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平成２８年度　橋梁点検結果（山口県） 平成29年3月31日現在

※速報値

路線名 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

港川橋 (ﾐﾅﾄｶﾜﾊﾞｼ) 国道2号 1942 9.0 15.8 中国地整 山口県 岩国市 Ⅱ

港南橋側道橋 (ｺｳﾅﾝﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 2002 56.5 4.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

港南橋 (ｺｳﾅﾝﾊｼ) 国道2号 1966 8.7 15.2 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

昭和橋側道橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1955 13.0 2.4 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

第１錦見橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾆｼｷﾐﾊﾞｼ) 国道2号 1953 3.0 25.4 中国地整 山口県 岩国市 Ⅱ

第３錦見橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾆｼｷﾐﾊﾞｼ) 国道2号 1953 3.7 12.6 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

第４錦見橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾆｼｷﾐﾊﾞｼ) 国道2号 1953 5.9 15.6 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

第１池ヶ迫橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲｹｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 国道2号 1924 3.5 11.3 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

第２池ヶ迫橋 (ﾀﾞｲﾆｲｹｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 国道2号 1924 4.5 11.6 中国地整 山口県 岩国市 Ⅱ

政所橋（側道下り） (ﾏﾝﾄﾞｺﾛﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1989 14.0 9.0 中国地整 山口県 周南市 Ⅰ

政所橋（側道上り） (ﾏﾝﾄﾞｺﾛﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1989 14.0 9.0 中国地整 山口県 周南市 Ⅱ

秋本橋（側道上り） (ｱｷﾓﾄﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1989 13.6 9.3 中国地整 山口県 周南市 Ⅰ

秋本橋（側道下り） (ｱｷﾓﾄﾊﾞｼ(ｿｸﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道2号 1989 13.6 11.9 中国地整 山口県 周南市 Ⅰ

菊川大橋 (ｷｸｶﾜｵｵﾊｼ) 国道2号 1972 27.0 26.3 中国地整 山口県 周南市 Ⅰ

才崎橋（上り） (ｻｲｻﾞｷﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 1968 8.5 13.3 中国地整 山口県 周南市 Ⅰ

才崎橋（下り） (ｻｲｻﾞｷﾊﾞｼ) 国道2号 1968 8.5 13.2 中国地整 山口県 周南市 Ⅰ

綾木川橋（上り） (ｱﾔｷｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 2000 16.0 13.8 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第２名田島橋（下り） (ﾀﾞｲﾆﾅﾀｼﾞﾏﾊｼ) 国道2号（小郡道路） 1989 9.7 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第２名田島橋（上り） (ﾀﾞｲﾆﾅﾀｼﾞﾏﾊｼ) 国道2号（小郡道路） 1971 9.7 10.6 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

椹野川大橋（上り） (ﾌｼﾉｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道2号（小郡道路） 1973 157.7 12.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

椹野川大橋（下り） (ﾌｼﾉｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道2号（小郡道路） 1989 157.7 9.9 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

下郷橋（上り） (ｼﾓｺﾞｳﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1974 14.2 12.8 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

下郷橋（下り） (ｼﾓｺﾞｳﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1989 14.2 10.7 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第１下郷高架橋（上り） (ﾀﾞｲｲﾁｼﾓｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1975 140.0 13.4 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第１下郷高架橋（下り） (ﾀﾞｲｲﾁｼﾓｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1989 140.0 14.1 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

下郷ランプ橋（上り） (ｼﾓｺﾞｳﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道2号（小郡道路） 1975 102.3 6.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第２下郷高架橋（上り） (ﾀﾞｲﾆｼﾓｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1975 130.0 10.0 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第２下郷高架橋（下り） (ﾀﾞｲﾆｼﾓｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1987 130.0 10.4 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

下郷ランプ橋（下り） (ｼﾓｺﾞｳﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道2号（小郡道路） 1974 78.0 6.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第１嘉川橋（下り） (ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1987 9.0 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第１嘉川橋（上り） (ﾀﾞｲｲﾁｶｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1974 8.9 10.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第２嘉川橋（上り） (ﾀﾞｲﾆｶｶﾞﾜﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1974 7.3 10.1 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第２嘉川橋（下り） (ﾀﾞｲﾆｶｶﾞﾜﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1987 7.3 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

干見折橋（下り） (ﾋﾐｵﾘﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1988 37.0 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

干見折橋（上り） (ﾋﾐｵﾘﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1975 37.0 10.2 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第１江崎橋（下り） (ﾀﾞｲｲﾁｴｻﾞｷﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1987 8.5 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第１江崎橋（上り） (ﾀﾞｲｲﾁｴｻﾞｷﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1973 8.5 10.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

岡屋跨道橋（上り） (ｵｶﾔｺﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1974 36.4 10.4 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

岡屋跨道橋（下り） (ｵｶﾔｺﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1988 36.4 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第２江崎橋（上り） (ﾀﾞｲﾆｴｻﾞｷﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1973 8.7 10.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第２江崎橋（下り） (ﾀﾞｲﾆｴｻﾞｷﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号（小郡道路） 1989 8.7 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

第３今津川橋 (ﾀﾞｲ3ｲﾏｽﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道2号（小郡道路） 1974 5.0 26.6 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

第２丸田橋 (ﾀﾞｲﾆﾏﾙﾀﾊﾞｼ) 国道2号 1950 2.7 27.2 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

第１半丁橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾊﾝﾁｮｳﾊﾞｼ) 国道2号 1950 2.8 25.8 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

岡ノ坂跨道橋 (ｵｶﾉｻｶｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1971 18.0 13.0 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 国道2号 1936 4.9 11.3 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

第１原橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾊﾗﾊﾞｼ) 国道2号 1950 4.2 10.7 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

第２原橋 (ﾀﾞｲﾆﾊﾗﾊﾞｼ) 国道2号 1936 3.3 10.8 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

迫山ランプ橋 (ｻｺﾔﾏﾗﾝﾌﾟﾊﾞｼ) 国道2号 1998 147.0 11.3 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

下迫橋 (ｼﾓｻｺﾊﾞｼ) 国道2号 1999 91.0 13.0 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

埴生ＩＣ橋 (ﾊﾌﾞICｷｮｳ) 国道2号 2000 26.8 9.0 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

柚ノ木橋 (ﾕｳﾉｷﾊﾞｼ) 国道2号 2000 49.0 12.5 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

岡ノ上橋 (ｵｶﾉｳｴﾊｼ) 国道2号 2000 26.5 25.5 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

埴生高架橋（下り） (ﾊﾌﾞｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 2000 85.5 19.2 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

埴生高架橋（上り）１ (ﾊﾌﾞｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 2000 137.0 16.6 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

埴生高架橋（上り）２ (ﾊﾌﾞｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)2) 国道2号 2003 187.0 9.0 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

埴生ランプ橋（下り） (ﾊﾌﾞﾗﾝﾌﾟｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道2号 2000 62.1 8.5 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

埴生ランプ橋（上り） (ﾊﾌﾞﾗﾝﾌﾟｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 国道2号 2000 56.5 8.5 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

道路橋名（フリガナ）
架設
年次
(西暦)

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域
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路線名 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
道路橋名（フリガナ）

架設
年次
(西暦)

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

堀川高架橋 (ﾎﾘｶﾜｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1988 307.0 9.4 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

堀川跨道橋 (ﾎﾘｶﾜｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1984 23.3 9.4 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

小月第１高架橋 (ｵﾂﾞｷﾀﾞｲｲﾁｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1986 264.6 11.6 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

小月第２高架橋 (ｵﾂﾞｷﾀﾞｲﾆｺｳｶｷｮｳ) 国道2号 1984 167.8 11.6 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

清末１号橋 (ｷﾖｽｴｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1987 15.8 10.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

宇部１号橋 (ｳﾍﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1987 10.0 10.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

宇部２号橋 (ｳﾍﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1987 9.7 10.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

宇部３号橋 (ｳﾍﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1987 9.4 10.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

宇部４号橋 (ｳﾍﾞﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1987 9.3 10.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

楠乃第１側道橋 (ｸｽﾉﾀﾞｲｲﾁｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1983 4.4 2.4 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第１楠乃橋 (ﾀﾞｲｲﾁｸｽﾉﾊｼ) 国道2号 1957 2.1 9.1 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

楠乃第２側道橋 (ｸｽﾉﾀﾞｲﾆｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1983 2.7 2.0 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第２楠乃橋 (ﾀﾞｲﾆｸｽﾉﾊｼ) 国道2号 1957 2.7 9.6 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

楠乃第３側道橋 (ｸｽﾉﾀﾞｲｻﾝｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道2号 1983 3.8 3.0 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

清大寺床版橋 (ｾｲﾀﾞｲｼﾞｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道2号 1964 2.6 9.0 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

古迫橋 (ｺｻｺﾊﾞｼ) 国道9号 1964 3.8 10.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

南橋 (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 国道9号 1964 13.5 8.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

岩倉橋 (ｲﾜｸﾗﾊｼ) 国道9号 1965 8.4 8.2 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

城平橋 (ｼﾛﾋﾗﾊﾞｼ) 国道9号 1965 5.5 9.1 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

城平側道橋 (ｼﾛﾋﾗｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道9号 1978 6.9 2.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

相之木側道橋 (ｱｲﾉｷｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道9号 1978 13.1 2.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

相之木橋 (ｱｲﾉｷﾊﾞｼ) 国道9号 1965 6.3 8.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 国道9号 1964 35.0 8.2 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

栖通橋 (ｽﾄﾞｳﾘﾊｼ) 国道9号 1965 7.4 8.7 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

山根側道橋 (ﾔﾏﾈｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道9号 1988 14.0 2.8 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊｼ) 国道9号 1965 11.4 8.6 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

下林側道橋 (ｼﾓﾊﾞﾔｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道9号 1988 22.1 2.8 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

下林橋 (ｼﾓﾊﾞﾔｼﾊｼ) 国道9号 1965 8.4 8.7 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

上林橋 (ｶﾐﾊﾞﾔｼﾊｼ) 国道9号 1965 4.5 9.7 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

石坂側道橋 (ｲｼｻﾞｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道9号 1983 6.5 2.0 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

石坂橋 (ｲｼｻﾞｶﾊﾞｼ) 国道9号 1965 5.3 8.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

文珠橋 (ﾓﾝｼﾞｭﾊｼ) 国道9号 1964 6.3 8.7 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

文珠側道橋 (ﾓﾝｼﾞｭｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道9号 1986 8.0 2.4 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

水落橋 (ﾐｽﾞｵﾁﾊﾞｼ) 国道9号 1964 8.5 8.7 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊﾞｼ) 国道9号 1965 5.4 8.5 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

峠山橋 (ﾀｵﾔﾏﾊﾞｼ) 国道9号 1963 47.6 7.6 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

小郡高架側歩道橋(下) (ｵｺﾞｵﾘｺｳｶｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ) 国道9号 1989 69.0 3.3 中国地整 山口県 山口市 Ⅰ

今津橋 (ｲﾏﾂﾞﾊｼ) 国道188号 1939 3.7 20.2 中国地整 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国４丁目函渠 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾖﾝﾁｮｳﾒｶﾝｷｮ) 国道188号 1999 3.6 14.8 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国４丁目その２函渠 (ｲﾜｸﾆﾖﾝﾁｮｳﾒｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 1999 4.7 14.1 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国市川下町 (ｲﾜｸﾆｼｶﾜｼﾓﾏﾁ) 国道188号 2011 5.7 20.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国市楠町その２函渠 (ｲﾜｸﾆｼｸｽﾉｷﾁｮｳｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 4.0 20.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国２丁目その３函渠 (南岩国ﾆﾁｮｳﾒｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 2003 5.2 10.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町その２函渠 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾁｮｳｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 4.0 15.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町その３函渠 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾁｮｳｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 3.0 10.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国南ＢＰ・海土路町その２函(ｲﾜｸﾆﾐﾅﾐﾊﾞｲﾊﾟｽ･ﾐﾄﾞﾛﾁｮｳｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 1998 2.9 72.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国南ＢＰ・海土路町その３函(ｲﾜｸﾆﾐﾅﾐﾊﾞｲﾊﾟｽ･ﾐﾄﾞﾛﾁｮｳｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 1998 3.5 64.6 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

長浜橋 (ﾅｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 国道188号 1974 8.5 9.1 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国市青木一丁目 (ｲﾜｸﾆｼｱｵｷﾁｮｳｲｯﾁｮｳﾒ) 国道188号 1997 2.7 9.2 中国地整 山口県 岩国市 Ⅱ

岩国市青木町３丁目 (ｲﾜｸﾆｼｱｵｷﾁｮｳｻﾝﾁｮｳﾒ) 国道188号 2009 2.0 5.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

岩国市保津町１丁目 (ｲﾜｸﾆｼﾎｳﾂﾞﾏﾁｲｯﾁｮｳﾒ) 国道188号 2009 2.0 7.4 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

通津その１函渠 (ﾂﾂﾞｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 3.6 12.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

堀田函渠 (ﾎﾘﾀｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 4.8 9.8 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

堂本函渠 (ﾄﾞｳﾓﾄｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.0 8.2 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

神東その３函渠 (ｼﾝﾄｳｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 2005 2.6 9.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

神東その８函渠 (ｼﾝﾄｳｿﾉﾊﾁｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.1 25.6 中国地整 山口県 岩国市 Ⅱ

第５神東橋 (ﾀﾞｲｺﾞｼﾝﾄｳﾊｼ) 国道188号 1952 3.0 10.8 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

一藤川橋 (ｲﾁﾌｼﾞｶﾜﾊﾞｼ) 国道188号 1948 4.2 9.7 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

第４神東橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｼﾝﾄｳﾊｼ) 国道188号 1953 2.3 10.5 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

神東その５函渠 (ｼﾝﾄｳｿﾉｺﾞｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.4 10.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

丸岩函渠 (ﾏﾙｲﾜｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.8 9.0 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

神代その１函渠 (ｺｳｼﾞﾛｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 3.1 10.2 中国地整 山口県 柳井市 Ⅱ
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第５大畠橋 (ﾀﾞｲｺﾞｵｵﾊﾀｹﾊｼ) 国道188号 1946 2.4 8.8 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

第４大畠橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｵｵﾊﾀｹﾊｼ) 国道188号 1946 2.8 9.2 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

第３大畠橋 (ﾀﾞｲｻﾝｵｵﾊﾀｹﾊｼ) 国道188号 1946 2.2 7.4 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

第１大畠橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｵﾊﾀｹﾊｼ) 国道188号 1939 3.0 9.8 中国地整 山口県 岩国市 Ⅰ

第４遠崎橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾄｳｻｷﾊｼ) 国道188号 1939 2.0 10.0 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ) 国道188号 1957 4.1 9.1 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

沖の前橋 (ｵｷﾉﾏｴﾊｼ) 国道188号 1946 4.8 10.3 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

太田川橋ＢＯＸ (ｵｵﾀｶﾞﾜﾊﾞｼﾎﾞｯｸｽ) 国道188号 2014 4.0 23.9 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

古開作その５函渠 (ｺｶﾞｲｻｸｿﾉｺﾞｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.1 88.6 中国地整 山口県 柳井市 Ⅱ

古開作その７函渠 (ｺｶﾞｲｻｸｿﾉﾅﾅｶﾝｷｮ) 国道188号 1991 3.3 32.0 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

古開作その４函渠 (ｺｶﾞｲｻｸｿﾉﾖﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.6 28.4 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

古開作その２函渠 (ｺｶﾞｲｻｸｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 5.2 15.6 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

古開作その３函渠 (ｺｶﾞｲｻｸｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.6 12.6 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

柳井地下道 (ﾔﾅｲﾁｶﾄﾞｳ) 国道188号 不明 6.0 10.0 中国地整 山口県 柳井市 Ⅰ

十八割１号水路函渠 (ｼﾞｭｳﾊﾁﾜﾘｲﾁｺﾞｳｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 1988 3.1 32.6 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

豊田３号水路函渠 (ﾄﾖﾀｻﾝｺﾞｳｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 2.4 23.2 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

豊田１号函渠 (ﾄﾖﾀｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 4.8 19.8 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

豊田１号水路函渠 (ﾄﾖﾀｲﾁｺﾞｳｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 2.4 28.0 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

吉原３号函渠 (ﾖｼﾊﾗｻﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 3.6 20.0 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

吉原２号函渠 (ﾖｼﾊﾗﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 4.2 22.4 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

吉原１号函渠 (ﾖｼﾊﾗｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 2.7 22.4 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

吉原１号水路函渠 (ﾖｼﾊﾗｲﾁｺﾞｳｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 2.6 29.6 中国地整 山口県 平生町 Ⅰ

浜城函渠 (ﾊﾏｼﾞｮｳｶﾝｷｮ) 国道188号 1991 3.0 9.0 中国地整 山口県 田布施町 Ⅰ

亀久保床版橋 (ｶﾒｸﾎﾞｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道188号 不明 2.4 22.5 中国地整 山口県 光市 Ⅱ

室積松原函渠 (ﾑﾛﾂﾞﾐﾏﾂﾊﾞﾗｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.0 32.0 中国地整 山口県 光市 Ⅰ

西金山床版橋 (ﾆｼｶﾅﾔﾏｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道188号 不明 2.1 22.0 中国地整 山口県 光市 Ⅱ

千歳大橋 (ﾁﾄｾｵｵﾊｼ) 国道188号 1941 180.6 18.5 中国地整 山口県 光市 Ⅱ

浅江その１函渠 (ｱｻｴｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.9 22.1 中国地整 山口県 光市 Ⅰ

第２西川橋 (ﾀﾞｲﾆﾆｼｶﾜﾊﾞｼ) 国道188号 1941 4.0 20.8 中国地整 山口県 光市 Ⅰ

虹ヶ浜第３函渠 (ﾆｼﾞｶﾞﾊﾏﾀﾞｲｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 1994 4.6 29.2 中国地整 山口県 光市 Ⅰ

虹ヶ浜人道BOX2号 (ﾆｼﾞｶﾞﾊﾏｼﾞﾝﾄﾞｳﾎﾞｯｸｽﾆｺﾞｳ) 国道188号 不明 2.0 50.0 中国地整 山口県 光市 Ⅰ

虹ヶ浜地下道 (ﾆｼﾞｶﾞﾊﾏﾁｶﾄﾞｳ) 国道188号 不明 4.0 85.0 中国地整 山口県 光市 Ⅰ

寺迫橋 (ﾃﾗｻｺﾊﾞｼ) 国道188号 1988 100.0 11.5 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

西豊井その３函渠 (ﾆｼﾄﾖｲｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 4.2 85.0 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

西豊井その２函渠 (ﾆｼﾄﾖｲｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 1987 3.4 21.6 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

末武上その２函渠 (ｽｴﾀｹｶﾐｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 3.2 11.0 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

末武上その１函渠 (ｽｴﾀｹｶﾐｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 3.2 11.2 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

末武その３水路函渠 (ｽｴﾀｹｿﾉｻﾝｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.6 13.6 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

末武その４水路函渠 (ｽｴﾀｹｿﾉﾖﾝｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.6 13.6 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

末武その１水路函渠 (ｽｴﾀｹｿﾉｲﾁｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.1 17.0 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

末武その２水路函渠 (ｽｴﾀｹｿﾉﾆｽｲﾛｶﾝｷｮ) 国道188号 不明 2.1 16.5 中国地整 山口県 下松市 Ⅰ

西割その１函渠 (ﾆｼﾜﾘｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道190号 1944 3.4 35.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

西割その２函渠 (ﾆｼﾜﾘｿﾉﾆｶﾝｷｮ) 国道190号 2006 2.0 8.9 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

埴生橋 (ﾊﾌﾞﾊﾞｼ) 国道190号 1954 2.7 11.9 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

門型函渠 (ﾓﾝｶﾞﾀｶﾝｷｮ) 国道191号 2005 5.8 1.6 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

武久跨道橋 (ﾀｹﾋｻｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道191号 2013 20.4 10.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

武久歩道橋 (ﾀｹﾋｻﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道191号 2005 39.3 3.0 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第１永田郷橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶﾞﾀｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道191号 1943 3.2 10.7 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第６永田郷橋 (ﾀﾞｲﾛｸﾅｶﾞﾀｺﾞｳﾊｼ) 国道191号 1943 4.0 7.1 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第７永田郷橋 (ﾀﾞｲﾅﾅﾅｶﾞﾀｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道191号 1943 5.9 8.9 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第１厚母郷橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱﾂﾓｺﾞｳﾊｼ) 国道191号 1943 5.0 10.1 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第２厚母郷橋 (ﾀﾞｲﾆｱﾂﾓｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道191号 1943 2.6 7.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

厚母橋 (ｱﾂﾓﾊﾞｼ) 国道191号 1938 7.1 15.7 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第３厚母郷橋 (ﾀﾞｲｻﾝｱﾂﾓｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道191号 1938 2.1 15.7 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第１黒井橋 (ﾀﾞｲｲﾁｸﾛｲﾊﾞｼ) 国道191号 1938 5.0 10.9 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第２黒井橋 (ﾀﾞｲﾆｸﾛｲﾊﾞｼ) 国道191号 1933 2.8 9.2 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

吉永橋 (ﾖｼﾅｶﾞﾊﾞｼ) 国道191号 1984 14.1 10.7 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

第１川棚橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾜﾀﾅﾊﾞｼ) 国道191号 1937 2.8 30.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

第２宇賀橋 (ﾀﾞｲﾆｳｶﾊﾞｼ) 国道191号 1966 2.1 21.5 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

清水床版橋 (ｼﾐｽﾞｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 国道191号 1951 2.7 10.6 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

上ヶ田函渠 (ｶﾐｶﾞﾀｶﾝｷｮ) 国道191号 1989 2.6 25.7 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

西室木函渠 (ﾆｼﾞﾑﾛｷｶﾝｷｮ) 国道191号 1988 2.4 128.9 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

4



路線名 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
道路橋名（フリガナ）

架設
年次
(西暦)

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

榎田その１函渠 (ｴﾉｷﾀﾞｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 1988 2.0 23.6 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

網田第１函渠 (ｱﾐﾀﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 1989 3.5 4.0 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

ケイガ迫函渠 (ｹｲｶﾞｻｺｶﾝｷｮ) 国道191号 1990 2.4 26.0 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

大竹川橋 (ｵｵﾀｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道191号 1993 11.5 21.6 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

第１下焼河内橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾓﾔｷｶﾜﾁﾊﾞｼ) 国道191号 1958 4.5 11.2 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

下焼河内凾渠 (ｼﾓﾔｹｺｳﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 1994 3.1 3.5 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

第２下焼河内橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾓﾔｷｶﾜﾁﾊﾞｼ) 国道191号 1958 3.4 18.4 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

三見その１函渠 (ｻﾝﾐｿﾉｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 1999 2.0 9.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 国道191号 1966 3.1 10.3 中国地整 山口県 萩市 Ⅱ

第１玉江橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀﾏｴﾊﾞｼ) 国道191号 1966 4.1 10.3 中国地整 山口県 萩市 Ⅱ

東宇玉函渠 (ﾋｶﾞｼｼﾞﾀﾏｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.5 3.9 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

平安古橋 (ﾋﾔｺﾊﾞｼ) 国道191号 1962 2.7 12.6 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

藍場橋 (ｱｲﾊﾞﾊﾞｼ) 国道191号 1962 3.8 12.3 中国地整 山口県 萩市 Ⅱ

土原第３函渠 (ﾋｼﾞﾜﾗﾀﾞｲｻﾝｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.1 22.7 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

土原第４函渠 (ﾋｼﾞﾜﾗﾀﾞｲﾖﾝｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.2 20.7 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

土原その３函渠 (ﾋｼﾞﾜﾗｿﾉｻﾝｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.2 30.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

椿東第２函渠 (ﾁﾝﾄｳﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.6 19.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

椿東第３函渠 (ﾁﾝﾄｳﾀﾞｲｻﾝｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.5 12.5 中国地整 山口県 萩市 Ⅱ

萩市大字椿東（椿東函渠） (ﾊｷﾞｼｵｵｱｻﾞﾁﾝﾄｳ(ﾁﾝﾄｳｶﾝｷｮ)) 国道191号 1996 2.0 13.5 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

島田函渠 (ｼﾏﾀﾞｶﾝｷｮ) 国道191号 1999 2.0 16.8 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

佐々古函渠 (ｻｻｺｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.5 9.9 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

礒平第３凾渠 (ｲｿﾋﾗﾀﾞｲｻﾝｶﾝｷｮ) 国道191号 1972 2.0 11.7 中国地整 山口県 阿武町 Ⅱ

磯平第２函渠 (ｲｿﾋﾗﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 2.3 11.4 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

東光寺函渠 (ﾄｳｺｳｼﾞｶﾝｷｮ) 国道191号 1978 2.3 21.0 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

生平函渠 (ｷﾋﾞﾗｶﾝｷｮ) 国道191号 1978 2.0 13.7 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

長磯第１函渠 (ﾅｶﾞｲｿﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 2.4 10.7 中国地整 山口県 阿武町 Ⅱ

椿原第１函渠 (ﾁﾝｹﾞﾝﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 2.4 13.6 中国地整 山口県 阿武町 Ⅱ

椿原第３函渠 (ﾁﾝｹﾞﾝﾀﾞｲｻﾝｶﾝｷｮ) 国道191号 1974 3.1 30.0 中国地整 山口県 阿武町 Ⅱ

石田函渠 (ｲｼﾀﾞｶﾝｷｮ) 国道191号 1971 4.2 10.5 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

長濱第２函渠 (ﾅｶﾞﾊﾏﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 1977 2.9 9.7 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

中尾無函渠 (ﾅｶｵﾌﾞｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.6 19.0 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

河原第１函渠 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.7 15.0 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

河原第２函渠 (ｶﾜﾊﾗﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 1975 3.5 12.0 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

新宮函渠 (ｼﾝｸﾞｳｶﾝｷｮ) 国道191号 1975 3.7 24.5 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

相畑函渠 (ｱｲﾊﾀｶﾝｷｮ) 国道191号 1975 2.4 13.5 中国地整 山口県 阿武町 Ⅰ

高砂函渠 (ﾀｶｻｺﾞｶﾝｷｮ) 国道191号 1974 3.1 27.5 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

長谷川凾渠 (ﾊｾｶﾞﾜｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.0 12.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

笠松函渠 (ｶｻﾏﾂｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 2.6 23.8 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

中津函渠 (ﾅｶﾂｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 4.3 103.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅱ

須佐函渠 (ｽｻｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.0 10.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

中津第２凾渠 (ﾅｶﾂﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 3.7 14.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

畑第１函渠 (ﾊﾀﾀﾞｲｲﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 3.0 17.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

畑第２函渠 (ﾊﾀﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.7 13.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

江津小橋 (ｴｽﾞｺﾊﾞｼ) 国道191号 不明 2.4 10.5 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

片上町函渠 (ｶﾀｶﾞﾐﾏﾁｶﾝｷｮ) 国道191号 不明 2.4 40.0 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

長畠函渠 (ﾅｶﾞﾊﾀｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 2.4 12.8 中国地整 山口県 萩市 Ⅰ

東村第２函渠 (ﾋｶﾞｼﾑﾗﾀﾞｲﾆｶﾝｷｮ) 国道191号 1973 2.4 9.2 中国地整 山口県 萩市 Ⅱ

三隅中その５函渠 (ﾐｽﾐﾅｶｿﾉｺﾞｶﾝｷｮ) 国道191号（萩・三隅道路） 2004 4.6 56.0 中国地整 山口県 長門市 Ⅰ

下木部高架橋 ｼﾓｷﾍﾞｺｳｶｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1986 72 10 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

上右田橋 ｶﾐﾐｷﾞﾀｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1986 39 12 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

上右田橋 ｶﾐﾐｷﾞﾀｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1986 39 12 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

清水川橋 ｼﾐｽﾞｶﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1986 20 15 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

清水川橋 ｼﾐｽﾞｶﾜｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1986 20 16 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

峠橋 ﾀｵﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1990 260 10 西日本 山口県 周南市 Ⅱ

峠橋 ﾀｵﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1990 270 13 西日本 山口県 周南市 Ⅱ

切山橋 ｷﾘﾔﾏﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1990 546 10 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

切山橋 ｷﾘﾔﾏﾊﾞｼ 山陽自動車道吹田山口線 1990 559 10 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

生野屋橋 ｲｸﾉﾔｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1990 33 12 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

生野屋橋 ｲｸﾉﾔｷﾖｳ 山陽自動車道吹田山口線 1990 46 12 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

砂子多高架橋 ｻｺﾀｺｳｶｷﾖｳ 中国縦貫自動車道 1972 123 11 西日本 山口県 下関市 Ⅱ

砂子多高架橋 ｻｺﾀｺｳｶｷﾖｳ 中国縦貫自動車道 1972 123 11 西日本 山口県 下関市 Ⅲ

鹿野2-1 ｶﾉ-21 中国縦貫自動車道 1980 3 23 西日本 山口県 周南市 Ⅱ

5



路線名 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
道路橋名（フリガナ）

架設
年次
(西暦)

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

関戸TN東坑口共同溝1 ｾｷﾄﾞTNﾋｶﾞｼｺｳｸﾞﾁｷｮｳﾄﾞｳｺｳ1 山陽自動車道吹田山口線 1988 2 8 西日本 山口県 岩国市 Ⅰ

関戸TN東坑口共同溝2 ｾｷﾄﾞTNﾋｶﾞｼｺｳｸﾞﾁｷｮｳﾄﾞｳｺｳ2 山陽自動車道吹田山口線 1988 2 54 西日本 山口県 岩国市 Ⅱ

岩国IC料金所地下通路 ｲﾜｸﾆICﾘｮｳｷﾝｼｮﾁｶﾂｳﾛ 山陽自動車道吹田山口線 2012 3 34 西日本 山口県 岩国市 Ⅱ

岩国IC料金所地下通路 ｲﾜｸﾆICﾘｮｳｷﾝｼｮﾁｶﾂｳﾛ 山陽自動車道吹田山口線 2012 2 6 西日本 山口県 岩国市 Ⅱ

欽明路TN西坑口共同溝 ｷﾝﾒｲｼﾞTNﾆｼｺｳｸﾞﾁｷｮｳﾄﾞｳｺｳ 山陽自動車道吹田山口線 1992 2 15 西日本 山口県 岩国市 Ⅰ

欽明路TN西坑口共同溝 ｷﾝﾒｲｼﾞTNﾆｼｺｳｸﾞﾁｷｮｳﾄﾞｳｺｳ 山陽自動車道吹田山口線 1992 2 18 西日本 山口県 岩国市 Ⅰ

嶽山TN東坑口共同溝 ﾀﾞｹﾔﾏTNﾋｶﾞｼｺｳｸﾞﾁｷｮｳﾄﾞｳｺｳ 山陽自動車道吹田山口線 1990 2 54 西日本 山口県 周南市 Ⅱ

山口南3-2 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ3-2 山陽自動車道吹田山口線 1987 15 12 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

山口南2-2 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ2-2 山陽自動車道吹田山口線 1987 7 16 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

山口南9 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ9 山陽自動車道吹田山口線 1987 5 37 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

壇之浦高架橋 ﾀﾞﾝﾉｳﾗｺｳｶｷﾖｳ 関門自動車道 1973 88 13 西日本 山口県 下関市 Ⅲ

壇之浦高架橋 ﾀﾞﾝﾉｳﾗｺｳｶｷﾖｳ 関門自動車道 1973 88 17 西日本 山口県 下関市 Ⅱ

本町高架橋 ﾎﾝﾏﾁｺｳｶｷﾖｳ 関門自動車道 1973 181 16 西日本 山口県 下関市 Ⅱ

下椋野橋 ｼﾓﾑｸﾉｷｮｳ 中国自動車道 1973 31 9 西日本 山口県 下関市 Ⅱ

下椋野橋 ｼﾓﾑｸﾉｷｮｳ 中国自動車道 1973 31 8 西日本 山口県 下関市 Ⅱ

日前B橋 (ﾋﾏｴBﾊｼ) 一般国道４３７号 1980 3.6 19.0 山口県 山口県 周防大島町 Ⅲ

郷串B橋 (ｷｮｳｸﾞｼBﾊｼ) 主要地方道大島環状線 2006 不明 7.3 山口県 山口県 周防大島町 Ⅰ

念佛B橋 (ﾈﾝﾌﾂBﾊｼ) 主要地方道大島環状線 1954 2.6 15.2 山口県 山口県 周防大島町 Ⅱ

庄地橋 (ｼｮｳﾁﾊｼ) 一般国道４３７号 3.0 10.1 山口県 山口県 周防大島町 Ⅲ

吉浦B橋 (ﾖｼｳﾗBﾊｼ) 主要地方道大島橘線 2.9 8.0 山口県 山口県 周防大島町 Ⅲ

上須川橋 (ｶﾐｽｶﾜﾊﾞｼ) 一般国道４３４号 1994 62.0 10.0 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

あけぼの橋 (ｱｹﾎﾞﾉﾊｼ) 一般県道北中山岩国線 1973 152.4 15.0 山口県 山口県 和木町 Ⅱ

栄谷橋 (ｻｶｴﾀﾆﾊｼ) 一般国道３１５号 1969 40.1 7.5 山口県 山口県 周南市 Ⅲ

米光橋 (ﾖﾈﾐﾂﾊﾞｼ) 一般国道４８９号 1993 43.0 13.0 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

平和大橋 (ﾍｲﾜｵｵﾊｼ) 主要地方道徳山港線 1965 146.3 13.0 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

若山大橋 (ﾜｶﾔﾏｵｵﾊｼ) 一般県道徳山新南陽線 1989 165.0 15.3 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

出合２号B橋 (ﾃﾞｱｲ2ｺﾞｳBﾊｼ) 一般県道鹿野夜市線 1988 不明 24.5 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

打木野1号B橋 (ｳﾂｷﾉ1ｺﾞｳBﾊｼ) 一般県道串戸田線 不明 3.5 25.3 山口県 山口県 周南市 Ⅰ

第１小古祖橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｺﾞｿﾊﾞｼ) 一般国道４８９号 1971 2.4 12.6 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

鮒田B橋 (ﾌﾅﾀﾞBﾊｼ) 一般県道大内右田線 2007 2.7 16.3 山口県 山口県 防府市 Ⅰ

神里B橋 (ｶﾐｻﾞﾄBﾊｼ) 一般県道大内右田線 2007 3.0 18.2 山口県 山口県 防府市 Ⅰ

仁保地跨線橋 (ﾆﾎｼﾞｺｾﾝｷｮｳ) 一般国道３７６号 1968 23.6 9.6 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

仁保地跨線橋側道橋 (ﾆﾎｼﾞｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道３７６号 1981 26.1 2.5 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

田屋B橋 (ﾃﾞﾝﾔBﾊｼ) 一般国道４３５号 1982 不明 不明 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

吉敷畑１号B橋 (ﾖｼｷﾊﾀ1ｺﾞｳBﾊｼ) 一般国道４３５号 1993 不明 不明 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

上平井B橋 (ｶﾐﾋﾗｲBﾊｼ) 主要地方道山口小郡秋穂線 1974 3.6 18.6 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

福良B橋 (ﾌｸﾗBﾊｼ) 主要地方道山口小郡秋穂線 1979 3.6 31.0 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

平野B橋 (ﾋﾗﾉBﾊｼ) 主要地方道山口小郡秋穂線 1979 3.6 13.1 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

下八方原B橋 (ｼﾓﾊｯﾎﾟｳﾊﾞﾗBﾊｼ) 主要地方道山口小郡秋穂線 1983 不明 17.1 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 一般県道開作上嘉川停車場線 2004 17.3 5.1 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

湯田跨線橋 (ﾕﾀﾞｺｾﾝｷｮｳ) 一般県道陶湯田線 1968 100.0 12.0 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

嘉川跨線橋 (ｶｶﾞﾜｺｾﾝｷｮｳ) 一般県道伊佐吉部山口線 1960 13.9 10.7 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

西陶1号B橋 (ﾆｼｽｴ1ｺﾞｳBﾊｼ) 一般県道江崎陶線 1958 不明 不明 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

西陶2号B橋 (ﾆｼｽｴ2ｺﾞｳBﾊｼ) 一般県道江崎陶線 1958 不明 不明 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

郷之尾堤大橋 (ｺﾞｳﾉｵﾂﾂﾐｵｵﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2008 17.9 14.0 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

高井大橋 (ﾀｶｲｵｵﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2010 82.0 20.4 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

朝田IC橋 (ｱｻﾀﾞｱｲｼｰｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2011 14.5 7.0 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

郷之尾堤小橋 (ｺﾞｳﾉｵﾂﾂﾐｺﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2009 11.4 7.0 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

朝田IC高架橋 (ｱｻﾀﾞｱｲｼｰｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2010 321.0 6.0 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

高井大橋ランプ橋 (ﾀｶｲｵｵﾊｼﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2010 44.0 7.0 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

朝田川高架橋 (ｱｻﾀﾞｶﾞﾜｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2009 192.0 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

河内川高架橋 (ｺｳﾁｶﾜｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2009 77.5 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

流通センターIC橋 (ﾘｭｳﾂｳｾﾝﾀｰｱｲｼｰﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2004 23.8 10.5 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

矢形堤橋 (ﾔｶﾀﾂﾂﾐﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2006 71.0 13.3 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

神泉堤橋 (ｼﾝｾﾝﾐﾂﾂﾐﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2009 54.9 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

松坂橋 (ﾏﾂｻﾞｶﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2008 27.5 10.5 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

鍛冶畑川橋 (ｶｼﾞﾊﾞﾀｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2007 152.0 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

四十八瀬川橋 (ｼｼﾞｭｳﾊｯｾｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2009 125.6 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

桂ヶ谷川橋 (ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2006 53.5 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

長谷川橋 (ﾅｶﾞﾀﾆｶﾜﾊｼ) 主要地方道山口宇部線 2006 65.0 13.6 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

東本郷１号高架橋 (ﾋｶﾞｼﾎﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2006 157.8 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

東本郷２号高架橋 (ﾋｶﾞｼﾎﾝｺﾞｳﾆｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2006 186.2 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ
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西本郷高架橋 (ﾆｼﾎﾝｺﾞｳｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2005 260.0 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

幸之江川高架橋 (ｺｳﾉｴｶﾜｺｳｶｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2008 225.7 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

亀池橋 (ｶﾒｲｹﾊﾞｼ) 主要地方道山口宇部線 2004 61.0 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

大池橋 (ｵｵｲｹﾊﾞｼ) 主要地方道山口宇部線 2005 106.0 9.1 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

堂ケ迫堤橋 (ﾄﾞｳｶﾞｻｺﾂﾂﾐｷｮｳ) 主要地方道山口宇部線 2001 70.4 19.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

金谷橋 (ｶﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1980 16.2 12.7 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

橋詰橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊｼ) 一般国道３１５号 1980 12.5 14.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1980 15.8 11.6 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

第１御舟子橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾐﾌﾅｺﾞﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1952 5.0 8.8 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

第２御舟子橋 (ﾀﾞｲﾆﾐﾌﾅｺﾞﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1956 3.8 9.0 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

第３御舟子橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾐﾌﾅｺﾞﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1943 2.7 9.0 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

長沢橋 (ﾅｶﾞｻﾜﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1975 2.6 8.4 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

若藪橋 (ﾜｶﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 主要地方道萩篠生線 1996 10.0 12.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

夏毛谷橋 (ﾅﾂｹﾀﾆﾊﾞｼ) 主要地方道萩篠生線 2005 21.0 12.5 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

鍛冶屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊｼ) 主要地方道萩篠生線 1972 38.2 9.3 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 主要地方道萩津和野線 1951 3.5 13.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

竜宮橋 (ﾘｭｳｸﾞｳﾊｼ) 一般県道萩長門峡線 1954 9.7 2.4 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

第1紅葉橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾓﾐﾁﾊｼ) 一般県道萩長門峡線 1965 3.0 2.1 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

第1日の出跨線橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋﾉﾃﾞｺｾﾝｷｮｳ) 主要地方道小野田美東線 1965 9.8 14.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第2日の出跨線橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾉﾃﾞｺｾﾝｷｮｳ) 主要地方道小野田美東線 1965 27.6 14.4 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

楴山跨線橋（上り） (ｸｼﾔﾏｺｾﾝｷｮｳ) 主要地方道小野田山陽線 1970 50.6 7.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

楴山跨線橋（下り） (ｸｼﾔﾏｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道小野田山陽線 1990 51.6 7.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

千崎1号B橋 (ｾﾝｻﾞｷ1ｺﾞｳBﾊｼ) 主要地方道小野田山陽線 1988 2.5 不明 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

下西ヶ丘橋 (ｼﾓﾆｼｶﾞｵｶﾊｼ) 一般県道宇部停車場線 1967 7.0 30.7 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

第2西ヶ丘跨線橋 (ﾆｼｶﾞｵｶﾀﾞｲﾆｺｾﾝｷｮｳ) 一般県道宇部停車場線 1967 55.0 10.4 山口県 山口県 宇部市 Ⅲ

串橋 (ｸｼﾊｼ) 一般県道宇部停車場線 1973 16.0 8.4 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

棚井１号橋 (ﾀﾅｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道宇部停車場線 1962 5.0 11.6 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

棚井下橋 (ﾀﾅｲｼﾓﾊﾞｼ) 一般県道宇部停車場線 1960 14.3 9.5 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

棚井中橋 (ﾀﾅｲﾅｶﾊｼ) 一般県道宇部停車場線 1962 3.5 10.5 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

持世寺橋 (ｼﾞｾｲｼﾞﾊｼ) 一般県道宇部停車場線 1960 5.0 17.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

はまやかせ橋 (ﾊﾏﾔｶｾﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1961 11.1 9.4 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

新善和橋 (ﾖｼﾜﾊﾞｼ) 一般県道善和阿知須線 1963 13.3 16.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

川向橋 (ｶﾜﾑｺｳﾊｼ) 一般県道善和阿知須線 1962 6.5 8.2 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

上川向橋 (ｶﾐｶﾜﾑｺｳﾊｼ) 一般県道善和阿知須線 1961 5.3 9.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

清水崎橋 (ｼﾐｽﾞｻｷﾊｼ) 一般県道西岐波吉見線 1998 24.0 26.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

下請川橋（上り） (ｼﾓｳｹｶﾞﾜﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 一般県道西岐波吉見線 1995 29.0 12.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

下請川橋（下り） (ｼﾓｳｹｶﾞﾜﾊｼｸﾀﾞﾘ) 一般県道西岐波吉見線 1995 29.0 12.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

山村橋 (ﾔﾏﾑﾗﾊｼ) 一般県道西岐波吉見線 2003 21.0 25.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

下石ケ浴橋 (ｼﾓｲｼｶﾞﾖｸﾊﾞｼ) 一般県道西岐波吉見線 1957 4.1 6.9 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

第二瀬戸橋 (ﾀﾞｲﾆｾﾄﾊｼ) 一般県道西岐波吉見線 1957 7.2 10.6 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 一般県道西岐波吉見線 1970 6.3 7.4 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

中ノ瀬橋 (ﾅｶﾉｾﾊｼ) 一般県道西岐波吉見線 1998 9.5 12.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

持世寺橋 (ｼﾞｾｲｼﾞﾊｼ) 一般県道西岐波吉見線 1966 105.0 11.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

塚穴橋 (ﾂｶｱﾅﾊｼ) 一般県道宇部空港線 1965 12.8 24.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

小野田港１号橋 (ｵﾉﾀﾞｺｳｲﾁｺﾞｳ) 一般県道小野田港線 1963 5.4 6.7 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

小野田橋 (ｵﾉﾀﾞﾊｼ) 一般県道小野田港線 1996 71.4 17.6 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅲ

沖中川橋 (ｵｷﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 一般県道小野田港線 1988 12.0 16.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

中ノ浴橋 (ﾅｶﾉﾖｸﾊﾞｼ) 一般県道西万倉山陽線 1982 8.1 12.3 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

浅地橋 (ｱｻﾞｼﾞﾊﾞｼ) 一般県道西万倉山陽線 1982 8.8 8.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

籾ノ木橋 (ﾓﾐﾉｷﾊﾞｼ) 一般県道西万倉山陽線 1972 3.3 6.7 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

森広１号橋 (ﾓﾘﾋﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道西万倉山陽線 1972 7.6 3.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

森広２号橋 (ﾓﾘﾋﾛﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道西万倉山陽線 1972 5.7 3.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道津布田郡線 1995 15.6 11.4 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第一赤岩橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱｶｲﾜﾊｼ) 一般県道津布田郡線 1968 5.6 8.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

梶橋 (ｶｼﾞﾊｼ) 一般県道津布田郡線 1968 12.5 7.4 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅲ

第三古開作橋 (ﾀﾞｲｻﾝｺｶｲｻｸﾊｼ) 一般県道津布田郡線 1958 2.5 7.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第二古開作橋 (ﾀﾞｲﾆｺｶｲｻｸﾊｼ) 一般県道津布田郡線 1958 5.0 6.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第一古開作橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺｶｲｻｸﾊｼ) 一般県道津布田郡線 1958 5.7 7.1 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

古開作１号橋 (ｺｶｲｻｸｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道津布田郡線 1958 3.0 7.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 一般県道厚狭停車場郡線 1997 32.6 17.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

梶下橋 (ｶｼﾞｼﾓﾊﾞｼ) 一般県道津布田郡線 1935 50.0 7.6 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

角野橋 (ｶｸﾉﾊﾞｼ) 一般県道埴生停車場線 1958 3.6 10.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ
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下市橋 (ｼﾓｲﾁﾊｼ) 一般県道伊佐吉部山口線 1994 12.2 11.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

美保橋 (ﾐﾎﾊｼ) 一般県道伊佐吉部山口線 1959 4.0 7.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

稔小野橋 (ｳﾂｷﾞｵﾉﾊｼ) 一般県道伊佐吉部山口線 1959 6.0 6.5 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

犬ケ迫橋 (ｲﾇｶﾞｻｺﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1979 3.8 5.6 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

犬ヶ迫１号橋 (ｲﾇｶﾞｻｺｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道美祢小郡線 1979 5.4 5.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

吉野橋 (ﾖｼﾉﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1952 40.0 5.4 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

岩川１号橋 (ｲﾜｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道美祢小郡線 1952 2.5 6.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1936 32.1 5.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

市小野橋 (ｲﾁｵﾉﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1996 11.0 10.7 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

柳小野１号橋 (ﾔﾅｷﾞｵﾉｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道美祢小郡線 1950 2.8 5.5 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

上福田橋 (ｶﾐﾌｸﾀﾞﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1980 8.0 9.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

上福田１号橋 (ｶﾐﾌｸﾀﾞﾊｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道奥万倉山陽線 1965 5.0 9.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第２上福田橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐﾌｸﾀﾞﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1965 5.3 9.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

樋ノ口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊｼ) 一般県道琴芝際波線 2006 27.2 18.3 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

中山２号橋 (ﾅｶﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道琴芝際波線 1972 3.6 13.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

中山３号橋 (ﾅｶﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道琴芝際波線 1972 6.6 15.2 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

沖ノ旦橋 (ｵｷﾉﾀﾞﾝﾊｼ) 一般県道琴芝際波線 1974 121.0 9.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

沖ノ旦橋側道橋（上り） (ｵｷﾉﾀﾞﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘ)) 一般県道琴芝際波線 1998 121.0 3.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

沖ノ旦橋側道橋（下り） (ｵｷﾉﾀﾞﾝﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘ)) 一般県道琴芝際波線 1998 121.0 3.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

西沖ノ旦２号橋 (ﾆｼｵｷﾉﾀﾞﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道琴芝際波線 1974 8.7 7.3 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

鍋倉橋 (ﾅﾍﾞｸﾗﾊｼ) 一般県道琴芝際波線 1958 5.3 8.0 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

迫田跨線橋 (ｻｺﾀｾﾝﾊｼ) 一般県道江汐公園線 1974 39.9 7.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第一銭ケ原橋 (ﾀﾞｲｲﾁｾﾞﾆｶﾞﾊﾗﾊｼ) 一般県道江汐公園線 1974 15.7 7.9 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 一般県道妻崎開作小野田線 1967 4.1 13.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

木戸橋 (ｷﾄﾞﾊﾞｼ) 一般県道妻崎開作小野田線 1967 5.2 9.9 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 一般県道妻崎開作小野田線 1961 7.9 9.7 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

セメント町２号橋 (ｾﾒﾝﾄﾏﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道妻崎開作小野田線 1971 2.6 16.3 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

セメント町３号橋 (ｾﾒﾝﾄﾏﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道妻崎開作小野田線 1971 3.4 16.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

セメント町４号橋 (ｾﾒﾝﾄﾏﾁﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道妻崎開作小野田線 1971 3.9 17.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

セメント町５号橋 (ｾﾒﾝﾄﾏﾁｺﾞｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道妻崎開作小野田線 1971 2.5 16.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

白椎ノ木橋 (ｼﾛｼｲﾉｷﾊｼ) 一般県道奥万倉厚狭線 1968 15.4 5.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

上森広１号橋 (ｶﾐﾓﾘﾋﾛｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道奥万倉厚狭線 1968 6.4 7.3 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

石束橋 (ｲｼﾂﾞｶﾊﾞｼ) 一般県道奥万倉厚狭線 1979 12.0 9.7 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

新開作西B橋(下り線) (ｼﾝｶｲｻｸﾆｼBﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 一般県道妻崎開作小野田線 1999 4.2 16.7 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

第一千町橋 (ﾀﾞｲｲﾁｾﾝﾏﾁｷｮｳ) 一般県道船木津布田線 1936 2.6 14.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第三千町橋 (ﾀﾞｲｻﾝｾﾝﾏﾁｷｮｳ) 一般県道船木津布田線 1936 2.3 9.6 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第一寝太郎橋　 (ﾀﾞｲｲﾁﾈﾀﾛｳｷｮｳ) 一般県道船木津布田線 1936 2.3 12.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第二寝太郎橋 (ﾀﾞｲﾆﾈﾀﾛｳｷｮｳ) 一般県道船木津布田線 1936 4.4 11.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

桜川橋 (ｻｸﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般県道船木津布田線 1960 21.7 12.8 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

第四下村橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ) 一般県道船木津布田線 1947 3.4 12.9 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第五下村橋 (ﾀﾞｲｺﾞｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ) 一般県道船木津布田線 1947 3.4 13.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第六下村橋 (ﾀﾞｲﾛｸｼﾓﾑﾗﾊﾞｼ) 一般県道船木津布田線 1947 3.5 13.0 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

栗田橋 (ｸﾘﾀﾊｼ) 一般県道船木津布田線 1972 5.0 10.1 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

長友１号橋 (ﾅｶﾞﾄﾓｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道船木津布田線 1954 5.6 11.6 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

長友２号橋　 (ﾅｶﾞﾄﾓﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道船木津布田線 1972 3.9 16.7 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第一大道畑床版橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀﾞｲﾄﾞｳﾊﾀｼｮｳﾊﾞﾝｷｮｳ) 一般県道船木津布田線 1972 3.5 8.6 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

