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各施設点検結果（案）



【鳥取県】　平成２８年度　橋梁点検結果（案）
平成2９年３月3１日時点　※速報値

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

長谷川橋 (ﾅｶﾞﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道　姫路鳥取線 2006 174.0 10.2 中国地整 兵庫県 佐用町 Ⅰ

庵川橋 (ｲｵﾘｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道　姫路鳥取線 2007 81.4 10.2 中国地整 兵庫県 佐用町 Ⅰ

佐用川橋 (ｻﾖｳｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道　姫路鳥取線 2008 239.7 10.2 中国地整 兵庫県 佐用町 Ⅰ

江川川橋 (ｴｶﾞﾜｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中国横断自動車道　姫路鳥取線 2008 177.5 10.2 中国地整 兵庫県 佐用町 Ⅱ

奈良尾橋 (ﾅﾗｵﾊｼ) 国道２９号 1952 12.0 14.0 中国地整 鳥取県 若桜町 Ⅰ

中原橋 (ﾅｶﾊﾗﾊｼ) 国道２９号 1957 28.6 7.4 中国地整 鳥取県 若桜町 Ⅰ

大炊橋 (ｵｵｲﾊﾞｼ) 国道２９号 1959 31.0 9.2 中国地整 鳥取県 若桜町 Ⅰ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 国道２９号 1970 94.0 11.4 中国地整 鳥取県 八頭町 Ⅱ

山崎歩道橋 (ﾔﾏｻｷﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２９号 1981 90.0 3.3 中国地整 鳥取県 八頭町 Ⅱ

花橋 (ﾊﾅﾊﾞｼ) 国道２９号 1962 13.5 10.6 中国地整 鳥取県 八頭町 Ⅰ

下坂橋 (ｵﾘｻｶﾊｼ) 国道２９号 1959 36.1 9.0 中国地整 鳥取県 八頭町 Ⅰ

溝橋８号側歩道橋（107k5 (ﾐｿﾞﾊｼﾊﾁｺﾞｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２９号 1976 7.0 2.1 中国地整 鳥取県 八頭町 Ⅰ

溝橋８号（107k594） (ﾐｿﾞﾊｼﾊﾁｺﾞｳ) 国道２９号 1960 2.9 8.7 中国地整 鳥取県 八頭町 Ⅰ

杉見橋 (ｽｷﾞﾐﾊｼ) 国道５３号 1968 68.9 8.5 中国地整 鳥取県 智頭町 Ⅱ

うぐいす橋 (ｳｸﾞｲｽﾊｼ) 国道５３号 1968 72.9 8.5 中国地整 鳥取県 智頭町 Ⅱ

坂の谷橋 (ｻｶﾉﾀﾆﾊｼ) 国道５３号 1970 120.0 8.5 中国地整 鳥取県 智頭町 Ⅱ

那岐大橋 (ﾅｷﾞｵｵﾊｼ) 国道５３号 1970 265.0 8.3 中国地整 鳥取県 智頭町 Ⅱ

栃本大橋 (ﾄﾁﾓﾄｵｵﾊｼ) 国道５３号 1970 178.5 8.3 中国地整 鳥取県 智頭町 Ⅲ

安蔵橋（上り） (ｱｿﾞｳﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道５３号 1981 27.0 7.0 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

新片山橋 (ｼﾝｶﾀﾔﾏﾊｼ) 国道５３号 2001 243.6 12.8 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

片山高架橋 (ｶﾀﾔﾏｺｳｶｷｮｳ) 国道５３号 2001 100.5 12.5 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

袋河原橋 (ﾌｸﾛｶﾜﾗﾊﾞｼ) 国道５３号 2001 326.0 12.8 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

溝橋２号（185k895） (ﾐｿﾞﾊﾞｼ2ｺﾞｳ) 国道９号 1976 12.9 12.5 中国地整 鳥取県 岩美町 Ⅱ

秋里第１橋（上り） (ｱｷｻﾄﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号 1971 13.3 11.3 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

秋里第１橋（下り） (ｱｷｻﾄﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号 1974 13.3 11.3 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

晩稲川橋 (ｵｸﾃｶﾞﾜﾊｼ) 国道９号 1972 25.5 32.3 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

水尻高架橋 (ﾐｽﾞｼﾘｺｳｶｷｮｳ) 国道９号 1972 27.5 10.8 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

気高町宝木（下り） (ｹﾀﾞｶﾁｮｳﾎｳｷﾞ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号 1983 4.0 1.1 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

気高町宝木（上り） (ｹﾀﾞｶﾁｮｳﾎｳｷﾞ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号 1983 4.0 1.1 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

宝木橋橋側歩道橋（下り）(ﾎｳｷﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞ国道９号 1970 80.6 1.7 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

宝木橋 (ﾎｳｷﾞﾊﾞｼ) 国道９号 1961 80.0 8.6 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

宝木橋橋側歩道橋（上り）(ﾎｳｷﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞ国道９号 1985 80.0 2.9 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

日光橋 (ﾆｯｺｳﾊﾞｼ) 国道９号 1964 13.5 26.3 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

浜村橋（下り） (ﾊﾏﾑﾗﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号 1963 60.0 12.8 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

浜村橋（上り） (ﾊﾏﾑﾗﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号 1980 60.0 13.0 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

永江川橋（下り） (ﾅｶﾞｴｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号 1982 31.7 12.7 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

永江川橋（上り） (ﾅｶﾞｴｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号 1982 31.7 13.9 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

魚見橋 (ｳｵﾐﾊﾞｼ) 国道９号 1962 54.0 8.6 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

長和瀬大橋 (ﾅｺﾞｳｾｵｵﾊｼ) 国道９号 1974 40.0 11.0 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

西大路側道橋（下り） (ﾆｼｵｵﾛｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２９号 1995 89.0 5.1 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

吉成高架橋 (ﾖｼﾅﾘｺｳｶｷｮｳ) 国道２９号 1985 330.0 9.0 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

行政区域
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吉成本線橋（下り） (ﾖｼﾅﾘﾎﾝｾﾝｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道２９号 2009 25.8 4.6 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

新円通寺橋 (ｼﾝｴﾝﾂｳｼﾞﾊﾞｼ) 国道５３号 1996 429.0 12.2 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

吉成橋 (ﾖｼﾅﾘﾊﾞｼ) 国道５３号 1957 39.3 9.2 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

若桜橋 (ﾜｶｻﾊﾞｼ) 国道５３号 1939 21.5 21.9 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

湯所橋 (ﾕﾄｺﾛﾊﾞｼ) 国道５３号 1955 63.4 14.2 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

狐川橋 (ｷﾂﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道５３号 1973 25.0 23.0 中国地整 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾗﾊﾞｼ) 国道９号 1961 7.3 10.2 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

宇谷橋 (ｳﾀﾆﾊﾞｼ) 国道９号 1959 5.6 10.0 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

宇野橋 (ｳﾉﾊﾞｼ) 国道９号 1959 7.5 8.4 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

羽合町床版橋１ (ﾊﾜｲﾁｮｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳｲﾁ) 国道９号 1959 5.8 8.1 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

大栄大橋 (ﾀﾞｲｴｲｵｵﾊｼ) 国道９号 1989 119.1 8.9 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅱ

兵川橋 (ﾍｲｶﾜﾊﾞｼ) 国道９号 1961 11.5 8.4 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

兵川橋（歩道橋） (ﾍｲｶﾜﾊﾞｼ(ﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号 1961 12.6 2.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯町床版橋１ (ﾄｳﾊｸﾁｮｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳｲﾁ) 国道９号 1962 2.8 10.6 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

東伯町床版橋２ (ﾄｳﾊｸﾁｼｮｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳﾆ) 国道９号 1962 3.2 12.5 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

赤碕町床版橋１ (ｱｶｻｷﾁｮｳｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ1) 国道９号 1958 4.5 20.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

新日野橋 (ｼﾝﾋﾉﾊﾞｼ) 国道９号 1967 387.0 15.0 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅲ

新開川橋 (ｼﾝｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道９号 1961 8.1 18.1 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

米川橋 (ﾖﾈｶﾜﾊﾞｼ) 国道９号 1961 9.4 17.5 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊﾞｼ) 国道９号 1962 11.0 16.0 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 国道９号 1962 7.3 18.6 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 国道９号 1971 8.0 18.2 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

深浦橋 (ﾌｶｳﾗﾊﾞｼ) 国道９号 1959 60.0 14.8 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

江渕橋 (ｴﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 国道９号 1956 12.8 11.7 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

羽合跨道橋 (ﾊﾜｲｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（青谷羽合道路） 2003 71.8 11.0 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

羽合高架橋 (ﾊﾜｲｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（青谷羽合道路） 2000 ###### 8.5 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅲ

二軒屋橋 (ﾆｹﾝﾔﾊﾞｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2009 37.7 10.5 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 23.0 10.8 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

加勢蛇川橋 (ｶｾﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 135.1 10.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

三保橋 (ﾐﾎﾊﾞｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2008 23.0 10.5 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第１高架橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲｲﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 163.0 14.8 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

洗川橋 (ｱﾗｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 82.0 10.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

倉坂川橋 (ｸﾗｻｶｶﾜﾊｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2005 19.0 10.8 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第１跨道橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲｲﾁｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 66.0 4.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第２跨道橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 89.0 5.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第３跨道橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲｻﾝｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2007 99.0 4.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

東伯第２高架橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2008 21.0 13.5 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第５跨道橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲｺﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2006 96.0 5.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第３高架橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲｻﾝｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2005 146.0 10.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

東伯第４高架橋 (ﾄｳﾊｸﾀﾞｲﾖﾝｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2005 216.5 10.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 国道９号（東伯中山道路） 2009 20.3 14.2 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅰ

尾高跨道橋 (ｵﾀﾞｶｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（米子道路） 1996 21.2 9.6 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

尾高高架橋 (ｵﾀﾞｶｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（米子道路） 1998 150.1 10.4 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

尾高高架橋（上り） (ｵﾀﾞｶｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1990 150.1 5.6 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ
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尾高高架橋（下り） (ｵﾀﾞｶｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1990 150.0 5.3 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

佐陀川高架橋 (ｻﾀﾞｶﾞﾜｺｳｶｷｮｳ) 国道９号（米子道路） 1988 152.0 4.8 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

赤井手１号橋（上り） (ｱｶｲﾃﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1996 27.8 22.4 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

赤井手２号橋（下りランプ(ｱｶｲﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘﾗﾝﾌﾟ)国道９号（米子道路） 2003 26.6 11.4 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

赤井手２号橋（下り） (ｱｶｲﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 2004 18.7 4.9 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

赤井手２号橋（上り） (ｱｶｲﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1988 18.7 10.8 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

赤井手２号橋（上りランプ(ｱｶｲﾃﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘﾗﾝﾌﾟ)国道９号（米子道路） 1989 18.5 14.4 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

今在家橋（上り） (ｲﾏｻﾞｲｹﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1988 14.6 4.3 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

今在家橋（下り） (ｲﾏｻﾞｲｹｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1988 14.4 4.3 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

今在家２号橋（上り） (ｲﾏｻﾞｲｹﾆｺﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1989 12.4 4.3 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

今在家２号橋（下り） (ｲﾏｻﾞｲｹﾆｺﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 2006 12.4 13.9 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

蚊屋橋 (ｶﾔﾊﾞｼ) 国道９号（米子道路） 1989 11.0 21.4 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

浦津３号橋 (ｳﾗﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道９号（米子道路） 1988 17.2 8.6 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

浦津４号橋 (ｳﾗﾂﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道９号（米子道路） 1988 18.7 19.1 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

古豊千３号橋(上り) (ｺﾎｳﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 1989 13.2 8.6 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

古豊千３号橋（下り） (ｺﾎｳﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道９号（米子道路） 2009 13.6 10.7 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

観音寺橋 (ｶﾝﾉﾝｼﾞﾊﾞｼ) 国道９号（米子道路） 1988 41.9 13.5 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

陰田跨道橋 (ｲﾝﾀﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道９号（米子道路） 1998 27.0 5.3 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

徳万横断ＢＯＸ２ (ﾄｸﾏﾝｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ2) 国道９号 1963 2.1 12.3 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

八幡横断ＢＯＸ１ (ﾊﾁﾏﾝｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ1) 国道９号 1993 3.6 17.5 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

八幡横断ＢＯＸ２ (ﾊﾁﾏﾝｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ2) 国道９号 1993 3.4 10.8 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

箆津横断ＢＯＸ１ (ﾉﾂｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ1) 国道９号 1968 2.1 20.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

松河原横断ＢＯＸ２ (ﾏﾂｶﾞﾜﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ2) 国道９号 1991 4.6 32.5 中国地整 鳥取県 大山町 Ⅰ

二本木横断ＢＯＸ２ (ﾆﾎﾝｷﾞｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ2) 国道９号 1958 2.5 14.3 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

蚊屋横断ＢＯＸ３ (ｶﾔｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ3) 国道９号 1972 3.0 13.2 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

熊党横断ＢＯＸ２ (ｸﾏﾝﾄｳｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ2) 国道９号 1968 4.1 17.8 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

長瀬横断ＢＯＸ１ (ﾅｶﾞｾｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ1) 国道９号 1997 10.5 70.0 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

長瀬横断ＢＯＸ４ (ﾅｶﾞｾｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ4) 国道９号 1979 7.0 21.1 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

江北横断ＢＯＸ１ (ｴｷﾀｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ1) 国道９号 1980 8.2 23.8 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅰ

江北横断ＢＯＸ３ (ｴｷﾀｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ3) 国道９号 1980 7.2 21.9 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅱ

江北横断ＢＯＸ４ (ｴｷﾀｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ4) 国道９号 1981 9.0 80.0 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅱ

江北横断ＢＯＸ５ (ｴｷﾀｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ5) 国道９号 1981 9.0 67.9 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅰ

大谷横断ＢＯＸ１ (ｵｵﾀﾆｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ1) 国道９号 1990 9.0 16.9 中国地整 鳥取県 北栄町 Ⅰ

横断ボックス００１ (ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ001) 国道９号（東伯中山道路） 2005 11.7 16.4 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

横断ボックス００２ (ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ002) 国道９号（東伯中山道路） 2005 6.5 17.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

横断ボックス００３ (ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ003) 国道９号（東伯中山道路） 2005 11.5 18.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

１号函渠工 (1ｺﾞｳｶﾝｷｮｺｳ) 国道９号（東伯中山道路） 2005 6.9 13.3 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

ボックスカルバート (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道９号（東伯中山道路） 2004 10.9 20.6 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

ボックスカルバート (ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道９号（東伯中山道路） 2004 7.5 27.8 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

アーチアルバート (ｱｰﾁｶﾙﾊﾞｰﾄ) 国道９号（東伯中山道路） 2003 15.0 33.6 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

１号函渠 (1ｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道９号（東伯中山道路） 2007 11.5 17.4 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

横断ＢＯＸ００１ (ｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ001) 国道９号（東伯中山道路） 2006 12.8 19.7 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

淀江-２ (ﾖﾄﾞｴｰ2) 国道９号（米子道路） 1998 8.7 17.6 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅰ

東浜大橋 (ﾋｶﾞｼﾊｵｵﾊｼ) 一般国道178号 2008 478.5 11.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ
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七坂橋 (ｼﾁｻｶﾊｼ) 一般国道178号 1980 27.0 10.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅲ

千代大橋(上り) (ｾﾝﾀﾞｲｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1980 426.0 10.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

千代大橋(下り) (ｾﾝﾀﾞｲｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1980 424.0 10.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

古海１号橋 (ﾌﾙﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1980 60.0 22.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

加路田橋 (ｶﾛﾃﾞﾝﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1983 17.3 23.9 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

野見井手橋 (ﾉﾐｲﾃﾞﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 4.5 27.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

七ヶ井手橋 (ｼﾁｶﾞｲﾃﾞﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 3.5 25.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

中井手橋 (ﾅｶｲﾃﾞﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 3.0 25.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

桂見大橋 (ｶﾂﾗﾐｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1998 149.8 14.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

ハマヒラ橋 (ﾊﾏﾋﾗﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1958 4.5 9.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

高住橋 (ﾀｶｽﾐﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1961 2.9 9.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

良田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1961 5.0 6.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

ユミ橋 (ﾕﾐﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1963 3.6 13.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

松原橋1 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1963 10.0 20.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

１号無名橋1 (1ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 3.4 17.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

サカツ橋 (ｻｶﾂﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1969 3.0 9.4 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

坂口橋1 (ｻｶｸﾞﾁﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1974 4.5 17.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1970 3.0 9.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

閉野橋 (ﾍｲﾉﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1970 3.0 9.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1928 3.6 14.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1971 3.8 11.4 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

スノコダニ橋 (ｽﾉｺﾀﾞﾆﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1928 3.3 6.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

サカイ橋 (ｻｶｲﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1928 2.9 9.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

鷲峰小橋 (ｼﾞｭｳﾎﾞｳｺﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1982 5.5 10.4 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

ヒメドノ橋 (ﾋﾒﾄﾞﾉﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1934 3.1 10.9 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

姫殿橋 (ﾋﾒﾄﾉﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1934 5.2 9.7 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

ムラナカ橋 (ﾑﾗﾅｶﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1939 2.1 9.7 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

稲谷橋 (ｲﾈﾀﾆﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1976 6.0 8.7 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

３号無名橋(谷河原橋) (ﾀﾆｶﾜﾗﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 2.5 7.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

キドグチ橋 (ｷﾄﾞｸﾞﾁﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1937 4.7 8.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

４号無名橋(上河原橋) (ｶﾐｶﾜﾗﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 5.4 7.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

５号無名橋(中田橋) (ﾅｶﾀﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 6.2 7.2 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

野津橋 (ﾉﾂﾞﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1961 6.4 8.2 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

７号無名橋(立木坂橋) (ﾀﾁｷﾞｻｶﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 8.0 7.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

８号無名橋(上坂谷橋) (ｶﾐｻｶﾀﾆﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 不明 6.5 7.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

樫木橋 (ｶｼﾉｷﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 1971 40.0 8.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

富安橋 (ﾄﾐﾔｽﾊｼ) 主要地方道秋里吉方線 2000 12.4 22.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

三洋大橋 (ｻﾝﾖｳｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取国府岩美線 1968 19.1 20.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

甑山橋 (ｺｼｷﾔﾏﾊｼ) 主要地方道鳥取国府岩美線 1981 34.0 9.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

楠城大橋 (ｸｽﾉｷｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取国府岩美線 2006 199.0 9.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

栃本橋 (ﾄﾁﾓﾄﾊｼ) 主要地方道鳥取国府岩美線 1959 20.0 12.3 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

三谷川橋 (ﾐﾀﾆｶﾜﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1985 17.3 8.9 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

今在家橋 (ｲﾏｻﾞｲｹﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1960 3.0 9.4 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

今在家中橋 (ｲﾏｻﾞｲｹﾅｶﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1959 2.0 9.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ
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今在家小橋 (ｲﾏｻﾞｲｹｺﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1966 2.6 9.3 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

河原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1934 200.0 6.2 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

無名橋4 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 不明 14.0 20.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

無名橋5 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ5) 主要地方道郡家鹿野気高線 不明 5.0 9.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

城山橋1 (ｼﾛﾔﾏﾊｼ1) 主要地方道郡家鹿野気高線 不明 7.0 17.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

無名橋6 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ6) 主要地方道郡家鹿野気高線 1981 18.5 8.4 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新鹿野大橋 (ｼﾝｼｶﾆｵｵﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1970 85.3 12.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

柵田橋 (ｻｸﾀﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 不明 3.0 9.2 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

河崎橋 (ｶﾜｻｷﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 2005 46.2 10.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

河崎口橋 (ｶﾜｻｷｸﾁﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 不明 2.0 9.5 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

河崎下橋 (ｶﾜｻｷｼﾓﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 不明 2.0 9.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

無名橋7 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ7) 主要地方道岩美八東線 1990 3.5 9.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

岩常橋 (ｲﾜﾂﾈﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1991 36.7 10.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

二号無名橋1 (ﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 主要地方道岩美八東線 1994 6.2 11.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

新長郷橋 (ｼﾝﾅｶﾞｺﾞｳﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1995 9.2 9.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

堤谷橋1 (ﾂﾂﾐﾀﾆﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1990 7.9 7.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

佐坂橋 (ｻｻﾞｶﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1990 9.7 9.9 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 不明 6.7 7.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅲ

家の奥橋 (ｲｴﾉｵｸﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1992 5.3 7.7 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1992 4.0 9.7 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1991 9.7 7.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

新小田橋 (ｼﾝｺﾀﾞﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1997 21.6 8.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 不明 4.0 10.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅰ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 不明 6.0 7.5 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅱ

下木原橋 (ｼﾓｷﾊﾗﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1973 23.7 7.2 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊｼ) 主要地方道郡家国府線 1994 52.8 10.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

安長橋 (ﾔｽﾅｶﾞﾊｼ) 主要地方道鳥取港線 1973 62.2 13.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

千代大橋 (ｾﾝﾀﾞｲｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取港線 2003 358.0 18.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

津浪橋 (ﾂﾅﾐﾊｼ) 主要地方道鳥取河原線 1963 68.7 6.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

修立橋 (ｼｭｳﾘﾂﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 1989 33.5 19.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

無名橋10 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ10) 主要地方道鳥取福部線 不明 2.9 19.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

小西谷橋 (ｺﾆｼﾀﾆﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 1970 3.6 10.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

音谷橋 (ｵﾄﾀﾆﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 1970 2.2 8.1 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

アンバタ橋 (ｱﾝﾊﾞﾀﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 不明 10.7 10.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

小豆田橋 (ｱｽﾞｷﾀﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 不明 6.0 12.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 1971 7.2 10.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

前田橋1 (ﾏｴﾀﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 1971 7.2 12.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

箭溪橋 (ｾﾝｹｲﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 不明 9.8 9.2 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

山崎橋1 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 主要地方道鳥取福部線 1963 6.0 8.7 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

野坂橋 (ﾉｻｶﾊｼ) 主要地方道鳥取河原用瀬線 1992 87.5 9.7 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

城山橋2 (ｼﾛﾔﾏﾊｼ) 主要地方道倉吉川上青谷線 1974 42.6 9.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

浜坂江津橋 (ﾊﾏｻｶｴﾂﾊｼ) 一般県道鳥取砂丘線 1987 47.6 12.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

美萩野橋 (ﾐﾊｷﾞﾉﾊｼ) 一般県道金沢伏野線 1972 11.5 17.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

駅前橋2 (ｴｷﾏｴﾊｼ) 一般県道津ノ井国府線 1968 15.9 8.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ
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和奈見橋 (ﾜﾅﾐﾊｼ) 一般県道鷹狩渡一木線 1998 141.5 12.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

