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細畑跨線橋下 (ﾎｿﾊﾞﾀｺｾﾝｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１５６号 1988 183.2 11.75 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

細畑跨線橋上 (ﾎｿﾊﾞﾀｺｾﾝｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道１５６号 1980 183.2 11.75 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

岩戸高架橋上 (ｲﾜﾄﾞｺｳｶｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道１５６号 2007 881.81 9.65 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

逆川橋下 (ｻｶｼﾏｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１５６号 1990 13.1 14.08 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

逆川橋上 (ｻｶｼﾏｶﾞﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１５６号 1990 13.1 16.7 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

岩田高架橋上 (ｲﾜﾀｺｳｶｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道１５６号 2012 366.2 10 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

岩田高架オンランプ上 (ｲﾜﾀｺｳｶｵﾝﾗﾝﾌﾟﾉﾎﾞﾘ) 国道１５６号 2012 92.25 6.45 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

岩田高架オフランプ下 (ｲﾜﾀｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟｸﾀﾞﾘ) 国道１５６号 2012 94.5 6.45 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

大安寺川橋下 (ﾀﾞｲｱﾝｼﾞｶﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1972 19.66 9.65 中部地整 岐阜県 各務原市 Ⅰ

大安寺川橋上 (ﾀﾞｲｱﾝｼﾞｶﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1972 19.66 18.13 中部地整 岐阜県 各務原市 Ⅰ

名鉄岐南跨線橋下 (ﾒｲﾃﾂｷﾞﾅﾝｺｾﾝｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1979 25.69 15.1 中部地整 岐阜県 岐南町 Ⅱ

名鉄岐南跨線橋上 (ﾒｲﾃﾂｷﾞﾅﾝｺｾﾝｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1968 25.69 15 中部地整 岐阜県 岐南町 Ⅲ

新荒田川橋下 (ｼﾝｱﾗﾀｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1979 39.9 12.6 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

新荒田川橋上 (ｼﾝｱﾗﾀｶﾞﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1970 39.9 9.2 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

岐阜1号橋 (ｷﾞﾌｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２１号 1970 6.7 70.5 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

岐阜10号橋 (ｷﾞﾌｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 国道２１号 1964 6 36 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

論田川橋 (ﾛﾝﾃﾞﾝｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２１号 1963 13.58 30.55 中部地整 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

別府跨道橋 (ﾍﾞｯﾌﾟｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２１号 1963 8.2 30.5 中部地整 岐阜県 瑞穂市 Ⅲ

天王川小橋下 (ﾃﾝﾉｳｶﾞﾜｺﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1971 20.6 7.2 中部地整 岐阜県 瑞穂市 Ⅰ

天王川小橋上 (ﾃﾝﾉｳｶﾞﾜｺﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1976 19.63 7.2 中部地整 岐阜県 瑞穂市 Ⅰ

天王川橋橋側歩道橋上 (ﾃﾝﾉｳｶﾞﾜﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1973 20.6 2.56 中部地整 岐阜県 瑞穂市 Ⅲ

天王川橋橋側歩道橋下 (ﾃﾝﾉｳｶﾞﾜﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1976 21.96 2.56 中部地整 岐阜県 瑞穂市 Ⅱ

穂積1号橋 (ﾎﾂﾞﾐｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道２１号 1963 6 36.5 中部地整 岐阜県 瑞穂市 Ⅰ

深田橋橋側歩道橋上 (ﾌｶﾀﾞﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｳｴ) 国道２１号 1974 26 1.9 中部地整 岐阜県 美濃加茂市 Ⅲ

深田橋 (ﾌｶﾀﾞﾊﾞｼ) 国道２１号 1951 18.3 8.3 中部地整 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

可児川橋上 (ｶﾆｶﾞﾜﾊﾞｼｳｴ) 国道４１号 1988 69.32 13.8 中部地整 岐阜県 可児市 Ⅰ

可児川橋下 (ｶﾆｶﾞﾜﾊﾞｼｼﾀ) 国道４１号 1974 69.3 11.3 中部地整 岐阜県 可児市 Ⅱ

蜂屋高架オンランプ橋 (ﾊﾁﾔｺｳｶｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道４１号 1994 38 9.5 中部地整 岐阜県 美濃加茂市 Ⅰ

蜂屋高架オフランプ橋 (ﾊﾁﾔｺｳｶｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道４１号 1994 24.5 9.5 中部地整 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

美濃加茂跨道橋 (ﾐﾉｶﾓｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1962 6.2 10.6 中部地整 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

中川辺ONランプ橋上 (ﾅｶｶﾜﾍﾞｵﾝﾗﾝﾌﾟｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 2010 251.7 6.5 中部地整 岐阜県 川辺町 Ⅱ

中川辺橋側歩道橋上 (ﾅｶｶﾜﾍｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 2010 142.45 2.9 中部地整 岐阜県 川辺町 Ⅱ

石神高架橋 (ｲｼｶﾞﾐｺｳｶｷｮｳ) 国道４１号 2007 189 27.83 中部地整 岐阜県 川辺町 Ⅱ

川辺2号橋 (ｶﾜﾍﾞﾆｺﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1964 5 10.3 中部地整 岐阜県 川辺町 Ⅰ

川辺3号橋 (ｶﾜﾍﾞｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1964 2.9 12.1 中部地整 岐阜県 川辺町 Ⅱ

七宗橋橋側歩道橋上 (ﾋﾁｿｳﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1972 91.7 2.24 中部地整 岐阜県 七宗町 Ⅱ

八百津1号橋 (ﾔｵﾂｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1965 5 8.95 中部地整 岐阜県 八百津町 Ⅲ

飛泉橋橋側歩道橋上 (ﾋｾﾝﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｳｴ) 国道４１号 1986 103.54 2.5 中部地整 岐阜県 白川町 Ⅰ

飛泉橋 (ﾋｾﾝﾊｼ) 国道４１号 1960 105.8 7.6 中部地整 岐阜県 白川町 Ⅲ

中野橋橋側歩道橋上 (ﾅｶﾉﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｳｴ) 国道４１号 1976 13.65 1.8 中部地整 岐阜県 白川町 Ⅱ

中野橋 (ﾅｶﾉﾊｼ) 国道４１号 1965 13.6 10.6 中部地整 岐阜県 白川町 Ⅲ

七曲橋橋側歩道橋下 (ﾅﾅﾏｶﾞﾘﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1981 119.98 2.5 中部地整 岐阜県 白川町 Ⅲ

七曲橋 (ﾅﾅﾏｶﾞﾘﾊｼ) 国道４１号 1965 119.98 7.7 中部地整 岐阜県 白川町 Ⅲ

新堀川橋側道橋下 (ｼﾝﾎﾘｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1999 20.37 5.2 中部地整 岐阜県 大垣市 Ⅰ

新堀川橋下 (ｼﾝﾎﾘｶﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1999 20.37 11.7 中部地整 岐阜県 大垣市 Ⅰ

新堀川橋上 (ｼﾝﾎﾘｶﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1974 20.36 11.7 中部地整 岐阜県 大垣市 Ⅱ

新堀川橋側道橋上 (ｼﾝﾎﾘｶﾜﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道２１号 1974 20.36 4.8 中部地整 岐阜県 大垣市 Ⅱ

大谷川橋下 (ｵｵﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1999 26.58 16.2 中部地整 岐阜県 大垣市 Ⅰ

相川橋 (ｱｲｶﾜﾊﾞｼ) 国道２１号 1952 81.44 8.1 中部地整 岐阜県 垂井町 Ⅱ
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相川橋橋側歩道橋下 (ｱｲｶﾜﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道２１号 1966 81.06 1.7 中部地整 岐阜県 垂井町 Ⅱ

関ヶ原高架橋 (ｾｷｶﾞﾊﾗｺｳｶｷｮｳ) 国道２１号 1987 94 10 中部地整 岐阜県 関ケ原町 Ⅱ

轟川橋 (ﾄﾄﾞﾛｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道２１号 1960 8.2 8.85 中部地整 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

養老大橋上 (ﾖｳﾛｳｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道２５８号 1974 301.95 10.65 中部地整 岐阜県 大垣市 Ⅱ

北谷橋 (ｷﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 国道２５８号 1971 20.6 9.7 中部地整 岐阜県 海津市 Ⅲ

山崎南谷橋 (ﾔﾏｻｷﾐﾅﾐﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 国道２５８号 1971 14.75 9.7 中部地整 岐阜県 海津市 Ⅲ

中有知橋下 (ﾅｶｳﾁﾊｼｼﾀ) 国道１５６号 1995 15.5 12 中部地整 岐阜県 美濃市 Ⅰ

中有知橋上 (ﾅｶｳﾁﾊｼｳｴ) 国道１５６号 1996 10 13.04 中部地整 岐阜県 美濃市 Ⅰ

泉橋 (ｲｽﾞﾐﾊｼ) 国道１５６号 1965 3.3 14.9 中部地整 岐阜県 美濃市 Ⅲ

立花跨線橋 (ﾀﾁﾊﾞﾅｺｾﾝｷｮｳ) 国道１５６号 1964 26.5 8.65 中部地整 岐阜県 美濃市 Ⅱ

木尾橋 (ｺﾝﾉﾊﾞｼ) 国道１５６号 1961 53.8 7.6 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

露洞橋橋側歩道橋上 (ﾂﾕﾎﾞﾗﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１５６号 1987 18.7 2.4 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅰ

鎌ヶ谷橋 (ｶﾏｶﾞﾀﾆﾊｼ) 国道１５６号 1939 10.6 9.2 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅲ

鎌ヶ谷橋橋側歩道橋下 (ｶﾏｶﾞﾀﾆﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１５６号 1969 14.5 1.8 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

下田橋 (ｼﾓﾀﾞﾊﾞｼ) 国道１５６号 1987 139.7 15.75 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

戸谷川橋 (ﾄﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１５６号 1959 10.82 16.8 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅲ

大矢元谷川橋 (ｵｵﾔﾓﾄﾀﾆｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１５６号 1959 10.74 17.9 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅲ

静加橋 (ｼｽﾞｶﾊｼ) 国道１５６号 1965 3.6 9.65 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅰ

羽佐古橋上 (ﾉﾎﾞﾘｸﾀﾞﾘ) 国道１５６号 1966 23.8 9.84 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

白谷橋 (ｼﾗﾀﾆﾊｼ) 国道１５６号 1996 16.6 9.2 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅰ

千虎橋 (ﾁﾄﾗﾊｼ) 国道１５６号 1955 20 12.72 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅰ

山陽橋 (ｻﾝﾖｳﾊﾞｼ) 国道１５６号 1965 44.08 9.7 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

郡上大橋 (ｸﾞｼﾞｮｳｵｵﾊｼ) 国道１５６号 1957 113.8 6.6 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅲ

千草橋 (ﾁｸﾞｻﾊｼ) 国道１５６号 1972 3.5 9 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅰ

新黒古橋 (ｼﾝｸﾛｺﾊｼ) 国道１５６号 2000 64.2 18.8 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

奥美濃大橋 (ｵｸﾐﾉｵｵﾊｼ) 国道１５６号 1974 122.2 12.3 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅱ

法伝橋（相生交差点内） (ﾎｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 国道１５６号 1987 7.13 19.2 中部地整 岐阜県 郡上市 Ⅰ

高山ICＣランプ橋 (ﾀｶﾔﾏｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞｼｰﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道１５８号 2009 27.2 15.5 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

前原高架橋 (ﾏｴﾊﾗｺｳｶｷｮｳ) 国道１５８号 2004 290 12 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

高山西ＩＣランプ橋 (ﾀｶﾔﾏﾆｼｲﾝﾀｰﾁｪﾝｼﾞﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道１５８号 2001 21.5 11.2 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

殿地橋 (ﾄﾞﾝﾁﾞﾊｼ) 国道１５８号 2004 210 12 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

中ノ瀬橋 (ﾅｶﾉｾﾊｼ) 国道１５８号 2000 34.5 11.7 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

菅田橋橋側歩道橋上 (ｽｶﾞﾀﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1993 21.8 3.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

金山２号橋橋側歩道下 (ｶﾅﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1977 11.34 2 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅲ

金山２号橋橋側歩道上 (ｶﾅﾔﾏﾆｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1975 11.4 2.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

金山５号橋橋側歩道上 (ｶﾅﾔﾏｺﾞｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1982 6.9 2.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

金山６号橋橋側歩道上 (ｶﾅﾔﾏﾛｸｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1983 8.5 2.5 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

下呂２号橋橋側歩道上 (ｹﾞﾛﾆｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1978 4.9 2.1 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂２号橋橋側歩道下 (ｹﾞﾛﾆｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1978 6.9 2.5 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂３号橋橋側歩道下 (ｹﾞﾛｻﾝｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1982 7.38 1.8 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂橋側５号歩道橋下 (ｹﾞﾛｷｮｳｿｸｺﾞｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1972 3.8 1 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂橋側６号歩道橋下 (ｹﾞﾛｷｮｳｿｸﾛｸｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1973 3 1.1 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂橋側７号歩道橋下 (ｹﾞﾛｷｮｳｿｸﾅﾅｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1973 5.6 1.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

保井戸橋橋側歩道橋上 (ﾎｲﾄﾞﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1987 14.6 2.4 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

左近橋 (ｻｺﾝﾊﾞｼ) 国道４１号 1966 42 7.8 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅲ

七里橋 (ｼﾁﾘﾊﾞｼ) 国道４１号 1966 90.8 8.1 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

不動橋 (ﾌﾄﾞｳﾊﾞｼ) 国道４１号 2000 182 14 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

帯雲橋下 (ﾀｲｳﾝﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1967 75.3 7.7 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅲ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 国道４１号 1963 5 6.6 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ
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下呂橋側８号歩道橋上 (ｹﾞﾛｷｮｳｿｸﾊﾁｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1975 4.35 1.5 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂橋側９号歩道橋上 (ｹﾞﾛｷｮｳｿｸｷｭｳｺﾞｳﾎﾄﾞｳｷｮｳｳｴ) 国道４１号 1975 2.45 1.4 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂６号橋橋側歩道橋下 (ｹﾞﾛﾛｸｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1981 4.2 1.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下呂７号橋橋側歩道橋下 (ｹﾞﾛﾅﾅｺﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1981 5.7 1.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

与曽橋 (ﾖｿﾊﾞｼ) 国道４１号 1963 3.3 9 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

押洞橋 (ｵｼﾎﾗﾊﾞｼ) 国道４１号 1963 4.7 9.2 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

宮谷橋測道橋上り (ﾐﾔﾀﾆﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1974 4.2 5.7 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

宮谷橋測道橋下り (ﾐﾔﾀﾆﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1983 3.4 2.7 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大巻谷橋側道橋上り (ｵｵﾏｷﾀﾆﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾆﾎﾞﾘ) 国道４１号 1973 5.99 2.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅲ

東町橋側道橋（上り） (ﾋｶﾞｼﾏﾁｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1985 8.3 2.4 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

桜洞橋側道橋上り (ｻｸﾗﾎﾞﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1975 30.4 2.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

桜洞橋側道橋下り (ｻｸﾗﾎﾞﾗﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1983 27.8 2.4 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

萩原１号溝橋側道橋 (ﾊｷﾞﾜﾗｲﾁｺﾞｳﾐｿﾞﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1982 3.2 2.5 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

上呂跨線橋 (ｼﾞｮｳﾛｺｾﾝｷｮｳ) 国道４１号 1966 31.2 9.3 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

上呂跨線橋側道橋下り (ｼﾞｮｳﾛｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1983 33.5 2.4 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

大日橋側道橋（下り） (ﾀﾞｲﾆﾁｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1973 4.2 2.2 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大日橋 (ﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 国道４１号 1964 3.04 10.7 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅰ

柏原橋 (ｶﾞｲﾊﾞﾗﾊｼ) 国道４１号 1962 6.4 7.9 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

渚橋 (ﾅｷﾞｻﾊｼ) 国道４１号 1967 161 8.2 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

新牛牧谷橋（仮称） (ｼﾝｳｼﾏｷﾀﾞﾆﾊｼ) 国道４１号 2008 72 11 中部地整 岐阜県 下呂市 Ⅱ

木賊洞跨線橋 (ﾄｸｻﾎﾞﾗｺｾﾝｷｮｳ) 国道４１号 1967 27 9.1 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅲ

松橋側道橋 (ﾏﾂﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1981 40.8 2.4 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

松橋 (ﾏﾂﾊｼ) 国道４１号 1964 30.2 8.5 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

石浦跨線橋側道橋 (ｲｼｳﾗｺｾﾝｷｮｳｿｸﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1981 39.19 2.4 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅲ

石浦跨線橋 (ｲｼｳﾗｺｾﾝｷｮｳ) 国道４１号 1964 23 8.7 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

三枝橋（暫定対面） (ﾐｴﾀﾞﾊｼ) 国道４１号 2012 96.5 16.9 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

宮川大橋 (ﾐﾔｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 国道４１号 1972 127.3 10.3 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅲ

上切高架橋（暫定対面） (ｶﾐｷﾞﾘｺｳｶｷｮｳ) 国道４１号 2012 362.5 10.8 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

上切高架橋東OFFランプ橋 (ｶﾐｷﾞﾘｺｳｶｷｮｳﾋｶﾞｼｵﾌﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道４１号 2012 120.9 6.2 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

與島橋 (ﾖｼﾏﾊｼ) 国道４１号 2010 36 19.3 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

三川橋側道橋（上り） (ｻﾝｶﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1983 42.7 2.4 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅲ

三川橋 (ｻﾝｶﾞﾜﾊｼ) 国道４１号 1970 30.1 8.8 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅲ

三川橋側道橋（下り） (ｻﾝｶﾞﾜﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1975 40.4 1.8 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

森ノ下橋側道橋（上り (ﾓﾘﾉｼﾀﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1984 4.55 2.4 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

森ノ下橋 (ﾓﾘﾉｼﾀﾊｼ) 国道４１号 1962 4 13.5 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

和田橋 (ﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 国道４１号 1962 3.9 10.9 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

和田橋側道橋（上り） (ﾜﾀﾞﾊﾞｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1986 4.4 2.3 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

国府１号溝橋 (ｺｸﾌｲﾁｺﾞｳﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道４１号 1962 2.6 11.2 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

追分橋 (ｵｲﾜｹﾊﾞｼ) 国道４１号 1962 2.8 12.3 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

安森橋 (ﾔｽﾓﾘﾊｼ) 国道４１号 1962 3.3 9.8 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅱ

安森橋側道橋（上り） (ﾔｽﾓﾘﾊｼｿｸﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道４１号 1986 3.8 2.3 中部地整 岐阜県 高山市 Ⅰ

諏訪田橋 (ｽﾜﾀﾞﾊﾞｼ) 国道４１号 1975 17 9.5 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

末真橋 (ｽｴｻﾞﾈﾊﾞｼ) 国道４１号 1966 17.62 9.4 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

跨道橋橋側歩道橋（下） (ｺﾄﾞｳｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道４１号 1983 4.1 2.8 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

第１伏方橋橋側歩道橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾌｾｶﾀﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1987 16.71 2.8 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

第２伏方橋橋側歩道橋 (ﾀﾞｲﾆﾌｾｶﾀﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1987 14.5 2.8 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

木地屋橋 (ｷﾁﾞﾔﾊｼ) 国道４１号 1968 15.4 9.4 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

吉ヶ原橋 (ﾖｼｶﾞﾊﾗﾊｼ) 国道４１号 1968 134.4 8.7 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

中ノ谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊｼ) 国道４１号 1960 24.6 11.5 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ
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牧橋橋側歩道橋 (ﾏｷﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道４１号 1979 20.2 1.7 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

牧橋 (ﾏｷﾊｼ) 国道４１号 1940 15.53 8.5 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

東茂住橋 (ﾋｶﾞｼﾓｽﾞﾐﾊｼ) 国道４１号 1960 73.4 10.4 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊｼ) 国道４１号 1969 35.64 8.5 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 国道４１号 1958 52.4 11.9 中部地整 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

第一富士見橋（上り） (ﾀﾞｲｲﾁﾌｼﾞﾐﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1970 10.45 9.6 中部地整 岐阜県 多治見市 Ⅰ

第一富士見橋（下り） (ﾀﾞｲｲﾁﾌｼﾞﾐﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1990 10.45 11.6 中部地整 岐阜県 多治見市 Ⅰ

第二富士見橋 (ﾀﾞｲﾆﾌｼﾞﾐﾊﾞｼ) 国道１９号 1990 10.43 22.2 中部地整 岐阜県 多治見市 Ⅰ

辛沢橋 (ｶﾗｻﾜﾊﾞｼ) 国道１９号 1988 11.6 25.5 中部地整 岐阜県 多治見市 Ⅰ

大原橋（上り） (ｵｵﾊﾗﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1973 41.9 10.5 中部地整 岐阜県 多治見市 Ⅱ

大原橋（下り） (ｵｵﾊﾗﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1970 41.9 10.5 中部地整 岐阜県 多治見市 Ⅲ

月吉橋（上り） (ﾂｷﾖｼﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1953 21.06 7.25 中部地整 岐阜県 土岐市 Ⅱ

月吉橋（下り） (ﾂｷﾖｼﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1966 21.06 7.25 中部地整 岐阜県 土岐市 Ⅱ

小田大橋（上り） (ｵﾀﾞｵｵﾊｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1979 121 10 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

小田大橋（下り） (ｵﾀﾞｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1995 121 10 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

五色橋（下り） (ｺﾞｼｷﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1996 20.6 10 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

小里川橋（上り） (ｵﾘｶﾞﾜﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1997 47.56 10.4 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

瑞浪第２溝橋 (ﾐｽﾞﾅﾐﾀﾞｲﾆﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道１９号 1958 5.5 8 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

竜吟大橋橋側歩道橋(上り) (ﾘｭｳｷﾞﾝｵｵﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1983 20.7 2 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

竜吟大橋 (ﾘｭｳｷﾞﾝｵｵﾊｼ) 国道１９号 1958 20 7.5 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

竜吟大橋橋側歩道橋(下り) (ﾘｭｳｷﾞﾝｵｵﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1969 20 1.5 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

神明橋橋側歩道橋 (ｼﾝﾒｲﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１９号 1972 15.44 1.5 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

神明橋 (ｼﾝﾒｲﾊﾞｼ) 国道１９号 1959 8.45 7 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

説法橋橋側歩道橋(上り) (ｾｯﾎﾟｳﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1981 11.04 1.5 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

説法橋 (ｾｯﾎﾟｳﾊﾞｼ) 国道１９号 1960 7.5 8 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

説法橋橋側歩道橋(下り) (ｾｯﾎﾟｳﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1973 10 2 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 国道１９号 1961 13.5 14.7 中部地整 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

藤跨道橋 (ﾌｼﾞｺﾄﾞｳｷｮｳ) 国道１９号 2000 20.8 8.3 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅱ

恵那第２溝橋橋側歩道橋 (ｴﾅﾀﾞｲﾆﾐｿﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳ) 国道１９号 1973 11.46 1.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅲ

恵那第２溝橋 (ｴﾅﾀﾞｲﾆﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道１９号 1960 4.5 10.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅰ

恵那第３溝橋橋側歩道橋(上り) (ｴﾅﾀﾞｲｻﾝﾐｿﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳ) 国道１９号 1972 11.43 1.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅲ

恵那第３溝橋 (ｴﾅﾀﾞｲｻﾝﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道１９号 1960 5 10.3 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅰ

恵那第３溝橋橋側歩道橋(下り) (ｴﾅﾀﾞｲｻﾝﾐｿﾞﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳ) 国道１９号 1979 7.4 2.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅰ

恵那第４溝橋 (ｴﾅﾀﾞｲﾖﾝﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道１９号 1960 3.8 8.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅰ

長島第２歩道占用橋 (ｵｻｼﾏﾀﾞｲﾆﾎﾄﾞｳｾﾝﾖｳｷｮｳ) 国道１９号 1972 8.44 1.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅲ

田違橋（上り） (ﾀﾁｶﾞｲﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1972 13.54 8.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅱ

田違橋（下り） (ﾀﾁｶﾞｲﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1972 13.54 8 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅱ

羽白ランプ２号橋下り (ﾊﾈｼﾛﾗﾝﾌﾟﾆｺﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1971 19 10 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅲ

羽白橋（上り） (ﾊﾈｼﾛﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1971 56 7.5 中部地整 岐阜県 恵那市 Ⅲ

坂本川橋 (ｻｶﾓﾄｶﾞﾜﾊﾞｼ) 国道１９号 2006 15.7 13.7 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅰ

東巣橋(上り） (ﾄｳｿｳﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1995 27 7 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

東巣橋(下り） (ﾄｳｿｳﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1999 27 11.6 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

六地蔵橋上り (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1998 12 11.5 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

六地蔵橋下り (ﾛｸｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1998 12 11.5 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅰ

実戸跨道橋（下り） (ｻﾝﾄｺﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1999 37.2 9.5 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

四ツ目川橋（下り） (ﾖﾂﾒｶﾞﾜﾊﾞｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1999 55.06 7.5 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

四ツ目上りランプ橋 (ﾖﾂﾒﾉﾎﾞﾘﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道１９号 1977 55.02 7.5 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

四ツ目下りランプ橋 (ﾖﾂﾒｸﾀﾞﾘﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 国道１９号 1977 55.05 7.5 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

一色跨道橋（上り） (ｲｯｼｷｺﾄﾞｳｷｮｳﾉﾎﾞﾘ) 国道１９号 1977 18.66 8 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ
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一色跨道橋（下り） (ｲｯｼｷｺﾄﾞｳｷｮｳｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1999 18.63 8 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

下落合川溝橋 (ｼﾓｵﾁｱｲｶﾞﾜﾐｿﾞﾊﾞｼ) 国道１９号 1991 5 15.3 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅰ

落合大橋（下り） (ｵﾁｱｲｵｵﾊｼｸﾀﾞﾘ) 国道１９号 1998 72.85 26.2 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅱ

深沢大橋 (ﾌｶｻﾜｵｵﾊｼ) 国道１９号 1966 104.7 5.4 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅲ

賤母橋（上り線） (ｼｽﾞﾓﾊｼﾉﾎﾞﾘｾﾝ) 国道１９号 1964 10.4 7 中部地整 岐阜県 中津川市 Ⅰ

翠橋 (ｽｲﾊﾞｼ) 国道２１号 1980 12.65 13.6 中部地整 岐阜県 土岐市 Ⅲ

顔戸橋橋側歩道橋 (ｺﾞｳﾄﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２１号 1983 9.2 2 中部地整 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

顔戸橋 (ｺﾞｳﾄﾊﾞｼ) 国道２１号 1950 7.5 7.9 中部地整 岐阜県 御嵩町 Ⅲ

伏見跨線橋 (ﾌｼﾐｺｾﾝｷｮｳ) 国道２１号 1950 7.6 7.8 中部地整 岐阜県 御嵩町 Ⅲ

伏見跨線橋橋側歩道橋 (ﾌｼﾐｺｾﾝｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 国道２１号 1972 13.46 1.5 中部地整 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

沓掛橋 ｸﾂｶｹｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1974 155 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新茶屋橋 ｼﾝﾁﾔﾔｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1974 157 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 中津川市 Ⅱ

沓掛橋 ｸﾂｶｹｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1974 155 12 中日本高速道路株式会社 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新茶屋橋 ｼﾝﾁﾔﾔｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1974 129 12 中日本高速道路株式会社 岐阜県 中津川市 Ⅲ

日吉川橋 ﾋﾖｼｶﾞﾜｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1973 84 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

賤洞川橋 ｼｽﾞﾎﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1973 163 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 土岐市 Ⅱ

大洞川橋 ｵｵﾎﾞﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1973 96 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 土岐市 Ⅱ

織部橋 ｵﾘﾍﾞｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1973 68 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 土岐市 Ⅱ

日吉川橋 ﾋﾖｼｶﾞﾜｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1973 84 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

賤洞川橋 ｼｽﾞﾎﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1973 163 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 土岐市 Ⅱ

大洞川橋 ｵｵﾎﾞﾗｶﾞﾜﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1973 96 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 土岐市 Ⅱ

織部橋 ｵﾘﾍﾞｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1973 68 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 土岐市 Ⅱ

村内橋 ﾑﾗｳﾁﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 14 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

野崎橋 ﾉｻﾞｷﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 9 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

出須賀橋 ｲﾃﾞｽｶﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 12 15 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

安八高架橋 ｱﾝﾊﾟﾁｺｳｶｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1964 161 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 安八町 Ⅲ

牧橋 ﾏｷﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 15 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 安八町 Ⅱ

内阿原橋 ｳﾁｱﾊﾞﾗﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 33 17 中日本高速道路株式会社 岐阜県 大垣市 Ⅲ

西大外羽避溢橋 ﾆｼｵｵﾄﾊﾞﾋｴﾂｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1964 34 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 大垣市 Ⅱ

境谷橋 ｻｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 12 12 中日本高速道路株式会社 岐阜県 大垣市 Ⅲ

岐阜羽島ＩＣ橋 ｷﾞﾌﾊｼﾏICﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1982 120 16 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

関ヶ原ＩＣ橋 ｾｷｶﾞﾊﾗICｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1964 52 17 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関ケ原町 Ⅲ

村内橋 ﾑﾗｳﾁﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 14 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

野崎橋 ﾉｻﾞｷﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 9 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

出須賀橋 ｲﾃﾞｽｶﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 12 15 中日本高速道路株式会社 岐阜県 羽島市 Ⅱ

安八高架橋 ｱﾝﾊﾟﾁｺｳｶｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1964 161 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 安八町 Ⅲ

牧橋 ﾏｷﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 15 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 安八町 Ⅱ

内阿原橋 ｳﾁｱﾊﾞﾗﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 33 17 中日本高速道路株式会社 岐阜県 大垣市 Ⅲ

西大外羽避溢橋 ﾆｼｵｵﾄﾊﾞﾋｴﾂｷﾖｳ 中央自動車道西宮線 1964 34 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 大垣市 Ⅱ

境谷橋 ｻｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ 中央自動車道西宮線 1964 12 12 中日本高速道路株式会社 岐阜県 大垣市 Ⅲ

笠田高架橋 ｶｻﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1996 544 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

岐阜各務原ＩＣ橋 ｷﾞﾌｶｶﾐｶﾞﾊﾗICｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1996 36 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

大野第一橋 ｵｵﾉﾀﾞｲ1ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 33 15 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

大野第二橋 ｵｵﾉﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 33 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

境川橋 ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 東海北陸自動車道 1985 119 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

西市場第一橋 ﾆｼｲﾁﾊﾞﾀﾞｲ1ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 33 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

西市場第二橋 ﾆｼｲﾁﾊﾞﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 59 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

間無下川高架橋 ﾏﾅｼﾀｶﾞﾜｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 301 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

関ＩＣ橋 ｾｷICｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 67 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ
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倉知高架橋 ｸﾗﾁｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 319 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

小瀬橋 ｵｾﾞｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 37 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅲ

小俣川高架橋 ｵﾏﾀｶﾞﾜｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 655 13 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

岐阜各務原ＩＣ橋 ｷﾞﾌｶｶﾐｶﾞﾊﾗICｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1986 36 8 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

関ＩＣランプ橋 ｾｷICﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 38 7 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

関第二ＩＣ橋 ｾｷﾀﾞｲ2ICｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 33 14 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

笠田高架橋 ｶｻﾀﾞｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1996 537 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

岐阜各務原ＩＣ橋 ｷﾞﾌｶｶﾐｶﾞﾊﾗICｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1996 36 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

大野第一橋 ｵｵﾉﾀﾞｲ1ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 33 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

大野第二橋 ｵｵﾉﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 33 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

境川橋 ｻｶｲｶﾞﾜﾊﾞｼ 東海北陸自動車道 1985 134 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

西市場第一橋 ﾆｼｲﾁﾊﾞﾀﾞｲ1ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 53 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

西市場第二橋 ﾆｼｲﾁﾊﾞﾀﾞｲ2ｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 75 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 各務原市 Ⅱ

間無下川高架橋 ﾏﾅｼﾀｶﾞﾜｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 277 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

関ＩＣ橋 ｾｷICｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 67 14 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

倉知高架橋 ｸﾗﾁｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 319 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

小瀬橋 ｵｾﾞｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 37 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅲ

小俣川高架橋 ｵﾏﾀｶﾞﾜｺｳｶｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1985 655 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 関市 Ⅱ

上小鳥橋 ｶﾐｵﾄﾞﾘﾊﾞｼ 東海北陸自動車道 1999 56 11 中日本高速道路株式会社 岐阜県 高山市 Ⅱ

池之島橋 ｲｹﾉｼﾏﾊｼ 東海北陸自動車道 1999 290 10 中日本高速道路株式会社 岐阜県 高山市 Ⅱ

荘川Ｅランプ橋 ｼﾖｳｶﾜEﾗﾝﾌﾟｷﾖｳ 東海北陸自動車道 1999 65 9 中日本高速道路株式会社 岐阜県 高山市 Ⅱ

越新谷橋 (ｵｼﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) １５７号 1979 13.4 6.0 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

無名橋（長谷側道橋） (ﾑﾒｲｷｮｳ) １５７号 1974 8.4 9.5 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

ホタルバシ (ﾎﾀﾙﾊﾞｼ) １５７号 1953 8.5 8.0 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

花ノ木橋 (ﾊﾅﾉｷﾊﾞｼ) １５７号 2004 14.4 13.9 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

日当橋 (ﾋｱﾀﾘﾊﾞｼ) １５７号 2009 10.3 11.8 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

港１号橋 (ﾐﾅﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) ２５６号 1956 6.4 34.9 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

港２号橋 (ﾐﾅﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) ２５６号 1956 6.4 34.9 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

早野橋 (ﾊﾔﾉﾊﾞｼ) ３０３号 1975 4.4 4.9 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

ナカバシ (ﾅｶﾊﾞｼ) ３０３号 1975 4.2 9.1 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

土貴野４号橋 (ﾄｷﾉ4ｺﾞｳｷｮｳ) ３０３号 1975 3.1 8.4 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

土貴野５号橋 (ﾄｷﾉ5ｺﾞｳｷｮｳ) ３０３号 1978 2.5 9.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

土貴野６号橋 (ﾄｷﾉ6ｺﾞｳｷｮｳ) ３０３号 1962 2.5 10.8 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

土貴野７号橋 (ﾄｷﾉ7ｺﾞｳｷｮｳ) ３０３号 1962 3.8 9.0 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅲ

土貴野８号橋 (ﾄｷﾉ8ｺﾞｳｷｮｳ) ３０３号 1962 2.8 9.0 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅲ

宇佐４号橋 (ｳｻ4ｺﾞｳｷｮｳ) 岐阜南濃線 1966 7.4 24.8 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

サカイウラバシ (ｻｶｲｳﾗﾊﾞｼ) 江南関線 1980 3.7 18.5 岐阜県 岐阜県 各務原市 Ⅱ

無名橋４ (ﾑﾒｲｷｮｳ4) 江南関線 1973 10.0 11.3 岐阜県 岐阜県 各務原市 Ⅲ

穂積４橋 (ﾎｽﾞﾐ4ﾊｼ) 北方多度線 1965 4.0 16.2 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅲ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 北方多度線 1980 2.4 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅱ

大江橋 (ｵｵｴﾊﾞｼ) 岐阜垂井線 1933 8.5 10.0 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

北島橋 (ｷﾀｼﾞﾏﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1973 13.3 22.0 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

早田橋 (ｿｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1984 10.2 22.3 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

正木橋 (ﾏｻｷﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1984 10.5 25.7 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

土居橋 (ﾂﾁｲﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1987 6.3 22.1 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

岩地橋 (ｲﾜﾁﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1969 11.3 6.1 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

サイカチバシ (ｻｲｶﾁﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1950 13.1 8.5 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

龍門橋 (ﾘｭｳﾓﾝﾊﾞｼ) 岐阜環状線 1996 9.6 24.7 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

カワサキ３ゴウキョウ (ｶﾜｻｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 岐阜巣南大野線 1961 4.0 8.9 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅱ



〔岐阜県〕橋梁点検結果

平成27年6月30日時点

管理者

点検

記録

管理者名 都道府県名 市区町村名

判定

区分

資料⑤－３

橋梁名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設

年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 美江寺西結線 1980 3.0 8.0 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 美江寺西結線 1980 3.0 8.0 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 牛牧墨俣線 1970 2.0 13.2 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅱ

伊往戸１号橋 (ｲｵﾄﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 神崎高富線 1960 14.2 4.8 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅱ

アオナミバシ (ｱｵﾅﾐﾊﾞｼ) 神崎高富線 1936 10.7 4.6 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅲ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 根尾谷汲大野線 1987 2.0 8.6 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅰ

シオヤバシ (ｼｵﾔﾊﾞｼ) 藤橋根尾線 1964 8.2 3.6 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅲ

笠縫１号橋 (ｶｻﾇｲ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大垣一宮線 1956 6.5 7.8 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

馬場橋 (ﾊﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 大垣一宮線 1969 8.9 8.4 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

南頬川橋 (ﾐﾅﾐﾉｶﾜﾊｼ) 大垣一宮線 1961 9.4 20.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

ナカガワバシ (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 岐阜垂井線 1956 8.0 25.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

マワタリバシ (ﾏﾜﾀﾘﾊﾞｼ) 岐阜垂井線 1956 10.6 14.9 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅲ

中曽根橋 (ﾅｶｿﾞﾈﾊｼ) 岐阜垂井線 1998 6.8 10.6 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅲ

シタンダバシ (ｼﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 岐阜垂井線 1952 2.9 11.5 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

三城橋 (ﾐｷﾊﾞｼ) 大垣環状線 1972 13.5 23.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾁｮｳ) 大垣環状線 1972 8.0 22.8 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

百石橋 (ﾋｬｯｺｸﾊﾞｼ) 大垣環状線 1999 9.1 22.7 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

新大橋 (ｼﾝｵｵﾊｼ) 大垣停車場線 1955 10.9 36.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

俵２号橋 (ﾀﾜﾗ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大垣停車場線 1944 7.5 19.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

無名橋1（林2号橋） (ﾊﾔｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大垣大野線 1959 11.3 10.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 小倉烏江大垣線 2000 7.0 9.5 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) 小倉烏江大垣線 2000 5.0 9.5 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

シンタカブチハシ (ｼﾝﾀｶﾌﾞﾁﾊｼ) 小倉烏江大垣線 1993 13.5 19.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

トバナ３号橋 (ﾄﾊﾞﾅ3ｺﾞｳｷｮｳ) 小倉烏江大垣線 1994 3.0 15.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

キタガタ２号橋 (ｷﾀｶﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 柳瀬赤坂線 1964 3.8 5.9 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

キタガタ３号橋 (ｷﾀｶﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 柳瀬赤坂線 1964 3.9 6.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

キタガタ４号橋 (ｷﾀｶﾞﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 柳瀬赤坂線 1964 3.3 7.9 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

コウフクジハシ (ｺｳﾌｸｼﾞﾊｼ) 大島赤坂線 2003 5.5 14.3 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

スガノバシ (ｽｶﾞﾉﾊﾞｼ) 大島赤坂線 2003 13.1 13.5 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

シミズバシ (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 柳瀬赤坂線 1955 4.4 10.2 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

アオキバシ (ｱｵｷﾊﾞｼ) 柳瀬赤坂線 1963 4.8 9.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 西大垣停車場線 1953 5.5 38.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

アサノバシ (ｱｻﾉﾊﾞｼ) 西大垣停車場線 1953 2.0 36.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 西大垣停車場線 1953 12.9 30.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

本町橋 (ﾎﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 西大垣停車場線 1935 10.8 15.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅲ

ダイジョハシ (ﾀﾞｲｼﾞｮﾊｼ) 西大垣停車場線 1935 2.8 15.2 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

ボックス２ (ﾎﾞｯｸｽ2) ３０３号 1991 5.5 17.1 岐阜県 岐阜県 大野町 Ⅰ

ツダガワバシ (ﾂﾀﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) ３０３号 1991 11.5 17.1 岐阜県 岐阜県 大野町 Ⅱ

ボックス３ (ﾎﾞｯｸｽ3) ３０３号 1991 4.5 14.1 岐阜県 岐阜県 大野町 Ⅰ

チョウドウハシ (ﾁｮｳﾄﾞｳﾊｼ) ３０３号 1992 4.7 8.1 岐阜県 岐阜県 大野町 Ⅱ

ヤマザキバシ (ﾔﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) ３０３号 1962 7.2 8.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

ヤマザキニシハシ (ﾔﾏｻﾞｷﾆｼﾊｼ) ３０３号 1964 2.8 12.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

畑中橋 (ﾊﾀﾅｶﾊﾞｼ) ３０３号 1965 2.2 11.7 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

昭和橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼ) ３０３号 1965 9.8 15.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

南方橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾀﾊｼ) ３０３号 1966 4.9 9.9 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

桂川橋 (ｶﾂﾗｶﾞﾜﾊｼ) ３０３号 1965 9.6 10.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) ３０３号 1975 14.0 9.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

サムタニバシ (ｻﾑﾀﾆﾊﾞｼ) ３０３号 1984 11.4 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

ハラダバシ (ﾊﾗﾀﾞﾊﾞｼ) ４１７号 1957 2.0 8.6 岐阜県 岐阜県 池田町 Ⅰ
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粕ケ原橋 (ｶｽｶﾞﾊﾗﾊｼ) ４１７号 1952 4.9 7.2 岐阜県 岐阜県 池田町 Ⅱ

コメンバシ (ｺﾒﾝﾊﾞｼ) ４１７号 1964 11.5 6.3 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

ミズナミバシ (ﾐｽﾞﾅﾐﾊﾞｼ) ４１７号 1964 7.4 7.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

フジナミバシ (ﾌｼﾞﾅﾐﾊﾞｼ) ４１７号 1961 8.4 6.6 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

県有谷１号橋 (ｹﾝﾕｳﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) ４１７号 1963 9.5 7.4 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

県有谷２号橋 (ｹﾝﾕｳﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) ４１７号 1970 13.5 6.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

県有谷３号橋 (ｹﾝﾕｳﾀﾞﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) ４１７号 1963 11.4 7.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

サカイダニハシ (ｻｶｲﾀﾞﾆﾊｼ) ４１７号 1963 6.5 8.4 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

シモタニバシ (ｼﾓﾀﾆﾊﾞｼ) ４１７号 1964 9.8 9.3 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

赤岩谷橋 (ｱｶｲﾜﾀﾞﾆﾊﾞｼ) ４１７号 1964 9.4 8.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

イチバナカハシ１ (ｲﾁﾊﾞﾅｶﾊｼ1) 春日揖斐川線 2003 2.8 4.9 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 春日揖斐川線 2006 2.4 7.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

１号ボックス (1ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 春日揖斐川線 2006 7.4 8.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

２号ボックス (2ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 春日揖斐川線 2006 10.3 7.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

３号ボックス (3ｺﾞｳﾎﾞｯｸｽ) 春日揖斐川線 2006 7.3 8.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

上名札橋 (ｶﾐﾅﾚﾊﾞｼ) 山東本巣線 1999 12.5 10.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

ボックス１７ (ﾎﾞｯｸｽ17) 岐阜関ヶ原線 1999 7.6 14.0 岐阜県 岐阜県 池田町 Ⅱ

ボックス１８ (ﾎﾞｯｸｽ18) 岐阜関ヶ原線 1999 4.6 14.0 岐阜県 岐阜県 池田町 Ⅰ

ボックス３ (ﾎﾞｯｸｽ3) 北方真正大野線 2001 6.0 12.6 岐阜県 岐阜県 大野町 Ⅱ

オゴロハシ (ｵｺﾞﾛﾊｼ) ２５６号 1999 2.5 11.5 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ヒヤハシ (ﾋﾔﾊｼ) ２５６号 1989 4.8 11.4 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ボックス２４ (ﾎﾞｯｸｽ24) ４１８号 2004 11.1 14.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

イワイドハシ (ｲﾜｲﾄﾞﾊｼ) ４１８号 2004 3.0 11.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

ボックス２５ (ﾎﾞｯｸｽ25) ４１８号 2004 8.0 11.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ヘイワハシ (ﾍｲﾜﾊｼ) ４１８号 1952 10.7 14.9 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

アサヒハシ (ｱｻﾋﾊｼ) ４１８号 1952 12.6 15.1 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 白鳥板取線 2004 2.0 2.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

オオタニハシ (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 白鳥板取線 1957 10.6 4.5 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) 北野乙狩線 2004 2.5 12.1 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ボックス２ (ﾎﾞｯｸｽ2) 北野乙狩線 2004 3.5 13.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

ヒロオカハシ (ﾋﾛｵｶﾊｼ) 美濃川辺線 不明 10.7 12.8 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅲ

クワバラハシ (ｸﾜﾊﾞﾗﾊｼ) 美濃川辺線 1968 9.5 11.9 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅲ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 美濃川辺線 2003 13.0 10.7 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) 美濃川辺線 2003 9.3 10.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

チチイワハシ (ﾁﾁｲﾜﾊｼ) 美濃川辺線 1960 9.1 3.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

クラホラハシ (ｸﾗﾎﾗﾊｼ) 金山上之保線 1964 7.4 4.5 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

タバタハシ (ﾀﾊﾞﾀﾊｼ) 金山上之保線 1964 6.4 4.5 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

マワタリハシ (ﾏﾜﾀﾘﾊｼ) 金山上之保線 1963 12.7 7.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅲ

デアイハシ (ﾃﾞｱｲﾊｼ) 金山上之保線 1961 7.2 8.3 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅲ

コサダハシ (ｺｻﾀﾞﾊｼ) 金山上之保線 1966 4.5 5.5 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 金山上之保線 2003 3.8 10.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) 金山上之保線 2003 7.0 10.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

イチバハシ (ｲﾁﾊﾞﾊｼ) 岐阜美濃線 1950 5.0 8.9 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅱ

チュウネハシ (ﾁｭｳﾈﾊｼ) 関美濃線 1960 9.2 5.5 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅲ

サカイハシ (ｻｶｲﾊｼ) 上野関線 1960 5.4 6.6 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅱ

オグラハシ (ｵｸﾞﾗﾊｼ) 上野関線 1955 5.5 5.5 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅱ

ミヤマエハシ (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 上野関線 1967 11.9 6.0 岐阜県 岐阜県 美濃市 Ⅱ

アイカケハシ (ｱｲｶｹﾊｼ) 上之保下袋坂線 1950 7.2 7.3 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

寺田陸橋 (ﾃﾗﾀﾞﾘｸﾊﾞｼ) １５６号 1990 13.5 10.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ



〔岐阜県〕橋梁点検結果

平成27年6月30日時点

管理者

点検

記録

管理者名 都道府県名 市区町村名

判定

区分

資料⑤－３

橋梁名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設

年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

大藤路橋 (ｵｵﾌｼﾞﾛﾊｼ) １５８号 1961 6.0 5.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

コダラハシ１ (ｺﾀﾞﾗﾊｼ1) １５６号 2001 6.4 15.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

シロヤマハシ (ｼﾛﾔﾏﾊｼ) １５６号 1967 9.8 8.9 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

オオタハシ (ｵｵﾀﾊｼ) １５６号 1967 4.7 10.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

シモダハシ (ｼﾓﾀﾞﾊｼ) １５６号 1994 5.0 10.8 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

ガッコウハシ (ｶﾞｯｺｳﾊｼ) １５６号 1972 3.5 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

イボラハシ (ｲﾎﾞﾗﾊｼ) １５６号 1972 13.5 8.6 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

ナガタキ１号橋 (ﾅｶﾞﾀｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) １５６号 1967 9.4 8.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

コボラハシ (ｺﾎﾞﾗﾊｼ) １５６号 1973 13.0 10.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

カミナカハシ (ｶﾐﾅｶﾊｼ) １５６号 1969 13.9 10.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

シンカイチハシ (ｼﾝｶｲﾁﾊｼ) １５６号 1979 7.0 12.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

クマザサハシ (ｸﾏｻﾞｻﾊｼ) １５８号 1963 5.8 5.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

サワタニハシ (ｻﾜﾀﾆﾊｼ) １５８号 1989 6.0 5.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

フジロバシ (ﾌｼﾞﾛﾊﾞｼ) １５８号 1984 7.3 9.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

サンバシ (ｻﾝﾊﾞｼ) ２５６号 1963 10.0 3.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

モトバシ (ﾓﾄﾊﾞｼ) ２５６号 1984 11.0 8.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ロクゲンバシ (ﾛｸｹﾞﾝﾊﾞｼ) ２５６号 1974 7.5 5.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

イエガホラハシ (ｲｴｶﾞﾎﾗﾊｼ) ２５６号 1988 9.0 8.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

フタマテバシ (ﾌﾀﾏﾃﾊﾞｼ) ２５６号 1991 13.0 9.4 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

ホリンハシ (ﾎﾘﾝﾊｼ) ２５６号 1985 9.0 8.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

アナハシ (ｱﾅﾊｼ) ２５６号 1989 13.6 7.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ムトウダニハシ (ﾑﾄｳﾀﾞﾆﾊｼ) ２５６号 1971 3.2 12.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

オトヒメハシ (ｵﾄﾋﾒﾊｼ) ２５６号 1971 13.5 8.6 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

アタゴハシ (ｱﾀｺﾞﾊｼ) ２５６号 1971 6.6 14.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ユメジハシ (ﾕﾒｼﾞﾊｼ) ２５６号 1932 8.3 5.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

タキネハシ (ﾀｷﾈﾊｼ) ２５６号 1989 7.0 8.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

ジゴクハシ (ｼﾞｺﾞｸﾊｼ) ２５６号 1989 5.0 5.4 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

アンリョウハシ (ｱﾝﾘｮｳﾊｼ) ２５６号 1988 4.8 8.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

クチボラハシ (ｸﾁﾎﾞﾗﾊｼ) ２５６号 1988 2.4 9.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

キクスイハシ (ｷｸｽｲﾊｼ) ２５６号 1968 12.5 7.9 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) ２５６号 1989 11.5 6.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

イタニハシ (ｲﾀﾆﾊｼ) ２５６号 1996 6.5 11.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) ２５６号 2006 4.4 10.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) ４７２号 1977 6.0 9.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) ４７２号 1977 4.5 7.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 白鳥板取線 1999 5.0 14.9 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ミヤマエハシ (ﾐﾔﾏｴﾊｼ) 白鳥板取線 1986 6.5 9.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 白山内ヶ谷線 2000 4.5 12.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 寒水徳永線 2003 3.4 11.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) 寒水徳永線 2003 3.5 11.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス２ (ﾎﾞｯｸｽ2) 寒水徳永線 2003 3.4 11.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ツガワハシ１ (ﾂｶﾞﾜﾊｼ1) 寒水徳永線 2001 7.6 11.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス３ (ﾎﾞｯｸｽ3) 寒水徳永線 1999 5.2 11.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

イヌナキハシ (ｲﾇﾅｷﾊｼ) 有穂中坪線 2000 13.2 14.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 大和美並線 2006 4.0 10.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

本郷橋 (ﾎﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 関金山線 1984 13.4 9.3 岐阜県 岐阜県 富加町 Ⅱ

岩花橋 (ｲﾜﾊﾞﾅﾊﾞｼ) 美濃加茂和良線 1987 14.3 23.1 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

覚野橋 (ｶｸﾉﾊﾞｼ) 美濃加茂和良線 1988 5.4 9.4 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

たていわばし (ﾀﾃｲﾜﾊﾞｼ) 美濃川辺線 1953 11.7 4.5 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ
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廿屋１号橋 (ﾂﾂﾞﾔ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 美濃川辺線 1940 3.7 4.7 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅰ

大三和橋 (ｵｵﾐﾜﾊﾞｼ) 美濃川辺線 1969 14.0 6.0 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅲ

リョウエツバシ (ﾘｮｳｴﾂﾊﾞｼ) 富加七宗線 1930 3.9 5.5 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

ナカシマバシ (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 富加七宗線 1963 2.0 4.5 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

平古市橋 (ﾋﾗｺｲﾁﾊﾞｼ) 富加七宗線 1998 10.5 6.0 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅰ

大市橋 (ﾀｲﾁﾊﾞｼ) 富加七宗線 1994 13.5 8.1 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

下水無瀬橋 (ｼﾓﾐﾅｾﾊﾞｼ) 富加七宗線 1993 7.5 8.2 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 富加七宗線 1991 6.4 8.4 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

ヤマナカバシ (ﾔﾏﾅｶﾊﾞｼ) 富加七宗線 1975 12.5 7.0 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

クワキバシ (ｸﾜｷﾊﾞｼ) 富加七宗線 1961 5.5 3.5 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅲ

オオボラバシ (ｵｵﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 坂祝関線 1970 3.5 9.5 岐阜県 岐阜県 坂祝町 Ⅰ

富士下橋 (ﾌｼﾞｼﾓﾊﾞｼ) 山之上古井線 1993 11.3 8.4 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

宮前橋（旧ナンザカバシ） (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 山之上古井線 2003 11.0 12.5 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

各務橋 (ｶｶﾞﾐﾊﾞｼ) 山之上古井線 1958 7.6 4.5 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

広橋 (ﾋﾛﾊﾞｼ) ４１８号 1978 13.0 7.0 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅰ

尾滑橋 (ｵﾅﾍﾞﾊｼ) ４１８号 2002 10.5 6.0 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

車屋橋 (ｸﾙﾔﾏﾊｼ) 善師野多治見線 1992 10.7 10.5 岐阜県 岐阜県 可児市 Ⅰ

ナガホラバシ (ﾅｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 長洞犬山線 1970 2.3 8.5 岐阜県 岐阜県 可児市 Ⅰ

ナガホラ２ハシ (ﾅｶﾞﾎﾗ2ﾊｼ) 長洞犬山線 1970 5.2 7.0 岐阜県 岐阜県 可児市 Ⅱ

二本木橋 (ﾆﾎﾝｷﾞﾊﾞｼ) 御嵩犬山線 1953 11.0 13.1 岐阜県 岐阜県 可児市 Ⅱ

宮下橋 (ﾐﾔｼﾀﾊﾞｼ) 御嵩犬山線 1971 10.6 7.0 岐阜県 岐阜県 可児市 Ⅰ

セタバシ (ｾﾀﾊﾞｼ) 御嵩可児線 1975 11.0 7.1 岐阜県 岐阜県 可児市 Ⅱ

ナカバシ (ﾅｶﾊﾞｼ) ２４８号 1970 13.5 9.0 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅲ

小泉橋 (ｺｲｽﾞﾐﾊﾞｼ) ２４８号 1976 11.6 23.6 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス７ (ﾎﾞｯｸｽ7) ２４８号 1988 3.4 21.7 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅰ

ボックス８ (ﾎﾞｯｸｽ8) ２４８号 1987 3.2 11.0 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅰ

ボックス９ (ﾎﾞｯｸｽ9) ２４８号 1987 4.8 11.0 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス１０ (ﾎﾞｯｸｽ10) ２４８号 1987 4.8 11.0 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス１１ (ﾎﾞｯｸｽ11) ２４８号 1987 5.9 11.0 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス１２ (ﾎﾞｯｸｽ12) ２４８号 1987 11.0 11.0 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス１３ (ﾎﾞｯｸｽ13) ２４８号 1979 4.9 5.5 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス１４ (ﾎﾞｯｸｽ14) ２４８号 1987 5.0 8.8 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

ボックス１５ (ﾎﾞｯｸｽ15) ２４８号 1987 4.0 8.2 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅰ

ボックス１６ (ﾎﾞｯｸｽ16) ２４８号 1987 6.0 11.8 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

サカモトバシ (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ) ３６３号 1971 10.7 10.2 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅲ

サカモトバシ１ (ｻｶﾓﾄﾊﾞｼ1) ３６３号 1976 3.0 10.3 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

鶴里橋 (ﾂﾙｻﾄﾊﾞｼ) ３６３号 1968 4.5 6.5 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

ツルサカバシ (ﾂﾙｻｶﾊﾞｼ) ３６３号 1966 9.3 9.5 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

ホソサカバシ (ﾎｿｻｶﾊﾞｼ) ３６３号 1971 3.1 9.0 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅲ

カンダバシ (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) ３６３号 1970 4.5 10.0 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

シミズダハシ (ｼﾐｽﾞﾀﾞﾊｼ) ３６３号 1951 6.5 9.5 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅲ

りょうぶたち高架橋 (ﾘｮｳﾌﾞﾀﾁｺｳｶｷｮｳ) ３６３号 1984 11.4 10.4 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

カマガホラハシ (ｶﾏｶﾞﾎﾗﾊｼ) ４１９号 1954 11.0 10.5 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

西窯橋 (ﾆｼｶﾞﾏﾊｼ) ４１９号 1987 9.0 8.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

大沢橋 (ｵｵｻﾜﾊｼ) ４１９号 1987 9.1 8.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

田代坂橋 (ﾀｼﾛｻﾞｶﾊｼ) ４１９号 1987 6.2 9.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

2号流路函渠工 (ﾎﾞｯｸｽ) ４１９号 1987 3.0 9.5 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

3号流路函渠工 (ﾎﾞｯｸｽ1) ４１９号 1987 3.6 10.5 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

柳ヶ沢橋 (ﾔﾅｷﾞｶﾞｻﾜﾊｼ) ４１９号 1987 7.5 9.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ
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サカシタバシ (ｻｶｼﾀﾊﾞｼ) 豊田多治見線 1979 8.5 7.5 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

サカシタナカハシ (ｻｶｼﾀﾅｶﾊｼ) 豊田多治見線 1986 9.8 8.3 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

サカシタシモハシ (ｻｶｼﾀｼﾓﾊｼ) 豊田多治見線 1986 10.5 8.5 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

カンダ１ゴウバシ (ｶﾝﾀﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大湫恵那線 1970 5.3 3.3 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

カンダ２ゴウバシ (ｶﾝﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 大湫恵那線 1970 5.5 3.3 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

オヤマバシ (ｵﾔﾏﾊﾞｼ) ２５６号 1973 8.4 7.0 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

吉原橋 (ﾖｼﾊﾗﾊｼ) ２５６号 1991 10.1 7.0 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

ツヅラヤブハシ (ﾂﾂﾞﾗﾔﾌﾞﾊｼ) ２５６号 1979 5.8 10.2 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

ヒロノバシ (ﾋﾛﾉﾊﾞｼ) ２５６号 1979 10.5 10.1 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

ヨシモトバシ (ﾖｼﾓﾄﾊﾞｼ) ２５６号 1976 5.4 10.1 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

フナフサバシ (ﾌﾅﾌｻﾊﾞｼ) ２５６号 1976 9.0 13.0 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

ゲンマバシ (ｹﾞﾝﾏﾊﾞｼ) ２５６号 1976 8.2 10.5 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

シンヨコタニハシ (ｼﾝﾖｺﾀﾆﾊｼ) ２５６号 1980 13.5 13.6 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

イタバシ (ｲﾀﾊﾞｼ) ２５６号 1970 4.3 4.3 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅲ

マルネバシ (ﾏﾙﾈﾊﾞｼ) ２５６号 1970 4.5 4.2 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

カミソデ１ゴウキョウ (ｶﾐｿﾃﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) ２５６号 1981 8.5 7.4 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

二軒家橋 (ﾆｹﾝﾔﾊﾞｼ) ２５７号 1969 8.5 8.1 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

ヒガシキノミバシ (ﾋｶﾞｼｷﾉﾐﾊﾞｼ) ２５７号 1969 9.7 8.4 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

ニシキノミバシ (ﾆｼｷﾉﾐﾊﾞｼ) ２５７号 1969 7.7 10.1 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

サカタバシ (ｻｶﾀﾊﾞｼ) ２５７号 1969 7.1 9.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

サカシタハシ (ｻｶｼﾀﾊｼ) ２５７号 1986 7.9 8.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

コドウキョウ (ｺﾄﾞｳｷｮｳ) ２５７号 1969 10.2 10.1 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

エンツウジハシ (ｴﾝﾂｳｼﾞﾊｼ) ２５７号 1986 6.6 12.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

ナカノバシ (ﾅｶﾉﾊﾞｼ) ２５７号 1983 8.6 21.8 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

シンイヤンタニハシ (ｼﾝｲﾔﾝﾀﾆﾊｼ) ２５７号 1980 10.5 9.6 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

シンイズミホラハシ (ｼﾝｲｽﾞﾐﾎﾗﾊｼ) ２５７号 1980 5.2 9.6 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

シンミヤホラハシ (ｼﾝﾐﾔﾎﾗﾊｼ) ２５７号 1977 10.3 9.6 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

コマツヤバシ (ｺﾏﾂﾔﾊﾞｼ) ２５７号 1974 6.0 8.9 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

イチロウジバシ (ｲﾁﾛｳｼﾞﾊﾞｼ) ２５７号 1983 9.7 11.7 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

アキヨシバシ (ｱｷﾖｼﾊﾞｼ) ３６３号 1962 2.6 6.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

シノダバシ (ｼﾉﾀﾞﾊﾞｼ) ３６３号 1964 4.0 8.1 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

キツネバシ (ｷﾂﾈﾊﾞｼ) ３６３号 1966 6.1 7.4 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

キラミバシ (ｷﾗﾐﾊﾞｼ) ３６３号 1966 7.5 7.3 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

開明橋 (ｶｲﾒｲﾊﾞｼ) ３６３号 1952 6.5 7.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

フジノキバシ (ﾌｼﾞﾉｷﾊﾞｼ) ３６３号 1965 4.2 8.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

クモジバシ (ｸﾓｼﾞﾊﾞｼ) ３６３号 1954 5.0 8.9 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

ノシバシ (ﾉｼﾊﾞｼ) ３６３号 1967 4.1 9.3 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

カミトウゲ１ゴウバシ (ｶﾐﾄｳｹﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) ３６３号 1976 13.5 7.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

イワイチバシ (ｲﾜｲﾁﾊﾞｼ) ３６３号 1969 6.5 8.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

ヨウカイチバシ (ﾖｳｶｲﾁﾊﾞｼ) ３６３号 1952 8.0 8.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

テラシタバシ (ﾃﾗｼﾀﾊﾞｼ) ３６３号 1963 5.0 6.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

一本橋 (ｲｯﾎﾟﾝﾊｼ) ３６３号 1990 12.3 12.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

マキアゲバシ (ﾏｷｱｹﾞﾊﾞｼ) ４１８号 1969 8.0 4.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

メイジンバシ (ﾒｲｼﾞﾝﾊﾞｼ) 瑞浪上矢作線 1980 4.7 7.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

クモジハシ (ｸﾓｼﾞﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1980 4.0 7.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

浅谷橋 (ｱｻﾀﾆﾊﾞｼ) ２５６号 1966 5.4 7.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

翁橋 (ｵｳﾊﾞｼ) ２５６号 1990 6.9 8.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) ２５６号 1966 3.9 8.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

モタニバシ (ﾓﾀﾆﾊﾞｼ) ２５６号 1967 5.0 7.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ
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地蔵堂橋 (ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾊｼ) ２５６号 1966 6.0 12.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

白滝橋 (ｼﾗﾀｷﾊﾞｼ) ２５６号 1973 9.5 7.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

奥金山橋 (ｵｸｶﾅﾔﾏﾊｼ) ２５６号 1972 3.1 8.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

湯谷橋 (ﾕﾀﾆﾊﾞｼ) ２５６号 1991 8.0 12.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

ボックス９ (ﾎﾞｯｸｽ9) ２５７号 1983 2.0 13.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ムメイ橋（ＢＯＸ）Ｐ１５ (ﾑﾒｲｷｮｳﾎﾞｯｸｽP15) ２５７号 2012 2.8 9.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ムメイ橋（ＢＯＸ）Ｐ１９ (ﾑﾒｲｷｮｳﾎﾞｯｸｽP19) ２５７号 2012 2.6 9.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大洞橋 (ｵｵﾎﾞﾗﾊﾞｼ) ２５７号 1976 8.5 10.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

溝上橋 (ﾐｿﾞｶﾐﾊﾞｼ) ２５７号 1976 7.3 10.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大平橋 (ｵｵﾋﾗﾊﾞｼ) ２５７号 1976 12.5 9.9 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

筑後橋 (ﾁｸｺﾞﾊﾞｼ) ２５７号 1963 8.6 10.9 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

黒石橋 (ｸﾛｲｼﾊﾞｼ) ２５７号 1965 2.4 5.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

ボックス２ (ﾎﾞｯｸｽ2) 関金山線 1985 2.0 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ボックス３ (ﾎﾞｯｸｽ3) 関金山線 1985 2.0 8.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ボックス４ (ﾎﾞｯｸｽ4) 関金山線 1987 6.5 10.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ボックス５ (ﾎﾞｯｸｽ5) 関金山線 1987 5.5 9.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ボックス６ (ﾎﾞｯｸｽ6) 関金山線 1986 6.5 9.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

ボックス７ (ﾎﾞｯｸｽ7) 関金山線 1984 3.5 8.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

神田橋 (ｶﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 関金山線 1958 5.4 9.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

尾崎橋 (ｵｻﾞｷﾊﾞｼ) 関金山線 1979 5.2 9.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

下井尻橋 (ｼﾓｲｼﾞﾘﾊﾞｼ) 関金山線 1972 10.5 8.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

瀬戸口橋 (ｾﾄｸﾞﾁﾊﾞｼ) 金山上之保線 1987 11.4 4.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

源四郎橋 (ｹﾞﾝｼﾛｳﾊﾞｼ) 金山明宝線 1975 12.6 8.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

ボックス１１ (ﾎﾞｯｸｽ11) 金山明宝線 1975 2.3 7.4 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

奧妙見橋 (ｵｸﾐﾖｳｹﾝﾊｼ) 金山明宝線 1975 10.5 9.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾆﾊﾞｼ) 金山明宝線 1975 5.3 7.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

厚谷橋 (ｱﾂﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 金山明宝線 1975 5.4 7.9 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

東洞橋 (ﾋｶﾞｼﾎﾗﾊﾞｼ) 金山明宝線 1979 5.0 6.4 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

梅尾橋 (ｳﾒｵﾊﾞｼ) 金山明宝線 1969 6.5 6.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

アイモクバシ (ｱｲﾓｸﾊﾞｼ) 金山明宝線 1966 9.4 4.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

及洞橋 (ﾎｲﾎﾗﾊﾞｼ) 金山明宝線 1970 4.0 5.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

アサボラカミバシ (ｱｻﾎﾞﾗｶﾐﾊﾞｼ) 金山明宝線 1989 4.0 5.4 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

アサボラバシ (ｱｻﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 金山明宝線 1935 3.4 3.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

倉洞谷橋 (ｸﾗﾎﾗﾀﾞﾆ) 下呂小坂線 1970 4.2 10.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

石浦橋 (ｲｼｳﾗﾊﾞｼ) 下呂小坂線 1976 5.2 7.9 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 下呂小坂線 1974 4.3 6.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

コメガイトハシ (ｺﾒｶﾞｲﾄﾊｼ) 下呂小坂線 1972 3.7 5.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

カワラダニハシ (ｶﾜﾗﾀﾞﾆﾊｼ) 下呂小坂線 1979 4.4 9.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

胡蝶橋 (ｺﾁｮｳﾊﾞｼ) 下呂小坂線 1969 3.5 7.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

コギクバシ (ｺｷﾞｸﾊﾞｼ) 下呂小坂線 1969 2.0 6.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

クワノキバシ (ｸﾜﾉｷﾊﾞｼ) 下呂小坂線 1970 2.0 6.4 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

杉谷橋 (ｽｷﾞﾀﾆﾊｼ) 下呂小坂線 1931 4.5 4.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

ヨシバ橋 (ﾖｼﾊﾞﾊﾞｼ) 下呂小坂線 1976 3.0 5.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

足谷橋 (ｱｼﾀﾆﾊﾞｼ) 下呂小坂線 1967 4.8 6.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) 宮萩原線 1993 3.5 8.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ボックス２ (ﾎﾞｯｸｽ2) 宮萩原線 1993 3.5 8.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 宮萩原線 1968 5.9 3.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

９号橋 (9ｺﾞｳｷｮｳ) 宮萩原線 1964 5.1 4.4 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

１０号橋 (10ｺﾞｳｷｮｳ) 宮萩原線 1967 10.6 3.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ
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１１号橋 (11ｺﾞｳｷｮｳ) 宮萩原線 1966 7.5 3.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 宮萩原線 1968 2.7 3.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 宮萩原線 1975 2.7 4.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

無名橋４ (ﾑﾒｲｷｮｳ4) 宮萩原線 1975 2.7 3.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ムメイ橋（ＢＯＸ）Ｐ２９ (ﾑﾒｲｷｮｳﾎﾞｯｸｽP29) 宮萩原線 2012 2.1 9.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ムメイ橋（ＢＯＸ）Ｐ４２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾎﾞｯｸｽP42) 宮萩原線 2012 4.4 9.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

出店橋 (ﾃﾞﾐｾﾊﾞｼ) 宮萩原線 1991 12.2 8.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

クマノ橋 (ｸﾏﾉﾊﾞｼ) 下山名丸線 1975 4.2 7.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ナカセタニ橋 (ﾅｶｾﾀﾆﾊﾞｼ) 下山名丸線 1975 3.1 5.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

鈴洞橋 (ｽｽﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 門和佐瀬戸線 1975 10.5 4.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

御嶽3号橋 (ｵﾝﾀｹ3ｺﾞｳｷｮｳ) 御岳山朝日線 1992 10.0 9.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

御嶽４号橋 (ｵﾝﾀｹ4ｺﾞｳｷｮｳ) 御岳山朝日線 1988 12.1 7.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

御嶽５号橋 (ｵﾝﾀｹ5ｺﾞｳｷｮｳ) 御岳山朝日線 1962 3.0 6.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

オチアイバシ (ｵﾁｱｲﾊﾞｼ) 湯屋温泉線 1950 3.4 7.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

カワイダ橋 (ｶﾜｲﾀﾞﾊﾞｼ) 湯屋温泉線 1978 5.5 10.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

サクラタニバシ (ｻｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) 乗政下呂停車場線 1982 2.1 4.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

オンタケ６号橋 (ｵﾝﾀｹ6ｺﾞｳｷｮｳ) 落合飛騨小坂停車場線 1985 3.0 5.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

オンタケ７号橋 (ｵﾝﾀｹ7ｺﾞｳｷｮｳ) 落合飛騨小坂停車場線 1973 7.0 5.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

御嶽８号橋 (ｵﾝﾀｹ8ｺﾞｳｷｮｳ) 落合飛騨小坂停車場線 1962 12.8 6.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

くらがり橋 (ｸﾗｶﾞﾘﾊﾞｼ) 落合飛騨小坂停車場線 1983 12.5 7.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

御嶽１０号橋 (ｵﾝﾀｹ10ｺﾞｳｷｮｳ) 落合飛騨小坂停車場線 1963 8.6 4.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

クグリキ谷橋 (ｸｸﾞﾘｷﾀﾆﾊｼ) 落合飛騨小坂停車場線 1989 10.8 5.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

鈴蘭谷橋 (ｽｽﾞﾗﾝﾀﾆﾊﾞｼ) 落合飛騨小坂停車場線 1992 10.0 8.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

オグロガワ橋 (ﾎﾞｯｸｽ) 落合飛騨小坂停車場線 1993 3.0 7.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ボックス (ﾎﾞｯｸｽ) 白草山公園線 1985 2.5 5.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

ムメイ橋（ＢＯＸ）Ｐ２ (ﾑﾒｲｷｮｳﾎﾞｯｸｽP2) 白草山公園線 2012 2.0 5.5 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

野々俣橋 (ﾉﾉﾏﾀﾊﾞｼ) １５６号 1937 3.7 6.4 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

野々俣１号橋 (ﾉﾉﾏﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) １５６号 1937 3.0 6.4 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

野々俣２号橋 (ﾉﾉﾏﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) １５６号 1937 2.7 6.7 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

後谷橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾆﾊﾞｼ) １５６号 1979 10.9 8.7 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

野々俣８号橋 (ﾉﾉﾏﾀ8ｺﾞｳｷｮｳ) １５６号 1937 4.4 5.8 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

牛丸橋 (ｳｼﾏﾙﾊﾞｼ) １５６号 1997 9.6 11.1 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) １５６号 1960 6.0 7.1 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

ボックス２２ (ﾎﾞｯｸｽ22) １５６号 1967 3.2 7.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

１孫四郎橋 (1ﾏｺﾞｼﾛｳﾊﾞｼ) １５６号 1960 5.4 6.7 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

２孫四郎橋 (2ﾏｺﾞｼﾛｳﾊﾞｼ) １５６号 1960 4.7 7.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

第１奥協橋 (ﾀﾞｲ1ｵｵｸﾜﾊﾞｼ) １５６号 1960 3.4 7.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

第２奥協橋 (ﾀﾞｲ2ｵｵｸﾜﾊﾞｼ) １５６号 1960 4.5 7.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

サカイ谷橋 (ｻｶｲﾀﾆﾊｼ) １５６号 1991 5.0 9.0 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

ボックス３２ (ﾎﾞｯｸｽ32) １５６号 1997 2.0 11.0 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅰ

ボックス９ (ﾎﾞｯｸｽ9) １５６号 1988 3.8 9.0 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅰ

ボックス４１ (ﾎﾞｯｸｽ41) １５６号 1982 2.0 10.5 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅰ

鳩谷橋 (ﾊﾄｶﾞﾔﾊﾞｼ) １５６号 1980 11.4 10.5 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

猿丸橋 (ｻﾙﾏﾙﾊｼ) １５８号 1962 3.0 8.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

坂牧橋 (ｻｶﾏｷﾊｼ) １５８号 1967 4.0 7.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

新道谷橋 (ｼﾝﾐﾁﾀﾞﾆﾊｼ) １５８号 1992 13.4 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

ボックス３ (ﾎﾞｯｸｽ3) １５８号 1992 2.3 9.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

ボックス１ (ﾎﾞｯｸｽ1) １５８号 1989 8.9 6.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

ボックス２ (ﾎﾞｯｸｽ2) １５８号 1990 4.0 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ
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池ノ島橋 (ｲｹﾉｼﾏﾊｼ) １５８号 1970 11.7 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

立渡橋 (ﾀﾃﾜﾀﾘﾊｼ) １５８号 1970 13.5 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

夏厩２橋 (ﾅﾂﾏﾔ2ﾊｼ) １５８号 1971 13.5 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

山の内橋 (ﾔﾏﾉｳﾁﾊｼ) １５８号 1971 13.5 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

南平橋 (ﾐﾅﾐﾋﾗﾊｼ) １５８号 1970 11.5 9.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

石飛橋 (ｲｼﾋﾊｼ) １５８号 1970 9.5 8.4 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

北平橋 (ｷﾀﾋﾗﾊｼ) １５８号 1970 11.6 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

滝ヶ洞橋 (ﾀｷｶﾞﾄﾞｳﾊｼ) １５８号 1963 3.5 6.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

曲洞橋 (ﾏｶﾞﾘﾎﾗﾊｼ) １５８号 1963 4.0 6.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

小鳥橋 (ｵﾄﾞﾘﾊﾞｼ) １５８号 1983 13.6 11.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

栃ノ木橋（ボックス３１） (ﾄﾁﾉｷﾊｼ(ﾎﾞｯｸｽ31) １５８号 1991 3.5 9.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

井口橋 (ｲｸﾞﾁﾊｼ) １５８号 1955 6.1 9.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

宝橋 (ﾀｶﾗﾊｼ) １５８号 1953 7.8 13.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

七夕橋 (ﾀﾅﾊﾞﾀﾊｼ) １５８号 1977 13.5 8.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

茶屋野橋 (ﾁｬﾔﾉﾊｼ) １５８号 1972 13.5 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

銚子谷橋 (ﾁｮｳｼﾀﾆﾊｼ) １５８号 1968 10.7 7.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) ２５７号 1963 5.4 3.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

北谷橋 (ｷﾀﾀﾆﾊｼ) ４７２号 1976 7.5 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

赤土橋 (ｱｶﾂﾁﾊﾞｼ) 高山清見線 1973 7.3 7.1 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

田中1号橋 (ﾀﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 高山清見線 1973 13.5 7.3 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

チトセバシ (ﾁﾄｾﾊﾞｼ) １５８号 1967 4.0 6.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

真之谷橋 (ｼﾝﾉﾀﾆﾊﾞｼ) １５８号 1957 7.6 4.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

アボウバシ (ｱﾎﾞｳﾊﾞｼ) １５８号 1967 7.0 6.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

ハネバシ (ﾊﾈﾊﾞｼ) ３６０号 2000 6.5 5.5 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

巣納谷橋 (ｽﾉﾀﾆﾊﾞｼ) ３６０号 2007 8.0 15.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

にが谷橋 (ﾆｶﾞﾀﾆﾊﾞｼ) ３６０号 2007 11.6 12.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

祢宜ヶ沢上橋 (ﾈｿｶﾞﾚﾊﾞｼ) ３６０号 2007 16.7 15.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) ４７１号 1996 2.8 5.3 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

アラタニバシ (ｱﾗﾀﾆﾊﾞｼ) ４７１号 1997 5.0 3.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

コガネバシ (ｺｶﾞﾈﾊﾞｼ) ４７１号 1997 4.0 4.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

ミソラバシ (ﾐｿﾗﾊﾞｼ) ４７１号 1953 4.4 3.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

スギバシ (ｽｷﾞﾊﾞｼ) ４７１号 1951 4.0 3.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

タニグチバシ (ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) ４７１号 2000 10.8 5.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

ミコウバシ (ﾐｺｳﾊﾞｼ) ４７１号 1969 6.9 7.8 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

チカツエバシ (ﾁｶﾂｴﾊﾞｼ) ４７１号 1952 10.7 6.8 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

オオタニバシ (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) ４７１号 1967 7.6 7.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

ミノイシバシ (ﾐﾉｲｼﾊﾞｼ) ４７１号 1963 5.3 5.9 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

オクバヤシバシ (ｵｸﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) ４７１号 1963 5.6 7.3 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

ネノタバシ (ﾈﾉﾀﾊﾞｼ) ４７１号 1966 4.9 6.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

ホウヤバシ (ﾎｳﾔﾊﾞｼ) ４７１号 1963 5.6 12.4 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

ミズガミハシ (ﾐｽﾞｶﾞﾐﾊｼ) ４７１号 1971 5.6 7.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

ソウレバシ (ｿｳﾚﾊﾞｼ) 高山上宝線 不明 9.0 3.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

大滝橋 (ｵｵﾀｷﾊﾞｼ) 高山上宝線 1947 12.5 5.1 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

糠塚橋 (ﾇｶﾂﾞｶﾊﾞｼ) 名張上切線 1999 9.0 9.8 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

オオナラバシ (ｵｵﾅﾗﾊﾞｼ) 長倉神岡線 1966 9.6 4.6 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

タニトバシ (ﾀﾆﾄﾊﾞｼ) 長倉神岡線 1955 13.7 4.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊﾞｼ) 長倉神岡線 1962 12.6 5.5 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

カモバシ (ｶﾓﾊﾞｼ) 平湯久手線 1969 3.5 7.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

新平瀬橋 (ｼﾝﾋﾗｾﾊｼ) ４１８号 1989 38.5 11.0 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅱ
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加野高架橋（道路公社分） (ｶﾉｺｳｶ) 岐阜美濃線 2000 577.0 9.0 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

加野高架橋(Aランプ)（道路公社分） (ｶﾉｺｳｶｷｮｳ) 岐阜美濃線 2000 75.1 9.0 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

平井橋（旧ヒライ橋） (ﾋﾗｲﾊﾞｼ) 岐阜美山線 2008 60.5 9.2 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅰ

平大橋（旧タイラオオ橋） (ﾀｲﾗｵｵﾊｼ) 岐阜美山線 2008 74.0 9.2 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅰ

平橋（旧タイラ橋） (ﾀｲﾗﾊﾞｼ) 岐阜美山線 2008 34.0 9.2 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅱ

新伊洞橋 (ｼﾝｲﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 関本巣線 1992 26.2 9.2 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

鏡島大橋 (ｶｶﾞｼﾏｵｵﾊｼ) 岐阜環状線 1973 314.3 20.5 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

まむし塚ランプ橋 (ﾏﾑｼﾂﾞｶﾗﾝﾌﾟｷｮｳ) 岐阜環状線 2003 89.5 6.6 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

大縄場大橋右岸高架橋 (ｵｵﾅﾜﾊﾞｵｵﾊｼｳｶﾞﾝｺｳｶｷｮｳ) 岐阜関ヶ原線 1992 156.1 20.8 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

大縄場大橋右岸側径間高架橋 (ｵｵﾅﾜﾊﾞｵｵﾊｼｳｶﾞﾝｶﾞﾜｹｲｶﾝｺｳｶｷｮｳ) 岐阜関ヶ原線 1992 58.0 20.8 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

大縄場大橋左岸側径間高架橋 (ｵｵﾅﾜﾊﾞｵｵﾊｼｻｶﾞﾝｶﾞﾜｹｲｶﾝｺｳｶｷｮｳ) 岐阜関ヶ原線 1992 45.4 20.8 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

糸貫大橋 (ｲﾄﾇｷｵｵﾊｼ) 岐阜巣南大野線 1994 91.0 16.8 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅰ

神宮橋 (ｼﾝｸﾞｳﾊｼ) 岐阜南濃線 1999 44.0 15.8 岐阜県 岐阜県 羽島市 Ⅲ

溝口橋 (ﾐｿﾞｸﾞﾁﾊｼ) 岐阜美濃線 2006 31.0 2.0 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

馬出橋 (ｳﾏｲﾃﾞﾊﾞｼ) 川島三輪線 1979 52.6 11.2 岐阜県 岐阜県 各務原市 Ⅱ

南中川橋 (ﾐﾅﾐﾅｶｶﾞﾜﾊｼ) 北方多度線 2005 38.0 16.0 岐阜県 岐阜県 瑞穂市 Ⅰ

新榮橋(旧新栄橋） (ｼﾝｻｶｴﾊｼ) 伊自良本巣線 1994 32.1 10.3 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅰ

笹原橋 (ｻｻﾊﾗﾊﾞｼ) 柿野谷合線 1974 45.0 7.5 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅲ

神楽橋B (ｶｸﾞﾗﾊﾞｼ) 岐阜羽島線 1978 15.6 25.9 岐阜県 岐阜県 羽島市 Ⅰ

津保川橋 (ﾂﾎﾞｶﾞﾜﾊｼ) 岐阜小倉公園自転車道線 2004 138.5 3.5 岐阜県 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

廻り谷橋 (ﾏｶﾞﾘﾀﾆﾊｼ) 根尾谷汲大野線 1987 55.5 6.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅰ

胡桃橋 (ｸﾙﾐﾊｼ) 根尾谷汲大野線 1987 38.1 6.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅰ

上小鹿橋 (ｶﾐｵｼﾞｶﾊｼ) 根尾谷汲大野線 1986 50.0 6.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

能谷橋 (ﾉｳﾀﾞﾆﾊｼ) 根尾谷汲大野線 1987 19.8 6.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅰ

和井谷橋 (ﾜｲﾀﾞﾆﾊｼ) 根尾谷汲大野線 1987 20.0 6.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅰ

岩井洞橋 (ｲﾜｲﾎﾞﾗﾊｼ) 根尾谷汲大野線 1987 24.0 6.7 岐阜県 岐阜県 本巣市 Ⅱ

清流小橋 (ｾｲﾘｭｳﾊｼ) 神崎高富線 1986 41.9 10.4 岐阜県 岐阜県 山県市 Ⅰ

鍛冶屋川橋 (ｶｼﾞﾔｶﾜﾊｼ) ３６５号 1986 22.8 12.4 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

下多良橋 (ｼﾓﾀﾗﾊﾞｼ) ３６５号 1972 74.3 7.8 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

上多良橋 (ｶﾐﾀﾗﾊﾞｼ) ３６５号 1973 67.4 8.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

中江川橋 (ﾅｶｴｶﾞﾜﾊｼ) 羽島養老線 1993 15.1 13.1 岐阜県 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

福束高架橋 (ﾌｸﾂﾞｶｺｳｶｷｮｳ) 羽島養老線 1976 85.9 10.4 岐阜県 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

水門橋 (ｽｲﾓﾝﾊﾞｼ) 羽島養老線 1972 104.0 9.9 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

新外中橋 (ｼﾝﾄﾁﾕｳﾊｼ) 岐阜関ヶ原線 1979 16.9 20.7 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅱ

北中西橋 (ｷﾀﾁﾕｳﾆｼﾊｼ) 岐阜関ヶ原線 1979 17.7 20.8 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅱ

岩手川橋 (ｲﾜﾃｶﾜﾊﾞｼ) 岐阜関ヶ原線 1983 18.2 15.3 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅱ

新伊吹橋 (ｼﾝｲﾌﾞｷﾊｼ) 岐阜関ヶ原線 1985 30.2 20.0 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅱ

旭橋 (ｱｻﾋﾊﾞｼ) 岐阜垂井線 1977 15.0 14.4 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

新規川橋 (ｼﾝｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 大垣一宮線 1975 15.6 20.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

コイズミハシ (ｺｲｽﾞﾐﾊｼ) 大垣一宮線 2000 46.5 15.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

難儀波橋 (ﾅｷﾞﾊﾞﾊﾞｼ) 大垣環状線 1984 48.0 25.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅲ

平橋 (ﾋﾗﾊﾞｼ) 大垣環状線 2000 48.7 24.6 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

綾野新幹線高架下橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 大垣環状線 1999 15.7 21.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

中曽根橋 (ﾅｶｿﾈﾊﾞｼ) 大垣環状線 1984 17.0 22.9 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

米野橋 (ｺﾒﾉﾊｼ) 大垣環状線 2002 65.2 21.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅰ

養老橋 (ﾖｳﾛｳﾊﾞｼ) 大垣養老公園線 1959 122.9 8.1 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅲ

押越橋 (ｵｼｺｼﾊｼ) 大垣養老公園線 2000 69.5 15.0 岐阜県 岐阜県 養老町 Ⅱ

江並橋 (ｴﾅﾐﾊﾞｼ) 津島南濃線 1986 29.0 11.0 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅱ

福岡大橋 (ﾌｸｵｶｵｵﾊｼ) 津島南濃線 1972 371.1 9.3 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅲ
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津屋川橋 (ﾂﾔｶﾞﾜﾊﾞｼ) 津島南濃線 1972 164.6 9.3 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅱ

徳田橋 (ﾄｸﾀﾞﾊﾞｼ) 南濃関ヶ原線 1972 30.0 9.3 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅲ

志津南谷橋 (ｼﾂﾞﾐﾅﾐﾀﾆﾊｼ) 南濃関ヶ原線 1975 24.5 7.2 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅱ

志津北谷橋 (ｼﾂﾞｷﾀﾀﾞﾆﾊｼ) 南濃関ヶ原線 1976 14.7 9.8 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅲ

今熊橋 (ｲﾏｸﾏﾊﾞｼ) 南濃関ヶ原線 1973 25.5 9.9 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅱ

小倉橋 (ｵｸﾞﾗﾊﾞｼ) 南濃関ヶ原線 1978 29.4 11.9 岐阜県 岐阜県 養老町 Ⅱ

滝谷橋 (ﾀｷﾀﾞﾆﾊｼ) 南濃関ヶ原線 1988 40.0 9.8 岐阜県 岐阜県 養老町 Ⅰ

平成新橋 (ﾍｲｾｲｼﾝﾊﾞｼ) 南濃関ヶ原線 1989 21.7 8.8 岐阜県 岐阜県 養老町 Ⅱ

和暫野橋 (ﾜｻﾞﾐﾉﾊﾞｼ) 南濃関ヶ原線 1990 15.7 13.5 岐阜県 岐阜県 関ケ原町 Ⅱ

中須川橋 (ﾅｶｽﾞｶﾞﾜﾊｼ) 安八海津線 1972 28.5 8.3 岐阜県 岐阜県 安八町 Ⅱ

下大槫橋 (ｼﾓｵｸﾞﾚﾊｼ) 安八平田線 1970 22.5 8.3 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅲ

大森橋 (ｵｵﾓﾘﾊﾞｼ) 安八平田線 1977 27.4 9.8 岐阜県 岐阜県 安八町 Ⅱ

福田大橋 (ﾌｸﾀｵｵﾊｼ) 荒尾笠縫線 1972 42.2 10.3 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

福田新橋 (ﾌｸﾀｼﾝﾊﾞｼ) 荒尾笠縫線 1971 26.1 10.3 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

高淵橋 (ﾀｶﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 小倉烏江大垣線 2000 124.9 9.2 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

烏江橋 (ｶﾗｽｴﾊｼ) 小倉烏江大垣線 2000 147.5 9.3 岐阜県 岐阜県 養老町 Ⅱ

江尻橋 (ｴｼﾞﾘﾊﾞｼ) 成戸平田線 1985 24.5 13.0 岐阜県 岐阜県 海津市 Ⅱ

河原橋 (ｶﾜﾊﾗﾊｼ) 赤坂垂井線 1993 18.3 19.9 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

御幸橋 (ﾐﾕｷﾊﾞｼ) 川合垂井線 1977 108.3 8.1 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅲ

大滝橋 (ｵｵﾀｷﾊﾞｼ) 川合垂井線 1971 28.0 13.7 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 川合垂井線 1977 25.2 5.5 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅱ

ムメイキョウ (ﾑﾒｲｷｮｳ) 川合垂井線 1977 17.1 5.5 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅲ

上牛屋橋 (ｶﾐｳｼﾔﾊｼ) 大垣大野線 2005 21.1 20.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

柳橋 (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼ) 飯田島里線 2001 198.5 12.8 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

かせが橋（柳橋左岸高架橋） (ﾔﾅｷﾞﾊﾞｼｻｶﾞﾝｺｳｶｷｮｳ) 飯田島里線 2001 122.3 12.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

金山橋 (ｶﾅﾔﾏﾊﾞｼ) 牧田関ヶ原線 1975 26.2 7.2 岐阜県 岐阜県 関ケ原町 Ⅱ

荻原橋 (ｵｷﾞﾜﾗﾊｼ) 牧田関ヶ原線 1992 57.2 11.0 岐阜県 岐阜県 大垣市 Ⅱ

新相川橋 (ｼﾝｱｲｶﾜﾊﾞｼ) 養老垂井線 1971 126.4 10.2 岐阜県 岐阜県 垂井町 Ⅱ

今尾橋 (ｲﾏｵﾊﾞｼ) 養老平田線 1985 355.0 10.8 岐阜県 岐阜県 養老町 Ⅱ

新村之内橋（旧八草10号橋） (ｼﾝﾑﾗﾉｳﾁﾊｼ) ３０３号 2008 96.5 10.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

村向橋（旧八草9号橋） (ﾑﾗﾑｶｲﾊｼ) ３０３号 2008 59.0 11.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

椿井野橋 (ﾂﾊﾞｲﾉﾊﾞｼ) ３０３号 1979 80.4 11.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

横山橋 (ﾖｺﾔﾏﾊﾞｼ) ３０３号 1978 99.0 8.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

山神橋 (ﾔﾏｶﾞﾐﾊﾞｼ) ３０３号 1983 67.0 12.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

白谷橋 (ｼﾗﾀﾆﾊｼ) ３０３号 1990 99.0 9.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

平岩橋(八草8号橋) (ﾋﾗｲﾜﾊﾞｼ) ３０３号 2006 40.0 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

梅尾橋(八草7号橋) (ｳﾒｵﾊｼ) ３０３号 2006 44.5 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

大巻橋(八草6号橋) (ｵｵﾏｷﾊｼ) ３０３号 2006 87.0 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

千石橋(八草5号橋) (ｾﾝｺﾞｸﾊｼ) ３０３号 2006 30.0 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

臼木橋(八草4号橋) (ｳｽｷﾊﾞｼ) ３０３号 2006 21.0 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

楮橋(八草3号橋) (ｺｳｽﾞﾊｼ) ３０３号 2006 61.0 9.1 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

小津瀬くらしし橋 (ｵﾂﾞｾｸﾗｼｼﾊﾞｼ) ４１７号 1988 61.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

小津瀬天狗橋 (ｵﾂﾞｾｸﾞﾋﾝﾊｼ) ４１７号 1994 95.0 7.7 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

クツ尾山之神橋（移管） (ｸｿﾞﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) ４１７号 2006 126.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

クツ尾杉の木橋 (ｸｿﾞｽｷﾞﾉｷﾊｼ) ４１７号 2006 36.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

クツ尾みかぐら橋 (ｸｿﾞﾐｶｸﾞﾗﾊｼ) ４１７号 2006 66.5 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

クツ尾ギソ見橋 (ｸｿﾞｷﾞｿﾐﾊｼ) ４１７号 2006 46.5 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

つだウズキ橋 (ﾂﾀﾞｳｽﾞｷﾊｼ) ４１７号 2006 42.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

クツ尾ゴンニョ橋 (ｸｿﾞｺﾞﾝﾆｮﾊｼ) ４１７号 2006 26.5 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ
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扇谷姫街道橋 (ｵｳｷﾞﾀﾆﾋﾒｶｲﾄﾞｳﾊｼ) ４１７号 2006 280.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

村平コト谷橋 (ﾑﾗﾀｲﾗｺﾄﾀﾆﾊｼ) ４１７号 2006 69.5 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

シッペ由定橋 (ｼｯﾍﾟﾖｼｻﾀﾞﾊｼ) ４１７号 2006 119.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

百々之木橋 (ﾄﾄﾞﾉｷﾊｼ) 山東本巣線 2004 40.0 8.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

地蔵橋 (ｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 山東本巣線 1992 33.0 6.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

新外津汲橋 (ｼﾝﾄﾂｸﾐﾊﾞｼ) 山東本巣線 1981 44.6 5.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

宇治谷橋 (ｳｼﾞﾀﾆﾊｼ) 山東本巣線 1984 42.3 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

谷口橋 (ﾀﾆｸﾞﾁﾊﾞｼ) 山東本巣線 1999 15.0 8.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

白倉橋 (ｼﾗｸﾗﾊﾞｼ) 山東本巣線 1981 18.1 4.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

谷田橋 (ﾀﾆﾀﾞﾊﾞｼ) 山東本巣線 1981 20.0 7.7 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

新白倉橋 (ｼﾝｼﾗｸﾗﾊﾞｼ) 山東本巣線 1981 24.0 5.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

小坂橋 (ｺｻｶﾊﾞｼ) 山東本巣線 1982 20.1 7.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

中郷橋 (ﾅｶｺﾞｳﾊﾞｼ) 春日揖斐川線 1988 39.1 6.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

落合橋 (ｵﾁｱｲﾊｼ) 春日揖斐川線 1990 49.0 6.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

長谷橋 (ﾅｶﾞﾀﾆﾊｼ) 川合垂井線 1992 40.2 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

押又谷橋 (ｵｼﾏﾀﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 川合垂井線 1992 26.3 10.4 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

県道桟道橋 (ｹﾝﾄﾞｳｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 藤橋根尾線 2006 42.0 8.7 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

本郷神楽橋 (ﾎﾝｺﾞｳｶｸﾞﾗﾊｼ) 藤橋根尾線 2006 50.0 8.2 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

しで原憂い橋 (ｼﾃﾞﾊﾗｳｲﾊｼ) 藤橋根尾線 2006 76.0 10.0 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

庭露橋 (ﾃｲﾛﾊｼ) 藤橋池田線 1979 44.8 6.5 岐阜県 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

栗原橋 (ｸﾘﾊﾗﾊｼ) ２５６号 1994 84.9 11.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

ふれあい大橋 (ﾌﾚｱｲｵｵﾊｼ) ２５６号 2007 73.0 16.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

中白谷橋（白谷観音橋） (ﾅｶｼﾗﾀﾆﾊｼ) ２５６号 1993 19.8 9.8 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

新仲瀬橋 (ｼﾝﾅｶｾﾊﾞｼ) ２５６号 1979 15.0 8.2 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

鮎之瀬大橋 (ｱﾕﾉｾｵｵﾊｼ) ４１８号 1993 387.7 13.3 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

新小宮橋 (ｼﾝｺﾐﾔﾊﾞｼ) 関金山線 1979 16.0 8.7 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

葛れ橋 (ｸｽﾞﾚﾊｼ) 白鳥板取線 1990 29.7 8.7 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅱ

大洞跨道橋 (ｵｵﾎﾗｺﾄﾞｳｷｮｳ) 富加美濃線 2004 37.0 5.0 岐阜県 岐阜県 関市 Ⅰ

大向橋 (ｵｵﾑｶｲﾊﾞｼ) １５６号 1990 74.0 10.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

那比大橋 (ﾅﾋﾞｵｵﾊｼ) ２５６号 1981 54.4 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

法伝橋 (ﾎｳﾃﾞﾝﾊﾞｼ) ２５６号 1987 75.0 9.3 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

押谷橋 (ｵｼﾀﾆﾊｼ) ２５６号 2001 15.0 9.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

八百僧谷橋 (ﾊｯﾋﾟｬｸｿｳﾀﾆﾊﾞｼ) 高鷲インター線 1999 22.2 13.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

高鷲大橋 (ﾀｶｽｵｵﾊｼ) 高鷲インター線 1999 48.0 15.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

釜淵橋 (ｶﾏﾌﾞﾁﾊﾞｼ) 大和美並線 1983 79.5 10.3 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

新谷戸橋 (ｼﾝﾀﾆﾄﾞﾊｼ) 大和美並線 1982 32.0 8.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

大奈良橋 (ｵｵﾅﾗﾊｼ) 大和美並線 1992 37.8 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

長善橋 (ﾁｮｳｾﾞﾝﾊｼ) 大和美並線 1992 25.8 8.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

寺内橋 (ﾃﾗｳﾁﾊｼ) 白鳥板取線 1992 15.3 12.8 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

熊戸橋 (ｸﾏﾄﾞﾊﾞｼ) 白鳥板取線 1991 19.0 11.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊｼ) 白鳥板取線 1978 16.0 8.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

下向橋 (ｼﾓﾑｶｲﾊﾞｼ) 白鳥板取線 1980 22.0 8.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

中沢橋 (ﾅｶｻﾞﾜﾊｼ) 白鳥板取線 1986 17.1 6.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

糠谷1号橋 (ﾇｶﾀﾞﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 白鳥板取線 1987 17.5 6.3 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

越戸橋 (ｺｼﾄﾊｼ) 白鳥板取線 1987 15.5 6.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

平澤橋 (ﾋﾗｿﾊｼ) 白鳥明宝線 2006 44.1 7.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

小岐那橋 (ｵｷﾅﾊﾞｼ) 美濃加茂和良線 1991 54.0 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

新錦帯橋(三庫3号橋) (ｼﾝｷﾝﾀｲﾊｼ) 美濃加茂和良線 1993 46.1 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

水口橋(三庫2号橋) (ﾐﾅｸﾁﾊｼ) 美濃加茂和良線 1992 41.0 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ
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黒瀬橋(小那比2号橋) (ｸﾛｾﾊｼ) 美濃加茂和良線 1992 32.2 11.1 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

跡瀬橋(小那比3号橋) (ｱﾄｾﾊｼ) 美濃加茂和良線 1993 40.5 11.6 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

稲葉橋 (ｲﾅﾊﾞﾊﾞｼ) 美濃加茂和良線 1974 15.6 8.3 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

白土橋 (ｼﾗﾂﾁﾊｼ) 鮎立恩地線 1982 34.8 8.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

柳瀬橋 (ﾔﾅｾﾊﾞｼ) 鮎立恩地線 1983 49.0 8.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

原口橋 (ﾊﾗｸﾞﾁﾊﾞｼ) 鮎立恩地線 1982 46.9 8.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

阿多岐橋 (ｱﾀｷﾞﾊﾞｼ) 鮎立恩地線 1975 27.8 9.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

小菜橋 (ｵｻｲﾊｼ) 寒水徳永線 2003 27.8 11.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 寒水徳永線 1988 15.7 9.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

大杉橋 (ｵｵｽｷﾞﾊﾞｼ) 剣大間見白鳥線 1976 34.8 10.3 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

魚帰橋 (ｳｵｶｴﾘﾊｼ) 石徹白前谷線 1994 21.5 14.3 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

檜橋B (ﾋﾉｷﾊﾞｼ) 石徹白前谷線 1990 18.1 4.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

檜橋A (ﾋﾉｷﾊﾞｼ) 石徹白前谷線 1990 18.1 4.0 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅲ

円空橋 (ｴﾝｸｳﾊﾞｼ) 白山内ヶ谷線 1994 46.5 8.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

勝原橋 (ｶｯﾊﾟﾗﾊｼ) 白山美濃線 1994 15.0 9.2 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

田ノ上橋 (ﾀﾉｳｴﾊｼ) 畑佐和良線 1991 25.0 10.5 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅰ

欠田橋 (ｶｹﾀﾞﾊｼ) 剣大間見白鳥線 2008 17.0 6.7 岐阜県 岐阜県 郡上市 Ⅱ

新南宮橋 (ｼﾝﾅﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) ４１８号 1983 50.0 10.2 岐阜県 岐阜県 八百津町 Ⅱ

国道４１８号跨道橋 (ｺｸﾄﾞｳ418ｺﾞｳｺﾄﾞｳｷｮｳ) ４１８号 1999 46.0 9.0 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

脇野橋 (ﾜｷﾉﾊｼ) 可児金山線 2004 34.1 10.0 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅱ

米野橋 (ｺﾒﾉﾊｼ) 可児金山線 2004 44.6 11.0 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅱ

下川原橋 (ｼﾓｶﾞﾜﾗﾊｼ) 可児金山線 1999 24.5 10.7 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅰ

朧橋 (ｵﾎﾞﾛﾊﾞｼ) 関金山線 2005 14.6 11.5 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅱ

睦橋 (ﾑﾂﾊｼ) 関金山線 2004 33.6 14.5 岐阜県 岐阜県 富加町 Ⅱ

加治田橋 (ｶｼﾞﾀﾊﾞｼ) 富加七宗線 1972 22.0 11.8 岐阜県 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

樫原橋 (ｶｼﾊﾗﾊﾞｼ) 中野方七宗線 1985 46.0 5.0 岐阜県 岐阜県 七宗町 Ⅲ

後平橋 (ｱﾄﾋﾗﾊｼ) 富加美濃線 2003 33.3 13.5 岐阜県 岐阜県 富加町 Ⅱ

新大畑橋 (ｼﾝｵｵﾊﾀﾊｼ) ２４８号 2006 61.0 17.5 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

平和橋 (ﾍｲﾜﾊﾞｼ) ２４８号 2005 18.0 16.1 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅰ

大川橋 (ｵｵｶﾜﾊﾞｼ) ３６３号 1978 16.8 9.5 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

郭好橋(小里7号橋) (ｶｯｺｳﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1992 56.0 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

川折大橋(小里9号橋) (ｶｵﾚｵｵﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1991 140.0 9.5 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

谷平橋(小里10号橋) (ﾔﾀﾗﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1991 70.0 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

城下橋(小里12号橋) (ｼﾞｮｳｶﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1990 62.0 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

記念橋(小里13号橋) (ｷﾈﾝﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1991 37.0 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

山の神橋(小里14号橋) (ﾔﾏﾉｶﾐﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1992 28.0 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

馬道ヶ峰橋(小里16号橋) (ﾊﾞﾄﾞｳｶﾞﾐﾈﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1992 72.0 8.2 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

稲津1号橋 (ｲﾅﾂ1ｺﾞｳｷｮｳ) 瑞浪大野瀬線 1974 48.0 13.8 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

神徳橋 (ｼﾞﾝﾄｸﾊｼ) 多治見恵那線 1997 33.5 9.7 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

深山橋 (ﾐﾔﾏﾊｼ) 多治見恵那線 1997 32.4 8.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

五斗蒔北橋 (ｺﾞﾄﾏｷｷﾀﾊｼ) 土岐可児線 1983 16.7 8.2 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅰ

上之橋 (ｶﾐﾉﾊｼ) 土岐市停車場細野線 1983 20.7 8.2 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

細野橋 (ﾎｿﾉﾊｼ) 土岐市停車場細野線 1990 16.1 9.7 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅱ

鷲ヶ巣橋(旧鷲之巣橋） (ﾜｼｶﾞｽﾊﾞｼ) 土岐足助線 1981 30.0 8.2 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅲ

新小谷橋 (ｼﾝｺﾀﾆﾊﾞｼ) 下石笠原市之倉線 2001 15.9 15.0 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅰ

権現橋 (ｺﾞﾝｹﾞﾝﾊﾞｼ) 下石笠原市之倉線 1993 23.0 12.8 岐阜県 岐阜県 多治見市 Ⅱ

定林寺橋 (ｼﾞｮｳﾘﾝｼﾞﾊｼ) 河合多治見線 1990 15.8 10.3 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅰ

日の宮橋 (ﾋﾉﾐﾔﾊｼ) 大西瑞浪線 1994 21.0 12.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

白沢大橋 (ｼﾗｻﾜｵｵﾊｼ) 肥田下石線 1993 48.9 11.4 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅰ
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土岐プラズマ橋 (ﾄｷﾌﾟﾗｽﾞﾏﾊｼ) 肥田下石線 2008 38.0 2.0 岐阜県 岐阜県 土岐市 Ⅰ

桜堂橋 (ｻｸﾗﾄﾞｳﾊｼ) 武並土岐多治見線 1992 18.8 7.0 岐阜県 岐阜県 瑞浪市 Ⅰ

桟道橋1 (ｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ1) ２５６号 1974 38.0 5.1 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅲ

桟道橋2 (ｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ2) ２５６号 1974 33.9 5.1 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

熊倉谷橋 (ｸﾏｸﾗﾀﾆﾊﾞｼ) ２５６号 1979 23.0 11.0 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

付知南大橋 (ﾂｹﾁﾐﾅﾐｵｵﾊｼ) ２５６号 1976 143.0 11.0 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅲ

新樋之口橋 (ｼﾝﾋﾉｸﾁﾊｼ) ２５６号 1979 33.3 9.8 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

弥栄橋右岸高架橋 (ﾔｻｶﾊｼｳｶﾞﾝｺｳｶｷｮｳ) ２５６号 1994 123.0 10.7 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

野口小橋 (ﾉｸﾞﾁｺﾊﾞｼ) ２５７号 1977 17.6 11.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

本町橋 (ﾎﾝﾏﾁﾊﾞｼ) ２５７号 1980 29.0 9.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

八幡橋 (ﾊﾁﾏﾝﾊｼ) ２５７号 1981 42.0 9.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

城山5号橋 (ｼﾛﾔﾏ5ｺﾞｳﾊｼ) ２５７号 1979 19.6 9.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

下切橋 (ｼﾓｷﾞﾘﾊｼ) ２５７号 1983 36.0 11.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

次郎橋 (ｼﾞﾛｳﾊｼ) ２５７号 1984 60.0 11.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

新白谷橋 (ｼﾝｼﾗﾀﾆﾊｼ) ２５７号 1979 20.0 10.5 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

新須母田橋 (ｼﾝｽﾓﾀﾊﾞｼ) ２５７号 1978 17.7 10.5 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

善光寺橋 (ｾﾞﾝｺｳｼﾞﾊﾞｼ) ２５７号 1976 18.6 10.5 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中井橋 (ﾅｶｲﾊﾞｼ) ３６３号 1992 21.8 11.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

新広岡橋 (ｼﾝﾋﾛｵｶﾊﾞｼ) ３６３号 1978 17.7 8.7 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

寺田橋 (ﾃﾗﾀﾞﾊｼ) ４１８号 1980 25.0 9.2 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

殿畑1号橋 (ﾄﾉﾊﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) ４１８号 1992 31.0 9.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

紺屋橋 (ｺﾝﾔﾊｼ) ４１８号 1994 20.4 11.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

井洞橋 (ｲﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 恵那白川線 1975 17.6 9.2 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

久須見橋 (ｸｽﾐﾊﾞｼ) 恵那白川線 1976 19.6 8.7 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

姫栗南橋 (ﾋﾒｸﾞﾘﾐﾅﾐﾊﾞｼ) 恵那白川線 1982 30.8 9.2 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

新野瀬橋 (ｼﾝﾉｾﾞﾊﾞｼ) 恵那白川線 1979 44.8 10.3 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

五郎橋 (ｺﾞﾛｳﾊｼ) 瑞浪上矢作線 1991 23.0 8.2 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

井ノ花橋 (ｲﾉﾊﾅﾊﾞｼ) 瑞浪大野瀬線 1992 28.7 16.9 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

出合大橋 (ﾃﾞｱｲｵｵﾊｼ) 瑞浪大野瀬線 1990 141.7 10.3 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

野井大橋 (ﾉｲｵｵﾊｼ) 多治見恵那線 1991 53.2 11.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

横吹2号橋 (ﾖｺﾌｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 中津川田立線 1977 20.3 8.2 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

井ノ切橋 (ｲﾉｷﾘﾊﾞｼ) 豊田明智線 1973 17.0 7.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

新黒川橋 (ｼﾝｸﾛｶﾜﾊﾞｼ) 越原付知線 2007 23.8 11.0 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅰ

白谷橋 (ｼﾗﾀﾆﾊｼ) 王滝加子母付知線 1979 95.0 9.6 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

水ヶ谷橋 (ﾐｽﾞｶﾞﾀﾆﾊｼ) 王滝加子母付知線 1992 37.0 10.3 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

深谷橋 (ﾌｶﾀﾆﾊｼ) 王滝加子母付知線 1999 49.0 9.3 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅲ

一色１号橋 (ｲｯｼｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 岩村停車場線 1991 17.6 8.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

烏帽子岩橋 (ｴﾎﾞｼｲﾜﾊﾞｼ) 恵那八百津線 1989 18.2 3.0 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

鳥帽子岩桟道橋 (ｴﾎﾞｼｲﾜｻﾝﾄﾞｳｷｮｳ) 恵那八百津線 1972 19.0 3.4 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅲ

界橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 上仁木明智線 1975 20.5 7.5 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

美恵橋 (ﾐｴﾊﾞｼ) 苗木恵那線 1985 212.0 10.1 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

筋違橋 (ｽｼﾞﾁｶﾞｲﾊｼ) 苗木恵那線 1981 18.5 8.3 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊｼ) 武並土岐多治見線 1993 35.6 8.2 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅰ

下柳橋 (ｼﾀﾅｷﾞﾊｼ) 裏木曽公園線 1991 43.0 10.3 岐阜県 岐阜県 中津川市 Ⅱ

力石橋 (ﾁｶﾗｲｼﾊﾞｼ) 中野方苗木線 2001 14.5 11.1 岐阜県 岐阜県 恵那市 Ⅱ

はぎわら大橋 (ﾊｷﾞﾜﾗｵｵﾊｼ) ２５７号 2005 283.0 10.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

塞の神橋 (ｻｲﾉｶﾐﾊｼ) ２５７号 1994 32.5 11.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

楢尾橋 (ﾅﾗｵﾊﾞｼ) ２５７号 1993 36.0 11.0 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

里谷橋 (ｻﾂﾀﾆﾊﾞｼ) ２５７号 1999 16.7 10.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ
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割石橋 (ﾜﾚｲｼﾊﾞｼ) 下呂白川線 1976 36.8 9.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

有里橋 (ｱﾘｻﾄﾊﾞｼ) 下呂白川線 1978 35.9 9.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

平瀬橋 (ﾋﾗｾﾊﾞｼ) 関金山線 1984 31.8 8.7 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

萬人橋 (ﾏﾝﾆﾝﾊﾞｼ) 関金山線 1983 33.0 9.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 関金山線 1973 24.4 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

曲坂橋 (ﾏｶﾞﾘｻｶﾊｼ) 宮萩原線 1980 46.0 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

知喜里橋 (ﾁｷﾞﾘﾊﾞｼ) 宮萩原線 1995 21.5 10.6 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

番屋橋 (ﾊﾞﾝﾔﾊｼ) 金山上之保線 1992 19.0 10.1 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

井谷橋 (ｲﾀﾞﾆﾊｼ) 下山名丸線 1983 53.5 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅲ

平氏橋 (ﾍｲｼﾞﾊﾞｼ) 落合飛騨小坂停車場線 1993 40.0 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

アシ谷橋 (ｱｼﾀﾆﾊｼ) 落合飛騨小坂停車場線 1994 46.5 8.8 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

京和橋（戸川３号橋） (ｷｮｳﾅﾘﾊｼ) 金山上之保線 2011 33.0 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

京和橋（戸川４号橋） (ｷｮｳﾜﾊｼ) 金山上之保線 2011 30.0 8.2 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅰ

火打大橋 (ﾋｳﾁｵｵﾊｼ) 門和佐瀬戸線 2005 51.0 10.3 岐阜県 岐阜県 下呂市 Ⅱ

大牧橋 (ｵｵﾏｷﾊﾞｼ) １５６号 1992 79.0 11.0 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

小呂橋 (ｵﾛﾊｼ) １５６号 1992 113.5 10.8 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅰ

合掌大橋 (ｶﾞｯｼｮｳｵｵﾊｼ) １５６号 1978 440.1 9.7 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅲ

飛越橋 (ﾋｴﾂﾊﾞｼ) １５６号 1976 149.0 9.5 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

宮谷橋 (ﾐﾔﾀﾆﾊｼ) １５６号 2002 84.0 10.2 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

七人畑橋 (ﾋﾁﾆﾝﾊﾞﾀﾊｼ) １５８号 1992 43.0 9.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

徳山橋 (ﾄｸｻﾝﾊﾞｼ) ２５７号 1994 63.5 9.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

ドモセ橋 (ﾄﾞﾓｾﾊﾞｼ) ２５７号 1962 15.8 3.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅲ

一之瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) ３６０号 1994 21.1 8.2 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅱ

久々野橋 (ｸｸﾞﾉﾊｼ) 久々野朝日線 1993 19.6 11.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

宝橋 (ﾀｶﾗﾊｼ) 宮萩原線 1994 23.9 9.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊｼ) 高山上宝線 1993 85.0 7.4 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

折敷地橋 (ｵｼｷｼﾞﾊｼ) 高山上宝線 1993 29.0 7.1 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

西ウレ橋 (ﾆｼｳﾚﾊﾞｼ) 高山清見線 1994 17.3 9.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

回り洞橋 (ﾏﾜﾘﾎﾞﾗﾊｼ) 高山清見線 1994 19.6 8.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

戸沢谷橋 (ﾄｻﾞﾜﾀﾆﾊｼ) 奈川野麦高根線 1994 42.0 6.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊｼ) ３６１号 2004 16.9 10.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

朝霧橋 (ｱｻｷﾞﾘﾊﾞｼ) 御岳山朝日線 2006 53.5 11.0 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

瀧見橋 (ﾀｷﾐﾊｼ) 鼠餅古川線 1992 38.1 8.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

岩舟橋 (ｲﾜﾌﾈﾊｼ) 鼠餅古川線 1992 37.5 8.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

岩屋谷橋 (ｲﾜﾔﾀﾞﾆﾊｼ) 白山公園線 2000 32.0 5.3 岐阜県 岐阜県 白川村 Ⅰ

当賢寺橋 (ﾄｳｹﾞﾝｼﾞﾊｼ) 名張上切線 2003 16.0 16.8 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

弁天橋 (ﾍﾞﾝﾃﾝﾊﾞｼ) 高山上宝線 1997 61.5 8.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

布袋橋 (ﾎﾃｲﾊﾞｼ) 高山上宝線 1999 57.0 8.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅰ

寿老橋 (ｼﾞｭﾛｳﾊﾞｼ) 高山上宝線 1998 90.0 8.2 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

鮎飛橋 (ｱﾕﾄﾋﾞﾊﾞｼ) ３６０号 2007 174.0 12.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

新旭橋 (ｼﾝｱｻﾋﾊﾞｼ) ３６０号 2008 98.5 9.2 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

ヤソゼ橋（宮川５号） (ﾔｾｿﾞﾊﾞｼ) ３６０号 2004 130.0 11.1 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊｼ) 古川清見線 2004 44.0 9.2 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅰ

薬師橋 (ﾔｸｼﾊｼ) 古川清見線 2002 51.0 10.7 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅲ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊｼ) 稲越角川停車場線 2008 32.5 12.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

大淵橋 (ｵｵﾌﾞﾁﾊｼ) 稲越角川停車場線 2008 53.5 12.0 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

岩井堂橋 (ｲﾜｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 古川宇津江四十八滝国府線 2001 28.0 4.7 岐阜県 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

新小糸谷橋 (ｼﾝｺｲﾄﾀﾞﾆﾊｼ) 槍ヶ岳公園線 1994 15.6 10.5 岐阜県 岐阜県 高山市 Ⅱ

金華橋 (ｷﾝｶﾊﾞｼ) 忠節鷺山線 1964 301.6 18.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ
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柳津大橋 (ﾔﾅｲﾂﾞｵｵﾊｼ) 柳津１１号線 2002 145.4 14.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

千鳥橋 (ﾁﾄﾞﾘﾊﾞｼ) 古津日野新田線 1969 215.5 10.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

無名架道橋１号 (ﾑﾒｲｶﾄﾞｳｷｮｳ1ｺﾞｳ) 市橋鏡島１０４号線 1986 24.773 10.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

無名架道橋２号 (ﾑﾒｲｶﾄﾞｳｷｮｳ2ｺﾞｳ) 市橋鏡島１０４号線 1987 24.773 11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

舟田橋 (ﾌﾅﾀﾞﾊｼ) 茜部２５号線 1975 8.4 10 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

大野橋 (ｵｵﾉﾊｼ) 茜部１号線 1957 11.2 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

楓橋 (ｶｴﾃﾞﾊｼ) 宮西米野線 1970 8.8 6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

川部橋 (ｶﾜﾍﾞﾊｼ) 七郷２１号線 1964 9 4.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

米野橋 (ｺﾒﾉﾊｼ) 七郷１８号線 1979 8.7 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

関戸橋 (ｾｷﾄﾊｼ) 七郷１４号線 1964 8.9 6.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

海渕橋 (ｶｲﾌﾞﾁﾊｼ) 七郷１３号線 1964 10 6.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

無名橋１号 (ﾑﾒｲｷｮｳ1ｺﾞｳ) 七郷１６号線 1964 9.4 4.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

仙道橋 (ｾﾝﾄﾞｳﾊｼ) 七郷１５号線 1964 8.9 5.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

竹橋 (ﾀｹﾊｼ) 三輪北１０号線 1976 13.1 7.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

諏訪橋 (ｽﾜﾊｼ) 三輪中１１号線 1975 11.8 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

樋角橋 (ﾋﾂﾒﾊｼ) 三輪北３号線 1978 14 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

大橋 (ｵｵﾊｼ) 三輪北５９号線 1973 14.5 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

笹ヶ鼻橋 (ｻｻｶﾞﾊﾅﾊｼ) 三輪北６７号線 1975 11.8 5.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

無名橋１１ (ﾑﾒｲｷｮｳ11) 忠節鷺山線 不明 3.51 35.26 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

常磐橋 (ﾄｷﾜﾊｼ) 鷺山常盤線 不明 13.6 21.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

福富４号橋 (ﾌｸﾄﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ) 三輪東１１１号線 1979 8.9 4.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

福富５号橋 (ﾌｸﾄﾐ5ｺﾞｳｷｮｳ) 三輪東１０８号線 1979 8.9 6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

福富６号橋 (ﾌｸﾄﾐ6ｺﾞｳｷｮｳ) 三輪東８号線 1979 8.6 4.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

木下橋 (ｷﾉｼﾀﾊｼ) 東興４号線 1964 14.5 12.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

入舟橋 (ｲﾘﾌﾈﾊｼ) 東興２６号線 1978 14.1 16 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

大黒橋 (ﾀﾞｲｺｸﾊｼ) 東興２２号線 1977 14.2 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

戎橋 (ｴﾋﾞｽﾊｼ) 東興１７号線 1977 14.1 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

梅林橋 (ﾊﾞｲﾘﾝﾊｼ) 東興２０号線 1977 14 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

九重橋 (ｺｺﾉｴﾊｼ) 東興１９号線 1977 14 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

堂前橋 (ﾄﾞｳﾏｴﾊｼ) 領下１５号線 1974 10.8 3.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８３０９)広井橋 (8309)ﾋﾛｲﾊｼ) 長住町２丁目加納大手町線 1951 9.5 11.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

影山橋 (ｶｹﾞﾔﾏﾊｼ) 芥見中野畑岩滝東３丁目線 1970 7.1 6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(２２０２)睦橋 (ﾑﾂﾊｼ) 栗野２２号線 1964 5.3 6.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

(４２０２)大退橋 (ｵｵﾉｷﾞﾊｼ) 芥見１１１号線 1968 5.9 6.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(５１２７)無名橋 (5127)ﾑﾒｲｷｮｳ) 丸山洞線 1973 4.6 3.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(５５１１)権現１号線 (ｺﾞﾝｹﾞﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中屋敷１号線 1973 8.1 4.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

(５７２２)無名橋 (5722)ﾑﾒｲｷｮｳ) 早田福光線 不明 4 15.05 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

(７４１６)無名橋 (7416)ﾑﾒｲｷｮｳ) 薮田精華線 不明 2.4 16.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(７７４６)花沢１号線 (7746)ﾊﾅｻﾞﾜ1ｺﾞｳｾﾝ) 東興３号線 1975 6.3 7.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８１５１)市橋架道橋 (8151)ｲﾁﾊｼｶﾄﾞｳｷｮｳ) 市橋鏡島１０４号線 不明 14.3 8.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８１５２)江崎道架道橋 (8152)ｴｻｷﾄﾞｳｶﾄﾞｳｷｮｳ) 市橋鏡島１６６号線 不明 13.7 8.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８２８５)宇佐９号橋 (8285)ｳｻ9ｺﾞｳｷｮｳ) 三里南部１号線 1975 8.5 12.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８３６６)梶川３号橋 (8366)ｶｼﾞｶﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 茜部１１号線 1977 7 5.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８８２１)中鶉１号橋 (8821)ﾅｶｳｽﾞﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 鶉６２号線 1974 4 6.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(８８６９)宇佐１号橋 (8869)ｳｻ1ｺﾞｳｷｮｳ) 三里南部３９号線 1976 9 27 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(７６０９)高砂橋 (7609)ﾀｶｻｺﾞﾊｼ) 神田町１０丁目安良田町３丁目線 1950 5.3 7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

(3743)無名橋 (3743)ﾑﾒｲｷｮｳ) 黒野48号線 不明 3.44 27.61 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(4607)無名橋 (4607)ﾑﾒｲｷｮｳ) 岐阜大学線 不明 3.6 24 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

(4735)無名橋 (4735)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山常磐線 不明 3.6 24 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ
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(4736)雨屋暗渠１号橋 (4736)ｱﾏﾔｱﾝｷｮ1ｺﾞｳｷｮｳ) 鷺山160号線 不明 4 32.87 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(2409)無名橋 (2409)ﾑﾒｲｷｮｳ) 太郎丸山県北野線 不明 3.52 12.58 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

(6533)無名橋 (6533)ﾑﾒｲｷｮｳ) 東島一日市場線 不明 3.25 17.28 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

(7427)無名橋 (7427)ﾑﾒｲｷｮｳ) 合渡109号線 不明 2.05 11.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４８６５）無名橋 (4865)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良90号線 不明 2.6 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８６４）無名橋 (4864)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良88号線 不明 2.6 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３８１８）無名橋 (3818)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木城田寺線 不明 4.6 16.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４６６９）無名橋 (4669)ﾑﾒｲｷｮｳ) 繰船1号線 不明 9.8 5.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４６７０）無名橋 (4670)ﾑﾒｲｷｮｳ) 繰舟2号線 不明 10.4 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（３７１３）無名橋 (3713)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上城田寺本線 不明 2.9 12.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７１５）無名橋 (3715)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺本線 不明 3.8 11.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（３７１６）無名橋 (3716)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺団地1号線 不明 3.3 6.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（３７１７）無名橋 (3717)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺団地1号線 不明 3.4 6.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（３７１８）無名橋 (3718)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺団地1号線 不明 2.4 6.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（３７２４）無名橋 (3724)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺12号線 不明 2.3 6.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７２６）無名橋 (3726)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺14号線 不明 2.5 9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７２７）無名橋 (3727)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺14号線 不明 3 5.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７２８）無名橋 (3728)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺15号線 不明 2.5 9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７２９）無名橋 (3729)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺15号線 不明 3 5.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７３０）無名橋 (3730)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺16号線 不明 2.5 9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７３１）無名橋 (3731)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺16号線 不明 3.3 5.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７３２）無名橋 (3732)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺17号線 不明 2.5 7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７３３）無名橋 (3733)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺17号線 不明 3.3 5.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７３５）無名橋 (3735)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺21号線 不明 3.3 4.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３７３６）無名橋 (3736)ﾑﾒｲｷｮｳ) 城田寺18号線 不明 3.3 5.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（３８３２）無名橋 (3832)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上城田寺本線 不明 2.4 15 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４２０７）無名橋 (4207)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上芥見大退2丁目線 不明 7.5 20.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４５４０）無名橋 (4540)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田10号線 不明 2.2 6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４５５９）無名橋 (4559)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田東板谷線 不明 2.6 10.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４６５８）無名橋 (4658)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木11号線 不明 4.4 7.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４６６１）無名橋 (4661)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木6号線 不明 4.7 8.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４６６２）無名橋 (4662)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木10号線 不明 3 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７１０）無名橋 (4710)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山160号線 不明 2.3 12.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４７１１）無名橋 (4711)ﾑﾒｲｷｮｳ) 福光90号線 不明 3.4 11.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４７１７）無名橋 (4717)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山1号線 不明 2.4 3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７３７）無名橋 (4737)ﾑﾒｲｷｮｳ) 早田正木線 不明 3.2 11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７４５）無名橋 (4745)ﾑﾒｲｷｮｳ) 明正の5-7号線 不明 2 10.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７４６）無名橋 (4746)ﾑﾒｲｷｮｳ) 明正の5-9号線 不明 2 8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７５１）無名橋 (4751)ﾑﾒｲｷｮｳ) 戸石1号線 不明 2.2 6.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７５２）無名橋 (4752)ﾑﾒｲｷｮｳ) 中洙城田寺線 不明 2.9 31.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７５５）無名橋 (4755)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居1丁目上土居2丁目線 不明 2.1 14.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７５６）無名橋 (4756)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木城田寺線 不明 2.1 17.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４７５９）無名橋 (4759)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居4丁目線 不明 2.1 18.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６０）無名橋 (4760)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居25号線 不明 2.1 14.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６１）無名橋 (4761)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居26号線 不明 2.1 14.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６２）無名橋 (4762)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居27号線 不明 2.4 10.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６３）無名橋 (4763)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居31号線 不明 2.5 6.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６４）無名橋 (4764)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居31号線 不明 2.3 5.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６６）無名橋 (4766)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木城田寺線 不明 3.8 17 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ
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（４７６７）無名橋 (4767)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山164号線 不明 3.8 7.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７６８）無名橋 (4768)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山164号線 不明 3.5 8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７７２）無名橋 (4772)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木北部12号線 不明 3.3 7.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７７３）無名橋 (4773)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木北部14号線 不明 3.2 22.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７７５）無名橋 (4775)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木北部9号線 不明 2.9 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７７６）無名橋 (4776)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木北部12号線 不明 3.3 4.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８４７）無名橋 (4847)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居21号線 不明 2 13.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８４８）無名橋 (4848)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居4号線 不明 2 18.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８４９）無名橋 (4849)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居22号線 不明 2 14.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５０）無名橋 (4850)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居23号線 不明 2 14.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５１）無名橋 (4851)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居24号線 不明 2 14.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５２）無名橋 (4852)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居25号線 不明 2 14.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５３）無名橋 (4853)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上土居26号線 不明 2 11.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５５）無名橋 (4855)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良76号線 不明 2.1 11.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５６）無名橋 (4856)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良77号線 不明 2.1 15 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５７）無名橋 (4857)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良78号線 不明 2.1 11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５８）無名橋 (4858)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良79号線 不明 2.1 11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４８５９）無名橋 (4859)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良80号線 不明 2.1 10.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４９０４）無名橋 (4904)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良93号線 不明 5.5 8.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５０１０）無名橋 (5010)ﾑﾒｲｷｮｳ) 加野南2号線 不明 8.4 12.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（５５１４）無名橋 (5514)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田下鵜飼線 不明 2.2 11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５５１８）無名橋 (5518)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田18号線 不明 2 9.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５５１９）無名橋 (5519)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田7号線 不明 2.5 10.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５５２２）無名橋 (5522)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鍛冶屋田2号線 不明 2.8 12.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５５２４）無名橋 (5524)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田44号線 不明 2.8 8.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（５５２５）無名橋 (5525)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田45号線 不明 3.4 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（５５６１）無名橋 (5561)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田4号線 不明 2.5 7.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６０１）無名橋 (5601)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田30号線 不明 2.2 8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（５６１４）無名橋 (5614)ﾑﾒｲｷｮｳ) 柿ヶ瀬本線 不明 6.7 13.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６１６）無名橋 (5616)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西3号線 不明 3.4 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６１８）無名橋 (5618)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西6号線 不明 2.9 6.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６１９）無名橋 (5619)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西14号線 不明 4.6 8.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２０）無名橋 (5620)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西5号線 不明 4.1 13.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２１）無名橋 (5621)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西6号線 不明 4.2 10.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２３）無名橋 (5623)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西1号線 不明 3 13.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２４）無名橋 (5624)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西2号線 不明 4.2 8.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２５）無名橋 (5625)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西12号線 不明 4 10 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２６）無名橋 (5626)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武木田線 不明 9.1 12.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２７）無名橋 (5627)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西23号線 不明 4.9 10.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２８）無名橋 (5628)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西24号線 不明 4.9 10.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６２９）無名橋 (5629)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武西26号線 不明 4.9 8.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３１）無名橋 (5631)ﾑﾒｲｷｮｳ) 東島旦島1号線 不明 2.7 26.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３２）無名橋 (5632)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島11号線 不明 2.2 15.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３３）無名橋 (5633)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島81号線 不明 2.2 15.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３４）無名橋 (5634)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島25号線 不明 2.5 9.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３５）無名橋 (5635)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島34号線 不明 3.3 15.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３６）無名橋 (5636)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中15号線 不明 4.1 10 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３７）無名橋 (5637)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中2号線 不明 4.5 16 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６３８）無名橋 (5638)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中25号線 不明 2.2 14.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ
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（５６３９）無名橋 (5639)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中13号線 不明 2.4 12.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６４０）無名橋 (5640)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中26号線 不明 2.1 15.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６４２）無名橋 (5642)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中21号線 不明 3.7 12.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６４７）無名橋 (5647)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中3号線 不明 4.9 12.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６４８）無名橋 (5648)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中23号線 不明 2.2 10.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（５６４９）無名橋 (5649)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中3号線 不明 4.1 11.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６５０）無名橋 (5650)ﾑﾒｲｷｮｳ) 旦島萱場2号線 不明 3 7.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５６５１）無名橋 (5651)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島348号線 不明 2.4 8.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５７２８）無名橋 (5728)ﾑﾒｲｷｮｳ) 則武中58号線 不明 3.1 10.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６００１）無名橋 (6001)ﾑﾒｲｷｮｳ) ミイソ川原畑線 不明 7.5 15.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５０１）無名橋 (6501)ﾑﾒｲｷｮｳ) 木田43号線 不明 2.7 5.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６５３４）無名橋 (6534)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島82号線 不明 2.2 15.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５３５）無名橋 (6535)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島84号線 不明 2.2 14.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５３６）無名橋 (6536)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島54号線 不明 2.2 14.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５３７）無名橋 (6537)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島85号線 不明 3.2 18.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６５３８）無名橋 (6538)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島55号線 不明 2.2 14.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５３９）無名橋 (6539)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島78号線 不明 3.2 13.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４０）無名橋 (6540)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島56号線 不明 2.1 14.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４１）無名橋 (6541)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島57号線 不明 2.2 15.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６５４２）無名橋 (6542)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島58号線 不明 2.1 15.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４３）無名橋 (6543)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島59号線 不明 2.8 14.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４４）無名橋 (6544)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島63号線 不明 2.9 15.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４５）無名橋 (6545)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島65号線 不明 2.8 16.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６５４６）無名橋 (6546)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島66号線 不明 2.85 16.25 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４７）無名橋 (6547)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島67号線 不明 2.7 11.15 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４８）無名橋 (6548)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島113号線 不明 2.05 13.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５４９）無名橋 (6549)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島163号線 不明 3.25 11.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５５０）無名橋 (6550)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島163号線 不明 2.8 16.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５５１）無名橋 (6551)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島174号線 不明 2.8 16.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５５２）無名橋 (6552)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島168号線 不明 3.25 17.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５５３）無名橋 (6553)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島175号線 不明 2.7 16.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６５５４）無名橋 (6554)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島187号線 不明 2.75 14.35 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６１４）無名橋 (6614)ﾑﾒｲｷｮｳ) 西中島旦島線 不明 4 23.72 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６１６）無名橋 (6616)ﾑﾒｲｷｮｳ) 東島旦島2号線 不明 2.25 14.92 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６１７）無名橋 (6617)ﾑﾒｲｷｮｳ) 東島旦島2号線 不明 2 21.32 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６２４）無名橋 (6624)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島27号線 不明 2.42 10.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６２５）無名橋 (6625)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島35号線 不明 2.2 12.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６２６）無名橋 (6626)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島25号線 不明 3.1 16.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６２７）無名橋 (6627)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島33号線 不明 3.1 14.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６２８）無名橋 (6628)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島36号線 不明 2.2 15.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６２９）無名橋 (6629)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島89号線 不明 2.55 10.85 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６３２）無名橋 (6632)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島98号線 不明 3.15 19.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６３３）無名橋 (6633)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島85号線 不明 2.53 12.85 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６３５）無名橋 (6635)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島114号線 不明 3.15 30.05 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６３６）無名橋 (6636)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島117号線 不明 4.1 8.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６３７）無名橋 (6637)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島127号線 不明 2.35 15.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６３９）無名橋 (6639)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島129号線 不明 2.4 10.85 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６４０）無名橋 (6640)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島154号線 不明 2.35 15.52 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６４１）無名橋 (6641)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島155号線 不明 2.4 15.63 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ
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（６６４２）無名橋 (6642)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島242号線 不明 3.2 16.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６４３）無名橋 (6643)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島156号線 不明 2.4 15.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６４６）無名橋 (6646)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島157号線 不明 2.4 14 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６４７）無名橋 (6647)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島259号線 不明 2.3 14.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６４９）無名橋 (6649)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島159号線 不明 2.4 13.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６５１）無名橋 (6651)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島160号線 不明 2.5 13.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６５２）無名橋 (6652)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島265号線 不明 2.04 14.52 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６５３）無名橋 (6653)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島161号線 不明 2.6 16.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６５４）無名橋 (6654)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島266号線 不明 2.1 14.45 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６５５）無名橋 (6655)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島267号線 不明 2.07 13.53 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６５６）無名橋 (6656)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島274号線 不明 3.4 20.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６６５７）無名橋 (6657)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島182号線 不明 2.7 16.05 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６５８）無名橋 (6658)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島264号線 不明 2.28 15.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６５９）無名橋 (6659)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島269号線 不明 2.28 15.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６６０）無名橋 (6660)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島183号線 不明 2.7 16.05 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６６１）無名橋 (6661)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島271号線 不明 2.15 14.95 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６６６２）無名橋 (6662)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島183号線 不明 3.4 19.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６６３）無名橋 (6663)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島299号線 不明 2 10.55 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６６６４）無名橋 (6664)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島307号線 不明 3.35 17.35 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６６５）無名橋 (6665)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島306号線 不明 3.4 17.65 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６６６）無名橋 (6666)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島343号線 不明 3.4 13.45 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６６７）無名橋 (6667)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島300号線 不明 2 14.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６６８）無名橋 (6668)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島310号線 不明 3.35 16.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６６９）無名橋 (6669)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島301号線 不明 2.07 13.14 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６７０）無名橋 (6670)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島344号線 不明 3.05 16.81 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６７１）無名橋 (6671)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島185号線 不明 3.1 16.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（６６７２）無名橋 (6672)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島306号線 不明 2.75 16.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６６７３）無名橋 (6673)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島318号線 不明 2.75 16 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６７４）無名橋 (6674)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島319号線 不明 2.75 16.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６６７５）無名橋 (6675)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島321号線 不明 2.75 16.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６７６）無名橋 (6676)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島323号線 不明 2.75 16.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（６６７７）無名橋 (6677)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島325号線 不明 2.5 14.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６７８）無名橋 (6678)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島329号線 不明 2.7 12.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６７９）無名橋 (6679)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島340号線 不明 2.5 16.15 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６８０）無名橋 (6680)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島341号線 不明 2.5 16.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（６６８１）無名橋 (6681)ﾑﾒｲｷｮｳ) 島205号線 不明 2.15 15.45 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７３０４）無名橋 (7304)ﾑﾒｲｷｮｳ) 合渡南1号線 不明 2.2 7.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７３０５）無名橋 (7305)ﾑﾒｲｷｮｳ) 河渡穂積町線 不明 2 10.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７３０９）無名橋 (7309)ﾑﾒｲｷｮｳ) 合渡南43号線 不明 2.5 4.67 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７３１０）無名橋 (7310)ﾑﾒｲｷｮｳ) 河渡2丁目河渡3丁目線 不明 2.31 15.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（７４１１）無名橋 (7411)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島77号線 不明 5.43 4.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７４１２）無名橋 (7412)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島69号線 不明 4.31 6.23 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７４１３）無名橋 (7413)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島75号線 不明 5.4 5.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７４１４）無名橋 (7414)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島50号線 不明 2.37 6.04 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７４１５）無名橋 (7415)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島45号線 不明 2.4 8.23 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７４１９）無名橋 (7419)ﾑﾒｲｷｮｳ) 薮田5丁目西荘7丁目線 不明 4.7 10.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７５１９）無名橋 (7519)ﾑﾒｲｷｮｳ) 清本町10丁目西荘2丁目線 不明 2.83 12.56 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７５２０）無名橋 (7520)ﾑﾒｲｷｮｳ) 清13号線 不明 2.9 13.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７５２１）無名橋 (7521)ﾑﾒｲｷｮｳ) 清13号線 不明 4.3 29.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ



〔岐阜県〕橋梁点検結果
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（７５２７）辰己野橋 (7527)ﾀﾂﾐﾉﾊｼ) 鏡島193号線 不明 2.65 6.39 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７５４２）無名橋 (7542)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鳥屋六条線 不明 4.85 33.03 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７５５２）無名橋 (7552)ﾑﾒｲｷｮｳ) 清本町10丁目西荘2丁目線 不明 4.3 17.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１１１）西荘排水路第１支派川３号橋 (8111)ﾆｼﾉｼｮｳﾊｲｽｲﾛﾀﾞｲ1ｼﾊｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ)市橋鏡島349号線 不明 3.12 3.42 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（８１１３）西荘排水路第１支派川２号橋 (8113)ﾆｼﾉｼｮｳﾊｲｽｲﾛﾀﾞｲ1ｼﾊｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ)澤田へ号線 不明 3.58 5.41 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１１４）西荘排水路第１支派川１号橋 (8114)ﾆｼﾉｼｮｳﾊｲｽｲﾛﾀﾞｲ1ｼﾊｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ)市橋鏡島102号線 不明 4.1 4.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１２１）無名橋 (8121)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島104号線 不明 2.4 10.75 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１２３）爪橋 (8123)ﾂﾒﾊｼ) 市橋鏡島46号線 不明 2.42 8.06 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１２５）無名橋 (8125)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島104号線 不明 2.65 8.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１２６）大堀川４号暗渠 (8126)ｵｵﾎﾘｶﾞﾜ4ｺﾞｳｱﾝｷｮ) 市橋鏡島104号線 不明 3.6 10.25 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１２７）無名橋 (8127)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島187号線 不明 8.9 15.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１３０）無名橋 (8130)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島7号線 不明 4.43 26.91 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１４２）無名橋 (8142)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島175号線 不明 2.5 10.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１４８）無名橋 (8148)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島5号線 不明 2.7 7.11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１５０）無名橋 (8150)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島187号線 不明 3.34 9.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１５３）無名橋 (8153)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島187号線 不明 2.8 10.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１５４）無名橋 (8154)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島7号線 不明 2.61 16.31 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１５５）無名橋 (8155)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島187号線 不明 3.01 9.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１５８）無名橋 (8158)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島3号線 不明 3.2 20.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６０）無名橋 (8160)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島120号線 不明 2.2 5.35 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６１）無名橋 (8161)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島110号線 不明 2.13 8.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６２）無名橋 (8162)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島111号線 不明 2.2 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６３）無名橋 (8163)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島111号線 不明 2.22 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１６４）無名橋 (8164)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島104号線 不明 2.4 12.54 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６５）無名橋 (8165)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島107号線 不明 3 5.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６６）無名橋 (8166)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島227号線 不明 2.46 9.16 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６７）無名橋 (8167)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島7号線 不明 2.3 11.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６８）無名橋 (8168)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島7号線 不明 3.02 8.05 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１６９）無名橋 (8169)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島229号線 不明 2.5 10.03 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７０）無名橋 (8170)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島175号線 不明 3 6.82 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７２）無名橋 (8172)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島404号線 不明 2 7.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７３）無名橋 (8173)ﾑﾒｲｷｮｳ) 薮田精華線 不明 2.45 16.73 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７４）無名橋 (8174)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島109号線 不明 3.5 7.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１７５）無名橋 (8175)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島121号線 不明 2 9.01 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７６）無名橋 (8176)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島111号線 不明 2 11 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７７）無名橋 (8177)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島171号線 不明 3.1 6.89 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１７８）無名橋 (8178)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島240号線 不明 2.4 7.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１７９）無名橋 (8179)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島241号線 不明 2.55 12.49 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１８０）無名橋 (8180)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島104号線 不明 2.35 12.08 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１８１）無名橋 (8181)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島176号線 不明 2.5 11.37 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１８２）無名橋 (8182)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島371号線 不明 2.5 11.75 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１８３）無名橋 (8183)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島226号線 不明 3.2 7.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８１８４）無名橋 (8184)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島104号線 不明 2.05 11.52 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２０１）無名橋 (8201)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島46号線 不明 2.15 12.84 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２０３）無名橋 (8203)ﾑﾒｲｷｮｳ) 清本町10丁目西荘2丁目線 不明 5 11.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２０４）無名橋 (8204)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上沼線 不明 5.2 5.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２０５）無名橋 (8205)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島166号線 不明 2.3 11.25 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（８２０６）無名橋 (8206)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島167号線 不明 3.45 7.95 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（８２０７）無名橋 (8207)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島169号線 不明 2.68 11.95 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ
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（８２１４）無名橋 (8214)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島170号線 不明 2.6 10.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２１５）無名橋 (8215)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島170号線 不明 2.5 8.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８２２０）無名橋 (8220)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島171号線 不明 3.8 8.45 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２２１）無名橋 (8221)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島7号線 不明 2.8 13 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８２２６）無名橋 (8226)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島175号線 不明 2.8 11.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２２７）無名橋 (8227)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島134号線 不明 2.5 12.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８２２８）無名橋 (8228)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島176号線 不明 2.78 13.04 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２４６）無名橋 (8246)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島278号線 不明 4 11.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２６１）無名橋 (8261)ﾑﾒｲｷｮｳ) 森屋六条線 不明 2.35 27.95 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２６２）無名橋 (8262)ﾑﾒｲｷｮｳ) 上沼上切2号線 不明 2.24 9.04 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２６４）無名橋 (8264)ﾑﾒｲｷｮｳ) 菊池町4丁目上切線 不明 3.45 6.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２６５）上沼橋 (8265)ｶﾐﾇﾏﾊｼ) 上沼上切1号線 不明 5.2 7.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２６６）無名橋 (8266)ﾑﾒｲｷｮｳ) 菊池町5丁目上切線 不明 3.6 6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２６８）無名橋 (8268)ﾑﾒｲｷｮｳ) 新本町爪線 不明 3.6 13.45 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２７０）海草１０号橋 (8270)ｱﾏｸｻ10ｺﾞｳｷｮｳ) 新本町爪線 不明 4.7 11.05 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８２７２）無名橋 (8272)ﾑﾒｲｷｮｳ) 下沼上切1号線 不明 3.6 6.25 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２９６）無名橋 (8296)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島72号線 不明 2.1 6.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２９８）無名橋 (8298)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島171号線 不明 2.72 10.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８２９９）無名橋 (8299)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島7号線 不明 2.7 15.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３１３）無名橋 (8313)ﾑﾒｲｷｮｳ) 竜田町9丁目松鴻町4丁目線 不明 6.85 4.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３１６）無名橋 (8316)ﾑﾒｲｷｮｳ) 下沼東西線 不明 2.6 5.85 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３４９）無名橋 (8349)ﾑﾒｲｷｮｳ) 厚見26号線 不明 2.2 8.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３５７）無名橋 (8357)ﾑﾒｲｷｮｳ) 加納舟田町加納奥平町2丁目1号線 不明 2.38 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３５８）無名橋 (8358)ﾑﾒｲｷｮｳ) 加納舟田町加納鷹匠町線 不明 2.4 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３５９）御車橋 (8359)ｵｸﾙﾏﾊﾞｼ) 加納舟田町加納奥平町2丁目2号線 不明 2.4 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３６０）無名橋 (8360)ﾑﾒｲｷｮｳ) 加納舟田町加納南陽町2丁目線 不明 2.56 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３６１）無名橋 (8361)ﾑﾒｲｷｮｳ) 厚見28号線 不明 2.45 7.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３６２）無名橋 (8362)ﾑﾒｲｷｮｳ) 厚見30号線 不明 2.45 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３７４）無名橋 (8374)ﾑﾒｲｷｮｳ) 加納丸の内加納南陽町2丁目線 不明 2.61 5.85 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３８０）石切橋 (8380)ｲｼｷﾘﾊｼ) 厚見34号線 不明 2.2 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８３８２）無名橋 (8382)ﾑﾒｲｷｮｳ) 厚見38号線 不明 2.5 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７０２）無名橋 (8702)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島242号線 不明 2.6 12.25 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７０３）無名橋 (8703)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島311号線 不明 3.05 13.18 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７０９）無名橋 (8709)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島281号線 不明 2.8 10.91 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７１０）無名橋 (8710)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島316号線 不明 2.9 13.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７１１）無名橋 (8711)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島306号線 不明 2.9 12.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７１３）無名橋 (8713)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島318号線 不明 3.14 9.55 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（８７１４）無名橋 (8714)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島8号線 不明 3.08 14.6 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７１６）無名橋 (8716)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島317号線 不明 2.5 10.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７１７）無名橋 (8717)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島317号線 不明 2.35 10.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７２２）無名橋 (8722)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島285号線 不明 2.8 13.55 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７２４）無名橋 (8724)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島8号線 不明 3.05 32.52 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７２５）無名橋 (8725)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島319号線 不明 3.1 11.19 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７２７）無名橋 (8727)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島322号線 不明 3.1 13.18 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７２８）無名橋 (8728)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島323号線 不明 3.11 14.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７３０）無名橋 (8730)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島321号線 不明 2.8 10.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７３１）無名橋 (8731)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島321号線 不明 2.7 11.2 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７３３）無名橋 (8733)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島323号線 不明 2.8 12.33 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７３４）無名橋 (8734)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島323号線 不明 3 12.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ
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（８７３５）無名橋 (8735)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島8号線 不明 2.05 12.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７３６）無名橋 (8736)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島286号線 不明 3.2 26.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７５０）無名橋 (8750)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島326号線 不明 3.3 12.31 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７５１）無名橋 (8751)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島316号線 不明 2.3 10.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７５２）無名橋 (8752)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島316号線 不明 2.35 15.75 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８７５３）無名橋 (8753)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島326号線 不明 2.8 8.82 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８７５５）無名橋 (8755)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島284号線 不明 2.92 13.48 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８８０１）無名橋 (8801)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島255号線 不明 5.8 10.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８８１１）無名橋 (8811)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島285号線 不明 4.3 11.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅲ

（８８６４）無名橋 (8864)ﾑﾒｲｷｮｳ) 宇佐東町線 不明 3.6 12.02 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（８９１５）無名橋 (8915)ﾑﾒｲｷｮｳ) 厚見8号線 不明 3.25 9.55 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５７０１）無名橋 (5701)ﾑﾒｲｷｮｳ) 福光１０９号線 不明 2.45 10.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５７０２）無名橋 (5702)ﾑﾒｲｷｮｳ) 福光９１号線 不明 2.6 6.1 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（５８１３）無名橋 (5813)ﾑﾒｲｷｮｳ) 長良８１号線 不明 2.1 14.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（７６１７）無名橋 (7617)ﾑﾒｲｷｮｳ) 華陽20号線 不明 2.63 12.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（７６１５）無名橋 (7615)ﾑﾒｲｷｮｳ) 松鴻線 不明 4.28 16 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４６６８）無名橋 (4668)ﾑﾒｲｷｮｳ) 正木西部１号線 不明 3.25 7.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７８０）無名橋 (4780)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居３２号線 不明 2.5 8.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４７８１）無名橋 (4781)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居３３号線 不明 2.45 17.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７８２）無名橋 (4782)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居３８号線 不明 2.05 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４７８３）無名橋 (4783)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居３９号線 不明 2.05 6.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（４７８４）無名橋 (4784)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居２９号線 不明 10.03 11.3 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７８５）無名橋 (4785)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居４１号線 不明 2.4 4.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７８６）無名橋 (4786)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居４１号線 不明 6.5 4.8 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７８７）無名橋 (4787)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居３０号線 不明 2.4 11.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

（４７８８）無名橋 (4788)ﾑﾒｲｷｮｳ) 鷺山下土居３０号線 不明 5.95 11.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

６号函渠 (6ｺﾞｳｶﾝｷｮ) 岐阜市北西部農免農道 不明 4.7 12.4 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１８６）無名橋 (8186)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島１１０号線 不明 2.5 7.9 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅰ

（８１８７）無名橋 (8187)ﾑﾒｲｷｮｳ) 市橋鏡島１０６号線 不明 2.88 18.7 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

(７５４５)無名橋 (7545ﾑﾒｲｷｮｳ) 南本荘西荘線 不明 2.45 11.5 岐阜市 岐阜県 岐阜市 Ⅱ

二の丸橋 (ﾆﾉﾏﾙﾊﾞｼ) 長松木戸１号線 1975 30 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

源氏大橋 (ｹﾞﾝｼﾞｵｵﾊｼ) 高屋桧１号線 1997 371 13 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

源氏大橋左岸取付高架橋 (ｹﾞﾝｼﾞｵｵﾊｼｻｶﾞﾝﾄﾘﾂｹｺｳｶｷﾖｳ) 高屋桧１号線 1998 53 13 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

源氏大橋右岸取付高架橋 (ｹﾞﾝｼﾞｵｵﾊｼｳｶﾞﾝﾄﾘﾂｹｺｳｶｷﾖｳ) 高屋桧１号線 1995 97 13 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

塩田橋 (ｼｵﾀﾊﾞｼ) 久瀬川静里１号線 1967 58 4.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

外花３号橋 (ﾄﾊﾞﾅｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 外花外渕３号線 1967 18 3.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

外花４号橋 (ﾄﾊﾞﾅﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 外花外渕２号線 1967 18 3.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

湊橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 船南頬１号線 1976 25 2.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

古宮２１号橋 (ﾌﾙﾐﾔﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 古宮平１号線 1963 21 4.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

南一色１号橋 (ﾐﾅﾐｲｼｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 笠木木戸１号線 2005 28 1.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

一之瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 一之瀬４５号線 1960 103 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

跨道橋 (ｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 一之瀬２７号線 1990 18 4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

藤古川橋 (ﾌｼﾞｺｶﾞﾜﾊﾞｼ) 牧田２３号線 1971 56 4.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

墨俣桜橋 (ｽﾉﾏﾀｻｸﾗﾊﾞｼ) 先入方墨俣２号線 2003 19 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

赤坂口橋（東外側４号橋） (ｱｶｻｶｸﾞﾁﾊﾞｼ(ﾋｶﾞｼﾄｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 東外側伝馬１号線 不明 5.7 25 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

旭１号橋 (ｱｻﾋｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 旭南頬１号線 不明 2.5 5.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

東９号橋 (ｱｽﾞﾏｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 和合新大村１号線 不明 3.6 16 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

東橋（赤坂２２号橋） (ｱｽﾞﾏﾊﾞｼ(ｱｶｻｶﾆｼﾞｭｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 久徳南市橋１号線 1974 6.4 15.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

荒尾２号橋 (ｱﾗｵﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 昼飯荒尾１号線 不明 5 6.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ
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今橋（今町２号橋） (ｲﾏﾊﾞｼ(ｲﾏﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 本今今１号線 不明 2.6 5.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

今町１号橋 (ｲﾏﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 船今１号線 不明 2.5 2.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

今町５号橋 (ｲﾏﾏﾁｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 今本今１号線 不明 2 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

今町４号橋 (ｲﾏﾏﾁﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 今１号線 不明 2.5 2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

魚屋１号橋 (ｳｵﾔｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江２号線 不明 2.5 3.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

馬橋（美和１３号橋） (ｳﾏﾊﾞｼ(ﾐﾜｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 寺内禾森２号線 1968 4 11.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

加賀野１９号橋 (ｶｶﾞﾉｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 伝馬中之江１号線 不明 7.7 16 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

神田１号橋 (ｶﾝﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 神田番組１号線 不明 5.3 13 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

北切石１号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出西長１号線 不明 5.3 8.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

北切石５号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 北切石久瀬川１号線 不明 2.1 2.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

切石３号橋 (ｷﾘｲｼｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出馬場１号線 不明 3.7 5.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

北切石７号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 俵北切石１号線 不明 3.2 6.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

北切石２号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 北切石西長１号線 不明 5.2 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

切石４号橋 (ｷﾘｲｼﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出馬場１号線 不明 3.2 5.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

北切石４号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 俵北切石１号線 不明 3.9 6.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

北切石６号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 北切石西長１号線 不明 3 7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

木戸９号橋 (ｷﾄﾞｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 木戸９号線 不明 2.5 3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

木戸１５号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋桧１号線 不明 5.3 32.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

木戸１３号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 南一色木戸１号線 不明 3.9 6.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

木戸１２号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 木戸２号線 不明 3.9 3.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

木戸１４号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 西崎室本１号線 不明 5.2 38 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

木戸１６号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 神田室村１号線 不明 5.3 8.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

木戸８号橋 (ｷﾄﾞﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 木戸８号線 不明 2.5 8.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

貴船橋（東外側３号橋） (ｷﾌﾈﾊﾞｼ(ﾋｶﾞｼﾄｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋本１号線 1979 6.6 10.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

桐ヶ崎１号橋 (ｷﾘｶﾞｻｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 見取丸の内１号線 不明 2.9 9.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

桐ヶ崎３号橋 (ｷﾘｶﾞｻｷｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 見取郭１号線 不明 3.8 8.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

桐ヶ崎２号橋 (ｷﾘｶﾞｻｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 室桐ヶ崎１号線 不明 3.5 5.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

桐ヶ崎４号橋 (ｷﾘｶﾞｻｷﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮郭１号線 1972 4 6.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

久瀬川５号橋（蛍雪橋） (ｸｾﾞｶﾞﾜｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ(ｹｲｾﾂﾊﾞｼ) 木戸久瀬川１号線 不明 5.5 6.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

久瀬川３号橋 (ｸｾﾞｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川日ノ出１号線 不明 4.6 2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

久瀬川４号橋 (ｸｾﾞｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川３号線 不明 6.5 5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

久瀬川６号橋 (ｸｾﾞｶﾞﾜﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川５号線 不明 7.6 5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

栗屋１号橋 (ｸﾘﾔｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋郭１号線 不明 3.6 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

栗屋３号橋 (ｸﾘﾔｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋中１号線 不明 2.3 7.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

栗屋２号橋 (ｸﾘﾔﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋本１号線 不明 3.9 11.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

郭町３号橋 (ｸﾙﾜﾏﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭東本３号線 不明 2.4 8.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

郭町４号橋 (ｸﾙﾜﾏﾁﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江２号線 不明 2.5 11 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

清水１号橋 (ｼﾐｽﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 錦清水１号線 不明 5.9 7.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

清水３号橋 (ｼﾐｽｻﾝﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 清水藤江１号線 不明 6.3 7.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

清水２号橋 (ｼﾐｽﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 新林１号線 不明 6.3 10.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

新地１号橋 (ｼﾝﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 伝馬南高橋２号線 不明 2 7.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

新馬場３号橋 (ｼﾝﾊﾞﾊﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 切石馬場１号線 不明 4.4 3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

新馬場２号橋 (ｼﾝﾊﾞﾊﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出馬場１号線 不明 4 5.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

代官１号橋 (ﾀﾞｲｶﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江１号線 不明 2.5 7.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

高砂３号橋 (ﾀｶｻｺﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 宮郭１号線 不明 2.4 6.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

高屋１号橋 (ﾀｶﾔｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋桧１号線 不明 7.6 23 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

俵１号橋 (ﾀﾜﾗｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 俵北切石１号線 不明 2.8 20.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

俵３号橋 (ﾀﾜﾗｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 御殿寺内１号線 不明 3.5 7.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

俵２号橋 (ﾀﾜﾗﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 丸の内船１号線 不明 2.6 14.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ
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俵４号橋 (ﾀﾜﾗﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 御殿寺内２号線 不明 2.3 8.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

伝馬１号橋 (ﾃﾝﾏｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 東外側伝馬１号線 2000 3.3 25.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

中ノ江４号橋 (ﾅｶﾉｴﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 伝馬中之江１号線 不明 3.7 16 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

中町１号橋 (ﾅｶﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江１号線 不明 2.2 7.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

中町２号橋 (ﾅｶﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江１号線 不明 2.3 7.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

西崎１号橋 (ﾆｼｻﾞｷｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 東外側木戸１号線 不明 5.3 28.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

西崎２号橋 (ﾆｼｻﾞｷﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 神田室村１号線 不明 5.2 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

西立花橋（日の出５号橋） (ﾆｼﾀﾁﾊﾞﾅﾊﾞｼ(ﾋﾉﾃﾞｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 神田久瀬川２号線 1964 7.4 10 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

禾森１号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森本今１号線 不明 3.1 6.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

禾森５号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森１０号線 不明 2.5 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

禾森３号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 南頬禾森２号線 不明 3.2 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

禾森１０号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森８号線 不明 3.1 5.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

禾森１５号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 美和禾森１号線 不明 3.9 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

禾森１３号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森４号線 不明 3.8 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

禾森１４号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森本今１号線 不明 3.8 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

禾森１６号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森９号線 不明 3.9 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

禾森２号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 美和禾森２号線 不明 3.1 2.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

禾森４号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 美和禾森２号線 不明 3.2 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

禾森６号橋 (ﾉｷﾞﾉﾓﾘﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森１１号線 不明 2.5 7.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

馬場１号橋 (ﾊﾞﾊﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出馬場１号線 不明 2.1 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

馬場２号橋 (ﾊﾞﾊﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 馬場寺内１号線 不明 2.1 6.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

林２号橋 (ﾊﾔｼﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 室村林１号線 不明 2.4 7.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

東長１号橋 (ﾋｶﾞｼﾅｶﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江１号線 不明 7.2 6.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

日の出１号橋 (ﾋﾉﾃﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出馬場１号線 不明 4 7.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

日の出３号橋 (ﾋﾉﾃﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出６号線 不明 3.6 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

日の出２号橋 (ﾋﾉﾃﾞﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 日ノ出５号線 不明 4 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

藤江１号橋 (ﾌｼﾞｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 錦藤江１号線 不明 2.5 6.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

藤江９号橋 (ﾌｼﾞｴｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江８号線 不明 2.5 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

藤江５号橋 (ﾌｼﾞｴｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江鶴見２号線 不明 2.4 2.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

藤江３号橋 (ﾌｼﾞｴｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江２号線 不明 2.5 6.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

藤江１１号橋 (ﾌｼﾞｴｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 楽田藤江１号線 不明 3.3 5.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

藤江１０号橋 (ﾌｼﾞｴｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江３号線 不明 2.4 1.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

藤江７号橋 (ﾌｼﾞｴﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江６号線 不明 2.5 5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

藤江２号橋 (ﾌｼﾞｴﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江伝馬２号線 不明 2.8 6.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

藤江８号橋 (ﾌｼﾞｴﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江７号線 不明 2.4 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

藤江４号橋 (ﾌｼﾞｴﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江千鳥２号線 不明 2.8 3.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

藤江６号橋 (ﾌｼﾞｴﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 藤江５号線 不明 3.1 5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

船町１号橋 (ﾌﾅﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 北切石久瀬川１号線 不明 2.6 2.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

平和橋（岐阜町１号橋） (ﾍｲﾜﾊﾞｼ(ｷﾞﾌﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋藤江１号線 1958 7.7 25 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

本町１号橋 (ﾎﾝﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭東本２号線 不明 2.4 5.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

本町２号橋 (ﾎﾝﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 郭藤江１号線 不明 3.1 10.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

三塚９号橋 (ﾐﾂﾂﾞｶｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 伝馬中之江１号線 不明 4.1 9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

三塚８号橋 (ﾐﾂﾂﾞｶﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 伝馬中之江１号線 不明 4.1 15 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

見取１３号橋 (ﾐﾄﾘｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 室本宮１号線 不明 3.2 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

南高橋１号橋 (ﾐﾅﾐﾀｶﾊｼｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 伝馬南高橋１号線 不明 2.3 3.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

南頬３号橋 (ﾐﾅﾐﾉｶﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 新南頬２号線 不明 3.1 5.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

南頬２号橋 (ﾐﾅﾐﾉｶﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 船南頬１号線 不明 2.6 10.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

美波橋（美和１０号橋） (ﾐﾅﾐﾊﾞｼ(ﾐﾜｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 美和４号線 不明 3.8 10.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

宮町１号橋 (ﾐﾔﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 見取丸の内１号線 不明 2.4 7.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ
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宮町２号橋 (ﾐﾔﾏﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋桧１号線 1950 3.3 25.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

美和９号橋 (ﾐﾜｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 美和２号線 不明 2.9 1.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

美和３号橋 (ﾐﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安美和３号線 不明 2.1 3.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

美和１１号橋 (ﾐﾜｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森本今１号線 不明 3.3 5.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

美和７号橋 (ﾐﾜﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森本今１号線 不明 2.6 6.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

美和１２号橋 (ﾐﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 寺内禾森２号線 不明 3.4 5.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

美和２号橋 (ﾐﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安美和１号線 不明 2.2 5.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

美和４号橋 (ﾐﾜﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森本今１号線 不明 2.5 7.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

美和６号橋 (ﾐﾜﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 美和２号線 不明 2.3 4.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

室本１号橋 (ﾑﾛﾎﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 西崎室本１号線 不明 2 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

室本２号橋 (ﾑﾛﾎﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 室本神田１号線 不明 2 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

室町１号橋 (ﾑﾛﾏﾁｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 室高屋１号線 不明 4.3 4.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

本今９号橋 (ﾓﾄｲﾏｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 青柳本今１号線 不明 4 5.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

本今１８号橋 (ﾓﾄｲﾏｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 青柳本今１号線 不明 3.9 5.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

本今２１号橋 (ﾓﾄｲﾏﾆｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 青柳本今３号線 不明 3.8 8.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

本今２０号橋 (ﾓﾄｲﾏﾆｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 青柳本今３号線 不明 4.1 8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

本今２８号橋 (ﾓﾄｲﾏﾆｼﾞｭｳﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 船釜笛１号線 不明 4.4 5.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

世安９号橋 (ﾖﾔｽｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 寺内禾森１号線 不明 2.3 5.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

世安５号橋 (ﾖﾔｽｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安１９号線 不明 2.3 7.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

世安１１号橋 (ﾖﾔｽｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安２３号線 不明 3.5 9.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

世安１０号橋 (ﾖﾔｽｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 寺内禾森１号線 不明 4.6 6.5 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

世安１２号橋 (ﾖﾔｽｼﾞｭｳﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安１６号線 不明 4 6.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

世安１４号橋 (ﾖﾔｽｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安禾森１号線 不明 3.9 5.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

世安７号橋 (ﾖﾔｽﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安１８号線 不明 2 6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

世安２号橋 (ﾖﾔｽﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 禾森本今１号線 不明 2.3 7.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

世安８号橋 (ﾖﾔｽﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安１９号線 不明 3 6.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

世安４号橋 (ﾖﾔｽﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安１８号線 不明 2.4 4.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

世安６号橋 (ﾖﾔｽﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 世安２２号線 不明 2.3 5.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

若森５号橋 (ﾜｶﾓﾘｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川南切石１号線 不明 3 6.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

若森３号橋 (ﾜｶﾓﾘｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川南切石１号線 不明 2.9 5.4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

若森４号橋 (ﾜｶﾓﾘﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川入方１号線 不明 2.4 8.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

西之川７号橋 (ﾆｼﾉｶﾜﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 池尻大島１号線 1997 7.2 20.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

浅草６号橋 (ｱｻｸｻﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 高渕昭和１号線 不明 3.5 16 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

今町３号橋 (ｲﾏﾏﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 本今今２号線 不明 2.2 3.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

加賀野１４号橋 (ｶｶﾞﾉｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 今宿中之江１号線 不明 7.4 16.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

上木戸橋（宝和１号橋） (ｶﾐｷﾄﾞﾊﾞｼ(ﾎｳﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 笠木木戸１号線 不明 4.7 29.6 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

切石５号橋 (ｷﾀｷﾘｲｼｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 切石馬場１号線 不明 2.2 3.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

木戸１１号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 西崎室本１号線 不明 2.4 7.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

木戸１９号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 木戸４３号線 不明 2.3 6.1 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

木戸１０号橋 (ｷﾄﾞｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 木戸１０号線 不明 2.4 4.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

中ノ江１号橋 (ﾅｶﾉｴｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 今宿中之江１号線 不明 2.5 16 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

西之川１４号橋 (ﾆｼﾉｶﾜｼﾞｭｳﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 池尻大島１号線 不明 2 20 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

野口２０号橋 (ﾉｸﾞﾁﾆｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 野口３３号線 不明 2 9.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

桧１５号橋 (ﾋﾉｷｼﾞｭｳｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 高屋桧１号線 不明 8.1 21.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

南一色９号橋 (ﾐﾅﾐｲｯｼｷｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 南一色２５号線 不明 2 12.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

南一色１０号橋 (ﾐﾅﾐｲｯｼｷｼﾞｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 南一色３０号線 不明 2.1 4 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

南一色８号橋 (ﾐﾅﾐｲｯｼｷﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 南一色２４号線 不明 2 10.9 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

本今２９号橋 (ﾓﾄｲﾏﾆｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳﾊﾞｼ) 船釜笛１号線 不明 5.7 7.3 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅲ

紅葉橋（西外側１号橋） (ﾓﾐｼﾞﾊﾞｼ(ﾆｼﾄｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 東外側木戸１号線 不明 2.3 19.8 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ
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領家７号橋 (ﾘｮｳｹﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 池尻大島１号線 不明 2 20 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

領家８号橋 (ﾘｮｳｹﾊﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 池尻大島１号線 不明 3.3 23.2 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

若森６号橋 (ﾜｶﾓﾘﾛｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 久瀬川南若森３号線 不明 2.1 2.7 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅰ

領家橋（楽田１号橋） (ﾘｮｳｹﾊﾞｼ(ｶﾞｸﾃﾞﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 池尻大島１号線 2007 8.9 20 大垣市 岐阜県 大垣市 Ⅱ

朴の木大橋 (ﾎｳﾉｷｵｵﾊｼ) 朴ノ木平線 1998 201 9.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

岩滝大橋 (ｲﾜﾀｷｵｵﾊｼ) 岩井坊方線 1994 48 8.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

常泉寺橋 (ｼﾞﾖｳｾﾝｼﾞﾊｼ) 宮下線 1973 17.8 5.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

田家橋 (ﾀﾔﾊｼ) 田家１号線 1970 24 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

番場橋 (ﾊﾞﾝﾊﾞﾊｼ) 宮下・問坂線 1972 20 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

荒田橋 (ｱﾗﾀﾊｼ) 橋場西洞線 1979 20.7 5.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

初谷橋 (ﾊﾂﾀﾞﾆﾊｼ) 橋場１４号線 1979 19.7 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

江戸橋 (ｴﾄﾞﾊｼ) 橋場西洞線 1969 20.2 5.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

岩倉跨高速道路橋 (ｲﾜｸﾗｺｺｳｿｸﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 六厩６号線 1997 48.2 6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

苔川２３号橋 (ｽﾉﾘｶﾞﾜ23ｺﾞｳﾊｼ) 越後１号線 1959 6.2 3.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

布引橋 (ﾇﾉﾋﾞｷﾊｼ) 上二之町大新町線 不明 7.5 8.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

桜橋 (ｻｸﾗﾊｼ) 千島松本線 不明 7.6 8 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

寺内橋 (ｼﾞﾅｲﾊｼ) 下一之町八幡線 不明 7.3 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

縄手橋 (ﾅﾜﾃﾊｼ) 桜町八幡線 不明 7.3 3.4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

左京橋 (ｻｷｮｳﾊｼ) 大門若達線 1971 8.8 8.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

若達橋 (ﾜｶﾀﾂﾊｼ) 若達下一之町線 不明 7 4.7 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

金毘羅橋 (ｺﾝﾋﾟﾗﾊｼ) 若達鉄砲線 不明 6.4 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

葵橋 (ｱｵｲﾊｼ) 愛宕大門線 不明 7.7 4.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊｼ) 愛宕吹屋線 1966 9.5 4.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

桔梗橋 (ｷｷｮｳﾊｼ) 天性寺吹屋線 1961 8.8 7 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

古柳橋 (ｺﾔﾅｷﾞﾊｼ) 宗猷寺堀端線 不明 9.4 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

助六橋 (ｽｹﾛｸﾊｼ) 宗猷寺島川原線 不明 8.6 2.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

錦橋 (ﾆｼｷﾊｼ) 春日天性寺線 1965 8.5 4.9 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

荏名橋 (ｼﾞﾝﾅﾊｼ) 江名子９６号線 不明 7.3 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

江名子川２６号橋 (ｴﾅｺｶﾞﾜ26ｺﾞｳﾊｼ) 江名子７４号線 1999 8 2.4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 江名子６９号線 1975 8.4 3.7 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

江名子川２８号橋 (ｴﾅｺｶﾞﾜ28ｺﾞｳﾊｼ) 江名子６７号線 不明 6.2 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

大童子橋 (ﾀﾞｲﾄﾞｳｼﾞﾊｼ) 江名子５７号線 1978 8.4 4.9 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

向畑橋 (ﾑｶｲﾊﾀﾊｼ) 江名子３５号線 1971 6.3 5.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

江名子川３２号橋 (ｴﾅｺｶﾞﾜ32ｺﾞｳﾊｼ) 江名子２７号線 不明 7.5 3.9 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

正尺橋 (ｼｮｳｼﾞｬｸﾊｼ) 江名子２０号線 1975 5.3 3.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

日面橋 (ﾋｵﾓﾊｼ) 松之木５号線 不明 8.5 4.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

大洞橋 (ｵｵﾎﾞﾗﾊｼ) 松之木３号線 1975 8.4 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

山口川６号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｶﾞﾜ6ｺﾞｳﾊｼ) 山口４３号線 不明 7.4 3.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

山口川７号橋 (ﾔﾏｸﾞﾁｶﾞﾜ7ｺﾞｳﾊｼ) 山口３４号線 不明 6 3.4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

中平橋 (ﾅｶﾋﾗﾊｼ) 山口２１号線 1990 9.6 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

滝川２号橋 (ﾀｷｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 滝８号線 不明 7.7 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

津島橋 (ﾂｼﾏﾊｼ) 滝14号線 1971 7.9 7 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

やふき橋 (ﾔﾌｷﾊｼ) 岩井９号線 1959 9.3 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

高曽洞川５号橋 (ｺｿﾎﾞﾗｶﾞﾜ5ｺﾞｳﾊｼ) 上切３８号線 不明 5 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

京塚谷川２号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 下林２４号線 不明 9.4 4.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

京塚谷川３号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ3ｺﾞｳﾊｼ) 下林２１号線 不明 6.8 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

京塚谷川４号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ4ｺﾞｳﾊｼ) 下林２８号線 不明 6.7 2.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊｼ) 下林本線 1981 7.9 8.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

京塚谷川７号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ7ｺﾞｳﾊｼ) 山田下林線 不明 7.8 8.9 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ
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平成27年6月30日時点

管理者

点検

記録

管理者名 都道府県名 市区町村名

判定

区分

資料⑤－３

橋梁名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設

年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

京塚谷川９号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ9ｺﾞｳﾊｼ) 山田３４号線 不明 6.7 2.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

京塚谷川１０号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ10ｺﾞｳﾊｼ) 山田３３号線 不明 6.1 2 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

山田橋 (ﾔﾏﾀﾞﾊｼ) 昭和山田線 1955 8 8.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

京塚谷川１２号橋 (ｷｮｳﾂﾞｶﾀﾆｶﾞﾜ12ｺﾞｳﾊｼ) 山田３０号線 不明 7 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

瀬戸２号橋 (ｾﾄ2ｺﾞｳﾊｼ) 山田９号線 1977 6.3 5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

下林１０号橋 (ｼﾓﾊﾞﾔｼ10ｺﾞｳﾊｼ) 下林１号線 1956 8.6 5.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

山田１号橋 (ﾔﾏﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 山田下林７号線 1955 6.8 5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦１号橋 (ｲｼｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 石浦千島１号線 不明 7.8 3.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦２号橋 (ｲｼｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 石浦７５号線 不明 5.5 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

小金橋 (ｺｶﾞﾈﾊｼ) 石浦山王橋線 1990 9.8 9.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

烏帽子橋 (ｴﾎﾞｼﾊｼ) 石浦山王橋線 1988 9.5 9.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦５号橋 (ｲｼｳﾗ5ｺﾞｳﾊｼ) 石浦６５号線 不明 7.5 4.8 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦６号橋 (ｲｼｳﾗ6ｺﾞｳﾊｼ) 石浦６４号線 不明 5.8 2.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦７号橋 (ｲｼｳﾗ7ｺﾞｳﾊｼ) 石浦５２号線 不明 7.8 5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦８号橋 (ｲｼｳﾗ8ｺﾞｳﾊｼ) 石浦５２号線 不明 8.3 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

石浦１６号橋 (ｲｼｳﾗ16ｺﾞｳﾊｼ) 石浦３３号線 不明 5.2 2.6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

芦谷橋 (ｱｼﾔﾊｼ) 石浦９号線 不明 5.3 3.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

宮ノ下橋 (ﾐﾔﾉｼﾀﾊｼ) 漆垣内３１号線 不明 5.4 2.3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

漆垣内２号橋 (ｳﾙｼｶﾞｲﾄ2ｺﾞｳﾊｼ) 漆垣内１９号線 不明 6 4.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

けやき橋 (ｹﾔｷﾊｼ) 漆垣内６３号線 1991 7.8 9.9 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

岩井２号橋 (ｲﾜｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 岩井中曽洞線 不明 6.3 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

岩井３号橋 (ｲﾜｲ3ｺﾞｳﾊｼ) 岩井中曽洞線 不明 8.5 2.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

舟山橋 (ﾌﾅﾔﾏﾊｼ) 舟山１号線 1970 6.2 7.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

平野２号橋 (ﾋﾗﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 平野線 1980 10.6 8.8 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

山梨１号橋 (ﾔﾏﾅｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 山梨１号線 1974 6.4 3.5 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

大原１号橋 (ｵｵﾊﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 橋場１４号線 1973 5.5 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

大原３号橋 (ｵｵﾊﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 橋場１５号線 1990 12.4 6 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

社島橋 (ｼｬｼﾞﾏﾊｼ) 橋場１８号線 1976 12.6 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

溝上１号橋 (ﾐｿﾞｶﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 中組３号線 1972 6.2 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

溝上２号橋 (ﾐｿﾞｶﾐ2ｺﾞｳﾊｼ) 中組５号線 1972 7 3.2 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾞﾏﾊｼ) 中組６号線 1976 6.3 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

カラ谷１号橋 (ｶﾗﾀﾆ1ｺﾞｳﾊｼ) 中組１３号線 不明 2.8 4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

大原２号橋 (ｵｵﾊﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 舟山４号線 1990 9.2 7.4 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

松ノ木峠跨高速道路橋 (ﾏﾂﾉｷﾄｳｹﾞｺｺｳｿｸﾄﾞｳﾛｷｮｳ) 上小鳥25号線 2000 58.5 5.1 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

岩野跨道橋 (ｲﾜﾉｺﾄﾞｳｷｮｳ) 牧ケ洞10号線 2003 24.8 7 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

はつや跨道橋 (ﾊﾂﾔｺﾄﾞｳｷｮｳ) 牧ケ洞66号線 2002 36.3 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅱ

下林９号橋 (ｼﾓﾊﾞﾔｼ9ｺﾞｳﾊｼ) 八日町下林線 不明 7 10 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

高曽洞川１号橋 (ｺｿﾎﾞﾗｶﾞﾜ1ｺﾞｳﾊｼ) 中切１１号線 不明 9 3 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

高曽洞川２号橋 (ｺｿﾎﾞﾗｶﾞﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 中切１３号線 不明 8 2.8 高山市 岐阜県 高山市 Ⅰ

根本橋 (ﾈﾓﾄﾊｼ) 市道512300線 1981 9.3 9.8 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道811609線 不明 6.3 4.5 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道811203線 不明 6 5.5 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道720904線 不明 6 2.1 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

大洞橋 (ｵｵﾎﾞﾗﾊｼ) 市道811200線 1985 5.9 8.9 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道931702線 不明 5.8 4.1 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道613804線 不明 5.6 4 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道512320線 不明 5.6 3.7 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道321411線 不明 5.4 3.4 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道321411線 不明 5.3 3.1 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅲ
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無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道614448線 不明 5.3 4.2 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道912604線 不明 5.3 3 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

根本橋 (ﾈﾓﾄﾊｼ) 市道522400線 不明 5.1 4.7 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

山口橋 (ﾔﾏｸﾞﾁﾊｼ) 市道512350線 不明 5.1 5.6 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

中前橋 (ﾅｶﾏｴﾊｼ) 市道811200線 1955 5 4 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道711006線 不明 5 3.6 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

滝呂橋 (ﾀｷﾛﾊｼ) 市道711000線 1951 4.5 5.4 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 市道931717線 不明 4.3 4 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

茂ろまへ橋 (ﾓﾛﾏｴﾊｼ) 市道321408線 不明 4.1 3.7 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅲ

極楽橋 (ｺﾞｸﾗｸﾊｼ) 市道422018線 1924 3.7 3.7 多治見市 岐阜県 多治見市 Ⅱ

９－１号橋 (9-1ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－１号線 不明 5.2 5.2 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－１０６号橋 (1-106ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３号線 不明 5.1 10.5 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

小野橋 (ｵﾉﾊﾞｼ) 幹１－３号線 1989 12.6 7 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

長坂橋 (ﾅｶﾞｻｶﾊﾞｼ) 幹１－３号線 1996 8.7 13 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－８７号橋 (9-87ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３号線 不明 2.4 7 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－９７号橋 (1-97ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４号線 不明 6.1 26.5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

５－２９号橋 (5-29ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－６号線 不明 5.5 6.3 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

７－９号橋 (7-9ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－７号線 不明 5.8 7 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

７－５２号橋 (7-52ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－１１号線 2004 9 31.4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 幹１－１３号線 1985 12 7.4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

大谷橋歩道橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 幹１－１３号線 不明 10.7 2 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

４－３５号橋 (4-35ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－１５号線 不明 3.8 5.7 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

６－１５号橋 (6-15ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－１８号線 不明 4.5 5.3 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

６－５５号橋 (6-55ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－１９号線 不明 3.4 7.9 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

３－６３号橋 (3-63ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－２２号線 不明 2.9 6.2 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

３－６８号橋 (3-68ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－２３号線 不明 9.5 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

３－４６号橋 (3-46ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－２５号線 不明 4.5 5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

３－６１号橋 (3-61ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－２８号線 不明 6.2 14.3 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

８－４４号橋 (8-44ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－２９号線 不明 2.4 5.6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

８－２７号橋 (8-27ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３０号線 不明 4.3 10 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

１－６号橋 (1-6ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３２号線 1983 12.6 11.5 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－１３号橋 (1-13ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３２号線 不明 3.4 6.6 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－９号橋 (8-9ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３２号線 不明 4 6.5 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－１７号橋 (8-17ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３２号線 不明 5.2 7.1 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

８－１６号橋 (8-16ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３３号線 不明 4 9 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－３０号橋 (8-30ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３３号線 不明 3.5 8.4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－４４号橋 (1-44ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３４号線 不明 7.7 20 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

桜橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 幹１－３７号線 不明 12.1 9.8 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

１－７３号橋 (1-73ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－３７号線 不明 3.6 10.9 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

円保橋 (ｴﾝﾎﾟﾊﾞｼ) 幹１－３８号線 不明 7.3 11 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

４－２８号橋 (4-28ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４０－２号線 不明 8.4 12 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

４－１号橋 (4-1ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４４号線 不明 3.4 38.2 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

４－１２号橋 (4-12ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４４号線 不明 5.8 6 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

４－１３号橋 (4-13ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４７－１号線 不明 5.6 1.8 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

東円橋 (ﾄｳｴﾝﾊﾞｼ) 幹１－４９号線 1978 7.4 12 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－４７号橋 (1-47ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４９号線 不明 5.6 11.4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－９６号橋 (1-96ｺﾞｳｷｮｳ) 幹１－４９号線 不明 3 12 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－９号橋 (9-9ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－１号線 不明 4.5 3.4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－１３号橋 (9-13ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－２－２号線 不明 3.1 2.7 関市 岐阜県 関市 Ⅰ
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９－１８号橋 (9-18ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－２－２号線 2013 1.3 8 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－３０号橋 (9-30ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－４号線 不明 5.7 3 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－３４号橋 (9-34ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－４号線 不明 5.4 5 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

八神谷橋 (ﾔｶｲﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 幹２－６号線 1986 9.8 10.4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－５１号橋 (9-51ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－８号線 不明 6.4 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－６２号橋 (9-62ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－９号線 不明 11.4 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

黒屋橋 (ｸﾛﾔﾊﾞｼ) 幹２－１３号線 不明 6.5 6.5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

黒屋橋歩道橋 (ｸﾛﾔﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 幹２－１３号線 不明 6.9 1.5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