於福橋 (ｵﾌｸ) 一般国道３１６号 1973 54.0 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

於福橋側道橋 (ｵﾌｸｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道３１６号 1988 47.0 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

金山２橋 (ｶﾅﾔﾏ2ﾊｼ) 一般国道３１６号 1981 3.0 10.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新吉友橋 (ｼﾝﾖｼﾄﾓﾊｼ) 一般国道３１６号 1973 36.0 9.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新吉友橋側道橋 (ｼﾝﾖｼﾓﾄﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道３１６号 1991 37.0 3.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

長ヶ坪橋 (ﾁｮｳｶﾞﾂﾎﾞﾊｼ) 一般国道３１６号 1981 3.0 10.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

下村大橋 (ｼﾓﾑﾗｵｵﾊｼ) 一般国道３１６号 1983 110.0 12.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

宮の前橋 (ｵﾔﾏ2ｺﾞｳBﾊｼ) 一般国道４３５号 不明 2.0 23.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

周防陣橋 （ｽｵｳｼﾞﾝﾊｼ） 主要地方道小郡三隅線 3.0 18.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

床状橋 (ﾄｺｼﾞｮｳﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1955 2.4 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

秋谷川橋 (ﾇｸﾕｲｯｷｮｳ) 主要地方道小郡三隅線 2005 9.9 13.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

紅葉橋 (ﾓﾐｼﾞﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 2004 39.3 17.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

稲川大橋 (ｲﾅｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 一般国道４３５号 1986 140.2 10.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新原田橋 (ｼﾝﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1984 84.5 10.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

坪見橋(上り線) (ﾂﾎﾞﾐﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 一般国道４３５号 1971 25.0 6.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

坪見橋(下り線) (ﾂﾎﾞﾐﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 一般国道４３５号 1971 25.0 6.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ
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美祢大橋 (ﾐﾈｵｵﾊｼ) 一般国道４３５号 1964 33.0 16.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

沖田橋 (ｵｷﾀﾊｼ) 一般国道４３５号 1964 13.8 10.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

美晴橋 (ﾐﾊﾙﾊｼ) 一般国道４３５号 1966 20.0 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

切通橋 (ｷﾘﾄﾞｵﾘﾊｼ) 一般国道４３５号 不明 2.2 16.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第三日永橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾋﾅｶﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1964 5.0 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第三日永橋側道橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾋﾅｶﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道４３５号 1964 7.1 1.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第二日永橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾅｶﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1996 18.4 10.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第一日永橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋﾅｶﾞ) 一般国道４３５号 1994 28.2 10.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第3三ッ杉橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾐﾂｽｷﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1989 9.1 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第2三ッ杉橋 (ﾀﾞｲﾆﾐﾂｽｷﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1989 15.5 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1三ツ杉橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾐﾂｽｷﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1978 12.6 12.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

麻生橋 (ｱｿｳﾊｼ) 一般国道４３５号 1996 27.2 12.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 一般国道４３５号 1994 25.5 12.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾗﾊｼ) 一般国道４３５号 1988 12.5 12.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾀﾊｼ) 一般国道４３５号 1988 7.5 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

大石橋 (ｵｵｲｼﾊｼ) 一般国道４３５号 1990 10.0 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

鍋倉大橋 (ﾅﾍﾞｸﾗｵｵﾊｼ) 一般国道４３５号 1990 135.0 10.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

八ノ瀬橋 (ﾊﾁﾉｾﾊｼ) 一般国道４３５号 1992 40.0 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

江緑橋 (ｺｳﾘｮｸﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1960 9.2 12.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

神崎橋 (ｶﾝｻﾞｷﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1962 4.6 11.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第１号神崎橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｶﾝｻﾞｷﾊs) 主要地方道小郡三隅線 1962 5.3 12.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第２号神崎橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾞｳｶﾝｻﾞｷﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1962 5.0 12.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1号湯ノ口橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾕﾉｸﾁﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1961 5.7 11.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1号湯ノ口橋側道橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾕﾉｸﾁﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道小郡三隅線 1994 6.0 4.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第2号湯ノ口橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾕﾉｸﾁﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1961 7.1 26.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第3号湯ノ口橋 (ﾀﾞｲｻﾝｺﾞｳﾕﾉｸﾁﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1961 2.1 14.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

法名橋 (ﾎｳﾐｮｳﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1961 3.9 8.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1996 34.5 10.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

和田橋側道橋 (ﾜﾀﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道小郡三隅線 1988 30.9 2.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

一号柿ノ木原橋 (ﾀﾞｲﾁｺﾞｳｶｷﾉｷﾊﾗﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1961 3.1 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

一号柿ノ木原橋側道橋 (ｲﾁｺﾞｳｶｷﾉｷﾊﾗｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道小郡三隅線 1988 3.5 2.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

友永橋 (ﾄﾓﾅｶﾞﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1972 49.0 8.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

友永橋側道橋 (ﾄﾓﾅｶﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道萩秋芳線 1988 52.0 2.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1号友永橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾄﾓﾅｶﾞﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1961 5.0 11.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2号友永橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾞｳﾄﾓﾅｶﾞﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1961 12.6 11.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

蔵ノ上橋 (ｸﾗﾉｳｴﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1999 35.0 12.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝｵﾝﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 2000 13.0 7.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

大木津橋 (ｵｵｺﾂﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 2000 4.3 7.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

上利橋 (ｱｶﾞﾂﾁﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1937 11.0 7.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

高瀬橋 (ﾀｶｾﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1937 30.0 7.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

平ヶ谷橋 (ﾋﾗｶﾞﾀﾆﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1937 2.4 8.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新酒橋 (ｼﾝｻｹﾊｼ) 一般県道秋吉台絵堂線 1937 4.0 7.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1969 11.2 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

三本木橋 (ｻﾝﾓﾝｷﾞﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1969 7.1 8.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

陶橋 (ｽｴﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1969 6.7 8.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

立見橋 (ﾀﾁﾐﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1969 3.9 11.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

山中１号橋 (ﾔﾏﾅｶｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道小郡三隅線 1965 2.1 8.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

瀬々川橋 (ｾｾｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道小野田美東線 1979 48.0 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

扇橋 (ｵｵｷﾞﾊｼ) 主要地方道小野田美東線 1980 17.3 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1976 15.0 12.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

片山２号橋 (ｶﾀﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1955 3.5 23.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

福王田橋 (ﾌｸｵｳﾀﾞﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1980 11.6 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

福王田１号橋 (ﾌｸｵｳﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1955 3.8 14.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

稲川橋 (ｲﾅｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1967 29.7 8.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1973 97.2 7.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

平野橋側道橋 (ﾋﾗﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美東秋芳西寺線 2012 96.0 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

中村１号橋 (ﾅｶﾑﾗｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1971 8.7 11.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

郷の原橋 (ｺﾞｳﾉﾊﾗﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1983 12.5 8.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

水無川B橋 (ﾐｽﾞﾅｼｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1992 4.0 38.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

岩間橋 (ｲﾜﾏﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1965 11.0 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

東橋 (ｱｽﾞﾏﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1994 23.5 14.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

岩瀬橋 (ｲﾜｾﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1994 24.5 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ
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大門橋 (ｵｵﾓﾝﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1964 25.0 7.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

大門橋側道橋 (ｵｵﾓﾝｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1983 38.8 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

本郷１号橋 (ﾎﾝｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1996 8.9 12.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

松ケ瀬橋 (ﾏﾂｶﾞｾﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1964 9.5 8.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

松ケ瀬橋側道橋 (ﾏﾂｶﾞｾﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1982 9.5 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

出羽橋 (ｼｭﾂﾊﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1965 7.0 7.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

出羽橋側道橋 (ｼｭﾂﾊｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1982 10.5 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

江ノ河原橋 (ｴﾉｶﾜﾗﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1966 14.7 6.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

江ノ河原橋側道橋 (ｴﾉｶﾜﾗｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1983 19.7 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

下城橋 (ｼﾓｼﾛﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 不明 3.2 12.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

上城橋 (ｶﾐｼﾞｮｳﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1966 4.5 7.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

祖父ヶ瀬橋 (ｵｼﾞｶﾞｾﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1974 113.1 9.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

渋倉橋 (ｼﾌﾞｸﾗﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1995 47.2 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

堂床橋 (ﾄﾞｳﾄｺﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1984 37.8 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

休場橋 (ｷｭｳﾊﾞﾊﾞｼ) 主要地方道萩秋芳線 1929 2.7 7.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

小倉橋 (ｺｸﾗﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1929 7.7 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

一ツ橋 (ﾋﾄﾂﾊｼ) 一般国道４９０号 1999 28.8 13.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

小野北橋 (ｵﾉｷﾀﾊｼ) 一般国道４９０号 2004 6.7 13.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

栢木橋 (ｶｲﾉｷﾊｼ) 主要地方道秋芳三隅線 1987 5.1 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊｼ) 主要地方道秋芳三隅線 1987 17.0 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第4沓野橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｸﾂﾉﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1955 6.3 7.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第3沓野橋 (ﾀﾞｲｻﾝｸﾂﾉﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1968 6.9 10.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2沓野橋 (ﾀﾞｲﾆｸﾂﾉﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1959 3.5 7.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1沓野橋 (ﾀﾞｲｲﾁｸﾂﾉﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1967 13.0 7.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1沓野橋側道橋 (ﾀﾞｲｲﾁｸﾂﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道山陽豊田線 1989 17.6 2.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

本久橋 (ﾎﾝｷｭｳﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1987 23.5 9.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

沖の前橋 (ｵｷﾉﾏｴﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1994 17.3 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1995 21.5 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新保々橋 (ｼﾝﾎﾎﾞﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1990 21.7 8.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

深土橋 (ﾌｶﾂﾁﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1993 9.0 13.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新大日橋 (ｼﾝﾀﾞｲﾆﾁﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1994 32.1 10.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 一般国道４９０号 1994 13.5 9.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

引塚橋 (ﾋｷﾂｶﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1959 11.4 7.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

涼南橋 (ﾘｮｳﾅﾝﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1960 11.0 7.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

絵堂小橋 (ｴﾄﾞｳｺﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1959 5.0 6.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

大岩橋 (ｵｵｲﾜﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1959 2.7 7.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

涼木橋 (ｽｽﾞﾐｷﾞﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1959 12.0 8.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

上万倉地橋 (ｶﾐﾏｸﾞﾗｼﾞﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1959 3.7 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

万倉地橋 (ﾏｸﾞﾗｼﾞﾊｼ) 主要地方道宇部美祢線 1959 4.5 7.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 一般県道伊佐吉部山口線 1976 7.6 6.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1穴の峠橋 (ﾀﾞｲｲﾁｱﾅﾄｳｹﾞﾊｼ) 一般県道伊佐吉部山口線 1959 2.6 3.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第3穴の峠橋 (ﾀﾞｲｻﾝｱﾅﾄｳｹﾞﾊｼ) 一般県道伊佐吉部山口線 1948 3.9 4.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

上野橋 (ｳｴﾉﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1951 8.5 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

八反田橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1961 7.2 7.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

宗助橋 (ﾑﾈｽｹﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1961 4.6 6.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

松観橋 (ﾏﾂﾐﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1965 7.5 8.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

杉谷橋 (ｽｷﾞﾀﾆﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1964 2.9 6.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

松ヶ岡橋 (ﾏﾂｶﾞｵｶﾊｼ) 一般県道美祢小郡線 1991 8.7 8.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

絵堂橋 (ｴﾄﾞｳﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1960 7.9 6.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

根越橋 (ﾈｺﾚﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1966 5.2 不明 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

足河内橋 (ｱｼｺﾞｳﾁﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1973 15.5 6.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

徳蔵庵橋 (ﾄｸﾗｱﾝﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1952 8.9 7.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

二ツ橋 (ﾌﾀﾂﾊｼ) 一般県道奥万倉山陽線 1962 33.3 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1植松橋 (ﾀﾞｲｲｲﾁｳｴﾏﾂﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1991 5.5 3.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2植松橋 (ﾀﾞｲﾆｳｴﾏﾂﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1982 6.4 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第3植松橋 (ﾀﾞｲｻﾝｳｴﾏﾂﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1983 7.5 5.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第4植松橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｳｴﾏﾂﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1955 4.0 3.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

長尾尻1号橋 (ﾅｶﾞｵｼﾞﾘｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1945 4.5 4.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

第1平沼田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾋﾗﾇﾀﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1979 10.0 6.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2平沼田橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾗﾇﾀﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1984 12.5 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第3平沼田橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾋﾗﾇﾀﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1987 19.3 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1神原橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾐﾊﾗﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1945 6.1 3.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ
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第2神原橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐﾊﾗﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1945 2.5 2.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

椎の木橋 (ｼｲﾉｷﾊﾗﾊｼ) 一般県道美祢菊川線 1990 5.0 3.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

麦川大橋 (ﾑｷﾞｶﾜｵｵﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1979 14.6 12.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

中麦川B橋 (ﾅｶﾑｷﾞｶﾜﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1977 5.5 8.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

麦川橋 (ﾑｷﾞｶﾜﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1977 25.2 9.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

神手橋 (ｶﾐﾃﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 2005 30.5 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

白岩橋 (ｼﾛｲﾜﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1959 5.8 7.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

藤ヶ河内橋 (ﾌｼﾞｺﾞｳﾁﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1962 13.5 6.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾗﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1947 7.2 5.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

横道橋 (ﾖｺﾐﾁﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1962 9.6 6.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1下田代橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾓﾀｼﾛﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1955 5.9 6.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2下田代橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾓﾀｼﾛﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1955 3.3 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1上田代橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾐﾀｼﾛﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1975 4.5 5.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2上田代橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐﾀｼﾛﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1955 4.6 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

保々1号橋 (ﾎｳﾎｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道豊田前東厚保線 1955 6.5 4.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

保々2号橋 (ﾎｳﾎｳﾆｺﾞｳﾊｼ) 一般県道豊田前東厚保線 1980 7.0 4.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

小杉1号橋 (ｺｽｷﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道豊田前東厚保線 1992 14.8 6.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

小杉橋 (ｺｽｷﾞﾊｼ) 一般県道豊田前東厚保線 1962 12.3 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

麻生橋 (ｱｿｳﾊｼ) 一般県道豊田前東厚保線 1955 11.3 6.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

小杉2号橋 (ｺｽｷﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 一般県道豊田前東厚保線 1992 10.2 6.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

佐山橋 (ｻﾔﾏﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1960 6.5 9.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

河原谷橋 (ｶﾜﾗﾀﾞﾆﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1978 8.3 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

山領橋 (ｻﾝﾘｮｳﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1952 10.0 6.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

寺家1号橋 (ﾃﾗﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道銭屋美祢線 1945 2.7 5.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

寺家橋 (ﾃﾗﾔﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1951 3.5 7.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

水ノ上橋 (ﾐｽﾞﾉｶﾐﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1963 4.0 7.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

信高橋 (ﾉﾌﾞﾀｶﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1956 33.2 6.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

嘉万市１号橋 (ｶﾏｲﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道銭屋美祢線 1955 5.0 6.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

下流田橋 (ｼﾓﾅｶﾞﾚﾀﾞﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1980 6.9 10.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

芹田1号橋 (ｾﾘﾀﾞｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道銭屋美祢線 1945 6.5 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

芹田橋 (ｾﾘﾀﾞﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1966 3.9 4.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

助行1号橋 (ｽｹﾕｷｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道銭屋美祢線 1955 7.2 6.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1976 24.7 11.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

岩崎橋 (ｲﾜｻｷﾊｼ) 主要地方道美東秋芳西寺線 1974 51.5 10.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1977 15.2 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

峠橋 (ﾀｵﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1982 10.0 12.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

四斗田橋 (ｼﾄﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1976 79.2 10.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

岩永市橋 (ｲﾜﾅｶﾞｲﾁﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1973 4.7 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

山露橋 (ﾔﾏﾂﾕﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 2001 23.5 12.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

新上領橋 (ｼﾝｶﾐﾘｮｳﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 2004 45.0 12.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

鳥越橋 (ﾄﾘｺｼﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1998 9.5 12.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

来福1号橋 (ﾗｲﾌｸｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1998 58.0 9.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

来福１号橋側道橋（郷栄橋）(ﾗｲﾌｸｲﾁｺﾞｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般県道湯ノ口美祢線 1977 55.0 6.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

常森橋 (ﾂﾈﾓﾘﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1962 11.6 7.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

田代ヶ谷橋 (ﾀｼﾛｶﾞｴｷﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1962 5.0 4.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

筈畑橋 (ﾊｽﾞﾊﾞﾀｹﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1963 15.0 5.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

来福2号橋 (ﾗｲﾌｸﾆｺﾞｳﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1999 45.0 9.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

来福3号橋 (ﾗｲﾌｸｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1998 34.0 9.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

来福4号橋 (ﾗｲﾌｸﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1999 41.2 13.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

絵堂橋 (ｴﾄﾞｳﾊｼ) 一般県道秋吉台絵堂線 2008 6.0 7.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊｼ) 一般県道秋吉台公園線 1970 10.5 7.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

大浴橋 (ｵｵﾖｸﾊﾞｼ) 一般県道秋吉台公園線 1993 10.0 12.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

江畑橋 (ｴﾊﾀﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1998 11.6 12.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

下河内橋 (ｼﾓｺｳﾁﾊﾞｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1998 27.0 11.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新辰石橋 (ｼﾝﾀﾂｲｼﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1993 27.3 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1982 7.5 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

清水田橋 (ｼﾐｽﾞﾀﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1967 4.2 6.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

石屋形橋 (ｲｼﾔｶﾀﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1960 3.8 4.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

石舘橋 (ｲｼﾔｶﾀﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1960 5.7 4.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

於福橋 (ｵﾌｸﾊｼ) 一般県道中ノ川於福停車場線 1966 12.9 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第2焼の河内橋 (ﾀﾞｲﾆﾔｹﾉｺﾞｳﾁﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1965 5.8 4.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

焼の河内橋 (ﾔｹﾉｺｳﾁﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1967 13.0 4.3 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ
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桂坂橋 (ｶﾂﾗｻﾞｶﾊﾞｼ) 一般県道佐々並美東線 1972 3.0 2.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第1桂坂橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾂﾗｻﾞｶﾊﾞｼ) 一般県道佐々並美東線 1972 3.0 2.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第3桂坂橋 (ﾀﾞｲｻﾝｶﾂﾗｻﾞｶﾊﾞｼ) 一般県道佐々並美東線 1972 4.6 4.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第4桂坂橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｶﾂﾗｻｶﾊｼ) 一般県道佐々並美東線 1969 2.8 3.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊﾞｼ) 一般県道佐々並美東線 2000 15.0 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

岩川新橋 (ｲﾜｶﾜｼﾝﾊｼ) 一般県道佐々並美東線 2003 10.5 8.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新滝花橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀｷﾊﾅﾊｼ) 一般県道佐々並美東線 1955 14.6 6.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

岩波橋 (ｲﾜﾅﾐﾊｼ) 一般県道佐々並美東線 1951 12.2 3.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

八久保橋 (ﾔｸﾎﾞﾊｼ) 一般県道明木美東線 1996 7.0 5.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

上山田橋 (ｶﾐﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1978 12.7 5.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

聞波一号橋 (ｷｸﾅﾐｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道湯ノ口美祢線 1978 3.0 5.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

植山1号橋 (ｳｴﾔﾏｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道奥秋吉台公園線 1955 3.0 4.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

碇１号橋 (ｲｶﾘｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 一般県道奥秋吉台公園線 1955 4.7 4.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

碇橋 (ｲｶﾘﾊｼ) 一般県道奥秋吉台公園線 1998 8.5 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

松原橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 一般県道奥秋吉台公園線 1998 20.7 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

杉原口橋 (ｽｷﾞﾊﾗｸﾁﾊｼ) 一般県道東厚保大嶺線 1964 8.8 4.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

美豊橋 (ﾐﾄﾖﾊｼ) 一般県道東厚保大嶺線 1955 4.2 6.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

草井川方又橋 (ｸｻｲｶﾀﾏﾀﾊｼ) 一般県道東厚保大嶺線 1955 6.0 5.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

草井川第三橋 (ｸｻｲｶﾞﾜﾀﾞｲｻﾝﾊｼ) 一般県道東厚保大嶺線 1966 4.5 5.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

草井川第四橋 (ｸｻｲｶﾞﾜﾀﾞｲﾖﾝﾊｼ) 一般県道東厚保大嶺線 1955 7.8 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

草井川第五橋 (ｸｻｲｶﾞﾜﾀﾞｲｺﾞﾊｼ) 一般県道東厚保大嶺線 1955 4.0 7.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

松橋１号橋 (ﾏﾂﾊｼｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道東吉部秋吉線 1965 4.5 8.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

西畑第一橋 (ﾆｼﾊﾀﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 一般県道大嶺於福線 1962 5.0 4.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

西畑第二橋 (ﾆｼﾊﾀﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 一般県道大嶺於福線 1963 3.6 3.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

西畑第三橋 (ﾆｼﾊﾀﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 一般県道大嶺於福線 1962 2.7 6.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

西畑第四橋 (ﾆｼﾊﾀﾀﾞｲｵﾝｷｮｳ) 一般県道大嶺於福線 1962 2.7 5.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

角石橋 (ｶﾄﾞｲｼﾊｼ) 一般県道大嶺於福線 1969 21.8 11.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

金山橋 (ｶﾅﾔﾏﾊｼ) 一般県道大嶺於福線 1962 7.4 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

小田長谷橋 (ｵﾉﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 一般県道山口秋吉台公園自転車道 1983 9.5 3.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

片山橋 (ｶﾀﾔﾏﾊｼ) 一般県道山口秋吉台公園自転車道 1983 14.5 3.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

稲川自転車道橋 (ｲﾅｶﾞﾜｼﾞﾃﾝｼｬﾄﾞｳﾊｼ) 一般県道山口秋吉台公園自転車道 1983 30.0 3.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

広谷橋 (ﾋﾛﾀﾆﾊｼ) 一般県道山口秋吉台公園自転車道 1983 7.0 3.4 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1町絵橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾁｮｳｴﾊｼ) 一般県道佐々並町絵美東線 1995 5.9 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第2町絵橋 (ﾀﾞｲﾆﾁｮｳｴﾊｼ) 一般県道佐々並町絵美東線 1995 20.8 6.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第1越峠橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺｴﾄｳｹﾞﾊｼ) 一般県道佐々並町絵美東線 1995 12.1 7.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

武士ヶ河内橋 (ﾌﾞｼｶﾞｺｳﾁﾊｼ) 一般県道佐々並町絵美東線 1990 7.8 6.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

郷橋 (ｺﾞｳﾊｼ) 一般県道佐々並町絵美東線 1995 7.8 6.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

綾木新橋 (ｱﾔﾗｷﾞｼﾝﾊﾞｼ) 一般国道４３５号 2001 60.6 13.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

聞波大橋 (ｷｸﾅﾐｵｵﾊｼ) 一般国道４３５号 1996 61.0 13.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

目畑橋 (ｻｺﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 一般国道４３５号 1999 22.0 13.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

十文字ICアクセス橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｱｲｼｰｱｸｾｽｷｮｳ) 一般国道４９０号 2007 129.0 9.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

金田ため池二号橋 (ｶﾈﾀﾞﾀﾒｲｹﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2010 44.5 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

金田ため池三号橋 (ｶﾈﾀﾞﾀﾒｲｹｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2010 44.0 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

朴ノ木ため池橋 (ﾎｵﾉｷﾀﾒｲｹﾊｼ) 一般国道４９０号 2007 39.0 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

真名三号橋 (ﾏﾅｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2008 21.1 15.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

十文字IC橋 (ｼﾞｭｳﾓﾝｼﾞｱｲｼｰﾊｼ) 一般国道４９０号 2006 21.9 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

金田ため池一号橋 (ｶﾈﾀﾞﾀﾒｲｹｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2008 43.5 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

板橋ため池橋(上り線) (ｲﾀﾊﾞｼﾀﾒｲｹﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 一般国道４９０号 2006 49.0 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

板橋ため池橋（下り線） (ｲﾀﾊﾞｼﾀﾒｲｹﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 一般国道４９０号 2006 45.5 10.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

真名二号橋 (ﾏﾅﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2008 23.6 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

真名一号橋 (ﾏﾅｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2008 45.0 8.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

綾木橋 (ｱﾔｷﾞﾊｼ) 一般国道４９０号 2007 215.0 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

田津高架橋 (ﾀﾂﾞｺｳｶｷｮｳ) 一般国道４９０号 2008 334.3 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第一大田川橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｵﾀｶﾜﾊｼ) 一般国道４９０号 2006 204.1 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新秋谷川一号橋 (ｼﾝｱｷﾀﾆｶﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2007 16.5 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

新秋谷川二号橋 (ｼﾝｱｷﾀﾆｶﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2007 16.8 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

新秋谷川三号橋 (ｱｷﾀﾆｶﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９０号 2007 15.6 6.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

大田IC橋 (ｵｵﾀｱｲｼｰｷｮｳ) 一般国道４９０号 2009 30.0 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第一山根橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏﾈﾊｼ) 一般国道４９０号 2006 22.5 15.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第二山根橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏﾈﾊｼ) 一般国道４９０号 2006 29.0 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第二大田川橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵﾀﾞｶﾞﾜﾊｼ) 一般国道４９０号 2003 300.0 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 一般国道４９０号 2005 82.0 10.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ
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長登橋(上り線) (ﾅｶﾞﾉﾎﾞﾘﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 一般国道４９０号 2008 80.5 9.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

長登橋(下り線) (ﾅｶﾞﾉﾎﾞﾘﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 一般国道４９０号 2008 80.5 9.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

碇川橋 (ｲｶﾘｶﾞﾜﾊｼ) 一般国道４９０号 2006 232.0 10.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

吉田大橋 (ﾖｼﾀﾞｵｵﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1969 120.0 7.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

吉田大橋側道橋 (ﾖｼﾀﾞｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1976 121.0 2.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1976 4.0 9.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

駒辻橋 (ｺﾏﾂｼﾞﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1963 9.8 8.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

駒辻橋側道橋 (ｺﾏﾂｷﾞｺｾﾝｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1976 9.4 2.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

上貞恒橋 (ｶﾐｻﾀﾞﾂﾈﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1993 16.5 12.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

貞恒橋 (ｻﾀﾞﾂﾈﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1989 21.7 12.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

湯谷橋 (ﾕﾀﾆﾊﾞｼ) 主要地方道下関美祢線 1961 8.1 7.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

湯谷橋側道橋 (ﾕﾀﾆｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1961 14.7 1.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

松屋１号橋 (ﾏﾂﾔｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1960 2.6 10.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

松屋２号橋 (ﾏﾂﾔﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1966 2.9 12.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

松屋３号橋 (ﾏﾂﾔｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1927 4.2 12.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１中川橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1927 6.6 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１中川橋側道橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶｶﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1927 12.0 2.8 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

宇津井２号橋 (ｳﾂｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1966 4.3 23.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

豊厚橋 (ﾎｳｺｳﾊﾞｼ) 主要地方道下関美祢線 1966 225.0 11.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

小倉橋 (ｺｸﾞﾗﾊﾞｼ) 主要地方道下関美祢線 1996 34.3 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

奥山田橋 (ｵｸﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道下関美祢線 1977 13.5 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

毘沙門天橋 (ﾋﾞｼｬﾓﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 主要地方道下関美祢線 2005 12.2 11.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

宇津井１号橋 (ｳﾂｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1966 3.9 15.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

貞恒１号橋 (ｻﾀﾞﾂﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関美祢線 1989 3.6 3.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1973 14.4 20.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

馬之背橋 (ｳﾏﾉｾﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1933 11.2 11.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

日々折橋 (ﾋﾋｵﾘﾊｼ) 一般国道４９１号 1961 15.8 12.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

椋本橋 (ﾑｸﾓﾄﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1934 3.2 12.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

踊場橋 (ｵﾄﾞﾘﾊﾞﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1934 3.9 17.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

神田川橋 (ｶﾝﾀﾞｶﾜﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1933 69.0 11.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

神田川橋側道橋１号 (ｶﾝﾀﾞｶﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳｲﾁｺﾞｳ) 一般国道４９１号 1982 69.0 2.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

神田川橋側道橋２号 (ｶﾝﾀﾞｶﾜｿｸﾄﾞｳｷｮｳｲﾁｺﾞｳ) 一般国道４９１号 1988 69.0 2.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

清末橋 (ｷﾖｽｴﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1934 3.1 13.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

勘右衛門橋 (ｶﾝｳｴﾓﾝﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1934 4.6 15.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

茶屋川橋 (ﾁｬﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1934 3.4 12.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

小月橋 (ｵﾂﾞｷﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 2001 16.3 11.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1966 6.3 11.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

浜井場橋 (ﾊﾏｲﾊﾞ) 主要地方道豊浦菊川線 1994 21.2 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１楠乃橋 (ﾀﾞｲｲﾁｸｽﾉﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1962 20.9 24.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第２楠乃橋(上り線) (ﾀﾞｲﾆｸｽﾉﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 主要地方道下関長門線 1962 34.5 12.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

第２楠乃橋(下り線) (ﾀﾞｲﾆｸｽﾉﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 主要地方道下関長門線 1962 32.0 12.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１石原橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲｼﾊﾗﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1935 4.7 8.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1989 36.8 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

小野２号橋 (ｵﾉﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関長門線 1994 5.0 11.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

畑大橋 (ﾊtﾀﾞｲﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1997 3.4 18.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

下方橋 (ｼﾓｶﾀﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1994 5.4 13.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1988 10.0 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

山房大橋 (ﾔﾏﾌｻｵｵﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1972 3.4 12.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

音無大橋 (ｵﾄﾅｼｵｵﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1981 4.4 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第２山瀬橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏｾﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1981 8.5 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

新山瀬橋 (ｼﾝﾔﾏｾﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1981 13.4 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

田屋橋 (ﾀﾔﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1983 26.7 12.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

日郡橋 (ﾋｺﾞｵﾘﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1985 9.0 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

松谷大橋 (ﾏﾂﾔｵｵﾊｼ) 一般県道永田郷室津川棚線 1961 45.7 4.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

清末橋 (ｷﾖｽｴﾊｼ) 主要地方道下関美祢線 1988 194.1 10.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

川端橋 (ｶﾜﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 一般県道長府前田線 1951 2.7 5.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

野久留米橋 (ﾉｸﾙﾒﾊﾞｼ) 一般県道長府前田線 1940 2.6 5.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１二桁橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾌﾀｹﾀﾊﾞｼ) 一般県道長府前田線 1945 6.2 6.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

畑口橋 (ﾊﾀｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般県道長府前田線 1958 5.6 5.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第２前田橋 (ﾀﾞｲﾆﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道長府前田線 1957 8.2 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１前田橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道長府前田線 1952 13.2 6.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

安岡橋 (ﾔｽｵｶﾊｼ) 一般県道安岡港長府線 1970 6.0 13.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ
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第二横野橋 (ﾀﾞｲﾆﾖｺﾉﾊｼ) 一般県道安岡港長府線 1970 19.3 10.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

新石原橋 (ｼﾝｲｼﾊﾗﾊｼ) 一般県道安岡港長府線 1982 43.0 15.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

田倉橋 (ﾀｸﾗﾊｼ) 一般県道安岡港長府線 1994 10.4 16.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

安養寺橋 (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊｼ) 一般県道安岡港長府線 1917 3.0 3.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

竹の子島橋 (ﾀｹﾉｺｼﾞﾏﾊｼ) 一般県道南風泊港線 1982 35.0 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第１山瀬橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏｾﾊﾞｼ) 主要地方道豊浦清末線 1979 20.2 12.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

梅の木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1982 14.2 11.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第２山瀬橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏｾﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1975 8.5 12.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

高池橋 (ﾀｶﾁﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1962 7.2 6.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

近松橋 (ﾁｶﾏﾂﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1952 3.8 6.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

高地１号橋 (ﾀｶﾁ1ｺﾞｳﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1985 2.5 5.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

高地２号橋 (ﾀｶﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道豊浦清末線 1982 3.8 7.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

阿内橋 (ｵｳﾁﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1967 7.2 7.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

阿内１号橋 (ｵｳﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道豊浦清末線 1959 4.3 6.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

千房橋 (ｾﾝﾎﾞｳﾊｼ) 主要地方道豊浦清末線 1960 5.1 10.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

宇賀２号橋 (ｳｶﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 一般県道宇賀山陽線 1981 1.9 16.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

東行橋 (ﾄｳｷﾞｮｳﾊｼ) 一般県道宇賀山陽線 1994 27.2 15.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

晋作橋 (ｼﾝｻｸﾊﾞｼ) 一般県道宇賀山陽線 1987 11.0 21.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

宇賀橋 (ｳｶﾊｼ) 一般県道宇賀山陽線 1995 25.6 11.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

迫高架橋(上り線) (ｻｺｺｳｶｷｮｳ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 主要地方道下関港線 1973 144.1 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

迫高架橋(下り線) (ｻｺｺｳｶｷｮｳ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 主要地方道下関港線 1973 144.5 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

安生橋 (ｱﾝｾｲﾊｼ) 一般県道下関川棚線 1999 18.6 16.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

福江３号橋 (ﾌｸｴｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 一般県道下関川棚線 1965 3.4 6.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

吉見1号橋 (ﾖｼﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道下関川棚線 1992 6.9 7.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

吉見下橋 (ﾖｼﾐｼﾓﾊｼ) 一般県道下関川棚線 1970 7.3 7.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

宇柳橋 (ｳﾘｭｳﾊｼ) 一般県道下関川棚線 1995 13.7 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

市ノ内橋 (ｳﾘｭｳﾊｼ) 一般県道下関川棚線 1995 4.7 12.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

筋川橋 (ｽｼﾞｶﾜﾊｼ) 一般県道福浦港金比羅線 1975 35.0 9.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

大野口橋 (ｵｵﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1968 4.5 15.1 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

二見3号橋 (ﾌﾀﾐｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1958 10.5 8.7 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

二見橋 (ﾌﾀﾐﾊｼ) 一般国道１９１号 1958 30.0 8.2 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

辻ヶ畑橋 (ﾂｷﾞｶﾞﾊﾀﾊｼ) 一般国道１９１号 1958 5.2 7.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

津波敷橋 (ﾂﾅﾐｼﾞｷﾊｼ) 一般国道１９１号 1958 2.6 8.1 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

新西橋 (ｼﾝｻｲﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1961 10.0 9.1 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

四反田橋 (ｼﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1960 19.9 7.7 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

釈迦道橋 (ｼｬｶﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1960 11.1 7.3 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

波原橋 (ﾅﾐﾊﾗﾊｼ) 一般国道１９１号 1969 18.0 10.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

江尻橋 (ｴｼﾞﾘﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 7.2 16.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

沼川橋 (ﾇﾏｶﾜﾊｼ) 一般国道１９１号 1967 10.4 8.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

小森江橋 (ｺﾓﾘｴﾊｼ) 一般国道１９１号 2002 3.8 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1955 11.2 8.9 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

田尻橋 (ﾀｼﾞﾘﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 2005 4.5 8.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

第二細井橋 (ﾀﾞｲﾆﾎｿｲﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 10.5 8.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

細井橋 (ﾎｿｲﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 13.5 8.8 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

細井橋側道橋 (ﾎｿｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1977 8.7 2.3 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

沖田橋 (ｵｷﾀﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1966 13.5 7.6 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

沖田橋側道橋 (ｵｷﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1969 16.0 1.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

赤岸橋 (ｱｶｷﾞｼﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1959 4.0 10.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

蛍橋 (ﾎﾀﾙ) 一般国道１９１号 1969 5.1 10.9 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

粟野橋 (ｱﾜﾉﾊｼ) 一般国道１９１号 1957 106.0 6.9 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

郷西下橋 (ｺﾞｳｻｲｼﾓﾊｼ) 一般国道１９１号 1959 3.7 10.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

楢崎大橋 (ﾅﾗｻﾞｷｵｵﾊｼ) 主要地方道下関長門線 2008 103.0 11.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

楢原橋 (ﾅﾗﾊﾗﾊｼ) 一般国道４３５号 1963 11.8 8.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

山田2号橋 (ﾔﾏﾀﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４３５号 1939 2.6 8.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 一般国道４３５号 1939 4.6 7.1 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

濁淵橋 (ﾆｺﾞﾌﾁﾊｼ) 一般国道４３５号 1939 8.9 10.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

飛松橋 (ﾄﾋﾞﾏﾂﾊｼ) 一般国道４３５号 1955 24.8 10.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

宮戸橋 (ﾐﾔﾄﾊﾞｼ) 一般国道４３５号 1993 19.0 12.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

宮戸橋側道橋 (ﾐﾔﾄﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道４３５号 1954 10.0 7.7 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

浮石橋 (ｳｷｲｼﾊｼ) 一般国道４３５号 1954 2.5 12.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

木津橋 (ｷﾂﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 2008 23.0 15.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

佐野尻橋 (ｻﾉｼﾘﾊｼ) 一般国道４３５号 2009 13.2 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ
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殿居橋 (ﾄﾉｲﾊﾞｼ) 一般国道４３５号 1966 10.3 7.9 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

新日ノ下橋 (ｼﾝﾋﾉｼﾀﾊｼ) 一般国道４３５号 1974 45.1 8.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

朝生橋 (ｱｿｳﾊｼ) 一般国道４３５号 1954 5.8 9.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 一般国道４３５号 2002 27.5 9.8 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

市庭橋 (ｲﾁﾆﾜﾊｼ) 一般国道４３５号 1954 3.9 11.1 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

糸野橋 (ｲﾄﾉﾊｼ) 一般国道４３５号 1997 35.9 13.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

大亀橋 (ｵｵｶﾞﾒﾊｼ) 一般国道４３５号 1968 25.2 13.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

小亀橋 (ｺｶﾞﾒﾊｼ) 一般国道４３５号 1968 3.8 14.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

大庭橋 (ｵｵﾊﾞﾊｼ) 一般国道４３５号 1997 35.4 13.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

神出川橋 (ｼﾞﾝﾃﾞｶﾞﾜﾊｼ) 一般国道４３５号 1997 30.5 13.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

十王堂橋 (ｼﾞｭｳｵｳﾄﾞｳﾊｼ) 一般国道４９１号 1977 10.5 11.8 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 一般国道４９１号 1977 19.5 11.8 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

田部大橋 (ﾀﾍﾞｵｵﾊｼ) 一般国道４９１号 1975 78.0 11.8 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

定田橋 (ｼﾞｮｳﾃﾞﾝﾊｼ) 一般国道４９１号 1975 8.3 12.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

茶屋川橋 (ﾁｬﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1992 16.2 9.7 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

戸谷橋 (ﾄﾀﾆﾊｼ) 主要地方道下関長門線 2002 26.0 10.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

戸谷橋側道橋 (ﾄﾀﾆｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関長門線 1977 7.5 3.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

豊田口橋 (ﾄﾖﾀｸﾁﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1980 8.5 17.3 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1938 3.0 10.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

石町橋 (ｲｼﾏﾁﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1997 14.0 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

本浴橋 (ﾎﾝｴｷﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1962 7.3 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

小揚橋 (ｺｱｹﾞﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 1998 9.0 22.1 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

蛍招橋 (ｹｲｼｮｳﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 2000 51.0 14.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 主要地方道山陽豊田線 2003 15.5 18.7 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

神上川橋 (ｺｳﾈｶﾜﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1963 7.4 8.1 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

百合野橋 (ﾕﾘﾉﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1957 3.3 8.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

滝橋 (ﾀｷﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1951 35.0 7.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

荒川橋 (ｱﾗｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1953 69.2 6.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

荒川橋側道橋 (ｱﾗｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道下関長門線 1980 69.0 2.4 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

葛尾橋 (ｸｽﾞｵﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1953 3.4 7.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

今出橋 (ｲﾏﾃﾞﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1953 11.0 8.0 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

地吉2号橋 (ｼﾞﾖｼﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1953 3.5 6.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

古殿橋 (ﾌﾙﾄﾞﾉﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1984 10.4 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

大路瀬橋 (ﾀﾞｲﾛｳｾﾞﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1984 7.4 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

新大路瀬橋 (ｼﾝｵｲｾﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1985 16.6 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

殿敷橋 (ﾄﾉｼｷﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1988 91.6 12.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊｼ) 主要地方道豊浦菊川線 1963 2.5 9.9 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 主要地方道豊浦菊川線 1988 30.0 9.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

東迫橋 (ﾄｳｻｺﾊｼ) 一般国道４９１号 1998 11.8 13.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

貴飯橋 (ｷﾊﾞﾊｼ) 一般国道４９１号 1991 5.5 7.7 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

大藤橋 (ｵｵﾌｼﾞﾊｼ) 一般国道４９１号 1955 2.5 6.7 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

下堀越橋 (ｼﾓﾎﾘｺｼﾊｼ) 一般国道４９１号 1955 5.0 6.8 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

梅の木河内橋 (ｳﾒﾉｷｺｳﾁﾊｼ) 一般国道４９１号 1955 4.0 4.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

甲立橋 (ｺｳﾀﾞﾃﾊｼ) 一般国道４９１号 1989 14.5 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

上杢路子一号橋 (ｶﾐﾑｸﾛｼﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1965 7.0 7.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

官族原橋 (ｶﾝｿﾞｸﾊﾞﾗﾊｼ) 一般国道４９１号 1966 6.4 6.8 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

小原橋 (ｺﾊﾗﾊｼ) 一般国道４９１号 1955 2.3 3.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

宮大田橋 (ﾐﾔｵｵﾀﾊｼ) 一般国道４９１号 1975 4.0 10.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

第2五毛橋 (ﾀﾞｲﾆｺﾞﾓｳﾊｼ) 一般国道４９１号 1980 4.7 10.4 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

第3五毛橋 (ﾀﾞｲｻﾝｺﾞﾓｳﾊｼ) 一般国道４９１号 1980 3.7 12.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

五毛橋 (ｺﾞﾓｳﾊｼ) 一般国道４９１号 1980 32.6 10.3 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

稲荷橋 (ｲﾈﾘﾊｼ) 一般国道４９１号 1952 16.5 6.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

高砂橋 (ﾀｶｻｺﾞ) 一般国道４９１号 1955 9.0 7.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

一の俣二号橋 (ｲﾁﾆﾏﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 一般国道４９１号 1996 8.0 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

一の俣四号橋 (ｲﾁﾉﾏﾀﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1997 20.4 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

一の俣六号橋 (ｲﾁﾉﾏﾀﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1994 8.6 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

一の俣七号橋 (ｲﾁﾉﾏﾀﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1995 17.8 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

一の俣八号橋 (ｲﾁﾉﾏﾀﾊﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1955 4.0 5.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

一の俣九号橋 (ｲﾁﾉﾏﾀｷｭｳｺﾞｳﾊｼ) 一般国道４９１号 1955 7.5 4.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

諏山橋 (ｽﾔﾏ) 主要地方道山陽豊田線 2000 10.0 11.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 主要地方道山陽豊田線 1955 17.5 9.1 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

新日野橋 (ｼﾝﾋﾉﾊﾞｼ) 主要地方道山陽豊田線 1985 46.8 8.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ
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新日野橋側道橋（日野橋） (ｼﾝﾋﾉﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道山陽豊田線 1976 43.0 4.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

萩尾橋 (ﾊｷﾞｵﾊﾞｼ) 主要地方道美祢油谷線 1964 13.1 4.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

石町七号橋 (ｲｼﾏﾁｼﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道豊浦豊田線 1979 7.5 7.3 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

堀田橋（境橋） (ﾎﾘﾀﾊﾞｼ) 一般県道日野吉田線 1976 3.0 5.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

有ヶ坪橋 (ｱﾘｶﾞﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 一般県道豊田三隅線 1975 15.2 4.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

下太田橋 (ｼﾓｵｵﾀﾊｼ) 一般県道田耕湯玉停車場線 1962 5.0 8.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

八城橋 (ﾔｽｹﾊｼ) 一般県道田耕湯玉停車場線 1995 13.0 9.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

立会橋 (ﾀﾁｱｲﾊｼ) 一般県道田耕湯玉停車場線 1964 7.5 5.0 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

梅の木原橋 (ｳﾒﾉｷﾊﾞﾗﾊｼ) 一般県道田耕湯玉停車場線 1960 6.0 4.6 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

太郎ヶ原橋 (ﾀﾛｳｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 一般県道田耕湯玉停車場線 1958 5.0 3.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

新市尻橋 (ｼﾝｲﾁｼﾞﾘﾊｼ) 主要地方道粟野二見線 1971 9.0 8.4 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

榎橋 (ｴﾉｷﾊｼ) 主要地方道粟野二見線 1983 8.8 6.8 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

中高良橋 (ﾅｶｺｳﾗﾊｼ) 主要地方道粟野二見線 1977 11.0 7.3 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

新高良橋 (ｼﾝｺｳﾗﾊｼ) 主要地方道粟野二見線 1969 9.0 7.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

神田口橋 (ｶﾝﾀﾞｸﾁ) 主要地方道粟野二見線 1983 8.0 14.0 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊﾞｼ) 一般県道滝部停車場線 1984 9.0 16.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

角島大橋 (ﾂﾉｼﾏｵｵﾊｼ) 一般県道角島神田線 2000 1780.0 6.5 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

地吉橋 (ﾁﾖｼﾊﾞｼ) 一般県道大河内地吉線 1953 51.0 4.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

氷川橋 (ﾋｶﾜﾊｼ) 一般県道狗留孫山公園線 1951 4.0 4.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

榎ノ木原橋 (ｴﾉｷﾊﾞﾗﾊｼ) 一般県道狗留孫山公園線 1991 11.3 5.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

天山橋 (ｱﾏﾔﾏﾊﾞｼ) 一般県道狗留孫山公園線 1995 16.4 6.2 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

貝川橋 (ｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1970 5.2 9.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

綾湖橋 (ｱﾔｺﾊｼ) 一般国道１９１号 1965 4.7 10.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大長橋 (ｵｵﾅｶﾞﾊｼ) 一般国道１９１号 1966 7.4 7.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大長橋側道橋 (ｵｵﾅｶﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1986 7.0 1.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

須方橋 (ｽｶﾞﾀﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1966 7.4 7.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

須方橋側道橋 (ｽｶﾞﾀﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1986 7.8 1.5 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

藤尾橋 (ﾌｼﾞｵﾊｼ) 一般国道１９１号 1952 4.7 10.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

白湾小橋 (ｼﾛﾜﾝｺﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1952 4.0 10.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

中田橋 (ﾅｶﾀﾊｼ) 一般国道１９１号 1961 5.1 10.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新泉橋 (ｼﾝｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1968 12.8 8.7 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新泉橋側道橋 (ｼﾝｲｽﾞﾐﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1980 14.4 2.8 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

浅井橋 (ｱｻｲﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 67.5 8.3 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

浅井橋側道橋 (ｱｻｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道１９１号 1982 64.2 2.8 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

西ノ脇橋 (ﾆｼﾉﾜｷﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 7.8 8.1 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

東ノ脇橋 (ﾋｶﾞｼﾉﾜｷﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 4.3 9.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

かわら橋 (ｶﾜﾗﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 3.8 9.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

第1大坊橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀﾞｲﾎﾞｳﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 3.2 9.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

第2大坊橋 (ﾀﾞｲﾆﾀﾞｲﾎﾞｳﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 4.2 9.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新大坊橋 (ｼﾝﾀﾞｲﾎﾞｳﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 35.3 7.8 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

堀江新橋 (ﾎﾘｴｼﾝﾊﾞｼ) 一般国道１９１号 1978 14.5 10.7 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

人丸橋 (ﾋﾄﾏﾙﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 2.4 9.7 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾓﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 5.8 9.0 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

峠山橋 (ﾄｳｹﾞﾔﾏﾊｼ) 一般国道１９１号 1968 4.1 8.8 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

一円橋 (ｲﾁｴﾝﾊｼ) 一般国道１９１号 1973 21.0 9.1 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

観月橋（上り線） (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 一般国道３１６号 1972 53.3 8.1 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

新板持橋 (ｼﾝｲﾀﾓﾁﾊｼ) 一般国道３１６号 1971 16.6 12.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊｼ) 一般国道３１６号 1971 8.4 15.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

義隆橋 (ﾖｼﾀｶﾊｼ) 一般国道３１６号 1971 51.5 12.4 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

音信大橋 (ｵﾄﾂﾞﾚｵｵﾊｼ) 一般国道３１６号 1967 37.0 10.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

音信大橋側道橋 (ｵﾄｽﾞﾚｵｵﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道３１６号 1986 40.0 2.1 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

新三ノ瀬橋 (ｼﾝｿｳﾉｾﾊﾞｼ) 一般国道３１６号 1967 30.8 10.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

横坂橋 (ﾖｺｻｶﾊｼ) 一般国道３１６号 1974 35.7 8.7 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

渋木橋 (ｼﾌﾞｷﾊｼ) 一般国道３１６号 1978 76.0 12.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 一般国道３１６号 1977 36.0 12.3 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

浄土寺橋 (ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊｼ) 一般国道３１６号 1977 36.0 12.3 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

第１大地橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｵｼﾞﾊｼ) 一般国道３１６号 1976 19.6 12.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

第２大地橋 (ﾀﾞｲﾆｵｵｼﾞﾊｼ) 一般国道３１６号 1976 14.0 12.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

第３大地橋 (ﾀﾞｲｻﾝｵｵｼﾞﾊｼ) 一般国道３１６号 1976 14.0 12.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1967 13.6 8.8 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1967 28.7 8.5 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

蓮橋 (ﾚﾝﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1967 13.5 8.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ
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堀田橋 (ﾎﾘﾀﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1967 12.0 8.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大里橋 (ｵｵｻﾄﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1960 6.3 8.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1963 4.8 10.6 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1979 3.7 10.7 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

三界橋 (ｻﾝｶｲﾊｼ) 主要地方道小郡三隅線 1955 8.2 7.5 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

三界橋側道橋 (ｻﾝｶｲﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道小郡三隅線 1979 8.9 2.8 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

第一田中橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀﾅｶﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 2006 21.2 12.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

第二田中橋 (ﾀﾞｲﾆﾀﾅｶﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1923 3.4 8.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

木津橋 (ｷﾂﾞｷｮｳ) 主要地方道下関長門線 1923 4.0 6.7 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1923 7.0 6.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

小原橋 (ｵﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 主要地方道下関長門線 1923 4.6 6.9 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

深川大橋 (ﾌｶﾜｵｵﾊｼ) 主要地方道下関長門線 1994 62.5 12.8 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

ふれあい橋 (ﾌﾚｱｲﾊｼ) 主要地方道秋芳三隅線 1998 52.0 11.8 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

法師山1号橋 (ﾎｳｼﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1970 3.0 4.4 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

