県 大竹市 Ⅰ

無名橋(2075) (ﾑﾒｲ) 県道岩国大竹線 1973 2.9 5.5 広島県 広島県 大竹市 Ⅰ

ボックス(2076) (ﾎﾞｯｸｽ) 国道１８６号 2002 2.3 42.9 広島県 広島県 大竹市 Ⅰ

ボックス(2077) (ﾎﾞｯｸｽ) 国道１８６号 不明 2.3 39.3 広島県 広島県 大竹市 Ⅰ

無名橋(2208) (ﾑﾒｲ) 国道４８８号 不明 2.4 2.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

中山橋側道橋(2321) (ﾅｶﾔﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道廿日市佐伯線 1927 4.0 1.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

新神路橋(2081) (ｼﾝｶﾐｼﾞ) 国道４３３号 1994 20.2 22.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ
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神路橋(2082) (ｶﾐｼﾞ) 国道４３３号 1952 15.1 4.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

猿渡橋(2083) (ｻﾙﾜﾀﾘ) 国道４３３号 1969 5.0 6.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

峠上橋(2084) (ﾄｳｹﾞｶﾞﾐ) 国道４３３号 1957 6.5 5.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

上平橋(2085) (ｶﾐﾍﾗ) 国道４３３号 1930 7.0 6.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

大原橋(2086) (ｵｵﾊﾗ) 国道４３３号 1965 5.0 6.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

河原橋(2087) (ｶﾜﾊﾗ) 国道４３３号 1935 4.2 6.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

境橋(2088) (ｻｶｲ) 国道４３３号 1923 2.7 6.3 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

橋本橋(2089) (ﾊｼﾓﾄ) 国道４３３号 1952 7.4 5.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

半明原橋(2090) (ﾊﾝﾐｮｳﾊﾗ) 国道４３３号 1994 12.2 11.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

長野陸橋(2091) (ﾅｶﾞﾉﾘｯｷｮｳ) 国道４３３号 1989 30.0 9.3 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

無名橋(2092) (ﾑﾒｲ) 国道４３３号 1990 8.2 7.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

宮内橋(2093) (ﾐﾔｳﾁ) 県道廿日市佐伯線 1969 26.5 11.2 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

畑口橋(2094) (ﾊﾀｸﾞﾁ) 県道廿日市佐伯線 1970 15.3 11.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

友和橋(2095) (ﾕｳﾜ) 県道廿日市佐伯線 1962 28.0 6.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

友和歩道橋(2096) (ﾕｳﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道廿日市佐伯線 1979 28.4 2.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

不明橋(2097) (ﾌﾒｲｷｮｳ) 県道廿日市佐伯線 不明 2.8 8.2 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

神宮橋(2098) (ｼﾝｸﾞｳ) 県道廿日市佐伯線 1962 14.8 6.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

神宮側道橋(上り)(2100) (ｼﾝｸﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 県道廿日市佐伯線 不明 14.8 1.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

道秀原橋(2101) (ﾄﾞｳｼｭｳﾊﾗ) 県道廿日市佐伯線 1952 3.9 8.4 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名橋(2102) (ﾑﾒｲ) 県道廿日市佐伯線 1982 3.4 6.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名側道橋(下り)(2103) (ﾑﾒｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 県道廿日市佐伯線 不明 4.8 1.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名側道橋(上り)(2104) (ﾑﾒｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 県道廿日市佐伯線 不明 4.9 1.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

中山橋(2105) (ﾅｶﾔﾏ) 県道廿日市佐伯線 1927 3.9 6.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

別府橋(2106) (ﾍﾞﾌ) 県道廿日市佐伯線 1927 4.3 6.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

花園橋(2107) (ﾊﾅｿﾞﾉ) 県道廿日市佐伯線 1960 8.1 6.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

中清橋(2108) (ﾅｶｷﾖ) 県道廿日市佐伯線 1960 3.5 7.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

中清側道橋(2109) (ﾅｶｷﾖｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道廿日市佐伯線 1989 7.0 1.8 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

かけが原橋(2110) (ｶｹｶﾞﾊﾗ) 県道廿日市佐伯線 1973 5.8 7.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

岩倉橋(2111) (ｲﾜｸﾗ) 県道廿日市佐伯線 1971 25.5 10.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

栗栖橋(2113) (ｸﾘｽ) 県道廿日市佐伯線 1982 35.0 8.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

井関橋(2118) (ｲｾｷ) 県道大竹湯来線 1955 24.6 4.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

志津良橋(2119) (ｼﾂﾞﾗ) 県道大竹湯来線 1955 10.6 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

鴉橋(2120) (ｶﾗｽ) 県道大竹湯来線 1955 7.4 4.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

渡ノ瀬橋(2121) (ﾜﾀﾉｾ) 県道大竹湯来線 1955 48.7 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

無名橋(2122) (ﾑﾒｲ) 県道大竹湯来線 1954 4.0 6.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

千歳橋(2126) (ﾁﾄｾ) 県道大竹湯来線 1952 24.1 6.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

杉の浦橋(2133) (ｽｷﾞﾉｳﾗ) 県道厳島公園線 1978 11.5 10.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

藤掛陸橋(2148) (ﾌｼﾞｶｹﾘｸ) 県道廿日市港線 1973 66.9 16.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

上川上橋(2155) (ｶﾐｶﾜｶﾐ) 県道虫道廿日市線 1961 2.0 4.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

学校前橋(2157) (ｶﾞｯｺｳﾏｴ) 県道虫道廿日市線 1943 4.0 3.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

新田前橋(2158) (ﾆｯﾀﾏｴ) 県道虫道廿日市線 1937 3.3 3.7 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

下川上橋(2160) (ｼﾓｶﾜｶﾐ) 県道虫道廿日市線 1951 2.8 4.6 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

三段橋(2161) (ｻﾝﾀﾞﾝ) 県道虫道廿日市線 1951 17.0 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

洞善寺橋(2165) (ﾄﾞｳｾﾞﾝｼﾞ) 県道虫道廿日市線 1964 6.4 6.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

河末橋(2167) (ｶﾜｽｴ) 県道虫道廿日市線 1960 7.5 4.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

中小路橋(2169) (ﾅｶｼｮｳｼﾞ) 県道虫道廿日市線 1964 9.7 5.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

畑橋(2216) (ﾊﾀﾊｼ) 国道４８８号 1953 4.6 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

栗屋橋(2217) (ｸﾘﾔﾊｼ) 国道４８８号 1953 5.0 3.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅲ

谷尻橋(2241) (ﾀﾆｼﾞﾘﾊｼ) 県道栗谷大野線 1964 5.5 4.2 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

虫道橋(2271) (ﾑｼﾄﾞｳﾊｼ) 県道本多田佐伯線 1950 3.0 4.0 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

虫道１号橋(2272) (ﾑｼﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道本多田佐伯線 1961 3.2 3.3 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

虫道２号橋(2273) (ﾑｼﾄﾞｳﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道本多田佐伯線 1961 3.0 3.5 広島県 広島県 廿日市市 Ⅰ

助峠橋(2274) (ｽｹﾄｳｹﾞﾊｼ) 県道本多田佐伯線 1952 3.0 3.1 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

無名ボックス(51375305) (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 国道３７５号 不明 7.4 47.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

切田跨線橋(52468) (ｷﾘﾀｺｾﾝｷｮｳ) 県道東広島白木線 1976 30.5 9.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

西光寺橋(525911) (ｻｲｺｳｼﾞﾊｼ) 県道東広島本郷忠海線 1974 50.0 8.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

入野陸橋(527312) (ﾆｭｳﾉﾘｯｷｮｳ) 県道広島空港線(広島中央フライ 1991 170.0 9.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

志和インター線高架橋オフランプ(ｼﾜｲﾝﾀｰｾﾝｺｳｶｷｮｳｵﾌﾗﾝﾌﾟ) 県道志和インター線 2004 142.2 9.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

志和インター線高架橋オンランプ(ｼﾜｲﾝﾀｰｾﾝｺｳｶｷｮｳｵﾝﾗﾝﾌﾟ) 県道志和インター線 2008 139.4 6.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

高橋(7030) (ﾀｶﾊｼ) 国道３７５号 1966 15.7 6.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

友近橋(703301) (ﾄﾓﾁｶ) 県道瀬野川福富本郷線 1974 21.6 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

甲谷橋(703302) (ｺｳﾀﾆ) 県道瀬野川福富本郷線 1961 34.8 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ
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中屋谷橋(7038) (ﾅｶﾔﾀﾆﾊﾞｼ) 国道４３２号 1988 30.5 3.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

年見橋(7041) (ﾄｼﾐﾊﾞｼ) 国道４３２号 1985 46.2 9.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

新馬場田橋(7057) (ｼﾝﾊﾞﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 県道吉舎豊栄線 1974 66.0 7.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

奥吉橋(7058) (ｵｸﾖｼﾊﾞｼ) 県道吉舎豊栄線 1967 6.2 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

中島橋(705902) (ﾅｶｼﾏ) 県道東広島本郷忠海線 1965 11.5 8.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

千足橋(7060) (ｾﾝｿﾞｸﾊﾞｼ) 県道安芸津下三永線 1998 17.8 10.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

五京橋(上り)(7061) (ｺﾞｷｮｳﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 県道安芸津下三永線 1994 18.0 11.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

五京橋(下り)(7062) (ｺﾞｷｮｳﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 県道安芸津下三永線 1994 19.4 11.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新奥屋橋(7063) (ｼﾝｵｸﾔﾊﾞｼ) 県道瀬野川福富本郷線 不明 7.2 9.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新東川橋(7064) (ｼﾝﾋｶﾞｼｶﾜﾊﾞｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1993 25.1 9.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

蛍見橋(7065) (ﾎﾀﾙﾐﾊﾞｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1993 12.5 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

蛍恋橋(7066) (ﾎﾀﾙｺｲﾊﾞｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1998 12.4 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

吉野口橋(7067) (ﾖｼﾉｸﾁﾊﾞｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1976 28.0 8.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

安本橋(7068) (ﾔｽﾓﾄﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1976 21.7 8.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

新栄橋(7070) (ｼﾝｴｲﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1962 11.5 7.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

新河内橋(7072) (ｼﾝｺｳﾁﾊﾞｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1968 45.0 6.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

黒瀬中央橋(7074) (ｸﾛｾﾁｭｳｵｳﾊｼ) 県道矢野安浦線 1986 85.3 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

桧谷橋(上り)(7075) (ﾋﾆｷﾀﾞﾆﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 県道矢野安浦線 1965 12.6 7.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

桧谷橋(下り)(7076) (ﾋﾆｷﾀﾞﾆﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 県道矢野安浦線 1965 17.0 3.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

樋口橋(7080) (ﾋｸﾞﾁﾊｼ) 県道東広島本郷忠海線 1982 18.7 8.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新岡広橋(7082) (ｼﾝｵｶﾋﾛﾊｼ) 県道東広島本郷忠海線 1995 17.5 13.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

竹広一号橋(7083) (ﾀｹﾋﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 県道東広島本郷忠海線 1997 15.6 9.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

中川橋(708301) (ﾅｶｶﾞﾜ) 県道志和インター線 1961 6.0 7.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

竹広二号橋(7084) (ﾀｹﾋﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道東広島本郷忠海線 1997 19.0 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

元兼橋(7085) (ﾓﾄｶﾈﾊｼ) 県道広島空港線(広島中央フライ 1991 25.0 16.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

入野橋(7086) (ｲﾘﾉﾊｼ) 県道志和インター線 1987 29.6 11.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

石ヶ瀬橋(上り)(7087) (ｲｼｶﾞｾﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 県道西条停車場線 1992 52.2 9.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

石ヶ瀬橋(下り)(7088) (ｲｼｶﾞｾﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 県道西条停車場線 1992 52.2 9.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

加計橋(7091) (ｶｹﾊｼ) 県道安芸津下三永線 1961 18.5 6.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

印内橋(7093) (ｲﾝﾅｲﾊﾞｼ) 県道安芸津下三永線 1990 19.2 8.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

柿ノ木渡橋(7094) (ｶｷﾉｷﾜﾀﾘ) 県道安芸津下三永線 1992 14.3 8.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

市ノ渡橋(7095) (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 県道安芸津下三永線 1992 50.0 8.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ジョウビラ橋(拡幅部上り)(7100(ｼﾞｮｳﾋﾞﾗﾊｼ) 国道４８６号 不明 3.0 13.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

アスカ橋(7101) (ｱｽｶﾊｼ) 国道４８６号 不明 3.0 9.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

ムメイ橋(7102) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道４８６号 不明 2.0 9.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

郷橋(7103) (ｺﾞｳﾊｼ) 国道４８６号 1957 5.7 7.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

郷橋(拡幅部上り)(7104) (ｺﾞｳﾊｼ) 国道４８６号 1957 5.7 2.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

掛山橋(7105) (ｶｹﾔﾏﾊﾞｼ) 県道吉田豊栄線 1930 3.8 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

神田橋(7106) (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 県道安芸津下三永線 1956 10.7 9.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

クサダ橋(7107) (ｸｻﾀﾞﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1975 11.5 6.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新庄橋(7115) (ｼﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1930 8.0 4.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

杉坂下橋(7116) (ｽｷﾞｻｶｼﾓﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1963 4.1 5.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

杉坂中橋(7117) (ｽｷﾞｻｶﾅｶﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1930 3.2 4.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

新開橋(7118) (ｼﾝｶｲﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1990 7.3 7.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新開下橋(7119) (ｼﾝｶｲｼﾓﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1980 6.3 7.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ムメイ橋(7121) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1974 6.7 7.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

ムメイ橋(7122) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1974 6.5 7.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ウメケサコ橋(7126) (ｳﾒｹｻｺﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1928 3.6 8.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

平原谷橋(7129) (ﾋﾗﾊﾗﾀﾆﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1961 5.8 6.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

ムメイ橋(7130) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道矢野安浦線 1999 4.0 25.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ムメイ橋(7131) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道矢野安浦線 1999 3.2 9.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

観音橋(左)(7133) (ｶﾝｵﾝﾊｼ(ﾋﾀﾞﾘ)) 県道東広島白木線 1924 5.4 4.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

杵原橋(7134) (ｷﾈﾊﾗﾊｼ) 県道東広島本郷忠海線 1967 11.8 6.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

杵原橋(側道橋)(7135) (ｷﾈﾊﾗﾊｼ) 県道東広島本郷忠海線 不明 11.8 1.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

魚ヶ池橋(7142) (ｳｵｶﾞｲｹﾊｼ) 県道三和大和線 1998 11.8 10.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

向山下橋(7143) (ﾑｺｳﾔﾏｼﾓﾊｼ) 県道小河原志和線 1961 5.0 4.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

ショウワ橋(7144) (ｼｮｳﾜﾊｼ) 県道風早停車場線 1960 21.8 5.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新興橋(7145) (ｼﾝｺｳﾊｼ) 県道安芸津停車場線 1959 13.0 13.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

大樋橋(7154) (ｵｵﾋﾊﾞｼ) 県道岡郷東市之堂線 1923 6.7 4.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

五月橋(7155) (ｱﾔﾒﾊｼ) 県道津江郷原線 1959 9.2 4.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

新米山橋(7158) (ｼﾝｺﾒﾔﾏﾊｼ) 県道吉原清武線 1962 10.0 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ヒガシタニ橋(7159) (ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊｼ) 県道別府河内線 1980 10.2 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ
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西能良橋(7160) (ﾆｼﾉｳﾗﾊｼ) 県道別府河内線 1981 6.1 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

下女子畑橋(7171) (ｼﾓｵﾅｺﾞﾊﾀﾊｼ) 県道内海三津線 1977 11.0 7.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新大田橋(7173) (ｼﾝｵｳﾀﾞﾊﾞｼ) 県道内海三津線 1974 7.5 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

新大田橋(側道橋)(7174) (ｼﾝｵｵﾀﾊｼ) 県道内海三津線 1974 7.5 2.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

蓼橋(7175) (ﾀﾃﾞﾊｼ) 県道内海三津線 1956 5.3 9.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名ボックス(7176) (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 県道安芸津下三永線 1998 3.8 42.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

和田橋(7183) (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 県道東広島白木線 1954 4.2 7.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

竹仁橋(7184) (ﾀｹﾆﾊﾞｼ) 県道東広島本郷忠海線 1975 5.7 9.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

竹仁橋(側道橋)(7185) (ﾀｹﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道東広島本郷忠海線 不明 6.7 2.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

坂根橋(7190) (ｻｶﾈﾊﾞｼ) 県道馬木八本松線 1973 3.1 8.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ヤギ橋(7193) (ﾔｷﾞﾊﾞｼ) 県道馬木八本松線 1954 2.7 10.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

ヤギ橋(上り側道橋)(7194) (ﾔｷﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道馬木八本松線 不明 7.0 2.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ヤギ橋(下り側道橋)(7195) (ﾔｷﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道馬木八本松線 不明 2.7 2.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

無名橋(7196) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 県道東広島向原線 不明 7.5 6.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

無名橋(側道橋)(7197) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道東広島向原線 1996 11.7 6.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

江川下橋(7203) (ｴｶﾞﾜｼﾓﾊﾞｼ) 県道風早停車場線 1931 3.1 4.7 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

江川橋(7205) (ｴｶﾞﾜﾊﾞｼ) 県道風早停車場線 1961 4.2 5.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

中郷橋(7211) (ﾅｶｺﾞｳﾊﾞｼ) 県道下三永吉川線 1989 5.1 10.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

ゴンゲン橋(7221) (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 県道小多田安浦線 1935 5.1 5.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

箕越橋(7224) (ﾐﾉｺｼﾊﾞｼ) 県道小多田安浦線 1935 5.4 6.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

姫ヶ池橋(7231) (ﾋﾒｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 県道津江八本松線 1955 5.5 7.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

タカノ橋(7233) (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 県道津江八本松線 1954 4.1 15.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

上条二橋(7239) (ｶﾐｼﾞｮｳﾆﾊﾞｼ) 県道津江郷原線 1955 3.7 4.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

上条橋(7240) (ｶﾐｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 県道津江郷原線 1935 2.5 7.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

金本橋(側道橋)(7243) (ｶﾈﾓﾄﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道吉原清武線 不明 6.0 4.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

後畑橋(7247) (ｳｼﾛﾊﾀﾊﾞｼ) 県道小田白市線 1953 3.4 4.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

中山川橋(7248) (ﾅｶﾔﾏｶﾜﾊﾞｼ) 県道小田白市線 1961 4.3 5.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

上山川橋(7249) (ｶﾐﾔﾏｶﾜﾊﾞｼ) 県道小田白市線 1961 2.8 3.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

サカイ橋(7250) (ｻｶｲﾊﾞｼ) 県道小田白市線 1960 4.0 4.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

マルヤマ橋(7252) (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 県道小田白市線 1961 2.3 4.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

貞重橋(7253) (ｻﾀﾞｼｹﾞﾊﾞｼ) 県道小田白市線 1930 6.1 4.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

カミアリタ橋(7256) (ｶﾐｱﾘﾀﾊﾞｼ) 県道造賀八本松線 1972 2.8 7.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

ナカムネ橋(7257) (ﾅｶﾑﾈﾊﾞｼ) 県道造賀八本松線 1964 3.8 8.1 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

ミョウジン橋(7258) (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 県道造賀田万里線 1958 3.1 7.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

イクタ橋(7261) (ｲｸﾀﾊﾞｼ) 県道造賀田万里線 1964 4.1 7.2 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

清武橋(7289) (ｷﾖﾀｹﾊﾞｼ) 国道３７５号 不明 6.0 11.5 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名橋(8090) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 県道安芸津下三永線 不明 2.0 13.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

佐々木橋(733501) (ｻｻｷ) 県道津江八本松線 1954 17.6 13.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

中渡橋(733801) (ﾅｶﾜﾀﾘ) 県道吉川大多田線 1976 15.7 11.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

市畑橋(733802) (ｲﾁﾊﾀ) 県道吉川大多田線 1977 8.7 7.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

町行橋(735001) (ﾏﾁﾕｷ) 県道造賀八本松線 1970 9.5 9.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅱ

新古柳橋(735102) (ｼﾝﾌﾙﾔﾅｷﾞ) 県道造賀田万里線 1988 21.5 6.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

無名ボックス(7373) (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 県道志和インター線 不明 3.0 12.8 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

不明059-01(8018) (ﾌﾒｲｲﾁ) 県道東広島本郷忠海線 1986 16.3 3.0 広島県 広島県 竹原市 Ⅱ

原田１号橋(8024) (ﾊﾗﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1940 3.2 19.0 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

不明065-03(8028) (ﾌﾒｲｻﾝ) 県道大崎上島循環線 不明 2.0 11.1 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

本郷橋(8029) (ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1967 9.0 10.5 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

原下橋(8030) (ﾊﾗｹﾞﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1979 6.0 15.7 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅰ

大田橋(8031) (ｵｵﾀﾊｼ) 県道大崎上島循環線 不明 6.8 11.6 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

大田橋側道橋(8032) (ｵｵﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道大崎上島循環線 不明 8.8 2.0 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

大田１号橋(8033) (ｵｵﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 県道大崎上島循環線 不明 7.7 9.2 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅰ

象頭橋(8034) (ｿﾞｳｽﾞﾊｼ) 県道大崎上島循環線 不明 2.2 10.6 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

新港橋(8035) (ｼﾝｺｳﾊｼ) 県道大崎上島循環線 2009 6.9 22.0 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅰ

不明065-04(8036) (ﾌﾒｲｼ) 県道大崎上島循環線 不明 3.0 5.6 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

鮴崎２号橋(8039) (ﾒﾊﾞﾙｻﾞｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 県道大崎上島循環線 1970 32.7 6.5 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅲ

中央橋(8041) (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1958 3.6 6.7 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅰ

地蔵平橋(8042) (ｼﾞｿﾞｳﾋﾗﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1958 3.5 7.5 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

不明065-05(8043) (ﾌﾒｲｺﾞ) 県道大崎上島循環線 1970 280.0 3.0 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅲ

不明065-06(8044) (ﾌﾒｲﾛｸ) 県道大崎上島循環線 1970 108.9 4.0 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅲ

野賀橋(8045) (ﾉｶﾞﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1964 3.0 10.3 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅰ

柿之浦橋(8046) (ｶｷﾉｳﾗﾊｼ) 県道大崎上島循環線 1990 13.0 8.8 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅲ

長江橋(8064) (ﾅｶﾞｴﾊｼ) 県道大西大西港線 1961 7.5 6.5 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ
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大久保橋(8065) (ｵｵｸﾎﾞﾊｼ) 県道大田木ノ江線 1965 2.0 21.0 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

清水橋(8066) (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 県道大田木ノ江線 1965 2.4 5.3 広島県 広島県 大崎上島町 Ⅱ

ボックス１(8069) (ﾎﾞｯｸｽ1) 県道三原竹原線 2001 4.3 4.7 広島県 広島県 竹原市 Ⅱ

立掛橋(8079) (ﾀﾁｶｹﾊﾞｼ) 県道上三永竹原線 1959 16.4 5.1 広島県 広島県 竹原市 Ⅰ

千代田橋(5056) (ﾁﾖﾀﾞﾊｼ) 国道２６１号 1968 49.0 9.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

新庄中橋(5064) (ｼﾝｼﾞｮｳﾅｶﾊｼ) 国道２６１号 1995 46.0 14.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

八重大橋(5070) (ﾔｴｵｵﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1979 76.0 16.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

勝草大橋(5108) (ｶｯｿｳｵｵﾊｼ) 国道４３３号 2001 80.0 12.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

堀越橋(5116) (ﾎﾘｺｼﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1961 11.4 6.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

鑪橋(5124) (ﾀﾀﾗﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 1996 11.5 9.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

矢形橋(5128) (ﾔｶﾀﾊﾞｼ) 県道安佐豊平芸北線 1960 10.0 7.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

野賀橋(5133) (ﾉｶﾞﾊｼ) 県道千代田八千代線 1956 28.7 6.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

雲月橋(5140) (ｳﾝｹﾞﾂﾊｼ) 県道今福芸北線 1983 10.8 7.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

藤田橋(5141) (ﾌｼﾞﾀﾊｼ) 県道今福芸北線 1980 10.7 7.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

駅前橋(5145) (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 県道筒賀停車場線 1960 12.3 4.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

柴木橋(5146) (ｼﾊﾞｷﾞﾊｼ) 県道三段峡線 1954 40.5 7.8 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

柴木橋歩道橋(5147) (ｼﾊﾞｷﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三段峡線 1954 40.5 2.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

上原橋(5149) (ｳｴﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 県道澄合豊平線 1964 33.0 6.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

三谷橋(5155) (ﾐﾀﾆﾊｼ) 県道上筒賀筒賀停車場線 1952 17.9 4.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

中之原2号橋(5156) (ﾅｶﾉﾊﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 県道上筒賀筒賀停車場線 1983 13.4 7.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

田之尻橋(5159) (ﾀﾉｼﾞﾘﾊｼ) 県道上筒賀筒賀停車場線 1952 19.8 5.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

井仁口橋(5160) (ｲﾆｸﾁﾊｼ) 県道中筒賀下線 1954 35.1 4.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

鳥落橋(5170) (ﾄﾘｵﾁﾊｼ) 県道八幡雲耕線 1937 12.9 8.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

下山橋(5208) (ｼﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 国道１８６号 1962 39.0 6.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

本郷市橋(5227) (ﾎﾝｺﾞｳｲﾁﾊｼ) 国道１９１号 1936 5.7 7.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

大倉尻橋(5239) (ｵｵｸﾗｼﾞﾘﾊｼ) 国道４３３号 1953 13.0 12.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

惣森橋(5240) (ｿｳﾓﾘﾊｼ) 国道４３３号 1960 3.6 8.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

小原橋(5241) (ｺﾊﾞﾗﾊｼ) 国道４３３号 1960 3.5 3.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

大越木橋(5242) (ｵｵｺﾞｼｷﾊｼ) 国道４３３号 1960 4.3 4.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

二重谷橋(5243) (ﾆｴﾀﾞﾆﾊｼ) 国道４３３号 1931 3.8 4.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

出合橋(5245) (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 県道浜田八重可部線 1933 3.4 5.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

藤谷橋(車道部)(5246) (ﾌｼﾞﾀﾆﾊｼ(ｼｬﾄﾞｳﾌﾞ) 県道浜田八重可部線 1917 2.8 9.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

藤谷橋(歩道部)(5247) (ﾌｼﾞﾀﾆﾊｼ(ﾎﾄﾞｳﾌﾞ) 県道浜田八重可部線 1917 2.8 3.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

四通橋(上り線)(5248) (ﾖﾄｵﾘﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 県道浜田八重可部線 1995 5.6 8.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

氏神橋(5250) (ｳｼﾞｶﾞﾐﾊﾞｼ) 県道浜田八重可部線 1932 6.0 6.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

落合橋(5254) (ｵﾁｱｲﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 1962 5.0 7.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

上西橋(5255) (ｶﾐﾆｼﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 1937 7.0 6.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

橋詰橋(5256) (ﾊｼﾂﾞﾒﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 1968 9.1 7.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

土居橋(5257) (ﾄﾞｲﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 1990 4.8 10.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

長沢橋(5277) (ﾅｶﾞｻﾜﾊｼ) 県道都川中野線 1949 7.0 7.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

桧谷橋(5278) (ﾋﾉﾀﾆﾊｼ) 県道波佐芸北線 1960 5.1 3.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

今田屋橋(5279) (ｲﾏﾀﾔﾊｼ) 県道波佐芸北線 1962 5.5 3.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

嶋木橋(5280) (ｼﾏｷﾊｼ) 県道下佐東線 1960 6.5 5.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

四巻橋(5281) (ｼﾏｷﾊｼ) 県道下佐東線 1960 3.1 3.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

寄谷橋(5283) (ﾖﾘﾔﾊｼ) 県道下佐東線 1964 5.6 4.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

白谷橋(5289) (ｼﾛﾀﾆﾊｼ) 県道吉和戸河内線 1961 6.7 5.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

出合橋(5292) (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 県道吉和戸河内線 1926 19.8 4.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

籾祖橋(5298) (ﾓﾐｿﾊｼ) 県道澄合豊平線 1957 10.0 11.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

小屋原橋(5301) (ｺﾔﾊﾞﾗﾊｼ) 県道上筒賀筒賀停車場線 1960 4.7 4.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

上原2号橋(5307) (ｳｴﾊﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 県道中筒賀下線 1951 7.7 5.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

大仙橋(5401) (ﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 国道１８６号 1959 3.4 40.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

見返り橋(5403) (ﾐｶｴﾘﾊｼ) 国道１８６号 1994 150.0 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

瀧山峡大橋(5404) (ﾀｷﾔﾏｷｮｳｵｵﾊｼ) 国道１８６号 1997 369.0 10.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

可愛橋(5405) (ｴﾉﾊｼ) 国道１８６号 1990 143.0 10.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

温井橋(5406) (ﾇｸｲﾊｼ) 国道１８６号 1985 100.0 10.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

猪落し橋(5407) (ｼｼｵﾄｼﾊｼ) 国道１８６号 1990 202.0 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

大平大橋(5408) (ｵｵﾋﾗｵｵﾊｼ) 国道１８６号 1991 202.1 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

つねよし橋(5409) (ﾂﾈﾖｼﾊｼ) 国道１８６号 1986 105.0 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

ひずり橋(5410) (ﾋｽﾞﾘﾊｼ) 国道１８６号 1987 131.0 8.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋1(5411) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 1990 6.2 9.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋2(5412) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 1990 3.6 7.3 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋3(5413) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 4.5 13.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ
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上殿大橋(5420) (ｶﾐﾄﾉｵｵﾊｼ) 国道１８６号 2001 152.0 7.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋8(5421) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 6.5 22.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋9(5422) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 3.1 16.9 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋10(車道部)(5423) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 5.3 12.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋10(歩道部)(5424) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 7.0 2.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋11(5425) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 9.6 13.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋12(5426) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 3.4 31.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

無名橋13(下り線)(5427) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 5.8 14.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋14(5430) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 4.1 33.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

轟大橋(5431) (ﾄﾄﾞﾛｷｵｵﾊｼ) 国道１８６号 1973 141.5 9.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

大歳谷橋(5432) (ｵｵﾄｼﾀﾆﾊｼ) 国道１８６号 不明 2.5 7.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋15(下り線)(5433) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 3.1 8.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋15(上り線)(5434) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 3.5 5.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋16(5435) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 5.1 8.9 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋17(5436) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 2.4 14.9 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋18(5437) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 3.6 12.8 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋19(5438) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 7.1 11.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋20(5439) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 3.6 11.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋21(車道部)(5440) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８６号 不明 5.0 6.2 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋22(5442) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 2.4 19.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋23(5443) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 3.2 22.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋24(5444) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 5.0 23.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋25(5445) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 3.2 31.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋26(5446) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 6.2 12.8 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋27(5447) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 2.3 26.7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋28(5448) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 3.6 20.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋29(5449) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 5.5 15.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋30(5450) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 2.6 18.3 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋31(5452) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 2.6 9.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋33(5455) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 3.6 19.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

新明神橋(5456) (ｼﾝﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 国道１９１号 1975 146.0 11.9 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

無名橋34(5457) (ﾑﾒｲ) 国道１９１号 不明 4.8 11.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

加計大橋(5458) (ｶｹｵｵﾊｼ) 国道１９１号 1979 338.7 11.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋35(5459) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 8.2 29.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋36(車道部)(5460) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 3.8 8.6 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋36(歩道部)(5461) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 3.8 3.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

辻ヶ河原大橋(5462) (ﾂｼﾞｶﾞｶﾜﾊﾗｵｵﾊｼ) 国道１９１号 1979 210.7 11.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋37(5464) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１９１号 不明 2.9 10.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋58(5470) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道旭戸河内線 不明 2.6 28.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋59(5471) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道旭戸河内線 不明 2.9 21.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋60(5472) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道旭戸河内線 不明 2.3 16.7 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋61(5473) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道旭戸河内線 不明 2.1 10.4 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋63(5475) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道旭戸河内線 不明 2.4 14.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

無名橋38(5502) (ﾑﾒｲﾊｼ38) 国道２６１号 不明 4.8 21.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋39(5503) (ﾑﾒｲﾊｼ39) 国道２６１号 不明 2.0 12.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋40(5504) (ﾑﾒｲﾊｼ40) 国道２６１号 1986 2.7 12.2 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋41(5505) (ﾑﾒｲﾊｼ41) 国道２６１号 不明 2.5 16.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋42(5506) (ﾑﾒｲﾊｼ42) 国道２６１号 不明 4.4 29.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

水崎歩道橋(5507) (ﾐｽﾞｻｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２６１号 1986 45.7 3.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋43(5508) (ﾑﾒｲﾊｼ43) 国道２６１号 不明 3.1 19.6 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋44(5509) (ﾑﾒｲﾊｼ44) 国道２６１号 不明 2.9 28.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋45(5510) (ﾑﾒｲﾊｼ45) 国道２６１号 不明 2.9 19.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋46(5511) (ﾑﾒｲﾊｼ46) 国道２６１号 不明 2.3 16.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋65(5542) (ﾑﾒｲﾊｼ65) 県道安佐豊平芸北線 1981 3.0 12.8 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

無名橋66(5543) (ﾑﾒｲﾊｼ66) 県道安佐豊平芸北線 不明 2.5 16.9 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

無名橋67(5544) (ﾑﾒｲﾊｼ67) 県道安佐豊平芸北線 不明 3.8 21.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

無名橋73(5554) (ﾑﾒｲﾊｼ73) 県道安佐豊平芸北線 不明 2.6 18.1 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

小追橋(5557) (ｺｻｺﾊｼ) 県道五日市筒賀線 1994 5.4 9.8 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋74(5558) (ﾑﾒｲﾊｼ74) 県道五日市筒賀線 不明 2.9 11.0 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋75(5559) (ﾑﾒｲﾊｼ75) 県道五日市筒賀線 不明 3.6 14.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋76(5560) (ﾑﾒｲﾊｼ76) 県道五日市筒賀線 不明 3.6 11.3 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

無名橋77(5561) (ﾑﾒｲﾊｼ77) 県道五日市筒賀線 不明 2.6 9.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ
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無名橋78(5562) (ﾑﾒｲﾊｼ78) 県道五日市筒賀線 不明 2.3 11.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

湯之谷橋(5563) (ﾕﾉﾀﾆﾊｼ) 県道五日市筒賀線 1985 8.4 8.9 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

中祖橋(5663) (ﾅｶｿﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 2008 6.2 12.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

錠口橋(5664) (ｶﾅｸﾁﾊｼ) 県道安佐豊平芸北線 2010 11.2 12.3 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

五丁目橋(10084) (ｺﾞﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 県道井原福山港線 1969 10.0 12.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

大津野橋(10085) (ｵｵﾂﾉﾊｼ) 県道井原福山港線 1944 8.7 20.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新天田橋(10087) (ｼﾝﾃﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 県道芳井油木線 1971 8.4 7.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

天領橋(10112) (ﾃﾝﾘｮｳﾊｼ) 県道三原東城線 1975 19.2 10.9 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

二森橋(10113) (ﾌﾀﾓﾘﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1973 23.7 8.5 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

二森側道橋(10114) (ﾌﾀﾓﾘｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三原東城線 1983 23.7 2.0 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

善明橋(10115) (ｾﾞﾝﾐｮｳﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1969 22.0 14.3 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

116無名(10116) (ﾑﾒｲ) 県道三原東城線 不明 2.0 10.9 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

117無名(10117) (ﾑﾒｲ) 県道三原東城線 不明 2.0 8.8 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

岩崎橋(10118) (ｲﾜｻｷﾊｼ) 県道三原東城線 不明 3.0 11.9 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

119無名(10119) (ﾑﾒｲ) 県道三原東城線 不明 2.0 12.7 広島県 広島県 府中市 Ⅱ

宮前橋(10120) (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 県道三原東城線 1983 7.7 9.0 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

丸山橋(10121) (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1968 8.5 8.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

加賀羅橋(10122) (ｶｶﾞﾗﾊｼ) 県道三原東城線 1975 19.0 8.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

土居橋(10123) (ﾄﾞｲﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1989 27.2 10.1 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

出雲橋(10124) (ｲｽﾞﾓﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1989 16.8 9.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

宇賀別橋(10125) (ｳｶﾞﾜｶﾚﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1988 17.6 9.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

岩石橋(10126) (ｲﾜｲｼﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1968 2.5 9.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

常磐橋(10127) (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1975 7.3 7.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

殿敷橋(10128) (ﾄﾉｼｷﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1975 11.5 7.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

大仙橋(10129) (ﾀﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1977 13.8 8.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

高光郷橋(10130) (ﾀｶﾐﾂｺﾞｳﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1965 5.0 7.4 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

高光郷側道橋(10131) (ﾀｶﾐﾂｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三原東城線 不明 5.0 2.6 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

土井橋(10132) (ﾄﾞｲﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1998 16.9 11.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

大滝上橋(10133) (ｵｵﾀｷｶﾐﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1991 21.3 11.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

大滝下橋(10134) (ｵｵﾀｷｼﾓﾊﾞｼ) 県道三原東城線 1993 33.2 11.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

田中橋(10135) (ﾀﾅｶﾊｼ) 県道吉舎油木線 1972 24.2 7.2 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

田中側道橋(10136) (ﾀﾅｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道吉舎油木線 不明 24.2 3.0 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

木頃橋(10137) (ｺｺﾞﾛｷｮｳ) 県道吉舎油木線 1935 4.0 15.0 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

友広橋(10138) (ﾄﾓﾋﾛﾊｼ) 県道吉舎油木線 2004 5.4 10.8 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

大前橋(10144) (ｵｵﾏｴﾊﾞｼ) 県道吉舎油木線 1991 7.5 17.2 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

神中橋(10145) (ｶﾐﾅｶﾊﾞｼ) 県道吉舎油木線 1966 2.9 6.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

宮谷橋(10146) (ﾐﾔﾀﾆﾊﾞｼ) 県道吉舎油木線 1967 5.0 7.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

河原郷橋(10147) (ｶﾜﾊﾗｺﾞｳﾊｼ) 県道吉舎油木線 1978 8.4 8.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

不明(10148) (ﾌﾒｲｷｮｳ) 県道吉舎油木線 1972 3.2 7.8 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

平栗橋(10149) (ﾋﾗｸﾞﾘﾊｼ) 県道吉舎油木線 1972 4.4 7.1 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

稲荷橋(10152) (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 県道府中松永線 1974 21.0 8.8 広島県 広島県 府中市 Ⅲ

栗柄橋(10153) (ｸﾘｶﾞﾗﾊﾞｼ) 県道府中松永線 1986 6.4 13.0 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

美土呂橋(10154) (ﾐﾄﾞﾛﾊﾞｼ) 県道府中松永線 1986 7.1 11.1 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

155無名(10155) (ﾑﾒｲ) 県道府中松永線 不明 2.1 10.0 広島県 広島県 府中市 Ⅰ

156無名(10156) (ﾑﾒｲ) 県道府中松永線 不明 2.0 12.6 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

新延平橋(10157) (ｼﾝﾉﾍﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 県道府中松永線 1996 23.0 12.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

山手大橋(10158) (ﾔﾏﾃｵｵﾊｼ) 県道府中松永線 1997 43.2 13.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

土井橋(10159) (ﾄﾞｲﾊﾞｼ) 県道府中松永線 1967 3.0 9.7 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

高戸橋(10173) (ﾀｶﾄﾊｼ) 県道後山公園洗谷線 1969 37.6 8.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

高尾橋(10226) (ｺｳｵﾝﾊｼ) 県道加茂油木線 1962 16.2 9.2 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

蕪谷橋(10230) (ｶﾌﾞﾗﾀﾞﾆﾊｼ) 県道加茂油木線 1955 7.2 6.9 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

上田原橋(10231) (ｶﾐﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 県道加茂油木線 1961 25.2 5.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

笠原橋(10233) (ｶｻﾊﾗﾊｼ) 県道加茂油木線 1961 4.5 4.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

紅葉橋(10235) (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 県道加茂油木線 1963 21.2 4.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

矢ノ谷橋(10236) (ﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 県道加茂油木線 1964 10.3 4.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

アオウラ橋(10238) (ｱｵｳﾗ) 県道加茂油木線 1959 4.6 3.7 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

妙見橋(10239) (ﾐｮｳｹﾝﾊｼ) 県道加茂油木線 1952 8.8 3.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

矢名瀬橋(10240) (ﾔﾅｾﾊｼ) 県道加茂油木線 1962 9.0 4.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

片屋橋車道(左)(10242) (ｶﾀﾔﾊｼ) 県道加茂油木線 1935 4.3 7.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

片屋橋車道(右)(10243) (ｶﾀﾔﾊｼｼｬﾄﾞｳ(ﾐｷﾞ) 県道加茂油木線 1935 4.3 7.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

山野橋(10245) (ﾔﾏﾉﾊｼ) 県道加茂油木線 1938 65.2 5.3 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

小迫橋(10246) (ｺｻｺﾊｼ) 県道加茂油木線 1932 7.2 4.3 広島県 広島県 福山市 Ⅱ
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南橋(10247) (ﾐﾅﾐﾊｼ) 県道福山鞆線 1955 6.0 31.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

南橋側道橋(左)(10248) (ﾐﾅﾐﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾋﾀﾞﾘ) 県道福山鞆線 1955 6.0 3.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

南橋側道橋(右)(10249) (ﾐﾅﾐﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾐｷﾞ) 県道福山鞆線 1955 6.0 3.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

4ムメイ橋(10250) (ﾑﾒｲ) 県道福山鞆線 不明 6.6 31.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

5ムメイ橋(10251) (ﾑﾒｲ) 県道福山鞆線 不明 4.6 34.2 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

五本松橋(10254) (ｺﾞﾎﾝﾏﾂﾊｼ) 県道福山鞆線 1980 11.5 25.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

小水呑橋(10255) (ｺﾐﾉﾐﾊｼ) 県道福山鞆線 1956 7.3 6.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

葛城橋(10258) (ｶﾂﾗｷﾞﾊｼ) 県道福山鞆線 1955 2.5 6.6 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

佐須良橋(10259) (ｻｽﾗﾊｼ) 県道福山鞆線 1930 3.1 6.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

15ムメイ橋車道(右)(10261) (ｼｬﾄﾞｳ(ﾐｷﾞ) 県道福山鞆線 不明 2.3 4.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

金山橋(10274) (ｶﾈﾔﾏﾊｼ) 県道新市七曲西城線 1937 3.8 3.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

川井谷橋(10277) (ｶﾜｲﾀﾆﾊｼ) 県道新市七曲西城線 1938 10.6 5.4 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

宮本橋(10278) (ﾐﾔﾓﾄﾊｼ) 県道新市七曲西城線 1961 13.5 5.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

大石橋車道(左)(10279) (ｵｵｲｼﾊｼｼｬﾄﾞｳ(ﾋﾀﾞﾘ) 県道新市七曲西城線 1928 3.4 3.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

大石橋車道(右)(10280) (ｵｵｲｼﾊｼｼｬﾄﾞｳ(ﾐｷﾞ) 県道新市七曲西城線 1928 3.4 3.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

丸山橋(10281) (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 県道新市七曲西城線 1948 9.6 4.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

法雲寺橋車道(右)(10283) (ﾎｵｳﾝｼﾞﾊｼｼｬﾄﾞｳ(ﾐｷﾞ) 県道新市七曲西城線 1948 3.3 3.9 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

清水橋(10298) (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 県道鞆松永線 1983 24.7 7.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

2ボックス(10299) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 2.5 8.4 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

3ボックス(10300) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 3.6 7.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

5ボックス(10302) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 5.6 10.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

6ボックス(10303) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 2.5 11.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

7ボックス(10304) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 1993 3.1 19.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

8ボックス(10305) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 1993 3.6 12.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

9ボックス(10306) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 1993 3.6 15.8 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

横引橋(10308) (ﾖｺﾋﾞｷﾊｼ) 県道鞆松永線 1973 16.0 8.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

横引橋側道橋(左)(10309) (ﾖｺﾋﾞｷﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾋﾀﾞﾘ) 県道鞆松永線 1973 30.0 2.5 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

千年橋(10310) (ﾁﾄｾﾊｼ) 県道鞆松永線 1973 9.6 8.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

千年橋側道橋(左)(10311) (ﾁﾄｾﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾋﾀﾞﾘ) 県道鞆松永線 1973 15.2 2.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

千年橋側道橋(右)(10312) (ﾁﾄｾﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾐｷﾞ) 県道鞆松永線 1973 19.1 3.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

16ボックス(10313) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 2.1 12.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

21ボックス(10318) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 3.2 23.3 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

大田橋(10319) (ﾀﾞｱﾀﾞﾊｼ) 県道鞆松永線 1985 23.7 10.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

24ボックス(10321) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 3.0 12.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

才戸橋(10322) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 1968 2.8 3.9 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

日之山橋(10323) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 1988 11.3 15.2 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

新野島橋(10324) (ｼﾝﾉｼﾞﾏﾊｼ) 県道鞆松永線 不明 5.6 15.4 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

新野島橋側道橋(左)(10325) (ｼﾝﾉｼﾞﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾋﾀﾞﾘ) 県道鞆松永線 不明 5.6 2.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

新野島橋側道橋(右)(10326) (ｼﾝﾉｼﾞﾏﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾐｷﾞ) 県道鞆松永線 不明 7.2 2.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

慶応浜橋(10328) (ｹｲｵｳﾊﾏﾊｼ) 県道鞆松永線 1962 37.8 8.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

相生島橋(10329) (ｱｲｵｲｼﾞﾏﾊｼ) 県道鞆松永線 1988 48.0 7.1 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

神島橋(10330) (ｶｼﾏﾊｼ) 県道鞆松永線 1962 9.5 7.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

亀鶴橋(10332) (ｷｶﾌﾊｼ) 県道鞆松永線 1952 3.6 7.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

河手川橋(10335) (ｶﾜﾃｶﾞﾜﾊｼ) 県道福山尾道線 1957 10.9 8.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

河手川橋側道橋(左)(10336) (ｶﾜﾃｶﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾋﾀﾞﾘ) 県道福山尾道線 不明 12.9 2.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

4ムメイ橋(10338) (ﾑﾒｲ) 県道福山尾道線 不明 3.0 9.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

不明橋(10409) (ﾌﾒｲﾊｼ) 県道布賀油木線 不明 2.7 19.5 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

落合橋(10410) (ｵﾁｱｲﾊｼ) 県道布賀油木線 不明 9.2 9.9 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

不明橋(10411) (ﾌﾒｲﾊｼ) 県道布賀油木線 不明 3.0 8.9 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

現金屋橋(下り線)(10412) (ｹﾞﾝｷﾞﾝﾔﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 県道布賀油木線 1961 10.3 4.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

現金屋橋(上り線)(10413) (ｹﾞﾝｷﾞﾝﾔﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 県道布賀油木線 1961 10.3 5.2 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

臂屋橋(下り線)(10414) (ﾋｼﾞﾔﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 県道布賀油木線 1967 5.7 6.6 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

臂屋橋(上り線)(10415) (ﾋｼﾞﾔﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 県道布賀油木線 不明 5.7 2.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

愛岩上橋(10416) (ｱﾀｺﾞｶﾐﾊｼ) 県道布賀油木線 1972 3.9 9.3 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

中間谷橋(10417) (ﾅｶﾏﾀﾆﾊｼ) 県道布賀油木線 1972 10.4 8.0 広島県 広島県 神石高原町 Ⅰ

タブチ橋(10418) (ﾀﾌﾞﾁﾊｼ) 県道布賀油木線 不明 2.2 8.1 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

河森橋(10486) (ｺｳﾓﾘﾊｼ) 県道帝釈峡井関線 1978 20.8 8.2 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

佐草橋(10542) (ｻｸｻﾊｼ) 県道井関加茂線 1958 5.1 4.4 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

久留美橋(10545) (ｸﾙﾋﾞﾊﾞｼ) 県道井関加茂線 1959 6.1 4.1 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

龍王橋(10557) (ﾘﾕｳｵｳﾊﾞｼ) 県道井関加茂線 1952 9.4 8.2 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

落合橋(10558) (ｵﾁｱｲﾊｼ) 県道井関加茂線 1961 7.1 5.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新徳島橋(10585) (ｼﾝﾄｸｼﾏﾊｼ) 県道鞆松永線 1971 15.0 20.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ
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4467ボックス(10594) (ﾎﾞｯｸｽ) 県道鞆松永線 不明 2.3 16.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

川南陸橋(80118202) (ｶﾜﾐﾅﾐﾘｯｷｮｳ) 国道１８２号 1969 196.6 16.6 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

新福山陸橋(鋼桁部)(80118204) (ｼﾝﾌｸﾔﾏﾘｯｷｮｳ(ｺｳｹﾞﾀﾌﾞ) 国道１８２号 1964 41.1 20.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

高渕橋(80131301) (ﾀｶﾌﾁﾊﾞｼ) 国道３１３号 1965 49.2 11.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名(ﾎﾞｯｸｽ)(80131302) (ﾑﾒｲﾎﾞｯｸｽ) 国道３１３号 不明 3.6 12.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋(98+98)(80131305) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 国道３１３号 不明 2.8 11.6 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

徳田陸橋(80148601) (ﾄｸﾀﾞﾘｯｷｮｳ) 国道４８６号 1980 160.2 20.1 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

柞磨大橋(鋼桁部)(80204804) (ﾀﾙﾏｵｵﾊｼ(ｺｳｹﾞﾀﾌﾞ) 県道府中松永線 1994 40.0 9.1 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

引野橋(80207601) (ﾋｷﾉﾊﾞｼ) 県道神辺大門線 1982 16.2 15.8 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

梅ノ木橋(80315814) (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 県道尾道新市線 1971 6.1 7.5 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

三池橋(80318105) (ﾐﾂｲｹﾊｼ) 県道下御領新市線 1992 12.4 9.5 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

手城大橋(80324401) (ﾃｼﾛｵｵﾊｼ) 県道福山港線 1964 80.3 20.0 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

入江大橋(80338001) (ｲﾘｴｵｵﾊｼ) 県道水呑手城線 1972 341.5 16.7 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

平成大橋(80339201) (ﾍｲｾｲｵｵﾊｼ) 県道中野駅家線 1993 31.0 12.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

法成寺新橋(80339202) (ﾎｳｼﾞｮｳｼﾞｼﾝﾊｼ) 県道中野駅家線 不明 13.7 16.8 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

駅家陸橋(80339203) (ｴｷﾔﾘｯｷｮｳ) 県道中野駅家線 1976 167.4 10.0 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

無名橋(№47+50付近)(80339205)(ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 県道中野駅家線 不明 6.0 17.0 広島県 広島県 福山市 Ⅰ

弘法大橋(80346302) (ｺｳﾎﾞｳｵｵﾊｼ) 県道津之郷山守線 1989 87.6 9.3 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

西御所跨線橋(I桁合成)(0701184(ﾆｼｺﾞｼｮｺｾﾝｷｮｳ) 国道１８４号 1968 127.4 10.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

尾道小橋(070131703) (ｵﾉﾐﾁｺﾊｼ) 国道３１７号 1967 60.0 8.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

山波橋(070131704) (ｻﾝﾊﾞﾊｼ) 国道３１７号 1967 9.2 5.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

新山波橋(070131705) (ｼﾝｻﾝﾊﾞﾊｼ) 国道３１７号 1980 26.4 5.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

日山地大橋(鋼I桁)(070208201) (ﾋﾔﾏﾁｵｵﾊｼ) 県道広島空港本郷線 1991 41.6 9.6 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

定屋大橋(7027501) (ｼﾞｮｳｵｸｵｵﾊｼ) 県道三原竹原線 1998 143.0 17.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

ｻﾀﾞﾄﾓ橋(70315401) (ｻﾀﾞﾄﾓﾊｼ) 県道大和久井線 不明 4.1 5.4 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

無名橋-1(70315402) (ﾑﾒｲﾊｼ-1) 県道大和久井線 不明 2.5 11.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋-1(70315501) (ﾑﾒｲﾊｼ-1) 県道三原本郷線 不明 4.2 5.3 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

稲積橋(70315504) (ｲﾅｽﾞﾐﾊｼ) 県道三原本郷線 1964 9.8 5.8 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋-1(70336501) (ﾑﾒｲﾊｼ-1) 県道戸崎下組線 不明 2.0 2.7 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

満越橋(70336502) (ﾐﾁｺﾞｴﾊｼ) 県道戸崎下組線 不明 4.0 12.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

犬吠橋(70338901) (ｲﾇﾎﾞｳﾊｼ) 県道草深古市松永線 不明 3.5 7.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

灘橋(70338902) (ﾅﾀﾞﾊｼ) 県道草深古市松永線 不明 3.8 11.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

加羅加和橋(905501) (ｶﾗｶﾜ) 県道尾道三原線 1971 6.0 18.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

大谷橋(905502) (ｵｵﾀﾆ) 県道尾道三原線 1968 11.5 7.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

太郎谷橋(905503) (ﾀﾛｳﾀﾞﾆ) 県道尾道三原線 1999 60.0 13.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

寺前橋(905504) (ﾃﾗﾏｴ) 県道尾道三原線 1974 36.0 8.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

小山橋(905505) (ｺﾔﾏ) 県道尾道三原線 1974 17.0 8.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

小川橋(905506) (ｵｶﾞﾜ) 県道尾道三原線 不明 8.4 8.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

和田橋(905507) (ﾜﾀﾞ) 県道尾道三原線 1989 30.2 8.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋55-1(905508) (ﾑﾒｲ) 県道尾道三原線 不明 3.3 4.8 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋55-1(905509) (ﾑﾒｲ) 県道尾道三原線 不明 3.6 5.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋55-2(905510) (ﾑﾒｲ) 県道尾道三原線 不明 2.5 9.1 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋55-3(905511) (ﾑﾒｲ) 県道尾道三原線 不明 4.5 13.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋55-4(905512) (ﾑﾒｲ) 県道尾道三原線 不明 4.4 7.3 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋55-5(905513) (ﾑﾒｲ) 県道尾道三原線 不明 3.8 7.4 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋56-1(905601) (ﾑﾒｲ) 県道府中世羅三和線 不明 2.0 25.2 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

政国橋(905639) (ﾏｻｸﾆ) 県道府中世羅三和線 1995 16.0 11.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

無名橋56-17(905640) (ﾑﾒｲ) 県道府中世羅三和線 不明 4.2 10.6 広島県 広島県 世羅町 Ⅲ

無名橋59-5(905910) (ﾑﾒｲ) 県道東広島本郷忠海線 不明 3.2 5.9 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋59-6(905913) (ﾑﾒｲ) 県道東広島本郷忠海線 不明 4.6 26.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

甲原橋(905914) (ｷﾈﾊﾗ) 県道東広島本郷忠海線 1989 10.4 27.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

新慶応橋(9069) (ｼﾝｹｲｵｳﾊｼ) 国道３１７号 1990 14.5 7.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

新慶応側道橋(9070) (ｼﾝｹｲｵｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１７号 不明 14.5 1.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

昭和橋(9071) (ｼｮｳﾜﾊｼ) 国道３１７号 1969 14.2 9.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

昭和側道橋(9072) (ｼｮｳﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１７号 2008 14.2 4.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

潮越橋(907501) (ｼｵｺｼ) 県道三原竹原線 1959 28.0 7.0 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

潮越橋歩道橋(907502) (ｼｵｺｼﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三原竹原線 2005 42.5 2.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋75-1(907503) (ﾑﾒｲ) 県道三原竹原線 不明 8.0 45.5 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

潮見橋(907504) (ｼｵﾐ) 県道三原竹原線 1997 21.6 58.0 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

見初橋(907505) (ﾐｿﾒ) 県道三原竹原線 1992 26.9 54.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋75-2(907506) (ﾑﾒｲ) 県道三原竹原線 不明 2.4 23.8 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

高砂橋(907507) (ﾀｶｻｺﾞ) 県道三原竹原線 1956 24.7 4.6 広島県 広島県 三原市 Ⅱ
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吾妻橋(907508) (ｱｽﾞﾏ) 県道三原竹原線 1942 15.5 7.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋(土井)拡幅(9077) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１７号 1990 3.0 31.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

中央大橋(9078) (ﾁｭｳｵｳｵｵﾊｼ) 国道３１７号 不明 5.0 48.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

東西橋(9079) (ﾄｳｻﾞｲﾊｼ) 国道３１７号 1969 6.8 12.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

臥竜橋1(9140) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ1) 県道三原東城線 不明 8.8 6.6 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

恵下谷橋(臥竜橋2)(9141) (ｴｹﾞﾀﾆﾊｼ(ｶﾞﾘｭｳﾊｼ2) 県道三原東城線 1992 9.0 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

臥竜橋3(9142) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ3) 県道三原東城線 不明 9.0 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

臥竜橋4(9143) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ4) 県道三原東城線 不明 7.0 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

臥竜橋5(9144) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ5) 県道三原東城線 不明 6.0 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

臥竜橋6(9145) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ6) 県道三原東城線 不明 6.5 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

臥竜橋7(9146) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ7) 県道三原東城線 不明 6.5 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

臥竜橋8(9147) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ8) 県道三原東城線 不明 6.5 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

臥竜橋9(9148) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ9) 県道三原東城線 不明 6.0 7.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

臥竜橋10(9149) (ｶﾞﾘｭｳﾊｼ10) 県道三原東城線 不明 8.0 9.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

思案橋(9150) (ｼｱﾝﾊｼ) 県道三原東城線 1995 20.0 10.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

恵下谷小橋(9151) (ｴｹﾞﾀﾞﾆｺﾊｼ) 県道三原東城線 1999 21.5 7.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

恵下谷大橋(9152) (ｴｹﾞﾀﾞﾆｵｵﾊｼ) 県道三原東城線 1999 66.0 7.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

鷹見橋(9153) (ﾀｶﾐﾊｼ) 県道三原東城線 不明 8.2 12.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

加井知橋(9154) (ｶｲﾁﾊｼ) 県道三原東城線 1993 6.2 12.8 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

チョウジャ橋(9155) (ﾁｮｳｼﾞｬﾊｼ) 県道三原東城線 1967 4.0 12.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

オイタテ橋(9156) (ｵｲﾀﾃﾊｼ) 県道三原東城線 不明 2.7 11.1 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋25-1(9158) (ﾑﾒｲﾊｼ25-1) 県道三原東城線 不明 3.0 11.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

南落合橋(9160) (ﾐﾅﾐｵﾁｱｲﾊｼ) 県道三原東城線 不明 7.0 11.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

北落合橋(9161) (ｷﾀｵﾁｱｲﾊｼ) 県道三原東城線 不明 14.0 13.3 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

則重橋(9162) (ﾉﾘｼｹﾞﾊｼ) 県道三原東城線 不明 3.2 8.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋25-3(9163) (ﾑﾒｲﾊｼ25-3) 県道三原東城線 不明 3.0 26.0 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

新稲生橋(9164) (ｼﾝｲﾅﾘﾊｼ) 県道三原東城線 不明 9.3 11.1 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

西原橋(9165) (ﾆｼﾊﾗﾊｼ) 県道三原東城線 不明 8.0 7.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

石堂橋(9166) (ｲｼﾄﾞｳﾊｼ) 県道三原東城線 不明 8.0 8.9 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋25-5(9168) (ﾑﾒｲﾊｼ25-5) 県道三原東城線 不明 2.0 44.9 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

神崎橋(9169) (ｶﾝｻﾞｷﾊｼ) 県道三原東城線 1973 9.4 7.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

新神崎橋(9170) (ｼﾝｶﾝｻﾞｷﾊｼ) 県道三原東城線 1965 8.1 7.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

歩道橋(9171) (ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三原東城線 1998 8.8 2.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

栄橋(9172) (ｻｶｴﾊｼ) 県道三原東城線 1969 30.0 8.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

栄橋側道橋(9173) (ｻｶｴﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道三原東城線 1992 31.8 5.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

鳴戸橋(9188) (ﾅﾙﾄﾊｼ) 県道吉舎豊栄線 1968 8.3 6.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

居神橋(9190) (ｵﾘｶﾞﾐﾊｼ) 県道吉舎豊栄線 1973 11.0 7.5 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

無名橋28-5(9192) (ﾑﾒｲﾊｼ28-5) 県道吉舎豊栄線 不明 2.5 9.9 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

鳴戸橋側道橋(9193) (ﾅﾙﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道吉舎豊栄線 2007 9.5 2.8 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

箕内橋(9200) (ﾐﾉｳﾁﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1969 3.2 5.9 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

広瀬橋(9201) (ﾋﾛｾﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1968 6.3 6.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

郷原橋(9202) (ｺﾞｳﾊﾗﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1968 6.6 6.5 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

堂谷橋(9204) (ﾄﾞｳﾀﾆﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1991 32.9 12.5 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

新境橋(9207) (ｼﾝｻｶｴﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1958 27.0 9.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

新境側道橋(9208) (ｼﾝｻｶｴｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 県道瀬野川福富本郷線 1980 28.0 3.3 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

無名橋48-2(9231) (ﾑﾒｲﾊｼ48-2) 県道府中松永線 不明 2.7 27.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋48-3(9232) (ﾑﾒｲﾊｼ48-3) 県道府中松永線 不明 2.7 23.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

古賀本1号橋(9233) (ｺｶﾞﾓﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 県道府中松永線 2000 19.0 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

古賀本2号橋(9234) (ｺｶﾞﾓﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) 県道府中松永線 2000 31.0 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

吉井1号橋(9235) (ﾖｼｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 県道府中松永線 2000 21.0 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

吉井2号橋(9236) (ﾖｼｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 県道府中松永線 2000 28.0 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋48-4(9237) (ﾑﾒｲﾊｼ48-4) 県道府中松永線 不明 2.0 15.7 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

田中1号橋(9238) (ﾀﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 県道府中松永線 2001 34.5 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋48-5(9239) (ﾑﾒｲﾊｼ48-5) 県道府中松永線 不明 3.0 11.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

田中2号橋(9240) (ﾀﾅｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 県道府中松永線 2001 32.0 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋52-1(9250) (ﾑﾒｲﾊｼ52-1) 県道世羅甲田線 不明 4.0 8.8 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

津口大橋(9251) (ﾂｸﾁｵｵﾊｼ) 県道世羅甲田線 不明 8.0 10.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

一ツ橋(9252) (ﾋﾄﾂﾊｼ) 県道世羅甲田線 1988 19.9 10.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

松屋橋(9253) (ﾏﾂﾔﾊｼ) 県道世羅甲田線 1967 3.0 6.9 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

無名橋52-2(9254) (ﾑﾒｲﾊｼ52-2) 県道世羅甲田線 不明 4.0 31.0 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

永谷橋(9256) (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 県道世羅甲田線 不明 11.3 8.7 広島県 広島県 世羅町 Ⅰ

空港前橋(上り線)(9260) (ｸｳｺｳﾏｴﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 県道広島空港線(広島中央フライ 1988 33.0 12.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ
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空港前橋(下り線)(9261) (ｸｳｺｳﾏｴﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ) 県道広島空港線(広島中央フライ 1991 33.0 14.5 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋73-1(9262) (ﾑﾒｲﾊｼ73-1) 県道広島空港線(広島中央フライ 不明 6.0 23.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋73-2(9263) (ﾑﾒｲﾊｼ73-2) 県道広島空港線(広島中央フライ 不明 6.0 20.4 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

城山橋(9271) (ｼﾞｮｳﾔﾏﾊｼ) 県道生口島循環線 1987 8.6 12.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋81-1(9272) (ﾑﾒｲﾊｼ81-1) 県道生口島循環線 不明 6.0 7.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋81-1側道橋(9273) (ﾑﾒｲﾊｼ81-1ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道生口島循環線 不明 6.8 3.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

無名橋81-2(9274) (ﾑﾒｲﾊｼ81-2) 県道生口島循環線 1999 10.4 12.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

西沖田橋(9275) (ﾆｼｵｷﾀﾊｼ) 県道生口島循環線 1998 56.8 16.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

沖田川橋(9276) (ｵｷﾀｶﾜﾊｼ) 県道生口島循環線 1997 11.3 16.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

林中央橋(9277) (ﾊﾔｼﾁｭｳｵｳﾊｼ) 県道生口島循環線 2001 47.8 5.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

名荷橋(9279) (ﾐｮｳｶﾞﾊｼ) 県道生口島循環線 1994 30.0 13.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋81-4(9280) (ﾑﾒｲﾊｼ81-4) 県道生口島循環線 不明 6.2 21.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋81-5(9281) (ﾑﾒｲﾊｼ81-5) 県道生口島循環線 不明 3.7 13.3 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋81-6(9282) (ﾑﾒｲﾊｼ81-6) 県道生口島循環線 不明 6.0 12.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

無名橋82-1(9290) (ﾑﾒｲﾊｼ82-1) 県道広島空港本郷線 不明 3.7 14.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋82-2(9291) (ﾑﾒｲﾊｼ82-2) 県道広島空港本郷線 不明 2.0 18.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

梨羽橋(9292) (ﾅｼﾜﾊｼ) 県道広島空港本郷線 1992 60.5 9.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

観音橋(9293) (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 県道広島空港本郷線 1993 23.8 9.2 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

岩屋橋(9294) (ｲﾜﾔﾊｼ) 県道広島空港本郷線 1993 73.0 9.2 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋82-3(9295) (ﾑﾒｲﾊｼ82-3) 県道広島空港本郷線 不明 4.0 10.1 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋82-4(9296) (ﾑﾒｲﾊｼ82-4) 県道広島空港本郷線 不明 6.0 10.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋82-5(9297) (ﾑﾒｲﾊｼ82-5) 県道広島空港本郷線 不明 4.0 11.5 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

船木大橋(9298) (ﾌﾅｷｵｵﾊｼ) 県道広島空港本郷線 1992 96.7 14.0 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋82-6(9299) (ﾑﾒｲﾊｼ82-6) 県道広島空港本郷線 不明 3.5 7.6 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

切子陸橋(9300) (ｷﾘｺﾘｯｷｮｳ) 県道広島空港本郷線 1992 57.0 9.8 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

下谷橋(937401) (ｼﾓﾀﾆ) 県道羽和泉室町線 1991 31.8 9.8 広島県 広島県 三原市 Ⅱ

天神橋(11001) (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 7.6 17.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

野尻橋(11002) (ﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ) 国道３７５号 1949 4.9 27.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

上原橋(11003) (ｶﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 国道１８３号 1974 15.6 32.3 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

本郷橋(1102701) (ﾎﾝｺﾞｳ) 県道吉舎油木線 1964 21.1 5.9 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

吉舎谷橋(1102702) (ｷｻﾀﾞﾆ) 県道吉舎油木線 1976 19.1 7.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

落合橋(1102801) (ｵﾁｱｲ) 県道吉舎豊栄線 1976 37.5 9.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

水口橋(1102802) (ﾐｽﾞｸﾞﾁ) 県道吉舎豊栄線 1963 37.0 7.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

堂々橋(11039) (ﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 県道広島三次線 1988 9.3 10.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

新永屋橋(11040) (ｼﾝﾅｶﾞﾔﾊｼ) 県道広島三次線 1994 26.0 10.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

落合橋(11041) (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 県道広島三次線 1967 37.2 6.0 広島県 広島県 三次市 Ⅲ

落合橋側道橋(11042) (ｵﾁｱｲﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道広島三次線 1978 37.3 2.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

中組橋(11043) (ﾅｶｸﾞﾐﾊﾞｼ) 県道三次高野線 1976 15.0 8.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

戸下橋(1105101) (ﾄｹﾞ) 県道甲山甲奴上市線 1981 14.3 9.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

光惣橋(1105201) (ﾐﾂｿｳ) 県道世羅甲田線 1968 13.0 5.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

板木橋(1105202) (ｲﾀｷ) 県道世羅甲田線 1967 9.8 8.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

光惣橋側道橋(1105205) (ﾐﾂｿｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道世羅甲田線 1973 13.0 1.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

板木橋側道橋(1105206) (ｲﾀｷﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 県道世羅甲田線 1973 9.8 1.5 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート(11061) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次庄原線 1991 11.2 9.8 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

船谷橋(1106301) (ﾌﾅﾀﾆ) 県道三次三和線 1978 13.9 9.4 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

梅木橋(1106404) (ｳﾒｷﾊｼ) 県道三次美土里線 1961 3.5 4.2 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

平木橋(11101) (ﾋﾗｷﾊｼ) 県道吉舎油木線 1988 21.0 10.3 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

明力橋(11102) (ﾐｮｳﾘｷﾊﾞｼ) 県道吉舎油木線 2005 17.9 11.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

古川橋(11103) (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 県道吉舎油木線 1993 14.6 10.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

大橋(11104) (ｵｵﾊｼ) 県道吉舎油木線 1916 38.5 5.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

千代田橋(11106) (ﾁﾖﾀﾞﾊｼ) 県道吉舎油木線 1964 4.5 6.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

仁後橋(11107) (ﾆｺﾞﾊｼ) 県道吉舎油木線 1966 2.9 8.1 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

大谷橋(11109) (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 県道吉舎豊栄線 1931 9.4 8.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

三河橋(11112) (ﾐｶﾜﾊｼ) 県道三次高野線 2006 12.8 12.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

下長谷橋(1111204) (ｼﾓﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 県道三次江津線 1960 3.6 3.7 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

信高橋(11146) (ﾉﾌﾞﾀｶﾊｼ) 県道三次三和線 1962 26.0 6.4 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

梶田大橋(PC部)(11164) (ｶｼﾞﾀｵｵﾊｼ(PCﾌﾞ) 県道吉舎油木線 1993 148.0 9.8 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

祝橋歩道橋(11172) (ｲﾜｲﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ) 県道三次江津線 1959 216.8 3.3 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

馬行谷橋(11173) (ﾏｲｹﾀﾞﾆ) 県道三次江津線 1938 31.2 4.9 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

紙屋１号橋(1118301) (ｶﾐﾔｲﾁｺﾞｳ) 国道１８３号 1966 28.4 7.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

紙屋２号橋(1118302) (ｶﾐﾔﾆｺﾞｳ) 国道１８３号 1966 20.2 7.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

横川橋(11217) (ﾖｺｶﾞﾜ) 県道羽出庭向原線 1961 6.7 9.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ
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寿橋(11226) (ｺﾄﾌﾞｷ) 国道１８３号 1968 176.5 10.8 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

大迫橋(11227) (ｵｵｻｺ) 国道１８３号 1964 2.0 10.7 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート(11228) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道１８３号 不明 3.4 14.1 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

梅ケ坪橋(11229) (ｳﾒｶﾞﾂﾎﾞ) 国道１８３号 1966 4.0 8.0 広島県 広島県 三次市 Ⅲ

ボックスカルバート(11264) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道吉舎油木線 不明 2.1 37.2 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート(11265) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道吉舎油木線 不明 3.3 65.7 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート(11266) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道吉舎油木線 不明 2.1 47.2 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート(11267) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道吉舎油木線 不明 3.1 24.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート(11268) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道吉舎油木線 不明 2.6 28.4 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート(11269) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道吉舎油木線 不明 2.6 12.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート(11270) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道広島三次線 不明 3.9 34.5 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ボックスカルバート(11271) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次高野線 不明 2.6 42.6 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ムメイ橋(11272) (ﾑﾒｲ) 県道三次高野線 不明 2.6 8.0 広島県 広島県 三次市 Ⅰ

ムメイ橋(11273) (ﾑﾒｲ) 県道三次高野線 不明 3.1 9.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

ボックスカルバート(11274) (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 県道三次高野線 不明 3.6 14.0 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

新鳥居橋(11276) (ｼﾝﾄﾘｲ) 国道１８３号 1966 224.0 7.8 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

新鳥居橋側道橋(11277) (ｼﾝﾄﾘｲｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 1996 224.0 3.8 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