７－５３号橋 (7-53ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－１９号線 不明 8 8 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

大杉橋 (ｵｵｽｷﾞﾊﾞｼ) 幹２－２１号線 1982 7 7.1 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

７－８２号橋 (7-82ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－２４号線 不明 3.9 9.2 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

７－６５号橋 (7-65ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－２５号線 不明 4.5 9.9 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

7-93号橋 (7-93ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－２５号線 不明 8.5 6 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

４－２６号橋 (4-26ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－３１号線 不明 9.5 6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

４－１９号橋 (4-19ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－３５号線 不明 4.6 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

３－１２号橋 (3-12ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－４４号線 不明 4.6 6 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

３－１０号橋 (3-10ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－４５号線 不明 4.6 12 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－５５号橋 (1-55ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－５１号線 不明 6.6 11.7 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－２０号橋 (8-20ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－５３号線 不明 7.2 16 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

６－９号橋 (6-9ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－６６号線 不明 9.7 3.9 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

７－７７号橋 (7-77ｺﾞｳｷｮｳ) 幹２－６８号線 不明 5.1 3.2 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

１－４１号橋 (1-41ｺﾞｳｷｮｳ) １－８７号線 不明 12.5 5.4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

山王橋 (ｻﾝﾉｳﾊﾞｼ) １－１０９号線 不明 13.6 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

川間橋 (ｶﾜﾏﾊﾞｼ) １－１６３号線 1966 11.6 3.5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

緑橋 (ﾐﾄﾞﾘﾊﾞｼ) １－３２０号線 不明 10.5 6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

天王橋 (ﾃﾝﾉｳﾊﾞｼ) １－３４２号線 不明 14.1 3 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

１－４９号橋 (1-49ｺﾞｳｷｮｳ) １－４６５号線 不明 10.9 6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

出雲橋 (ｲｽﾞﾓﾊﾞｼ) １－４６８号線 1962 11.5 6.1 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

１－４２号橋 (1-42ｺﾞｳｷｮｳ) １－４８６号線 不明 10.4 6 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

雲雀橋 (ﾋﾊﾞﾘﾊﾞｼ) １－４９１号線 1965 11.4 6.1 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

吉田橋 (ｷｯﾀﾊﾞｼ) １－５０４号線 2003 12 12.8 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

１－１０８号橋 (1-108ｺﾞｳｷｮｳ) １－５４０号線 2005 10.5 13.1 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

肥田瀬橋 (ﾋﾀﾞｾﾊﾞｼ) １－５４６号線 1965 10.5 12.3 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

羽根橋 (ﾊﾈﾊﾞｼ) １－５４７号線 2010 13 6.2 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

石打橋 (ｲｼｳﾁﾊｼ) １－547号線 1962 12.5 11.2 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

関所橋 (ｾｷｼｮﾊｼ) １－547号線 1962 11 10.9 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

天神橋 (ﾃﾝｼﾞﾝﾊﾞｼ) 1－547 1964 7.4 8.7 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

いなご橋 (ｲﾀｺﾞﾊﾞｼ) 1－547 1958 6.4 8.8 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

さきだに橋 (ｻｷﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 1－547 1968 3 13.4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

前山橋 (ﾏｴﾔﾏﾊﾞｼ) ４－７３号線 1977 12.1 9.6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

５－４３号橋 (5-43ｺﾞｳｷｮｳ) ５－２１０号線 不明 11.2 6 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

６－３０号橋 (6-30ｺﾞｳｷｮｳ) ６－１６７号線 不明 9.6 3 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

６－３９号橋 (6-39ｺﾞｳｷｮｳ) ６－１７８号線 不明 9.6 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

白金橋 (ｼﾛｶﾞﾈﾊﾞｼ) ６－２８２号線 不明 5.8 4.9 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

６－７１号橋 (6-71ｺﾞｳｷｮｳ) ６－５０６号線 不明 6.4 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

７－８４号橋 (7-84ｺﾞｳｷｮｳ) ７－５６号線 1986 12 3 関市 岐阜県 関市 Ⅲ

７－90号橋 (7-90ｺﾞｳｷｮｳ) ７－５６号線 不明 12 4.7 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

７－６９号橋 (7-69ｺﾞｳｷｮｳ) ７－２２４号線 不明 12.5 6.5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

７－８６号橋 (7-86ｺﾞｳｷｮｳ) ７－３２４号線 不明 11.9 2 関市 岐阜県 関市 Ⅰ
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８－５８号橋 (8-58ｺﾞｳｷｮｳ) ８－１９８号線 不明 11.8 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

８－５９号橋 (8-59ｺﾞｳｷｮｳ) ８－２００号線 不明 9.8 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－６０号橋 (8-60ｺﾞｳｷｮｳ) ８－２０６号線 不明 9.8 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－６１号橋 (8-61ｺﾞｳｷｮｳ) ８－２１０号線 不明 12.8 6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

８－６２号橋 (8-62ｺﾞｳｷｮｳ) ８－２５２号線 不明 9.8 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

８－６３号橋 (8-63ｺﾞｳｷｮｳ) ８－２５７号線 不明 9.8 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－７５号橋 (9-75ｺﾞｳｷｮｳ) ９－２５号線 不明 11.2 5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－７４号橋 (9-74ｺﾞｳｷｮｳ) ９－３１号線 不明 9.3 1.5 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－６０号橋 (9-60ｺﾞｳｷｮｳ) ９－４７号線 不明 11.5 5.6 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－５９号橋 (9-59ｺﾞｳｷｮｳ) ９－４９号線 1990 12.7 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－５７号橋 (9-57ｺﾞｳｷｮｳ) ９－５２号線 不明 12.5 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－５６号橋 (9-56ｺﾞｳｷｮｳ) ９－５３号線 不明 12.5 4.2 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－５５号橋 (9-55ｺﾞｳｷｮｳ) ９－５４号線 不明 13.1 3.3 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

堂前橋 (ﾄﾞｳﾏｴﾊﾞｼ) ９－５５号線 1998 12.3 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－５３号橋 (9-53ｺﾞｳｷｮｳ) ９－５８号線 1969 11.3 4 関市 岐阜県 関市 Ⅱ

９－３６号橋 (9-36ｺﾞｳｷｮｳ) ９－８５号線 2000 10 5.1 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－８６号橋 (9-86ｺﾞｳｷｮｳ) ９－１９９号線 不明 10.2 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

９－９２号橋 (9-92ｺﾞｳｷｮｳ) ９－２３０号線 不明 10.4 4 関市 岐阜県 関市 Ⅰ

睦橋 (ﾑﾂﾐﾊﾞｼ) 松源寺大西線 1932 18.5 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

睦橋橋側歩道橋 (ﾑﾂﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 松源寺大西線 1975 18.5 1.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

桃山橋 (ﾓﾓﾔﾏﾊﾞｼ) 松源寺大西線 1933 60.2 4.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

桃山橋歩道橋 (ﾓﾓﾔﾏﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 松現寺大西線 1932 60 1.53 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

恵下橋 (ｴｹﾞﾊﾞｼ) 恵下松田線 1969 19.08 4.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新津戸井橋 (ｼﾝﾂﾄﾞｲﾊﾞｼ) 津戸井中垣外線 1994 20.1 12 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新中垣外線 (ｼﾝﾅｶｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｼ) 津戸井中垣外線 1993 35 15 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

後田橋 (ｳｼﾛﾀﾞﾊﾞｼ) 松源寺大西線 1992 12.8 52.7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

大根木橋 (ｵｵﾈｷﾞﾊﾞｼ) 加免割宮ノ腰線 1961 29.25 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

後洞橋 (ｳｼﾛﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 松源寺大西線 1995 27.1 12 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中学校橋 (ﾁﾕｳｶﾞｸｺｳﾊｼ) 宮下脇向線 1973 41.77 9 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中山橋 (ﾅｶﾔﾏﾊﾞｼ) 林垣戸桑名屋線 1964 42.12 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

稲荷橋 (ｲﾅﾘﾊｼ) 黒川中野線 1989 61.7 8.8 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

一之瀬橋 (ｲﾁﾉｾﾊﾞｼ) 一之瀬木積沢線 1982 17.6 7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

昭和橋歩道橋 (ｼｮｳﾜﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 厩ノ下野中線 1995 21.4 1.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

坂本橋 (ｻｶﾓﾄﾊｼ) 坂本金屋線 1988 14.85 4.2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

井汲橋 (ｲｸﾞﾐﾊﾞｼ) 酒屋井汲線 1988 19.1 6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新谷橋 (ｱﾗﾔﾊﾞｼ) 堀懸新田線 1970 17.9 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中切橋 (ﾅｶｷﾞﾘﾊﾞｼ) 尾岩尾城線 1973 43.1 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

福崎橋 (ﾌｸｻｷﾊﾞｼ) 田口前外谷橋 1973 43.72 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

松山橋 (ﾏﾂﾔﾏﾊﾞｼ) 酒屋南桑原線 1975 44 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

大山橋 (ｵｳﾔﾏﾊﾞｼ) 大山中屋線 1974 16.9 5.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

大西橋 (ｵｵﾆｼﾊﾞｼ) 棚田奈良井線 1960 18 3.7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

阿木川橋 (ｱｷﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 阿木26号線 1979 45.4 7.8 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

倉前橋 (ｸﾗﾏｴﾊﾞｼ) 中津110号線 1991 21.5 8.27 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 中津119号線 1992 21.2 14.2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

三管橋 (ﾐﾂｸﾀﾞﾊﾞｼ) 中津287号線 1967 18.5 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

中川橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中津322号線 1965 119.6 3.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

杉乃沢橋 (ｽｷﾞﾉｻﾜﾊﾞｼ) 中津484号線 1961 15.5 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

農免橋 (ﾉｳﾒﾝﾊﾞｼ) 阿木3号線 1984 20.12 6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

神明橋 (ｼﾝﾒｲﾊﾞｼ) 苗木25号線 1985 17.7 5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ
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第二狩宿橋 (ﾀﾞｲ2ｶﾘﾔﾄﾞﾊﾞｼ) 苗木93号線 1982 16.8 5.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

上地橋 (ｳｴｼﾞﾊﾞｼ) 苗木155号線 1981 16.61 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

第二子野川橋 (ﾀﾞｲ2ｺﾉｶﾞﾜﾊﾞｼ) 中津218号線 1985 18.55 6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

下湯舟沢橋 (ｼﾓﾕﾌﾞﾈｻﾜﾊﾞｼ) 落合136号線 1981 25.48 3.2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

第二下洗橋 (ﾀﾞｲ2ｼﾓｱﾗｲﾊﾞｼ) 坂本127号線 1985 27.7 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

さくら橋 (ｻｸﾗﾊﾞｼ) 中津256号線 1989 21.8 5.7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

湯舟沢橋 (ﾕﾌﾞﾈｻﾜﾊﾞｼ) 神坂43号線 1980 61.3 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

上瀧川橋 (ｶﾐﾀｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 苗木169号線 1992 21.3 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

日比野橋 (ﾋﾋﾞﾉﾊﾞｼ) 苗木27号線 1987 17.3 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

第3横打橋 (ﾀﾞｲ3ﾖｺｳﾁﾊﾞｼ) 坂本102号線 1996 19.35 5.3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

曙大橋 (ｱｹﾎﾞﾉｵｵﾊｼ) 坂本268号線 1994 21 7.8 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

大谷橋 (ｵｵﾀﾆﾊﾞｼ) 阿木64号線 1983 35.85 7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

岩島橋 (ｲﾜｼﾏﾊﾞｼ) 苗木57号線 1981 17.5 4.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

岩島橋橋側歩道橋 (ｲﾜｼﾏﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 苗木57号線 1994 20.5 2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

阿木橋 (ｱｷﾞﾊﾞｼ) 阿木108号線 1958 35.8 4.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

第二中洗井橋 (ﾀﾞｲ2ﾅｶｲｱﾗｲﾊｼ) 坂本68号線 2000 17.75 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

奥恵下橋 (ｵｸｴｹﾞﾊﾞｼ) 中津515号線 2000 21.7 7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

寺橋 (ﾃﾗﾊﾞｼ) 蛭川3号線 1970 15.6 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

新狩宿橋 (ｿﾝｶﾘﾔﾄﾞﾊﾞｼ) 苗木105号線 1994 21.7 5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

三郷橋 (ｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 苗木201号線 1991 15.34 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

横平橋 (ﾖｺﾀｲﾗﾊｼ) 45合繊 1986 10.4 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

磯路橋 (ｲｿｼﾞﾊｼ) 45号線 1986 6.6 4.3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 45号線 1986 6.3 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 45号線 1986 12.2 5.4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 38号線 不明 8 4.4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

上後田橋 (ｶﾐｳｼﾛﾀﾞﾊｼ) 60号線 1986 7.9 3.9 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊｼ) 98号線 不明 8.1 3.4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中切橋 (ﾅｶｷﾞﾘﾊﾞｼ) 60号線 1990 12.5 6.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

津島橋 (ﾂｼﾏﾊｼ) 99号線 1971 8.33 4.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

前川橋橋側歩道橋 (ﾏｴｶﾜﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 100号線 1950 8.6 1.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

第二前川橋 (ﾀﾞｲﾆﾏｴｶﾜﾊｼ) 349号線 1972 5.9 3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

第二青木橋 (ﾀﾞｲﾆｱｵｷﾊｼ) 348号線 不明 7.4 3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

青木橋 (ｱｵｷﾊｼ) 350号線 不明 7.07 3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 361号線 不明 6 3.75 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 野中島田線 不明 6.29 4.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

地蔵堂橋 (ｼﾞｿﾞｳﾄﾞｳﾊｼ) 199号線 1978 13.5 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

上金橋橋側歩道橋 (ｶﾅｶﾐﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 山ノ田地蔵堂線 1993 5.83 1.27 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 425号線 不明 5.13 1.3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋橋側歩道橋 (ﾑﾒｲｷｮｳｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 425号線 不明 5.5 1.3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

尾鳩橋 (ｵﾊﾞﾄﾊﾞｼ) 480号線 1957 10.7 47 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

三五沢橋 (ｻﾝｺﾞｻﾜﾊﾞｼ) 199号線 1961 5 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

子野橋 (ｺﾉﾊｼ) 199号線 1973 13.49 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

大神橋 (ｵｵｶﾐﾊｼ) 200号線 1972 13.53 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

銭亀橋 (ｾﾞﾆｶﾞﾒﾊｼ) 山ノ田地蔵堂線 1993 13.63 7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

下三五沢橋 (ｼﾓｻﾝｺﾞｻﾜﾊｼ) 483号線 不明 5.1 3.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 64号線 不明 5.23 12.8 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

孫右エ谷橋梁 (ﾏｺﾞｴﾀﾞﾆｷｮｳﾘｮｳ) 484号線 1961 8.4 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

日偏谷橋梁 (ﾋﾖﾘﾀﾞﾆｷｮｳﾘｮｳ) 484号線 1961 12.5 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

二立沢橋梁 (ﾌﾀﾁｻﾞﾜｷｮｳﾘｮｳ) 484号線 1961 10.05 4.25 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ
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無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 105号線 不明 7.1 4.71 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

関戸橋 (ｾｷﾄﾊｼ) 苗木1号線 1974 7.36 3.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

第二深沢橋 (ﾀﾞｲ2ﾌｶｻﾜﾊｼ) 苗木109号線 1975 10.48 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

大久郷橋 (ﾀﾞｲｸｷｮｳﾊｼ) 阿廼久留美津戸線 1970 11.4 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

白山橋 (ﾊｸｻﾝﾊｼ) 大牧井汲線 1984 10.45 4.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 苗木36号線 不明 5.5 5.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 苗木41号線 1977 5.88 16.23 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

麦搗橋 (ﾑｷﾞﾂｸﾊｼ) 苗木41号線 1977 9.45 6.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

一郎治橋 (ｲﾁﾛｳｼﾞﾊｼ) 苗木133号線 1973 6 4.88 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

中央橋 (ﾁｭｳｵｳﾊﾞｼ) 苗木116号線 1959 6.65 3.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 苗木161号線 不明 12.5 3.93 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

山の田橋 (ﾔﾏﾉﾀﾊｼ) 苗木157号線 1965 11.4 4.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 原中平線 不明 6.64 3.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊｼ) 苗木192号線 1971 13.6 5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新麦搗橋 (ｼﾝﾑｷﾞﾂｷﾞﾊﾞｼ) 苗木63号線 1988 10.6 5.05 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

新沼橋 (ｼﾝﾇﾏﾊﾞｼ) 苗木61号線 1991 9 4.16 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

苗木橋 (ﾅｴｷﾞﾊｼ) 苗木205号線 1996 10.7 6.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

苗木橋橋側歩道橋 (ﾅｴｷﾞﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 苗木205号線 1996 10.7 2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

第二辻原橋 (ﾀﾞｲﾆﾂｼﾞﾊﾗﾊｼ) 五ツ峯中畑線 1969 10.3 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

辻原橋 (ﾂｼﾞﾊﾗﾊｼ) 坂本27号線 1955 10.22 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

大山橋 (ｵｵﾔﾏﾊｼ) 坂本29号線 1984 7.75 3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

中畑橋 (ﾅｶﾊﾀﾊｼ) 五ツ峯中畑線 1972 7.68 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本145号線 不明 6.4 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本125号線 不明 5.6 2.22 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 坂本金屋線 1988 10.04 3.9 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋橋側歩道橋 (ﾑﾏｴｲﾊｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 坂本金屋線 1988 9.52 1.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

金神橋 (ｷﾝｶﾐﾊｼ) 坂本162号線 1981 10.4 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

第二坂本橋 (ﾀﾞｲﾆｻｶﾓﾄﾊｼ) 坂本164号線 1989 14.25 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

第三坂本橋 (ﾀﾞｲｻﾝｻｶﾓﾄﾊｼ) 坂本169号線 1988 14.7 7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 坂本205号線 不明 7.3 1.8 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

苗木歩道橋 (ﾅｴｷﾞﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 苗木205号線 不明 17.1 1.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

空見橋 (ｿﾗﾐﾊｼ) 坂本西垣外線 1951 6.45 6.2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

東野巣橋 (ﾄｳﾉｽﾊｼ) 坂本西垣外線 1930 6.2 6.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

津戸井橋 (ﾂﾄﾞｲﾊｼ) 津戸井中垣外線 1992 13.54 12 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

洗井沢橋 (ｱﾗｲｻﾞﾜﾊｼ) 212号線 1995 11.2 9.3 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

小寺領橋 (ｺﾃﾗﾘｮｳﾊｼ) 阿木103号線 1953 9.4 4.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

深沢橋 (ﾌｶｻﾞﾜﾊｼ) 花ノ木下島線 1983 6.69 6.4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

長坂橋 (ﾅｶﾞｻｶﾊｼ) 矢渕小田線 1973 4.6 8.2 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

しまひら橋 (ｼﾏﾋﾗﾊｼ) 八幡相沢線 1952 5 7.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅲ

境沢橋 (ｻｶｲｻﾜﾊｼ) 矢柱坂下線 1984 10.9 7.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

中谷橋 (ﾅｶﾀﾆﾊｼ) 付知1号線 1997 9 5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

田ノ尻川2号橋 (ﾀﾉｼﾘ2ｺﾞｳｷｮｳ) 朝日橋中上線 1979 11.4 7 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

新中津川大橋 (ｼﾝﾅｶﾂｶﾞﾜｵｵﾊｼ) 中津100号線 1968 95 9.1 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

新中津川大橋側歩道橋 (ｼﾝﾅｶﾂｶﾞﾜｵｵﾊｼｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 中津100号線 1995 95 1.6 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

女夫橋 (ﾒｵﾄﾊｼ) 中津91号線 1991 19.88 2.24 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

第2米田橋 (ﾀﾞｲﾆﾖﾈﾀﾞﾊｼ) 中津97号線 不明 20 1.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) 大牧井汲線 不明 10.4 3.5 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅰ

山下橋 (ﾔﾏｼﾀﾊｼ) 苗木166号線 不明 6.4 4 中津川市 岐阜県 中津川市 Ⅱ

下橋 (ｼﾓﾊﾞｼ) 上野・御手洗線 1963 180.2 3.2 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ
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中濃用水１号橋 (ﾁﾕｳﾉｳﾖｳｽｲ1ｺﾞｳｷﾖｳ) 横越・笠神線 1960 4.4 19.4 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

板山４号橋 (ｲﾀﾔﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ) 乙狩・板山線 不明 5 5.6 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

ひび谷１号橋 (ﾋﾋﾞﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 乙狩・板山線 不明 8.5 9.4 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

西ケ洞川１号橋 (ﾆｼｶﾞﾎﾗｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 乙狩１１号線 不明 4.2 3.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

栢野橋 (ﾋｬｸﾉﾊﾞｼ) 乙狩・板山線 不明 5.9 5.6 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

猪木谷２号橋 (ｲﾉｷﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 乙狩７号線 不明 3.6 3.2 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

乙狩川系６号橋 (ｵﾄｶﾞﾘｶﾞﾜｹｲ6ｺﾞｳｷｮｳ) 面平１号線 不明 2.5 17 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

乙狩川系５号橋 (ｵﾄｶﾞﾘｶﾞﾜｹｲ5ｺﾞｳｷｮｳ) 面平中線 不明 4 4.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

面平西谷１号橋 (ｵﾓﾃﾋﾞﾗﾆｼﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 面平中線 不明 4 4.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

面平西谷系１号橋 (ｵﾓﾃﾋﾞﾗﾆｼﾀﾞﾆｹｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 面平中線 不明 5.2 4.4 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

乙狩川系４号橋 (ｵﾄｶﾞﾘｶﾞﾜｹｲ4ｺﾞｳｷｮｳ) 乙狩１号線 不明 2.9 7.5 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

板取川系１号橋 (ｲﾀﾄﾞﾘｶﾞﾜｹｲ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新河２号線 不明 2.6 3.6 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

大洞谷１号橋 (ｵｵﾎﾞﾗﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新河２号線 不明 3.9 2.7 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

上野西谷１号橋 (ｶﾐﾉﾆｼﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上野中線 不明 4.2 4.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

上野東谷４号橋 (ｶﾐﾉﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 上野１１号線 不明 3.2 5.1 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

上野東谷３号橋 (ｶﾐﾉﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 上野中線 不明 3.5 3.9 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

小倉谷１号橋 (ｺｸﾗﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 御手洗・小倉線 不明 3.9 3.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

小倉谷２号橋 (ｺｸﾗﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 小倉１１号線 不明 4.6 2.2 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

小倉谷３号橋 (ｺｸﾗﾀﾞﾆ3ｺﾞｳｷｮｳ) 小倉１２号線 不明 4 3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

小倉谷４号橋 (ｺｸﾗﾀﾞﾆ4ｺﾞｳｷｮｳ) 小倉６号線 不明 5.4 4 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

小倉南谷１号橋 (ｺｸﾗﾐﾅﾐﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 御手洗・小倉線 不明 4.1 8.7 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

上野東谷２号橋 (ｶﾐﾉﾋｶﾞｼﾀﾞﾆ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上野中線 不明 5.9 4.2 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

矢坪橋 (ﾔﾂﾎﾞﾊﾞｼ) 蕨生・矢坪線 不明 7.6 4.4 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

伊勢洞川4号橋 (ｲｾﾎﾞﾗｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生１０号線 不明 7 5.8 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

伊勢洞川３号橋 (ｲｾﾎﾞﾗｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 伊勢洞・田之洞線 不明 6.6 5.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

伊勢洞川２号橋 (ｲｾﾎﾞﾗｶﾞﾜ2ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生１８号線 不明 6.7 5.6 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

五十村谷１号橋 (ｺﾞｼﾞｭｳﾑﾗﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生１８号線 不明 3.6 5.6 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

伊勢洞川１号橋 (ｲｾﾎﾞﾗｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生１８号線 不明 10.7 5.2 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

神洞川３号橋 (ｶﾝﾎﾞﾗｶﾞﾜ3ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生・神洞線 不明 12.5 6.9 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

桑谷１号橋 (ｸﾜﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生・神洞線 不明 5.3 7.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

神洞川４号橋 (ｶﾝﾎﾞﾗｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷｮｳ) 蕨生・神洞線 不明 5 6.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

奥板山谷１号橋 (ｵｸｲﾀﾔﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 谷戸・板山線 不明 3.8 3.9 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

荷場谷１号橋 (ﾆﾊﾞﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 片知７号線 不明 4.2 3.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

千年橋 (ｾﾝﾈﾝﾊﾞｼ) 片知７号線 不明 6.9 3.2 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

野田洞奥橋 (ﾉﾀﾎﾞﾗｵｸﾊﾞｼ) 片知５号線 不明 6.4 3.8 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

野田洞中橋 (ﾉﾀﾎﾞﾗﾅｶﾊﾞｼ) 片知５号線 不明 6.6 3.8 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

ミチ洞川１号橋 (ﾐﾁﾎﾞﾗｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 谷戸・板山線 不明 3.8 10.8 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

東橋 (ﾋｶﾞｼﾊﾞｼ) 浅野１号線 不明 3.05 7.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅰ

上八野橋 (ｶﾐﾊﾁﾉﾊﾞｼ) 谷戸中央線 不明 3.4 5.8 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

大畑川1号橋 (ｵｵﾊﾀｶﾞﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上河和１号線 不明 4.1 4.9 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

六支谷１号線 (ﾛｸｼﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上河和１２号線 不明 5.4 9.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅱ

下須原谷1号橋 (ｼﾓｽﾊﾗﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 須原停車場線 不明 6.6 4.3 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

港橋 (ﾐﾅﾄﾊﾞｼ) 美濃１号線 1932 5.8 3.7 美濃市 岐阜県 美濃市 Ⅲ

1号橋 (ｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 細久手・平岩線 不明 3.2 7.5 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

2号橋 (ﾆｺﾞｳﾊｼ) 細久手・平岩線 不明 3.8 3.6 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 本郷・松野線 不明 6.4 7.6 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

２号橋 (ﾆｺﾞｳﾊｼ) 本郷・松野線 不明 5.5 3.6 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

４号橋 (ﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 清水・大久手線 1987 4.5 7 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

４号橋 (ﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 鶴城・大草線 不明 5.6 3.4 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ
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無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 庄ヶ洞線 不明 4.6 3.9 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 庄ヶ洞・三之助線 不明 4.6 4 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

３号橋 (ｻﾝｺﾞｳﾊｼ) 神徳１号線 不明 6 5 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

５号橋 (ｺﾞｺﾞｳﾊｼ) 神徳１号線 不明 7.4 6.9 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅲ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 下神徳線 不明 6.2 4.1 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

４号橋 (ﾖﾝｺﾞｳﾊｼ) 釜糠・城山線 不明 4.5 3.7 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

６号橋 (ﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 釜糠・城山線 不明 4.2 3.7 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 水上・浄円線 不明 4.7 4.5 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 西ヶ洞・中ノ草線 不明 3.8 3.1 瑞浪市 岐阜県 瑞浪市 Ⅱ

丸の内１号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内１１丁目１号線 不明 2 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内２号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 文化センタ－北線 不明 2 12.1 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内３号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内１０丁目１号線 不明 2 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内４号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 本郷北８号線 不明 2 10.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内５号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内１０丁目２号線 不明 2.5 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内６号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内９丁目１号線 不明 2.5 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内７号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 松山大浦線 不明 2.5 16.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内８号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ8ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内９丁目２号線 不明 2.5 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内９号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ9ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内８丁目１号線 不明 2.5 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１０号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ10ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内８丁目５号線 不明 3 10.1 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１１号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ11ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内８丁目２号線 不明 3 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅰ

丸の内１２号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ12ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内７丁目１号線 不明 3 10.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１３号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ13ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内７丁目２号線 不明 3 8.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１４号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ14ｺﾞｳｷｮｳ) 間島西野町線 不明 3 8.2 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

西野町１号橋 (ﾆｼﾉﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 本郷大西線 不明 4 3.7 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１５号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ15ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内４丁目４号線 不明 5.2 6.5 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１６号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ16ｺﾞｳｷｮｳ) 松山大浦線 不明 5.2 16 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１７号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ17ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内２丁目１号線 不明 5.1 8 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１８号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ18ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内２丁目６号線 不明 5.2 10 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

丸の内１９号橋 (ﾏﾙﾉｳﾁ19ｺﾞｳｷｮｳ) 丸の内１丁目１号線 不明 4.5 10.5 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

西神宮１号橋 (ﾆｼｼﾞﾝｸﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 須賀西１号線 不明 13 2.5 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀西１号橋 (ｽｶﾆｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 堀津インタ－１号線 不明 3.9 8 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀西２号橋 (ｽｶﾆｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 須賀西７号線 不明 3.9 8 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀西３号橋 (ｽｶﾆｼ3ｺﾞｳｷｮｳ) 須賀西９号線 不明 4 8 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀西４号橋 (ｽｶﾆｼ4ｺﾞｳｷｮｳ) 須賀西１１号線 不明 3.6 10 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀南１号橋 (ｽｶﾐﾅﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 須賀南２丁目３号線 不明 3.6 8 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀南２号橋 (ｽｶﾐﾅﾐ2ｺﾞｳｷｮｳ) 須賀南２丁目５号線 不明 3.6 9 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀南３号橋 (ｽｶﾐﾅﾐ3ｺﾞｳｷｮｳ) 堀津中屋敷４号線 不明 3.6 10.1 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

須賀南４号橋 (ｽｶﾐﾅﾐ4ｺﾞｳｷｮｳ) 堀津本郷線 不明 3.6 12.6 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

前谷１号橋 (ﾏｴﾀﾞﾆ1ｺﾞｳｷｮｳ) 前谷４号線 不明 4 7.5 羽島市 岐阜県 羽島市 Ⅱ

万葉１号橋 (ﾏﾝﾖｳ1ｺﾞｳｾﾝﾊﾞｼ) 中野方町７０号線 1970 18 3 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

愛宕橋 (ｱﾀｺﾞﾊﾞｼ) 長島町９３号線 1973 37 10 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

下勢井後２号橋 (ｼﾓｾｲｺﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 飯地中野方線 不明 4.5 6 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

霧山橋 (ｷﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 坂折線 2007 7.97 5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

馬越橋 (ﾏｺｼﾊﾞｼ) 笹場横枕線 不明 7.4 5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

桃久保橋 (ﾓﾓｸﾎﾞﾊﾞｼ) 中野方町１２号線 不明 10.4 3.1 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

馬橋 (ｳﾏﾊﾞｼ) 中野方町１３号線 不明 10.4 3 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

坂折１号橋 (ｻｶｵﾘ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町３１号線 不明 3.8 3.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

宇塚大日橋 (ｳﾂﾞｶﾀﾞｲﾆﾁﾊﾞｼ) 中野方町４４号線 不明 7.3 3.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

八幡橋 (ﾔﾊﾀﾊﾞｼ) 中野方町４５号線 不明 3.9 2.6 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ
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岩竹２号橋 (ｲﾜﾀｹ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町６２号線 不明 2 1.8 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

坂折３号橋 (ｻｶｵﾘ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町６５号線 不明 5.1 3.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

出合橋 (ﾃﾞｱｲﾊﾞｼ) 中野方町７５号線 不明 6.3 2.7 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

下勢井後１号橋 (ｼﾓｾｲｺﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町７５号線 不明 3.2 3.6 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

橋戸２号橋 (ﾊｼﾄﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町７５号線 不明 2.5 2.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

橋戸１号橋 (ﾊｼﾄﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町７５号線 不明 2.5 2.8 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

橋立４号橋 (ﾊｼﾀﾞﾃ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町７９号線 不明 7.1 3.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

上勢井後１号橋 (ｶﾐｾｲｺﾞ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町７９号線 不明 3 2.9 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅲ

橋立２号橋 (ﾊｼﾀﾞﾃ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 中野方町８５号線 不明 4.1 2.6 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

合観木橋 (ﾑﾈﾉｷﾞﾊﾞｼ) 町切松林線 不明 12.6 3.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

宇塚２号橋 (ｳﾂﾞｶ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町切松林線 不明 9.6 4.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

松林橋 (ﾏﾂﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 町切松林線 不明 8.7 4.9 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

宇塚１号橋 (ｳﾂｶ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 町切松林線 不明 8.4 5.5 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅰ

横枕橋 (ﾖｺﾏｸﾗﾊﾞｼ) 新賦横枕線 不明 4.3 4.3 恵那市 岐阜県 恵那市 Ⅱ

西町北１号橋 (ﾆｼﾏﾁｷﾀｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 西町２４９号線 不明 2.2 5 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

下蜂屋川３号橋 (ｼﾓﾊﾁﾔｶﾞﾜｻﾝｺﾞｳｷｮｳ) 東田西田線 不明 4.6 5 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

伊瀬川１１号橋 (ｲｾﾞｶﾞﾜｼﾞｭｳｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 伊瀬今泉線 不明 4.7 5.2 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅰ

下蜂屋川６号橋 (ｼﾓﾊﾁﾔｶﾞﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 下西８号線 不明 4.7 5 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

下蜂屋川１号橋 (ｼﾓﾊﾁﾔｶﾞﾜｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 下東２１号線 不明 2.4 4 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

下蜂屋川２号橋 (ｼﾓﾊﾁﾔｶﾞﾜﾆｺﾞｳｷｮｳ) 下東４５号線 不明 2.4 5 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

伊瀬川６号橋 (ｲｾﾞｶﾞﾜﾛｸｺﾞｳｷｮｳ) 伊瀬８２号線 不明 3 2.6 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

下蜂屋川４号橋 (ｼﾓﾊﾁﾔｶﾞﾜﾖﾝｺﾞｳｷｮｳ) 下東２３０号線 不明 4.8 5 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

伊瀬川７号橋 (ｲｾﾞｶﾞﾜﾅﾅｺﾞｳｷｮｳ) 木野村中線 不明 3 12 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅱ

伊瀬川１０号橋 (ｲｾﾞｶﾞﾜｼﾞｭｳｺﾞｳｷｮｳ) 木野下西線 不明 4.8 5.1 美濃加茂市 岐阜県 美濃加茂市 Ⅰ

１０００５－１号橋 (10005-1ｺﾞｳｷｮｳ) １０００５号線 1950 5.6 6.5 土岐市 岐阜県 土岐市 Ⅱ

８００２２－１号橋 (80022-1ｺﾞｳｷｮｳ) ８００２２号線 1965 4 16.8 土岐市 岐阜県 土岐市 Ⅱ

２２３６６－１号橋 (22366-1ｺﾞｳｷｮｳ) ２２３６６号線 不明 3.8 10.3 土岐市 岐阜県 土岐市 Ⅱ

第一前田筋橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾏｴﾀﾞｽｼﾞﾊﾞｼ) 市道１３２号線 1970 6 5.7 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

第一田畑橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾀﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 市道８００４号線 不明 4 8.7 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

第二坂井筋橋 (ﾀﾞｲﾆｻｶｲｽｼﾞﾊﾞｼ) 市道８００９号線 不明 7 3 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

嶋崎橋 (ｼﾏｻﾞｷﾊﾞｼ) 市道８１０８号線 不明 6 3.8 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

第一小鉢屋橋 (ﾀﾞｲｲﾁｺﾊﾞﾁﾔﾊﾞｼ) 市道８１６８号線 不明 3 6 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

梅洞橋 (ｳﾒﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 市道８１９３号線 不明 3 6.2 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

廣里橋 (ﾋﾛｾﾊﾞｼ) 市道８１９６号線 不明 2 8.5 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

第一儀文洞橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾞﾌﾞﾝﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 市道８２６７号線 不明 3 4.1 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

第一平蔵洞橋 (ﾀﾞｲｲﾁﾍｲｿﾞｳﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 市道８２６８号線 不明 3 9.7 可児市 岐阜県 可児市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０８５号線 不明 2.1 5.2 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０８５号線 不明 2.1 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０６６号線 不明 3.3 4.1 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０６８号線 不明 4 4.2 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０７９号線 不明 4.1 4.6 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０８０号線 不明 4 3.4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０８１号線 不明 3.1 4.3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７１号線 不明 2.4 8.3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７１号線 不明 2.3 8.3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７２号線 不明 2.3 3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７４号線 不明 2.3 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７５号線 不明 2.2 6.2 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７５号線 不明 2.3 5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ
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無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０８５号線 不明 3.6 4.5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７１号線 不明 2.4 8.5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７２号線 不明 2.4 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７４号線 不明 2.5 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７５号線 不明 2.5 5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) ０２００８号線 不明 2.2 6.5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０３４号線 不明 3.5 3.9 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０３４号線 不明 9 5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０３５号線 不明 4.4 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０３５号線 不明 4.2 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) ０２０１１号線 不明 4.4 6.5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１２８号線 不明 3.3 3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０２３号線 不明 5.5 4.1 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０１２号線 不明 5.3 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０１６号線 不明 5.4 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１２８号線 不明 3.5 3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０２０号線 不明 4.5 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０２１号線 不明 5 5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０２２号線 不明 5.4 4.1 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１０７号線 不明 5.4 5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０１０号線 不明 5.8 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０５６号線 不明 3.8 4.1 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０５８号線 不明 4 4.2 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０５９号線 不明 4 4.2 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０６４号線 不明 3.6 4.1 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) ０１０１０号線 不明 2.9 7.1 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７０号線 不明 2.3 3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１０６号線 不明 7.5 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３０９９号線 不明 8.2 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１００号線 不明 7.2 5 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１０１号線 不明 7.4 4 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １３１２８号線 不明 3.6 3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １６００１号線 不明 3.3 8.2 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １５０５５号線 不明 4 1.9 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０１４号線 不明 2.3 4.3 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) １４０７０号線 不明 3.5 2.7 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊｼ) ０１０１０号線 不明 2.5 3.8 山県市 岐阜県 山県市 Ⅰ