法師山2号橋 (ﾎｳｼﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1970 5.8 4.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

坂根1号橋 (ｻｶﾈｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道４９１号 1970 6.5 6.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

辺部橋 (ﾍﾍﾞﾊｼ) 一般国道４９１号 2009 17.0 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

第１桜ヶ谷橋 (ﾀﾞｲｲﾁｻｸﾗｶﾞﾀﾆﾊｼ) 一般国道４９１号 2008 19.3 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

第２桜ヶ谷橋 (ﾀﾞｲﾆｻｸﾗｶﾞﾀﾆﾊｼ) 一般国道４９１号 2010 19.0 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

上坂根橋 (ｶﾐｻｶﾈﾊｼ) 一般国道４９１号 2003 56.9 11.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

阿惣橋 (ｱｿｳﾊﾞｼ) 一般国道４９１号 1999 16.5 12.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

駅前橋 (ｴｷﾏｴﾊｼ) 主要地方道仙崎港線 1960 4.4 14.6 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

上飯井橋 (ｶﾐｲｲﾊｼ) 主要地方道萩三隅線 1973 3.7 5.1 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

津雲橋 (ﾂｸﾞﾓﾊｼ) 主要地方道萩三隅線 1971 5.0 5.3 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

生島橋 (ｲｶｼﾏﾊｼ) 主要地方道萩三隅線 2010 22.7 5.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 主要地方道萩三隅線 1958 18.0 7.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

市中橋 (ｲﾁﾅｶﾊﾞｼ) 主要地方道萩三隅線 2000 54.4 12.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

床橋 (ﾄｺﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1980 21.0 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

長崎1号橋 (ﾅｶﾞｻｺ1ｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1980 8.1 9.5 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

長崎2号橋 (ﾅｶﾞｻｺ2ｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1957 3.0 10.7 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

黄波戸口1号橋 (ｷﾜﾄﾞｸﾞﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 2008 9.8 11.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

黄波戸口3号橋 (ｷﾜﾄﾞｸﾞﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1957 2.5 15.1 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

堀田橋 (ﾎﾘﾀﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1955 11.5 12.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

黒川橋 (ｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1984 13.5 9.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

炭床橋 (ｽﾐﾕｶﾊｼ) 主要地方道長門油谷線 1959 7.6 8.1 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

出口橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1955 6.3 6.3 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

津黄橋 (ﾃﾞｸﾞﾁﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1955 4.3 6.9 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

津黄2号橋 (ﾂｵｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1955 6.0 6.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大堤橋 (ｵｵﾂﾞﾂﾐﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1955 8.0 6.2 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

送場橋 (ｵｸﾘﾊﾞﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1968 8.0 12.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大川尻橋 (ｵｵｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1980 6.0 13.4 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

帆柱橋 (ﾎﾊﾞｼﾗﾊﾞｼ) 主要地方道長門油谷線 1974 21.6 8.8 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

帆柱橋側道橋 (ﾎﾊﾞｼﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1988 21.0 2.8 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

河原跨線橋 (ｶﾜﾗｺｾﾝｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1973 11.0 7.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

河原跨線橋拡幅橋 (ｶﾜﾗｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道長門油谷線 1988 11.6 2.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 主要地方道美祢油谷線 2001 21.0 12.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

湯乃里橋 (ﾕﾉｻﾄﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 1999 29.0 15.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

安田橋 (ｱﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 主要地方道美祢油谷線 2005 22.1 11.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

七重橋 (ｼﾁｼﾞｭｳｷｮｳ) 主要地方道美祢油谷線 1934 10.5 5.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

嶽橋 (ｺﾞｸｱｼ) 主要地方道美祢油谷線 不明 5.8 5.0 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

砂利ヶ峠1号橋 (ｼﾞｬﾘｶﾞﾀｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美祢油谷線 1935 2.5 7.8 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

砂利ヶ峠2号橋 (ｼﾞｬﾘｶﾞﾀｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美祢油谷線 1935 3.0 6.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

砂利ヶ峠3号橋 (ｼﾞｬﾘｶﾞﾀｵｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美祢油谷線 1936 2.5 6.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

長屋敷橋 (ﾅｶﾞﾔｼｷｷｮｳ) 主要地方道美祢油谷線 1937 2.7 5.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

長屋敷2号橋 (ﾅｶﾞﾔｼｷﾆｺﾞｳｷｮｳ) 主要地方道美祢油谷線 1938 3.0 4.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新嶽橋 (ｼﾝﾀｹﾊｼ) 主要地方道美祢油谷線 2005 17.2 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

真木新橋 (ﾏｷｼﾝﾊｼ) 一般県道豊田三隅線 1991 26.4 8.7 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

二条窪２号橋 (ﾆｼﾞｮｳｸﾎﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 一般県道豊田三隅線 1982 9.0 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

笹森橋 (ｶｻﾓﾘﾊｼ) 一般県道豊田三隅線 1990 10.7 11.0 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

鼓ヶ堂橋 (ﾂﾂﾞﾐｶﾞﾄﾞｳﾊｼ) 一般県道豊田三隅線 1992 14.9 8.2 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

角力場橋 (ｽﾓｳﾊﾞﾊﾞｼ) 一般県道俵山長門古市停車場線 1965 22.0 6.3 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

目の木橋 (ﾒﾉｷﾊｼ) 一般県道俵山長門古市停車場線 1986 9.0 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ
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横坂橋 (ﾖｺｻｶﾊｼ) 一般県道俵山長門古市停車場線 1989 9.5 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

中ノ瀬橋 (ﾅｶﾉｾﾊｼ) 一般県道俵山長門古市停車場線 1991 28.5 9.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

益習橋 (ｴｷｼｭｳﾊｼ) 一般県道俵山長門古市停車場線 1992 34.6 9.4 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新道橋 (ｼﾝﾄﾞｳﾊｼ) 一般県道俵山長門古市停車場線 1987 27.1 10.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

新白潟橋 (ｼﾝｼﾗｶﾀﾊｼ) 一般県道仙崎停車場小浜線 1991 14.3 16.8 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

小波橋 (ｻｻﾞﾅﾐﾊｼ) 一般県道野波瀬港線 1991 80.7 15.8 山口県 山口県 長門市 Ⅰ

新市橋 (ｼﾝｲﾁﾊｼ) 一般県道日置上油谷線 1980 27.5 8.2 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

新亀田橋 (ｼﾝｶﾒﾀﾞﾊｼ) 一般県道日置上油谷線 1975 13.5 17.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

久富橋 (ﾋｻﾄﾞﾐﾊｼ) 一般県道日置上油谷線 1975 18.0 7.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

安佐橋 (ｳｴﾉﾆｼﾊﾞｼ) 一般県道久津小田線 1987 10.0 9.7 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

上野西橋 (ｳｴﾉﾆｼﾊﾞｼ) 一般県道久津小田線 1985 7.0 6.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

上野東橋 (ｳｴﾉﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 一般県道久津小田線 1979 2.1 5.8 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

川尻橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 一般県道久津小田線 1933 9.0 4.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

川尻東橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾋｶﾞｼﾊｼ) 一般県道久津小田線 1973 3.5 6.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊﾞｼ) 一般県道久津小田線 1967 5.6 10.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大浦西橋 (ｵｵｳﾗﾆｼﾊﾞｼ) 一般県道油谷港線 1977 2.1 4.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

久津B橋 (ｸﾂﾞBﾊｼ) 一般県道油谷港線 1977 2.0 24.0 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

小田1号B橋 (ｵﾀﾞ1ｺﾞｳBﾊｼ) 一般県道油谷港線 1977 不明 11.1 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

大河内小橋 (ｵｵｺｳﾁｺﾊﾞｼ) 一般県道長門秋芳線 1960 3.7 4.9 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

大河内橋 (ｵｵｺｳﾁﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1959 11.3 4.0 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

兼割橋 (ｶﾈﾜﾘﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1960 10.7 4.8 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

大河内中橋 (ｵｵｺｳﾁﾅｶﾊﾞｼ) 一般県道長門秋芳線 1960 2.8 4.6 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

真名橋 (ﾏﾅﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1960 8.0 4.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

市野尾橋 (ｲﾁﾉｵﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1952 30.0 4.0 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

花尾山登山口1号橋 (ﾊﾅｵﾔﾏﾄｻﾞﾝｸﾞﾁｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道長門秋芳線 1960 7.0 3.4 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

花尾山登山口2号橋 (ﾊﾅｵﾔﾏﾄｻﾞﾝｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般県道長門秋芳線 1960 5.0 3.3 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

兼割小橋 (ｶﾈﾜﾘｺﾊｼ) 一般県道長門秋芳線 1960 3.5 4.3 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

椿西橋（下り線） (ﾂﾊﾞｷﾆｼﾊｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 一般国道２６２号 2007 21.7 11.7 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

椿西橋（上り線） (ﾂﾊﾞｷﾆｼﾊｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 一般国道２６２号 2010 21.7 11.7 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

大屋橋 (ｵｵﾔﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1972 12.0 14.4 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

関田橋 (ｾｷﾀﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1972 7.2 14.4 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

第二長野橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾞﾉﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1965 5.0 14.9 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

阿武川1号橋 (ｱﾌﾞｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 一般国道２６２号 1996 3.0 11.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

蔵屋橋 (ｸﾗﾔﾊｼ) 一般国道２６２号 1987 4.8 12.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

一升谷橋 (ｲｯｼｮｳﾀﾞﾆﾊｼ) 一般国道２６２号 1976 33.6 12.8 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

小野山桟道１号橋 (ｵﾉﾔﾏｻﾝﾄﾞｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道２６２号 1972 54.4 8.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

小野山桟道２号橋 (ｵﾉﾔﾏｻﾝﾄﾞｳﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道２６２号 1972 93.1 8.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

小野山橋 (ｵﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1972 40.0 8.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

小野山桟道３号橋 (ｵﾉﾔﾏｻﾝﾄﾞｳｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道２６２号 1972 119.0 8.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

川平橋 (ｶﾜﾋﾗﾊｼ) 一般国道２６２号 1972 49.8 9.3 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

藤ヶ谷橋 (ﾌｼﾞｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1972 94.9 9.3 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

釿切橋 (ﾁｮｳﾉｷﾞﾘ) 一般国道２６２号 1970 5.3 9.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

新茶屋橋 (ｼﾝﾁｬﾔﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1965 5.4 9.3 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

涼木橋 (ﾘｮｳｷﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1970 5.4 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

千持3号橋 (ｾﾝﾓﾁｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 一般国道２６２号 1970 28.6 9.7 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

小松ヶ谷橋 (ｺﾏﾂｶﾞﾀﾞﾆｼﾝﾊｼ) 一般国道２６２号 1970 19.5 12.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

第1峠橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾄｳｹﾞｷﾖｳ) 一般国道２６２号 1969 5.0 9.3 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

井手ヶ迫橋 (ｲﾃﾞｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1969 5.0 9.5 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊﾞｼ) 一般国道２６２号 1969 9.1 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

筋違橋 (ｽｼﾞｶｲﾊｼ) 一般国道２６２号 1969 12.0 9.8 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

風吹橋 (ﾌﾌﾞｷ) 一般国道２６２号 1970 6.0 9.9 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

椿大橋 (ﾂﾊﾞｷｵｵﾊｼ) 一般国道２６２号 2006 151.5 25.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

新田第一橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1994 10.4 11.1 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

新田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1994 10.4 11.1 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

芋ヶ浴橋 (ｲﾓｶﾞｴｷﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1979 64.0 11.7 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

原橋 (ﾊﾗﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1981 92.0 11.7 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

中迫橋 (ﾅｶｻｺﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1981 33.0 9.2 山口県 山口県 阿武町 Ⅲ

沖ノ原橋 (ｵｷﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1980 26.0 8.9 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

田別当橋 (ﾀﾍﾞｯﾄｳﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1979 60.0 9.2 山口県 山口県 阿武町 Ⅲ

岸ヶ本橋 (ｷｼｶﾞﾓﾄﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1973 11.0 7.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

上山谷橋 (ｶﾐﾔﾏﾀﾆﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1995 9.4 11.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

須佐跨線橋（バイパス） (ｽｻｺｾﾝｷｮｳ) 一般国道３１５号 1983 96.1 9.5 山口県 山口県 萩市 Ⅱ
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唐津橋 (ｶﾗﾂﾊｼ) 一般国道３１５号 1988 68.0 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

河内中橋 (ｺｳﾁﾅｶﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1994 14.1 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

河内上橋 (ｺｳﾁｶﾐﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1995 16.4 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

河内下橋 (ｺｳﾁｼﾓﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1994 15.7 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

下山谷橋 (ｼﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 一般国道３１５号 1995 10.6 9.2 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 主要地方道山口福栄須佐線 1979 40.9 10.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 主要地方道萩秋芳線 1996 54.0 11.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

池の原橋 (ｲｹﾉﾊﾗﾊｼ) 主要地方道萩川上線 1970 39.3 8.3 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

池の原橋側道橋 (ｲｹﾉﾊﾗﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 主要地方道萩川上線 1970 39.3 2.9 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 1977 23.0 10.9 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 1993 4.0 14.5 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

桃ノ木橋 (ﾓﾉﾓﾉｷﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 1963 4.5 5.0 山口県 山口県 萩市 Ⅰ

滝根橋 (ﾀｷﾈﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 1961 4.5 4.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

大藤橋 (ｵｵﾌｼﾞﾊﾞｼ｢) 一般国道４９０号 1961 7.0 4.8 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

野戸呂橋 (ﾉﾄﾛﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 1963 5.0 5.1 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

堂々橋 (ﾄﾞｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 1964 12.0 5.2 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

諏訪橋 (ｽﾜﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 2000 21.5 11.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝjﾝﾊﾞｼ) 一般国道４９０号 2000 19.0 11.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

新京山橋 (ｼﾝｷｮｳﾔﾏﾊｼ) 一般県道萩長門峡線 1972 70.5 8.8 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

指月橋 (ｼﾂﾞｷﾊﾞｼ) 一般県道萩城趾線 1981 25.0 10.2 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

椿橋 (ﾂﾊﾞｷﾊｼ) 一般県道江崎停車場線 2006 82.6 12.0 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

土居口B橋 一般国道４３７号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周防大島町 Ⅱ

大島瀬戸B橋 主要地方道大島環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周防大島町 Ⅲ

安高B橋 主要地方道大島環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周防大島町 Ⅱ

津海木B橋 主要地方道大島環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周防大島町 Ⅱ

周防志佐B橋 主要地方道大島環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周防大島町 Ⅱ

野口下B橋 一般国道４３７号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 岩国市 Ⅰ

南花岡１号B橋 主要地方道山口徳山線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 下松市 Ⅱ

米泉湖B橋 主要地方道下松鹿野線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 下松市 Ⅱ

下谷B橋 主要地方道下松鹿野線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 下松市 Ⅱ

中瀬B橋 主要地方道下松鹿野線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 下松市 Ⅰ

大島３号B橋 一般県道粭島櫛ヶ浜停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周南市 Ⅰ

大島５号B橋 一般県道粭島櫛ヶ浜停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

大島７号B橋 一般県道粭島櫛ヶ浜停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周南市 Ⅲ

牧B橋 一般県道串戸田線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

富海１号B橋 主要地方道防府停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

富海２号B橋 主要地方道防府環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

大内B橋 主要地方道防府環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 防府市 Ⅲ

中浦２号B橋 主要地方道防府環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

中浦３号B橋 主要地方道防府環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

小茅B橋 主要地方道防府環状線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

徳地伊賀地橋 一般県道三田尻港徳地線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

吉敷2号B橋 一般国道４３５号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

名田島2号B橋 主要地方道山口小郡秋穂線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

大内御堀3号橋 一般県道山口秋穂線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

宮野下B橋 一般県道宮野上山口停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

古熊三丁目B橋 一般県道宮野上山口停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

吉敷朝田橋 一般県道宮野大歳線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

下郷1号橋 一般県道江崎陶線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

陶1号B橋 一般県道江崎陶線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

新立熊橋 主要地方道宇部美祢線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

東高泊B橋 主要地方道小野田山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

千崎2号B橋 主要地方道小野田山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

小野田IC1号B橋 主要地方道小野田山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

杣尻2号B橋 主要地方道小野田山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

埴生田橋 一般県道船木津布田線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

山野井1号B橋 一般県道奥万倉山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

山野井2号B橋 一般県道奥万倉山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

福田B橋 一般県道奥万倉山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

吉友橋 一般国道３１６号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

長谷橋 一般国道３１６号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

上曽原橋 一般国道４３５号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ
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下曽原橋 一般国道４３５号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

近光橋 主要地方道小野田美東線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

瀬戸B橋 主要地方道美東秋芳西寺線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第１平ヶ谷橋 主要地方道萩秋芳線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第２平ヶ谷橋 主要地方道萩秋芳線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

第２江ノ河原橋 主要地方道下関美祢線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

堀越橋 主要地方道宇部美祢線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

大明橋 主要地方道美祢油谷線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

根越橋 一般県道奥万倉山陽線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第２清水田橋 一般県道中ノ川於福停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第２石屋形橋 一般県道中ノ川於福停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

西寺橋 一般県道中ノ川於福停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

第２西寺橋 一般県道中ノ川於福停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

古屋橋 一般県道中ノ川於福停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

萬福寺橋 一般県道佐々並町絵美東線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

下郷橋 一般県道山口秋吉台公園自転車道 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

小杉橋 一般県道大嶺於福線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

宇部橋 一般国道４９１号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

観月橋（下り線） 一般国道３１６号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

渋木１号B橋 一般国道３１６号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 長門市 Ⅲ

渋木２号B橋 一般国道３１６号 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

奥畑橋 一般県道俵山長門古市停車場線 不明 4.0 5.2 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

山瀬２橋 (ﾔﾏｾﾆﾊｼ) 一般国道３１６号 1992 40.6 2.0 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

武久新橋 (ﾀｹﾋｻｼﾝﾊﾞｼ) 市道武久・幡生線 2005 20.2 9.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

武久町6号橋 (ﾀｹﾋｻﾁｮｳ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武久町28号線 1972 20.9 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

武久町7号橋 (ﾀｹﾋｻﾁｮｳ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武久町29号線 不明 20.9 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

武久町8号橋 (ﾀｹﾋｻﾁｮｳ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武久町30号線 1970 19.5 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

武久町3号橋 (ﾀｹﾋｻﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武久町75号線 不明 16.8 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

宝町5号橋 (ﾀｶﾗﾏﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道椋野町28号線 1979 16.7 6.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

椋野3号橋 (ﾑｸﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道椋野町44号線 不明 3.1 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

椋野1号橋 (ﾑｸﾉ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道藤ケ谷2号線 不明 7.5 5.9 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

観海橋 (ｶﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道汐入町1号線 1962 28.0 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大坪本町2号橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾎﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大坪本町1号線 不明 2.7 4.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大坪本町6号橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾎﾝﾏﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大坪本町10号線 不明 5.1 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大坪本町7号橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾎﾝﾏﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大坪本町11号線 不明 5.3 5.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大坪本町3号橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾎﾝﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大坪本町13号線 不明 2.7 5.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

後田町3号橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後田町18号線 1965 2.7 1.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

後田町5号橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾁｮｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後田町23号線 1965 3.3 2.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

後田町1号橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後田町35号線 不明 2.2 5.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

後田町2号橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後田町35号線 不明 2.4 2.3 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

藤附町1号橋 (ﾌｼﾞﾂｸﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道藤附町1号線 不明 3.0 0.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

元町2号橋 (ﾓﾄﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道元町4号線 不明 3.8 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

彦島西山町3号橋 (ﾋｺｼﾏﾆｼﾔﾏﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西山線 不明 9.2 4.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

彦島江の浦町1号橋 (ﾋｺｼﾏｴﾉｳﾗﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島江の浦町25号線 不明 3.0 5.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

彦島福浦町2号橋 (ﾋｺｼﾏﾌｸｳﾗﾁｮｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島福浦町23号線 不明 2.0 10.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

彦島福浦町5号橋 (ﾋｺｼﾏﾌｸｳﾗﾁｮｳ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島福浦町21号線 不明 2.9 7.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

彦島角倉町6号橋 (ﾋｺｼﾏｽﾏｸﾗﾁｮｳ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島角倉町9号線 不明 2.5 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

彦島塩浜町3号橋 (ﾋｺｼﾏｼｵﾊﾏﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島塩浜町30号線 不明 2.9 6.9 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

彦島迫町5号橋 (ﾋｺｼﾏｻｺﾏﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島迫町29号線 不明 3.8 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

彦島西山町4号橋 (ﾋｺｼﾏﾆｼﾔﾏﾁｮｳ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道彦島西山町66号線 不明 2.2 5.9 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 市道前八幡・四王司線 1954 4.2 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長府才川町3号橋 (ﾁｮｳﾌｻｲｶﾞﾜﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道才川・員光線 不明 4.3 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長府才川町4号橋 (ﾁｮｳﾌｻｲｶﾞﾜﾏﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道才川・員光線 不明 4.3 6.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長府松小田本町3号橋 (ﾁｮｳﾌﾏﾂｵﾀﾞﾎﾝﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道印内・才川線 不明 2.1 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

長府前田町1号橋 (ﾁｮｳﾌﾏｴﾀﾞﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道前田町9号線 不明 3.5 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

長府黒門南町1号橋 (ﾁｮｳﾌｸﾛﾓﾝﾐﾅﾐﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府黒門南町1号線 不明 3.0 2.7 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

新屋敷橋 (ｼﾝﾔｼｷﾊﾞｼ) 市道長府川端町2号線 1968 7.4 3.9 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

川中橋 (ｶﾜﾅｶﾊﾞｼ) 市道長府川端町4号線 不明 4.8 2.2 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

長府逢坂町1号橋 (ﾁｮｳﾌｵｳｻｶﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府逢坂町7号線 不明 2.4 2.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長府宮ノ内町1号橋 (ﾁｮｳﾌﾐﾔﾉｳﾁﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府宮の内町1号線 1994 3.4 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

矢櫃橋 (ﾔﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 市道長府松小田南町1号線 1934 4.1 2.9 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

長府松小田中町2号橋 (ﾁｮｳﾌﾏﾂｵﾀﾞﾅｶﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府松小田中町3号線 不明 4.6 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ
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長府才川町6号橋 (ﾁｮｳﾌｻｲｶﾞﾜﾏﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府才川町35号線 不明 3.3 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長府才川町5号橋 (ﾁｮｳﾌｻｲｶﾞﾜﾏﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府才川町38号線 不明 3.5 4.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

満珠台橋 (ﾏﾝｼﾞｭﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道長府満珠町2号線 1982 35.0 9.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

第一臨海橋 (ﾀﾞｲ1ﾘﾝｶｲﾊﾞｼ) 市道長府扇町1号線 不明 21.6 11.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長府宮崎町1号橋 (ﾁｮｳﾌﾐﾔｻﾞｷﾁｮｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道長府宮崎町5号線 不明 5.2 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

東和橋 (ﾄｳﾜﾊﾞｼ) 市道長府港町1号線 不明 11.5 11.9 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

王司員光14号橋 (ｵｳｼﾞｶｼﾞﾐﾂ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道員光・清末線 不明 2.4 7.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

善勝寺橋 (ｾﾞﾝｼｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道神田・阿内線 2000 28.8 10.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司宇部9号橋 (ｵｳｼﾞｳﾍﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宇部西線 不明 2.2 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道王司・小月線 1984 52.3 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司神田4号橋 (ｵｳｼﾞｶﾝﾀﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司神田6号線 不明 3.3 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司神田5号橋 (ｵｳｼﾞｶﾝﾀﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司神田7号線 不明 3.2 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司神田6号橋 (ｵｳｼﾞｶﾝﾀﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司神田8号線 不明 3.3 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司員光2号橋 (ｵｳｼﾞｶｼﾞﾐﾂ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司員光1号線 不明 6.0 3.9 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司員光5号橋 (ｵｳｼﾞｶｼﾞﾐﾂ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司員光5号線 不明 6.3 1.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司員光8号橋 (ｵｳｼﾞｶｼﾞﾐﾂ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司員光10号線 不明 3.0 3.7 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

王司員光9号橋 (ｵｳｼﾞｶｼﾞﾐﾂ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司山田10号線 不明 4.2 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司山田6号橋 (ｵｳｼﾞﾔﾏﾀﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司山田11号線 不明 8.1 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司神田1号橋 (ｵｳｼﾞｶﾝﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司西観音町3号線 不明 2.6 7.4 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

王司神田2号橋 (ｵｳｼﾞｶﾝﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司西観音町7号線 不明 3.2 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司宇部3号橋 (ｵｳｼﾞｳﾍﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司上町1号線 不明 3.0 1.1 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

王司宇部4号橋 (ｵｳｼﾞｳﾍ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司上町1号線 不明 2.0 13.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

王司宇部15号橋 (ｵｳｼﾞｳﾍﾞ15ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司上町14号線 不明 3.4 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

王司宇部11号橋 (ｵｳｼﾞｳﾍﾞ11ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司本町5号線 不明 5.3 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

王司宇部18号橋 (ｵｳｼﾞｳﾍﾞ18ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王司本町5号線 不明 3.6 5.4 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

鶴橋 (ﾂﾙﾊﾞｼ) 市道員光・清末線 1987 29.3 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ) 市道神田・阿内線 1985 18.9 7.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

清末東町13号橋 (ｷﾖｽｴﾋｶﾞｼﾏﾁ13ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末東町18号線 不明 5.0 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

清末東町17号橋 (ｷﾖｽｴﾋｶﾞｼﾏﾁ17ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末東町22号線 不明 7.4 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

清末東町10号橋 (ｷﾖｽｴﾋｶﾞｼﾏﾁ10ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末東町16号線 不明 6.1 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

清末東町7号橋 (ｷﾖｽｴﾋｶﾞｼﾏﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末東町13号線 不明 8.7 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

清末東町3号橋 (ｷﾖｽｴﾋｶﾞｼﾏﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末東町5号線 不明 2.1 13.4 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

成瀬橋 (ﾅﾙｾﾊﾞｼ) 市道清末阿内23号線 不明 9.4 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

阿内19号橋 (ｵｳﾁ19ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末阿内43号線 不明 5.8 4.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

清末千房1号橋 (ｷﾖｽｴｾﾝﾎﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清末千房4号線 不明 4.5 2.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小月6号橋 (ｵﾂﾞｷ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小月小月町17号線 不明 5.1 4.8 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

小月9号橋 (ｵﾂﾞｷ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小月小月町25号線 不明 10.4 5.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

小月14号橋 (ｵﾂﾞｷ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小月小月町28号線 不明 3.0 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小月27号橋 (ｵﾂﾞｷ27ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小月駅前9号線 不明 3.2 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

協和橋 (ｷｮｳﾜﾊﾞｼ) 市道小月南町2号線 1974 25.1 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小月29号橋 (ｵﾂﾞｷ29ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小月幸町12号線 不明 8.6 3.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大字宇津井1号橋 (ｵｵｱｻﾞｳﾂﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大字宇津井1号線 不明 3.6 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

木屋川本町14号橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾎﾝﾏﾁ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋川本町22号線 不明 2.3 5.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

木屋川南町2号橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾐﾅﾐﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋川南町2号線 不明 6.6 9.2 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

王喜本町2号橋 (ｵｳｷﾎﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王喜本町6号線 不明 2.1 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

松屋本町11号橋 (ﾏﾂﾔﾎﾝﾏﾁ11ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松屋本町7号線 不明 2.9 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

王喜宇津井3号橋 (ｵｳｷｳﾂﾞｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道王喜宇津井18号線 不明 7.5 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 市道王喜本町59号線 1951 16.4 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白崎3号橋 (ｼﾗｻｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎11号線 不明 5.3 6.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白崎4号橋 (ｼﾗｻｷ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎11号線 不明 9.3 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白崎7号橋 (ｼﾗｻｷ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎12号線 不明 12.1 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

白崎8号橋 (ｼﾗｻｷ8ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎13号線 不明 8.6 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白崎2号橋 (ｼﾗｻｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎6号線 不明 2.9 28.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白崎9号橋 (ｼﾗｻｷ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎15号線 不明 8.6 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白崎6号橋 (ｼﾗｻｷ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白崎14号線 不明 13.0 6.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

松屋上町4号橋 (ﾏﾂﾔｶﾐﾏﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松屋上町17号線 不明 6.3 10.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

木屋川本町13号橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾎﾝﾏﾁ13ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋川本町25号線 不明 2.5 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

木屋川本町2号橋 (ｺﾔｶﾞﾜﾎﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道木屋川本町27号線 不明 2.5 3.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

下川久保橋 (ｼﾓｶﾜｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道川久保線 1983 7.4 6.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

清瀬橋 (ｷﾖｾﾊｼ) 市道吉田吉田14号線 1936 17.0 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊｼ) 市道吉田吉田28号線 1993 26.4 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大字吉田2号橋 (ｵｵｱｻﾞﾖｼﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田29号線 不明 9.9 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ
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吉田地方1号橋 (ﾖｼﾀﾞｼﾞｶﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田地方1号線 不明 7.2 3.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

吉田地方5号橋 (ﾖｼﾀﾞｼﾞｶﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田地方7号線 不明 8.2 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

吉田地方6号橋 (ﾖｼﾀﾞｼﾞｶﾀ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田地方9号線 不明 12.5 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

国成橋 (ｸﾆﾅﾘﾊﾞｼ) 市道吉田吉田地方10号線 2001 17.3 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

吉田地方9号橋 (ﾖｼﾀﾞｼﾞｶﾀ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田地方14号線 不明 9.0 3.6 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

吉田地方10号橋 (ﾖｼﾀﾞｼﾞｶﾀ10ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田地方19号線 不明 17.6 1.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 市道吉田吉田地方20号線 不明 17.8 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

吉田地方12号橋 (ﾖｼﾀﾞｼﾞｶﾀ12ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田地方21号線 不明 16.9 1.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大字吉田9号橋 (ｵｵｱｻﾞﾖｼﾀﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉田吉田29号線 不明 2.9 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

観月橋 (ｶﾝｹﾞﾂｷｮｳ) 市道有富・伊倉線 1980 42.5 8.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

梶栗橋 (ｶｼﾞｸﾘﾊﾞｼ) 市道冨任・上ゲ組線 1988 15.2 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

胡麻田橋 (ｺﾞﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道冨任・上ゲ組線 1971 16.5 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

胡麻田橋歩道橋 (ｺﾞﾏﾀﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道冨任・上ゲ組線 1984 16.0 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 市道綾羅木・冨任線 1991 13.9 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 市道石原・小野線 不明 25.0 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

綾羅木新町1号橋 (ｱﾔﾗｷﾞｼﾝﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川中綾羅木新町15号線 不明 10.8 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

川中綾羅木新町18号線 (ｶﾜﾅｶｱﾔﾗｷﾞｼﾝﾏﾁ18ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川中綾羅木新町18号線 不明 10.8 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

綾羅木本町1号橋 (ｱﾔﾗｷﾞﾎﾝﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川中綾羅木本町60号線 不明 7.6 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

伊倉橋 (ｲｸﾗﾊﾞｼ) 市道川中綾羅木本町69号線 1969 7.7 18.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

高伏橋 (ﾀｶﾌﾞｾﾊｼ) 市道川中有富10号線 1979 31.5 7.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

川中伊倉新町1号橋 (ｶﾜﾅｶｲｸﾗｼﾝﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川中伊倉新町17号線 不明 12.0 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

川中伊倉新町2号橋 (ｶﾜﾅｶｲｸﾗｼﾝﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川中伊倉新町21号線 不明 10.0 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

安岡2号橋 (ﾔｽｵｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上ゲ組線 不明 6.0 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

梶栗新橋 (ｶｼﾞｸﾘｼﾝﾊﾞｼ) 市道冨任浜線 1979 19.4 16.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

安岡3号橋 (ﾔｽｵｶ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道上ゲ組・畑代線 不明 2.0 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

蒲生野2号橋 (ｶﾓｳﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道安岡蒲生野3号線 不明 7.4 3.1 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

冨任3号橋 (ﾄﾐﾄｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道安岡蒲生野18号線 不明 13.0 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 市道安岡梶栗町10号線 1990 21.8 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

豊安橋 (ﾎｳｱﾝﾊﾞｼ) 市道安岡安岡町6号線 1957 17.0 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

国賀橋 (ｺｸｶﾞﾊﾞｼ) 市道安岡横野町40号線 不明 8.4 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

安岡10号橋 (ﾔｽｵｶ10ｺﾞｳｷｮｳ) 市道安岡横野町60号線 1984 8.5 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

烏帽子橋 (ｴﾎﾞｼﾊﾞｼ) 市道安岡福江73号線 1992 13.8 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

永田大橋 (ﾅｶﾞﾀｵｵﾊｼ) 市道吉見永田線 1963 26.3 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

汐入橋 (ｼｵｲﾘﾊﾞｼ) 市道吉見港線 1968 13.8 6.4 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

野添橋 (ﾉｿﾞｴﾊﾞｼ) 市道吉見上5号線 1956 6.9 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

吉見上9号橋 (ﾖｼﾐｶﾐ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉見上8号線 不明 6.2 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

吉見永田郷9号橋 (ﾖｼﾐﾅｶﾞﾀｺﾞｳ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉見永田郷49号線 不明 4.4 1.7 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

吉見下23号橋 (ﾖｼﾐｼﾓ23ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉見新町5号線 不明 6.1 8.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

吉見下22号橋 (ﾖｼﾐｼﾓ22ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉見本町46号線 不明 10.4 2.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

新網代橋 (ｼﾝｱｼﾞﾛﾊﾞｼ) 市道吉見永田線 1998 30.5 13.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

汐谷橋 (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 市道吉見本町34号線 1984 14.6 12.7 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

阿弥陀橋 (ｱﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 市道勝山小野1号線 1977 12.8 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

上井田橋 (ｶﾐｲﾀﾞﾊﾞｼ) 市道勝山小野16号線 不明 13.0 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

勝谷4号橋 (ｼｮｳﾔ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道勝山勝谷12号線 不明 9.7 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

勝谷7号橋 (ｼｮｳﾔ7ｺﾞｳｷｮｳ) 市道勝山勝谷16号線 不明 10.3 7.1 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

楠乃2号橋 (ｸｽﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道勝山前勝谷7号線 不明 7.1 2.2 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

岸ノ下橋 (ｷｼﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道勝山秋根西町13号線 不明 13.5 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

伊倉東橋 (ｲｸﾗﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 市道勝山秋根西町15号線 1974 25.1 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

秋根南町2号橋 (ｱｷﾈﾐﾅﾐﾏﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道勝山秋根南町14号線 不明 9.9 5.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

鍛冶谷橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 市道勝山一の宮町19号線 1984 8.0 12.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

一の宮橋 (ｲﾁﾉﾐﾔﾊﾞｼ) 市道勝山一の宮町16号線 1990 10.4 11.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

にしきばし (ﾆｼｷﾊﾞｼ) 市道勝山一の宮町自歩道10号線 不明 16.0 1.8 下関市 山口県 下関市 Ⅳ

大乗寺橋 (ﾀﾞｲｼﾞｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道河原・植田線 1963 14.0 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

内日上9号橋 (ｳﾂｲｶﾐ9ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内日上27号線 不明 6.0 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

内日上12号橋 (ｳﾂｲｶﾐ12ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内日上41号線 1906 26.0 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

内日上14号橋 (ｳﾂｲｶﾐ14ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内日上47号線 不明 5.4 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

内日上17号橋 (ｳﾂｲｶﾐ17ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内日上51号線 1906 12.3 4.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

内日上19号橋 (ｳﾂｲｶﾐ19ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内日上53号線 不明 3.0 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 市道内日上57号線 1974 7.3 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

内日上23号橋 (ｳﾂｲｶﾐ23ｺﾞｳｷｮｳ) 市道内日上57号線 不明 2.2 7.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

植田橋 (ｳｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道内日下6号線 1979 27.8 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

田屋橋 (ﾀﾔﾊﾞｼ) 市道内日下48号線 1966 15.1 4.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ
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大宮橋 (ｵｵﾐﾔﾊﾞｼ) 市道内日植田13号線 1956 18.7 3.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

落合新橋(上り線) (ｵﾁｱｲｼﾝﾊﾞｼ(ﾉﾎﾞﾘｾﾝ)) 市道有冨・延行線 2010 40.5 7.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

落合新橋(下り線) (ｵﾁｱｲｼﾝﾊﾞｼ(ｸﾀﾞﾘｾﾝ)) 市道有冨・延行線 2010 39.5 7.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

稗田橋 (ﾋｴﾀﾞﾊﾞｼ) 市道川中稗田町1号線 不明 25.8 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

川中伊倉2号橋 (ｶﾜﾅｶｲｸﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道川中伊倉13号線 不明 26.7 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

西端橋 (ｻｲｾｲﾀﾝﾊﾞｼ) 市道吉母・御崎線 1999 32.4 10.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

後丸山橋 (ｳｼﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 市道田部～丸山線 1994 5.7 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ﾑﾒｲｷｮｳ菊川0002 (ﾑﾒｲｷｮｳｷｸｶﾞﾜ0002) 市道大間～栢ノ木 1983 3.0 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ﾑﾒｲｷｮｳ菊川0005 (ﾑﾒｲｷｮｳｷｸｶﾞﾜ0005) 市道河原～上ノ原線 1988 4.0 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

ﾑﾒｲｷｮｳ菊川0007 (ﾑﾒｲｷｮｳｷｸｶﾞﾜ0007) 市道沖台～西小出線 1988 3.3 12.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ﾑﾒｲｷｮｳ菊川0008 (ﾑﾒｲｷｮｳｷｸｶﾞﾜ0008) 市道下大野一号線 1988 4.2 8.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

高岸橋 (ﾀｶｷﾞｼﾊｼ) 市道上大野～吉田線 1970 5.0 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

豊東橋 (ﾄﾖﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道上大野～保木線 不明 98.0 7.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

柿の木橋 (ｶｷﾉｷﾊｼ) 市道三町～下保木線 1974 4.1 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 市道三町～下保木線 1974 5.0 7.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

富成橋 (ﾄﾐﾅﾘﾊｼ) 市道上保木～藤内畑線 1973 89.6 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 市道中山～上組線 1981 166.7 5.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

宮の前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊｼ) 市道揚～上田部線 1975 10.6 2.9 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

鳥落橋 (ﾄﾘｵﾁﾊｼ) 市道田部～山田線 1955 2.5 2.1 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊｼ) 市道田部～水神線 1967 5.0 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

遠のふ橋 (ﾄｵﾉﾌﾊｼ) 市道安徳～法輪寺線 1988 9.4 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

菊川橋 (ｷｸｶﾞﾜﾊｼ) 市道七見～植松線 1966 54.0 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

万福寺橋 (ﾏﾝﾌﾟｸｼﾞﾊｼ) 市道岡田～中ノ田線 1993 23.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

厳島橋 (ｲﾂｸｼﾏﾊｼ) 市道岡田～中ノ田線 1993 24.0 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小迫橋 (ｺｻｺﾊｼ) 市道中ノ田～寺門前線 1993 22.6 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

請川橋 (ｳｹｶﾞﾜﾊｼ) 市道請川一号線 1997 25.4 4.6 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

畦間橋 (ｸﾞﾛﾏﾊｼ) 市道印内線 1998 19.6 5.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 市道印内線 1999 19.0 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

内川橋 (ｳﾁｶﾜﾊｼ) 市道後浴～藤内畑線 2003 15.6 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 市道門前～妻月線 1973 16.5 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

向井田橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾊｼ) 市道通場山～宮ノ後線 1991 33.3 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

妻月橋 (ﾂﾏﾂﾞｷﾊｼ) 市道小迫～西前田線 1980 17.9 5.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊｼ) 市道門前～屋敷線 1992 31.9 7.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

掛橋 (ｶｹﾊｼ) 市道掛～上ノ原線 1973 16.5 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

風月橋 (ﾌｳｹﾞﾂﾊｼ) 市道田部～船場線 1983 55.3 7.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

真菰橋 (ﾏｺﾓﾊｼ) 市道荒小田四号線 1991 21.0 10.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ろくろや橋 (ﾛｸﾛﾔﾊｼ) 市道ろくろや花瀬線 1968 17.4 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

登尾橋 (ﾉﾎﾞﾘｵﾊｼ) 市道ろくろや花瀬線 1965 6.5 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

坂口橋 (ｻｶｸﾞﾁﾊｼ) 市道ろくろや花瀬線 1969 3.4 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

西の沖橋 (ﾆｼﾉｵｷﾊｼ) 市道西の沖線 1960 4.0 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

花瀬橋 (ﾊﾅｾﾊｼ) 市道寺の前線 1964 7.4 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

奥畑上橋 (ｵｸﾊﾀｶﾐﾊｼ) 市道佐野線 1974 8.7 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

滝の口橋 (ﾀｷﾉｸﾁﾊｼ) 市道殿居開作線 1962 2.9 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

堂ヶ原橋 (ﾄﾞｳｶﾞﾊﾗﾊｼ) 市道殿居開作線 1950 2.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

尾高橋 (ｵﾀﾞｶﾊｼ) 市道赤尾線 不明 9.7 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

赤尾橋 (ｱｶｵﾊｼ) 市道赤尾線 不明 2.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

親河内橋 (ｵﾔｶﾞﾜﾁﾊｼ) 市道杢路子越線 1955 17.8 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大風畑橋 (ｵｵｶｾﾞﾊﾞﾀﾊｼ) 市道大風畑線 1964 16.8 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

滝の上橋 (ﾀｷﾉｳｴﾊｼ) 市道大風畑線 1962 7.0 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

奥菜畑橋 (ｵｸﾅﾊﾞﾀﾊｼ) 市道奥菜畑線 1963 15.5 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

真名上橋 (ﾏﾅｶﾞﾐﾊｼ) 市道真名上線 1965 17.0 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

野谷橋 (ﾉﾀﾆﾊｼ) 市道野谷線 1958 4.4 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

後ヶ浴橋 (ｳｼﾛｶﾞｴｷﾊｼ) 市道西教寺線 1965 5.4 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小原橋 (コﾊﾞﾗﾊｼ) 市道小原線 1977 20.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 市道市庭線 1957 25.7 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

けいせつ橋 (ｹｲｾﾂﾊｼ) 市道四辻宮の尾線 1972 17.2 6.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

久下橋 (ﾋｻｹﾞﾊｼ) 市道四辻宮の尾線 1969 18.5 7.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

高橋 (ﾀｶﾊｼ) 市道久保田五毛線 2010 28.0 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊｼ) 市道久保田清水線 1966 16.4 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

宮田橋 (ﾐﾔﾀﾊｼ) 市道久保田下線 1967 20.0 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

豊田渡橋 (ﾄﾖﾀﾜﾀｾﾊｼ) 市道浮石原線 1966 28.5 6.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

奈留橋 (ﾅﾙﾊｼ) 市道奈留荒木線 不明 19.7 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ
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下八道橋 (ｼﾓﾔｼﾞﾊｼ) 市道呉ヶ畑支線 1995 15.0 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

神上川橋 (ｺｳﾈｶﾞﾜﾊｼ) 市道神上川線 1973 38.0 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

添ヶ迫橋 (ｿｴｶﾞｻｺﾊｼ) 市道添ヶ迫線 1960 36.4 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾞﾀﾊｼ) 市道殿敷稲光日野線 1960 40.3 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

広瀬橋 (ﾋﾛｾﾊｼ) 市道一ノ瀬線 1960 47.5 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

広瀬橋側道橋 (ﾋﾛｾﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 市道一ノ瀬線 2011 54.0 2.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

永楽橋 (ｴｲﾗｸﾊｼ) 市道一ノ瀬線 1991 27.7 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾞﾗﾊｼ) 市道向原線 1954 100.5 2.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

尾鼻橋 (ｵﾊﾞﾅﾊｼ) 市道久下牛引線 不明 16.1 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

戸谷橋 (ﾄﾀﾞﾆﾊｼ) 市道丸山戸谷線 1966 34.5 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

ふるさと橋 (ﾌﾙｻﾄﾊｼ) 市道殿敷高熊2号線 1987 18.8 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

蛍橋 (ﾎﾀﾙﾊｼ) 市道矢田殿敷中央線 1971 50.2 8.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 市道中の坪阿座上線 1989 55.0 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

鳴瀬橋 (ﾅﾙｾﾊｼ) 市道石町東長野線 1992 50.5 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

豊白橋 (ﾎｵｼﾞﾛﾊｼ) 市道日野高山線 1964 20.7 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

床波橋 (ﾄｺﾅﾐﾊｼ) 市道日野線 1971 15.7 8.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

水上橋 (ﾐｽﾞｶﾐﾊﾞｼ) 市道水上線 不明 4.2 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 市道寺田中条線 1928 7.9 4.3 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

宮ノ前橋 (ﾐﾔﾉﾏｴﾊﾞｼ) 市道宮ノ前線 不明 2.1 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

市川橋 (ｲﾁｶﾜﾊﾞｼ) 市道室津港線 不明 2.8 5.2 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

大歳1号橋 (ｵｵﾄｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道室津港線 不明 2.1 7.3 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

河原橋 (ｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道甲山線 1974 5.4 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

汐入松原橋 (ｼｵｲﾘﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道汐入松原線 不明 3.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

沖田1号橋 (ｵｷﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道室津小学校線 不明 5.0 5.2 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

ムメイキョウ 1 (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 市道海原1号線 1998 2.5 8.4 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

宮ノ後3号橋 (ﾐﾔﾉｳｼﾛ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮の後線 不明 3.1 2.6 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

市の内橋 (ｲﾁﾉｳﾁﾊﾞｼ) 市道横尾線 1995 2.6 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

宇柳橋 (ｳﾘｭｳﾊﾞｼ) 市道宇柳線 不明 5.8 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ムメイキョウ　5 (ﾑﾒｲｷｮｳ5) 市道市の内高野線 不明 2.6 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

ムメイキョウ　6 (ﾑﾒｲｷｮｳ6) 市道北田線 不明 2.5 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

第2京田橋 (ﾀﾞｲ2ｷｮｳﾀﾞﾊﾞｼ) 市道遠田線 1970 3.9 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

新堤橋 (ｼﾝﾄﾞﾃﾊﾞｼ) 市道行成線 1937 11.0 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白岸橋 (ｼﾗｷﾞｼﾊﾞｼ) 市道黒井室津線 1975 25.3 5.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

白岸橋歩道橋 (ｼﾗｷﾞｼﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道黒井室津線 不明 28.0 1.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道旧宮の前線 不明 11.7 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

平田橋 (ﾋﾗﾀﾊﾞｼ) 市道平田線 1990 8.9 17.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 市道中道線 1965 28.2 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

新川橋 (ｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 市道向畔湯町線 1966 26.0 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

前江良橋 (ﾏｴｴﾗﾊﾞｼ) 市道向畔湯町線 1977 4.1 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ムメイキョウ　25 (ﾑﾒｲｷｮｳ25) 市道上畔線 不明 5.0 2.8 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊﾞｼ) 市道山下線 1984 22.0 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

迫田橋 (ｻｺﾀﾊｼ) 市道迫田線 1995 20.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

岩谷下橋 (ｲﾜﾔｼﾓﾊﾞｼ) 市道岩谷線 1999 16.3 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

洗川橋 (ｱﾗｲｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道黒井川棚線 1978 4.0 11.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

上畔大橋 (ｶﾐｸﾞﾛｵｵﾊｼ) 市道江良上畔線 1985 28.5 6.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

コスモス大橋 (ｺｽﾓｽｵｵﾊｼ) 市道新中央友兼線 2000 31.5 10.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

三ノ浜橋 (ｻﾝﾉﾊﾏﾊﾞｼ) 市道川棚小串海岸線 1975 4.7 12.9 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

響橋 (ﾋﾋﾞｷﾊﾞｼ) 市道川棚小串海岸線 2003 22.9 13.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

兵法橋 (ﾍｲﾎｳﾊﾞｼ) 市道五重田線 1958 2.9 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

ムメイキョウ　32 (ﾑﾒｲｷｮｳ32) 市道五重田線 不明 4.9 5.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大代橋 (ﾀﾞｲｼﾛﾊﾞｼ) 市道神田口寺畑線 1969 4.9 7.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

牛替2号橋 (ｳｼｶｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道島戸立目線 2001 21.0 10.8 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

井手口橋 (ｲﾃﾞﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 市道五千原杣地線 1978 16.0 5.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

松崎橋 (ﾏﾂｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道五千原杣地線 2010 70.3 7.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

廣瀬橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道広瀬中河内線 1977 51.5 6.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

煙田橋 (ｹﾑﾘﾀﾊﾞｼ) 市道渡場蓋ノ井線 不明 11.6 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

小井手橋 (ｺｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道渡場蓋ノ井線 不明 3.0 6.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

川平1号橋 (ｶﾜﾋﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮迫小河内線 不明 4.0 3.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

川淵橋 (ｶﾜﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 市道宮迫小河内線 1938 70.8 5.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

上高良橋 (ｶﾐｺｳﾗﾊﾞｼ) 市道高良神田口線 1980 4.4 5.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

奥山橋 (ｵｸﾔﾏﾊﾞｼ) 市道上太田角ヶ畑３号線 不明 3.8 3.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

黒石橋 (ｸﾛｲｼﾊﾞｼ) 市道特牛平畑線 不明 4.6 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ
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杉谷橋 (ｽｷﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道田代境下線 1987 2.4 6.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道小迫高塚線 1958 115.0 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

小迫橋 (ｺｻｺﾊﾞｼ) 市道小迫高塚線 1958 31.0 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大曲橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 市道土井宅野線 1957 15.3 2.8 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

猿渡橋 (ｻﾙﾜﾀｼﾊﾞｼ) 市道大音阿川停車場線 1953 4.6 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

立目橋 (ﾀﾁﾒﾊﾞｼ) 市道立目柳橋線 1982 10.5 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊﾞｼ) 市道荒田鳴滝線 1959 7.8 3.6 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道特牛小浜村線 不明 4.0 3.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 市道大川鳴滝２号線 不明 4.0 2.3 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

小森江橋 (ｺﾓﾘｴﾊﾞｼ) 市道和久小森江線 不明 2.7 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

木樵地橋 (ｷｺﾘｼﾞﾊﾞｼ) 市道直子下田２号線 不明 5.0 2.3 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道辻ヶ畑寺川２号線 1980 3.0 7.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

岩名橋 (ｲﾜﾅﾊﾞｼ) 市道辻ヶ畑寺川２号線 1980 3.8 3.8 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

北ヶ迫橋 (ｷﾀｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道波原寺川線 不明 4.0 2.3 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

新西橋 (ｼﾝﾆｼﾊﾞｼ) 市道中東東浦線 不明 3.4 4.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

蜻蛉橋 (ﾄﾝﾎﾞﾊﾞｼ) 市道江向市中線 1978 15.4 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

切通橋 (ｷﾘﾄﾞｳｼﾊﾞｼ) 市道市庭小野線 1961 8.0 3.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長井手橋 (ﾅｶﾞｲﾃﾊﾞｼ) 市道塚長八城線 1977 12.5 4.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

末広橋 (ｽｴﾋﾛﾊﾞｼ) 市道下市神出線 1958 15.8 2.4 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

西楽寺橋 (ｻｲﾗｸｼﾞﾊﾞｼ) 市道下市神出線 1964 13.0 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