曳田橋 (ﾋｹﾀﾊｼ) 一般県道鷹狩渡一木線 1963 63.6 5.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

佐貫橋 (ｻﾇｷﾊｼ) 一般県道本鹿高福線 1957 140.0 5.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

高浜橋 (ﾀｶﾊﾏﾊｼ) 一般県道矢口鹿野線 1980 17.6 10.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

新今在家橋 (ｼﾝｲﾏｻﾞｲｹﾊｼ) 一般県道奥谷正蓮寺線 1998 59.9 12.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

邑法高架橋 (ｵｳﾎｳｺｳｶｷｮｳ) 一般県道奥谷正蓮寺線 2000 270.0 12.8 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

東浜橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏﾊｼ) 一般県道陸上岩井線 1981 280.3 8.0 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅲ

隠谷橋 (ｵﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 一般県道陸上岩井線 1974 31.0 7.2 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅲ

吉川橋 (ﾖｼｶﾜﾊｼ) 一般県道泊絹見青谷線 1971 47.0 7.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

二本松橋 (ﾆﾎﾝﾏﾂﾊｼ) 一般県道鳥取空港布施線 1995 51.0 16.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

砂丘大橋 (ｻｷｭｳｵｵﾊｼ) 一般県道湯山鳥取線 1963 120.0 10.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

青谷跨線橋 (ｱｵﾔｺｾﾝｷｮｳ) 一般県道俵原青谷線 2003 484.0 14.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

岡益橋 (ｵｶﾏｽﾊｼ) 一般県道麻生国府線 2003 54.9 11.3 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

出合橋3 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 一般県道河原郡家線 1970 285.6 8.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

興南大橋 (ｺｳﾅﾝｵｵﾊｼ) 一般県道八坂鳥取停車場線 1968 75.0 12.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

円通寺橋 (ｴﾝﾂｳｼﾞﾊｼ) 一般県道袋河原八坂線 1938 233.2 6.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

円通寺歩道橋 (ｴﾝﾂｳｼﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道袋河原八坂線 1972 233.2 2.3 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

妙義橋(上り) (ﾐｮｳｷﾞﾊｼ) 一般県道妙徳寺鹿野線 1964 32.0 4.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

妙義橋(下り) (ﾐｮｳｷﾞﾊｼ) 一般県道妙徳寺鹿野線 1982 55.0 6.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊｼ) 一般県道伏野覚寺線 1990 312.0 14.5 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

柏谷大橋 (ｶｼﾜﾀﾆｵｵﾊｼ) 一般県道河原インター線 2010 95.0 9.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

十六本松橋 (ｼﾞｭｳﾛｯﾎﾟﾝﾏﾂﾊｼ) 一般県道鳥取河原自転車道線 1976 47.6 3.0 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

富田橋 (ﾄﾐﾀﾊｼ) 一般国道373号 1961 23.0 12.3 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅱ

樽見橋 (ﾀﾙﾐﾊｼ) 一般国道373号 1960 22.0 6.6 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

福原橋 (ﾌｸﾊﾗﾊｼ) 一般国道373号 1961 20.0 10.6 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅱ

馬渡瀬橋1 (ｳﾏﾜﾀﾗｾﾊｼ) 一般国道373号 1990 37.4 5.7 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

馬渡瀬橋2 (ｳﾏﾜﾀﾗｾﾊｼ) 一般国道373号 1953 31.0 5.0 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅱ

茗荷谷橋 (ﾐｮｳｶﾞﾀﾆﾊｼ) 一般国道482号 1988 47.0 9.0 鳥取県 鳥取県 若桜町 Ⅲ

安部橋 (ｱﾍﾞﾊｼ) 一般国道482号 1961 106.0 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

隼御門大橋 (ﾊﾔﾌﾞｻﾐｶﾄﾞｵｵﾊｼ) 一般県道河原インター線 2012 157.0 8.5 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 主要地方道津山智頭八東線 1964 9.0 5.0 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

船久橋 (ｾﾝｷｭｳﾊｼ) 主要地方道郡家鹿野気高線 1985 133.0 12.5 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

荒堀橋 (ｱﾗﾎﾘﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1985 17.5 7.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

上河原橋2 (ｶﾐｶﾜﾗﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1985 15.5 12.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

中河原橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1984 15.0 7.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

上代橋 (ｶﾐｼﾛﾊﾞｼ) 主要地方道岩美八東線 1968 3.0 7.5 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

稗谷橋 (ﾋｴﾀﾆﾊｼ) 主要地方道岩美八東線 1970 18.0 5.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

井古橋1 (ｲｺﾞﾊｼ) 主要地方道郡家国府線 2002 50.3 10.3 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

篠波橋 (ｻｻﾅﾐﾊｼ) 主要地方道郡家国府線 1970 40.4 6.8 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

田の原橋 (ﾀﾉﾊﾗﾊｼ) 一般県道若桜湯村温泉線 1958 26.1 5.5 鳥取県 鳥取県 若桜町 Ⅲ

芳原橋 (ﾖｼﾊﾗﾊｼ) 一般県道若桜湯村温泉線 1961 23.8 6.7 鳥取県 鳥取県 若桜町 Ⅲ

広留橋 (ﾋﾛﾄﾞﾒﾊｼ) 一般県道若桜湯村温泉線 1972 31.0 6.0 鳥取県 鳥取県 若桜町 Ⅲ

米岡小橋 (ﾖﾈｵｶｺﾊｼ) 一般県道河原郡家線 1966 50.9 6.5 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 一般県道大坪隼停車場線 1961 97.6 4.5 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅲ
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北谷橋 (ｷﾀﾀﾆﾊｼ) 一般県道大高下口波多線 1957 12.0 3.4 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

桶谷橋 (ｵｹﾀﾆﾊｼ) 一般県道大高下口波多線 1956 8.0 3.5 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

深山口橋 (ﾌｶﾔﾏｸﾁﾊｼ) 一般県道大高下口波多線 1960 9.1 3.5 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

天山渕橋 (ﾃﾝﾉｳﾌﾁﾊｼ) 一般県道大高下口波多線 1965 10.0 3.4 鳥取県 鳥取県 智頭町 Ⅲ

第２下野橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾓﾂｹﾊﾞｼ) 一般県道大江船岡線 1999 5.8 10.6 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

船岡第二高架橋 (ﾌﾅｵｶﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 一般県道河原インター線 2010 315.0 8.5 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

１０号BOX (10ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 5.1 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

１１号BOX (11ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 4.9 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

１２号BOX (12ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 3.8 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

１３号BOX (13ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 9.2 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

７号BOX (7ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 4.6 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

８号BOX (8ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 4.6 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

９号BOX (9ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般県道河原インター線 2012 4.5 9.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

人道橋 (ｼﾞﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道麻生国府線 不明 9.0 2.0 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅰ

打札橋 (ｳﾁｻﾂﾊｼ) 一般国道179号 1977 10.0 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅲ

新栗祖橋 (ｼﾝｸﾘｿﾊｼ) 一般国道179号 1978 25.0 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新大沢橋 (ｼﾝｵｵｻﾜﾊｼ) 一般国道179号 1982 34.0 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

大淵橋 (ｵｵﾌﾞﾁﾊｼ) 一般国道179号 1975 6.0 12.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

釜穴橋 (ｶﾏｱﾅﾊｼ) 一般国道179号 1980 20.0 10.6 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

新木地山橋 (ｼﾝｸｼﾞﾔﾏﾊｼ) 一般国道179号 1977 41.0 10.6 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

小坂橋 (ｺｻｶﾊｼ) 一般国道179号 1986 30.0 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

向井原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊｼ) 一般国道179号 1983 27.6 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

千谷橋 (ｾﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道179号 1986 38.0 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

蘭東原橋 (ﾗﾝﾄｳﾊﾗﾊｼ) 一般国道179号 1986 23.4 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新下古屋橋 (ｼﾝｼﾓﾌﾙﾔﾊｼ) 一般国道179号 1987 25.5 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新向滝橋 (ｼﾝﾑｶｲﾀｷﾊｼ) 一般国道179号 1989 29.5 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新加谷橋 (ｼﾝｶﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道179号 1989 21.6 10.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

村前橋 (ﾑﾗﾏｴﾊｼ) 一般国道179号 1975 7.5 11.2 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

コクルギ橋 (ｺｸﾙｷﾞﾊｼ) 一般国道179号 1967 2.4 11.2 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新穴鴨橋 (ｼﾝｱﾅｶﾞﾓﾊｼ) 一般国道179号 1974 42.1 11.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

間谷橋 (ﾏﾀﾆﾊｼ) 一般国道179号 1937 12.8 10.1 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅲ

北谷橋 (ｷﾀﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道179号 1979 11.8 11.2 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 一般国道179号 1978 2.9 10.6 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

野尻橋 (ﾉｼﾞﾘﾊｼ) 一般国道179号 1978 3.0 12.3 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

前川原橋 (ﾏｴｶﾜﾗﾊｼ) 一般国道179号 1937 3.8 11.6 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊｼ) 一般国道179号 1976 2.5 12.7 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅲ

西塚橋 (ﾆｼﾂｶﾊｼ) 一般国道179号 1976 3.5 11.8 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊｼ) 一般国道179号 1976 4.7 11.8 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

恩鳥橋 (ｵﾝﾄﾘﾊｼ) 一般国道179号 1976 2.5 11.8 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

恩谷橋 (ｵﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道179号 1975 3.0 12.6 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 一般国道179号 1975 2.0 12.2 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

前田橋 (ﾏｴﾀﾊｼ) 一般国道179号 1975 3.6 11.8 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅲ

宮ノ木橋 (ﾐﾔﾉｷﾊｼ) 一般国道179号 1975 3.6 11.8 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

下村橋 (ｼﾓﾑﾗﾊｼ) 一般国道179号 1975 3.6 11.6 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ
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BOX1 (ﾎﾞｯｸｽ1) 一般国道179号 2001 3.0 37.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

円谷橋 (ｴﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道179号 1983 18.8 21.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

倉吉大橋(上り) (ｸﾗﾖｼｵｵﾊｼ) 一般国道179号 1985 202.0 12.2 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

倉吉大橋(下り) (ｸﾗﾖｼｵｵﾊｼ) 一般国道179号 1990 202.0 12.2 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

伊木橋 (ｲｷﾞﾊｼ) 一般国道179号 1985 3.7 21.2 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

土手根橋 (ﾄﾞﾃﾈﾊｼ) 一般国道179号 1985 17.5 23.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

北田橋 (ｷﾀﾀﾞﾊｼ) 一般国道179号 1994 17.5 25.6 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

清谷橋 (ｾｲﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道179号 1994 10.8 23.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

田後１号暗渠1 (ﾀｼﾞﾘ1ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 一般国道179号 1994 3.4 28.5 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

田後１号暗渠2 (ﾀｼﾞﾘ1ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 一般国道179号 不明 3.1 15.6 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

長瀬１号暗渠 (ﾅｶﾞｾ1ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 一般国道179号 不明 3.2 18.3 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅲ

久留１号暗渠 (ﾋｻﾄﾞﾒ1ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 一般国道179号 不明 3.4 10.5 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅲ

光吉１号暗渠 (ﾐﾂﾖｼ1ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 一般国道179号 不明 3.1 11.0 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅲ

光吉２号暗渠 (ﾐﾂﾖｼ2ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 一般国道179号 不明 3.9 14.6 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅲ

いわな橋 (ｲﾜﾅﾊｼ) 一般国道313号 1992 12.8 10.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

あけび橋 (ｱｹﾋﾞﾊｼ) 一般国道313号 1994 48.0 10.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

矢送橋 (ﾔｵｸﾘﾊｼ) 一般国道313号 1988 24.6 12.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

岩ノ畠橋 (ｲﾜﾉﾊﾀﾊｼ) 一般国道313号 1995 4.5 14.3 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

耳橋 (ﾐﾐﾊｼ) 一般国道313号 1971 3.0 10.3 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

若土橋 (ﾜｶﾂﾁﾊｼ) 一般国道313号 1963 13.8 10.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

大鴨橋 (ｵｵｶﾞﾓﾊｼ) 一般国道313号 1993 149.9 12.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

無名橋１号橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道313号 1968 2.5 9.7 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

第二蔵内橋 (ﾀﾞｲ2ｸﾗｳﾁﾊｼ) 一般国道313号 1968 2.6 9.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 一般国道313号 1967 2.2 10.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

舟川橋 (ﾌﾈｶﾜﾊｼ) 一般国道313号 1998 7.0 17.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

神主橋 (ｶﾝﾇｼﾊｼ) 一般国道313号 1967 4.3 8.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

生田橋1 (ｲｸﾀﾊｼ) 一般国道313号 1964 2.6 10.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

小鴨橋 (ｵｶﾞﾓﾊｼ) 一般国道313号 1980 184.0 15.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

出口橋1 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊｼ) 一般国道313号 1995 146.6 15.3 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

下屋敷橋 (ｼﾓﾔｼｷﾊｼ) 一般国道313号 1996 5.1 18.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

新よねさと橋 (ｼﾝﾖﾈｻﾄﾊｼ) 一般国道313号 2002 194.5 11.4 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅰ

いなほ橋 (ｲﾅﾎﾊｼ) 一般国道313号 2005 85.0 10.5 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅱ

小末木橋 (ｺﾏﾂｷﾊｼ) 一般国道482号 1973 4.5 21.7 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

河原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾊｼ) 一般国道482号 1972 21.0 7.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

おおずれ橋 (ｵｵｽﾞﾚﾊｼ) 一般国道482号 1972 21.0 7.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新福本橋 (ｼﾝﾌｸﾓﾄﾊｼ) 一般国道482号 1974 21.2 7.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

みどり橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊｼ) 一般国道482号 1997 39.0 8.4 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新横手大橋 (ｼﾝﾖｺﾃｵｵﾊｼ) 主要地方道鳥取鹿野倉吉線 2004 197.5 11.3 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

丹戸橋 (ﾀﾝﾄﾞﾊｼ) 主要地方道三朝中線 1978 70.0 7.0 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

福光橋 (ﾌｸﾐﾂﾊｼ) 主要地方道倉吉赤碕中山線 2011 87.5 15.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊｼ) 主要地方道倉吉赤碕中山線 1970 12.6 5.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

倉切橋 (ｸﾗｷﾘﾊｼ) 主要地方道倉吉赤碕中山線 1971 8.4 5.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

1号長石橋 (ｲﾁｺﾞｳﾅｶﾞｲｼﾊｼ) 主要地方道倉吉福本線 不明 2.5 3.6 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

安歩橋 (ｱﾌﾞﾊｼ) 主要地方道倉吉江府溝口線 1974 3.4 5.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅰ
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東大山大橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾞｲｾﾝｵｵﾊｼ) 主要地方道倉吉江府溝口線 1971 150.0 8.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

宝原橋 (ﾀｶﾗﾊﾗﾊｼ) 一般県道常藤関金線 1946 3.5 4.8 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

無名１号橋 (ﾑﾒｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道常藤関金線 不明 2.2 3.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

谷橋1 (ﾀﾆﾊｼ) 一般県道常藤関金線 1949 3.0 4.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

矢内橋 (ﾔｳﾁﾊｼ) 一般県道倉吉東伯線 1993 4.1 9.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

半坂橋 (ﾊﾝｻﾞｶﾊｼ) 一般県道倉吉東伯線 1971 3.6 7.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

山崎橋2 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 一般県道倉吉東伯線 1991 3.6 14.2 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅰ

3号無名橋4 (3ｺﾞｳﾑﾒｲﾊﾞｼ4) 一般県道倉吉東伯線 不明 2.8 9.3 鳥取県 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

BOX12 (ﾎﾞｯｸｽ12) 一般県道倉吉東伯線 不明 4.7 3.0 鳥取県 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

カミシト橋 (ｶﾐｼﾄﾊｼ) 一般県道倉吉東伯線 1973 3.0 7.0 鳥取県 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

2号クズレ橋 (ﾆｺﾞｳｸｽﾞﾚﾊｼ) 一般県道倉吉東伯線 1988 8.5 7.6 鳥取県 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

第2一里松橋 (ﾀﾞｲﾆｲﾁﾘﾏﾂﾊｼ) 一般県道倉吉東伯線 1968 4.6 10.2 鳥取県 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

三明寺橋 (ｻﾝﾐｮｳｼﾞﾊｼ) 一般県道倉吉江北線 1970 191.2 7.6 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

無名橋9 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ9) 一般県道泊港線 不明 3.5 4.5 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅲ

光吉橋 (ﾐﾂﾖｼﾊｼ) 一般県道東郷湖線 1954 2.4 8.5 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

実光橋 (ｻﾈﾐﾂﾊｼ) 一般県道木地山倉吉線 1973 18.2 5.8 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

巌城橋 (ｲﾜｷﾊｼ) 一般県道厳城上灘線 1972 182.0 7.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

石塚橋 (ｲｼﾂﾞｶﾊｼ) 一般県道仙隠岡田線 1965 2.0 4.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 一般県道清谷北条線 1979 325.7 12.0 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 一般県道大谷曹源寺線 1945 18.6 5.5 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅰ

舞度橋 (ﾏｲﾄﾞﾊｼ) 一般県道下見関金線 不明 10.5 4.6 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 一般県道下見関金線 不明 12.2 4.6 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

無名橋16 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ16) 一般県道羽合東伯線 2002 4.0 19.6 鳥取県 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 一般県道羽合東伯線 1956 311.0 7.5 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅲ

江北1号暗渠 (ｴｷﾀｲﾁｺﾞｳ) 一般県道羽合東伯線 不明 3.5 18.2 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅲ

江北2号暗渠 (ｴｷﾀﾆｺﾞｳ) 一般県道羽合東伯線 不明 3.7 12.3 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅰ

国坂1号暗渠 (ｺﾆｻｶｲﾁｺﾞｳ) 一般県道羽合東伯線 不明 3.5 13.0 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅲ

大谷1号暗渠 (ｵｵﾀﾆｲﾁｺﾞｳ) 一般県道羽合東伯線 不明 3.5 12.0 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅰ

大谷2号暗渠 (ｵｵﾀﾆﾆｺﾞｳ) 一般県道羽合東伯線 不明 4.5 12.0 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅲ

大谷3号暗渠 (ｵｵﾀﾆｻﾝｺﾞｳ) 一般県道羽合東伯線 不明 7.3 8.5 鳥取県 鳥取県 北栄町 Ⅱ

国府高架橋 (ｺｵｺｳｶｷｮｳ) 一般国道313号 2013 31.5 13.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

不入岡川高架橋 (ﾌﾆｵｶｶﾜｺｳｶｷｮｳ) 一般国道313号 2013 22.4 13.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

不入岡川高架橋OFFランプ(ﾌﾆｵｶｶﾞﾜｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 一般国道313号 2010 22.4 6.4 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

不入岡川高架橋ONランプ橋(ﾌﾆｵｶｶﾞﾜｺｳｶｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 一般国道313号 2010 22.6 6.4 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

無名橋18 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ18) 一般国道313号 2013 3.9 13.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

無名橋19 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ19) 一般国道313号 2013 6.1 23.8 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

無名橋20 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ20) 一般国道313号 2013 6.6 13.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

無名橋21 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ21) 一般国道313号 2013 8.9 13.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

和田高架橋 (ﾜﾀﾞｺｳｶｷｮｳ) 一般国道313号 2013 30.1 13.5 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古屋敷橋 (ﾌﾙﾔｼｷﾊｼ) 一般国道180号 1988 19.7 10.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

大河内橋(下り) (ｵｵｺｳﾁﾊｼ) 一般国道180号 1989 25.6 4.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

大河内橋(上り) (ｵｵｺｳﾁﾊｼ) 一般国道180号 1963 25.0 6.9 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅰ

白山橋 (ﾊｸｻﾝﾊｼ) 一般国道180号 1979 58.0 9.8 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅲ

賀祥橋 (ｶﾞｼｮｳﾊｼ) 一般国道180号 1981 67.5 9.8 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ
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能竹橋 (ﾉｳﾁｸﾊｼ) 一般国道180号 1962 35.9 6.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

新法勝寺橋 (ｼﾝﾎｯｼｮｳｼﾞﾊｼ) 一般国道180号 1983 67.1 10.3 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

吉谷草谷橋 (ﾖｼﾀﾆｸｻﾀﾆﾊｼ) 一般国道180号 2002 41.5 12.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

郡界橋 (ｸﾞﾝｶｲﾊｼ) 一般国道181号 1994 92.0 14.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

上細見橋 (ｳｴﾎｿﾐﾊｼ) 一般国道181号 1965 2.4 9.4 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

大道西橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳﾆｼﾊｼ) 一般国道181号 1965 4.5 9.3 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

半田１号橋 (ﾊﾝﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道181号 1965 6.4 9.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

半田２号橋 (ﾊﾝﾀﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道181号 1965 6.0 8.8 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

別所橋 (ﾍﾞｯｼｮﾊｼ) 一般国道181号 1961 64.0 9.2 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

学校前橋 (ｶﾞｯｺｳﾏｴﾊｼ) 一般国道181号 1970 3.5 9.7 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

上島橋 (ｳｴｼﾏﾊｼ) 一般国道181号 1969 11.0 12.3 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

伯耆橋 (ﾎｳｷﾊｼ) 一般国道181号 1970 178.6 10.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅳ

寺畑橋 (ﾃﾗﾊﾀﾊｼ) 一般国道181号 1970 3.2 11.6 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

熊田橋 (ｸﾏﾀﾊｼ) 一般国道181号 1963 3.4 8.1 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊｼ) 一般国道181号 2009 40.6 17.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

福市橋 (ﾌｸｲﾁﾊｼ) 一般国道181号 1995 18.0 22.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

安養寺橋(上り) (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊｼ) 一般国道181号 1982 93.4 12.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

安養寺橋(下り) (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊｼ) 一般国道181号 1982 93.4 12.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

兼久新田橋 (ｶﾈﾋｻｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 一般国道181号 不明 4.0 28.5 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

道笑町橋 (ﾄﾞｳｼｮｳﾏﾁﾊｼ) 一般国道181号 1956 2.9 22.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

昭和陸橋 (ｼｮｳﾜﾘｸﾊｼ) 一般国道431号 1985 419.8 5.5 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 一般国道431号 1972 8.0 14.1 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

上道橋 (ｱｶﾞﾘﾐﾁﾊｼ) 一般国道431号 1985 8.5 8.0 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

下の川橋 (ｼﾓﾉｶﾊｼ) 一般国道431号 1967 7.5 20.2 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

白波橋 (ｼﾗﾅﾐﾊｼ) 一般国道431号 1971 2.5 27.2 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

そう海橋 (ｿｳｶｲﾊｼ) 一般国道431号 1971 2.5 26.5 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

通天橋 (ﾂｳﾃﾝﾊｼ) 一般国道431号 1971 2.7 26.5 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