五反田橋(13002) (ｺﾞﾀﾝﾀﾞ) 国道３１４号 1963 42.0 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

秋葉大橋(13004) (ｱｷﾊﾞｵｵ) 国道３１４号 1966 18.8 6.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

貝石谷橋(13010) (ｶｲｾｷﾀﾞﾆ) 国道１８３号 1987 80.0 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

宮内ランプ橋(130118301) (ﾐﾔｳﾁﾗﾝﾌﾟﾊｼ) 国道１８３号(江府三次道路) 2003 166.0 8.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(13480.0)(130118302) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８３号 2003 4.5 42.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

大槇１号橋(130118304) (ｵｵﾏｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 国道１８３号(江府三次道路) 2004 75.0 11.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

大槇２号橋(130118305) (ｵｵﾏｷﾆｺﾞｳﾊｼ) 国道１８３号(江府三次道路) 2005 87.0 9.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(15069.2)(130118306) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８３号 2002 4.3 9.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(15508.4)(130118307) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道１８３号 2002 7.5 33.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

川西橋(130118308) (ｶﾜﾆｼﾊｼ) 国道１８３号(江府三次道路) 2001 140.0 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

東城第一大橋(130131402) (ﾄｳｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁｵｵﾊｼ) 国道３１４号 1993 255.0 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋(15200.0)(130131403) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1991 5.0 15.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(15300.0)(130131404) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1991 5.7 16.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(22080.0)(130131405) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 2000 2.3 12.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(23620.0)(130131406) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 2000 4.4 13.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(25635.0)(130131407) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 2000 3.3 43.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(30975.0)(130131409) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 2.1 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋(31560.0)(130131410) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 3.6 15.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(35290.0)(130131412) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 2.9 13.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋(37525.0)(130131413) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 6.0 13.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋(39770.0)(130131414) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 2.5 11.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(40360.0)(130131415) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 3.8 12.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(41575.0)(130131416) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 2.5 18.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋(42025.0)(130131417) (ﾑﾒｲﾊｼ) 国道３１４号 1980 3.1 11.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

無名橋(9170.0)(130202604) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道新市七曲西城線 不明 6.2 12.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋(9270.0)(130202605) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道新市七曲西城線 不明 6.4 13.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋(9330.0)(130202606) (ﾑﾒｲﾊｼ) 県道新市七曲西城線 不明 6.0 38.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

城山橋(13024) (ｼﾛﾔﾏ) 国道３１４号 2003 55.8 16.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

橋詰橋(13025) (ﾊｼﾂﾞﾒ) 国道３１４号 1988 31.0 11.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

次石橋(13026) (ﾂｷﾞｲｼ) 国道３１４号 1988 60.0 11.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

川除橋(13027) (ｶﾜｹ) 国道３１４号 1989 38.0 11.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

狐峠橋(13028) (ｷﾂﾈﾀﾞﾜ) 国道３１４号 1988 60.0 11.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

小奴可1号橋(13029) (ｵﾇｶ1ｺﾞｳ) 国道３１４号 1978 68.0 10.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

小奴可2号橋(13030) (ｵﾇｶ2ｺﾞｳ) 国道３１４号 1979 30.2 10.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

土居新橋(13031) (ﾄﾞｲｼﾝ) 国道３１４号 1993 38.0 10.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

梶谷新橋(13032) (ｶｼﾞﾀﾆｼﾝ) 国道３１４号 1978 50.0 9.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

皿谷橋(13033) (ｻﾗﾀﾆ) 国道３１４号 1984 25.0 10.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

新湯の平橋(13034) (ｼﾝﾕﾉﾋﾗ) 国道３１４号 1988 23.0 9.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

高開橋(13035) (ﾀｶｶｲ) 国道３１４号 1986 20.6 10.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

大迫橋(13036) (ｵｻｵｺ) 国道３１４号 1983 18.9 10.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

行目橋(13037) (ﾕｸﾒ) 国道３１４号 1989 13.6 11.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

七ケ所橋(13038) (ﾅﾅｶｼｮ) 国道３１４号 1983 17.0 10.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

三井野橋(13039) (ﾐｲﾉ) 国道３１４号 1983 45.0 10.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

長者山橋(13101) (ﾁｮｳｼﾞｬﾔﾏﾊｼ) 県道足立東城線 1963 15.0 5.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

可愛橋(13125) (ｴﾉﾊｼ) 県道東城西城線 1929 27.5 5.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ
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柴橋(1径間目)(13138) (ｼﾊﾞﾊﾞｼ) 県道大野部東城線 1963 39.0 4.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

大橋(1径間目)(13144) (ｵｵﾊｼ) 県道新市三次線 1927 29.6 4.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

木次屋橋(13165) (ｷｼﾞﾔﾊｼ) 県道比婆山公園森脇線 1963 12.6 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

清水舎橋(13205) (ｼﾐｽﾞﾔﾊｼ) 県道下千鳥小奴可停車場線 1935 15.0 5.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

松原橋(13217) (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 県道下門田泉吉田線 1951 38.0 5.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

絞橋(13236) (ｼﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 県道庄原新市線 1961 10.4 4.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

樋繰屋橋(13317) (ﾋｸﾘｱﾊﾞｼ) 国道１８３号 1964 4.3 12.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

樋繰屋橋(側道橋)(13318) (ﾋｸﾘｱﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.1 24.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

兼信橋(13319) (ｶﾈﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 2.5 7.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

兼信橋(側道橋1)(13320) (ｶﾈﾉﾌﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ1) 国道１８３号 不明 2.1 8.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

兼信橋(側道橋2)(13321) (ｶﾈﾉﾌﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ2) 国道１８３号 不明 2.5 1.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

森屋谷橋(13322) (ﾓﾘﾔﾀﾆﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 2.5 9.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

森屋谷橋(側道橋)(13323) (ﾓﾘﾔﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 2.5 7.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

富田谷橋(13324) (ﾄﾐﾀﾔﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 2.5 7.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

富田谷橋(側道橋1)(13325) (ﾄﾐﾀﾔﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ1) 国道１８３号 不明 2.5 3.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

富田谷橋(側道橋2)(13326) (ﾄﾐﾀﾔﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ2) 国道１８３号 不明 2.5 3.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

行保橋(13327) (ﾕｷﾔｽﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 2.5 7.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

行保橋(側道橋)(13328) (ﾕｷﾔｽﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.0 3.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

田中橋(13329) (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 国道１８３号 1961 2.4 7.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

田中橋(側道橋)(13330) (ﾀﾅｶﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.0 3.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

くにたけ橋(13331) (ｸﾆﾀｹﾊﾞｼ) 国道１８３号 1961 3.2 18.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

くにたけ橋(側道橋)(13332) (ｸﾆﾀｹﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.2 7.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

倉組橋(13333) (ｸﾗｸﾞﾐﾊﾞｼ) 国道１８３号 1961 3.3 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

倉組橋(側道橋)(13334) (ｸﾗｸﾞﾐﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 4.3 6.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

平塚橋(13335) (ﾋﾗﾂｶﾊﾞｼ) 国道１８３号 1956 3.2 9.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

平塚橋(側道橋)(13336) (ﾋﾗﾂｶﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.2 4.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

山添橋(13337) (ﾔﾏｿﾞｴﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 3.2 7.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

山添橋(側道橋)(13338) (ﾔﾏｿﾞｴﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.2 3.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

金信橋(13339) (ｶﾈﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 国道１８３号 1960 3.2 8.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

金信橋(側道橋)(13340) (ｶﾈﾉﾌﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.2 2.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋9(13344) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ9) 国道１８３号 不明 3.1 32.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

佐田橋(13345) (ｻﾀﾊﾞｼ) 国道１８３号 1988 9.4 12.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

夜燈橋(13346) (ﾔﾄｳﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 8.4 12.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

夜燈橋(13347) (ﾔﾄｳﾊﾞｼ) 国道１８３号 1968 5.2 9.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

夜燈橋(側道橋)(13348) (ﾔﾄｳﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 5.3 2.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

谷山橋(13349) (ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 3.7 12.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

貝六橋(13350) (ｶｲﾛｸﾊﾞｼ) 国道１８３号 1968 6.4 12.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

大溝橋(13351) (ｵｵﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道１８３号 1966 3.7 13.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

大溝橋(側道橋)(13352) (ｵｵﾐｿﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.1 2.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

寺川橋(13353) (ﾃﾗｶﾜﾊﾞｼ) 国道１８３号 1968 6.2 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

寺川橋(側道橋1)(13354) (ﾃﾗｶﾜﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ1) 国道１８３号 不明 6.2 7.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

寺川橋(側道橋2)(13355) (ﾃﾗｶﾜﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ2) 国道１８３号 不明 5.5 2.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

中川橋(13356) (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 2.1 13.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

古寺橋(13357) (ｺﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 国道１８３号 1964 3.0 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

古寺橋(側道橋1)(13358) (ｺﾃﾞﾗﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ1) 国道１８３号 不明 3.5 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

古寺橋(側道橋2)(13359) (ｺﾃﾞﾗﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ2) 国道１８３号 不明 3.0 5.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

布見橋(13360) (ﾇﾉﾐﾊﾞｼ) 国道１８３号 1964 3.0 4.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

布見橋(側道橋1)(13361) (ﾇﾉﾐﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ1) 国道１８３号 不明 3.0 5.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

布見橋(側道橋2)(13362) (ﾇﾉﾐﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ2) 国道１８３号 不明 3.0 6.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

荒神橋(13363) (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 3.2 32.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

大の町橋(13364) (ﾀｲﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 国道１８３号 1933 7.0 11.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

森川橋(13365) (ﾓﾘｶﾜﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 2.5 15.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

定久橋(13366) (ｻﾀﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 国道１８３号 1967 2.9 10.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

竹原橋(13367) (ﾀｹﾊﾗﾊﾞｼ) 国道１８３号 1965 4.5 3.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

竹原橋(側道橋)(13368) (ﾀｹﾊﾗﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 4.8 4.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

迫谷橋(13369) (ｻｺﾀﾆﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 3.9 5.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

迫谷橋(側道橋1)(13370) (ｻｺﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ1) 国道１８３号 不明 3.9 2.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

迫谷橋(側道橋2)(13371) (ｻｺﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ2) 国道１８３号 不明 3.9 5.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

寺奥谷橋(13372) (ﾃﾗｵｸﾀﾆﾊﾞｼ) 国道１８３号 1963 2.0 6.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

土谷橋(13374) (ﾂﾁﾀﾆﾊﾞｼ) 国道１８３号 1964 5.9 8.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

土谷橋(側道橋)(13375) (ﾂﾁﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 8.6 3.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

長谷橋(13376) (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 国道１８３号 1964 6.8 4.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ
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長谷橋(側道橋)(13377) (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 6.8 4.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

上小歌原橋(13378) (ｶﾐｺｳﾀﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 国道１８３号 1967 3.6 10.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

眼白橋(13379) (ﾒｼﾞﾛﾊﾞｼ) 国道１８３号 1966 7.6 7.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

眼白橋(側道橋)(13380) (ﾒｼﾞﾛﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 8.2 3.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

宮谷橋(13381) (ﾐﾔﾉﾀﾞﾝﾊﾞｼ) 国道１８３号 1966 6.7 8.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

宮谷橋(側道橋)(13382) (ﾐﾔﾉﾀﾞﾝﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 7.1 3.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

平川橋(13383) (ﾋﾗｶﾜﾊﾞｼ) 国道１８３号 1924 2.7 9.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

平川橋(側道橋)(13384) (ﾋﾗｶﾜﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 2.7 10.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

学校前橋(13385) (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ) 国道１８３号 1962 2.8 9.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

学校上橋(13387) (ｶﾞｯｺｳｶﾐﾊﾞｼ) 国道１８３号 1962 2.3 7.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

くまの橋(13389) (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 国道１８３号 1951 2.4 9.4 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

丹谷橋(13390) (ﾀﾝﾔﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 4.7 5.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

丹谷橋(側道橋)(13391) (ﾀﾝﾔﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 5.9 4.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

一の組橋(13393) (ｲﾁﾉｸﾐﾊﾞｼ) 国道１８３号 不明 2.8 9.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

田中橋(13394) (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 国道１８３号 1928 3.0 4.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

田中橋(側道橋)(13395) (ﾀﾅｶﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 3.5 4.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋10(13396) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ10) 国道１８３号 2000 5.6 11.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

出店橋(13397) (ﾃﾞﾐｾﾊﾞｼ) 国道１８３号 1964 8.6 10.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅲ

一ノ谷橋(13399) (ｲﾁﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 国道１８３号 1967 3.9 9.6 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋11(13400) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ11) 国道１８３号 不明 3.0 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋11(側道橋)(13401) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ11(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１８３号 不明 2.3 7.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

大沼橋(13405) (ｵｵﾇﾏﾊﾞｼ) 国道１８３号 1934 4.7 10.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

比久尼橋(13406) (ﾋｸｱﾏﾊﾞｼ) 国道１８３号 1934 3.6 12.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋13(13407) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ13) 国道３１４号 不明 2.1 19.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

無名橋14(13408) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ14) 国道３１４号 不明 2.2 33.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

大縄橋(13409) (ｵｵﾅﾜﾊﾞｼ) 国道３１４号 1985 9.9 11.1 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

湯谷橋(13410) (ﾕﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 国道３１４号 1985 6.4 11.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

しもおんごうじ橋(13411) (ｼﾓｵﾝｺﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 国道３１４号 不明 5.5 5.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

しもおんごうじ橋(側道橋)(1341(ｼﾓｵﾝｺﾞｳｼﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１４号 不明 6.3 8.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

西梶谷橋(13413) (ﾆｼｶｼﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 国道３１４号 1935 4.5 6.3 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

西梶谷橋(側道橋)(13414) (ﾆｼｶｼﾞﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１４号 不明 4.5 6.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

第二国の谷橋(13415) (ﾀﾞｲﾆｸﾐﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 国道３１４号 1987 3.0 8.5 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

第二国の谷橋(側道橋)(13416) (ﾀﾞｲﾆｸﾐﾉﾀﾆﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１４号 不明 3.0 3.8 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

陰地橋(13417) (ｵﾝﾁﾞﾊﾞｼ) 国道３１４号 1989 3.7 10.7 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

陰地橋(側道橋)(13418) (ｵﾝﾁﾞﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１４号 不明 3.7 5.0 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋15(13419) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ15) 国道３１４号 不明 3.4 8.2 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

無名橋15(側道橋)(13420) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ15(ｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１４号 不明 2.7 2.9 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

新造賀橋(735002) (ｼﾝｿﾞｳｶﾊｼ) 県道造賀八本松線 2014 18.2 13.3 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

東ノ免橋(80021002) (ﾋｶﾞｼﾉﾒﾝﾊﾞｼ) 県道加茂油木線 2014 80.0 9.5 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

吉土実橋(上り)(70171) (ﾖｼﾄﾐﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道３７５号 2014 13.5 14.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

宮の前橋(上り)(70161) (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道３７５号 2014 13.2 17.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

土与丸橋(上り)(70181) (ﾄﾞﾖﾏﾙﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ)) 国道３７５号 2014 21.6 17.0 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

深谷橋(5034) (ﾌｶﾀﾆﾊｼ) 国道１９１号 1960 11.0 10.4 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅰ

都合谷橋(5052) (ﾂｺﾞｳﾀﾆﾊｼ) 国道２６１号 1993 16.0 14.0 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

光石橋(5230) (ﾐﾂｲｼﾊｼ) 国道１９１号 1952 6.7 6.5 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

水口前橋(3136) (ﾐｽﾞｸﾞﾁﾏｴﾊﾞｼ) 中大迫清田線 1964 4.0 4.0 広島県 広島県 呉市 Ⅰ

安芸灘大橋 (ｱｷﾅﾀﾞｵｵﾊｼ) 県道下蒲刈川尻線 1999 1175.0 12.7 広島県道路公社 広島県 呉市 Ⅰ

惣野谷橋1 （ｿｳﾉﾀﾆﾊｼ） 広島高速1号線 1985 65.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

惣野谷橋2 （ｿｳﾉﾀﾆﾊｼ） 広島高速1号線 1996 65.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

鮎信大橋1 （ｱﾕﾉﾌｵｵﾞﾊｼ） 広島高速1号線 1985 120.2 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

鮎信大橋2 （ｱﾕﾉﾌｵｵﾞﾊｼ） 広島高速1号線 1996 120.2 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

鮎信橋1 （ｱﾕﾉﾌﾞﾊｼ） 広島高速1号線 1985 85.0 8.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

鮎信橋2 （ｱﾕﾉﾌﾞﾊｼ） 広島高速1号線 1996 80.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

石原上橋 （ｲｼﾊﾗﾀﾞｶﾐﾊｼ） 広島高速1号線 1985 43.0 8.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

石原下橋1 （ｲｼﾊﾗﾀﾞｼﾓﾊｼ） 広島高速1号線 1985 31.0 8.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

石原下橋2 （ｲｼﾊﾗﾀﾞｼﾓﾊｼ） 広島高速1号線 1996 24.0 8.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

平林大橋1 （ﾋﾗﾊﾞﾔｼｵｵﾊｼ） 広島高速1号線 1985 125.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

平林大橋2 （ﾋﾗﾊﾞﾔｼｵｵﾊｼ） 広島高速1号線 1996 125.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

畳谷橋1 （ﾀﾀﾐﾀﾞﾆﾊｼ） 広島高速1号線 1985 43.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

畳谷橋2 （ﾀﾀﾐﾀﾞﾆﾊｼ） 広島高速1号線 1996 43.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

花見岩上橋1 （ﾊﾅﾐｲﾜｶﾐﾊｼ） 広島高速1号線 1985 26.8 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

花見岩上橋2 （ﾊﾅﾐｲﾜｶﾐﾊｼ） 広島高速1号線 1996 27.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ
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花見岩下橋1 （ﾊﾅﾐｲﾜｼﾓﾊｼ） 広島高速1号線 1985 39.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

花見岩下橋2 （ﾊﾅﾐｲﾜｼﾓﾊｼ） 広島高速1号線 1996 34.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

法道寺大橋1 （ﾎｳﾄﾞｳｼﾞｵｵﾊｼ） 広島高速1号線 1985 100.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

法道寺大橋2 （ﾎｳﾄﾞｳｼﾞｵｵﾊｼ） 広島高速1号線 1996 100.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

須賀谷上橋1 （ｽｶﾞﾀﾆｶﾐﾊｼ） 広島高速1号線 1985 75.0 8.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅲ

須賀谷上橋2 （ｽｶﾞﾀﾆｶﾐﾊｼ） 広島高速1号線 1996 39.0 8.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

金剛寺橋 （ｺﾝｺﾞｳｼﾞﾊｼ） 広島高速1号線 1996 19.0 8.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

長伝寺大橋1 （ﾁｮｳﾃﾞﾝｼﾞｵｵﾊｼ） 広島高速1号線 1985 109.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

長伝寺大橋2 （ﾁｮｳﾃﾞﾝｼﾞｵｵﾊｼ） 広島高速1号線 1985 117.0 8.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

洗川橋 （ｱﾗｲｶﾞﾜﾊｼ） 広島高速1号線 1985 16.0 17.5 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

間所入橋 （ﾏﾄﾞｺﾛｲﾘｷｮｳ） 広島高速1号線 2010 90.0 10.8 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

5号本線G1橋 （ｺﾞｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｲﾁｷｮｳ） 広島高速5号線 2010 85.0 17.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

温品JCT（上り）連絡橋 （ﾇｸｼﾅｼﾞｬﾝｸｼｮﾝﾉﾎﾞﾘﾚﾝﾗｸｷｮｳ）広島高速2号線 2010 661.0 6.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

温品JCT（下り）連絡橋 （ﾇｸｼﾅｼﾞｬﾝｸｼｮﾝｸﾀﾞﾘﾚﾝﾗｸｷｮｳ）広島高速2号線 2010 512.3 6.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

2号本線Ｇ1橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｲﾁｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 152.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

2号本線Ｇ2橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾆｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 228.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

2号本線Ｇ3橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｻﾝｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 190.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

2号本線Ｇ4橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾖﾝｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 147.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

2号本線Ｇ5橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｺﾞｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 180.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

2号本線Ｇ6橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾛｸｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 83.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

2号本線Ｇ7橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾅﾅｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 356.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

2号本線Ｇ8橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾊﾁｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 174.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

2号本線Ｇ10橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 228.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

2号本線Ｇ11橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳｲﾁｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 251.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

2号本線Ｇ12橋 （ﾆｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰｼﾞｭｳﾆｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 151.0 16.0 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

矢賀入橋 （ﾔｶﾞｲﾘｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 165.7 4.8 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

矢賀出橋 （ﾔｶﾞﾃﾞｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 275.7 4.8 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

府中入橋 （ﾌﾁｭｳｲﾘｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 124.0 4.8 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

府中出橋 （ﾌﾁｭｳﾃﾞｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 151.8 4.8 広島高速道路公社 広島県 府中町 Ⅱ

大州入橋 （ｵｵｽﾞｲﾘｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 212.6 4.8 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

大州出橋 （ｵｵｽﾞﾃﾞｷｮｳ） 広島高速2号線 2010 211.9 4.8 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

3号本線Ｇ25橋 （ｻﾝｺﾞｳﾎﾝｾﾝｼﾞｰﾆｼﾞｭｳｺﾞｷｮｳ）広島高速3号線 2010 280.0 18.3 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

吉島入橋 （ﾖｼｼﾞﾏｲﾘｷｮｳ） 広島高速3号線 2010 298.0 4.8 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

吉島出橋 （ﾖｼｼﾞﾏﾃﾞｷｮｳ） 広島高速3号線 2010 298.0 4.8 広島高速道路公社 広島県 広島市 Ⅱ

牛田大橋 ｳｼﾀｵｵﾊｼ 県道広島三次線 1965 83.0 19.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

曙橋 ｱｹﾎﾞﾉﾊﾞｼ 県道広島中島線 不明 4.6 25.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

学校橋1 ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ 県道府中祇園線 不明 3.1 8.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋1 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東5区93号線 不明 4.6 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋2 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東3区104号線 不明 3.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋4 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東3区104号線 不明 4.3 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

天王橋1 ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ 県道広島中島線 不明 14.0 6.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋35 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区170号線 不明 2.7 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋36 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区205号線 不明 3.5 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋38 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区204号線 不明 2.2 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋39 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区137号線 不明 2.5 85.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋41 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区140号線 不明 2.4 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋42 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区112号線 不明 2.3 7.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋46 ﾑﾒｲｷｮｳ 市道東1区108号線 不明 2.6 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

県道翠町仁保線1号橋 ｹﾝﾄﾞｳﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾆﾎｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 県道翠町仁保線 不明 6.0 26.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

仁保橋2 ﾆﾎﾊﾞｼ2 県道翠町仁保線 不明 6.0 25.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

南4区350号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ350ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区350号線 不明 2.0 5.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

南4区350号線4号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ350ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区350号線 不明 6.5 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区335号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ335ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区335号線 不明 5.4 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区328号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ328ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区328号線 不明 5.7 38.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区279号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ279ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区279号線 不明 4.3 9.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区327号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ327ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区327号線 不明 2.7 14.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区326号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ326ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区326号線 不明 7.0 1.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

南4区824号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ824ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区824号線 不明 7.9 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区289号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ289ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区289号線 不明 5.0 9.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南4区353線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ353ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区353号線 不明 5.7 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

南4区352号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ352ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区352号線 不明 6.0 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

南4区112号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ112ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区112号線 不明 4.0 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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南4区7号線1号橋 ﾐﾅﾐ4ｸ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南4区7号線 不明 6.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

南3区129号線1号橋 ﾐﾅﾐ3ｸ129ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道南3区129号線 不明 6.0 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区草津沼田線1号橋 ﾆｼ4ｸｸｻﾂﾇﾏﾀｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区草津沼田線 不明 6.7 21.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西3区459号線1号橋 ﾆｼ3ｸ459ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西3区459号線 不明 3.2 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区339号線1号橋 ﾆｼ4ｸ339ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区339号線 不明 3.1 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

源左衛門橋 ｹﾞﾝｻﾞｴﾓﾝﾊﾞｼ 市道西3区89号線 不明 8.3 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西3区116号線1号橋 ﾆｼ3ｸ116ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西3区116号線 不明 6.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区88号線1号橋 ﾆｼ4ｸ88ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区88号線 不明 2.6 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区22号線2号橋 ﾆｼ4ｸ22ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区22号線 不明 2.6 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区340号線1号橋 ﾆｼ4ｸ340ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区340号線 不明 4.2 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区127号線1号橋 ﾆｼ4ｸ127ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区127号線 不明 6.0 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区2号線1号橋 ﾆｼ4ｸ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区2号線 不明 2.5 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区20号線1号橋 ﾆｼ4ｸ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区20号線 不明 2.5 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西4区400号線1号橋 ﾆｼ4ｸ400ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区400号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西4区393号線1号橋 ﾆｼ4ｸ393ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区393号線 不明 2.9 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西4区119号線1号橋 ﾆｼ4ｸ119ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区119号線 不明 4.1 22.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区119号線2号橋 ﾆｼ4ｸ119ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区119号線 不明 4.0 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区118号線1号橋 ﾆｼ4ｸ118ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区118号線 不明 3.2 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区114号線2号橋 ﾆｼ4ｸ114ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区114号線 不明 3.1 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

西4区112号線1号橋 ﾆｼ4ｸ112ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区112号線 不明 2.6 9.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区109号線1号橋 ﾆｼ4ｸ109ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区109号線 不明 5.4 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

広島湯来線1号橋 ﾋﾛｼﾏﾕｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 県道広島湯来線 不明 6.6 12.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区359号線1号橋 ﾆｼ4ｸ359ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区359号線 不明 2.3 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区179号線1号橋 ﾆｼ4ｸ179ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区179号線 不明 4.0 6.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西4区96号線1号橋 ﾆｼ4ｸ96ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区96号線 不明 3.5 21.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区92号線1号橋 ﾆｼ4ｸ92ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区92号線 不明 7.5 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区92号線2号橋 ﾆｼ4ｸ92ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区92号線 不明 3.0 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区92号線3号橋 ﾆｼ4ｸ92ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区92号線 不明 5.2 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区92号線4号橋 ﾆｼ4ｸ92ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区92号線 不明 4.0 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区90号線1号橋 ﾆｼ4ｸ90ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区90号線 不明 3.0 17.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区65号線1号橋 ﾆｼ4ｸ65ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区65号線 不明 3.9 9.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区65号線2号橋 ﾆｼ4ｸ65ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区65号線 不明 3.6 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区110号線1号橋 ﾆｼ4ｸ110ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区110号線 不明 6.6 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区107号線1号橋 ﾆｼ4ｸ107ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区107号線 不明 3.9 8.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

御幸橋2 ﾐﾕｷﾊﾞｼ2 市道西4区47号線 不明 9.9 9.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区91号線1号橋 ﾆｼ4ｸ91ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区91号線 不明 5.4 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西4区381号線1号橋 ﾆｼ4ｸ381ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西4区381号線 不明 6.3 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区33号線1号橋 ﾆｼ5ｸ33ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区33号線 不明 2.0 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西5区33号線2号橋 ﾆｼ5ｸ33ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区33号線 不明 2.7 3.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区53号線1号橋 ﾆｼ5ｸ53ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区53号線 不明 2.4 7.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区46号線1号橋 ﾆｼ5ｸ46ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区46号線 不明 8.5 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区45号線1号橋 ﾆｼ5ｸ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区45号線 不明 3.3 9.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区45号線2号橋 ﾆｼ5ｸ45ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区45号線 不明 2.3 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区45号線3号橋 ﾆｼ5ｸ45ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区45号線 不明 2.3 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区38号線1号橋 ﾆｼ5ｸ38ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区38号線 不明 2.3 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区59号線1号橋 ﾆｼ5ｸ59ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区59号線 不明 3.3 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区53号線3号橋 ﾆｼ5ｸ53ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区53号線 不明 3.7 9.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区53号線4号橋 ﾆｼ5ｸ53ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区53号線 不明 4.1 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西5区57号線2号橋 ﾆｼ5ｸ57ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区57号線 不明 8.5 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区57号線6号橋 ﾆｼ5ｸ57ｺﾞｳｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区57号線 不明 3.6 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区57号線4号橋 ﾆｼ5ｸ57ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区57号線 不明 2.6 21.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西5区128号線1号橋 ﾆｼ5ｸ128ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区128号線 不明 2.5 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西5区119号線1号橋 ﾆｼ5ｸ119ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区119号線 不明 2.5 17.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西5区56号線2号橋 ﾆｼ5ｸ56ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道西5区56号線 不明 5.0 11.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大町橋上流 ｵｵﾏﾁﾊﾞｼｼﾞﾖｳﾘﾕｳ 県道広島豊平線 1989 50.8 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大町橋下流 ｵｵﾏﾁﾊﾞｼｶﾘﾕｳ 県道広島豊平線 1989 50.8 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

雲願寺橋 ｳﾝｶﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ 県道広島豊平線 1968 28.5 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

鳥居原橋 ﾄﾘｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道安佐南4区58号線 1969 15.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下伴橋 ｼﾓﾄﾓﾊﾞｼ 市道安佐南4区193号線 1970 28.0 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

萩原橋1 ﾊｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ 県道勝木安古市線 1970 15.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

銀山橋 ｶﾈﾔﾏﾊﾞｼ 市道安佐南2区533号線 1971 29.0 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

門前橋（広島豊平線） ﾓﾝｾﾞﾝﾊﾞｼ(ﾋﾛｼﾏﾄﾖﾋﾗｾﾝ) 県道広島豊平線 1971 28.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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沓水長田橋 ﾂｸﾐｵｻﾀﾞﾊﾞｼ 市道安佐南3区381号線 1971 21.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大正橋2 ﾀｲｼﾖｳﾊﾞｼ 県道府中祇園線 1973 74.0 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

光明寺橋 ｺｳﾐﾖｳｼﾞﾊﾞｼ 市道安佐南2区559号線 1974 24.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

和田橋1 ﾜﾀﾞﾊﾞｼ 市道安佐南4区101号線 1974 17.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

高浜橋 ﾀｶﾊﾏﾊﾞｼ 市道安佐南4区125号線 1975 15.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

上郷坂橋 ｶﾐｺﾞｳｻﾞｶﾊﾞｼ 市道安佐南4区128号線 1975 15.0 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

長楽寺橋 ﾁﾖｳﾗｸｼﾞﾊﾞｼ 市道安佐南2区552号線 1980 24.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

溝橋2号橋 ﾐｿﾞﾊﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ 国道183号 1960 4.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大塚橋 ｵｵﾂｶﾊﾞｼ 市道安佐南4区454号線 1991 13.8 40.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋121 ﾑﾒｲｷｮｳ121 市道安佐南4区365号線 不明 3.6 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋122 ﾑﾒｲｷｮｳ122 市道安佐南4区365号線 不明 3.4 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

幸神橋 ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 市道安佐南4区412号線 不明 12.2 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0004-01 1-0004-01 市道安佐南1区4号線 不明 4.1 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0002-01 1-0002-01 市道安佐南1区2号線 不明 4.9 3.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0007-01 1-0007-01 市道安佐南1区7号線 不明 4.3 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0004-02 1-0004-02 市道安佐南1区4号線 不明 4.2 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0036-01 1-0036-01 市道安佐南1区36号線 不明 14.2 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0034-01 1-0034-01 市道安佐南1区34号線 不明 4.1 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0075-01 1-0075-01 市道安佐南1区75号線 不明 2.8 3.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0046-01 1-0046-01 市道安佐南1区46号線 不明 3.8 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0035-01 1-0035-01 市道安佐南1区35号線 不明 4.1 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0070-01 1-0070-01 市道安佐南1区70号線 不明 2.3 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0106-02 1-0106-02 市道安佐南1区106号線 不明 3.3 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0106-03 1-0106-03 市道安佐南1区106号線 不明 3.6 7.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0097-01 1-0097-01 市道安佐南1区97号線 不明 5.0 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0094-01 1-0094-01 市道安佐南1区94号線 不明 4.8 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0084-01 1-0084-01 市道安佐南1区84号線 不明 3.1 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0106-01 1-0106-01 市道安佐南1区106号線 不明 2.4 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0117-01 1-0117-01 市道安佐南1区117号線 不明 3.4 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0137-02 1-0137-02 市道安佐南1区137号線 不明 3.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0130-01 1-0130-01 市道安佐南1区130号線 不明 3.1 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0129-01 1-0129-01 市道安佐南1区129号線 不明 2.9 6.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0125-01 1-0125-01 市道安佐南1区125号線 不明 2.1 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0122-01 1-0122-01 市道安佐南1区122号線 不明 2.9 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0120-01 1-0120-01 市道安佐南1区120号線 不明 3.3 1.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0138-01 1-0138-01 市道安佐南1区138号線 不明 3.3 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0125-02 1-0125-02 市道安佐南1区125号線 不明 3.0 8.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

里道（BOX） ｻﾄﾐﾁ（ﾎﾞｯｸｽ） 県道勝木安古市線 不明 2.6 17.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

荒谷橋1 ｱﾗﾀﾆﾊﾞｼ1 市道安佐南2区620号線 不明 6.2 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0625-01 2-0625-01 市道安佐南2区625号線 不明 7.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0621-01 2-0621-01 市道安佐南2区621号線 不明 6.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0837-01 2-0837-01 市道安佐南2区837号線 不明 3.8 19.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下萩原橋 ｼﾓｵｷﾞﾊﾗﾊﾞｼ 市道安佐南2区404号線 不明 7.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2－0380－01 2－0380－01 市道安佐南2区380号線 不明 6.6 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0654-01 2-0654-01 市道安佐南2区654号線 不明 3.6 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0916-01-1 2-0916-01-1 市道安佐南2区916号線 不明 3.3 9.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0262-01 1-0262-01 市道安佐南1区262号線 不明 4.3 15.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0137-01 1-0137-01 市道安佐南1区137号線 不明 3.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0477-01 1-0477-01 市道安佐南1区477号線 不明 7.8 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0177-02 1-0177-02 市道安佐南1区177号線 不明 3.3 3.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0172-01 1-0172-01 市道安佐南1区172号線 不明 2.9 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0171-01 1-0171-01 市道安佐南1区171号線 不明 3.1 1.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0170-01 1-0170-01 市道安佐南1区170号線 不明 2.7 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

1-0151-01 1-0151-01 市道安佐南1区151号線 不明 3.2 6.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0151-02 1-0151-02 市道安佐南1区151号線 不明 2.9 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0147-01 1-0147-01 市道安佐南1区147号線 不明 2.8 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0147-02 1-0147-02 市道安佐南1区147号線 不明 3.1 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0144-01 1-0144-01 市道安佐南1区144号線 不明 3.8 9.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0440-01 2-0440-01 市道安佐南2区440号線 不明 2.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0319-01 2-0319-01 市道安佐南2区319号線 不明 3.4 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0221-01 2-0221-01 市道安佐南2区221号線 不明 5.7 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0221-03 2-0221-03 市道安佐南2区221号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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2-0492-01 2-0492-01 市道安佐南2区492号線 不明 5.6 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0492-02 2-0492-02 市道安佐南2区492号線 不明 5.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2－0369－01 2－0369－01 市道安佐南2区369号線 不明 7.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0221-02 2-0221-02 市道安佐南2区221号線 不明 6.2 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

2-0655-01 2-0655-01 市道安佐南2区655号線 不明 6.0 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2－0629－01 2－0629－01 市道安佐南2区629号線 不明 2.8 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0275-01 1-0275-01 市道安佐南1区275号線 不明 2.2 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0272-02 1-0272-02 市道安佐南1区272号線 不明 2.2 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0263-01 1-0263-01 市道安佐南1区263号線 不明 2.0 7.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0184-01 1-0184-01 市道安佐南1区184号線 不明 3.3 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0178-01 1-0178-01 市道安佐南1区178号線 不明 3.4 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0230-01 1-0230-01 市道安佐南1区230号線 不明 2.8 9.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

1-0226-01 1-0226-01 市道安佐南1区226号線 不明 2.8 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0194-02 1-0194-02 市道安佐南1区194号線 不明 2.9 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0463-01 2-0463-01 市道安佐南2区463号線 不明 3.2 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0213-01 2-0213-01 市道安佐南2区213号線 不明 3.0 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0318-01 1-0318-01 市道安佐南1区318号線 不明 2.0 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0317-01 1-0317-01 市道安佐南1区317号線 不明 2.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1-0310-01 1-0310-01 市道安佐南1区310号線 不明 2.2 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0307-01 1-0307-01 市道安佐南1区307号線 不明 2.2 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0290-01 1-0290-01 市道安佐南1区290号線 不明 2.2 6.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0284-01 1-0284-01 市道安佐南1区284号線 不明 2.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0259-01 1-0259-01 市道安佐南1区259号線 不明 3.1 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0123-01 2-0123-01 市道安佐南2区123号線 不明 3.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0257-01 1-0257-01 市道安佐南1区257号線 不明 3.2 9.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0238-01 1-0238-01 市道安佐南1区238号線 不明 3.2 17.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0537-01 2-0537-01 市道安佐南2区537号線 不明 4.1 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0556-04 2-0556-04 市道安佐南2区556号線 不明 5.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0386-01 1-0386-01 市道安佐南1区386号線 不明 2.3 12.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0335-01 1-0335-01 市道安佐市道南1区335号線 不明 2.3 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0333-01 1-0333-01 市道安佐南1区333号線 不明 2.2 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0327-01 1-0327-01 市道安佐南1区327号線 不明 2.2 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1-0304-01 1-0304-01 市道安佐南1区304号線 不明 2.1 8.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

2-0138-01 2-0138-01 市道安佐南2区138号線 不明 6.3 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0116-01 2-0116-01 市道安佐南2区116号線 不明 3.7 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0110-01-1 2-0110-01-1 市道安佐南2区110号線 不明 2.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0038-01-1 2-0038-01-1 市道安佐南2区38号線 不明 2.3 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0034-01 2-0034-01 市道安佐南2区34号線 不明 2.4 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

原田橋 ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ 県道矢口安古市線 1980 3.8 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0990-01 2-0990-01 市道安佐南2区990号線 不明 4.0 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0095-01 2-0095-01 市道安佐南2区95号線 不明 3.7 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0087-02 2-0087-02 市道安佐南2区87号線 不明 3.1 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0166-01 2-0166-01 市道安佐南2区166号線 不明 2.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0017-01 2-0017-01 市道安佐南2区17号線 不明 2.1 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0038-01-2 2-0038-01-2 市道安佐南2区38号線 不明 2.6 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0035-02 2-0035-02 市道安佐南2区35号線 不明 2.5 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0020-02 2-0020-02 市道安佐南2区20号線 不明 2.0 9.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区61号線1号橋 3ｸ61ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区61号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区60号線1号橋 3ｸ60ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区60号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区510号線1号橋 3ｸ510ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区510号線 不明 2.2 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区202号線1号橋 3ｸ202ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区202号線 不明 2.5 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0085-01 2-0085-01 市道安佐南2区85号線 不明 3.3 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

2-0076-01 2-0076-01 市道安佐南2区76号線 不明 3.2 0.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

2-0076-02 2-0076-02 市道安佐南2区76号線 不明 3.8 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0075-01 2-0075-01 市道安佐南2区75号線 不明 3.1 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

2-0072-01 2-0072-01 市道安佐南2区72号線 不明 3.0 10.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区232号線1号橋 3ｸ232ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区232号線 不明 2.0 1.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区221号線1号橋 3ｸ221ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区221号線 不明 2.5 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区214号線1号橋 3ｸ214ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区214号線 不明 2.4 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区213号線1号橋 3ｸ213ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区213号線 不明 7.0 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区212号線1号橋 3ｸ212ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区212号線 不明 2.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区209号線1号橋 3ｸ209ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区209号線 不明 3.5 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ
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3区206号線1号橋 3ｸ206ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区206号線 不明 2.4 8.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区281号線2号橋 3ｸ281ｺﾞﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区281号線 不明 3.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2-0006-01 2-0006-01 市道安佐南2区6号線 不明 2.2 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区7号線1号橋 3ｸ7ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区7号線 不明 7.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区79号線1号橋 3ｸ79ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区79号線 不明 2.8 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区68号線1号橋 3ｸ68ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区68号線 不明 3.1 14.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区66号線1号橋 3ｸ66ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区66号線 不明 4.1 21.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区63号線1号橋 3ｸ63ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区63号線 不明 4.2 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区535号線1号橋 3ｸ535ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区535号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区222号線2号橋 3ｸ222ｺﾞﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区222号線 不明 2.5 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区166号線1号橋 3ｸ166ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区166号線 不明 8.5 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区243号線1号橋 3ｸ243ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区243号線 不明 2.6 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区223号線1号橋 3ｸ223ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区223号線 不明 2.7 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区222号線1号橋 3ｸ222ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区222号線 不明 4.5 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区221号線2号橋 3ｸ221ｺﾞﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区221号線 不明 2.6 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区263号線2号橋 3ｸ263ｺﾞﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区263号線 不明 8.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区685号線1号橋 3ｸ685ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区685号線 不明 3.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区305号線1号橋 3ｸ305ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区305号線 不明 2.2 7.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区281号線3号橋 3ｸ281ｺﾞﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区281号線 不明 3.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区309号線1号橋 3ｸ309ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区309号線 不明 2.4 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区308号線1号橋 3ｸ308ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区308号線 不明 2.5 2.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区297号線1号橋 3ｸ297ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区297号線 不明 2.6 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区296号線1号橋 3ｸ296ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区296号線 不明 3.1 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区295号線2号橋 3ｸ295ｺﾞﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区295号線 不明 8.5 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区281号線1号橋 3ｸ281ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区281号線 不明 2.3 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

3区329号線1号橋 3ｸ329ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区329号線 不明 5.7 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区328号線1号橋 3ｸ328ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区328号線 不明 5.0 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

鶴川橋 ﾂﾙｶﾜﾊﾞｼ 市道安佐南3区325号線 不明 5.7 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区625号線1号橋 3ｸ625ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区625号線 不明 4.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区604号線1号橋 3ｸ604ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区604号線 不明 4.5 12.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区271号線2号橋 3ｸ271ｺﾞﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区271号線 不明 4.5 11.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区270号線1号橋 3ｸ270ｺﾞﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区270号線 不明 4.5 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区568号線1号橋 3ｸ568ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区568号線 不明 4.5 11.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区564号線1号橋 3ｸ564ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区564号線 不明 4.5 15.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

山本歩道橋 ﾔﾏﾓﾄﾎﾄﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区366号線 不明 13.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

川手橋 ｶﾜﾃﾊﾞｼ 市道安佐南3区294号線 不明 10.1 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

新川橋1 ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ1 市道安佐南3区538号線 不明 8.0 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区358号線1号橋 3ｸ358ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区358号線 不明 6.7 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区357号線1号橋 3ｸ357ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区357号線 不明 7.6 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区324号線1号橋 3ｸ324ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区324号線 不明 4.8 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

福取橋 ﾌｸﾄﾘﾊﾞｼ 市道安佐南3区280号線 不明 12.5 8.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区505号線1号橋 3ｸ505ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区505号線 不明 4.0 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区335号線1号橋 3ｸ335ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区335号線 不明 3.4 4.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区360号線1号橋 3ｸ360ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区360号線 不明 4.1 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区341号線1号橋 3ｸ341ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区341号線 不明 6.0 3.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区453号線1号橋 3ｸ453ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区453号線 不明 3.0 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区452号線1号橋 3ｸ452ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区452号線 不明 2.9 0.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区449号線1号橋 3ｸ449ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区449号線 不明 8.5 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区428号線1号橋 3ｸ428ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区428号線 不明 2.2 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区426号線1号橋 3ｸ426ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区426号線 不明 8.5 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区422号線1号橋 3ｸ422ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区422号線 不明 8.5 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区384号線1号橋 3ｸ384ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区384号線 不明 2.7 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区382号線1号橋 3ｸ382ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区382号線 不明 2.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区447号線1号橋 3ｸ447ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区447号線 不明 3.7 11.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区433号線1号橋 3ｸ433ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区433号線 不明 8.5 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区340号線1号橋 3ｸ340ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区340号線 不明 8.5 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区196号線1号橋 3ｸ196ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区196号線 不明 8.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区493号線1号橋 3ｸ407ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区493号線 不明 8.5 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区391号線1号橋 3ｸ391ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区391号線 不明 3.1 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区410号線1号橋 3ｸ410ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区410号線 不明 2.6 6.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区349号線1号橋 3ｸ349ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区349号線 不明 8.4 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区295号線3号橋 3ｸ295ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区295号線 不明 2.3 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ
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3区208号線1号橋 3ｸ208ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐南3区208号線 不明 2.3 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大椿橋 ｵｵﾂﾊﾞｷﾊﾞｼ 県道広島三次線 1969 67.5 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

白木大橋 ｼﾗｷｵｵﾊｼ 県道広島三次線 1986 85.5 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

秋山橋 ｱｷﾔﾏﾊﾞｼ 県道広島三次線 1987 69.0 69.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

柏木橋1 ｶｼﾜｷﾞﾊﾞｼ 県道広島三次線 1932 42.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

杉広橋 ｽｷﾞﾋﾛﾊﾞｼ 市道安佐北3区234号線 1959 18.7 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

宮道橋 ﾐﾔﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道安佐北1区88号線 1963 57.2 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

横田橋 ﾖｺﾀﾊﾞｼ 市道安佐北3区439号線 1963 21.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

箕越橋 ﾐﾉｺｼﾊﾞｼ 市道安佐北4区197号線 1964 28.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

大寺橋 ｵｵﾃﾗﾊﾞｼ 市道安佐北1区66号線 1965 45.6 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

薬師橋（安佐北2区694号線） ﾔｸｼﾊﾞｼ(ｱｻｷﾀ2ｸ694ｺﾞｳｾﾝ) 市道安佐北2区694号線 1966 109.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

三篠橋 ﾐｻｻﾊﾞｼ 市道安佐北1区34号線 1967 64.8 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

八幡橋3 ﾔﾊﾀﾊﾞｼ 市道安佐北1区28号線 1967 78.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

喜楽橋 ｷﾗｸﾊﾞｼ 市道安佐北1区35号線 1968 41.8 44.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

亀崎橋 ｶﾒｻﾞｷﾊﾞｼ 市道安佐北2区695号線 1968 96.4 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

共栄橋2 ｷﾖｳｴｲﾊﾞｼ 県道勝木安古市線 1968 97.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

土居橋 ﾄﾞｲﾊﾞｼ 市道安佐北3区87号線 1969 57.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

原無連寺橋 ﾊﾗﾑﾚﾝｼﾞﾊﾞｼ 市道安佐北1区39号線 1970 62.4 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上深川橋 ｶﾐﾌｶﾜﾊﾞｼ 市道安佐北2区753号線 1970 76.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上西橋1 ｶﾐﾆｼﾊﾞｼ 市道安佐北2区763号線 1971 83.5 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西中橋 ﾆｼﾅｶﾊﾞｼ 市道安佐北2区774号線 1972 76.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

高瀬大橋 ﾀｶｾｵｵﾊｼ 県道八木広島線 1974 330.6 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

壬辰橋 ｼﾞﾝｼﾝﾊﾞｼ 市道安佐北4区27号線 1974 167.9 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

新玖村橋 ｼﾝｸﾑﾗﾊﾞｼ 市道安佐北2区光掛亀崎線 1974 30.9 16.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

本土居橋-旧土居2号橋 ﾎﾝﾄﾞｲﾊ゛ｼｷﾕｳﾄﾞｲ2ｺﾞｳｷﾖｳ 市道安佐北3区249号線 1976 43.6 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

新宮橋1 ｼﾝｸﾞｳﾊﾞｼ 市道安佐北2区高陽佐東線 1976 37.3 19.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

歌里橋 ｳﾀｻﾞﾄﾊﾞｼ 市道安佐北2区453号線 1978 29.2 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上原橋 ｳｴﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道安佐北3区64号線 1980 73.4 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

才田橋 ｻｲﾀﾞﾊﾞｼ 市道安佐北2区433号線 1980 23.7 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

高田橋1 ﾀｶﾀﾊﾞｼ 市道安佐北1区61号線 1981 55.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

三入橋 ﾐｲﾘﾊﾞｼ 市道安佐北3区254号線 1982 51.2 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

河原橋 ｶﾜﾗﾊﾞｼ 市道安佐北1区64号線 2005 48.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

氏之原橋 ｳｼﾞﾉﾊﾗﾊﾞｼ 県道広島中島線 2006 29.0 8.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

明神橋2 ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ2 国道261号 1969 6.0 9.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西谷橋 ﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ 県道安佐豊平芸北線 1970 11.5 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

登尾第1号橋 ﾉﾎﾞﾘｵﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区371号線 1962 2.1 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

無神橋1 ﾑｼﾞﾝｷｮｳ1 市道安佐北3区335号線 1969 14.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

小南原橋 ｺﾅﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道安佐北3区242号線 1969 10.3 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上南原橋 ｳｴﾅﾊﾞﾗﾊﾞｼ 県道南原峡線 1973 23.5 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下向橋2 ｼﾓﾑｶｲﾊﾞｼ2 市道安佐北3区454号線 2002 11.2 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

堂河橋 ﾄﾞｳｶﾜﾊﾞｼ 市道安佐北4区436号線 2007 7.9 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

市大橋 ｲﾁｵｵﾊｼ 市道安佐北4区371号線 不明 13.3 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

中央橋3 ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ 市道安佐北4区367号線 不明 14.8 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区377号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ377ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区377号線 不明 4.9 12.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

一面橋 ｲﾁﾒﾝﾊﾞｼ 市道安佐北4区351号線 不明 10.2 6.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区331号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ331ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区331号線 不明 10.1 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区353号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ353ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区353号線 不明 12.2 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下佐東線3号橋 ｱｻｷﾀｸｺﾞｳｾﾝｺﾞｳｷｮｳ 県道下佐東線 不明 2.7 7.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区308号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ308ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区308号線 不明 6.0 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

学校橋4 ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ4 市道安佐北4区35号線 不明 9.1 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区77号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ77ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区77号線 不明 8.0 19.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区77号線3号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ77ｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区77号線 不明 8.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区77号線4号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ77ｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区77号線 不明 9.1 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

三国橋 ﾐｸﾆﾊｼ 市道安佐北4区191号線 不明 9.3 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区308号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ308ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区308号線 不明 2.3 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区308号線5号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ308ｺﾞｳｾﾝｺﾞｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区308号線 不明 11.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区52号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ52ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区52号線 不明 8.2 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北4区51号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ51ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区51号線 不明 6.9 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北4区50号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ50ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区50号線 不明 9.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

新後山橋 ｼﾝｳｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ 県道勝木安古市線 不明 12.5 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区57号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ57ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区57号線 不明 7.2 1.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北4区52号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ52ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区52号線 不明 4.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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安佐北4区190号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ190ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区190号線 不明 3.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区186号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ186ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区186号線 不明 4.4 9.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区185号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ185ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区185号線 不明 3.8 14.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区183号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ183ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区183号線 不明 4.3 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区180号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ180ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区180号線 不明 3.0 9.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区179号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ179ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区179号線 不明 3.0 10.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区178号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ178ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区178号線 不明 3.0 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区164号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ164ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区164号線 不明 3.5 12.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区158号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ158ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区158号線 不明 4.0 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区142号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ142ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区142号線 不明 4.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区107号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ107ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区107号線 不明 3.3 11.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

堂念橋 ﾄﾞｳﾈﾝﾊﾞｼ 市道安佐北4区77号線 不明 5.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区193号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ193ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区193号線 不明 4.0 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区193号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ193ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区193号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区195号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ195ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区195号線 不明 3.2 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

後谷橋 ｳｼﾛﾀﾞﾆﾊｼ 市道安佐北4区496号線 不明 8.8 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

里道橋 ｱｻｷﾀｸｺﾞｳｾﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区440号線 不明 7.3 12.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区42号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ42ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区42号線 不明 2.4 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

岡田川橋 ｵｶﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 県道今井田緑井線 不明 12.1 8.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

尼ヶ迫橋 ｱﾏｶﾞｻｺﾊﾞｼ 県道今井田緑井線 不明 8.1 17.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区97号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ97ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区97号線 不明 3.0 20.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区79号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ79ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区79号線 不明 3.9 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区78号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ78ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区78号線 不明 4.1 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区75号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ75ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区75号線 不明 3.6 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区75号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ75ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区75号線 不明 4.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区70号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ70ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区70号線 不明 3.8 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区62号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ62ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区62号線 不明 5.1 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区133号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ133ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区133号線 不明 2.5 13.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区133号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ133ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区133号線 不明 2.6 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区126号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ126ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区126号線 不明 3.5 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区114号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ114ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区114号線 不明 3.2 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区113号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ113ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区113号線 不明 3.7 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区112号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ112ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区112号線 不明 3.2 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区111号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ111ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区111号線 不明 6.5 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区110号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ110ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区110号線 不明 4.1 11.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区107号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ107ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区107号線 不明 3.5 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区97号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ97ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区97号線 不明 3.5 17.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区155号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ155ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区155号線 不明 3.0 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区154号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ154ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区154号線 不明 2.7 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区144号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ144ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区144号線 不明 3.9 9.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区198号線1号橋 ｱｻｷﾀｸｺﾞｳｾﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区198号線 不明 4.5 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区281号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ281ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区281号線 不明 3.0 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

程落橋 ﾎﾄﾞｵﾁﾊﾞｼ 市道安佐北4区216号線 不明 5.8 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区241号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ241ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区241号線 不明 6.8 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区241号線3号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ241ｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区241号線 不明 4.0 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

主要地方道浜田八重可部線1号橋ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳﾊﾏﾀﾞﾔｴｶﾍﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳ県道浜田八重可部線 不明 3.7 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区376号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ376ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区376号線 不明 2.7 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北3区241号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ241ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区241号線 不明 10.4 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

主要地方道浜田八重可部線2号橋ｼｭﾖｳﾁﾎｳﾄﾞｳﾊﾏﾀﾞﾔｴｶﾍﾞｾﾝﾆｺﾞｳｷ県道浜田八重可部線 不明 3.6 8.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区368号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ368ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区368号線 不明 3.9 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区368号線2号橋 ｱｻｷﾀ3368ｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区368号線 不明 5.3 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区370号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸｺ370ﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区370号線 不明 3.1 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区347号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ347ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区347号線 不明 3.9 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

堂免橋 ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ 市道安佐北3区566号線 不明 14.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

平原第2橋 ﾋﾗﾊﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ 市道安佐北3区381号線 不明 6.1 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

橋本橋 ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ 市道安佐北3区456号線 不明 9.1 2.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区642号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ642ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区642号線 不明 3.1 8.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

王子橋 ｵｳｼﾞﾊﾞｼ 市道安佐北3区328号線 不明 10.5 8.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区741号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ741ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区741号線 不明 2.5 10.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

町屋中央橋 ﾏﾁﾔﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ 市道安佐北3区533号線 不明 9.5 12.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

綾ケ谷橋 ｱﾔｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ 市道安佐北3区454号線 不明 5.3 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西本橋2 ﾆｼﾓﾄﾊﾞｼ2 市道安佐北3区454号線 不明 12.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ
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力石橋 ﾘｷｲｼﾊﾞｼ 市道安佐北3区470号線 不明 3.4 11.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区469号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ469ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区469号線 不明 6.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区467号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ467ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区467号線 不明 8.5 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

竹坂橋 ﾀｹｻｶﾊﾞｼ 市道安佐北3区466号線 不明 4.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

山田川橋 ﾔﾏﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道安佐北3区273号線 不明 2.6 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区281号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ281ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区281号線 不明 9.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区279号線1号橋 ｱｻｷﾀ3279ｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区279号線 不明 9.2 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区276号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ276ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区276号線 不明 10.7 9.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区352号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ352ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区352号線 不明 4.3 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区731号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ731ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区731号線 不明 5.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区329号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ329ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区329号線 不明 8.5 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区329号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ329ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区329号線 不明 3.1 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

山根橋1 ﾔﾏﾈﾊﾞｼ1 市道安佐北3区266号線 不明 10.8 1.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区265号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ265ｺﾞｳｾｲﾁﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区265号線 不明 12.9 1.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区254号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ254ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区254号線 不明 12.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

重清橋 ｼｹﾞｷﾖﾊﾞｼ 県道南原峡線 不明 14.2 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

白井下橋 ｼﾗｲｼﾀﾊﾞｼ 市道安佐北3区458号線 不明 8.5 5.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

行森橋2 ﾕｷﾓﾘﾊﾞｼ2 県道勝木安古市線 不明 10.6 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区272号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ272ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区272号線 不明 3.9 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区264号線3号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ264ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区264号線 不明 4.7 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区263号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ263ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区263号線 不明 5.4 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区263号線3号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ263ｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区263号線 不明 7.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

桐原橋 ｷﾘﾊﾗﾊﾞｼ 市道安佐北3区675号線 不明 5.7 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区425号線1号橋 ｱｻｷﾀ3425ｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区425号線 不明 4.5 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区386号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ386ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区386号線 不明 2.5 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区385号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ385ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区385号線 不明 2.1 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区128号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ128ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区128号線 不明 2.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区28号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ28ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区28号線 不明 5.6 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区554号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ554ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区554号線 不明 5.0 7.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区33号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ33ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区33号線 不明 2.0 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区可部大毛寺線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸｶﾍﾞｵｵﾓｼﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区可部大毛寺線 不明 3.4 16.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区178号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ178ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区178号線 不明 4.1 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区141号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ141ｺﾞｳｾｲﾁﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区141号線 不明 2.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区98号線1号線 ｱｻｷﾀ3ｸ98ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区98号線 不明 3.8 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北3区486号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ486ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区486号線 不明 3.1 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区99号線1号線 ｱｻｷﾀ3ｸ99ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区99号線 不明 4.0 3.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

沖村橋 ｵｷﾑﾗﾊﾞｼ 市道安佐北3区96号線 不明 2.6 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区101号線1号線 ｱｻｷﾀ3ｸ101ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区101号線 不明 3.7 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区100号線1号線 ｱｻｷﾀ3ｸ100ｺﾞｳｾｲﾁﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区100号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

護摩台橋 ｺﾞﾏﾀﾞｲﾊﾞｼ 市道安佐北3区87号線 不明 8.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区683号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ683ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区683号線 不明 4.2 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

重田橋 ｼｹﾞﾀﾊﾞｼ 市道安佐北3区154号線 不明 3.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ほまちかわ橋 ﾎﾏﾁｶﾜﾊﾞｼ 県道宇津可部線 不明 3.8 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区126号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ126ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区126号線 不明 2.8 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北3区126号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ126ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区126号線 不明 4.5 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

三ツの橋 ﾐﾂﾉﾊﾞｼ 県道下佐東線 不明 2.1 7.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

宇津可部線1号橋 ｳﾂﾞｶﾍﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 県道宇津可部線 不明 3.8 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

川崎橋 ｶﾜｻｷﾊﾞｼ 県道下佐東線 不明 9.1 7.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

船津橋 ﾌﾅﾂﾊﾞｼ 県道下佐東線 不明 6.2 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

亀山橋 ｶﾒﾔﾏﾊﾞｼ 県道宇津可部線 不明 2.1 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

学校下橋 ｶﾞｯｺｳｼﾀﾊﾞｼ 県道宇津可部線 不明 3.0 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区770号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ770ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区770号線 不明 4.8 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区756号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ756ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区756号線 不明 4.7 9.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区73号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ73ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区73号線 不明 4.0 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

壱貫田橋 ｲｯｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道安佐北3区65号線 不明 3.0 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区550号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ550ｺﾞｳｾﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区550号線 不明 4.0 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北3区41号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ41ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区41号線 不明 2.8 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区41号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ41ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区41号線 不明 8.3 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区36号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ36ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区36号線 不明 6.0 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区120号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ120ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区120号線 不明 2.7 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大和重工橋 ﾀﾞｲﾜｼﾞｭｳｺｳﾊﾞｼ 市道安佐北3区112号線 不明 4.7 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区683号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ683ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区683号線 不明 4.3 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ
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安佐北3区509号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ509ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区509号線 不明 3.8 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区113号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ113ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区113号線 不明 4.5 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区943号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ943ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区943号線 不明 4.5 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

発電所橋 ﾊﾂﾃﾞﾝｼｮﾊﾞｼ 県道宇津可部線 不明 7.3 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

マドクハラ橋 ﾏﾄﾞｸﾊﾗﾊﾞｼ 県道下佐東線 不明 4.4 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区75号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ75ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区75号線 不明 3.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北3区75号線2号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ75ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区75号線 不明 2.9 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北3区73号線1号橋 ｱｻｷﾀ3ｸ73ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区73号線 不明 8.2 7.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区89号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ89ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区89号線 不明 2.5 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区93号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ93ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区93号線 不明 3.6 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区89号線4号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ89ｺﾞｳｾﾖﾝﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区89号線 不明 3.3 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

峠下橋 ﾄｳｹﾞｼﾀﾊﾞｼ 県道古屋吉田線 不明 2.6 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

古屋吉田線1号橋 ﾌﾙﾔﾖｼﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 県道古屋吉田線 不明 5.0 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

古屋吉田線2号橋 ﾌﾙﾔﾖｼﾀﾞｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 県道古屋吉田線 不明 3.2 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区103号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ103ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区103号線 不明 5.3 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区77号線2号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ77ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区77号線 不明 3.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区77号線3号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ77ｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区77号線 不明 2.8 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区73号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ73ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区73号線 不明 2.5 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区73号線2号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ73ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区73号線 不明 2.3 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区115号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ115ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区115号線 不明 5.4 8.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区111号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ111ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区111号線 不明 2.7 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区110号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ110ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区110号線 不明 2.6 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区109号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ109ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区109号線 不明 8.5 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区128号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ128ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区128号線 不明 5.6 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

半田橋 ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道安佐北1区125号線 不明 3.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区121号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ121ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区121号線 不明 8.2 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区120号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ120ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区120号線 不明 3.2 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区118号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ118ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区118号線 不明 4.6 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区118号線2号橋 ｱｻｷﾀ1118ｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区118号線 不明 2.1 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区135号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ135ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区135号線 不明 6.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区57号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ57ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区57号線 不明 5.3 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区53号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ53ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区53号線 不明 2.1 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区40号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ40ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区40号線 不明 2.4 6.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区135号線3号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ135ｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区135号線 不明 4.6 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区47号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ47ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区47号線 不明 2.9 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区50号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ50ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区50号線 不明 4.3 2.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区49号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ49ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区49号線 不明 2.9 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北1区34号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ34ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区34号線 不明 2.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

草田1号橋 ｸｻﾀﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北3区368号線 不明 3.7 7.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区136号線2号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ136ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区136号線 不明 3.1 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区30号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ30ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区30号線 不明 4.2 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区28号線2号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ28ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区28号線 不明 2.2 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区27号線3号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ27ｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区27号線 不明 8.5 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区28号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ28ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区28号線 不明 2.3 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区6号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ6ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区6号線 不明 8.5 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区6号線2号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ6ｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区6号線 不明 8.5 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区2号線4号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ2ｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区2号線 不明 2.1 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北1区13号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ13ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区13号線 不明 3.2 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区3号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区3号線 不明 3.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区765号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ765ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区765号線 不明 3.1 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区769号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ769ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区769号線 不明 3.3 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区786号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ786ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区786号線 不明 10.4 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区783号線3号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ783ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区783号線 不明 4.7 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区782号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ782ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区782号線 不明 10.1 1.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区770号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ770ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区770号線 不明 3.2 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区794号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ794ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区794号線 不明 3.6 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区793号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ793ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区793号線 不明 4.1 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

安佐北2区793号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ793ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区793号線 不明 3.1 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

堂ケ迫橋 ﾄﾞｳｶﾞｻｺﾊﾞｼ 市道安佐北2区792号線 不明 8.0 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区790号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ790ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区790号線 不明 4.2 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区790号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ790ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区790号線 不明 4.8 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区788号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ788ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区788号線 不明 7.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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安佐北2区788号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ788ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区788号線 不明 5.7 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区788号線3号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ788ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区788号線 不明 5.0 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区783号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ783ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区783号線 不明 3.2 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区759号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ759ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区759号線 不明 2.3 4.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区748号線1号線 ｱｻｷﾀ2ｸ748ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区748号線 不明 2.4 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区730号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ730ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区730号線 不明 10.3 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佛堂橋 ﾌﾞﾂﾄﾞｳﾊﾞｼ 市道安佐北2区729号線 不明 6.6 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区738号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ738ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区738号線 不明 2.2 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区737号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ737ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区737号線 不明 3.5 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

小河原志和線1号橋 ｵｶﾞﾜﾗｼﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ 県道小河原志和線 不明 2.7 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区673号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ673ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区673号線 不明 5.3 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区671号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ671ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区671号線 不明 2.9 3.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区966号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ966ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区966号線 不明 3.2 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区694号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ694ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区694号線 不明 5.3 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区693号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ693ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区693号線 不明 5.0 1.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区690号線1号線 ｱｻｷﾀ2ｸ690ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区690号線 不明 5.8 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区689号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ689ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区689号線 不明 3.9 1.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区687号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ687ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区687号線 不明 4.7 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区685号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ685ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区685号線 不明 4.9 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区685号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ685ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区685号線 不明 5.5 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区712号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ712ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区712号線 不明 2.5 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区710号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ710ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区710号線 不明 2.6 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区709号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ709ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区709号線 不明 2.8 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区707号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ707ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区707号線 不明 3.5 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区705号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ706ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区705号線 不明 4.9 4.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区694号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ694ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区694号線 不明 3.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区1059号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ1059ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区1059号線 不明 5.3 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区699号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ699ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区699号線 不明 2.1 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区718号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ718ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区718号線 不明 2.7 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区712号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ712ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区712号線 不明 3.9 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区1057号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ1057ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区1057号線 不明 3.4 12.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区288号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ288ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区288号線 不明 4.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区286号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ286ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区286号線 不明 3.9 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区286号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ286ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区286号線 不明 3.5 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区277号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ277ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区277号線 不明 2.6 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区259号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ259ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区259号線 不明 7.6 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

吉明神橋2 ﾖｼﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ2 市道安佐北2区258号線 不明 8.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区266号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ266ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区266号線 不明 3.7 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区258号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ258ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区258号線 不明 5.6 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区263号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ263ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区263号線 不明 2.9 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区914号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ914ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区914号線 不明 4.1 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区889号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ889ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区889号線 不明 3.1 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区112号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ112ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区112号線 不明 4.2 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区31号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ31ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区31号線 不明 4.4 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区29号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区29号線 不明 3.7 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区27号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区27号線 不明 4.4 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

矢口橋 ﾔｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道安佐北2区84号線 不明 7.8 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区22号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区22号線 不明 4.4 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区19号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ19ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区19号線 不明 2.8 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区103号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ103ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区103号線 不明 4.6 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区106号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ106ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区106号線 不明 6.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区104号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ104ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区104号線 不明 3.1 6.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

東谷橋 ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊﾞｼ 市道安佐北2区100号線 不明 2.1 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区94号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ94ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区94号線 不明 4.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

市ケ谷橋 ｲﾁｶﾞﾔﾊﾞｼ 市道安佐北2区94号線 不明 5.9 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

烏帽子橋 ｴﾎﾞｼﾊﾞｼ 国道261号旧道 不明 6.0 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

唐谷橋 ｶﾗﾔﾊﾞｼ 国道261号旧道 不明 3.6 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北4区381号線2号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ381ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区381号線 不明 4.3 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区343号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ343ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区343号線 不明 2.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北4区29号線1号橋 ｱｻｷﾀ4ｸ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北4区29号線 不明 4.7 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

学校前橋2 ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊﾞｼ2 県道広島豊平線 不明 4.0 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

平原口橋 ﾋﾗﾊﾗｸﾞﾁﾊﾞｼ 市道安佐北3区233号線 不明 3.3 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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東毛木橋 ﾋｶﾞｼｹｷﾞﾊﾞｼ 県道宇津可部線 不明 3.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北1区27号線1号橋 ｱｻｷﾀ1ｸ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北1区27号線 不明 2.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区748号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ748ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区748号線 不明 2.3 8.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

安佐北2区959号線1号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ959ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区959号線 不明 3.9 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安佐北2区959号線2号橋 ｱｻｷﾀ2ｸ959ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安佐北2区959号線 不明 3.8 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

小浦陸橋 ｺｳﾗﾘﾂｷﾖｳ 県道瀬野川福富本郷線 2000 169.5 8.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

無名跨線橋 ﾑﾒｲｺｾﾝｷﾖｳ 市道安芸1区151号線 1970 21.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

久井原橋 ﾋｻｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道安芸1区329号線 1947 15.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

一貫田橋 ｲﾂｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道安芸1区278号線 1953 52.7 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下切橋 ｼﾀｷﾞﾘﾊﾞｼ 市道安芸2区80号線 1959 22.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

塚地橋 ﾂｶﾁﾞﾊﾞｼ 市道安芸1区226号線 1961 39.3 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

長戸路橋 ﾅｶﾞﾄﾛﾊﾞｼ 県道瀬野呉線 1961 20.6 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

湯谷橋 ﾕﾔﾊﾞｼ 市道安芸1区291号線 1962 27.7 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

鳥居橋 ﾄﾘｲﾊﾞｼ 市道安芸1区278号線 1963 32.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

荒谷橋2 ｱﾗﾀﾆﾊﾞｼ 市道安芸1区284号線 1967 25.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

昭和橋2 ｼﾖｳﾜﾊﾞｼ 市道安芸2区66号線 1967 23.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

山手橋2 ﾔﾏﾃﾊﾞｼ 市道安芸1区9号線 1969 17.6 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下中野橋 ｼﾓﾅｶﾉﾊﾞｼ 市道安芸1区53号線 1970 18.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

伯耆橋 ﾎｳｷﾊﾞｼ 市道安芸2区63号線 1970 22.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

朝日橋 ｱｻﾋﾊﾞｼ 市道安芸1区292号線 1970 27.5 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

小宇羅地歩道橋 ｺｳﾗｼﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ 市道安芸1区264号線 1970 40.4 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

新畑橋2 ｼﾝﾊﾀﾊﾞｼ 市道安芸2区74号線 1972 23.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

向井原橋 ﾑｶｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道安芸2区77号線 1973 23.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

向井橋 ﾑｶｲﾊﾞｼ 市道安芸1区282号線 1975 31.1 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

影橋 ｶｹﾞﾊﾞｼ 県道東海田広島線 1977 25.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

深山橋 ﾐﾔﾏﾊﾞｼ 市道安芸4区192号線 1981 20.8 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

小潭橋 ｵｻﾞﾜﾊﾞｼ 市道安芸2区27号線 1982 28.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区335号線1号橋 1ｸ335ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区335号線 不明 7.0 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

一井木橋 ｲﾁｲｷﾊｼ 市道安芸1区270号線 不明 6.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

鈴野川橋 ｽｽﾞﾉｶﾜﾊｼ 県道下瀬野海田線 不明 7.6 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区66号線1号橋 1ｸ66ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区66号線 不明 6.5 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区243号線1号橋 1ｸ243ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区243号線 不明 3.1 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

中平原橋 ﾅｶﾋﾗﾊﾗﾊｼ 市道安芸1区242号線 不明 7.1 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区242号線1号橋 1ｸ242ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区242号線 不明 3.9 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

室重橋 ﾑﾛｼｹﾞﾊｼ 市道安芸1区241号線 不明 5.8 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区227号線1号橋 1ｸ227ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区227号線 不明 3.0 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区227号線2号橋 1ｸ227ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区227号線 不明 4.5 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区226号線1号橋 1ｸ226ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区226号線 不明 3.0 6.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

1区114号線1号橋 1ｸ114ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区114号線 不明 3.4 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

横井手橋 ﾖｺｲﾃﾊｼ 県道下瀬野海田線 不明 7.0 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区65号線1号橋 1ｸ65ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区65号線 不明 11.3 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

北谷橋 ｷﾀﾀﾆﾊｼ 市道安芸1区64号線 不明 13.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区49号線1号橋 1ｸ49ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区49号線 不明 5.0 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区229号線1号橋 1ｸ229ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区229号線 不明 3.9 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区230号線1号橋 1ｸ230ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区230号線 不明 3.0 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

1区218号線1号橋 1ｸ218ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区218号線 不明 3.0 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

望ヶ丘二号橋 ﾉｿﾞﾐｶﾞｵｶﾆｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区213号線 不明 4.5 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区376号線1号橋 1ｸ376ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区376号線 不明 5.3 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区360号線1号橋 1ｸ360ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区360号線 不明 5.4 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区360号線2号橋 1ｸ360ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区360号線 不明 5.5 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区115号線1号橋 1ｸ115ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区115号線 不明 4.1 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区112号線1号橋 1ｸ112ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区112号線 不明 2.9 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上垣内橋 ｶﾐｶｷｳﾁﾊｼ 県道下瀬野海田線 不明 5.1 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

隋木屋橋 ﾀﾞｷﾔﾊｼ 県道下瀬野海田橋 不明 13.6 9.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

弘法橋 ｺｳﾎﾞｳﾊｼ 市道安芸1区63号線 不明 12.6 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

西奥畑橋一号 ﾆｼｵｸﾊﾀﾊｼｲﾁｺﾞｳ 市道安芸1区42号線 不明 5.3 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