久森橋 (ﾋｻﾓﾘﾊﾞｼ) 市道久森境下線 1960 12.1 3.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

日の下橋 (ﾋﾉｼﾀﾊﾞｼ) 市道日の下線 1926 45.3 4.6 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

常安橋 (ﾂﾈﾔｽﾊﾞｼ) 市道常安学校線 1978 15.5 9.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

才ヶ瀬橋 (ｻｲｶﾞｾﾊﾞｼ) 市道才ヶ瀬安土場線 1991 73.9 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 市道小迫小通線 1959 62.0 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

赤崎橋 (ｱｶｻｷﾊﾞｼ) 市道浜田赤崎線 不明 16.7 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

釈迦ノ下橋 (ｼｬｶﾉｼﾓﾊﾞｼ) 市道恋地江尻上線 不明 24.6 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

木ノ根橋 (ｷﾉﾈﾊﾞｼ) 市道上大庭木ノ根原線 1954 5.0 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

新谷橋 (ｼﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 市道継石川中曽線 1962 22.5 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

堤下橋 (ﾂﾂﾐｼﾀﾊﾞｼ) 市道原堤ノ下線 不明 5.1 4.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

横尾橋 (ﾖｺｵﾊﾞｼ) 市道椿横尾線 2002 20.7 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

甲殿橋 (ｺｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 市道杣地甲殿線 1951 9.0 3.4 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

論瀬橋 (ﾛﾝｾﾞﾊﾞｼ) 市道杣地論瀬線 不明 7.5 2.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

坂根橋 (ｻｶﾈﾊﾞｼ) 市道坂根神田線 2003 18.4 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

長田橋 (ﾅｶﾞﾀﾊﾞｼ) 市道畑嶽線 1951 5.7 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

隠居橋 (ｲﾝｷｮﾊﾞｼ) 市道角ヶ畑奥線 1972 8.9 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大町橋 (ｵｵﾏﾁﾊﾞｼ) 市道大町神田線 1958 7.5 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

沖ノ原橋 (ｵｷﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 市道久森中村線 1972 13.0 2.5 下関市 山口県 下関市 Ⅲ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 市道野地切通線 1950 10.6 4.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

路木橋 (ﾛｷﾊﾞｼ) 市道路木西ヶ原線 2002 20.1 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

西ヶ原橋 (ﾆｼｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 市道路木西ヶ原線 2003 22.8 3.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

安養寺橋 (ｱﾝﾖｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道駅前安養寺線 不明 7.4 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 市道広瀬中河内２号線 1954 7.9 3.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

原橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 市道大江良特牛線 不明 4.6 6.3 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

逢向橋 (ﾎｳｺｳﾊﾞｼ) 市道大向下井手ヶ迫線 1989 12.6 4.0 下関市 山口県 下関市 Ⅰ

滝見橋 (ﾀｷﾐﾊﾞｼ) 市道市庭寺ノ前線 1965 13.7 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

新滝見橋 (ｼﾝﾀｷﾐﾊﾞｼ) 市道市庭寺ノ前線 1969 26.3 5.6 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

火ノ迫橋 (ﾋﾉｻｺﾊﾞｼ) 市道阿川田耕線 1999 26.0 10.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

辻ヶ橋 (ﾂｼﾞｶﾞﾊﾞｼ) 市道無井田ノ尻線 1999 22.7 6.5 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

麻生橋 (ｱｿｳﾊﾞｼ) 市道小河内麻生線 不明 9.0 2.7 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

滑川橋 (ﾅﾒﾗｶﾜﾊﾞｼ) 市道大庭中村線 1968 19.3 6.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

大河橋 (ｵｵｺｳﾊﾞｼ) 市道附野島戸東線 不明 4.8 4.2 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

道前2号橋 (ﾐﾁﾏｴ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道土井道前線 1981 5.8 3.1 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

諏訪迫橋 (ｽﾜｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道出合諏訪迫線 2001 30.8 3.0 下関市 山口県 下関市 Ⅱ

越川橋 (ｺｼｶﾜﾊｼ) 丸尾岐波浦日ノ山線 1966 7.3 5.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

三反田橋 (ｻﾝﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 古殿王子２号線 1980 12.0 7.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

沖田川橋 (ｵｷﾀｶﾜﾊｼ) 吉田丸尾線 1994 9.9 9.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新浦潮田線 1970 2.3 6.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新浦潮田線 1993 5.6 8.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 床波吉田線 1963 2.8 8.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

2号橋 (ﾆｺﾞｳﾊｼ) 床波駅漁港線 1971 9.5 6.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊｼ) 常盤公園江頭線 1978 3.6 11.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ
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無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 大小路寺の前線 2005 4.0 11.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西の宮野中線 1970 5.2 12.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西の宮野中線 1970 5.0 7.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沼風呂ヶ迫線 1960 4.9 12.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

下浜田橋 (ｼﾓﾊﾏﾀﾞﾊｼ) 神原町沼線 1951 5.3 9.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

塩田橋 (ｼｵﾀﾊｼ) 神原町草江線 1979 6.6 18.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 神原町草江線 1998 2.7 15.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

恩田橋 (ｵﾝﾀﾞﾊｼ) 神原町草江線 1998 2.9 19.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 空港線 1985 4.4 20.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 恩田八王子線 2003 2.4 9.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 岬八王子線 1949 8.4 14.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

新堀橋 (ｼﾝﾎﾞﾘﾊｼ) 栄町線 1977 8.4 25.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

御手洗橋 (ﾐﾀﾗｲﾊｼ) 真締川西通り２号線 1970 5.5 11.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上条金山線 1989 3.4 6.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

明神橋 (ﾐｮｳｼﾞﾝﾊｼ) 西宇部妻崎線 1987 5.5 9.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中野開作黒石目出線 1987 3.7 23.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中開作中野線 1950 5.3 5.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中開作中野線 1970 2.4 6.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 宇部駅洗川線 1970 3.1 6.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 宇部駅洗川線 1950 2.0 3.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沖ノ旦末信持世寺線 1950 4.7 4.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沖ノ旦末信持世寺線 1950 2.8 2.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沖ノ旦末信持世寺線 1970 4.0 2.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 末信棚井線 1970 3.0 5.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 田の小野車地線 1970 4.0 7.3 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 薬師堂立熊線 1950 4.0 3.3 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

舞淵橋 (ﾏｲﾌﾞﾁﾊｼ) 割木松棯小野線 1971 8.0 6.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 割木松棯小野線 1970 3.0 6.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾗﾊｼ) 下小野平原市小野線 1970 5.3 7.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊｼ) 下小野平原市小野線 1980 9.5 5.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 高嶺中山線 1983 11.4 12.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

門前橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾊｼ) 立山北原引野線 1980 10.4 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

山村跨線橋 (ﾔﾏﾑﾗｺｾﾝｷｮｳ) 床波南方八幡宮上の原線 1970 5.5 3.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 東割黒石線 1970 2.2 7.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 東割黒石線 1963 2.0 7.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 花園横尾線 1970 3.6 4.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

石井出橋 (ｲｼｲﾃﾞﾊｼ) 花園水落線 1980 10.7 2.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

郷橋 (ｺﾞｳﾊｼ) 長原郷線 1980 10.4 3.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

桝富橋 (ﾏｽﾄﾐﾊｼ) 山村上の原大田線 1970 5.5 6.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 白土柳ヶ瀬線 1950 8.2 4.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 江頭床波漁港線 1970 3.0 4.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 五反田笹山線 1970 2.4 5.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 清水崎恩田線 1970 5.7 2.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊｼ) 柳町線 1980 8.2 6.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 江の内線 1950 3.8 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 宮の前塩屋台線 1950 2.1 4.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 宮の前塩屋台線 1970 3.8 4.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上開作線 1950 2.0 5.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沖の旦西宇部線 1970 5.5 5.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 片山引地線 1970 3.9 5.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 片山引地線 1960 3.7 3.3 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 片山線 1990 4.6 6.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 垣の内線 1950 5.2 3.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 宮尾線 1960 5.5 6.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 棚井３号線 1970 2.4 5.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 棚井４号線 1970 2.1 5.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 末信棚井２号線 1950 6.0 4.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 吉ヶ原線 1970 4.3 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 東谷線 1950 2.0 1.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 東谷線 1950 2.0 2.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 他屋線 1970 4.8 3.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 平原権田畑線 1962 3.2 6.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ
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無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 東桃山線 1950 3.9 4.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西平原線 1970 3.3 4.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中山線 1980 8.8 5.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

立熊第1号橋 (ﾀﾁｸﾏﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 立熊沖田線 1962 3.0 2.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

今富橋 (ｲﾏﾄﾞﾐﾊｼ) 口ノ坪今富線 1980 9.8 4.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

上霜田橋 (ｶﾐｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 霜田小野奥畑浅地線 1980 13.1 7.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

上霜田橋歩道橋 (ｶﾐｼﾓﾀﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 霜田小野奥畑浅地線 1980 13.0 2.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾀﾊﾞｼ) 霜田小野奥畑浅地線 1966 2.3 6.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

新五反田橋 (ｼﾝｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 伊佐地黒五郎線 1977 12.0 5.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

中務橋 (ﾅｶﾂｶｻﾊﾞｼ) 伊佐地黒五郎線 1963 2.8 6.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

合ヶ坪橋 (ｱｲｶﾞﾂﾎﾞﾊｼ) 開拓道路線 1963 2.6 7.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

藤ヶ瀬橋 (ﾌｼﾞｶﾞｾﾊﾞｼ) 藤ヶ瀬黒五郎線 1960 3.7 6.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

下郷橋 (ｼﾓｺﾞｳﾊｼ) 沼田ヶ原長谷線 1970 5.2 4.6 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

郷橋 (ｺﾞｳﾊｼ) 沼田ヶ原長谷線 1962 3.4 6.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

柏ノ木橋 (ｶｼﾜﾉｷﾊﾞｼ) 大河内二ツ道祖線 1960 4.2 3.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

二ツ道祖橋 (ﾌﾀﾂﾀﾞﾔﾊﾞｼ) 大河内二ツ道祖線 1967 2.2 1.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

上浅地橋 (ｶﾐｱｻｼﾞﾊﾞｼ) 中ノ浴小河内線 1970 5.7 3.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

小河内橋 (ｺｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 今富笛太郎線 1960 4.5 3.3 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

井口橋 (ｲｸﾞﾁﾊﾞｼ) 奥畑線 1960 4.5 3.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

下今小野橋 (ｼﾓｲﾏｵﾉﾊｼ) 今小野西側線 1970 4.7 1.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

下奈良尾橋 (ｼﾓﾅﾗｵﾊﾞｼ) 第二今富大河内線 1980 10.1 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 伊佐地宮ノ下線 1980 9.0 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

大船橋 (ｵｵﾌﾅﾊﾞｼ) 西山櫃崎線 1980 6.6 5.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

西山根橋 (ﾆｼﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 下田町指月線 1960 4.1 7.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

第二西山根橋 (ﾀﾞｲﾆﾆｼﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 下田町指月線 1962 3.2 6.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅰ

第二寺田橋 (ﾀﾞｲﾆﾃﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 小野線 1962 3.4 3.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 二沖茶屋線 1969 2.0 4.9 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

洲畑橋 (ｽﾊﾀﾊｼ) 中開作中野線 1995 31.8 6.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊﾞｼ) 下田町梅田線 1970 38.6 6.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

霜田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 霜田小野奥畑浅地線 1975 46.6 8.8 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

第二夏目橋 (ﾀﾞｲﾆﾅﾂﾒﾊﾞｼ) 栄町宗方線 1972 38.9 7.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

床波橋 (ﾄｺﾅﾐﾊｼ) 江頭床波漁港線 1960 16.0 4.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

新浦橋 (ｼﾝｳﾗﾊｼ) 江頭床波漁港線 1963 15.0 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

学校橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 厚南中学校線 1993 31.0 2.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

尺田高架橋 (ｼｬｸﾀｺｳｶｷｮｳ) 村松南北線 1941 5.7 3.1 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

西山橋 (ﾆｼﾔﾏﾊﾞｼ) 船木西山線 1986 35.3 5.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

第一夏目橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅﾂﾒﾊﾞｼ) 宮尾宗方線 1963 42.0 4.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

国近橋 (ｸﾆﾁｶﾊﾞｼ) 国近口ノ坪線 1973 37.3 7.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

後河内橋 (ｳｼﾛｶﾜﾁﾊﾞｼ) 国近後河内線 1972 40.0 3.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

白土第2橋 (ｼﾗﾂﾁﾀﾞｲﾆﾊｼ) 床波吉田線 1933 15.8 5.7 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

御手洗橋 (ﾐﾀﾗｲﾊｼ) まかよ小串線 1959 19.6 2.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

御手洗歩道橋 (ﾐﾀﾗｲﾎﾄﾞｳｷｮｳ) まかよ小串線 1978 20.3 2.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 西の宮線 1972 22.7 2.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

下膤原橋 (ｼﾓﾀﾞﾙﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 西見迫田線 1975 45.0 7.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅲ

黒瀬橋 (ｸﾛｾﾊﾞｼ) 櫟原線 1984 57.5 5.2 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

新東割橋 (ｼﾝﾋｶﾞｼﾜﾘﾊｼ) 中野開作黒石目出線 1989 32.7 15.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

奥堤橋 (ｵｸﾂﾂﾐﾊｼ) 請川王子線 1990 40.0 11.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 黒岩片倉線 1996 32.5 14.0 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

港大橋 (ﾐﾅﾄｵｵﾊｼ) 新浦潮田線 1989 42.0 10.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

新江頭橋 (ｼﾝｴｶﾞｼﾗﾊﾞｼ) 大沢新浦線 1987 18.7 10.4 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

新出橋 (ｼﾝﾃﾞﾊﾞｼ) 小野氷上線 不明 53.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

初音橋 (ﾊﾂﾈﾊﾞｼ) 住吉熊坂線 不明 31.0 5.1 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

青木橋 (ｱｵｷﾊﾞｼ) 桜畠二丁目上恋路線 不明 43.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

中恋路橋 (ﾅｶｺｲｼﾞﾊﾞｼ) 桜畠二丁目中恋路線 不明 43.0 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

橘橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 泉竜花線 不明 33.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新蔵橋 (ｼﾝｸﾗﾊﾞｼ) 石丸線 不明 27.0 4.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

永楽橋 (ｴｲﾗｸﾊﾞｼ) 河原大山路線 不明 30.0 4.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 大山路河原線 不明 25.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

清水橋 (ｷﾖﾐｽﾞﾊﾞｼ) 下恋路中恋路線 不明 19.0 5.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下恋路橋 (ｼﾓｺｲｼﾞﾊﾞｼ) 折本一丁目下恋路線 不明 41.0 6.6 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

下恋路橋側道橋 (ｼﾓｺｲｼﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳﾊｼ) 折本一丁目下恋路線 2011 45.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

元山橋 (ﾓﾄﾔﾏﾊﾞｼ) 中恋路上矢田線 1991 23.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ
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初音橋側道橋 (ﾊﾂﾈﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷﾖｳ) 住吉熊坂線 1989 34.0 3.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上恋路橋 (ｶﾐｺｲｼﾞﾊﾞｼ) 上恋路中恋路線 不明 18.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

桜畠小橋 (ｻｸﾗﾊﾞﾀｹｺﾊﾞｼ) 上桜畠桜畠一丁目線 不明 16.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

西桜畠橋 (ﾆｼｻｸﾗﾊﾞﾀｹﾊｼ) 桜畠一丁目西桜畠線 不明 16.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

閏橋 (ｳﾙｳﾊﾞｼ) 大塚沖閏線 不明 16.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

長池橋 (ﾅｶﾞｲｹﾊﾞｼ) 閏住宅閏線 不明 17.0 9.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下九田橋 (ｼﾓｸﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 岡小路線 不明 17.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

高良田橋 (ﾀｶﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 西１号線 不明 23.0 4.3 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

岸の下橋 (ｷｼﾉｼﾀﾊﾞｼ) 西小出線 1979 21.0 11.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

陶高架橋（下り） (ｽｴｺｳｶｷﾖｳ(ｸﾀﾞﾘ) 郷下島下線 不明 195.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

陶高架橋（上り） (ｽｴｺｳｶｷﾖｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 郷下島下２号線 不明 167.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

焼畑跨線橋 (ﾔｷﾊﾀｺｾﾝｷﾖｳ) 和西１号線 不明 35.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

原跨線橋（下り） (ﾊﾗｺｾﾝｷﾖｳ(ｸﾀﾞﾘ) 干見折原条東線 不明 23.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

原跨線橋（上り） (ﾊﾗｺｾﾝｷﾖｳ(ﾉﾎﾞﾘ) 干見折原条東２号線 不明 23.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

上常盤橋（上り） (ｶﾐﾄｷﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 干見折原条東２号線 不明 24.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

原条跨線橋 (ﾊﾗｼﾞﾖｳｺｾﾝｷﾖｳ) 干見折原条東２号線 不明 25.0 7.1 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

第１原条側道橋 (ﾀﾞｲ1ﾊﾗｼﾞﾖｳｿｸﾄﾞｳｷﾖｳ) 干見折原条東２号線 不明 19.0 9.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第２原条側道橋 (ﾀﾞｲ2ﾊﾗｼﾞﾖｳｿｸﾄﾞｳｷﾖｳ) 原条東原条西線 不明 15.0 20.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

干見折本橋 (ﾋﾐｵﾘﾎﾝﾊｼ) 干見折小郡２号線 2001 56.0 15.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

矢石中橋 (ﾔｲｼﾅｶﾊﾞｼ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 21.0 12.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

櫛ヶ崎橋 (ｸｼｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 由良前須川前線 1997 33.0 10.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

多良郷橋 (ﾀﾗｺﾞｳﾊｼ) 中ノ岡多良郷線 不明 17.0 16.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

仁保津橋 (ﾆﾎﾂﾞﾊｼ) 中ノ岡権現堂線 1991 15.0 11.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

権現堂橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄﾞｳﾊｼ) 中ノ岡権現堂線 1998 139.0 11.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

八方原橋 (ﾔｶﾀﾊﾞﾗﾊｼ) 新町岡田線 不明 125.0 6.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

江良橋 (ｴﾗﾊｼ) 小浜江良線 1981 30.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上仁保津橋 (ｶﾐﾆﾎﾂﾞﾊｼ) 上仁保津１号線 1985 48.0 12.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

泉福寺橋 (ｾﾝﾌﾟｸｼﾞﾊｼ) 柳井田江良線 不明 27.0 2.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

桂ヶ谷橋 (ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆﾊｼ) 桂ヶ谷線 1976 19.0 6.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新川１号橋 (ｼﾝｶﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 新開三軒屋線 不明 20.0 7.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

円座橋 (ｴﾝｻﾞﾊｼ) 新町西桂ヶ谷線 2002 31.0 10.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

萬玉橋 (ﾊﾞﾝｷﾞﾖｸﾊｼ) 万玉辻上線 不明 19.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

東津橋 (ﾋｶﾞｼﾂﾞﾊｼ) 東津橋線 1979 143.0 7.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

東津橋側道橋 (ﾋｶﾞｼﾂﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳﾊﾞｼ) 東津橋線 2012 143.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

平砂橋 (ﾋﾗｻﾊｼ) 駅南３１号線 不明 15.0 9.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

江良歩道橋 (ｴﾗﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 自歩道江良橋線 1964 27.0 3.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

桂ヶ谷歩道橋 (ｶﾂﾗｶﾞﾀﾆﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 自歩道桂ヶ谷橋線 1985 20.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

多屋橋 (ﾀﾔﾊﾞｼ) 参宮道路線 1981 24.0 9.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

赤迫橋 (ｱｶｻｺﾊﾞｼ) 長通須田線 1994 20.0 9.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

逆水橋 (ｻｶﾐｽﾞﾊﾞｼ) 長通須田線 1971 21.0 7.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

阿知須大橋 (ｱｼﾞｽｵｵﾊｼ) 海岸線 2000 66.0 15.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

河内橋 (ｺｳﾁﾊｼ) 由良前仙在線 1970 18.0 7.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

御米橋 (ｵﾏｴﾊﾞｼ) 岩倉浜線 1977 30.0 11.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

浜表橋 (ﾊﾏｵﾓﾃﾊﾞｼ) 浜表野口線 1993 22.0 15.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上赤迫橋 (ｶﾐｱｶｻｺﾊｼ) 赤迫仙在線 2005 20.0 7.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

湯の河内橋 (ﾕﾉｺｳﾁﾊｼ) 河内原南線 1999 17.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鍋倉橋 (ﾅﾍﾞｸﾗﾊｼ) 鍋倉東線 1966 52.0 6.9 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

中郷橋 (ﾅｶｺﾞｳﾊﾞｼ) 中郷中線 1989 22.0 3.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

棚田橋 (ﾀﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 田野中線 1990 21.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

正地橋 (ｼｮｳﾁﾞﾊｼ) 正地線 1967 29.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

姥金橋 (ｳﾊﾞｶﾞﾈﾊｼ) 姥金線 1966 31.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大河内橋 (ｵｵｶﾞﾜﾁﾊｼ) 古市木和田線 1967 26.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 上市中村線 1993 37.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊｼ) 寺田木和田線 1967 35.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下地橋 (ｼﾓﾁﾞﾊｼ) 下地線 1969 38.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

暮床橋 (ｸﾚﾄｺﾊｼ) 芋尻暮床線 1967 37.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

岩永橋 (ｲﾜﾅｶﾞﾊｼ) 長尾寺河内線 1967 37.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

開作橋 (ｶｲｻｸﾊｼ) 開作横断線 1953 25.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 阿東むつみ線 1928 45.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 久保線 1954 50.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

野地橋 (ﾉﾁﾞﾊｼ) 大山線 1998 38.0 3.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

森長橋 (ﾓﾘﾅｶﾞﾊﾞｼ) 第２相上線 1988 33.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ
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長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ) 長尾線 1990 41.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

小河内橋 (ｵｶﾞﾜｳﾁﾊﾞｼ) 北河内１号線 不明 7.0 8.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

松柄橋 (ﾏﾂｶﾗﾊﾞｼ) 松柄線 不明 4.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

兄弟橋 (ｵﾄﾄｲﾊﾞｼ) 土井両浴線 1987 9.0 3.3 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

教林寺橋 (ｷﾖｳﾘﾝｼﾞﾊﾞｼ) 土井両浴線 1994 12.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

野稲橋 (ﾉｲﾈﾊﾞｼ) 土井両浴線 不明 7.0 3.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

二反田橋 (ﾆﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 土井両浴線 不明 7.0 3.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上石川橋 (ｶﾐｲﾗﾊﾞｼ) 両浴１号線 不明 3.0 6.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

浅地３号橋 (ｱｻｼﾞｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 両浴１号線 不明 3.0 6.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

養着橋 (ﾖｳﾁﾔｸﾊﾞｼ) 両浴１号線 不明 3.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

楮原橋 (ｺｳｿﾞﾊﾞﾗﾊｼ) 両浴１号線 不明 10.0 5.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

浅地１号橋 (ｱｻｼﾞｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 両浴１号線 不明 6.0 3.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 下郷丸山１号線 不明 8.0 5.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

洗川橋 (ｱﾗｲｶﾜﾊﾞｼ) 丸山東園線 1990 7.0 6.6 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

丸山１号橋 (ﾏﾙﾔﾏｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 丸山東園線 不明 5.0 14.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

東園橋 (ﾄｳｴﾝﾊﾞｼ) 丸山東園線 不明 7.0 5.9 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

深野小橋 (ﾌｶﾉｺﾊﾞｼ) 丸山東園線 不明 6.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

岩倉下橋 (ｲﾜｸﾗｼﾓﾊﾞｼ) 上郷大畠線 不明 9.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

岩倉上橋 (ｲﾜｸﾗｶﾐﾊﾞｼ) 上郷大畠線 不明 9.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

岩倉橋 (ｲﾜｸﾗﾊﾞｼ) 上郷大畠線 不明 6.0 2.4 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

白水橋 (ﾊｸｽｲﾊﾞｼ) 一ノ瀬線 不明 5.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

塩川１号橋 (ｼｵｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 北河内３号線 不明 2.0 3.9 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

黒石下橋 (ｸﾛｲｼｼﾓﾊﾞｼ) 北河内３号線 不明 4.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

土囲の下橋 (ﾄﾞｲﾉｼﾓﾊﾞｼ) 北河内高畠線 不明 3.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

坂本深野１号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 3.0 5.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野２号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 11.0 4.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野３号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 3.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野４号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉﾖﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 7.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野５号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉｺﾞｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 5.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野６号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉﾛｸｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 4.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野７号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉﾅﾅｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 3.0 4.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本深野８号橋 (ｻｶﾓﾄﾌｶﾉﾊﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 坂本深野線 不明 11.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

湯屋橋 (ﾕﾔﾊﾞｼ) 原河内４号線 不明 5.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大方橋 (ｵｵｶﾀﾊﾞｼ) 下郷丸山２号線 不明 6.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

丸山２号橋 (ﾏﾙﾔﾏﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 下郷丸山５号線 不明 5.0 8.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

丸山３号橋 (ﾏﾙﾔﾏｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 下郷丸山５号線 不明 4.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

月見橋 (ﾂｷﾐﾊﾞｼ) 一貫野線 不明 9.0 4.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

安楽橋 (ｱﾝﾗｸﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 5.0 3.3 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

名古脇小橋 (ﾅｺﾞﾜｷｺﾊﾞｼ) 一ノ瀬２号線 不明 10.0 3.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

恋頭橋 (ｺｲﾄｳﾊﾞｼ) 両浴５号線 不明 9.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

両浴橋 (ﾘﾖｳｴｷﾊﾞｼ) 両浴５号線 不明 9.0 3.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

金坪橋 (ｶﾅﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 金坪線 不明 6.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 大畠２号線 不明 8.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

小河内中橋 (ｺｺﾞｳﾁﾅｶﾊﾞｼ) 北河内５号線 不明 8.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

寺河内橋 (ﾃﾗｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) ７区１５区線 不明 5.0 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下千坊橋 (ｼﾓｾﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) ７区１５区線 不明 6.0 3.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

千坊橋 (ｾﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) ７区１５区線 不明 4.0 6.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

千坊上橋 (ｾﾝﾎﾞｳｶﾐﾊﾞｼ) ７区１５区線 不明 3.5 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

狼橋 (ｵｵｶﾐﾊﾞｼ) ４区１区線 不明 5.0 5.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

出合新橋 (ﾃﾞｱｲｼﾝﾊﾞｼ) ４区１区線 不明 6.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

舟川橋 (ﾌﾅｶﾜﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 5.0 3.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

法の木橋 (ﾎｳﾉｷﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 4.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

地吉橋 (ｼﾞｷﾁﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 4.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鬼ヶ平橋 (ｵﾆｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 3.0 2.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

平ヶ谷橋 (ﾋﾗｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 4.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 4.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

阿弥陀橋 (ｱﾐﾀﾞﾊﾞｼ) 一貫野１６区線 不明 8.0 12.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鯖地橋 (ｻﾊﾞｼﾞﾊﾞｼ) ９区１１区線 不明 4.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上原橋 (ｳｴﾊﾗﾊﾞｼ) ９区１１区線 不明 3.0 17.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

相刈橋 (ｱｲｶﾘﾊﾞｼ) ４区１号線 1990 4.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

平佐上橋 (ﾋﾗｻｶﾐﾊﾞｼ) ４区２号線 不明 4.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

高富橋 (ﾀｶﾄﾐﾊﾞｼ) １５区線 不明 3.0 2.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ
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坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) １６区１号線 不明 5.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

竹重橋 (ﾀｹｼｹﾞﾊﾞｼ) １６区２号線 不明 5.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下八反田橋 (ｼﾓﾊﾂﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) ９区８区線 不明 2.0 6.5 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

金子山橋 (ｶﾈｺﾔﾏﾊﾞｼ) ６区８区線 1986 8.0 2.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) ６区８区線 不明 2.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

門前２号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝ2ｺﾞｳｷﾖｳ) ６区８区線 不明 4.0 7.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

船ヶ頭２号橋 (ﾌﾅｶﾞﾄｳ2ｺﾞｳｷﾖｳ) ６区２号線 不明 4.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

船ヶ頭１号橋 (ﾌﾅｶﾞﾄｳ1ｺﾞｳｷﾖｳ) ６区２号線 不明 4.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

竹下橋 (ﾀｹｼﾀﾊﾞｼ) ２区２号線 不明 4.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) ５区１号線 不明 4.0 3.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾗﾊｼ) ５区１号線 不明 8.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

泥橋 (ﾄﾞﾛﾊﾞｼ) １２区管内２号線 不明 3.0 8.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

月光橋 (ｹﾞﾂｺｳﾊﾞｼ) ９区２号線 不明 12.0 6.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

宮橋 (ﾐﾔﾊﾞｼ) ３区３号線 不明 3.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

稔畑橋 (ｳﾂｷﾞﾊﾀﾊｼ) １５区２号線 2009 7.0 14.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第六稔畑橋 (ﾀﾞｲﾛｸｳﾂｷﾞﾊﾀﾊｼ) １５区２号線 不明 7.0 6.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾈｲﾊﾞｼ) １５区１７区線 不明 4.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

上新川橋 (ｶﾐｼﾝｶﾜﾊﾞｼ) 中恋路上矢田線 不明 10.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

氷上小橋 (ﾋｶﾐｺﾊﾞｼ) 上矢田御堀線 不明 9.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

東泉寺橋 (ﾄｳｾﾝｼﾞﾊﾞｼ) 上矢田御堀線 不明 4.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

志多里橋 (ｼﾀﾘﾊﾞｼ) 小野高芝線 不明 10.0 3.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

木道子橋 (ｷﾄﾞｳｼﾊﾞｼ) 小野１号線 不明 14.0 2.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

岡本橋 (ｵｶﾓﾄﾊﾞｼ) 小野２号線 不明 14.0 2.5 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

旧蔵橋 (ｷﾕｳｸﾗﾊﾞｼ) 石丸線 不明 10.0 3.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

桜畠１号橋 (ｻｸﾗﾊﾞﾀｹ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 桜畠三丁目１号線 不明 13.0 17.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 中恋路線 不明 14.0 2.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大国橋 (ｵｵｸﾆﾊﾞｼ) 折本一丁目下恋路線 不明 14.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

伊勢橋 (ｲｾﾊﾞｼ) 石観音伊勢橋２号線 不明 12.0 11.0 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

鴻東橋 (ｺｳﾄｳﾊﾞｼ) 桜畠一丁目下後河原線 不明 14.0 3.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第２俊竜寺橋 (ﾀﾞｲﾆｼﾕﾝﾘﾕｳｼﾞﾊﾞｼ) 天花線 不明 10.0 2.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

俊竜寺橋 (ｼﾕﾝﾘﾕｳｼﾞﾊﾞｼ) 木町天花２号線 不明 11.0 2.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 大手町野田線 不明 13.0 3.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

阿部橋 (ｱﾍﾞﾊﾞｼ) 道祖町旭通り一丁目線 不明 11.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

琴水橋 (ｷﾝｽｲﾊﾞｼ) 下竪上下後河原線 不明 13.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

亀山橋 (ｶﾒﾔﾏﾊﾞｼ) 下後河原線 1972 13.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

御茶屋橋 (ｵﾁﾔﾔﾊﾞｼ) 中市町中河原線 不明 13.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

御局橋 (ｵﾂﾎﾞﾈﾊﾞｼ) 駅通り二丁目米屋町線 2009 13.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

黄金橋 (ｺｶﾞﾈﾊﾞｼ) 本町二丁目駅通り二丁目線 不明 10.0 7.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

古堂橋 (ﾌﾙﾄﾞｳﾊﾞｼ) 木町天花１号線 不明 2.0 4.4 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

法泉寺１号橋 (ﾎｳｾﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 滝町２号線 不明 9.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

法泉寺２号橋 (ﾎｳｾﾝｼﾞ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 滝町２号線 不明 10.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

五十鈴橋 (ｲｽｽﾞﾊﾞｼ) 春日町１号線 不明 5.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上白石橋 (ｶﾐｼﾗｲｼﾊﾞｼ) 春日町２号線 不明 8.0 18.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新白石橋 (ｼﾝｼﾗｲｼﾊﾞｼ) 白石一丁目線 2005 12.0 4.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

山水橋 (ｻﾝｽｲﾊﾞｼ) 中央二丁目湯田温泉四丁目線 不明 8.0 29.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鰐石小橋 (ﾜﾆｲｼｺﾊﾞｼ) 宮島町白石二丁目線 不明 3.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 宮島町白石二丁目線 不明 10.0 4.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

南白石橋 (ﾐﾅﾐｼﾗｲｼﾊﾞｼ) 宮島町白石二丁目線 不明 7.0 7.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

根崎小橋 (ﾈｻﾞｷｺﾊﾞｼ) 糸米一丁目旭通り一丁目線 不明 6.0 11.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

向山橋 (ﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 糸米一丁目線 不明 6.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下向山橋 (ｼﾓﾑｶｲﾔﾏﾊﾞｼ) 糸米一丁目線 不明 5.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

下羽畠橋 (ｼﾓﾊﾊﾞﾀｹﾊﾞｼ) 糸米一丁目線 不明 7.0 2.5 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

三和町橋 (ｻﾝﾜﾁﾖｳﾊﾞｼ) 三和町２号線 不明 3.0 2.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

一ッ橋 (ﾋﾄﾂﾊﾞｼ) 水の上町香山町線 不明 13.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

香山橋 (ｺｳｻﾞﾝﾊﾞｼ) 水の上町香山町線 不明 14.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

宮部橋 (ﾐﾔﾍﾞﾊﾞｼ) 元町１号線 不明 5.0 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上小僧子橋 (ｶﾐｺｿﾞｳｼﾊﾞｼ) 元町湯田温泉六丁目線 不明 7.0 9.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊﾞｼ) 元町湯田温泉六丁目線 不明 8.0 6.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大歳橋 (ｵｵﾄｼﾊﾞｼ) 天花畑４号線 不明 10.0 5.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新前田橋 (ｼﾝﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 泉町平川線 不明 14.0 12.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

千晴橋 (ﾁﾊﾙﾊﾞｼ) 湯田温泉六丁目９号線 不明 10.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

栗林橋 (ｸﾘﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 中尾西中尾東上線 不明 11.0 2.9 山口市 山口県 山口市 Ⅲ
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森河内橋 (ﾓﾘｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 木崎佐畑１号線 不明 10.0 7.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

宮の後橋 (ﾐﾔﾉｳｼﾛﾊﾞｼ) 中尾東下中尾東上線 不明 12.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 上矢原上東２号線 不明 14.0 12.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

せきや２号橋 (ｾｷﾔ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 朝田３号線 不明 12.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

屋敷橋 (ﾔｼｷﾊﾞｼ) 朝田流通センタ－線 不明 14.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

黒僧橋 (ｸﾛｿﾞｳﾊﾞｼ) 台中野線 不明 10.0 3.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大塚橋 (ｵｵﾂｶﾊﾞｼ) 岡大塚馬木坂本線 不明 11.0 5.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 堂紺吉野線 不明 10.0 4.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下吉野橋 (ｼﾓﾖｼﾉﾊﾞｼ) 平野吉野線 不明 10.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

樋口橋 (ﾋｸﾞﾁﾊｼ) 西京１号線 不明 10.0 9.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上左屋橋 (ｶﾐｻﾔﾊｼ) 河内小出２号線 不明 11.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下左屋橋 (ｼﾓｻﾔﾊｼ) 小出岡小路線 不明 11.0 5.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

神岡橋 (ｶﾐｵｶﾊｼ) 御堀平井線 2007 11.0 16.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

九田橋 (ｷｭｳﾀﾊｲ) 御堀平井線 2007 14.0 26.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

唐樋１号橋 (ｶﾗﾋ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 4.5 15.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

唐樋２号橋 (ｶﾗﾋ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 2001 4.6 25.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

矢石下橋 (ﾔｲｼｼﾓﾊﾞｼ) 鳩岡北ノ江東２号線 2001 4.6 11.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作１号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 2.0 6.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作２号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 2.0 6.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作３号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ3ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 3.2 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作４号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ4ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 2.0 7.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作５号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ5ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 2.4 7.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作６号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ6ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 不明 2.0 6.1 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

北ノ江開作７号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ7ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 不明 2.0 6.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作８号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ8ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 不明 3.0 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

北ノ江開作９号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ9ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 不明 2.0 6.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

北ノ江開作１０号橋 (ｷﾀﾉｴｶｲｻｸ10ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 不明 2.6 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

佐山西橋 (ｻﾔﾏﾆｼﾊﾞｼ) 原条東由良後線 不明 3.1 8.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

由良後橋 (ﾕﾗｳｼﾛﾊﾞｼ) 原条東由良後線 不明 13.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

由良前橋 (ﾕﾗﾏｴﾊﾞｼ) 由良前阿知須１号線 1988 9.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鳩岡橋 (ﾊﾄｵｶﾊﾞｼ) 渚鳩岡線 不明 4.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

前開作橋 (ﾏｴｶｲｻｸﾊｼ) 小路須川前２号線 不明 9.0 17.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

由良橋 (ﾕﾗﾊﾞｼ) 由良前阿知須３号線 1961 11.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

藤尾橋 (ﾌｼﾞｵﾊｼ) 新地鳩岡線 2000 7.0 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

遠波１号橋 (ﾄｵﾅﾐ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東１号線 不明 4.0 9.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

遠波２号橋 (ﾄｵﾅﾐ2ｺﾞｳｷﾖｳ) 鳩岡北ノ江東２号線 不明 3.0 7.4 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

多良郷１号橋 (ﾀﾗｺﾞｳ1ｺﾞｳﾊｼ) 中ノ岡多良郷線 不明 8.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

多良郷３号橋 (ﾀﾗｺﾞｳ3ｺﾞｳﾊｼ) 中ノ岡多良郷線 不明 4.0 2.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

多良郷２号橋 (ﾀﾗｺﾞｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 中ノ岡多良郷線 不明 6.0 8.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

中領橋 (ﾅｶﾘﾖｳﾊｼ) 中領新山口駅線 不明 3.0 12.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

宮ノ原橋 (ﾐﾔﾉﾊﾗﾊｼ) 小浜宮ノ原線 不明 7.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

八方原２号橋 (ﾔｶﾀﾊﾞﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 新町岡田線 不明 3.0 7.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

八方原１号橋 (ﾔｶﾀﾊﾞﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 新町岡田線 不明 5.0 16.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊｼ) 新町上郷線 不明 7.0 7.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

仁保津東２号橋 (ﾆﾎﾂﾞﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 新町上郷線 不明 8.0 8.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鶴田橋 (ﾂﾙﾀﾊｼ) 新町上郷線 不明 4.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

鶴田２号橋 (ﾂﾙﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 新町上郷線 不明 4.0 5.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下山手橋 (ｼﾓﾔﾏﾃﾊｼ) 長谷福田線 不明 3.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

塩田上橋 (ｼｵﾀｶﾐﾊｼ) 古林町山手線 不明 3.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

塚田橋 (ﾂｶﾀﾊｼ) 東津山手線 不明 5.0 10.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

寿橋 (ｺﾄﾌﾞｷﾊｼ) 東津山手線 不明 2.0 7.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

東津下橋 (ﾋｶﾞｼﾂﾞｼﾓﾊｼ) 東津山手線 不明 2.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

塩田下橋 (ｼｵﾀｼﾓﾊｼ) 昭和通り山手線 不明 5.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

駅南８号橋 (ｴｷﾐﾅﾐ8ｺﾞｳﾊｼ) 船倉中開作線 不明 3.0 17.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第１下郷橋 (ﾀﾞｲ1ｼﾓｺﾞｳﾊｼ) 柳井田津市線 不明 4.0 11.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第２下郷橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾓｺﾞｳﾊｼ) 柳井田津市線 不明 4.0 12.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

茶屋川１号橋 (ﾁﾔﾔｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 上仁保津２号線 不明 9.0 8.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

薮台４号橋 (ﾔﾌﾞﾀﾞｲ4ｺﾞｳﾊｼ) 奥畑線 不明 5.0 4.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

亀山橋 (ｶﾒﾔﾏﾊｼ) 奥畑線 不明 4.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

塩田橋 (ｼｵﾀﾊﾞｼ) 塩田橋岩倉線 1969 13.0 6.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

居坂橋 (ｲｻｶﾊﾞｼ) 瀬戸線 不明 7.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 出戸線 不明 3.0 3.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ
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鞍馬橋 (ﾍﾞﾝﾏﾊﾞｼ) 居坂国牛線 1968 11.0 4.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 瀬戸線 1971 10.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

殿山橋 (ﾄﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 殿山線 不明 9.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大迫沖橋 (ｵｵｻｺｵｷﾊﾞｼ) 第１大迫線 不明 2.4 14.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

井戸川橋 (ｲﾄﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 井戸市之瀬線 不明 5.0 5.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

火打原橋 (ﾋｳﾁﾊﾞﾗﾊｼ) 井戸市之瀬線 不明 6.0 8.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

市之瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 井戸市之瀬線 不明 8.0 4.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

砂田橋 (ｽﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 八反田線 不明 2.0 5.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

夏焼橋 (ﾅﾂﾔｹﾊﾞｼ) 八反田線 不明 13.0 4.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

谷尻橋 (ﾀﾆｼﾞﾘﾊﾞｼ) 油免線 不明 10.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

刈畠橋 (ｶﾘﾊﾀﾊﾞｼ) 油免線 不明 3.0 4.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上油免橋 (ｶﾐﾕﾒﾝﾊﾞｼ) 油免線 不明 5.0 3.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

長山橋 (ﾅｶﾞﾔﾏﾊﾞｼ) 飛田線 不明 5.0 3.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

飛田橋 (ﾄﾋﾞﾀﾊﾞｼ) 飛田線 不明 3.0 2.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大浴橋 (ｵｵｴｷﾊﾞｼ) 飛田線 不明 4.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

吉原橋 (ﾖｼﾊﾗﾊﾞｼ) 飛田線 不明 4.0 3.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

花ヶ迫橋 (ﾊﾅｶﾞｻｺﾊｼ) 吉部野山田線 不明 3.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第一寺ヶ迫橋 (ﾀﾞｲ1ﾃﾗｶﾞｻｺﾊｼ) 寺ヶ迫線 不明 2.0 7.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第２寺ヶ迫橋 (ﾀﾞｲ2ﾃﾗｶﾞｻｺﾊｼ) 寺ヶ迫線 不明 2.0 7.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

山河内前橋 (ｶﾜﾁﾏｴﾊｼ) 山用線 不明 7.0 5.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

西居坂橋 (ﾆｼｲｻｶﾊﾞｼ) 西居坂線 不明 5.0 16.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 迫田線 不明 7.0 4.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第１神田橋 (ﾀﾞｲ1ｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 嘉年上線 1983 8.0 8.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

神田橋 (ｺｳﾀﾞﾊﾞｼ) 嘉年上線 1981 7.0 8.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第１堂免橋 (ﾀﾞｲ1ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ) 嘉年上線 不明 5.0 5.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第２堂免橋 (ﾀﾞｲ2ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ) 嘉年上線 不明 4.0 5.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新寺の前橋 (ｼﾝﾃﾗﾉﾏｴﾊｼ) 神角日向線 不明 8.0 13.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

神角西橋 (ｺｳｿﾞﾉﾆｼﾊｼ) 神角線 不明 4.0 3.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

三原橋 (ﾐﾊﾗﾊﾞｼ) 西側線 不明 4.0 4.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

水戸橋 (ﾐｽﾞﾄﾊﾞｼ) 西側線 不明 3.8 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

貞行橋 (ｻﾀﾞﾕｸﾊｼ) 西側線 不明 5.0 5.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 片山線 不明 5.0 11.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

野坂橋 (ﾉｻｶﾊﾞｼ) 東側線 不明 4.0 4.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

亀山橋 (ｶﾒﾔﾏﾊﾞｼ) 東側線 不明 13.0 4.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

成仏橋 (ｼﾞｮｳﾌﾞﾂﾊｼ) 東側線 1973 13.0 5.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第１観月橋 (ﾀﾞｲ1ｶﾝｹﾞﾂﾊｼ) 東側線 1952 13.0 6.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 上半久線 不明 2.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

上半久橋 (ｼﾓﾊﾝｷﾞｭｳﾊｼ) 下半久線 不明 7.0 3.5 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

下半久橋 (ｶﾐﾊﾝｷﾞｭｳﾊｼ) 下半久線 不明 9.0 4.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

武者田橋 (ﾑｼｬﾀﾞﾊﾞｼ) 武者田線 不明 7.0 3.8 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

第二亀山橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾒﾔﾏﾊﾞｼ) 亀山末国線 不明 10.0 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

三原橋 (ﾐﾊﾗﾊﾞｼ) 新田沖線 1981 11.0 6.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

荒瀬川橋 (ｱﾗｾｶﾞﾜﾊｼ) 徳佐六市線 不明 13.0 4.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

第２観月橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾝｹﾞﾂﾊｼ) 徳佐六市線 不明 14.0 10.2 山口市 山口県 山口市 Ⅲ

九十郎橋 (ｸｼﾞｭｳﾛｳﾊｼ) 徳佐中央線 1976 12.0 7.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

掛ノ原橋 (ｶｹﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 的場線 不明 14.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

足王橋 (ｱｼｵｳﾊｼ) 足王線 不明 11.0 4.9 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

荒瀬橋 (ｱﾗｾﾊｼ) 杉原荒瀬線 不明 13.0 4.7 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

岡橋 (ｵｶﾊｼ) 地福市惣原線 1995 14.0 8.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

大谷山橋 (ｵｵﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ) 大谷山線 1967 12.0 4.0 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

開敷橋 (ｶｲｼﾞｷﾊｼ) 開敷線 不明 12.0 4.1 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

白瀬橋 (ｼﾗｾﾊﾞｼ) 大林線 不明 12.0 1.3 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

見付橋 (ﾐﾂｹﾊｼ) 見付線 1964 13.0 3.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

見附東橋 (ﾐﾂｹﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 見付東線 不明 12.0 4.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

掛沖第二橋 (ｶｹｵｷﾀﾞｲ2ﾊｼ) 掛沖線 不明 11.0 2.6 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

新須の原橋 (ｼﾝｽﾉﾊﾗﾊｼ) 須の原線 1994 14.0 8.2 山口市 山口県 山口市 Ⅱ

南河内橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾁﾊｼ) 南河内線 2016 45.8 4.2 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

上小原橋 (ｶﾐｺﾊﾗﾊｼ) 小原線 1986 24 3.4 山口市 山口県 山口市 Ⅰ

一長谷橋 (ｲﾂﾊﾟｾﾊｼ) 一長谷線 1968 14.8 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

蔵本橋 (ｸﾗﾓﾄﾊｼ) 下内免線 1969 13.7 8.4 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

いしまる橋 (ｲｼﾏﾙﾊｼ) 横道南江尻線 1959 13.6 8.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

濁淵橋 (ﾆｺﾞﾘﾌﾞﾁﾊｼ) 濁淵下沖原線 1975 13.4 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ
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諏訪橋 (ｽﾜﾊｼ) 殿河内木間線 1966 12.2 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

飯井橋 (ｲｲﾊｼ) 飯井港線 1957 12.0 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊｼ) 船戸線 1975 11.5 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

梶ケ原橋 (ｶｼﾞｶﾞﾊﾗﾊｼ) 松本福井線 1941 11.0 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

川地橋 (ｶﾜｼﾞﾊｼ) 吉広川地線 1963 11.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

立川橋 (ﾀﾁｶﾜﾊｼ) 椿八幡宮線 1975 10.7 7.1 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

白坂橋 (ｼﾗｻｶﾊｼ) 越ヶ浜学校線 1975 9.8 9.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

大屋橋 (ｵｵﾔﾊｼ) 萩明木支線 1975 9.5 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

如意滝橋 (ﾆｮｲﾀｷﾊｼ) 如意ケ嶽線 1930 8.0 6.2 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

釜ヶ迫橋 (ｶﾏｶﾞｻｺﾊｼ) 釜ヶ迫線 1964 9.0 2.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

赤坂橋 (ｱｶｻｶﾊｼ) 前小畑線 1963 8.1 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 市梅ノ木線 1964 8.2 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

大楽橋 (ﾀﾞｲﾗｸﾊｼ) 弘法寺東浜崎線 1973 8.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

花園橋 (ﾊﾅｿﾞﾉﾊｼ) 松本福井線 1975 8.0 8.1 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

森ノ下橋 (ﾓﾘﾉｼﾀﾊｼ) 北木間線 1964 8.0 5.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 境町魚店線 1935 7.6 4.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

吉田橋 (ﾖｼﾀﾞﾊｼ) 松本福井線 1969 8.4 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

南倉橋 (ﾅｸﾞﾗﾊｼ) 桑ノ木線 1963 7.5 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

上庄屋橋 (ｶﾐｼｮｳﾔﾊｼ) 大井中学校線 1975 6.9 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

第２九郎坊橋 (ﾀﾞｲﾆｸﾛｳﾎﾞｳﾊｼ) 九郎坊線 1975 7.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊｼ) 観音線 1975 6.8 3.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

東九郎坊橋 (ﾋｶﾞｼｸﾛｳﾎﾞｳﾊｼ) 九郎坊線 1975 6.3 3.3 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊｼ) 天神線 1950 6.5 5.3 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

手洗川橋 (ﾁｮｳｽﾞｶﾞﾜﾊｼ) 手洗川線 1975 6.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

第２滝ノ河内橋 (ﾀﾞｲﾆﾀｷﾉｺｳﾁﾊｼ) 滝ノ河内線 1975 6.5 3.8 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

奥野橋 (ｵｸﾉﾊｼ) 北木間線 1963 6.7 4.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第２手洗川橋 (ﾀﾞｲﾆﾁｮｳｽﾞｶﾞﾜﾊｼ) 中ノ倉線 1975 6.3 2.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第３滝ノ河内橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾀｷﾉｺｳﾁﾊｼ) 滝ノ河内線 1975 6.3 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第１手水川橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾁｮｳｽﾞｶﾞﾜﾊｼ) 手水川長木線 1959 6.3 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

河本橋 (ｶﾜﾓﾄﾊｼ) 河内線 2009 4.9 7.3 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

田之尻橋 (ﾀﾉｼﾞﾘﾊｼ) 滝ノ河内線 1975 6.0 2.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

仁王橋 (ﾆｵｳﾊｼ) 市地蔵峠線 1967 6.0 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第２石原橋 (ﾀﾞｲﾆｲｼﾊﾗﾊｼ) 後通り名切線 1975 6.0 11.2 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

第１上馬場橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場1号線 1977 5.9 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

本谷橋 (ﾎﾝﾀﾆﾊｼ) 松本福井線 1976 5.8 3.8 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第５上馬場橋 (ﾀﾞｲｺﾞｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場5号線 1977 5.6 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第６上馬場橋 (ﾀﾞｲﾛｸｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場6号線 1977 5.6 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第７上馬場橋 (ﾀﾞｲﾅﾅｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場7号線 1977 5.6 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第３中津江橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾅｶﾂｴﾊｼ) 中津江線 1977 5.5 6.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

床並橋 (ﾄｺﾅﾐﾊｼ) 三見市鎖峠線 1975 5.4 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