広見灘橋1 (ﾋﾛﾐﾅﾀﾞﾊｼ) 一般国道431号 1971 3.7 20.2 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

富士見橋 (ﾌｼﾞﾐﾊｼ) 一般国道431号 1967 2.9 22.5 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

才仏橋 (ｻｲﾌﾞﾂﾊｼ) 一般国道431号 1968 7.3 20.0 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

釜池橋 (ｶﾏｲｹﾊｼ) 一般国道431号 1968 10.4 15.5 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

寄合前橋 (ﾖﾘｱｲﾏｴﾊｼ) 一般国道431号 1968 10.4 15.5 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

川向前橋 (ｶﾜﾑｶｲﾏｴﾊｼ) 一般国道431号 1968 8.4 15.6 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

御崎灘橋 (ﾐｻｷﾅﾀﾞﾊｼ) 一般国道431号 1968 10.4 15.6 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

北砂浜橋 (ｷﾀｽﾅﾊﾏﾊｼ) 一般国道431号 1968 10.4 15.6 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

南砂浜橋 (ﾐﾅﾐｽﾅﾊﾏﾊｼ) 一般国道431号 1968 8.4 15.6 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅲ

川尻橋 (ｶﾜｼﾘﾊｼ) 一般国道431号 1968 12.5 15.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

大篠津橋 (ｵｵｼﾉﾂﾞﾊｼ) 一般国道431号 1968 8.4 15.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

御崎橋 (ﾐｻｷﾊｼ) 一般国道431号 1968 12.5 15.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

和田新橋 (ﾜﾀﾞｼﾝﾊｼ) 一般国道431号 1968 11.4 15.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

池の尻橋 (ｲｹﾉｼﾙﾊｼ) 一般国道431号 1968 8.4 15.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

池の尻橋歩道橋 (ｲｹﾉｼﾙﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道431号 2008 9.1 6.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

政右衛門橋 (ﾏｻｴﾓﾝﾊｼ) 一般国道431号 1968 16.0 19.9 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

長兵衛橋 (ﾁｮｳﾍﾞｲﾊｼ) 一般国道431号 1968 8.5 22.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ
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樋口橋 (ﾋｸﾞﾁﾊｼ) 一般国道431号 1968 16.0 15.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊｼ) 一般国道431号 不明 2.0 21.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾆﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 13.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

無電局橋 (ﾑﾃﾞﾝｷｮｸﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 13.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

平和道橋 (ﾍｲﾜﾐﾁﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 29.9 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

悪水橋 (ｱｸｽｲﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 34.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

新田川道橋 (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾐﾁﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 13.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

六郎畷道橋 (ﾛｸﾛｳﾅﾜﾃﾐﾁﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 17.3 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

下の灘道橋 (ｼﾓﾉﾅﾀﾞﾐﾁﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 32.7 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

上の灘道橋 (ｶﾐﾉﾅﾀﾞﾐﾁﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.0 7.2 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

新開川橋 (ｼﾝｶｲｶﾞﾜﾊｼ) 一般国道431号 不明 4.4 18.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

３号橋 (3ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道431号 1982 2.6 22.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

２号橋 (2ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道431号 1982 5.0 22.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

皆生新田橋 (ｶｲｹｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 一般国道431号 1982 12.0 22.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

皆生大橋(上り) (ｶｲｹｵｵﾊｼ) 一般国道431号 1985 338.0 11.3 鳥取県 鳥取県 日吉津村 Ⅲ

皆生大橋(下り) (ｶｲｹｵｵﾊｼ) 一般国道431号 1990 338.0 11.3 鳥取県 鳥取県 日吉津村 Ⅲ

治平橋 (ｼﾞﾍｲﾊｼ) 一般国道431号 1982 12.0 22.6 鳥取県 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

二本木西橋 (ﾆﾎﾝｷﾞﾆｼﾊｼ) 一般国道431号 1984 2.8 31.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

二本木東橋 (ﾆﾎﾝｷﾞﾋｶﾞｼﾊｼ) 一般国道431号 1984 3.8 31.5 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 一般国道431号 1984 3.0 34.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ) 一般国道431号 1984 2.1 50.6 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾊﾗﾊｼ) 一般国道431号 不明 3.5 25.2 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

鬼守橋 (ｷﾓﾘﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1991 127.0 12.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

翔代橋 (ｼｮｳﾀﾞｲﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1998 120.0 8.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

箕ノ瀬橋 (ｷﾉｾﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1996 3.0 36.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

新浅井橋 (ｼﾝｱｻｲﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1986 16.5 9.8 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

浅井橋 (ｱｻｲﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1970 2.4 10.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1930 2.6 6.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅰ

寺内橋 (ﾃﾗｳﾁﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1937 2.8 15.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅲ

阿賀橋 (ｱｶﾞﾊｼ) 主要地方道溝口伯太線 1966 6.0 6.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅲ

星田橋 (ﾎｼﾀﾞﾊｼ) 主要地方道米子大山線 1963 3.9 21.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

尾髙橋 (ｵﾀﾞｶﾊｼ) 主要地方道米子大山線 1955 59.2 8.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

新大山橋 (ｼﾝﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 主要地方道米子大山線 1963 78.0 6.0 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊｼ) 主要地方道赤碕大山線 1962 29.3 8.0 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

香取橋 (ｶﾄﾘﾊｼ) 主要地方道赤碕大山線 1994 17.8 10.0 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅱ

川床橋 (ｶﾜﾄｺﾊｼ) 主要地方道赤碕大山線 1963 34.0 5.5 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

水無橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾊｼ) 主要地方道倉吉赤碕中山線 1972 23.5 4.6 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅱ

萩原１号橋 (ﾊｷﾞﾜﾗｲﾁｺﾞｳ) 主要地方道倉吉赤碕中山線 不明 3.6 7.0 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅱ

萩原２号橋 (ﾊｷﾞﾜﾗﾆｺﾞｳ) 主要地方道倉吉赤碕中山線 不明 3.1 4.8 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1964 2.1 10.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

今長橋 (ｲﾏﾅｶﾞﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 2000 33.2 11.3 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

岩屋橋 (ｲﾜﾔﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 2000 25.8 11.3 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

二枡谷橋 (ﾆﾏｽﾀﾆﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1961 4.4 6.3 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

常清橋 (ﾂﾈｷﾖﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1970 2.1 7.9 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ
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新金山橋 (ｼﾝｶﾅﾔﾏﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1994 32.6 10.1 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

無名橋6 (ﾑﾒｲﾊｼ6) 主要地方道西伯根雨線 2000 6.2 12.1 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

無名橋7 (ﾑﾒｲﾊｼ7) 主要地方道西伯根雨線 2000 6.0 10.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

金山大橋 (ｶﾅﾔﾏｵｵﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 2001 199.0 10.3 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

馬ヶ谷橋 (ｳﾏｶﾞﾀﾆﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 2000 45.0 11.2 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

樋ヶ谷橋 (ﾋｲｶﾞﾀﾆﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 2003 32.1 10.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

畦高橋 (ｱｾﾞﾀｶﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1991 9.2 12.5 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

福居橋 (ﾌｸｲﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1986 20.3 7.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

射矢谷橋 (ｲﾔﾀﾆﾊｼ) 主要地方道西伯根雨線 1966 24.1 6.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

射矢谷歩道橋 (ｲﾔﾀﾆﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道西伯根雨線 1987 24.0 2.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

久古橋 (ｸｺﾞﾊｼ) 主要地方道名和岸本線 1964 20.0 9.5 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

久古橋歩道橋 (ｸｺﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道名和岸本線 1981 26.0 2.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

大山正面橋 (ﾀﾞｲｾﾝｼｮｳﾒﾝﾊｼ) 主要地方道倉吉江府溝口線 1992 154.0 8.0 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

しんでん橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 主要地方道日野溝口線 1994 4.0 14.3 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

灘町橋 (ﾅﾀﾞﾏﾁﾊｼ) 主要地方道米子境港線 1974 18.9 20.1 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

旗ヶ崎１号橋 (ﾊﾀｶﾞｻｷｲﾁｺﾞｳ) 主要地方道米子境港線 1925 2.2 20.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

後藤橋 (ｺﾞﾄｳﾊｼ) 主要地方道米子境港線 1978 4.0 29.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

無名橋10 (ﾑﾒｲﾊｼ10) 主要地方道米子境港線 1993 4.6 22.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

中濱橋 (ﾅｶﾊﾏﾊｼ) 主要地方道米子境港線 不明 5.4 14.0 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅱ

深田橋 (ﾌｶﾀﾊｼ) 主要地方道米子境港線 不明 4.0 26.6 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅰ

小林大橋 (ｺﾊﾞﾔｼｵｵﾊｼ) 主要地方道岸本江府線 2001 250.0 11.2 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

新弁天橋 (ｼﾝﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 主要地方道岸本江府線 1980 14.1 8.6 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

日光橋 (ﾆｯｺｳﾊｼ) 主要地方道岸本江府線 1960 32.0 9.3 鳥取県 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

目久美新橋 (ﾒｸﾐｼﾝﾊｼ) 一般県道米子広瀬線 2010 55.4 17.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

美吉橋 (ﾐﾖｼﾊｼ) 一般県道米子広瀬線 1985 54.8 11.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 一般県道西伯伯太線 1968 48.5 6.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅲ

新平橋 (ｼﾝﾋﾗﾊｼ) 一般県道大山口停車場大山線 1979 8.6 6.5 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅱ

大山寺橋 (ﾀﾞｲｾﾝｼﾞﾊｼ) 一般県道大山口停車場大山線 1964 63.4 8.4 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

東南橋 (ﾄｳﾅﾝﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1953 4.4 7.3 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

明見橋 (ﾐｮｳｹﾝﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1997 3.1 13.5 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

陳少橋 (ﾁﾝｼｮｳﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1997 3.4 30.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

一部橋 (ｲﾁﾌﾞﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1971 3.5 10.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

河岡橋 (ｶﾜｵｶﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1970 5.4 9.8 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

新河岡橋 (ｼﾝｶﾜｵｶﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1974 27.4 9.4 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

乱堂２号橋 (ﾗﾝﾄﾞｳﾆｺﾞｳﾊｼ) 一般県道米子丸山線 1960 4.4 8.4 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

大沢１号橋 (ｵｵｻﾜｲﾁｺﾞｳ) 一般県道皆生西原線 1967 2.3 20.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅰ

大沢２号橋 (ｵｵｻﾜﾆｺﾞｳ) 一般県道皆生西原線 1968 3.1 20.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

往来橋 (ｵｳﾗｲﾊｼ) 一般県道東福原樋口線 1965 3.5 9.2 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

新青木橋 (ｼﾝｱｵｷﾊｼ) 一般県道岩屋谷米子線 1977 110.0 17.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

名和橋 (ﾅﾜﾊｼ) 一般県道松河原名和線 2000 36.2 11.3 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅱ

無名橋14 (ﾑﾒｲﾊｼ14) 一般県道米子空港線 1992 3.7 18.7 鳥取県 鳥取県 境港市 Ⅰ

村ノ下橋 (ﾑﾗﾉｼﾀﾊｼ) 一般県道下市赤碕停車場線 1971 5.2 6.9 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

石井垣橋 (ｲｼｲｶﾞｷﾊｼ) 一般県道下市赤碕停車場線 1971 56.8 7.1 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

BOX5 (ﾎﾞｯｸｽ5) 一般県道米子環状線 不明 2.7 17.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ
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畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 一般県道大山佐摩線 1972 64.7 5.5 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅲ

大袋橋 (ｵｵﾌｸﾛﾊｼ) 一般県道米子岸本線 1996 68.6 17.5 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

２号ボックス橋 (2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽｷｮｳ) 一般県道米子岸本線 1996 2.0 14.5 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

地主木橋 (ｼﾞﾇｼｷﾊｼ) 一般県道米子岸本線 不明 2.0 19.3 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ) 一般県道米子岸本線 不明 3.0 13.2 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

天萬橋 (ﾃﾝﾏﾝﾊｼ) 一般県道米子岸本線 2009 35.7 12.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅰ

三柳境橋 (ﾐﾂﾔﾅｷﾞｻｶｲﾊｼ) 一般県道両三柳西福原線 1967 2.6 20.2 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅲ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊｼ) 一般県道両三柳西福原線 1967 2.7 25.2 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

BOX7 (ﾎﾞｯｸｽ7) 一般国道180号 2013 2.9 10.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅰ

BOX8 (ﾎﾞｯｸｽ8) 一般国道180号 2013 4.6 10.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅰ

BOX9 (ﾎﾞｯｸｽ9) 一般国道180号 2013 4.5 10.5 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

砂口橋 (ｽﾅｸﾁﾊｼ) 一般県道米子広瀬線 2007 2.0 28.0 鳥取県 鳥取県 米子市 Ⅱ

早里橋 (ﾊﾔｻﾄﾊｼ) 一般国道180号 2013 95.6 13.0 鳥取県 鳥取県 南部町 Ⅱ

根雨橋 (ﾈｳﾊｼ) 一般国道181号 1969 60.0 9.5 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

三谷尻橋 (ﾐﾀﾆｼﾘﾊｼ) 一般国道181号 不明 3.4 8.3 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊｼ) 一般国道181号 1978 13.6 9.6 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

神奈川橋 (ｶﾅｶﾞﾜﾊｼ) 一般国道181号 1977 41.2 10.1 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

白尾橋 (ｼﾗｵﾊｼ) 一般国道181号 1930 3.0 12.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

江尾上橋 (ｴﾋﾞｳｴﾊｼ) 一般国道181号 1960 3.4 7.5 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅱ

江尾橋 (ｴﾋﾞﾊｼ) 一般国道181号 1980 45.0 8.5 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

小江尾橋 (ｺｴﾌﾞﾊｼ) 一般国道181号 1959 38.5 8.8 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅱ

佐川橋 (ｻｶﾞﾜﾊｼ) 一般国道181号 1969 6.9 8.2 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅱ

佐川歩道橋 (ｻｶﾞﾜﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道181号 不明 5.8 1.5 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

峠根橋 (ﾀﾜﾈﾊｼ) 一般国道183号 1963 15.6 7.0 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

潤谷橋 (ｳﾙﾀﾆﾊｼ) 一般国道183号 1963 15.9 6.5 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

中園橋 (ﾅｶｿﾞﾉﾊｼ) 一般国道183号 1958 21.3 10.1 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

第二多里橋（下り） (ﾀﾞｲ2ﾀﾘﾊｼ) 一般国道183号 1997 48.0 4.5 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

第二多里橋（上り） (ﾀﾞｲ2ﾀﾘﾊｼ) 一般国道183号 1972 40.0 7.5 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

新湯河橋 (ｼﾝﾕｶﾜﾊｼ) 一般国道183号 1972 16.1 9.6 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

第一多里橋 (ﾀﾞｲ1ﾀﾘﾊｼ) 一般国道183号 1972 60.0 7.0 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

河上橋 (ｶﾜｶﾐﾊｼ) 一般国道183号 1976 24.7 9.7 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

入沢橋 (ｲﾘｻﾜﾊｼ) 一般国道183号 1973 39.4 9.3 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

宮内2号BOX (ﾐﾔｳﾁ2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 一般国道183号 不明 2.8 8.3 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

こぶし橋 (ｺﾌﾞｼﾊｼ) 一般国道183号 2000 85.0 10.5 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

さくら橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 一般国道183号 2000 97.0 10.5 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

つつじ橋 (ﾂﾂｼﾞﾊｼ) 一般国道183号 2001 62.0 12.0 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

持ヶ瀧橋 (ﾓﾁｶﾞﾀｷﾊｼ) 一般国道183号 1999 23.7 11.5 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

諏訪橋 (ｽﾜﾊｼ) 一般国道183号 1998 62.0 8.5 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

箸建橋 (ﾊｼﾀﾃﾊｼ) 一般国道482号 1990 78.0 7.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

助澤大橋 (ｽｹﾞｻﾜｵｵﾊｼ) 一般国道482号 1990 170.0 7.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

向山橋 (ﾑｺｳﾔﾏﾊｼ) 一般国道482号 1991 40.0 7.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅱ

江尾新橋 (ｴﾋﾞｼﾝﾊｼ) 一般国道482号 1994 39.0 12.2 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

生山橋 (ｼｮｳﾔﾏﾊｼ) 主要地方道新見日南線 2002 64.5 11.6 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ

小原橋 (ｺﾊﾞﾗﾊｼ) 主要地方道新見日南線 1997 28.0 13.0 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅱ
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霞橋 (ｶｽﾐﾊｼ) 主要地方道新見日南線 1975 70.0 9.0 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

黒坂橋 (ｸﾛｻｶﾊｼ) 主要地方道日野溝口線 1947 81.0 7.0 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

折渡橋 (ｵﾜﾀﾊｼ) 主要地方道多里伯太線 1972 20.0 7.7 鳥取県 鳥取県 日南町 Ⅲ

南向橋 (ﾐﾅﾐﾑｺｳﾊｼ) 一般県道上徳山俣野江府線 1981 72.0 7.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

下黒坂橋 (ｼﾓｸﾛｻｶﾊｼ) 一般県道菅沢日野線 1991 71.4 10.0 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅲ

南大山大橋 (ﾐﾅﾐﾀﾞｲｾﾝｵｵﾊｼ) 一般県道如来原御机線 1970 125.0 7.5 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

三王谷橋 (ｻﾝｵｳﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道482号 2012 100.0 7.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

背戸ノ谷橋 (ｾﾄﾞﾉﾀﾆﾊｼ) 一般国道482号 2012 103.0 7.0 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

明神大橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝｵｵﾊｼ) 一般国道482号 2012 167.0 9.6 鳥取県 鳥取県 江府町 Ⅲ

下市第２跨道橋 (ｼﾓｲﾁﾀﾞｲﾆｺﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道高橋下市停車場線 2013 64.8 8.0 鳥取県 鳥取県 大山町 Ⅰ

田島大橋 (ﾀｼﾞﾏｵｵﾊｼ) 1級市道西品治田園線 1979 14.3 22.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

智頭橋 (ﾁｽﾞﾊｼ) 1級市道智頭街道 2002 29.7 20.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

智頭橋歩道橋 (ﾁｽﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級市道智頭街道 1993 29.2 24.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊｼ1) 1級市道新橋通り 1964 28.1 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

新橋歩道橋 (ｼﾝﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級市道新橋通り 1979 28.0 2.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

上土居橋 (ｶﾐﾄﾞｲﾊﾞｼ1) 1級市道覚寺浜坂線 1982 28.3 12.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

今在家橋 (ｲﾏｻﾞｲｹﾊｼ1) 1級市道東今在家橋線 1972 61.6 9.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

古市橋 (ﾌﾙｲﾁﾊﾞｼ) 1級市道古市橋線 1979 88.2 10.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

稲場橋 (ｲﾅﾊﾞﾊｼ) 1級市道雲山吉成線 2006 17.9 15.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

大杙橋 (ｵｵｸｲﾊﾞｼ) 1級市道大杙橋線 1980 67.4 7.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

通学橋 (ﾂｳｶﾞｸﾊﾞｼ) 1級市道卯垣線 1983 17.3 3.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

舟木橋 (ﾌﾅｷﾊﾞｼ) 1級市道久末生山線 1975 16.4 12.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

生山橋 (ｼｮｳｻﾞﾝﾊｼ) 1級市道久末生山線 1991 25.4 12.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

賀露南橋 (ｶﾛﾐﾅﾐﾊｼ) 1級市道賀露８８号線 1988 43.3 8.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

賀露橋 (ｶﾛﾊｼ) 1級市道賀露８８号線 1966 31.0 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

賀露橋歩道橋 (ｶﾛﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 1級市道賀露８８号線 1993 31.0 3.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

千代水２号橋（0148号） (ﾁﾖﾐﾆｺﾞｳｷｮｳ) 1級市道湖山商栄線 1987 20.9 16.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

岩吉陸橋 (ｲﾜﾖｼﾘｯｷｮｳ) 1級市道岩吉陸橋線 1973 259.8 7.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新滝山橋 (ｼﾝﾀｷﾔﾏﾊｼ) 1級市道滝山卯垣線 1979 16.7 9.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ1) 1級市道大学道り 1975 17.1 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新川橋＋拡幅橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ+ｶｸﾌｸｷｮｳ) 1級市道大学道り 1986 18.1 6.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

島川橋 (ｼﾏｶﾜﾊﾞｼ) 1級市道大学道り 1974 15.7 7.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

長柄橋 (ﾅｶﾞﾗﾊｼ) 1級市道吉岡福井線 1994 20.9 9.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

野寺橋 (ﾉﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 1級市道野寺北村線 1975 33.3 7.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

北村大橋 (ｷﾀﾑﾗｵｵﾊｼ) 1級市道野寺北村線 1973 40.0 6.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

細見橋 (ﾎｿﾐﾊﾞｼ) 1級市道上原細見線 1981 35.0 8.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ1) 1級市道上原細見線 1968 25.4 5.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

第二観音橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 1級市道上原細見線 1981 29.5 5.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

有富橋 (ｱﾘﾄﾞﾒﾊﾞｼ) 1級市道上原猪子線 1979 30.7 8.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

第一猪子橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾉｺﾊｼ) 1級市道上原猪子線 1978 54.0 8.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

第二猪子橋 (ﾀﾞｲﾆｲﾉｺﾊｼ) 1級市道上原猪子線 1978 16.1 9.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

大池橋 (ｵｵｲｹﾊｼ) 1級市道津ノ井ニュ－タウン線 1988 9.4 22.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

海蔵寺橋 (ｶｲｿﾞｳｼﾞﾊｼ) 1級市道海蔵寺祢宜谷線 1974 17.3 6.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新紙子谷橋 (ｼﾝｶｺﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 1級市道海蔵寺祢宜谷線 1974 18.1 6.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ
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大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 1級市道古海高住線 1932 60.9 9.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

挽木橋 (ﾋｷｷﾞﾊｼ) 2級市道立川南吉方線 1993 18.3 9.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

南立川橋 (ﾐﾅﾐﾀﾁｶﾜﾊｼ) 2級市道立川南吉方線 1974 18.5 8.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 2級市道大覚寺的場線 1979 37.1 5.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

西大路橋 (ﾆｼｵｵﾛﾊｼ) 2級市道中大路雲山線 1995 44.6 15.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

金六橋 (ｶﾅﾛｸﾊｼ) 2級市道吉岡大畑線 1978 17.7 5.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 2級市道洞谷矢矯線 1972 18.3 4.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

尾崎橋 (ｵｻｷﾊｼ) 2級市道上原三山口線 1973 59.3 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

大塚橋 (ｵｵﾂｶﾊｼ) 2級市道野坂上段線 1972 61.6 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

神坂橋 (ｶﾝｻﾞｶﾊｼ) 2級市道下砂見線 1971 26.6 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ2) その他市道第二出合橋通り 1954 25.8 6.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

鋳物師橋 (ｲﾓﾉｼﾊｼ) その他市道茶町通り 1955 26.8 6.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