西奥畑橋二号 ﾆｼｵｸﾊﾀﾊｼﾆｺﾞｳ 市道安芸1区42号線 不明 5.5 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

昭和橋4 ｼｮｳﾜﾊｼ4 市道安芸1区41号線 不明 7.2 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区34号線1号橋 1ｸ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区34号線 不明 4.3 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区377号線1号橋 1ｸ377ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区377号線 不明 2.0 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区209号線1号橋 1ｸ209ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区209号線 不明 6.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区208号線1号橋 1ｸ208ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区208号線 不明 6.2 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ
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1区207号線1号橋 1ｸ207ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区207号線 不明 3.7 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区207号線2号橋 1ｸ207ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区207号線 不明 7.0 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区197号線1号橋 1ｸ197ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区197号線 不明 7.8 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区90号線1号橋 1ｸ90ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区90号線 不明 2.0 3.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

宮橋3 ﾐﾔﾊｼ3 市道安芸1区33号線 不明 7.8 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

為角橋 ﾀﾒｽﾐﾊｼ 県道東海田広島線 不明 13.6 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下為角橋 ｼﾓﾀﾒｽﾐﾊｼ 県道東海田広島線 不明 3.0 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

新範重橋 ｼﾝﾉﾘｼｹﾞﾊｼ 県道東海田広島線 不明 9.4 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

花立橋 ﾊﾅﾀﾁﾊｼ 市道安芸1区39号線 不明 11.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

水谷橋 ﾐｽﾞﾀﾆﾊｼ 市道安芸1区39号線 不明 7.3 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区37号線1号橋 1ｸ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区37号線 不明 4.3 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区33号線1号橋 1ｸ33ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区33号線 不明 3.7 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区28号線1号橋 1ｺﾞｳ28ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区28号線 不明 4.6 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区202号線1号橋 1ｸ202ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区202号線 不明 5.8 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区99号線1号橋 1ｸ99ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区99号線 不明 2.9 4.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区196号線2号橋 1ｸ196ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区196号線 不明 3.2 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区194号線1号橋 1ｸ194ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区194号線 不明 3.1 5.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

1区194号線2号橋 1ｸ194ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区194号線 不明 4.6 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区189号線2号橋 1ｸ189ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区189号線 不明 9.0 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

上影橋 ｳｴｶｹﾞﾊｼ 県道東海田広島線 不明 3.8 11.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

本郷橋 ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ 県道東海田広島線 不明 14.4 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区61号線1号橋 1ｸ61ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区61号線 不明 2.5 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区189号線1号橋 1ｸ189ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区189号線 不明 2.2 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区196号線1号橋 1ｸ196ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区196号線 不明 3.1 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区192号線1号橋 1ｸ192ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区192号線 不明 5.7 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区192号線2号橋 1ｸ192ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区192号線 不明 7.0 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区183号線1号橋 1ｸ183ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区183号線 不明 2.6 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区179号線1号橋 1ｸ179ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区179号線 不明 2.8 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区178号線1号橋 1ｸ178ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区178号線 不明 2.9 2.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区1号線1号橋 1ｸ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区1号線 不明 2.1 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区27号線1号橋 1ｸ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区27号線 不明 2.8 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区24号線1号橋 1ｸ24ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区24号線 不明 3.2 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

1区23号線1号橋 1ｸ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区23号線 不明 4.4 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

中為角橋 ﾅｶﾀﾒｽﾐﾊｼ 市道安芸1区22号線 不明 6.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区16号線1号橋 1ｸ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区16号線 不明 3.3 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区15号線1号橋 1ｸ15ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区15号線 不明 4.9 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

1区12号線1号橋 1ｸ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区12号線 不明 3.8 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

梅河橋 ｳﾒｶﾜﾊｼ 市道安芸4区183号線 不明 5.3 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ほいとう橋 ﾎｲﾄｳﾊｼ 県道矢野安浦線 不明 3.5 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区206号線1号橋 4ｸ206ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区206号線 不明 7.1 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

4区172号線1号橋 4ｸ172ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区172号線 不明 4.2 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

日広天神橋 ﾆﾁﾋﾛﾃﾝｶﾐﾊｼ 市道安芸4区170号線 不明 9.6 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区166号線1号橋 4ｸ166ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区166号線 不明 7.6 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区169号線1号橋2 4ｸ169ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ2 市道安41区169号線 不明 4.2 5.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区227号線1号橋 4ｸ227ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区227号線 不明 4.6 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区138号線2号橋 4ｸ138ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区138号線 不明 5.0 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大原橋3 ｵｵﾊﾗﾊｼ3 市道安芸4区100号線 不明 5.3 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

4区100号線1号橋 4ｸ100ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区100号線 不明 6.8 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区161号線1号橋 4ｸ161ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区161号線 不明 6.0 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区145号線1号橋 4ｸ145ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区145号線 不明 6.8 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区140号線1号橋 4ｸ140ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区140号線 不明 5.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区138号線1号橋 4ｸ138ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区138号線 不明 3.9 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

横枕橋 ﾖｺﾏｸﾗﾊｼ 市道安芸4区136号線 不明 4.0 1.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

中原橋3 ﾅｶﾊﾗﾊｼ3 市道安芸4区119号線 不明 5.3 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区156号線1号橋 4ｸ156ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区156号線 不明 2.3 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区372号線1号橋 4ｸ372ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区372号線 不明 2.3 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区134号線1号橋 4ｸ134ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区134号線 不明 4.5 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区132号線1号橋 4ｸ132ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区132号線 不明 3.9 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

4区126号線1号橋 4ｸ126ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区126号線 不明 5.2 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

神原橋2 ｶﾝﾊﾞﾗﾊｼ2 市道安芸4区117号線 不明 5.8 1.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

愛宕橋 ｱﾀｷｺﾞﾊｼ 市道安芸4区116号線 不明 5.5 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

第三熊崎橋 ﾀﾞｲｻﾝｸﾏｻｷﾊｼ 市道安芸4区114号線 不明 7.1 1.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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4区114号線1号橋 4ｸ114ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区114号線 不明 3.0 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

4区113号線1号橋 4ｸ113ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区113号線 不明 5.8 1.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

第一熊崎橋 ﾀﾞｲｲﾁｸﾏｻｷﾊｼ 市道安芸4区112号線 不明 6.8 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

第二熊崎橋 ﾀﾞｲﾆｸﾏｻｷﾊｼ 市道安芸4区111号線 不明 6.6 1.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

4区108号線1号橋 4ｸ108ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区108号線 不明 8.0 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

保育橋 ﾎｲｸﾊｼ 市道安芸4区106号線 不明 8.5 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

極楽橋 ｺﾞｸﾗｸﾊｼ 市道安芸4区103号線 不明 10.0 22.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大井橋2 ｵｵｲﾊｼ2 市道安芸4区50号線 不明 3.3 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

4区2号線1号橋 4ｸ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸4区2号線 不明 2.7 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

矢野橋 ﾔﾉﾊｼ 市道安芸4区103号線 不明 10.5 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

真地橋 ｼﾝﾁﾊｼ 市道安芸4区102号線 不明 14.1 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区123号線1号橋 3ｸ123ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区123号線 不明 4.4 5.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

3区143号線1号橋 3ｸ143ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区143号線 不明 3.2 9.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区51号線1号橋 3ｸ51ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区51号線 不明 5.3 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区71号線3号橋 3ｸ71ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区71号線 不明 4.6 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区143号線2号橋 3ｸ143ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区143号線 不明 3.8 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

中の迫橋 ﾅｶﾉｻｺﾊｼ 市道安芸3区8号線 不明 4.6 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

家後橋 ｶｺﾞﾊｼ 市道安芸3区2号線 不明 7.1 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

重光橋 ｼｹﾞﾐﾂﾊｼ 市道安芸3区2号線 不明 5.3 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

道後橋2 ﾄﾞｳｺﾞﾊｼ2 市道安芸3区2号線 不明 5.1 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区2号線4号橋 3ｸ2ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区2号線 不明 8.6 5.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区149号線1号橋2 3ｸ149ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ2 市道安芸3区149号線 不明 4.9 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

なりとも橋 ﾅﾘﾓﾄﾊｼ 県道府中海田線 不明 2.9 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区97号線1号橋2 3ｸ97ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ2 市道安芸3区97号線 不明 4.2 1.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区87号線1号橋 3ｸ206ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区87号線 不明 3.7 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

3区50号線1号橋 3ｸ50ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区50号線 不明 3.7 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区48号線1号橋 3ｸ48ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区48号線 不明 3.2 1.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区41号線1号橋 3ｸ41ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区41号線 不明 4.0 9.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区108号線1号橋2 3ｸ108ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ2 市道安芸3区108号線 不明 4.8 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3区107号線1号橋2 3ｸ107ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ2 市道安芸3区107号線 不明 4.3 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

3区2号線1号橋 3ｸ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区2号線 不明 2.3 5.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区2号線2号橋 3ｸ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区2号線 不明 3.6 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

3区10号線1号橋 3ｸ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸3区10号線 不明 3.1 8.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

1区321号線1号橋 1ｸ321ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道安芸1区321号線 不明 2.5 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

庄屋橋 ｼﾖｳﾔﾊﾞｼ 県道五日市筒賀線 1977 74.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大曲橋 ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ 県道五日市筒賀線 1977 74.0 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

とちが谷橋 ﾄﾁｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ 県道五日市筒賀線 1977 46.1 10.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

岡ノ下橋 ｵｶﾉｼﾓﾊﾞｼ 県道五日市筒賀線 1963 21.5 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

小原橋 ｺﾊﾗﾊﾞｼ 県道下佐東線 1951 63.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷橋 ｴｹﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ 市道佐伯5区59号線 1952 60.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

松矢橋 ﾏﾂﾔﾊﾞｼ 市道佐伯5区41号線 1955 64.0 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

古持橋 ﾌﾙﾓﾁﾊﾞｼ 市道佐伯5区181号線 1957 62.8 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

兼丸橋 ｶﾈﾏﾙﾊﾞｼ 市道佐伯1区481号線 1961 20.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

高橋 ﾀｶﾊｼ 市道佐伯1区25号線 1963 26.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

木藤橋 ｷﾄｳﾊﾞｼ 市道佐伯5区51号線 1964 68.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

沖田橋3 ｵｷﾀﾊﾞｼ 市道佐伯2区193号線 1969 23.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

津伏橋 ﾂﾌﾞｼﾊﾞｼ 市道佐伯5区37号線 1969 107.5 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

向吉橋 ﾑｶｲﾖｼﾊﾞｼ 市道佐伯5区56号線 1970 63.4 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

百飛橋 ﾋﾔｸﾄﾋﾞﾊﾞｼ 市道佐伯5区58号線 1970 40.4 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

門久保橋 ｶﾄﾞｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道佐伯2区202号線 1972 24.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

山塚橋 ﾔﾏﾂｶﾊﾞｼ 市道佐伯5区39号線 1972 70.2 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

麦谷橋 ﾑｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ 県道広島湯来線 1972 63.9 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

田中寺橋 ﾃﾞﾝﾁﾕｳｼﾞﾊﾞｼ 市道佐伯2区180号線 1973 23.5 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

三筋橋 ﾐｽｼﾞﾊﾞｼ 市道佐伯4区吉見穴の口線 1973 50.0 13.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

第1通矢橋 ﾀﾞｲｲﾁﾄｵﾘﾔﾊﾞｼ 市道佐伯5区42号線 1974 74.7 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下西橋2 ｼﾓﾆｼﾊﾞｼ 市道佐伯2区176号線 1975 22.4 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

新高井橋 ｼﾝﾀｶｲﾊﾞｼ 市道佐伯2区208号線 1975 56.0 12.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

月見橋 ﾂｷﾐﾊﾞｼ 市道佐伯5区67号線 1976 23.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

中田橋1 ﾅｶﾀﾊﾞｼ 市道佐伯5区62号線 1977 36.5 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

感応山橋 ｶﾝﾉｳｻﾞﾝﾊﾞｼ 市道佐伯5区57号線 1977 25.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

志割橋 ｼﾜﾘﾊﾞｼ 市道佐伯5区61号線 1978 25.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

落合橋3 ｵﾁｱｲﾊﾞｼ 市道佐伯2区146号線 1978 56.9 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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駅前橋2 ｴｷﾏｴﾊﾞｼ 市道佐伯4区駅前線 1979 62.2 15.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

森原橋 ﾓﾘﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道佐伯5区102号線 1980 60.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

松原橋3 ﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ 市道佐伯5区117号線 1980 17.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

懸辻橋 ｶｹﾂｼﾞﾊﾞｼ 県道川角佐伯線 1984 21.8 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

三和橋 ｻﾝﾜﾊﾞｼ 市道佐伯2区375号線 1989 30.7 11.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

長渕橋 ﾅｶﾞﾌﾞﾁﾊｼ 国道488号旧道 2005 38.0 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

岡ノ下橋側道橋 ｵｶﾉｼﾓﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷﾖｳ 県道五日市筒賀線 不明 21.9 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

片山橋2 ｶﾀﾔﾏﾊﾞｼ 市道佐伯1区50号線 不明 16.0 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

不明（ふめい）橋 ﾌﾒｲﾊｼ 県道広島湯来線 1962 2.5 5.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

住吉橋（佐伯2区359号線） ｽﾐﾖｼﾊｼ 市道佐伯2区359号線 1969 18.6 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

住吉橋（佐伯2区357号線） ｽﾐﾖｼﾊｼ 市道佐伯2区357号線 1988 21.0 8.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

488号2号橋（車道） 477ｺﾞｳ2ﾄﾞｳｷｮｳ 国道488号 1992 12.6 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

長登路橋 ﾅｶﾞﾄﾛﾊｼ 市道佐伯5区38号線 2009 16.7 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区38号線4号橋 ｻｴｷ5ｸ38ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区38号線 不明 2.5 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

2号橋 2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区174号線 不明 12.5 5.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

3号橋 3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区174号線 不明 7.2 6.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋158 ﾑﾒｲﾊｼ158 市道佐伯5区59号線 不明 12.1 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷7号橋 ｴｹﾞﾀﾆ7ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区59号線 不明 7.5 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷8号橋 ｴｹﾞﾀﾆ8ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区59号線 不明 13.3 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷9号橋 ｴｹﾞﾀﾆ9ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区59号線 不明 9.5 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷12号橋 ｴｹﾞﾀﾆ12ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区59号線 不明 11.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷13号橋 ｴｹﾞﾀﾆ13ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区59号線 不明 6.5 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ムメイ橋161 ﾑﾒｲﾊｼ161 市道佐伯5区57号線 不明 13.2 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋162 ﾑﾒｲﾊｼ162 市道佐伯5区57号線 不明 10.4 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区66号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ66ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区66号線 不明 4.0 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

小谷橋1 ｺﾀﾆﾊｼ1 市道佐伯5区101号線 不明 3.5 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

ムメイ橋165 ﾑﾒｲﾊｼ165 市道佐伯5区58号線 不明 11.7 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

R488-1号橋 R488-1ｺﾞｳｷｮｳ 国道488号 不明 2.5 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

一ツ屋橋 ﾋﾄﾂﾔﾊｼ 市道佐伯5区33号線 不明 12.6 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下伏1号橋 ｼﾀﾌｾ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区32号線 不明 5.5 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下伏2号橋 ｼﾀﾌｾ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区32号線 不明 6.0 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区61号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ61ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区61号線 不明 3.2 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区60号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ60ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区60号線 不明 6.6 2.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区60号線2号橋 ｻｴｷ5ｸ60ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区60号線 不明 5.5 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区62号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ62ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区62号線 不明 5.2 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

佐伯5区62号線2号橋 ｻｴｷ5ｸ62ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区62号線 不明 4.5 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区62号線3号橋 ｻｴｷ5ｸ62ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区62号線 不明 3.0 2.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

龍丸橋 ﾘｭｳﾏﾙﾊｼ 市道佐伯5区65号線 不明 13.0 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区26号線3号橋 ｻｴｷ5ｸ26ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区26号線 不明 5.1 3.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区60号線4号橋 ｻｴｷ5ｸ60ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区60号線 不明 4.4 2.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

弥白橋 ﾔｼﾛﾊｼ 市道佐伯5区67号線 不明 13.0 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

楠谷橋 ｸｽﾉｷﾀﾆﾊｼ 市道佐伯5区64号線 不明 5.5 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区61号線2号橋 ｻｴｷ5ｸ61ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区61号線 不明 5.2 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

宮の下橋 ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ 市道佐伯5区104号線 不明 4.9 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区27号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区27号線 不明 4.0 9.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

今山橋 ｲﾏﾔﾏﾊｼ 市道佐伯5区171号線 不明 10.0 11.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区15号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ15ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区15号線 不明 8.7 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

境橋2 ｧｶﾞﾐﾊｼ2 市道佐伯5区8号線 不明 11.4 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

赤栃橋 ｱｶﾄﾁﾊｼ 市道佐伯5区8号線 不明 6.7 7.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

宮前橋 ﾐﾔﾏｴﾊｼ 市道佐伯5区10号線 不明 6.4 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

多田橋 ﾀﾀﾞﾊｼ 市道佐伯5区73号線 不明 13.6 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

小多田橋 ｺﾀﾀﾀﾞﾊｼ 市道佐伯5区69号線 不明 8.2 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

柏木橋2 ｶｼﾜｷﾞﾊｼ2 市道佐伯5区69号線 不明 5.2 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区67号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ67ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区67号線 不明 7.5 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区67号線2号橋 ｻｴｷ5ｸ67ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区67号線 不明 11.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区113号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ113ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区113号線 不明 4.4 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ（旧伏谷橋） ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 県道川角佐伯線 不明 4.2 22.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区5号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区5号線 不明 7.6 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区34号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区34号線 不明 7.3 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区112号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ112ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区112号線 不明 3.1 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯5区103号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ103ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区103号線 不明 6.9 14.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

長野葛原線1号橋 ﾅｶﾞﾉｸｽﾞﾊﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 県道長野葛原線 不明 7.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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佐伯5区107号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ107ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区107号線 不明 7.3 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯5区8号線1号橋 ｻｴｷ5ｸ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区8号線 不明 6.5 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大谷橋3 ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ3 市道佐伯5区70号線 不明 7.9 3.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

半坂川3号橋 ﾊﾝｻｶｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区223号線 不明 2.4 3.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

半坂支川1号橋 ﾊﾝｻｶｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区224号線 不明 4.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

半坂川2号橋 ﾊﾝｻｶｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区221号線 不明 2.3 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

梶毛川3号橋 ｶｼﾞｹﾞｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区109号線 不明 10.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

野登呂川3号橋 ﾉﾛｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区56号線 不明 8.0 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

野登呂川2号橋 ﾉﾛｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区56号線 不明 4.0 3.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

石内川1号橋 ｲｼｳﾁｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区215号線 不明 6.0 3.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

夫婦（めおと）1号橋 ﾒｵﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区106号線 不明 5.6 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

長通橋 ﾅｶﾞﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ 市道佐伯1区107線 不明 10.0 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下溝（しもこう）橋 ｼﾓｺｳﾊﾞｼ 市道佐伯1区106号線 不明 10.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

曲合橋 ｷｮｸﾔﾊﾞｼ 市道佐伯1区104号線 不明 11.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

白久保橋 ｼﾗｸﾎﾞﾊﾞｼ 市道佐伯1区77号線 不明 7.0 6.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

笹利川2号橋 ｻｻﾘｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区76号線 不明 6.1 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

井手ノ谷川1号橋 ｲﾃﾞﾉﾀﾆｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区35号線 不明 6.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

次郎谷川1号橋 ｼﾞﾛｳﾀﾆｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区35号線 不明 3.1 5.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

せっ石川1号橋 ｾｯｾｷｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区35号線 不明 2.7 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

堂ヶ原川1号橋 ﾄﾞｳｶﾞﾊﾗｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区35号線 不明 5.0 6.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

笹利川3号橋1 ｻｻﾘｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ1 市道佐伯1区75号線 不明 9.0 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

笹利川1号橋 ｻｻﾘｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区74号線 不明 7.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

梶田橋 ｶｼﾞﾀﾊﾞｼ 市道佐伯1区386号線 不明 5.6 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西法寺川2号橋 ｻｲﾎｳｼﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区63号線 不明 5.0 8.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

新宮橋2 ｼﾝｸﾞｳﾊﾞｼ2 県道原田五日市線 不明 10.2 9.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

荒谷川1号橋 ｱﾗﾀﾆｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区8号線 不明 9.0 3.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下小深川2号橋 ｼﾓｺﾌﾞｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区4号線 不明 4.6 1.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下小深川1号橋 ｼﾓｺﾌﾞｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯1区2号線 不明 2.0 1.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

久保橋4 ｸﾎﾞﾊﾞｼ4 県道五日市筒賀線 不明 4.9 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

城六川1号橋 ｼﾛﾛｸｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区22号線 不明 3.8 5.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

穴田橋 ｱﾅﾀﾞﾊﾞｼ 市道佐伯2区208号線 不明 5.9 15.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

高井川1号橋 ﾀｶｲｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区203号線 不明 7.7 2.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

高井川2号橋 ﾀｶｲｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区144号線 不明 6.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

保井田川4号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区34号線 不明 5.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

保井田川6号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ6ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区137号線 不明 6.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

保井田川5号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区137号線 不明 5.8 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

保井田川3号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区133号線 不明 6.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

保井田川1号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ 市道佐伯2区34号線 不明 6.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

保井田川8号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ8ｺﾞｳﾊｼ 市道佐伯2区133号線 不明 4.3 1.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

保井田川2号橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ 市道佐伯2区117号線 不明 4.8 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

倉重川5号橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区187号線 不明 6.2 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

倉重川4号橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区185号線 不明 6.0 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

倉重川3号橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区184号線 不明 7.0 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

百年橋 ﾋｬｸﾈﾝﾊﾞｼ 市道佐伯3区189号線 不明 7.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

下ヶ迫川5号橋 ｼﾓｶﾞｻｺｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区189号線 不明 10.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

梁井川1号橋 ﾊﾘｲｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区172号線 不明 4.7 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯3区271号線1号橋 ｻｴｷ3ｸ271ｺｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区271号線 不明 5.0 11.4 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

倉重川1号橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区18号線 不明 6.0 13.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

倉重川2号橋 ｸﾗｼｹﾞｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区183号線 不明 6.0 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下ヶ迫2号橋 ｼﾓｶﾞｻｺ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区180号線 不明 6.9 11.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下ヶ迫川4号橋 ｼﾓｶﾞｻｺｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区174号線 不明 4.0 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

東中地13号1号線 ﾋｶﾞｼﾅｶﾁ13ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区148号 不明 3.0 6.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

大地川1号橋 ｵｵﾁｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区145号線 不明 4.0 4.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大地川2号橋 ｵｵﾁｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区144号線 不明 3.5 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

川尻橋 ｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ 市道佐伯3区97号線 不明 8.9 2.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

大方橋 ｵｵｶﾀﾊﾞｼ 市道佐伯3区95号線 不明 11.5 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

美濃橋 ﾐﾉｳﾊﾞｼ 市道佐伯3区176号線 不明 9.0 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

下ヶ迫1号橋2 ｼﾓｶﾞｻｺ1ｺﾞｳｷｮｳ2 市道佐伯3区174号線 不明 5.9 5.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

千同川1号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区101号線 不明 7.0 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯3区寿老地中地線1号橋 ｻｴｷ3ｸｼﾞｭﾛｳﾁﾁｭｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区寿老地中地線 不明 6.0 19.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

千同川3号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区180号線 不明 8.0 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

田上橋 ﾀｶﾞﾐﾊﾞｼ 市道佐伯3区178号線 不明 6.0 4.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ
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千同川2号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区172号線 不明 5.3 1.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

小谷橋2 ｺﾀﾆﾊﾞｼ2 市道佐伯3区171号線 不明 6.4 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

美濃田橋 ﾐﾉｳﾀﾞﾊﾞｼ 市道佐伯3区171号線 不明 7.0 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯3区170号線1号橋 ｻｴｷ3ｸ170ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区170号線 不明 3.4 8.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

千同川5号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区135号線 不明 4.0 10.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

千同川8号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ8ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区159号線 不明 5.0 2.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

千同川6号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区136号線 不明 4.0 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

千同川4号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区135号線 不明 5.0 6.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

千同川7号橋 ｾﾝﾄﾞｳｶﾞﾜ7ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区137号線 不明 4.0 6.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

皆賀川3号橋 ﾐﾅｶﾞｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区411号線 不明 4.1 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

皆賀川5号橋 ﾐﾅｶﾞｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区404号線 不明 3.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

皆賀川4号橋 ﾐﾅｶﾞｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区403号線 不明 4.0 4.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

皆賀川6号橋 ﾐﾅｶﾞｶﾞﾜ6ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区395号線 不明 3.5 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

五日市北3号橋 ｲﾂｶｲﾁｷﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区344号線 不明 3.0 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

五日市北1号橋 ｲﾂｶｲﾁｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区340号線 不明 2.3 6.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

皆賀川1号橋 ﾐﾅｶﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区401号線 不明 3.6 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯4区400号線1号橋 ｻｴｷ4ｸ400ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区400号線 不明 4.1 3.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

皆賀小橋 ﾐﾅｶﾞｺﾊﾞｼ 市道佐伯4区371号線 不明 6.3 7.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

坪井川3号橋1 ﾂﾎﾞｲｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ1 市道佐伯3区85号線 不明 4.8 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

中垣内1号橋 ﾅｶｶﾞｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区85号線 不明 3.5 6.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯3区75号1号橋 ｻｴｷ3ｸ75ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区75号線 不明 7.5 3.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

坪井橋2 ﾂﾎﾞｲﾊﾞｼ2 市道佐伯3区75号線 不明 9.5 10.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

高橋川橋 ﾀｶﾊｼｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道佐伯3区74号線 不明 5.7 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

三宅1号橋 ﾐﾔｹ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区64号線 不明 3.5 4.3 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

中垣内2号橋 ﾅｶｶﾞｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区63号線 不明 4.5 5.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

中垣内3号橋 ﾅｶｶﾞｳﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区63号線 不明 3.4 4.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

貴船橋2 ｷﾌﾈﾊﾞｼ2 市道佐伯3区62号線 不明 3.9 4.9 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

屋代川3号橋 ﾔｼﾛｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区20号線 不明 5.5 7.1 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

屋代川1号橋 ﾔｼﾛｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区14号線 不明 6.0 8.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

屋代川4号橋 ﾔｼﾛｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯区3区33号線 不明 3.4 4.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

西田橋 ﾆｼﾀﾞﾊﾞｼ 市道佐伯3区37号線 不明 5.5 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯3区268号線1号橋 ｻｴｷ3ｸ2689ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区268号線 不明 3.9 5.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

屋代橋2 ﾔｼﾛﾊﾞｼ2 市道佐伯3区18号線 不明 4.0 9.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

中田橋2 ﾅｶﾀﾊﾞｼ2 市道佐伯3区18号線 不明 2.6 18.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

屋代川5号橋 ﾔｼﾛｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯3区18号線 不明 2.6 6.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

佐伯4区90号線1号橋 ｻｴｷ4ｸ90ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区90号線 不明 7.0 4.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

美の里3号橋 ﾐﾉｻﾄ3ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区12号線 不明 4.6 3.1 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

美の里4号橋 ﾐﾉｻﾄ4ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区14号線 不明 8.3 4.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

白砂橋 ｼﾗｻｺﾞﾊﾞｼ 県道川角佐伯線 不明 3.8 11.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

砂入橋 ｽﾅｲﾘﾊﾞｼ 市道佐伯5区4号線 不明 9.8 4.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

恵下谷橋側道橋 ｴｹﾞﾀﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ 市道佐伯5区59号線 不明 60.0 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

半坂1号ボックス ﾊﾝｻｶ1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ 県道広島湯来線 不明 8.5 4.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

保井田川橋 ﾔｽｲﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ 市道佐伯2区2号線 不明 6.0 5.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

美鈴園3号1号橋 ﾐｽｽﾞｴﾝ3ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯2区155号線 不明 4.0 14.3 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

佐伯4区487号線1号橋 ｻｴｷ4ｸ487ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ 市道佐伯4区487号線 不明 3.5 6.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

宅垣内橋 (ﾀｸｶﾞｷｳﾁﾊｼ) 市道天応西条塩谷線 1981 3.0 7.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

梅木２号橋 (ｳﾒｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道汐見1号線 1966 4.2 5.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

宮花橋 (ﾐﾔﾊﾅﾊﾞｼ) 市道吉浦本町1丁目3号線 1985 4.9 6.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

なみだ橋 (ﾅﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西城1号線 1973 2.5 3.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道吉浦本町1丁目1号線 1979 2.9 13.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

岩神橋 (ｲﾜｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道中町上城線 1954 3.0 3.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

平林橋 (ﾋﾗﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市道吉浦東本町3丁目1号線 1951 3.8 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

赤木橋 (ｱｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道吉浦本町2丁目9号線 1970 8.7 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

梅木７号橋 (ｳﾒｷ7ｺﾞｳﾊｼ) 市道天応大浜長谷線 1988 5.6 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上城団地１号橋 (ｳｴｼﾛﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上城4号線 1978 5.3 8.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

汐見橋 (ｼｵﾐﾊﾞｼ) 市道汐見1号線 1994 6.8 3.4 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

森立道跨線橋 (ﾓﾘﾀﾂﾐﾁﾏﾀｾﾝﾊﾞｼ) 市道森野呂線 1936 18.1 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

久俊跨線橋 (ｸﾄﾞｼﾏﾀｾﾝﾊﾞｼ) 市道久俊線 1979 12.5 5.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

要垣内橋 (ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼ) 市道町寺田線 1948 6.2 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

小畑第１橋 (ｺﾊﾞﾀﾀﾞｲ1ﾊｼ) 市道小畑縄繰線 1957 4.2 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

岩戸沖橋 (ｲﾜﾄｵｷﾊﾞｼ) 市道内海ハーバー埋立線 1973 6.5 5.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大才橋 (ﾀﾞｲｻｲﾊﾞｼ) 市道川尻本線2号線 1933 7.1 4.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ
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第２百田橋 (ﾀﾞｲ2ﾋｬｸﾀﾊﾞｼ) 市道原山森線 1985 6.3 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

稲恵寺橋 (ｲﾈｴﾃﾗﾊﾞｼ) 市道稲恵寺大見上線 1961 8.4 3.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

曲橋 (ﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道新宮5号線 1972 4.9 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

塩屋橋 (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道三条1丁目1号線 1940 2.5 4.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

北塩屋橋 (ｷﾀｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道海岸北塩屋線 1953 4.0 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

宝橋 (ﾀｶﾗﾊﾞｼ) 市道幸町海岸線 1961 59.0 13.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道東中央1丁目5号線 1976 8.5 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

春日橋 (ｼｭﾝｼﾞﾂﾊﾞｼ) 市道本通7丁目3号線 1948 7.6 6.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

吾妻３号橋 (ｱｽﾞﾏ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道本通8丁目1号線 1954 6.0 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

吾妻４号橋 (ｱｶﾞﾂﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吾妻2丁目1号線 1953 7.1 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

吾妻５号橋 (ｱｶﾞﾂﾏ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吾妻2丁目2号線 1949 3.9 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

特調橋 (ﾄｸﾁｮｳﾊﾞｼ) 市道本通4丁目1号線 1951 3.8 10.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

祝橋 (ｲﾜｲﾊﾞｼ) 市道中央5丁目1号線 1953 4.7 8.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

内神鉄管橋 (ｳﾁｶﾞﾐﾃｯｶﾝﾊﾞｼ) 市道西辰川2丁目1号線 1972 4.8 7.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道和庄宮原線 1950 3.9 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

源宗橋 (ｹﾞﾝｿｳﾊﾞｼ) 市道清水2丁目1号線 1965 2.9 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

源宗３号橋 (ｹﾞﾝｿｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三和2号線 1954 3.1 3.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

源宗４号橋 (ｹﾞﾝｿｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清水2丁目1号線 1958 4.7 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

麗人橋 (ﾚｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道本通5丁目2号線 1966 4.9 7.2 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

蔵本橋 (ｸﾗﾓﾄﾊﾞｼ) 市道伏原1丁目1号線 1956 6.8 6.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

西惣付橋 (ﾆｼｿｳﾂﾞｹﾊﾞｼ) 市道西惣付1号線 1954 7.0 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

栄橋 (ｴｲﾊﾞｼ) 市道西惣付28号線 1965 8.5 2.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

西惣付２号橋 (ﾆｼｿｳﾂﾞｹ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西惣付32号線 1962 7.3 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) 市道東中央神山線 1958 3.4 4.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下成橋 (ｼﾓｼｹﾞﾙﾊｼ) 市道望地1号線 1962 4.7 10.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上山田橋 (ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道伏原西谷線 1971 3.6 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

寄場橋 (ｷﾊﾞﾊﾞｼ) 市道伏原西谷線 1973 4.3 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中継下橋 (ﾅｶﾂｷﾞｼﾓﾊﾞｼ) 市道伏原西谷線 1957 3.8 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中継橋 (ﾁｭｳｹｲﾊﾞｼ) 市道伏原西谷線 1969 3.7 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道平原1号線 1966 2.8 3.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

伏原橋 (ﾌｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道伏原3丁目5号線 1978 2.4 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下望地橋 (ｼﾀﾓｳﾁﾊﾞｼ) 市道伏原3丁目7号線 1967 2.3 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

望地橋 (ﾎﾞｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道望地1号線 1963 2.4 8.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

望地４号橋 (ﾎﾞｳｼﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道望地2号線 1970 2.0 3.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

鹿田奥橋 (ｼｶﾀｵｸﾊﾞｼ) 市道本通8丁目6号線 1974 4.8 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 市道東畑1丁目1号線 1953 3.0 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

町新開橋 (ﾏﾁｼﾝｶﾞｲﾊﾞｼ) 市道町新開２号線 1984 5.9 5.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

野迫橋 (ﾉｻｺﾊｼ) 市道野迫４号線 1987 4.0 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

半田橋 (ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道岡谷５号線 1977 2.1 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

休谷橋 (ﾔｽﾐﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道宮原1丁目2号線 1933 2.7 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

休川２号橋 (ﾔｽﾐｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮原高区横断線 1985 5.2 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

室瀬大谷橋 (ｼﾂｾｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道宮原高区横断線 1964 3.3 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

赤崎橋 (ｱｶｻｷﾊｼ) 市道和庄宮原線 1969 2.1 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中神原橋 (ﾅｶｶﾞﾐﾊﾗﾊﾞｼ) 市道宮原5丁目14号線 1973 3.3 1.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中神原３号橋 (ﾅｶｶﾞﾐﾊﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮原5丁目12号線 1971 4.4 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

洗川橋 (ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ) 市道宮原11丁目8号線 1962 2.5 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

洗川２号橋 (ｱﾗｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮原10丁目16号線 1957 3.7 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

蒲刈３号橋 (ｶﾏｶﾞﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮原11丁目2号線 1975 3.1 1.9 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

蒲苅橋 (ｶﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道宮原11丁目2号線 1958 11.6 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

畑先奥１号線１号橋 (ﾊﾀｻｷｵｸ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑先奥１号線 1973 4.0 4.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

畑先奥１号線２号橋 (ﾊﾀｻｷｵｸ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑先奥１号線 1992 3.0 3.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

畑先奥１号線３号橋 (ﾊﾀｻｷｵｸ1ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道畑先奥１号線 1986 4.1 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

岡棟線２号橋 (ｵｶﾑﾈｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道岡棟線 1967 3.1 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大尾線２号橋 (ﾀﾞｲｵｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大尾線 1963 2.4 3.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

早瀬田中線１号橋 (ﾊﾔｾﾀﾅｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道早瀬田中線 1973 26.7 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

後迫線１号橋 (ｳｼﾛｻｺｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後迫線 1970 2.2 2.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

渡子陸橋 (ﾄﾉｺﾘｯｷｮｳ) 市道角小路線 1978 17.0 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

角小路線１号橋 (ｶﾄﾞｺｳｼﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道角小路線 1979 3.5 4.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中畑線１号橋 (ﾅｶﾊﾀｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中畑線 1994 3.0 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

先郷新開４号線１号橋 (ｾﾝｺﾞｳｼﾝｶﾞｲ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道先郷新開４号線 1995 2.4 10.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

弥生橋 (ﾔﾖｲﾊﾞｼ) 市道音戸高須１号線 2006 10.5 5.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上大正橋 (ｶﾐﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 市道警固屋2丁目9号線 1990 6.8 4.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ
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的場３丁目橋 (ﾏﾄﾊﾞ3ﾁｮｳﾒﾊﾞｼ) 市道的場3丁目2号線 1979 2.4 2.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

板ケ迫橋 (ｲﾀｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道警固屋7丁目12号線 1968 5.7 1.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道警固屋9丁目5号線 1962 3.4 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

見晴橋 (ﾐﾊﾗｼﾊﾞｼ) 市道警固屋9丁目見晴線 1973 6.7 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

尾立室尾１号橋 (ｵﾀﾁﾑﾛｵ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道尾立・室尾線 1990 2.9 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

尾立室尾２号橋 (ｵﾀﾁﾑﾛｵ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道尾立・室尾線 1985 2.5 2.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

八百谷上郷４号橋 (ﾔｵﾀﾞﾆｶﾐｺﾞｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八百谷上郷線 1980 4.5 3.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

八百谷上郷５号橋 (ﾔｵﾀﾞﾆｶﾐｺﾞｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八百谷上郷線 1979 4.8 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

室尾海越１号橋 (ﾑﾛｵｶｲｺﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道室尾海越線 1977 10.0 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

東豊浜坊ケ崎１号橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾖﾊﾏﾎﾞｳｶﾞｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東豊浜幸野浜線 1968 5.1 6.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

新町松浜１号橋 (ｼﾝﾏﾁﾏﾂﾊﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町松浜線 1999 5.3 5.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

旭町松浜１号橋 (ｱｻﾋﾏﾁﾏﾂﾊﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町松浜２号線 1968 5.1 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中田小家石２号橋 (ﾅｶﾀﾞｺﾔｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中田小家石線 1969 7.3 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

大江長谷１号橋 (ｵｵｴﾅｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大江・長谷線 1978 5.9 3.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大江長谷２号橋 (ｵｵｴﾅｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大江・長谷線 1920 3.5 1.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

宮西平鳶ヶ崎１号橋 (ﾐﾔﾆｼﾋﾗﾄﾋﾞｶﾞｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮西平鳶ヶ崎線 1972 2.7 1.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

重生中央１号橋 (ｼｷﾞｮｳﾁｭｳｵｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道重生中央線 1980 4.1 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

唐船１号橋 (ﾄｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道唐船線 1981 3.2 10.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

宇和木須川２号橋 (ｳﾜｷﾞｽｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇和木須川線 1977 4.7 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

宇和木須川５号橋 (ｳﾜｷﾞｽｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇和木須川線 1979 3.2 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

須川港１号橋 (ｽｶﾞﾜｺｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道須川港線 1978 4.8 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

西宇土中央１号橋 (ﾆｼｳﾄﾞﾁｭｳｵｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西宇土中央線 1990 4.0 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

西宇土中央３号橋 (ﾆｼｳﾄﾞﾁｭｳｵｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西宇土中央線 1971 3.4 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

宇和木小家石１号橋 (ｳﾜｷﾞｺﾔｲｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇和木小家石線 1992 2.7 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

あずま橋 (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ) 市道宇和木峠線 1933 7.4 5.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大白明橋 (ｵｵｼﾞﾗｹﾊﾞｼ) 市道宇和木峠線 1952 6.6 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大白明東橋 (ｵｵｼﾞﾗｹﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道宇和木峠線 1987 4.0 10.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

西宇渡１号橋 (ﾆｼｳﾄﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西宇渡線 1959 3.0 4.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大江１号橋 (ｵｵｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大江線 1977 4.0 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

尾立西濱１号橋 (ｵﾀﾁﾆｼﾊﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道尾立西濱線 1973 6.0 3.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下郷橋 (ｼﾓｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道阿賀北8丁目12号線 1967 5.3 2.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下平原橋 (ｼﾓﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道阿賀北8丁目7号線 1969 5.1 1.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道阿賀北中央線 1929 4.8 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

弥生橋 (ﾔﾖｲﾊﾞｼ) 市道阿賀北7丁目9号線 1973 5.2 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

郷橋 (ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道阿賀北7丁目6号線 1974 4.5 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大坪谷橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道阿賀北4丁目1号線 1978 6.6 1.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

新畑橋 (ｼﾝﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道阿賀北1丁目1号線 1962 5.4 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

豊高橋 (ﾄﾖﾀｶﾊｼ) 市道阿賀中央5丁目11号線 1965 4.2 9.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

清水谷橋 (ｼﾐｽﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道阿賀北6丁目4号線 1965 4.2 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下原橋 (ｼﾓﾊﾗﾊﾞｼ) 市道阿賀北5丁目10号線 1955 2.0 2.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上原橋 (ｳｴﾊﾗﾊﾞｼ) 市道阿賀北5丁目8号線 1957 2.0 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下八反田橋 (ｼﾓﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道阿賀南5丁目12号線 1970 7.3 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中八反田橋 (ﾅｶﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道阿賀南5丁目12号線 1962 6.9 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

塩谷橋 (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道阿賀中央9丁目2号線 1997 4.5 2.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

浜田川橋 (ﾊﾏﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道阿賀南8丁目1号線 1972 3.6 1.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

大入３号橋 (ﾀﾞｲﾆｭｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道阿賀南8丁目12号線 1980 3.9 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下冠崎橋 (ｼﾀｶﾌﾞﾗｻｷﾊﾞｼ) 市道阿賀南9丁目1号線 1973 4.2 20.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

冠崎観音橋 (ｶﾌﾞﾗｻｷｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道阿賀南9丁目1号線 1974 4.1 10.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上冠崎橋 (ｶﾐｶﾌﾞﾗｻｷﾊｼ) 市道冠崎線 1976 2.5 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

どんどん橋 (ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾊｼ) 市道阿賀南5丁目15号線 1985 6.4 5.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大入４号橋 (ﾀﾞｲﾆｭｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大入高鳥山線 1990 4.7 6.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

大入５号橋 (ﾀﾞｲﾆｭｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大入高鳥山線 1986 2.8 3.4 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

虹村大橋 (ﾆｼﾞﾑﾗｵｵﾊｼ) 市道阿賀虹村線 2011 245.0 11.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

刈浜橋 (ｶﾘﾊﾏﾊﾞｼ) 市道中刈浜１号線 1964 5.6 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

梶谷橋 (ｶｼﾞﾀﾆﾊｼ) 市道岩田線 1969 2.8 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

雁田橋 (ｶﾘﾀﾊﾞｼ) 市道白毛線 2003 7.2 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中谷橋 (ﾅｶﾔﾊﾞｼ) 市道大広1丁目1号線 1969 3.0 7.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上中谷橋 (ｶﾐﾅｶﾔﾊﾞｼ) 市道大広2丁目4号線 1979 2.6 10.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

荒采３号橋 (ｱﾗｳﾈ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道石内野呂線 1955 7.3 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

荒采４号橋 (ｱﾗｳﾈ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道石内野呂線 1976 3.0 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

森川橋 (ﾓﾘｶﾜﾊﾞｼ) 市道石内3丁目9号線 1958 7.1 3.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

庄司橋 (ｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道石内線 1961 6.6 1.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ
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虹村陸橋 (ﾆｼﾞﾑﾗﾘｯｷｮｳ) 市道虹村1号線 1973 12.6 24.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

三坂地３号橋 (ﾐｻｶｼﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仁方本町塩焼線 1974 3.0 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

三坂地４号橋 (ﾐｻｶｼﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仁方本町塩焼線 1979 2.1 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

三坂地２号橋 (ﾐｻｶｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仁方本町塩焼線 1960 2.0 3.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

新開２号橋 (ｼﾝｶﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道広駅前1丁目4号線 1977 2.9 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

新開４号橋 (ｼﾝｶﾞｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大新開2丁目1号線 1972 2.1 5.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

新開５号橋 (ｼﾝｶﾞｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大新開2丁目2号線 1983 2.0 2.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

名田橋 (ﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道広中町2号線 1980 5.2 3.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下免田橋 (ｼﾓﾒﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道白石4丁目2号線 1969 4.4 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中免田３号橋 (ｼﾞｭｳﾒﾝﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白岳6丁目2号線 1982 2.9 9.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中免田２号橋 (ｼﾞｭｳﾒﾝﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白岳6丁目3号線 1983 3.2 10.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中免田橋 (ﾅｶﾒﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道白岳6丁目1号線 1958 3.6 5.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

白岳８号橋 (ｼﾗﾀｹ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白岳5丁目5号線 1980 3.5 6.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

白石２号橋 (ｼﾛｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石2丁目1号線 1978 2.9 3.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中両谷橋 (ﾅｶﾘｮｳﾀﾆﾊﾞｼ) 市道広駅前2丁目1号線 1958 2.6 4.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

船上橋 (ﾌﾅｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道両谷3丁目1号線 1938 2.1 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中両谷４号橋 (ﾅｶﾘｮｳﾀﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道両谷2丁目3号線 1968 2.7 5.4 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上杭本橋 (ｳｴｸｲﾓﾄﾊｼ) 市道中新開1丁目4号線 1977 2.8 8.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上中橋 (ｶﾐﾅｶﾊﾞｼ) 市道吉松2丁目1号線 1963 2.4 6.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中橋 (ﾅｶﾊｼ) 市道中新開1丁目2号線 1999 2.0 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下中橋 (ｼﾓﾅｶﾊﾞｼ) 市道中新開1丁目1号線 1982 2.3 6.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

小坪峠橋 (ｺﾂﾎﾞﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 市道小坪白岳線 1953 8.0 2.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

新中須賀橋 (ｼﾝﾅｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 市道古新開8丁目6号線 1988 9.3 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

徳丸２号橋 (ﾄｸﾏﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道徳丸2号線 1986 2.0 3.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

白石３丁目１６号線１号橋 (ｼﾛｲｼ3ﾁｮｳﾒ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石3丁目16号線 1998 2.3 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中迫１０号線１号橋 (ﾅｶｻｺ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中迫10号線 2004 7.0 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中迫１０号線２号橋 (ﾅｶｻｺ10ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道中迫10号線 2004 7.0 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

東郷線１号橋 (ﾄｳｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東郷線 1979 2.5 5.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

東郷線２号橋 (ﾄｳｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道東郷線 1994 5.0 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中道線１号橋 (ﾁｭｳﾐﾁｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中道線 1982 6.0 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中道線２号橋 (ﾁｭｳﾐﾁｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道中道線 1988 4.0 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

称名寺線１号橋 (ｼｮｳﾐｮｳﾃﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道称名寺線 1980 3.6 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中大浦線１号橋 (ﾁｭｳﾀﾞｲｳﾗｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道中大浦線 1967 2.3 7.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

小長２号線１号橋 (ｼｮｳﾁｮｳ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道小長二号線 1971 10.0 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

南谷線１号橋 (ﾐﾅﾐﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道南谷線 1970 7.5 5.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

大久線１号橋 (ﾀﾞｲﾋｻｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道大久線 1976 2.3 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

道ノ上線１号橋 (ﾐﾁﾉｶﾐｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道道ノ上線 1978 2.3 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

桜畠線１号橋 (ｻｸﾗﾊﾀｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道桜畠線（幹線） 1993 4.0 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

丸山線１号橋 (ﾏﾙﾔﾏｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道丸山線 1989 3.0 3.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

内山線１号橋 (ｳﾁﾔﾏｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道内山線 1983 5.3 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

内山線２号橋 (ｳﾁﾔﾏｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道内山線 1981 5.0 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

内山線３号橋 (ｳﾁﾔﾏｾﾝ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道内山線 1977 2.3 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

桂線１号橋 (ｶﾂﾗｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道桂線 1980 2.5 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

日差大浦線１号橋 (ﾋｻﾀﾞｲｳﾗｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道日差大浦線 1982 4.2 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

麗線１号橋 (ﾚｲｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道麓線 1981 2.3 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

高田橋 (ｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道久比線 1985 3.6 6.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

南郷橋 (ﾅﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道久比線 1984 3.0 7.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

大浦橋 (ｵｵｳﾗﾊﾞｼ) 市道久比線 1983 4.4 4.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

白方線１号橋 (ｼﾗｶﾀｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道白方線 1990 2.7 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 市道仁方本町1丁目9号線 1955 7.6 3.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 市道仁方本町1丁目27号線 1969 10.9 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊﾞｼ) 市道宮上中筋線 1993 4.9 12.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中大歳橋 (ﾁｭｳﾀﾞｲﾄｼﾊﾞｼ) 市道仁方本町2丁目7号線 1978 4.0 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下戸田橋 (ｼﾓﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 市道戸田東線 1976 2.7 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

小林橋 (ｺﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 市道宮上中筋線 1991 7.0 6.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

豊浜３号橋 (ﾄﾖﾊﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道岡ノ鼻線 1991 2.8 5.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

豊浜５号橋 (ﾄﾖﾊﾏ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道猪尻第１号支線 1995 9.0 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

豊浜６号橋 (ﾄﾖﾊﾏ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大浜中央線 1992 6.5 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

豊浜７号橋 (ﾄﾖﾊﾏ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大浜中央線 1993 5.0 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

豊浜１０号橋 (ﾄﾖﾊﾏ10ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ダム線 1990 2.0 11.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

豊浜１３号橋 (ﾄﾖﾊﾏ13ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ダム線 1985 4.9 3.2 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

大積３号橋 (ｵｵﾂﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原西2号線 1978 3.9 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ
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大積４号橋 (ｵｵﾂﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原西1号線 1954 2.4 2.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

打田ケ原２号橋 (ｳﾁﾀｹﾊﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道惣引谷黒瀬線 1969 5.0 2.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

下長谷橋 (ｼﾀﾅｶﾞﾔﾊﾞｼ) 市道郷原西42号線 1971 10.2 5.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道郷原東6号線 1976 4.0 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

古川２号橋 (ﾌﾙｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原東7号線 1978 3.5 2.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

惣上橋 (ｿｳｳｴﾊﾞｼ) 市道郷原東6号線 1975 3.3 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

惣上２号橋 (ｿｳｳｴ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原東5号線 1973 2.0 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

子之浦跨線橋 (ｺｺﾚｳﾗﾏﾀｾﾝﾊﾞｼ) 市道三津口女子畑線 1984 21.5 7.4 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

升姑橋 (ﾏｽｺﾊﾞｼ) 市道中跡条久多田線 1933 4.5 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

水尻１号線２号橋 (ﾐｽﾞｼﾘ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道水尻１号線 1968 4.3 2.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

日之浦３号１号橋 (ﾋﾉｳﾗ3ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道日之浦３号線 1969 4.4 3.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

青木橋 (ｱｵｷﾊﾞｼ) 市道県道安浦病院線 1963 4.0 3.8 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

北平迫北小林１号橋 (ｷﾀﾋﾗｾﾘｷﾀｺﾊﾞﾔｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道北平迫北小林線 1968 8.4 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

中畑下垣内線１号橋 (ﾅｶﾊﾀｼﾀｶｷｳﾁｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中畑下垣内線 1969 4.7 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

引明上奥条１号橋 (ｲﾝﾒｲｼﾞｮｳｵｸｼﾞｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道引明上奥条線 1967 7.1 1.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上奥条山池１号橋 (ｳｴｵｸｼﾞｮｳﾔﾏｲｹ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上奥条山池線 1976 7.8 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

才崎歩道橋 (ｻｲｻﾞｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道安浦ハイツ1号線 1998 20.0 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

松ヶ丘３号橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松ケ丘2丁目2号線 1968 2.3 6.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

松ヶ丘４号橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜ケ丘2丁目2号線 1968 2.3 4.4 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

松ヶ丘５号橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松ケ丘2丁目3号線 1968 2.4 4.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

松ヶ丘６号橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜ケ丘2丁目3号線 1969 2.3 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

松ヶ丘７号橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜ケ丘2丁目2号線 1969 2.3 6.5 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

滝向橋 (ﾀｷﾑｶｲﾊﾞｼ) 市道ひばりケ丘7号線 1973 3.7 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

滝向２号橋 (ﾀｷﾑｶｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ひばりケ丘8号線 1973 2.6 4.9 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

滝向３号橋 (ﾀｷﾑｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ひばりケ丘1号線 1973 2.8 7.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

滝向４号橋 (ﾀｷﾑｶｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ひばりケ丘9号線 1973 2.4 4.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

滝向５号橋 (ﾀｷﾑｶｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ひばりケ丘10号線 1974 2.5 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

滝向６号橋 (ﾀｷﾑｶｲ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ひばりケ丘11号線 1974 2.6 4.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

滝向７号橋 (ﾀｷﾑｶｲ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道ひばりケ丘10号線 1974 3.2 4.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上松ケ丘２号橋 (ｳｴﾏﾂｹｵｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松ケ丘2丁目2号線 1975 2.4 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上松ケ丘３号橋 (ｳｴﾏﾂｹｵｶ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜ケ丘2丁目2号線 1975 2.8 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

上松ケ丘４号橋 (ｳｴﾏﾂｹｵｶ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松ケ丘2丁目3号線 1976 2.7 4.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

上松ケ丘５号橋 (ｳｴﾏﾂｹｵｶ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜ケ丘2丁目3号線 1976 3.2 4.1 呉市 広島県 呉市 Ⅲ

三ツ石２号橋 (ﾐﾂｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道焼山中央4丁目6号線 1967 5.5 5.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

下奥条橋 (ｼﾀｵｸｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道焼山西3丁目8号線 1994 3.2 5.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

奥条橋 (ｵｸｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道焼山西3丁目4号線 1955 2.7 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

呉地橋 (ｸﾚﾁﾊﾞｼ) 市道焼山中央1丁目1号線 1975 9.7 3.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

久次郎原橋 (ﾋｻｼｼﾞﾛｳﾊﾗﾊﾞｼ) 市道焼山南1丁目4号線 1952 6.2 2.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

久次郎原２号橋 (ﾋｻｼｼﾞﾛｳﾊﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道焼山南1丁目5号線 1954 4.7 5.3 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

涼橋 (ﾘｮｳﾊﾞｼ) 市道焼山南1丁目1号線 1976 2.1 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

小越原橋 (ｵｺﾞｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道神山1丁目1号線 1955 2.1 10.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

大島橋 (ｵｵｼﾏﾊﾞｼ) 市道神山1丁目2号線 1953 2.3 1.7 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

広角橋 (ｺｳｶｸﾊﾞｼ) 市道焼山苗代線 1970 4.1 2.6 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

広角２号橋 (ｺｳｶｸ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道焼山苗代線 1965 5.2 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

広角３号橋 (ｺｳｶｸ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道焼山苗代線 1973 4.0 2.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

泉ケ丘橋 (ｲｽﾞﾐｶﾞｵｶﾊﾞｼ) 市道泉ケ丘1丁目1号線 1971 4.3 11.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

神出橋 (ｶﾐﾃﾞﾊﾞｼ) 市道苗代5号線 1999 9.0 5.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

橋詰橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 市道苗代4号線 1996 8.5 5.2 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

樫原橋 (ｶｼﾜﾗﾊﾞｼ) 市道栃原1号線 1973 6.9 3.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

馬橋 (ﾏﾊﾞｼ) 市道栃原1号線 1966 5.2 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

湯舟橋 (ﾕﾌﾈﾊﾞｼ) 市道栃原2号線 1990 3.2 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

東谷橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道栃原6号線 1956 3.6 2.9 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 市道栃原5号線 1951 2.7 3.6 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

上宮下橋 (ｶﾐﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 市道栃原5号線 1991 3.9 4.7 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

鎌ケ原２号橋 (ｶﾏｹﾊﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道押込6丁目1号線 1970 3.9 6.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

西小屋橋 (ﾆｼｺﾔﾊﾞｼ) 市道焼山北1丁目5号線 1993 4.0 3.3 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

奥条橋 (ｵｸｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道焼山西3丁目7号線 1975 3.8 4.0 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

兎の口橋 (ｳｻｷﾞﾉｸﾁﾊｼ) 市道焼山西中央線 2010 35.1 19.8 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

無名橋（632） （ﾑﾒｲﾊﾞｼ（632）） 市道桜ヶ丘中央線 1970 5.1 13.4 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

政岡橋 （ﾏｻｵｶﾊﾞｼ） 市道桜ヶ丘中央線 1960 4.3 7.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

政岡歩道橋 （ﾏｻｵｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ） 市道桜ヶ丘中央線 1975 4.6 1.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

政岡側道橋 （ﾏｻｵｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ） 市道桜ヶ丘中央線 1981 4.6 1.1 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

40 / 95 ページ



管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

橋梁名（フリガナ）
橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

路線名
架設
年次

（西暦）

警固屋さくら橋 （ｹｺﾞﾔｻｸﾗﾊﾞｼ） 市道警固屋7丁目20号線 2005 12.7 5.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

日本橋（歩道橋） (ﾆﾎﾝﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道本川向島線 1973 16.8 1.9 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

藤が平橋 (ﾌｼﾞｶﾞﾋﾗﾊｼ) 市道中田万里1号線 1970 11.6 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

鍵坪橋 (ｶｷﾞﾂﾎﾞﾊｼ) 市道川下1号線 1960 10.2 4.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

本渡橋 (ﾎﾝﾜﾀﾘﾊｼ) 市道新町2号線 1954 47.0 6.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

上在屋橋 (ｶﾐｱﾘﾔﾊｼ) 市道水ノ口在屋線 1960 10.0 4.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

日本橋 (ﾆﾎﾝﾊｼ) 市道本川向島線 1968 17.2 7.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

時見堂橋 (ﾄｷﾐﾄﾞｳﾊｼ) 市道水ノ口在屋線 1968 11.4 4.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

湯坂橋 (ﾕｻｶﾊｼ) 市道亀山湯坂線 1974 23.5 5.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

梅王館前橋 (ﾊﾞｲｵｳｶﾝﾏｴﾊｼ) 市道辰口線 1983 14.7 4.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

来宿橋 (ﾗｲｼｭｸﾊｼ) 市道亀山湯坂線 1968 16.2 6.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

正尺橋 (ｼｮｳｼﾞｬｸﾊｼ) 市道上葛3号線 1972 12.7 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

中央橋２ (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 市道中央橋線 1969 30.0 4.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

堀坂3号線1号橋 (ﾎｯｻｶｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道堀坂3号線 1960 11.0 2.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

寺迫橋 (ﾃﾗｻｺﾊｼ) 市道上西谷3号線 1981 18.0 5.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

水ノ口橋 (ﾐﾉｸﾁﾊｼ) 市道水ノ口橋線 1981 36.5 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

皆実橋 (ﾐﾅﾐﾊｼ) 市道築地明神線 1988 54.0 3.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

大福地橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾊｼ) 市道大福地4号線 1952 30.0 4.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

渡逢橋 (ﾜﾀﾘｱｲﾊｼ) 市道新町上市線 1980 14.6 6.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

池之浦橋 (ｲｹﾉｳﾗﾊｼ) 市道池之浦1号線 1982 14.6 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

小島2号線1号橋（歩道橋） (ｺｼﾞﾏﾆｺﾞｳｾﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道小島2号線 1980 10.5 2.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

竜王上橋 (ﾘｭｳｵｳｶﾐﾊｼ) 市道下田万里6号線 1967 10.2 2.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

京南橋 (ｷｮｳﾅﾝﾊｼ) 市道下田万里4号線 1977 10.2 1.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

本川橋 (ﾎﾝｶﾜﾊｼ) 市道扇町4号線 1968 20.0 6.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

滝ｹ谷橋 (ﾀｷｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道在屋火葬場線 1972 12.5 2.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

便利橋１ (ﾍﾞﾝﾘﾊｼ) 市道築地明神線 1981 27.3 3.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

西上条3号線1号橋 (ﾆｼｶﾐｼﾞｮｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西上条３号線 1950 15.0 2.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

扇橋 (ｵｵｷﾞﾊｼ) 市道黒浜楠谷線 1960 26.0 8.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

竜王橋 (ﾘｭｳｵｳﾊｼ) 市道下田万里5号線 1982 13.8 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

城南橋 (ｼﾞｮｳﾅﾝﾊｼ) 市道城線 1977 13.5 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

鋳師原橋 (ｲﾓｼﾊﾗﾊｼ) 市道上田万里中仁賀線 1979 13.8 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 市道赤坂中仁賀線 1969 20.0 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

宝貴橋 (ﾎｳｷﾊｼ) 市道在屋西野線 1970 25.0 4.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

相生橋 (ｱｲｵｲﾊｼ) 市道赤坂湯坂線 1972 28.3 5.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

町田橋 (ﾏﾁﾀﾞﾊｼ) 市道青田末宗線 1961 41.0 5.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

権現社橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝｼｬﾊｼ) 市道権現社線 1970 12.2 3.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 市道築地明神線 2003 30.5 2.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

西谷中央橋 (ﾆｼﾀﾞﾆﾁｭｳｵｳﾊｼ) 市道辰口線 1980 15.0 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

上成井橋 (ｶﾐﾅﾘｲﾊｼ) 市道成井1号線 1968 57.0 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

金九郎橋 (ｶﾅｸﾛｳﾊｼ) 市道船木屋線 1955 44.4 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

親耕橋 (ｼﾝｺｳﾊｼ) 市道西上条３号線 1968 49.6 4.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

武田橋 (ﾀｹﾀﾞﾊｼ) 市道青田6号線 1971 46.3 5.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

上田万里側道2号線1号橋 (ｶﾐﾀﾏﾘｿｸﾄﾞｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)市道上田万里側道2号線 1982 13.7 4.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

寺上橋 (ﾃﾗｳｴﾊｼ) 市道楠通小梨線 1981 11.4 5.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

賀茂川大橋 (ｶﾓｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 市道中須丸子山線 1969 53.4 6.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊｼ) 市道八幡橋線 1971 17.6 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

汐入橋 (ｼｵｲﾘﾊｼ) 市道汐入橋線 1971 31.5 5.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

横大道橋 (ﾖｺﾀﾞｲﾄﾞｳﾊｼ) 市道横大道大橋線 1979 15.0 5.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

上枌谷橋 (ｶﾐｿｷﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 市道枌谷2号線 2003 14.1 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

池之浦3号線1号橋 (ｲｹﾉｳﾗﾊﾞｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)市道池之浦3号線 1982 12.0 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

鳥越橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾊｼ) 市道大乗団地6号線 1982 11.5 6.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊｼ) 市道田万里市1号線 1977 13.0 2.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

西枌谷橋 (ﾆｼｿｷﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 市道枌谷入野線 1980 10.5 6.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

小島2号線1号橋 (ｺｼﾞﾏﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小島2号線 1980 10.5 4.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

曽谷橋 (ｿﾀﾞﾆﾊｼ) 市道中田万里6号線 1982 11.5 3.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

宮渡橋 (ﾐﾔﾜﾀﾘﾊｼ) 市道宮山2号線 1982 13.0 3.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

上田万里側道4号線1号橋 (ｶﾐﾀﾏﾘﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上田万里側道4号線 1982 12.5 5.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

中央橋３ (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 市道戸石線 2011 13.6 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

城大橋 (ｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 市道新平方曽井線 1993 10.2 11.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

栃谷橋 (ﾄﾁﾀﾆﾊｼ) 市道栃谷線 1996 21.0 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

芙蓉橋 (ﾌﾖｳﾊｼ) 市道上西谷1号線 2003 20.8 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

新砂原片山谷線1号橋 (ｼﾝｽﾅﾊﾗｶﾀﾔﾏﾀﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道新砂原片山谷線 1992 14.0 9.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ
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岡崎橋 (ｵｶｻﾞｷﾊｼ) 市道上西谷2号線 2000 19.6 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

小吹山1号橋 (ｺﾌﾞｷﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道新内浜小吹線 2001 17.0 12.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

寺東橋 (ﾃﾗﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道中田万里5号線 1992 14.0 3.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

小吹山2号橋 (ｺﾌﾞｷﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道新内浜小吹線 2004 28.5 12.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊｼ) 市道東町可寿美町線 1960 3.4 3.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

徳浜馬屋町1号橋 (ﾄｸﾊﾏｳﾏﾔﾁｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道徳浜馬屋町線 1960 2.3 1.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

徳浜馬屋町2号橋 (ﾄｸﾊﾏｳﾏﾔﾁｮｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道徳浜馬屋町線 1960 2.2 2.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

西谷1号橋１ (ﾆｼﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西谷線 1970 4.9 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

山陽橋 (ｻﾝﾖｳﾊｼ) 市道楠通成井線 1960 9.4 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

楠通成井2号橋 (ｸｽﾉｷﾄﾞｵﾘﾅﾘｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道楠通成井線 1970 2.1 4.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

丸子山横島1号橋 (ﾏﾙｺﾔﾏﾖｺｼﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸子山横島線 1975 4.0 6.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

丸子山横島2号橋 (ﾏﾙｺﾔﾏﾖｺｼﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸子山横島線 1975 3.2 6.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

柏橋 (ｶｼﾜﾊｼ) 市道平方曽井線 1975 9.5 7.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

平方曽井4号橋 (ﾋﾗｶﾀｿｲﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道平方曽井線 1990 7.0 3.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

平方曽井6号橋 (ﾋﾗｶﾀｿｲﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道平方曽井線 1970 7.0 9.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

宿根橋 (ｽｸﾈﾊｼ) 市道大井宿根線 1975 9.5 5.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大井宿根2号橋 (ｵｵｲｽｸﾈﾊｼ) 市道大井宿根線 1975 5.1 4.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

楠通小梨1号橋 (ｸｽﾉｷﾄﾞｵﾘｵﾅｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道楠通小梨線 1955 6.0 6.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 市道楠通小梨線 1970 4.0 7.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

戸石2号橋 (ﾄｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸石線 1970 2.6 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

戸石3号橋 (ﾄｲｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸石線 1970 2.9 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

赤坂中仁賀2号橋 (ｱｶｻｶﾅｶﾆｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道赤坂中仁賀線 1970 2.6 4.9 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

上田万里橋 (ｶﾐﾀﾏﾘﾊｼ) 市道上田万里中仁賀線 1980 3.1 7.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

海床１号橋 (ｳﾐﾄｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道海床線 1975 3.8 6.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

と場橋 (ﾄﾊﾞﾊｼ) 市道忠海福田線 1978 3.8 5.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

忠海福田2号橋 (ﾀﾀﾞﾉｳﾐﾌｸﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道忠海福田線 1975 2.2 4.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

床浦丘団地1号橋 (ﾄｺﾉｳﾗｵｶﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道床浦丘団地線 1975 3.1 6.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

内浜橋 (ｳﾂﾊﾏﾊｼ) 市道大乗深川線 1970 8.6 5.9 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

四反田橋 (ｼﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道内浜小吹線 1967 6.2 4.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

我元行橋 (ｶﾞｹﾞﾝｷﾞｮｳﾊｼ) 市道我元行線 1965 4.3 5.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

成井大井1号橋 (ﾅﾘｲｵｵｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道成井大井線 1975 4.0 3.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

成井大井3号橋 (ﾅﾘｲｵｵｲｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道成井大井線 1975 3.6 3.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

観音谷1号橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道観音谷線 1965 4.2 3.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

観音谷3号橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道観音谷線 1970 6.6 4.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

観音谷4号橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾆﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道観音谷線 1970 7.6 5.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

観音谷5号橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾆｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道観音谷線 1975 4.8 3.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

観音谷6号橋 (ｶﾝﾉﾝﾀﾞﾆﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道観音谷線 1975 5.1 3.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

諏訪谷1号橋 (ｽﾜﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道諏訪谷線 1960 8.0 4.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

中通東上条1号橋 (ﾅｶﾄﾞｵﾘﾋｶﾞｼｶﾐｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)市道中通東上条線 1975 4.6 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

九条橋 (ｸｼﾞｮｳﾊｼ) 市道大福地西谷線 1985 3.0 5.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大福地西谷2号橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾆｼﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道大福地西谷線 1985 2.2 5.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大福地西谷3号橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾆｼﾀﾆｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道大福地西谷線 1985 7.3 4.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

大福地西谷4号橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾆｼﾀﾆﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道大福地西谷線 1985 3.4 4.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

大福地西谷5号橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾆｼﾀﾆｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道大福地西谷線 1998 5.6 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大福地西谷7号橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾆｼﾀﾆﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道大福地西谷線 1985 3.0 3.9 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大福地西谷8号橋 (ﾀﾞｲﾌｸｼﾞﾆｼﾀﾆﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大福地西谷線 1985 3.7 4.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

観音橋１ (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 市道松橋線 1961 4.4 3.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

吹野横橋 (ﾌｷﾉﾖｺﾊｼ) 市道上田万里側道1号線 1981 6.9 3.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

砂原橋１ (ｽﾅﾊﾗﾊｼ) 市道中田万里2号線 1978 9.0 3.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

中田万里4号線1号橋 (ﾅｶﾀﾏﾘﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道中田万里4号線 1970 3.2 3.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

小学校鋳師原1号橋 (ｼｮｳｶﾞｯｺｳｲﾓｼﾞﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道小学校鋳師原線 1967 3.0 3.2 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

迫川橋 (ｻｺｶﾜﾊｼ) 市道下田万里3号線 1970 9.4 3.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

日野浦橋 (ﾋﾉｳﾗﾊｼ) 市道上田万里側道7号線 1981 9.8 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

乙井谷橋 (ｵﾂｲﾀﾞﾆﾊｼ) 市道乙井谷線 1971 8.6 3.7 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

新庄中央2号橋 (ｼﾝｼﾞｮｳﾁｭｳｵｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道新庄中央線 1955 6.5 4.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

砂原橋２ (ｽﾅﾊﾗﾊｼ) 市道新庄中央線 1955 4.0 4.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

観音橋２ (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 市道荒谷線 1975 9.5 4.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

荒谷5号橋 (ｱﾗﾀﾆｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道荒谷線 1970 7.6 3.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

荒谷6号橋 (ｱﾗﾀﾆﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道荒谷線 1970 7.5 3.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

落逢橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道荒谷線 1987 9.6 4.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

大明神橋 (ﾀﾞｲﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 市道在屋1号線 1972 7.8 4.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

在屋3号線1号橋 (ｱﾘﾔｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道在屋3号線 1960 9.0 2.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ
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長善寺下橋 (ﾁｮｳｾﾞﾝｼﾞｼﾓﾊｼ) 市道在屋8号線 1972 7.9 3.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

西上条1号線1号橋 (ﾆｼｶﾐｼﾞｮｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西上条１号線 1955 2.9 3.1 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

西上条2号線1号橋 (ﾆｼｶﾐｼﾞｮｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西上条２号線 1955 3.6 2.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

大井毛木1号橋 (ｵｵｲｹｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大井毛木線 1980 7.6 3.0 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

大井橋 (ｵｵｲﾊｼ) 市道大井南線 1990 9.0 8.8 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

郷大橋 (ｺﾞｳｵｵﾊｼ) 市道西条毛木沖線 1960 8.5 4.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊｼ) 市道京保町線 1960 8.7 2.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

船入1号橋 (ﾌﾅｲﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道舟入線 1962 7.6 3.3 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 市道栄町2号線 1962 9.4 5.6 竹原市 広島県 竹原市 Ⅰ

川下2号線1号橋 (ｶﾜｼﾓﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道川下2号線 1960 9.2 2.5 竹原市 広島県 竹原市 Ⅲ

川下2号線2号橋 (ｶﾜｼﾓﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道川下2号線 1960 2.3 2.4 竹原市 広島県 竹原市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 市道鳥井原下線 1980 4.6 7.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中側橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 市道鳥井原長屋線 1960 2.4 7.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道石河原甲山線 1960 3.4 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 市道浜田大仙線 1940 4.8 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

秋郷橋 (ｼｭｳｺﾞｳﾊｼ) 市道陰地秋広線 1940 4.3 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