第２上馬場橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場2号線 1977 5.5 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第３上馬場橋 (ﾀﾞｲｻﾝｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場3号線 1977 5.5 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第４上馬場橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｶﾐﾊﾞﾊﾞﾊｼ) 上馬場4号線 1977 5.5 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

椿谷橋 (ﾂﾊﾞｷﾀﾞﾆﾊｼ) 椿谷線 1975 5.3 2.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第４川島橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｶﾜｼﾏﾊｼ) 橋本土原支線 1975 3.0 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

第１中ノ倉橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶﾉｸﾗﾊｼ) 松本福井線 1959 5.2 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊｼ) 倉江弁天線 1975 5.6 5.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第４江向橋 (ﾀﾞｲﾖﾝｴﾑｶｲﾊｼ) 江向若松屋八丁線 1934 5.3 2.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第３雑座橋 (ﾀﾞｲｻﾝｿﾞｳｻﾞﾊｼ) 雑座線 1975 5.0 2.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小松江橋 (ｺﾏﾂｴﾊｼ) 青海小松江線 1963 4.8 2.8 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

南片河橋 (ﾐﾅﾐｶﾀｶﾞﾜﾊｼ) 片河支線 1963 3.9 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

利人橋 (ﾘｼﾞﾝﾊｼ) 河添住吉線 1963 4.5 5.3 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

渡り口橋 (ﾜﾀﾘｸﾞﾁﾊｼ) 土原津守町線 1963 4.4 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

蔵本小橋 (ｸﾗﾓﾄｺﾊｼ) 横道南江尻線 1959 4.0 5.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

内藤橋 (ﾅｲﾄｳﾊｼ) 松本福井線 1963 3.7 3.3 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

長羅橋 (ﾅｶﾞﾗﾊｼ) 椿八幡宮線 1963 3.2 4.4 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

新橋 (ｼﾝﾊｼ) 土原新橋線 1975 6.2 6.2 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

第２上沖原橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾐｵｷﾊﾞﾗﾊｼ) 南明寺線 1963 2.7 3.9 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

雑座橋 (ｿﾞｳｻﾞﾊｼ) 雑座線 1963 4.2 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大下１号橋 (ｵｵｼﾓｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 大下線 1963 2.3 6.6 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

西沖田２号橋 (ﾆｼｵｷﾀﾆｺﾞｳｷｮｳ) 東沖田玉江線 1963 2.3 5.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

上有田橋 (ｶﾐｱﾘﾀﾊｼ) 北木間線 1963 2.0 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ
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中田橋 (ﾅｶﾀﾊｼ) 門前猪ノ熊線 1988 2.1 2.2 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

金谷橋 (ｶﾅﾔﾊｼ) 手水川長木線 1988 3.0 4.3 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊｼ) 本郷線 1973 2.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

六地蔵橋 (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾊｼ) 立野福川線 1950 10.0 7.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

矢櫃２号橋 (ﾔﾋﾞﾂﾆｺﾞｳｷｮｳ) 江舟線 1950 9.6 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

横坂橋 (ﾖｺｻｶﾊｼ) 横坂線 1960 9.4 4.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

横坂小橋 (ﾖｺｻｶｺﾊｼ) 横坂線 1940 8.0 6.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

矢櫃１号橋 (ﾔﾋﾞﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 江舟線 1940 8.1 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

矢櫃３号橋 (ﾔﾋﾞﾂｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 江舟線 1950 6.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

杣木谷橋 (ｿﾏｷﾀﾞﾆﾊｼ) 岡笹尾線 1940 5.1 5.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

溝口２号橋 (ﾐｿﾞｸﾞﾁﾆｺﾞｳｷｮｳ) 江舟線 1950 5.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

上ヶ原橋 (ｳｴｶﾞﾊﾗﾊｼ) 江舟線 1950 5.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

滝の上３号橋 (ﾀｷﾉｳｴｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 長谷尻足山線 1960 5.0 5.2 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

北畑橋 (ｷﾀﾊﾞﾀﾊｼ) 北畑線 1963 4.2 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

無名橋（左） (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西ヶ浴線 1963 3.4 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾉｷﾊｼ) 梅ノ木１号線 1965 14.5 7.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

仁川橋 (ｼﾞﾝｶﾜﾊｼ) 大江後平山蒲原線 1974 13.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊｼ) 角田長通線 1974 12.2 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小松原橋 (ｺﾏﾂﾊﾞﾗﾊｼ) 海坂線 1974 11.7 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

細野橋 (ﾎｿﾉﾊｼ) 下小川細野線 1953 11.5 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

瀬尻橋 (ｾｼﾞﾘﾊｼ) 瀬尻線 1970 10.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 中組丸山線 1965 9.6 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

梅ノ木小橋 (ｳﾒﾉｷｺﾊｼ) 梅ノ木1号線 1964 9.4 5.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

千疋下橋 (ｾﾝﾋﾞｷｼﾓﾊｼ) 道切線 1974 9.1 4.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

五反畠橋 (ｺﾞﾀﾝﾊﾞﾀｹﾊｼ) 大江後平山蒲原線 1974 9.1 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大浴橋 (ｵｵｴｷﾊｼ) 大浴線 1974 7.5 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

千疋中橋 (ｾﾝﾋﾞｷﾅｶﾊｼ) 道切線 1974 7.3 4.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

迫田橋 (ｻｺﾀﾊｼ) 道切線 1974 7.3 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

道切中橋 (ﾄﾞｳｷﾞﾘﾅｶﾊｼ) 道切線 1974 6.2 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

石ヶ谷橋 (ｲｼｶﾞﾀﾆﾊｼ) 大山田石ヶ谷線 1972 6.1 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

古ヶ浴橋 (ﾌﾙｶﾞｴｷﾊｼ) 初古線 1974 5.7 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

河井橋 (ｶﾜｲﾊｼ) 河井線 1970 5.1 3.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

芝橋 (ｼﾊﾞﾊｼ) 梅ノ木２号線 1974 5.0 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

梅ノ木中橋 (ｳﾒﾉｷﾅｶﾊｼ) 梅ノ木1号線 1963 3.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

鳴滝橋 (ﾅﾙﾀｷﾊｼ) 花見線 1965 14.7 6.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

鱒谷橋 (ﾏｽﾀﾞﾆﾊｼ) 鱒谷線 1960 14.0 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

中央領家橋 (ﾁｭｳｵｳﾘｮｳｹﾊｼ) 中央領家線 1976 14.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大光寺朝鳥線第１橋 (ﾀﾞｲｺｳｼﾞｱｻﾄﾞﾘｾﾝﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 大光寺朝鳥線 1980 13.5 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

大坪線第２橋 (ｵｵﾂﾎﾞｾﾝﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 大坪線 1961 13.3 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

笛吹橋 (ﾌｴﾌｷﾊｼ) 阿武中線 1977 11.1 8.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

堀田橋 (ﾎﾘﾀﾊｼ) 阿武中線 1978 9.5 8.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊｼ) 柳線 1990 10.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

惣津橋 (ｿｳﾂﾞﾊｼ) 岡田殿川線 1953 8.1 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

瀬戸線第１橋 (ｾﾄｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 瀬戸線 1950 7.0 6.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大坪線第１橋 (ｵｵﾂﾎﾞｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 大坪線 1950 7.0 6.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

岡田殿川線第1橋 (ｵｶﾀﾞﾄﾉｶﾜｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 岡田殿川線 1950 5.8 4.8 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

花見線第１橋 (ﾊﾅﾐｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 花見線 1950 5.1 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

中山線第１橋 (ﾅｶﾔﾏｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 中山線 1963 4.3 3.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

湯の口・佐波木線第１橋 (ﾕﾉｸﾁ･ｻﾊﾞｷｾﾝﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 湯の口佐波木線 1963 4.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

堀田線第１橋 (ﾎﾘﾀｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 堀田線 1963 3.3 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

今ノ原橋 (ｺﾝﾉﾊﾗﾊｼ) 馬取線 1963 14.5 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

帆柱３号橋 (ﾎﾊﾞｼﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 帆柱３号線 1984 13.2 4.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

帆柱２号２橋 (ﾎﾊﾞｼﾗﾆｺﾞｳﾆﾊｼ) 帆柱線２号線 1960 13.1 3.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

上向１号橋 (ｶﾐﾑｶｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 上向線 1975 12.7 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

行成橋 (ｲｸﾅﾘﾊｼ) 城ヶ谷線 1967 12.5 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

八久保橋 (ﾔｸﾎﾞﾊｼ) 女山２号線 1961 12.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

笹ケ尻１号橋 (ｻｻｶﾞｼﾘｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 笹ヶ尻線 1960 11.0 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

押谷１号橋 (ｵｼﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 押谷線 1970 10.3 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊｼ) 旧国道線 2006 8.4 5.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

唐津橋 (ｶﾗﾂﾊｼ) 中津坂根線 2000 7.6 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

阿武台橋 (ｱﾌﾞﾀｲﾊｼ) 阿武台線 1974 7.5 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

奈良尾橋 (ﾅﾗｵﾊｼ) 馬取線 1970 5.4 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ
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日ノ社２号橋 (ﾋﾉｺｿﾆｺﾞｳｷｮｳ) 日ノ社線 1970 5.3 2.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊｼ) 下り谷線 1963 4.0 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

及谷１号橋 (ｵﾖﾋﾞﾀﾞﾆｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 及谷線 1963 4.4 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

姥喰橋 (ｵﾊﾞｸﾗﾊｼ) 姥喰線 1963 4.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

日向橋 (ﾋｭｳｶﾞﾊｼ) 馬取線 1963 3.9 3.8 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

福浦橋 (ﾌｸｳﾗﾊｼ) 二軒屋線 1963 2.8 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

上中畑橋 (ｳｴﾅｶﾊﾀﾊｼ) 中津坂根線 1963 2.8 4.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

ナメラ橋 (ﾅﾒﾗﾊｼ) 女山２号線 1964 2.4 3.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

渡橋 (ﾜﾀﾘﾊｼ) 小野山３号線 1965 14.4 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

焼ケ下橋 (ﾔｲｶﾞｼﾓﾊｼ) 角力場３号線 1967 13.6 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

二股瀬橋 (ﾌﾀﾏﾀｾﾊｼ) 角力場古戦場線 1933 13.4 4.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

中の作橋 (ﾅｶﾉｻｸﾊｼ) 福万線 1968 12.4 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小野山橋 (ｵﾉﾔﾏﾊｼ) 角力場古戦場線 1929 12.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

茶屋川橋 (ﾁｬﾔｶﾞﾜﾊｼ) 牛地１号線 1965 11.4 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

笛吹橋 (ﾌｴﾌｷﾊｼ) 笛吹２号線 1965 11.4 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 吉山線 1967 11.1 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

矢落泉橋 (ﾔｵﾁｲｽﾞﾐﾊｼ) 大河内上舞谷線 1958 11.0 4.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小松川橋 (ｺﾏﾂｶﾞﾜﾊｼ) 渡辺２号線 1967 11.0 2.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

五郎田橋 (ｺﾞﾛｳﾀﾊｼ) 小野山１号線 1965 10.7 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

同前３号橋 (ﾄﾞｳｾﾞﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 同前黒ヶ谷線 1977 7.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

長瀬川橋 (ﾅｶﾞｾｶﾞﾜﾊｼ) 日南瀬線 1979 10.1 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

吉敷地橋 (ﾖｼｷｼﾞﾊｼ) 吉敷地線 1966 10.0 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小木原橋 (ｺｷﾊﾞﾗﾊｼ) 日南瀬線 1965 9.1 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

下成川橋 (ｼﾓﾅﾙｶﾜﾊｼ) 成川線 1967 8.6 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

新田橋 (ﾆｯﾀﾊｼ) 釿切小松ヶ谷線 1933 8.2 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

根引橋 (ﾈﾋﾞｷﾊｼ) 根引線 1965 7.2 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

佛木３号橋 (ﾎﾄｹｷﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 仏木美東線 1965 7.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第１下切下橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾓｷﾘｼﾓﾊｼ) 第一下切線 1955 6.3 3.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大峠1号橋 (ｵｵﾀｵｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 古戦場大峠線 1965 6.2 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

小松ケ谷橋 (ｺﾏﾂｶﾞﾀﾆﾊｼ) 釿切小松ヶ谷線 1967 6.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

白口下橋 (ｼﾗｸﾁｼﾓﾊｼ) 白口１号線 1965 6.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

宇津井川２号橋 (ｳﾂｲｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 後畑線 1967 5.8 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

荒神滝橋 (ｺｳｼﾞﾝﾀｷﾊｼ) 久年線 1967 5.6 4.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

奥後畑橋 (ｵｸｳｼﾛﾊﾞﾀﾊｼ) 後畑線 1967 5.5 2.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

田尻橋 (ﾀｼﾞﾘﾊｼ) 吉ヶ原線 1975 5.4 4.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

羽丸橋 (ﾊﾏﾙﾊｼ) 羽丸１号線 1975 5.4 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

上成川橋 (ｶﾐﾅﾙｶﾜﾊｼ) 成川線 1967 5.0 3.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第二中山橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾔﾏﾊｼ) 下の原線 1933 4.7 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

白口上橋 (ｼﾗｸﾁｶﾐﾊｼ) 白見線 1973 4.3 3.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大峠2号橋 (ｵｵﾀｵﾆｺﾞｳｷｮｳ) 古戦場大峠線 1965 4.3 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

西鳳翩橋 (ﾆｼﾎｳﾍﾞﾝﾊｼ) 西鳳翩線 1965 4.2 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

藤ケ谷橋 (ﾌｼﾞｶﾞﾔﾊｼ) 古戦場釿切線 1935 3.8 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第一中山橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾅｶﾔﾏﾊｼ) 下の原線 1933 3.5 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

くりまき橋 (ｸﾘﾏｷﾊｼ) 同前くり巻線 1975 3.2 4.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

一升谷2号橋 (ｲｯｼｮｳﾀﾞﾆﾆｺﾞｳｷｮｳ) 一升谷線 1965 3.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

お茶山川橋 (ｵﾁｬﾔﾏｶﾞﾜﾊｼ) 下向線 1965 2.9 5.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

田の原橋 (ﾀﾉﾊﾗﾊｼ) 田の原線 1965 2.2 2.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

原４号橋 (ﾊﾗﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 原４号線 1975 2.2 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

栗原橋 (ｸﾘﾊﾗﾊｼ) 山の奥線 1962 13.2 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

佐々連橋 (ｻｻﾞﾚﾊｼ) 深草佐々連線 1990 12.5 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

深谷殿川線第５橋 (ﾌｶﾀﾞﾆﾄﾉｶﾜｾﾝﾀﾞｲｺﾞｷｮｳ) 深谷殿川線 1963 10.5 5.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

田代第７橋 (ﾀｼﾛﾀﾞｲﾅﾅｷｮｳ) 田代渦ヶ原線 1930 10.0 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊｼ) 小野田線 1960 9.0 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

麦谷橋 (ﾑｷﾞﾀﾆﾊｼ) 麦谷生雲線 1962 8.0 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

田代第４橋 (ﾀｼﾛﾀﾞｲﾖﾝｷｮｳ) 田代渦ヶ原線 1961 7.1 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

深谷殿川線第１橋 (ﾌｶﾀﾞﾆﾄﾉｶﾜｾﾝﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 深谷殿川線 1963 10.0 5.3 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

長尾第１橋 (ﾅｶﾞｵﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 長尾堂ヶ市線 1930 6.9 4.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

西宋橋 (ﾆｼｿｳﾊｼ) 西宗上莚野線 1976 6.9 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小野田橋 (ｵﾉﾀﾞﾊｼ) 小野田線 1950 6.6 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

田代第６橋 (ﾀｼﾛﾀﾞｲﾛｯｷｮｳ) 田代渦ヶ原線 1930 6.4 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 麦谷生雲線 1980 6.1 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

田代第５橋 (ﾀｼﾛﾀﾞｲｺﾞｷｮｳ) 田代渦ヶ原線 1930 6.1 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ
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狸川橋 (ﾀﾇｷｶﾞﾜﾊｼ) 椿久保線 1930 6.1 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

材木谷第２橋 (ｻﾞｲﾓｸﾀﾞﾆﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 材木谷線 1950 6.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

井手ケ迫橋 (ｲﾃﾞｶﾞｻｺﾊｼ) 井手ヶ迫線 1952 5.8 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第２両水橋 (ﾀﾞｲﾆﾘｮｳｽﾞｲﾊｼ) 深草佐々連線 1961 5.5 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

深谷殿川第３橋 (ﾌｶﾀﾞﾆﾄﾉｶﾜﾀﾞｲｻﾝｷｮｳ) 深谷殿川線 1988 4.6 4.9 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 押原藤吾原線 1963 4.5 6.0 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

吉田第１橋 (ﾖｼﾀﾞﾀﾞｲｲｯｷｮｳ) 吉田線 1963 4.5 4.1 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

吉田中橋 (ﾖｼﾀﾞﾅｶﾊｼ) 吉田中通り線 1963 4.2 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅰ

深谷殿川線第４橋 (ﾌｶﾀﾞﾆﾄﾉｶﾜｾﾝﾀﾞｲﾖﾝｷｮｳ) 深谷殿川線 1963 4.5 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

瀬戸橋 (ｾﾄﾊｼ) 井手ヶ迫線 1963 3.7 3.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊｼ) 玉江堀内線 1953 261.0 5.4 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

市橋 (ｲﾁﾊｼ) 本郷線 1970 50.0 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

常盤小橋 (ﾄｷﾜｺﾊｼ) 玉江堀内線 1953 37.0 5.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

豊水橋 (ﾎｳｽｲﾊｼ) 見島ダム線 1998 34.9 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 坂本橋線 1953 25.4 1.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

浮嶋橋歩道橋１ (ｳｷｼﾏﾊｼﾎﾄﾞｳｷｮｳｲﾁ) 古萩新川線 1979 15.8 2.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

三徳橋 (ﾐﾉﾘﾊﾞｼ) 筏場灰福線 1972 73.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

湊大橋 (ﾐﾅﾄｵｵﾊｼ) 弁天湊線 1987 97.5 6.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

神田橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾊｼ) 神田上線 1976 24.9 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

立野橋 (ﾀﾁﾉﾊｼ) 立野線 1967 20.5 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

畑田橋 (ﾊﾀｹﾀﾞﾊｼ) 小島銭神線 1967 15.6 4.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

菅の瀬橋 (ｽｶﾞﾉｾﾊｼ) 菅の瀬線 1973 27.7 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅳ

馬一つ橋 (ｳﾏﾋﾄﾂﾊｼ) 馬一つ線 1975 23.0 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

馬一つ歩道橋 (ｳﾏﾋﾄﾂﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 馬一つ線 1975 23.0 2.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

第二札の奥橋 (ﾀﾞｲﾆﾌﾀﾞﾉｵｸﾊｼ) 札の奥線 1993 16.9 4.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

横屋橋 (ﾖｺﾔﾊｼ) 横屋線 1958 33.0 2.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

藤木橋 (ﾌｼﾞｷﾊｼ) 藤木線 1970 25.5 3.2 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

流田橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾞﾊｼ) 姥喰線 1965 20.0 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

下向橋 (ｼﾓﾑｶｲﾊｼ) 下向線 1972 20.0 2.7 萩市 山口県 萩市 Ⅲ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 山下線 1975 18.0 3.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

大田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 大田線 1967 15.0 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

明木橋 (ｱｷﾗｷﾞﾊｼ) 笛吹線 1969 40.0 3.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

中所橋 (ﾅｶﾄﾞｺﾛﾊｼ) 下市原線 1985 49.4 3.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

郷下向橋 (ｺﾞｳｼﾓﾑｶｲﾊｼ) 郷下向線 1970 43.2 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

菅蓋中橋 (ｽｹﾞﾌﾀﾅｶﾊｼ) 菅蓋１号線 1971 29.5 2.5 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

梨ヶ原大橋 (ﾅｼｶﾞﾊﾗｵｵﾊｼ) 梨ヶ原線 1970 25.2 2.7 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

小積橋 (ｺﾂﾞﾐﾊｼ) 惣田線 2000 23.0 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

向横瀬下橋 (ﾑｶｲﾖｺｾｼﾓﾊｼ) 向横瀬線 1985 18.5 6.3 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

佐々連大橋 (ｻｻﾞﾚｵｵﾊｼ) 田代渦ヶ原線 1972 85.6 3.6 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

鵜鳥橋 (ｳﾉﾄﾘﾊｼ) 筵野仁保谷線 1986 29.6 5.0 萩市 山口県 萩市 Ⅱ

坂本跨線道路橋 (ｻｶﾓﾄｺｾﾝﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 市道坂本真尾線 1974 15.6 5.0 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

次崎橋 (ﾂｷﾞｻｷﾊﾞｼ) 西畑線 1969 2.7 6.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

馬川橋 (ﾊﾞﾉｶﾜﾊﾞｼ) 西畑線 1969 2.9 7.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 西山二号線 1982 3.3 3.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

郷橋 (ｺﾞｳﾊﾞｼ) 昭和橋上ノ庄線 1961 3.9 3.9 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上ノ庄線 1976 4.2 2.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 小俣東畑線 1982 4.0 4.3 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

目安橋 (ﾒﾔｽﾊﾞｼ) 小俣東畑線 1982 4.4 5.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 小俣東畑線 1982 2.9 7.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上の庄光蓮寺線 1977 2.9 6.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小俣林線 1977 3.3 5.8 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

津山橋 (ﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 長沢鷹ノ子線 1961 3.3 7.3 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 長沢一号線 1982 3.4 13.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 長沢木床線 1982 3.6 3.4 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

河原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊﾞｼ) 大原開拓線 1976 2.8 5.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

大原橋 (ｵｵﾊﾗﾊﾞｼ) 岡条大原線 1982 2.6 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 繁枝上り熊一号線 1976 2.9 6.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

惣毛田橋 (ｿｳｹﾞﾀﾞﾊﾞｼ) 大繁枝木床線 1982 4.0 8.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

門浜橋 (ｶﾄﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 繁枝旦西線 2003 4.5 11.9 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

新館橋 (ｼﾝﾀﾃﾊﾞｼ) 旦東旦西線 1969 6.7 5.4 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋４ (ﾑﾒｲｷｮｳﾖﾝ) 大繁枝駅南線 1995 2.6 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋５ (ﾑﾒｲｷｮｳｺﾞ) 大繁枝駅南線 1995 3.7 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ
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無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 大繁枝旦東線 1969 3.6 13.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 大繁枝旦東線 1969 3.2 11.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 大道駅南線 2002 4.5 11.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 田ノ口塚原線 1961 2.2 5.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 田ノ口唐臼線 1982 4.7 4.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

流田第２橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 下田ノ口沖田ノ口線 1982 2.2 4.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 下田ノ口沖田ノ口線 1982 5.0 2.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 新町線 1961 3.0 4.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 吉敷新町線 1961 3.6 4.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

鍛治河内橋 (ｶｼﾞｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 吉敷新町線 1961 3.3 3.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

唐臼橋 (ｶﾗｳｽﾊﾞｼ) 新町佐波川堤防線 1982 4.0 5.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

上砂子田橋 (ｶﾐｻｺﾀﾊﾞｼ) 新町畑線 1961 3.0 4.8 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上河原東線 1982 4.3 2.9 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

上河原第３橋 (ｶﾐｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 上河原東線 1996 14.2 2.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上河原山手線 1982 3.8 4.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 地面塚原線 1981 4.0 4.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 神里上河原線 1982 3.1 15.1 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 勝坂赤間線 1965 2.9 8.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 吉敷沖高井線 1982 1.8 5.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 吉敷沖高井線 1982 1.5 5.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 吉敷五号線 1982 5.4 14.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

大崎橋 (ｵｵｻｷﾊﾞｼ) 中塚台ヶ原線 1992 2.7 7.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 中塚台ヶ原線 1992 2.7 5.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 中塚台ヶ原線 1992 4.2 4.4 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

大安橋 (ｵｵﾔｽﾊﾞｼ) 日ノ本高田線 1982 3.7 7.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小森一号線 1982 4.7 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 尾崎石崎線 1961 4.3 5.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

峠下橋 (ﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 尾崎石崎線 1962 3.0 5.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 若宮山田線 1985 4.8 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

寺作橋 (ﾃﾗｻｸﾊﾞｼ) 放光川開作線 1982 2.8 7.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小島川線 1980 2.8 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

遠ケ崎第１橋 (ﾄｳｶﾞｻｷﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 遠ケ崎小島線 1961 3.9 4.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

遠ケ崎第２橋 (ﾄｳｶﾞｻｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 遠ケ崎小島線 1961 3.9 3.9 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

樋尻橋 (ﾋｼﾞﾘﾊﾞｼ) 遠ケ崎小島線 1961 3.4 4.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沖高井一号線 1984 2.0 5.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 唐臼沖田ノ口線 1979 3.3 2.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新町山手線 1985 3.7 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 台ヶ原側道線 1988 3.6 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 石崎小俣線 1988 3.4 7.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 沖高井四号線 1986 4.2 6.4 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 塚原線 2002 5.0 7.9 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新地小行司線 1961 4.3 3.3 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

三の坪第２橋 (ｻﾝﾉﾂﾎﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 新地小行司線 1961 4.8 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

面図橋 (ﾒﾝｽﾞﾊﾞｼ) 新地小行司線 1961 3.6 6.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 小徳田伊佐江線 1982 6.0 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 小徳田伊佐江線 1982 5.8 3.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

鈴ケ瀬橋 (ｽｽﾞｶｾﾊﾞｼ) 新橋中関線 1982 5.8 7.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

上地三筋第３橋 (ｼﾞｮｳﾁｻﾝｽｼﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 新橋中関線 1982 5.8 13.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 晒石一号線 1982 5.2 4.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

田島橋 (ﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ) 北側築留線 1951 9.2 8.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新前町北線 1976 5.3 3.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上地新前町線 1961 5.3 3.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 浜内十号線 1982 5.9 6.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 浜内十号線 1934 5.3 3.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 北側一号線 2010 7.1 10.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 本橋迫戸線 1973 5.0 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 本橋迫戸線 1973 2.4 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 本橋町西線 1982 2.4 4.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 本橋町西線 1982 2.2 4.9 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 本橋八河内線 1982 2.3 5.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

大薮橋 (ｵｵﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 本橋八河内線 1982 2.2 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

前原橋 (ﾏｴﾊﾗﾊﾞｼ) 新橋古祖原線 1982 2.0 3.0 防府市 山口県 防府市 Ⅲ
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無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 古祖原一号線 1982 2.3 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 古祖原一号線 1982 2.3 6.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 古祖原二号線 1980 3.8 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 古祖原三号線 1982 2.7 3.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 古祖原三号線 1982 2.4 4.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 高倉古祖原線 1961 2.0 7.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 高倉古祖原線 1961 2.3 6.4 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 高倉一号線 1982 2.2 2.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 高倉開出線 1970 2.3 1.9 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 高倉上ケ原線 1961 2.2 5.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 高倉上ケ原線 1961 3.2 6.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝ) 高倉上ケ原線 1961 2.1 9.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 高倉仁井令線 1961 2.4 3.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 高倉仁井令線 1961 3.1 5.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 高倉公会堂線 1982 2.4 14.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西佐波三号線 1961 2.6 4.8 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 高倉千日町線 1961 2.6 7.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 西佐波四号線 1961 2.4 11.3 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 西佐波四号線 1961 2.7 11.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

土橋 (ﾄﾞﾊﾞｼ) 新橋阿弥陀寺線 1961 2.6 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 新橋阿弥陀寺線 1961 2.1 7.9 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 新橋阿弥陀寺線 1961 2.1 10.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

切石橋 (ｷﾘｲｼﾊﾞｼ) 新橋阿弥陀寺線 1961 5.0 7.8 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

二の砂橋 (ﾆﾉｽﾅﾊﾞｼ) 新橋阿弥陀寺線 1961 3.6 10.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

光南橋 (ｺｳﾅﾝﾊﾞｼ) 柳川今市線 1982 2.6 6.8 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

上徳第１橋 (ｶﾐﾄｸﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 八王子千日町線 1961 3.0 6.8 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

上徳第２橋 (ｶﾐﾄｸﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 八王子千日町線 1961 2.6 6.9 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 赤間今市線 1982 2.6 6.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 小徳田八王寺線 1969 3.8 20.2 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 大藪線 1985 2.7 14.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 大藪線 1985 2.0 15.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 勝間中央町線 1989 5.7 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 新橋迫戸線 1994 5.7 11.4 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 新橋迫戸線 1994 2.7 9.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝ) 新橋迫戸線 1994 3.1 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中泉町二号線 1996 3.5 5.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 千日三号線 2001 3.2 7.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中泉町３号線 1997 3.4 8.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 開出西町線 1999 2.0 13.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

西河内橋 (ﾆｼｶﾜﾁﾊﾞｼ) 三田尻西浦線 1961 2.1 7.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 三田尻西浦線 1961 2.3 6.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

十二割第１橋 (ｼﾞｭｳﾆﾜﾘﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 三田尻西浦線 1961 2.4 3.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 三田尻西浦線 1961 1.0 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 新道古谷河内線 1982 2.4 4.3 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 新道古谷河内線 1982 2.6 6.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

船子橋 (ﾌﾅｺﾊﾞｼ) 堀口警固町線 1982 6.6 3.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 三田尻寺開作線 1961 1.8 3.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

西岸津橋 (ﾆｼｷｼｽﾞﾊﾞｼ) 三田尻沖ノ原線 1985 3.6 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新田古浜線 1967 3.0 13.8 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

一の桝橋 (ｲﾁﾉﾏｽﾊﾞｼ) 百間中関線 1974 7.7 5.0 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 百間中関線 1974 6.8 13.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西立登上地線 1961 5.4 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

前河内橋 (ﾏｴｺｳﾁﾊﾞｼ) 畑真尾線 1982 2.8 3.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 畑真尾線 1982 1.4 12.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

橋詰橋 (ﾊｼﾂﾞﾒﾊﾞｼ) 畑真尾線 1982 3.6 6.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 畑一号線 1982 4.4 4.4 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 迫戸山手線 1979 3.8 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 迫戸山手線 1979 3.7 1.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 鋳物師東松崎町線 1985 2.9 2.6 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 国分寺鐘紡線 1961 3.1 8.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 高砂柳川線 1961 2.7 5.0 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

一の酢貝橋 (ｲﾁﾉｽｶﾞｲﾊﾞｼ) 高砂柳川線 2014 15.0 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ
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三軒屋橋 (ｻﾝｹﾞﾝﾔﾊﾞｼ) 多々良三軒屋線 1990 10.9 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

国衙橋 (ｺｸｶﾞﾊﾞｼ) 多々良勝間線 1961 2.5 9.9 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 駅通り牟礼線 1982 3.1 3.8 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 美和町線 1979 5.2 3.3 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

東中島橋 (ﾋｶﾞｼﾅｶｼﾞﾏﾊﾞｼ) 車塚勝間一号線 1982 6.4 5.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

切戸橋 (ｷﾘﾄﾊﾞｼ) 車塚勝間二号線 1982 5.8 5.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

往還橋 (ｵｳｶﾝﾊﾞｼ) 浜宮堀口線 1982 5.0 5.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

向島第２橋 (ﾑｺｳｼﾏﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 向島線 1984 2.0 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

向島第５橋 (ﾑｺｳｼﾏﾀﾞｲｺﾞﾊﾞｼ) 向島線 1984 3.1 5.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

向島第３橋 (ﾑｺｳｼﾏﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 向島線 1984 5.3 3.6 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本一号線 1976 6.1 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

国本橋 (ｸﾆﾓﾄﾊﾞｼ) 坂本二号線 1976 6.7 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本三号線 1976 5.7 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本真尾線 1982 2.8 9.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

鋤先橋 (ｽｷｻｷﾊﾞｼ) 坂本真尾線 1982 3.4 19.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 上敷山一号線 1982 5.1 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 岸津敷山線 1977 5.1 6.2 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

焼田橋 (ﾔｷﾀﾊﾞｼ) 焼田大平山線 1961 3.7 6.9 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

正見橋 (ｼｮｳﾐﾊﾞｼ) 焼田大平山線 1961 7.1 32.9 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本江泊線 1961 6.6 11.2 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

二の光永橋 (ﾆﾉｺｳｴｲﾊﾞｼ) 坂本江泊線 1961 3.9 9.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

塩屋尻橋 (ｼｵﾔｼﾞﾘﾊﾞｼ) 坂本江泊線 1949 5.3 47.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本木部線 1961 5.6 3.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

築地第２橋 (ﾁｸｼﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 沖ノ原坂本線 1961 3.1 5.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

築地第１橋 (ﾁｸｼﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 沖ノ原坂本線 1961 5.0 11.0 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

善用第１橋 (ﾖｼﾓﾁﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 出合木部線 1961 4.5 5.3 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 友石浮野線 1961 2.5 4.7 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 末田大内線 1982 2.4 7.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 末田東線 1976 3.1 9.9 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 末田東線 1976 3.3 7.3 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 新長尾一号線 1984 5.4 9.2 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 新長尾五号線 1984 3.8 13.1 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 新長尾五号線 1984 3.5 9.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) ひまわり台一号線 1985 5.7 7.5 防府市 山口県 防府市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 側道牟礼一号線 1986 3.0 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 側道牟礼二号線 1986 5.1 6.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

湯面橋 (ﾕﾒﾝﾊﾞｼ) 野田戸田山線 1980 7.4 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

戸田山第２橋 (ﾍﾀﾔﾏﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 野田戸田山線 1975 7.4 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

北ケ迫橋 (ｷﾀｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 野田戸田山線 1976 7.3 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

萩原橋 (ﾊｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 石原一号線 1976 8.5 2.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

ひがしじょう橋 (ﾋｶﾞｼｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 中市石原線 1988 6.9 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 石原二号線 1989 7.7 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

石原第１橋 (ｲｼﾊﾗﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 新川石原線 1978 7.3 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

鮎児橋 (ｱｲｺﾊﾞｼ) 梶野二号線 1989 6.8 4.1 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 富海駅北線 1977 6.8 3.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西町大浜線 1971 5.8 4.6 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 中市新開作線 1961 6.9 2.5 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 側道富海一号線 1986 6.0 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 側道富海一号線 1986 6.3 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳｻﾝ) 側道富海一号線 1986 7.0 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳｲﾁ) 側道富海二号線 1986 6.2 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 側道富海二号線 1986 6.2 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 側道富海四号線 1986 5.4 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 側道富海九号線 1986 6.2 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 側道富海十号線 1986 6.9 4.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 樋渡本畑線 1961 4.8 3.5 防府市 山口県 防府市 Ⅲ

本畑橋 (ﾎﾝﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 樋渡本畑線 1961 5.8 3.0 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

篠原橋 (ｼﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 中山線 1965 6.0 7.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 久兼金森線 1976 3.5 16.5 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

重堂橋 (ｼﾞｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 高松線 1961 5.2 2.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

床版橋 (ｼｮｳﾊﾞﾝﾊﾞｼ) 久兼中村三号線 不明 7.5 3.7 防府市 山口県 防府市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾆ) 宮ノ馬場鈴屋沖線 1972 6.5 6.6 防府市 山口県 防府市 Ⅲ
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大谷中橋 (ｵｵﾀﾆﾅｶﾊｼ) 市道大谷川通り 1986 5.6 3.1 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

大谷上橋 (ｵｵﾀﾆｶﾐﾊｼ) 市道大谷川通り 1981 3.7 2.5 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

上玉鶴橋 (ｶﾐﾀﾏﾂﾙﾊｼ) 市道大手線 1993 10.3 15.2 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

中開作１号橋 (ﾅｶｶﾞｲｻｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道本通り 1951 3.1 4.4 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

常森橋 (ﾂﾈﾓﾘﾊｼ) 市道城山自転車専用線 1991 11.0 2.5 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

潮上１号橋 (ｼｵｶﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道塩田線 不明 3.3 9.9 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

万ノ木川１号橋 (ﾏﾝﾉｷｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道生野屋山手線 不明 3.0 2.0 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

中村東橋 (ﾅｶﾑﾗﾋｶﾞｼﾊｼ) 市道西条線 1987 3.5 11.9 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

宮本１号橋 (ﾐﾔﾓﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西条線 不明 3.5 9.7 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

大入海橋 (ｵｵﾆｭｳｶｲﾊｼ) 市道大入海線 1998 5.8 8.4 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

吉原２号橋 (ﾖｼﾜﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道吉原支線 1978 5.8 3.9 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

中出合1号橋 (ﾅｶﾃﾞｱｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道南出合線 1989 10.4 5.0 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

後浴１号橋 (ｳｼﾛｴｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道後浴線 1970 3.0 6.2 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

浴条橋 (ｴｷｼﾞｮｳﾊｼ) 市道浴条線 1981 12.2 4.0 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

峠迫１号橋 (ﾀｵｻｺ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道峠迫線 不明 3.8 3.0 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

峠迫２号橋 (ﾀｵｻｺ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道峠迫線 1992 5.0 5.8 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

峠迫３号橋 (ﾀｵｻｺ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道峠迫線 不明 3.4 3.5 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

神花橋 (ｶﾐﾊﾅﾊﾞｼ) 市道吉原１号線 1984 10.8 6.2 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

奥迫６号橋 (ｵｸｻｺ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥迫上通り 不明 3.3 7.6 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

長尾橋 (ﾅｶﾞｵﾊﾞｼ) 市道長尾線 1995 10.7 6.0 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

来巻１号橋 (ｸﾙﾏｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道来巻幹線 1950 5.6 6.1 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

平谷１号橋 (ﾋﾗﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平谷線 不明 3.7 3.5 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

新瀬戸橋 (ｼﾝｾﾄﾊｼ) 市道瀬戸線 1993 14.3 5.0 下松市 山口県 下松市 Ⅰ

瀬戸４号橋 (ｾﾄ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道瀬戸線 1985 3.0 5.0 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

青木歩道橋 (ｱｵｷﾎﾄﾞｳｷﾖｳ) 市道青木線 1988 19.0 2.0 下松市 山口県 下松市 Ⅲ

荒神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊｼ) 市道本通り 1985 43.5 4.0 下松市 山口県 下松市 Ⅲ

旗岡歩道橋 (ﾊﾀｵｶﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道旗岡歩行者専用線 1971 37.7 4.0 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

久保市橋 (ｸﾎﾞｲﾁﾊｼ) 市道久保市通り 1961 20.1 5.5 下松市 山口県 下松市 Ⅲ

大和橋 (ﾔﾏﾄﾊﾞｼ) 市道出合団地１号線 1998 15.4 7.8 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

繁栄橋 (ﾊﾝｴｲﾊﾞｼ) 広瀬１号線 1929 12.0 5.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

一ノ割橋 (ｲﾁﾉﾜﾘﾊﾞｼ) 今津町６８号線 1938 6.7 10.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

国近橋 (ｸﾆﾁｶﾊﾞｼ) 阿賀２号線 2002 15.5 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第二八町橋 (ﾀﾞｲﾆﾊﾁﾏﾁﾊﾞｼ) 祖生７２号線 1946 8.6 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

両全橋 (ﾘﾖｳｾﾞﾝﾊﾞｼ) 通津４９号線 1951 25.0 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

平柿橋 (ﾋﾗｶﾞｷﾊﾞｼ) 広瀬９号線 1952 8.2 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

竹田橋 (ﾀｹﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 祖生７１号線 1952 9.2 6.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊﾞｼ) 祖生５号線 1952 27.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

夫婦渕橋 (ﾒｵﾄﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 波野２号線 1953 7.0 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

第一八町橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾊﾁﾏﾁﾊﾞｼ) 祖生７２号線 1953 10.5 5.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

佐藤田橋 (ｻﾄｳﾀﾞﾊﾞｼ) 祖生７２号線 1953 9.0 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

大畠橋 (ｵｵﾊﾀﾊﾞｼ) 御庄９２号線 1953 55.2 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

長野１号線２号橋 (ﾅｶﾞﾉｲﾁｺﾞｳｾﾝﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 長野１号線 1953 16.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

御庄橋 (ﾐｼﾖｳﾊﾞｼ) 御庄１号線 1953 216.0 4.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅳ

米川橋 (ﾖﾈｶﾞﾜﾊﾞｼ) 西長野１号線 1954 84.8 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

昭和橋 (ｼﾖｳﾜﾊﾞｼ) 北中山２号線 1954 16.0 3.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

檜之口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 波野４号線 1954 24.0 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

下市橋 (ｼﾓｲﾁﾊﾞｼ) 柱野１号線 1954 38.0 6.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

上市橋 (ｶﾐｲﾁﾊﾞｼ) 柱野１号線 1954 36.3 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

下程野橋 (ｼﾓﾎﾄﾞﾉﾊﾞｼ) 北中山５号線 1954 15.8 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

大正橋 (ﾀｲｼﾖｳﾊﾞｼ) 楠町２号線 1955 212.0 7.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

宮根橋 (ﾐﾔﾈﾊﾞｼ) 根笠１号線 1955 30.0 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

下蜑地橋 (ｼﾓｱﾏﾁﾊﾞｼ) 南岩国町９４号線 1955 30.0 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

合ノ元橋 (ｺﾞｳﾉﾓﾄﾊﾞｼ) 四馬神４号線 1957 75.0 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

前垣橋 (ﾏｴｶﾞｷﾊﾞｼ) 南岩国町１６０号線 1958 3.6 9.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

有佛谷橋 (ｵﾌﾞﾂﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 広瀬３号線 1958 8.7 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

川向橋 (ｶﾜﾑｶｲﾊﾞｼ) 四馬神１号線 1958 64.0 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

日ノ浦橋 (ﾋﾉｳﾗﾊﾞｼ) 西黒沢２号線 1960 6.8 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

統合橋 (ﾄｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 祖生３号線 1960 31.0 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

仏原橋 (ﾎﾄｹﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 下畑５号線 1960 16.0 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

岩本橋 (ｲﾜﾓﾄﾊﾞｼ) 南岩国町１６０号線 1961 4.3 10.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 南桑７号線 1961 16.6 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

臼転橋 (ｳｽｺﾛﾊﾞｼ) 広瀬８号線 1962 4.7 4.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ
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西中村橋 (ﾆｼﾅｶﾑﾆﾊﾞｼ) 祖生４３号線 1962 27.0 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

八谷橋 (ﾊﾁﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 根笠２０号線 1963 16.2 1.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

大将陣橋 (ﾀｲｼﾖｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 深川２号線 1964 45.2 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

滑橋 (ﾅﾒﾗﾊﾞｼ) 祖生１１号線 1964 24.0 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

石源寺橋 (ｾｷｹﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 祖生１８号線 1964 25.0 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 祖生２８号線 1964 27.0 2.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

上徳防橋 (ｶﾐﾄｸﾎﾞｳﾊﾞｼ) 柱野７号線 1965 32.0 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

中尾橋 (ﾅｶｵﾊﾞｼ) 祖生１９号線 1965 37.0 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

第１高木屋橋 (ﾀﾞｲ1ﾀｶｺﾞﾔﾊﾞｼ) 広瀬８号線 1966 5.7 4.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

栄橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ) 由東１２号線 1966 11.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

久原橋側道橋 (ｸﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 下久原１号線 1966 74.4 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

八町橋 (ﾊﾁﾏﾁﾊﾞｼ) 祖生３６号線 1966 31.0 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

麻生田橋 (ｱｿｳﾀﾞﾊﾞｼ) 南岩国町１６０号線 1967 7.2 11.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

風止橋 (ｶｻﾞｼﾊﾞｼ) 川上１号線 1967 38.0 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

小林橋 (ｺﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 祖生２７号線 1967 30.9 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

坂平橋 (ｻｶﾞﾋﾗﾊﾞｼ) 広瀬７号線 1969 7.0 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

今岡橋 (ｲﾏｵｶﾊﾞｼ) 祖生６号線 1969 49.0 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

下河津橋 (ｼﾓｶﾜﾂﾞﾊﾞｼ) 宇佐５号線 1972 17.0 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

細共橋 (ｻｲｷﾖｳﾊﾞｼ) 深川３号線 1973 41.0 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

上須川橋 (ｶﾐｽｶﾞﾜﾊﾞｼ) 須川２０号線 1976 51.4 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

愛川橋 (ｱｲｶﾜﾊﾞｼ) 尾津町４８号線 1976 179.0 8.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

矢通橋 (ﾔﾄｵﾘﾊﾞｼ) 広瀬２２号線 1977 11.7 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

黒瀬橋 (ｸﾛｾﾊﾞｼ) 渋前５号線 1977 160.0 7.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

小泉橋 (ｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 宇佐郷６号線 1977 40.0 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

日光寺橋 (ﾆﾂｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 黒沢１号線 1977 100.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

北有家橋 (ｷﾀｱﾗｹﾊﾞｼ) 由東１０１号線 1978 6.3 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

阿付谷橋 (ｱﾂｹﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 宇佐郷３０号線 1979 25.0 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

久原橋 (ｸﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 下久原１号線 1980 74.3 5.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

二井寺橋 (ﾆｲﾃﾗﾊﾞｼ) 上久原１１号線 1982 7.9 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

第２千力橋 (ﾀﾞｲﾆｾﾝﾘｷﾊﾞｼ) 用田３号線 1987 4.9 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

末石橋 (ｽｴｲｼﾊﾞｼ) 西長野２号線 1987 12.0 3.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

弥栄橋 (ﾔｻｶﾊﾞｼ) 釜ヶ原４号線 1987 68.0 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 市頭同道１号線 1990 11.6 7.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

唐樋橋 (ｶﾗﾋﾊﾞｼ) 由東８５号線 1990 10.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

下矢櫃橋 (ｼﾓﾔﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 欽明路１号線 1994 6.7 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 北中山１号線 1994 18.0 6.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

カープ橋 (ｶｰﾌﾟｷｮｳ) 由西３号線 1997 24.0 9.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

天竺橋 (ﾃﾝｼﾞｸﾊﾞｼ) 四馬神２８号線 1997 17.0 4.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南ヶ原橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 通津９０号線 1998 28.9 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南川橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 由東１６１号線 1999 11.6 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

下柳井田橋 (ｼﾓﾔﾅｲﾀﾞﾊﾞｼ) 柳井田３号線 2000 14.1 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

新立石橋 (ｼﾝﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 新港町１２号線 2000 21.0 15.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

新港町５号線１号橋 (ｼﾝﾐﾅﾄﾏﾁ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新港町５号線 不明 7.1 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

新港町１０号線１号橋 (ｼﾝﾐﾅﾄﾏﾁ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新港町１０号線 不明 10.8 1.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

新港町６号線１号橋 (ｼﾝﾐﾅﾄ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新港町６号線 不明 3.8 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

麻里布町３号線３号歩道橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 麻里布町３号線 不明 4.8 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

麻里布町１１号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町１１号線 不明 5.6 2.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町１号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１号線 不明 4.0 2.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

室の木町１７号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１７号線 不明 2.4 2.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

室の木町６０号線２号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ60ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町６０号線 不明 8.4 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

中津町３７号線１号橋 (ﾅｶﾂﾏﾁ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中津町３７号線 不明 2.1 7.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見４９号線１号橋 (ﾆｼﾐ49ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見４９号線 不明 2.2 1.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西２７号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西２７号線 不明 2.1 2.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町９１号線２号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ91ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 海土路町３７号線 不明 6.7 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

海土路町６号線１号橋 (ﾐﾄﾞﾛ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 海土路町６号線 不明 5.2 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

藤生町１６号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町１６号線 不明 13.4 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

柳瀬２号橋 (ﾔﾅｾ2ｺﾞｳｾﾝ) 四馬神１号線 不明 3.1 2.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

船津橋 (ﾌﾅﾂﾊﾞｼ) 四馬神１号線 不明 7.7 1.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

井の谷橋 (ｲﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬１５号線 不明 4.4 0.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

広瀬５７号線１号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 10.0 0.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

広瀬５７号線２号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 2.8 0.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

広瀬５７号線３号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 6.0 0.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ
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広瀬５７号線４号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 6.0 0.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

広瀬５７号線５号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 4.2 0.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

城山橋 (ｼﾛﾔﾏﾊﾞｼ) 広瀬５７号線 不明 4.4 0.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

広瀬５７号線６号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 2.9 0.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

広瀬５７号線７号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ7ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 4.0 0.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

田代橋 (ﾀｼﾛﾊﾞｼ) 広瀬５７号線 不明 7.0 0.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

第５倉谷橋 (ﾀﾞｲ5ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬４０号線 不明 6.0 0.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

野谷橋 (ﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 野谷７号線 不明 11.0 5.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

伍介上橋 (ｺﾞｽｹｶﾐﾊﾞｼ) 祖生３７号線 不明 3.8 1.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

切畑１号橋 (ｷﾘﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東９５号線 不明 9.8 2.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

谷山橋 (ﾀﾆﾔﾏﾊﾞｼ) 由東２７４号線 不明 5.2 1.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

装束町３３号線１号橋 (ｼｮｳｿﾞｸﾏﾁ33ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 装束町３３号線 不明 2.1 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

立石町２号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町２号線 不明 2.7 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

立石町２号線２号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町２号線 不明 2.6 9.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) 立石町２号線 不明 13.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

立石町３号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町３号線 不明 5.1 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

立石町１０号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町１０号線 不明 3.0 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

麻里布はちごう橋 (ﾏﾘﾌﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 立石町１１号線 不明 4.8 9.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

立石町１２号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町１２号線 不明 9.1 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

立石町１３号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ13ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町１３号線 不明 5.8 6.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

立石町１４号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町１４号線 不明 4.5 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

北開橋 (ｷﾀｶｲﾊﾞｼ) 立石町１９号線 不明 8.3 7.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

立石町２２号線１号橋 (ﾀﾃｲｼﾏﾁ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 立石町２２号線 不明 10.3 3.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

砂山橋 (ｽﾅﾔﾏﾊﾞｼ) 砂山町１号線 不明 7.8 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

砂山町１号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町１号線 不明 5.3 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

砂山町２号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町２号線 不明 5.5 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

砂山町２号線２号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町２号線 不明 4.5 5.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

砂山町３号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町３号線 不明 4.6 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

砂山町４号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町４号線 不明 4.3 2.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

砂山町７号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町７号線 不明 6.2 5.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

砂山町７号線２号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ7ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町７号線 不明 2.2 7.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

砂山町８号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町８号線 不明 6.3 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

砂山町８号線２号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ8ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町８号線 不明 2.0 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

砂山町９号線１号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町９号線 不明 5.5 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

砂山町９号線２号橋 (ｽﾅﾔﾏﾏﾁ9ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 砂山町９号線 不明 2.9 6.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

麻里布町３号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町３号線 不明 7.3 11.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

麻里布町３号線２号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町３号線 不明 3.4 11.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

麻里布町３号線３号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町３号線 不明 5.5 12.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

麻里布町９号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町９号線 不明 5.4 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

麻里布町１０号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町１０号線 不明 5.1 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

麻里布町１８号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町１８号線 不明 4.2 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

麻里布町１９号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ19ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町１９号線 不明 4.0 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

麻里布町２２号線１号橋 (ﾏﾘﾌﾏﾁ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 麻里布町２２号線 不明 3.9 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町２号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町２号線 不明 5.7 5.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町３号線２号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町３号線 不明 6.4 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

室の木町５号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町５号線 不明 4.4 19.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町５号線２号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ5ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町５号線 不明 2.2 26.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町１０号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１０号線 不明 4.0 6.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町１０号線２号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ10ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１０号線 不明 2.0 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