御舟橋 (ﾐﾌﾈﾊﾞｼ) その他市道川端通り 1970 30.2 5.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) その他市道東町南町１号線 1964 26.6 4.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

花見橋 (ﾊﾅﾐﾊﾞｼ) その他市道花見橋通り 1958 26.3 5.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

一本橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾊﾞｼ) その他市道吉方温泉通り 1988 24.0 6.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

馬の瀬橋 (ｳﾏﾉｾﾊｼ) その他市道立川吉方町２号線 1989 16.2 6.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

東雲橋 (ｼﾉﾉﾒﾊｼ) その他市道立川町１８号線 1988 17.9 11.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

三枚橋 (ｻﾝﾏｲﾊﾞｼ) その他市道立川町２１号線 1970 16.4 5.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

川下橋 (ｶﾜｼﾓﾊﾞｼ) その他市道青葉湯所町１号線 1968 33.6 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

松並新橋 (ﾏﾂﾅﾐｼﾝﾊﾞｼ) その他市道松並町１号線 1975 21.6 5.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

松並北橋 (ﾏﾂﾅﾐｷﾀﾊｼ) その他市道松並町１号線 1975 15.0 5.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

中郷橋 (ﾅｶﾉｺﾞｳﾊﾞｼ) その他市道松並秋里１号線 1971 41.4 3.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

沢井手橋 (ｻﾜｲﾃﾞﾊｼ) その他市道扇富安１号線 1991 17.7 15.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

千代水１号橋 (ﾁﾖﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) その他市道千代水区画８号線 1987 20.9 20.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

山白大橋 (ﾔﾏｼﾛｵｵﾊｼ) その他市道円通寺１３号線 1977 27.2 6.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

今津橋 (ｲﾏﾂﾞﾊｼ) その他市道南隈晩稲循環線 2000 15.1 17.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

南安長橋 (ﾐﾅﾐﾔｽﾅｶﾞﾊｼ) その他市道安長古海線 2000 15.6 14.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

賀露東橋 (ｶﾛﾋｶﾞｼﾊｼ) その他市道晩稲飛行場線 1998 21.3 16.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

鏡橋 (ｶｶﾞﾐﾊﾞｼ) その他市道朝月下味野１号線 1971 31.0 8.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

牛追橋 (ｳｼｵｲﾊﾞｼ) その他市道朝月１号線 1977 26.2 6.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

篠田橋 (ｼﾉﾀﾞﾊｼ) その他市道朝月１号線 1988 24.9 4.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) その他市道横枕上味野線 1990 32.2 8.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

大学橋 (ﾀﾞｲｶﾞｸﾊｼ) その他市道大学線 1966 13.2 12.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

井戸橋 (ｲﾄﾞﾊｼ) その他市道湖山南９号線 1972 21.0 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

賀露陸橋 (ｶﾛﾘｸｷｮｳ) その他市道湖山賀露線 1972 19.6 10.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

1号橋（5020号） (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ5020ｺﾞｳ) その他市道大塚尾崎１号線 1984 15.6 3.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

篠坂橋 (ｼﾉｻﾞｶﾊﾞｼ) その他市道西今在家篠坂１号線 1972 36.5 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新中橋 (ｼﾝﾅｶﾊｼ) その他市道中村４号線 1973 21.0 3.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊｼ) その他市道大森中村１号線 1973 18.5 3.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

若宮橋 (ﾜｶﾐﾔﾊｼ) その他市道長柄２号線 1979 21.2 5.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

無名橋(5812号) (ﾑﾒｲｷｮｳ5812ｺﾞｳ) その他市道長柄３号線 不明 18.1 2.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

河内坂橋 (ｺｳﾁｻｶﾊｼ) その他市道矢矯１号線 1974 17.5 3.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ1) その他市道松上３号線 1976 31.0 5.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

－15－



管理者
点検記

録

管理者名
都道府県

名
市区町村名

判定区
分

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

才ノ木橋 (ｻｲﾉｷﾊｼ) その他市道槙原河内１号線 1977 37.8 3.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

辻堂橋 (ﾂｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ) その他市道槙原河内１号線 1975 54.0 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

辻堂橋 (ﾂｼﾞﾄﾞｳﾊﾞｼ) その他市道槙原河内１号線 1975 54.0 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ1) その他市道河内１号線 2001 63.6 4.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

新細見橋 (ｼﾝﾎｿﾐﾊｼ) その他市道細見２号線 2004 16.1 7.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

石山川橋 (ｲｼﾔﾏｶﾜﾊｼ) その他市道下砂見５号線 1973 19.5 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

西河内橋 (ﾆｼｺｳﾁﾊﾞｼ) その他市道下砂見６号線 1976 17.5 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

高津橋 (ﾀｶﾂﾊｼ) その他市道高津１号線 1972 20.0 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

中湯棚大橋 (ﾅｶﾕﾀﾞﾅｵｵﾊｼ) その他市道中湯棚１号線 1997 75.0 6.3 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

下大橋 (ｼﾓｵｵﾊｼ) その他市道上砂見３号線 1974 15.6 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

上大橋 (ｶﾐｵｵﾊｼ) その他市道上砂見７号線 1972 16.0 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

小原橋 (ｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ) その他市道岩坪１号線 1973 15.5 4.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

広岡2号橋 (ﾋﾛｵｶﾆｺﾞｳｷｮｳ) その他市道海蔵寺広岡線 1982 15.7 5.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

若葉大橋 (ﾜｶﾊﾞｵｵﾊｼ) その他市道若葉台周遊線 1995 24.0 5.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅰ

柏越跨線橋 (ｶｼﾜｺｴｺｾﾝｷｮｳ) 2級市道山手釜口線 1983 12.6 5.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊｼ1) その他市道曳田引野線 1976 42.5 2.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

棚組橋 (ﾀﾅｸﾞﾐﾊﾞｼ) その他市道棚組線 1978 35.0 5.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

郡家大橋 (ｺｵｹﾞｵｵﾊｼ) 1級市道郡家会下蔵内線 1982 17.0 9.4 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

浜村橋 (ﾊﾏﾑﾗﾊｼ) 1級市道日光浜村線 1984 34.0 8.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

砂丘大橋 (ｻｷｭｳｵｵﾊｼ) 1級市道砂丘１号線 1988 36.0 14.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ2) 1級市道重高戸島線 1967 66.0 3.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

戸嶋橋 (ﾄｼﾏﾊﾞｼ) 1級市道重高戸島線 1971 35.0 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

富吉橋 (ﾄﾐﾖｼﾊﾞｼ) 1級市道下坂本富吉線 1975 61.0 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

大川橋 (ｵｦｶﾜﾊﾞｼ) その他市道高江会下線 1981 16.4 5.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

無名橋・0212号 (ﾑﾒｲｷｮｳ･0212ｺﾞｳ) その他市道日光２号線 不明 12.7 4.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

勝見跨線橋 (ｶﾁﾐｺｾﾝｷｮｳ) その他市道浜村構内線 1982 22.9 2.6 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

しょうぶ橋 (ｼｮｳﾌﾞﾊｼ) その他市道高浜８号線 1998 64.0 12.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

瑞穂橋(山崎大橋) (ﾐｽﾞﾎﾊﾞｼ) その他市道上光元下光元二本木線1988 72.0 7.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊﾞｼ) その他市道八幡睦逢１号線 不明 24.7 7.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

高江橋 (ﾀｶｴﾊｼ1) その他市道高江１号線 1981 16.4 4.4 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

渕ノ上橋 (ﾌﾁﾉｶﾐﾊｼ) その他市道日光勝見線 1994 27.9 6.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

新砂丘橋 (ｼﾝｻｷｭｳﾊﾞｼ) その他市道砂丘１３号線 1978 35.0 2.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

石井谷橋 (ｲﾜｲﾀﾞﾆﾊｼ) 1級市道栃本石井谷線 1996 17.6 9.9 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

清水橋 (ｽﾝｽﾞﾊﾞｼ) 2級市道清水１号線 1969 53.5 3.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

刈地橋 (ｶﾙﾁﾊﾞｼ) 1級市道刈地森坪線 1988 43.3 6.1 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

上原橋 (ｳｴﾊﾗﾊﾞｼ1) 1級市道佐治小学校線 1963 25.0 2.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

上原橋 (ｳｴﾊﾗﾊﾞｼ2) 1級市道佐治小学校線 1963 25.0 2.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

上原橋 (ｳｴﾊﾗﾊﾞｼ3) 1級市道佐治小学校線 1963 25.0 1.5 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

猿渡橋 (ｻﾙﾜﾀﾘﾊｼ) 1級市道川奥線 1970 25.5 4.7 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

和増谷橋 (ﾜｿｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 2級市道小原線 1979 25.0 5.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

下大井橋 (ｼﾓｵｵｲﾊｼ) 2級市道下大井線 1975 38.4 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

南土居橋 (ﾐﾅﾐﾄﾞｲﾊｼ) その他市道尾際南土居線 1979 22.9 4.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

八葉寺橋 (ﾊﾂｼｮｳｼﾞﾊｼ) 1級市道早牛勝部線 1971 16.6 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

堂田橋 (ﾄﾞｳﾀﾞﾊﾞｼ) その他市道田口線 1974 26.1 4.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ
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見生寺橋 (ｹﾝｼﾞｮｳｼﾞﾊﾞｼ) その他市道寺前沢町線 1979 31.0 5.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

楠根橋 (ｸｽﾈﾊﾞｼ) その他市道孫坂上河原線 1972 28.5 4.8 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊﾞｼ) その他市道桑原向田線 1975 15.8 4.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

上南垣橋 (ｶﾐﾐﾅﾐｶﾞｷﾊｼ) その他市道西村内上南垣線 1975 16.5 5.0 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

青滑橋 (ｱｵﾅﾒﾊｼ) 2級市道岡１号線 1991 26.9 6.2 鳥取市 鳥取県 鳥取市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 茶町祗園町線 2002 37.8 4.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

桜木橋 (ｻｸﾗｷﾞﾊｼ) 上安曇大袋１号線 1991 39.7 9.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

福留橋 (ﾌｸﾄﾒﾊｼ) 尾高河岡線 1961 34.4 6.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

日原橋 (ﾋﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 日原石井線 1998 28.6 8.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

崎津団地２号橋 (ｻｷﾂﾀﾞﾝﾁﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 和田葭津線 1989 24.0 17.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

新塩川橋 (ｼﾝｼｵｶﾜﾊﾞｼ) 西原佐陀線 1997 17.3 16.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

新佐陀橋 (ｼﾝｻﾀﾞﾊﾞｼ) 西原佐陀線 2002 72.0 14.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

新宇田川橋 (ｼﾝｳﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 福井福岡線 2002 16.2 12.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

森橋 (ﾓﾘﾊｼ) 尾高福万線 2007 44.3 10.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

石井大橋 (ｲｼｲｵｵﾊｼ) 石井青木線 2002 25.1 12.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

長砂橋 (ﾅｶﾞｽﾅﾊｼ) 長砂町３号線 1992 35.7 10.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

道笑町２号橋 (ﾄﾞｳｼﾖｳﾏﾁﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 道笑町通り線 1982 22.0 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

祗園橋 (ｷﾞｵﾝﾊｼ) 久米町祗園橋線 1973 38.7 2.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

奥谷大橋 (ｵｸﾀﾆｵｵﾊｼ) 日原加茂川石井線 2003 23.8 13.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

崎津団地３号橋 (ｻｷﾂﾀﾞﾝﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 葭津２１号線 2003 24.7 12.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

日野橋 (ﾋﾉﾊｼ) 車尾日野橋熊党線 1929 366.0 6.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 尾高西４号線 1971 58.0 4.4 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊｼ) 尾高石田日下線 1977 54.1 4.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

新良路橋 (ｼﾝﾘﾖｳｼﾞﾊｼ) 浅山新良路線 1979 44.4 5.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

山本橋 (ﾔﾏﾓﾄﾊｼ) 河岡日下線 1974 22.9 4.6 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

日下橋 (ｸｻｶﾊｼ) 五ツ分日下線 1970 55.0 4.6 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

谷田橋 (ﾀﾆﾀﾞﾊｼ) 上福万日下原線 1970 52.5 3.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

上福万橋 (ｶﾐﾌｸﾏﾝﾊｼ) 上福万日下線 1974 54.8 3.6 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

第一青木橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱｵｷﾊｼ) 青木上安曇線 1963 78.8 6.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

第二青木橋 (ﾀﾞｲﾆｱｵｷﾊｼ) 青木上安曇線 1961 42.0 6.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

下安曇橋 (ｼﾓｱｽﾞﾏﾊｼ) 下安曇１号線 1973 35.4 3.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

上安曇橋 (ｶﾐｱｽﾞﾏﾊｼ) 上安曇大袋２号線 1966 33.1 3.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

大仙橋 (ﾀﾞｲｾﾝﾊｼ) 福市八幡線 1980 20.9 5.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

目久美３号橋 (ﾒｸﾞﾐｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 目久美町２号線 1982 22.5 7.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

道笑町１号橋 (ﾄﾞｳｼﾖｳﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 道笑町３丁目３号線 1983 22.1 4.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

昭和町１号橋 (ｼﾖｳﾜﾏﾁｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 東山川右岸堤線 1982 21.3 7.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

下郷新橋 (ｼﾓﾉｺﾞｳｼﾝﾊﾞｼ) 下郷４号線 1985 61.1 9.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ) 末広町大谷口陰田線 1987 38.4 3.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

崎津団地１号橋 (ｻｷﾂﾀﾞﾝﾁｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 富益崎津３号線 1985 23.6 16.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

水貫川橋 (ﾐｽﾞﾇｷｶﾞﾜﾊｼ) 皆生中央線 1988 14.8 9.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

水貫川１号橋 (ﾐｽﾞﾇｷｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 皆生新田２丁目７号線 1983 28.9 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

錦海橋 (ｷﾝｶｲﾊｼ) 錦海中央線 1988 18.0 14.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

ゆうなぎ橋 (ﾕｳﾅｷﾞﾊｼ) 錦海中央線 1994 26.0 17.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

新二本木橋 (ｼﾝﾆﾎﾝｷﾞﾊｼ) 二本木下郷線 1987 28.0 6.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ
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水貫川３号橋 (ﾐｽﾞﾇｷｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 皆生２４号線 1985 29.0 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

水貫川２号橋 (ﾐｽﾞﾇｷｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 皆生２５号線 1985 29.0 5.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

池の内橋 (ｲｹﾉｳﾁﾊｼ) 長砂町美吉線 1988 34.3 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

口長砂橋 (ｸﾁﾅｶﾞｽﾅﾊｼ) 長砂町７号線 1988 33.1 5.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

猿土手橋 (ｻﾙﾄﾞﾃﾊｼ) 猿土手線 1987 33.1 5.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

昭和町２号橋 (ｼﾖｳﾜﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 昭和町３号線 1982 21.0 6.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

堀川中央橋 (ﾎﾘｶﾜﾁﾕｳｵｳﾊｼ) 西福原両三柳３号線 1988 16.3 9.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊﾞｼ) 錦海町１号線 1992 22.0 10.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

昭和町３号橋 (ｼﾖｳﾜﾏﾁｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 昭和町３号線 1983 29.0 6.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

彦名東橋 (ﾋｺﾅﾋｶﾞｼﾊｼ) 彦名新田中央線 1992 66.0 7.7 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

彦名中橋 (ﾋｺﾅﾅｶﾊｼ) 彦名新田１号線 1991 46.7 7.7 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

飛脚橋 (ﾋｷｬｸﾊｼ) 奈喜良萱原古市線 1995 16.7 5.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

大崎橋 (ｵｵｻﾞｷﾊｼ) 大崎和田浜駅線 1999 24.9 17.4 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

三福中橋 (ｻﾝﾌﾟｸﾅｶﾊｼ) 西福原両三柳５号線 2001 19.7 12.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

三福上橋 (ｻﾝﾌﾟｸｶﾐﾊｼ) 西福原両三柳６号線 2001 19.7 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

堀川３号橋 (ﾎﾘｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 西福原両三柳７号線 2001 16.5 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

三福下橋 (ｻﾝﾌﾟｸｼﾓﾊｼ) 両三柳堀川８号線 2001 19.1 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

安養寺橋歩道橋 (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 日原兼久線 1975 96.6 3.6 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾊｼ) 日原２号線 1998 28.6 12.7 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

黒御崎橋 (ｸﾛﾐｻｷﾊｼ) 橋本川右岸堤線 2000 31.5 11.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

今津橋 (ｲﾏﾂﾞﾊﾞｼ) 今津本線 1934 18.0 6.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 小学校通学路線 1972 15.8 2.4 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

福中橋 (ﾌｸﾅｶﾊﾞｼ) 淀江中西尾線 1981 19.0 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

宇田川側道橋 (ｳﾀﾞｶﾞﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 福岡西原１号線 1997 17.0 8.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

灘橋 (ﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 小波灘道線 2000 18.7 3.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岡成上泉３号線 1976 15.6 7.4 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

勝田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 昭和町東福原線 1979 15.5 10.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

石井橋 (ｲｼｲﾊｼ) 日原加茂川石井線 2006 30.0 12.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

治右衛門橋 (ｼﾞｳｴﾓﾝﾊﾞｼ) 西福原両三柳２号線 2002 16.2 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

公園南橋 (ｺｳｴﾝﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 西福原両三柳１号線 2009 17.0 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

土手下橋 (ﾄﾞﾃｼﾀﾊﾞｼ) 西福原両三柳４号線 1996 16.4 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊｼ) 川向２号線 1984 16.0 2.4 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

宮ノ谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊｼ) 宗像２号線 1994 32.7 5.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

宗像神社前橋 (ﾑﾅｶﾀｼﾞﾝｼﾞｬﾏｴﾊｼ) 宗像神社日原線 1997 32.6 6.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

要害山橋 (ﾖｳｶﾞｲｻﾞﾝﾊﾞｼ) 成実小学校線 1996 25.0 3.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅰ

渡り瀬橋 (ﾜﾀﾘｾﾊﾞｼ) 古市３号線 1996 16.6 7.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

四ツ塚橋 (ﾖﾂｽﾞｶﾊﾞｼ) 四ツ塚１号線 1998 16.9 7.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

今津上橋 (ｲﾏﾂﾞｶﾐﾊｼ) 今津６号線 1979 12.5 2.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 福岡本宮線 1969 10.1 4.7 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

高坪橋 (ﾀｶﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 稲吉福頼線 1956 10.9 4.5 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

荒神田橋 (ｺｳｼﾞﾝﾀﾊｼ) 中間石業線 不明 10.5 5.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

岬橋 (ﾐｻｷﾊﾞｼ) 河崎上彦名線 1968 10.0 7.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

米川橋 (ﾖﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 糀町車尾線 不明 12.6 6.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 新庄山根２号線 2006 14.9 6.2 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ
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藤ヶ崎橋 (ﾌｼﾞｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 新山３号線 1998 11.2 7.1 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

目久美橋 (ﾒｸﾞﾐﾊﾞｼ) 昭和町大谷町１号線 1981 35.0 7.9 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

西大谷橋 (ﾆｼｵｵﾀﾆﾊｼ) 昭和町大谷町１号線 1980 41.5 14.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

弥生歩道橋 (ﾔﾖｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 自歩道大谷町線 2013 52.0 3.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 昭和町東福原線 2015 7.6 9.4 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

青木谷橋 (ｱｵｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 青木団地中央線 1977 9.5 18.9 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

２号橋 (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 尾高西４号線 不明 2.5 3.0 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

防川２号橋 (ﾎﾞｳｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 前田２号線 1948 2.6 4.3 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

防川上道橋 (ﾎﾞｳｶﾜｱｶﾞﾘﾐﾁﾊﾞｼ) 淀江上道線 1959 3.6 3.9 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

稲吉神社橋 (ｲﾅﾖｼｼﾞﾝｼﾞｬﾊﾞｼ) 稲吉砕石場線 2015 7.7 4.9 米子市 鳥取県 米子市 Ⅰ

汐入橋 (ｼｵｲﾘﾊｼ) 口陰田１０号線 1996 14.6 8.6 米子市 鳥取県 米子市 Ⅱ

福尾橋 (ﾌｸｵﾊｼ) 河岡日下線 1972 45.0 4.8 米子市 鳥取県 米子市 Ⅲ

大塚1号橋 (ｵｵﾂｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚中央線 1962 3.0 3.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

大塚2号橋 (ｵｵﾂｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚2号線 1962 5.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚3号橋 (ｵｵﾂｶ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚6号線 1962 4.0 5.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚4号橋 (ｵｵﾂｶ4ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚6号線 1962 2.0 3.4 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚5号橋 (ｵｵﾂｶ5ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚7号線 1962 2.0 1.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚6号橋 (ｵｵﾂｶ6ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚8号線 1962 3.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚7号橋 (ｵｵﾂｶ7ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚9号線 1962 5.0 4.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚穴窪1号橋 (ｵｵﾂｶｱﾅｸﾎﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚穴窪線 1962 4.0 3.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大塚穴窪2号橋 (ｵｵﾂｶｱﾅｸﾎﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大塚穴窪線 不明 3.0 6.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江穴窪1号橋 (ﾅｶｴｱﾅｸﾎﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中江穴窪線 1967 5.0 4.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江穴窪2号橋 (ﾅｶｴｱﾅｸﾎﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中江穴窪線 1967 2.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江穴窪3号橋 (ﾅｶｴｱﾅｸﾎﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 中江穴窪線 1967 2.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

中江穴窪4号橋 (ﾅｶｴｱﾅｸﾎﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 中江穴窪線 1967 2.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

中江1号橋 (ﾅｶｴ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中江中央線 1962 4.0 7.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江2号橋 (ﾅｶｴ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中江中央線 1962 2.0 9.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

新田1号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新田中央線 1976 4.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

新田2号橋 (ｼﾝﾃﾞﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 新田中央線 1962 3.0 3.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

井手畑1号橋 (ｲﾃﾞﾊﾞﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 井手畑4号線 1967 2.0 2.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

下古川1号橋 (ｼﾓﾌﾙｶﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下古川2号線 1969 3.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下古川2号橋 (ｼﾓﾌﾙｶﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下古川2号線 1969 2.0 3.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

下古川3号橋 (ｼﾓﾌﾙｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 下古川4号線 1962 3.0 4.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下古川4号橋 (ｼﾓﾌﾙｶﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 下古川5号線 1964 2.0 3.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下古川5号橋 (ｼﾓﾌﾙｶﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 下古川6号線 1962 2.0 3.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

小田古川沢2号橋 (ｺﾀﾞﾌﾙｶﾜｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小田古川沢線 2004 4.0 6.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

小田古川沢3号橋 (ｺﾀﾞﾌﾙｶﾜｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 小田古川沢線 1962 2.0 4.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