平成橋 (ﾍｲｾｲﾊﾞｼ) 塩屋1号線 1988 98 5 飛騨市 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

柳ケ瀬橋 (ﾔﾅｶﾞせﾊﾞｼ) 市道川向線 1975 12.6 4 飛騨市 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

柳神所天橋 (ﾔﾅｷﾞｺﾞｼｮﾃﾝﾊﾞｼ) 沼町5号線 1966 7.3 4.9 飛騨市 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

15-2 (15-2) 井之上線 不明 3.9 6.4 飛騨市 岐阜県 飛騨市 Ⅱ

新軽海橋 (ｼﾝｶﾙﾐﾊﾞｼ) 真正2188号線 1969 41 6.8 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅲ

新開橋 (ｼﾝｶｲﾊﾞｼ) 糸貫0001号線 1976 21.7 5 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅱ

金山橋 (ｶﾅﾔﾏﾊﾞｼ) 本巣3097号線 1973 36 4 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅱ

都築橋 (ﾂｽﾞｷﾊﾞｼ) 糸貫3094号線 1979 18.1 9.8 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅱ

市場橋歩道 (ｲﾁﾊﾞﾊﾞｼﾎﾄﾞｳ) 根尾0550号線 1969 78.2 2.3 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅱ

２１７４－１号橋 (2174-1ｺﾞｳｷｮｳ) 本巣2174号線 不明 2 3.9 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

２１７５－１号橋 (2175-1ｺﾞｳｷｮｳ) 本巣2175号線 不明 2 4.1 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

２１７６－１号橋 (2176-1ｺﾞｳｷｮｳ) 本巣2176号線 不明 2 5.7 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ
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数屋３号橋 (数屋3号橋) 糸貫0002号線 1973 2.1 5.4 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

上高屋１０号橋 (ｶﾐﾀｶﾔ10ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫0102号線 1977 2.1 3.9 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

石神１７号橋 (ｲｼｶﾞﾐ17ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1008号線 1983 2 4 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

石神１８号橋 (ｲｼｶﾞﾐ18ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1009号線 1983 2.1 4.1 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

石神２０号橋 (ｲｼｶﾞﾐ20ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1014号線 1983 2.2 6 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

石神２１号橋 (ｲｼｶﾞﾐ21ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1021号線 1983 2.1 8 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

石神２２号橋 (ｲｼｶﾞﾐ22ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1022号線 1983 2.1 10 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

石神２３号橋 (ｲｼｶﾞﾐ23ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1023号線 1984 2.2 8 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

上高屋３号橋 (ｶﾐﾀｶﾔ3ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1053号線 1980 2.1 4 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

上高屋４号橋 (ｶﾐﾀｶﾔ4ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1090号線 1979 2.1 6 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

上高屋７号橋 (ｶﾐﾀｶﾔ7ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1093号線 1978 2.1 6.7 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

数屋５号橋 (ｶｽﾞﾔ5ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1109号線 1973 2.1 5 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

数屋７号橋 (ｶｽﾞﾔ7ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1109号線 1977 2.1 4.7 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

数屋６号橋 (ｶｽﾞﾔ6ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1110号線 1973 2.2 4 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

見延４０号橋 (ﾐﾉﾍﾞ40ｺﾞｳｷｮｳ) 糸貫1226号線 1976 2.2 3.9 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

神宮橋 (ｼﾞﾝｸﾞｳﾊﾞｼ) 真正2206号線 1989 2.1 3.4 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

十四条３０４号橋 (ｼﾞｭｳｼｼﾞｮｳ304ｺﾞｳｷｮｳ) 真正3265号線 不明 2.2 10.6 本巣市 岐阜県 本巣市 Ⅰ

稲成橋歩道橋 (ｲﾅﾘﾊﾞｼﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 稲成・田口線 1990 90 2.8 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅰ

西ケ洞橋 (ﾆｼｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 中ノ棚・西ケ洞線 1997 39.2 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅰ

折立橋 (ｵﾘﾀﾃﾊﾞｼ) ＳＡ西線 1998 47 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅰ

新折立橋２号橋 (ｼﾝｵﾘﾀﾃﾊﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) ＳＡ西線 2007 35 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

坪佐跨高速道路橋 (ﾂﾎﾞｻｺｺｳｿｸﾄﾞｳﾛｷﾖｳ) 坪佐区内１８号線 1997 33.9 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅰ

水分橋 (ﾐｽﾞﾜｹﾊﾞｼ) 板橋２号線 1998 44 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅰ

赤池跨道橋 (ｱｶｲｹｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 羽根平線 1995 44.1 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅰ

どんどん橋１号橋 (ﾄﾞﾝﾄﾞﾝﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 橋本町・桜町線 1997 6.5 9.6 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅲ

栄橋１号橋 (ｻｶｴﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新町・城南町線 不明 3 10.4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

戒仏橋１号橋 (ｶｲﾌﾞﾂﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 戒物・上神路線 1981 7 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾆｼｵｯﾊﾟﾗｸﾅｲ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西乙原区内１号線 不明 4 3 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ﾆｼｵｯﾊﾟﾗｸﾅｲ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 西乙原区内１号線 不明 4.7 2.2 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｳﾝﾗｸﾅｲｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 宇留良区内線 不明 6.5 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅲ

４号橋 (ｳﾝﾗｸﾅｲｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 宇留良区内線 不明 6.5 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅲ

１号橋 (ｵﾉｸﾅｲ39ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小野区内３９号線 不明 7.8 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

中鬼谷橋１号橋 (ﾅｶｵﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 美山・鬼谷線 不明 5.6 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅲ

桑本橋３号橋 (ｸﾜﾓﾄﾊﾞｼ3ｺﾞｳｷｮｳ) 美山・鬼谷線 不明 9.4 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

学校橋１号橋 (ｶﾞｯｺｳﾊﾞｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 美山・入間線 不明 7.8 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

東屋橋２号橋 (ﾋｶﾞｼﾔﾊﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 美山・入間線 2005 4.6 4.4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｵｵﾎﾞﾗｸﾅｲ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大洞区内１号線 不明 3.8 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

９号橋 (ﾐﾔﾏｽｺﾞｳｾﾝ9ｺﾞｳｷｮｳ) 美山・洲河線 不明 7 5.4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

三ツ谷第３橋３号橋 (ﾐﾂﾀﾞﾆﾀﾞｲ3ﾊﾞｼ) 小那比・下川線 1977 9.5 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

三ツ谷第４橋４号橋 (ﾐﾂﾀﾞﾆﾀﾞｲ4ﾊﾞｼ) 小那比・下川線 1977 9.5 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾄｸﾅｶﾞ･ﾂﾙｷﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 徳永・剣線 不明 3.5 4.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

３号橋 (ﾄｸﾅｶﾞ･ﾂﾙｷﾞｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 徳永・剣線 不明 2.9 5.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

４号橋 (ﾄｸﾅｶﾞ･ﾂﾙｷﾞｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 徳永・剣線 不明 5.3 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾅｻﾗﾍﾞｾﾝﾀｰｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 名皿部・センター線 不明 2.4 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾌｸﾀﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 福田線 不明 9.5 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｸﾘｽｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 栗巣線 不明 4.6 6.6 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

雑座橋 (ｿﾞｳｻﾞﾊｼ) 東線 不明 12.4 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｲﾜﾉｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 岩野線 不明 4 5.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｼｭｳﾄﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 周戸線 不明 8.4 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅲ
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２号橋 (ｶﾐｸﾘｽｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上栗巣線 不明 5.5 5.7 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅲ

３号橋 (ｶﾝｼﾞｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 神路線 不明 4.2 6 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

５号橋 (ｶﾝｼﾞｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 神路線 不明 4 6.4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾂﾙｷﾞ21ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 剣２１号線 不明 4 10.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ﾂﾙｷﾞ21ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 剣２１号線 不明 5.5 12.2 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ﾂﾙｷﾞ52ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 剣５２号線 不明 8.5 9.7 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｼｭｳﾄﾞｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 周戸線 不明 7.1 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｺﾝﾉﾎﾝｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 木尾本線 不明 4 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｺﾝﾉﾎﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 木尾本線 不明 3.4 3.8 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｼﾓﾀﾞﾎﾝｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下田本線 不明 4.5 4.9 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｼﾓﾀﾞﾎﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下田本線 不明 8 4.6 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾓﾘｼﾀｱｶｺﾊﾞｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森下赤小場線 不明 5 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ﾓﾘｼﾀ2ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 森下２号線 不明 6 3 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ﾌｶﾄﾞｳﾒﾊﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 深戸梅原線 不明 4.2 4.8 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｱｲﾄﾞ･ｳﾒﾊﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 相戸・梅原線 不明 2.2 3.2 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｱｲﾄﾞ･ｳﾒﾊﾗｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 相戸・梅原線 不明 9.4 6.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｵｵﾔﾓﾄｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大矢元線 不明 6.9 6 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｵｵﾔﾓﾄﾎﾝｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大矢元本線 不明 4.2 5.2 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ﾌｸﾉｴｷﾏｴｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 福野駅前線 不明 4.4 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

２号橋 (ｼﾓﾎﾞﾗ･ﾄｶﾞﾜｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 下洞・戸川線 不明 5.9 5.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

３号橋 (ｼﾓﾎﾞﾗ･ﾄｶﾞﾜｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 下洞・戸川線 不明 5.5 7 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

１号橋 (ｼﾓﾎﾞﾗ･ｶｸﾗｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下洞・鹿倉線 不明 7 5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

３号橋 (ｼﾓﾎﾞﾗ･ｶｸﾗｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 下洞・鹿倉線 不明 3 4.2 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

４号橋 (ｼﾓﾎﾞﾗ･ｶｸﾗｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 下洞・鹿倉線 不明 4.8 4 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

５号橋 (ｼﾓﾎﾞﾗ･ｶｸﾗｾﾝ5ｺﾞｳｷｮｳ) 下洞・鹿倉線 不明 3.5 4.5 郡上市 岐阜県 郡上市 Ⅱ

東上田２号１号橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞ2ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 東上田２号線 不明 6 3.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

東上田５号１号橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞ5ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 東上田５号線 不明 4.5 5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

東上田２０号１号橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞ20ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 東上田２０号線 不明 3.1 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

東上田橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞﾊﾞｼ) 東上田５５号線 不明 2.7 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

手呂橋 (ﾃﾛﾊﾞｼ) 東上田１号線 1988 4.9 6.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

幸田１０号１号橋 (ｺｳﾃﾞﾝ10ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 幸田１０号線 不明 2.9 4.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

幸田１３号２号橋 (ｺｳﾃﾞﾝ13ｺﾞｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 幸田１３号線 不明 7 4.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

森４６号１号橋 (ﾓﾘ46ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森２号線 不明 3.7 6.4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

チシャ谷橋 (ﾁｼｬﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 森５号線 不明 9 4.4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 森５号線 不明 2.7 5.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

森１２号１号橋 (ﾓﾘ12ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森１２号線 不明 5 3.7 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

森２８号１号橋 (ﾓﾘ28ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森２８号線 不明 4.3 7.9 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

森４２号１号橋 (ﾓﾘ42ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森４２号線 不明 5.4 3.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

清水橋 (ｼﾐｽﾞﾊﾞｼ) 森４４号線 不明 3.6 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

森２９号１号橋 (ﾓﾘ29ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森２９号線 不明 3.9 7.8 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

１号橋 (1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 森４６号線 不明 2.5 4.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

森８７号１号橋 (ﾓﾘ87ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森８７号線 不明 3.5 1.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

杉の子橋 (ｽｷﾞﾉｺﾊﾞｼ) 小川３８号線 不明 7.3 1.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

小川５号１号橋 (ｵｶﾞﾜ5ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小川５号線 不明 2.7 3.1 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

芝切橋 (ｼﾊﾞｷﾘﾊﾞｼ) 小川２５号線 不明 7.25 5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

東又橋 (ﾋｶﾞｼﾏﾀﾊﾞｼ) 小川４６号線 不明 6.1 3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

交告橋 (ｺｳｹﾂﾊﾞｼ) 小川４６号線 不明 7.85 5.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

小川１６号１号橋 (ｵｶﾞﾜ16ｺﾞｳ1ｺﾞｳｷｮｳ) 小川１６号線 不明 3.1 3.1 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

観音堂橋 (ｶﾝﾉﾝﾄﾞｳﾊﾞｼ) 萩原花池線 不明 4.8 4.7 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ
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諏訪町１号橋 (ｽﾜﾏﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 諏訪町１号線 不明 3 4.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

谷畑橋 (ﾀﾆﾊﾞﾀﾊﾞｼ) 雨池４号線 不明 3.7 11.1 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

三本松下橋 (ｻﾝﾎﾞﾝﾏﾂｼﾀｷｮｳ) 三本松境線 不明 2.2 3.1 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大覚寺橋 (ﾀﾞｲｶｸｼﾞﾊﾞｼ) 上村上段線 不明 2.6 5.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

白山橋 (ﾊｸｻﾝﾊﾞｼ) 上村白山線 不明 3.2 4.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大くご洞橋 (ｵｵｸｺﾞﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 竹之上白山線 不明 3.4 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

岡かん橋 (ｵｶｶﾝﾊﾞｼ) 松ヶ瀬石原１号線 不明 3.8 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

石原橋 (ｲｼﾊﾗﾊﾞｼ) 松ヶ瀬石原２号線 不明 4.7 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

松ヶ瀬１号橋 (ﾏﾂｶﾞｾ1ｺﾞｳｷｮｳ) 松ヶ瀬１号線 1982 2.6 3.8 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

新屋橋 (ｼﾝﾔﾊﾞｼ) 新屋向畑線 不明 4.8 3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

上村１号橋 (ｳﾜﾑﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上村線 不明 7 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

森下１号橋 (ﾓﾘｼﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 森下１号線 不明 3.8 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

寺畑１号橋 (ﾃﾗﾊﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 上村桜谷公園線 不明 5.7 5.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

林ヶ洞橋 (ﾊﾔｼｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 門坂～岩崎線 1981 6 5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

水路橋 (ｽｲﾛﾊﾞｼ) 大垣内無数原線 不明 7.4 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

くれ石橋 (ｸﾚｲｼﾊﾞｼ) 大垣内無数原線 不明 9 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

セツ谷橋２号橋 (ｾﾂﾀﾞﾆﾊﾞｼ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大垣内１号線 不明 9.2 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

セツ谷橋 (ｾﾂﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 大垣内３号線 不明 4.3 3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

諏訪１号橋 (ｽﾜ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大島２号線 不明 3.4 4.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

西ヶ洞橋 (ﾆｼｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 大島１０号線 1981 4 5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

洞１号橋 (ﾎﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大島１０号線 不明 5.1 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

洞２号橋 (ﾎﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大島１０号線 不明 3.7 3.5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

１号橋 (1ｺﾞｳｷｮｳ) 小坂町大島線 不明 2.9 2.7 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

蕨野橋 (ﾜﾗﾋﾞﾉﾊﾞｼ) 小坂町坂下線 1953 5.5 5.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

坂下１号橋 (ｻｶｼﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 坂下１号線 不明 7.9 5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

高天ヶ原橋 (ﾀｶﾏｶﾞﾊﾗﾊﾞｼ) 小坂町長瀬線 不明 5.5 5 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

坂梨１号橋 (ｻｶﾅｼ1ｺﾞｳｷｮｳ) 長瀬２号線 不明 4.3 3.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

仙游橋 (ｾﾝﾕｳﾊﾞｼ) 落合３号線 不明 2.3 4.8 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

大洞４号橋 (ｵｵﾎﾞﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ) 大洞５号線 不明 8.6 3.7 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

弥太郎谷橋 (ﾔﾀﾛｳﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 大洞５号線 不明 8.5 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大洞２号橋 (ｵｵﾎﾞﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大洞４号線 不明 7 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

大洞３号橋 (ｵｵﾎﾞﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大洞４号線 不明 8 3.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

７号橋 (7ｺﾞｳﾊﾞｼ) 小坂町大洞線 不明 3.2 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

落合３－５号線１号橋 (ｵﾁｱｲ3-5ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 落合３－５号線 不明 2.3 6.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

１号橋 (ｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 湯屋２号線 不明 3 18.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

諏訪町２号橋 (ｽﾜﾏﾁﾆｺﾞｳﾊｼ) 萩原東本町線 不明 5.2 4.1 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

川除１号橋 (ｶﾜﾖｹｲﾁｺﾞｳｾﾝ) 川除１号線 不明 2 4.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

雨池１号橋 (ｱﾒｲｹｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 雨池５号線 不明 2.7 4.4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

雨池６号橋 (ｱﾒｲｹﾛｸｺﾞｳﾊｼ) 雨池６号線 不明 2.3 9 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

みざ林１号橋 (ﾐｻﾞﾊﾞﾔｼｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 城下町桜洞線 不明 2 5.8 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

森下２号橋 (ﾓﾘｼﾀﾆｺﾞｳﾊｼ) 森下新屋線 不明 6 4.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

十王堂橋 (ｼﾞｭｳｵｳﾄﾞｳﾊｼ) 東町岩町線 不明 3.6 5.6 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

池端橋 (ｲｹﾊｼﾊｼ) 萩原花池線 不明 2.2 4.9 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

雨池橋 (ｱﾒｲｹﾊｼ) 松ヶ瀬石原２号線 不明 2.8 4.3 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

出店１号橋 (ﾃﾞﾐｾ1ｺﾞｳﾊｼ) 松ヶ瀬池端線 不明 2.5 4 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

出店２号橋 (ﾃﾞﾐｾ2ｺﾞｳﾊｼ) 松ヶ瀬池端線 不明 6 9 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

上村２号橋 (ｳﾜﾑﾗﾆｺﾞｳﾊｼ) 上村線 不明 5 5.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

東上田５号２号橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞｺﾞｺﾞｳﾆｺﾞｳﾊｼ) 東上田５号線 不明 5.5 2.8 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

東上田１３号１号橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 東上田１３号線 不明 2.7 0.9 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ
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東上田８号１号橋 (ﾋｶﾞｼｳｴﾀﾞﾊﾁｺﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 東上田８号線 不明 4.8 1 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅳ

森９６号１号橋 (ﾓﾘｷｭｳｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 森９６号線 不明 4 11 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

幸田１３号１号橋 (ｺｳﾃﾞﾝｼﾞｭｳｻﾝｺﾞｳｲﾁｺﾞｳﾊｼ) 幸田１３号線 不明 2 7.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅱ

幸田１０号２号線 (ｺｳﾃﾞﾝｼﾞｭｳｺﾞｳﾆｺﾞｳｾﾝ) 幸田１０号線 不明 3 6.2 下呂市 岐阜県 下呂市 Ⅰ

上野跨道橋 (ｳｴﾉｺﾄﾞｳｷﾖｳ) 海津３３５２３号線 1971 19.4 4.8 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

下池第二橋 (ｼﾓｲｹﾀﾞｲ2ﾊｼ) 海津３４４１５号線 1982 16.1 2.9 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

3-206-1号橋 (3-206-1ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１８７号線 不明 5.2 5.7 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-206-2号橋 (3-206-2ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１８７号線 不明 3.9 5.5 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-207-1号橋 (3-207-1ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１８８号線 不明 2.5 4.4 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-210-1号橋 (3-210-1ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１９１号線 不明 5.3 6.7 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-210-2号橋 (3-210-2ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１９１号線 不明 3.8 6.5 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-211-1号橋 (3-211-1ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１９２号線 不明 5.1 7.5 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-211-2号橋 (3-211-2ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１３１９２号線 不明 3.7 4.7 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

3-1461-1号橋 (3-1461-1ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１４２３４号線 不明 5.3 4.5 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-1460-2号橋 (3-1460-2ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１４２３３号線 不明 3.7 6.8 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

3-1461-2号橋 (3-1461-2ｺﾞｳｷｮｳ) 海津１４２３４号線 不明 2.5 7 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

野寺3号橋 (ﾉﾃﾞﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２１００２号線 不明 3.7 7.3 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

野寺4号橋 (ﾉﾃﾞﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２１００２号線 不明 3 11.3 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

野寺7号橋 (ﾉﾃﾞﾗ7ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２２００２号線 不明 2.9 7.8 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

野寺48号橋 (ﾉﾃﾞﾗ48ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２３８５５号線 不明 2.7 4.4 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

野寺51号橋 (ﾉﾃﾞﾗ51ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２４０３４号線 不明 2.7 4.4 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

須賀1号橋 (ｽｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２２００２号線 不明 2.5 9.7 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

須賀橋 (ｽｶﾊﾞｼ) 海津２２００２号線 不明 2.6 8.7 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

野寺橋 (ﾉﾃﾞﾗﾊﾞｼ) 海津２１００２号線 不明 2.9 7.1 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

西川原橋 (ﾆｼｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 海津２３８２０号線 不明 3.5 5 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

野寺50号橋 (ﾉﾃﾞﾗ50ｺﾞｳｷｮｳ) 海津２３３８４号線 不明 2.9 5.9 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

田鶴西橋（古） (ﾀﾂﾞﾙﾆｼﾊﾞｼ(ｺ) 海津３１０１９号線 1967 12.55 5.6 海津市 岐阜県 海津市 Ⅰ

河戸谷第五橋 (ｺｳｽﾞﾀﾞﾆﾀﾞｲ5ﾊﾞｼ) 海津３２０１５号線 1965 9 6 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

石津橋 (ｲｼﾂﾞﾊﾞｼ) 海津３３８１２号線 1953 9.1 3.4 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

新橋 (ｼﾝﾊﾞｼ) 海津３３８３９号線 1978 9.9 4.6 海津市 岐阜県 海津市 Ⅱ

中島橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 海津３４０５８号線 1962 4.2 3 海津市 岐阜県 海津市 Ⅲ

I１－４ (I1-4) ４０５号線 不明 3.75 4.25 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｙ１－１３ (Y1-13) ４０５号線 不明 3 12.4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－３５ (T1-35) ３１４号線 不明 9 6.4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－１９ (I1-19) ３７７号線 不明 2.4 3.9 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－７ (I1-7) ４０２号線 不明 2.45 5.6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－２０ (I1-20) ４０４号線 不明 2.3 4.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３１ (T1-31) ４９９号線 不明 9.1 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３６ (T1-36) ５０２号線 不明 9 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｅ１－２０ (E1-20) ５０３号線 不明 3.5 5.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｍ１－７ (M1-7) ５１０号線 不明 8.2 2.1 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｍ１－４ (M1-4) ５１６号線 不明 10.2 4.8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｍ１－５ (M1-5) ５１７号線 不明 9.9 9.35 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｍ１－６ (M1-6) ５１８号線 不明 10.2 4.8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｍ１－９ (M1-9) ５２４号線 不明 8.5 4.6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｍ１－１０ (M1-10) ５３０号線 不明 8.2 2.05 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－２８ (Y1-28) ５４２号線 不明 4.5 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－３０ (T1-30) ５７７号線 不明 9.1 6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ５８－２ (Y58-2) ５８０号線 不明 4.1 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ
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Ｙ１－２７ (Y1-27) ５８０号線 不明 4.4 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｙ１－２９ (Y1-29) ５８１号線 不明 6 10 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３２ (T1-32) ５８１号線 不明 9.1 9 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３２ (Y1-32) ５８４号線 不明 6 10.8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３４ (T1-34) ６０２号線 不明 8.5 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－２９ (T1-29) ６１８号線 不明 12.35 8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｍ１－１１ (M1-11) ６２４号線 不明 8.1 1.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－２６ (T1-26) ６２９号線 不明 9 5.61 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－２４ (T1-24) ６３３号線 不明 8.25 7.62 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－２３ (T1-23) ６３４号線 不明 8.2 6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ４０－１ (T40-1) ６３８号線 不明 3 5.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ３６－１ (T36-1) ６３８号線 不明 3 5.3 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ２５－６ (T25-6) ６３８号線 不明 3 5.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ２５－７ (T25-7) ６３９号線 不明 2.35 4.3 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－２０ (Y1-20) ６４２号線 不明 4.6 4.3 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｙ１－１９ (Y1-19) ６４３号線 不明 3.5 9.68 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１７ (Y1-17) ６４５号線 不明 4.5 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１６ (Y1-16) ６４６号線 不明 4 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ２５－５ (T25-5) ６４９号線 不明 2.4 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ２５－４ (T25-4) ６５０号線 不明 2.4 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ８－４ (T8-4) ６５１号線 不明 3.2 3.7 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－５ (I1-5) ６５３号線 不明 2.4 3.95 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ２５－１ (I25-1) ６５４号線 不明 2.4 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－６ (I1-6) ６５９号線 不明 2.45 3.95 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－２ (I1-2) ６６４号線 不明 2.9 4.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－３ (I1-3) ６６５号線 不明 3.8 7.54 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｉ１－１ (I1-1) ６７１号線 不明 3.3 3.7 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

南手力橋 (ﾐﾅﾐﾃｼﾞｶﾗﾊﾞｼ) ６７９号線 不明 11.75 7.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ８－１ (T8-1) ６８３号線 不明 3.1 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ８－７ (T8-7) ６８６号線 不明 3.3 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅰ

Ｔ８－９ (T8-9) ７００号線 不明 3.2 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１０ (Y1-10) ７５１号線 不明 2.8 3.9 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１２ (Y1-12) ７５３号線 不明 2.75 4.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１４ (Y1-14) ７５４号線 不明 2.7 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１５ (Y1-15) ７５５号線 不明 2.7 4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－７ (Y1-7) ７５８号線 不明 2.85 2.05 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３ (Y1-3) ７８９号線 不明 2.9 4.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－２ (Y1-2) ７９０号線 不明 2.85 4.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－１３ (N1-13) ８００号線 不明 8.2 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－１２ (N1-12) ８０１号線 不明 8 4.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－１１ (N1-11) ８０２号線 不明 9.3 4.6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－１０ (N1-10) ８０３号線 不明 6.4 5.05 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｎ１－９ (N1-9) ８０４号線 不明 8.5 5.05 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－８ (N1-8) ８０５号線 不明 7.1 2.85 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－６ (N1-6) ８０７号線 不明 5.3 1.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－７ (N1-7) ８０９号線 不明 5.4 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

赤池西橋 (ｱｶｲｹﾆｼﾊﾞｼ) ８３０号線 不明 3.7 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－４ (N1-4) ８２９号線 不明 10.1 5.1 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－３ (N1-3) ８３２号線 不明 6.85 8.45 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ



〔岐阜県〕橋梁点検結果

平成27年6月30日時点

管理者

点検

記録

管理者名 都道府県名 市区町村名

判定

区分

資料⑤－３

橋梁名（ﾌﾘｶﾞﾅ） 路線名

架設

年次

（西暦）

橋長

（ｍ）

幅員

（ｍ）

行政区域

Ｎ１－２ (N1-2) ８４０号線 不明 6.7 8.1 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｎ１－１ (N1-1) ８５０号線 不明 6 5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｎ１－１６ (N1-16) ８５９号線 不明 6 5.4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｎ１－１７ (N1-17) ８６０号線 不明 6 5.4 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－５ (T1-5) ６９５号線 不明 4.3 5.95 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－６ (T1-6) ６９６号線 不明 4.3 5.89 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅰ

Ｔ１－８ (T1-8) ７８８号線 不明 4.6 5.41 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１４ (T1-14) ４０５号線 不明 5.7 7.24 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ８８－２ (T88-2) ８５６号線 不明 2.3 2.8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３０ (Y1-30) ５８２号線 不明 6 7.1 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ８－８ (T8-8) ６３８号線 不明 2.35 8.7 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１１ (Y1-11) ７４２号線 不明 2.8 9.82 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｅ１－１９ (E1-19) ５００号線 不明 3.5 8.6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３９ (T1-39) ５０５号線 不明 7.8 7.1 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３６ (Y1-36) ５４５号線 不明 6.9 10 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３５ (Y1-35) ５７８号線 不明 6.9 8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３１ (Y1-31) ５８３号線 不明 6 7.18 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－２２ (T1-22) ６４２号線 不明 7.75 5.67 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－２１ (T1-21) ６４３号線 不明 7.75 7.69 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－２０ (T1-20) ６４４号線 不明 7.75 5.68 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｙ１－１８ (Y1-18) ６４４号線 不明 3.5 6.8 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１９ (T1-19) ６４５号線 不明 7.75 9.19 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１８ (T1-18) ６４６号線 不明 7.75 5.73 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

西手力橋 (ﾆｼﾃｼﾞｶﾗﾊｼ) ６７８号線 不明 2.71 7.6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ４０－３ (T40-3) ６４８号線 不明 2.2 6.6 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅲ

Ｔ１－１７ (T1-17) ７１７号線 不明 6.7 3.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－３４ (Y1-34) ５５２号線 不明 6.85 9.05 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－２ (T1-2) ７９４号線 不明 4.3 5.94 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｅ１－１８ (E1-18) ５０４号線 不明 3.5 7.3 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３ (T1-3) ６８７号線 不明 4.3 7.06 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１１ (T1-11) ７１０号線 不明 5.7 5.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１２ (T1-12) ７１１号線 不明 5.7 5.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１６ (T1-16) ７１８号線 不明 5.6 3.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１５ (T1-15) ７１９号線 不明 5.6 3.5 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－１３ (T1-13) ７３５号線 不明 5.7 5.1 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－９ (Y1-9) ７５０号線 不明 3 8.2 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－９ (T1-9) ７８７号線 不明 4.55 7.37 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｙ１－１ (Y1-1) ７９１号線 不明 2.9 8.38 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

Ｔ１－３７ (T1-37) ５１５号線 不明 8.4 5.95 岐南町 岐阜県 岐南町 Ⅱ

門間13号橋 (ｶﾄﾞﾏ13ｺﾞｳｷｮｳ) 門間3号線 1967 15 10.7 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅰ

米野3号橋 (ｺﾒﾉ3ｺﾞｳｷｮｳ) 米野2号線 不明 5.4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野4号橋 (ｺﾒﾉ4ｺﾞｳｷｮｳ) 米野30号線 不明 2.4 2.2 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野6号橋 (ｺﾒﾉ6ｺﾞｳｷｮｳ) 米野33号線 不明 2.4 4.1 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野7号橋 (ｺﾒﾉ7ｺﾞｳｷｮｳ) 米野34号線 不明 2.4 5 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野8号橋 (ｺﾒﾉ8ｺﾞｳｷｮｳ) 米野35号線 不明 2.4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野9号橋 (ｺﾒﾉ9ｺﾞｳｷｮｳ) 米野36号線 不明 2.4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野10号橋 (ｺﾒﾉ10ｺﾞｳｷｮｳ) 米野44号線 不明 2.4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

米野11号橋 (ｺﾒﾉ11ｺﾞｳｷｮｳ) 米野47号線 不明 3 8.8 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

円城寺4号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺37号線 不明 4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ
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円城寺5号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺37号線 不明 4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

円城寺6号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺41号線 不明 3.9 8 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

円城寺7号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺42号線 不明 4 8.1 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

円城寺8号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺47号線 不明 3.7 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

円城寺9号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺48号線 不明 3.8 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

円城寺10号橋 (ｴﾝｼﾞｮｳｼﾞ10ｺﾞｳｷｮｳ) 円城寺51号線 不明 3.8 5 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅲ

米野12号橋 (ｺﾒﾉ12ｺﾞｳｷｮｳ) 米野33号線 2011 3.1 4.8 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野13号橋 (ｺﾒﾉ13ｺﾞｳｷｮｳ) 米野34号線 不明 2.6 2.9 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野14号橋 (ｺﾒﾉ14ｺﾞｳｷｮｳ) 米野38号線 不明 2.1 2 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野15号橋 (ｺﾒﾉ15ｺﾞｳｷｮｳ) 米野37号線 不明 2.4 4.1 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

米野16号橋 (ｺﾒﾉ16ｺﾞｳｷｮｳ) 米野42号線 不明 2.4 4 笠松町 岐阜県 笠松町 Ⅱ

江月２号橋 (ｴﾂｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 江月１９号線 1962 15 2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

江月６号橋 (ｴﾂｷ6ｺﾞｳｷｮｳ) 江月２１号線 1962 15.1 2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田２号橋 (ｳﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 角田豊線 不明 2.1 6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原６号橋 (ﾑﾛﾊﾗ6ｺﾞｳｷｮｳ) 北野色目線 不明 6.1 5.7 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

江月１０号橋 (ｴﾂｷ10ｺﾞｳｷｮｳ) 下江月外周線 不明 2.7 7.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

橋爪１号橋 (ﾊｼﾂﾞﾒ1ｺﾞｳｷｮｳ) 橋爪１号線 不明 2.8 8.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

中２号橋 (ﾅｶ2ｺﾞｳｷｮｳ) 中宇田１号線 不明 2.1 6.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田９号橋 (ｳﾀ9ｺﾞｳｷｮｳ) 豊宇田１号線 不明 4.9 7.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１０号橋 (ﾑﾛﾊﾗ10ｺﾞｳｷｮｳ) 室原１号線 不明 4.9 7.1 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

飯田４号橋 (ｲｲﾀﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持飯田１号線 不明 4.1 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２号橋 (ﾑﾛﾊﾗ2ｺﾞｳｷｮｳ) 室原２号線 不明 3 20.7 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原３号橋 (ﾑﾛﾊﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 室原２号線 不明 2.7 5.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１号橋 (ﾑﾛﾊﾗ1ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６号線 不明 3.5 5.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原９号橋 (ﾑﾛﾊﾗ9ｺﾞｳｷｮｳ) 室原９号線 不明 4.4 2.1 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原７号橋 (ﾑﾛﾊﾗ7ｺﾞｳｷｮｳ) 室原９号線 不明 4.1 2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原８号橋 (ﾑﾛﾊﾗ8ｺﾞｳｷｮｳ) 室原１７号線 不明 2.2 2.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１１号橋 (ﾑﾛﾊﾗ11ｺﾞｳｷｮｳ) 室原１７号線 不明 3.4 2.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１３号橋 (ﾑﾛﾊﾗ13ｺﾞｳｷｮｳ) 室原新宮小栗栖線 不明 2 11.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田１１号橋 (ｳﾀ11ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田豊１号線 不明 4.5 4.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田１２号橋 (ｳﾀ12ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田豊４号線 不明 4.5 3.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

飯田１号橋 (ｲｲﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 飯田大坪１号線 不明 5 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

大坪３号橋 (ｵｵﾂﾎﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１０号線 不明 6.4 4.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

大坪２号橋 (ｵｵﾂﾎﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１０号線 不明 3.9 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持１号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１１号線 不明 6.4 4.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

大坪４号橋 (ｵｵﾂﾎﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１１号線 不明 3.9 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持２号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ2ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持大坪２号線 不明 3.9 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持３号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ3ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１６号線 不明 4.3 10 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

大坪７号橋 (ｵｵﾂﾎﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１７号線 不明 3.3 6.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

大坪６号橋 (ｵｵﾂﾎﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪１９号線 不明 3.2 7.7 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田１３号橋 (ｳﾀ13ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田４号線 不明 4.4 7 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田１５号橋 (ｳﾀ15ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田５号線 不明 3.2 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持４号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ4ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持８号線 不明 6.3 4.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持７号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ7ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持９号線 不明 5.4 4.1 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持５号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ5ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持１２号線 不明 3.5 9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持６号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ6ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持１２号線 不明 3.5 6.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持８号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ8ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持１８号線 不明 5.4 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

飯田３号橋 (ｲｲﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 飯田蛇持１号線 不明 5 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持９号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ9ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持祖父江１号線 不明 6.3 4.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ
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蛇持１０号橋 (ｼﾞｬﾓｵﾁ10ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持２５号線 不明 6.1 4.3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

中３号橋 (ﾅｶ3ｺﾞｳｷｮｳ) 中宇田２号線 不明 2.2 3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