陰地橋 (ｵﾝｼﾞﾊｼ) 市道陰地線 1970 12.3 2.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

福光小橋 (ﾌｸﾐﾂｺﾊｼ) 市道小橋線 1984 8.5 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋1 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 市道蔵中線 1940 3.6 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

平坂橋 (ﾋﾗｻｶﾊｼ) 市道平坂線 1995 2.3 15.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

れいちく橋 (ﾚｲﾁｸﾊｼ) 市道細安国寺線 1940 3.6 8.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

神原橋 (ｶﾝﾊﾞﾗﾊｼ) 市道神原丁田沖線 1995 7.4 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

己之越橋 (ﾐﾉｺｼﾊｼ) 市道上中河頭線 1990 12.6 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

上安国寺橋 (ｶﾐｱﾝｺｸｼﾞﾊｼ) 市道安国寺線 2000 2.2 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

堂迫橋 (ﾄﾞｳｻｺﾊｼ) 市道堂迫線 1940 4.2 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

小出橋 (ｺｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道小出線 1985 13.1 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

石立橋 (ｲｼﾀﾃﾊｼ) 市道上中広石線 1940 3.6 4.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

砂畑橋 (ｽﾅﾊﾀﾊｼ) 市道砂畑線 1990 4.3 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

迫谷橋 (ｻｺﾀﾆﾊｼ) 市道下福田線 1985 4.3 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊｼ) 市道上福田上流線 2000 4.3 5.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

竹添橋 (ﾀｹｿﾞｴﾊｼ) 市道勘定田竹添線 2000 7.0 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ) 市道苗代田線 2000 4.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋4 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ4) 市道細中線 1920 4.7 2.7 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊｼ) 市道大和町線 1995 8.4 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

別所下橋 (ﾍﾞｯｼｮｼﾓﾊｼ) 市道別所日向下線 1995 3.5 32.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

上王子原橋 (ｶﾐｵｳｼﾞﾊﾗﾊｼ) 市道王子原多田線 1940 3.7 6.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

戸坂橋 (ﾍｻｶﾊｼ) 市道戸坂沖線 1940 2.5 3.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中河原橋 (ﾅｶｶﾜﾗﾊｼ) 市道中河原湯面線 1940 2.3 13.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

橋村橋 (ﾊｼﾑﾗﾊｼ) 市道橋村線 1995 5.8 6.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋7 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ7) 市道大具深見線 1940 2.7 7.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

無名橋8 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ8) 市道茅ヶ淵線 1990 6.6 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

無名橋9 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ9) 市道椋梨大具線 1940 5.8 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

向金売橋 (ﾑｺｳｶﾈｳﾘﾊｼ) 市道堀亀津線 1990 7.2 6.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

安森伊伽張1号橋 (ﾔｽﾓﾘｲｶﾊﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道安森伊伽張線 1950 2.0 1.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

伊伽張2号橋 (ｲｶﾊﾘ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道伊伽張線 1950 3.1 2.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

柳原1号橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道柳原線 1980 3.0 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

菅1号1号橋 (ｽｶﾞ1ｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道菅１号線 1980 2.6 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

馬井谷橋 (ｳﾏｲﾀﾞﾆﾊｼ) 市道中原馬井谷線 1975 12.9 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

桂1号橋 (ｶﾂﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道桂線 1975 11.2 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

東芋堀1号橋 (ﾋｶﾞｼｲﾓﾎﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道東芋堀線 1950 3.1 2.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

辻1号橋 (ﾂｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道辻線 1965 10.7 2.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

上通り橋 (ｶﾐﾄｵﾘﾊｼ) 市道平坂上通り線 1980 3.2 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

矢原立通り1号橋 (ﾔﾊﾗﾀﾁﾄｵﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道矢原立通り線 1990 2.8 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

桑木橋 (ｸﾜｷﾊｼ) 市道清兼線 1975 7.6 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

石原谷1号橋 (ｲｼﾊﾗﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道石原谷線 1965 5.7 4.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

原市上杉1号橋 (ﾊﾗｲﾁｳｴｽｷﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道原市上杉線 1989 15.9 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

後谷橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾆﾊｼ) 市道後谷線 1991 21.8 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

半田橋 (ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道天田奥線 1986 18.7 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

天田橋 (ﾃﾝﾀﾞﾊｼ) 市道今井谷天田線 1986 18.5 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

日山地横断1号橋 (ﾋﾔﾏｼﾞｵｳﾀﾞﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道日山地横断線 1965 8.8 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 市道日山地用倉線 1975 11.6 8.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

上谷3号橋 (ｳﾜﾀﾞﾆ3ｺﾞｳﾊｼ) 市道上谷１号線 2001 16.3 5.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ
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上谷橋 (ｳﾜﾀﾞﾆﾊｼ) 市道上谷日名内線 1998 18.7 8.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 市道畑分れ後畑線 1996 12.3 8.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

前畑上谷1号橋 (ﾏｴﾊﾀｳｴﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道前畑上谷線 1980 3.9 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

本谷用倉1号橋 (ﾎﾝﾀﾆﾖｳｸﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道本谷用倉線 1965 8.4 12.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

本谷切子2号橋 (ﾎﾝﾀﾆｷﾘｺ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道本谷切子線 1965 10.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

正広橋 (ﾏｻﾋﾛﾊｼ) 市道正広１号線 1990 12.5 11.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

門広橋 (ｶﾄﾞﾋﾛﾊｼ) 市道違迫須郷２号線 1950 3.3 1.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

下梶谷絵堂ヶ鼻1号橋 (ｼﾓｶｼﾞﾀﾆｴﾄﾞｳｶﾞﾊﾅ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道下梶谷絵堂ヶ鼻線 1965 7.5 7.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

岩崎観請面1号橋 (ｲﾜｻｷｶﾝｾｲﾒﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道岩崎観請面線 1980 3.5 15.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

尾原橋 (ｵﾊﾞﾗﾊｼ) 市道末政油免線 1965 13.2 2.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

追分1号橋 (ｵｲﾜｹ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道追分線 1975 9.8 8.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

土居ノ岡1号橋 (ﾄﾞｲﾉｵｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道土居ノ岡線 1986 18.0 2.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

長殿1号橋 (ﾅｶﾞﾄﾞﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道長殿線 1975 11.9 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

杉臼橋 (ｽｷﾞｳｽﾊｼ) 市道足蔭線 1975 6.0 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

今井谷橋 (ｲﾏｲﾀﾞﾆﾊｼ) 市道今井谷尾原線 1992 19.3 11.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

本郷田1号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道本郷田線 1990 2.6 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

鳶ノ子橋 (ﾄﾋﾞﾉｺﾊｼ) 市道中央線 1998 17.7 10.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

坊蔵橋 (ﾎｳｿﾞｳﾊｼ) 市道坊蔵線 1988 14.7 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道居船下線 1988 17.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

為国橋 (ﾀﾒｸﾆﾊｼ) 市道為国線 1985 19.1 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

見山田橋 (ﾐﾔﾝﾀﾞﾊｼ) 市道旧大池許山線 1993 50.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 市道大原南線 1993 56.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

薩摩橋 (ｻﾂﾏﾊｼ) 市道薩摩線 1988 17.0 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

市原川橋 (ｲﾁﾊﾗｶﾞﾜﾊｼ) 市道大草田線 1985 6.0 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

石堂2号橋 (ｲｼﾄﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道新光石堂線 2000 7.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

福蔵原橋 (ﾌｸｿｳﾊﾗﾊｼ) 市道莇原牛山線 2000 9.4 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

行広橋 (ﾕｷﾋﾛﾊｼ) 市道行広廻線 1985 6.9 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沖田橋 (ｵｷﾀﾊｼ) 市道奥谷線 2000 11.4 5.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

松之本橋 (ﾏﾂﾉﾓﾄﾊｼ) 市道別当線 1975 4.5 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宮之本橋 (ﾐﾔﾉﾓﾄﾊｼ) 市道杉本渡り線 1980 6.2 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中屋沖橋 (ﾅｶﾔｵｷﾊｼ) 市道中屋沖線 1980 7.3 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

永末橋 (ﾅｶﾞｽｴﾊｼ) 市道江木堂線 2003 5.0 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

広隅橋 (ﾋﾛｽﾐﾊｼ) 市道一本松線 1985 9.5 9.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

高根沖橋 (ｺｳﾈｵｷﾊｼ) 市道麦屋廻線 2008 15.5 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

鶴ヶ岬橋 (ﾂﾙｶﾞﾐｻｷﾊｼ) 市道麦屋廻線 1980 5.2 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

大津加池橋 (ｵｵﾂｶｲｹﾊｼ) 市道大塚線 1970 5.0 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

堰ヶ原橋 (ｾｷｶﾞﾊﾗﾊｼ) 市道貢佐原支線 1985 9.0 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ) 市道白取線 1985 8.4 5.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

宮ノ沖橋 (ﾐﾔﾉｵｷﾊｼ) 市道椿線 1980 4.6 6.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

後宗重橋 (ｳｼﾛﾑﾈｼｹﾞﾊｼ) 市道砂田線 1990 10.8 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

久井町和草11号線1号橋 (ｸｲﾁｮｳﾜｿｳ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道久井町和草１１号線 2000 11.1 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

重宗橋 (ｼｹﾞﾑﾈﾊｼ) 市道猫北側線 1985 8.2 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道山下山口線 1980 2.7 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

峠谷橋3号 (ﾀｵﾀﾞﾆﾊｼ3ｺﾞｳ) 市道峠谷線 1985 8.2 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

原谷南橋 (ﾊﾗﾀﾞﾆﾐﾅﾐﾊｼ) 市道原谷南側線 1985 3.2 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

橋詰橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊｼ) 市道羽倉大谷線 1985 12.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

大仙橋 (ﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 市道久井町坂井原３２号線 2004 13.0 5.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

流天橋 (ﾘｭｳﾃﾝﾊｼ) 市道坂井原沖谷線 1990 4.8 21.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

流天神橋 (ﾅｶﾞﾚﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道西側本線 1965 3.5 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

城町17号線1号橋梁 (ｼﾛﾏﾁ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道城町１７号線 1980 3.5 7.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

本町3号線1号橋梁 (ﾎﾝﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道本町３号線 1970 6.0 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

皆実25号線1号橋梁 (ﾐﾅﾐ25ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道皆実２５号線 1980 5.4 7.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

皆実77号線1号橋梁 (ﾐﾅﾐ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道皆実７７号線 1980 3.0 5.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

糸崎77号線1号橋梁 (ｲﾄｻﾞｷ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道糸崎７７号線 1970 3.8 4.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

糸崎89号線1号橋梁 (ｲﾄｻﾞｷ89ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道糸崎８９号線 1970 2.9 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

糸崎105号線2号橋梁 (ｲﾄｻﾞｷ105ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道糸崎１０５号線 1981 41.7 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

糸崎122号線3号橋梁 (ｲﾄｻﾞｷ122ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道糸崎１２２号線 1963 118.0 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

木原7号線2号橋梁 (ｷﾊﾗ7ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道木原７号線 1970 3.0 3.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

木原12号線2号橋梁 (ｷﾊﾗ12ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道木原１２号線 1970 3.3 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

木原18号線1号橋梁 (ｷﾊﾗ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道木原１８号線 1970 3.7 5.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

木原21号線1号橋梁 (ｷﾊﾗ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道木原２１号線 1970 3.2 2.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

木原31号線1号橋梁 (ｷﾊﾗ31ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道木原３１号線 1970 2.0 6.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ
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木原46号線1号橋梁 (ｷﾊﾗ46ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道木原４６号線 1980 3.4 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町25号線1号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ25ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町２５号線 1970 3.4 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町27号線1号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町２７号線 1970 5.3 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

中之町32号線2号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ32ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町３２号線 1965 6.3 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中之町36号線1号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ36ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町３６号線 1980 4.2 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町55号線1号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ55ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町５５号線 1990 7.3 4.9 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中之町58号線1号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ58ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町５８号線 1975 6.9 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

中之町60号線4号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ60ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町６０号線 1980 2.6 7.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町62号線2号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ62ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町６２号線 1980 2.4 7.1 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

中之町77号線2号橋梁 (ﾅｶﾉﾁｮｳ77ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道中之町７７号線 1980 2.9 3.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

西宮38号線1号橋梁 (ﾆｼﾐﾔ38ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道西宮３８号線 1980 6.6 11.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

西野35号線1号橋梁 (ﾆｼﾉ35ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道西野３５号線 2003 11.4 10.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

西野58号線1号橋梁 (ﾆｼﾉ58ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道西野５８号線 1960 4.3 2.9 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

駒ヶ原町2号線2号橋梁 (ｺﾏｶﾞﾊﾗﾁｮｳ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道駒ケ原町２号線 1970 7.0 4.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

明神25号線1号橋梁（明神新橋）(ﾐｮｳｼﾞﾝ25ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ﾐ市道明神２５号線 1983 24.3 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦1号線2号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道田野浦１号線 1970 6.0 9.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦1号線4号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ1ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道田野浦１号線 1970 2.8 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦19号線2号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ19ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道田野浦１９号線 1960 5.6 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦19号線4号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ19ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道田野浦１９号線 1970 2.8 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

田野浦20号線1号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道田野浦２０号線 1970 3.9 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

登町1号線1号橋梁 (ﾉﾎﾞﾘﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道登町１号線 1970 2.6 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宗郷9号線1号橋梁 (ｿｳｺﾞｳ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道宗郷９号線 1970 5.0 5.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宗郷20号線2号橋梁 (ｿｳｺﾞｳ20ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道宗郷２０号線 1980 5.7 5.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

宗郷22号線1号橋梁 (ｿｳｺﾞｳ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道宗郷２２号線 1980 5.7 5.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宗郷37号線4号橋梁 (ｿｳｺﾞｳ37ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道宗郷３７号線 1970 4.1 5.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

宗郷58号線1号橋梁 (ｿｳｺﾞｳ58ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道宗郷５８号線 1980 3.2 5.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

須波町3号線2号橋梁 (ｽﾅﾐﾁｮｳ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波３号線 1970 3.3 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

須波町11号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾁｮｳ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波１１号線 1970 16.4 2.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波町29号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾁｮｳ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波２９号線 1970 5.0 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波西町1号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波西１号線 1970 3.0 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波西町5号線2号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ5ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波西５号線 1970 5.2 6.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波西町5号線4号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ5ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波西５号線 1980 5.5 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

須波西町12号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道須波西１２号線 1970 4.0 6.1 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波西町14号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道須波西１４号線 1970 4.0 5.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

須波西町17号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道須波西１７号線 1970 3.3 8.0 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波西町18号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道須波西１８号線 1970 2.0 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

須波西町19号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼﾏﾁ19ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道須波西１９号線 1970 2.6 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町4号線2号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道深町４号線 1980 3.4 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町8号線1号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道深町８号線 1970 4.5 2.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

深町11号線1号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道深町１１号線 1980 4.0 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

深町14号線1号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道深町１４号線 1970 2.3 2.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

深町36号線1号橋梁 (ﾌｶﾏﾁ36ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道深町３６号線 1970 3.0 3.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町4号線1号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町４号線 1979 16.8 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町31号線2号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ31ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町３１号線 1975 5.1 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

八幡町76号線2号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ76ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町７６号線 1955 4.3 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町37号線1号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町３７号線 1965 3.3 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町42号線2号橋梁(足原橋) (ﾔﾊﾀﾁｮｳ42ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ｱ市道八幡町４２号線 1999 9.9 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町43号線1号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ43ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町４３号線 1970 8.5 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町52号線2号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ52ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町５２号線 1975 2.7 7.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町57号線1号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ57ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町５７号線 1975 4.4 12.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町66号線1号橋梁（六日市橋(ﾔﾊﾀﾁｮｳ66ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ﾑ市道八幡町６６号線 1965 12.6 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町70号線1号橋梁 (ﾔﾊﾀﾁｮｳ70ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道八幡町７０号線 1975 2.3 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小坂町5号線1号橋梁 (ｵｻｶﾁｮｳ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道小坂町５号線 1980 2.5 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小坂町16号線1号橋梁 (ｵｻｶﾁｮｳ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道小坂町１６号線 1980 3.2 4.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

小坂町73号線1号橋梁 (ｵｻｶﾁｮｳ73ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道小坂町７３号線 2000 4.4 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

長谷2号線1号橋梁 (ﾅｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道長谷２号線 1970 7.2 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

長谷12号線1号橋梁 (ﾅｶﾞﾀﾆ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道長谷１２号線 1970 6.9 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

長谷22号線1号橋梁 (ﾅｶﾞﾀﾆ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道長谷２２号線 1970 2.5 7.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

長谷23号線2号橋梁 (ﾅｶﾞﾀﾆ23ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道長谷２３号線 1970 4.4 12.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

長谷23号線3号橋梁 (ﾅｶﾞﾀﾆ23ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道長谷２３号線 1970 2.4 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

長谷40号線1号橋梁 (ﾅｶﾞﾀﾆ40ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道長谷４０号線 1970 2.1 5.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田17号線1号橋梁 (ﾇﾀ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道沼田１７号線 1955 2.9 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

45 / 95 ページ



管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

橋梁名（フリガナ）
橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

路線名
架設
年次

（西暦）

沼田18号線1号橋梁 (ﾇﾀ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道沼田１８号線 2002 15.8 2.1 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沼田東町北部16号線2号橋梁 (ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ16ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷ市道沼田東町北部１６号線 1950 4.6 10.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部51号線1号橋梁 (ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ51ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷ市道沼田東町北部５１号線 1965 2.6 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部66号線1号橋梁 (ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ66ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷ市道沼田東町北部６６号線 1975 2.2 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田東町北部79号線1号橋梁 (ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾎｸﾌﾞ79ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷ市道沼田東町北部７９号線 1975 7.5 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沼田東町南部19号線2号橋梁 (ﾇﾀﾋｶﾞｼﾁｮｳﾅﾝﾌﾞ19ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷ市道沼田東町南部１９号線 1979 18.5 3.5 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田西町13号線1号橋梁 (ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ13ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道沼田西町１３号線 1920 3.6 3.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田西町14号線1号橋梁 (ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道沼田西町１４号線 1965 3.0 5.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田西町15号線1号橋梁 (ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ15ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道沼田西町１５号線 1920 3.5 1.4 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

沼田西町28号線1号橋梁(小原橋)(ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ28ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(市道沼田西町２８号線 1964 106.1 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

小泉町27号線1号橋梁 (ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道小泉町２７号線 1990 7.1 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

小泉町47号線3号橋梁(光明橋) (ｺｲｽﾞﾐﾁｮｳ47ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道小泉町４７号線 1995 12.3 6.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

高坂町21号線1号橋梁 (ﾀｶｻｶﾁｮｳ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道高坂町２１号線 1965 3.4 7.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

高坂町45号線1号橋梁 (ﾀｶｻｶﾁｮｳ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道高坂町４５号線 1965 3.0 6.9 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

幸崎町7号線4号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ7ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道幸崎町７号線 1955 4.8 2.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町7号線6号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ7ｺﾞｳｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道幸崎町７号線 1960 4.4 3.9 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町18号線1号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町１８号線 1920 2.2 0.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町23号線1号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町２３号線 1960 6.9 4.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町23号線3号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ23ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町２３号線 1950 4.9 4.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町39号線1号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ39ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町３９号線 1960 4.4 4.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町40号線2号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ40ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町４０号線 1960 4.7 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町45号線1号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町４５号線 1965 2.7 3.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町47号線1号橋梁(久津橋) (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ47ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町４７号線 1960 4.8 3.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町66号線1号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ66ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町６６号線 1960 5.4 17.2 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町68号線2号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ68ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町６８号線 1960 4.0 11.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町77号線1号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町７７号線 1950 3.1 3.3 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町81号線3号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ81ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町８１号線 1940 4.7 2.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

鷺浦町56号線2号橋梁 (ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ56ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道鷺浦町５６号線 1970 2.5 13.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

鷺浦町76号線1号橋梁 (ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ76ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道鷺浦町７６号線 1990 3.2 6.8 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

鷺浦町83号線1号橋梁 (ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ83ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道鷺浦町８３号線 1970 3.6 3.2 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

鷺浦町21号線1号橋梁 (ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道鷺浦町２１号線 1980 2.6 5.7 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

沼田西町69号線1号橋梁 (ﾇﾀﾆｼﾁｮｳ69ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道沼田西町６９号線 1965 5.8 6.3 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

西宮45号線1号橋梁 (ﾆｼﾐﾔ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道西宮４５号線 1980 5.3 6.4 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

鷺浦町54号線2号橋梁 (ｻｷﾞｳﾗﾁｮｳ54ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道鷺浦町５４号線 1980 2.4 9.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

八幡町33号線1号橋梁(櫻觀橋) (ﾔﾊﾀﾁｮｳ33ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ｵ市道八幡町３３号線 1995 13.0 12.7 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町81号線1号橋梁(垣内橋) (ﾔﾊﾀﾁｮｳ81ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ｶ市道八幡町８１号線 1993 38.8 6.5 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

高坂町43号線2号橋梁(真良橋) (ﾀｶｻｶﾁｮｳ43ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(市道高坂町４３号線 1993 44.0 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

田野浦2号線1号橋梁 (ﾀﾉｳﾗ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道田野浦２号線 1970 11.5 6.0 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

高坂町56号線1号橋梁 (ﾀｶｻｶﾁｮｳ56ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ)市道高坂町５６号線 1965 2.1 4.6 三原市 広島県 三原市 Ⅱ

幸崎町39号線3号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ39ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町３９号線 1920 2.2 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

幸崎町82号線2号橋梁 (ｻｲｻﾞｷﾁｮｳ82ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ市道幸崎町８２号線 1940 2.1 5.6 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

和田49号線1号橋梁 (ﾜﾀﾞ49ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道和田４９号線 1970 15.5 2.5 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

須波西77号線1号橋梁 (ｽﾅﾐﾆｼ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ) 市道須波西７７号線 1970 14.3 2.6 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

八幡町80号線1号橋梁（野串橋）(ﾔﾊﾀﾁｮｳ80ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ﾉ市道八幡町８０号線 1993 38.0 4.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

八幡町87号線1号橋梁（砂田橋）(ﾔﾊﾀﾁｮｳ87ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(ｽ市道八幡町８７号線 1993 21.8 3.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

高坂町77号線1号橋梁（仏通寺橋(ﾀｶｻｶﾁｮｳ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳﾘｮｳ(市道高坂町７７号線 1993 69.2 5.0 三原市 広島県 三原市 Ⅰ

山波東橋 (ｻﾝﾊﾞﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道山波東新涯線 1971 39.1 19.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

平和橋１ (ﾍｲﾜﾊｼ) 市道尾道駅前福地線 1970 19.2 11.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

東厳通橋 (ﾋｶﾞｼｶﾞﾝﾂｳﾊｼ) 市道三軒家福地浜線 1966 15.7 5.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

バイパス１号陸橋 (ﾊﾞｲﾊﾟｽ1ｺﾞｳﾘｯｷｮｳ) 市道三軒家福地浜線 1975 37.4 5.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

西古浜林線１号橋 (ﾆｼｺﾊﾏﾊﾔｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西古浜林線 1990 13.1 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

西古浜林線２号橋 (ﾆｼｺﾊﾏﾊﾔｼｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西古浜林線 1990 14.6 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

山波高須線２号橋 (ｻﾝﾊﾞﾀｶｽｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波高須線 1960 2.1 9.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

山波高須線３号橋 (ｻﾝﾊﾞﾀｶｽｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波高須線 1960 2.3 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

山波高須線４号橋 (ｻﾝﾊﾞﾀｶｽｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波高須線 1960 3.8 5.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

延倉橋 (ﾉﾌﾞｸﾗﾊﾞｼ) 市道阿草幹線 1951 61.2 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

養老橋 (ﾖｳﾛｳﾊｼ) 市道川南竹迫線 1985 40.1 9.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

美栗橋 (ﾐｸﾘﾊｼ) 市道沖田線･美栗線 1991 22.4 11.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

青笹湯田線１号橋 (ｱｵｻﾞｻﾕﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道青笹湯田線 1960 3.7 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

木梨大塔線１号橋 (ｷﾅｼﾀﾞｲﾄｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木梨大塔線 1950 2.9 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

役場学校線１号橋 (ﾔｸﾊﾞｶﾞｯｺｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道役場学校線 1960 9.6 3.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大上橋 (ｵｵｳｴﾊﾞｼ) 市道原田74号線 1961 8.4 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ
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向東１５３号線１号橋 (ﾑｶｲﾋｶﾞｼ153ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向東153号線 1950 5.4 4.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

役場大町線１号橋 (ﾔｸﾊﾞｵｵﾏﾁｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道役場大町線 1960 2.5 7.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

東新涯線１号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝｶﾞｲｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東新涯線 2010 16.7 3.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

川之上橋 (ｶﾜﾉｳｴﾊｼ) 市道下組門田線 1992 17.0 12.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

尾道深田線２号橋 (ｵﾉﾐﾁﾌｶﾀﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道尾道深田線 1974 14.6 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

尾道深田線３号橋 (ｵﾉﾐﾁﾌｶﾀﾞｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道尾道深田線 1974 5.6 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

黒崎池の浦線１号橋 (ｸﾛｻｷｲｹﾉｳﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道黒崎池の浦線 1960 2.6 4.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

柳井橋 (ﾔﾅｲﾊｼ) 市道志村線 1978 33.0 8.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

白江伊予兼線１号橋 (ｼﾛｴｲﾖｶﾈｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白江伊予兼線 1990 121.0 7.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

伊予兼線釜が原常兼線１号橋 (ｲﾖｶﾈｾﾝｶﾏｶﾞﾊﾗﾂﾈｶﾈｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ市道伊予兼線釜が原常兼線 1950 7.2 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

迫橋 (ｻｺﾊｼ) 市道山手登迫線 1961 6.7 4.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

山手登迫線２号橋 (ﾔﾏﾃﾉﾎﾞﾘｻｺｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山手登迫線 1960 5.3 3.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

高塚線１号橋 (ﾀｶﾂｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高塚線 1960 5.0 3.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

梶上線１号橋 (ｶｼﾞｶﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道梶上線 1960 3.2 2.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

古引線・清水迫線１号橋 (ｺﾋﾞｷｾﾝ･ｼﾐｽﾞｻｺｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古引線･清水迫線 1960 8.5 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

古引線・清水迫線２号橋 (ｺﾋﾞｷｾﾝ･ｼﾐｽﾞｻｺｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古引線･清水迫線 1950 2.6 2.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

小原有地線３号橋 (ｵﾊﾞﾗｱﾘﾁｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小原有地線 1960 4.2 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

溝上沖守屋線石畦本郷線１号橋 (ﾐｿﾞｶﾐｵｷﾓﾘﾔｾﾝｲｼｸﾞﾛﾎﾝｺﾞｳｾﾝ1市道溝上沖守屋線石畦本郷線 1960 11.2 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道堂ｹ鼻大迫線 1963 7.2 2.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

大池幸ヶ丘線１号橋 (ｵｵｲｹｻﾁｶﾞｵｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大池幸ｹ丘線 1970 3.2 2.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

長江十四日線１号橋 (ﾅｶﾞｴﾄﾖﾋｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長江十四日線 1960 2.6 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

山波大田線１号橋 (ｻﾝﾊﾞｵｵﾀｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波大田線 1960 5.4 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

柳井延倉線１号橋 (ﾔﾅｲﾉﾌﾞｸﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道柳井延倉線 1970 2.2 2.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

柳井延倉線２号橋 (ﾔﾅｲﾉﾌﾞｸﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道柳井延倉線 1950 2.2 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

津田橋 (ﾂﾀﾞﾊｼ) 市道橋本津田線 1954 20.5 2.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾊｼ) 市道木頃本郷線 1960 11.5 3.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

成楽橋２ (ｼﾞｮｳﾗｸﾊﾞｼ) 市道本郷畑線 1961 14.6 7.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

天神橋１ (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道本郷畑線 1960 9.5 6.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

本郷畑線３号橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾀｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本郷畑線 1960 2.3 8.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

蔵本谷大原線１号橋 (ｸﾗﾓﾄﾀﾞﾆｵｵﾊﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道蔵本谷大原線 1980 14.9 4.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

古江高丸線１号橋 (ｺｴﾀｶﾏﾙｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古江高丸線 1950 2.2 3.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

バイパス３号陸橋 (ﾊﾞｲﾊﾟｽ3ｺﾞｳﾘｯｷｮｳ) 市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道5号線 1975 37.5 4.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

尾道バイパス側道９号線１号橋 (ｵﾉﾐﾁﾊﾞｲﾊﾟｽｿｸﾄﾞｳ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳ市道尾道ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道9号線 1970 3.0 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

追迫横断橋 (ｵｲｻｺｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ1号線 1980 60.4 6.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

府中橋 (ﾌﾁｭｳﾊﾞｼ) 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ2号線 1983 42.6 7.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大田横断橋 (ｵｵﾀｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道8号線 1980 45.0 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

関屋横断橋 (ｾｷﾔｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ側道8号線 1980 42.0 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

吉和１４号線１号橋 (ﾖｼﾜ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和14号線 1980 2.4 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

吉和５２号線１号橋 (ﾖｼﾜ52ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和52号線 1950 8.3 1.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

吉和７７号線１号橋 (ﾖｼﾜ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和77号線 1960 8.4 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大正橋１ (ﾀｲｼｮｳﾊｼ) 市道吉和79号線 1915 10.6 1.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

吉和８０号線１号橋 (ﾖｼﾜ80ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和80号線 1960 8.4 2.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

吉和９７号線１号橋 (ﾖｼﾜ97ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和97号線 1960 5.5 4.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

吉和１３５号線１号橋 (ﾖｼﾜ135ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和135号線 1950 2.4 2.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

吉和１３６号線１号橋 (ﾖｼﾜ136ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和136号線 1950 4.0 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

吉和１５７号線１号橋 (ﾖｼﾜ157ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉和157号線 1990 2.7 1.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

天神橋２ (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道吉和252号線 1960 10.7 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

古浜１６号線１号橋 (ｺﾊﾏ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古浜16号線 1980 3.7 2.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

観涛橋 (ｶﾝﾄｳﾊｼ) 市道栗原30号線 1987 17.8 6.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

さくら橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 市道栗原33号線 1968 16.5 5.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

二反橋 (ﾆﾀﾝﾊｼ) 市道栗原36号線 1984 15.9 6.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊｼ) 市道栗原58号線 1988 16.6 6.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

山平橋 (ﾔﾏﾋﾗﾊｼ) 市道栗原63号線 1989 16.0 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 市道栗原91号線 1950 10.4 5.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

栗原１３５号線１号橋 (ｸﾘﾊﾗ135ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗原135号線 1974 39.3 2.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

栗原２０３号線１号橋 (ｸﾘﾊﾗ203ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗原203号線 1980 2.2 1.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

うず潮橋 (ｳｽﾞｼｵﾊｼ) 市道土堂4号線 1989 35.2 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

光明寺陸橋 (ｺｳﾐｮｳｼﾞﾘｯｷｮｳ) 市道土堂9号線 1989 106.6 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

十四日９３号線１号橋 (ﾄﾖﾋ93ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十四日93号線 1980 3.7 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

十四日９５号線１号橋 (ﾄﾖﾋ95ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十四日95号線 1960 2.0 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

久保１０４号線１号橋 (ｸﾎﾞ104ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道久保104号線 1950 2.6 1.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

山波４号線１号橋 (ｻﾝﾊﾞ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波4号線 1970 3.8 1.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ
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山波５号線１号橋 (ｻﾝﾊﾞ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波5号線 1970 3.7 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

山波１７号線１号橋 (ｻﾝﾊﾞ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山波17号線 1970 6.1 3.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

高須５４号線１号橋 (ﾀｶｽ54ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高須54号線 1960 3.6 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

高須６５号線１号橋 (ﾀｶｽ65ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高須65号線 1950 2.5 3.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

高須６５号線２号橋 (ﾀｶｽ65ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高須65号線 1960 2.6 7.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

西新涯１６号線１号橋 (ﾆｼｼﾝｶﾞｲ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西新涯16号線 1932 16.1 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

東新涯二十号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝｶﾞｲ20ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東新涯12号線 1990 15.7 6.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

西藤９号線１号橋 (ﾆｼﾌｼﾞ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西藤9号線 1960 2.5 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

西藤２３号線１号橋 (ﾆｼﾌｼﾞ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西藤23号線 1980 3.5 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊｼ) 市道西藤24号線 1947 29.1 3.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

兵庫橋 (ﾋｮｳｺﾞﾊｼ) 市道西藤42号線 2012 41.4 5.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

河原橋 (ｺｳﾗﾊｼ) 市道西藤42号線 1960 38.2 3.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

西藤４７号線１号橋 (ﾆｼﾌｼﾞ47ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西藤47号線 1980 2.3 2.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

西藤５０号線１号橋 (ﾆｼﾌｼﾞ50ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西藤50号線 1970 2.3 1.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

西藤橋 (ﾆｼﾌｼﾞﾊｼ) 市道虹が丘1号線 1993 36.0 8.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

三成橋 (ﾐﾅﾘﾊﾞｼ) 市道美ﾉ郷19号線 1980 24.8 5.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

柏木田橋 (ｶｼｷﾀﾞﾊｼ) 市道美ﾉ郷34号線 2005 22.6 2.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

竹田橋 (ﾀｹﾀﾊｼ) 市道美ﾉ郷47号線 1986 23.1 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

土井橋１ (ﾄﾞｲﾊｼ) 市道美ﾉ郷50号線 1966 24.8 3.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

小山橋 (ｺﾔﾏﾊｼ) 市道美ﾉ郷57号線 1992 21.2 4.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

木舟橋 (ｷﾌﾈﾊｼ) 市道美ﾉ郷61号線 1993 17.6 5.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

美ノ郷８３号線１号橋 (ﾐﾉｺﾞｳ83ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美ﾉ郷83号線 1953 15.6 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

美ノ郷９７号線１号橋 (ﾐﾉｺﾞｳ97ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美ﾉ郷97号線 1960 4.6 2.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

美ノ郷９７号線２号橋 (ﾐﾉｺﾞｳ97ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美ﾉ郷97号線 1960 3.3 1.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

美ノ郷１０８号線１号橋 (ﾐﾉｺﾞｳ108ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美ﾉ郷108号線 1980 16.3 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道本郷線 1999 27.2 16.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

木ノ庄６号線1号橋 (ｷﾉｼｮｳ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木ノ庄6号線 1970 15.6 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

木ノ庄１８号線１号橋 (ｷﾉｼｮｳ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木ﾉ庄18号線 1960 4.6 2.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

木ノ庄２３号線１号橋 (ｷﾉｼｮｳ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木ﾉ庄23号線 1950 2.3 5.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

木ノ庄２６号線２号橋 (ｷﾉｼｮｳ26ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木ﾉ庄26号線 1959 2.2 2.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

原田８号線１号橋 (ﾊﾗﾀﾞ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原田8号線 1950 2.2 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

原田４６号線１号橋 (ﾊﾗﾀﾞ46ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原田46号線 1950 2.7 2.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

原田６５号線３号橋 (ﾊﾗﾀﾞ65ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原田65号線 1959 3.5 1.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

原田６５号線４号橋 (ﾊﾗﾀﾞ65ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原田65号線 1959 2.1 1.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

向東２２号線１号橋 (ﾑｶｲﾋｶﾞｼ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向東22号線 1980 12.7 4.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

向東８１号線１号橋 (ﾑｶｲﾋｶﾞｼ81ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道向東81号線 1970 2.0 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

浦崎８８号線１号橋 (ｳﾗｻｷ88ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎88号線 1980 2.5 3.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎９８号線１号橋 (ｳﾗｻｷ98ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎98号線 2013 3.5 4.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎９９号線１号橋 (ｳﾗｻｷ99ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎99号線 1960 4.5 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎１０３号線１号橋 (ｳﾗｻｷ103ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎103号線 1970 4.7 3.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎１０３号線２号橋 (ｳﾗｻｷ103ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎103号線 1970 4.7 5.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎１０９号線１号橋 (ｳﾗｻｷ109ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎109号線 1980 4.9 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎１１０号線１号橋 (ｳﾗｻｷ110ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎110号線 1960 3.6 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎１１１号線１号橋 (ｳﾗｻｷ111ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎111号線 1960 4.2 1.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

浦崎１１５号線１号橋 (ｳﾗｻｷ115ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎115号線 1980 3.2 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

東新涯二十一号橋 (ﾋｶﾞｼｼﾝｶﾞｲ21ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西新涯14号線 1991 15.5 8.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

山陽自動車道側道８号線１号橋 (ｻﾝﾖｳｼﾞﾄﾞｳｼｬﾄﾞｳｿｸﾄﾞｳ8ｺﾞｳｾﾝ市道山陽自動車道側道8号線 1990 29.6 5.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

白江橋 (ｼﾛｴﾊｼ) 市道山陽自動車道側道18号線 1993 35.8 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

猪子迫橋 (ｲﾉｺｻﾞｺﾊｼ) 市道山陽自動車道側道22号線 1993 39.0 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊﾞｼ) 市道平原公園線 1995 28.3 15.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

岡谷橋 (ｵｶﾀﾆﾊｼ) 市道原田29号線 2003 20.0 8.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

府中橋側道橋 (ﾌﾁｭｳﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道松永ﾊﾞｲﾊﾟｽ2号線 1987 42.6 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

栗原１７６号線１号橋 (ｸﾘﾊﾗ176ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗原176号線 1960 2.6 3.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

栗原２０２号線１号橋 (ｸﾘﾊﾗ202ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗原202号線 1960 2.8 9.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

美ノ郷１４号線１号橋 (ﾐﾉｺﾞｳ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美ﾉ郷14号線 1960 2.6 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

美ノ郷３１号線１号橋 (ﾐﾉｺﾞｳ31ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美ﾉ郷31号線 1960 3.6 9.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

浦崎１０５号線２号橋 (ｳﾗｻｷ105ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道浦崎105号線 1960 4.2 2.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大徳橋 (ﾀﾞｲﾄｸﾊﾞｼ) 市道大徳線 2010 49.0 7.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

沖一号橋 (ｵｷｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道南部貫通線 1957 6.5 4.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

千堂寺橋 (ｾﾝﾄﾞｳｼﾞﾊｼ) 市道江田国守線 1962 34.6 4.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

今津野開拓１号橋 (ｲﾏﾂﾉｶｲﾀｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今津野福丸線 1955 3.6 5.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

今津野開拓２号橋 (ｲﾏﾂﾉｶｲﾀｸ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今津野福丸線 1950 5.7 5.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ
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今津野開拓3号橋 (ｲﾏﾂﾉｶｲﾀｸ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今津野福丸線 1950 4.2 5.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

沖田橋１ (ｵｷﾀﾊﾞｼ) 市道江菅線 1966 4.8 3.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

常安橋 (ｼﾞｮｳｱﾝﾊｼ) 市道市中央線 1969 44.9 7.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

大通橋 (ｵｵﾄﾞｵﾘﾊｼ) 市道倉北線 1959 24.9 4.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

高良橋 (ﾀｶﾗﾊｼ) 市道植野線 1967 9.5 3.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊｼ) 市道倉北線 1962 23.6 2.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

仏谷1号橋 (ﾎﾄｹﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仏谷2号線 1968 7.7 3.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

仏谷2号橋 (ﾎﾄｹﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仏谷2号線 1968 2.8 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

仏谷3号橋 (ﾎﾄｹﾀﾞﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仏谷2号線 1968 3.0 3.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

上川辺橋 (ｶﾐｶﾜﾍﾞﾊｼ) 市道菅野上川辺線 1980 35.1 7.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

奥谷橋 (ｵｸﾀﾆﾊﾞｼ) 市道菅野上川辺線 1961 4.6 7.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

前前後橋 (ﾏｴｾﾞﾝｺﾞﾊｼ) 市道菅野上川辺線 1967 6.8 5.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

貝ケ原橋 (ｶｲｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道貝ｹ原線 2005 22.5 16.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

仁井出橋１ (ﾆｲﾃﾞﾊｼ) 市道仁井出線 1967 8.1 3.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

松根橋 (ﾏﾂﾈﾊｼ) 市道松根橋線 1965 11.0 1.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

艮橋 (ｳｼﾄﾗﾊﾞｼ) 市道平木線 1948 4.0 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

黒瀬橋 (ｸﾛｾﾊｼ) 市道大塔行当線 1964 8.5 4.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

谷2号橋 (ﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道谷線 1960 5.5 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

大蔵3号橋 (ﾀﾞｲｿﾞｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮ﾉ前線 1970 3.3 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

政後橋 (ﾏｻｺﾞﾊﾞｼ) 市道政後線 1960 4.5 3.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

中根橋 (ﾅｶﾈﾊﾞｼ) 市道中根橋線 1979 44.6 4.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

花戸橋 (ﾊﾅﾄﾊﾞｼ) 市道奥谷2号線 1950 4.2 2.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

天神前線１号橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾏｴｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道天神前線 1953 4.8 4.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

亀渕橋 (ｶﾒﾌﾞﾁﾊｼ) 市道亀淵線 1976 52.3 3.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

岩井堂橋 (ｲﾜｲﾄﾞｳﾊｼ) 市道岩井堂2号線 1961 6.4 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

花尻橋 (ﾊﾅｼﾞﾘﾊｼ) 市道学校前1号線 1979 35.0 5.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

平和橋２ (ﾍｲﾜﾊｼ) 市道川原線 1974 33.9 1.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道後久段原線 1960 3.7 1.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

がらん橋 (ｶﾞﾗﾝﾊﾞｼ) 市道がらん線 1965 5.4 2.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

中須賀橋 (ﾅｶｽｶﾊｼ) 市道中須賀線 2000 35.0 9.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

杉谷橋 (ｽｷﾞﾀﾆﾊｼ) 市道貝ヶ原公文線 1964 14.0 5.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

神貝ヶ原橋 (ｶﾐｶｲｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道神貝ｹ原線 2003 25.4 15.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

入江橋 (ｲﾘｴﾊｼ) 市道南部連絡線 1970 16.7 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

入江西橋 (ｲﾘｴﾆｼﾊｼ) 市道南部連絡線 1980 26.1 3.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大慶寺橋 (ﾀﾞｲｹｲｼﾞﾊﾞｼ) 市道大慶寺線 1980 2.1 2.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

河内橋 (ｶﾜﾁﾊｼ) 市道国兼線 1975 35.1 4.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

一徳橋 (ｲｯﾄｸﾊｼ) 市道一徳線 1968 39.1 4.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大神橋 (ｵｵｶﾞﾐﾊｼ) 市道大田中倉線 1967 40.7 3.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

中倉餅田橋 (ﾅｶｸﾗﾓﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 市道中倉餅田線 1979 2.8 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

餅田橋 (ﾓﾁﾀﾊｼ) 市道餅田線 1979 4.7 5.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

曽根田東橋 (ｿﾈﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道曽根田東線 1979 2.3 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

いこい橋 (ｲｺｲﾊｼ) 市道梶田線 1998 37.4 13.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

柳2号橋 (ﾔﾅｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道柳2号線 1935 2.6 3.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

大羽橋 (ｵｵﾊﾞﾊｼ) 市道丸河南中央線 1928 5.3 4.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

大木田橋 (ｵｵｷﾀﾞﾊﾞｼ) 市道福原線 2008 4.2 2.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

清田橋 (ｾｲﾀﾞﾊｼ) 市道本郷沖田線 1966 20.0 3.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

植野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 市道植野南部線 1964 16.2 4.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

野間橋 (ﾉﾏﾊｼ) 市道下野間線 1966 11.7 3.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

定杉橋 (ｻﾀﾞｽｷﾞﾊｼ) 市道名見定杉支線 1968 7.0 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

能万田橋 (ﾉｳﾏﾝﾀﾞﾊｼ) 市道山奥線 1981 24.9 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

才之木橋 (ｻｲﾉｷﾊｼ) 市道夕倉線 1961 16.9 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

川田橋 (ｶﾜﾀﾞﾊｼ) 市道川田線 1965 17.3 2.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

馬場之元橋 (ﾊﾞﾊﾞﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道上田店農協線 1940 3.2 1.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

登橋 (ﾉﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 市道公文東中道線 1963 3.5 2.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

一の渡橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊｼ) 市道公文大西線 1960 7.6 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

王蔵橋 (ｵｵｸﾗﾊﾞｼ) 市道沖綾目線 1963 4.9 6.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

下馬所橋 (ｼﾓﾏﾄﾞｺﾛﾊｼ) 市道寺前線 1965 7.0 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

三反田橋 (ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道井上線 1960 9.3 2.7 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

梶谷橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道梶谷線 1950 2.9 2.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

中坪橋 (ﾅｶﾂﾎﾞﾊｼ) 市道下山田線 1968 5.5 8.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

いきいき橋 (ｲｷｲｷﾊｼ) 市道長藪半田線(支線) 2003 35.5 3.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

上川辺橋側道橋 (ｶﾐｶﾜﾍﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道菅野上川辺線 1980 35.0 1.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

49 / 95 ページ



管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

橋梁名（フリガナ）
橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

路線名
架設
年次

（西暦）

花尻歩道橋 (ﾊﾅｼﾞﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道学校前1号線 1980 36.4 3.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

植野北橋 (ｳｴﾉｷﾀﾊｼ) 市道植野住宅線 2005 17.6 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

新池ノ内橋 (ｼﾝｲｹﾉｳﾁﾊｼ) 市道川尻高見山線 1960 6.4 6.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

小歌島橋 (ｵｶｼﾞﾏﾊｼ) 市道川尻小歌島線 1980 20.5 10.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

九軒島橋 (ｷｭｳｹﾝｼﾞﾏﾊｼ) 市道有井小歌島線 1976 17.8 9.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

竹足橋 (ﾀｹｱｼﾊｼ) 市道江奥2号線 1959 2.6 1.9 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

堂道橋 (ﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道川尻9号線 1959 3.9 4.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

麓橋 (ﾌﾓﾄﾊｼ) 市道立花4号線 1979 4.0 2.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

小丸田橋 (ｺﾏﾙﾀﾞﾊﾞｼ) 市道土生･三庄線 1959 3.8 10.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

広田橋 (ﾋﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 市道山田･鬼岩線 1959 2.2 10.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

岡田橋３ (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 市道佐屋谷･土居線 1959 4.7 10.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

福部橋１ (ﾌｸﾍﾞﾊﾞｼ) 市道佐屋谷･土居線 1959 5.1 5.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

宗友橋 (ﾑﾈﾄﾓﾊｼ) 市道佐屋谷･土居線 1959 4.3 6.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

三番橋 (ｻﾝﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 市道大浜・重井線 1959 2.5 6.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

崎赤松橋 (ｻｷｱｶﾏﾂﾊｼ) 市道崎赤松･新開山奥線 1959 4.3 2.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

原山橋 (ﾊﾗﾔﾏﾊｼ) 市道原山･越川奥線 1959 2.1 2.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

綿出橋 (ﾜﾗﾃﾞﾊﾞｼ) 市道東畑･平原線 1959 2.5 2.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

城見屋敷橋 (ｼﾛﾐﾔｼｷﾊｼ) 市道荒神奥･中屋敷線 1959 3.5 3.1 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道次郎兵衛屋敷･奥土井線 1960 5.1 11.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 市道宝大寺･仁井屋線 1959 5.8 8.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

宮ノ谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 市道仁井屋新開･浜床線 1959 4.2 3.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

播磨橋 (ﾊﾘﾏﾊﾞｼ) 市道長崎･播磨線 1959 3.0 2.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 市道小林･青木沖新開線 1950 6.2 4.3 尾道市 広島県 尾道市 Ⅲ

三河橋 (ﾐｶﾜﾊｼ) 市道倉谷･広畠線 1959 5.4 4.6 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

新屋橋 (ｼﾝﾔﾊｼ) 市道沖畠･沢崎線 1959 5.0 4.4 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

椎木2号橋 (ｼｲﾉｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道深谷添川線 1959 2.1 7.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

椎木1号橋 (ｼｲﾉｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道椎木線 1959 2.6 7.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

明原橋 (ﾐｮｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道明体･原山線 1994 30.7 5.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

沢橋 (ｻﾜﾊｼ) 市道沢･中野線 1960 6.1 4.8 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

三軒屋1号線1号橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾔ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三軒屋1号線 1959 3.6 3.5 尾道市 広島県 尾道市 Ⅱ

木梨橋 (ｷﾅｼﾊﾞｼ) 市道尾道松江線側道木梨橋線 2007 30.5 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

串ヶ谷橋 (ｸｼｶﾞﾔﾊﾞｼ) 市道尾道松江線側道串ヶ谷橋線 2007 30.8 4.0 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

高藤橋 (ﾀｶﾌｼﾞﾊﾞｼ) 市道高須45号線 1994 17.8 5.2 尾道市 広島県 尾道市 Ⅰ

新市戸手幹線１号橋 ｼﾝｲﾁﾄﾃﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市戸手幹線 1975 11.6 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

長迫橋 ﾅｶﾞｻｺﾊｼ 市道下竹田蔵王幹線 1987 60.0 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

番ﾉ池橋 ﾊﾞﾝﾉｲｹﾊｼ 市道坪生７１号線 1987 49.3 7.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大塚橋 ｵｵﾂｶﾊﾞｼ 市道坪生４３号線 1987 44.8 7.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

的面橋 ﾏﾄﾒﾝﾊｼ 市道坪生東陽台幹線 1987 35.0 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

二股高架橋 ﾌﾀﾏﾀｺｳｶｷｮｳ 市道山手東手城幹線 1992 166.7 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

近田高架橋 ﾁｶﾀｺｳｶｷｮｳ 市道中島江良幹線 1994 137.0 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

湯田村跨線橋 ﾕﾀﾞﾑﾗｺｾﾝｷｮｳ 市道西中条新徳田幹線 2004 92.3 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

安毛橋 ｱﾝﾓｳﾞﾊﾞｼ 市道本郷今津２号線 1988 81.0 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸田横断橋 ﾄﾀﾞｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ 市道東村今津３号線 1987 62.0 5.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

伊勢丘線２号橋 ｲｾｶﾞｵｶｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道手城伊勢丘幹線 1972 60.1 12.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

城山橋 ｼﾞｮｳﾔﾏﾊﾞｼ 市道蔵王３４号線 1987 60.0 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

長波横断橋 ﾅｶﾞﾅﾐｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ 市道東村今津１号線 1987 49.9 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 市道坪生４７号線 1987 48.0 9.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中山橋 ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ 市道坪生２９号線 1987 45.0 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

宇根山橋 ｳﾈﾔﾏﾊｼ 市道赤坂８４号線 1998 43.2 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

日吉台中橋 ﾋﾖｼﾀﾞｲﾅｶﾊｼ 市道日吉台１３号線 1987 33.7 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

日吉台東橋 ﾋﾖｼﾀﾞｲﾋｶﾞｼﾊﾞｼ 市道南蔵王春日幹線 1987 33.5 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

日吉台西橋 ﾋﾖｼﾀﾞｲﾆｼﾊﾞｼ 市道南蔵王春日幹線 1987 33.5 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坂本橋 ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ 市道神村４３号線 1989 16.1 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

柚ﾉ木横断橋 ﾕｽﾞﾉｷｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ 市道高西１９号線 1990 14.3 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

荒神橋 ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ 市道神村宮前線 1988 82.3 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂９２号線１号橋 ｱｶｻｶｷｭｳｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂９２号線 1990 13.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下山守橋 ｼﾓﾔﾏﾓﾘﾊﾞｼ 市道下山守２号線 1955 121.5 2.3 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

近田橋 ﾁｶﾀﾊﾞｼ 市道近田大橋線 1955 139.6 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

坊寺橋 ﾎﾞｳｼﾞﾊﾞｼ 市道坊寺１３号線 1957 196.9 2.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

講和橋 ｺｳﾜﾊﾞｼ 市道高西２４号線 1959 79.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本泉寺橋 ﾎﾝｾﾝｼﾞﾊﾞｼ 市道新市相方１号線 1960 148.8 2.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

真田橋 ｻﾅﾀﾞﾊﾞｼ 市道高西今津幹線 1960 45.3 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ
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熊野９１号線１号橋 ｸﾏﾉｷｭｳｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道熊野９１号線 1960 17.4 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手橋 ﾔﾏﾃﾊﾞｼ 市道山手東手城幹線 2013 312.0 19.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

領家橋 ﾘｮｳｹﾊﾞｼ 市道徳田川南幹線 1962 53.1 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

大仙坊橋 ﾀﾞｲｾﾝﾎﾞｳﾊｼ 市道川北１４号線 1964 48.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

津之郷６１号線２号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾛｸｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷６１号線 1965 11.4 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

津之郷７０号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷７０号線 1965 11.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

神島山手線１号橋 ｶｼﾏﾔﾏﾉﾃｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道神島山手線 1965 14.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

安森橋 ﾔｽﾓﾘﾊﾞｼ 市道下御領平野４号線 1965 48.7 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

天當橋 ﾃﾝﾄｳﾊｼ 市道港町東手城線 1965 11.8 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

唐橋 ｶﾗﾊｼ 市道上御領八尋５号線 1965 34.7 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田中橋 ﾀﾅｶﾊﾞｼ 市道霞御門線 1965 10.0 11.3 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

飯田屋橋 ｲｲﾀﾞﾔﾊﾞｼ 市道徳田３４号線 1970 15.5 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

谷尻川橋 ﾀﾝｼﾞﾘｶﾜﾊﾞｼ 市道津之郷５７号線 1970 15.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

今津橋 ｲﾏﾂﾞﾊﾞｼ 市道今津南松永幹線 1974 46.8 18.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

田渡橋 ﾀﾜﾀﾘﾊｼ 市道瀬戸６５号線 1975 12.3 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

源造橋 ｹﾞﾝｿﾞｳﾊｼ 市道大門１６８号線 1975 11.5 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

宮迫橋 ﾐﾔｻｺﾊｼ 市道下山南８号線 1976 18.8 8.6 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

芦品橋 ｱｼﾅﾊﾞｼ 市道新市相方幹線 1989 172.0 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

福山駅箕沖幹線１号橋 ﾌｸﾔﾏｴｷﾐﾉｵｷｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福山駅箕沖幹線 1980 5.4 36.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

西中条４号線１号橋 ﾆｼﾁｭｳｼﾞｮｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西中条４号線 1980 2.0 5.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

多治米１０号線１号橋 ﾀｼﾞﾒｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道多治米１０号線 1954 3.6 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

七丁目橋 ﾅﾅﾁｮｳﾒﾊｼ 市道多治米３号線 1954 3.4 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上２号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上２号線 1955 3.9 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上５号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上５号線 1955 3.8 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

多治米６号線１号橋 ﾀｼﾞﾒﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道多治米６号線 1955 3.7 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上８号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上８号線 1955 3.5 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上６号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上６号線 1955 3.4 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東中条下御領幹線２号橋 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｼﾞｮｳｼﾓｺﾞﾘｮｳｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳ市道東中条下御領幹線 1960 4.8 7.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

千田一文字幹線４号橋 ｾﾝﾀﾞｲﾁﾓﾝｼﾞｶﾝｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道千田一文字幹線 1960 4.0 22.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋１３ ﾑﾒｲﾊｼｼﾞｭｳｻﾝ 市道松浜東川口３号線 1960 3.5 7.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋１５ ﾑﾒｲﾊｼｼﾞｭｳｺﾞ 市道松浜８号線 1960 3.5 7.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

松浜東川口２号線１号橋 ﾏﾂﾊﾏﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道松浜東川口２号線 1960 3.4 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋１８ ﾑﾒｲﾊｼｼﾞｭｳﾊﾁ 市道三吉８号線 1960 2.2 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋１９ ﾑﾒｲﾊｼﾞｭｳｷｭｳ 市道三吉１１号線 1960 2.2 1.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大門１７１号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道大門１７１号線 1963 6.3 9.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１５６号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道大門１５６号線 1963 6.3 11.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大門１６３号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾛｸｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道大門１６３号線 1963 6.3 11.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１４２号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道大門１４２号線 1963 6.3 17.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１２４号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道大門１２４号線 1963 6.2 9.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１３９号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ市道大門１３９号線 1963 6.2 9.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋２５ ﾑﾒｲﾊｼﾆｼﾞｭｳｺﾞ 市道山手東手城幹線 1965 2.2 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

幕山台５７号線１号橋 ﾏｸﾔﾏﾀﾞｲｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道幕山台５７号線 1965 6.8 7.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城４６号線４号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊ市道東手城４６号線 1965 5.0 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

上御領４９号線１号橋 ｶﾐｺﾞﾘｮｳﾖﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道上御領４９号線 1965 2.6 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

郷分２４号線１号橋 ｺﾞｳﾌﾞﾝﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道郷分２４号線 1965 8.8 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西六丁目大橋 ﾆｼﾛｸﾁｮｳﾒｵｵﾊｼ 市道川口２５号線 1965 7.3 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西七丁目大橋 ﾆｼﾅﾅﾁｮｳﾒｵｵﾊｼ 市道川口３０号線 1965 7.3 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北本庄本庄中１号線１号橋 ｷﾀﾎﾝｼﾞｮｳﾎﾝｼﾞｮｳﾅｶｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺ市道北本庄本庄中１号線 1965 7.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

岡田橋 ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ 市道上山南３０号線 1965 7.0 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷神村幹線４号橋 ﾎﾝｺﾞｳｶﾑﾗｶﾝｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道本郷神村幹線 1965 6.9 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水行橋 ﾐｽﾞﾕｷﾊｼ 市道上有地２５号線 1965 6.7 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上有地８３号線１号橋 ｶﾐｱﾙｼﾞﾊﾁｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道上有地８３号線 1965 6.0 3.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

追田橋 ｵｲﾀﾊｼ 市道向永谷１０号線 1965 6.3 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

幕山台３６号線１号橋 ﾏｸﾔﾏﾀﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道幕山台３６号線 1965 6.2 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

天堀橋 ｱﾏﾎﾘﾊｼ 市道上山守御幸幹線 1965 7.2 7.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神島山手線２号橋 ｶｼﾏﾔﾏﾃｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道神島山手線 1965 5.9 16.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南本庄４４号線１号橋 ﾐﾅﾐﾎﾝｼﾞｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ市道南本庄４４号線 1965 5.9 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

１４５号橋 ﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道戸手６号線 1965 5.8 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下井出橋 ｼﾓｲﾃﾞﾊｼ 市道西桜町古野上３号線 1965 5.8 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御門橋 ﾐｶﾄﾞﾊﾞｼ 市道昭和御門線 1965 4.0 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

八尋旭丘線１号橋 ﾔﾋﾛｱｻﾋｶﾞｵｶｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道八尋旭丘線 1965 5.7 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

寺下橋 ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ 市道中山南５４号線 1965 5.7 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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土井橋 ﾄﾞｲﾊﾞｼ 市道本郷9号線 1965 5.2 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂１０９号線２号橋 ｱｶｻｶﾋｬｸｷｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１０９号線 1965 5.1 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮の前橋 ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ 市道近田３７号線 1965 5.1 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南本庄沖野上線１号橋 ﾐﾅﾐﾎﾝｼﾞｮｳｵｷﾉｶﾞﾐｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南本庄沖野上線 1965 5.1 9.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

白浜橋 ｼﾗﾊﾏﾊﾞｼ 市道水呑７号線 1965 5.1 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草戸４０号線１号橋 ｸｻﾄﾞﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸４０号線 1965 5.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草戸４４号線１号橋 ｸｻﾄﾞﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸４４号線 1965 5.0 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

道三橋 ﾄﾞｳｻﾝﾊﾞｼ 市道道三１号線 1965 3.3 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北本庄１３号線１号橋 ｷﾀﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道北本庄１３号線 1965 4.9 9.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北本庄２３号線２号橋 ｷﾀﾎﾝｼﾞｮｳﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道北本庄２３号線 1965 4.9 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

高屋川右岸４号線１号橋 ﾀｶﾔｶﾞﾜｳｶﾞﾝﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道高屋川右岸４号線 1965 4.7 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

霞橋 ｶｽﾐﾊﾞｼ 市道紅葉野上２号線 1965 2.9 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸１号幹線１号橋 ｾﾄｲﾁｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸１号幹線 1965 3.8 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

地吹橋 ｼﾞﾌﾞｷﾊｼ 市道草戸霞線 1965 3.1 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東村５号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾗｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道東村５号線 1965 4.6 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

藤尾１６号線３号橋 ﾌｼﾞｵｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道藤尾１６号線 1965 4.6 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上草戸線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｸｻﾄﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上草戸線 1965 4.5 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

奈良津１６号線１号橋 ﾅﾗﾂﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道奈良津１６号線 1965 4.5 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下有地８８号線１号橋 ｼﾓｱﾙｼﾞﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道下有地８８号線 1965 4.5 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手１４２号線１号橋 ﾔﾏﾃﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手１４２号線 1965 4.4 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手１７５号線１号橋 ﾄﾃﾞﾋｬｸﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道戸手１７５号線 1965 4.4 2.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金丸２５号線１号橋 ｶﾈﾏﾙﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金丸２５号線 1965 4.4 6.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草戸２０号線１号橋 ｸｻﾄﾞﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸２０号線 1965 4.3 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下組橋 ｼﾓｸﾞﾐﾊﾞｼ 市道木之庄北吉津２号線 1965 4.2 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草戸１１号線１号橋 ｸｻﾄﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸１１号線 1965 4.2 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下安井５５号線１号橋 ｼﾓﾔｽｲｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下安井５５号線 1965 4.1 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金江６３号線１号橋 ｶﾅｴﾛｸｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金江６３号線 1965 4.1 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

八軒屋橋 ﾊﾁｹﾝﾔﾊﾞｼ 市道八軒屋１号線 1965 2.2 11.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

日の出橋 ﾋﾉﾃﾞﾊｼ 市道霞野上線 1965 2.3 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常１０５号線１号橋 ﾂﾈﾋｬｸｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常１０５号線 1965 4.0 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

能島３０号線１号橋 ﾉｳｼﾞﾏｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道能島３０号線 1965 3.9 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金堀橋 ｶﾅﾎﾞﾘﾊﾞｼ 市道草深５５号線 1965 3.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上１号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上１号線 1965 3.9 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田１１９号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾋｬｸｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道福田１１９号線 1965 3.9 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑３４号線１号橋 ﾐﾉﾐｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道水呑３４号線 1965 3.9 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田４号幹線２号橋 ﾌｸﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道福田４号幹線 1965 3.9 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上安井３２号線２号橋 ｶﾐﾔｽｲｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道上安井３２号線 1965 3.9 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

柞磨下有地幹線１号橋 ﾀﾙﾏｼﾓｱﾙｼﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道柞磨下有地幹線 1965 3.8 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

郷分１９号線１号橋 ｺﾞｳﾌﾞﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道郷分１９号線 1965 3.8 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸５号線１号橋 ｾﾄｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸５号線 1965 3.8 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸２号線１号橋 ｾﾄﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸２号線 1965 3.6 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

馬地橋 ｳﾏﾁﾊｼ 市道常上安井３号線 1965 3.7 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

郷分１７号線１号橋 ｺﾞｳﾌﾞﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道郷分１７号線 1965 3.7 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１３８号線３号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ市道水呑１３８号線 1965 3.6 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新市１２号線１号橋 ｼﾝｲﾁｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市１２号線 1965 3.6 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王５４号線１号橋 ｻﾞｵｳｺﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王５４号線 1965 3.6 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

光南沖野上線２号橋 ｺｳﾅﾝｵｷﾉｶﾞﾐｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道光南沖野上線 1965 3.3 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

瀬戸３号線１号橋 ｾﾄｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸３号線 1965 3.5 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１３８号線２号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道水呑１３８号線 1965 3.5 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新山２号線１号橋 ﾆｲﾔﾏﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新山２号線 1965 3.4 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

湯野４４号線１号橋 ﾕﾉﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道湯野４４号線 1965 3.4 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上１４号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上１４号線 1965 3.4 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上１５号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上１５号線 1965 3.3 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

ﾄﾞﾝﾄﾞﾝ橋 ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾊｼ 市道柞磨下有地幹線 1965 3.3 8.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東川口川口３号線２号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｶﾜｸﾞﾁｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊ市道東川口川口３号線 1965 3.3 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

沖野上４５号線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道沖野上４５号線 1965 3.3 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田島９６号線２号橋 ﾀｼﾏｷｭｳｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道田島９６号線 1965 3.3 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中津橋 ﾅｶﾂﾊﾞｼ 市道金江69号線 1965 3.3 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東川口７号線１号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東川口７号線 1965 2.4 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大池下橋 ｵｵｲｹｼﾓﾊｼ 市道能登原４９号線 1965 3.3 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日７号線１号橋 ｶｽｶﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日７号線 1965 3.3 9.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

水呑１１６号線１号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道水呑１１６号線 1965 3.2 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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瀬戸４１号線１号橋 ｾﾄﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸４１号線 1965 3.2 7.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

平野２号線１号橋 ﾋﾗﾉﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道平野２号線 1965 2.7 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中橋 ﾅｶﾊｼ 市道今津５号線 1965 3.2 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

高西今津幹線１号橋 ﾀｶﾆｼｲﾏﾂﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道高西今津幹線 1965 3.2 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

郷分２１号線２号橋 ｺﾞｳﾌﾞﾝﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道郷分２１号線 1965 3.2 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手２号幹線１号橋 ﾔﾏﾃﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手２号幹線 1965 3.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東川口２１号線１号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道東川口２１号線 1965 2.9 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

北本庄１８号線１号橋 ｷﾀﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道北本庄１８号線 1965 3.0 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田島９５号線１号橋 ﾀｼﾏｷｭｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田島９５号線 1965 3.0 0.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

春日幹線２号橋 ｶｽｶﾞｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道春日幹線 1965 3.0 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

正沢下橋 ﾏｻｻﾜｼﾓﾊｼ 市道中島近田線 1965 3.0 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門５２号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝｺﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道大門５２号線 1965 2.5 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

通畑橋 ﾄｵﾘﾊﾀﾊｼ 市道藤江３５号線 1965 2.9 7.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東川口川口２号線１号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｶﾜｸﾞﾁﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東川口川口２号線 1965 3.0 8.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１１２号線１号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道水呑１１２号線 1965 2.7 8.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸２０号線１号橋 ﾐﾕｷﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道御幸２０号線 1965 2.9 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村１０号線３号橋 ｶﾑﾗｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道神村１０号線 1965 2.9 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

松浜東川口３号線１号橋 ﾏﾂﾊﾏﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道松浜東川口３号線 1965 2.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷東村４号線１号橋 ﾎﾝｺﾞｳﾋｶﾞｼﾑﾗﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道本郷東村４号線 1965 2.8 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１６３号線１号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸﾛｸｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道水呑１６３号線 1965 2.8 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金丸５５号線１号橋 ｶﾈﾏﾙｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金丸５５号線 1965 2.8 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金江７７号線１号橋 ｶﾅｴﾅﾅｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金江７７号線 1965 2.7 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中野６２号線１号橋 ﾅｶﾉﾛｸｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中野６２号線 1965 2.7 2.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷６１号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾛｸｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷６１号線 1965 2.7 1.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田１２４号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道福田１２４号線 1965 2.7 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑４７号線１号橋 ﾐﾉﾐﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道水呑４７号線 1965 2.7 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手１７号線１号橋 ﾔﾏﾃｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手１７号線 1965 2.6 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手津之郷４号線１号橋 ﾔﾏﾃﾂﾉｺﾞｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手津之郷４号線 1965 2.6 7.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中野八軒屋１号線３号橋 ﾅｶﾉﾊﾁｹﾝﾔｲﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道中野八軒屋１号線 1965 2.6 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

相方５９号線１号橋 ｻｶﾞﾀｺﾞｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道相方５９号線 1965 2.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷６６号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾛｸｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷６６号線 1965 2.5 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金江４４号線１号橋 ｶﾅｴﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金江４４号線 1965 2.5 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東川口１１号線１号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東川口１１号線 1965 2.5 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下加茂八軒屋１号線１号橋 ｼﾓｶﾞﾓﾊﾁｹﾝﾔｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下加茂八軒屋１号線 1965 2.4 8.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１２８号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道大門１２８号線 1965 2.5 7.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１１７号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道大門１１７号線 1965 2.5 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門５６号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝｺﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道大門５６号線 1965 2.5 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西深津港町幹線４号橋 ﾆｼﾌｶﾂﾐﾅﾄﾏﾁｶﾝｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道西深津港町幹線 1965 2.7 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門３９号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道大門３９号線 1965 2.4 7.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中野６４号線１号橋 ﾅｶﾉﾛｸｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中野６４号線 1965 2.4 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷３０号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷３０号線 1965 2.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１１５号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道大門１１５号線 1965 2.4 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮前神村線１号橋 ﾐﾔﾏｴｶﾑﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道宮前神村線 1965 2.4 3.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野８８号線４号橋 ﾋｷﾉﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道引野８８号線 1965 2.3 8.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下御領７０号線１号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下御領７０号線 1965 2.3 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中野１２号線１号橋 ﾅｶﾉｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中野１２号線 1965 2.3 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金江７１号線１号橋 ｶﾅｴﾅﾅｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金江７１号線 1965 2.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸６３号線１号橋 ｾﾄﾛｸｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸６３号線 1965 2.3 2.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中野４７号線１号橋 ﾅｶﾉﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ 市道中野４７号線 1965 2.2 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中野４３号線１号橋 ﾅｶﾉﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中野４３号線 1965 2.2 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東川口６号線１号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東川口６号線 1965 2.2 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

平野２５号線１号橋 ﾋﾗﾉﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道平野２５号線 1965 2.2 5.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中野２０号線１号橋 ﾅｶﾉﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中野２０号線 1965 2.2 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門３８号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ市道大門３８号線 1965 2.2 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂１０３号線１号橋 ｱｶｻｶﾋｬｸｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１０３号線 1965 2.2 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

相方５７号線１号橋 ｻｶﾞﾀｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道相方５７号線 1965 2.2 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津５８号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｺﾞｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東深津５８号線 1965 2.4 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東川口１０号線１号橋 ﾋｶﾞｼｶﾜｸﾞﾁｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東川口１０号線 1965 2.1 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

１２０号橋 ﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｺﾞｳﾊｼ 市道戸手８５号線 1965 2.1 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上加茂八軒屋線１号橋 ｶﾐｶﾓﾊﾁｹﾝﾔｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上加茂八軒屋線 1965 2.0 5.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手１３８号線１号橋 ﾔﾏﾃﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道山手１３８号線 1965 2.0 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯２号線２号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯２号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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曙新涯７号線３号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲﾅﾅｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯７号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯１号線９号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｾﾝｷｭｳｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯１号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯１号線１号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯１号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯１号線２号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯１号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯１号線３号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯１号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯１号線４号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯１号線 1965 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上御領６１号線１号橋 ｶﾐｺﾞﾘｮｳﾛｸｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道上御領６１号線 1965 2.0 7.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂１０１号線２号橋 ｱｶｻｶﾋｬｸｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１０１号線 1965 2.0 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

池田橋 ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ 市道上山守２３号線 1965 2.0 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新徳田１２号線１号橋 ｼﾝﾄｸﾀﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新徳田１２号線 1965 2.0 5.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北山１８号線１号橋 ｷﾀﾔﾏｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道北山１８号線 1965 2.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田島９８号線１号橋 ﾀｼﾏｷｭｳｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田島９８号線 1965 2.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋３３ ﾑﾒｲﾊｼｻﾝｼﾞｭｳｻﾝ 市道瀬戸６３号線 1965 2.0 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手４２号線１号橋 ﾄﾃﾞﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道戸手４２号線 1965 6.3 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

赤坂１０１号線１号橋 ｱｶｻｶﾋｬｸｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１０１号線 1965 4.6 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手１８号線１号橋 ﾄﾃﾞｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道戸手１８号線 1965 4.5 1.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

八幡宮前橋 ﾊﾁﾏﾝｸﾞｳﾏｴﾊﾞｼ 市道金江２９号線 1965 4.5 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金江中山南幹線２号橋 ｶﾅｴﾅｶｻﾝﾅｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道金江中山南幹線 1965 4.3 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上有地７２号線１号橋 ｶﾐｱﾙｼﾞﾅﾅｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上有地７２号線 1965 3.6 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