小田1号橋 (ｺﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小田中央線 1990 2.0 4.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古川沢1号橋 (ﾌﾙｶﾜｻﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 古川沢中央線 1964 3.0 4.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古川沢2号橋 (ﾌﾙｶﾜｻﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 古川沢中央線 1962 3.0 4.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古川沢3号橋 (ﾌﾙｶﾜｻﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 古川沢1号線 1962 3.0 3.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古川沢4号橋 (ﾌﾙｶﾜｻﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 古川沢1号線 1962 5.0 3.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古川沢5号橋 (ﾌﾙｶﾜｻﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 古川沢1号線 1962 3.0 2.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

古川沢6号橋 (ﾌﾙｶﾜｻﾜ6ｺﾞｳｷｮｳ) 古川沢3号線 1962 2.0 3.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ
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清谷1号橋 (ｾｲﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 清谷9号線 1962 2.7 6.4 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

清谷2号橋 (ｾｲﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 清谷9号線 1962 2.5 5.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

清谷3号橋 (ｾｲﾀﾞﾆ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 清谷6号線 1962 2.0 4.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

福庭3号橋 (ﾌｸﾊﾞ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福庭中央線 1962 3.0 5.4 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

福庭4号橋 (ﾌｸﾊﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福庭4号線 1988 3.0 3.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

沢橋 (ｻﾜﾊﾞｼ) 福庭東福庭線 1995 13.0 8.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

福庭東1号橋 (ﾌｸﾊﾞﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福庭東1号線 1980 2.0 10.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

福庭東2号橋 (ﾌｸﾊﾞﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 福庭東1号線 1980 2.0 14.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

海田東町1号橋 (ｶｲﾀﾞﾋｶﾞｼﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 海田東町2号線 1962 2.0 3.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

海田南町2号橋 (ｶｲﾀﾞﾐﾅﾐﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 海田南町2号線 1971 5.0 3.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

海田南町1号橋 (ｶｲﾀﾞﾐﾅﾐﾏﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 海田南町中央線 不明 4.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 海田南町天神町線 不明 5.0 6.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

1号上井橋 (1ｺﾞｳｱｹﾞｲﾊﾞｼ) 上井海田東町線 1992 7.0 7.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

滝山橋 (ﾀｷﾔﾏﾊｼ) 上井22号線 1993 8.5 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井15号橋 (ｱｹﾞｲ15ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井22号線 1962 5.5 3.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井1号橋 (ｱｹﾞｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井8号線 不明 6.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

河北橋 (ｶﾎｸﾊﾞｼ) 上井18号線 1992 7.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井6号橋 (ｱｹﾞｲ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井18号線 1962 2.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井7号橋 (ｱｹﾞｲ7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井18号線 1962 4.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井11号橋 (ｱｹﾞｲ11ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井19号線 1962 4.0 4.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井5号橋 (ｱｹﾞｲ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井16号線 1962 2.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井16号橋 (ｱｹﾞｲ16ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井23号線 1962 4.0 5.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

河北橋 (ｶﾎｸﾊﾞｼ) 上井15号線 1958 5.0 8.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井2号橋 (ｱｹﾞｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井14号線 1962 2.0 2.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井3号橋 (ｱｹﾞｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上井14号線 1962 3.0 5.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

福庭2号橋 (ﾌｸﾊﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 福庭2号線 1962 4.0 2.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

山根5号橋 (ﾔﾏﾈ5ｺﾞｳｷｮｳ) 上井28号線 1974 3.0 4.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井9号橋 (ｱｹﾞｲ9ｺﾞｳｷｮｳ) 上井30号線 1962 2.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

倉吉駅裏2号橋 (ｸﾗﾖｼｴｷｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 駅北通り線 1992 2.0 9.4 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

倉吉駅裏3号橋 (ｸﾗﾖｼｴｷｳﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 駅北通り線 1975 3.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

北田川7号橋 (ｷﾀﾀﾞｶﾜ7ｺﾞｳｷｮｳ) 福庭8号線 1992 14.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下条橋 (ｼﾓｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 福庭6号線 1994 13.0 7.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

北田川9号橋 (ｷﾀﾀﾞｶﾜ9ｺﾞｳｷｮｳ) 福庭5号線 1994 13.0 7.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 福庭15号線 1995 13.0 7.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

清谷川1号橋 (ｾｲﾀﾞﾆｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷町1丁目6号線 1991 11.0 12.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

清谷川2号橋 (ｾｲﾀﾞﾆｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上井羽合線 1992 10.0 16.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水1号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷清谷町1丁目1号線 1993 4.0 12.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

羽合用水3号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷12号線 1991 4.0 16.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水5号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷清谷町2丁目2号線 1991 4.0 16.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水7号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ7ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷町1丁目8号線 1988 4.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水8号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ8ｺﾞｳｷｮｳ) 河北散歩道線 1988 4.0 7.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水9号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ9ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷清谷町1丁目2号線 1988 4.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水10号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ10ｺﾞｳｷｮｳ) 海田西町1丁目清谷2丁目2号線 1988 9.0 7.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

羽合用水12号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ12ｺﾞｳｷｮｳ) 河北町4号線 1988 4.0 11.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ
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羽合用水13号橋 (ﾊﾜｲﾖｳｽｲ13ｺﾞｳｷｮｳ) 清谷12号線 1994 5.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

海田西町1号橋 (ｶｲﾀﾞﾆｼﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 海田西町2丁目1号線 1992 4.0 6.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

海田西町2号橋 (ｶｲﾀﾞﾆｼﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上井清谷線 1961 5.0 12.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

栗尾2-1号橋 (ｸﾘｵ2-1ｺﾞｳｷｮｳ) 栗尾2号線 1980 12.0 3.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

栗尾2-2号橋 (ｸﾘｵ2-2ｺﾞｳｷｮｳ) 栗尾2号線 1980 13.0 4.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江8-1号橋 (ﾅｶｴ8-1ｺﾞｳｷｮｳ) 中江8号線 1996 4.0 8.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江8-2号橋 (ﾅｶｴ8-2ｺﾞｳｷｮｳ) 中江8号線 1996 4.0 8.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江9号線1号橋 (ﾅｶｴ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中江9号線 1996 2.0 14.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江10号線1号橋 (ﾅｶｴ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中江10号線 1996 2.0 8.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

中江12号線1号橋 (ﾅｶｴ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中江12号線 1996 2.0 8.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井12号橋 (ｱｹﾞｲ12ｺﾞｳｷｮｳ) 上井20号線 1987 6.0 5.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

上井13号橋 (ｱｹﾞｲ13ｺﾞｳｷｮｳ) 上井20号線 1962 4.0 4.4 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

昭和2幸2号橋 (ｼｮｳﾜ2ｻｲﾜｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 幸町2号線 1952 2.0 3.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大正町1号橋 (ﾀｲｼｮｳﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大正町4号線 1964 3.0 8.4 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大原山根1号橋 (ｵﾊﾗﾔﾏﾈ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大原山根線 1992 3.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

山根3号橋 (ﾔﾏﾈ3ｺﾞｳｷｮｳ) 山根8号線 1972 3.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

八屋上井1号橋 (ﾔﾂﾔｱｹﾞｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八屋上井線 1967 8.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

八屋上井2号橋 (ﾔﾂﾔｱｹﾞｲ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八屋上井線 1967 5.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

八屋上井3号橋 (ﾔﾂﾔｱｹﾞｲ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八屋上井線 1967 4.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

八屋上井4号橋 (ﾔﾂﾔｱｹﾞｲ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八屋上井線 1967 3.0 5.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

伊木5号橋 (ｲｷﾞ5ｺﾞｳﾊﾞｼ) 伊木7号線 1969 5.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

伊木6号橋 (ｲｷﾞ6ｺﾞｳﾊﾞｼ) 伊木7号線 1962 5.0 4.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

伊木1号橋 (ｲｷﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 伊木中央線 1962 3.0 2.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

伊木2号橋 (ｲｷﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 伊木中央線 1983 5.0 3.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下余戸1号橋 (ｼﾓﾖﾄﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下余戸中央線 1962 5.0 5.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下余戸2号橋 (ｼﾓﾖﾄﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下余戸中央線 1962 5.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

魚町橋 (ｳｵﾏﾁﾊﾞｼ) 新町3丁目堺町3丁目線 1998 8.0 3.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

向山橋 (ﾑｺｳﾔﾏﾊﾞｼ) 三明寺西田内線 1979 8.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上余戸1号橋 (ｶﾐﾖﾄﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 上余戸9号線 1962 5.0 3.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

学而橋 (ｶﾞｸｼﾞﾊﾞｼ) 上余戸9号線 1953 7.0 6.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

山根2号橋 (ﾔﾏﾈ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山根中央線 1962 3.0 6.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上余戸3号橋 (ｶﾐﾖﾄﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 上余戸3号線 不明 3.0 6.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上余戸栗尾2号橋 (ｶﾐﾖﾄﾞｸﾘｵ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上余戸栗尾線 1962 4.0 3.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

大原1号橋 (ｵﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大原5号線 1962 2.0 7.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

栗尾1号橋 (ｸﾘｵ1ｺﾞｳｷｮｳ) 栗尾1号線 1962 5.0 3.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

八屋1号橋 (ﾔﾂﾔ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八屋6号線 1969 3.0 1.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

山根茶屋1号橋 (ﾔﾏﾈﾁｬﾔ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 山根茶屋1号線 1969 4.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

八屋2号橋 (ﾔﾂﾔ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 八屋6号線 1969 3.0 1.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

山根6号橋 (ﾔﾏﾈ6ｺﾞｳｷｮｳ) 山根15号線 1970 3.7 3.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

上井32号線1号橋 (ｱｹﾞｲ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上井32号線 不明 8.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

下余戸3号橋 (ｼﾓﾖﾄﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 下余戸中央線 1964 3.0 6.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下余戸4号橋 (ｼﾓﾖﾄﾞ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 下余戸中央線 1993 3.0 6.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

昭和町1丁目東巌城町1号橋(ｼﾖｳﾜ1ﾋｶﾞｼｲﾜｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 昭和町1丁目東巌城町線 1968 2.0 4.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

昭和町1丁目東巌城町2号橋(ｼｮｳﾜ1ﾋｶﾞｼｲﾜｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 昭和町1丁目東巌城町線 1979 13.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ
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下田中米田21-1号橋 (ｼﾓﾀﾅｶﾖﾈﾀﾞ21-1ｺﾞｳｷｮｳ) 下田中町米田町2丁目1号線 1973 4.0 9.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下田中町4号橋 (ｼﾓﾀﾅｶﾁｮｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 下田中町12号線 1974 3.0 2.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

下田中町3号橋 (ｼﾓﾀﾅｶﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 下田中町7号線 1973 3.0 2.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

下田中町1号橋 (ｼﾓﾀﾅｶﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下田中町3号線 1973 2.0 8.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

米田町2丁目2号橋 (ﾖﾅﾀﾞﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 米田町2丁目2号線 1973 3.0 9.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

米田町2丁目1号橋 (ﾖﾈﾀﾞﾁｮｳ2ﾁｮｳﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 米田町2丁目1号線 1973 2.0 8.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

駄経寺2円谷1号橋 (ﾀﾞｷｮｳｼﾞ2ｴﾝﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 駄経寺町2丁目円谷町線 1978 11.0 12.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

上灘町下田中町1号橋 (ｳﾜﾅﾀﾞｼﾓﾀﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上灘町下田中町線 1978 12.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

円谷町3号橋 (ｴﾝﾀﾞﾆﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 円谷町3号線 1964 3.0 5.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

円谷町2号橋 (ｴﾝﾀﾞﾆﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 円谷町2号線 1965 3.0 2.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

円谷町1号橋 (ｴﾝﾀﾞﾆﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 円谷町１号線 1992 2.0 5.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

米田町1号橋 (ﾖﾈﾀﾞﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 米田町1号線 1962 3.0 3.2 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

米田団地2号橋 (ﾖﾈﾀﾞﾀﾞﾝﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 米田団地2号線 1973 5.0 4.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

下田中町5号橋 (ｼﾓﾀﾅｶﾁｮｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 下田中町15号線 1973 3.0 2.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

東昭和町2号橋 (ﾋｶﾞｼｼｮｳﾜﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 東昭和町5号線 1968 2.1 3.8 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

東昭和町下田中町1号橋 (ﾋｶﾞｼｼｮｳﾜｼﾓﾀﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 東昭和町下田中町線 1979 13.0 6.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

昭和町3号橋 (ｼｮｳﾜﾏﾁ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 昭和町1丁目幸町線 1988 12.0 2.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

宮川1号橋 (ﾐﾔｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 湊町宮川町線 1988 12.0 5.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 東町堺町2丁目線 1977 12.0 4.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

新町3堺3 3号橋 (ｼﾝﾏﾁ3ｻｶｲ33ｺﾞｳｷｮｳ) 新町３丁目堺町３丁目線 1967 3.0 6.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

新町3堺3 2号橋 (ｼﾝﾏﾁ3ｻｶｲ32ｺﾞｳｷｮｳ) 新町３丁目堺町３丁目線 1979 9.0 3.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

仲ノ町明治町1号橋 (ﾅｶﾉﾏﾁﾒｲｼﾞﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 仲ノ町明治町線 1962 4.0 8.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

仲ノ町大正町1号橋 (ﾅｶﾉﾏﾁﾀｲｼｮｳﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 仲ノ町大正町線 1935 3.0 2.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

打吹公園1号橋 (ｳﾂﾌﾞｷｺｳｴﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 打吹公園線 1962 2.0 3.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

西町新町3丁目1号橋 (ﾆｼﾏﾁｼﾝﾏﾁ3ﾁｮｳﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西町新町3丁目線 1992 4.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

三明寺4号橋 (ｻﾝﾐｮｳｼﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 三明寺9号線 1962 4.0 4.3 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

三明寺１号橋 (ｻﾝﾐｮｳｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 三明寺4号線 1962 4.0 3.5 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

田内団地1号橋 (ﾀｳﾁﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田内団地中央線 1980 7.0 7.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

田内3号橋 (ﾀｳﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 田内中央線 1962 5.0 2.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

田内2号橋 (ﾀｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 田内1号線 1962 6.0 2.1 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

田内1号橋 (ﾀｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田内4号線 1962 6.0 5.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

三明寺5号橋 (ｻﾝﾐｮｳｼﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 三明寺10号線 1983 9.0 4.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

和田東町井手畑1号橋 (ﾜﾀﾞﾋｶﾞｼﾏﾁｲﾃﾞﾊﾞﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ和田東町井手畑線 1990 2.0 7.0 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

海田南町3号橋 (ｶｲﾀﾞﾐﾅﾐﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 海田南町天神町線 不明 4.0 15.6 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅰ

田町橋 (ﾀﾏﾁﾊﾞｼ) 研屋町湊町線 不明 4.0 4.7 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

三明寺6号橋 (ｻﾝﾐｮｳｼﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 三明寺6号線 不明 7.0 10.9 倉吉市 鳥取県 倉吉市 Ⅱ

陸上橋 (ｸｶﾞﾐﾊｼ) 陸上線 1960 24.0 6.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

宇治橋 (ｳｼﾞﾊｼ) 宇治線 1960 41.5 3.6 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

河原田橋 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 長谷2号線 1961 20.7 1.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

岩井大橋 (ｲﾜｲｵｵﾊｼ) 岩井中央線 1962 45.5 9.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

宮橋 (ﾐﾔﾊｼ) 院内6号線 1965 27.0 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

山橋 (ﾔﾏﾊｼ) 山場線 1966 26.5 2.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

真名台橋 (ﾏﾅﾀﾞｲﾊｼ) 長谷真名線 1969 53.7 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

川以後橋 (ｶﾜｲｺﾞﾊｼ) 岩本本庄線 1971 97.5 3.6 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ
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金峯橋 (ｷﾝﾌﾟﾊｼ) 牧谷海岸線 1973 24.5 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊｼ) 浦富小羽尾線 1971 18.8 5.1 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊｼ) 恩志1号線 1970 42.0 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

半瀧橋 (ﾊﾝﾀﾞｷﾊｼ) 学校線 1971 27.8 3.6 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

長郷橋 (ﾁｮｳｺﾞﾊｼ) 長郷3号線 1973 21.5 4.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

宮橋 (ﾐﾔﾊｼ) 宮橋線 1974 25.5 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

下河原橋 (ｼﾓｶﾜﾗﾊｼ) 岩井真名線 1975 35.0 7.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊｼ) 山ノ神学校線 1975 21.5 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 本庄7号線 1976 94.4 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊｼ) 岩井平和線 1976 49.1 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

中瀬橋 (ﾅｶｾﾞﾊｼ) 中瀬線 1979 25.1 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 山ノ神1号線 1980 26.6 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

本光寺橋 (ﾎﾝｺｳｼﾞﾊｼ) 本光寺線 1991 43.0 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

下前田橋 (ｼﾓﾏｴﾀﾞﾊｼ) 長郷1号線 1992 26.5 2.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 太田河崎線 1995 39.7 5.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

高住橋 (ﾀｶｽﾞﾐﾊｼ) 高住院内線 1996 32.0 6.8 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

向橋 (ﾑｺｳﾊｼ) 向線 1962 16.4 2.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

新宮谷橋 (ｼﾝｸﾞｳﾀﾆﾊｼ) 大宝線 1966 17.0 3.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

川揚橋 (ｶﾜｱｹﾞﾊｼ) 川揚線 1965 15.5 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

弥長橋 (ﾔﾅｶﾞﾊｼ) 駅牧谷線 1965 15.2 2.6 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

岡森橋 (ｵｶﾓﾘﾊｼ) 長谷中央線 1997 17.8 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅰ

稲木場橋 (ｲﾅｷﾊﾞﾊｼ) 池谷4号線 1995 17.2 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅰ

洗井橋 (ｱﾗｲﾊｼ) 洗井3号線 1967 15.3 2.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

舟磯橋 (ﾌﾅｲｿﾊｼ) 陸上中央線 1969 15.0 10.1 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

堀川橋 (ﾎﾘｶﾜﾊｼ) 牧谷宇治線 1969 18.5 3.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅰ

大ノ田橋 (ﾀﾞｲﾉﾀﾊｼ) 洗井2号線 1999 19.0 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅰ

延興寺橋 (ｴﾝｺﾞｳｼﾞﾊｼ) 池谷延興寺線 1962 17.4 5.6 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

楽々賀橋 (ｻｻｶﾊｼ) 池谷延興寺線 1993 16.6 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

黒谷橋 (ｸﾛﾀﾆﾊｼ) 黒谷線 1971 15.4 4.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

銀山橋 (ｷﾞﾝｻﾞﾝﾊｼ) 銀山線 1980 18.0 5.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) 大谷大岩駅線 2004 16.4 7.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

新陸上橋 (ｼﾝｸｶﾞﾐﾊｼ) 七坂八峠線 1975 26.0 8.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅲ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 大谷沓井線 1966 20.1 7.5 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

岩本橋 (ｲﾜﾓﾄﾊｼ) 大谷沓井線 2005 92.4 10.0 岩美町 鳥取県 岩美町 Ⅱ

無名橋1 (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 高野1号線 不明 3.3 6.1 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

無名橋2 (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 高野1号線 不明 2.2 6.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

三倉川橋 (ﾐｸﾗｶﾜﾊｼ) 西町1号線 不明 11.5 6.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 農人町1号線 不明 11.7 9.6 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅲ

無名橋3 (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 三倉線 不明 4.9 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅲ

無名橋4 (ﾑﾒｲｷｮｳ4) 三倉線 不明 14.1 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅲ

無名橋5 (ﾑﾒｲｷｮｳ5) 大工村線 不明 10.5 3.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅲ

無名橋6 (ﾑﾒｲｷｮｳ6) 馬場線 不明 11.5 2.7 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅰ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 角谷線 不明 14.4 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅰ

寺所橋 (ﾃﾗﾄｺﾊｼ) 角谷線 不明 11.8 5.2 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅰ
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菅町橋 (ｽｶﾞﾏﾁﾊｼ) 角谷線 不明 10.9 3.6 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅰ

無名橋7 (ﾑﾒｲｷｮｳ7) 角谷線 不明 8.7 3.5 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

無名橋8 (ﾑﾒｲｷｮｳ8) 東土居2号線 不明 8.4 3.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

ヘンブ谷橋 (ﾍﾝﾌﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 沢川山麓線 不明 6.6 5.7 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

沢川１号橋 (ｻﾜｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 沢川山麓線 不明 11.0 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

沢川２号橋 (ｻﾜｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 沢川山麓線 不明 10.4 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

沢川３号橋 (ｻﾜｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 沢川山麓線 不明 11.0 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

沢川４号橋 (ｻﾜｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 沢川山麓線 不明 7.5 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

沢川５号橋 (ｻﾜｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 沢川山麓線 不明 10.5 4.0 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

山陰橋 (ｻﾝｲﾝﾊｼ) 吉川村中2号線 不明 13.4 4.7 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

無名橋12 (ﾑﾒｲｷｮｳ12) 吉川村中2号線 不明 11.1 3.6 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

清滝橋 (ｷﾖﾀｷﾊｼ) 戸倉2号線 1977 22.5 10.5 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

上清滝橋 (ｶﾐｷﾖﾀｷﾊｼ) 戸倉2号線 1977 8.6 12.6 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

上倉谷橋 (ｶﾐｸﾗﾀﾆﾊｼ) 戸倉2号線 1977 8.0 18.2 若桜町 鳥取県 若桜町 Ⅱ

市瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊｼ) 町道市瀬線 1963 49.4 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

新市瀬橋 (ｼﾝｲﾁﾉｾﾊｼ) 町道市瀬護岸線 1981 62.7 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

鳥巣橋 (ﾄﾘﾉｽﾊｼ) 町道鳥の巣線 1964 58.1 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

岩神橋 (ｲﾜｶﾞﾐﾊｼ) 町道智頭岩神線 1967 39.1 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 町道筏場線 1976 26.1 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊｼ) 町道山崎線 1979 25.0 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

久志谷橋 (ｸｼﾀﾞﾆﾊｼ) 町道久志谷1号線 1977 24.3 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

新岩神橋 (ｼﾝｲﾜｶﾞﾐﾊｼ) 町道岩神支線 1994 28.7 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

城戸橋 (ｼﾞｮｳﾄﾞﾊｼ) 町道岩神段線 1988 29.9 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

南方橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾀﾊｼ) 町道本折南方線 1982 50.0 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

奈留橋 (ﾅﾙﾊｼ) 町道クリーンセンター線 1987 18.0 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

篠坂橋 (ｼﾉｻｶﾊｼ) 町道篠坂線 1972 36.2 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

毛谷橋 (ｹﾀﾞﾆﾊｼ) 町道毛谷大内線 1972 49.5 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