室の木町１４号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１４号線 不明 4.1 4.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

室の木町１８号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１８号線 不明 7.5 3.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

室の木町２１号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町２１号線 不明 4.5 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町６０号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ60ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町６０号線 不明 5.0 4.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

室の木町１６号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町１６号線 不明 3.2 8.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町８８号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ88ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町８８号線 不明 3.5 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室の木町８８号線２号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ88ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町８８号線 不明 2.2 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

車町１４号線１号橋 (ｸﾙﾏﾏﾁ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 車町１４号線 不明 6.1 12.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

車町３６号線１号橋 (ｸﾙﾏﾏﾁ36ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 車町３６号線 不明 4.6 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見７号線１号橋 (ﾆｼﾐ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見７号線 不明 3.6 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見７号線２号橋 (ﾆｼﾐ7ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見７号線 不明 6.9 5.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見８号線１号橋 (ﾆｼﾐ8ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見８号線 不明 3.0 3.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見８号線２号橋 (ﾆｼﾐ8ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見８号線 不明 7.4 8.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ
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路線名 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
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錦見１０号線１号橋 (ﾆｼﾐ10ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見１０号線 不明 6.6 4.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見１１号線１号橋 (ﾆｼﾐ11ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見１１号線 不明 7.6 2.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見１１号線２号橋 (ﾆｼﾐ11ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見１１号線 不明 3.7 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見２３号線１号橋 (ﾆｼﾐ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見２３号線 不明 4.1 3.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見３０号線１号橋 (ﾆｼﾐ30ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見３０号線 不明 2.4 6.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見３１号線１号橋 (ﾆｼﾐ31ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見３１号線 不明 2.2 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見３３号線１号橋 (ﾆｼﾐ33ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見３３号線 不明 2.7 7.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

錦見３５号線２号橋 (ﾆｼﾐ35ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見３５号線 不明 2.3 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見３７号線１号橋 (ﾆｼﾐ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見３７号線 不明 3.3 10.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見４４号線１号橋 (ﾆｼﾐ44ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見４４号線 不明 4.1 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見４５号線１号橋 (ﾆｼﾐ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見４５号線 不明 2.5 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

錦見４６号線１号橋 (ﾆｼﾐ46ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見４６号線 不明 2.0 16.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見５０号線１号橋 (ﾆｼﾐ50ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見５０号線 不明 3.0 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見５２号線１号橋 (ﾆｼﾐ52ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見５２号線 不明 2.3 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見７７号線１号橋 (ﾆｼﾐ77ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見７７号線 不明 2.8 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見９０号線１号橋 (ﾆｼﾐ90ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見９０号線 不明 2.3 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

横山１７号線１号橋 (ﾖｺﾔﾏ17ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 横山１７号線 不明 4.1 3.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

横山１７号線２号橋 (ﾖｺﾔﾏ17ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 横山１７号線 不明 5.8 4.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

横山１７号線３号橋 (ﾖｺﾔﾏ17ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 横山１７号線 不明 3.0 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

横山２４号線１号橋 (ﾖｺﾔﾏ24ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 横山２４号線 不明 2.8 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

川西１９号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ19ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西１９号線 不明 4.8 6.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西２３号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ23ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西２３号線 不明 3.0 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西２８号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ28ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西２８号線 不明 4.5 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西３４号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西３４号線 不明 4.6 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

岩国３４号線１号橋 (ｲﾜｸﾆ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 岩国３４号線 不明 2.6 2.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西４２号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ42ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西４２号線 不明 5.6 5.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西４７号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ47ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西４７号線 不明 2.6 2.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

川西４７号線２号橋 (ｶﾜﾆｼ47ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 川西４７号線 不明 7.4 3.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

川西４７号線３号橋 (ｶﾜﾆｼ47ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 川西４７号線 不明 3.0 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

川西４７号線４号橋 (ｶﾜﾆｼ47ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 川西４７号線 不明 2.1 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

川西４７号線５号橋 (ｶﾜﾆｼ47ｺﾞｳｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 川西４７号線 不明 2.0 3.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見１１７号線１号橋 (ﾆｼﾐ117ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見１１７号線 不明 2.3 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

錦見１１８号線１号橋 (ﾆｼﾐ118ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 錦見１１８号線 不明 3.7 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

川西５２号線１号橋 (ｶﾜﾆｼ52ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西５２号線 不明 7.8 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

牛野谷町２号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町２号線 不明 4.1 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

牛野谷町３１号線３号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ31ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町３１号線 不明 4.0 9.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

牛野谷町３２号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町３２号線 不明 3.0 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

牛野谷町３４号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町３４号線 不明 3.5 11.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町６号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ6ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町６号線 不明 3.0 6.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町１２号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町１２号線 不明 3.3 7.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町２０号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町２０号線 不明 4.0 5.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町２１号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町２１号線 不明 7.4 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町２４号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ24ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町２４号線 不明 2.5 3.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町３２号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町３２号線 不明 3.1 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

門前町４１号線２号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ41ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町４１号線 不明 3.2 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町１号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町１号線 不明 4.7 12.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町３号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町３号線 不明 2.8 8.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町４号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町４号線 不明 2.1 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町２４号線２号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ24ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２４号線 不明 6.0 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町２５号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ25ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２５号線 不明 2.8 11.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町２５号線２号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ25ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２５号線 不明 6.2 35.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町２５号線３号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ25ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２５号線 不明 2.4 11.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

尾津町２６号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ26ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２６号線 不明 2.7 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町２７号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２７号線 不明 2.6 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町２９号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町２９号線 不明 2.2 4.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

尾津町３２号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町３２号線 不明 2.7 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

尾津町３４号線１号橋 (ｵﾂﾞﾏﾁ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 尾津町３４号線 不明 4.6 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町２５号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ25ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町２５号線 不明 2.0 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

牛野谷町３７号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ37ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町３７号線 不明 4.4 8.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

牛野谷町３８号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ38ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町３８号線 不明 3.9 7.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

牛野谷町４０号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ40ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町４０号線 不明 3.8 7.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

門前町５８号線１号橋 (ﾓﾝｾﾞﾝﾏﾁ58ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 門前町５８号線 不明 2.4 10.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ
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平田４７号線１号橋 (ﾋﾗﾀ47ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 平田４７号線 不明 3.5 12.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町２７号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町２７号線 不明 3.0 4.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町２９号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ29ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町２９号線 不明 4.0 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町３０号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ30ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３０号線 不明 2.1 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町３１号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ31ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３１号線 不明 3.5 24.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町３１号線２号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ31ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３１号線 不明 2.5 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町３１号線３号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ31ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３１号線 不明 3.7 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

中蜑地橋 (ﾅｶｱﾏﾁﾊﾞｼ) 南岩国町３１号線 不明 8.8 4.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町３２号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ32ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３２号線 不明 3.0 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町３４号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３４号線 不明 2.0 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町３９号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ39ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町３９号線 不明 6.4 7.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町４５号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町４５号線 不明 2.2 22.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町６８号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ68ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町６８号線 不明 4.4 5.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

南岩国町７５号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ75ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町７５号線 不明 7.2 15.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町７５号線２号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ75ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町７５号線 不明 2.5 7.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町７５号線３号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ75ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町７５号線 不明 5.1 7.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町８４号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ84ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町８４号線 不明 4.6 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町８４号線２号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ84ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町８４号線 不明 3.0 5.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町８４号線３号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ84ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町８４号線 不明 4.2 10.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町８５号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ85ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 海土路町３６号線 不明 3.6 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町８５号線２号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ85ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 海土路町３６号線 不明 5.9 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町８７号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ87ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町８７号線 不明 5.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

南岩国町１０４号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ104ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１０４号線 不明 14.1 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

南岩国町１０８号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ108ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１０８号線 不明 3.3 7.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町１２２号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ122ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１２２号線 不明 5.7 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町１２３号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ123ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１２３号線 不明 3.3 7.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町１３０号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ130ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１３０号線 不明 4.4 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

片山橋側道橋 (ｶﾀﾔﾏﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１６０号線 不明 12.6 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

片山橋 (ｶﾀﾔﾏﾊﾞｼ) 南岩国町１６０号線 不明 10.7 6.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南岩国町１６０号線１号橋 (ﾐﾅﾐｲﾜｸﾆﾏﾁ160ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南岩国町１６０号線 不明 3.1 11.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町３号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町３号線 不明 12.0 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町３号線２号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町３号線 不明 7.9 6.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町４号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町４号線 不明 3.7 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町４号線２号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町４号線 不明 3.5 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町９号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町９号線 不明 6.2 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町１３号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ13ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町１３号線 不明 4.2 22.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

藤生町２４号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ24ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町２４号線 不明 5.5 8.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

藤生町２７号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町２７号線 不明 3.8 7.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

藤生町２８号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ28ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町２８号線 不明 3.7 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

藤生町３４号線１号橋 (ﾌｼﾞｭｳﾏﾁ34ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 藤生町３４号線 不明 2.4 6.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

海土路町７号線１号橋 (ﾐﾄﾞﾛﾏﾁ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 海土路町７号線 不明 3.6 6.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

長野１２号線２号橋 (ﾅｶﾞﾉ12ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 長野１２号線 不明 3.4 7.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

牛野谷町４号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町４号線 不明 4.1 5.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西黒沢２号線１号橋 (ﾆｼｸﾛｻﾜ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西黒沢２号線 不明 3.8 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

西黒沢２号線２号橋 (ﾆｼｸﾛｻﾜ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 西黒沢２号線 不明 3.5 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

原の上橋 (ﾊﾗﾉｶﾐﾊﾞｼ) 西黒沢１号線 不明 4.3 3.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

松本橋 (ﾏﾂﾓﾄﾊﾞｼ) 西黒沢２号線 不明 3.0 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

本谷２号線１号橋 (ﾎﾝﾀﾆ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 本谷２号線 不明 5.5 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

茅原橋（１） (ｶﾔﾊﾗﾊﾞｼ(1) 本谷８号線 不明 8.5 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

茅原橋（２） (ｶﾔﾊﾗﾊﾞｼ(2) 本谷８号線 不明 8.5 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

宇塚１号線１号橋 (ｳﾂﾞｶ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 宇塚１号線 不明 4.0 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

松葉垣内橋（１） (ﾏﾂﾊﾞｶﾞｲﾁﾊﾞｼ(1) 本谷１号線 不明 5.5 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

松葉垣内橋（２） (ﾏﾂﾊﾞｶﾞｲﾁﾊﾞｼ(2) 本谷１号線 不明 6.7 9.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西村橋 (ﾆｼﾑﾗﾊﾞｼ) 本谷１号線 不明 3.5 6.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

羅漢橋 (ﾗｶﾝﾊﾞｼ) 本谷１号線 不明 6.5 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

本谷１号線１号橋 (ﾎﾝﾀﾆ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 本谷１号線 不明 3.2 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

岡の迫橋 (ｵｶﾉｻｺﾊﾞｼ) 本谷１号線 不明 3.6 4.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 本郷２号線 不明 4.2 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

小栗須橋 (ｵｺﾞﾛｽﾊﾞｼ) 本郷２号線 不明 4.1 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

本郷２号線１号橋 (ﾎﾝｺﾞｳ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 本郷２号線 不明 3.5 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

波野９号線１号橋 (ﾊﾉ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 波野９号線 不明 4.8 9.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

丈六北橋 (ｼﾞｮｳﾛｸｷﾀﾊﾞｼ) 上谷下谷３号線 不明 2.2 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ
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長野橋 (ﾅｶﾞﾉﾊﾞｼ) 欽明路４号線 不明 2.2 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

上野口橋 (ｶﾐﾉｸﾞﾁﾊﾞｼ) 欽明路１号線 不明 3.2 6.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

下欽明路橋 (ｼﾓｷﾝﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 欽明路４号線 不明 6.0 2.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

欽明路橋 (ｷﾝﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 欽明路７号線 不明 4.9 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

上欽明路橋 (ｶﾐｷﾝﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 欽明路２号線 不明 4.0 2.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

矢櫃橋 (ﾔﾋﾞﾂﾊﾞｼ) 上谷下谷７号線 不明 4.7 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

北谷橋 (ｷﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 上谷下谷７号線 不明 5.0 4.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

押入橋 (ｵｼｲﾘﾊﾞｼ) 上谷下谷９号線 不明 2.4 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

春日橋 (ｶｽｶﾞﾊﾞｼ) 上谷下谷６号線 不明 5.6 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊﾞｼ) 上谷下谷１１号線 不明 8.4 5.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

田中橋 (ﾀﾅｶﾊﾞｼ) 上谷下谷２号線 不明 8.6 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

中央小南橋 (ﾁｭｳｵｳｼｮｳﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 新市２号線 不明 3.0 4.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

竹ノ下２号橋 (ﾀｹﾉｼﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大田４号線 不明 3.0 6.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

竹ノ下１号橋 (ﾀｹﾉｼﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大田３号線 不明 3.5 9.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

久安橋 (ﾋｻﾔｽﾊﾞｼ) 大田５号線 不明 5.2 6.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

樋の口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 瀬田５号線 不明 3.7 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

柳瀬１号橋 (ﾔﾅｾ1ｺﾞｳｾﾝ) 四馬神１号線 不明 6.1 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

芋ヶ迫橋 (ｲﾓｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 四馬神１号線 不明 10.3 1.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

樋之口橋 (ﾋﾉｸﾁﾊﾞｼ) 四馬神２号線 不明 4.9 21.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

谷１号橋 (ﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 四馬神２号線 不明 5.6 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

谷２号橋 (ﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 四馬神２号線 不明 5.3 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

谷３号橋 (ﾀﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 四馬神２号線 不明 3.3 4.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

谷４号橋 (ﾀﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 四馬神２号線 不明 2.6 7.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

空谷橋 (ｿﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 四馬神３号線 不明 4.6 9.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

クイケ迫橋 (ｸｲｹｻｺﾊﾞｼ) 四馬神３号線 不明 3.2 5.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

添谷橋 (ｿｴﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 四馬神３号線 不明 5.8 5.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

椋蔵橋 (ﾑｸｿﾞｳﾊﾞｼ) 添谷9号線 不明 5.0 3.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

添谷4号線１号橋 (ｿｴﾀﾞﾆ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 添谷4号線 不明 2.9 12.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

四馬神３号線１号橋 (ｼﾒｶﾞﾐ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 四馬神３号線 不明 2.7 6.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

四馬神３号線２号橋 (ｼﾒｶﾞﾐ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 四馬神３号線 不明 2.8 8.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

下立木第１号橋 (ｼﾓﾀﾃｷﾞﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 添谷５号線 不明 4.0 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

市ヶ原橋第２号橋 (ｲﾁｶﾞﾊﾗﾊﾞｼﾀﾞｲ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小川５号線 不明 4.0 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

西ヶ谷橋 (ﾆｼｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 小川７号線 不明 5.0 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

小川１５号線１号橋 (ｺｶﾞﾜ15ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小川１５号線 不明 2.7 6.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

鳴谷橋 (ﾅﾙﾀﾆﾊﾞｼ) 野谷５号線 不明 3.2 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

郷橋 (ｺﾞｳﾊﾞｼ) 野谷６号線 不明 8.6 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

宮首橋 (ﾐﾔｸﾋﾞﾊﾞｼ) 広瀬１４号線 不明 6.2 2.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

小正下橋 (ｺｼｮｳｹﾞﾊﾞｼ) 広瀬１３号線 不明 3.2 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

宮の脇橋 (ﾐﾔﾉﾜｷﾊﾞｼ) 広瀬１０号線 不明 3.0 3.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

森久保橋 (ﾓﾘｸﾎﾞﾊﾞｼ) 広瀬１６号線 不明 2.3 8.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

下桜木橋 (ｼﾓｻｸﾗｷﾞﾊﾞｼ) 広瀬２２号線 不明 6.6 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

唐谷橋 (ｶﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬１８号線 不明 5.5 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

枯谷橋 (ｶﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬４７号線 不明 5.4 4.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

木戸川橋 (ｷﾄﾞｶﾜﾊﾞｼ) 広瀬３６号線 不明 5.2 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

馬の谷橋 (ｳﾏﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬８号線 不明 5.6 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第２高木屋橋 (ﾀﾞｲ2ﾀｶｺﾞﾔﾊﾞｼ) 広瀬８号線 不明 5.0 3.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

広瀬５７号線８号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ8ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 12.0 0.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

広瀬５７号線９号橋 (ﾋﾛｾ57ｺﾞｳｾﾝ9ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬５７号線 不明 6.0 0.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

第４倉谷橋 (ﾀﾞｲ4ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬４０号線 不明 4.2 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

第３倉谷橋 (ﾀﾞｲ3ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬４０号線 不明 6.3 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第２倉谷橋 (ﾀﾞｲ2ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬４０号線 不明 4.0 4.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第１倉谷橋 (ﾀﾞｲ1ｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬４０号線 不明 7.0 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

黒ヶ谷橋 (ｸﾛｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 広瀬５号線 不明 5.5 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第１四分一橋 (ﾀﾞｲ1ｼﾌﾞｲﾁﾊﾞｼ) 広瀬７号線 不明 6.0 6.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

佐野原第１橋 (ｻﾉﾊﾗﾀﾞｲ1ｷｮｳ) 野谷２号線 不明 4.0 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

佐野原第２橋 (ｻﾉﾊﾗﾀﾞｲ2ｷｮｳ) 野谷２号線 不明 5.2 4.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

第５有仏谷橋 (ﾀﾞｲ5ｵﾌﾞﾂﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 野谷１号線 不明 3.2 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

谷尻橋 (ﾀﾆｼﾞﾘﾊﾞｼ) 野谷４号線 不明 3.7 3.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

第２四分一橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾌﾞｲﾁﾊﾞｼ) 広瀬７号線 不明 6.4 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第３四分一橋 (ﾀﾞｲ3ｼﾌﾞｲﾁﾊﾞｼ) 広瀬７号線 不明 8.5 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

広瀬４５号線１号橋 (ﾋﾛｾ45ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 広瀬４５号線 不明 3.4 2.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

中尾１号橋 (ﾅｶｵ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生２０号線 不明 5.0 2.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ
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祖生２０号線１号橋 (ｿｵ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生２０号線 不明 8.7 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

澤垣内橋 (ｻﾜｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 祖生１号線 不明 8.9 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

円楽寺２号橋 (ｴﾝﾗｸｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生１号線 不明 6.4 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

祖生７６号線１号橋 (ｿｵ76ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生７６号線 不明 3.9 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

円楽寺橋 (ｴﾝﾗｸｼﾞﾊﾞｼ) 祖生２９号線 不明 3.9 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

ほうとく橋 (ﾎｳﾄｸﾊﾞｼ) 祖生３１号線 不明 8.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

国木橋 (ｸﾆｷﾊﾞｼ) 祖生３１号線 不明 5.4 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

別西橋 (ﾍﾞｯｾｲﾊﾞｼ) 祖生７２号線 不明 3.7 5.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

佐藤田橋側道橋 (ｻﾄｳﾀﾊﾞｼﾞｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 祖生７２号線 不明 11.7 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

祖生２７号線１号橋 (ｿｵ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生２７号線 不明 3.1 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

祖生５号線１号橋 (ｿｵ5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生５号線 不明 2.6 7.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

レイタ橋 (ﾚｲﾀﾊﾞｼ) 祖生３７号線 不明 4.8 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

池本橋 (ｲｹﾓﾄﾊﾞｼ) 祖生４７号線 不明 2.9 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

祖生５０号線１号橋 (ｿｵ50ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生５０号線 不明 3.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

前山田橋 (ﾏｴﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 祖生５０号線 不明 5.7 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

中山田橋 (ﾅｶﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 祖生５１号線 不明 3.1 5.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 祖生４８号線 不明 5.0 4.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

竹田橋側道橋 (ﾀｹﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 祖生７１号線 不明 11.0 1.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第一落合橋 (ﾀﾞｲ1ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 祖生７１号線 不明 2.4 8.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第二落合橋 (ﾀﾞｲ2ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 祖生７１号線 不明 3.6 7.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 祖生５３号線 不明 6.4 3.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

阿曽沼橋 (ｱｿﾇﾏﾊｼ) 祖生５３号線 不明 2.1 2.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

小祖生畑橋 (ｺｿﾞｵﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 祖生２号線 不明 9.0 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

祖生８３号線１号橋 (ｿｵ83ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生８３号線 不明 2.0 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

今岡一号橋 (ｲﾏｵｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生６号線 不明 3.4 4.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西光寺橋 (ｻｲｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 祖生６４号線 不明 3.6 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

祖生６４号線１号橋 (ｿｵ64ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生６４号線 不明 3.5 6.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

祖生６４号線２号橋 (ｿｵ64ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生６４号線 不明 7.1 2.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

天兼橋 (ｱﾏｶﾞﾈﾊﾞｼ) 祖生６１号線 不明 7.5 6.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

二井寺２号橋 (ﾆｲﾃﾗﾆｺﾞｳｷｮｳ) 上久原１１号線 不明 2.2 5.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

二井寺３号橋 (ﾆｲﾃﾗｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 上久原１１号線 不明 6.9 4.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

上千束橋 (ｶﾐｾﾝｿﾞｸﾊﾞｼ) 下久原２６号線 不明 11.4 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

下久原９号線１号橋 (ｼﾓｸﾊﾞﾗ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下久原９号線 不明 1.8 12.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

第２流森橋 (ﾀﾞｲﾆﾅｶﾞﾚﾓﾘﾊﾞｼ) 下久原２３号線 不明 2.7 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

兼清橋 (ｶﾈｷﾖﾊﾞｼ) 差川２号線 不明 5.0 6.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

千力橋 (ｾﾝﾘｷﾊﾞｼ) 用田３号線 不明 6.7 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

井ノ尻橋 (ｲﾉｼﾘﾊﾞｼ) 用田２号線 不明 4.8 4.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

西長野２８号線１号橋 (ﾆｼﾅｶﾞﾉ28ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西長野２８号線 不明 11.7 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西長野２８号線２号橋 (ﾆｼﾅｶﾞﾉ28ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 西長野２８号線 不明 8.9 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西長野２８号線３号橋 (ﾆｼﾅｶﾞﾉ28ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 西長野２８号線 不明 8.4 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西長野２８号線４号橋 (ﾆｼﾅｶﾞﾉ28ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 西長野２８号線 不明 4.9 2.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

西長野２８号線５号橋 (ﾆｼﾅｶﾞﾉ28ｺﾞｳｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 西長野２８号線 不明 6.5 2.8 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

下久原６４号線１号橋 (ｼﾓｸﾊﾞﾗ64ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下久原６４号線 不明 2.2 8.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

祖生７５号線１号橋 (ｿｵ75ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生７５号線 不明 9.3 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

田尻１６号線１号橋 (ﾀｼﾞﾘ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 田尻１６号線 不明 7.0 7.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

下久原６５号線１号橋 (ｼﾓｸﾊﾞﾗ65ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下久原６５号線 不明 2.0 5.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

祖生７２号線１号橋 (ｿｵ72ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 祖生７２号線 不明 2.4 6.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

秋掛７号線１号橋 (ｱｷｶﾞｹ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 秋掛７号線 不明 2.8 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

友定橋 (ﾄﾓｻﾀﾞﾊﾞｼ) 秋掛７号線 不明 3.5 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

奥根木ノ骨橋 (ｵｸﾈｷﾉｺﾂﾊﾞｼ) 秋掛７号線 不明 8.5 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

仲間橋 (ﾅｶﾏﾊﾞｼ) 秋掛６号線 不明 6.3 3.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

上生見川橋 (ｶﾐｲｷﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 秋掛６号線 不明 4.2 3.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

谷の奥橋 (ﾀﾆﾉｵｸﾊﾞｼ) 秋掛１号線 不明 3.3 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

車ヶ谷橋 (ｸﾙﾏｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 秋掛１号線 不明 5.8 4.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

熊田橋 (ｸﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 秋掛１０号線 不明 7.2 3.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

第１鴨谷橋 (ﾀﾞｲ1ｶﾓﾉﾔﾊﾞｼ) 由東１号線 不明 3.3 19.6 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 由東１号線 不明 9.7 7.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

北港原第二１号橋 (ｷﾀﾐﾅﾄﾊﾞﾗﾀﾞｲ二1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東１９８号線 不明 2.2 3.9 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

重延・岡山１号橋 (ｼｹﾞﾉﾌﾞｵｶﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東８７号線 不明 2.1 6.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

堀田団地１号橋 (ﾎﾘﾀﾀﾞﾝﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東２４５号線 不明 5.7 6.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

堀田唐樋１号橋 (ﾎﾘﾀｶﾗﾋ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東１１２号線 不明 4.8 7.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

山崎鴨谷第１号橋 (ﾔﾏｻｷｶﾓﾀﾞﾆﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東１０５号線 不明 3.2 3.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ
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山崎鴨谷第２号橋 (ﾔﾏｻｷｶﾓﾀﾞﾆﾀﾞｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東１０５号線 不明 3.1 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

山崎公会堂橋 (ﾔﾏｻﾞｷｺｳｶｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 由東１０６号線 不明 3.7 3.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

山崎鴨谷第三１号橋 (ﾔﾏｻｷｶﾓﾀﾞﾆﾀﾞｲ三1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東１０６号線 不明 5.6 3.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

伊能田橋 (ｲﾉｳﾀﾞﾊﾞｼ) 由東２０７号線 不明 5.1 6.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

鴨谷橋 (ｶﾓﾀﾆﾊﾞｼ) 由東１０７号線 不明 3.0 11.2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

参道沖原１号橋 (ｻﾝﾄﾞｳｵｷﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東２２４号線 不明 3.0 5.4 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

松原千鳥ヶ浜橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗﾁﾄﾞﾘｶﾞﾊﾏﾊﾞｼ) 由東１７８号線 不明 4.3 2.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南松原橋 (ﾐﾅﾐﾏﾂﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 由東１７３号線 不明 5.6 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

カルバート橋 (ｶﾙﾊﾞｰﾄﾊﾞｼ) 由東６号線 不明 3.3 10.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南川橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 由東９４号線 不明 7.6 2.3 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

堂本川第２橋 (ﾄﾞｳﾓﾄｶﾞﾜﾀﾞｲ2ｷｮｳ) 由東９４号線 不明 3.0 4.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

南川第３橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾜﾊﾞｼﾀﾞｲ3ｷｮｳ) 由東１１７号線 不明 11.0 3.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

室岡１号橋 (ﾑﾛｵｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 由東１１８号線 不明 7.6 2.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

有家橋 (ｱﾗｹﾊﾞｼ) 由東１１号線 不明 7.9 6.1 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

由太橋 (ﾖｼﾀﾊﾞｼ) 新港町１１号線 不明 9.4 12.0 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

室の木町９１号線１号橋 (ﾑﾛﾉｷﾏﾁ91ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室の木町９１号線 不明 2.9 5.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅰ

牛野谷町５４号線１号橋 (ｳｼﾉﾔﾏﾁ54ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 牛野谷町５４号線 不明 3.0 7.7 岩国市 山口県 岩国市 Ⅱ

大町中橋 (ｵｵﾏﾁﾅｶﾊｼ) 大町８号線 2011 2.5 12.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

南沖田江ノ川上２橋 (ﾐﾅﾐｵｷﾀｴﾉｶﾜｶﾐ2ﾊｼ) 神田市場線 1960 3.7 5.4 光市 山口県 光市 Ⅰ

松原川海浜荘東橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗｶﾞﾜｶｲﾋﾝｿｳﾋｶﾞｼﾊｼ) 松原海岸２号線 1950 3.6 5.5 光市 山口県 光市 Ⅲ

室積神田上橋 (ﾑﾛｽﾞﾐｼﾞﾝﾃﾞﾝｶﾐﾊｼ) 旭丘線 1950 3.2 1.4 光市 山口県 光市 Ⅰ

新開アパート東橋 (ｼﾝｶｲｱﾊﾟｰﾄﾋｶﾞｼﾊｼ) 大町３号線 1945 2.8 5.4 光市 山口県 光市 Ⅱ

大町10号橋 (ｵｵﾏﾁ10ｺﾞｳﾊｼ) 大町１０号線 1950 2.6 3.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

江の川上橋 (ｴﾉｶﾜｶﾐﾊｼ) 荒神堂線 1960 2.5 12.1 光市 山口県 光市 Ⅲ

東ノ庄入江興産入口橋 (ﾋｶﾞｼﾉｼｮｳｲﾘｴｺｳｻﾝｲﾘｸﾞﾁﾊｼ) 室積１９号線 1970 2.5 22.3 光市 山口県 光市 Ⅱ

大町西富永スーパー前橋 (ｵｵﾏﾁﾆｼﾄﾐﾅｶﾞｽｰﾊﾟｰﾏｴﾊｼ) 大町３号線 1950 2.5 5.0 光市 山口県 光市 Ⅲ

大町11号橋 (ｵｵﾏﾁ11ｺﾞｳﾊｼ) 大町１１号線 1950 2.4 4.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

東江の浦東浜橋 (ﾋｶﾞｼｴﾉｳﾗﾋｶﾞｼﾊﾏﾊｼ) 港湾巡環線 1950 2.5 3.4 光市 山口県 光市 Ⅰ

大町9号橋 (ｵｵﾏﾁ9ｺﾞｳﾊｼ) 大町９号線 1950 2.4 5.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

宮ノ脇普賢橋 (ﾐﾔﾉﾜｷﾌｹﾞﾝﾊｼ) 海商通り 1985 2.1 6.4 光市 山口県 光市 Ⅲ

東江の浦沿岸橋 (ﾋｶﾞｼｴﾉｳﾗｴﾝｶﾞﾝﾊｼ) 江の浦沿岸線 1975 2.5 17.0 光市 山口県 光市 Ⅳ

光井小前橋 (ﾐﾂｲｼｮｳﾏｴﾊｼ) 野原岡庄線 1995 21.7 9.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

浴橋 (ｴｷﾊｼ) 浴線 1955 6.2 3.1 光市 山口県 光市 Ⅱ

旧市役所裏第３橋 (ｷｭｳｼﾔｸｼｮｳﾗﾀﾞｲ3ﾊｼ) 正門戎町線 1945 5.5 6.7 光市 山口県 光市 Ⅲ

武田厚生会館南橋 (ﾀｹﾀﾞｺｳｾｲｶｲｶﾝﾐﾅﾐﾊｼ) 野原幹線 1945 5.5 6.9 光市 山口県 光市 Ⅲ

武田厚生会館北橋 (ﾀｹﾀﾞｺｳｾｲｶｲｶﾝｷﾀﾊｼ) 正門町錦町線 1945 5.4 5.3 光市 山口県 光市 Ⅲ

高畑上橋 (ﾀｶﾊﾀｶﾐﾊｼ) 番ノ木高畑線 1955 4.2 5.1 光市 山口県 光市 Ⅰ

金山川光市役所前橋 (ｶﾅﾔﾏｶﾞﾜﾋｶﾘｼﾔｸｼｮﾏｴﾊｼ) 野原岡庄線 1950 3.6 2.7 光市 山口県 光市 Ⅰ

松原海岸橋 (ﾏﾂﾊﾞﾗｶｲｶﾞﾝﾊｼ) 松原海岸線 2008 2.2 3.8 光市 山口県 光市 Ⅰ

新宮川下橋 (ｼﾝｸﾞｳｶﾞﾜｼﾓﾊｼ) 松原海岸線 1950 3.3 4.7 光市 山口県 光市 Ⅰ

太郎丸川第５橋 (ﾀﾛｳﾏﾙｶﾞﾜﾀﾞｲ5ﾊｼ) 野原岡庄線 1950 3.0 7.7 光市 山口県 光市 Ⅱ

戸仲西橋 (ﾄﾅｶﾆｼﾊｼ) 松原海岸線 1950 2.0 8.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

香ノ木高畑線橋 (ｺｳﾉｷﾀｶﾊﾀｾﾝﾊｼ) 番ノ木高畑線 1955 2.0 4.8 光市 山口県 光市 Ⅰ

川地橋 (ｶﾜｼﾞﾊｼ) 川地線 1955 2.5 13.6 光市 山口県 光市 Ⅱ

上島田1号橋 (ｶﾐｼﾞﾏﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 太田上島田線 1950 3.6 5.2 光市 山口県 光市 Ⅱ

石田橋 (ｲｼﾀﾞﾊｼ) 太田上島田線 1950 2.8 9.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

山近橋 (ﾔﾏﾁｶﾊｼ) 太田上島田線 1950 2.5 5.4 光市 山口県 光市 Ⅱ

太田橋 (ｵｵﾀﾊｼ) 太田線 1955 3.5 5.6 光市 山口県 光市 Ⅱ

虹ケ浜高洲橋 (ﾆｼﾞｶﾞﾊﾏﾀｶｽﾊｼ) 虹ケ浜高州線 1963 12.5 5.3 光市 山口県 光市 Ⅰ

虹ケ浜川口橋 (ｼﾞﾆｶﾞﾊﾏｶﾜｸﾞﾁﾊｼ) 虹ケ浜川口線 1965 7.3 8.4 光市 山口県 光市 Ⅱ

枝虫川橋 (ｴﾀﾞﾑｼｶﾞﾜﾊｼ) 島田虹ケ浜線 1965 9.0 7.5 光市 山口県 光市 Ⅲ

西河原橋 (ﾆｼﾉｶﾜﾗﾊｼ) 島田虹ケ浜線 1960 6.5 7.8 光市 山口県 光市 Ⅲ

宮ノ下2号線橋 (ﾐﾔﾉｼﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 宮ノ下１０号線 1980 5.5 4.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

川口第２橋 (ｶﾜｸﾞﾁﾀﾞｲ2ﾊｼ) 花園高州線 1960 5.8 21.8 光市 山口県 光市 Ⅲ

緑町橋 (ﾐﾄﾞﾘﾏﾁﾊｼ) 流川町線 1960 4.0 11.6 光市 山口県 光市 Ⅱ

新山土井橋 (ﾆｲﾔﾏﾄﾞｲﾊｼ) 新山土井線 1955 3.6 5.2 光市 山口県 光市 Ⅱ

宮ノ下町2号橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾁｮｳ2ｺﾞｳﾊｼ) 宮ノ下１２号線 2008 5.2 6.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

上ケ原入口橋 (ｳｴｶﾞﾊﾗｲﾘｸﾞﾁﾊｼ) 中村上ヶ原線 1950 3.8 5.3 光市 山口県 光市 Ⅱ

束荷橋 (ﾂｶﾘﾊｼ) 宮河内線 1976 30.6 5.0 光市 山口県 光市 Ⅳ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 笠野川沿線 1988 23.0 4.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

市場橋 (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 笠野川沿線 1945 14.6 4.5 光市 山口県 光市 Ⅲ

一ノ瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊｼ) 宮河内線 1960 10.0 3.6 光市 山口県 光市 Ⅰ
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中郷橋 (ﾅｶｺﾞｳﾊｼ) 虹川線 1976 9.0 5.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

中岩田橋 (ﾅｶｲﾜﾀﾊｼ) 山田中岩田線 2011 9.3 5.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

虹川橋 (ﾆｼﾞｶﾞﾜﾊｼ) 川端五反田線 1989 8.7 4.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

黒杭橋 (ｸﾛｸｲﾊｼ) 高尾鍋倉線 1974 8.3 7.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

駒ヶ原橋 (ｺﾏｶﾞﾊﾗﾊｼ) 立野浅江線 1970 7.4 5.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

やよい団地橋 (ﾔﾖｲﾀﾞﾝﾁﾊｼ) やよい団地１号線 1987 5.6 7.1 光市 山口県 光市 Ⅱ

今桝橋 (ｲﾏﾏｽﾊｼ) 今桝横畑線 1960 6.0 6.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

中村住宅上橋 (ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｳﾀｸｶﾐﾊｼ) 立野浅江線 1975 5.7 6.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

西の河原堀田町橋 (ﾆｼﾉｶﾜﾗﾎｯﾀﾁｮｳﾊｼ) 立野浅江線 1970 5.8 4.3 光市 山口県 光市 Ⅰ

虹川第２橋 (ﾆｼﾞｶﾞﾜﾀﾞｲ2ﾊｼ) 虹川線 1975 4.9 8.6 光市 山口県 光市 Ⅱ

中村住宅中橋 (ﾅｶﾑﾗｼﾞｭｳﾀｸﾅｶﾊｼ) 立野浅江線 1955 4.8 16.4 光市 山口県 光市 Ⅲ

畑橋 (ﾊﾀﾊｼ) 山田畑線 1965 3.8 3.7 光市 山口県 光市 Ⅰ

賀茂神社前橋 (ｶﾓｼﾞﾝｼﾞｬﾏｴﾊｼ) 今桝横畑線 1965 5.0 6.3 光市 山口県 光市 Ⅱ

三井校西橋 (ﾐｲｺｳﾆｼﾊｼ) 三井校線 1985 5.9 6.3 光市 山口県 光市 Ⅰ

山田石丸酒店前橋 (ﾔﾏﾀﾞｲｼﾏﾙｻｹﾃﾝﾏｴﾊｼ) 山田畑線 2015 3.0 30.1 光市 山口県 光市 Ⅰ

高尾橋 (ﾀｶｵﾊｼ) 高尾線 1960 2.3 3.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

大原橋 (ｵｵﾊﾞﾗﾊｼ) 今積線 1975 2.5 9.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

大和大橋 (ﾔﾏﾄｵｵﾊｼ) 上岩田中岩田線 1982 55.0 8.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

塩田橋 (ｼｵﾀﾊｼ) 源城線 1952 24.0 4.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

上十王橋 (ｶﾐｼﾞｭｳｵｳﾊｼ) 十王４号線 1986 19.0 3.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

下岩田橋 (ｼﾓｲﾜﾀﾊｼ) 下岩田線 1970 15.4 2.7 光市 山口県 光市 Ⅱ

土井橋 (ﾄﾞｲﾊｼ) 野尻小原線 1989 14.9 4.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

十王橋 (ｼﾞｭｳｵｳﾊｼ) 十王１号線 1951 13.6 3.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

金刀比羅橋 (ｺﾄﾋﾗﾊｼ) 千束周地線 1936 13.0 2.5 光市 山口県 光市 Ⅲ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊｼ) 野尻大平線 1952 13.3 5.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

周地橋 (ｼｭｳｼﾞﾊｼ) 周地１号線 1970 12.7 5.8 光市 山口県 光市 Ⅱ

下十王橋 (ｼﾓｼﾞｭｳｵｳﾊｼ) 十王３号線 1955 12.0 3.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

押出橋 (ｵｼﾃﾞﾊｼ) 束荷新市１号線 1952 11.5 4.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

千福１号線１号橋 (ｾﾝﾌﾟｸ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 千福１号線 1952 10.5 4.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

延近橋 (ﾉﾌﾞﾁｶﾊｼ) 大平新市２号線 1981 9.6 4.3 光市 山口県 光市 Ⅱ

井手口橋 (ｲﾃﾞｸﾞﾁﾊｼ) 吉井田線 1967 9.3 2.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

新市橋 (ｼﾝｲﾁﾊｼ) 新市石原線 1952 9.0 4.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

井堀橋 (ｲﾎﾞﾘﾊｼ) 下岩田中岩田線 1954 9.0 3.6 光市 山口県 光市 Ⅲ

迫の前橋 (ｻｺﾉﾏｴﾊｼ) 上岩田２号線 1976 8.7 4.1 光市 山口県 光市 Ⅰ

稲光橋 (ｲﾅﾐﾂﾊｼ) 慶見高野線 1951 8.0 3.9 光市 山口県 光市 Ⅱ

大形橋 (ｵｵｶﾞﾀﾊｼ) 横尾３号線 1957 7.7 3.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

東片山橋 (ﾋｶﾞｼｶﾀﾔﾏﾊｼ) 上岩田中岩田線 1978 7.3 8.8 光市 山口県 光市 Ⅰ

末常橋 (ｽｴﾂﾈﾊｼ) 末常３号線 1951 7.4 3.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊｼ) 上岩田１号線 1975 7.3 3.3 光市 山口県 光市 Ⅱ

入野橋 (ｲﾘﾉﾊｼ) 入野１号線 1955 6.0 2.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

蔵光橋 (ｸﾗﾐﾂﾊｼ) 儀山２号線 1957 6.1 2.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

吉井田橋 (ﾖｼｲﾀﾞﾊｼ) 吉井田線 1953 6.3 4.6 光市 山口県 光市 Ⅲ

通山橋 (ﾄｵﾘﾔﾏﾊｼ) 福光線 1958 6.2 2.8 光市 山口県 光市 Ⅰ

国時橋 (ｸﾆﾄｷﾊｼ) 鳩岡線 1952 5.7 4.0 光市 山口県 光市 Ⅰ

蔵の下橋 (ｸﾗﾉｼﾀﾊｼ) 佐田中線 1962 5.2 3.7 光市 山口県 光市 Ⅲ

溝呂井橋 (ﾐｿﾞﾛｲﾊｼ) 溝呂井１号線 1973 4.9 4.0 光市 山口県 光市 Ⅱ

下雨桑橋 (ｼﾓｱﾏｸﾞﾜﾊｼ) 末常雨桑線 1961 4.8 2.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

才役橋 (ｻｲﾔｸﾊｼ) 才役線 2009 6.9 2.2 光市 山口県 光市 Ⅰ

上市橋 (ｶﾐｲﾁﾊｼ) 新市石原線 1952 4.8 4.2 光市 山口県 光市 Ⅱ

流田橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾞﾊｼ) 宇立西畑線 1978 4.5 2.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

上雨桑橋 (ｶﾐｱﾏｸﾞﾜﾊｼ) 末常雨桑線 1961 3.8 2.5 光市 山口県 光市 Ⅱ

垰橋 (ﾀｵﾊｼ) 入野鹿之石線 1955 3.5 3.6 光市 山口県 光市 Ⅰ

金山橋 (ｶﾅﾔﾏﾊｼ) 新市石原線 1972 2.2 4.4 光市 山口県 光市 Ⅰ

小倉橋 (ｺｸﾞﾗﾊｼ) 小倉線 1975 3.6 2.5 光市 山口県 光市 Ⅰ

慶見高野橋 (ｹｲﾐﾀｶﾉﾊｼ) 慶見高野線 1995 3.7 19.1 光市 山口県 光市 Ⅰ

田の浦線1号橋 (ﾀﾉｳﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道田の浦線 1978 4.1 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

大日比橋 (ｵｵﾋﾋﾞﾊﾞｼ) 市道大日比1号線 1978 4.6 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

姥川橋 (ｳﾊﾞｶﾜﾊﾞｼ) 市道青海線 1978 8.4 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

仙崎江之川線1号橋 (ｾﾝｻﾞｷｴﾉｶﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道仙崎江之川線 1978 2.1 7.2 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

塩尾橋 (ｼｵｵﾊﾞｼ) 市道白潟江之川線 1989 13.6 2.1 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

江の川橋 (ｴﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道塩屋白潟線 1954 13.0 4.2 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

新江の川橋 (ｼﾝｴﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道白潟海岸線 1978 13.5 8.3 長門市 山口県 長門市 Ⅱ
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江の川橋 (ｴﾉｶﾜﾊﾞｼ) 市道白潟緑ヶ丘線 1978 23.6 10.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

白潟橋 (ｼﾗｶﾀﾊﾞｼ) 市道仙崎小浜線 1954 14.0 6.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

白潟歩道橋 (ｼﾗｶﾀﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道仙崎小浜線 1978 15.5 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

宮の後橋 (ﾐﾔﾉｳｼﾛﾊﾞｼ) 市道宇田藤中線 1970 7.9 5.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

第1権現橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾞﾝｹﾞﾝｷｮｳ) 市道藤中江良線 1963 7.6 3.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

上の原橋 (ｳｴﾉﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道上の原上川西線 1982 9.5 3.6 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

谷郷橋 (ﾀﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道上の原開作線 1993 11.2 4.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

大迫橋 (ｵｵｻｺﾊﾞｼ) 市道上の原金山線 1966 6.2 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

毛無橋 (ｹﾅｼﾊﾞｼ) 市道開作毛無線 1966 7.8 3.2 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

川西橋 (ｶﾜｼﾆﾊﾞｼ) 市道下川西上川西線 1982 7.2 3.6 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

飯守橋 (ｲｲﾓﾘﾊﾞｼ) 市道上川西3号線 1992 6.7 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

只橋 (ﾀﾀﾞﾊﾞｼ) 市道只の浜線 1965 4.9 4.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

床橋 (ﾄｺﾊﾞｼ) 市道床十楽線 1980 12.5 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

十楽橋 (ｼﾞｭｳﾗｸﾊﾞｼ) 市道十楽線 1992 4.6 9.5 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

十楽小橋 (ｼﾞｭｳﾗｸｺﾊﾞｼ) 市道十楽線 1992 4.1 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 市道板持只の浜線 1982 3.4 4.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

五十鈴橋 (ｲｽｽﾞﾊﾞｼ) 市道板持只の浜線 1992 7.8 6.9 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

開作橋 (ｶｲｻｸﾊﾞｼ) 市道板持只の浜線 1993 9.0 5.2 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

上板持線1号橋 (ｶﾐｲﾀﾓﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上板持線 1992 5.0 3.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

高木橋 (ﾀｶｷﾞﾊﾞｼ) 市道板持立野線 1959 13.3 3.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

鳥落橋 (ﾁｮｳﾗｸﾊﾞｼ) 市道下立野上宮地線 1959 3.7 5.7 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

停車場橋 (ﾃｲｼｬｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道板持停車場線 1959 2.7 4.9 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

殿台橋 (ﾄﾉﾀﾞｲﾊﾞｼ) 市道殿台線 1958 5.3 3.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

日待橋 (ﾋﾏﾁﾊﾞｼ) 市道殿台小河内線 2000 17.2 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

堀田橋 (ﾎﾘﾀﾊﾞｼ) 市道殿台大河内線 1999 17.2 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

岡村橋 (ｵｶﾑﾗﾊﾞｼ) 市道門前大寧寺線 1965 12.7 3.4 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

柿の木原橋 (ｶｷﾉｷﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道柿の木原線 1965 8.3 3.7 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

湯之後線1号橋 (ﾕﾉｳｼﾛｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道湯之後線 1956 4.2 3.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

鶴声橋 (ｶｸｾｲﾊﾞｼ) 市道湯本線 1950 12.1 4.7 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

鼓橋 (ﾂﾂﾞﾐﾊﾞｼ) 市道湯本線 1956 3.8 8.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

八千代橋 (ﾔﾁﾖﾊﾞｼ) 市道八千代線 1963 28.0 3.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

千代橋 (ﾁﾖﾊﾞｼ) 市道湯本礼湯線 1926 22.9 3.8 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

松声橋 (ｼｮｳｾｲﾊﾞｼ) 市道松声線 1963 19.5 3.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

湯本谷川線1号橋 (ﾕﾓﾄﾀﾆｶﾞﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道湯本谷川線 1955 3.6 2.2 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

滝の山橋 (ﾀｷﾉﾔﾏﾊﾞｼ) 市道滝の山線 1963 3.3 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

浄土寺橋 (ｼﾞｮｳﾄﾞｼﾞﾊﾞｼ) 市道荒槙線 1960 10.4 3.2 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

大ヶ迫橋 (ｵｵｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道大ケ迫線 1960 10.0 2.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

第1山中橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道山中線 1955 6.3 5.1 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

第2山中橋 (ﾀﾞｲﾆﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 市道山中線 1952 6.1 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

棚田橋 (ﾀﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 市道柚ケ峠線 1952 7.5 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

八幡坂水線1号橋 (ﾔﾊﾀｻｶﾐｽﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道八幡坂水線 1963 3.5 6.7 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

八幡坂水線2号橋 (ﾔﾊﾀｻｶﾐｽﾞｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道八幡坂水線 1963 2.3 6.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

下坂水橋 (ｼﾓｻｶﾐｽﾞﾊﾞｼ) 市道下坂水線 1963 7.1 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

宇治寄橋 (ｳｼﾞﾖﾘﾊﾞｼ) 市道宇治寄山下線 1992 12.9 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

台渡橋 (ﾀﾞｲﾜﾀｼﾊﾞｼ) 市道宇治寄尾崎線 1963 14.2 3.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

鍛冶屋敷乙井出線1号橋 (ｶｼﾞﾔｼｷｵﾂｲﾃﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋敷乙井手線 1963 7.5 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

鍛冶屋敷乙井出線2号橋 (ｶｼﾞﾔｼｷｵﾂｲﾃﾞｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道鍛冶屋敷乙井手線 1963 8.5 3.6 長門市 山口県 長門市 Ⅲ

神出橋 (ｶﾐｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道神出線 1963 8.0 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅳ

願生寺橋 (ｶﾞﾝｼﾞｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道願生寺線 2001 11.1 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

奥畑橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道奥畑線 1962 5.5 4.1 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

板持橋 (ｲﾀﾓﾁﾊﾞｼ) 市道板持湯本線 1959 15.0 6.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

猪之尾野橋 (ｲﾉｵﾉﾊﾞｼ) 市道猪之尾野線 1982 4.8 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

四之瀬橋 (ｼﾉｾﾊﾞｼ) 市道湯本渋木線 1954 4.1 3.2 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

第1下大ヶ迫橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾓｵｵｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 市道下大ヶ迫線 1992 16.6 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

下大ヶ迫線2号橋 (ｼﾓｵｵｶﾞｻｺｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道下大ヶ迫線 1992 6.5 5.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

青木橋 (ｱｵｷﾊﾞｼ) 市道八幡真木線 1991 21.6 6.5 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

上藤中2号線1号橋 (ｶﾐﾌﾝｼﾞｭｳﾆｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道上藤中2号線 1970 3.5 3.9 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

江良大門ロ線1号橋 (ｴﾗﾀﾞｲﾓﾝｸﾞﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道江良大門口線 1960 3.0 6.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

西室木線1号橋 (ﾆｼﾑﾛｷﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 市道西室木線 1963 5.3 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

西室木線2号橋 (ﾆｼﾑﾛｷﾞｾﾝﾆｺﾞｳｷｮｳ) 市道西室木線 1963 5.1 6.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

西室木線3号橋 (ﾆｼﾑﾛｷﾞｾﾝｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 市道西室木線 1963 5.3 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

湯本大川橋 (ﾕﾓﾄｵｵｶﾜﾊﾞｼ) 市道湯本大川線 1992 5.0 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ
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第一北小原橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾀｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道北小原線 1955 3.1 4.4 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

第二北小原橋 (ﾀﾞｲﾆｷﾀｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道北小原線 1955 7.3 4.1 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

第二南小原橋 (ﾀﾞｲﾆﾐﾅﾐｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道南小原線 1955 5.2 4.6 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

第三南小原橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾐﾅﾐｺﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 市道南小原線 1955 2.9 6.8 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

小目谷橋 (ｵﾓｸﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道小目谷線 1955 4.0 6.8 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

河内小橋 (ｶﾜﾁｺﾊﾞｼ) 市道木津西線 1955 3.0 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

向名小橋 (ﾑｶｲﾐｮｳｺﾊﾞｼ) 市道向名線 1955 2.3 3.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 市道小野線 1955 2.5 4.2 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

交流の翔橋(旧:学校橋) (ｺｳﾘｭｳﾉｶｹﾊｼ) 市道与賀線 2010 26.5 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

小吹橋 (ｺﾌﾞｷﾊﾞｼ) 市道小吹線 1983 18.0 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

法師坊橋 (ﾎｳｼﾞﾎﾞｳﾊﾞｼ) 市道法師坊線 1988 16.6 4.1 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

滝坂橋 (ﾀｷｻｶﾊﾞｼ) 下滝坂三の瀬線 2007 16.0 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

兎渡谷橋 (ﾄﾄﾞﾛｸﾊﾞｼ) 下宗頭兔渡谷線 1964 42.4 3.5 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