金江１６号線１号橋 ｶﾅｴｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金江１６号線 1965 3.4 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中津橋 ﾅｶﾂﾊﾞｼ 市道金江中山南線 1965 3.3 5.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

栗本橋 ｸﾘﾓﾄﾊﾞｼ 市道三谷１４号線 1965 3.3 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

雨木９号線１号橋 ｱﾒｷﾞｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道雨木９号線 1965 3.3 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷５６号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｼﾞｭｳｳｺﾞﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道津之郷５６号線 1965 3.2 0.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１３４号線１号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道水呑１３４号線 1965 2.4 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

瀬戸２９号線２号橋 ｾﾄﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸２９号線 1965 2.2 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷９５号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｳｷｭｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道津之郷９５号線 1965 2.2 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新市６４号線１号橋 ｼﾝｲﾁﾛｸｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市６４号線 1965 2.0 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮内１４５号線１号橋 ﾐﾔｳﾁﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道宮内１４５号線 1965 2.0 1.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

石丸橋 ｲｼﾏﾙﾊﾞｼ 市道上有地３１号線 1966 8.7 2.9 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

千田一文字幹線３号橋 ｾﾝﾀﾞｲﾁﾓﾝｼﾞｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道千田一文字幹線 1966 6.0 29.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東福山駅前幹線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｸﾔﾏｴｷﾏｴｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東福山駅前幹線 1966 8.7 14.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野東手城１号線１号橋 ﾋｷﾉﾋｶﾞｼﾃｼﾛｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野東手城１号線 1966 8.6 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

曙新涯７号線１号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯７号線 1966 6.9 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野８２号線１号橋 ﾋｷﾉﾊﾁｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野８２号線 1966 6.7 18.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

曙一文字４号線１号橋 ｱｹﾎﾞﾉｲﾁﾓﾝｼﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道曙一文字４号線 1966 6.6 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

曙新涯２号線５号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲﾆｺﾞｳｾﾝｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯２号線 1966 5.9 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

南本庄９号線１号橋 ﾐﾅﾐﾎﾝｼﾞｮｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南本庄９号線 1966 4.7 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野東手城６号線１号橋 ﾋｷﾉﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野東手城６号線 1966 2.8 9.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南本庄１３号線１号橋 ﾐﾅﾐﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南本庄１３号線 1966 6.6 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

曙一文字３号線１号橋 ｱｹﾎﾞﾉｲﾁﾓﾝｼﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道曙一文字３号線 1966 6.5 10.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

あずま橋 ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ 市道引野東手城２号線 1966 5.3 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯５号線２号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯５号線 1966 5.2 6.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

二股橋 ﾌﾀﾏﾀﾊﾞｼ 市道本庄中２０号線 1966 5.1 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野７５号線２号橋 ﾋｷﾉﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道引野７５号線 1966 5.0 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福山駅南本庄線１号橋 ﾌｸﾔﾏｴｷﾐﾅﾐﾎﾝｼﾞｮｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福山駅南本庄線 1966 4.9 19.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

ひばり橋 ﾋﾊﾞﾘﾊﾞｼ 市道南本庄１１号線 1966 4.8 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南本庄１０号線１号橋 ﾐﾅﾐﾎﾝｼﾞｮｳｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南本庄１０号線 1966 4.7 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

汐田橋 ｼｵﾀﾊｼ 市道本庄中４１号線 1966 4.6 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

横田橋 ﾖｺﾀﾊﾞｼ 市道本庄中３４号線 1966 4.6 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

本庄中１９号線１号橋 ﾎﾝｼﾞｮｳﾅｶｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道本庄中１９号線 1966 4.1 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野１６号線１号橋 ﾋｷﾉｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野１６号線 1966 3.2 10.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下御領３０号線３号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道下御領３０号線 1966 2.5 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野８７号線１号橋 ﾋｷﾉﾊﾁｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野８７号線 1966 2.5 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東手城１２号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城１２号線 1966 2.4 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野７７号線１号橋 ﾋｷﾉﾅﾅｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野７７号線 1966 2.4 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野７５号線１号橋 ﾋｷﾉﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野７５号線 1966 2.3 8.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野８８号線２号橋 ﾋｷﾉﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道引野８８号線 1966 2.2 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

明神引野線１号橋 ﾐｮｳｼﾞﾝﾋｷﾉｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道明神引野線 1966 2.2 10.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野７０号線１号橋 ﾋｷﾉﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野７０号線 1966 6.6 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

沖野上草戸線２号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｸｻﾄﾞｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上草戸線 1966 6.0 11.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

かなりや橋 ｶﾅﾘﾔﾊｼ 市道南本庄西町１号線 1966 4.8 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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引野４６号線１号橋 ﾋｷﾉﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野４６号線 1966 4.7 8.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

松の木橋 ﾏﾂﾉｷﾊｼ 市道本庄中２６号線 1966 4.6 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

木之庄西町線２号橋 ｷﾉｼｮｳﾆｼﾏﾁｾﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道木之庄西町線 1966 3.0 9.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野９３号線２号橋 ﾋｷﾉｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道引野９３号線 1966 2.5 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野８４号線１号橋 ﾋｷﾉﾊﾁﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野８４号線 1966 2.5 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野東手城１号線２号橋 ﾋｷﾉﾋｶﾞｼﾃｼﾛｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道引野東手城１号線 1966 2.4 7.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城９号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城９号線 1966 2.4 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城１号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城１号線 1966 2.4 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野２６号線１号橋 ﾋｷﾉﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野２６号線 1966 2.3 8.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上竹田７号線１号橋 ｶﾐﾀｹﾀﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上竹田７号線 1966 2.3 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙一文字２号線１号橋 ｱｹﾎﾞﾉｲﾁﾓﾝｼﾞﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道曙一文字２号線 1967 6.6 10.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

滝第一橋 ﾀｷﾀﾞｲｲﾁﾊｼ 市道北山１６号線 1967 5.0 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

川南４７号線１号橋 ｶﾜﾐﾅﾐﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道川南４７号線 1967 3.2 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東手城３８号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東手城３８号線 1967 2.3 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯２号線４号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲﾆｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯２号線 1967 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野９０号線１号橋 ﾋｷﾉｷｭｳｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野９０号線 1967 9.5 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙一文字１号線１号橋 ｱｹﾎﾞﾉｲﾁﾓﾝｼﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道曙一文字１号線 1967 6.6 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線１４号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1967 6.6 14.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野４９号線１号橋 ﾋｷﾉﾖﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野４９号線 1967 3.2 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王東深津１号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾋｶﾞｼﾌｶﾂｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道南蔵王東深津１号線 1967 3.0 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

汁田橋 ｼﾙﾀﾊｼ 市道東村２４号線 1967 2.7 7.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城３号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城３号線 1967 2.1 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野東手城７号線１号橋 ﾋｷﾉﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野東手城７号線 1967 2.4 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋３４ ﾑﾒｲﾊｼｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝ 市道引野東手城２号線 1967 2.3 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線１７号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1967 2.3 15.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野東手城６号線３号橋 ﾋｷﾉﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾛｸｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道引野東手城６号線 1967 2.3 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯３号線３号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｻﾝｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯３号線 1967 2.0 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４６号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王４６号線 1967 9.7 5.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野４８号線１号橋 ﾋｷﾉﾖﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野４８号線 1967 4.5 6.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野５０号線１号橋 ﾋｷﾉｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野５０号線 1967 3.4 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

多治米８号線１号橋 ﾀｼﾞﾒﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道多治米８号線 1967 3.3 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新徳田川北２号線３号橋 ｼﾝﾄｸﾀﾞｶﾜｷﾀﾆｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道新徳田川北２号線 1967 2.7 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城２６号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道東手城２６号線 1967 2.3 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城３１号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東手城３１号線 1967 2.2 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城引野２号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾋｷﾉﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城引野２号線 1967 2.2 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

曙新涯２号線３号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲﾆｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯２号線 1967 2.0 11.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川北２６号線２号橋 ｶﾜｷﾀﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道川北２６号線 1967 2.2 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

曙新涯1号線6号線 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｲﾁｺﾞｳｾﾝﾛｸｺﾞｳﾊ市道曙新涯１号線 1968 6.9 10.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

瀬越橋 ｾｺﾞｼﾊﾞｼ 市道本庄中４号線 1968 4.8 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

曙新涯３号線４号橋 ｱｹﾎﾞﾉｼﾝｶﾞｲｻﾝｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道曙新涯３号線 1968 5.1 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線１６号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1968 2.4 15.4 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

赤坂瀬戸幹線２号橋 ｱｶｻｶｾﾄｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂瀬戸幹線 1968 2.4 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

泉橋 ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ 市道引野４６号線 1968 2.3 10.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

引野４６号線２号橋 ﾋｷﾉﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道引野４６号線 1968 2.2 10.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷今津３号線２号橋 ﾎﾝｺﾞｳｲﾏﾂﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道本郷今津３号線 1969 3.8 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田尻４７号線２号橋 ﾀｼﾞﾘﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道田尻４７号線 1969 3.3 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東手城４４号線３号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊ市道東手城４４号線 1969 5.5 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

五反田橋 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道神村6号線 1969 4.7 12.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻４号線２号橋 ﾀｼﾞﾘﾖﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道田尻４号線 1969 4.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

殿休橋 ﾃﾞﾝｷｭｳﾊﾞｼ 市道田尻７５号線 1969 4.5 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手６０号線１号橋 ﾄﾃﾞﾛｸｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道戸手６０号線 1969 2.3 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田尻５７号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻５７号線 1969 2.1 13.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

福田２９号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福田２９号線 1969 2.0 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

吉野下橋 ﾖｼﾉｼﾓﾊﾞｼ 市道万能倉７４号線 1969 7.3 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王春日２号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日２号線 1969 6.8 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城４６号線３号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊ市道東手城４６号線 1969 5.5 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

浜橋 ﾊﾏﾊｼ 市道東手城４２号線 1969 4.3 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻５６号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｺﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻５６号線 1969 3.1 8.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻４号線１号橋 ﾀｼﾞﾘﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻４号線 1969 2.6 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線１２号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 8.6 14.3 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

上山南中山南２号線１号橋 ｶﾐｻﾝﾅﾅｶｻﾝﾅﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上山南中山南２号線 1970 9.0 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

小池橋 ｺｲｹﾊｼ 市道粟根１５号線 1970 8.4 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ
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高渕橋 ﾀｶﾌﾞﾁﾊｼ 市道湯野下御領幹線 1970 7.4 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

御幸１３７号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道御幸１３７号線 1970 7.2 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坊寺１号線１号橋 ﾎﾞｳｼﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坊寺１号線 1970 7.1 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川南３号幹線１号橋 ｶﾜﾐﾅﾐｻﾝｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道川南３号幹線 1970 6.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西之川橋 ﾆｼﾉｶﾜﾊﾞｼ 市道多治米千代田線 1970 6.2 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

下加茂御幸幹線２号橋 ｼﾓｶﾞﾓﾐﾕｷｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道下加茂御幸幹線 1970 6.1 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田１４号線１号橋 ﾌｸﾀﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福田１４号線 1970 6.0 15.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

金丸１７号線１号橋 ｶﾈﾏﾙｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金丸１７号線 1970 6.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坪生３３号線２号橋 ﾂﾎﾞｳｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道坪生３３号線 1970 5.6 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

赤坂２０号線１号橋 ｱｶｻｶﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂２０号線 1970 5.3 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

本郷東村１号線２号橋 ﾎﾝｺﾞｳﾋｶﾞｼﾑﾗｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道本郷東村１号線 1970 5.2 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

鎧橋 ﾖﾛｲﾊﾞｼ 市道中山南５０号線 1970 5.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

北吉津１２号線１号橋 ｷﾀﾖｼﾂﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道北吉津１２号線 1970 5.0 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

草戸５１号線１号橋 ｸｻﾄﾞｺﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸５１号線 1970 5.0 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

津之郷６９号線１号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾛｸｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道津之郷６９号線 1970 4.6 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王引野北１号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾋｷﾉｷﾀｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王引野北１号線 1970 4.5 22.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下安井新市２号線１号橋 ｼﾓﾔｽｲｼﾝｲﾁﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下安井新市２号線 1970 4.5 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

今津５４号線１号橋 ｲﾏﾂﾞｺﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道今津５４号線 1970 4.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

湯野５４号線１号橋 ﾕﾉｺﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道湯野５４号線 1970 3.8 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

奈良津６号線２号橋 ﾅﾗﾂﾞﾛｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道奈良津６号線 1970 3.5 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

山手東手城幹線１０号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 3.5 14.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

春日伊勢丘２号線１号橋 ｶｽｶﾞｲｾｶﾞｵｶﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日伊勢丘２号線 1970 3.5 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田尻７７号線１号橋 ﾀｼﾞﾘﾅﾅｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻７７号線 1970 3.5 1.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

きたの橋 ｷﾀﾉｷｮｳ 市道西深津港町幹線 1970 3.4 15.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

伊勢丘３６号線１号橋 ｲｾｶﾞｵｶｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道伊勢丘３６号線 1970 3.1 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

川南４６号線１号橋 ｶﾜﾐﾅﾐﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道川南４６号線 1970 3.1 1.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西新涯１５号線１号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西新涯１５号線 1970 3.0 5.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

神手向橋 ｶﾐﾃﾑｶｲﾊﾞｼ 市道宮内雨木幹線 1970 3.0 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

草深４８号線１号橋 ｸｻﾌﾞｶﾖﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草深４８号線 1970 2.9 7.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

宮前８号線１号橋 ﾐﾔﾏｴﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道宮前８号線 1970 2.7 8.9 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

上加茂道上３号線１号橋 ｶﾐｶﾞﾓﾐﾁﾉｳｴｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道上加茂道上３号線 1970 2.7 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大橋１号線２号橋 ｵｵﾊｼｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道大橋１号線 1970 2.6 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王春日５号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日５号線 1970 2.6 8.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王１５号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王１５号線 1970 2.6 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

木戸橋 ｷﾄﾞﾊﾞｼ 市道江良３１号線 1970 2.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東中条上御領線１号橋 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｼﾞｮｳｶﾐｺﾞﾘｮｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東中条上御領線 1970 2.5 9.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東深津２０号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東深津２０号線 1970 2.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西高川原橋 ﾆｼﾀｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 市道万能倉上山守線 1970 2.5 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坪生１２９号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道坪生１２９号線 1970 2.5 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手東手城幹線９号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｷｭｳｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 2.4 23.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷９号線１号橋 ﾎﾝｺﾞｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道本郷９号線 1970 2.4 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

江良３４号線１号橋 ｴﾗｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道江良３４号線 1970 2.4 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日南蔵王１号線２号橋 ｶｽｶﾞﾐﾅﾐｻﾞｵｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道春日南蔵王１号線 1970 2.3 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王３０号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王３０号線 1970 2.3 12.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３５号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王３５号線 1970 2.3 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

芦原中野１号線１号橋 ｱｼﾊﾗﾅｶﾉｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道芦原中野１号線 1970 2.3 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王春日７号線４号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日７号線 1971 2.2 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下御領平野１号線１号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳﾋﾗﾉｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下御領平野１号線 1970 2.2 5.8 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

池洲下橋 ｲｹｽｼﾓﾊｼ 市道新市７５号線 1970 2.2 10.1 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

今津南松永幹線２号橋 ｲﾏﾂﾞﾐﾅﾐﾏﾂﾅｶﾞｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道今津南松永幹線 1970 2.1 21.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

津之郷２７号線２号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷２７号線 1970 2.6 5.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

無名橋３６ ﾑﾒｲﾊｼｻﾝｼﾞｭｳﾛｸ 市道水呑８２号線 1970 2.0 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

福田７号線２号橋 ﾌｸﾀﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道福田７号線 1970 2.0 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

新市５１号線１号橋 ｼﾝｲﾁｺﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市５１号線 1970 2.0 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

五反田橋 ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ 市道赤坂瀬戸幹線 1970 9.8 9.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

柞磨橋 ﾀﾙﾏﾊﾞｼ 市道柞磨２６号線 1970 9.6 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線４号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 9.2 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

たまや橋 ﾀﾏﾔﾊｼ 市道西新涯箕島１号線 1970 8.9 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

馬取橋 ｳﾏﾄﾘﾊｼ 市道金江柳津線 1970 7.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

万能倉江良線１号橋 ﾏﾅｸﾞﾗｴﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道万能倉江良線 1970 4.5 1.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸８４号線１号橋 ﾐﾕｷﾊﾁｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道御幸８４号線 1970 6.8 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

追田上橋 ｵｲﾀｶﾐﾊｼ 市道向永谷今岡線 1970 6.7 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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土橋橋 ﾄﾞﾊﾞｼﾊﾞｼ 市道中山南上山南１号線 1970 4.3 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

弥生橋 ﾔﾖｲﾊﾞｼ 市道草戸松浜幹線 1970 6.3 14.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

赤坂１２号線１号橋 ｱｶｻｶｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１２号線 1970 6.1 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷２７号線４号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷２７号線 1970 6.0 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上市橋 ｶﾐｲﾁﾊｼ 市道山野１７号線 1970 6.0 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

吉津橋 ﾖｼﾂﾞﾊｼ 市道宮内雨木幹線 1970 5.9 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂１０号線１号橋 ｱｶｻｶｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１０号線 1970 5.7 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村８５号線１号橋 ｶﾑﾗﾊﾁｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道神村８５号線 1970 5.7 12.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大戸橋 ｵｵﾄﾊﾞｼ 市道三谷１８号線 1970 5.6 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新川橋 ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ 市道草深17号線 1970 5.5 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

丸川橋 ﾏﾙｶﾜﾊﾞｼ 市道本庄中草戸幹線 1970 5.5 5.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

長者橋 ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾞｼ 市道赤坂１号線 1970 5.3 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新山法成寺線１号橋 ﾆｲﾔﾏﾎｳｼﾞｮｳｼﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新山法成寺線 1970 5.3 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

雨木服部本郷線１号橋 ｱﾒｷﾞﾊｯﾄﾘﾎﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道雨木服部本郷線 1970 5.2 2.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大橋 ｵｵﾊｼ 市道木之庄西町線 1970 5.1 16.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東中条４２号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｼﾞｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺ市道東中条４２号線 1970 5.1 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

土井橋 ﾄﾞｲﾊﾞｼ 市道本郷36号線 1970 5.1 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草戸５０号線１号橋 ｸｻﾄﾞｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸５０号線 1970 5.0 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻１７号線５号橋 ﾀｼﾞﾘｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道田尻１７号線 1970 4.9 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下竹田２９号線１号橋 ｼﾓﾀｹﾀﾞﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道下竹田２９号線 1970 4.7 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻１７号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻１７号線 1970 4.7 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西深津２号線１号橋 ﾆｼﾌｶﾂﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西深津２号線 1970 5.0 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王２５号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王２５号線 1970 4.5 10.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王春日４号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日４号線 1970 4.5 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３８号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王３８号線 1970 4.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３７号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王３７号線 1970 4.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王春日３号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日３号線 1970 4.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村７４号線１号橋 ｶﾑﾗﾅﾅｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道神村７４号線 1970 3.8 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

今岡６号線１号橋 ｲﾏｵｶﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道今岡６号線 1970 4.5 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線１１号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 4.5 13.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日３号線１号橋 ｶｽｶﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日３号線 1970 4.4 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下安井７０号線１号橋 ｼﾓﾔｽｲﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下安井７０号線 2012 4.4 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中松ｹ坪橋 ﾅｶﾏﾂｶﾞﾂﾎﾞﾊｼ 市道万能倉上山守線 1970 4.5 5.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻９２号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｷｭｳｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻９２号線 1970 4.3 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

赤坂５号線１号橋 ｱｶｻｶｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂５号線 1970 4.3 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

千田一文字幹線１号橋 ｾﾝﾀﾞｲﾁﾓﾝｼﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道千田一文字幹線 1970 4.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

万能倉４７号線１号橋 ﾏﾅｸﾞﾗﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道万能倉４７号線 1970 4.1 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻９０号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｷｭｳｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻９０号線 1970 4.0 8.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下安井宮内２号線１号橋 ｼﾓﾔｽｲﾐﾔｳﾁﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下安井宮内２号線 1970 3.9 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手東手城幹線６号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝﾛｸｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 3.9 11.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山野１１号線１号橋 ﾔﾏﾉｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山野１１号線 1970 3.9 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

仁吾橋 ｼﾞﾝｺﾞﾊｼ 市道神村８４号線 1970 3.8 7.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新涯３６号線１号橋 ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新涯３６号線 1970 3.8 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

御幸１２９号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道御幸１２９号線 1970 3.8 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西新涯２４号線１号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道西新涯２４号線 1970 3.7 3.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

池田橋 ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ 市道草深９号線 1970 3.7 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村５５号線２号橋 ｶﾑﾗｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道神村５５号線 1970 3.7 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮内新市２号幹線１号橋 ﾐﾔｳﾁｼﾝｲﾁﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道宮内新市２号幹線 1970 3.4 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮内７号線１号橋 ﾐﾔｳﾁﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道宮内７号線 1970 3.6 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田尻１４号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻１４号線 1970 3.3 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新涯６７号線１号橋 ｼﾝｶﾞｲﾛｸｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新涯６７号線 1970 3.6 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東中橋 ﾋｶﾞｼﾅｶﾊｼ 市道木之庄１０号線 1970 3.6 7.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城１８号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道東手城１８号線 1970 3.6 8.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西新涯１５号線２号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道西新涯１５号線 1970 3.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南松永９号線１号橋 ﾐﾅﾐﾏﾂﾅｶﾞｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南松永９号線 1970 3.5 12.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王４５号線３号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊ市道南蔵王４５号線 1970 3.5 7.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

蔵王３１号線１号橋 ｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王３１号線 1970 3.5 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王１５号線３号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王１５号線 1970 3.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

北本庄奈良津幹線２号橋 ｷﾀﾎﾝｼﾞｮｳﾅﾗﾂﾞｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道北本庄奈良津幹線 1970 2.4 11.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

新涯４４号線１号橋 ｼﾝｶﾞｲﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新涯４４号線 1970 3.4 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

能登原５号線１号橋 ﾉﾄﾊﾗｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道能登原５号線 1970 3.4 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

赤坂１号線３号橋 ｱｶｻｶｲﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１号線 1970 3.4 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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能島２８号線２号橋 ﾉｳｼﾞﾏﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道能島２８号線 1970 3.3 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手２号幹線４号橋 ﾔﾏﾃﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道山手２号幹線 1970 3.3 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

伊勢丘３３号線１号橋 ｲｾｶﾞｵｶｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道伊勢丘３３号線 1970 3.2 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田尻８４号線１号橋 ﾀｼﾞﾘﾊﾁｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻８４号線 1970 3.2 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常下安井幹線１号橋 ﾂﾈｼﾓﾔｽｲｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常下安井幹線 1970 2.5 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

蔵王春日線１号橋 ｻﾞｵｳｶｽｶﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王春日線 1970 3.1 18.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線７号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝﾅﾅｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 3.1 13.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日１号線１号橋 ｶｽｶﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日１号線 1970 3.1 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

防原別橋 ﾎﾞｳﾊﾗﾍﾞﾂﾊﾞｼ 市道柞磨２号幹線 1970 3.1 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

神村１０号線２号橋 ｶﾑﾗｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道神村１０号線 1970 3.0 8.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金黒池橋 ｶﾅｸﾛｲｹﾊｼ 市道上安井１１号線 1970 3.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

かずら堂橋 ｶｽﾞﾗﾄﾞｳﾊｼ 市道宮内雨木幹線 1970 2.9 5.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

広丸橋 ﾋﾛｼﾏﾙﾊｼ 市道中山南２６号線 1970 2.9 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下御領７０号線２号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道下御領７０号線 1970 2.8 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

戸手７４号線１号橋 ﾄﾃﾞﾅﾅｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道戸手７４号線 1970 2.8 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東村１０号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾗｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道東村１０号線 1970 2.7 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王９９号線１号橋 ｻﾞｵｳｷｭｳｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道蔵王９９号線 1970 2.7 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大橋７号線１号橋 ｵｵﾊｼﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道大橋７号線 1970 2.5 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川南３号線２号橋 ｶﾜﾐﾅﾐｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道川南３号線 1970 2.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新市２号幹線１号橋 ｼﾝｲﾁﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市２号幹線 1970 2.6 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東手城２２号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城２２号線 1970 2.0 10.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

木之庄４３号線１号橋 ｷﾉｼｮｳﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道木之庄４３号線 1970 2.5 2.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

山手東手城幹線１３号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 2.4 15.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王春日４号線５号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日４号線 1970 2.4 13.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

高屋川右岸５号線１号橋 ﾀｶﾔｶﾞﾜｳｶﾞﾝｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道高屋川右岸５号線 1970 2.4 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

伊勢丘３１号線１号橋 ｲｾｶﾞｵｶｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道伊勢丘３１号線 1970 2.4 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

道上幹線３号橋 ﾐﾁﾉｳｴｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道道上幹線 1970 2.2 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

春日１４３号線２号橋 ｶｽｶﾞﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道春日１４３号線 1970 2.3 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻９４号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｷｭｳｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻９４号線 1970 2.3 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

南蔵王３０号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王３０号線 1970 2.3 12.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王２３号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王２３号線 1970 2.3 8.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王２３号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王２３号線 1970 2.3 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

上竹田１２号線１号橋 ｶﾐﾀｹﾀﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上竹田１２号線 1970 2.3 7.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王４７号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王４７号線 1970 2.3 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王２２号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王２２号線 1970 2.3 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４２号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王４２号線 1970 2.3 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王２２号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王２２号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３２号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王３２号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３６号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王３６号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王２８号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王２８号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王２８号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王２８号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３６号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王３６号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４７号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王４７号線 1970 2.3 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

上竹田２４号線１号橋 ｶﾐﾀｹﾀﾞﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上竹田２４号線 1970 2.3 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東村２５号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾗﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東村２５号線 1970 2.2 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城２８号線３号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ市道東手城２８号線 1970 2.8 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４２号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王４２号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤壁橋 ｱｶｶﾍﾞﾊﾞｼ 市道宮前松永線 1970 2.3 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王１５号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王１５号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王東深津２号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王東深津２号線 1970 2.2 7.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

坪生９４号線１号橋 ﾂﾎﾞｳｷｭｳｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生９４号線 1970 2.2 6.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坪生８９号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾊﾁｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生８９号線 1970 2.2 6.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下御領６６号線１号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳﾛｸｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道下御領６６号線 1970 2.2 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

平野４２号線１号橋 ﾋﾗﾉﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道平野４２号線 1970 2.2 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田尻８８号線２号橋 ﾀｼﾞﾘﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道田尻８８号線 1970 2.2 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

春日１４０号線１号橋 ｶｽｶﾞﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日１４０号線 1970 2.1 7.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

松永７号線１号橋 ﾏﾂﾅｶﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道松永７号線 1970 2.1 7.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田１４号線２号橋 ﾌｸﾀﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道福田１４号線 1970 2.1 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

新市福田幹線１号橋 ｼﾝｲﾁﾌｸﾀﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市福田幹線 1970 2.0 7.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新徳田１１号線１号橋 ｼﾝﾄｸﾀﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新徳田１１号線 1970 2.0 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

法成寺５号線１号橋 ﾎｳｼﾞｮｳｼﾞｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道法成寺５号線 1970 9.9 8.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂３０号線１号橋 ｱｶｻｶｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂３０号線 1970 9.6 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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宗定橋 ﾑﾈｻﾀﾞﾊｼ 市道柞磨８号線 1970 9.5 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

平橋 ﾀｲﾗﾊｼ 市道神村７３号線 1970 9.0 3.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東村神村２号幹線１号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾗｶﾑﾗﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東村神村２号幹線 1970 8.6 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津３４号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道東深津３４号線 1970 8.2 10.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

羽称尾橋 ﾊﾈｼｮｳｵﾊﾞｼ 市道宮前神村線 1970 8.2 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中条橋 ﾁｭｳｼﾞｮｳﾊﾞｼ 市道御幸１０４号線 1970 8.1 10.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王春日７号線５号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｶｽｶﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道南蔵王春日７号線 1970 8.0 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下竹田６０号線２号橋 ｼﾓﾀｹﾀﾞﾛｸｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道下竹田６０号線 1970 8.0 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村１６号線４号橋 ｶﾑﾗｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道神村１６号線 1970 8.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手９３号線１号橋 ﾄﾃﾞｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道戸手９３号線 1970 7.9 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

金江８９号線１号橋 ｶﾅｴﾊﾁｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道金江８９号線 1970 7.7 10.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷神村幹線３号橋 ﾎﾝｺﾞｳｶﾑﾗｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道本郷神村幹線 1970 7.6 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

去分橋 ｷｮﾌﾝﾊｼ 市道御幸１２９号線 1970 7.6 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

向永谷１７号線１号橋 ﾑｶｲﾅｶﾞﾀﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道向永谷１７号線 1970 7.0 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

慶広橋 ｹｲﾋﾛﾊｼ 市道柳津２号線 1970 6.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中島万能倉幹線３号橋 ﾅｶｼﾏﾏﾅｸﾞﾗｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道中島万能倉幹線 1970 6.3 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

近田１５号線２号橋 ﾁｶﾀｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道近田１５号線 1970 6.3 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

熊野１２１号線３号橋 ｸﾏﾉﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道熊野１２１号線 1970 6.3 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

千代田１号線１号橋 ﾁﾖﾀﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道千代田１号線 1970 6.0 9.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

多治米千代田線１号橋 ﾀｼﾞﾒﾁﾖﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道多治米千代田線 1970 6.0 7.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

津之郷２７号線３号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷２７号線 1970 6.0 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西能万橋 ﾆｼﾉｳﾏﾊｼ 市道御幸９１号線 1970 6.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻１２号線１号橋 ﾀｼﾞﾘｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻１２号線 1970 6.0 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１２３号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道御幸１２３号線 1970 6.8 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

向永谷１４号線１号橋 ﾑｶｲﾅｶﾞﾀﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道向永谷１４号線 1970 5.9 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東中条５８号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｼﾞｮｳｺﾞｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺ市道東中条５８号線 1970 5.8 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王２７号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王２７号線 1970 5.8 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大門１８４号線１号橋 ﾀﾞｲﾓﾝﾋｬｸﾊﾁｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道大門１８４号線 1970 5.8 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

向永谷３５号線１号橋 ﾑｶｲﾅｶﾞﾀﾆｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道向永谷３５号線 1970 5.7 4.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

向永谷２０号線１号橋 ﾑｶｲﾅｶﾞﾀﾆﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道向永谷２０号線 1970 5.6 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

熊野１２１号線２号橋 ｸﾏﾉﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道熊野１２１号線 1970 5.6 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上有地８１号線１号橋 ｶﾐｱﾙｼﾞﾊﾁｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道上有地８１号線 1970 5.6 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

相方６９号線１号橋 ｻｶﾞﾀﾛｸｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道相方６９号線 1970 5.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

熊野１２１号線１号橋 ｸﾏﾉﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道熊野１２１号線 1970 5.4 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷２２号線２号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷２２号線 1970 5.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

熊野１２１号線４号橋 ｸﾏﾉﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道熊野１２１号線 1970 5.4 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上有地下有地３号線２号橋 ｶﾐｱﾙｼﾞｼﾓｱﾙｼﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道上有地下有地３号線 1970 5.2 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

樋ﾉ口橋 ﾋﾉｸﾁﾊｼ 市道草深７３号線 1970 5.2 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

今津６５号線１号橋 ｲﾏﾂﾞﾛｸｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道今津６５号線 1970 5.1 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新山１号線１号橋 ﾆｲﾔﾏｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新山１号線 1970 5.1 8.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

高西１９号線１号橋 ﾀｶﾆｼｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道高西１９号線 1970 5.0 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

千田９１号線１号橋 ｾﾝﾀﾞｷｭｳｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道千田９１号線 1970 5.0 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田島５号線１号橋 ﾀｼﾏｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田島５号線 1970 4.8 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

下安井６８号線１号橋 ｼﾓﾔｽｲﾛｸｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下安井６８号線 1970 4.7 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日３７号線１号橋 ｶｽｶﾞｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日３７号線 1970 4.7 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草戸４号線１号橋 ｸｻﾄﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草戸４号線 1970 4.6 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

江良２０号線１号橋 ｴﾗﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道江良２０号線 1970 4.5 1.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１３３号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺ市道御幸１３３号線 1970 4.5 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４１号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王４１号線 1970 4.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３４号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王３４号線 1970 4.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田７号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福田７号線 1970 4.5 4.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

石渕橋 ｲｼﾌﾞﾁﾊﾞｼ 市道上安井３９号線 1970 4.5 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

藤尾１６号線４号橋 ﾌｼﾞｵｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊｼ 市道藤尾１６号線 1970 4.5 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

江良６号線１号橋 ｴﾗﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道江良６号線 1970 4.5 1.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４４号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王４４号線 1970 4.5 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

吉津町４号線１号橋 ﾖｼﾂﾞﾏﾁﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道吉津町４号線 1970 4.5 10.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

柳津６号線１号橋 ﾔﾅｲﾂﾞﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道柳津６号線 1970 4.4 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

松永４号線１号橋 ﾏﾂﾅｶﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道松永４号線 1970 4.4 8.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

坪生１１７号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾋｬｸｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生１１７号線 1970 4.3 2.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田８７号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾊﾁｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福田８７号線 1970 4.3 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

多治米７号線２号橋 ﾀｼﾞﾒﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道多治米７号線 1970 4.2 9.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西中条１０号線１号橋 ﾆｼﾁｭｳｼﾞｮｳｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西中条１０号線 1970 5.4 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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引野北４９号線１号橋 ﾋｷﾉｷﾀﾖﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道引野北４９号線 1970 4.2 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川南５３号線２号橋 ｶﾜﾐﾅﾐｺﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道川南５３号線 1970 4.3 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

２０１号橋 ﾆﾋｬｸｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道相方７０号線 1970 4.2 1.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下西橋 ｼﾓﾆｼﾊｼ 市道大橋１９号線 1970 4.1 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日３９号線１号橋 ｶｽｶﾞｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日３９号線 1970 4.1 3.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

原橋 ﾊﾗﾊｼ 市道大橋7号線 1970 4.1 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手１５７号線１号橋 ﾄﾃﾞﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道戸手１５７号線 1970 4.1 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下有地８１号線１号橋 ｼﾓｱﾙｼﾞﾊﾁｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道下有地８１号線 1970 4.0 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

矢川３号線２号橋 ﾔｶﾜｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道矢川３号線 1970 4.0 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西新涯２０号線１号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西新涯２０号線 1970 4.0 22.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１３４号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道御幸１３４号線 1970 4.0 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村１０号線１号橋 ｶﾑﾗｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道神村１０号線 1970 4.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１０４号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道御幸１０４号線 1970 4.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

万能倉３２号線１号橋 ﾏﾅｸﾞﾗｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道万能倉３２号線 1970 3.9 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北吉津９号線１号橋 ｷﾀﾖｼﾂﾞｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道北吉津９号線 1970 3.9 2.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

万能倉３６号線１号橋 ﾏﾅｸﾞﾗｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道万能倉３６号線 1970 3.9 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北裏橋 ｷﾀｳﾗﾊﾞｼ 市道新市７５号線 1970 3.9 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

坪生３２号線１号橋 ﾂﾎﾞｳｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生３２号線 1970 3.9 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

十三軒屋十九軒屋線２号橋 ｼﾞｭｳｻﾝｹﾞﾝﾔｼﾞｭｳｸｹﾝﾔｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道十三軒屋十九軒屋線 1970 3.8 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手神島幹線１号橋 ﾔﾏﾃｶｼﾏｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手神島幹線 1970 3.8 1.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王８２号線１号橋 ｻﾞｵｳﾊﾁｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王８２号線 1970 3.8 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

坪生４１号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生４１号線 1970 3.8 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１５３号線１号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道水呑１５３号線 1970 3.8 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

坪生４４号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾖﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生４４号線 1970 3.8 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

奥組上橋 ｵｸｸﾞﾐｶﾐﾊｼ 市道草深１８号線 1970 3.7 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

５２５号橋 ｺﾞﾋｬｸﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道常７５号線 1970 3.7 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸２９号線１号橋 ｾﾄﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸２９号線 1970 3.7 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常１３０号線１号橋 ﾂﾈﾋｬｸｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常１３０号線 1970 3.7 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西新涯２５号線１号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道西新涯２５号線 1970 3.7 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋３８ ﾑﾒｲﾊｼｻﾝｼﾞｭｳﾊﾁ 市道郷分６号線 1970 3.7 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城１８号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東手城１８号線 1970 3.6 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

築地橋 ﾂｷｼﾞﾊﾞｼ 市道下有地５６号線 1970 3.6 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西新涯箕島１号線１号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲﾐﾉｼﾏｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西新涯箕島１号線 1970 3.6 24.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王９９号線２号橋 ｻﾞｵｳｷｭｳｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王９９号線 1970 3.6 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

金丸藤尾幹線３号橋 ｶﾈﾏﾙﾌｼﾞｵｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道金丸藤尾幹線 1970 3.6 3.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王１９号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王１９号線 1970 3.5 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新涯２７号線２号橋 ｼﾝｶﾞｲﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道新涯２７号線 1970 3.5 9.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

神村４号線１号橋 ｶﾑﾗﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道神村４号線 1970 3.5 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王東深津４号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道南蔵王東深津４号線 1970 3.5 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

万能倉４３号線１号橋 ﾏﾅｸﾞﾗﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道万能倉４３号線 1970 3.5 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

万能倉４３号線２号橋 ﾏﾅｸﾞﾗﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道万能倉４３号線 1970 3.5 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

桜東橋 ｻｸﾗﾋｶﾞｼﾊｼ 市道能登原５号線 1970 3.5 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新涯３０号線２号橋 ｼﾝｶﾞｲｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道新涯３０号線 1970 3.5 9.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

北吉津三吉１号線１号橋 ｷﾀﾖｼﾂﾞﾐﾖｼｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道北吉津三吉１号線 1970 3.5 7.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西新涯１２号線１号橋 ﾆｼｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西新涯１２号線 1970 3.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

近田９号線１号橋 ﾁｶﾀｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道近田９号線 1970 3.4 6.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王９３号線１号橋 ｻﾞｵｳｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王９３号線 1970 3.4 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

池田医院横橋 ｲｹﾀﾞｲｲﾝﾖｺﾊｼ 市道戸手９３号線 1970 3.4 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

大橋今岡線１号橋 ｵｵﾊｼｲﾏｵｶｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道大橋今岡線 1970 3.4 2.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸５０号線２号橋 ﾐﾕｷｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道御幸５０号線 1970 3.4 1.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮内８号線１号橋 ﾐﾔｳﾁﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道宮内８号線 1970 3.3 12.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

長谷川橋 ﾊｾｶﾞﾜﾊﾞｼ 市道今岡１３号線 1970 3.3 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新涯１１号線２号橋 ｼﾝｶﾞｲｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道新涯１１号線 1970 3.3 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂１号線２号橋 ｱｶｻｶｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂１号線 1970 3.3 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋３９ ﾑﾒｲﾊｼｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳ 市道奈良津５号線 1970 3.2 19.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

徳田１３号線１号橋 ﾄｸﾀﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道徳田１３号線 1970 3.2 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

三谷２９号線１号橋 ﾐﾀﾆﾆｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道三谷２９号線 1970 3.2 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下竹田３３号線１号橋 ｼﾓﾀｹﾀﾞｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道下竹田３３号線 1970 3.2 3.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王３２号線１号橋 ｻﾞｵｳｻﾝﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王３２号線 1970 3.2 9.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

日吉台春日２号線１号橋 ﾋﾖｼﾀﾞｲｶｽｶﾞﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道日吉台春日２号線 1970 3.2 7.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

服部永谷百谷１号線１号橋 ﾊｯﾄﾘﾅｶﾞﾀﾆﾓﾓﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道服部永谷百谷１号線 1970 3.1 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

境橋 ｻｶｲﾊﾞｼ 市道道上十九軒屋1号線 1970 3.1 12.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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田尻８８号線１号橋 ﾀｼﾞﾘﾊﾁｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻８８号線 1970 3.1 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王３７号線３号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊ市道南蔵王３７号線 1970 3.1 15.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城２９号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東手城２９号線 1970 3.1 5.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

高西４８号線１号橋 ﾀｶﾆｼﾖﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道高西４８号線 1970 3.0 16.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

田島９３号線１号橋 ﾀｼﾏｷｭｳｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道田島９３号線 1970 3.0 14.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東手城２８号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道東手城２８号線 1970 3.0 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王７７号線１号橋 ｻﾞｵｳﾅﾅｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王７７号線 1970 3.0 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東中条１１号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｼﾞｮｳｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞ市道東中条１１号線 1970 3.0 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王８０号線２号橋 ｻﾞｵｳﾊﾁｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王８０号線 1970 3.0 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

十九軒屋９号線１号橋 ｼﾞｭｳｸｹﾝﾔｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道道上十九軒屋２号線 1970 3.0 1.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑１４６号線１号橋 ﾐﾉﾐﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道水呑１４６号線 1970 3.0 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

箕島３５号線１号橋 ﾐﾉｼﾏｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道箕島３５号線 1970 2.9 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

木之庄３２号線１号橋 ｷﾉｼｮｳｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道木之庄３２号線 1970 2.9 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

戸手７０号線１号橋 ﾄﾃﾞﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道戸手７０号線 1970 2.9 9.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王８６号線１号橋 ｻﾞｵｳﾊﾁｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王８６号線 1970 3.3 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

鉄光谷橋 ﾃｯｺｳﾀﾆﾊｼ 市道草深１号線 1970 2.9 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王９５号線１号橋 ｻﾞｵｳｷｭｳｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王９５号線 1970 2.2 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸１５号線１号橋 ｾﾄｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸１５号線 1970 2.8 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津２０号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道東深津２０号線 1970 2.8 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

川南４９号線１号橋 ｶﾜﾐﾅﾐﾖﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道川南４９号線 1970 2.8 7.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新湯野平野幹線１号橋 ｼﾝﾕﾉﾋﾗﾉｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新湯野平野幹線 1970 2.8 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

走島幹線１号橋 ﾊｼﾘｼﾞﾏｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道走島幹線 1970 2.8 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

湯野５６号線１号橋 ﾕﾉｺﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道湯野５６号線 1970 2.8 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

５２６号橋 ｺﾞﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳﾊｼ 市道常７５号線 1970 2.8 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

引野東手城２号線１号橋 ﾋｷﾉﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道引野東手城２号線 1970 2.3 5.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

宮内下安井３号線１号橋 ﾐﾔｳﾁｼﾓﾔｽｲｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道宮内下安井３号線 1970 3.3 7.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

上御領２４号線１号橋 ｶﾐｺﾞﾘｮｳﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道上御領２４号線 1970 2.7 5.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中島５１号線１号橋 ﾅｶｼﾏｺﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中島５１号線 1970 2.7 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新市２１号線１号橋 ｼﾝｲﾁﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市２１号線 1970 2.1 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南手城４号線１号橋 ﾐﾅﾐﾃｼﾛﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南手城４号線 1970 2.7 7.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻１７号線２号橋 ﾀｼﾞﾘｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道田尻１７号線 1970 2.7 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中島４３号線１号橋 ﾅｶｼﾏﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中島４３号線 1970 2.7 7.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

今津松永２号線１号橋 ｲﾏﾂﾞﾏﾂﾅｶﾞﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道今津松永２号線 1970 2.6 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王５７号線１号橋 ｻﾞｵｳｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王５７号線 1970 2.5 14.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南手城５号線１号橋 ﾐﾅﾐﾃｼﾛｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南手城５号線 1970 2.6 9.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新徳田４１号線１号橋 ｼﾝﾄｸﾀﾞﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道新徳田４１号線 1970 2.6 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村柳津幹線１号橋 ｶﾑﾗﾔﾅｲﾂﾞｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道神村柳津幹線 1970 2.6 6.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川南３号線１号橋 ｶﾜﾐﾅﾐｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道川南３号線 1970 3.0 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常７５号線１号橋 ﾂﾈﾅﾅｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常７５号線 1970 2.6 3.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

湯野４５号線１号橋 ﾕﾉﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道湯野４５号線 1970 2.6 2.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常６０号線１号橋 ﾂﾈﾛｸｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常６０号線 1970 2.6 0.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津３号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東深津３号線 1970 2.6 5.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

蔵王４１号線１号橋 ｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道蔵王４１号線 1970 2.6 7.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東映橋 ﾄｳｴｲﾊｼ 市道今津松永６号線 1970 2.6 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津２号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東深津２号線 1970 2.6 4.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下家市橋 ｼﾓﾔｲﾁﾊｼ 市道柞磨１号線 1970 2.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１２号線１号橋 ﾐﾕｷｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道御幸１２号線 1970 2.5 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南手城２３号線１号橋 ﾐﾅﾐﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南手城２３号線 1970 2.5 8.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

能島２５号線１号橋 ﾉｳｼﾞﾏﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道能島２５号線 1970 2.5 9.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西深津１０号線１号橋 ﾆｼﾌｶﾂｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西深津１０号線 1970 2.5 9.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂９２号線２号橋 ｱｶｻｶｷｭｳｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂９２号線 1970 2.5 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

江良上山守４号線１号橋 ｴﾗｶﾐﾔﾏﾓﾘﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道江良上山守４号線 1970 2.5 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下安井２８号線１号橋 ｼﾓﾔｽｲﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道下安井２８号線 1970 2.5 5.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草深３５号線１号橋 ｸｻﾌﾞｶｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草深３５号線 1970 2.5 4.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草深１２号線１号橋 ｸｻﾌﾞｶｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草深１２号線 1970 2.5 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津３３号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｻﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺ市道東深津３３号線 1970 2.5 3.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大開南橋 ｵｵｶｲﾐﾅﾐﾊｼ 市道下山守御幸２号線 1970 2.8 7.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑５３号線１号橋 ﾐﾉﾐｺﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道水呑５３号線 1970 2.5 1.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

常１号線１号橋 ﾂﾈｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常１号線 1970 2.7 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手東手城幹線１８号橋 ﾔﾏﾃﾋｶﾞｼﾃｼﾛｶﾝｾﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳﾊｼ 市道山手東手城幹線 1970 2.5 15.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

近田３２号線１号橋 ﾁｶﾀｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道近田３２号線 1970 2.4 5.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日坪生２号幹線１号橋 ｶｽｶﾞﾂﾎﾞｳﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日坪生２号幹線 1970 2.4 8.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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田尻２号線１号橋 ﾀｼﾞﾘﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道田尻２号線 1970 2.4 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

奈良津６号線１号橋 ﾅﾗﾂﾞﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道奈良津６号線 1970 2.4 8.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

草深３４号線１号橋 ｸｻﾌﾞｶｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草深３４号線 1970 2.4 6.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

常石４８号線１号橋 ﾂﾈｲｼﾖﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道常石４８号線 1970 2.4 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

服部永谷２２号線２号橋 ﾊｯﾄﾘﾅｶﾞﾀﾆﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道服部永谷２２号線 1970 2.4 5.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下御領５９号線１号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳｺﾞｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道下御領５９号線 1970 2.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

草深２５号線１号橋 ｸｻﾌﾞｶﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道草深２５号線 1970 2.4 3.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

登立橋 ﾉﾎﾞﾘﾀﾃﾊﾞｼ 市道藤尾３９号線 1970 2.4 1.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

水呑三新田水呑幹線１号橋 ﾐﾉﾐｻﾝｼﾝﾃﾞﾝﾐﾉﾐｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道水呑三新田水呑幹線 1970 2.4 46.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

下有地８１号線２号橋 ｼﾓｱﾙｼﾞﾊﾁｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道下有地８１号線 1970 2.4 3.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日伊勢丘１号線１号橋 ｶｽｶﾞｲｾｶﾞｵｶｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道春日伊勢丘１号線 1970 2.4 9.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東手城２５号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道東手城２５号線 1970 2.4 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田７２号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾅﾅｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福田７２号線 1970 2.3 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上山守３６号線１号橋 ｶﾐﾔﾏﾓﾘｻﾝｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道上山守３６号線 1970 2.3 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸２７号線１号橋 ｾﾄﾆｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸２７号線 1970 2.3 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津３４号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｻﾝｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道東深津３４号線 1970 2.3 12.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

春日引野北線３号橋 ｶｽｶﾞﾋｷﾉｷﾀｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道春日引野北線 1970 2.3 10.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王３５号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王３５号線 1970 2.3 8.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王４５号線２号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王４５号線 1970 2.3 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

手城南手城２号線３号橋 ﾃｼﾛﾐﾅﾐﾃｼﾛﾆｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道手城南手城２号線 1970 2.3 8.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津２２号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東深津２２号線 1970 2.3 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王３２号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳｻﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道南蔵王３２号線 1970 2.3 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南蔵王東深津５号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾋｶﾞｼﾌｶﾂｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道南蔵王東深津５号線 1970 2.3 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

西深津１０号線２号橋 ﾆｼﾌｶﾂｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道西深津１０号線 1970 2.3 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

湯野川北３号線２号橋 ﾕﾉｶﾜｷﾀｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道湯野川北３号線 1970 2.3 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新市戸手３号線１号橋 ｼﾝｲﾁﾄﾃﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新市戸手３号線 1970 2.3 3.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上山守５２号線１号橋 ｶﾐﾔﾏﾓﾘｺﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道上山守５２号線 1970 2.3 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

春日南蔵王１号線３号橋 ｶｽｶﾞﾐﾅﾐｻﾞｵｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道春日南蔵王１号線 1970 2.3 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

坪生１２２号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾋｬｸﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生１２２号線 1970 2.3 7.1 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

南蔵王４５号線１号橋 ﾐﾅﾐｻﾞｵｳﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道南蔵王４５号線 1970 2.3 8.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

高西１９号線３号橋 ﾀｶﾆｼｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道高西１９号線 1970 2.3 2.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南手城８号線１号橋 ﾐﾅﾐﾃｼﾛﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南手城８号線 1970 2.3 7.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

津之郷山手３号線５号橋 ﾂﾉｺﾞｳﾔﾏﾃｻﾝｺﾞｳｾﾝｺﾞｺﾞｳﾊｼ 市道津之郷山手３号線 1970 2.2 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東村１４号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾗｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東村１４号線 1970 2.2 8.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中島３７号線１号橋 ﾅｶｼﾏｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道中島３７号線 1970 2.4 2.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南手城２２号線２号橋 ﾐﾅﾐﾃｼﾛﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道南手城２２号線 1970 2.2 6.8 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

日吉台１４号線１号橋 ﾋﾖｼﾀﾞｲｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道日吉台１４号線 1970 2.2 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

坪生７６号線１号橋 ﾂﾎﾞｳﾅﾅｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道坪生７６号線 1970 2.2 6.7 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

法成寺３１号線１号橋 ﾎｳｼﾞｮｳｼﾞｻﾝｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳ市道法成寺３１号線 1970 2.2 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上御領５５号線１号橋 ｶﾐｺﾞﾘｮｳｺﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道上御領５５号線 1970 2.2 5.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

東中条３５号線２号橋 ﾋｶﾞｼﾁｭｳｼﾞｮｳｻﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝﾆｺ市道東中条３５号線 1970 2.2 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

瀬戸２４号線１号橋 ｾﾄﾆｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道瀬戸２４号線 1970 2.2 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中宇根橋 ﾅｶｳﾈﾊｼ 市道東村２８号線 1970 2.3 15.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

日吉台１５号線１号橋 ﾋﾖｼﾀﾞｲｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道日吉台１５号線 1970 2.2 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

今岡１号線１号橋 ｲﾏｵｶｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道今岡１号線 1970 2.2 6.2 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

田尻９４号線２号橋 ﾀｼﾞﾘｷｭｳｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道田尻９４号線 1970 2.2 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中市橋 ﾅｶｲﾁﾊｼ 市道新市５１号線 1970 2.2 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東深津９号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾌｶﾂｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東深津９号線 1970 2.2 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

山手２号幹線３号橋 ﾔﾏﾃﾆｺﾞｳｶﾝｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ 市道山手２号幹線 1970 2.2 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

赤坂９号線１号橋 ｱｶｻｶｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道赤坂９号線 1970 2.2 2.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

上山南中山南１号線１号橋 ｶﾐﾔﾏﾐﾅﾐﾅｶﾔﾏﾐﾅﾐｲﾁｺﾞｳｾﾝｲ市道上山南中山南１号線 1970 2.1 2.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

南手城１０号線１号橋 ﾐﾅﾐﾃｼﾛｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道南手城１０号線 1970 2.1 9.2 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

大橋１号線１号橋 ｵｵﾊｼｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道大橋１号線 1970 2.1 6.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

善光寺下橋 ｾﾞﾝｺｳｼﾞｼﾓﾊｼ 市道神村柳津幹線 1970 2.1 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

神村１５９号線２号橋 ｶﾑﾗﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ市道神村１５９号線 1970 2.1 4.5 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

川北１９号線１号橋 ｶﾜｷﾀｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道川北１９号線 1970 2.1 4.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

中郷橋 ﾅｶｻﾞﾄﾊｼ 市道上山守４６号線 1970 2.1 3.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

福田４５号線１号橋 ﾌｸﾀﾞﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道福田４５号線 1970 2.1 3.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

東村今津１号線１号橋 ﾋｶﾞｼﾑﾗｲﾏﾂﾞｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道東村今津１号線 1970 2.1 4.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新山弥生ｹ丘２号線１号橋 ﾆｲﾔﾏﾔﾖｲｶﾞｵｶﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新山弥生ｹ丘２号線 1970 2.0 7.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

無名橋４３ ﾑﾒｲﾊｼﾖﾝｼﾞｭｳｻﾝ 市道横島５６号線 1970 2.0 11.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

本郷神村１号線１号橋 ﾎﾝｺﾞｳｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道本郷神村１号線 1970 2.0 10.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ
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下御領平野４号線２号橋 ｼﾓｺﾞﾘｮｳﾋﾗﾉﾖﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道下御領平野４号線 1970 3.4 7.1 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

湯野６４号線１号橋 ﾕﾉﾛｸｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道湯野６４号線 1970 2.0 6.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

服部永谷２２号線１号橋 ﾊｯﾄﾘﾅｶﾞﾀﾆﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊ市道服部永谷２２号線 1970 2.2 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

潰の手橋 ｶｲﾉﾃﾊﾞｼ 市道東村１７号線 1970 2.0 5.9 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

上御領４２号線１号橋 ｶﾐｺﾞﾘｮｳﾖﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道上御領４２号線 1970 2.3 4.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

新徳田４号線１号橋 ｼﾝﾄｸﾀﾞﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道新徳田４号線 1970 2.8 4.6 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

松永神村１号線１号橋 ﾏﾂﾅｶﾞｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道松永神村１号線 1970 2.0 6.3 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸橋 ﾐﾕｷﾊﾞｼ 市道上御領３２号線 1970 2.0 2.7 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１５７号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸｺﾞｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道御幸１５７号線 1975 9.4 4.0 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

中央橋 ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ 市道御門新涯幹線 1975 3.7 7.9 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

多治米９号線１号橋 ﾀｼﾞﾒｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道多治米９号線 1975 3.4 5.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

菖蒲橋 ｼｮｳﾌﾞﾊﾞｼ 市道沖野上２２号線 1975 3.4 3.4 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

西深津２０号線１号橋 ﾆｼﾌｶﾂﾆｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道西深津２０号線 1976 4.0 7.4 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

阿伏兎橋 ｱﾌﾞﾄﾊｼ 市道能登原５２号線 1980 6.8 8.1 福山市 広島県 福山市 Ⅲ

福山駅箕沖幹線２号橋 ﾌｸﾔﾏｴｷﾐﾉｵｷｶﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊｼ 市道福山駅箕沖幹線 1980 5.1 26.3 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

沖野上新涯幹線１号橋 ｵｷﾉｶﾞﾐｼﾝｶﾞｲｶﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ 市道沖野上新涯幹線 1980 3.3 35.8 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

御幸１４８号線１号橋 ﾐﾕｷﾋｬｸﾖﾝｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ市道御幸１４８号線 1985 8.2 6.0 福山市 広島県 福山市 Ⅱ

中須1号橋 (ﾅｶｽﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須西町線 不明 1.2 8.2 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

中須2号橋 (ﾅｶｽﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須西町線 不明 2.5 9.2 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

広谷1号橋 (ﾋﾛﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須西町線 不明 2.7 11.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

元町1号橋 (ﾓﾄﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須西町線 不明 4.1 10.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

府中1号橋 (ﾌﾁｭｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須西町線 不明 3.5 10.6 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

中須4号橋 (ﾅｶｽ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道亀寿中須団地線 不明 3.5 7.4 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木1号橋 (ﾀｶｷﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鴫谷広谷線 不明 3.7 7.7 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木2号橋 (ﾀｶｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鴫谷広谷線 不明 4.1 8.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

広谷2号橋 (ﾋﾛﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鴫谷広谷線 不明 2.9 5.8 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木3号橋 (ﾀｶｷﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下開上塚原線 不明 4.4 3.7 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木4号橋 (ﾀｶｷﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下開上塚原線 不明 2.4 7.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

鵜飼橋 (ｳｶｲﾊﾞｼ) 市道下開上塚原線 1970 19.8 9.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

僧殿1号橋 (ｿｳﾄﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄下川辺線 不明 4.4 2.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

僧殿3号橋 (ｿｳﾄﾞﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄下川辺線 不明 12.3 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

僧殿4号橋 (ｿｳﾄﾞﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄下川辺線 不明 3.9 5.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

僧殿5号橋 (ｿｳﾄﾞﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄下川辺線 不明 15.2 5.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

僧殿6号橋 (ｿｳﾄﾞﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄下川辺線 不明 8.4 3.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄1号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道府中瀬戸栗柄線 不明 3.0 10.7 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

目崎1号橋 (ﾒｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上山幹線 不明 4.1 5.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

上山1号橋 (ｳﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上山幹線 不明 3.2 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

上山2号橋 (ｳﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上山幹線 不明 3.9 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

荒谷1号橋 (ｱﾗﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河佐荒谷線 不明 3.5 4.2 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

東谷橋1 (ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊｼ1) 市道荒谷協和線 不明 11.2 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

荒谷2号橋 (ｱﾗﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道荒谷協和線 不明 11.0 3.3 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

小国1号橋 (ｵｸﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小国本郷線 不明 3.4 4.1 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

諸毛1号橋 (ﾓﾛｹ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小国本郷線 不明 1.7 10.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

斗升3号橋 (ﾄﾏｽ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道斗升御山線 不明 3.7 5.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

阿字2号橋 (ｱｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道斗升御山線 不明 4.7 4.1 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

阿字1号橋 (ｱｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道斗升御山線 不明 4.1 6.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 市道行縢角目線 不明 8.5 6.2 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

行縢1号橋 (ﾑｶﾊﾞｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道行縢角目線 不明 3.0 2.3 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄2号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美土呂登呂茂線 不明 4.8 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄3号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道美土呂登呂茂線 不明 5.1 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

僧殿8号橋 (ｿｳﾄﾞﾝ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄下川辺線 不明 4.1 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

土生1号橋 (ﾊﾌﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道芦田川右岸線 不明 9.1 8.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

中須6号橋 (ﾅｶｽ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須広谷線 不明 2.1 6.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木5号橋 (ﾀｶｷﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木鵜飼線 不明 7.5 7.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

廣谷橋 (ﾋﾛﾀﾆﾊｼ) 市道鵜飼出ロ線 1950 8.1 7.1 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

元町3号橋 (ﾓﾄﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鵜飼出ロ線 不明 3.1 4.2 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

府中2号橋 (ﾌﾁｭｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鵜飼出ロ線 不明 4.4 8.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊﾞｼ) 市道鵜飼出ロ線 1946 13.3 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

密語橋 (ｻｻﾔｷﾊﾞｼ) 市道用土元町線 不明 6.7 4.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

土生2号橋 (ﾊﾌﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道土生元町線 不明 2.7 1.5 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

栗柄4号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平井名字線 不明 5.2 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

土生4号橋 (ﾊﾌﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道用土土生線 不明 2.0 10.7 府中市 広島県 府中市 Ⅰ
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本山1号橋 (ﾓﾄﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道メ柱中谷線 不明 3.0 5.6 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

錦橋 (ﾆｼｷﾊﾞｼ) 市道目崎西町線 不明 12.9 6.3 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

目崎2号橋 (ﾒｻｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道目崎新開線 不明 3.7 3.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

目崎3号橋 (ﾒｻｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道目崎新開線 不明 5.9 2.7 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

上山3号橋 (ｳﾔﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下上山線 不明 3.8 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

荒谷3号橋 (ｱﾗﾀﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道荒谷日進線 不明 3.7 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

荒谷4号橋 (ｱﾗﾀﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道荒谷日進線 不明 3.3 3.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

父石1号橋 (ﾁｲｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道父石川崎線 不明 2.0 7.6 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

河南1号橋 (ｶﾅﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河南三郎丸線 不明 8.5 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

滝ロ橋 (ﾀｷｸﾁﾊｼ) 市道三郎丸小国線 不明 9.8 5.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

三郎丸2号橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三郎丸小国線 不明 4.7 2.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

三郎丸3号橋 (ｻﾌﾞﾛｳﾏﾙ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三郎丸小国線 不明 4.6 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

小国2号橋 (ｵｸﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三郎丸小国線 不明 4.0 2.8 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

小国3号橋 (ｵｸﾞﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道三郎丸小国線 不明 3.8 4.4 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊｼ) 市道河面大平線 2011 9.4 3.4 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

阿字4号橋 (ｱｼﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道落合西組線 不明 8.6 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

阿字5号橋 (ｱｼﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道舟割幹線 不明 7.6 3.2 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

行縢2号橋 (ﾑｶﾊﾞｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道行縢中央線 不明 8.5 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

広谷3号橋 (ﾋﾛﾀﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道広谷2号線 不明 3.5 3.4 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

広谷4号橋 (ﾋﾛﾀﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道広谷5号線 不明 2.5 4.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

広谷5号橋 (ﾋﾛﾀﾆ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道広谷6号線 不明 2.1 11.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

広谷7号橋 (ﾋﾛﾀﾆ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道広谷10号線 不明 2.2 11.8 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

鵜飼1号橋 (ｳｶｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鵜飼府中1号線 不明 2.2 7.3 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

三熊橋 (ﾐｸﾏﾊｼ) 市道鵜飼府中1号線 不明 7.9 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

元町2号橋 (ﾓﾄﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鵜飼府中1号線 不明 2.8 6.3 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

鵜飼2号橋 (ｳｶｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鵜飼5号線 不明 2.0 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

鵜飼3号橋 (ｳｶｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道鵜飼13号線 不明 5.1 5.3 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

胡橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 市道元町10号線 1960 6.8 3.8 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

仲間橋 (ﾅｶﾏﾊﾞｼ) 市道元町13号線 不明 6.9 3.2 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊｼ) 市道元町17号線 2005 9.2 12.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

門田橋 (ｶﾄﾞﾀﾊｼ) 市道本山33号線 不明 9.2 3.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

本山2号橋 (ﾓﾄﾔﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山33号線 不明 4.6 2.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

本山3号橋 (ﾓﾄﾔﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山35号線 不明 7.2 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

本山4号橋 (ﾓﾄﾔﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山40号線 不明 2.7 3.4 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

本山5号橋 (ﾓﾄﾔﾏ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山47号線 不明 2.6 9.4 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

本山6号橋 (ﾓﾄﾔﾏ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山47号線 不明 2.4 9.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

本山7号橋 (ﾓﾄﾔﾏ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山49号線 不明 2.5 7.8 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

本山8号橋 (ﾓﾄﾔﾏ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本山53号線 不明 2.0 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

中須10号橋 (ﾅｶｽ10ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須高木2号線 不明 2.2 6.3 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

中須13号橋 (ﾅｶｽ13ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須9号線 不明 2.1 5.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

中須17号橋 (ﾅｶｽ17ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須27号線 不明 2.2 3.8 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

中須18号橋 (ﾅｶｽ18ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須29号線 不明 2.2 3.7 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

中須19号橋 (ﾅｶｽ19ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中須広谷30号線 不明 2.2 4.2 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

隠居橋 (ｲﾝｷｮﾊﾞｼ) 市道中須府川37号線 不明 6.2 4.8 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木6号橋 (ﾀｶｷﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木1号線 不明 3.0 7.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木7号橋 (ﾀｶｷﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木1号線 不明 3.6 8.2 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木8号橋 (ﾀｶｷﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木4号線 不明 3.3 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木11号橋 (ﾀｶｷﾞ11ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木12号線 不明 3.2 7.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木12号橋 (ﾀｶｷﾞ12ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木12号線 不明 2.2 8.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木13号橋 (ﾀｶｷﾞ13ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木13号線 不明 3.6 19.3 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木14号橋 (ﾀｶｷﾞ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木13号線 不明 3.9 7.9 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木15号橋 (ﾀｶｷﾞ15ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木25号線 不明 4.5 7.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

高木16号橋 (ﾀｶｷﾞ16ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木30号線 不明 5.1 3.4 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木17号橋 (ﾀｶｷﾞ17ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木31号線 不明 2.1 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

高木18号橋 (ﾀｶｷﾞ18ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高木31号線 不明 3.2 4.7 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

府川2号橋 (ﾌｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道府川11号線 不明 4.0 4.4 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄5号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄2号線 不明 10.6 3.2 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

栗柄6号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄6号線 不明 9.1 3.3 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

栗柄7号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄7号線 不明 7.4 3.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄8号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄9号線 不明 4.1 5.7 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

栗柄9号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄11号線 不明 8.6 3.4 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

栗柄10号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ10ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄20号線 不明 5.0 3.4 府中市 広島県 府中市 Ⅱ
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栗柄11号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ11ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄21号線 不明 6.2 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

栗柄12号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ12ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄21号線 不明 4.8 2.6 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄13号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ13ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄22号線 不明 3.2 3.3 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

栗柄14号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄22号線 不明 4.5 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

栗柄15号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ15ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄22号線 不明 5.4 3.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

中柴橋 (ﾅｶｼﾊﾞﾊｼ) 市道栗柄24号線 2000 6.7 5.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

栗柄16号橋 (ｸﾘｶﾞﾗ16ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栗柄25号線 不明 4.4 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

上加谷橋 (ｳｴｶﾀﾆﾊｼ) 市道栗柄39号線 不明 2.1 4.3 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

加谷橋 (ｶﾀﾆﾊｼ) 市道栗柄39号線 不明 11.6 6.0 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

末広橋１ (ｽｴﾋﾛﾊｼ1) 市道土生元町5号線 1954 51.9 4.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

土生7号橋 (ﾊﾌﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道土生18号線 不明 3.6 7.7 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

府中3号橋 (ﾌﾁｭｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道府中6号線 不明 2.8 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼ) 市道府中目崎20号線 不明 11.2 6.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

亀齢橋 (ｷﾚｲﾊｼ) 市道府中目崎21号線 不明 10.5 5.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

出ロ1号橋 (ﾃﾞｸﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道出口8号線 不明 11.6 4.1 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

大師橋 (ﾀﾞｲｼﾊﾞｼ) 市道出口9号線 1962 14.5 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

金比羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ) 市道出口10号線 1951 11.5 2.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

出ロ2号橋 (ﾃﾞｸﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道出口12号線 不明 10.0 1.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

出口3号橋 (ﾃﾞｸﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道出口13号線 不明 11.6 2.2 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

目崎4号橋 (ﾒｻｷ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道目崎10号線 不明 3.5 3.5 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

父石2号橋 (ﾁｲｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道父石2号線 不明 2.8 4.4 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

父石3号橋 (ﾁｲｼ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道父石3号線 不明 3.8 4.0 府中市 広島県 府中市 Ⅰ

父石4号橋 (ﾁｲｼ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道父石5号線 不明 2.5 2.0 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

父石5号橋 (ﾁｲｼ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道父石12号線 不明 3.3 3.1 府中市 広島県 府中市 Ⅱ

横林橋 (ﾖｺﾊﾞﾔｼﾊｼ) 市道横林下谷支線 1965 19.6 2.0 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

神杉跨線橋 (ｶﾐｽｷﾞｺｾﾝｷｮｳ) 市道西酒屋仁賀線 1981 138.0 8.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

第一門田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾓﾝﾃﾞﾊｼ) 市道川毛門田線 1959 9.2 5.9 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

第二門田橋 (ﾀﾞｲﾆﾓﾝﾃﾞﾊｼ) 市道川毛門田線 1959 9.2 5.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

八雲陸橋 (ﾔｸﾞﾓﾘｯｷｮｳ) 市道三良坂22号線 1988 14.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

二本谷橋 (ﾆﾎﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道二本谷線 1971 43.6 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

栄橋歩道橋 (ｻｶｴﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道藤兼卸子線 1988 68.1 1.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下宮ヶ原橋 (ｼﾓﾐﾔｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道宮ヶ原線 1965 40.0 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

出口橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道石貝線 2010 16.3 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

御所ヶ原橋 (ｺﾞｼｮｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道櫃田16号線 1969 60.9 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

上中野原橋 (ｶﾐﾅｶﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道櫃田58号線 1986 51.0 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

下中野原橋 (ｼﾓﾅｶﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道櫃田80号線 1971 48.6 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊｼ) 市道櫃田107号線 1993 48.6 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

真野ケ原橋 (ﾏﾉｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道櫃田107号線 1982 44.4 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道上布野38号線 2009 18.3 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

保田卸子1号橋 (ﾔｽﾀﾞｵﾛｼｺﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道保田卸子線 1974 6.6 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 市道町中線 1971 6.8 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 市道戸河内二井殿線 1983 6.4 4.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

町中1号BK (ﾏﾁﾅｶ1ｺﾞｳBK) 市道町中線 1971 2.1 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

川東橋 (ｶﾜﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道東入君藤兼線 1988 5.2 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

際面橋 (ｷﾜﾒﾝﾊﾞｼ) 市道谷地摺滝線 1965 10.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

鷹の子橋 (ﾀｶﾉｺﾊﾞｼ) 市道谷地摺滝線 1966 12.7 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

毛平田橋 (ﾓﾍｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道谷地摺滝線 1967 10.6 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

折渡橋 (ｵﾘﾄﾞﾊﾞｼ) 市道谷地摺滝線 1968 10.6 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道谷地摺滝線 1969 10.5 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

岩井谷橋 (ｲﾜｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道摺滝線 1975 10.6 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

保田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊｼ) 市道保田線 1976 13.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

神香橋 (ｼﾝｺｳﾊﾞｼ) 市道後河線 1966 11.3 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

下の段橋 (ｼﾓﾉﾀﾞﾝﾊﾞｼ) 市道藤兼20号線 1988 6.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道下布野66号線 1971 7.1 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

東1号BK (ﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳBK) 市道下布野66号線 1964 6.0 9.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

宮沖橋 (ﾐﾔｵｷﾊﾞｼ) 市道戸河内57号線 1971 7.4 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