郷原橋 (ｺﾞｳﾊﾞﾗﾊｼ) 町道大内郷原線 1963 50.7 4.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

河合橋 (ｶﾜｲﾊｼ) 町道河合線 1982 43.1 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

小又橋 (ｺﾏﾀﾊｼ) 町道小又線 1979 44.0 4.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

大内橋 (ｵｵﾁﾊｼ) 町道木下線 1972 31.0 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

酒屋橋 (ｻｶﾔﾊｼ) 町道酒屋線 1978 24.4 2.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

山峡橋 (ﾔﾏｶｲﾊｼ) 町道鳴畑線 1961 22.1 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

倉谷橋 (ｸﾗﾀﾆﾊｼ) 町道倉谷線 1963 15.4 3.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

下早瀬橋 (ｼﾓﾊﾔｾﾊｼ) 町道早瀬竹内線 1976 19.3 4.1 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

早瀬橋 (ﾊﾔｾﾊｼ) 町道早瀬線 1970 19.4 2.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

御蔵橋 (ﾐｸﾗﾊｼ) 町道早瀬竹内線 1977 17.0 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

真鹿野橋 (ﾏｶﾞﾉﾊｼ) 町道早瀬真鹿野線 2001 16.5 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊｼ) 町道学校線 1970 19.7 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

那岐神社橋 (ﾅｷﾞｼﾞﾝｼﾞｬﾊｼ) 町道大背線 2009 21.4 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

杉の本橋 (ｽｷﾞﾉﾓﾄﾊｼ) 町道奥本河津原線 1981 17.5 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

野々谷橋 (ﾉﾉﾀﾆﾊｼ) 町道黒尾線 1969 30.7 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

庄屋橋 (ｼｮｳﾔﾊｼ) 町道山根下中村線 1971 30.1 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

三田橋 (ﾐﾀﾊｼ) 町道山根中村線 1973 26.1 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ
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井上橋 (ｲﾉｳｴﾊｼ) 町道井上線 1982 31.9 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

下木原橋 (ｼﾓｷﾉﾊﾗﾊｼ) 町道木原線 1977 26.7 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

木原橋 (ｷﾉﾊﾗﾊｼ) 町道木原線 1971 29.4 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

十日市橋 (ﾄｵｶｲﾁﾊｼ) 町道十日市線 1977 33.8 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

新見橋 (ﾆｲﾐﾊｼ) 町道神社線 1974 21.5 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

芝尾橋 (ｼﾊﾞｵﾊｼ) 町道出合線 1965 17.0 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

尾見大橋 (ｵﾉﾐｵｵﾊｼ) 町道古鼠線 1989 19.4 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

名引橋 (ﾅﾋﾞｸﾊﾞｼ) 町道名引河原線 1993 29.2 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

天狗谷橋 (ﾃﾝｸﾞﾀﾞﾆﾊｼ) 町道中原線 1979 18.5 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

馬瀬橋 (ﾏｾﾊｼ) 町道福原線 2005 24.3 7.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(1) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｲﾁ) 町道久志谷線 1986 2.1 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

沖代橋 (ｵｷﾀﾞｲﾊｼ) 町道本折南方線 1970 3.6 5.7 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(1) (ﾆｺﾞｳﾊｼｲﾁ) 町道毛谷大内線 1988 6.0 3.7 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

３号橋(1) (ｻﾝｺﾞｳﾊｼｲﾁ) 町道毛谷大内線 1980 4.0 4.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

早野橋 (ﾜｻﾉﾊｼ) 町道奥本大背線 1963 5.9 6.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(2) (ﾆｺﾞｳﾊｼﾆ) 町道奥本大背線 1967 10.7 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

下西橋 (ｼﾓﾆｼﾊｼ) 町道奥本河津原線 1969 6.8 7.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

３号橋(2) (ｻﾝｺﾞｳﾊｼﾆ) 町道奥本河津原線 不明 10.0 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

金谷橋 (ｶﾅﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道早瀬真鹿野線 1960 8.5 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

早野橋 (ﾜｻﾉﾊｼ) 町道早瀬真鹿野線 1979 4.6 2.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(2) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆ) 町道市瀬新道線 1992 3.0 6.7 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

奈留小橋 (ﾅﾙｺﾊｼ) 町道南方岡田線 1995 8.9 5.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

１号橋(3) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｻﾝ) 町道川戸穂見線 1985 5.7 4.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

２号橋(3) (ﾆｺﾞｳﾊｼｻﾝ) 町道川戸穂見線 1965 4.8 5.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

３号橋(3) (ｻﾝｺﾞｳﾊｼｻﾝ) 町道川戸穂見線 1965 5.5 4.1 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

下井平橋 (ｼﾓｲﾋﾗﾊｼ) 町道井上線 1986 5.9 3.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

寺前橋 (ﾃﾗﾏｴﾊｼ) 町道天木線 1959 11.5 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾊｼ) 町道惣地線 1974 8.4 3.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

惣地橋 (ｿｳﾁﾊｼ) 町道惣地線 1966 8.2 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

３号橋(4) (ｻﾝｺﾞｳﾊｼﾖﾝ) 町道惣地線 1957 8.5 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

夏明橋 (ﾅﾂｱｹﾊｼ) 町道宇波線 1959 15.5 5.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

宇波橋（Ⅰ） (ｳﾅﾐﾊｼｲﾁ) 町道宇波線 1959 13.5 6.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

宇波橋（Ⅱ） (ｳﾅﾐﾊｼﾆ) 町道宇波線 1962 13.7 3.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(4) (ﾆｺﾞｳﾊｼﾖﾝ) 町道市瀬線 1999 2.4 9.3 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏﾊｼ) 町道中島線 1965 2.4 4.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(4) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾖﾝ) 町道上町線 1980 3.4 3.9 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(5) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｺﾞ) 町道小谷線 1981 4.5 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(5) (ﾆｺﾞｳﾊｼｺﾞ) 町道小谷線 1981 2.7 2.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(6) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾛｸ) 町道会下線 1984 3.2 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(7) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾁ) 町道上水道線 1953 2.9 2.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋（9） (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｷｭｳ) 町道大目谷線 1970 2.4 7.1 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

２号橋(6) (ﾆｺﾞｳﾊｼﾛｸ) 町道大目谷線 1970 2.1 8.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(10) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳ) 町道大目谷１号線 1970 2.0 6.3 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(11) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｲﾁ) 町道大目谷２号線 1970 2.1 6.3 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ
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１号橋(12) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳﾆ) 町道板井原線 1970 2.6 1.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(13) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｻﾝ) 町道板井原村中線 1980 6.1 1.9 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

１号橋(14) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｼ) 町道沖代護岸線 1980 4.6 3.3 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

八河谷橋 (ﾔｺｳﾀﾞﾆﾊｼ) 町道八河谷線 1964 6.7 5.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

１号橋(15) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｺﾞ) 町道西野線 1950 3.8 3.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

浅見谷橋 (ｱｻﾞﾐﾀﾞﾆﾊｼ) 町道浅見線 1966 7.0 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(16) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳﾛｸ) 町道池本線 1988 4.4 3.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(7) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾁ) 町道鳴畑線 1984 5.7 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

下村前橋 (ｼﾓﾑﾗﾏｴﾊｼ) 町道早瀬大屋線 1978 10.5 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(17) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｼﾁ) 町道東宇塚西宇塚線 1987 2.2 2.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

栃本橋 (ﾄﾁﾓﾄﾊｼ) 町道黒尾線 1968 11.5 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

奥本野々谷橋 (ｵｸﾓﾄﾉﾉﾀﾆﾊｼ) 町道宇丹谷線 1965 9.1 3.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

半田橋 (ﾊﾝﾀﾞﾊｼ) 町道大屋線 1966 5.2 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

岸本橋 (ｷｼﾓﾄﾊｼ) 町道大屋神社線 1975 8.3 3.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

夏原橋 (ﾅﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 町道栃本線 1965 8.5 2.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(18) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳﾊﾁ) 町道真鹿野分線 1963 10.9 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

岡城橋 (ｵｶｼﾛﾊｼ) 町道下西線 1989 6.7 6.1 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(19) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｸ) 町道真鹿野２号線 1965 7.8 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(9) (ﾆｺﾞｳﾊｼｷｭｳ) 町道真鹿野２号線 1976 3.8 3.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(20) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳ) 町道能田線 1978 2.4 3.1 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

1号橋(21) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳｲﾁ) 町道山田線 1984 12.4 3.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

２号橋(10) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳ) 町道山田線 1984 6.9 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

２号橋(11) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｲﾁ) 町道十日市線 1991 7.5 3.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(22) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳﾆ) 町道大坪支線 2008 5.9 4.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

２号橋(12) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳﾆ) 町道大坪支線 2008 5.4 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(23) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳｻﾝ) 町道塩田川戸線 1978 5.4 2.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(24) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳｼ) 町道穂見支線 1974 4.6 7.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

２号橋(13) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｻﾝ) 町道穂見支線 1973 5.4 4.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(25) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳｺﾞ) 町道坂原線 1980 4.4 3.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

分谷橋 (ﾌﾝﾀﾞﾆﾊｼ) 町道分谷線 1963 4.0 7.9 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

赤谷線 (ｱｶﾀﾞﾆﾊｼ) 町道宇波支線 1990 7.7 7.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(26) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳﾛｸ) 町道宇波支線 1962 7.3 4.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

２号橋(14) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｼ) 町道宇波支線 1982 8.5 5.4 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

３号橋(5) (ｻﾝｺﾞｳﾊｼｺﾞ) 町道宇波支線 1963 8.5 4.3 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(27) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳｼﾁ) 町道上茶屋線 1985 13.7 2.7 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

２号橋(15) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳｺﾞ) 町道上茶屋線 1967 3.2 3.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(28) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳﾊﾁ) 町道温江線 1963 11.8 4.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

２号橋(16) (ﾆｺﾞｳﾊｼｼﾞｭｳﾛｸ) 町道温江線 1970 4.3 2.2 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

皆地橋 (ｶｲﾁﾞﾊｼ) 町道皆地線 1986 12.4 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

１号橋(29) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼﾆｼﾞｭｳｷｭｳ) 町道沼ﾉ谷線 2001 10.0 2.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

１号橋(30) (ｲﾁｺﾞｳﾊｼｻﾝｼﾞｭｳ) 町道下向線 1965 8.0 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

むかえ橋 (ﾑｶｴﾊｼ) 町道下向線 2000 10.0 5.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 町道下皆地線 1986 12.0 3.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

大井谷橋 (ｵｵｲﾀﾞﾆﾊｼ) 町道志戸坂線 不明 12.2 6.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ
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紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 町道坂原錦橋線 1962 29.0 6.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

錦橋 (ﾆｼｷﾊｼ) 町道坂原錦橋線 1936 51.1 5.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

智頭橋 (ﾁﾂﾞﾊｼ) 町道河原町線 1975 27.0 12.9 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

備前橋 (ﾋﾞｾﾞﾝﾊｼ) 町道河原町線 1970 60.3 4.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

淀ﾉ谷橋 (ﾖﾄﾞﾉﾀﾆﾊｼ) 町道三田中田線 1992 28.1 7.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

紅葉橋歩道橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 町道坂原錦橋線 2002 29.3 2.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

ふるさと大橋 (ﾌﾙｻﾄｵｵﾊｼ) 町道三田線 1998 90.4 7.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

久志谷１号橋 (ｸｼﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊｼ） 町道久志谷線 不明 2.3 10.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

大坪1号橋 (ｵｵﾂﾎﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ） 町道大坪線 不明 5.1 6.0 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

那岐駅前1号橋 (ﾅｷﾞｴｷﾏｴｲﾁｺﾞｳﾊｼ） 町道那岐駅前線 不明 3.6 6.4 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

天木1号橋 (ｱﾏｷﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 町道天木線 不明 10.5 3.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

天木2号橋 (ｱﾏｷﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道天木線 不明 2.9 7.5 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

天木3号橋 (ｱﾏｷﾞｻﾝｺﾞｳﾊｼ） 町道天木線 不明 3.8 3.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

毛谷大内１号橋 (ｹﾀﾞﾆｵｵﾁｲﾁｺﾞｳﾊｼ） 町道毛谷大内線 不明 2.8 2.6 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅱ

毛谷大内２号橋 (ｹﾀﾞﾆｵｵﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 町道毛谷大内線 不明 2.2 3.1 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅲ

下毛谷１号橋 (ｼﾓｹﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳﾊｼ） 町道下毛谷線 不明 4.9 5.8 智頭町 鳥取県 智頭町 Ⅰ

上福本橋 (ｶﾐﾌｸﾓﾄﾊﾞｼ) 郡家福本線 2007 49.2 6.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

慈住寺橋 (ｼﾞｼﾞﾕｳｼﾞﾊﾞｼ) 慈住寺線 1987 48.7 6.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

下坂橋 (ｵﾘｻｶﾊﾞｼ) 稲荷下坂線 1982 45.4 5.0 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

上町橋 (ｶﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 上野線 1965 19.0 6.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

天満橋 (ﾃﾝﾏﾊﾞｼ) 因幡船岡停車場線 1964 29.2 6.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

野町橋 (ﾉﾏﾁﾊﾞｼ) 野町線 1962 26.2 4.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

下坂２号橋 (ｵﾘｻｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 私都中央線 2001 22.9 11.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

保木崎橋 (ﾎｷｻｷﾊﾞｼ) 福地野町線 1996 26.2 5.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

市場大橋 (ｲﾁﾊﾞｵｵﾊｼ) 上市場線 1982 24.5 4.1 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊﾞｼ) 市場村中２号線 1978 31.8 4.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

上峰寺橋 (ｶﾐﾐﾈﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 上峰寺線 1967 31.2 3.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

峰寺大橋 (ﾐﾈﾃﾞﾗｵｵﾊｼ) 下峰寺向田線 1970 30.0 3.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

下峰寺橋 (ｼﾓﾐﾈﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 下峰寺向田線 1959 24.3 4.1 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

福本橋 (ﾌｸﾓﾄﾊﾞｼ) 福本線 2000 54.9 6.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

池田中橋 (ｲｹﾀﾞﾅｶﾊﾞｼ) 池田村中線 1982 48.2 4.0 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

岡見橋 (ｵｶﾐﾊﾞｼ) 岡見線 1966 48.4 3.1 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

天王木橋 (ﾃﾝﾉｳｷﾞﾊﾞｼ) 池田川向線 1992 51.5 6.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼ) 稲荷川向線 1997 47.5 4.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

保木橋 (ﾎｷﾊﾞｼ) 篠波別府線 1982 36.5 4.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 岡見線 1967 47.0 2.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

前河原橋 (ﾏｴｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 門尾奥谷線 2007 51.6 5.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 出合線 1972 14.5 5.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 見槻中線 1964 19.0 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

法念寺橋 (ﾎｳﾈﾝｼﾞﾊﾞｼ) 橋本下野線 1974 21.0 3.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

乾橋 (ｲﾇｲﾊﾞｼ) 新庄坂田線 1981 32.7 7.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

麻生橋 (ｱｿｵﾊﾞｼ) 麻生村中線 1969 24.4 3.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 橋本宮ノ下線 1996 21.2 4.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

翠陸橋 (ｽｲﾘﾖｳﾊﾞｼ) 八頭高等学校前線 1994 15.5 11.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

－27－



管理者
点検記

録

管理者名
都道府県

名
市区町村名

判定区
分

行政区域

道路橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

姫路橋 (ﾋﾒｼﾞﾊﾞｼ) 姫路明辺線 1972 10.4 3.3 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

夏原橋 (ﾅﾂﾊﾗﾊﾞｼ) 明辺線 不明 10.2 7.0 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

一ノ谷橋 (ｲﾁﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 明辺線 不明 5.3 5.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

明辺橋 (ｱｹﾅﾍﾞﾊﾞｼ) 明辺線 不明 8.0 4.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 落岩村中線 不明 12.4 3.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

下土居橋 (ｼﾓﾄﾞｲﾊﾞｼ) 落岩村中線 不明 13.9 2.4 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

小橋 (ｺﾊﾞｼ) 野町線 不明 8.0 7.0 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 野町線 不明 6.7 6.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

村中橋 (ﾑﾗﾅｶﾊﾞｼ) 野町線 不明 6.4 3.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

安土橋 (ｱﾂﾞﾁﾊﾞｼ) 市場村中３号線 不明 8.0 3.3 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

下土居１号橋 (ｼﾓﾄﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 下土居線 不明 5.6 4.9 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

花原橋 (ﾊﾅﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 花原線 1989 5.8 14.1 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

石田２号橋 (ｲｼﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 石田百井国中線 不明 5.5 3.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

うしろやま橋 (ｳｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 殿大門線 不明 10.3 4.3 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

山崎橋 (ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 西御門線 不明 5.6 5.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

大栄橋 (ﾀﾞｲｴｲﾊﾞｼ) 下大坪下坂線 1970 5.5 5.1 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

市場中央１号橋 (ｲﾁﾊﾞﾁｭｳｵｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市場中央線 不明 6.0 4.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

明辺村中３号１号橋 (ｱｹﾅﾍﾞﾑﾗﾅｶｻﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ明辺村中３号線 不明 9.0 3.0 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

村中３号橋 (ﾑﾗﾅｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 落岩村中３号線 1977 11.4 3.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

落岩村中４号橋 (ｵﾁｲﾜﾑﾗﾅｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 落岩村中４号線 1981 13.2 3.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

野町村中２号１号橋 (ﾉﾏﾁﾑﾗﾅｶﾆｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 野町村中２号線 不明 5.0 3.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

小河原橋 (ｵｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 井古山路線 不明 5.9 5.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

井古山路２号橋 (ｲｺﾔﾏｼﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 井古山路線 不明 5.9 5.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

篠波別府１号橋 (ｻｻﾅﾐﾍﾞﾌｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 篠波別府線 不明 9.8 5.0 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

上津黒城山１号橋 (ｶﾐﾂｸﾞﾛｼﾛﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上津黒城山線 不明 9.5 4.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

上津黒城山２号橋 (ｶﾐﾂｸﾞﾛｼﾛﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上津黒城山線 不明 8.0 4.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

池田前河原１号橋 (ｲｹﾀﾞﾏｴｶﾞﾜﾗｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 池田前河原線 不明 7.2 3.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

花原村中３号橋 (ﾊﾅﾊﾞﾗﾑﾗﾅｶｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 花原村中２号線 不明 5.9 6.1 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

花原村中４号橋 (ﾊﾅﾊﾞﾗﾑﾗﾅｶﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 花原村中２号線 不明 6.5 2.9 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

西御門定弱高岩２号橋 (ﾆｼﾐｶﾄﾞﾃｲｼﾞｬｸﾀｶｲﾜﾆｺﾞｳｷｮ西御門定弱高岩線 不明 10.5 4.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 郡家中央線 不明 6.5 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

金毘羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊﾞｼ) 水口線 不明 6.8 4.4 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

下野谷口橋 (ｼﾓﾂｹﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 下野線 不明 5.0 3.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

上野土居橋 (ｺｳｽﾞﾞｹﾄﾞｲﾊﾞｼ) コウズケ線 不明 5.0 2.4 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

和見谷橋 (ﾜﾐﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 和見谷線 不明 7.4 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

水口下土居橋 (ﾐﾅｸﾁｼﾓﾄﾞｲﾊﾞｼ) 水口塩上１号線 不明 7.5 4.4 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

出口橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 水口塩上２号線 不明 9.2 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

手尾橋 (ﾃﾋﾞﾊﾞｼ) 森原手尾線 不明 7.0 4.8 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

樋戸橋 (ﾋﾉﾄﾊﾞｼ) 和田支線 不明 8.8 5.9 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

紙屋谷橋 (ｶﾐﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 紙屋谷支線 不明 7.5 4.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

堂ヶ市橋 (ﾄﾞｳｶﾞｲﾁﾊﾞｼ) 西谷井手口線 不明 9.0 2.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

上土居橋 (ｶﾐﾄﾞｲﾊﾞｼ) 福井上土居下線 不明 4.8 3.2 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

１号橋１ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ1) 和見谷線 不明 5.0 4.4 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

シボミロ橋 (ｼﾎﾞﾐﾛﾊﾞｼ) 大江志子部線 不明 8.0 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ
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１号橋２ (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ2) 大江志子部線 1964 5.0 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

２号橋 (ﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大江志子部線 1964 7.0 4.7 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

４号橋 (ﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 大江志子部線 1965 7.6 4.6 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

７号橋 (ﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 大江志子部線 1970 7.5 5.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅲ

９号橋 (ｷｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 大江志子部線 1970 7.0 4.5 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

１０号橋 (ｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 大江志子部線 不明 6.0 4.3 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅰ

１２号橋 (ｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 大江志子部線 不明 6.2 4.4 八頭町 鳥取県 八頭町 Ⅱ

粟谷１号橋 (ｱﾜﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道粟谷線 不明 8.5 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

粟谷２号橋 (ｱﾜﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道粟谷線 不明 7.3 5.6 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

下河原荒尾２号橋 (ｼﾓｶﾜﾗｱﾗｵ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道下河原荒尾線 不明 5.9 3.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

高橋１号橋 (ﾀｶﾊｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道高橋本線 不明 5.7 3.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

東小鹿中央橋 (ﾋｶﾞｼｵｼｶﾁｭｳｵｳﾊｼ) 町道東小鹿中央線 不明 8.6 7.4 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

東小鹿上荘橋 (ﾋｶﾞｼｵｼｶｶﾐｼﾞｮｳﾊｼ) 町道東小鹿上荘線 不明 6.0 5.4 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

城居谷橋 (ｼﾛｲﾀﾞﾆﾊｼ) 町道中津俵原線 1972 7.7 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

西小鹿橋 (ﾆｼｵｼｶﾊｼ) 町道タカガマ線 1964 10.5 3.6 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

森脇橋 (ﾓﾘﾜｷﾊｼ) 町道下西谷森脇線 1982 45.0 3.2 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

大渡橋 (ｵｵﾜﾀﾘﾊｼ) 町道穴鴨本線 1981 80.0 7.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

穴鴨橋 (ｱﾅｶﾞﾓﾊｼ) 町道穴鴨本線 1951 29.4 5.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

下畑２号橋 (ｼﾓﾊﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道下畑線 1973 17.5 2.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

向渡橋 (ﾑｺｳﾜﾀﾘﾊｼ) 町道向田線 不明 18.0 2.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

下庄橋 (ｼﾓｼﾞｮｳﾊｼ) 町道久原本線 1974 22.2 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

恩地橋 (ｵﾝｼﾞﾊｼ) 町道恩地中央線 1973 82.7 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

久鳥橋 (ｸﾄﾞﾘﾊｼ) 町道赤松本泉線 1968 73.2 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