長行橋 (ﾅｶﾞﾕｷﾊﾞｼ) 古市長行線 1973 20.7 6.1 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

切板橋 (ｷﾘｲﾀﾊﾞｼ) 古市新市線 1960 18.4 4.5 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

農免橋 (ﾉｳﾒﾝﾊﾞｼ) 古市農士園線 1986 27.0 6.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

農免橋(歩道橋) (ﾉｳﾒﾝﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 古市農士園線 2007 28.0 2.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

沓船橋 (ｸﾂﾌﾞﾈﾊﾞｼ) 大内山畑下線 1984 20.0 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

磆橋 (ﾅﾒﾗﾊﾞｼ) 小野地大内山下線 1998 23.5 3.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

国広橋 (ｸﾆﾋﾛﾊﾞｼ) 国広２号線 1984 20.8 3.5 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

国常橋 (ｸﾝﾂﾈﾊﾞｼ) 向田井堀線 1990 40.2 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

植松大橋 (ｳｴﾏﾂｵｵﾊｼ) 市道荒人植松線 1991 17.4 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

阿惣橋 (ｱｿｳﾊﾞｼ) 市道阿惣線 1995 18.0 6.3 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

ふれあい大橋 (ﾌﾚｱｲｵｵﾊｼ) 市道東大坊山根線 1997 36.0 10.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

泉川橋 (ｲｽﾞﾐｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道伊上浦畑線 1985 25.0 4.0 長門市 山口県 長門市 Ⅰ

宇津賀大橋 (ｳﾂｶｵｵﾊｼ) 市道青村津黄線 1985 46.0 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

津黄大橋 (ﾂｵｵｵﾊｼ) 市道津黄北線 1997 124.4 5.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

赤滝橋 (ｱｶﾀｷﾊﾞｼ) 市道坂根線 1971 77.3 6.0 長門市 山口県 長門市 Ⅱ

三角橋 (ｻﾝｶｸﾊﾞｼ) 古開作中開作線 1951 33.1 3.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 畷線 1966 4.2 18.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾜﾀﾊﾞｼ) 大原小国線 1952 15.6 5.4 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊﾞｼ) 中大里木船線 1952 17.5 5.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅲ

柳西橋 (ﾘｭｳｾｲﾊﾞｼ) 港樋の上線 1954 20.4 8.4 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

大屋団地橋 (ｵｵﾔﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 大水道大屋線 1962 6.5 9.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

四国橋 (ｼｺｸﾊﾞｼ) 新天地大師線 1962 7.0 4.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

鎌砌橋 (ｶﾏｾｲﾊﾞｼ) 古市後割石線 1962 5.4 2.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

本橋 (ﾓﾄﾊﾞｼ) 柳井駅和田橋線 2004 26.9 22.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

井向橋 (ｲﾑｶｲﾊﾞｼ) 柳井駅和田橋線 1995 10.7 12.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 柳井駅和田橋線 2005 15.5 21.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

両運橋 (ﾘｮｳｳﾝﾊﾞｼ) 久保町新屋敷線 1982 27.8 7.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

宝来橋 (ﾎｳﾗｲﾊﾞｼ) 古市中塚線 1977 20.7 4.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

柳中橋 (ﾘｭｳﾁｭｳﾊﾞｼ) 井向線 1978 17.0 5.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

女学校橋 (ｼﾞｮｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ) 樋の上埋立線 1975 19.0 9.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

土穂石橋 (ﾂﾂﾎﾞｲｼﾊﾞｼ) 柳井田布施線 1968 23.0 7.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

亀岩橋 (ｶﾒｲﾜﾊﾞｼ) 柳井田布施線 1972 16.5 6.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

迫田橋 (ｻｺﾀﾞﾊﾞｼ) 元折奥庄野線 1992 3.8 11.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

平原橋 (ﾋﾗﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 元折奥庄野線 1983 4.0 4.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

第１開作橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶｲｻｸﾊﾞｼ) みずほ境開線 1947 5.4 12.9 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

岡ノ前橋 (ｵｶﾉﾏｴﾊﾞｼ) 坂川岡村線 1981 3.1 4.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

永安橋 (ｴｲｱﾝﾊﾞｼ) 忍道中山線 1977 10.2 4.5 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

榎木原橋 (ｶｷﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 忍道中山線 1962 6.4 3.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

西方寺橋 (ｻｲﾎｳｼﾞﾊﾞｼ) 谷ヶ浴若杉線 1977 9.6 6.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 小国２号線 1977 9.4 3.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

西善寺橋 (ｻｲｾﾞﾝｼﾞﾊﾞｼ) 折坂１号線 1974 17.4 2.9 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

水梨２号橋 (ﾐｽﾞﾅｼﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 水梨1号線 1981 2.8 8.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

小焼川橋 (ｺﾔｹｶﾞﾜﾊﾞｼ) 久可地大原線 1973 4.6 13.4 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

森宗橋 (ﾓﾘﾑﾈﾊﾞｼ) 久可地大原線 1973 3.0 10.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

奥迫橋 (ｵｸｻｺﾊﾞｼ) 久可地大原線 1993 13.5 8.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 伊陸五反田線 2001 4.3 3.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

沼田橋 (ﾇﾏﾀﾊﾞｼ) 伊陸五反田線 1956 2.5 2.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

一ツ橋 (ﾋﾄﾂﾊﾞｼ) 木部若杉線 1982 3.5 9.5 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

蕨野橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊﾞｼ) 木部若杉線 1981 2.0 4.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ
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鍛治屋橋 (ｶｼﾞﾔﾊﾞｼ) 木部線 1971 12.0 4.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

長楽寺橋 (ﾁｮｳﾗｸｼﾞﾊﾞｼ) 宗兼平原１号線 1974 20.5 4.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

松田橋１号 (ﾏﾂﾀﾞﾊﾞｼｲﾁｺﾞｳ) 宗兼平原２号線 1973 4.1 6.5 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

大防橋 (ﾀﾞｲﾎﾞｳﾊﾞｼ) 北畑１号線 1940 3.8 1.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

入江橋 (ｲﾘｴﾊﾞｼ) 宗兼上竹常線 1982 2.6 4.4 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

添田橋 (ｿｴﾀﾞﾊﾞｼ) 中村下竹常線 1976 7.1 4.4 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

浅井橋 (ｱｻｲﾊﾞｼ) 上大ノ口黒杭線 1956 4.2 6.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

杉原２号橋 (ｽｷﾞﾊﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 沖田線 1976 2.3 6.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

小山橋 (ｺﾔﾏﾊﾞｼ) 丸田３号線 1956 4.0 1.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

藤原橋 (ﾌｼﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 道祖ヶ元松成線 1956 5.2 4.5 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 道祖ヶ元松成線 1991 2.3 4.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

木焼橋 (ｷﾔｷﾊﾞｼ) 木焼２号線 1956 13.5 5.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

二井楽橋 (ﾆｲﾗｸﾊﾞｼ) 堂面線 1956 10.0 3.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

松村橋 (ﾏﾂﾑﾗﾊﾞｼ) 加治屋浴線 1956 4.0 3.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

築山橋 (ﾂｷﾔﾏﾊﾞｼ) 築山上大祖線 1954 11.6 3.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 西山線 1972 2.0 12.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

貞政橋 (ｻﾀﾞﾏｻﾊﾞｼ) 黒島小野下線 1966 3.5 7.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

札場橋 (ｻﾂﾊﾞﾊﾞｼ) 福井線 1956 2.5 3.5 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

市楽橋 (ｲﾁﾗｸﾊﾞｼ) 近長１号線 1956 4.7 4.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

甲の坪橋 (ｺｳﾉﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 下小池線 1966 4.9 10.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 畑線 1956 2.2 1.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

山崎橋 (ﾔﾏｻｷﾊﾞｼ) 松浦線 1956 2.3 2.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

幸神橋 (ｺｳｼﾞﾝﾊﾞｼ) 西浦東浦線 1990 17.3 4.8 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

脇ノ辻橋 (ﾜｷﾉﾂｼﾞﾊﾞｼ) 西浦東浦線 1990 3.6 5.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

江ノ尻橋 (ｴﾉｼﾘﾊﾞｼ) 西浦東浦線 1956 2.0 2.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

内野１号橋 (ｳﾁﾉｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 西浦東浦線 1956 2.0 2.3 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

内野２号橋 (ｳﾁﾉﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 西浦東浦線 1956 3.4 5.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

尾尻２号橋 (ｵｼﾞﾘﾆｺﾞｳｷﾖｳ) 西浦東浦線 1956 3.5 3.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

黒崎橋 (ｸﾛｻｷﾊﾞｼ) 西浦東浦線 1956 3.7 3.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

山ノ神橋 (ﾔﾏﾉｶﾐﾊﾞｼ) 久保線 1976 3.1 7.4 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

南町１３号橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁｼﾞﾕｳｻﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 南町１３号線 1981 3.6 4.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

南町１４号橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁｼﾞﾕｳﾖﾝｺﾞｳｷﾖｳ) 南町１４号線 1981 3.6 6.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

南町１７号橋 (ﾐﾅﾐﾏﾁｼﾞﾕｳﾅﾅｺﾞｳｷﾖｳ) 南町１７号線 1981 3.6 4.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

大宮橋 (ｵｵﾐﾔﾊﾞｼ) 大原大里線 1993 34.1 5.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

松ノ下橋 (ﾏﾂﾉｼﾀﾊﾞｼ) 宮ヶ峠若杉線 1994 14.7 8.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

若杉橋 (ﾜｶｽｷﾞﾊﾞｼ) 宮ヶ峠若杉線 1993 14.9 8.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

新千才橋 (ｼﾝﾁﾄｾﾊﾞｼ) 宮本線 1996 8.3 8.9 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

古御旅所橋 (ｺｵﾀﾋﾞｼﾖﾊﾞｼ) 宮本線 1987 3.1 5.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 口中山大福原線 1950 9.9 8.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

大里橋 (ｵｵｻﾞﾄﾊﾞｼ) 大里線 1952 10.5 5.5 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

積善橋 (ｾｷｾﾞﾝﾊﾞｼ) 上り立大原線 1983 25.0 6.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

松葉橋 (ﾏﾂﾊﾞﾊﾞｼ) 若杉線 1962 6.0 6.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

横川第２号橋 (ﾖｺｶﾞﾜﾀﾞｲﾆｺﾞｳｷｮｳ) 櫨ケ谷神出線 1999 34.0 5.2 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

横田蔵花１号橋 (ﾖｺﾀｸﾗﾊﾞﾅｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 横田蔵花線 1996 3.7 10.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

柳井大橋 (ﾔﾅｲｵｵﾊｼ) 三本松南町線 1955 69.3 7.9 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

下田中橋 (ｼﾓﾀﾅｶﾊﾞｼ) 河久保角田線 1941 6.8 3.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

瀬の脇橋 (ｾﾉﾜｷﾊﾞｼ) 晩定瀬ノ脇線 1978 3.9 10.7 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 松堂山田線 1959 6.0 3.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅱ

滝ノ上第二橋 (ﾀｷﾉｳｴﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 中筋殿畑線 1978 11.5 7.6 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

毛小屋線１号橋 (ｹｺﾞﾔｾﾝｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 毛小屋線 2009 5.9 5.1 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

阿月平尾線１号橋 (ｱﾂｷﾋﾗｵｾﾝｲﾁｺﾞｳｷﾖｳ) 阿月平尾線 2010 2.8 5.0 柳井市 山口県 柳井市 Ⅰ

くずが葉山橋 (ｸｽﾞｶﾞﾊﾔﾏﾊﾞｼ) 外勢末房線 1966 3.6 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

引明橋 (ﾋｷｱｹﾊｼ) 保ケ原線 1955 7.2 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

院内橋 (ｲﾝﾅｲﾊｼ) 景平線 1963 8.9 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

永明寺橋 (ｴｲﾒｲｼﾞﾊﾞｼ) 水田橋土井敷線 1973 20.3 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

猿神橋 (ｻﾙｶﾞﾐﾊﾞｼ) 早栗線 1938 9.7 3.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

奥河原第一橋 (ｵｸｶﾞﾜﾗﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 奥河原線 1962 3.4 3.7 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

奥畑第一橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 金山奥畑線 1960 2.3 1.3 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

沖田橋 (ｵｷﾀﾞﾊﾞｼ) 中丸山線 1963 20.6 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

温水橋 (ﾇｸﾐｽﾞﾊﾞｼ) 瀧ノ口支線 1972 3.1 2.9 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

下宗済第一橋 (ｼﾓﾑﾈｽﾞﾐﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 宗済大ヶ峠線 1966 3.5 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

下城橋 (ｼﾓｼﾞﾛﾊﾞｼ) 四郎ヶ原線 1965 4.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ
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下随徳橋 (ｼﾓｽﾞｲﾄｸﾊﾞｼ) 下随徳線 1961 3.6 3.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

下曽原橋 (ｼﾓｿﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 矢口線 1980 2.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

下領橋 (ｼﾓﾘｮｳﾊﾞｼ) 向原下領線 1961 12.3 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

河原上橋 (ｶﾊﾗｶﾐﾊﾞｼ) 川原上線 1988 7.7 4.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

河内橋 (ｺｳﾁﾊｼ) 河内大判線 1975 7.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

河内第二橋 (ｺｳﾁﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 神原古烏帽子線 1977 4.2 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

絵堂橋 (ｴﾄﾞｳﾊｼ) 絵堂本線 1967 6.0 7.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

柿ノ木原第二橋 (ｶｷﾉｷﾊﾞﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 柿の木原線 1967 2.9 11.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

竿田橋 (ｻｵﾀﾊﾞｼ) 旦広谷線 1974 4.4 9.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

岩ヶ下橋 (ｲﾜｶﾞｼﾀﾊﾞｼ) 岩ヶ下線 1955 10.6 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

岩波橋 (ｲﾜﾅﾐﾊｼ) 岡村正の田線 1975 6.0 3.7 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

岩波第一号橋 (ｲﾜﾅﾐﾀﾞｲｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 岩波線 1967 2.6 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

岩流橋 (ｶﾞﾝﾘｮｳﾊﾞｼ) 日峯線 1987 5.7 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

宮ノ沖橋 (ﾐﾔﾉｵｷﾊﾞｼ) 宮ノ沖線 1967 2.8 2.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊﾞｼ) 宮ノ下線 1981 3.0 2.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

宮の河内第２橋 (ﾐﾔﾉｺｳﾁﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 宮の河内１号線 1964 5.3 3.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

宮地橋 (ﾐﾔｼﾞﾊﾞｼ) 平野共栄線 1986 11.1 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

弓折橋 (ﾕﾐｵﾘﾊｼ) 弓折線 1973 8.7 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

共栄橋 (ｷｮｳｴｲﾊﾞｼ) 共栄線 1988 8.2 2.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

共楽橋 (ｷｮｳﾗｸﾊﾞｼ) 下領西線 1987 8.7 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊﾞｼ) 森未線 1984 12.1 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

熊野橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 熊野神社線 1960 4.4 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

熊野倉橋 (ｸﾏﾉｸﾗﾊﾞｼ) 熊野倉線 1970 9.4 4.3 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

栗田橋 (ｸﾘﾀﾊﾞｼ) 栗田線 1968 2.6 2.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

桑原橋 (ｸﾜﾊﾗﾊｼ) 銭屋本線 1955 8.0 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

兼清橋 (ｶﾈｷﾖﾊﾞｼ) 兼清線 1975 6.0 2.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

権坊橋 (ｺﾞﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) 権坊線 1963 18.2 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

原田橋 (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) 旦広谷線 1972 86.3 7.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

戸樋の口橋 (ﾄｲﾉｸﾁﾊﾞｼ) 信高小薮線 1981 10.5 5.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

五反田橋 (ｺﾞﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 五反田線 1983 15.4 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

五味橋 (ｺﾞﾐﾊｼ) 五味線 1996 9.9 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 壬生神社線 1974 6.4 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

御山橋 (ｵﾔﾏﾊｼ) 古曽御山線 1986 40.0 6.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

黒岩橋 (ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ) 黒岩線 1960 8.5 2.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

今山第二橋 (ｲﾏﾔﾏﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 今山線 1961 5.4 3.3 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

三木屋橋 (ｻﾝｷﾔﾊﾞｼ) 助行常森線 1960 6.4 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

山ヶ峠橋 (ﾔﾏｶﾞﾄｳﾊﾞｼ) 山ヶ峠堂下線 2001 4.5 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 山根線 1937 10.6 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

山根橋 (ﾔﾏﾈﾊﾞｼ) 岩永市線 1971 2.7 3.7 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

山露橋 (ﾔﾏﾂﾕﾊﾞｼ) 山露線 1952 9.0 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

秋満田橋 (ｱｷﾐﾂﾀﾊｼ) 薬王寺景平線 1980 14.8 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

出店橋 (ﾃﾞﾐｾﾊﾞｼ) 曾和線 1973 21.8 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

小杉中橋 (ｺｽｷﾞﾅｶﾊﾞｼ) 小杉中線 1968 2.6 2.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

小田橋 (ｵﾀﾞﾊﾞｼ) 砂小田線 1988 7.5 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

小薮橋 (ｺﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 信高小薮線 1972 18.0 6.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

松岡橋 (ﾏﾂｵｶﾊﾞｼ) 宮地住友線 1986 11.1 6.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

上上野橋 (ｶﾐｳｴﾉﾊﾞｼ) 矢口線 1971 5.0 3.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

上麦川橋 (ｶﾐﾑｷﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 麦川白岩線 1960 13.6 6.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

上北隋徳側道橋 (ｶﾐｷﾀｽﾞｲﾄｸｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 秋吉台線 1974 3.5 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

新曽和橋 (ｼﾝｿﾜﾊﾞｼ) 上曾和線 1973 21.9 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

森行橋 (ﾓﾘﾕｷﾊﾞｼ) 横坂徳定線 1953 5.0 4.4 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

森清橋 (ﾓﾘｷﾖﾊｼ) 森清線 2010 7.3 5.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

真木上橋 (ﾏｷｶﾐﾊﾞｼ) 真木上線 1975 4.7 3.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

真木第一橋 (ﾏｷﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 真木線 1967 6.2 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

真木第三橋 (ﾏｷﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 真木線 1960 4.8 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

神原橋 (ｶﾝﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 神原古烏帽子線 1937 9.0 3.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

神原新橋 (ｶﾝﾊﾞﾗｼﾝﾊﾞｼ) 神原古烏帽子線 1976 14.0 5.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

神田竜現地第一橋 (ｺｳﾀﾞﾘｭｳｹﾞﾝｼﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 神田竜現地線 1961 4.9 4.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

水ノ上橋 (ﾐｽﾞﾉｳｴﾊﾞｼ) 林の前線 1972 28.8 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 水神線 1978 3.9 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

水神橋 (ｽｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 水神線 1965 14.6 2.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

水神様橋 (ｽｲｼﾞﾝｻﾏﾊﾞｼ) 道場泉線 1986 14.1 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ
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杉原橋 (ｽｷﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 杉原線 1961 8.2 3.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

瀬々川橋 (ｾｾｶﾞﾜﾊｼ) 瀬々川徳坂線 1965 4.2 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

正現寺橋 (ｼｮｳｹﾞﾝｼﾞﾊｼ) 正現寺線 1999 7.6 4.3 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

清水ヶ薮橋 (ｼﾐｽﾞｶﾞﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 谷川線 1955 6.9 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

西ノ浴第三橋 (ﾆｼﾉｴｷﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 金山西ノ浴線 1967 2.4 4.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

西寺橋 (ﾆｼﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 西寺東中村線 1968 18.6 6.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

石ヶ坪橋 (ｲｼｶﾞﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 日永常森線 1961 8.9 5.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

川島橋 (ｶﾜｼﾏﾊﾞｼ) 日峯線 1988 9.6 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

川東橋 (ｶﾜﾋｶﾞｼﾊｼ) 下山支線 1994 11.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

扇橋 (ｵｳｷﾞﾊｼ) 扇線 2004 12.5 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) 中村･泉線 1981 8.5 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

銭屋橋 (ｾﾞﾆﾔﾊｼ) 銭屋橋線 1953 7.8 6.9 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

前田橋 (ﾏｴﾀﾞﾊﾞｼ) 下田代中央線 1966 2.7 3.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

足河内橋 (ｱｼｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 上野２号線 1974 6.7 2.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

打立橋 (ｳﾁﾀﾁﾊﾞｼ) 沓野線 1938 4.1 7.4 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

代々木第一橋 (ﾖﾖｷﾞﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 大滝線 1964 6.6 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

大ノ田橋 (ｵｵﾉﾀﾊﾞｼ) 岩ヶ下片白線 1998 19.5 11.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

大河内橋 (ｵｵｶﾜｳﾁﾊﾞｼ) 大滝線 1971 15.0 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

大滝橋 (ｵｵﾀｷﾊﾞｼ) 大滝線 1964 6.2 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

第１堅田橋 (ﾀﾞｲ1ｶﾀﾀﾊﾞｼ) 堅田線 1976 6.0 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

第１曽根橋 (ﾀﾞｲｲﾁｿﾈﾊﾞｼ) 麦川桃ノ木線 1989 5.7 7.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

第２宗国橋 (ﾀﾞｲﾆﾑﾈｸﾆﾊｼ) 大原市小野線 1991 10.3 5.3 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

第一景平橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶｹﾞﾋﾗﾊｼ) 景平町絵越線 1964 7.4 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

第一武士ケ河内橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾌﾞｼｶﾞｺｳﾁﾊｼ) 武士ケ河内線 1966 8.1 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

第四山露橋 (ﾀﾞｲﾖﾝﾔﾏﾂﾕﾊﾞｼ) 河原線 1974 9.6 14.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

第二神崎橋 (ﾀﾞｲﾆｺｳｻﾞｷﾊｼ) 神崎線 1974 7.5 5.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

第二川上橋 (ﾀﾞｲﾆｶﾜｶﾐﾊｼ) 川上線 1971 2.9 7.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

滝の下橋 (ﾀｷﾉｼﾀﾊｼ) 滝の下線 1970 2.4 2.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 川平線 1938 9.4 2.9 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊｼ) 薬王寺支線 1974 7.4 4.9 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

中道橋 (ﾅｶﾐﾁﾊｼ) 薬王寺本線 1974 6.1 7.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

中辺１号橋 (ﾅｶﾍﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 八代線 1966 3.2 6.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

中辺中通１号橋 (ﾅｶﾍﾝﾅｶﾄﾞｵﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中辺中通線 1966 12.2 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

張ノ木橋 (ﾊﾘﾉｷﾊﾞｼ) 二軒屋十南線 1971 25.4 2.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

朝尾橋 (ｱｿｳﾊﾞｼ) 朝尾線 1959 5.1 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

町頭橋 (ﾁｮｳｽﾞﾊｼ) 上絵堂線 1928 12.6 8.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

長浴橋 (ﾅｶﾞｴｷﾊﾞｼ) 柳ノ奥線 1974 2.7 3.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

殿屋敷橋 (ﾄﾉﾔｼｷﾊﾞｼ) 西の浴秀折線 1979 3.9 3.4 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

田ノ口橋 (ﾀﾉｸﾁﾊﾞｼ) 田の口線 1973 9.6 2.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

東原橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 吉則榎田線 1992 7.9 8.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

桃の木第一橋 (ﾓﾓﾉｷﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 桃の木下線 1955 2.3 8.8 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

湯ノ口橋 (ﾕﾉｸﾁﾊﾞｼ) 下河内線 1966 5.0 4.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

徳定橋 (ﾄｸｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 小林徳定１号線 1978 5.9 6.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

徳定第一橋 (ﾄｸｼﾞｮｳﾀﾞｲｲﾁﾊﾞｼ) 横坂徳定線 2002 6.2 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

縄宗橋 (ﾅﾜﾑﾈﾊﾞｼ) 信高小薮線 1972 2.2 5.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

日の出橋 (ﾋﾉﾃﾞﾊｼ) 秋谷線 1953 7.7 4.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

梅ノ木橋 (ｳﾒﾆｷﾊﾞｼ) 梅の木線 1975 6.2 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

梅香第二橋 (ｳﾒｶﾞﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 梅香線 1975 13.0 20.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

柏木橋 (ｶｲﾉｷﾞﾊﾞｼ) 蓑越線 1935 8.5 4.7 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

白岩橋 (ｼﾗｲﾜﾊﾞｼ) 坂水半田線 1934 14.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

白水橋 (ｼﾗﾐｽﾞﾊﾞｼ) 江良真木線 1953 8.5 5.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

八反田１号橋 (ﾊｯﾀﾝﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 八反田線 1993 11.3 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

美濃橋 (ﾐﾉｳﾊﾞｼ) 美濃線 1987 5.1 5.1 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

平ヶ谷橋 (ﾋﾗｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 平ヶ谷線 1962 2.9 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

平原第二橋 (ﾋﾗﾊﾞﾗﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 平原杉原線 1989 10.6 8.4 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

平口橋 (ﾋﾗｸﾞﾁﾊｼ) 平口線 1971 5.8 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

平野第二橋 (ﾋﾗﾉﾀﾞｲﾆﾊﾞｼ) 平野線 1963 12.0 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

方便橋 (ﾎｳﾍﾞﾝﾊｼ) 方便本線 1972 2.0 2.9 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

北川橋 (ｷﾀｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国行伊佐本町線 1935 4.3 5.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

北畑橋 (ｷﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 台中央線 1955 5.6 3.6 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

牧門第二橋 (ﾏｯｶﾄﾞﾀﾞｲ2ﾊﾞｼ) 江良線 1935 12.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

満田橋 (ﾐﾂﾀﾊｼ) 満田線 1973 10.1 2.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ
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明教寺橋 (ﾐｮｳｷｮｳｼﾞﾊﾞｼ) 明教寺線 1935 12.7 3.2 美祢市 山口県 美祢市 Ⅲ

鳴滝橋 (ﾅﾙﾀｷﾊﾞｼ) 鳴滝線 1967 25.0 4.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

野路橋 (ﾉｼﾞﾊｼ) 鍔市碇線 1999 7.9 7.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅰ

立志橋 (ﾘｯｼﾊﾞｼ) 城原小学校線 1961 3.4 3.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

立石橋 (ﾀﾃｲｼﾊﾞｼ) 立石線 1964 6.8 3.0 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

流田第三橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾞﾀﾞｲｻﾝﾊﾞｼ) 流田線 1955 6.6 2.5 美祢市 山口県 美祢市 Ⅱ

沖見橋 (ｵｷﾐﾊﾞｼ) 市道北山西松原線 1955 4.5 24.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

北山西松原線1号橋 (ｷﾀﾔﾏﾆｼﾏﾂﾊﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道北山西松原線 1965 5.1 20.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

周陽楠木線1号橋 (ｼｭｳﾖｳｸｽﾉｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道周陽楠木線 1965 2.9 9.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

城ヶ丘1号線1号橋 (ｼﾞｮｳｶﾞｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道城ヶ丘1号線 1965 2.5 16.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

譲羽線1号橋 (ﾕｽﾞﾘﾊｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道譲羽線 1940 5.0 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

譲羽線2号橋 (ﾕｽﾞﾘﾊｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道譲羽線 1940 3.0 4.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

譲羽線3号橋 (ﾕｽﾞﾘﾊｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道譲羽線 1940 3.4 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

一の井手譲羽線1号橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞﾕｽﾞﾘﾊｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道一の井手譲羽線 1965 4.5 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

市方橋 (ｲﾁﾎｳﾊﾞｼ) 市道下譲羽線 1988 9.7 6.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

思案橋 (ｼｱﾝﾊﾞｼ) 市道下譲羽線 1988 8.7 6.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下譲羽線1号橋 (ｼﾓﾕｽﾞﾘﾊ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道下譲羽線 1990 6.0 7.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

譲羽1号橋 (ﾕｽﾞﾘﾊ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下譲羽線 1983 86.1 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

譲羽2号橋 (ﾕｽﾞﾘﾊ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下譲羽線 1984 35.1 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

久徳橋 (ｷｭｳﾄｸﾊｼ) 市道天王和田線 1976 10.0 11.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

和奈古本城線1号橋 (ﾜﾅｺﾎﾝｼﾞｮｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和奈古本城線 1960 5.3 5.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

河上線1号橋 (ｺｳｶﾞﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河上線 1965 7.8 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

土地谷橋 (ﾄﾁﾀﾞﾆﾊｼ) 市道大田原線 1982 8.2 8.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大田原線2号橋 (ｵｵﾀﾊﾞﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大田原線 1955 5.5 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

中野線2号橋 (ﾅｶﾉｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中野線 1970 3.9 5.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

中野線3号橋 (ﾅｶﾉｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中野線 1970 3.7 5.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

奥四熊線2号橋 (ｵｸｼｸﾏｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥四熊線 1970 4.0 6.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

奥四熊線3号橋 (ｵｸｼｸﾏｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥四熊線 1970 4.1 5.8 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

奥四熊線4号橋 (ｵｸｼｸﾏｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥四熊線 1970 3.4 6.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

奥四熊線6号橋 (ｵｸｼｸﾏｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥四熊線 1970 3.4 16.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

武井線1号橋 (ﾀｹｲｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道武井線 1965 3.3 5.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

花河原線1号橋 (ﾊﾅｶﾞﾜﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道花河原線 1975 7.2 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

伊賀線1号橋 (ｲｶﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道伊賀線 1960 3.0 18.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

猿面橋 (ｻﾙﾒﾝﾊｼ) 市道伊賀線 1960 3.4 5.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

馬場西線1号橋 (ﾊﾞﾊﾞﾆｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道馬場西線 1965 3.6 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

四郎谷線2号橋 (ｼﾛｳﾀﾞﾆｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道四朗谷線 1965 4.0 6.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

四郎谷線3号橋 (ｼﾛｳﾀﾞﾆｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道四郎谷線 1965 8.6 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

菅原線1号橋 (ｽｶﾞﾜﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道菅原線 1965 4.5 5.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

管原線2号橋 (ｽｶﾞﾜﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道菅原線 1955 5.0 4.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

戸田中央線1号橋 (ﾍﾀﾁｭｳｵｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸田中央線 2012 4.8 10.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

緑町卯ノ手線1号橋 (ﾐﾄﾞﾘﾏﾁｳﾉﾃｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道緑町卯ノ手線 1965 4.0 15.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

水上線1号橋 (ﾐｽﾞｶﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道水上線 1950 2.5 3.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

一の井手橋 (ｲﾁﾉｲﾃﾞﾊﾞｼ) 市道栄谷線 1965 9.6 4.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

栄谷橋 (ｻｶｴﾀﾞﾆﾊｼ) 市道栄谷線 1965 7.0 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

栄谷線4号橋 (ｻｶｴﾀﾞﾆｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道栄谷線 1965 2.7 3.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

西久米線1号橋 (ﾆｼｸﾒｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西久米線 1970 3.8 2.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

和田線1号橋 (ﾜﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田線 1965 4.7 4.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

和田線2号橋 (ﾜﾀﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田線 1965 3.5 5.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

流田旭ヶ丘線1号橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾞｱｻﾋｶﾞｵｶ1ｺﾞｳｾﾝ) 市道流田旭ヶ丘線 1975 8.4 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

堀川橋 (ﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ) 市道櫛ヶ浜中央線 1957 13.6 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

堀川橋歩道橋 (ﾎﾘｶﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道櫛ヶ浜中央線 1984 13.7 1.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

権現堂原線2号橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾄﾞｳﾊﾞﾗ2ｺﾞｳｾﾝ) 市道権現堂原線 1960 3.0 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

小田原線2号橋 (ｺﾀﾊﾞﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小田原線 1955 5.0 4.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

小田原線5号橋 (ｺﾀﾊﾞﾗｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道小田原線 1955 7.6 3.1 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

松室線1号橋 (ﾏﾂﾑﾛｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道松室線 1945 8.6 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

戸谷朴線1号橋 (ﾄﾀﾞﾆﾎｵﾉｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸谷朴線 1955 2.0 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

戸谷朴線2号橋 (ﾄﾀﾞﾆﾎｵﾉｷｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸谷朴線 1965 3.3 3.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

戸谷朴線3号橋 (ﾄﾀﾞﾆﾎｵﾉｷｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸谷朴線 1965 3.9 3.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

戸谷朴線4号橋 (ﾄﾀﾞﾆﾎｵﾉｷｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸谷朴線 1955 5.2 3.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

戸谷朴線5号橋 (ﾄﾀﾞﾆﾎｵﾉｷｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸谷朴線 1955 2.6 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

戸谷朴線6号橋 (ﾄﾀﾞﾆﾎｵﾉｷｾﾝ6ｺﾞｳｷｮｳ) 市道戸谷朴線 1955 7.0 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

水車線1号橋 (ｽｲｼｬｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道水車線 1955 4.2 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ
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水車線2号橋 (ｽｲｼｬｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道水車線 1955 7.7 3.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

水車線3号橋 (ｽｲｼｬｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道水車線 1955 3.6 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

橋ヶ谷線2号橋 (ﾊｼｶﾞﾀﾆｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道橋ヶ谷線 1960 2.7 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

橋ヶ谷線3号橋 (ﾊｼｶﾞﾀﾆｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道橋ヶ谷線 1960 3.9 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

神主線1号橋 (ｺｳﾇｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道神主線 1955 4.0 7.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

神主線2号橋 (ｺｳﾇｼｾ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道神主線 1955 7.0 3.7 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

神主線3号橋 (ｺｳﾇｼｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道神主線 1955 4.5 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

猪迫線4号橋 (ｲｻﾞｺｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道猪迫線 1965 7.5 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

沼城橋 (ﾇﾏｼﾞｮｳﾊﾞｼ) 市道西殿木原線 1990 11.7 10.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

佛生橋 (ﾌﾞｯｼｮｳﾊｼ) 市道新畑線 1966 5.2 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

河内線1号橋 (ｺｳﾁｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河内線 1965 5.0 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

河内線2号橋 (ｺｳﾁｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河内線 1965 4.0 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

河内線3号橋 (ｺｳﾁｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河内線 1965 3.6 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

河内線4号橋 (ｺｳﾁｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河内線 1965 2.7 4.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下田代橋 (ｼﾓﾀｼﾛﾊﾞｼ) 市道田代線 1965 10.0 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下大場山橋 (ｼﾓｵｵﾊﾞﾔﾏﾊｼ) 市道大場山線 1985 6.5 4.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

第二奥四熊線1号橋 (ﾀﾞｲ2ｵｸｼｸﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道第二奥四熊線 1966 2.4 3.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

広谷線1号橋 (ﾋﾛﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道広谷線 1965 5.0 4.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下畑線1号橋 (ｼﾓﾊﾀｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下畑線 1955 6.6 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下畑線2号橋 (ｼﾓﾊﾀｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下畑線 1965 4.0 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

貝篭橋 (ｶｲｺﾞﾓﾘﾊｼ) 市道貝籠線 1965 4.4 5.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

潮入線2号橋 (ｼｵｲﾘｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道潮入線 1965 5.2 5.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

河井線3号橋 (ｶﾜｲｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河井線 1960 3.1 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

河井線4号橋 (ｶﾜｲｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河井線 1960 3.2 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

河井線5号橋 (ｶﾜｲｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道河井線 1960 4.4 5.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

五所ヶ谷線1号橋 (ｺﾞｼｮｶﾞﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道五所ヶ谷線 1955 5.3 3.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

今宿原宿線1号橋 (ｲﾏｼﾞｭｸﾊﾗｼﾞｭｸｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今宿原宿線 1965 4.2 6.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

今宿今住線1号橋 (ｲﾏｼﾞｭｸｲﾏｽﾞﾐｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今宿今住線 1965 4.4 7.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

岡田新宿線1号橋 (ｵｶﾀﾞｼﾝｼﾞｭｸｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道岡田新宿線 1965 2.1 6.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

原宿新宿線1号橋 (ﾊﾗｼﾞｭｸｼﾝｼﾞｭｸｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原宿新宿線 1965 4.0 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

原宿新宿線2号橋 (ﾊﾗｼﾞｭｸｼﾝｼﾞｭｸｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道原宿新宿線 1965 2.1 6.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

新潮橋 (ｼﾝｳｼｵﾊﾞｼ) 市道入船町4号線 1971 14.6 9.9 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

北山御山町線1号橋 (ｷﾀﾔﾏﾐﾔﾏﾁｮｳ1ｺﾞｳｾﾝ) 市道北山御山町線 1994 7.8 7.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

遠石周陽線1号橋 (ﾄｲｼｼｭｳﾖｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道遠石周陽線 1965 3.1 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大内周陽1号線1号橋 (ｵｵｳﾁｼｭｳﾖｳ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大内周陽1号線 1965 3.4 9.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大内周陽2号線1号橋 (ｵｵｳﾁｼｭｳﾖｳ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大内周陽2号線 1965 2.7 6.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大内周陽3号線1号橋 (ｵｵｳﾁｼｭｳﾖｳ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大内周陽3号線 1965 2.8 5.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

横浜町3号橋 (ﾖｺﾊﾏﾁｮｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道横浜町3号線 1971 27.7 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

遠石横浜線1号橋 (ﾄｲｼﾖｺﾊﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道遠石横浜線 1965 4.8 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

桜木1号線1号橋 (ｻｸﾗｷﾞ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜木1号線 1965 2.5 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

桜木3号線1号橋 (ｻｸﾗｷﾞ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜木3号線 1965 2.5 9.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

桜木一丁目1号線1号橋 (ｻｸﾗｷﾞ1ﾁｮｳﾒ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道桜木一丁目1号線 1965 2.5 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

城ヶ丘四丁目7号線1号橋 (ｻｸﾗｷﾞ4ﾁｮｳﾒ7ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道城ヶ丘四丁目7号線 1965 2.6 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

高尾団地4号線1号橋 (ﾀｶｵﾀﾞﾝﾁ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道高尾団地4号線 1965 2.6 8.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

西久米1号線1号橋 (ﾆｼｸﾒ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西久米1号線 1955 7.0 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

西久米和田線1号橋 (ﾆｼｸﾒﾜﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西久米和田線 1965 7.0 8.0 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

坂田線1号橋 (ｻｶﾀｾﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 市道坂田線 1965 13.4 2.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

坂田線2号橋歩道橋 (ｻｶﾀｾﾝ2ｺﾞｳﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道坂田線 1975 9.6 3.1 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

坂田線3号橋 (ｻｶﾀｾﾝ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道坂田線 1985 13.8 2.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

西浜橋 (ﾆｼﾊﾏﾊﾞｼ) 市道元町線 1973 10.0 21.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

樽原線1号橋 (ﾀﾙﾊﾞﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道樽原線 1965 5.4 3.7 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

足河内線1号橋 (ｱｼｺﾞｳﾁｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道足河内線 1960 4.2 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

足河内線2号橋 (ｱｼｺﾞｳﾁｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道足河内線 1960 4.2 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大嶺寺線2号橋 (ｵｵﾘｮｳｼﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大嶺寺線 1955 2.4 3.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

藤ヶ本橋 (ﾌｼﾞｶﾞﾓﾄﾊｼ) 市道藤ヶ本線 1967 3.3 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

宮ノ下1号線1号橋 (ﾐﾔﾉｼﾀ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮ノ下1号線 1965 3.5 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

山根1号線1号橋 (ﾔﾏﾈ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山根1号線 1960 3.0 5.8 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

蔵掛1号線2号橋 (ｸﾗｶｹ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道蔵掛1号線 1965 3.6 5.7 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

南野上野線1号橋 (ﾉｳﾉｳｴﾉｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道南野上野線 1965 2.5 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

宮ノ馬場線1号橋 (ﾐﾔﾉﾊﾞﾊﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道宮ノ馬場線 1965 4.2 3.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

仁王堂橋 (ﾆｵｳﾄﾞｳﾊｼ) 市道別所線 1955 10.0 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

里四熊線1号橋 (ｻﾄｼｸﾏｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道里四熊線 1965 3.0 2.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ
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里四熊線2号橋 (ｻﾄｼｸﾏｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道里四熊線 1965 3.7 2.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

大久保橋 (ｵｵｸﾎﾞﾊﾞｼ) 市道大久保3号線 1968 4.0 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

大久保3号線2号橋 (ｵｵｸﾎﾞ3ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大久保3号線 1968 3.4 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

横尾線1号橋 (ﾖｺｵｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道横尾線 1965 4.5 4.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

山手1号線1号橋 (ﾔﾏﾃ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山手1号線 1975 6.2 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

山手2号線1号橋 (ﾔﾏﾃ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道山手2号線 1960 2.3 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

通天橋 (ﾂｳﾃﾝﾊﾞｼ) 市道龍文寺線 1967 52.7 3.0 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

和奈古2号線1号橋 (ﾜﾅｺ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和奈古2号線 1972 3.9 5.8 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

神具岩線1号橋 (ｼﾝｸﾞｲﾜｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道神具岩線 1960 2.5 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

林線1号橋 (ﾊﾔｼｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道林線 1965 3.3 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大谷線1号橋 (ｵｵﾀﾆｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大谷線 1955 7.5 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

大谷線2号橋 (ｵｵﾀﾆｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大谷線 1955 2.5 3.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大谷線3号橋 (ｵｵﾀﾆｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大谷線 1955 2.2 3.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

日下線3号橋 (ﾋｻｹﾞｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道日下線 1960 4.0 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

友坂線1号橋 (ﾄﾓｻｶｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道友坂線 1965 8.2 3.5 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

阿田川上線1号橋 (ｱﾀﾞｶﾞﾜｶﾐ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道阿田川上線 1985 10.0 4.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

椿線1号橋 (ﾂﾊﾞｷｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道椿線 1965 4.1 3.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

椿線2号橋 (ﾂﾊﾞｷｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道椿線 1965 4.0 3.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

向陽橋 (ｺｳﾖｳﾊﾞｼ) 市道長穂向道線 1975 9.2 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

流田線2号橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道流田線 1980 7.8 9.1 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

原橋 (ﾊﾗﾊｼ) 市道湯野中央線 1933 9.7 5.0 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道長谷線 1960 9.0 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

上長谷橋 (ｶﾐﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 市道長谷線 1960 3.5 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

丸子橋 (ﾏﾙｺﾊｼ) 市道本城長穂線 1955 3.7 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

浄真寺橋 (ｼﾞｮｳｼﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道川崎・平野線 2014 4.7 7.0 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

福川11号橋 (ﾌｸｶﾞﾜ11ｺﾞｳｷｮｳ) 市道629号線 1984 2.8 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

福川22号橋 (ﾌｸｶﾞﾜ22ｺﾞｳｷｮｳ) 市道1340号線 1982 3.8 1.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

蔭藪橋 (ｶｹﾞﾔﾌﾞﾊﾞｼ) 市道高瀬大浴線 1979 20.7 4.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

魚切橋 (ｳｵｷﾘﾊﾞｼ) 市道ふけ線 1965 22.7 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

川尻橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 市道中筋線 1961 34.3 2.2 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

地方和那手橋 (ﾁﾎｳﾜﾅﾃﾊｼ) 市道地方和那手線 1936 8.9 5.0 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

宮河内橋 (ﾐﾔｶﾞﾜﾁﾊﾞｼ) 市道勝間上関屋線 1955 10.0 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

上河内橋 (ｶﾐｺﾞｳﾁﾊｼ) 市道上河内線 1930 5.8 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

福田橋 (ﾌｸﾀﾞﾊｼ) 市道上河内線 1930 7.4 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

黒岩橋 (ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ) 市道黒岩線 1988 12.5 5.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

第3黒岩橋 (ﾀﾞｲ3ｸﾛｲﾜﾊﾞｼ) 市道黒岩線 1960 8.1 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

大河内橋 (ｵｵｺｳﾁﾊｼ) 市道大河内笠野線 1985 11.6 7.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

村木橋 (ﾑﾗｷﾞﾊﾞｼ) 市道村木線 1953 13.2 3.4 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

第2メガネ橋 (ﾀﾞｲ2ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道椎木峠線 1988 9.6 5.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

第3メガネ橋 (ﾀﾞｲ3ﾒｶﾞﾈﾊﾞｼ) 市道椎木峠線 1989 6.2 5.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

石光橋 (ｲｼﾐﾂﾊｼ) 市道広末筏場線 1990 11.7 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

植河内橋 (ｳｴｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道東畑線 2014 3.6 3.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

岡原橋 (ｵｶﾊﾗﾊｼ) 市道成川線 1951 6.5 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

八王子橋 (ﾊﾁｵｳｼﾞﾊﾞｼ) 市道川尻土手橋 1967 11.2 5.2 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

道金橋 (ﾄﾞｳｷﾝﾊﾞｼ) 市道大坪線 1997 2.8 7.1 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

大門橋 (ﾀﾞｱﾓﾊﾞｼ) 市道河原畑線 2000 9.3 7.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

宮本橋 (ﾐﾔﾓﾄﾊｼ) 市道須野河内線 1951 9.0 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

繁屋橋 (ｼｹﾞﾔﾊﾞｼ) 市道寺側線 1998 9.4 6.0 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

西大坪橋 (ﾆｼｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 市道和田原2号線 2000 8.5 4.8 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

和田原2号線2号橋 (ﾜﾀﾞﾊﾗ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道和田原2号線 1998 2.2 9.1 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

樫ヶ本橋 (ｶｼｶﾞﾓﾄﾊﾞｼ) 市道天皇原線 1993 14.6 8.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

年旨橋 (ﾄｼﾑﾈﾊﾞｼ) 市道泰浴清尾線 1966 8.6 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

三蔵院橋 (ｻﾝｿﾞｳｲﾝﾊﾞｼ) 市道泰浴清尾線 1966 10.0 3.6 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

久保河内橋 (ｸﾎﾞｺﾞｳﾁﾊﾞｼ) 市道上魚切線 1994 10.5 5.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

中村橋 (ﾅｶﾑﾗﾊｼ) 市道須野河内新畑線 1967 4.5 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

曽利橋 (ｿﾘﾊｼ) 市道仏坂高代線 1943 3.7 3.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大木橋 (ｵｵｷﾊｼ) 市道仏坂高代線 1945 2.8 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

長浴橋 (ﾅｶﾞｴｷﾊﾞｼ) 市道長浴線 1983 3.2 3.1 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

文久橋 (ﾌﾞﾝｷｭｳﾊﾞｼ) 市道高代松尾線 1954 9.4 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

久保橋 (ｸﾎﾞﾊｼ) 市道中魚切線 1996 9.0 7.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

文橋 (ｱﾔﾊﾞｼ) 市道新町六反田線 1964 11.3 6.5 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

大原橋 (ｵｵﾊﾗﾊｼ) 市道高代中魚切線 1958 4.2 2.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ
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久保1号橋 (ｸﾎﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道中魚切線 1971 2.7 5.0 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

呼坂橋 (ﾖﾋﾞｻｶﾊﾞｼ) 市道呼坂線 1967 13.5 6.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

勝間橋 (ｶﾂﾏﾊﾞｼ) 市道中勝間線 1955 5.7 5.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

和田河内橋 (ﾜﾀﾞｺｳﾁﾊﾞｼ) 市道中魚切線 1978 7.1 5.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

えびす橋 (ｴﾋﾞｽﾊﾞｼ) 市道古市大江線 1999 12.5 6.6 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

清尾橋 (ｾｲﾉｵﾊﾞｼ) 市道清尾石光線 1974 11.3 9.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

岳陽橋 (ｶﾞｸﾖｳﾊﾞｼ) 市道岳陽大江線 1977 8.0 8.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

末武橋 (ｽｴﾀｹﾊﾞｼ) 市道原吉国線 1959 8.4 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

下清尾橋 (ｼﾓｾｲﾉｵﾊﾞｼ) 市道兼清大江線 1971 11.0 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

国延橋 (ｸﾆﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 市道石光上線 2002 13.5 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

みふじ橋 (ﾐﾌｼﾞﾊｼ) 市道六反田線 1973 6.8 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

敬学橋 (ｹｲｶﾞｸﾊﾞｼ) 市道敬学線 1978 10.6 8.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大河内跨線橋 (ｵｵｶﾜﾁｺｾﾝｷｮｳ) 市道此原峠線 1973 13.5 14.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

徳光橋 (ﾄｸﾐﾂﾊﾞｼ) 市道徳光上為次線 1998 10.4 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

年光橋 (ﾄｼﾐﾂﾊｼ) 市道年光線 1983 7.0 4.2 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

西下馬場橋 (ﾆｼｼﾓﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 市道小原田線 1990 8.0 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

常盤橋 (ﾄｷﾜﾊﾞｼ) 市道樫ヶ本線 1987 7.7 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

番ノ木1号橋 (ﾊﾞﾝﾉｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道番ノ木線 1979 2.7 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

古川橋 (ﾌﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道夢ヶ丘中央幹線 1995 9.8 8.7 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

横川橋 (ﾖｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道横川線 1995 12.0 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

第2正蓮寺橋 (ﾀﾞｲ2ｼｮｳﾚﾝｼﾞﾊﾞｼ) 市道正蓮寺線 1971 13.3 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

楽学橋 (ﾗｸｶﾞｸﾊﾞｼ) 市道為次線 1990 11.9 11.7 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

白石下2号橋 (ｼﾗｲｼｼﾓ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道白石下線 1970 7.5 3.7 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

大歳1号線1号橋 (ｵｵﾄｼ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大歳1号線 1973 5.4 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

道金大方線1号橋 (ﾄﾞｳｷﾝｵｵｶﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道道金大方線 2000 10.2 4.8 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

北今市中為次線1号橋 (ｷﾀｲﾏｲﾁﾅｶﾀﾒﾂｸﾞｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道北今市中為次線 2002 12.7 4.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

今宮橋 (ｲﾏﾐﾔﾊﾞｼ) 市道土井線 1991 13.1 5.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

定光線1号橋 (ｻﾀﾞﾐﾂｾﾝ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道定光地方線 1991 13.0 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

長通橋 (ﾅｶﾞﾄﾞｳﾘﾊﾞｼ) 市道成川線 1953 7.7 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

新成川橋 (ｼﾝﾅﾙｶﾜﾊﾞｼ) 市道成川線 2001 14.0 8.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

三之瀬橋 (ｻﾝﾉｾﾊﾞｼ) 市道呼坂仏坂線 2003 12.3 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

上和田橋 (ｶﾐﾜﾀﾞﾊｼ) 市道宮河内和田線 1973 5.2 9.3 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

大潮開作1号橋 (ｵｵｼｵｶｲｻｸ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大潮開作線 1960 3.6 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大潮開作2号橋 (ｵｵｼｵｶｲｻｸ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大潮開作線 1960 7.0 3.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

大潮開作3号橋 (ｵｵｼｵｶｲｻｸ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大潮開作線 1960 4.0 3.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

黒通橋 (ｸﾛﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 市道大平線 1970 12.5 4.7 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

西河内1号橋 (ﾆｼｶﾞﾜﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道西河内線 1990 6.1 7.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

中仁保谷橋 (ﾅｶﾆﾎﾀﾆﾊﾞｼ) 市道中仁保谷線 1960 10.7 3.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

石ヶ谷橋 (ｲｼｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) 市道石ヶ谷線 1960 11.6 3.5 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

西谷橋 (ﾆｼﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 市道西谷線 2014 6.3 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