上布野戸河内1号BK (ｶﾐﾌﾉﾄｺﾞｳﾁ1ｺﾞｳBK) 市道上布野11号線 1968 3.0 13.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

二井前橋 (ﾆｲｾﾞﾝﾊﾞｼ) 市道上布野53号線 1961 3.2 5.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大谷橋 (ｵｳﾀﾆﾊｼ) 市道上布野11号線 1983 6.6 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

池ノ内市場1号橋 (ｲｹﾉｳﾁｲﾁﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東入君18号線 1978 5.6 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

井原橋 (ｲﾊﾗﾊﾞｼ) 市道西入君71号線 1970 5.8 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下二反田橋 (ｼﾓﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道石原74号線 1973 7.3 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ
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鳴戸橋 (ﾄﾞﾝﾄﾞﾊﾞｼ) 市道東入君75号線 1992 9.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 市道泉吉田77号線 1984 5.4 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

伊木谷橋 (ｲｷﾞﾀﾆﾊｼ) 市道下布野70号線 1983 5.7 5.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

山崎BK (ﾔﾏｻｷBK) 市道上布野49号線 1997 2.0 6.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

川西橋 (ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ) 市道上布野48号線 1979 4.3 5.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

駄渡橋 (ﾀﾞﾜﾀﾘﾊｼ) 市道戸河内59号線 1964 6.3 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

中郷橋 (ﾅｶｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上作木32号線 1968 8.1 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

五号橋 (ｺﾞｺｳｷｮｳ) 市道櫃田102号線 2001 10.0 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下の谷橋 (ｼﾓﾉﾀﾆﾊｼ) 市道石原101号線 1967 11.6 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

日の本1号橋 (ﾋﾉﾓﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東入君21号線 1969 5.5 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

伊木谷2号橋 (ｲｷﾞﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道泉吉田70号線 1980 12.9 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道下布野135号線 1971 8.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 市道下布野63号線 1976 10.5 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道上布野49号線 1998 14.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

明谷4号橋 (ｱｷﾀﾞﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上布野40号線 1973 10.1 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

川西1号BK (ｶﾜﾆｼ1ｺﾞｳBK) 市道上布野48号線 1979 2.1 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

灰谷橋 (ﾊｲﾀﾆﾊﾞｼ) 市道横谷84号線 1974 13.7 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

宮東橋 (ﾐﾔﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道戸河内92号線 1986 10.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

桧谷橋 (ﾋﾉｷﾀﾆﾊｼ) 市道上布野107号線 1957 10.2 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

式橋 (ｼｷﾊｼ) 市道下作木55号線 1969 12.5 5.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下作木35号線1号BK (ｼﾓｻｸｷﾞ35ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳBK) 市道下作木35号線 1988 2.0 8.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中の谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 市道石原34号線 1984 13.5 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

南雨1号橋 (ﾐﾉｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東入君51号線 1969 10.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 市道峠上75号線 1970 11.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

鳥居橋 (ﾄﾘｲﾊｼ) 市道三次畠敷線 1938 214.6 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

旭橋 (ｱｻﾋﾊｼ) 県道和知三次線 1969 141.2 6.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

旭橋歩道橋 (ｱｻﾋﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道和知三次線 1979 140.0 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

馬掴橋 (ﾏｯｶﾐﾊｼ) 市道本郷大鮒堀線 1981 51.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

美波羅橋 (ﾐﾊﾗﾊﾞｼ) 市道神杉14号線 1987 80.0 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

下組三号橋 (ｼﾓｸﾞﾐｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道神杉129号線 1974 40.8 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

宮平橋 (ﾐﾔﾋﾞﾗﾊｼ) 市道辻503号線 2015 47.0 6.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

信貞上橋 (ﾉﾌﾞｻﾀﾞｶﾐﾊｼ) 市道甲名寄国線 1989 35.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

水道橋 (ｽｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道十日市397号線 1984 173.5 2.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

深茅橋 (ﾌｶｶﾞﾔﾊｼ) 市道和田138号線 2006 15.0 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋3 (ﾑﾒｲﾊｼ3) 市道梶田郷線 2015 5.4 10.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

片岡橋 (ｶﾀｵｶﾊｼ) 市道阿部地川東線 1985 5.3 5.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

長伝五号橋 (ﾁｮｳﾃﾞﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道馬行谷松岡山線 1962 5.5 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

小橋 (ｺﾊｼ) 市道桧線 1970 12.8 4.9 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊｼ) 市道胡子坂根線 1975 11.0 8.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

馬行谷口橋 (ﾏﾕｷﾀﾞﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道馬行谷松岡山線 1967 10.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

馬行谷一号橋 (ﾏﾕｷﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道馬行谷松岡山線 1965 14.4 3.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

上本谷二号橋 (ｶﾐﾎﾝﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸畠砂脇線 1975 8.8 8.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道阿部地川東線 1975 10.5 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

金倉橋 (ｶﾈｸﾗﾊﾞｼ) 市道阿部地川東線 1965 12.9 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

口北谷橋 (ｸﾁｷﾀﾀﾆﾊﾞｼ) 市道阿部地川東線 1965 11.7 3.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

栗尾二号橋 (ｸﾘｵﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道松谷馬場線 1965 11.6 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

和知向江田本線2号橋 (ﾜﾁﾑｺｳｴﾀﾎﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和知向江田線 1980 2.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

和田34号線一号橋 (ﾜﾀﾞ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八石石田線 1990 7.2 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

山国橋 (ﾔﾏｸﾆﾊｼ) 市道川東船谷線 1974 5.2 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

唐水戸橋 (ｶﾗﾐﾄﾊｼ) 市道蜂郷線 1970 12.0 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

高倉橋 (ﾀｶｸﾗﾊｼ) 市道蜂郷線 1970 7.8 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

阿弥陀橋 (ｱﾐﾀﾞﾊｼ) 市道蜂郷線 1975 9.1 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

青木橋 (ｱｵｷﾊｼ) 市道徳市534号線 1975 12.0 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

滝の谷橋 (ﾀｷﾉﾀﾆﾊｼ) 市道段光清線 1940 3.4 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

沖江橋 (ｵｷｴﾊｼ) 市道沖江和地線 1975 5.3 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

陰地橋 (ｵﾝﾁﾞﾊｼ) 市道運動公園アクセス線 1984 11.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

古市上橋 (ﾌﾙｲﾁｶﾐﾊｼ) 市道亀丸下成広線 1983 9.5 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

新川1号橋 (ｼﾝｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道敷名日南線 1986 3.5 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

言立橋 (ｲｲﾀﾃﾊｼ) 市道奥谷線 1974 11.8 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

塚沖橋 (ﾂｶｵｷﾊｼ) 市道羽出庭268号線 1983 10.2 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

小原田2号橋 (ｺﾊﾗﾀﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道小原田高良線 1985 7.8 7.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

真丸橋 (ﾏﾏﾙﾊｼ) 市道伏原大狭谷線 1986 12.4 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ
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中村下橋 (ﾅｶﾑﾗｼﾓﾊｼ) 市道矢原鎌木線 1985 9.4 5.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

矢原橋 (ﾔﾊﾗﾊｼ) 市道矢原線 1972 4.8 4.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道船所中央線 1968 11.0 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

甲名寄国線五号橋 (ｺｳﾅﾖﾘｸﾆｾﾝｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 市道甲名寄国線 1978 14.0 3.8 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

下庄橋 (ｼﾓｼｮｳﾊｼ) 市道沖庄川詰線 1965 12.5 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

十日市248号線1号橋 (ﾄｵｶｲﾁ248ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市248号線 1985 2.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

十日市308号線1号橋 (ﾄｵｶｲﾁ308ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市308号線 1972 2.3 8.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

中原橋歩道橋 (ﾅｶﾊﾗﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道十日市14号線 1991 9.6 1.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 市道十日市422号線 1991 8.6 7.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市433号線2号橋 (ﾄｵｶｲﾁ433ｺﾞｳｾﾝ2ｺｳｷｮｳ) 市道十日市433号線 1964 2.8 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市433号線1号橋 (ﾄｵｶｲﾁ433ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市433号線 1964 3.0 1.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

救二号橋 (ｽｸｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市50号線 2000 9.3 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

前山家一号橋 (ﾏｴﾔﾏｶﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次126号線 1987 4.0 5.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

八次131号線1号橋 (ﾔﾂｷﾞ131ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次131号線 1978 2.8 30.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

穴田橋 (ｱﾅﾀﾞﾊｼ) 市道十日市254号線 1969 4.8 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

今宮橋 (ｲﾏﾐﾔﾊｼ) 市道十日市291号線 1987 9.7 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市429号線1号橋 (ﾄｵｶｲﾁ429ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市429号線 1975 4.2 6.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

米丸橋 (ﾖﾈﾏﾙﾊｼ) 市道酒河92号線 1970 5.0 2.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

堂ヶ崎橋 (ﾄﾞｳｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 市道酒河98号線 1989 10.2 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 市道酒河103号線 1977 12.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

酒河145号線1号橋 (ｻｹｶﾜ145ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道酒河145号線 1985 7.1 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

和田12号線1号橋 (ﾜﾀﾞ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田12号線 1975 4.2 3.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

和田41号線1号橋 (ﾜﾀﾞ41ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田41号線 1975 4.0 3.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

和田87号線1号橋 (ﾜﾀﾞ87ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田87号線 1983 3.7 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

和田91号線1号橋 (ﾜﾀﾞ91ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田91号線 1983 5.7 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

和田92号線1号橋 (ﾜﾀﾞ92ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田92号線 1983 3.4 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

郷組橋 (ｻﾄｸﾞﾐﾊｼ) 市道和田106号線 1950 3.8 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

寺田一号橋 (ﾃﾗﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田111号線 1968 4.0 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

本郷一号橋 (ﾎﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道田幸60号線 1987 4.4 6.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

一本松橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾏﾂﾊｼ) 市道田幸64号線 1980 3.4 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

田幸64号線2号橋 (ﾀｺｳ64ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道田幸64号線 1978 3.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 市道川地58号線 1965 2.8 8.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

岸の下橋 (ｷｼﾉｼﾀﾊｼ) 市道川地89号線 1968 2.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

永屋川橋 (ﾅｶﾞﾔｶﾜﾊﾞｼ) 市道川地111号線 1966 13.4 2.7 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

境谷橋 (ｻｶｲﾀﾆﾊｼ) 市道川地147号線 1975 5.1 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

溝谷橋 (ﾐｿﾞﾀﾆﾊｼ) 市道川地77号線 1981 4.0 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

早稲田橋 (ﾜｾﾀﾞﾊｼ) 市道吉舎109号線 1998 12.9 6.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 市道安田291号線 1998 11.5 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊｼ) 市道敷地458号線 1985 2.5 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

福永橋 (ﾌｸﾅｶﾞﾊｼ) 市道敷地473号線 1970 4.4 4.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

矢櫃橋 (ﾔﾋﾞﾂﾊｼ) 市道桧510号線 1985 8.4 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中奥橋 (ﾅｶｵｸﾊｼ) 市道安田207号線 1985 2.5 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

宇根側橋 (ｳﾈｶﾞﾜﾊｼ) 市道仁賀43号線 1973 2.6 6.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

和田４号橋 (ﾜﾀﾞﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道三良坂182号線 1990 4.6 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋7 (ﾑﾒｲﾊｼ7) 市道仁賀339号線 1984 6.5 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊｼ) 市道羽出庭106号線 1986 8.4 3.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道羽出庭106号線 1986 5.7 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中村上橋 (ﾅｶﾑﾗｶﾐﾊｼ) 市道上壱10号線 1985 3.7 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋8 (ﾑﾒｲﾊｼ8) 市道梶田60号線 1984 4.4 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋9 (ﾑﾒｲﾊｼ9) 県道羽出庭三良坂線 1980 3.9 10.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊｼ) 市道十日市14号線 1975 9.4 6.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

野尻二号橋 (ﾉｼﾞﾘ2ｺﾞｳﾊｼ) 市道十日市16号線 1991 7.8 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

野尻一号橋 (ﾉｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市29号線 1991 11.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市93号線一号橋 (ﾄｵｶｲﾁ93ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次36号線 1973 8.0 4.9 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

殿敷橋 (ﾄﾉｼｷﾊｼ) 市道八次43号線 1979 7.3 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

半坂一号橋 (ﾊﾝｻﾞｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次51号線 1970 3.2 5.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

糸井尻橋 (ｲﾄｲｼﾞﾘﾊｼ) 市道八次52号線 1990 4.9 11.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市112号線一号橋 (ﾄｵｶｲﾁ112ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次55号線 1974 7.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

八次58号線1号橋 (ﾔﾂｷﾞ58ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次58号線 1977 2.6 2.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 市道八次73号線 1969 4.2 2.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

竹添橋 (ﾀｹｿﾞｴﾊｼ) 市道八次76号線 1982 4.1 5.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

太郎丸橋 (ﾀﾛｳﾏﾙﾊｼ) 市道八次77号線 1971 5.9 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ
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宗祐橋 (ﾑﾈｽｹﾊｼ) 市道酒河130号線 1970 7.0 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市253号線二号橋 (ﾄｵｶｲﾁ253ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市253号線 1975 6.5 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

北溝一号橋 (ｷﾀﾐｿﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道十日市255号線 1968 6.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

十日市69号線一号橋 (ﾄｵｶｲﾁ69ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次12号線 1993 6.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

十日市351号線一号橋 (ﾄｵｶｲﾁ351ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次188号線 1973 8.8 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

十日市150号線一号橋 (ﾄｵｶｲﾁ150ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次91号線 2000 5.0 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

八次19号線1号橋 (ﾔﾂｷﾞ19ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八次19号線 1995 11.2 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中ノ村一号橋 (ﾅｶﾉﾑﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道粟屋36号線 1976 4.0 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

寺迫一号橋 (ﾃﾗｻｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道粟屋50号線 1963 11.3 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

中ノ坪橋 (ﾅｶﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道粟屋77号線 1975 11.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

地主橋 (ｼﾞﾇｼﾊﾞｼ) 市道粟屋79号線 1975 10.8 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

船所中央橋 (ﾌﾅｿﾞﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道酒河69号線 1980 10.2 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

上青河橋 (ｶﾐｱｵｶﾞﾊｼ) 市道酒河96号線 1970 11.1 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

三町一号橋 (ﾐﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道神杉13号線 1985 11.9 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

三反田橋 (ｻﾝﾀﾞﾝﾀﾞﾊｼ) 市道神杉14号線 1965 10.0 5.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

山の谷二号橋 (ﾔﾏﾉﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道神杉28号線 1975 7.2 4.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

山の谷五号橋 (ﾔﾏﾉﾀﾆ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道神杉31号線 1975 7.6 4.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

神橋 (ｶﾐﾊｼ) 市道神杉34号線 1983 5.4 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

田畑橋 (ﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道神杉69号線 1973 14.1 2.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

釜田橋 (ｶﾏﾀﾊｼ) 市道神杉92号線 1982 12.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

中組一号橋 (ﾅｶｸﾞﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道神杉112号線 1978 11.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

辻塚三号橋 (ﾂｼﾞﾂｶｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道神杉117号線 1986 8.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

石が谷橋 (ｲｼｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道和田49号線 2006 14.7 6.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

水車橋 (ｽｲｼｬﾊｼ) 市道和田49号線 2006 6.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

本宮橋 (ﾓﾄﾐﾔﾊﾞｼ) 市道和田149号線 1990 12.5 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

下井田一号橋 (ｼﾓｲﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道田幸28号線 1979 10.3 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

上井田東四号橋 (ｶﾐｲﾀﾞﾋｶﾞｼﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道田幸30号線 1991 7.8 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

竹白橋 (ﾀｹｼﾛﾊｼ) 市道田幸42号線 1981 9.1 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

上の段橋 (ｶﾐﾉﾀﾞﾝﾊｼ) 市道田幸44号線 1978 7.0 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道田幸61号線 1978 11.6 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

前原橋 (ﾏｴﾊﾗﾊｼ) 市道川地13号線 1985 6.9 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

川地71号線2号橋 (ｶﾜﾁ71ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川地71号線 1988 4.8 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

奥田橋 (ｵｸﾀﾞﾊｼ) 市道川地112号線 1966 8.0 2.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

千ノ木橋 (ｾﾝﾉｷﾊｼ) 市道川地115号線 1968 10.6 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

川地156号線一号橋 (ｶﾜﾁ156ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川地156号線 2007 12.2 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

福田川橋 (ﾌｸﾀﾞｶﾜﾊﾞｼ) 市道川地156号線 1995 12.3 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

高永甲橋 (ﾀｶｴｺｳﾊｼ) 市道川地157号線 1991 9.4 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

金井川橋 (ｶﾅｲｶﾞﾜﾊｼ) 市道川地160号線 1975 5.0 17.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 市道川西55号線 1975 2.3 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

白根橋 (ｼﾗﾈﾊｼ) 市道吉舎102号線 1998 12.8 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

土地守橋 (ﾄﾁﾓﾘﾊｼ) 市道吉舎106号線 2000 14.9 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

梅野橋 (ｳﾒﾉﾊｼ) 市道吉舎110号線 1999 14.2 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

譲葉橋 (ﾕｽﾞﾘﾊﾊｼ) 市道吉舎122号線 1985 7.2 3.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

白根2号橋 (ｼﾗﾈﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道吉舎154号線 1985 4.3 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

郷橋 (ｺﾞｳﾊｼ) 市道安田244号線 1960 6.4 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

近森下橋 (ﾁｶﾓﾘｼﾓﾊｼ) 市道矢井319号線 1975 8.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

土井中橋 (ﾄﾞｲﾅｶﾊｼ) 市道矢野地332号線 1975 4.0 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

土井下橋 (ﾄﾞｲｼﾓﾊｼ) 市道矢野地339号線 1975 4.2 7.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

土井上橋 (ﾄﾞｲｶﾐﾊｼ) 市道矢野地340号線 1980 4.1 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

城谷橋 (ｼﾛﾀﾆﾊｼ) 市道三玉357号線 1993 5.1 6.4 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 市道敷地402号線 1985 14.9 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

松岡上橋 (ﾏﾂｵｶｶﾐﾊｼ) 市道興亜片野線 1998 2.4 10.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

谷末上橋 (ﾀﾆｽｴｶﾐﾊｼ) 市道敷地664号線 1980 3.6 6.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

谷末橋 (ﾀﾆｽｴﾊｼ) 市道敷地422号線 1985 12.1 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

夜燈橋 (ﾖｱｶﾘﾊｼ) 市道敷地424号線 1985 13.1 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

三原橋 (ﾐﾊﾗﾊｼ) 市道敷地425号線 1975 11.9 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

滝本下橋 (ﾀｷﾓﾄｼﾓﾊｼ) 市道敷地459号線 1975 10.4 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

片野高倉線1号橋 (ｶﾀﾉﾀｶｸﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道敷地473号線 1985 6.5 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

馬場中橋 (ﾊﾞﾊﾞﾅｶﾊｼ) 市道清綱568号線 1975 8.5 3.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

竹ノ花1号橋 (ﾀｹﾉﾊﾅｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道三玉362号線 1975 8.5 3.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

徳岡橋 (ﾄｸｵｶﾊｼ) 市道敷地488号線 1975 7.4 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

萬徳橋 (ﾏﾝﾄｸﾊｼ) 市道徳市625号線 1960 11.0 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

68 / 95 ページ



管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

橋梁名（フリガナ）
橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

路線名
架設
年次

（西暦）

白根橋 (ｼﾗﾈﾊｼ) 市道吉舎161号線 1993 8.6 4.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

免田橋 (ﾒﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道海田原田幸線 1988 11.7 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

氷川橋 (ﾋｶﾜﾊｼ) 市道仁賀447号線 1973 5.8 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

長田鍛冶屋谷橋 (ﾅｶﾞﾀｶｼﾞﾔﾀﾆﾊｼ) 市道長田460号線 1975 5.7 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

貞数橋 (ｻﾀﾞｶｽﾞﾊﾞｼ) 市道長田138号線 1973 13.0 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

鷺の巣橋 (ｻｷﾞﾉｽﾊﾞｼ) 市道長田77号線 1966 10.8 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

久門橋 (ｸﾓﾝﾊﾞｼ) 市道長田80号線 1980 12.6 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

千切橋 (ﾁｷﾞﾘﾊｼ) 市道仁賀96号線 1974 6.1 4.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

藤井橋 (ﾌｼﾞｲﾊｼ) 市道仁賀124号線 1978 7.6 3.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

沖江２号橋 (ｵｷｴﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道三良坂133号線 1973 7.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大幡橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾊｼ) 市道長田134号線 1971 9.5 4.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

瓜田橋 (ｳﾘﾀﾊｼ) 市道三良坂147号線 1975 8.6 2.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

横路橋 (ﾖｺﾛﾊﾞｼ) 市道長田154号線 1980 11.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊｼ) 市道三良坂191号線 1987 9.1 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

高木橋 (ﾀｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道三良坂437号線 1988 11.2 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

長田松田１号橋 (ﾅｶﾞﾀﾏﾂﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長田193号線 1955 11.4 2.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

田戸橋 (ﾀﾄﾞﾊｼ) 市道灰塚205号線 1994 6.4 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

永良橋 (ﾅｶﾞﾗﾊｼ) 市道灰塚424号線 1994 5.9 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

合の坪橋 (ｺﾞｳﾉﾂﾎﾞﾊｼ) 市道灰塚208号線 1994 6.7 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

向井橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 市道灰塚208号線 1994 6.0 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

土居橋 (ﾄﾞｲﾊｼ) 市道灰塚426号線 1994 6.1 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

反谷橋 (ﾀﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 市道灰塚211号線 1994 5.9 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

高瀬橋 (ﾀｶｾﾊｼ) 市道灰塚430号線 1994 6.0 7.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

熊丸橋 (ｸﾏﾏﾙﾊﾞｼ) 市道長田407号線 1973 12.6 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

大森橋 (ｵｵﾓﾘﾊｼ) 市道長田220号線 1950 7.2 5.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

大桜橋 (ｵｵｻﾞｸﾗﾊｼ) 市道長田220号線 1950 12.0 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋11 (ﾑﾒｲﾊｼ11) 市道長田363号線 1975 6.2 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

無名橋12 (ﾑﾒｲﾊｼ12) 市道灰塚210号線 1944 4.4 10.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道羽出庭131号線 1986 7.5 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

国貞中橋 (ｸﾆｻﾀﾞﾅｶﾊｼ) 市道羽出庭135号線 1986 5.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

池原橋 (ｲｹﾊﾗﾊｼ) 市道羽出庭169号線 1974 8.0 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

草木橋 (ｸｻｷﾊｼ) 市道羽出庭125号線 1985 11.7 4.5 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 市道敷名59号線 1975 12.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

板木市下橋 (ｲﾀｷｲﾁｼﾓﾊｼ) 市道羽出庭94号線 1983 8.4 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

貞兼橋 (ｻﾀﾞｶﾈﾊｼ) 市道敷名162号線 1975 11.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾊﾗﾊｼ) 市道羽出庭108号線 1986 10.0 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

亀丸2号橋 (ｶﾒﾏﾙﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道大力谷100号線 1983 3.8 4.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

高良橋 (ｺｳﾗﾊｼ) 市道上板木89号線 1985 9.5 3.4 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

なるたき橋 (ﾅﾙﾀｷﾊｼ) 市道大力谷104号線 1986 8.1 5.9 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

是国上橋 (ｺﾚｸﾆｶﾐﾊｼ) 市道上板木87号線 1983 8.1 3.7 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

幸城橋 (ｺｳｼﾞｮｳﾊｼ) 市道上壱26号線 1986 6.5 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

梶谷橋 (ｶｼﾞﾀﾆﾊｼ) 市道上壱35号線 1985 10.0 2.2 三次市 広島県 三次市 Ⅲ

宗清橋 (ﾑﾈｷﾖﾊﾞｼ) 市道羽出庭255号線 1974 8.4 3.6 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

上郷橋 (ｶﾐｺﾞｳﾊｼ) 市道上壱222号線 1969 11.1 4.8 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

法弘寺橋 (ﾎｳｺｳｼﾞﾊｼ) 市道本郷122号線 1972 5.8 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

中須賀橋 (ﾅｶｽｶﾊｼ) 市道梶田171号線 1984 7.8 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊｼ) 市道小童227号線 1965 9.0 4.3 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

京蘭寺橋 (ｷｮｳﾗﾝｼﾞﾊｼ) 市道十日市297号線 1975 10.8 5.2 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

多門寺橋 (ﾀﾓﾝｼﾞﾊｼ) 市道十日市311号線 1975 10.0 2.0 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

下本谷二号橋 (ｼﾓﾎﾝﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道酒河40号線 1975 11.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

奥田橋 (ｵｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市道酒河72号線 1973 12.4 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

神杉一号橋 (ｶﾐｽｷﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道神杉19号線 1975 12.2 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

極楽橋 (ｺﾞｸﾗｸﾊｼ) 市道神杉90号線 1975 12.9 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

川地110号線一号橋 (ｶﾜﾁ110ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道川地110号線 1966 11.2 2.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

川西40号線一号橋 (ｶﾜﾆｼ40ｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道川西40号線 1975 11.2 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

三若三号橋 (ﾐﾜｶｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道川西46号線 1965 11.0 3.1 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

千日橋 (ｾﾝﾆﾁﾊﾞｼ) 市道川西64号線 1999 10.2 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

三若二号橋 (ﾐﾜｶﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道川西116号線 1973 11.1 7.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

諸宮橋 (ﾓﾛﾐﾔﾊﾞｼ) 市道川西134号線 1991 12.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

新宮沖橋 (ｼﾝｸｳｵｷﾊｼ) 市道長田460号線 1996 10.0 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

堂免橋 (ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ) 市道長田81号線 1955 12.1 3.5 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

竹上橋 (ﾀｹｳｴﾊﾞｼ) 市道長田93号線 1980 10.5 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ
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宮沖橋 (ﾐﾔｵｷﾊﾞｼ) 市道三良坂120号線 1970 12.5 3.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

幡王橋 (ﾊﾞﾝﾉｳﾊﾞｼ) 市道三良坂103号線 1985 11.6 4.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

新菅田橋 (ｼﾝｽｶﾞﾀﾊｼ) 市道菅田本線 2011 29.5 7.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

原田大橋 (ﾊﾗﾀﾞｵｵﾊｼ) 県道青河江田川之内線 1998 27.0 11.0 三次市 広島県 三次市 Ⅰ

胡橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道三日市門田線 1963 17.6 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

倉組橋 (ｸﾗｸﾞﾐﾊﾞｼ) 市道倉組七塚原線 1970 35.7 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下組橋 (ｼﾓｸﾞﾐﾊﾞｼ) 市道下組七塚原線 1975 35.0 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

行政橋 (ﾕｷﾏｻﾊﾞｼ) 市道田原行政線 1976 34.9 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

森谷橋 (ﾓﾘﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道森谷線 1976 40.3 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

甲平川橋 (ｺｳﾋﾞﾗｶﾜﾊﾞｼ) 市道甲平尾引線 1975 35.2 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

宮寺橋 (ﾐﾔﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道宮寺線 1968 26.4 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

栃木橋 (ﾄﾁｷﾞﾊｼ) 市道三坂小奴可線 1977 21.6 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

BOX 市道三坂小奴可線 1986 4.0 14.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

栃木橋 (ﾄﾁｷﾞﾊｼ) 市道栃木線 1975 3.0 8.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

持丸橋 (ﾓﾁﾏﾙﾊｼ) 市道持丸線 1996 24.0 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大栗中橋 (ｵｵｸﾞﾘﾅｶﾊﾞｼ) 市道持丸支線 1964 4.0 15.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大栗上橋 (ｵｵｸﾞﾘｶﾐﾊﾞｼ) 市道持丸支線 1964 4.6 7.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

三国橋 (ｻﾝｺﾞｸﾊｼ) 市道持丸線 2000 17.9 8.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

第1日野原橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道日野原線 1970 6.7 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

笑田上橋 (ﾜﾛｳﾀﾞｶﾐﾊﾞｼ) 市道笑田線 1965 3.9 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

笑田橋 (ﾜﾛｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道笑田線 1969 31.2 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

加谷神社前１号橋 (ｶﾀﾞﾆｼﾞﾝｼﾞｬﾏｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道加谷神社前線 1980 12.8 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

光森橋 (ﾐﾂﾓﾘﾊｼ) 市道光森線 1984 17.6 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道奥谷線 1985 2.0 14.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

奥谷１号橋 (ｵｸﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥谷下線 1969 5.0 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

奥谷２号橋 (ｵｸﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥谷下線 1971 5.7 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

足尾谷橋 (ｱｼｵﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道足尾谷線 1969 4.0 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

塩原西下橋 (ｼｵﾊﾗﾆｼｼﾓﾊﾞｼ) 市道塩原西側線 1968 12.9 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

塩原西上橋 (ｼｵﾊﾗﾆｼｶﾐﾊﾞｼ) 市道塩原西側線 1968 18.5 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

須磨橋 (ｽﾏﾊﾞｼ) 市道塩原野田線 1972 4.0 2.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

所尾下１号橋 (ﾄｺﾛｵｼﾓｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道所尾下線 1973 6.3 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

所尾下橋 (ﾄｺﾛｵｼﾓﾊﾞｼ) 市道所尾中線 1978 14.0 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

所尾上１号橋 (ﾄｺﾛｵｶﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道所尾上線 1980 19.5 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

釜ヶ谷橋 (ｶﾏｶﾞﾔﾊﾞｼ) 市道釜ヶ谷線 1966 9.5 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

釜ヶ谷１号橋 (ｶﾏｶﾞﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道釜ヶ谷線 1973 10.5 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 市道八幡線 1976 18.4 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大古屋橋 (ｵｵｺﾞﾔﾊﾞｼ) 市道小足谷線 1973 11.5 4.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小足谷橋 (ｺｱｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道小足谷線 1974 8.3 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小足谷上橋 (ｺｱｼﾀﾞﾆｶﾐﾊﾞｼ) 市道小足谷線 1974 4.6 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

藪谷上橋 (ﾔﾌﾞﾀﾞﾆｶﾐﾊﾞｼ) 市道真倉穂線 1976 5.5 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道内堀宮ノ前線 1973 7.8 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

国司橋 (ｸﾆｼﾊﾞｼ) 市道国司線 1980 10.0 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

別尺橋 (ﾍﾞｯｼｬｸﾊﾞｼ) 市道千鳥西側線 1964 8.7 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

頭地橋 (ｶｼﾗﾁﾞﾊﾞｼ) 市道頭地線 1964 9.1 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

瀬戸田橋 (ｾﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 市道西峠線 1966 11.6 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊﾞｼ) 市道西峠下線 1979 8.3 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

千鳥下橋 (ﾁﾄﾞﾘｼﾓﾊﾞｼ) 市道下千鳥線 1959 2.0 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

千鳥２号橋 (ﾁﾄﾞﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道千鳥学校線 1981 10.5 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

石井谷橋 (ｲｼｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道小串線 1976 9.5 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小串下橋 (ｵｸﾞｼｼﾓﾊﾞｼ) 市道小串線 1977 6.1 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小串中橋 (ｵｸﾞｼﾅｶﾊﾞｼ) 市道小串線 1977 5.3 6.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小串上橋 (ｵｸﾞｼｶﾐﾊﾞｼ) 市道小串線 1977 5.9 6.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

瀬戸奥橋 (ｾﾄｵｸﾊﾞｼ) 市道野田瀬戸奥線 1961 5.0 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道野田瀬戸奥線 1986 2.0 9.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

篠ヶ谷橋 (ｼﾉｶﾞﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道野田瀬戸奥線 1982 11.4 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

坂部上橋 (ｻｶﾍﾞｶﾐﾊﾞｼ) 市道熊坂瀬戸奥線 1973 4.5 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

栄原橋 (ｻｶｴﾊﾗﾊﾞｼ) 市道別尺線 1981 7.6 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新庄橋 (ｼﾝｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道小奴可日野原線 1964 3.2 5.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鳥長橋 (ﾄﾘｵｻﾊﾞｼ) 市道小奴可日野原線 1988 14.7 4.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

程原橋 (ﾎﾄﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道程原線 1972 8.0 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

御祭田橋 (ｺﾞｻｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道御祭田線 2009 3.5 7.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

清水舎橋 (ｼﾐｽﾞﾔﾊﾞｼ) 市道内堀川西線 1991 13.7 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ
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井矢谷橋 (ｲﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道菅加谷線 1986 46.8 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鈩原橋 (ﾀﾀﾗﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道畑井川大金線 1970 8.5 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道畑井川大金線 1965 5.5 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

奈子原橋 (ﾅｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道大金支線 1973 2.5 2.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

高橋 (ﾀｶﾊﾞｼ) 市道東西線東線 1968 26.2 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

永丈橋 (ｴｲｼﾞｮｳﾊｼ) 市道東南線 1964 20.9 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

保光橋 (ﾔｽﾐﾂﾊﾞｼ) 市道東南線 1970 5.8 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道東南線 1984 2.0 9.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

十文字橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道為助下線 1974 3.9 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

田平橋 (ﾀﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 市道国定沖線 1968 18.5 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

盛国第1橋 (ﾓﾘｸﾆﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 市道盛国線 1964 17.4 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

盛国第２橋 (ﾓﾘｸﾆﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 市道盛国線 1969 10.5 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

甲掛橋 (ｺｳｶﾞｹﾊﾞｼ) 市道甲掛線 1968 23.4 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下追原橋 (ｼﾓｵｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道下追原線 1977 22.5 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小富士橋 (ｺﾌｼﾞﾊﾞｼ) 市道小富士線 1971 16.0 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

榎原橋 (ｴﾉｷﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道榎原線 1971 15.4 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下小室橋 (ｼﾓｺﾑﾛﾊﾞｼ) 市道中川内線 1964 18.6 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

石寺橋 (ｲｼﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道東西線西線 1973 4.6 8.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) 市道小室線 1970 17.1 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道大井中央線 1981 2.0 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道大井中央線 1965 2.4 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

割田１号橋 (ﾜﾘﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道井河内竹森線 1972 11.5 5.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

割田２号橋 (ﾜﾘﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道井河内竹森線 1972 9.5 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

第１原峠橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾊﾗﾀﾜﾊﾞｼ) 市道原峠線 1972 6.0 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

赤木橋 (ｱｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道井河内上線 1972 3.0 3.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

第２原峠橋 (ﾀﾞｲﾆﾊﾗﾀﾜﾊﾞｼ) 市道原峠線 1972 3.0 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

第３原峠橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾊﾗﾀﾜﾊﾞｼ) 市道原峠線 1973 4.0 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

内名橋 (ｳﾁﾅﾊｼ) 市道竹森正田線 1977 26.5 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鉄井谷橋 (ｶﾅｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道鉄井谷線 1972 5.0 2.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道粟田中央線 1970 2.0 7.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

石寺橋 (ｲｼﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道粟田中央線 1970 13.2 4.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX1 市道粟田内堀線 1983 2.5 30.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

辛夷橋 (ｺﾌﾞｼﾊﾞｼ) 市道粟田内堀線 1981 20.5 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新盛国橋 (ｼﾝﾓﾘｸﾆﾊﾞｼ) 市道新盛国線 2004 24.8 7.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道新盛国線 2007 3.0 14.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

戸宇受原1号橋 (ﾄｳｳｹﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸宇受原１号支線 1963 2.6 3.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

戸宇宇山３号橋 (ﾄｳｳﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸宇宇山３号線 1973 10.0 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

戸宇宇山２号橋 (ﾄｳｳﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸宇宇山２号線 1974 11.7 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

貞末橋 (ｻﾀﾞｽｴﾊﾞｼ) 市道戸宇宇山１号線 1983 11.7 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

貞末下橋 (ｻﾀﾞｽｴｼﾓﾊﾞｼ) 市道牛川下川西線 1973 11.4 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

友末橋 (ﾄﾓｽｴﾊﾞｼ) 市道下川西線 1973 8.4 6.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

浪形橋 (ﾅﾐｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道新丁線 1972 14.4 5.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道館町橋向線 1962 53.6 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

どおどう橋 (ﾄﾞｵﾄﾞｳﾊｼ) 市道宮平若松線 1972 16.6 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

太山寺１号橋 (ﾀｲｻﾝｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道太山寺線 1973 3.0 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

太山寺２号橋 (ﾀｲｻﾝｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道太山寺線 1973 3.8 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

太山寺３号橋 (ﾀｲｻﾝｼﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道太山寺線 1973 4.0 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

太山寺４号橋 (ﾀｲｻﾝｼﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道太山寺線 1973 4.0 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

太山寺５号橋 (ﾀｲｻﾝｼﾞｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道太山寺線 1973 3.9 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

日向１号橋 (ﾋﾅｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道日向線 1972 3.0 5.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

日向橋 (ﾋﾅﾊﾞｼ) 市道日向線 1972 11.0 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

野組橋 (ﾉｸﾞﾐﾊﾞｼ) 市道日向線 1972 6.5 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

日向２号橋 (ﾋﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道日向支線 1973 5.7 3.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

久松橋 (ﾋｻﾏﾂﾊﾞｼ) 市道久松線 1978 5.3 3.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

五反田中橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ) 市道五反田線 1976 7.6 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

五反田東橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道五反田東線 1976 8.4 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道五反田西線 1976 3.6 1.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

五反田西橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾆｼﾊﾞｼ) 市道五反田西線 1976 8.5 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鯉ノ池橋 (ｺｲﾉｲｹﾊﾞｼ) 市道榎ヶ坪線 2000 8.5 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX1 市道飛田野呂線 1969 2.0 8.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道福代中央線 1972 4.0 4.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

二本松橋 (ﾆﾎﾝﾏﾂﾊﾞｼ) 市道福代中央線 1971 4.0 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ
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福代橋 (ﾌｸｼﾛﾊﾞｼ) 市道福代中央線 1971 4.8 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

押谷橋 (ｵｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道下野呂線 1966 3.2 2.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

坂本１号橋 (ｻｶﾓﾄｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂本１号線 1990 3.2 19.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

有光１号橋 (ｱﾘﾐﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道有光１号線 1972 2.5 10.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 市道宮平団地線 1991 41.0 11.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

戸宇大仙１号橋 (ﾄｳﾀﾞｲｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸宇大仙線 1972 6.2 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

地蔵面橋 (ﾁﾞｿﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ) 市道川西受原線 1927 3.9 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

竹の下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道川西受原線 1964 4.3 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

川西菅１号橋 (ｶﾜﾆｼｽｹﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道川西受原線 1962 2.8 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大渡橋 (ｵｵﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道菅下線 1928 43.0 5.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

鳴瀬橋 (ﾅﾙｾﾊﾞｼ) 市道菅下線 1952 12.6 5.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

産子橋 (ｳﾌﾞｺﾊｼ) 市道川東下線 2000 9.2 19.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊｼ) 市道東城駅前線 2004 40.5 17.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊﾞｼ) 市道市頭川西線 1966 42.5 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下滝橋 (ｼﾓﾀｷﾊﾞｼ) 市道田黒塩原線 1970 26.0 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新中祖橋 (ｼﾝﾅｶｿﾊﾞｼ) 市道田黒塩原線 1976 27.5 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新庄防橋 (ｼﾝｼｮｳﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道田黒加谷線 1969 18.2 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道田黒堂河内線 1981 2.0 17.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

堂面橋 (ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ) 市道田黒篠原線 1972 11.6 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

篠原橋 (ｼﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道田黒篠原線 1969 14.3 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

壱本松橋 (ｲﾁﾎﾝﾏﾂﾊﾞｼ) 市道菅加谷線 2004 22.8 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道菅加谷線 2001 21.1 8.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

百百橋 (ﾄﾞﾄﾞﾊﾞｼ) 市道菅加谷線 2004 19.6 9.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

摩野迫橋 (ﾏﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道菅加谷線 2000 24.3 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

中川除橋 (ﾅｶｶﾜｹﾊﾞｼ) 市道川除線 1970 6.0 3.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

上川除橋 (ｶﾐｶﾜｹﾊﾞｼ) 市道川除線 1971 5.6 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

下川除橋 (ｼﾓｶﾜｹﾊﾞｼ) 市道川除黒坪線 1971 8.0 2.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

川除川橋 (ｶﾜｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道森中央支線 1963 7.2 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

川上橋 (ｶﾜｶﾐﾊﾞｼ) 市道湯谷支線 1973 6.8 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 市道森市場線 1973 5.9 8.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

為永橋 (ﾀﾒﾅｶﾞﾊﾞｼ) 市道八反田線 1970 5.8 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

新雲明橋 (ｼﾝｳﾝﾐｮｳﾊﾞｼ) 市道八幡小学校線 1982 7.0 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道天神線 1975 4.0 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

新大前橋 (ｼﾝｵｵﾏｴﾊﾞｼ) 市道大前線 1976 10.8 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

新大前橋２号橋 (ｼﾝｵｵﾏｴﾊﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道杠大前線 1976 11.9 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

上三草橋 (ｶﾐﾐｸｻﾊﾞｼ) 市道上三草線 1984 2.0 8.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道川鳥中央線 1972 4.8 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

三草橋 (ﾐｸｻﾊｼ) 市道松の木菅線 1976 7.8 5.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

石雲橋 (ｾｷｳﾝﾊﾞｼ) 市道百々平線 1975 3.9 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大暮橋 (ｵｵｸﾞﾚﾊﾞｼ) 市道大草谷線 1973 10.1 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

上柳田橋 (ｶﾐﾔﾅｷﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 市道下の谷支線 1979 17.0 5.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

笹折橋 (ｻｻｵﾚﾊﾞｼ) 市道笹折線（保田） 1962 3.7 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

保田下橋 (ﾔｽﾀﾞｼﾓﾊﾞｼ) 市道保田下線 1971 5.0 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

継石橋 (ﾂｷﾞｲｼﾊﾞｼ) 市道川除田黒線 1967 5.5 4.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

継石二号橋 (ﾂｷﾞｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道川除田黒線 1971 9.1 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

田上橋 (ﾀｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道田黒上線 1971 5.0 4.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

菅竹橋 (ｽｹﾞﾀｹﾊﾞｼ) 市道菅線 1982 39.4 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

加谷橋 (ｶﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道菅加谷線 1978 15.0 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道宇山清永線 2012 2.8 14.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

宇山中橋 (ｳﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道宇山清永線 1973 3.2 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

国清橋 (ｸﾆｷﾖﾊﾞｼ) 市道宇山清永線 1972 3.0 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

戸田橋 (ﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 市道宇山清永線 1972 5.1 3.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道宇山双葉線 1978 6.0 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

前谷橋 (ﾏｴﾀﾆﾊﾞｼ) 市道前谷１号線 1972 5.0 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鈩ヶ迫１号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 3.4 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鈩ヶ迫２号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 3.4 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鈩ヶ迫３号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 3.3 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鈩ヶ迫４号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 2.6 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鈩ヶ迫５号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 3.0 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鈩ヶ迫６号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 2.5 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鈩ヶ迫７号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 2.5 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鈩ヶ迫８号橋 (ﾀﾀﾗｶﾞｻﾞｺﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鈩ヶ迫線 1973 2.6 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ
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馬渡橋 (ﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 市道鴨居線 1991 30.5 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大峰橋 (ｵｵﾐﾈﾊｼ) 市道鴨居線 1992 24.0 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鴨居大橋 (ｶﾓｲｵｵﾊｼ) 市道鴨居線 1997 22.0 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鴨居橋 (ｶﾓｲﾊﾞｼ) 市道鴨居支線 1959 9.5 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

恵比須橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道鴨居線 1973 19.0 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

西村橋 (ﾆｼﾑﾗﾊﾞｼ) 市道鴨居線 1960 3.4 4.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

BOX 市道鴨居線 1983 2.0 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

屯田橋 (ﾄﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道高ノ甲線 1980 19.8 5.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蟶野橋 (ﾏﾃﾉﾊﾞｼ) 市道蟶野中線 1975 2.0 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蟶野１号橋 (ﾏﾃﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道蟶野線 1976 3.4 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蟶野２号橋 (ﾏﾃﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道蟶野線 1971 2.7 2.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蟶野３号橋 (ﾏﾃﾉｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道蟶野線 1972 3.6 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蟶野４号橋 (ﾏﾃﾉﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道蟶野線 1972 3.0 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蟶野５号橋 (ﾏﾃﾉｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 市道蟶野線 1969 2.5 4.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大峠橋 (ｵｵﾀﾜﾊﾞｼ) 市道白石線 1970 3.9 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山中１号橋 (ﾔﾏﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道山中線 2009 7.0 9.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山中２号橋 (ﾔﾏﾅｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道山中線 2009 7.0 9.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山中３号橋 (ﾔﾏﾅｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道山中線 2009 2.0 11.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

BOX1 市道川平線 1989 2.0 18.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鬼の岩屋橋 (ｵﾆﾉｲﾜﾔﾊｼ) 市道川平線 1972 16.0 6.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道川平線 1988 28.0 6.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

梅平橋 (ｳﾒﾋﾗﾊｼ) 市道川平線 1978 23.7 5.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 市道川平線 1957 16.5 11.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX2 市道川平線 1977 3.6 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX1 市道後側線 1973 2.0 10.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

BOX2 市道後側線 1973 2.5 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

後側中橋 (ｳｼﾛｶﾞﾜﾅｶﾊﾞｼ) 市道後側線 1973 6.6 5.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

後側下橋 (ｳｼﾛｶﾞﾜｼﾓﾊﾞｼ) 市道後側線 1973 6.4 3.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

帝釈橋 (ﾀｲｼｬｸﾊﾞｼ) 市道帝釈公園線 2013 30.2 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

蛍橋 (ﾎﾀﾙﾊﾞｼ) 市道帝釈公園線 2014 27.1 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

来鐘橋 (ｺｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道帝釈公園線 1977 34.6 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 市道帝釈市場線 1975 22.0 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼ) 市道帝釈市場線 1980 41.0 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

未渡橋 (ﾐﾄﾞﾊﾞｼ) 市道狐丸線 1972 13.0 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

御神橋 (ｵﾝｶﾞﾐﾊﾞｼ) 市道御神線 1975 6.5 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

満川橋 (ﾐﾂｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道満川線 1973 4.4 4.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

才の谷１号橋 (ｻｲﾉﾀﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道才の谷線 1962 2.9 5.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

谷尻橋 (ﾀﾆｼﾘﾊﾞｼ) 市道才の谷線 1966 5.4 8.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

才の谷２号橋 (ｻｲﾉﾀﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道才の谷線 1968 5.0 9.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

寄倉橋 (ﾖｾｸﾗﾊﾞｼ) 市道寄倉線 1968 14.4 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大滝橋 (ｵｵﾀｷﾊﾞｼ) 市道仮屋原線 1961 3.8 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊﾞｼ) 市道夏森下線 1960 5.0 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

夏森橋 (ﾅﾂﾓﾘﾊﾞｼ) 市道夏森下線 1960 7.5 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

田ノ原橋 (ﾀﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道田ノ原線 1970 5.1 4.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊﾞｼ) 市道郷竹渡線 1990 12.5 6.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 市道郷竹渡線 1976 9.0 6.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

かやの木橋 (ｶﾔﾉｷﾊﾞｼ) 市道河内南線 1973 10.6 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

本田橋 (ﾎﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道河内東線 1970 19.3 2.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 市道高野線 1966 44.4 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大森谷橋 (ｵｵﾓﾘﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道久代中央線 1973 7.5 10.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

夫婦橋 (ﾒｵﾄﾊﾞｼ) 市道為重線 1971 6.6 3.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 市道山根谷線 1973 9.5 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山根上橋 (ﾔﾏﾈｶﾐﾊﾞｼ) 市道山根谷線 1974 5.0 4.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

能楽寺下橋 (ﾉｳﾗｸｼﾞｼﾓﾊﾞｼ) 市道能楽寺線 1973 4.0 4.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

能楽寺上橋 (ﾉｳﾗｸｼﾞｶﾐﾊﾞｼ) 市道能楽寺線 1973 6.6 4.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

為重川橋 (ﾀﾒｼｹﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道為重下川西線 1976 14.9 2.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅲ

BOX 市道為重下川西線 1976 2.0 21.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下滝橋 (ｼﾓﾀｷﾊﾞｼ) 市道下滝線 2002 31.7 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

位田橋 (ｸﾗｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道位田菰敷線 1968 4.8 3.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

末宗下橋 (ｽｴﾑﾈｼﾓﾊﾞｼ) 市道末宗線 1973 6.2 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

末宗中橋 (ｽｴﾑﾈﾅｶﾊﾞｼ) 市道末宗線 1974 4.2 3.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

末宗上橋 (ｽｴﾑﾈｶﾐﾊﾞｼ) 市道末宗線 1974 3.2 4.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ
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宮迫橋 (ﾐﾔｻｺﾊﾞｼ) 市道宮迫線 1972 9.6 3.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新神田谷橋 (ｼﾝｶﾝﾀﾞﾀﾆﾊｼ) 市道神田谷線 1976 16.0 6.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

谷弘橋 (ﾀﾆﾋﾛﾊﾞｼ) 市道三坂小学校線 1971 2.1 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

中郷下橋 (ﾅｶｺﾞｳｼﾓﾊﾞｼ) 市道三坂中線 1972 3.1 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

中郷上橋 (ﾅｶｺﾞｳｶﾐﾊﾞｼ) 市道三坂中線 1972 4.1 3.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道足尾谷線 1984 2.8 9.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

花屋橋 (ﾊﾅﾔﾊﾞｼ) 市道程原線 1979 10.0 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

山中4号橋 (ﾔﾏﾅｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道山中線 2009 4.0 8.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

田渕橋 (ﾀﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道槙ヶ峠田黒線 1975 17.5 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

花屋谷橋 (ﾊﾅﾔﾀﾆﾊｼ) 市道加谷神社上線 1975 15.8 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

五品橋 (ｺﾞﾞﾋﾝﾊｼ) 市道新丁戸宇線 1980 15.1 7.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

竹森大橋 (ﾀｹﾓﾘｵｵﾊｼ) 市道菅加谷線 2010 105.0 7.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

長泥橋 (ﾅｶﾞﾄﾛﾊｼ) 市道菅加谷線 2000 21.7 9.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

田黒橋 (ﾀｸﾞﾛﾊｼ) 市道田黒堂河内線 1965 14.5 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

河内橋 (ｺｳﾁﾊｼ) 市道河内高野線 2003 24.0 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

大栗橋 (ｵｵｸﾞﾘﾊﾞｼ) 市道持丸支線 1963 6.6 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

焼石橋 (ﾔｹｲｼﾊﾞｼ) 市道大古屋線 1983 5.8 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新庄橋 (ｼﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 市道小奴可日野原線 1968 2.4 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

所尾橋 (ﾄｺﾛｵﾊｼ) 市道所尾下支線 1976 6.3 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大原橋 (ｵｵﾊﾗﾊﾞｼ) 市道井河内竹森線 1983 10.5 5.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

粟田1号橋 (ｱﾜﾀｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道東南線 1973 3.2 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

神屋橋 (ｶﾐﾔﾊｼ) 市道永明寺線 1983 11.0 5.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

神屋1号橋 (ｶﾐﾔｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道永明寺線 1987 2.3 9.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

神屋2号橋 (ｶﾐﾔﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道永明寺線 1990 2.9 21.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

福代橋 (ﾌｸｼﾛﾊｼ) 市道福代平組１号支線 1980 2.0 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

戸宇公園橋 (ﾄｳｺｳｴﾝﾊｼ) 市道戸宇公園２号線 1977 9.2 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 市道久松新丁支線 1973 7.7 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

河内谷橋 (ｺｳﾁﾀﾞﾆﾊｼ) 市道新丁戸宇線 1964 12.4 10.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

堰切橋 (ｾｯｷﾘﾊｼ) 市道正安寺線 1991 11.1 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

野組上橋 (ﾉｸﾞﾐｶﾐﾊｼ) 市道野組線 1965 3.1 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

野組下橋 (ﾉｸﾞﾐｼﾓﾊｼ) 市道野組線 1982 3.6 10.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

川東下橋 (ｶﾜﾋｶﾞｼｼﾓﾊｼ) 市道川東下２号支線 1970 2.2 7.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

是保橋 (ｺﾚﾔｽﾊﾞｼ) 市道是保線 1977 13.3 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

宮本沖橋 (ﾐﾔﾓﾄｵｷﾊｼ) 市道宮本沖線 1976 11.8 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

新田殿橋 (ｼﾝﾀﾄﾞﾉﾊｼ) 市道寺田線 1975 10.6 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

田殿橋 (ﾀﾄﾞﾉﾊｼ) 市道田殿上線 1991 13.2 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

名越橋 (ﾅｺﾞｴﾊﾞｼ) 市道神竜線 1972 10.5 5.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

夫婦1号橋 (ﾒｵﾄｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道為重線 1974 8.5 5.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

郷川橋 (ｺﾞｳｶﾜﾊﾞｼ) 市道末宗線 2011 7.6 5.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

BOX (ﾎﾞｯｸｽ) 市道末宗線 2011 3.5 19.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

光明寺橋 (ｺｳﾐｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道大町上野線 1976 25.5 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

高屋橋 (ﾀｶﾔﾊｼ) 市道土居線 1971 37.2 3.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

千歳橋 (ﾁﾄｾﾊﾞｼ) 市道甲方線 1971 43.7 3.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

甲方1号橋 (ｺｳｶﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道甲方線 1974 4.5 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山家1号橋 (ﾔﾏｶﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道山家線 1971 9.5 9.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

山家2号橋 (ﾔﾏｶﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道山家線 1971 4.9 5.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

山家3号橋 (ﾔﾏｶﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道山家線 1970 14.9 6.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

稲迫橋 (ｲﾅｻｺﾊﾞｼ) 市道下妻線 1969 6.0 3.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

毘沙門橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊｼ) 市道郷原上市線 1974 39.8 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

合原1号橋 (ｺﾞｳﾊﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原１号線 1969 2.5 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

合原2号橋 (ｺﾞｳﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原上市線 1969 3.5 4.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道郷原上市線 1972 13.0 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

新制橋 (ｼﾝｾｲﾊｼ) 市道郷原２号線 1971 37.6 4.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX 市道鍛治屋小路線 1973 2.0 20.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

鍛冶屋小路橋 (ｶｼﾞﾔｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道中道線 1981 3.5 3.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

馬場線1号橋 (ﾊﾞﾊﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道馬場線 1976 2.0 6.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

山津田1号橋 (ﾔﾏﾂｸﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道山津田線 1977 2.0 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊｼ) 市道沖田線 1971 39.6 4.4 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

小谷橋 (ｵﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道沖田線 1966 3.4 3.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 市道木屋谷筋線 2002 8.0 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

艮橋 (ｳｼﾄﾗﾊｼ) 市道木屋谷筋線 1979 3.0 6.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

木屋谷筋1号橋 (ｷﾔﾀﾆｽｼﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋谷筋線 1978 11.1 13.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ
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木屋谷筋2号橋 (ｷﾔﾀﾆｽｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋谷筋線 1972 4.6 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

木屋谷筋3号橋 (ｷﾔﾀﾆｽｼﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋谷筋線 1979 7.5 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

敷尾線1号橋 (ｼｷﾉｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道敷尾線 1987 6.0 6.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

BOX 市道敷尾線 1987 5.0 6.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

下市裏1号橋 (ｼﾓｲﾁｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道本町線 1972 2.3 2.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

艮2号橋 (ｳｼﾄﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道楢木線 1987 8.1 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

花屋橋 (ﾊﾅﾔﾊｼ) 市道花屋線 1975 37.7 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

割岩橋 (ﾜﾘｲﾜﾊｼ) 市道花屋線 1981 38.9 7.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下妻1号橋 (ｼﾓﾂﾞﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道下妻１号支線 1974 6.5 9.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

下市粟石1号橋 (ｼﾓｲﾁｱﾜｲｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下市粟石線 1971 4.2 4.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下市粟石2号橋 (ｼﾓｲﾁｱﾜｲｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下市粟石線 1963 4.0 7.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

下市粟石3号橋 (ｼﾓｲﾁｱﾜｲｼｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道下市粟石線 1961 2.5 4.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

下市粟石4号橋 (ｼﾓｲﾁｱﾜｲｼﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道下市粟石線 1969 2.0 6.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

鹿島橋 (ｶｼﾞﾏﾊｼ) 市道鹿島線 1969 6.4 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

浅香谷橋 (ｱｻｶﾀﾆﾊﾞｼ) 市道浅香線 1966 7.0 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

井原橋 (ｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道井原線 1977 37.7 3.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

上市裏1号橋 (ｶﾐｲﾁｳﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上野２号線 1958 2.3 3.1 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

敷尾2号支線1号橋 (ｼｷﾉｳﾆｺﾞｳｼｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道敷尾線 1996 3.2 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

郷原4号支線1号橋 (ｺﾞｳﾊﾗﾖﾝｺﾞｳｼｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷原４号線 1972 3.6 8.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

日南の里橋 (ﾋﾅﾉｻﾄﾊｼ) 市道日南の里線 2000 10.2 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

日南の里2号橋 (ﾋﾅﾉｻﾄﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道日南の里線 2000 10.2 6.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊｼ) 市道田総の里線 1993 63.7 10.3 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

彦ノ宮橋 (ﾋｺﾉﾐﾔﾊｼ) 市道田総の里線 2001 60.0 8.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

大歳橋 (ｵｵﾄｼﾊｼ) 市道森藤大谷線 1982 4.4 6.9 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

千代橋 (ﾁﾖﾊｼ) 市道上市長谷線 1927 38.0 5.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

御調谷羽地線1号橋 (ﾐﾂｷﾞﾀﾆﾊﾈﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道御調谷羽地線 2005 2.0 9.0 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

身泥橋 (ﾐﾄﾞﾛﾊｼ) 市道祇園線 2002 10.6 5.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

里山橋 (ｻﾄﾔﾏﾊｼ) 市道巴千戈線 1991 18.0 4.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

下大谷橋 (ｼﾓｵｵﾀﾆﾊｼ) 市道森藤大谷線 1971 4.0 8.6 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

下妻2号橋 (ｼﾓﾂﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下妻線 1973 7.2 7.2 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

五萬橋 (ｺﾞﾏﾝﾊｼ) 市道五萬の里線 1993 3.5 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

城山陸橋 (ｼﾛﾔﾏﾘｯｷｮｳ) 市道小方16号線 1964 41.4 2.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅲ

新町1号線1号橋 (ｼﾝﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町1号線 1955 4.7 6.6 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

極楽橋 (ｺﾞｸﾗｸﾊﾞｼ) 市道本町5号線 1960 2.6 2.9 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

白石1号線1号橋 (ｼﾗｲｼ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石1号線 1955 4.8 4.5 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

白石6号線1号橋 (ｼﾗｲｼ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石6号線 1964 2.0 6.3 大竹市 広島県 大竹市 Ⅲ

白石元町1号線1号橋 (ｼﾗｲｼﾓﾄﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石元町1号線 1964 2.0 3.6 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

北栄1号線1号橋 (ｷﾀｻｶｴ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道北栄1号線 1955 7.2 6.2 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

北栄南栄1号線1号橋 (ｷﾀｻｶｴﾐﾅﾐｻｶｴ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)市道北栄南栄1号線 1960 3.6 7.4 大竹市 広島県 大竹市 Ⅲ

北栄南栄1号線2号橋 (ｷﾀｻｶｴﾐﾅﾐｻｶｴ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ)市道北栄南栄1号線 1964 2.7 10.9 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

前飯谷後飯谷1号線1号橋 (ﾏｴｲｲﾀﾆｳｼﾛｲｲﾀﾆ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮ市道前飯谷後飯谷1号線 1955 9.4 4.8 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

小栗林3号線1号橋 (ｺｸﾘﾊﾞﾔｼ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小栗林3号線 1950 10.7 3.9 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

松ケ原4号線2号橋 (ﾏﾂｶﾞﾊﾗ4ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松ケ原4号線 1955 2.8 3.7 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

立戸山手線2号橋 (ﾀﾁﾄﾞﾔﾏﾃｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道立戸山手線 1979 9.1 5.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

明治新開大人原線2号橋 (ﾒｲｼﾞｼﾝｶｲｵﾋﾄﾊﾞﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道明治新開大人原線 1975 5.5 2.2 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

大迫谷尻線15号橋 (ｵｵｻｺﾀﾆｼﾞﾘｾﾝ15ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大迫谷尻線 1968 6.4 4.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

西栄21号線1号橋 (ﾆｼｻｶｴ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西栄21号線 1970 6.1 8.3 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

東栄3号線1号橋 (ﾋｶﾞｼｻｶｴ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東栄3号線 1975 6.5 4.3 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

玖波10号線1号橋 (ｸﾊﾞ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波10号線 1984 5.5 58.2 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 市道大竹港線 1975 6.7 8.7 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

北栄5号線1号橋 (ｷﾀｻｶｴ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道北栄5号線 1964 2.8 11.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

神原橋 (ｶﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道三ツ石1号線 1973 12.0 4.8 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

後飯谷1号線1号橋 (ｳｼﾛｲｲﾀﾆ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後飯谷1号線 1975 6.0 7.4 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

玖波青木線3号橋 (ｸﾊﾞｱｵｷｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波青木線 1968 2.5 15.9 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

玖波青木線4号橋 (ｸﾊﾞｱｵｷｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波青木線 1973 4.1 15.6 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

前飯谷1号橋 (ﾏｴｲｲﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道前飯谷線 1978 18.5 8.3 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

玖波30号線3号橋 (ｸﾊﾞ30ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波30号線 1973 12.5 4.4 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

北小島大竹港橋 (ｷﾀｺｼﾞﾏｵｵﾀｹｺｳﾊｼ) 市道北小島大竹港線 1975 15.4 2.6 大竹市 広島県 大竹市 Ⅲ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 市道小栗林4号線 1982 19.8 5.6 大竹市 広島県 大竹市 Ⅲ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道北栄4号線 1973 14.8 13.5 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

大樋橋 (ｵｵﾋﾊﾞｼ) 市道西栄東栄1号線 1978 11.1 4.0 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ

玖波29号線1号橋 (ｸﾊﾞ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道玖波29号線 1981 10.5 7.1 大竹市 広島県 大竹市 Ⅱ
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大和橋 (ﾔﾏﾄﾊﾞｼ) 市道東栄中市線 1997 107.6 16.8 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

栃ノ木橋 (ﾄﾁﾉｷﾊﾞｼ) 市道御園3号線 1970 16.9 4.7 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

御園橋 (ﾐｿﾉﾊﾞｼ) 市道御園2号線 1973 16.9 4.8 大竹市 広島県 大竹市 Ⅰ

蓼原3号橋 (ﾀﾃﾞﾊﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道蓼原久保線 1970 3.1 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

枌谷２号橋 (ｿｷﾞﾀﾞﾆﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道牧場枌谷線 1990 9.5 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道福本3号線 1970 12.5 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

和泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 市道中央巡回線 1972 44.2 12.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

六百田橋 (ﾛｯﾋﾟｬｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市道中原宮前線 1980 19.6 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

龍王2号橋 (ﾘｭｳｵｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道竜王隠地線 1993 2.2 5.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

竜王橋 (ﾘｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道竜王隠地線 1993 40.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 市道田口郷曽線 1973 40.4 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

揚杓橋（歩道橋） (ﾖｳｼｬｸﾊｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋線 1996 19.6 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

揚杓橋 (ﾖｳｼｬｸﾊｼ) 市道鍛冶屋線 1996 19.6 12.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

友国２号橋 (ﾄﾓｸﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木谷尻幸後線 1970 2.4 3.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

弥生橋 (ﾔﾖｲﾊﾞｼ) 市道清武中央線 2003 11.3 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

野板橋 (ﾉｲﾀﾊﾞｼ) 市道寺家南11号線 1970 28.8 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

免沖橋 (ﾒﾝｵｷﾊﾞｼ) 市道志和堀西14号線 1970 26.8 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

明治橋 (ﾒｲｼﾞﾊｼ) 市道切田津江線 1981 82.7 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

民貞橋 (ﾀﾐｻﾀﾞﾊﾞｼ) 市道久芳能良線 2001 22.2 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

本頭橋 (ﾎﾝｽﾞﾊﾞｼ) 市道本頭線 1990 8.6 6.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

本町上寺家線2号橋 (ﾎﾝﾏﾁｳﾜｼﾞｹｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本町上寺家線 1980 2.2 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

本江2号橋 (ﾎﾝｴﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道赤崎海岸線 1980 3.9 10.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

保野橋 (ﾎﾉﾊﾞｼ) 市道吉原保野線 1970 2.4 2.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

保光2号橋 (ﾔｽﾐﾂ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道南方丸山線 1970 3.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

別所1号橋 (ﾍﾞｯｼｮ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下の谷北線 1990 3.0 6.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

並滝寺線3号橋 (ﾅﾐﾀｷｼﾞｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道並滝寺線 1980 5.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

並滝寺線2号橋 (ﾅﾐﾀｷｼﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道並滝寺線 1970 2.1 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

平原2号橋 (ﾋﾗﾊﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸橋線 1970 4.7 2.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

福本3号線2号橋 (ﾌｸﾓﾄｻﾝｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道福本3号線 1970 4.7 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

福本3号線1号橋 (ﾌｸﾓﾄｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道福本3号線 1970 4.7 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

福本2号線2号橋 (ﾌｸﾓﾄﾆｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道福本2号線 1970 4.7 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

福本2号線1号橋 (ﾌｸﾓﾄﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道福本2号線 1970 4.7 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

武則線2号橋 (ﾀｹﾉﾘｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武則線 1990 3.4 6.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

武則線1号橋 (ﾀｹﾉﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武則線 1990 3.9 6.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線7号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1990 2.6 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線6号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1990 3.0 19.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線5号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1990 2.3 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線4号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1990 2.0 10.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線3号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1990 4.2 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線2号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1990 4.2 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧山小谷線1号橋 (ﾋﾔﾏｺﾀﾞﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道桧山小谷線 1970 4.2 7.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

樋本跨線橋 (ﾋﾓﾄｺｾﾝｷｮｳ) 市道寺家正力線 1970 13.7 10.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

樋岡橋 (ﾋｵｶﾊﾞｼ) 市道向谷線 1973 5.0 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

八本松小橋 (ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｺﾊﾞｼ) 市道原志和東線 1972 35.0 8.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

八本松寺家線2号橋 (ﾊﾁﾎﾝﾏﾂｼﾞｹﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八本松寺家線 1970 2.5 6.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊｼ) 市道下組5号線 1994 72.7 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

八幡1号1号橋 (ﾊﾁﾏﾝ1ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道八幡1号線 1990 3.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

白市岩谷線4号橋 (ｼﾗｲﾁｲﾜﾔｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白市岩谷線 2000 3.0 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

白市岩谷線3号橋 (ｼﾗｲﾁｲﾜﾔｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白市岩谷線 1990 4.5 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

白市岩谷線2号橋 (ｼﾗｲﾁｲﾜﾔｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白市岩谷線 1990 4.5 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

白市岩谷線１号橋 (ｼﾗｲﾁｲﾜﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白市岩谷線 1970 9.0 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 市道馬橋稲葉橋線 2001 39.2 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

巴橋 (ﾄﾓｴﾊﾞｼ) 市道中島溝口線 2005 11.4 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

能光橋 (ﾉｳｺｳﾊﾞｼ) 市道鉄南能光線 1986 81.5 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

乃美尾南方１号橋 (ﾉﾐｵﾐﾅﾐｶﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道国近岡郷線 2003 12.6 15.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

入野大橋 (ﾆｭｳﾉｵｵﾊｼ) 市道入野駅前線 1995 39.3 17.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

入寺橋 (ﾆｭｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道入野高屋東線 1980 12.2 9.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

入江橋 (ｲﾘｴﾊﾞｼ) 市道市飯田兼沢線 1980 80.3 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

日ノ丸橋 (ﾋﾉﾏﾙﾊﾞｼ) 市道榊山駅前線 1970 5.3 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

二歩栄橋 (ﾆﾌﾞｻｶｴﾊｼ) 市道志和東内線 2006 17.0 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

南橋 (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 市道福本11号線 1970 14.1 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

楢原兼沢１号橋 (ﾅﾗﾊﾗｶﾅｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸山兼沢線 1999 11.6 12.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ
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鍋谷橋 (ﾅﾍﾞﾔﾊｼ) 市道田代本線 1980 10.6 6.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

徳広沖橋 (ﾄｸﾋﾛｵｷﾊﾞｼ) 市道大矢大仙線 1995 15.2 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

峠条東2号橋 (ﾀｵｼﾞｮｳﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道峠条東下条線 1970 4.2 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

峠条東1号橋 (ﾀｵｼﾞｮｳﾋｶﾞｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道峠条東下条線 1970 3.8 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

堂条橋 (ﾄﾞｳｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道造賀東31号線 1970 14.2 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

堂ヶ原橋 (ﾄﾞｳｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道堂ヶ原線 1970 16.1 2.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ) 市道土与丸中島線 1987 17.1 11.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

湯盛2号橋 (ﾕﾓﾘﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道湯盛宮ﾉ浦線 1970 4.1 4.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

東子三升原線1号橋 (ｱｽﾞﾏｺｻﾝｼﾞｮｳﾊﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道東子三升原線 1980 2.5 10.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

東子橋 (ｱｽﾞﾏｺﾊﾞｼ) 市道田口下三永線 1970 16.4 6.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道志和東内線 2004 15.3 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

登能橋 (ﾄﾉｳﾊﾞｼ) 市道栃木寺沖線 1987 35.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

田津原橋 (ﾀﾂﾊﾗﾊｼ) 市道丸山乃美尾線 1994 70.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

田代本線2号橋 (ﾀｼﾞﾛﾎﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道田代本線 1990 3.8 7.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

田川橋 (ﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道東石指線 1970 18.0 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

田口東2号線1号橋 (ﾀｸﾞﾁﾋｶﾞｼﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道田口東2号線 1970 4.3 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

天田橋 (ﾃﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道造賀西70号線 1970 10.4 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

天神沖橋 (ﾃﾝｼﾞﾝｵｷﾊﾞｼ) 市道竜王寺沖線 1970 4.0 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

天神沖橋 (ﾃﾝｼﾞﾝｵｷﾊｼ) 市道吉原安宿線 1975 11.6 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

長野8号線3号橋 (ﾅｶﾞﾉ8ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長野8号線 1970 3.2 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊｼ) 市道市尻宮前線 2000 12.2 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

長池橋 (ﾅｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋安宿線 1980 2.3 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島白市線4号橋 (ﾅｶｼﾏｼﾗｲﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島白市線 1980 5.0 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島白市線3号橋 (ﾅｶｼﾏｼﾗｲﾁｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島白市線 1970 3.0 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

中島小谷線4号橋 (ﾅｶｼﾏｺﾀﾞﾆｾﾝﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島小谷線 1970 7.1 10.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島小谷線3号橋 (ﾅｶｼﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島小谷線 1990 4.7 11.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島小谷線2号橋 (ﾅｶｼﾏｺﾀﾞﾆｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島小谷線 2000 4.4 11.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島小谷線１号橋 (ﾅｶｼﾏｺﾀﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島小谷線 2011 11.5 12.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島溝口線4号橋 (ﾅｶｼﾏﾐｿﾞｸﾞﾁｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島溝口線 2000 2.9 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中島溝口線3号橋 (ﾅｶｼﾏﾐｿﾞｸﾞﾁｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中島溝口線 1970 2.4 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