赤松橋 (ｱｶﾏﾂﾊｼ) 町道赤松線 1972 62.1 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅲ

湯谷橋 (ﾕﾀﾆﾊｼ) 町道湯谷本線 1995 69.2 6.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

吉尾橋 (ﾖｼｵﾊｼ) 町道吉尾本線 1980 22.1 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

下谷橋 (ｼﾓﾀﾞﾆﾊｼ) 町道下谷本線 2004 28.0 7.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

大島橋 (ｵｵｼﾏﾊｼ) 町道大島線 1967 68.4 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

虹鱒橋 (ﾆｼﾞﾏｽﾊｼ) 町道虹鱒線 1982 21.0 3.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

波伯山橋 (ﾎｷﾔﾏﾊｼ) 町道余戸波伯山線 1967 32.0 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

恋谷橋 (ｺｲﾀﾆﾊｼ) 町道恋谷線 1987 69.5 9.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

美の田橋 (ﾐﾉﾀﾊｼ) 町道大瀬本泉線 1984 33.4 10.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新美の田橋 (ｼﾝﾐﾉﾀﾊｼ) 町道三朝中学校線 1979 50.0 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

川坂橋 (ｶﾜｻｶﾊｼ) 町道川坂線 1969 34.0 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 町道大山線 1986 15.6 2.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

木地山橋 (ｷｼﾞﾔﾏﾊｼ) 町道木地山線 1957 24.2 6.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新三朝橋 (ｼﾝﾐｻｻﾊｼ) 町道山田横手線 1968 72.6 6.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

新三朝橋歩道橋 (ｼﾝﾐｻｻﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 町道山田横手線 2013 74.5 2.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

坪谷橋 (ﾂﾎﾞﾀﾆﾊｼ) 町道宝太神線 1980 16.7 3.1 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

わかとり大橋 (ﾜｶﾄﾘｵｵﾊｼ) 町道大瀬本泉線 1983 78.0 12.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

戎橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 町道実光神倉線 1977 16.4 7.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

鉛山橋 (ﾅﾏﾘﾔﾏﾊｼ) 町道実光神倉線 1980 17.0 8.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

良ノ谷橋 (ﾘｮｳﾉﾀﾆﾊｼ) 町道実光神倉線 1979 14.5 7.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

小鹿橋 (ｵｼｶﾊｼ) 町道実光神倉線 1978 61.0 7.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ
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１号中古屋橋 (1ｺﾞｳﾅｶｺﾞﾔﾊｼ) 町道中古屋小坂線 1958 20.2 6.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

２号中古屋橋 (2ｺﾞｳﾅｶｺﾞﾔﾊｼ) 町道中古屋小坂線 1956 20.2 5.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

粟谷橋 (ｱﾜﾀﾆﾊｼ) 町道三朝横手線 1990 32.0 7.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

安水橋 (ｱﾝｽﾞｲﾊｼ) 町道穴鴨曹源寺線 1977 68.0 3.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

向滝橋 (ﾑｺｳﾀﾞｷﾊｼ) 町道下古屋線 1951 14.6 5.6 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

かじか橋 (ｶｼﾞｶﾊｼ) 町道市ヶ坪線 1998 65.0 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

吉原橋 (ﾖｼﾊﾗﾊｼ) 町道吉原線 1962 28.0 6.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊｼ) 町道門前線 1989 50.0 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

笏賀橋 (ﾂｶﾞﾊｼ) 町道笏賀本線 2006 16.0 7.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

赤松本泉３号橋 (ｱｶﾏﾂﾓﾄｲｽﾐ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道赤松本泉線 不明 6.0 4.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

大島２号橋 (ｵｵｼﾏ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道大島線 不明 6.3 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

下谷１号橋 (ｼﾓﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道下谷本線 2006 13.8 7.2 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

下谷２号橋 (ｼﾓﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道下谷本線 不明 6.2 6.9 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

下谷３号橋 (ｼﾓﾀﾞﾆ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道下谷本線 不明 8.6 4.2 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

笏賀２号橋 (ﾂｶﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道笏賀本線 不明 10.8 3.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

笏賀第３号橋 (ﾂｶﾞﾀﾞｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 町道本笏賀線 不明 8.2 3.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

地蔵橋１ (ﾁﾞｿﾞｳﾊｼ1) 町道福吉線 不明 12.5 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

鉛山２号橋 (ﾅﾏﾘﾔﾏﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道柿谷鉛山線 不明 8.1 2.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

鉛山４号橋 (ﾅﾏﾘﾔﾏﾀﾞｲ4ｺﾞｳﾊｼ) 町道柿谷鉛山線 1980 8.5 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

本泉橋 (ﾓﾄｲｽﾞﾐﾊｼ) 町道本泉２号線 1964 7.5 5.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

下畑橋 (ｼﾓﾊﾞﾀﾊｼ) 町道下畑線 不明 9.5 3.1 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅲ

亀岩橋 (ｶﾒｲﾜﾊｼ) 町道若杉線 不明 13.5 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

加谷橋１ (ｶﾀﾞﾆﾊｼ1) 町道加谷中央線 不明 7.2 4.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

第１栗祖橋 (ﾀﾞｲ1ｸﾘｿﾊｼ) 町道栗祖本線 不明 7.9 7.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅲ

第２栗祖橋 (ﾀﾞｲ2ｸﾘｿﾊｼ) 町道栗祖本線 不明 8.1 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

巣ノ谷１号橋 (ｽﾉﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道大谷吉田線 不明 10.0 3.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

大谷１号橋 (ｵｵﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道大谷線 不明 7.5 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

大谷２号橋 (ｵｵﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道大谷線 不明 12.5 4.0 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

３号中古屋橋 (3ｺﾞｳﾅｶｺﾞﾔﾊｼ) 町道中古屋小坂線 不明 10.1 6.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

谷間橋 (ﾀﾆﾏﾊｼ) 町道高清水高原線 不明 5.7 9.8 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

余川口橋 (ﾖｶﾜｸﾞﾁﾊｼ) 町道穴鴨曹源寺線 1965 11.1 3.1 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅰ

加谷橋２ (ｶﾀﾞﾆﾊｼ2) 町道加谷本線 不明 11.1 5.5 三朝町 鳥取県 三朝町 Ⅱ

新往来橋 (ｼﾝｵｳﾗｲｷﾖｳ) 町道筒地原線 1993 19.0 6.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

田後３１号橋 (ﾀｼﾞﾘ31ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道寺畷線 不明 3.8 5.3 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

田後３３号橋 (ﾀｼﾞﾘ33ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道田後新川上線 不明 3.5 7.0 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

田後３４号橋 (ﾀｼﾞﾘ34ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道上井羽合線 不明 3.5 16.1 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

田後３５号橋 (ﾀｼﾞﾘ35ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道田後二ノ森線 不明 3.1 6.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

田後３６号橋 (ﾀｼﾞﾘ36ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道田後清谷線 不明 3.8 14.0 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

用水橋 (ﾖｳｽｲﾊﾞｼ) 町道水下西線 不明 4.4 16.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

浅津８号橋 (ｱｿｽﾞ8ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道光吉松崎線 不明 2.4 8.1 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

浅津１１号橋 (ｱｿｽﾞ11ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道光吉松崎線 不明 2.8 8.6 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

浅津１２号橋 (ｱｿｽﾞ12ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道光吉松崎線 不明 3.1 6.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

浅津１３号橋 (ｱｿｽﾞ13ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道光吉松崎線 不明 2.1 12.6 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

浅津１５号橋 (ｱｿｽﾞ15ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道光吉松崎線 不明 2.4 12.0 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ
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浅津１８号橋 (ｱｿｽﾞ18ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道久留鴨井手線 不明 2.1 8.2 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 町道松崎田畑橋線 不明 5.0 5.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

方面川橋 (ｶﾀﾓｶﾞﾜﾊﾞｼ) 町道方面線 1990 4.2 5.6 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

無名橋３ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ3) 町道東郷ダム線 1998 4.0 5.2 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

植木橋 (ｳｴｷﾊﾞｼ) 町道長和田小池線 1973 3.6 19.6 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

斉ノ前橋 (ｻｲﾉﾏｴﾊｼ) 町道門田長江線 1983 3.4 5.0 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 町道長江浅津線 1983 3.3 4.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 町道長江川線 不明 3.2 5.2 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

つわぶき大橋 (ﾂﾜﾌﾞｷｵｵﾊｼ) 町道小学校線 2000 59.0 8.5 湯梨浜町 鳥取県 湯梨浜町 Ⅱ

一ツ屋橋 (ﾋﾄﾂﾔﾊｼ) 一ツ屋線 1972 16.0 5.8 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾊｼ) 山田東山田線 1967 22.1 3.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

西大杉橋 (ﾆｼｵｵｽｷﾞﾊｼ) 西大杉線 1967 22.0 3.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

野井倉橋 (ﾉｲｸﾗﾊｼ) 野井倉一向線 1966 60.0 6.3 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

一向橋 (ｲｯｺﾝﾊｼ) 野井倉一向線 1977 25.8 4.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 八反田樋戸線 1984 120.5 2.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

宮橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) 由塚線 1967 35.0 4.3 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

浦安橋 (ｳﾗﾔｽﾊｼ) 浦安線 1996 51.0 9.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

馬込橋 (ﾏｺﾞﾒﾊｼ) 馬込線 1994 13.4 6.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

赤坂橋 (ｱｶｻｶﾊｼ) 赤坂ニ号線 2000 19.9 4.2 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

一畑橋 (ｲﾁﾊﾞﾀﾊｼ) 八橋以西線 1973 17.3 4.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

粟子前橋 (ｱﾜｺﾏｴﾊｼ) 栗子前線 1988 17.5 4.5 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

小路田井橋 (ｼｮｳﾛﾀｲﾊｼ) 岩本八橋小学校線 1976 16.6 6.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

東大杉橋 (ﾋｶﾞｼｵｵｽｷﾞﾊﾞｼ) 大杉線 1967 23.2 3.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

今田橋 (ｲﾏﾀﾊｼ) 大杉線 1994 16.7 6.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

松木渡橋 (ﾏﾂｷﾜﾀｼﾊﾞｼ) 松ノ木渡線 1969 15.0 3.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

大成２号橋 (ｵｵﾅﾙ2ｺﾞｳﾊｼ) 大成開拓五号線 1989 17.3 4.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

宮場橋 (ﾐﾔﾊﾞﾊｼ) 馬場天狗線 1972 92.6 3.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

三本杉橋 (ｻﾝﾎﾞﾝｽｷﾞﾊｼ) 三本杉山ヶ谷線 1961 74.0 4.5 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

山ヶ谷橋 (ﾔﾏｶﾞﾀﾆﾊｼ) 三本杉山ヶ谷線 1959 15.0 4.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

三保橋 (ﾐﾎﾊﾞｼ) 発坂線 1969 51.2 4.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

一里松橋_保 (ｲﾁﾘﾏﾂﾊｼ) 総合公園線 1984 55.0 11.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

上法万橋 (ｶﾐﾎｳﾏﾝﾊｼ) 杉地金見線 1974 98.6 3.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊｼ) 中尾橋線 1985 90.0 5.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

無名橋_八橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 立石台小学校線 不明 9.4 8.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

高松坂橋 (ﾀｶﾏﾂｻｶﾊﾞｼ) 高松坂橋線 1967 52.3 3.5 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

新法万橋 (ｼﾝﾎｳﾏﾝﾊｼ) 東伯中央幹線 1999 147.0 8.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

新法万道路Box橋 (ｼﾝﾎｳﾏﾝﾄﾞｳﾛﾎﾞｯｸｽﾊｼ) 東伯中央幹線 1999 5.0 11.4 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

小田股橋 (ｺﾀﾞﾏﾀﾊｼ) 小田股ダム２号線 1995 18.0 7.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

永久橋_宮木 (ｴｲｷｭｳﾊｼ) 高野線 不明 4.0 10.8 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾗﾊｼ) 向原線 1969 35.0 3.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅳ

稲荷橋_箆津 (ｲﾅﾘﾊｼ) 鉄羽線 1984 24.3 5.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 中才線 1988 22.8 4.4 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 負上線 1988 22.0 4.4 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

佐崎橋 (ｻｻﾞｷﾊﾞｼ) 佐崎線 1972 72.0 3.8 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ
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成美橋（下り） (ﾅﾙﾐﾊｼ) 立子大熊線 1982 80.0 5.3 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

成美橋（上り） (ﾅﾙﾐﾊｼ) 立子大熊線 1982 80.0 4.8 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

今井手橋 (ｲﾏｲﾃﾞﾊｼ) 立子大熊線 不明 5.4 10.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 立子大熊線 1988 17.5 8.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 立子大熊線 1966 16.9 4.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

大山橋 (ﾀﾞｲｾﾝﾊﾞｼ) 立子大熊線 1964 51.7 3.5 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

志古谷橋 (ｼｺﾀﾆﾊｼ) 志子谷線 1971 20.5 4.4 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

中谷橋 (ﾅｶﾀﾆﾊｼ) 中谷線 不明 20.5 3.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

大徳谷橋 (ﾀﾞｲﾄｸﾀﾆﾊｼ) 大徳谷（1,2号）線 1973 19.3 4.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

平塚橋 (ﾋﾗﾂｶﾊｼ) 平塚線 1977 58.3 4.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

大門橋 (ﾀﾞｲﾓﾝﾊｼ) 以西小学校線 1962 49.0 7.2 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

大門橋（歩） (ﾀﾞｲﾓﾝﾊｼ(ﾎ) 以西小学校線 1988 44.6 2.8 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

国実橋 (ｸﾆｻﾞﾈﾊﾞｼ) 高岡大父線 1971 34.8 3.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

棚河原橋 (ﾀﾅｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 高岡大父線 1975 25.3 3.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

釈迦平橋 (ｼｬｶﾅﾙﾊｼ) 釈迦平線 1969 37.4 3.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

岸ノ下橋 (ｷｼﾉｼﾀﾊﾞｼ) 岸ノ下線 1977 21.0 4.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

炭原橋 (ｽﾐﾊﾞﾗﾊｼ) 精進川線 1993 21.6 5.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

ススケ畑橋 (ｽｽｹﾊﾞﾀﾊｼ) ススケ畑線 1969 32.0 3.2 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

船上山橋 (ｾﾝｼﾞｮｳｻﾞﾝﾊｼ) 船上山線 1962 29.0 6.1 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

牧戸橋 (ﾏｷﾄﾞﾊｼ) 坂ノ上牧戸（1,2号）線 1994 31.4 4.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

永久橋_赤碕 (ｴｲｷｭｳﾊｼ) 地蔵町花見線（自歩道） 不明 4.6 2.6 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

山川木地橋 (ﾔﾏｶﾜｷｼﾞﾊｼ) 山川木地部落線 不明 4.5 4.4 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

中村一号橋 (ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 山根線 1975 20.0 5.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

中村２号橋 (ﾅｶﾑﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 山根線 1975 18.0 5.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊｼ) 梅田選果場線 1979 34.2 7.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

稲荷橋_湯坂 (ｲﾅﾘﾊｼ) 梅田選果場線 1966 20.8 4.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

稲荷橋_湯坂（歩） (ｲﾅﾘﾊｼ(ﾎ) 梅田選果場線 1983 20.8 1.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

永久橋_勝田 (ｴｲｷｭｳﾊｼ) 高野松ヶ丘（1,2号）線 不明 3.8 5.2 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

永久橋_大父 (ｴｲｷｭｳﾊｼ) 高岡大父木地線 不明 2.5 8.7 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

大父橋 (ｵｵﾌﾞﾊﾞｼ) 高岡大父木地線 1961 38.7 5.2 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

精進川新道橋 (ｼｮｳｼﾞﾝｶﾞﾜｼﾝﾐﾁﾊｼ) 精進川新道線 1993 38.0 5.2 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

ススケ畑２号橋 (ｽｽｹﾊﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) ススケ畑支線 1989 24.5 6.5 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

曹溪寺橋 (ｿｳｹﾞﾝｼﾞﾊｼ) 岩本八橋小学校線 1988 9.6 4.5 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

大成跨道橋 (ｵｵﾅﾙｺﾄﾞｳｷｮｳ) 大成開拓幹線 2007 40.8 5.0 琴浦町 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

第２中浜辺橋 (ﾀﾞｲ2ﾅｶﾊﾏﾍﾞﾊｼ) 町道下神江北浜線 不明 4.0 9.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

放水路６号橋 (ﾎｳｽｲﾛ6ｺﾞｳﾊｼ) 町道下神江北浜線 2007 38.4 5.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅲ

畑ケ田橋 (ﾊﾀｹﾀﾞﾊｼ) 町道江北西新田場線 1972 7.2 6.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

河中橋 (ｶﾜﾅｶﾊｼ) 町道國坂浜江北線 1968 5.3 5.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

下現銀網道橋 (ｼﾓｹﾞﾝｷﾞﾝｱﾐﾐﾁﾊｼ) 町道國坂浜東新田場線 1972 3.1 5.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

鷺田橋 (ｻｷﾞﾀﾞﾊｼ) 町道西新田場１号線 1972 3.2 7.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

第１南潮田橋 (ﾀﾞｲ1ﾐﾅﾐｼｵﾀﾊｼ) 町道西新田場２号線 1972 2.2 6.4 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 町道西新田場３号線 1972 2.7 6.4 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

上前田橋１ (ｶﾐﾏｴﾀﾞﾊｼ1) 町道江北７号線 1967 7.0 9.9 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

下前田橋 (ｼﾓﾏｴﾀﾞﾊｼ) 町道江北１２号線 1953 3.2 2.4 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ
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第１駄経寺橋 (ﾀﾞｲ1ﾀﾞｷｮｳｼﾞﾊｼ) 町道みどり４号線 1974 2.4 7.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

第２駄経寺橋 (ﾀﾞｲ2ﾀﾞｷｮｳｼﾞﾊｼ) 町道みどり５号線 1974 2.4 5.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

兎野橋 (ﾄﾉﾊｼ) 町道大野西新田場線 1972 2.7 6.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

第１前田橋 (ﾀﾞｲ1ﾏｴﾀﾞﾊｼ) 町道北尾土下線 1974 4.2 3.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

よねさと橋 (ﾖﾈｻﾄﾊｼ) 町道米里北尾線 1999 11.4 8.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

前町橋 (ﾏｴﾏﾁﾊｼ) 町道島１号線 1971 12.6 4.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

城ノ内橋 (ｼﾛﾉｳﾁﾊｼ) 町道島４号線 1972 11.4 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

竹下橋 (ﾀｹﾉｼﾀﾊｼ) 町道島１３号線 1970 10.4 3.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

第１中浜辺橋 (ﾀﾞｲ1ﾅｶﾊﾏﾍﾞﾊｼ) 町道弓原２号線 不明 4.0 14.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

竹ケ鼻橋 (ﾀｹｶﾞﾊﾅﾊｼ) 町道弓原２号線 1965 11.0 4.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊｼ) 町道下神３号線 1965 11.0 5.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

第一井尻橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲｼﾞﾘﾊｼ) 町道曲３号線 1968 2.5 4.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

第二坂根橋 (ﾀﾞｲﾆｻｶﾈﾊｼ) 町道曲５号線 1965 2.8 6.4 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

第二井尻橋 (ﾀﾞｲﾆｲｼﾞﾘﾊｼ) 町道曲６号線 1969 2.5 6.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

無名橋９ (ﾑﾒｲﾊｼ9) 町道國坂１５号線 不明 3.0 6.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

無名橋１０ (ﾑﾒｲﾊｼ10) 町道江北浜１６号線 不明 7.4 2.8 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

東浜辺橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾏﾍﾞﾊﾞｼ) 町道北条北線 不明 7.1 16.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

あじさい橋 (ｱｼﾞｻｲﾊｼ) 町道川端通線 2000 18.0 4.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

上谷川橋 (ｶﾐﾀﾆｶﾜﾊｼ) 町道寺町通線 1953 2.5 2.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

三条橋 (ｻﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 町道寺町通線 1935 14.6 3.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

日和向橋 (ﾋﾖﾘﾑｺｳﾊｼ) 町道日和川通線 1940 4.6 3.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

思案橋 (ｼｱﾝﾊｼ) 町道浜宮町通線 1940 4.3 3.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

第一とんど橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾄﾞﾊｼ) 町道田町南線 1995 15.4 3.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

配竹橋 (ﾊｲﾀｹﾊｼ) 町道育英東線 不明 2.9 6.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

立川橋１ (ﾀﾁｶﾜﾊｼ1) 町道由良保育所前線 不明 4.1 5.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

妻波下橋 (ﾂﾏﾅﾐｼﾀﾊｼ) 町道徳山高見線 不明 2.6 1.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

上前田橋２ (ｶﾐﾏｴﾀﾞﾊｼ2) 町道妻波大谷線 不明 5.0 5.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

西原橋 (ﾆｼﾊﾞﾗﾊｼ) 町道妻波大谷線 不明 5.1 5.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

高江大谷第２号橋 (ﾀｶｴｵｵﾀﾆﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道高江大谷線 不明 2.0 6.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

高江大谷第１号橋 (ﾀｶｴｵｵﾀﾆﾀﾞｲ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道高江大谷線 不明 6.8 6.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

前田橋２ (ﾏｴﾀﾞﾊｼ2) 町道大谷新川桜池線 不明 4.9 11.9 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

前田下橋 (ﾏｴﾀﾞｼﾀﾊｼ) 町道六尾配竹南線 不明 3.5 3.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

西穂波橋 (ﾆｼﾎﾅﾐﾊｼ) 町道干目西穂波線 不明 8.7 7.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

前田橋３ (ﾏｴﾀﾞﾊｼ3) 町道六尾通り線 不明 3.2 5.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

六尾東沖橋 (ﾑﾂｵﾋｶﾞｼｵｷﾊｼ) 町道六尾通り線 不明 2.2 3.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

永代橋 (ｴｲﾀｲﾊｼ) 町道子守神社道線 不明 3.4 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 町道瀬戸神社道線 1967 30.5 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

森光橋 (ﾓﾘﾐﾂﾊｼ) 町道西園道線 不明 6.7 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

東園横良１号橋 (ﾋｶﾞｼｿﾉﾖｺﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道東園学利道線 不明 6.8 6.7 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

西橋 (ﾆｼﾊﾞｼ) 町道東園村中道線 不明 12.1 5.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

原２号橋 (ﾊﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道原道線 不明 5.6 5.4 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

加賀前橋 (ｶｶﾞﾏｴﾊｼ) 町道大川道線 1969 29.5 2.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

西園横良１号橋 (ﾆｼｿﾉﾖｺﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 町道西園学利道線 1968 6.7 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

鶴喰橋 (ﾂﾙﾊﾞﾐﾊｼ) 町道西園瀬戸線 不明 6.7 6.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ
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東園原第２号橋 (ﾋｶﾞｼｿﾉﾊﾗﾀﾞｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 町道東園原第１号線 不明 5.6 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