杉ノ河内1号橋 (ｽｷﾞﾉｶﾜﾁ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道杉ノ河内線 1965 4.3 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

杉ノ河内3号橋 (ｽｷﾞﾉｶﾜﾁ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 市道杉ノ河内線 1965 6.0 4.4 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

平ヶ谷1号橋 (ﾋﾗｶﾞﾀﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平ヶ谷線 1970 5.5 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

平ヶ谷2号橋 (ﾋﾗｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道平ヶ谷線 1970 5.8 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下赤山1号橋 (ｼﾓｱｶﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道下赤山線 1980 5.3 3.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

古野支1号橋 (ﾌﾙﾉｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道古野支線 1980 7.7 5.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

天子橋 (ｱﾏｺﾞﾊｼ) 市道垂門天子線 1958 51.0 3.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 市道大泉線 1960 7.0 9.1 周南市 山口県 周南市 Ⅲ

坂根秘密尾2号橋 (ｻｶﾈﾋﾐﾂｵ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂根秘密尾線 1955 3.2 5.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

坂根秘密尾3号橋 (ｻｶﾈﾋﾐﾂｵ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂根秘密尾線 1955 5.1 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

坂根秘密尾4号橋 (ｻｶﾈﾋﾐﾂｵ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂根秘密尾線 1955 3.5 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

坂根秘密尾5号橋 (ｻｶﾈﾋﾐﾂｵ5ｺﾞｳｷｮｳ) 市道坂根秘密尾線 1955 9.0 4.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

神柱1号橋 (ｶﾝﾊﾞｼﾗ1ｺﾞｳﾊｷｮｳ) 市道神柱線 1985 11.3 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

奥畑秘密尾1号橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾋﾐﾂｵ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥畑秘密尾線 1970 2.5 4.3 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

奥畑秘密尾2号橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾋﾐﾂｵ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥畑秘密尾線 1970 5.3 4.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

奥畑秘密尾4号橋 (ｵｸﾊﾞﾀﾋﾐﾂｵ4ｺﾞｳｷｮｳ) 市道奥畑秘密尾線 1970 5.9 3.9 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

松枝1号橋 (ﾏﾂｴﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｷｮｳ) 市道松枝線 1960 5.0 3.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

米山2号橋 (ｺﾒﾔﾏ2ｺﾞｳﾊｷｮｳ) 市道米山線 1970 5.0 3.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

細野橋 (ﾎｿﾉﾊﾞｼ) 市道細野大町線 1931 8.7 9.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊﾞｼ) 市道細野大町線 1931 2.3 12.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

仁保津3号1号橋 (ﾆﾎﾂﾞ3ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道仁保津3号線 1980 14.5 5.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

今井3号橋 (ｲﾏｲ3ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今井線 1970 6.8 4.1 周南市 山口県 周南市 Ⅱ
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今井2号1号橋 (ｲﾏｲ2ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道今井中線 1955 5.4 3.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

清涼寺1号橋 (ｾｲﾘｮｳｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 市道清涼寺線 1970 5.8 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

大町小河内2号橋 (ｵｵﾏﾁｵｶﾞﾜﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 市道大町小河内線 1990 9.1 4.6 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

小枝川橋 (ｺｴﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 市道郷線 1954 4.5 5.2 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

金峰郷橋 (ﾐﾀｹｺﾞｳﾊｼ) 市道郷線 1957 8.4 4.8 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

下古野橋 (ｼﾓﾌﾙﾉﾊｼ) 市道垂門天子線 1993 13.6 8.7 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

芋堀橋 (ｲﾓﾎﾘﾊﾞｼ) 市道芋堀線 1998 11.0 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

芋堀西橋 (ｲﾓﾎﾘﾆｼﾊﾞｼ) 市道芋堀線 1999 11.5 6.2 周南市 山口県 周南市 Ⅰ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄｷｮｳ) 市道北久米線 1989 39.5 2.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

昇仙橋 (ｼｮｳｾﾝｷｮｳ) 市道戸田山佐畑線 1985 44.2 2.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

上広末橋 (ｶﾐﾋﾛｽｴﾊﾞｼ) 市道広末線 1991 40.6 2.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

石船橋 (ｲｼﾌﾈﾊﾞｼ) 市道石ヶ谷渋川線 1983 37.8 4.0 周南市 山口県 周南市 Ⅱ

第一猪渡橋 (ﾀﾞｲｲﾁｲﾉﾜﾀﾘﾊｼ) 市道長沢大須恵線 1980 2.3 6.5 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

波瀬橋 (ﾊｾﾞﾊｼ) 市道松原焼野線 1966 2.5 13.5 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

理科大南橋 (ﾘｶﾀﾞｲﾐﾅﾐﾊｼ) 市道小野田須恵線 1986 3.2 17.2 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

平原西橋 (ﾋﾗﾊﾞﾗﾆｼﾊｼ) 市道高泊千崎線 1968 4.5 6.3 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

緑ヶ丘橋 (ﾐﾄﾞﾘｶﾞｵｶﾊｼ) 市道高泊千崎線 1968 2.5 5.2 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

千崎西１号橋 (ﾁｻﾞｷﾆｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道高泊千崎線 1968 2.5 5.1 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

千崎西２号橋 (ﾁｻﾞｷﾆｼﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道高泊千崎線 1968 4.2 6.2 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

千崎西３号橋 (ﾁｻﾞｷﾆｼｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道高泊千崎線 1968 2.9 4.5 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

西畑川橋 (ﾆｼﾊﾞﾀｶﾞﾜﾊｼ) 市道平原山川線 1966 3.2 4.3 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

東鋳物師屋橋 (ﾋｶﾞｼｲﾓｼﾞﾔﾊｼ) 市道鴨庄上洗川線 1966 2.3 4.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅲ

不動寺原南橋 (ﾌﾄﾞｳｼﾞﾊﾞﾗﾐﾅﾐﾊｼ) 市道不動寺原本町線 1955 2.3 6.9 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 市道印行福正寺線 1966 4.6 4.4 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第二厚狭小南橋 (ﾀﾞｲﾆｱｻｼｮｳﾐﾅﾐﾊｼ) 市道加藤北線 1966 2.9 6.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

浴橋 (ｴｷﾊｼ) 市道桜川石丸線 1965 2.2 3.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

柳町橋 (ﾔﾅｷﾞﾏﾁﾊｼ) 市道栗田下村線 1972 3.8 5.6 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

石炭橋 (ｲｼｽﾞﾐﾊｼ) 市道山野井福田線 1972 4.4 3.3 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

鳥越１号橋 (ﾄﾘｺﾞｴｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道鳥越中央線 1966 2.2 4.5 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

鳥越３号橋 (ﾄﾘｺﾞｴｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道鳥越線 1966 3.3 7.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

鳥越２号橋 (ﾄﾘｺﾞｴﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道鳥越線 1966 3.5 4.9 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第三清水堂橋 (ﾀﾞｲｻﾝｼﾐｽﾞﾄﾞｳﾊｼ) 市道大久保清水堂線 1966 5.8 4.9 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

森本橋 (ﾓﾘﾓﾄﾊｼ) 市道森本線 1966 5.3 3.8 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

中塚１号橋 (ﾅｶﾂｶｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道津布田京ノ坪線 1966 2.8 5.2 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

宮川橋 (ﾐﾔｶﾜﾊｼ) 市道宮川線 1966 4.0 3.7 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

西坪２号橋 (ﾆｼﾂﾎﾞﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道別府山川線 1972 2.3 2.9 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

西坪１号橋 (ﾆｼﾂﾎﾞｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道別府山川線 1972 4.5 3.2 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅲ

植松橋 (ｳｴﾏﾂﾊｼ) 市道道面植松線 1972 7.1 4.7 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

第三平沼田橋 (ﾀﾞｲｻﾝﾋﾗﾝﾀﾊｼ) 市道開ヶ迫平沼田線 1954 4.7 3.6 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第二平沼田橋 (ﾀﾞｲﾆﾋﾗﾝﾀﾊｼ) 市道開ヶ迫平沼田線 1954 3.8 3.5 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

中塚２号橋 (ﾅｶﾂｶﾆｺﾞｳﾊｼ) 市道七日町中塚線 1966 2.2 4.6 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

中塚４号橋 (ﾅｶﾂｶﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道七日町中塚線 1966 4.3 4.4 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

中塚３号橋 (ﾅｶﾂｶｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道七日町中塚線 1966 2.0 10.7 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

沖田橋 (ｵｷﾀﾞﾊｼ) 市道千町松ヶ瀬線 1966 3.7 6.3 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

飛松橋 (ﾄﾋﾞﾏﾂﾊｼ) 市道加藤上線 1966 2.6 3.9 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

千町橋 (ﾁﾏﾁﾊｼ) 市道千町広瀬線 1972 3.1 7.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

小正寺川橋 (ｺｼｮｳｼﾞｶﾜﾊｼ) 市道迫田小正寺線 1944 2.0 4.3 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

上赤川１号橋 (ｶﾐｱｶｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 市道上赤川線 1968 2.7 5.3 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第三上赤川橋 (ﾀﾞｲｻﾝｶﾐｱｶｶﾞﾜﾊｼ) 市道上赤川線 1968 7.6 3.7 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

上赤川３号橋 (ｶﾐｱｶｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 市道上赤川線 1968 2.8 3.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

第二赤岩橋 (ﾀﾞｲﾆｱｶｲﾜﾊｼ) 市道生田線 1966 4.4 12.4 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅲ

向原橋 (ﾑｶｲﾊﾗﾊｼ) 市道傍示清水堂線 2006 16.7 12.0 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

寝太郎橋 (ﾈﾀﾛｳﾊｼ) 市道広瀬桜川線 2005 25.8 18.8 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 市道厚狭駅南７号線 2003 25.1 14.8 山陽小野田市 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

御供橋 (ｵｿﾅｴﾊﾞｼ) 阿弥陀寺・宮の前 1970 7.4 6.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) 追原・畑 1988 12.3 6.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

三町田橋 (ﾐﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 追原・畑 1964 5.6 4.8 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

道免橋 (ﾄﾞｳﾒﾝﾊﾞｼ) 片原・鳶の巣 1948 6.0 6.2 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

流田橋 (ﾅｶﾞﾚﾀﾊﾞｼ) 久賀中央 1960 5.1 4.8 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

伊領橋 (ｲﾘｮｳﾊﾞｼ) 久賀中央 1960 5.0 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

相模橋 (ｻｶﾞﾐﾊﾞｼ) 山手 1972 16.3 4.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

向田橋 (ﾑｶｲﾀﾞﾊﾞｼ) 山手 1978 2.7 4.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ
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西畑橋 (ﾆｼﾊﾀﾊｼ) 山手 不明 2.0 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

火打石橋 (ﾋｳﾁｲｼﾊﾞｼ) 山手 1972 8.3 4.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 山手1号 不明 7.3 4.2 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

石休橋 (ｲｼｷｭｳﾊｼ) 山手１号 不明 8.5 6.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

中迫橋 (ﾅｶｾﾏﾊｼ) 山手1号 不明 3.1 4.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

上山橋 (ｶﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 山手 不明 2.2 4.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

迎田橋 (ﾑｶｴﾀﾞﾊﾞｼ) 山手 1974 10.0 4.1 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

石風呂中橋 (ｲｼﾌﾛﾅｶﾊｼ) 山手2号 不明 8.4 4.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

惣田橋 (ｿｳﾀﾊｼ) 流田･休 不明 5.4 5.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

伊領上橋 (ｲﾘｮｳｶﾐﾊﾞｼ) 中辻・伊領 1992 6.4 5.9 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

横田西橋 (ﾖｺﾀﾆｼﾊﾞｼ) 横田西・鹿田 1963 9.5 7.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

見千代橋 (ｹﾝｼﾞｮｳﾊｼ) 久賀南 1994 22.0 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

内鹿野橋 (ｳﾁｶﾉﾊﾞｼ) 久賀南 不明 10.8 9.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

下替地橋 (ｼﾓｶｴﾁﾊﾞｼ) 久賀南 不明 7.0 9.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

見目石橋 (ﾐﾒｲｼﾊｼ) 久賀南 1985 45.0 9.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

下庄橋 (ｼﾓｼｮｳﾊﾞｼ) 赤石 1960 4.1 12.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 森添 1925 3.8 3.1 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

町田橋 (ﾏﾁﾀﾞﾊﾞｼ) 町田脇 1927 2.2 2.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

松ヶ崎橋 (ﾏﾂｶﾞｻｷﾊﾞｼ) 大川松ヶ崎 1999 10.2 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

屋代橋 (ﾔｼﾛﾊｼ) 開作上片山 1991 27.1 7.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊｼ) 水車四反田 1993 30.5 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

羽越橋 (ﾊﾈｺﾞｴﾊｼ) 羽越 1997 25.4 5.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

福富橋 (ﾌｸﾄﾐﾊﾞｼ) 徳神 1920 3.0 2.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

上義満橋 (ｶﾐﾖｼﾐﾂﾊﾞｼ) 徳神 1920 2.0 1.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

上徳神橋 (ｶﾐﾄｸｼﾞﾝﾊﾞｼ) 土井内 1962 14.4 2.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

中谷橋 (ﾅｶﾀﾆﾊﾞｼ) 神領大第１号 1920 2.0 2.8 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

丈束橋 (ｼﾞｮｳｿｸﾊﾞｼ) 神領大第１号 1920 2.0 2.9 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

藤元橋 (ﾌｼﾞﾓﾄﾊﾞｼ) 神領大第６号 1920 4.0 3.8 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

郷之坪第１橋 (ｺﾞｳﾉﾂﾎﾞﾀﾞｲｲｲﾁｷｮｳ) 郷之坪神領 1920 4.8 3.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

原橋 (ﾊﾗﾊﾞｼ) 吉兼嘉納山 1920 2.5 3.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅰ

西村橋 (ﾆｼﾑﾗﾊﾞｼ) 西村橋 1974 16.6 3.2 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

栗ノ木橋 (ｸﾘﾉｷﾊﾞｼ) 友広 1920 2.0 1.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

長石橋 (ﾅｶﾞｲｼﾊﾞｼ) 小田三蒲畑 1973 15.0 5.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

公門第１橋 (ｺｳﾓﾝﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 公門 1920 2.7 1.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

公門第２橋 (ｺｳﾓﾝﾀﾞｲﾆｷｮｳ) 公門 1920 2.7 3.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

高橋橋 (ﾀｶﾊｼﾊﾞｼ) 屋代三蒲 1920 2.0 4.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

河元橋 (ｶﾜﾓﾄﾊﾞｼ) こう弥宇 1920 2.0 4.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

常安橋 (ﾂﾈﾔｽﾊﾞｼ) 蔵本 1933 8.2 3.2 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

常重橋 (ﾂﾈｼｹﾞﾊﾞｼ) 中曽根峠 1927 2.8 3.1 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

中ノ迫橋 (ﾅｶﾉｻｺﾊﾞｼ) 東畑 1927 3.7 1.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

大寿賀第１橋 (ｵｵｽｶﾞﾀﾞｲｲﾁｷｮｳ) 塩田譲葉 1927 2.4 1.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

安田橋 (ﾔｽﾀﾞﾊﾞｼ) 松ノ本流西 1933 2.7 6.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

見山橋 (ﾐﾔﾏﾊﾞｼ) 三蒲奥畑 1987 80.0 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

登土六橋 (ﾄﾄﾞﾛｸﾊｼ) 三蒲奥畑 1979 27.2 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

梶ヶ迫橋 (ｶｼﾞｶﾞｻｺﾊｼ) 三蒲奥畑 1981 20.0 9.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

岡田橋 (ｵｶﾀﾞﾊﾞｼ) 三蒲奥畑 1979 16.5 8.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

新宮橋 (ﾆｲﾐﾔﾊﾞｼ) 日見戸田 不明 6.5 6.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

文殊口橋 (ﾓﾝｼﾞｭｸﾁﾊﾞｼ) 三蒲久賀 1985 33.8 8.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 外入中川 1975 30.5 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

片添橋 (ｶﾀｿﾞｴﾊｼ) 神浦船越 不明 13.6 6.8 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

石河内橋 (ｲｼｺｳﾁﾊｼ) 神浦船越 不明 7.2 8.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

戦橋 (ﾀﾀｶｲﾊｼ) 神浦船越 1979 8.6 6.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

白木橋 (ｼﾗｷﾊﾞｼ) 神浦船越 1984 63.0 6.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

東和橋 (ﾄｳﾜﾊﾞｼ) 神浦船越 1985 80.0 6.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

平野橋 (ﾋﾗﾉﾊﾞｼ) 江ノ口津高 1955 11.6 6.8 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

庄川橋 (ｼｮｳｶﾜﾊﾞｼ) 矢尻宍戸 1965 2.2 4.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

江ノ尻橋 (ｴﾉｼﾘﾊﾞｼ) 油宇小池 1970 3.6 11.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

無名橋(1) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ1) 油宇和田 不明 3.1 4.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

無名橋(2) (ﾑﾒｲﾊﾞｼ2) 油宇和田 不明 6.0 8.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

折尾橋 (ｵﾘｵﾊｼ) 安下庄 不明 6.3 5.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

橋本橋 (ﾊｼﾓﾄﾊｼ) 安下庄 不明 9.8 5.6 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

万城川１橋 (ﾏﾝｼﾞｮｳｶﾞﾜｲﾁﾊｼ) 庄浜・井堀 1963 4.0 13.2 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ
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田中東橋 (ﾀﾅｶﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 長天・川間 1955 3.2 16.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

川間橋 (ｶﾜﾏﾊﾞｼ) 長天・川間 1975 10.8 4.5 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

浜田橋 (ﾊﾏﾀﾞﾊﾞｼ) 日良居保育園 1985 2.5 3.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

日前橋 (ﾋｸﾏﾊﾞｼ) 日前・土居 1970 11.7 8.3 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

今井手橋 (ｲﾏｲﾃﾞﾊｼ) 源明･油良 1985 13.2 8.4 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

酒屋橋 (ｻｶﾔﾊｼ) 源明･油良 1984 13.9 8.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

橘橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 源明･油良 1978 33.0 9.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅲ

沓松橋 (ｸﾂﾏﾂﾊﾞｼ) 源明･油良 1986 50.0 6.7 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

大光寺橋 (ﾀﾞｲｺｳｼﾞﾊｼ) 久賀･土居 1987 21.7 7.0 周防大島町 山口県 周防大島町 Ⅱ

大和橋 (ﾔﾏﾄﾊﾞｼ) 大和橋通り線 1997 107.6 16.8 和木町 山口県 和木町 Ⅰ

八島盛り１号橋 (ﾔｼﾏｻｶﾘ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道八島盛り線 不明 3.0 5.1 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

志田７号橋 (ｼﾀﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 町道平平岩線 1991 6.0 1.5 上関町 山口県 上関町 Ⅱ

志田５号橋 (ｼﾀﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 町道志田平岩支線3号線 1991 5.8 1.4 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

志田６号橋 (ｼﾀﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 町道志田平岩支線5号線 1991 5.9 2.0 上関町 山口県 上関町 Ⅱ

室津志田支線１号２号橋 (ﾑrﾂｼﾀﾞｼｾﾝ1ｺﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 町道室津志田支線1号線 1998 6.6 1.5 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

中大津１号橋 (ﾅｶｵｵﾂﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道中大津線 不明 2.9 2.0 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

櫻橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 町道平岡東大津線 1951 4.0 1.6 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

中村郷中橋 (ﾅｶﾑﾗｺﾞｳﾅｶﾊｼ) 町道中村郷中線 不明 2.5 2.0 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

西ヶ市東三浦１号橋 (二ｼｶﾞｲﾁﾋｶﾞｼﾐｳﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 町道西ヶ市東三浦線 不明 2.6 2.1 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

八島盛り３号橋 (ﾔｼﾏｻｶﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 町道八島盛り線 不明 2.3 6.1 上関町 山口県 上関町 Ⅰ

木安橋 (ｷﾔｽﾊﾞｼ) 木安線 1963 20.9 3.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅲ

下森国橋 (ｼﾓﾓﾘｸﾆﾊﾞｼ) 御蔵戸吉水線 不明 4.8 11.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

上吉水橋 (ｶﾐﾖｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 御蔵戸吉水線 不明 5.9 3.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

竹光橋 (ﾀｹﾐﾂﾊﾞｼ) 広井葛岡線 1950 16.0 3.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅲ

松井橋 (ﾏﾂｲﾊﾞｼ) 森国時貞線 不明 4.9 3.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

木ノ井線１号橋 (ｷﾉｲｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 木ノ井線 1980 4.5 3.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

宿井森国線１号橋 (ｼｭｸｲﾓﾘｸﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 宿井森国線 1980 4.2 6.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

中潤田線１号橋 (ﾅｶｳﾙｳﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 中潤田線 不明 5.0 4.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

中潤田線２号橋 (ﾅｶｳﾙｳﾀﾞｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 中潤田線 不明 4.3 4.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

東森国線１号橋 (ﾋｶﾞｼﾓﾘｸﾆｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 東森国線 1978 7.4 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

吉水線１号橋 (ﾖｼﾐｽﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 吉水線 不明 7.4 5.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

吉水線２号橋 (ﾖｼﾐｽﾞｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 吉水線 1982 5.0 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

城南団地橋 (ｼﾞｮｳﾅﾝﾀﾞﾝﾁﾊﾞｼ) 城南団地線 不明 4.6 5.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

犬田線１号橋 (ｲﾝﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 犬田線 不明 3.0 4.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

中潤田橋 (ﾅｶｳﾙｳﾀﾞﾊﾞｼ) 潤田線 不明 2.3 3.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

貞倉橋 (ｻﾀﾞｸﾗﾊﾞｼ) 明神線 1977 8.3 6.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

別所橋 (ﾍﾞｯｼｮﾊﾞｼ) 別所線 不明 4.8 3.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

桝見橋 (ﾀﾙﾐﾊﾞｼ) 坪曽中線 不明 1.3 6.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

天王原橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞﾗﾊﾞｼ) 天王原線 不明 13.2 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

曲町橋 (ﾏｶﾞﾘﾏﾁﾊﾞｼ) 上段線 不明 4.0 2.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

香の前岩永線１号橋 (ｺｳﾉﾏｴｲﾜﾅｶﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 香の前岩永線 不明 6.3 4.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

東光寺橋 (ﾄｳｺｳｼﾞﾊﾞｼ) 北部柳井田布施線 1979 10.8 16.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

江平橋 (ｺｳﾋﾞﾗﾊﾞｼ) 大波野線 不明 6.4 5.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

北部柳井田布施線１号橋 (ﾎｸﾌﾞﾔﾅｲﾀﾌﾞｾｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 北部柳井田布施線 不明 5.7 12.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

木地大波野線１号橋 (ｷｼﾞｵｵﾊﾉｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 木地大波野線 不明 8.2 7.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

上大田橋 (ｶﾐｵｵﾀﾞﾊﾞｼ) 大田線 不明 11.4 5.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 大力線 不明 6.2 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

国森橋 (ｸﾆﾓﾘﾊﾞｼ) 大力線 不明 7.5 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

上大道橋 (ｶﾐﾀﾞｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 畑線 不明 7.0 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

畑東橋 (ﾊﾀﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 畑線 不明 2.7 2.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大田線１号橋 (ｵｵﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 大田線 不明 3.1 5.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

後西山線１号橋 (ｳｼﾛﾆｼﾔﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 後西山線 不明 4.5 2.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

後西山線２号橋 (ｳｼﾛﾆｼﾔﾏｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 後西山線 不明 6.2 2.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

木ノ井線２号橋 (ｷﾉｲｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 木ノ井線 不明 4.8 4.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

国近日尻線１号橋 (ｸﾆﾁｶﾋｼﾞﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 国近日尻線 不明 6.5 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

国森線１号橋 (ｸﾆﾓﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 国森線 不明 8.0 4.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

国森線２号橋 (ｸﾆﾓﾘｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 国森線 不明 8.0 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

相ヶ迫橋 (ｱｲｶﾞｻｺﾊﾞｼ) 疫神線 不明 2.3 2.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大富橋 (ｵｵﾄﾐﾊﾞｼ) 大富線 1986 34.3 3.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

矢津良橋 (ﾔﾂﾞﾗﾊﾞｼ) 御蔵戸吉水線 1970 4.6 5.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

定井手橋 (ｼﾞｮｳｲﾃﾞﾊﾞｼ) 北山根線 1983 53.5 3.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

堀川橋 (ﾎﾘｶﾜﾊﾞｼ) 金町線 不明 7.0 6.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ
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汐除橋 (ｼｵﾉｹﾊﾞｼ) 金町線 不明 2.1 5.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

唐戸橋 (ｶﾗﾄﾊﾞｼ) 八幡線 不明 3.6 4.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

観音橋 (ｶﾝﾉﾝﾊﾞｼ) 郷線 1992 25.5 10.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

川尻橋 (ｶﾜｼﾞﾘﾊﾞｼ) 川尻線 2003 17.0 5.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

平安橋 (ﾍｲｱﾝﾊﾞｼ) 水上線 1974 14.8 5.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

川添橋 (ｶﾜｿﾞｴﾊﾞｼ) 川添線 1993 71.0 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

松尾橋 (ﾏﾂｵﾊﾞｼ) 下松尾線 1974 18.8 4.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

馬殿橋 (ﾏﾄﾉﾊﾞｼ) 長田西線 1976 14.1 3.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

木船橋 (ｷﾌﾈﾊﾞｼ) 長田中線 1977 12.8 2.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

国信橋 (ｸﾆﾉﾌﾞﾊﾞｼ) 砂田中線 不明 4.3 4.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

相上橋 (ｱｲｶﾞﾐﾊﾞｼ) 相上線 不明 3.1 3.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

法寺坊橋 (ﾎｳｼﾞﾎﾞｳﾊﾞｼ) 法寺坊線 不明 7.7 2.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大正橋 (ﾀｲｼｮｳﾊﾞｼ) 天神町線 不明 3.4 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 新町線 1918 2.6 4.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

砂田線１号橋 (ｽﾅﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 砂田線 不明 2.2 4.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

板平線１号橋 (ｲﾀﾋﾞﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 板平線 1983 3.4 2.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

末国東川線１号橋 (ｽｴｸﾆﾋｶﾞｼｶﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 末国東川線 不明 2.1 6.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

道免線１号橋 (ﾄﾞｳﾒﾝｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 道免線 不明 2.0 5.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

御蔵戸線１号橋 (ﾐｸﾛｳﾄﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 御蔵戸線 1970 8.0 5.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

御蔵戸線２号橋 (ﾐｸﾛｳﾄﾞｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 御蔵戸線 1970 8.5 5.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大平田北方線１号橋 (ｵｵﾋﾗﾀｷﾀｶﾞﾀｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 大平田北方線 1971 5.5 5.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

松ノ内線１号橋 (ﾏﾂﾉｳﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 松ノ内線 1975 16.5 3.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

庄山橋 (ｼｮｳﾔﾏﾊﾞｼ) 庄山線 1995 72.3 5.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

城竹重線１号橋 (ｼﾞｮｳﾀｹｼｹﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 城竹重線 不明 2.5 3.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

正中線１号橋 (ｼｮｳｼﾞｭｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 正中線 1978 6.4 4.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅲ

見用線１号橋 (ﾐﾖｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 見用線 不明 3.2 3.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 友石線 1987 38.4 9.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

土井ノ内線１号橋 (ﾄﾞｲﾉｳﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 土井ノ内線 不明 3.6 6.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

松末籾入線１号橋 (ﾏﾂｽｴﾓﾐｲﾘｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 松末籾入線 不明 8.9 5.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

布奈橋 (ﾌﾅﾊﾞｼ) 上友石線 2009 38.7 8.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

上シガラ橋 (ｶﾐｼｶﾞﾗﾊﾞｼ) 法寺坊線 1958 15.9 3.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

配原団地線１号橋 (ﾊｲﾊﾞﾗﾀﾞﾝﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 配原団地線 不明 5.0 13.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

東竹部線１号橋 (ﾋｶﾞｼﾀｹﾍﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 東竹部線 不明 2.1 7.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

波野橋 (ﾊﾉﾊﾞｼ) 長合御蔵戸線 不明 5.0 6.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

さくら橋 (ｻｸﾗﾊｼ) さくら橋通り線 1994 65.2 24.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大曲橋 (ｵｵﾏｶﾞﾘﾊﾞｼ) 中央南線 2008 12.7 16.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

千坊橋 (ｾﾝﾎﾞｳﾊﾞｼ) 竹尾奥線 不明 5.6 4.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

竹尾奥橋 (ﾀｹﾉｳｵｸﾊﾞｼ) 竹尾奥線 不明 3.1 8.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

田縫橋 (ﾀﾇｲﾊﾞｼ) 小神田線 不明 10.3 5.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

第１万慶寺橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾏﾝｹｲｼﾞﾊﾞｼ) 万慶寺線 不明 9.4 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

国木小神田線１号橋 (ｸﾆｷﾞｺｶﾝﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 国木小神田線 1979 8.4 3.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

城ヶ迫向井田線１号橋 (ｼﾞｮｳｶﾞｻｺﾑｶｲﾀﾞｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 城ヶ迫向井田線 1978 3.0 4.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

下寺尾橋 (ｼﾓﾃﾗｵﾊﾞｼ) 西迫線 1982 9.5 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

西迫橋 (ﾆｼｻﾞｺﾊﾞｼ) 西迫線 不明 2.4 4.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

下山橋 (ｼﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 平原線 不明 3.0 3.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 水久保線 不明 6.7 3.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

吉田屋橋 (ﾖｼﾀﾞﾔﾊﾞｼ) 下八海線 不明 3.2 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

川上橋 (ｶﾜｶﾐﾊﾞｼ) 浜城線 不明 1.6 5.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

清力橋 (ｾｲﾘｷﾊﾞｼ) 清力板倉線 1979 4.4 5.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

尾迫地家線１号橋 (ｵｻﾞｺｼﾞｹｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 尾迫地家線 1979 7.3 6.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

久止礼正中線１号橋 (ｸﾄﾞﾚｼｮｳｼﾞｭｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 久止礼正中線 1971 6.2 4.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

助政線１号橋 (ｽｹﾏｻｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 助政線 不明 5.0 6.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

高橋線１号橋 (ﾀｶﾊｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 高橋線 1989 6.6 4.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

高塔線１号橋 (ﾀｶﾄｳｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 高塔線 不明 2.0 5.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

中西江良線１号橋 (ﾅｶﾆｼｴﾗｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 中西江良線 不明 2.1 4.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

中西江良線２号橋 (ﾅｶﾆｼｴﾗｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 中西江良線 2007 3.6 2.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

下山人島線１号橋 (ｼﾓﾔﾏﾋﾄｼﾞﾏｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 下山人島線 不明 3.8 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

見用才ノ木線１号橋 (ﾐﾖｳｻｲﾉｷｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 見用才ノ木線 不明 4.0 3.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

下平田川線１号橋 (ｼﾓﾋﾗﾀｶﾞﾜｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 下平田川線 不明 5.0 4.3 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

平原八海線１号橋 (ﾋﾗﾊﾞﾗﾔｶｲｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 平原八海線 不明 6.5 7.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

地家橋 (ｼﾞｹﾊﾞｼ) 尾迫地家線 不明 2.3 6.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

見用才ノ木線２号橋 (ﾐﾖｳｻｲﾉｷｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞし) 見用才ノ木線 不明 2.7 3.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅲ
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路線名 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
道路橋名（フリガナ）

架設
年次
(西暦)

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

行政区域

米出橋 (ｺﾒﾀﾞｼﾊﾞｼ) 西浜線 不明 2.5 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

竹鶴線１号橋 (ﾀｹﾂﾙｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 竹鶴線 不明 2.4 12.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

京塚橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾊﾞｼ) 上郷線 不明 4.4 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

黒田橋 (ｸﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 上郷線 1977 5.2 4.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

堀田橋 (ﾎﾘﾀﾊﾞｼ) 横尾線 1977 5.0 4.8 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

上嘉永橋 (ｶﾐｶｴｲﾊﾞｼ) 麻里府小線 1981 21.4 4.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

中郷西線１号橋 (ﾅｶｺﾞｳﾆｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 中郷西線 1980 6.6 3.6 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

中郷西線２号橋 (ﾅｶｺﾞｳﾆｼｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 中郷西線 不明 5.6 5.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

麻里府線１号橋 (ﾏﾘﾌｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 麻里府線 1973 5.3 4.2 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

江の内線１号橋 (ｺﾞｳﾉｳﾁｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 江の内線 不明 3.2 3.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

戎ヶ下橋 (ｴﾋﾞｽｶﾞｼﾀﾊﾞｼ) 泊線 不明 2.7 8.7 田布施町 山口県 田布施町 Ⅲ

市明東線１号橋 (ｲﾁﾐｮｳﾋｶﾞｼｾﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 市明東線 不明 4.7 5.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

市明東線２号橋 (ｲﾁﾐｮｳﾋｶﾞｼｾﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 市明東線 不明 9.0 11.1 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

大浦橋 (ｵｵｳﾗﾊﾞｼ) 馬島線 不明 2.6 4.0 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

新土手橋 (ｼﾝﾄﾞﾃﾊﾞｼ) 砂関本町線 1957 3.3 8.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

深田橋 (ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ) 熊王金町線 1970 4.5 11.4 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

本町1号橋 (ﾎﾝﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 砂関本町線 1957 2.0 6.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

本町2号橋 (ﾎﾝﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 砂関本町線 1957 2.0 6.9 田布施町 山口県 田布施町 Ⅰ

潤田橋 （ｳﾙｳﾀﾞﾊﾞｼ) 中潤田線 不明 12.8 3.5 田布施町 山口県 田布施町 Ⅱ

野坂橋 (ﾉｻﾞｶﾊﾞｼ) 町道野坂見泥線 1962 17.8 4.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅲ

小沢津橋 (ｺｻﾜｽﾞﾊﾞｼ) 町道福田中央線 1951 21.0 4.5 阿武町 山口県 阿武町 Ⅲ

大橋橋 (ｵｵﾊｼﾊﾞｼ) 町道十王堂上万原線 1990 16.8 5.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅰ

宮ノ馬場橋 (ﾐﾔﾉﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 町道亀山十王堂線 1975 16.5 4.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅲ

宇田地橋 (ｳﾀｼﾞﾊﾞｼ) 町道宇田地金社線 1966 20.0 3.6 阿武町 山口県 阿武町 Ⅲ

刈足橋 (ｶﾘｱｼﾊﾞｼ) 町道宇田地金社線 1966 16.3 3.5 阿武町 山口県 阿武町 Ⅲ

入野橋 (ｲﾘﾉﾊﾞｼ) 町道才ノ上桑谷線 1962 22.0 3.2 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

是安橋 (ｺﾚﾔｽﾊﾞｼ) 町道松ノ木河内神線 1997 30.1 5.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

水車橋 (ｽｲｼﾔﾊﾞｼ) 町道大番峠水車線 1967 21.0 3.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

庄司橋 (ｼﾖｳｼﾊﾞｼ) 町道上川庄司線 1984 22.5 5.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

大京橋 (ﾀﾞｲｷﾖｳﾊﾞｼ) 町道鍛砥屋大京線 1980 24.9 4.5 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

栃原橋 (ﾄﾁﾊﾞﾗﾊｼ) 町道栃原広乙線 1965 17.4 3.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

福弥橋 (ﾌｸﾔﾊﾞｼ) 町道新田弥富線 1960 18.0 4.4 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ

宮ノ馬場橋 (ﾐﾔﾉﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 町道寺ノ下宮ノ浴線 1957 18.6 6.0 阿武町 山口県 阿武町 Ⅱ
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平成２８年度　トンネル点検結果（山口県） 平成29年3月31日現在

※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

防府第１トンネル (ﾎｳﾌﾀﾞｲｲﾁﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1981 823 中国地整 山口県 防府市 Ⅲ

防府第２トンネル (ﾎｳﾌﾀﾞｲﾆﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1981 347 中国地整 山口県 防府市 Ⅲ

防府第３トンネル (ﾎｳﾌﾀﾞｲｻﾝﾄﾝﾈﾙ) 国道2号 1977 1828 中国地整 山口県 防府市 Ⅲ

長府隧道 (ﾁｮｳﾌｽﾞｲﾄﾞｳ) 国道2号 1957 550 中国地整 山口県 下関市 Ⅲ

生野屋第一トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 421 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

生野屋第一トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ1ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 376 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

生野屋第二トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 417 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

生野屋第二トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ2ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 393 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

生野屋第三トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ3ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 282 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

生野屋第三トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ3ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 230 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

生野屋第四トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ4ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 143 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

生野屋第四トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ4ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 91 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

生野屋第五トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ5ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 397 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

生野屋第五トンネル (ｲｸﾉﾔﾀﾞｲ5ﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 393 西日本 山口県 下松市 Ⅱ

耳取トンネル (ﾐﾐﾄﾘﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 67 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

耳取トンネル (ﾐﾐﾄﾘﾄﾝﾈﾙ) 山陽自動車道吹田山口線 1990 72 西日本 山口県 下松市 Ⅲ

大和田トンネル ｵｵﾜﾀﾞﾄﾝﾈﾙ 国道434号 2008 708 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

高木屋トンネル ﾀｶｷﾞﾔﾄﾝﾈﾙ 国道434号 2001 334 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

三瀬川隧道 ｻﾝｾﾞｶﾞﾜｽﾞｲﾄﾞｳ 主要地方道周東美川線 1958 45 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

川西隧道 ｶﾜﾆｼｽﾞｲﾄﾞｳ 主要地方道岩国玖珂線 1971 273 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

柱野隧道 ﾊｼﾗﾉｽﾞｲﾄﾞｳ 主要地方道岩国玖珂線 1971 358 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

欽明路隧道 ｷﾝﾒｲｼﾞｽﾞｲﾄﾞｳ 主要地方道岩国玖珂線 1971 1136 山口県 山口県 岩国市 Ⅲ

佐波山隧道（下り） ｻﾊﾞﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ 国道262号 1971 670 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

佐波山隧道（上り） ｻﾊﾞﾔﾏｽﾞｲﾄﾞｳ 国道262号 1973 600 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道租峠隧道 ｻｲﾉﾀｵｽﾞｲﾄﾞｳ 川西43号線 1921 140 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

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）
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平成２８年度　洞門、スノーシェッド点検結果（山口県） 平成29年3月31日現在

※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

※該当施設無し

施設名（フリガナ） 路線名
建設
年次
(西暦)

延長
（ｍ）

行政区域幅員
（ｍ）
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平成２８年度　大型カルバート点検結果（山口県） 平成29年3月31日現在

※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

2号下り佐野 2ｺﾞｳｸﾀﾞﾘｻﾉ 山陽自動車道吹田山口線 1987 146 12 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

防府-25 ﾎｳﾌ-25 山陽自動車道吹田山口線 1987 74 10 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

山口南-5 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-5 山陽自動車道吹田山口線 1987 24 11 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

山口南-3 A-846 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-3A-846 山陽自動車道吹田山口線 2001 20 15 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

山口南-3 A-846 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-3A-846 山陽自動車道吹田山口線 2001 7 15 西日本 山口県 山口市 Ⅰ

山口南-4 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-4 山陽自動車道吹田山口線 2001 30 9 西日本 山口県 山口市 Ⅲ

山口南-4 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-4 山陽自動車道吹田山口線 2001 4 8 西日本 山口県 山口市 Ⅰ

山口南-10 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-10 山陽自動車道吹田山口線 2001 38 14 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

山口南-10 ﾔﾏｸﾞﾁﾐﾅﾐ-10 山陽自動車道吹田山口線 2001 7 14 西日本 山口県 山口市 Ⅰ

上河原橋 ｶﾐｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ 国道2号 1976 11.8 10.6 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

清水川管理１号函渠（上り） ｼﾐｽﾞｶﾞﾜｶﾝﾘｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ（ﾉﾎﾞﾘ） 国道2号 1976 14.5 6.1 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

清水川管理１号函渠（下り） ｼﾐｽﾞｶﾞﾜｶﾝﾘｲﾁｺﾞｳｶﾝｷｮ（ｸﾀﾞﾘ） 国道2号 1976 15 6.1 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

清水川管理２号函渠（上り） ｼﾐｽﾞｶﾞﾜｶﾝﾘﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ（ﾉﾎﾞﾘ） 国道2号 1976 15 6.1 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

清水川管理２号函渠（下り） ｼﾐｽﾞｶﾞﾜｶﾝﾘﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ（ｸﾀﾞﾘ） 国道2号 1976 15.4 6.1 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

右田函渠 ﾐｷﾞﾀｶﾝｷｮ 国道2号 1985 13.3 7.0 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

剣川管理道函渠（下り） ﾂﾙｷﾞｶﾞﾜｶﾝﾘﾄﾞｳｶﾝｷｮ（ｸﾀﾞﾘ） 国道2号 1983 25 7.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

姫山函渠（下り） ﾋﾒﾔﾏｶﾝｷｮ（ｸﾀﾞﾘ） 国道2号 1983 12 6.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

姫山函渠（上り） ﾋﾒﾔﾏｶﾝｷｮ（ﾉﾎﾞﾘ） 国道2号 1983 18 6.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

須川管理函渠（下り） ｽｶﾞﾜｶﾝﾘｶﾝｷｮ（ｸﾀﾞﾘ） 国道2号 1983 50 6.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

須川管理函渠（上り） ｽｶﾞﾜｶﾝﾘｶﾝｷｮ（ﾉﾎﾞﾘ） 国道2号 1983 18 6.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

大崎函渠 ｵｵｻｷｶﾝｷｮ 国道2号 1986 13 7 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

防府市大字台道 ﾎｳﾌｼｵｵｼﾞﾀﾞｲﾄﾞｳ 国道2号 不明 29.8 5.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

防府市大字台道 ﾎｳﾌｼｵｵｼﾞﾀﾞｲﾄﾞｳ 国道2号 不明 10.5 5.5 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

厚狭ＢＰ山陽小野田市 ｱｻﾊﾞｲﾊﾞｽｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞｼ 国道2号 1998 29.6 7.00 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

厚狭ＢＰ山陽小野田市 ｱｻﾊﾞｲﾊﾞｽｻﾝﾖｳｵﾉﾀﾞｼ 国道2号 1999 28.3 7.00 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

R2函渠501K032 R2ｶﾝｷｮ501K032 国道2号 不明 60 5.5 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

R2函渠506k201 R2ｶﾝｷｮ506k201 国道2号 不明 26 6.5 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

R2函渠512k357 R2ｶﾝｷｮ512k357 国道2号 不明 50 6.2 中国地整 山口県 山陽小野田市 Ⅰ

大崎トンネル ｵｵｻｷﾄﾝﾈﾙ 国道2号 1983 145.7 不明 中国地整 山口県 防府市 Ⅰ

武久川函渠 ﾃｹﾋｻｶﾞﾜｶﾝｷｮ 国道191号 2013 13.7 8.9 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

カルバート（２連） ｶﾙﾊﾞｰﾄ（ﾆﾚﾝ） 国道191号 2013 43 17 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

２号函渠 ﾆｺﾞｳｶﾝｷｮ 国道191号 2007 24.3 6.1 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

３号函渠 ｻﾝｺﾞｳｶﾝｷｮ 国道191号 2007 29.6 12.1 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

６号函渠 ﾛｸｺﾞｳｶﾝｷｮ 国道191号 2009 30.3 9 中国地整 山口県 下関市 Ⅰ

鶴浜パイプカルバート ﾂﾙﾊﾏﾊﾟｲﾌﾟｶﾙﾊﾞｰﾄ 県道防府環状線 不明 82.1 5.66 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

油谷河原カルバート ﾕﾔｶﾜﾗｶﾙﾊﾞｰﾄ 国道４９１号 不明 47.9 14.2 山口県 山口県 長門市 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　横断歩道橋（跨線橋以外）点検結果（山口県） 平成29年3月31日現在

※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

岡屋横断歩道橋 (ｵｶﾔｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 一般国道190号 1975 98 2 中国地整 山口県 山口市 Ⅱ

鵜の島歩道橋 (ｳﾉｼﾏﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 小串通り鍋倉線 1967 43.7 1.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

浜通り歩道橋 (ﾊﾏﾄﾞｵﾘﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 小串通り鍋倉線 1968 71.6 1.5 宇部市 山口県 宇部市 Ⅱ

栄町横断歩道橋 (ｻｶｴﾏﾁｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中央線 1967 25.4 1.2 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

尾尻横断歩道橋 (ｵｼﾞﾘｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中央線 1993 53.7 1.6 下松市 山口県 下松市 Ⅱ

末武横断歩道橋 (ｽｴﾀｹｵｳﾀﾞﾝﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 市道中央線 1971 40 1.5 下松市 山口県 下松市 Ⅲ

平田小学校前歩道橋 (ﾋﾗﾀｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 南岩国町160号線 不明 43.9 2 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

岩国小学校前歩道橋 (ｲﾜｸﾆｼｮｳｶﾞｯｺｳﾏｴﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 錦見61号線 1972 93.05 1.5 岩国市 山口県 岩国市 Ⅲ

行政区域
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　横断歩道橋（跨線橋）点検結果（山口県） 平成29年3月31日現在

※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

※該当施設無し

行政区域
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（山口県） 平成29年3月31日現在

※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

道路情報提供装置 中国縦貫自動車道 2010 13 西日本 山口県 山口市 Ⅱ

道路情報提供装置 中国縦貫自動車道 2010 13 西日本 山口県 美祢市 Ⅱ

道路情報提供装置 山陽自動車道吹田山口線 2001 13 西日本 山口県 防府市 Ⅱ

道路情報提供装置 中国縦貫自動車道 2004 11 西日本 山口県 下関市 Ⅱ

案内標識 国道191号 1979 22.0 中国地整 山口県 下関市 Ⅱ

案内標識 国道190号 不明 17.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

案内標識 国道190号 不明 17.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

案内標識 国道2号 1986 8.5 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

案内標識 国道2号 不明 8.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅱ

案内標識 国道2号 不明 8.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅱ

案内標識 国道2号 不明 8.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅰ

車両感知器 国道190号 1999 17.0 中国地整 山口県 宇部市 Ⅱ

道路標識 主要地方道岩国玖珂線 1994 24.5 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

道路標識 主要地方道岩国玖珂線 1994 12.2 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

道路標識 主要地方道岩国玖珂線 1994 10.4 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

道路標識 主要地方道岩国玖珂線 1994 11.6 山口県 山口県 岩国市 Ⅱ

道路標識 主要地方道岩国玖珂線 1994 16 山口県 山口県 岩国市 Ⅰ

道路標識 主要地方道光柳井線 2004 15.5 山口県 山口県 柳井市 Ⅱ

道路標識 主要地方道柳井玖珂線 1997 13.1 山口県 山口県 柳井市 Ⅱ

道路標識 国道437号 1986 16.3 山口県 山口県 周防大島町 Ⅲ

道路標識 国道437号 1987 14.1 山口県 山口県 周防大島町 Ⅲ

道路標識 国道437号 1987 10.5 山口県 山口県 柳井市 Ⅲ

道路標識 国道315号 1970 11.6 山口県 山口県 周南市 Ⅲ

道路標識 国道315号 1970 11.6 山口県 山口県 周南市 Ⅱ

道路標識 国道262号 2007 24.6 山口県 山口県 防府市 Ⅰ

道路標識 国道262号 1999 22.5 山口県 山口県 防府市 Ⅰ

道路標識 国道262号 1965 36.5 山口県 山口県 防府市 Ⅲ

道路標識 主要地方道防府(停)線 2001 27 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

道路標識 主要地方道防府(停)線 1990 22.6 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

道路標識 主要地方道防府(停)線 1996 34.5 山口県 山口県 防府市 Ⅱ

道路標識 国道262号 1988 14.7 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 国道262号 1993 22.5 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 国道262号 1965 28.9 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 国道262号 1987 25 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

道路標識 国道262号 1986 25.5 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

道路標識 国道435号 1982 15.7 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 18.8 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 18.9 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 23.3 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 18.8 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 18.8 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 20.8 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 22 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 33.5 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口小郡秋穂線 1984 21 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 県道宮野大歳線 1995 22.5 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 県道山口阿知須宇部線 2001 21.9 山口県 山口県 山口市 Ⅲ

道路標識 県道山口阿知須宇部線 2001 25 山口県 山口県 山口市 Ⅰ

道路標識 国道315号 1986 18 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路標識 国道489号 1993 14.2 山口県 山口県 山口市 Ⅱ

道路情報提供装置 国道316号 1990 12 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

道路標識 国道316号 1970 19.5 山口県 山口県 山陽小野田市 Ⅱ

道路標識 国道490号 1993 35.8 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

道路標識 国道490号 1993 25 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

施設名 路線名
設置
年次
(西暦)

道路幅員
（ｍ）

行政区域
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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
施設名 路線名

設置
年次
(西暦)

道路幅員
（ｍ）

行政区域

道路標識 主要地方道山口宇部線 1975 27.6 山口県 山口県 宇部市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2011 25.1 山口県 山口県 宇部市 Ⅰ

道路標識 国道316号 1986 22.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

道路標識 国道316号 1985 13.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

道路標識 国道316号 1986 15.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 国道435号 1987 22 山口県 山口県 美祢市 Ⅱ

道路標識 国道435号 1994 14.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

道路標識 国道435号 1994 21.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

道路標識 国道435号 1994 14 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

道路標識 国道435号 1985 16.1 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 国道435号 1994 13.7 山口県 山口県 美祢市 Ⅲ

道路標識 国道490号 2011 10.6 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道小郡三隅線 1954 11.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道小郡三隅線 1954 12.5 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道小郡三隅線 1954 15 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道萩秋芳線 1986 12.9 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道萩秋芳線 1993 8.2 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道小野田美東線 1965 15.8 山口県 山口県 美祢市 Ⅰ

道路標識 主要地方道下関港線 1993 18 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

道路標識 主要地方道下関港線 1993 22.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

道路標識 県道下関港安岡線 1970 22.9 山口県 山口県 下関市 Ⅱ

道路標識 県道福浦港金比羅線 1972 23.3 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

道路標識 県道福浦港金比羅線 1972 24.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

道路標識 県道武久椋野線 1998 23.5 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

道路標識 国道191号 1965 11.5 山口県 山口県 下関市 Ⅲ

道路標識 国道491号 1993 16 山口県 山口県 下関市 Ⅰ

道路標識 国道316号 1970 14.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

道路標識 国道316号 1970 14 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

道路情報提供装置 国道316号 1996 7.5 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

道路標識 主要地方道下関長門線 1954 16 山口県 山口県 長門市 Ⅱ

道路標識 国道262号 1985 9.6 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 国道262号 1996 13.1 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 国道262号 1986 9.6 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 国道315号 1991 12.7 山口県 山口県 阿武町 Ⅱ

道路標識 国道315号 1970 11 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

道路標識 国道315号 1970 12.3 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

道路標識 国道315号 1991 12.1 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 国道315号 1991 12.1 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

道路標識 国道315号 1991 9.1 山口県 山口県 萩市 Ⅲ

道路標識 主要地方道萩秋芳線 1995 19.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 主要地方道萩秋芳線 1995 13.8 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 主要地方道萩三隅線 1984 13 山口県 山口県 萩市 Ⅱ

道路標識 主要地方道山口宇部線 2001 22.8 山口県 山口県 山口市 Ⅰ
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