中組横断線2号橋 (ﾅｶｸﾞﾐｵｳﾀﾞﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中組横断線 2000 5.6 25.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中組横断線1号橋 (ﾅｶｸﾞﾐｵｵﾀﾞﾝｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中組横断線 1990 2.3 7.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 市道中山循環線 1994 18.3 12.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中央巡回線3号橋 (ﾁｭｳｵｳｼﾞｭﾝｶｲｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中央巡回線 1980 10.5 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

中央巡回線2号橋 (ﾁｭｳｵｳｼﾞｭﾝｶｲｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中央巡回線 1970 3.6 12.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

竹保4号1号橋 (ﾀｹﾔｽ4ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道竹保4号線 1980 2.0 6.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

竹ノ元橋 (ﾀｹﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道上隠地線 1980 3.1 6.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

池之平橋 (ｲｹﾉﾋﾗﾊﾞｼ) 市道三津風早線 1970 3.0 5.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 市道本頭線 1970 13.3 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

沢田橋 (ｻﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 市道福富沢田線 不明 2.6 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

滝原中郷線2号橋 (ﾀｷﾊﾞﾗﾅｶｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道滝原中郷線 1980 3.0 8.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

滝原中郷線1号橋 (ﾀｷﾊﾞﾗﾅｶｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道滝原中郷線 1980 2.9 7.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) 市道戸野高田線 1993 20.0 8.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊｼ) 市道寺家原線 1972 25.8 7.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大番橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾊｼ) 市道米山串線 2001 15.2 8.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大畠門前線1号橋 (ｵｵﾊﾞﾀｹﾓﾝｾﾞﾝｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大畠門前線 2000 2.6 11.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大田奥橋 (ｵｵﾀﾞｵｸﾊﾞｼ) 市道大田奥線 1970 2.3 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大田1号橋 (ｵｵﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大田国近線 2000 3.6 7.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道保田西線 1998 10.0 10.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大坪円城寺線1号橋 (ｵｵﾂﾎﾞｴﾝｼﾞｮｳｼﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大坪円城寺線 1970 3.5 9.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大谷線2号橋 (ｵｵﾀﾆｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大谷線 1980 3.1 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大沢福本線1号橋 (ｵｵｻﾜﾌｸﾓﾄｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道大沢福本線 1980 5.0 6.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大沢馬木線3号橋 (ｵｵｻﾜｳﾏｷｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大沢馬木線 1980 2.6 5.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大沢馬木線2号橋 (ｵｵｻﾜｳﾏｷｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大沢馬木線 1980 3.3 9.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大多田1号橋 (ｵｵﾀﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大多田線 1980 3.6 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大阪屋橋歩道 (ｵｵｻｶﾔﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ) 市道日名条重兼線 2002 35.2 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

大阪屋橋 (ｵｵｻｶﾔﾊﾞｼ) 市道日名条重兼線 1977 35.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大歳橋 (ｵｵﾄｼﾊﾞｼ) 市道中ﾉ村堂ヶ原線 1970 14.0 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

打森1号橋 (ｳﾁﾓﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道入野小谷線 1990 3.1 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

則友橋 (ﾉﾘﾄﾓﾊﾞｼ) 市道則友東西線 2000 3.5 7.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

造賀上戸野線3号橋 (ｿﾞｳｶｶﾐﾄﾞﾉｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道造賀上戸野線 1970 3.3 5.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

造賀上戸野線1号橋 (ｿﾞｳｶｶﾐﾄﾉｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道造賀上戸野線 1970 3.6 12.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ
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惣原橋 (ｿｳｹﾞﾝﾊﾞｼ) 市道郷曽56号線 1982 53.2 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

前水除橋 (ｾﾞﾝｽｲｼﾞｮﾊﾞｼ) 市道榊山金丸線 1970 2.6 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

扇迫橋 (ｵｵｷﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道中島溝口線 2011 21.8 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

川角橋 (ｶﾜｽﾐﾊｼ) 市道丸山川角線 1992 76.5 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

切田津江3号橋 (ｷﾘﾀﾂｴ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道切田津江線 1970 3.5 7.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

石河原橋 (ｲｼｶﾞﾊﾗﾊｼ) 市道大田国近線 1990 19.5 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

静学館橋 (ｾｲｶﾞｸｶﾝﾊｼ) 市道福富中学校線 2004 121.5 10.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

西条9号線1号橋 (ｻｲｼﾞｮｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西条9号線 1970 4.0 4.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

西市之堂大多田2号橋 (ﾆｼｲﾁﾉﾄﾞｳｵｵﾀﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西市之堂大多田線 1980 2.0 8.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

西市之堂大多田１号橋 (ﾆｼｼﾉﾄﾞｳｵｵﾀﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西市之堂大多田線 2000 3.8 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道下組清水橋線 1980 80.0 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

正力飯田線2号橋 (ｼｮｳﾘｷｲｲﾀﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道正力飯田線 1990 3.3 10.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

正力線2号橋 (ｼｮｳﾘｷｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道正力線 1980 2.9 3.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

正力線1号橋 (ｼｮｳﾘｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道正力線 1970 2.5 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

正原橋 (ｼｮｳﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道中島白市線 1990 15.4 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

政広橋 (ﾏｻﾋﾛﾊﾞｼ) 市道政広太郎面線 不明 4.1 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

是国入寺線1号橋 (ｺﾚｸﾆﾆｭｳｼﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道是国入寺線 1990 3.0 8.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

瀬賀橋 (ｾｶﾞﾊﾞｼ) 市道吉原安宿線 2000 2.4 11.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

杉森橋 (ｽｷﾞﾓﾘﾊﾞｼ) 市道西高屋循環線 1990 13.2 24.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

神農池橋 (ｼﾝﾉｳｲｹﾊﾞｼ) 市道神谷西線 1980 6.5 6.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

神田橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道入野高屋東線 1992 39.5 11.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

神田橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道馬木福本線 1970 12.5 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

神谷６号橋 (ｺｳﾀﾞﾆ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木谷賀永線 1980 2.4 3.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

神谷1号橋 (ｺｳﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木谷賀永線 1970 9.2 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

神村橋 (ｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道吉原安宿線 2000 4.6 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新宮2号橋 (ｼﾝｸﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新宮線 1970 10.4 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新柳堀橋 (ｼﾝﾔﾅｷﾞﾎﾞﾘﾊﾞｼ) 市道寺家正力線 1996 26.8 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新平渡橋 (ｼﾝﾋﾗﾜﾀﾘﾊｼ) 市道下の谷中央線 1987 25.8 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新入寺橋 (ｼﾝﾆｭｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道是国入寺線 1980 12.6 7.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新湯谷橋 (ｼﾝﾕﾀﾞﾆﾊｼ) 市道上竹仁久芳線 2003 21.0 11.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新町奥田線1号橋 (ｼﾝﾏﾁｵｸﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道新町奥田線 1990 2.0 6.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

新生橋 (ｼﾝｾｲﾊﾞｼ) 市道本市西之原線 1970 14.0 3.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

新河津橋 (ｼﾝｺｳﾂﾞﾊｼ) 市道栃木寺沖線 1997 14.0 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

新屋橋 (ｼﾝﾔﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋安宿線 1989 20.6 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

植木橋 (ｳｴｷﾊﾞｼ) 市道大石橋円光寺橋線 1970 4.9 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

浄福寺橋 (ｼﾞｮｳﾌｸﾊﾞｼ) 市道大坪円城寺線 1980 21.8 11.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

城野橋 (ｼﾞｮｳﾉﾊﾞｼ) 市道中央巡回線 2004 19.3 17.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

城ノ橋 (ｼﾞｮｳﾉﾊﾞｼ) 市道土与丸上三永線 1973 16.0 5.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

上曽場前長沢線1号橋 (ｶﾐｿﾊﾞﾏｴﾅｶﾞｿｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上曽場前長沢線 2005 2.4 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上正尺2号橋 (ｶﾐｼｮｳｼｬｸﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道新沼田川大橋線 1980 4.8 11.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上正尺１号橋 (ｶﾐｼｮｳｼﾞｬｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道新沼田川大橋線 2000 6.7 12.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上神橋 (ｶﾐｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道森原上神線 1990 2.5 8.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上黒瀬橋 (ｶﾐｸﾛｾﾊｼ) 市道竹保4号線 1984 35.3 7.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上河原橋 (ｶﾐｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 市道西石指橋上線 1970 20.0 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

沼田川大橋 (ﾇﾀｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 市道上正尺竹林寺線 2001 55.1 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道南方丸山線 1970 9.1 3.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

小畑5号橋 (ｵﾊﾞﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道風早小畑線 1990 3.4 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

小畑１号橋 (ｵﾊﾞﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道風早小畑線 1980 4.8 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

助平橋 (ｽｹﾋﾗﾊﾞｼ) 市道西条中央9号線 1970 30.9 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

助実中央線2号橋 (ｽｹｻﾞﾈﾁｭｳｵｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道助実中央線 1990 4.6 6.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

助実中央橋 (ｽｹｻﾞﾈﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道助実中央線 1970 5.7 9.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼ) 市道上竹仁久芳線 2000 6.4 11.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

宗近橋 (ﾑﾈﾁｶﾊｼ) 市道南方馬木線 1986 63.8 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

宗近一号橋 (ﾑﾈﾁｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道国近宗近線 1988 52.6 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

実森橋 (ｻﾈﾓﾘﾊﾞｼ) 市道南方馬木線 1972 52.6 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

七条椛坂奥屋線4号橋 (ｼﾁｼﾞｳｶﾌﾞｻｶｵｸﾔｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道七条椛坂奥屋線 2000 11.6 11.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

七条椛坂奥屋線3号橋 (ｼﾁｼﾞｮｳｶﾌｻｶｵｸﾔｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道七条椛坂奥屋線 1990 2.5 12.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

七条椛坂奥屋線2号橋 (ｼﾁｼﾞｮｳｶﾌｻｶｵｸﾔｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道七条椛坂奥屋線 2000 3.7 11.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

時友橋 (ﾄｷﾄﾓﾊﾞｼ) 市道寺家南20号線 1970 19.0 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家北9号線1号橋 (ｼﾞｹｷﾀ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家北9号線 1970 2.6 2.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家北7号線1号橋 (ｼﾞｹｷﾀﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家北7号線 1970 4.9 7.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

寺家北13号線1号橋 (ｼﾞｹｷﾀｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ)市道寺家北13号線 1970 4.1 5.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ
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寺家西8号線2号橋 (ｼﾞｹﾆｼﾊﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家西8号線 1970 4.1 3.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家西8号線1号橋 (ｼﾞｹﾆｼﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家西8号線 1970 4.0 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家西7号線1号橋 (ｼﾞｹﾆｼﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家西7号線 1970 4.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家西3号線1号橋 (ｼﾞｹﾆｼｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家西3号線 1970 4.0 4.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家正力線7号橋 (ｼﾞｹｼｮｳﾘｷｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家正力線 1990 10.8 12.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家正力線5号橋 (ｼﾞｹｼｮｳﾘｷｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家正力線 1980 3.5 5.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家正力線4号橋 (ｼﾞｹｼｮｳﾘｷｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家正力線 1980 3.0 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家原線8号橋 (ｼﾞｹﾊﾗｾﾝ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家原線 1980 2.0 2.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家原線3号橋 (ｼﾞｹﾊﾗｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家原線 1980 2.7 5.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家橋 (ｼﾞｹﾊｼ) 市道寺家北48号線 1988 42.9 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

志和東線2号橋 (ｼﾜﾋｶﾞｼｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道志和東線 1970 2.2 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

市田橋 (ｲﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 市道寺家正力線 1986 21.4 11.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

市後橋 (ｲﾁｺﾞﾊﾞｼ) 市道下ﾉ谷線 1970 11.4 2.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

四ツ町橋 (ﾖﾂﾏﾁﾊﾞｼ) 市道飯田線 1980 5.2 8.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

山王橋 (ｻﾝｵｳﾊﾞｼ) 市道9の組10の組線 1980 2.9 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

山の根橋 (ﾔﾏﾉﾈﾊﾞｼ) 市道上正尺山根線 1999 40.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

三津小南橋 (ﾐﾂｼｮｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道小学校南線 2004 28.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

三川橋 (ﾐｶﾜﾊｼ) 市道別府北4号線 1970 27.0 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

笹目橋 (ｻｻﾒﾊﾞｼ) 市道小田宇山線 1970 3.9 5.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

榊山3号橋 (ｻｶｷﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道立花奥線 1970 4.3 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

坂谷橋 (ｻｶﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道昼原下野原線 1990 13.3 13.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

坂井谷橋 (ｻｶｲﾀﾆﾊｼ) 市道伽藍鴨ヶ池線 1988 38.8 8.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

砂原橋 (ｽﾅﾊﾗﾊﾞｼ) 市道砂原2号線 1970 8.9 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

今田橋 (ｲﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大沢郷曽線 1974 54.0 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

今坂橋 (ｲﾏｻｶﾊｼ) 市道原志和東線 1998 9.3 12.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

黒瀬川２号１号橋 (ｸﾛｾｶﾜ2ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道黒瀬川2号線 1970 18.1 3.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

高尾橋 (ﾀｶｵﾊﾞｼ) 市道新幹線駅前線 1999 15.0 12.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

高屋東9号線1号橋 (ﾀｶﾔﾋｶﾞｼ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高屋東9号線 1970 2.0 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

弘化橋 (ｺｳｶﾊﾞｼ) 市道三津朝日町4号線 1970 18.5 3.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

袴垣内向井１号橋 (ﾊｶﾏｺﾞｳﾁﾑｶｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道袴垣内向井線 不明 2.4 5.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

戸野市橋 (ﾄﾉｲﾁﾊﾞｼ) 市道造賀戸野線 1992 43.3 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

戸屋橋 (ﾄﾔﾊﾞｼ) 市道田口郷曽線 2002 52.0 12.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

古土井橋 (ﾌﾙﾄﾞｲﾊﾞｼ) 市道中島溝口線 1999 21.7 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道椛坂志和西線 1975 28.9 6.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

見城美1号橋 (ｹﾝｼﾞｮｳﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道見城美線 1970 12.0 2.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

兼沢橋 (ｶﾅｻﾞﾜﾊｼ) 市道丸山兼沢線 1990 17.6 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

兼広津江1号橋 (ｶﾈﾋﾛﾂｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道兼広津江線 1990 4.5 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

栗岡橋 (ｸﾘｵｶﾊﾞｼ) 市道栗岡線 1970 16.8 6.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

金堂橋 (ｶﾅﾄﾞｳﾊﾞｼ) 市道入野小谷線 1994 15.2 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

金剛橋 (ｺﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道大田国近線 1980 12.1 6.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

近宗2号橋 (ﾁｶﾑﾈ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上竹仁久芳線 1990 4.1 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 市道志和堀西22号線 1970 27.1 4.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

京塚橋 (ｷｮｳｽﾞｶﾊﾞｼ) 市道三永中央線 1970 5.4 8.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

宮領中央線1号橋 (ﾐﾔﾘｮｳﾁｭｳｵｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮領中央線 1990 2.4 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

宮西橋 (ﾐﾔﾆｼﾊﾞｼ) 市道西原米山線 1990 2.4 8.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

久保片山線1号橋 (ｸﾎﾞｶﾀﾔﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道久保片山線 1980 2.1 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

杵原入野線3号橋 (ｷﾈﾊﾗﾆｭｳﾉｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道杵原入野線 1990 2.6 8.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

吉行橋 (ﾖｼﾕｷﾊｼ) 市道吉行26号線 1988 46.7 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

岩坂橋 (ｲﾜｻｶﾊﾞｼ) 市道鍛冶屋安宿線 1980 2.8 8.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

丸山乃美尾2号橋 (ﾏﾙﾔﾏﾉﾐﾉｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸山乃美尾線 1970 4.0 12.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

丸山乃美尾1号橋 (ﾏﾙﾔﾏﾉﾐﾉｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸山乃美尾線 1970 7.3 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

丸山川角3号橋 (ﾏﾙﾔﾏｶﾜｽﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道丸山川角線 不明 8.9 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

丸宮橋 (ﾏﾙﾐﾔﾊﾞｼ) 市道入野高屋東線 1990 17.9 11.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 市道郷曽吉川線 1984 19.8 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

冠奥屋線3号橋 (ｶﾝﾑﾘｵｸﾔｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道冠奥屋線 1980 3.0 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

冠奥屋線1号橋 (ｶﾝﾑﾘｵｸﾔｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道冠奥屋線 1980 3.3 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

兜丸橋 (ｶﾌﾞﾄﾏﾙﾊﾞｼ) 市道吉原安宿線 1990 3.6 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

椛坂志和西線1号橋 (ｶﾌﾞｻｶｼﾜﾆｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道椛坂志和西線 1980 2.4 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

蚊龍橋 (ｶﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道赤崎海岸線 1970 8.9 7.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

蚊無橋 (ｶﾅｼﾅｼ) 市道印内蚊無線 1970 15.1 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

蚊無１号橋 (ｶﾑｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道印内蚊無線 1970 9.9 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

河津橋 (ｺｳﾂﾊﾞｼ) 市道栃木寺沖線 1970 9.3 3.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ
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河隅橋 (ｺｳｽﾏﾊﾞｼ) 市道志和東内線 2001 15.7 8.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

仮屋橋 (ｶｲﾔﾊｼ) 市道岡町9号線 1970 8.8 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下竹橋 (ｼﾓﾀｹﾊｼ) 市道兼沢津江線 1996 18.1 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下只橋 (ｼﾓﾀﾀﾞﾊｼ) 市道並滝寺線 1980 12.0 6.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下寺家六日市線2号橋 (ｼﾀｼﾞｹﾑｲｶｲﾁｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下寺家六日市線 1980 2.1 5.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下幸本西光１号橋 (ｼﾓｺｳﾓﾄｻｲｺｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下幸本西光線 1980 11.4 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

下見３号線１号橋 (ｼﾀﾐｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道下見3号線 1970 14.4 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

黄幡橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 市道宮東田口線 1990 10.9 9.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

黄幡橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾊｼ) 市道東子三升原線 1974 40.0 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

奥屋東4号線1号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東4号線 1970 2.0 8.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋東3号線2号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東3号線 1980 3.6 5.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋東2号線1号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東2号線 1980 2.0 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋東24号線2号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ24ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東24号線 1980 2.2 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋東14号線1号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東14号線 1970 3.6 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

奥屋東11号線1号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東11号線 1980 3.4 7.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋東10号線1号橋 (ｵｸﾔﾋｶﾞｼ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋東10号線 1980 3.2 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

奥屋西8号線1号橋 (ｵｸﾔﾆｼ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋西8号線 1980 2.2 4.6 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋西18号線2号橋 (ｵｸﾔﾆｼ18ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋西18号線 1980 3.0 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

奥屋西18号線1号橋 (ｵｸﾔﾆｼ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋西18号線 1980 2.5 3.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋西16号線1号橋 (ｵｸﾔﾆｼ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋西16号線 不明 2.8 2.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋西15号線2号橋 (ｵｸﾔﾆｼ15ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋西15号線 1980 3.6 4.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋西14号線1号橋 (ｵｸﾔﾆｼ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥屋西14号線 1980 3.6 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

奥屋橋 (ｵｸﾔﾊｼ) 市道奥屋西2号線 1983 32.5 7.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

延末橋 (ﾉﾌﾞｽｴﾊﾞｼ) 市道冠北32号線 1980 40.2 4.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

稲葉橋 (ｲﾅﾊﾞﾊﾞｼ) 市道馬橋稲葉橋線 1994 40.0 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

一ノ渡り橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾘﾊｼ) 市道米山串線 2000 14.0 8.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

磯松橋 (ｲｿﾏﾂﾊﾞｼ) 市道前谷磯松線 1980 9.3 16.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

井之邑橋 (ｲﾉﾑﾗﾊﾞｼ) 市道二神井ﾉ邑線 1991 34.8 6.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

為重橋 (ﾀﾒｼｹﾞﾊｼ) 市道貴船下別府線 1995 16.1 5.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

安永橋 (ｱﾝｴｲﾊﾞｼ) 市道榊山駅前線 1970 17.5 4.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

宮領7号線1号橋 (ﾐﾔﾘｮｳ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮領7号線 不明 2.0 2.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

南方丸山線1号橋 (ﾐﾅﾐｶﾀﾏﾙﾔﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道南方丸山線 1980 16.6 7.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

御薗宇東15号線1号橋 (ﾐｿﾉｳﾋｶﾞｼ15ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道御薗宇東15号線 不明 2.0 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 市道見城美線 1970 12.6 2.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

ヘクドー橋 (ﾍｸﾄﾞｰﾊﾞｼ) 市道寺家西7号線 1970 26.8 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

桧ノ木線1号橋 (桧ﾉ木線1号橋) 市道桧ノ木線 不明 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

土与丸中島線7号橋 (ﾄﾞﾖﾏﾙﾅｶｼﾏｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道土与丸中島線 1980 4.9 9.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

土与丸中島線6号橋 (ﾄﾞﾖﾏﾙﾅｶｼﾏｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道土与丸中島線 1990 2.1 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

土与丸中島線5号橋 (ﾄﾞﾖﾏﾙﾅｶｼﾏｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道土与丸中島線 1990 2.7 9.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

土与丸中島線4号橋 (ﾄﾞﾖﾏﾙﾅｶｼﾞﾏｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道土与丸中島線 1970 2.0 11.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

テンギヒラ橋 (ﾃﾝｷﾞﾋﾗﾊｼ) 市道志和東内線 2005 21.1 10.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

天沖橋 (ﾃﾝｵｷﾊﾞｼ) 市道吉原東旧県道線 不明 2.7 4.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

つつじばし (ﾂﾂｼﾞﾊﾞｼ) 市道半田営団線 1990 11.2 13.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

大通寺二百石線2号橋 (ﾀﾞｲﾂｳｼﾞﾆﾔｯｺｸｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大通寺二百石線 1990 4.9 10.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

善立寺堀線1号橋 (ｾﾞﾝﾘｭｳｼﾞﾎﾘｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道善立寺堀線 不明 3.9 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

篠12号線1号橋 (ｻｻ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道篠１２号線 不明 12.1 2.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

西条東2号線2号橋 (ｻｲｼﾞｮｳﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西条東2号線 不明 2.0 4.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

小谷34号線4号橋 (ｺﾀﾞﾆ34ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小谷34号線 不明 2.0 3.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

郷5号線1号橋 (ｺﾞｳ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道郷5号線 不明 3.0 7.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

冠北23号線1号橋 (ｶﾝﾑﾘｷﾀ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道冠北23号線 不明 2.2 9.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

河原神前1号橋 (ｶﾜﾊﾗｶﾐﾏｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河原神前線 不明 2.3 6.9 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

上曽場前長沢線5号橋 (ｶﾐｿﾊﾞﾏｴﾅｶﾞｿｳｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上曽場前長沢線 1970 3.6 5.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

上曽場前長沢線2号橋 (ｶﾐｿﾊﾞﾏｴﾅｶﾞｿｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上曽場前長沢線 1970 3.5 7.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

冨田橋 (ﾄﾐﾀﾊﾞｼ) 市道大沢12号線 2014 16.2 6.2 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

内8号線1号橋 (ｳﾁ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内8号線 不明 2.8 2.1 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

後畑1号橋 (ｳｼﾛﾊﾞﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後畑線 不明 3.8 6.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

七条橋 (ｼﾁｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道七条椛坂奥屋線 2000 20.8 9.8 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

西条駅北線1号橋 (ｻｲｼﾞｮｳｴｷｷﾀｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西条駅北線 2011 9.0 19.5 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家南11号線4号橋 (ｼﾞｹﾐﾅﾐ11ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家南11号線 不明 2.5 5.7 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ

寺家原線7号橋 (ｼﾞｹﾊﾗｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家原線 1980 2.4 2.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

寺家原線6号橋 (ｼﾞｹﾊﾗｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道寺家原線 1980 2.0 3.4 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

2号横断橋 (2ｺﾞｳｵｳﾀﾞﾝｷｮｳ) 市道前谷磯松線 1992 27.0 18.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅱ
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みのり橋 (ﾐﾉﾘﾊｼ) 市道樽川線 1955 10.7 3.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

上本谷1号橋 (ｶﾐﾎﾝﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河津上本谷線 1965 7.9 3.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

上本谷2号橋 (ｶﾐﾎﾝﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河津上本谷線 1965 9.9 3.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

大向井橋 (ｵｵﾑｶｲﾊｼ) 市道岩組大向井線 1978 30.8 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

北山橋 (ｷﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 市道佐伯北山線 1960 3.6 4.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

向井原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊｼ) 市道向原南線 2007 42.5 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

岩倉温泉橋 (ｲﾜｸﾗｵﾝｾﾝﾊｼ) 市道岩倉ロッジ線 1965 44.0 11.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

湯の谷橋 (ﾕﾉﾀﾆﾊｼ) 市道下北山1号線 1979 30.1 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 市道下栗栖線 1961 32.0 3.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

御手洗橋 (ﾐﾀﾗｲﾊﾞｼ) 市道旧国道線 1973 21.3 6.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

中榎之浦橋 (ﾅｶｴﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道住吉線（広油線） 1988 19.7 6.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

二重原橋 (ﾆｴﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道第１路線 1951 7.1 5.1 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

三浦橋 (ﾐｳﾗﾊﾞｼ) 市道大堂線 1976 15.5 1.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

中平良橋（上り） (ﾅｶﾍﾗﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 市道郡伴線 1959 15.1 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

中平良橋（下り） (ﾅｶﾍﾗﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 市道郡伴線 1995 19.2 7.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

今田橋 (ｲﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道第２末森線 1978 16.2 4.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 市道第１郡塚線 1975 15.0 2.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

七尾一本橋 (ﾅﾅｵｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｼ) 市道第２七尾線 1974 15.3 1.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

砂原大橋 (ｽﾅﾊﾗｵｵﾊｼ) 市道国広線 1988 24.1 7.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

国広橋 (ｸﾆﾋﾛﾊｼ) 市道国広線 1988 20.1 9.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

佐原田橋 (ｻﾜﾗﾃﾞﾝﾊｼ) 市道佐原田線 1990 18.8 7.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

沖の河原橋 (ｵｷﾉｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道沖の河原橋線 1974 17.8 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

大歳橋 (ｵｵﾄｼﾊﾞｼ) 市道大迫線 1988 9.5 8.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

北山橋歩道橋 (ｷﾀﾔﾏﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道宮内越通り線 1995 24.3 2.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

第３城ヶ谷線２号路線橋 (ﾀﾞｲ3ｼﾞｮｳｶﾞﾀﾞﾆｾﾝ2ｺﾞｳﾛｾﾝｷｮｳ市道第３城ヶ谷線 1965 7.0 3.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

衣越こ線道路橋 (ｷﾇｺﾞｴｺｾﾝﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 市道衣越線 1974 16.2 7.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

鼓ヶ浜橋 (ﾂﾂﾐｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 市道鼓ヶ浜２号線 1971 13.4 20.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

長橋橋 (ﾅｶﾞﾊｼﾊﾞｼ) 市道長橋線 1990 15.8 8.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

野坂こ線道路橋 (ﾉｻｶｺｾﾝﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 市道野坂２号線 1974 15.7 6.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

鹿ノ子２号陸橋 (ｶﾉｺ2ｺﾞｳﾘｯｷｮｳ) 市道地御前対厳山線 1978 10.2 9.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

鹿ノ子陸橋 (ｶﾉｺﾘｯｷｮｳ) 市道地御前対厳山線 1978 36.2 9.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

鹿ノ子３号陸橋 (ｶﾉｺ3ｺﾞｳﾘｯｷｮｳ) 市道地御前対厳山線 1978 9.2 9.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

下榎之浦橋 (ｼﾓｴﾉｳﾗﾊﾞｼ) 市道下平良堤防線 1981 34.0 8.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

西広島バイパス側道１号橋 (ﾆｼﾋﾛｼﾏﾊﾞｲﾊﾟｽｿｸﾄﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ)市道西広島バイパス側道１号線 1973 5.9 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

西広島バイパス北側橋 (ﾆｼﾋﾛｼﾏﾊﾞｲﾊﾟｽｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道西広島バイパス側道８号線 1973 16.6 10.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

大方橋 (ｵｵｶﾀﾊﾞｼ) 市道大方金剛寺線 1995 23.0 9.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道宮迫高砂線 1985 19.5 16.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

上平良橋 (ｶﾐﾍﾗﾊﾞｼ) 市道上平良宮内幹線 1984 14.8 8.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

第2二重原橋 (ﾀﾞｲ2ﾆｴﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道上平良宮内幹線 1984 14.7 8.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

第2畑口橋 (ﾀﾞｲ2ﾊﾀｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道山陽道側道1号線 1986 11.2 6.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

西畑口橋 (ﾆｼﾊﾀｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道畑口線 1985 12.5 4.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

国広一本橋 (ｸﾆﾋﾛｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｼ) 市道御手洗川１号線 1975 20.8 1.4 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

佐原田一本橋 (ｻﾊﾞﾗﾃﾞﾝｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｼ) 市道御手洗川１号線 1975 16.1 1.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

玉野井橋 (ﾀﾏﾉｲﾊｼ) 市道地御前宮内線 2007 23.8 14.1 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

平良大橋 (ﾍﾗｵｵﾊｼ) 市道平良佐方線 1994 16.5 42.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

七尾陸橋 (ﾅﾅｵﾘｯｷｮｳ) 市道平良佐方線 1999 83.0 24.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

伴丈木郡塚橋 (ﾊﾞﾝｼﾞｮｳｷﾞｸﾞﾝﾂﾞｶﾊﾞｼ) 市道第２中央線 2006 20.9 10.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

別府橋 (ﾍﾞﾌﾊｼ) 市道深江林ヶ原線 1981 20.7 16.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

棚田橋（上り） (ﾀﾅﾀﾞﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 市道深江林ヶ原線 1979 33.0 10.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

棚田橋（下り） (ﾀﾅﾀﾞﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 市道深江林ヶ原線 1979 25.9 10.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

高畑橋（上り） (ﾀｶﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 市道深江林ヶ原線 1980 33.0 10.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

高畑橋（下り） (ﾀｶﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 市道深江林ヶ原線 1980 33.0 10.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

中津岡大橋（上り） (ﾅｶﾂｵｶｵｵﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 市道深江林ヶ原線 1978 14.7 10.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

中津岡大橋（下り） (ﾅｶﾂｵｶｵｵﾊｼ(ｸﾀﾞﾘ) 市道深江林ヶ原線 1978 14.7 10.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼ) 市道物見山1号線 1981 25.5 12.6 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

池田橋歩道橋 (ｲｹﾀﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道物見山1号線 1987 25.5 2.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

毛保大橋 (ｹﾎﾞｵｵﾊｼ) 市道三郎太田線 1974 30.5 10.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

八坂1号橋 (ﾊｯｻｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道林ヶ原鳴川線 1972 6.2 11.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

十郎原橋 (ｼﾞｭｳﾛｳﾊﾞﾗﾊｼ) 市道中山鯛ノ原線 1979 13.5 7.7 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

中空橋 (ﾅｶｿﾞﾗﾊﾞｼ) 市道中津岡憩ノ森線 1965 10.7 4.5 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

水口橋 (ﾐｽﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道更地高畑線 1964 22.4 9.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

棚田橋 (ﾀﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道屋田越棚田線 1964 19.8 3.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ
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筏津橋 (ｲｶﾅｽﾞﾊﾞｼ) 市道棚田郷線 1995 28.2 9.9 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 市道棚田郷線 1967 19.0 5.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

塩屋大橋 (ｼｵﾔｵｵﾊｼ) 市道小田島片浜線 1975 17.8 8.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

片浜橋 (ｶﾀﾊﾏﾊﾞｼ) 市道小田島片浜線 1977 26.1 8.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

永慶寺橋 (ｴｲｹｲｼﾞﾊｼ) 市道下ノ浜1号線 2007 44.5 7.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

妹背第2歩道橋 (ｲﾓｾﾀﾞｲ2ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道西村1号線 1996 22.8 2.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

鯛ノ原橋 (ﾀｲﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道鯛ノ原1号線 1992 17.4 6.2 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

中山高見線橋 (ﾅｶﾔﾏﾀｶﾐｾﾝｷｮｳ) 市道中山高見線 1985 13.0 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

小山橋 (ｺﾔﾏﾊﾞｼ) 市道滝ノ下清水ヶ峯線 1975 15.8 4.8 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅲ

中央1号側道橋 (ﾁｭｳｵｳ1ｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中央21号線 2007 24.3 7.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

中央2号側道橋 (ﾁｭｳｵｳ2ｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中央17号線 2007 24.2 7.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅰ

尾立跨線橋（側線部） (ｵﾀﾞﾃｺｾﾝｷｮｳ(ｿｸｾﾝﾌﾞ) 市道尾立清水ヶ峯線 1981 53.0 9.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

中津岡橋 (ﾅｶﾂｵｶﾊﾞｼ) 市道中津岡滝ノ下線 1984 16.9 5.0 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

棚田歩道橋 (ﾀﾅﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道土井５号線 1964 17.5 2.3 廿日市市 広島県 廿日市市 Ⅱ

多治比橋 (ﾀｼﾞﾋﾊﾞｼ) 市道宮ノ城市場線 1996 24.8 12.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

見能橋 (ﾐﾉｳﾊﾞｼ) 市道宮ノ城・山手線 1977 14.8 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道一本木・小山線 1966 144.2 6.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

毘沙門橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾊﾞｼ) 市道港橋・柳原線 1978 124.0 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大江橋 (ｵｵｴﾊﾞｼ) 市道柳原線 1972 100.2 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

研屋橋 (ﾄｷﾞﾔﾊﾞｼ) 市道相合・西浦線 2002 41.6 12.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

名貫橋 (ﾐｮｳｶﾝﾊﾞｼ) 市道川向線 1969 25.2 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

飯森橋 (ｲｲﾓﾘﾊﾞｼ) 市道甲田・沖原線 1992 33.5 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊﾞｼ) 市道甲田・中原線 1974 37.3 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

可愛橋 (ｴﾉﾊﾞｼ) 市道宮ノ城・南田線 1968 156.3 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

桂橋 (ｶﾂﾗﾊﾞｼ) 市道桂上入江線 1974 141.5 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

中学校橋 (ﾁｭｳｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 市道東沖原線 1968 36.0 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

古市橋 (ﾌﾙｲﾁﾊﾞｼ) 市道上市・杉迫線 1953 14.7 8.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

竹原橋 (ﾀｹﾊﾗﾊﾞｼ) 市道一本木・小山線 1990 18.2 8.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大江橋 (ｵｵｴﾊﾞｼ) 市道日南・隠地線 1986 15.2 9.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

新除橋 (ｼﾝﾉｿﾞｷﾊﾞｼ) 市道山手除線 1974 138.2 9.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 市道高北線 1983 38.1 8.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

三坂橋 (ﾐｻｶﾊﾞｼ) 市道高北線 1980 20.0 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

光井橋 (ﾐﾂｲﾊﾞｼ) 市道左円・運動公園線 1988 16.0 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

長屋１号橋 (ﾅｶﾞﾔ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道柳原土師線 不明 2.0 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

長屋２号橋 (ﾅｶﾞﾔ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道入江・土師線 不明 5.0 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

小草橋 (ｼｮｳｸｻﾊﾞｼ) 市道上入江・石原線 不明 2.0 7.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大藤橋 (ｵｵﾌｼﾞﾊｼ) 市道上入江・石原線 不明 13.0 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊﾞｼ) 市道横山・柏原線 不明 7.5 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

二反所橋 (ﾆﾀﾝｼﾞｮﾊﾞｼ) 市道横山・大又線 不明 9.5 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

小峠橋 (ｺﾄｳｹﾞﾊｼ) 市道横山・大又線 不明 2.0 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊｼ) 市道横山線 不明 5.0 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

薮田２号橋 (ﾔﾌﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道薮田・森之下線 不明 2.0 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

下奥線 (ｼﾓｵｸｾﾝ) 市道薮田・森之下線 不明 5.2 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

岡谷橋 (ｵｶﾔﾊﾞｼ) 市道南判・井原線 不明 5.3 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

竹ノ内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊｼ) 市道竹之内・向桂線 不明 2.0 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

下横路橋 (ｼﾀﾖｺﾐﾁﾊﾞｼ) 市道向桂・横路線 不明 2.6 5.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

沖古市橋 (ｵｷﾌﾙｲﾁﾊﾞｼ) 市道桂峠・学校線 不明 2.6 5.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

桂２号橋 (ｶﾂﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桂上入江線 不明 3.7 8.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

桂３号橋 (ｶﾂﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道献上面・井山線 不明 2.6 1.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

表桂１号橋 (ﾋｮｳｶﾂﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桂上入江線 不明 4.0 3.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

中束１号橋 (ﾅｶﾂｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中束線 不明 2.3 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

木谷橋 (ｷﾀﾞﾆﾊｼ) 市道川本・長者原線 不明 7.9 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

土樋口橋 (ﾄﾞﾋｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道土樋口上水線 不明 5.2 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 市道土樋口上水線 不明 5.2 2.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

土橋 (ﾄﾞﾊｼ) 市道宮ノ城・高野線 2003 11.5 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

迫田橋 (ｻｺﾀﾊｼ) 市道宮ノ城・山手線 不明 5.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 市道見能・見坂前線 不明 12.0 11.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

森永橋 (ﾓﾘﾅｶﾞﾊｼ) 市道下中馬線 不明 11.2 5.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

東郷橋 (ﾄｳｺﾞｳﾊｼ) 市道山手中・谷尻線 1991 5.8 5.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

一本木橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾓｯｷｮｳ) 市道一本木・日南線 1979 5.3 5.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

神田郷２号橋 (ｶﾝﾀﾞｺﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道一本木・日南線 不明 3.8 11.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

平田川橋 (ﾋﾗﾀｶﾜﾊｼ) 市道一本木・小山線 不明 7.0 8.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ
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芹田橋（下り線） (ｾﾘﾀﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 市道一本木・小山線 不明 13.5 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

札ノ本橋 (ｻﾂﾉﾓﾄﾊｼ) 市道札ノ本・中ノ又線 不明 3.8 6.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

竹原１号橋 (ﾀｹﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道腰舞・袋地線 不明 5.7 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

沖田橋 (ｵｷﾀﾊｼ) 市道竹原沖線 不明 3.4 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

松井橋 (ﾏﾂｲﾊｼ) 市道竹原沖線 不明 2.9 2.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

竹原２号橋 (ﾀｹﾊﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道垣内・大樋線 不明 2.5 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

青山橋 (ｱｵﾔﾏﾊﾞｼ) 市道青山中線 不明 5.1 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大浜橋 (ｵｵﾊﾏﾊﾞｼ) 市道鎗分大浜線 不明 4.9 2.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

山部橋 (ﾔﾝﾍﾞﾊｼ) 市道外堀・山部線 不明 6.0 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

相合橋 (ｱｲｱﾊｼ) 市道相合・山部線 不明 11.2 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

名古田橋 (ﾅｺﾀﾊｼ) 市道岡田・横田線 1991 11.6 5.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道岡田・横田線 不明 5.6 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

茶木原橋 (ﾁｬｷﾊﾗﾊｼ) 市道山部・胡線 不明 5.3 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

田川橋 (ﾀｶﾞﾜﾊｼ) 市道山部・印内線 1985 5.3 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道印内谷線 不明 7.9 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

高原上橋 (ｺｳｹﾞﾝｳｴﾊｼ) 市道印内谷線 不明 6.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

相川橋 (ｱｲｶﾜﾊｼ) 市道印内谷線 不明 4.3 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

後相合橋 (ｳｼﾛｱｲｵｲﾊｼ) 市道甲田・後相合2号線 不明 10.0 5.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

平神橋 (ﾋﾗｼﾝｷｮｳ) 市道相合・沖田線 不明 8.0 2.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

矢賀谷橋 (ﾔｶﾞﾔﾊｼ) 市道矢賀谷線 不明 4.6 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

高猿橋 (ﾀｶｻﾙﾊｼ) 市道高猿線 不明 4.0 2.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

花岡橋 (ﾊﾅｵｶﾊﾞｼ) 市道市場・重信線 不明 5.4 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

木坂前橋 (ｷｻｶﾏｴﾊﾞｼ) 市道市場・重信線 不明 4.2 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

木坂後橋 (ｷｻｶｺﾞﾊﾞｼ) 市道市場・重信線 不明 4.1 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道市場・重信線 不明 2.5 3.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

曲橋 (ﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道日南・隠地線 不明 12.9 5.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

於手保橋 (ｵﾃﾎﾊｼ) 市道日南・川原線 不明 7.0 5.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

滝谷・於手保溜池線無名橋 (ﾀｷﾔ･ｵﾃﾀﾓﾂﾀﾒｲｹｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道滝谷・於手保溜池線 不明 7.4 2.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

竹広橋 (ﾀｹﾋﾛﾊｼ) 市道川原・中馬河内線 1981 12.0 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

長谷橋 (ﾁｮｳﾀﾆﾊｼ) 市道川原・中馬河内線 不明 3.7 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

吉ヶ谷橋 (ﾖｼｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道川原・中馬河内線 不明 8.0 5.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

中須賀橋 (ﾅｶｽｶﾊﾞｼ) 市道向川原線 不明 11.5 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

吉川橋 (ｷｯｶﾜﾊﾞｼ) 市道上川原線 不明 11.6 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

鳥井橋 (ﾄﾘｲﾊｼ) 市道於手保・川原線 不明 6.5 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

久々根橋 (ﾋｻﾋﾞｻﾈﾊｼ) 市道津々羅・千代田線 不明 6.2 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

国司１号線 (ｺｸｼ1ｺﾞｳｾﾝ) 市道国司6号線支線 不明 3.0 8.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

門出橋 (ﾓﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 市道隠地中央線 不明 12.8 5.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋3 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ3) 市道津々羅・見附線 不明 4.0 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋4 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ4) 市道津々羅・見附線 不明 3.4 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋5 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ5) 市道常光迫坂巻線 不明 6.4 7.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

本清橋 (ﾎﾝｷﾖﾊｼ) 市道細声峠線 不明 6.1 5.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

新本谷橋 (ｼﾝﾓﾄﾀﾆﾊｼ) 市道桂・本谷線 1997 6.8 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊｼ) 市道宮ノ城市場線 1995 12.0 11.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

山手橋 (ﾔﾏﾃﾊｼ) 市道山手除線 1963 2.2 11.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

無名橋7 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ7) 市道徳田1号線 不明 2.5 3.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋8 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ8) 市道石沸末光線 不明 8.8 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

無名橋9 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ9) 市道貴船大浜線 不明 3.1 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋10 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ10) 市道高北線 不明 4.5 38.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊｼ) 市道根之谷線 2008 15.0 5.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

土師大橋 (ﾊｼﾞｵｵﾊｼ) 市道大徳寺線 1972 189.1 7.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道佐々井黒瀬線 1965 28.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

古屋橋 (ﾌﾙﾔﾊﾞｼ) 市道古屋線 1972 20.0 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

登呂木橋 (ﾄﾛｷﾊﾞｼ) 市道保森線 1970 20.0 2.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊﾞｼ) 市道登立線 1964 24.5 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

常磐橋 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 市道上恩地線 1968 32.0 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

日南橋 (ﾋﾅﾊﾞｼ) 市道常磐線2号 1980 31.0 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

城之本橋 (ｼﾞｮｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 市道堤口線 1987 16.5 5.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

堤口橋 (ﾂﾂﾐｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道城之本線 1975 18.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

中廉橋 (ﾅｶｿﾞﾊﾞｼ) 市道中廉線 1967 20.0 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

六反田橋 (ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道六反田線 2001 20.9 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

土井六反田橋 (ﾄﾞｲﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道土井六反田線 1972 20.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

一之坪橋 (ｲﾁﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市道一之坪線 1968 20.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ
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寒田橋 (ｻﾌﾞﾀﾊﾞｼ) 市道五郎丸線 1965 29.3 2.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

堤口古屋橋 (ﾂﾂﾐｸﾞﾁﾌﾙﾔﾊﾞｼ) 市道堤口古屋線 1971 18.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

新楢木橋 (ｼﾝﾅﾗｷﾊｼ) 市道勝田根之谷線 不明 13.5 5.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

勝田根之谷線３号無名橋 (ｶﾂﾀﾈﾉﾀﾆｾﾝ3ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道勝田根之谷線 不明 6.4 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

四之谷線１号無名橋 (ﾖﾝﾉﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道四之谷線 不明 8.1 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

四之谷線２号無名橋 (ﾖﾝﾉﾀﾆｾﾝ2ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道四之谷線 不明 7.3 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

四之谷線３号無名橋 (ﾖﾝﾉﾀﾆｾﾝ3ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道四之谷線 不明 7.3 6.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

末石線１号無名橋 (ｽｴｲｼｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道末石線1号 不明 4.7 6.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

大地原沼内線１号無名橋 (ｵｵﾁﾊﾗﾇﾏﾅｲｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道大地原沼内線 不明 6.2 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

16 -16 市道大地原沼内線 不明 2.1 12.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

18 -18 市道谷之城線 不明 14.0 5.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大又橋 (ｵｵﾏﾀﾊﾞｼ) 市道大又線 不明 11.7 8.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

大又線１号無名橋 (ｵｵﾏﾀｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道大又線 不明 5.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

22 -22 市道大又線 不明 3.0 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

27 -27 市道市表鳥落線 不明 2.8 1.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

30 -30 市道末石線2号 不明 2.4 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

三本木薮崎線無名橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｷﾞﾔﾌﾞｻｷｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道三本木藪崎線 不明 6.2 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

横田線無名橋 (ﾖｺﾀｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道横田線 不明 6.4 3.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

竹丸線１号無名橋 (ﾀｹﾏﾙｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道竹丸線 不明 8.8 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

実宗線１号無名橋 (ｼﾞﾂﾀｶｼｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道実宗線1号 不明 7.0 3.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

実宗線２号無名橋 (ｼﾞﾂﾀｶｼｾﾝ2ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道実宗線2号 不明 6.2 2.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

四之谷橋 (ｼﾉﾀﾆﾊｼ) 市道実宗線 不明 6.7 15.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

藤田橋 (ﾌｼﾞﾀﾊﾞｼ) 市道藤田線 不明 14.1 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

堤口線無名橋 (ﾂﾂﾐｸﾞﾁｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道堤口線 不明 5.0 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

京免橋 (ｷｮｳﾒﾝﾊｼ) 市道京免線 2006 12.0 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

土井六反田線１号無名橋 (ﾄﾞｲﾛｸﾀﾝﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道土井六反田線 不明 10.2 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

49 -49 市道住田線 不明 11.5 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

寒田大槇線無名橋 (ｻﾜﾀﾞﾀﾞｲﾏｷｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道寒田大槇線 不明 8.1 4.8 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

小又線無名橋 (ｺﾏﾀｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道小又線 不明 5.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

無名橋13 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ13) 市道中山線 不明 3.0 7.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

58 -58 市道氏之木線 不明 4.5 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

南合線無名橋 (ﾅﾝｺﾞｳｾﾝﾑﾒｲﾊﾞｼ) 市道南合線 不明 3.5 11.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

内石橋 (ｳﾁｲｼﾊﾞｼ) 市道瀬木下線 不明 6.3 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

瀬木橋 (ｾﾓｯｷｮｳ) 市道内石線 不明 5.0 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

馬ノ爪橋 (ｳﾏﾉﾂﾒﾊﾞｼ) 市道川撫2号線 不明 3.8 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

川撫橋 (ｶﾜﾅﾃﾞﾊｼ) 市道川撫線 不明 6.2 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

向井橋 (ﾑｶｲﾊｼ) 市道鳥信線 不明 3.4 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道重信穏地線 不明 6.6 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

花房橋 (ﾊﾅﾌｻﾊｼ) 市道重信日南穏地線 不明 4.0 8.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

竹之内橋 (ﾀｹﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道下市重信線 不明 2.1 2.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

竹の内１号橋 (ﾀｹﾉｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道竹の内線 不明 4.9 2.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

原穏地２号橋 (ﾊﾗｵﾝﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原線 不明 2.5 10.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

上横田橋 (ｶﾐﾖｺﾀﾊﾞｼ) 市道寺川線 不明 7.3 1.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

ほととぎす橋 (ﾎﾄﾄｷﾞｽﾊﾞｼ) 市道時鳥線 不明 6.4 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

矢賀下橋 (ﾔｶﾞｼﾓﾊｼ) 市道原2号線 不明 6.5 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

早崎橋 (ﾊﾔｻｷﾊｼ) 市道矢賀3号線 不明 7.5 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

吉津具橋 (ﾖｼﾂﾞｸﾞﾊﾞｼ) 市道栗木2号線 不明 5.3 4.7 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

増屋橋 (ｿﾞｳﾔﾊﾞｼ) 市道増屋線 不明 5.2 5.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊｼ) 市道小谷線 不明 6.2 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

小原橋 (ｺﾊﾗﾊｼ) 市道小原線 不明 4.5 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

窪田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊｼ) 市道室坂線 不明 4.9 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

中鉄井橋 (ﾅｶﾃﾂｲﾊｼ) 市道端上鉄井線 不明 4.3 5.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

道ヶ谷橋 (ﾐﾁｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道市山田線 不明 4.3 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

一ノ渡橋 (ｲﾁﾉﾜﾀﾊｼ) 市道程原線 不明 4.5 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

重清橋 (ｼｹﾞｷﾖﾊｼ) 市道重清線 不明 4.4 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

桑田橋 (ｸﾜﾀﾊｼ) 市道築品山根線 不明 3.9 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

岩田屋前橋 (ｲﾜﾀﾔﾏｴﾊﾞｼ) 市道築品山根線 不明 4.6 4.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

亀谷１号線 (ｶﾒﾀﾆ1ｺﾞｳｾﾝ) 市道亀谷犬伏線 不明 4.8 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

沼川橋 (ﾇﾏｶﾜﾊｼ) 市道勘部細河内線 不明 4.0 33.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

福田中１号橋 (ﾌｸﾀﾞﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道福田中線 不明 4.8 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

谷塚橋 (ﾔﾂｶﾊﾞｼ) 市道宗塚下船木線 不明 4.2 4.3 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

池ノ内橋 (ｲｹﾉｳﾁﾊｼ) 市道池ノ内線 1994 2.7 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ
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第１内長見山橋 (ﾀﾞｲ1ｳﾁｵｻﾐﾔﾏﾊｼ) 市道青迫線 不明 2.3 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏﾊｼ) 市道日南線 不明 2.0 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

高屋橋 (ｺｳﾔﾊﾞｼ) 市道高屋線 不明 3.7 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

法恩寺橋 (ﾎｳｵﾝﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 市道井才田1号線 1971 4.0 3.1 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

上庄橋 (ｶﾐｼｮｳﾊﾞｼ) 市道福丸2号線 不明 4.3 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

佃橋 (ﾂｸﾀﾞﾊｼ) 市道深瀬粟屋線 1971 3.6 4.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

道光田２号橋 (ﾄﾞｳﾐﾂﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道道光田線 1970 4.1 3.2 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

道光田３号橋 (ﾄﾞｳﾐﾂﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道道光田線 1968 3.3 2.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅲ

第３大土１号橋 (ﾀﾞｲ3ｵｵﾂﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道第3大土線 不明 4.0 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

第３大土２号橋 (ﾀﾞｲ3ｵｵﾂﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道第3大土線 不明 3.5 4.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

2021 -2021 市道横川人次線 不明 2.5 7.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

道敬跨線橋 (ﾄﾞｳｹｲｺｾﾝｷｮｳ) 市道道敬線 1979 10.5 5.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

1008 -1008 市道平沖線 不明 4.0 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

1009 -1009 市道大土山線 不明 4.8 4.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

3001 -3001 市道高大地線 不明 2.1 3.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

1013 -1013 市道実重線 不明 2.5 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

4010 -4010 市道崎打2号線 不明 4.7 4.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

4008 -4008 市道舟山線 不明 4.1 3.4 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

竹森谷橋 (ﾀｹﾓﾘﾀﾆﾊﾞｼ) 市道竹森谷線 不明 4.1 3.6 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

5004 -5004 市道見坂線 不明 3.8 5.0 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

油免橋 (ｱﾌﾞﾗﾒﾝﾊﾞｼ) 市道竹森・粟森谷線 不明 3.3 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

2025 -2025 市道割石2号線 不明 2.5 3.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

1003 -1003 市道城之下線 不明 4.0 4.5 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅰ

7297 -7297 市道瀬戸田線 不明 2.5 3.9 安芸高田市 広島県 安芸高田市 Ⅱ

無名1 (ﾑﾒｲ1) 町道府中大橋茂陰線 1980 3.6 11.0 府中町 広島県 府中町 Ⅰ

長尾農道橋 (ﾅｶﾞｵﾉｳﾄﾞｳｷｮｳ) 町道山田中央線 1970 4.3 4.4 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

無名2 (ﾑﾒｲ2) 町道山田中央線 1970 4.1 4.7 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

鶴江4号橋 (ﾂﾙｴ4ｺﾞｳﾊｼ) 町道鶴江4号線 1970 3.9 4.4 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

無名3 (ﾑﾒｲ3) 町道鶴江5号線 2000 2.6 2.5 府中町 広島県 府中町 Ⅰ

無名4 (ﾑﾒｲ4) 町道鶴江12号線 2004 4.1 4.2 府中町 広島県 府中町 Ⅰ

午王田2号橋 (ｺﾞｳﾃﾞﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道清水ヶ丘1号線 1960 8.0 3.1 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

無名5 (ﾑﾒｲ5) 町道大通2号線 1970 2.6 4.1 府中町 広島県 府中町 Ⅰ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊｼ) 町道山田6号線 1956 4.7 4.0 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

林道山田線橋 (ﾘﾝﾄﾞｳﾔﾏﾀﾞｾﾝﾊｼ) 町道山田25号線 1970 3.6 6.7 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

無名6 (ﾑﾒｲ6) 町道八幡8号線 1970 4.9 3.2 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

八幡ヶ丘3号橋 (ﾔﾊﾀｶﾞｵｶ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道八幡10号線 1980 4.0 5.6 府中町 広島県 府中町 Ⅰ

八幡ヶ丘7号橋 (ﾔﾊﾀｶﾞｵｶ7ｺﾞｳﾊｼ) 町道八幡14号線 1980 4.0 6.0 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

金剛寺前橋 (ｺﾝｺﾞｳｼﾞﾏｴﾊｼ) 町道八幡24号線 1980 3.4 6.7 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

無名7 (ﾑﾒｲ7) 町道八幡24号線 1970 2.1 2.8 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

寒谷農道橋 (ｻﾌﾞﾀﾆﾉｳﾄﾞｳﾊｼ) 町道八幡27号線 1970 2.1 3.3 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

無名8 (ﾑﾒｲ8) 町道青崎1号線 1980 2.6 1.9 府中町 広島県 府中町 Ⅱ

無名9 (ﾑﾒｲ9) 町道みくまり24号線 1970 9.2 4.6 府中町 広島県 府中町 Ⅲ

平成三谷橋 (ﾍｲｾｲﾐﾀﾆﾊｼ) 町道初神中央線 2007 13.5 5.2 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

山路橋 (ﾔﾏｼﾞﾊﾞｼ) 町道山路線 2010 9.7 9.2 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

庁舎橋 (ﾁｮｳｼｬﾊﾞｼ) 町道役場前線 2001 14.5 13.8 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

三谷橋 (ﾐﾀﾆﾊﾞｼ) 町道初神中央線 2005 8.3 5.2 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 町道五反田山ノ代線 2014 8.5 6.6 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

萩城橋 (ﾊｷﾞｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 町道萩城線 1965 3.1 5.5 熊野町 広島県 熊野町 Ⅲ

薮太央橋 (ﾔﾌﾞﾀｲｵｳﾊﾞｼ) 町道藪太央線 1965 2.1 4.9 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

宮前椎川１号橋 (ﾐﾔﾏｴｼｲｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道宮前椎川線 1998 2.8 4.8 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

的場西橋 (ﾏﾄﾊﾞﾆｼﾊﾞｼ) 町道的場西線 1965 6.5 4.5 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

宗貞大水南地橋 (ﾑﾈｻﾀﾞｵｵﾐﾅｼﾞﾊﾞｼ) 町道宗貞大水南地線 1998 2.2 3.3 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

田ヤヶ谷１号橋 (ﾀﾔｶﾞﾀﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道田ヤヶ谷線 1993 2.0 5.9 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

鶴ヶ沢２号東橋 (ﾂﾙｶﾞｻﾜﾆｺﾞｳﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 町道鶴ヶ沢２号線 2011 2.5 8.0 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

鶴ヶ沢２号北橋 (ﾂﾙｶﾞｻﾜﾆｺﾞｳｷﾀﾊﾞｼ) 町道鶴ヶ沢２号線 2011 2.4 8.3 熊野町 広島県 熊野町 Ⅰ

本総頭橋 (ﾎﾝｿｳｽﾞﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1958 10.3 6.2 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

本総頭橋(歩道橋) (ﾎﾝｿｳｽﾞﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ)) 町道総頭川1号線 1985 11.4 1.6 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

向井田橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1965 10.6 9.5 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

歩道橋 (ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 町道総頭川1号線 1974 8.9 1.8 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

松見橋 (ﾏﾂﾐﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1970 9.4 6.3 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

井の口橋 (ｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1974 7.9 2.5 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

刈津土井橋 (ｶﾘﾂﾄﾞｲﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1964 8.4 3.3 坂町 広島県 坂町 Ⅱ
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恵美須橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 町道浜田中洲線 1960 12.3 4.6 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

板見橋 (ｲﾀﾐﾊﾞｼ) 町道板見線 1987 8.7 4.8 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

醤油橋 (ｼｮｳﾕﾊﾞｼ) 町道丸林1号線 1988 5.4 4.3 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

中西橋 (ﾅｶﾆｼﾊﾞｼ) 町道中村1号線 1964 10.1 2.6 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道中村3号線 1962 8.0 4.0 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

綿打橋 (ﾜﾀｳﾁﾊﾞｼ) 町道中村5号線 1966 7.3 3.3 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

尾明橋 (ｵﾐｮｳﾊﾞｼ) 町道中村5号線 不明 4.4 3.6 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道中村6号線 不明 3.7 2.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

角口橋 (ｶﾄﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 町道中村15号線 不明 2.7 2.7 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

槇尾橋 (ﾏｷｵﾊﾞｼ) 町道向井田線 1962 8.2 1.9 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

旗橋 (ﾊﾀﾊﾞｼ) 町道上条13号線 1973 8.6 3.7 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

嶽橋 (ﾀﾞｹﾊﾞｼ) 町道上条19号線 不明 6.2 2.5 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

西側2号橋 (ﾆｼｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西側2号線 不明 3.7 2.5 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

クイ橋 (ｸｲﾊﾞｼ) 町道西側6号線 不明 2.2 1.9 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

西側8号橋 (ﾆｼｶﾞﾜ8ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西側8号線 不明 2.2 1.5 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

西側10号橋 (ﾆｼｶﾞﾜ10ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西側10号線 不明 2.0 1.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

西側14号橋 (ﾆｼｶﾞﾜ14ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西側14号線 不明 2.2 1.3 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 町道大曲東岡線 1986 10.0 4.8 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

森浜橋 (ﾓﾘﾊﾏﾊﾞｼ) 町道大曲2号線 1961 8.7 14.7 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

中学橋 (ﾁｭｳｶﾞｸﾊﾞｼ) 町道森浜1号線 1972 6.1 1.8 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

伝田橋 (ﾃﾞﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 町道森浜5号線 不明 2.0 1.6 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

尾鷹橋 (ｵﾀｶﾊﾞｼ) 町道横浜二部4号線 不明 3.7 4.9 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 町道地蔵土手線 1973 4.1 8.0 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

花房橋 (ﾊﾅﾌﾞｻﾊﾞｼ) 町道横浜二部16号線 1970 14.6 4.3 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

岡下橋 (ｵｶｼﾀﾊﾞｼ) 町道岡下2号線 1973 9.5 4.7 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

水尻橋 (ﾐｽﾞｼﾘﾊﾞｼ) 町道水尻1号線 1974 6.3 2.1 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

二本橋 (ﾆﾎﾝﾊﾞｼ) 町道天地川1号線 1967 13.5 7.7 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

大判橋 (ｵｵﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 町道天地川1号線 不明 8.0 3.5 坂町 広島県 坂町 Ⅲ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 町道天地川1号線 1973 12.7 4.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 町道向田16号線 1970 10.2 4.6 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

藤向橋 (ﾌｼﾞﾑｶｲﾊﾞｼ) 町道藤之脇1号線 1965 14.7 1.8 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

藤之脇1号橋 (ﾌｼﾞﾉﾜｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道藤之脇1号線 不明 4.0 3.1 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

藤之脇6号橋 (ﾌｼﾞﾉﾜｷ6ｺﾞｳｷｮｳ) 町道藤之脇6号線 不明 2.0 1.4 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

天地橋 (ﾃﾝﾁﾊﾞｼ) 町道藤之脇7号線 1963 9.8 7.7 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

小保橋 (ｺﾎﾊﾞｼ) 町道河内2号線 1979 2.5 3.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

極楽橋 (ｺﾞｸﾗｸﾊﾞｼ) 町道スドコ線 1970 9.4 4.1 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

スドコ橋 (ｽﾄﾞｺﾊﾞｼ) 町道スドコ線 不明 2.0 1.7 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

酒屋橋 (ｻｶﾔﾊﾞｼ) 町道西谷1号線 不明 3.3 1.2 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

河西橋 (ｶﾜﾆｼﾊﾞｼ) 町道西谷2号線 不明 2.7 1.3 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

砥場橋 (ﾄｲｼﾊﾞﾊﾞｼ) 町道坂小屋浦線 1975 4.0 1.9 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

西山5号橋 (ﾆｼﾔﾏ5ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西山5号線 不明 2.1 2.8 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

下総頭橋 (ｼﾓｿｳｽﾞﾊﾞｼ) 町道総頭川1号線 1990 19.7 6.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

下植田橋 (ｼﾓｳｴﾀﾞﾊﾞｼ) 町道植田梨ヶ浦線 不明 2.4 4.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

梨ヶ浦橋 (ﾅｼｶﾞｳﾗﾊﾞｼ) 町道植田梨ヶ浦線 1972 2.8 3.1 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

植田上条橋 (ｳｴﾀﾞｶﾐｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 町道植田上条線 1970 3.5 3.0 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

汐見橋歩道橋 (ｼｵﾐﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 町道総頭川1号線 2003 13.5 3.8 坂町 広島県 坂町 Ⅰ

西谷8号橋 (ﾆｼﾀﾆ8ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西谷8号線 不明 2.7 2.2 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

大城橋 (ｵｵｼﾞﾛﾊﾞｼ) 町道坂小屋浦線 1980 8.5 3.8 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

植田(BOX) (ｳｴﾀﾞ(BOX)) 町道植田上条線 1996 6.9 16.9 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

第2刈津土井橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾘﾂﾄﾞｲﾊﾞｼ) 町道坂小屋浦線 1994 8.6 2.4 坂町 広島県 坂町 Ⅱ

程原橋 (ﾎﾄﾞﾊﾗﾊｼ) 町道程原線 1937 130.0 2.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

川北橋 (ｶﾜｷﾀﾊﾞｼ) 町道土居線 1967 88.0 4.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

上殿橋 (ｶﾐﾄﾉﾊｼ) 町道榮線 1949 74.9 2.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

須床橋 (ｽﾄﾞｺﾊﾞｼ) 町道本郷吉和郷支線 1969 60.0 4.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

滝山橋 (ﾀｷﾔﾏﾊﾞｼ) 町道巴町鬼後線 1984 57.1 5.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

明神橋 (ﾐｬｳｼﾝﾊｼ) 町道本郷線 1936 55.1 6.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊｼ) 町道澄合線 1994 48.5 4.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊｼ) 町道坂根線 1965 44.0 3.5 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

船場一位原線一号橋 (ﾌﾅﾊﾞｲﾁｲﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道船場一位原線 1994 39.6 5.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

天竺橋 (ﾃﾝｼﾞｸﾊﾞｼ) 町道阿正谷２号線 1985 34.5 6.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊｼ) 町道箕角筒賀線 1975 64.5 5.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

周川橋 (ｽｶﾞﾜﾊｼ) 町道周川槙ヶ原線 1969 34.0 5.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ
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河鹿橋 (ｶｼﾞｶﾊﾞｼ) 町道古市香草線 1980 29.0 5.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

打梨橋 (ｳﾂﾅｼﾊｼ) 町道清水線 1973 28.0 4.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

４号橋 (ﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道温井ダム巡回線 1994 27.0 5.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

居領田橋 (ｲﾘｮｳﾀﾞﾊｼ) 町道居領田線 1977 25.0 3.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

集会所橋 (ｼｭｳｶｲｼｮﾊｼ) 町道百々線 1991 24.3 3.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

渡谷橋 (ﾄﾔﾊｼ) 町道榎平山線 1965 24.0 5.6 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

犬ヶ谷橋 (ｲﾇｶﾞﾀﾆﾊｼ) 町道板ヶ谷線 1972 21.0 8.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

柳谷橋 (ﾔﾅｷﾞﾀﾆﾊｼ) 町道柳谷線 1978 21.0 5.5 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

尚志橋 (ｼｮｳｼﾊｼ) 町道穴阿川登線 1984 20.9 4.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

梅ノ木３号橋 (ｳﾒﾉｷｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道梅ノ木線 1975 19.5 6.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

天上山３号橋 (ﾃﾝｼﾞｮｳｻﾞﾝｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道天上山線 1986 19.5 5.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

川登橋 (ｶﾜﾉﾎﾞﾘﾊｼ) 町道穴阿川登線 1963 19.2 3.4 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

念仏橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊｼ) 町道八幡原小屋原線 1974 17.0 1.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

古仏丁橋 (ｺﾌﾞﾂﾁｮｳﾊｼ) 町道山廻榮原線 1981 15.5 5.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

鑢橋 (ﾀﾀﾗﾊﾞｼ) 町道水梨線 1960 13.7 4.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

門田橋 (ﾓﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 町道門田線 1982 13.6 7.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

盆徳橋 (ﾎﾞﾝﾄｸﾊｼ) 町道下山加計線 1965 13.5 5.6 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

殿賀橋 （ﾄﾉｶﾞﾊﾞｼ） 町道堂見橋線 1991 12.1 9.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

岡谷橋 (ｵｶﾀﾆﾊｼ) 町道本郷坂原線 1995 12.6 6.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

名護木橋 (ﾅｺｷﾊｼ) 町道出口横山線 1982 12.8 6.5 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道本郷線 1936 11.5 6.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

東坂原橋 (ﾋｶﾞｼｻｶﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 町道東坂原線 1975 11.5 3.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

藤屋橋 (ﾌｼﾞﾔﾊｼ) 町道四百田線 1970 11.2 6.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

猪之尻橋 (ｲﾉｼﾞﾘﾊﾞｼ) 町道江良原線 1966 10.9 3.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

岩田橋 (ｲﾜﾀﾊﾞｼ) 町道土居寺領線 1962 10.9 4.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

谷尻橋 (ﾀﾝｼﾞﾘﾊｼ) 町道丁川線 1955 10.5 5.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

弥太郎橋 (ﾔﾀﾛｳﾊﾞｼ) 町道三谷龍頭線 1980 9.4 4.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

ワカヨヌルヲ線1号橋 (ﾜｶﾖﾇﾙｦｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道ワカヨヌルヲ線 1980 9.1 6.5 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

湯の谷橋 (ﾕﾉﾀﾆﾊｼ) 町道小原蟹股水晶谷線 1954 9.1 4.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

天上山2号橋 (ﾃﾝｼﾞｮｳｻﾞﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道天上山線 1986 8.5 7.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

根武谷橋 （ﾈﾌﾞﾀﾆﾊｼ） 町道念仏谷線 1970 8.8 2.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

中平橋 (ﾅｶﾋﾗﾊｼ) 町道平見谷線 1990 7.1 6.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

小板橋 (ｺｲﾀﾊﾞｼ) 町道小板深入山線 1936 7.6 6.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

打梨4号橋 (ｳﾂﾅｼﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道清水線 1975 7.2 4.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

往関橋 (ｵｳｶﾝﾊｼ) 町道堀江河内線 1991 7.4 4.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

黒峠線1号橋 (ｸﾛﾀﾞｵｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道黒峠線 1975 6.9 2.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

猪股橋 （ｲﾉﾏﾀﾊﾞｼ) 町道猪股線 1975 8.4 8.4 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

周川槙ヶ原線1号橋 (ｽｶﾞﾜﾏｷｶﾞﾊﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道周川槙ヶ原線 1958 6.5 9.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

香郷線2号橋 (ｶｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道香郷線 1980 6.1 5.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊｼ) 町道大西橋 1965 7.1 4.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

田地橋 (ﾀﾁﾞﾊﾞｼ) 町道本郷坂原線 1960 6.8 5.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

野影千本線1号橋 (ﾉｶｹﾞｾﾝﾎﾞﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道野影千本線 1990 5.6 4.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

上馬橋 （ｶﾐｳﾏﾊﾞｼ) 町道汁垂線 1970 5.3 5.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

光石線1号橋 (ﾐﾂｲｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道光石線 1975 5.1 3.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

杉の泊線1号橋 (ｽｷﾞﾉﾄﾏﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道杉の泊線 1975 4.6 3.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

木坂下線1号橋 （ｷｻﾞｶｼﾓｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道木坂下線 1991 4.4 6.6 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

穂坪線1号橋 (ﾎﾂﾎﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道穂坪線 1965 4.7 4.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

明ヶ谷辺森線2号橋 （ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾍﾓﾘｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道明ヶ谷辺森線 1965 4.1 3.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

畑ヶ谷線1号橋 （ﾊﾀｶﾞﾀﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道畑ヶ谷線 1971 4.9 4.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

明ヶ谷辺森線3号橋 （ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾍﾓﾘｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道明ヶ谷辺森線 1965 4.1 3.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

上野地橋 (ｶﾐﾉﾁﾞﾊﾞｼ) 町道本郷坂原線 1963 4.2 4.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

野影千本線2号橋 (ﾉｶｹﾞｾﾝﾎﾞﾝｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道野影千本線 1990 3.7 5.4 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

藤野橋 (ﾌｼﾞﾉﾊﾞｼ) 町道小板深入山線 1960 3.2 3.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

打梨2号橋 (ｳﾂﾅｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道清水線 1975 2.5 4.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

2号橋 (ﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道向光石光石線 1980 3.2 9.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

坪野4号線1号橋 (ﾂﾎﾞﾉﾖﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道坪野4号線 1975 2.3 10.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

辻の河原沖線1号橋 (ﾂｼﾞﾉｶﾜﾗｵｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道辻の河原沖線 1988 3.1 3.5 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

上杉橋 (ｳｴｽｷﾞﾊﾞｼ) 町道本郷坂原線 1958 3.1 4.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

木坂下線2号橋 (ｷｻﾞｶｼﾓｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道木坂下線 1991 3.0 5.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

湯の森橋 (ﾕﾉﾓﾘﾊｼ) 町道本郷吉和郷線 1976 3.0 4.4 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

穴阿川登線1号橋 (ｱﾅｱｶﾞﾜﾉﾎﾞﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道穴阿川登線 1963 3.0 4.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

坂根黒峠線1号橋 (ｻｶﾈｸﾛﾀﾞｵｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道坂根黒峠線 1982 2.7 3.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ
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杉谷線1号橋 (ｽｷﾞﾀﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道杉谷線 1970 2.9 3.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

砂子橋 (ｽﾅｺﾞﾊﾞｼ) 町道箕角線 1975 2.4 25.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