宮光橋 (ﾐﾔﾐﾂﾊｼ) 町道東園原第２号線 不明 5.6 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

西の橋 (ﾆｼﾉﾊｼ) 町道西園国道線 1957 11.8 4.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

松垣橋 (ﾏﾂｶﾞｷﾊｼ) 町道下種今在家線 1970 18.4 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

野田橋 (ﾉﾀﾞﾊｼ) 町道岩坪今在家線 不明 2.6 7.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

垣ノ内橋 (ｶｷﾉｳﾁﾊｼ) 町道上種垣内線 不明 12.6 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

東高尾橋 (ﾋｶﾞｼﾀｶｵﾊｼ) 町道上種東高尾線 1992 18.9 6.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

前田橋４ (ﾏｴﾀﾞﾊｼ4) 町道亀谷向屋敷線 不明 5.1 3.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

貝谷橋 (ｶｲﾀﾞﾆﾊｼ) 町道西高尾東高尾線 1959 4.7 2.9 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

宮橋 (ﾐﾔﾊｼ) 町道西高尾東高尾線 1972 8.4 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

大隈小橋 (ｵｵｸﾏｺﾊｼ) 町道島中橋山鼻線 不明 3.4 5.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊｼ) 町道島中橋山鼻線 1984 17.6 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

金毛小橋 (ｶﾅｹｺﾊｼ) 町道島日焼金毛線 不明 3.2 5.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

駅南歩道橋 (ｴｷﾅﾝﾎﾄﾞｳﾊｼ) 町道ハトマ南線 1975 35.3 1.5 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

東園東橋 (ﾋｶﾞｼｿﾉﾋｶﾞｼﾊｼ) 町道東園工場団地線 不明 10.9 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

東亀谷橋 (ﾋｶﾞｼｶﾒﾀﾆﾊﾞｼ) 町道東亀谷津原線 1970 16.4 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 町道瀬戸橋線 2015 32.4 5.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

上坂橋 (ｶﾐｻｶﾊｼ) 町道東高尾上坂線 不明 9.5 4.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

下坂橋 (ｼﾓｻｶﾊｼ) 町道東高尾下坂線 不明 13.5 5.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾞﾆﾊｼ) 町道六尾大谷線 不明 2.6 5.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

大谷西橋 (ｵｵﾀﾞﾆﾆｼﾊｼ) 町道六尾大谷線 不明 3.0 16.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

立川橋２ (ﾀﾁｶﾜﾊｼ2) 町道六尾大谷線 不明 4.0 9.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊｼ) 町道六尾大谷線 不明 4.9 15.6 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

由良橋 (ﾕﾗﾊｼ) 町道六尾大谷線 不明 7.6 16.4 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

町中橋 (ﾏﾁﾅｶﾊｼ) 町道六尾大谷線 1994 15.2 6.1 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

中橋 (ﾅｶﾊｼ) 町道亀谷中橋線 1994 17.6 9.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

寺橋 (ﾃﾗﾊｼ) 町道西高尾向ヒ田線 不明 9.5 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

二号無名橋 (ﾆｺﾞｳﾑﾒｲﾊｼ) 町道旧杉下倉吉線 不明 2.6 4.3 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

大谷前川尻橋 (ｵｵﾀﾞﾆﾏｴｶﾜｼﾞﾘﾊｼ) 町道大谷９号側道線 不明 4.1 4.2 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅰ

新座川尻橋 (ｼﾝｻﾞｶﾞﾜｼﾞﾘﾊｼ) 町道大谷９号側道線 不明 4.5 4.0 北栄町 鳥取県 北栄町 Ⅱ

新田川橋１ (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ1) 村道富吉南線 不明 3.5 5.3 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

新田川橋２ (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ2) 村道今吉中線 不明 3.7 5.0 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

豊田川橋２ (ﾄﾖﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ2) 村道環状線 不明 2.2 22.0 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

新田川橋５ (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ5) 村道5号線 不明 4.6 6.5 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

稲川橋２ (ｲﾅｶﾞﾜﾊﾞｼ2) 村道古屋敷線 不明 2.2 5.1 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

新田川橋６ (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ6) 村道古屋敷線 不明 4.3 5.6 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

新田川橋９ (ｼﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ9) 村道今吉区画2号線 1996 3.0 12.0 日吉津村 鳥取県 日吉津村 Ⅱ

種原東橋 (ﾀﾈﾊﾞﾗﾋｶﾞｼﾊｼ) 種原線 1985 43.0 6.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

種原橋 (ﾀﾈﾊﾞﾗﾋｼ) 種原線 1989 8.3 6.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

鈑戸橋 (ﾀﾀﾗﾄﾞﾊｼ) 鈑戸線 1984 37.5 6.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

免賀手橋 (ﾒｶﾞﾃﾊｼ) 中高宮内線 1962 3.4 3.5 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

佐摩橋 (ｻﾏﾊｼ) 坊領佐摩線 1933 26.5 5.5 大山町 鳥取県 大山町 Ⅲ

佐摩橋（歩道橋） (ｻﾏﾊｼ) 坊領佐摩線 1973 26.5 2.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

東谷橋 (ﾋｶﾞｼﾀﾆﾊｼ) 栃原旧奈和線 1959 8.1 4.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅲ
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名大橋 (ﾒｲﾀﾞｲﾊｼ) 古御堂上野線 1982 95.6 7.4 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

馬郡橋 (ｳﾏｺﾞｳﾘﾊｼ) 下坪田山村線 1980 27.5 6.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

吉祥寺橋 (ｷｯｼｮｳｼﾞﾊｼ) 羽田井樋口線 1990 15.7 5.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

三谷橋 (ﾐﾀﾆﾊｼ) 三谷線 1970 28.5 3.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

潮音寺橋 (ﾁｮｳｵﾝｼﾞﾊｼ) 潮音寺春日線 1980 56.4 3.5 大山町 鳥取県 大山町 Ⅲ

殿河内橋 (ﾄﾉｶﾞﾜﾁﾊｼ) 殿河内二本松線 1984 29.0 4.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

堂橋 (ﾄﾞｳﾊｼ) 松河原岡線 1990 18.1 3.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

新赤坂橋 (ｼﾝｱｶｻﾞｶﾊｼ) 中山口住吉線 1979 72.0 8.0 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

阿弥陀川橋 (ｱﾐﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ) 末長押平線 2007 105.0 8.7 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

押平橋 (ｵｼﾅﾗﾊｼ) 末長押平線 2007 21.1 10.5 大山町 鳥取県 大山町 Ⅱ

明枝橋 (ｱｹｲﾀﾞﾊﾞｼ) ニュータウン・境線 1967 71.1 3.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅰ

阿賀橋 (ｱｶﾞﾊﾞｼ) 下阿賀・北方・猪小路線 1978 93.3 5.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅲ

城山橋 (ｼﾞｮｳｻﾞﾝﾊﾞｼ) 法勝寺・馬場・徳長線 1970 45.9 3.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

新宮谷大橋 (ｼﾝｸﾞｳﾀﾞﾆｵｵﾊｼ) 広域農道線 1993 81.0 7.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅰ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 諸木丸山線 1976 31.1 3.5 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

越敷野橋 (ｺｼｷﾉﾊﾞｼ) 諸木鶴田線 1998 140.0 11.3 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

久蔵橋 (ﾋﾞｼｬｸﾗﾊﾞｼ) 今長・八子線 1973 16.5 3.6 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

木野屋橋 (ｷﾉﾔﾊﾞｼ) 阿賀・猪小路線 1969 17.6 3.6 南部町 鳥取県 南部町 Ⅰ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊﾞｼ) 坂根・天万線 1967 67.5 3.1 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

原橋 (ﾊﾗﾊﾞｼ) 阿賀・猪小路線 1965 54.8 2.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 三本木・阿賀・柏尾線 1974 21.0 3.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) イヤ谷線 1969 19.6 3.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅰ

塚田橋 (ﾂｶﾀﾞﾊﾞｼ) 江原公民館線 1972 16.0 3.0 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

大河内上橋 (ｵｵｶﾜﾁｶﾐﾊﾞｼ) 大河内上線 不明 19.0 3.2 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

東光寺橋 (ﾄｳｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 東光寺1号線 1976 75.5 3.5 南部町 鳥取県 南部町 Ⅱ

宮華橋 (ﾐﾔﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 二部線 1992 14.6 4.5 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 福岡三区中央線 1980 14.4 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

大坂橋 (ｵｵｻｶﾊﾞｼ) 根雨原大坂線 1964 14.0 3.5 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

間賀橋 (ﾏｶﾞﾊﾞｼ) 間賀線 1968 13.6 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

船越橋 (ﾌﾅｺｼﾊﾞｼ) 船越線 1973 13.5 5.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

才ノ木橋 (ｻｲﾉｷﾊｼ) 福岡三区中央線 1981 13.0 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

大向橋 (ｵｵﾑｶｲﾊﾞｼ) 林ヶ原真野線 1993 12.5 4.4 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅰ

三崎橋 (ﾐｻｷﾊﾞｼ) 下モ野上線 1982 12.0 5.8 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 下モ野上線 1990 12.0 5.5 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅰ

上ノ名橋 (ｶﾝﾉﾐｮｳﾊﾞｼ) 上の名線 1980 11.8 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

百田橋 (ﾋｬｸﾀﾊｼ) 畑池線 不明 11.7 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

福吉橋 (ﾌｸﾖｼﾊﾞｼ) 福吉線 1966 11.6 3.1 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

中河原橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 船越線 1980 10.9 5.6 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

中河原下橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗｼﾓﾊｼ) 駅前河岡線 1963 10.7 5.5 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 畑池線 不明 10.7 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅰ

間地中央橋 (ﾏｼﾞﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 間地３号線 不明 10.6 3.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

金屋谷橋 (ｶﾅﾔﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 金屋谷上野線 1988 10.5 5.1 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅰ

中倉橋 (ﾅｶｸﾗﾊﾞｼ) 福岡三区中央線 1979 10.4 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

畦高橋 (ｱｾﾞﾀﾞｶﾊﾞｼ) 畦高線 1986 10.2 5.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ
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宝殿橋 (ﾎｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 金屋谷宝殿線 不明 10.1 3.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 船越線 1979 10.0 5.3 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

向田橋 (ﾑｺｳﾀﾞﾊｼ) 上の名線 1980 9.2 4.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅲ

荘中央橋 (ｼｮｳﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 荘３号線 不明 9.0 3.5 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

上ミ三崎橋 (ｶﾐﾐｻｷﾊﾞｼ) 藤屋線 不明 8.9 3.0 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅰ

2号橋 (2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 富江線 不明 8.6 4.4 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 殿河内１号線 不明 8.5 7.2 伯耆町 鳥取県 伯耆町 Ⅱ

新南橋 (ｼﾝﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 古市折渡線 1990 37.1 5.0 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

上ヶ原橋 (ｶﾐｶﾞﾊﾗﾊｼ) 古市折渡線 1991 35.9 5.0 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

牛尾原橋 (ｳｼｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 古市折渡線 1986 37.1 5.0 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

神田橋 (ｼﾞﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 塚原上石見線 1988 23.2 5.6 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

野分橋 (ﾉﾜｷﾞﾊﾞｼ) 塚原上石見線 1985 25.7 5.0 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 塚原上石見線 1989 25.2 5.2 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

鋳物屋橋 (ｲﾓﾉﾔﾊｼ) 塚原上石見線 1987 22.6 5.0 日南町 鳥取県 日南町 Ⅱ

渡橋 (ﾜﾀﾘﾊｼ) 岩田線 1966 10.0 3.3 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

谷川橋 (ﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 下黒坂線 1995 11.0 7.0 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊｼ) 寺ヶ市線 1968 5.0 4.0 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

矢谷橋 (ﾔﾀﾆﾊｼ) 本郷線 1977 4.0 4.0 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

向ヶ市橋 (ﾑｺｳｶﾞｲﾁﾊｼ) 津地一号線 1982 6.0 5.0 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

上天神橋 (ｶﾐﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 下黒坂線 1983 14.0 5.0 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

サイノカミ橋 (ｻｲﾉｶﾐﾊｼ) 舟場峠河原線 1968 7.0 5.3 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

足谷尻橋 (ｱｼﾀﾆｼﾞﾘﾊｼ) 舟場峠河原線 1988 10.0 4.1 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 下黒坂４号線 1982 10.2 2.0 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

祇園橋 (ｷﾞｵﾝﾊｼ) 根雨２号線 1933 38.0 5.5 日野町 鳥取県 日野町 Ⅱ

柿原大橋 (ｶｷﾊﾞﾗｵｵﾊｼ) 町道佐川柿原西成線 1973 26.0 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

奥河原橋 (ｵｸｶﾜﾗﾊﾞｼ) 町道江尾貝田三ノ沢線 1974 22.4 4.5 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道大河原４号線 1960 14.6 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

杉谷橋 (ｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 町道江尾杉谷美用原線 1966 28.2 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

三石橋 (ｻﾝｺﾞｸﾊﾞｼ) 町道江尾杉谷美用原線 1980 15.6 6.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

久連橋 (ｸﾚﾊﾞｼ) 町道江尾久連大谷線 1971 95.0 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

久連橋歩道橋 (ｸﾚﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 町道江尾久連大谷線 1983 95.0 2.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

家の前橋 (ｲｴﾉﾏｴﾊﾞｼ) 町道荒田半ノ上武庫線 1978 44.8 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

洲河崎橋 (ｽｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 町道洲河崎下安井線 1973 98.0 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

下安井橋 (ｼﾓﾔｽｲﾊﾞｼ) 町道洲河崎下安井線 1966 83.6 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

後河原橋 (ｳｼﾛｶﾜﾗﾊﾞｼ) 町道貝田袋原線 1983 29.0 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

尻振橋 (ｼﾘﾌﾘﾊﾞｼ) 町道宮市杉谷線 1968 21.6 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

夜振橋 (ﾖﾌﾞﾘﾊﾞｼ) 町道入江白住線 1983 92.6 9.2 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

一の渡瀬橋 (ｲﾁﾉﾜﾀｾﾊﾞｼ) 町道武庫１号線 1982 30.2 6.6 江府町 鳥取県 江府町 Ⅲ

上小江尾橋 (ｶﾐｺｴﾋﾞﾊﾞｼ) 町道宮ノ段小江尾線 1983 33.1 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道下蚊屋２号線 1976 18.0 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

助沢橋 (ｽｹｻﾜﾊﾞｼ) 町道大河内線 1970 30.3 7.2 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

大河内橋 (ｵｵｶﾁﾊﾞｼ) 町道大河内線 1988 44.0 5.5 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

岩小屋橋 (ｲﾜｺﾔﾊﾞｼ) 町道岩谷線 1981 18.6 5.6 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

貝田橋 (ｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 町道江尾貝田三ノ沢線 1998 22.0 5.9 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ
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大谷影山橋 (ｵｵﾀﾞﾆｶｹﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 町道江尾久連大谷線 不明 11.7 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道江尾久連大谷線 不明 3.0 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

奥継岩橋 (ｵｸﾂｷﾞｲﾜﾊﾞｼ) 町道江尾久連大谷線 不明 4.5 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

美女石橋 (ﾋﾞｼﾞｮｳｼﾊﾞｼ) 町道久連川平線 不明 5.0 2.6 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊﾞｼ) 町道久連川平線 不明 9.9 3.9 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

車小屋橋 (ｸﾙﾏｺﾞﾔﾊﾞｼ) 町道荒田三谷線 不明 9.5 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

麻畑尻橋 (ﾏｱﾀｼﾞﾘﾊﾞｼ) 町道荒田三谷線 不明 7.6 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

魚切橋 (ｳｵｷﾞﾘﾊﾞｼ) 町道荒田三谷線 不明 7.6 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

牛淵橋 (ｳｼﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 町道荒田三谷線 不明 9.5 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

よぼし尻橋 (ﾖﾎﾞｼｼﾞﾘﾊﾞｼ) 町道荒田三谷線 不明 7.5 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

三谷橋 (ﾐﾀﾆﾊﾞｼ) 町道荒田三谷線 不明 7.0 3.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

篠谷橋 (ｼﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 町道池ノ内湖岸線 1983 9.0 7.1 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

高谷橋 (ﾀｶﾀﾆﾊﾞｼ) 町道池ノ内湖岸線 1982 9.6 4.5 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

地下中橋 (ﾁｶﾅｶﾊﾞｼ) 町道尾上原２号線 1982 7.0 3.5 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

栗尾橋 (ｸﾘｵﾊﾞｼ) 町道美用栗尾線 不明 14.2 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

宮ノ谷橋 (ﾐﾔﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 町道宮市杉谷線 不明 2.5 2.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

下美用谷橋 (ｼﾓﾐﾖｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 町道宮市杉谷線 不明 13.9 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

須郷橋 (ｽｺﾞｳﾊﾞｼ) 町道大河原１号線 不明 7.5 4.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

新荒神橋 (ｼﾝｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 町道江尾貝田三ノ沢線 2007 32.0 8.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅰ

下安井大橋 (ｼﾓﾔｽｲｵｵﾊｼ) 町道下安井大橋線 2014 101.0 6.5 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

下蚊屋橋 (ｻｶﾞﾘｶﾔﾞﾊﾞｼ) 町道下蚊屋線 1961 24.0 6.2 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

せせらぎ橋 (ｾｾﾗｷﾞﾊﾞｼ) 町道江尾杉谷美用原線 2006 34.8 5.0 江府町 鳥取県 江府町 Ⅱ

－37－



【鳥取県】　平成２８年度　トンネル点検結果（案）
平成2９年３月3１日時点　※速報値

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

四十曲トンネル ｼｼﾞｭｳﾏｶﾞﾘﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８１号 1968 1063 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅱ

板井原トンネル ｲﾀｲﾊﾞﾗﾄﾝﾈﾙ 一般国道１８１号 1968 85 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅱ

岩巻トンネル ｲﾜﾏｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 1970 62.9 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

高城隧道 ﾀｶｼﾛｽﾞｲﾄﾞｳ 一般県道下見関金線 1971 228.2 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

羽尾坂トンネル ﾊﾈｵｻﾞｶﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７８号 1972 149.8 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅲ

砂丘トンネル ｻｷｭｳﾄﾝﾈﾙ 一般県道湯山鳥取線 1974 224 鳥取県 鳥取県 鳥取市 Ⅲ

人形トンネル ﾆﾝｷﾞｮｳﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７９号 1981 788 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅲ

陸上トンネル ｸｶﾞﾐﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７８号 1983 490 鳥取県 鳥取県 岩美町 Ⅲ

文殊トンネル ﾓﾝｼﾞｭﾄﾝﾈﾙ 一般県道福本関金線 1983 78.7 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

船上山トンネル ｾﾝｼﾞｮｳｻﾝﾄﾝﾈﾙ 主要地方道倉吉赤崎中山線 1987 163.5 鳥取県 鳥取県 琴浦町 Ⅲ

向滝トンネル ﾑｶｲﾀﾞｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７９号 1990 94 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅲ

湯の関トンネル ﾕﾉｾｷﾄﾝﾈﾙ 一般国道３１３号 1995 190 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

犬挟トンネル ｲﾇﾊﾞｻﾘﾄﾝﾈﾙ 一般国道３１３号 1997 836 鳥取県 鳥取県 倉吉市 Ⅲ

まぢトンネル ﾏﾁﾞﾄﾝﾈﾙ 一般国道４８２号 1997 267 鳥取県 鳥取県 八頭町 Ⅱ

円谷トンネル ｴﾝﾀﾞﾆﾄﾝﾈﾙ 一般国道１７９号 2000 1090 鳥取県 鳥取県 三朝町 Ⅱ

矢倉トンネル ﾔｸﾗﾄﾝﾈﾙ 主要地方道日野溝口線 2014 426 鳥取県 鳥取県 日野町 Ⅱ

行政区域

トンネル名(フリガナ） 路線名
完成
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

資料③
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【鳥取県】　平成２８年度　シェッド点検結果（案）
平成2９年３月3１日時点　※速報値

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

山陰道本線ロックシェッ
ド

(ｻﾝｲﾝﾄﾞｳﾎﾝｾﾝﾛｯｸｼｪｯﾄﾞ) 国道9号（名和淀江道路） 2006 12.6 11.8 中国地整 鳥取県 大山町 Ⅰ

行政区域

シェッド名（フリガナ） 路線名
建設
年次

（西暦）

延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

資料③

－39－



【鳥取県】　平成２８年度　大型カルバート点検結果（案）
平成2９年３月3１日時点　※速報値

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

湯梨浜町石脇横断ＢＯX ﾕﾘﾊﾏﾁｮｳｲｼﾜｷｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道9号（青谷羽合道路） 2001 11.6 11.2 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

泊ＩＣ横断ＢＯＸ ﾄﾏﾘICｵｳﾀﾞﾝﾎﾞｯｸｽ 国道9号（青谷羽合道路） 2002 30.6 8.5 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

１号函渠 1ｺﾞｳｶﾝｷｮ 国道9号（東伯中山道路） 2006 21.9 6.2 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

２号函渠工 2ｺﾞｳｶﾝｷｮｺｳ 国道9号（東伯中山道路） 2004 23.2 8.9 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

所子カルバート ﾄｺﾛｺﾞｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道9号（中山名和道路） 2004 43.3 11.1 中国地整 鳥取県 大山町 Ⅰ

宇野函渠002 ｳﾉｶﾝｷｮ002 国道9号（青谷羽合道路） 1997 63.9 6.5 中国地整 鳥取県 湯梨浜町 Ⅰ

ボックスカルバート ﾎﾞｯｸｽｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道9号（東伯中山道路） 2006 35.2 0.0 中国地整 鳥取県 琴浦町 Ⅰ

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）

資料③

－40－



【鳥取県】　平成２８年度　横断歩道橋点検結果（案）
平成2９年３月3１日時点　※速報値

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

植松横断歩道橋 ｳｴﾏﾂｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般国道９号 2011 17.8 1.5 中国地整 鳥取県 大山町 Ⅰ

中尾横断歩道橋 ﾅｶｵｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般国道９号 1973 17.8 2.0 中国地整 鳥取県 大山町 Ⅰ

深浦横断歩道橋 ﾌｶｳﾗｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ 一般国道９号 1971 14.9 1.5 中国地整 鳥取県 米子市 Ⅱ

行政区域

横断歩道橋名(フリガナ） 路線名
架設
年次

（西暦）

橋長
（ｍ）

通路
幅員
（ｍ）

資料③

－41－



【鳥取県】　平成２８年度　門型標識等点検結果（案）
平成2９年３月3１日時点　※速報値

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9号 1998 10.8 中国地整 鳥取県  米子市陰田町 Ⅲ

行政区域

施設名 路線名
設置
年月

（西暦）

道路
幅員
（ｍ）

資料③

－42－
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