高下3号線1号橋 (ｺｳｹﾞｻﾝｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道高下3号線 1970 2.0 3.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

古泓線1号橋 （ｺﾌﾞｹｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊｼ） 町道古泓線 1975 2.4 2.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道本井手線 1973 3.3 6.8 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

八幡原2号橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞﾗﾆｺﾞｳｾﾝ) 町道田中八幡原線 1959 3.6 4.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

小板線1号橋 (ｺｲﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道小板線 1960 2.4 7.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

水梨線2号橋 (ﾐｽﾞﾅｼｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道水梨線 1960 3.3 8.9 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

打梨那須線1号橋 (ｳﾂﾅｼﾅｽｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道打梨那須線 1970 2.8 6.7 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅲ

梅ノ木線4号橋 (ｳﾒﾉｷｾﾝﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道梅ノ木線 1968 2.0 5.1 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

湯所東線1号橋 （ﾕｼｮﾋｶﾞｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ） 町道湯所東線 1970 2.5 4.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

天上山線4号橋 （ﾃﾝｼﾞｮｳｻﾞﾝﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道天上山線 1986 2.8 6.3 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

井手瀬線1号橋 (ｲﾃﾞｾｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道井手瀬線 1970 3.3 4.4 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

川登勝草線1号橋 (ｶﾜﾉﾎﾞﾘｶｯｿｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道川登勝草線 1975 2.4 4.0 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

香草2号線1号橋 (ｶｸﾞｻﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道香草2号線 2007 2.0 5.2 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

坂根線1号橋 (ｻｶﾈｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道坂根線 1965 3.0 13.5 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅰ

川淵橋 (ｶﾜﾌﾞﾁﾊｼ) 町道小原大暮線 2005 27.5 8.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

折本橋 (ｵﾘﾓﾄﾊｼ) 町道小屋ヶ谷線 1965 22.6 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

半田橋 (ﾊﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 町道小屋ヶ谷線 1968 22.5 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

深山新橋 (ﾐﾔﾏｼﾝﾊﾞｼ) 町道小原大暮線 1983 19.2 7.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

大佐川橋 (ｵｵｻｶﾞﾜﾊﾞｼ) 町道下山橋山線 1972 38.8 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

錦橋 (ﾆｼｷﾊｼ) 町道下山橋山線 1974 23.6 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

中野原橋 (ﾅｶﾉﾊﾗﾊｼ) 町道移原深溝線 1976 11.0 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

温田橋 (ﾇｸﾀﾞﾊｼ) 町道雄鹿原空城線 1989 36.5 9.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

宮ヶ原橋 (ﾐﾔｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 町道雄鹿原空城線 1994 15.4 10.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

乙出橋 (ｵﾄｲﾃﾞﾊｼ) 町道中島くぐる木線 1974 11.5 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊｼ) 町道中央駄原線 1969 25.7 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

田屋ヶ原橋 (ﾀﾔｶﾞﾊﾗﾊｼ) 町道奥原苅屋形線 1982 15.0 6.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ) 町道板村才乙線 1984 9.9 6.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

樋本橋 (ﾋﾓﾄﾊｼ) 町道奥中原苅屋形線 1972 20.1 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

新中郷橋 (ｼﾝﾅｶｺﾞｳﾊｼ) 町道中郷線 1980 14.7 5.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ) 町道三島新川線 1980 8.8 7.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

幸角橋 (ｺｳｽﾐﾊｼ) 町道中祖荒神線 1978 26.5 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

橋田屋橋 (ﾊｼﾀﾔﾊｼ) 町道後ヶ原下林線 1974 24.0 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

出賀原下橋 (ｲﾃﾞｶﾞﾊﾗｼﾓﾊﾞｼ) 町道出賀原線 1990 17.5 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

精進橋 (ｼﾞｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 町道下小原線 1970 16.1 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新屋橋２ (ｼﾝﾔﾊｼ) 町道大暮東線 1967 22.6 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

増田屋橋 (ﾏｽﾀﾞﾔﾊﾞｼ) 町道上田野々谷線 1996 35.8 5.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

落合橋２ (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 町道落合線 1964 15.9 8.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

土居橋 (ﾄﾞｲﾊｼ) 町道南門原線 1971 17.0 4.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

藤渕橋 (ﾌｼﾞﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 町道奥中原南門原線 1982 23.6 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

鹿狼橋 (ｶﾛｳﾊｼ) 町道荒神渕ヶ原線 1985 18.6 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

中祖橋１ (ﾅｶｿﾊﾞｼ) 町道御堂原線 1993 20.9 6.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大才橋 (ｵｵﾄｼﾊｼ) 町道橋山岡田線 1976 18.6 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

須廻橋 (ｽﾏﾜﾘﾊｼ) 町道須廻線 1959 24.0 5.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

仲合橋 (ﾅｶｱｲﾊｼ) 町道野々原苅屋形線 1979 18.5 4.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

苅萱橋 (ｶﾙｶﾔﾊｼ) 町道長者原戸河内線 1965 31.7 6.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

聖橋 (ﾋｼﾞﾘﾊﾞｼ) 町道長者原戸河内線 1959 29.0 5.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

宮瀬橋 (ﾐﾔｾﾊｼ) 町道宮瀬神社線 1951 27.0 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

芸北大橋 (ｹﾞｲﾎｸｵｵﾊｼ) 町道川小田小板線 1977 44.0 8.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

鎧滝橋 (ﾖﾛｲﾀｷﾊｼ) 町道川小田小板線 1985 112.0 7.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

空城橋 (ｿﾗｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 町道川小田小板線 1987 17.2 8.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 町道原後賀原線 1978 30.1 1.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

小峠大橋 (ｺﾀﾞｵｵﾊｼ) 町道岡田小峠線 1985 24.4 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

吉ヶ口橋 (ﾖｼｶﾞｸﾞﾁﾊｼ) 町道小原米沢線 1987 20.7 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊｼ) 町道大暮岡ノ切線 1970 28.1 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

川崎橋１ (ｶﾜｻｷﾊﾞｼ) 町道九門明茅原線 1974 16.0 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

女鹿原橋 (ﾒｶﾞﾊﾗﾊｼ) 町道女鹿原線 1969 14.5 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

吉渡橋 (ﾖｼﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 町道吉渡線 1973 51.0 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

脇原橋 (ﾜｷﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 町道小枝線 1994 40.6 6.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

岩戸大橋 (ｲﾜﾄｵｵﾊｼ) 町道岩戸線 1994 43.0 11.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊｼ) 町道岩戸線 1990 16.6 11.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ
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梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 町道横路線 1987 41.8 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新庄大橋 (ｼﾝｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 町道新庄西口上市線 2002 44.0 10.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

筏津橋 (ｲｶﾀﾞﾂﾊｼ) 町道筏津小学校線 1968 16.0 4.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

可愛橋 (ｴﾉﾊｼ) 町道大塚市宮松線 1935 18.3 7.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

亀尻橋 (ｶﾒｼﾞﾘﾊﾞｼ) 町道亀尻線 1972 21.7 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

馬場大橋 (ﾊﾞﾊﾞｵｵﾊｼ) 町道馬場線 1982 18.0 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 町道宮迫脇原線 1982 14.8 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊｼ) 町道平田本線 1974 40.7 5.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

小名原橋 (ｺﾅﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 町道小名原線 1996 14.8 6.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

浜田屋橋 (ﾊﾏﾀﾞﾔﾊｼ) 町道筏津線 1984 14.5 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

風呂屋橋 (ﾌﾛﾔﾊｼ) 町道筏津線 1981 15.4 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

土居田橋 (ﾄﾞｲﾀﾊｼ) 町道土居田工岩線 1970 23.0 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

秋信橋 (ｱｷﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 町道秋信線 1982 16.0 3.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

矢熊橋 (ﾔｸﾞﾏﾊﾞｼ) 町道城ノ前高広線 1988 16.7 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

大穀屋橋 (ﾀﾞｲｺｸﾔﾊｼ) 町道上槇之元線 1969 16.2 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊｼ) 町道平田線 1990 17.3 4.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

横路橋 (ﾖｺﾛﾊﾞｼ) 町道横路支線 1981 43.0 5.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

甲田橋 (ｺｳﾀﾞﾊｼ) 町道立石田中原線 1991 17.6 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

落合橋３ (ｵﾁｱｲﾊｼ) 町道田福利線 1983 50.0 2.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

保本橋 (ﾎﾓﾄﾊｼ) 町道田原筏津線 1999 10.8 8.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

本郷橋１ (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道大塚筏津線 1978 10.0 6.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

橋詰橋２ (ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 町道女鹿原線 1985 10.6 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

四通橋 (ﾖﾄｵﾘﾊﾞｼ) 町道女鹿原線 1990 9.4 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

長通橋 (ﾅｶﾞﾄﾞｵﾘﾊｼ) 町道女鹿原線 1989 10.5 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

別所橋１ (ﾍﾞﾂｼｮﾊﾞｼ) 町道別所線 1965 9.5 6.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

寒曳橋 (ｶﾝﾋﾞｷﾊｼ) 町道間所線 1985 10.4 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

盤門橋 (ﾊﾞﾝﾓﾝﾊﾞｼ) 町道宮迫横断線 1972 13.5 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大鉄穴橋 (ｵｵｶﾞﾝﾅﾊｼ) 町道船峠線 1987 12.6 10.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

一文水橋 (ｲﾁﾓﾝﾐｽﾞﾊｼ) 町道船峠線 1988 8.7 8.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

小山橋 (ｵﾔﾏﾊｼ) 町道大塚市宮松線 1935 13.9 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

佳里也橋 (ｶﾘﾔﾊｼ) 町道西横朝枝線 1935 10.5 5.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

前岡橋 (ﾏｴｵｶﾊｼ) 町道木次石井谷線 1973 8.3 8.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

今田大橋 (ｲﾏﾀﾞｵｵﾊｼ) 町道奥今田線 1993 13.6 8.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

城下橋 (ｼﾞｮｳｶﾊﾞｼ) 町道奥今田線 1994 11.0 8.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

別所橋２ (ﾍﾞｯｼｮﾊﾞｼ) 町道本地寺原線 1961 10.4 6.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

日羅地1号橋 (ﾋﾅﾜﾗﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道日羅地線 1962 13.4 3.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

鹿田原橋 (ｼｶﾀﾊﾗﾊｼ) 町道惣森美土里線 1976 11.0 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

惣森橋 (ｿｳﾓﾘﾊﾞｼ) 町道野賀漆原線 1945 28.3 2.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

伊関橋 (ｲｾﾞｷﾊｼ) 町道大久保地線 1957 14.1 2.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

神崎橋 (ｶﾝｻﾞｷﾊﾞｼ) 町道神崎武住線 1921 15.0 4.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

三光橋 (ｻﾝｺｳﾊﾞｼ) 町道本地寺原線 1961 8.5 6.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上官橋 (ｼﾞｮｳｶﾝﾊﾞｼ) 町道沖久保線 1980 72.4 6.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

田中橋２ (ﾀﾅｶﾊｼ) 町道本地中央線 1972 19.0 7.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

勝田橋 (ｶｯﾀﾊｼ) 町道勝田落合線 1992 13.1 8.2 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

日乃出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 町道水井手線 1990 12.8 10.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾗﾊｼ) 町道久保角田中原線 1959 10.6 4.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

大仙橋 (ﾀﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 町道大仙松崎線 1975 13.3 6.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

高佛橋 町道瀬山萩原線 1966 9.1 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

吉木中央橋1 (ﾖｼｷﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 町道吉木掛札線 1978 10.3 4.6 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

大筒橋 (ｵｵﾂﾂﾊｼ) 町道吉木掛札線 1968 10.0 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上鶉木2号橋 (ｶﾐｳｽﾞﾗｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道琴谷鶉木線 1976 10.4 5.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

青木橋 (ｱｵｷﾊﾞｼ) 町道志路原上石線 1963 8.4 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

上石橋 (ｶﾐｲｼﾊﾞｼ) 町道石中山線 1973 9.3 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

和波橋 町道石中山線 1985 11.3 6.0 北広島町 広島県 北広島町 Ⅰ

松崎下橋 (ﾏﾂｻｷｼﾓﾊﾞｼ) 町道下阿坂松崎線 1964 8.1 3.4 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

農和橋 (ﾉｳﾜﾊﾞｼ) 町道農和線 1964 9.8 1.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

念佛橋 (ﾈﾝﾌﾞﾂﾊｼ) 町道七曲長笹線 1989 37.4 3.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

古野橋 (ｺﾉﾊｼ) 町道才ノ平古野線 1986 26.0 1.8 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

下ヶ原橋 (ｼﾓｶﾞﾊﾗﾊｼ) 町道日奈線 1973 16.8 5.7 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

土居ヶ原橋 (ﾄﾞｲｶﾞﾊﾗﾊｼ) 町道中八幡線 1965 15.8 4.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅲ

新神才橋 (ｼﾝｶﾝｻｲﾊｼ) 町道才ノ平古野線 1980 37.3 4.9 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

川崎橋３ (ｶﾜｻｷﾊｼ) 町道橋ヶ平川線 1936 16.5 5.1 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ
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善徳橋 (ｾﾞﾝﾄｸﾊｼ) 町道小林川崎線 1993 9.1 10.5 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

新琴谷橋 (ｼﾝｺﾄﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道庄原中央線 1980 13.7 16.3 北広島町 広島県 北広島町 Ⅱ

矢弓橋 (ﾔﾕﾐﾊｼ) 町道矢弓下組線 1998 14.7 8.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

長島大橋 (ﾅｶﾞｼﾏｵｵﾊｼ) 町道長島大橋線 1987 402.0 8.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

石摺橋 (ｲｼｽﾘﾊｼ) 町道東原下向山線 1994 21.3 12.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

新原下橋 (ｼﾝﾊﾗｹﾞﾊｼ) 町道原田原下線 1991 17.8 10.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

総九郎橋 (ｿｳｸﾛｳﾊｼ) 町道池田1号線 1973 15.6 5.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

長島大橋(側径間) (ﾅｶﾞｼﾏｵｵﾊｼ(ｿｸｹｲｶﾝ) 町道長島大橋線 1987 158.4 8.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

生野島循環線１号橋 (ｲｸﾉｼﾏｼﾞｭﾝｶﾝｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道生野島循環線 1974 2.6 6.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

生野島循環線２号橋 (ｲｸﾉｼﾏｼﾞｭﾝｶﾝｾﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道生野島循環線 1976 2.0 3.7 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

上豊広橋 (ｶﾐﾄﾖﾋﾛﾊｼ) 町道上豊広線 1972 3.2 5.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

古社谷橋 (ｺｼｬﾀﾞﾆﾊｼ) 町道古社谷線 1971 2.0 7.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

夏更１号橋 (ﾅﾂﾑｹ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道夏更線 1976 3.5 3.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

赤通１号橋 (ｱｶﾄﾞｵﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道赤通線 1983 7.6 6.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

矢弓線１号橋 (ﾔﾕﾐｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道矢弓線 1960 3.1 4.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

白水森ヶ迫１号橋 (ｼﾛﾐｽﾞﾓﾘｶﾞｻｺ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道白水森ヶ迫線 1984 4.5 16.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

岩白橋 (ｲﾜｼﾛﾊｼ) 町道岩白線 1965 3.3 3.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

城山１号橋 (ｼﾞｮｳﾔﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道城山線 1986 4.9 5.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

高田側１号橋 (ﾀｶﾀｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道高田側２号線 1986 4.2 8.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

曙橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊｼ) 町道先大田線 1968 7.6 7.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

宇浜正畠１号橋 (ｳﾊﾏｼｮｳﾊﾞﾀｹ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道宇浜正畠線 1969 2.0 3.3 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

宇浜正畠２号橋 (ｳﾊﾏｼｮｳﾊﾞﾀｹ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道宇浜正畠線 1969 2.7 3.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

尾派汰１号橋 (ｵﾊﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道尾派汰１号線 1971 4.5 6.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

尾派汰２号橋 (ｵﾊﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道尾派汰１号線 1976 3.7 4.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

尾派汰３号橋 (ｵﾊﾀ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道尾派汰１号線 1976 3.5 4.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

伊佐岐野賀１号橋 (ｲｻｷﾞﾉｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道伊佐岐野賀線 1961 3.5 4.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

木江沖浦１号橋 (ｷﾉｴｵｷｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道木江沖浦線 1962 7.0 3.9 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

三里浜川橋 (ｻﾘﾊﾏｶﾜﾊｼ) 町道沖浦線 1985 12.6 5.7 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

沖浦１号橋 (ｵｷｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道沖浦線 1985 3.8 6.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

沖浦２号橋 (ｵｷｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道沖浦線 1974 3.8 6.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

柏谷１号橋 (ｶｼﾜﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道柏谷２号線 1974 2.5 2.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

円妙寺三里浜１号橋 (ｴﾝﾐｮｳｼﾞｻﾘﾊﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道円妙寺三里浜線 1979 3.1 4.9 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

木越三里浜１号橋 (ｷｺﾞｼｻﾘﾊﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道木越三里浜線 1965 5.1 1.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

三里浜東西１号橋 (ｻﾘﾊﾏﾄｳｻﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道三里浜東西線 1963 2.3 10.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

沖浦明石１号橋 (ｵｷｳﾗｱｶｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道沖浦明石線 1947 4.3 2.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

向浜東郷１号橋 (ﾑｶｲﾊﾏﾋｶﾞｼｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道向浜東郷線 1975 3.0 4.3 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

本浜岡部１号橋 (ﾎﾝﾊﾏｵｶﾍﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道本浜岡部線 1976 4.0 8.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊｼ) 町道向浜本浜線 1969 7.0 5.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

岡部南１号橋 (ｵｶﾌﾞﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道岡部南線 1978 3.2 2.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

御旅橋 (ｵﾀﾋﾞﾊｼ) 町道支所本浜線 1978 6.3 8.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

草木線１号橋 (ｸｻｷﾞｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道草木線 1976 3.1 5.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

光金谷橋 (ﾐﾂｶﾈﾀﾞﾆﾊｼ) 町道本山横浜線 1986 8.7 4.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

広杉橋 (ﾋﾛｽｷﾞﾊｼ) 町道広田松ヶ鼻線 1986 2.3 6.9 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

長江加渕１号橋 (ﾅｶﾞｴｶﾌﾞﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道長江加渕１号線 1983 3.0 5.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

船隠橋 (ﾌﾅｶﾞｸｼﾊｼ) 町道石摺笹ケ浜線 1996 12.0 10.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

西唐樋橋 (ﾆｼｶﾗﾋﾊｼ) 町道石摺笹ケ浜線 1981 8.3 7.7 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

緑橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊｼ) 町道船隠２号線 1971 9.4 4.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

舞鶴新開橋 (ﾏｲﾂﾞﾙｼﾝｶﾞｲﾊｼ) 町道東原下石摺２号線 1945 2.3 9.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

平岩橋 (ﾋﾗｲﾜﾊｼ) 町道平岩線 1968 3.1 9.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

局橋 (ｷｮｸﾊｼ) 町道浜尻大田浜３号線 1960 8.0 6.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

丸山船隠１号橋 (ﾏﾙﾔﾏﾌﾅｶﾞｸｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道丸山船隠線 1976 2.1 6.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

殿堀橋 (ﾄﾉﾎﾞﾘﾊｼ) 町道殿堀１号線 1986 8.5 1.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

宝崎１号橋 (ﾎｳｻｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道宝崎線 1988 7.1 2.7 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

瀬井１号橋 (ｾｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道大串大西５号線 1974 3.3 20.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

瀬井２号橋 (ｾｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道大串大西４号線 1956 2.0 3.7 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

瀬井３号橋 (ｾｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道大串大西３号線 1993 4.4 27.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

大河原橋 (ｵｵｶﾜﾗﾊｼ) 町道大串大西線 1957 3.5 10.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

瀬井４号橋 (ｾｲ4ｺﾞｳﾊｼ) 町道大串大西線 1992 5.5 27.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

瀬井５号橋 (ｾｲ5ｺﾞｳﾊｼ) 町道大串大西線 1981 2.9 14.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊｼ) 町道中之江１号線 1982 8.2 4.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

奥谷橋 (ｵｸﾀﾞﾆﾊｼ) 町道奥谷線 2000 6.2 6.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

大田浜団地１号橋 (ｵｵﾀﾊﾏﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道大田浜団地１号線 1974 2.6 4.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

90 / 95 ページ



管理者名

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

橋梁名（フリガナ）
橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

路線名
架設
年次

（西暦）

大田浜団地２号橋 (ｵｵﾀﾊﾏﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道大田浜団地２号線 1979 2.6 4.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

大田浜団地３号橋 (ｵｵﾀﾊﾏﾀﾞﾝﾁ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道大田浜団地３号線 1978 2.6 4.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

幸橋 (ﾐﾕｷﾊｼ) 町道大田浜稲積１号線 1966 6.7 5.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

笹ヶ浜橋 (ｻｻｶﾞﾊﾏﾊｼ) 町道本郷片浜線 1958 6.3 4.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

下手橋 (ｼﾀﾃﾊｼ) 町道本郷片浜線 1959 5.0 4.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

原下１号橋 (ﾊﾗｹﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道原下線 1980 8.2 5.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 町道半田五反田線 1976 5.2 4.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

神田五反田１号橋 (ｶﾝﾀﾞｺﾞﾀﾝﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道神田五反田線 1968 5.2 3.3 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

三宝地橋 (ｻﾝﾎﾟｳﾁﾊｼ) 町道菅原耳道線 1970 4.7 5.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

沖浦本郷１号橋 (ｵｷｳﾗﾎﾝｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道沖浦本郷線 1981 7.0 11.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

来留間寺笹山２号橋 (ｸﾙﾏｼﾞｻｻﾔﾏ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道来留間寺笹山２号線 1969 6.1 3.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

浜谷橋 (ﾊﾏﾀﾞﾆﾊｼ) 町道外浜浜谷１号線 1968 4.8 4.9 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

向田橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾊｼ) 町道井浜清水２号線 1968 4.4 4.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

井浜片首１号橋 (ｲﾊﾞﾏｶﾀｸﾋﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道井浜片首１号線 1970 2.3 5.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

井浜片首２号橋 (ｲﾊﾞﾏｶﾀｸﾋﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道井浜片首１号線 1956 4.1 3.9 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

大串郷谷１号橋 (ｵｵｸｼｺﾞｳﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道大串郷谷１号線 1973 3.3 3.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

来留間寺橋 (ｸﾙﾏｼﾞﾊｼ) 町道瀬井新治１号線 1972 5.6 7.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

尾末新治１号橋 (ｵｽﾞｴｼﾝｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道尾末新治１号線 1970 5.3 4.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

尾末新治２号橋 (ｵｽﾞｴｼﾝｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道尾末新治１号線 1972 3.0 3.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

本郷２号橋 (ﾎﾝｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道大谷本郷１号線 1961 3.6 3.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

大谷本郷１号橋 (ｵｵﾀﾆﾎﾝｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道大谷本郷１号線 1986 4.6 4.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

本郷１号橋 (ﾎﾝｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道本郷線 1959 4.8 3.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

原田原下１号橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾗｹﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道原田原下線 1981 4.0 16.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 町道原田原下線 1975 3.8 34.8 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

原田原下２号橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾗｹﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道原田原下線 2000 8.0 11.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅰ

原田原下３号橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾗｹﾞ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道原田原下線 2000 7.3 11.2 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 町道原田原下線 2000 10.5 12.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

郷橋 (ｺﾞｳﾊｼ) 町道原田原下支線３号線 1962 3.2 3.4 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅲ

山尻原下１号橋 (ﾔﾏｼﾞﾘﾊﾗｹﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道山尻原下２号線 1972 4.0 3.3 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

郷森の下１号橋 (ｺﾞｳﾓﾘﾉｼﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道郷森の下２号線 1978 2.4 4.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

川谷橋 (ｶﾜﾀﾞﾆﾊｼ) 町道川谷友松線２号線 1970 5.9 4.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

川谷友松１号橋 (ｶﾜﾀﾆﾄﾓﾏﾂ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道川谷友松線２号線 1971 4.0 4.1 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

上條橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾊｼ) 町道大畑森の下２号線 1999 5.2 4.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

加賀津橋 (ｶｶﾞﾂﾊｼ) 町道平野山５号線 2011 3.4 4.0 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

西唐樋１号橋 (ﾆｼｶﾗﾋ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道西唐樋１号線 1970 5.5 4.5 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

芦田橋 (ｱｼﾀﾞﾊｼ) 町道迫谷天神鼻線 1977 42.2 5.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

中の橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 町道中組線 1982 13.6 3.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

福原甲橋 (ﾌｸﾊﾗｺｳﾊｼ) 町道福原甲線 1965 5.6 5.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

河角２号橋 (ｶﾜｽﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道福田福井線 2006 13.0 7.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

田竜１号橋 (ﾀﾞﾘｭｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道平之城１号線 1965 7.8 4.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

平之城３号橋 (ﾋﾗﾉｼﾞｮｳｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 町道田竜２号線 1940 6.0 3.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

大田小橋 (ｵｵﾀｼｮｳﾊｼ) 町道大田小１号線 1995 13.7 8.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) 町道岩崎線 1991 9.0 4.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

住吉橋 (ｽﾐﾖｼﾊｼ) 町道大村山線 1980 8.1 4.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

手綱橋 (ﾀﾂﾞﾅﾊｼ) 町道寺町本郷線 1973 11.5 7.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

大休橋 (ｵｵﾔｽﾐﾊｼ) 町道大休池田線 1961 4.3 5.9 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

上休橋 (ｶﾐﾔｽﾐﾊｼ) 町道大休池田線 1961 6.0 5.9 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

池田橋 (ｲｹﾀﾞﾊｼ) 町道池田１号線 1961 4.3 4.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

幸水橋 (ｺｳｽｲﾊｼ) 町道世羅中央線 1975 5.1 8.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

幸水橋（歩道） (ｺｳｽｲﾊｼ(ﾎﾄﾞｳ) 町道世羅中央線 1996 5.3 2.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

黒淵橋 (ｸﾛﾌﾁﾊｼ) 町道世羅中央線 1975 9.5 9.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

黒淵橋（歩道） (ｸﾛﾌﾁﾊｼ(ﾎﾄﾞｳ) 町道世羅中央線 1996 14.0 2.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

月山橋 (ﾂｷﾔﾏﾊｼ) 町道月山線 1980 8.1 4.1 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

摺屋橋 (ｽﾘﾔﾊｼ) 町道世羅中央線 1978 6.7 11.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

門の下橋 (ﾓﾝﾉｼﾀﾊｼ) 町道門の下草田中線 1980 8.8 8.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

伴造沖橋 (ﾊﾝｿﾞｳｵｷﾊｼ) 町道伴造沖１号線 1975 4.7 3.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

堂々の橋 (ﾄﾞｳﾄﾞｳﾊｼ) 町道鍛冶谷垣内線 1999 12.5 6.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

鶴ヶ草橋 (ﾂﾙｶﾞｿｳﾊｼ) 町道宝谷線 1980 4.5 3.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

水越１号橋 (ﾐｽﾞｺｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道水越線 1975 5.4 8.6 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

水越２号橋 (ﾐｽﾞｺｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道水越線 1973 4.5 5.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

直助１号橋 (ﾅｵｽｹｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道鳥の子線 1974 4.0 3.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

直助２号橋 (ﾅｵｽｹﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道鳥の子線 1987 4.1 4.2 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ
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五反田１号橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道中安田陰地線 1970 7.2 3.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

下陰地橋 (ｼﾓｵﾝｼﾞﾊｼ) 町道栗光線 1970 7.4 3.6 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

五反田２号橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道大本平線 1970 7.5 4.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊｼ) 町道木之原沖１号線 1975 9.0 3.0 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 町道竹之鼻１号線 1974 13.7 3.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

曽川橋 (ｿｶﾞﾜﾊｼ) 町道氏名線 1983 4.3 3.4 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

大迫１号橋 (ｵｵｻｺ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道戸張川線 1972 14.4 2.5 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

大迫２号橋 (ｵｵｻｺ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道戸張川線 1985 4.7 3.8 世羅町 広島県 世羅町 Ⅰ

下戸張橋 (ｼﾓﾄﾊﾞﾘﾊｼ) 町道大将神線 1972 13.4 3.3 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

梅の木１号橋 (ｳﾒﾉｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道山之神線 1973 11.0 2.7 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

梅の木２号橋 (ｳﾒﾉｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道山之神線 1973 7.0 2.9 世羅町 広島県 世羅町 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 町道小野東城線 1953 42.6 4.1 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

景天橋 (ｹｲﾃﾝﾊﾞｼ) 町道種畜場線 2001 15.2 14.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊﾞｼ) 町道貝原線 1989 17.4 6.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

昭十橋 (ｼｮｳｼﾞｭｳﾊﾞｼ) 町道下井関時安線 1983 22.4 5.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 町道美野江線 1954 36.2 4.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

美乃江1号橋 (ﾐﾉｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道美野江線 1954 36.0 4.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

政行橋 (ﾏｻﾕｷﾊﾞｼ) 町道政行線 1977 17.4 3.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊﾞｼ) 町道向原線 1973 50.6 3.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

仁滝橋 (ﾆﾝﾀﾞｷﾊﾞｼ) 町道仁滝線 1986 54.5 5.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

矢名瀬橋 (ﾔﾅｾﾊﾞｼ) 町道広瀬吉永線 1975 18.4 3.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

矢名瀬大橋 (ﾔﾅｾｵｵﾊｼ) 町道とちぎ橋矢名瀬線 1970 18.4 3.1 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

宮原下橋 (ﾐﾔﾊﾞﾗｼﾓﾊﾞｼ) 町道宮原線 1975 24.4 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

手入橋 (ﾃﾆﾕｳﾊﾞｼ) 町道手入橋線 1973 56.4 3.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

栃木橋 (ﾄﾁｷﾞﾊﾞｼ) 町道とちぎ橋矢名瀬線 1960 23.1 3.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

森堂橋 (ﾓﾘﾄﾞｳﾊﾞｼ) 町道上野谷森堂線 1960 24.0 3.1 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

天田橋 (ﾃﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 町道天田線 1921 14.7 4.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

妙見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊﾞｼ) 町道岩屋3号線 1991 21.0 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

大矢橋 (ｵｵﾔﾊﾞｼ) 町道高丸線 1973 20.5 4.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

国司橋 (ｸﾆｼﾊﾞｼ) 町道岩屋1号線 1987 21.0 2.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾆﾊﾞｼ) 町道手入線 1989 16.0 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

高岩橋 (ﾀｶｲﾜﾊﾞｼ) 町道今保本線 1988 46.2 5.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊﾞｼ) 町道西屋向原線 1967 24.0 3.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

入谷橋 (ﾆｭｳﾀﾆﾊﾞｼ) 町道阿部山線 1957 30.5 6.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

長者原大谷線２号橋 (ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾗｵｵﾀﾆｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道長者原大谷線 不明 5.6 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

長者原大谷線３号橋 (ﾁｮｳｼﾞｬﾊﾗｵｵﾀﾆｾﾝｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道長者原大谷線 不明 4.3 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

丸蔵橋 (ﾏﾙｸﾗﾊﾞｼ) 町道猪鼻大曲線 不明 9.0 3.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

北叶橋 (ｷﾀｶﾉｳﾊﾞｼ) 町道北叶線 不明 9.4 1.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

橋本平１号橋 (ﾊｼﾓﾄﾋﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道乙原線 不明 4.5 4.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

宮地橋 (ﾐﾔﾁﾞﾊﾞｼ) 町道宮地線 不明 5.0 4.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

吉光橋 (ﾖｼﾐﾂﾊﾞｼ) 町道瀬戸谷線 不明 14.8 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

橋本平２号橋 (ﾊｼﾓﾄﾋﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道乙原線 不明 6.2 6.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

中間谷１号橋 (ﾅｶﾏﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道中間谷2号線 不明 6.0 3.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

政末１号橋 (ﾏｻｽｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道政末線 1990 5.6 4.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

中間谷２号橋 (ﾅｶﾏﾀﾞﾆﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道中間谷2号線 不明 6.0 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

菊屋橋 (ｷｸﾔﾊﾞｼ) 町道下谷八鳥線 不明 9.0 3.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

政末２号橋 (ﾏｻｽｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道政末線 1990 5.8 4.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

矢原橋 (ﾔﾊﾗﾊﾞｼ) 町道矢原有賀線 不明 10.8 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

政末３号橋 (ﾏｻｽｴｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道政末線 不明 3.5 4.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

光政２号橋 (ﾐﾂﾏｻﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道小庭線 不明 7.3 5.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

中郷橋 (ﾅｶｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道中郷光政線 不明 2.6 11.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

光政１号橋 (ﾐﾂﾏｻｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道中郷光政線 不明 6.3 4.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 町道追谷線 不明 13.4 5.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

堀越橋 (ﾎﾘｺｼﾊﾞｼ) 町道追谷奥津々羅線 不明 3.0 3.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

津坂１号橋 (ﾂｻｶｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道坂の頭線 不明 4.0 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

徳永橋 (ﾄｸﾅｶﾞﾊﾞｼ) 町道加上線 不明 7.4 4.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

津坂２号橋 (ﾂｻｶﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道坂の頭線 不明 4.2 3.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

八幡大橋 (ﾊﾁﾏﾝｵｵﾊｼ) 町道仁吾大町線 不明 11.9 5.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

御地２号橋 (ｵﾝｼﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道中平隠地線 不明 7.9 4.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

地九郎１号橋 (ﾁｸﾛｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道仁吾線 不明 2.8 3.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

大仁吾橋 (ｵｵﾆｺﾞﾊﾞｼ) 町道焼屋窪線 不明 4.0 3.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

宗利谷橋 (ﾑﾈﾄｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道仁吾日の郷線 不明 4.4 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ
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尾戸橋 (ｵﾄﾞﾊﾞｼ) 町道尾戸宮地線 不明 5.0 4.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

曲田橋 (ﾏｶﾞﾘﾀﾞﾊﾞｼ) 町道仁吾日の郷線 不明 5.0 3.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

敷田橋 (ｼｷﾀﾊﾞｼ) 町道仁吾日の郷線 不明 4.1 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

天田１号橋 (ﾃﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 10.0 4.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

天田２号橋 (ﾃﾝﾀﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 3.0 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

下谷１号橋 (ｼﾓﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 2.4 4.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

貝原橋 (ｶｲﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 22.7 6.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

栃谷橋 (ﾄﾁﾀﾆﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 7.4 4.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

内山１号橋 (ｳﾁﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道父賀線 不明 5.0 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

旧仁川谷橋 (ｷｭｳﾆｶﾞﾜﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道仁川谷線 1970 10.5 5.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

陰地１号橋 (ｶｹﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道日の郷線 不明 5.6 6.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

笛吹橋 (ﾌｴﾌｷﾊﾞｼ) 町道日の郷線 不明 8.4 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

内山２号橋 (ｳﾁﾔﾏﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道初木線 不明 6.4 3.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

大師橋 (ﾀｲｼﾊﾞｼ) 町道高津加屋線 不明 10.0 5.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

新仁川谷橋 (ｼﾝﾆｶﾞﾜﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道仁川谷線 2006 15.2 6.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

奥父賀２号線１号橋 (ｵｸﾁﾁｶﾞﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道奥父賀２号線 不明 5.0 3.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

追日南線１号橋 (ｵｲﾋﾅｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道追日南線 不明 2.3 6.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

四日市橋 (ﾖｯｶｲﾁﾊﾞｼ) 町道四日市３号線 不明 7.0 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

父賀線１号橋 (ﾁﾁｶﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道父賀線 不明 3.5 6.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

川東後線１号橋 (ｶﾜﾋｶﾞｼｳｼﾛｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道川東後線 不明 3.1 5.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

津坂日の郷線１号橋 (ﾂｻｶﾋﾉｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道津坂日の郷線 不明 2.4 6.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 町道畑下線 不明 5.7 5.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 町道仙瀧線 不明 8.3 2.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

藤谷１号橋 (ﾌｼﾞﾀﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道菅代線 不明 2.5 4.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

小谷橋 (ｺﾀﾆﾊﾞｼ) 町道美野江支線 不明 8.5 4.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

倉掛橋 (ｸﾗｶｹﾊﾞｼ) 町道美野江線 不明 2.4 5.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

藤谷橋 (ﾌｼﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 町道美野江線 不明 3.2 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

美乃江３号橋 (ﾐﾉｴｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道美野江線 不明 2.5 4.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

真橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 町道小野東城線 不明 4.5 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

畑木上橋 (ﾊﾀｷｶﾐﾊﾞｼ) 町道小野東城線 不明 4.4 3.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

畑木橋 (ﾊﾀｷﾊﾞｼ) 町道小野東城線 不明 4.1 3.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

向原横橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾗﾖｺﾊﾞｼ) 町道向原線 不明 6.0 2.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

田中屋前橋 (ﾀﾅｶﾔﾏｴﾊﾞｼ) 町道夕待線 不明 4.1 4.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

下田川瀬中央１号橋 (ｼﾓﾀﾞｶﾜｾﾁｭｳｵｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道下田川瀬中央線 不明 12.1 3.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

石永屋橋 (ｲｼﾅｶﾞﾔﾊﾞｼ) 町道市場野田丸線 不明 7.1 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

福井橋 (ﾌｸｲﾊﾞｼ) 町道平井油木線 不明 8.1 4.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

西屋橋 (ﾆｼﾔﾊﾞｼ) 町道入谷線 不明 7.0 6.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

岡前橋 (ｵｶﾏｴﾊﾞｼ) 町道油木新岡線 不明 4.9 4.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

細田上橋 (ﾎｿﾀﾞｶﾐﾊﾞｼ) 町道細田環状線 不明 7.1 3.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

細田下橋 (ﾎｿﾀﾞｼﾓﾊﾞｼ) 町道細田環状線 不明 8.0 3.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

飛の子橋 (ﾄﾋﾞﾉｺﾊﾞｼ) 町道飛の子線 不明 10.6 5.1 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

出佐橋 (ｲｽﾞｻﾊﾞｼ) 町道出佐線 不明 3.1 16.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

貝原１号橋 (ｶｲﾊﾞﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 2.2 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

貝原２号橋 (ｶｲﾊﾞﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 2.6 5.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

貝原３号橋 (ｶｲﾊﾞﾗｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 2.3 3.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

権防谷橋 (ｺﾞﾝﾎﾞｳﾀﾆﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 2.4 5.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

新和田橋 (ｼﾝﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 町道油木豊松線 不明 13.7 8.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

権防橋 (ｺﾞﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) 町道新宗兼笹尾線 不明 5.0 2.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 町道市場後水砂線 不明 5.8 4.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

片山橋 (ｶﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 町道市場谷線 不明 2.4 5.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

篠ヶ峠橋 (ｼﾉｶﾞﾀｵﾊﾞｼ) 町道新篠ヶ垰線 不明 5.4 2.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

高水池橋 (ｺｳｽﾞｲｹﾊﾞｼ) 町道有元高水池線 不明 8.1 9.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

般若寺橋 (ﾊﾝﾆｬｼﾞﾊﾞｼ) 町道歌の御堂線 不明 8.5 5.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

行司橋 (ｷﾞｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 町道行司線 不明 10.5 3.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

平川橋 (ﾋﾗｶﾜﾊﾞｼ) 町道安田中渡線 不明 8.5 3.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

高橋前１号橋 (ﾀｶﾊｼﾏｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道与那志一号線 不明 4.1 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

高橋前２号橋 (ﾀｶﾊｼﾏｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道与那志一号線 不明 3.7 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

太田向１号橋 (ｵｵﾀﾑｶｲｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道与那志二号線 不明 3.1 3.5 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

太田向２号橋 (ｵｵﾀﾑｶｲﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道与那志二号線 不明 7.1 5.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

瓜屋橋 (ｳﾘﾔﾊﾞｼ) 町道野谷二号線 不明 8.1 3.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

宮下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 町道宮下橋線 不明 10.5 4.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

小野呂橋 (ｵﾉﾛﾊﾞｼ) 町道小野呂線 不明 2.6 9.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ
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可部地１号橋 (ｶﾍﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道西道上野線 不明 6.0 4.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

可部地２号橋 (ｶﾍﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道西道上野線 不明 5.5 3.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

可部地３号橋 (ｶﾍﾞﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道西道上野線 不明 6.6 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

可部地４号橋 (ｶﾍﾞﾁﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道西道上野線 不明 5.5 4.1 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

可部地５号橋 (ｶﾍﾞﾁｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道西道上野線 不明 5.7 4.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

正行橋 (ﾏｻﾕｷﾊﾞｼ) 町道西道夏焼線 不明 5.7 1.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

寄定下橋 (ﾖﾘｻﾀﾞｼﾓﾊﾞｼ) 町道寄定下井関線 不明 7.5 4.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

末元前１号橋 (ｽｴﾓﾄﾏｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道新矢名瀬花済線 不明 7.1 2.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

青木屋１号橋 (ｱｵｷﾔｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道平井田川瀬線 不明 5.8 5.8 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

青木屋２号橋 (ｱｵｷﾔﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道平井田川瀬線 不明 5.0 6.7 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

青木屋３号橋 (ｱｵｷﾔｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道平井田川瀬線 不明 5.8 8.9 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

曲淵１号橋 (ﾏｶﾞﾘﾌﾞﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道平井田川瀬線 不明 3.6 4.3 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅲ

曲淵２号橋 (ﾏｶﾞﾘﾌﾞﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道平井田川瀬線 不明 4.2 6.4 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

徳永前橋 (ﾄｸﾅｶﾞﾏｴﾊﾞｼ) 町道上河内線 不明 5.0 3.6 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

栃尾橋 (ﾄﾁｵﾊﾞｼ) 町道栃尾尻線 不明 3.2 6.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

岩貝橋 (ｲﾜｶｲﾊﾞｼ) 町道市場後水砂線 不明 4.5 4.2 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

小野東城線１号橋 (ｵﾉﾄｳｼﾞｮｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道小野東城線 不明 3.3 6.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

歌の御堂線１号橋 (ｳﾀﾉﾐﾄﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道歌の御堂線 不明 2.5 11.1 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅰ

貝原線１号橋 (ｶｲﾊﾞﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道貝原線 不明 2.3 17.0 神石高原町 広島県 神石高原町 Ⅱ

無名橋(宮原1)(9061) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ1) 国道３１７号 2.4 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋(萩4)拡幅(9060) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ2) 国道３１７号 2.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋(萩2)(9058) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ3) 国道３１７号 2.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋(宮原2)(9062) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ4) 国道３１７号 2.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋(畑浜)(9067) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ5) 国道３１７号 2.7 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋(津部田)(9076) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ6) 国道３１７号 3.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

無名橋(和田1)拡幅(9065) (ﾑﾒｲﾊｼ ﾐﾔﾊﾗ7) 国道３１７号 3.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

河田橋(27070022) (ｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 国道４８６号 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

市中央橋(27070019) (ｲﾁﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 国道４８６号 12.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

新花尻橋(27070018) (ｼﾝﾊﾅｼﾞﾘﾊﾞｼ) 国道４８６号 41.0 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

石走橋(9159) (ｲｼﾊｼﾘﾊｼ) 県道三原東城線 6.1 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

無名橋33-1(9203) (ﾑﾒｲﾊｼ33-1) 県道瀬野川福富本郷線 1.6 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

無名橋59-2(905906) (ﾑﾒｲﾊｼ59-2) 県道東広島本郷忠海線 2.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

廣瀬橋(27070311) (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 県道宇賀安田線 22.8 広島県 広島県 尾道市 Ⅰ

大井手橋(27070115) (ｵｵｲﾃﾊﾞｼ) 県道宇津戸八幡線 36.5 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

可部陸橋（跨線橋） (ｶﾍﾞﾘｯｷｮｳ(ｺｾﾝｷｮｳ) 一般国道54号 1964 13.1 12.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

金信橋 (ｶﾈﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 市道金信金佐谷線 1975 36.9 4.8 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX (ﾎﾞｯｸｽ) 市道頭谷線 2005 2.9 11.5 庄原市 広島県 庄原市 Ⅱ

BOX (ﾎﾞｯｸｽ) 市道松の木菅線 2005 7.3 5.7 庄原市 広島県 庄原市 Ⅰ

さかもと橋 (ｻｶﾉﾄﾊﾞｼ) 市道神村４３号線 2008 20.4 7.0 福山市 広島県 福山市 Ⅰ

井之邑歩道橋 (ｲﾉﾑﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道二神井ノ邑線 2013 35.4 3.3 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

高屋西3号線3号橋 (ﾀｶﾔﾆｼ3ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高屋西3号線 2013 14.2 5.0 東広島市 広島県 東広島市 Ⅰ

浄泉寺橋 (ｼﾞｮｳｾﾝｼﾞﾊｼ) 町道尾派汰１号線 1965 2.5 14.6 大崎上島町 広島県 大崎上島町 Ⅱ

G8-4 (G8-4) 広島新交通１号線 1993 28.5 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G8-5 (G8-5) 広島新交通１号線 1993 144.1 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G8-6 (G8-6) 広島新交通１号線 1993 155.3 9.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

SG9-1 (SG9-1) 広島新交通１号線 1993 45.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG9-2 (SG9-2) 広島新交通１号線 1993 20.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G9-1 (G9-1) 広島新交通１号線 1993 101.7 9.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G9-2 (G9-2) 広島新交通１号線 1993 73.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G9-3 (G9-3) 広島新交通１号線 1993 50.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G9-4 (G9-4) 広島新交通１号線 1993 99.5 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G9-5 (G9-5) 広島新交通１号線 1993 80.5 8.1 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G9-6 (G9-6) 広島新交通１号線 1993 81.0 10.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

SG10-1 (SG10-1) 広島新交通１号線 1993 30.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG10-2 (SG10-2) 広島新交通１号線 1993 20.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G10-1 (G10-1) 広島新交通１号線 1993 66.3 12.9 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-2 (G10-2) 広島新交通１号線 1993 48.0 13.6 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G10-3 (G10-3) 広島新交通１号線 1993 68.5 11.0 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G10-4 (G10-4) 広島新交通１号線 1993 62.0 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G10-5 (G10-5) 広島新交通１号線 1993 100.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-6 (G10-6) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-7 (G10-7) 広島新交通１号線 1993 132.0 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅲ
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G10-8 (G10-8) 広島新交通１号線 1993 69.0 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-9 (G10-9) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-10 (G10-10) 広島新交通１号線 1993 102.3 7.3 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-11 (G10-11) 広島新交通１号線 1993 110.0 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G10-12 (G10-12) 広島新交通１号線 1993 72.0 7.3 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G10-13 (G10-13) 広島新交通１号線 1993 98.9 9.6 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G10-14 (G10-14) 広島新交通１号線 1993 17.0 12.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

SG11-1 (SG11-1) 広島新交通１号線 1993 20.0 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

SG11-2 (SG11-2) 広島新交通１号線 1993 20.0 3.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

SG11-3 (SG11-3) 広島新交通１号線 1993 20.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

SG11-4 (SG11-4) 広島新交通１号線 1993 20.0 13.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG11-5 (SG11-5) 広島新交通１号線 1993 20.0 13.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G11-1 (G11-1) 広島新交通１号線 1993 84.5 10.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-2 (G11-2) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-3 (G11-3) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-4 (G11-4) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-5 (G11-5) 広島新交通１号線 1993 101.4 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-6 (G11-6) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-7 (G11-7) 広島新交通１号線 1993 50.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-8 (G11-8) 広島新交通１号線 1993 104.6 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G11-9 (G11-9) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-10 (G11-10) 広島新交通１号線 1993 100.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G11-11 (G11-11) 広島新交通１号線 1993 50.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G11-12 (G11-12) 広島新交通１号線 1993 115.0 9.7 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

SG12-1 (SG12-1) 広島新交通１号線 1993 17.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG12-2 (SG12-2) 広島新交通１号線 1993 17.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG12-3 (SG12-3) 広島新交通１号線 1993 19.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G12-1 (G12-1) 広島新交通１号線 1993 94.0 10.2 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G12-2 (G12-2) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.8 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G12-3 (G12-3) 広島新交通１号線 1993 82.5 7.5 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G12-4 (G12-4) 広島新交通１号線 1993 67.5 7.4 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

G12-5 (G12-5) 広島新交通１号線 1993 67.5 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G12-6 (G12-6) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G12-7 (G12-7) 広島新交通１号線 1993 122.5 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G12-8 (G12-8) 広島新交通１号線 1993 82.5 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G12-9 (G12-9) 広島新交通１号線 1993 88.0 9.6 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G12-10 (G12-10) 広島新交通１号線 1993 19.9 12.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

SG13-1 (SG13-1) 広島新交通１号線 1993 19.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG13-2 (SG13-2) 広島新交通１号線 1993 17.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG13-3 (SG13-3) 広島新交通１号線 1993 17.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G13-1 (G13-1) 広島新交通１号線 1993 63.5 10.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

G13-2 (G13-2) 広島新交通１号線 1993 117.5 8.4 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G13-3 (G13-3) 広島新交通１号線 1993 75.0 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G13-4 (G13-4) 広島新交通１号線 1993 131.5 7.2 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G13-5 (G13-5) 広島新交通１号線 1993 75.0 8.0 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

G13-6 (G13-6) 広島新交通１号線 1993 90.0 10.5 広島市 広島県 広島市 Ⅲ

SG14-1 (SG14-1) 広島新交通１号線 1993 19.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG14-2 (SG14-2) 広島新交通１号線 1993 19.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

SG14-3 (SG14-3) 広島新交通１号線 1993 19.0 3.7 広島市 広島県 広島市 Ⅰ
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平成２８年度　トンネル点検結果（広島県）
平成２９年３月３１日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

赤坂トンネル ｱｶｻｶﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 1996 315 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

神村１区トンネル ｶﾑﾗｲｯｸﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 1996 167 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

神村竜王トンネル ｶﾑﾗﾘｭｳｵｳﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 1997 577 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

高西トンネル（上り） ﾀｶﾆｼﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ) 一般国道2号 1995 412 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

平トンネル(上り) ﾋﾗﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ) 一般国道2号 2014 247 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

高須トンネル（上り） ﾀｶｽﾄﾝﾈﾙ(ﾉﾎﾞﾘ) 一般国道2号 1991 272 中国地整 広島県 尾道市 Ⅱ

下木原トンネル ｼﾓｷﾊﾗﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 2009 595 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

是国トンネル ｺﾚｸﾆﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 2009 433 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

正分トンネル ｼｮｳﾌﾞﾝﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 2007 403 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

福寄トンネル ﾌｸﾖﾘﾄﾝﾈﾙ 一般国道2号 2011 154 中国地整 広島県 三原市 Ⅱ

甲立トンネル ｺｳﾀﾁﾄﾝﾈﾙ 一般国道54号 1970 133 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

幸トンネル ｻｲﾜｲﾄﾝﾈﾙ 一般国道54号 1969 122 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

天神トンネル ﾃﾝｼﾞﾝﾄﾝﾈﾙ 一般国道54号 1970 104 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

天狗トンネル ﾃﾝｸﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道54号 1994 312 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

天応トンネル ﾃﾝﾉｳﾄﾝﾈﾙ 一般国道31号 1938 43 中国地整 広島県 呉市 Ⅲ

猪山トンネル ｲﾉﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 一般国道31号 1935 58 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

鎌倉トンネル ｶﾏｸﾗﾄﾝﾈﾙ 一般国道185号 2008 565 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

戸河内トンネル (ﾄｺﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 361 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

戸河内トンネル (ﾄｺﾞｳﾁﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 385 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

筒賀トンネル (ﾂﾂｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 410 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

筒賀トンネル (ﾂﾂｶﾞﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 414 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

萩原トンネル (ﾊｷﾞﾜﾗﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 262 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

椿山トンネル (ﾂﾊﾞｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1990 976 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

椿山トンネル (ﾂﾊﾞｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 381 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

小原トンネル (ｵﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 391 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

大井トンネル (ｵｵｲﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1990 91 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

大井トンネル (ｵｵｲﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 150 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

桜ヶ瀬トンネル (ｻｸﾗｶﾞｾﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 169 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

布原トンネル (ﾇﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1990 280 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

布原トンネル (ﾇﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 202 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

馬越トンネル (ｳﾏｺﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1990 472 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

馬越トンネル (ｳﾏｺﾞｼﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 475 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

境トンネル (ｻｶｲﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 459 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

境トンネル (ｻｶｲﾄﾝﾈﾙ) 中国縦貫自動車道 1982 462 西日本高速 広島県 山県郡安芸太田町 Ⅲ

茂陰トンネル ﾓｶｹﾞﾄﾝﾈﾙ 県道上宮町新地線 1998 267 広島県 広島県 府中町 Ⅱ

水浦隧道 ﾐｽﾞｶﾞｳﾗｽﾞｲﾄﾞｳ 国道４８７号 1960 75 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

一つ小島隧道 ﾋﾄﾂｺｼﾞﾏｽﾞｲﾄﾞｳ 国道４８７号 1960 107 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

中郷隧道 ﾅｶｺﾞｳｽﾞｲﾄﾞｳ 国道４８７号 1944 64 広島県 広島県 江田島市 Ⅲ

熊野黒瀬トンネル ｸﾏﾉｸﾛｾﾄﾝﾈﾙ 県道矢野安浦線 2014 1167 広島県 広島県 熊野町 Ⅱ

宇和木トンネル ｳﾜｷﾞﾄﾝﾈﾙ 県道音戸倉橋線 1995 820 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

桂浜隧道 ｶﾂﾗﾊﾏｽﾞｲﾄﾞｳ 県道音戸倉橋線 1959 128 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

渡子トンネル ﾄﾉｺﾄﾝﾈﾙ 県道音戸倉橋線 1977 91 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

日附トンネル ﾋﾂﾞｹﾄﾝﾈﾙ 県道音戸倉橋線 1937 35 広島県 広島県 呉市 Ⅱ

地蔵峠隧道 ｼﾞｿﾞｳﾄｳｹﾞｽﾞｲﾄﾞｳ 県道下蒲刈川尻線 1966 125 広島県 広島県 呉市 Ⅲ

油見トンネル ﾕﾐﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1999 1125 広島県 広島県 大竹市 Ⅲ

延長
（m）

行政区域

トンネル名（フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）
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管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

延長
（m）

行政区域

トンネル名（フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

安条トンネル ｱﾝｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 2003 342 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

八丁トンネル ﾊｯﾁｮｳﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1981 498 広島県 広島県 大竹市 Ⅲ

弥栄４号トンネル ﾔｻｶ4ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1987 379 広島県 広島県 大竹市 Ⅲ

弥栄５号トンネル ﾔｻｶ5ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1987 91 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

栗栖トンネル ｸﾘｽﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1986 142 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

北山トンネル ｷﾀﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1989 67 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

六反原トンネル ﾛｸﾀﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1994 555 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

熊ヶ谷トンネル ｸﾏｶﾞﾀﾆﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1994 202 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

榎平山トンネル ｴﾉﾋﾗﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1992 176 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

大箒山トンネル ｵｵﾎﾞｳｷﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1991 387 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

温井トンネル ﾇｸｲﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1991 505 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

荒井川トンネル ｱﾗｲｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1991 205 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

後平トンネル ｳｼﾛﾋﾞﾗﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1989 462 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

布原トンネル ﾇﾉﾊﾗﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1979 38 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

栃山トンネル ﾄﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 国道１８６号 1978 60 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

百々山トンネル ﾄﾞﾄﾞﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 国道４３３号 1964 70 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅲ

神龍湖トンネル ｼﾝﾘｭｳｺﾄﾝﾈﾙ 県道三原東城線 1992 533 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

剣トンネル ﾂﾙｷﾞﾄﾝﾈﾙ 県道三原東城線 1994 159 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

相渡トンネル ｱｲﾄﾞﾄﾝﾈﾙ 県道三原東城線 1994 261 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

大滝トンネル ｵｵﾀｷﾄﾝﾈﾙ 県道三原東城線 1992 83 広島県 広島県 神石高原町 Ⅲ

呉ヶ峠隧道 ｸﾚｶﾞﾀｵｽﾞｲﾄﾞｳ 県道三原東城線 1979 73 広島県 広島県 神石高原町 Ⅱ

正広トンネル ﾏｻﾋﾛﾄﾝﾈﾙ 県道本郷大和線 1999 598 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

御調トンネル ﾐﾂｷﾞﾄﾝﾈﾙ 国道１８４号 1984 240 広島県 広島県 尾道市 Ⅱ

戸張トンネル ﾄﾊﾞﾘﾄﾝﾈﾙ 国道１８４号 1988 197 広島県 広島県 世羅町 Ⅱ

善入寺トンネル ｾﾞﾝﾆｭｳｼﾞﾄﾝﾈﾙ
県道本郷大和線（広島中央フ
ライトドロード）

2011 2212 広島県 広島県 東広島市 Ⅲ

花園トンネル ﾊﾅｿﾞﾉﾄﾝﾈﾙ
県道本郷大和線（広島中央フ
ライトドロード）

2011 95 広島県 広島県 三原市 Ⅰ

棲真寺トンネル ｾｲｼﾝｼﾞﾄﾝﾈﾙ
県道本郷大和線（広島中央フ
ライトドロード）

2011 1154 広島県 広島県 三原市 Ⅲ

雲通トンネル ｳｽﾞｲﾄﾝﾈﾙ 国道１８４号 1986 62 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

熊見トンネル ｸﾏﾐﾄﾝﾈﾙ 国道３７５号 1999 732 広島県 広島県 三次市 Ⅲ

便坂トンネル ﾋﾞﾝｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ 県道庄原作木線 1996 1402 広島県 広島県 三次市 Ⅲ

式トンネル ｼｷﾄﾝﾈﾙ 国道３７５号 2001 664 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

日下わかあゆトンネル ﾋｹﾞﾜｶｱﾕﾄﾝﾈﾙ 国道３７５号 2004 342 広島県 広島県 三次市 Ⅱ

亀谷トンネル ｶﾒﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ 国道４３２号 1989 84 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

王居峠トンネル ｵｲﾀﾞﾜﾄﾝﾈﾙ 国道４３２号 1997 345 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

下山隧道 ｼﾓﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ 国道４３２号 1992 174 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

須川トンネル ｽｶﾞﾜﾄﾝﾈﾙ 国道４３２号 1977 281 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

田の平トンネル ﾀﾉﾋﾗﾄﾝﾈﾙ 国道４３２号 1978 393 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

粟石トンネル ｱﾜｲｼﾄﾝﾈﾙ 国道４３２号 1973 661 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

梶谷トンネル ｶｼﾞﾀﾆﾄﾝﾈﾙ 国道３１４号 1982 120 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

東城トンネル ﾄｳｼﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ 国道３１４号 1993 636 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

七ケ所山トンネル ﾅﾅｶｼｮﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 国道３１４号 1987 277 広島県 広島県 庄原市 Ⅱ

川西トンネル ｶﾜﾆｼﾄﾝﾈﾙ
国道１８３号（江府三次道
路）

2006 274 広島県 広島県 庄原市 Ⅰ

古治山トンネル ｺﾁﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 市道新倉1号線 1998 182 三原市 広島県 三原市 Ⅲ

今坂トンネル ｲﾏｻｶﾄﾝﾈﾙ 市道原志和東線 1983 348 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ
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管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

延長
（m）

行政区域

トンネル名（フリガナ） 路線名
完成
年次
（西暦）

しろやまトンネル ｼﾛﾔﾏﾄﾝﾈﾙ 市道入野高屋東線 1995 377 東広島市 広島県 東広島市 Ⅲ

鬼後トンネル ｵﾆｺﾞﾄﾝﾈﾙ 町道猪山鬼後線 1991 190 安芸太田町 広島県 安芸太田町 Ⅱ

中三坂トンネル ﾅｶﾐｻｶﾄﾝﾈﾙ 国道２６１号 1993 355 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ
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平成２８年度　洞門、スノーシェッド　点検結果（広島県）
平成２９年３月３１日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

甲立洞門 ｺｳﾀﾁﾄﾞｳﾓﾝ 一般国道54号 1993 267 10.5 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅱ

青河洞門 ｱｵｶﾞﾄﾞｳﾓﾝ 一般国道54号 1986 160 10.5 中国地整 広島県 三次市 Ⅱ

弥栄洞門（1－2） (ﾔｻｶﾄﾞｳﾓﾝ1-2) 国道１８６号 1999 26 9.6 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

弥栄洞門（2－3） (ﾔｻｶﾄﾞｳﾓﾝ2-3) 国道１８６号 2003 40 9.6 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

栗栖洞門 (ｸﾘｽﾄﾞｳﾓﾝ) 国道１８６号 1999 51 8.65 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

弥栄洞門（3－4） (ﾔｻｶﾄﾞｳﾓﾝ3-4) 国道１８６号 2007 17 9.6 広島県 広島県 大竹市 Ⅱ

八神洞門 (ﾔｶﾞﾐﾄﾞｳﾓﾝ) 国道１８６号 1992 170 7 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

王泊防雪トンネル (ｵｵﾄﾞﾏﾘﾎﾞｳｾﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道１８６号 1979 160 7 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

滝山洞門（上) (ﾀｷﾔﾏﾄﾞｳﾓﾝ) 国道１８６号 1984 241 7 広島県 広島県 北広島町 Ⅱ

滝山洞門(下） (ﾀｷﾔﾏﾄﾞｳﾓﾝ) 国道１８６号 1984 79 7 広島県 広島県 北広島町 Ⅰ

下山防雪トンネル (ｼﾓﾔﾏﾎﾞｳｾﾂﾄﾝﾈﾙ) 国道１８６号 1975 92 7.5 広島県 広島県 北広島町 Ⅲ

黒滝洞門 (ｸﾛﾀｷﾄﾞｳﾓﾝ) 国道１８６号 1990 45 7 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

後平洞門 (ｳｼﾛﾋﾞﾗﾄﾞｳﾓﾝ) 国道１８６号 1990 100 7.1 広島県 広島県 安芸太田町 Ⅱ

行政区域

施設名（フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（m）

幅員
（m）
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平成２８年度　大型カルバート　点検結果（広島県）
平成２９年３月３１日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

持江トンネル (ﾓﾁｴﾄﾝﾈﾙ) 一般国道2号 1986 85.3 7.0 中国地整 広島県 尾道市 Ⅱ

高須第一トンネル (ﾀｶｽﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 一般国道2号 1986 62.0 6.0 中国地整 広島県 尾道市 Ⅰ

吉舎－１１ ｷｻ 尾道道 2014 50.0 12.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－１ ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ 尾道道 2014 65.0 8.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－２ ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ 尾道道 2014 60.0 11.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－５ ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ 尾道道 2014 60.0 6.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－１２ ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ 尾道道 2014 22.0 6.5 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

三次東－１４ ﾐﾖｼﾋｶﾞｼ 尾道道 2014 40.0 10.0 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

１号ボックス (1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道375号 2005 20.2 5.5 中国地整 広島県 呉市 Ⅰ

2号ボックス (2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道375号 2008 31.5 6.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島・呉道路 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｸﾚﾄﾞｳﾛ) 一般国道375号 2011 30.9 12.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島・呉道路 (ﾋｶﾞｼﾛｼﾏｸﾚﾄﾞｳﾛ) 一般国道375号 2011 46.5 9.8 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

西条町馬木字地先 (ｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｳﾏｷｱｻﾞﾁｻｷ) 一般国道375号 2008 14.8 12.4 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町ｶ上三永1 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｶﾐﾐﾅｶﾞ1) 一般国道375号 2007 38.3 7.5 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町ｶ上三永3-1 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｶﾐﾐﾅｶﾞ3-1) 一般国道375号 2007 28.0 12.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

東広島市西条町ｶ上三永3-2 (ﾋｶﾞｼﾋﾛｼﾏｼｻｲｼﾞｮｳﾁｮｳｶﾐﾐﾅｶﾞ3-2) 一般国道375号 2009 29.4 12.0 中国地整 広島県 東広島市 Ⅰ

海田地下道 (ｶｲﾀﾁｶﾄﾞｳ) 一般国道2号 1999 49.2 6.4 中国地整 広島県 海田町 Ⅰ

高須２号トンネル (ﾀｶｽ2ｺﾞｳﾄﾝﾈﾙ) 一般国道2号 不明 51.0 6.5 中国地整 広島県 広島市西区 Ⅰ

西区高須三丁目 (ﾆｼｸﾀｶｽｻﾝﾁｮｳﾒ) 一般国道2号 不明 28.0 6.5 中国地整 広島県 広島市西区 Ⅱ

地御前第３トンネル (ｼﾞｺﾞｾﾞﾝﾀﾞｲ3ﾄﾝﾈﾙ) 一般国道2号 不明 45.7 6.0 中国地整 広島県 廿日市市 Ⅲ

新見-76 ﾆｲﾐ-76 中国縦貫自動車道 1978 50.3 9.5 西日本高速 広島県 庄原市 Ⅱ

因島北4カルバート ｲﾝﾉｼﾏｷﾀ4ｶﾙﾊﾞｰﾄ 西瀬戸自動車道 1998 74.1 10.0 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

因島南1カルバート ｲﾝﾉｼﾏﾐﾅﾐ7ｶﾙﾊﾞｰﾄ 西瀬戸自動車道 1998 98.0 8.0 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

かんばらトンネル (ｶﾝﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ) 市道十日市396号線 2005 19.7 7.8 三次市 広島県 三次市 Ⅱ

行政区域

路線名施設名（フリガナ）
建設
年次

（西暦）

延長
（m）

幅員
（m）



平成２８年度　横断歩道橋　点検結果（広島県）
平成２９年３月３１日時点

管理者 行政区域 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

平原歩道橋 ﾋﾗﾊﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道2号 2014 18.8 1.5 中国地整 広島県 広島市安芸区 Ⅰ

江波二本松横断歩道橋 ｴﾊﾞﾆﾎﾝﾏﾂｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道2号（東広島廿日市道路） 2013 85.3 2.1 中国地整 広島県 広島市中区 Ⅰ

三入横断歩道橋（可部Ｂ
Ｐ）

ﾐｲﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ（ｶﾍﾞBP) 国道54号 2013 22.3 1.5 中国地整 広島県 広島市中区 Ⅰ

大浜ＰＡ歩道橋 ｵｵﾊﾏPAﾎﾄﾞｳｷｮｳ 西瀬戸自動車道 1983 54.0 1.5 本州四国連絡 広島県 尾道市 Ⅱ

向側歩道橋 (ﾑｶｲｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道江田島大柿線 1982 14.3 1.5 広島県 広島県 江田島市 Ⅱ

埃宮陸橋 (ｴﾉﾐﾔﾘｯｷｮｳ) 県道府中祇園線 1968 46.6 1.9 広島県 広島県 府中町 Ⅱ

陸橋(津田小学校前) (ﾘｯｷｮｳ(ﾂﾀﾞｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴ) 県道廿日市佐伯線 1970 13.5 1.9 広島県 広島県 廿日市市 Ⅱ

川内歩道橋 (ｶﾜｳﾁﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３７５号 1990 47.1 1.9 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

西条陸橋 (ｻｲｼﾞｮｳﾘｯｷｮｳ) 国道４８６号 2005 38.8 2.4 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

春日野歩道橋 (ｶｽｶﾞﾉﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道矢野安浦線 1993 67.5 2.6 広島県 広島県 東広島市 Ⅰ

町下歩道橋 (ﾏﾁｼﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１３号 1967 35.8 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

了陸橋 (ﾘｮｳﾘｯｷｮｳ) 国道３１３号 1967 35.8 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

横尾陸橋 (ﾖｺｵﾘｯｷｮｳ) 国道３１３号 1967 46.2 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

三吉北陸橋 (ﾐﾖｼｷﾀﾘｯｷｮｳ) 国道３１３号 1968 38.3 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

三吉南陸橋 (ﾐﾖｼﾐﾅﾐﾘｯｷｮｳ) 国道３１３号 1968 41.9 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

福田歩道橋 ﾌｸﾀﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道４８６号 2001 67.3 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅱ

上戸手歩道橋 ｶﾐﾄﾞﾃﾎﾄﾞｳｷｮｳ 国道４８６号 1979 56.7 1.9 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

東富浜歩道橋 (ﾋｶﾞｼﾄﾐﾊﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道３１７号 1977 14.3 1.9 広島県 広島県 尾道市 Ⅲ

川南陸橋階段部 (ｶﾜﾐﾅﾐﾘｯｷｮｳｶｲﾀﾞﾝﾌﾞ) 国道１８２号 1969 101.4 2.6 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

新福山陸橋階段部 (ｼﾝﾌｸﾔﾏﾘｯｷｮｳｶｲﾀﾞﾝﾌﾞ) 国道１８２号 1964 70.8 1.7 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

駅家陸橋階段部 (ｴｷﾔﾘｯｷｮｳｶｲﾀﾞﾝﾌﾞ) 県道中野駅家線 1976 68.0 2.4 広島県 広島県 福山市 Ⅲ

小浦歩道橋 (ｺｳﾗﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 県道瀬野川福富本郷線 1992 326.5 2.0 広島市 広島県 広島市 Ⅱ

安芸阿賀駅跨線橋 (ｱｷｱｶﾞｴｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道阿賀中央7丁目1号線 2008 28.6 3.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

新広駅跨線橋 (ｼﾝﾋﾛｴｷｺｾﾝｷｮｳ) 市道多賀谷1丁目9号線 2002 47.8 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

仁方歩道橋 (ﾆｶﾞﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道桟橋通2号線付属物 1982 49.4 2.5 呉市 広島県 呉市 Ⅱ

安浦駅自由通路 (ﾔｽｳﾗｴｷｼﾞﾕｳﾂｳﾛ) 市道安浦町中央1丁目1号線 2010 66.2 2.0 呉市 広島県 呉市 Ⅰ

中須跨線橋 (ﾅｶｽｺｾﾝｷｮｳ) 市道中須西町線 21.2 2.1 府中市 広島県 府中市 Ⅲ

可部陸橋側道橋（上り） (ｶﾍﾞﾘｯｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 一般国道54号 1980 17.5 1.9 広島市 広島県 広島市 Ⅰ

施設名（フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

橋長
（m）

幅員
（m）
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平成２８年度　門型標識等　点検結果（広島県）
平成２９年３月３１日時点

管理者 点検記録

管理者名 都道府県名 市区町村名 判定区分

案内標識 国道2号 1993 13.1 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

案内標識 国道2号（松永道路） 不明 9.5 中国地整 広島県 尾道市 Ⅱ

その他 国道2号（松永道路） 不明 10.2 中国地整 広島県 尾道市 Ⅱ

収集装置 国道2号（松永道路） 1990 22.2 中国地整 広島県 福山市 Ⅱ

案内標識 尾道松江自動車道 2014 25.6 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

案内標識 尾道松江自動車道 2014 37.4 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

提供装置 国道54号 2007 11.9 中国地整 広島県 安芸高田市 Ⅰ

提供装置 尾道松江自動車道 2014 10.5 中国地整 広島県 三次市 Ⅰ

その他 国道2号 1983 9.7 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

案内標識 国道2号 1978 9.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅲ

警戒標識 国道2号 1977 9.4 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

提供装置 国道185号 不明 9 中国地整 広島県 呉市 Ⅱ

提供装置 国道2号 2005 11.5 中国地整 広島県 竹原市 Ⅱ

提供装置 国道2号 1991 9.3 中国地整 広島県 東広島市 Ⅱ

道路標識 一般国道３１号（広島呉道路） 1974 9 西日本 広島県 広島市南区 Ⅱ

道路情報提供装置 山陽自動車道吹田山口線 2010 14 西日本 広島県 尾道市 Ⅱ

施設名 路線名
設置年月
（西暦）

道路幅員
（m）

行政区域
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