中１号橋 (ﾅｶ1ｺﾞｳｷｮｳ) 中１０号線 不明 2.4 5.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田４号橋 (ｳﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田１０号線 不明 2 4.3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田５号橋 (ｳﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 安久豊１号線 不明 3.8 3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

豊２号橋 (ﾄﾖ2ｺﾞｳｷｮｳ) 安久豊１号線 不明 2.4 6.1 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田１号橋 (ｳﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田１３号線 不明 2.4 7 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田８号橋 (ｳﾀ8ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田２７号線 不明 5.8 5.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

飯田２号橋 (ｲｲﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田飯田１号線 不明 4.6 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

飯田６号橋 (ｲｲﾀﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 飯田１４号線 不明 2.7 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

祖父江３号橋 (ｿﾌﾞｴ3ｺﾞｳｷｮｳ) 祖父江９号線 不明 2.7 2.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

江月３号橋 (ｴﾂｷ3ｺﾞｳｷｮｳ) 江月４号線 不明 6.1 3.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

江月４号橋 (ｴﾂｷ4ｺﾞｳｷｮｳ) 江月６号線 不明 5.9 5.9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

江月７号橋 (ｴﾂｷ7ｺﾞｳｷｮｳ) 江月８号線 不明 7 1.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

北浦橋 (ｷﾀｳﾗﾊｼ) 室原４１号線 不明 5.7 2.9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原小橋 (ﾑﾛﾊﾗｺﾊﾞｼ) 室原４１号線 不明 2.9 3.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１７号橋 (ﾑﾛﾊﾗ17ｺﾞｳｷｮｳ) 室原４５号線 不明 2.6 3.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

嶋下橋 (ｼﾏｼﾀﾊﾞｼ) 飯田祖父江２号線 不明 5.5 6.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１８号橋 (ﾑﾛﾊﾗ18ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６０号線 不明 4.2 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１９号橋 (ﾑﾛﾊﾗ19ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６１号線 不明 5.5 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２０号橋 (ﾑﾛﾊﾗ20ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６２号線 不明 6 6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２１号橋 (ﾑﾛﾊﾗ21ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６５号線 不明 2.8 4.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２３号橋 (ﾑﾛﾊﾗ23ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６７号線 不明 4.8 3.3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２４号橋 (ﾑﾛﾊﾗ24ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６８号線 不明 5 1.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２５号橋 (ﾑﾛﾊﾗ25ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６９号線 不明 2.9 1.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２６号橋 (ﾑﾛﾊﾗ26ｺﾞｳｷｮｳ) 室原７１号線 不明 4.5 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２７号橋 (ﾑﾛﾊﾗ27ｺﾞｳｷｮｳ) 室原７１号線 不明 3.3 2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

豊３号橋 (ﾄﾖ3ｺﾞｳｷｮｳ) 豊宇田２号線 不明 4.5 3.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

飯田７号橋 (ｲｲﾀﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 飯田３９号線 不明 3.5 3.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原２８号橋 (ﾑﾛﾊﾗ28ｺﾞｳｷｮｳ) 室原６７号線 不明 2.5 3.4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

大坪８号橋 (ｵｵﾂﾎﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持大坪４号線 不明 6.3 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

豊４号線 (ﾄﾖ4ｺﾞｳｷｮｳ) 色目２２号線 不明 5 3.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田３号橋 (ｳﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 豊宇田１号線 不明 2.6 9.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方１号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ1ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田養老縦幹線 不明 4 2.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方８号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ8ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田養老縦幹線 不明 7.1 5.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

押越字北河原３号橋 (ｵｼｺｼｱｻﾞｷﾀｶﾞﾜﾗ3ｺﾞｳｷｮｳ) 神明押西線 不明 3.6 3.9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方６号橋 (ｳﾜｶﾞﾀｱ6ｺﾞｳｷｮｳ) 上方稗田線 不明 4.6 7.4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

沢田３号橋 (ｻﾜﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田１号線 不明 2.6 1.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

沢田９号橋 (ｻﾜﾀﾞ9ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田２号線 不明 2.7 7.4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

沢田６号橋 (ｻﾜﾀﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田２号線 不明 3 7.3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

鷲巣１号橋 (ﾜｼﾉｽ1ｺﾞｳｷｮｳ) 鷲巣石畑１号線 不明 6 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅲ

沢田４号橋 (ｻﾜﾀﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田６号線 不明 3.7 3.7 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

沢田７号橋 (ｻﾜﾀﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田１５号線 不明 2.9 5.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

沢田８号橋 (ｻﾜﾀﾞ8ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田１６号線 不明 3 5.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方５号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 上方９号線 不明 2.3 3.9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方４号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 上方９号線 不明 2.4 3.9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方３号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市上方２号線 不明 4.4 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方７号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ) 上方龍泉寺４号線 不明 4.5 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

龍泉寺２号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 上方龍泉寺４号線 不明 3.3 5.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ
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龍泉寺１号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 龍泉寺５号線 不明 2.8 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

石畑２号橋 (ｲｼﾊﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 勢至１号線 不明 8.5 2.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

石畑３号橋 (ｲｼﾊﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 勢至１号線 不明 6.3 3.9 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

石畑７号橋 (ｲｼﾊﾞﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ) 石畑１１号線 不明 3.6 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

鷲巣２号橋 (ﾜｼﾉｽ2ｺﾞｳｷｮｳ) 鷲巣石畑２号線 不明 5.7 2.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

東北河原橋 (ﾋｶﾞｼｷﾀｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 高田押越２号線 不明 2.3 4.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

押越字北河原４号橋 (ｵｼｺｼｱｻﾞｷﾀｶﾞﾜﾗ4ｺﾞｳｷｮｳ) 押越２７号線 不明 3 4.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅲ

押越字北河原５号橋 (ｵｼｺｼｱｻﾞｷﾀｶﾞﾜﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ) 押越高田１号線 不明 6.5 4.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方２号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市上方１号線 不明 4.5 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

高田字町南１号橋 (ﾀｶﾀﾞｱｻﾞﾏﾁﾐﾅﾐ1ｺﾞｳｷｮｳ) 押越高田２号線 不明 5.1 4.6 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

高田字元屋敷２号橋 (ﾀｶﾀﾞｱｻﾞﾓﾄﾔｼｷ2ｺﾞｳｷｮｳ) 高田６８号線 不明 4.3 6.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅲ

栗笠２号橋 (ｸﾘｶﾞｻ2ｺﾞｳｷｮｳ) 栗笠５号線 不明 3 6.4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅰ

龍泉寺３号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 龍泉寺１９号線 不明 2.9 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方９号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ9ｺﾞｳｷｮｳ) 上方１５号線 不明 4.6 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

下笠字野崎１号橋 (ｼﾓｶﾞｻｱｻﾞﾉｻｷ1ｺﾞｳｷｮｳ) 下笠１２７号線 不明 2.8 3.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅲ

竜泉寺４号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 上方龍泉寺５号線 不明 4.4 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

竜泉寺５号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ5ｺﾞｳｷｮｳ) 上方龍泉寺５号線 不明 2.9 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方１０号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ10ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市上方３号線 不明 4.4 4.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

竜泉寺６号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ6ｺﾞｳｷｮｳ) 龍泉寺２４号線 不明 3 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

上方１１号橋 (ｳﾜｶﾞﾀ11ｺﾞｳｷｮｳ) 五日市上方４号線 不明 4.4 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

沢田１０号橋 (ｻﾜﾀﾞ10ｺﾞｳｷｮｳ) 沢田３８号線 不明 2.6 5.4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

押越村東３号橋 (ｵｼｺｼﾑﾗﾋｶﾞｼ3ｺﾞｳｷｮｳ) 押越４９号線 不明 5 7.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

龍泉寺７号橋 (ﾘｭｳｾﾝｼﾞ7ｺﾞｳｷｮｳ) 龍泉寺２４号線 不明 2.8 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原５号橋 (ﾑﾛﾊﾗ5ｺﾞｳｷｮｳ) 室原３号線 不明 2.4 5.4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

室原１４号橋 (ﾑﾛﾊﾗ14ｺﾞｳｷｮｳ) 室原３８号線 不明 5 5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

橋爪２号橋 (ﾊｼﾂﾞﾒ2ｺﾞｳｷｮｳ) 橋爪２３号線 不明 2.8 6.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

橋爪３号橋 (ﾊｼﾂﾞﾒ3ｺﾞｳｷｮｳ) 橋爪２４号線 不明 2.8 6.5 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

宇田６号橋 (ｳﾀ6ｺﾞｳｷｮｳ) 宇田金屋１号線 不明 4.7 10.3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

江月５号橋 (ｴﾂｷ5ｺﾞｳｷｮｳ) 江月８号線 不明 8.1 5.2 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持１３号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ13ｺﾞｳｷｮｳ) 蛇持１５号線 不明 4.3 3 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

押越字村北２号橋 (ｵｼｺｼｱｻﾞﾑﾗｷﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 押越高田１号線 不明 3.4 6.8 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

蛇持１５号橋 (ｼﾞｬﾓﾁ15ｺﾞｳｷｮｳ) 大坪３６号線 不明 3 4 養老町 岐阜県 養老町 Ⅱ

米野橋 (ｺﾒﾉﾊﾞｼ) 大石７号線 不明 11.3 1.1 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

上御前谷橋 (ｶﾐｵﾏｴﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 宮代７１号線 不明 4.3 3.3 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

前川橋 (ﾏｴｶﾜﾊﾞｼ) 栗原２２号線 不明 3.5 5.4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

前川１号橋 (ﾏｴｶﾜｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 栗原２３号線 不明 2.4 2.2 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

前川３号橋 (ﾏｴｶﾜｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 栗原１８号線 不明 3.9 4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

国郷橋 (ｺｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 垂井２号線 不明 2.8 5.1 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

割出橋 (ﾜﾘﾀﾞｼﾊﾞｼ) 府中５２号線 不明 3.2 5.7 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

水気免１号橋 (ｽｲｷﾒﾝｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 表佐３９号線 不明 3.7 6.3 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

水気免２号橋 (ｽｲｷﾒﾝﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 表佐９２号線 不明 5 4.3 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

湯壺５号橋 (ﾕﾂﾎﾞｺﾞｺﾞｳﾊﾞｼ) 表佐９３号線 不明 2.9 3.3 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

湯壺４号橋 (ﾕﾂﾎﾞﾖﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 表佐９４号線 不明 2.9 3.3 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

湯壺３号橋 (ﾕﾂﾎﾞｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 表佐９５号線 不明 2.9 3.3 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

新町橋 (ｼﾝﾏﾁﾊﾞｼ) 表佐９６号線 不明 3 4.4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

駒引橋 (ｺﾏﾋﾞｷﾊﾞｼ) 垂井１０８号線 不明 3 6.7 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

河原道２号橋 (ｶﾜﾗﾐﾁﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 綾戸２５号線 不明 4.3 6.8 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

河原道３号橋 (ｶﾜﾗﾐﾁｻﾝｺﾞｳﾊﾞｼ) 綾戸２５号線 不明 6 6.8 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

中川２号橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 表佐１００号線 不明 8.5 5.2 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ
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出口上橋 (ﾃﾞｸﾞﾁｶﾐﾊﾞｼ) 表佐１０８号線 不明 2.6 10.4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

出口下橋 (ﾃﾞｸﾞﾁｼﾓﾊﾞｼ) 表佐１０８号線 不明 2.6 8.9 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

前川７号橋 (ﾏｴｶﾜﾅﾅｺﾞｳﾊﾞｼ) 栗原４４号線 不明 3.1 5.7 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

楠田１号橋 (ｸｽﾀﾞｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 垂井１２１号線 不明 2 8.8 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

姫ヶ井橋 (ﾋﾒｶﾞｲﾊﾞｼ) 表佐９０号線 不明 4.3 3.4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

表佐中野橋 (ｵｻﾅｶﾉﾊﾞｼ) 表佐１０４号線 不明 3.1 4.4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

亀通橋 (ｶﾒﾄﾞｵﾘﾊﾞｼ) 表佐１１４号線 不明 9.5 5.5 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

葉生橋 (ﾊﾌﾞﾊﾞｼ) 府中５８号線 不明 5.1 7.2 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

梅谷北橋 (ｳﾒﾀﾆｷﾀﾊﾞｼ) 梅谷１２号線 不明 3.1 6.5 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅱ

久保田橋 (ｸﾎﾞﾀﾊﾞｼ) 岩手６０号線 不明 3.3 3.8 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

谷1号橋 (ﾀﾆｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 岩手１号線 不明 11.3 5.4 垂井町 岐阜県 垂井町 Ⅰ

小林橋 (ｺﾊﾞﾔｼﾊﾞｼ) 門間・貝戸線 2004 2.5 5 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

星丸橋 (ﾎｼﾏﾙﾊﾞｼ) 門間・大河内線 1998 5.7 4.5 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

開戦地2号橋 (ｶｲｾﾝﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 西田公園線 1982 5.3 4 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

西谷2号橋 (ﾆｼﾀﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 野上北新道線 1984 6.5 4 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

農海道橋 (ﾉｳｶｲﾄﾞｳﾊﾞｼ) 西町1号線 1990 5.7 4.5 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

旭ヶ丘橋 (ｱｻﾋｶﾞｵｶﾊﾞｼ) 旭ヶ丘墓地公園線 1975 2.3 3.7 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 小栗毛線 1991 2.6 2.7 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

平木川橋 (ﾋﾗｷｶﾞﾜﾊﾞｼ) 野上墓地線 1988 7 4 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

寺田2号橋 (ﾃﾗﾀﾞ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 寺田・北街道線 1990 8.7 5 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

黒血川橋 (ｸﾛﾁｶﾞﾜﾊﾞｼ) 黒血・松尾線 2009 12.9 4 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲﾊﾞｼ) 新大高4号線 2003 3.6 5.7 関ケ原町 岐阜県 関ケ原町 Ⅰ

横井２号線３号橋 (ﾖｺｲ2ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 横井２号線 不明 3.7 8.5 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

北一色24号線1号橋 (ｷﾀｲｼｷ24ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 北一色25号線 不明 3 6.9 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

北一色田１号線2号橋 (ｷﾀｲｼｷﾀ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 北一色田1号線 1996 2 10.3 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

北一色安次１号線2号橋 (ｷﾀｲｼｷﾔｽﾂｸﾞ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 北一色田1号線 不明 2 8.1 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

北一色安次2号線1号橋 (ｷﾀｲｼｷﾔｽﾂｸﾞ2ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 北一色安次2号線 不明 2 11.1 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

北一色64号線1号橋 (ｷﾀｲｼｷ64ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 北一色64号線 不明 3 3 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

横井12号線1号橋 (ﾖｺｲ12ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 横井12号線 不明 2 6 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

南方15号線1号橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾀ15ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南方15号線 不明 2 5.5 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

西保南方１号線2号橋 (ﾆｼﾉﾎﾐﾅﾐｶﾞﾀ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 西保南方１号線 不明 2 6 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

南方１号線1号橋 (ﾐﾅﾐｶﾞﾀ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南方１号線 不明 2 4 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

末守27号線1号橋 (ｽｴﾓﾘ27ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 末守27号線 不明 2 7.2 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

更屋敷西保3号線3号橋 (ｻﾗﾔｼｷﾆｼﾉﾎ3ｺﾞｳｾﾝ3ｺﾞｳｷｮｳ) 更屋敷西保3号線 不明 2 7.1 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

更屋敷西保1号線4号橋 (ｻﾗﾔｼｷﾆｼﾉﾎ1ｺﾞｳｾﾝ4ｺﾞｳｷｮｳ) 更屋敷西保1号線 不明 2 7.1 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

更屋敷西保5号線2号橋 (ｻﾗﾔｼｷﾆｼﾉﾎ5ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 更屋敷西保5号線 不明 2 5.7 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

西保12号線2号橋 (ﾆｼﾉﾎ12ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 西保12号線 不明 2 6.7 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

西保中沢１号線1号橋 (ﾆｼﾉﾎﾅｶｻﾞﾜ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 西保中沢１号線 不明 3 7.5 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

川西中沢1号線1号橋 (ｶﾜﾆｼﾅｶｻﾞﾜ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西中沢1号線 不明 4 3.9 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

川西3号線1号橋 (ｶﾜﾆｼ3ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西3号線 不明 3 4 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

川西4号線1号橋 (ｶﾜﾆｼ4ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 川西4号線 不明 3 5.3 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

和泉9号線1号橋 (ｲｽﾞﾐ9ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 和泉9号線 不明 3 7.9 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

落合14号線1号橋 (ｵﾁｱｲ14ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 落合14号線 1995 2 5.8 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

落合16号線1号橋 (ｵﾁｱｲ16ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 落合16号線 1995 2 5.3 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

柳瀬42号線1号橋 (ﾔﾅｾ42ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 柳瀬42号線 不明 3 10 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

柳瀬18号線1号橋 (ﾔﾅｾ18ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 柳瀬18号線 不明 3 4.1 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

落合柳瀬1号線2号橋 (ｵﾁｱｲﾔﾅｾ1ｺﾞｳｾﾝ2ｺﾞｳｷｮｳ) 落合柳瀬1号線 不明 3 13 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

斉田20号線1号橋 (ｻｲﾀﾞ20ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 斉田20号線 1999 3 8.6 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

新屋敷斉田1号線1号橋 (ｼﾝﾔｼｷｻｲﾀﾞ1ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新屋敷斉田1号線 1996 3 13 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ
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柳瀬22号線1号橋 (ﾔﾅｾ22ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 柳瀬22号線 不明 3 4.2 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

新屋敷31号線1号橋 (ｼﾝﾔｼｷ31ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 新屋敷31号線 不明 2 6.4 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

瀬古54号線1号線 (ｾｺ54ｺﾞｳｾﾝ1ｺﾞｳｷｮｳ) 瀬古54号線 不明 3 2.9 神戸町 岐阜県 神戸町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 11001号線 1980 2.3 8.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 12004号線 1954 4.7 4.1 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 12004号線 1954 4 9.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 12005号線 1954 2 5 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 12005号線 1954 3.7 5.4 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 12006号線 1944 3 10.2 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

梨木橋 (ﾅｼｷﾊﾞｼ) 13001号線 1957 4.2 5.4 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

五反郷橋 (ｺﾞﾀｺﾞｳﾊﾞｼ) 13018号線 1993 12.3 6.2 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 13033号線 1945 4.5 6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

上大槫橋 (ｶﾐｵｵｸﾞﾚﾊﾞｼ) 13084号線 1995 12.3 6.7 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

中江橋 (ﾅｶｴﾊﾞｼ) 13118号線 1956 5.8 3.3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 13155号線 1954 5.3 5.9 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 13188号線 1954 5.5 2.7 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 13681号線 不明 5.5 5.5 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋６ (ﾑﾒｲｷｮｳ6) 21005号線 1973 3.9 6.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 22011号線 1926 2.7 1.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 22014号線 1973 7.3 9.7 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋５ (ﾑﾒｲｷｮｳ5) 22014号線 不明 5.4 2.3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 22015号線 不明 2.2 3.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 23213号線 1946 4.8 5 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 23224号線 1986 4.6 7 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 23233号線 1946 5.5 3.5 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

高町橋 (ﾀｶﾏﾁﾊﾞｼ) 23248号線 1954 5.8 2.5 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

第２沖橋 (ﾀﾞﾆｵｷﾊﾞｼ) 23333号線 1954 6 3.1 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 32017号線 1926 5.5 7.3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋３ (ﾑﾒｲｷｮｳ3) 32017号線 1954 5.1 7.1 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 33359号線 1946 8.6 5.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33371号線 2007 6.1 4.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33372号線 1984 6.7 4 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 33390号線 1954 9.1 3.3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

第１沖橋 (ﾀﾞｲｲﾁｵｷﾊﾞｼ) 33397号線 1954 6 3.1 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

明安橋 (ﾒｲｱﾝﾊﾞｼ) 33398号線 1954 6.5 2.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 33400号線 1954 6.3 3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋７ (ﾑﾒｲｷｮｳ7) 33406号線 1977 6.5 8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 33407号線 1954 8.3 3.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 33407号線 1989 5.3 4.9 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

中友橋 (ﾅｶﾄﾓﾊﾞｼ) 33408号線 1954 6.3 3.4 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33409号線 1954 8.3 3.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33416号線 1940 8 4.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 33422号線 1954 6.3 3.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33429号線 1989 5.3 5.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

起橋 (ｵｷﾊﾞｼ) 33430号線 1954 5.8 2.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 33438号線 1956 8.7 5.9 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 33440号線 1980 9.4 5.8 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 33440号線 1980 6.4 6.1 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33461号線 1954 6 5.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅰ
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無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33462号線 1991 5.3 5.6 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33473号線 1954 7.4 4.9 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33485号線 1923 8 3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 33526号線 1956 8.5 3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

押抜橋 (ｵｼﾇｷﾊﾞｼ) 33539号線 1956 8.5 2.9 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋 (ﾑﾒｲｷｮｳ) 33603号線 1954 7.3 6.3 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋２ (ﾑﾒｲｷｮｳ2) 33777号線 1924 12.3 4.9 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅲ

無名橋１ (ﾑﾒｲｷｮｳ1) 33838号線 2004 10.4 3.7 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

無名橋６ (ﾑﾒｲｷｮｳ6) 33382号線 1979 5.4 13 輪之内町 岐阜県 輪之内町 Ⅱ

中須川４号橋 (ﾅｶｽｶﾞﾜ4ｺﾞｳｷﾖｳ) 中ノ瀬三十六剋線 1972 18 2.5 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

中須川１４号橋 (ﾅｶｽｶﾞﾜ14ｺﾞｳｷﾖｳ) 久保山南長田１号線 1968 21 3.6 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

伽藍橋 (ｶﾞﾗﾝﾊﾞｼ) 椙ノ木宮西４号線 1970 15 2.5 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

中須川１５号橋 (ﾅｶｽｶﾞﾜ15ｺﾞｳｷﾖｳ) 半田５号線 1969 21 3.6 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

中須川１６号橋 (ﾅｶｽｶﾞﾜ16ｺﾞｳｷﾖｳ) 猿尾南長田線 1965 23 4.1 安八町 岐阜県 安八町 Ⅲ

杁ノ戸１号橋 (ｲﾘﾉﾄ1ｺﾞｳｷｮｳ) 堀分金沼線 不明 8.3 10.1 安八町 岐阜県 安八町 Ⅰ

杁ノ戸２号橋 (ｲﾘﾉﾄ2ｺﾞｳｷｮｳ) 杁ノ戸横堀１号線 不明 12.6 4.6 安八町 岐阜県 安八町 Ⅰ

西沼３号橋 (ﾆｼﾇﾏ3ｺﾞｳｷｮｳ) 椙ノ木下屋敷線 不明 7.4 6.5 安八町 岐阜県 安八町 Ⅰ

森部南沼１号橋 (ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐﾇﾏ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南今ケ渕河原森部下河原 不明 7.4 9.7 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

中筋１号橋 (ﾅｶｽｼﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 南今ケ渕河原森部下河原 不明 7.4 9.8 安八町 岐阜県 安八町 Ⅰ

西沼４号橋 (ﾆｼﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ) 西沼２号線 不明 4.3 3.7 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

森部南沼２号橋 (ﾓﾘﾍﾞﾐﾅﾐﾇﾏ2ｺﾞｳｷｮｳ) 東沼森部南沼１号線 不明 6.4 11 安八町 岐阜県 安八町 Ⅰ

兀沼５号橋 (ﾊｹﾞﾇﾏ4ｺﾞｳｷｮｳ) 兀沼６号線 不明 5.3 1.5 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

畚場１号橋 (ﾌｺﾞｳﾊﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 河原畚場４号線 不明 12.7 2.6 安八町 岐阜県 安八町 Ⅲ

北山田２号橋 (ｷﾀﾔﾏﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 南山田寺家線 不明 4.8 11.2 安八町 岐阜県 安八町 Ⅰ

北山田３号橋 (ｷﾀﾔﾏﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 北山田六反線 不明 8.4 4 安八町 岐阜県 安八町 Ⅱ

小川橋 (ｵｶﾞﾜﾊﾞｼ) 久瀬小津東線 1987 29.7 5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

外津汲橋 (ﾄﾂﾞｸﾐﾊﾞｼ) 久瀬外津汲線 1971 125.2 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

月尾橋 (ﾂｷｵﾊﾞｼ) 久瀬小津東線 1991 15.7 5.2 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

小津川橋 (ｵﾂﾞｶﾞﾜﾊﾞｼ) 久瀬東津汲線 1966 23 3.6 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

高科橋 (ﾀｶｼﾅﾊﾞｼ) 谷汲高科1号線 1991 19.6 3.2 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

井取野橋 (ｲﾄﾘﾉﾊﾞｼ) 谷汲駕坂谷口線 1993 20.6 5.4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

桐山橋 (ｷﾘﾔﾏﾊﾞｼ) 春日高橋谷橋 1974 18.5 2.5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

野原橋 (ﾉﾊﾗﾊﾞｼ) 春日野原谷線 1963 29.4 3 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

ふけごう橋 (ﾌｹｺﾞｳﾊﾞｼ) 春日小宮神川合線 1962 30.7 2 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

中瀬橋 (ﾅｶｾﾞﾊﾞｼ) 春日中瀬線 1985 30.1 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

市瀬橋 (ｲﾁｾﾞﾊﾞｼ) 春日市瀬線１号 1973 23.4 3 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

折本橋 (ｵﾘﾓﾄﾊﾞｼ) 春日折本線 1961 19.1 2.7 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅳ

白川橋一号 (ｼﾗｶﾜﾊﾞｼ1ｺﾞｳ) 春日白川下線 1974 32.6 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

初若橋二号 (ﾊﾂﾜｶﾊﾞｼ2ｺﾞｳ) 春日初若線 1982 16.2 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

香六橋 (ｺｳﾛｸﾊﾞｼ) 春日瀬ノ田線1号 1967 32.7 4.5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

下の谷橋 (ｼﾓﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 久瀬東津汲上山線 1961 16.6 5.5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

内谷橋 (ｳﾁﾀﾆﾊﾞｼ) 久瀬外津汲内谷線 1958 16.7 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

名倉橋 (ﾅｸﾞﾗﾊﾞｼ) 久瀬名倉線 1936 19.1 4.3 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

中橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 久瀬日坂線 1974 29.5 5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

新横山橋 (ｼﾝﾖｺﾔﾏﾊﾞｼ) 藤橋東西線 2001 78.1 11 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

牧野橋 (ﾏｷﾉﾊｼ) 谷汲末福牧野線 2002 24.8 5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

3-1（水掛橋） (3-1(ﾐｽﾞｶｹﾊｼ) 谷汲水掛線 1985 15.3 2.7 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

4-1（八矢洞橋） (4-1(ﾊﾁﾔﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 谷汲八矢洞線 1985 19.3 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

30-1（山後橋） (30-1(ﾔﾏｳｼﾛﾊｼ) 谷汲山後迂回線 1979 16.1 6 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ
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42-1（肥田前橋） (42-1(ﾋﾀﾞﾏｴﾊﾞｼ) 谷汲肥田前線 1985 15.3 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

96-1（紺屋橋） (96-1(ｺﾝﾔﾊﾞｼ) 谷汲紺屋海道線 1985 17 3 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

初若橋 (ﾊﾂﾜｶﾊﾞｼ) 春日初若線 1998 23 5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

種本街道線（橋） (ﾀﾈﾓﾄｶｲﾄﾞｳｾﾝ(ﾊｼ) 春日中瀬市瀬線 1968 26.4 4.5 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

別所橋 (ﾍﾞｯｼｮﾊﾞｼ) 春日中瀬市瀬線 1969 22.4 4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

正面谷橋 (ｼｮｳﾒﾝﾀﾞﾆﾊﾞｼ) 春日中瀬市瀬線 2007 43 7 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

７－１ (7-1) 揖斐川三輪白樫線 不明 2.5 6.7 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

７－４ (7-4) 揖斐川三輪白樫線 不明 2.4 7.4 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

７－７ (7-7) 揖斐川三輪白樫線 不明 5.5 7.1 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

７－８ (7-8) 揖斐川三輪白樫線 不明 4.1 7.1 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅰ

吹元橋 (ﾌｷﾓﾄﾊﾞｼ) 揖斐川上町殿保田線 不明 7.6 7.3 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

７－９ (7-9) 揖斐川三輪白樫線 不明 3.3 14 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅲ

７－１０ (7-10) 揖斐川三輪白樫線 不明 3.5 10 揖斐川町 岐阜県 揖斐川町 Ⅱ

黒野２４号橋 (ｸﾛﾉ24ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野９０号線 不明 2.4 4 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

黒野２５号橋 (ｸﾛﾉ25ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野９０号線 不明 2.4 6.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

牛洞東大橋 (ｳｼﾎﾗﾋｶﾞｼｵｵﾊｼ) 牛洞松山１号線 1967 14.5 4.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅲ

花田川５号橋 (ﾊﾅﾀﾞｶﾞﾜ5ｺﾞｳｷｮｳ) 五之里本庄幹線 1975 14.8 8 大野町 岐阜県 大野町 Ⅱ

黒野２号橋 (ｸﾛﾉ2ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野大野１号線 不明 2 9.6 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

大野１号橋 (ｵｵﾉ｢1ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野大野１号線 不明 4.5 13.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

黒野１５号橋 (ｸﾛﾉ15ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野４２号線 不明 2.2 6.1 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

大野５号橋 (ｵｵﾉ5ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野西方２号線 不明 3.4 5.8 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

大野６号橋 (ｵｵﾉ6ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野西方２号線 不明 4.4 6 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

桜大門８号橋 (ｻｸﾗﾀﾞｲﾓﾝ8ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野西方２号線 不明 3.3 5.8 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

西方６号橋 (ﾆｼｶﾞﾀ6ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野西方２号線 不明 2.2 5.8 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

西方７号橋 (ﾆｼｶﾞﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野西方２号線 不明 2.2 5.8 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

黒野２０号橋 (ｸﾛﾉ20ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野７５号線 不明 2.2 8.8 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

黒野２１号橋 (ｸﾛﾉ21ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野７５号線 不明 3.8 8.4 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

黒野２２号橋 (ｸﾛﾉ22ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野７５号線 不明 4.3 11.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

花田橋 (ﾊﾅﾀﾞﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 7.3 7 大野町 岐阜県 大野町 Ⅱ

里中橋 (ｻﾄﾅｶﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 3.5 7 大野町 岐阜県 大野町 Ⅱ

ヒノミ橋 (ﾋﾉﾐﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 2.6 9.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

ムラハタ橋 (ﾑﾗﾊﾀﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 2.5 7.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅱ

大衣斐橋 (ｵｵｴﾋﾞﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 4.1 7.3 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

境橋 (ｻｶｲﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 2.5 7.1 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

ナカ橋 (ﾅｶﾊﾞｼ) 小衣斐加納線 不明 2.8 8.1 大野町 岐阜県 大野町 Ⅱ

五之里３号橋 (ｺﾞﾉﾘ3ｺﾞｳｷｮｳ) 五之里公郷３号線 不明 5.4 7.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

麻生８号橋 (ｱｿｳ8ｺﾞｳｷｮｳ) 麻生１１号線 不明 4.1 8.2 大野町 岐阜県 大野町 Ⅱ

黒野２６号橋 (ｸﾛﾉ26ｺﾞｳｷｮｳ) 黒野９４号線 不明 2.2 9.5 大野町 岐阜県 大野町 Ⅰ

宮東２号橋 (ﾐﾔﾋｶﾞｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 北小寺・白鳥線 不明 4.3 5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

田中南１号橋 (ﾀﾅｶﾐﾅﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 北小寺・白鳥線 不明 1.9 8.9 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

東野橋 (ﾋｶﾞｼﾉﾊｼ) 池野・杉野線 不明 3.2 4.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

善田橋 (ｾﾞﾝﾀﾞﾊｼ) 藤代・八幡線 1972 14.4 6.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

明田１号橋 (ﾐｮｳﾃﾞﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 藤代・八幡線 不明 3 6.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

六反田橋 (ﾛｸﾀﾝﾀﾞﾊｼ) 藤代・八幡線 不明 3 6 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

上蛭田１号橋 (ｶﾐﾋﾙﾀﾞﾊｼ) 八幡・市橋線 不明 2.9 5.9 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北浦３号橋 (ｷﾀｳﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 下東野・八幡線 不明 4.3 3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

道北４号橋 (ﾐﾁｷﾀ4ｺﾞｳﾊｼ) 下東野・八幡線 不明 2.6 5.9 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

中村２号橋 (ﾅｶﾑﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 下東野・八幡線 不明 3 9.3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

布戸下２号橋 (ﾇﾉﾄﾞｼﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 下東野・八幡線 不明 8.5 4.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ
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室屋１号橋 (ﾑﾛﾔ1ｺﾞｳﾊｼ) 小寺・池野線 不明 3.1 7.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

明田２号橋 (ﾐｮｳﾃﾞﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 田畑・片山線 不明 4.3 5.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

江渡橋 (ｴﾜﾀﾘﾊｼ) 田畑・片山線 1963 13 3.6 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

深歩橋 (ﾌｶﾌﾞﾊｼ) 舟子１号線 不明 5 7.3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

徳谷橋 (ﾄｸﾀﾆﾊｼ) 舟子１号線 不明 5.8 7.3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

中通１号橋 (ﾅｶﾄﾞｳﾘ1ｺﾞｳﾊｼ) 舟子１０号線 不明 3.4 8.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

上村西２号橋 (ｶﾐﾑﾗﾆｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 舟子１４号線 不明 3.7 6.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

新六田１号橋 (ｼﾝﾛｸﾀﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 舟子２０号線 不明 2.5 2 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

中通２号橋 (ﾅｶﾄﾞｳﾘ2ｺﾞｳﾊｼ) 舟子２２号線 不明 4.3 5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

中野２号橋 (ﾅｶﾉ2ｺﾞｳﾊｼ) 段３号線 不明 2.5 4.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

長田筋２号橋 (ﾅｶﾞﾀｽｼﾞ2ｺﾞｳﾊｼ) 段６号線 不明 3.6 7.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

大門１号橋 (ﾀﾞｲﾓﾝ1ｺﾞｳﾊｼ) 段７号線 不明 3.6 7.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

大門２号橋 (ﾀﾞｲﾓﾝ2ｺﾞｳﾊｼ) 段７号線 不明 6.7 4.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北林１号橋 (ｷﾀﾊﾞﾔｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 段１０号線 不明 6.3 3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北畑１号橋 (ｷﾀﾊﾞﾀ1ｺﾞｳﾊｼ) 般若畑４号線 不明 2.4 9.2 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北畑２号橋 (ｷﾀﾊﾞﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 般若畑８号線 不明 2.5 1.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

般若畑橋 (ﾊﾝﾆｬﾊﾞﾀﾊｼ) 般若畑１４号線 1992 6.6 5.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北畑３号橋 (ｷﾀﾊﾞﾀ3ｺﾞｳﾊｼ) 般若畑１５号線 不明 8.5 3.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

小牛村前１号橋 (ｺｳｼﾞﾑﾗﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 願成寺１２号線 不明 5.3 4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

宮下５号橋 (ﾐﾔｼﾀ5ｺﾞｳﾊｼ) 粕ヶ原４号線 不明 6 6 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

鴨之巣１号橋 (ｶﾓﾉｽ1ｺﾞｳﾊｼ) 萩原２号線 不明 4.3 8 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

寿話野１号橋 (ｽﾜﾉ1ｺﾞｳﾊｼ) 萩原３２号線 不明 3.7 8 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

南出１号橋 (ﾐﾅﾐﾃﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 山洞１５号線 不明 2 10.3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

庵前１号橋 (ｱﾝﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 山洞１７号線 不明 5.8 4.6 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

村前１号橋 (ﾑﾗﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 山洞２０号線 不明 5 4.6 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

江戸河原１号橋 (ｴﾄﾞｶﾞﾜﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 山洞２３号線 不明 7.3 5.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北村３号橋 (ｷﾀﾑﾗ3ｺﾞｳﾊｼ) 上田７号線 不明 3.7 8 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

宮東橋 (ﾐﾔﾋｶﾞｼﾊｼ) 上田４１号線 不明 6 6.5 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

札辻１号橋 (ﾌﾀﾞﾉﾂｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 上田４８号線 不明 2.9 11.2 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

上河原１号橋 (ｶﾐｶﾞﾜﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 上田４８号線 不明 2.2 8.9 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

田中１号橋 (ﾀﾅｶ1ｺﾞｳﾊｼ) 上田４８号線 不明 2.2 9.3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

宮東１号橋 (ﾐﾔﾋｶﾞｼ1ｺﾞｳﾊｼ) 下東野６号橋 不明 4.3 3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

北浦１号橋 (ｷﾀｳﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 下東野１０号線 不明 4.3 3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北浦２号橋 (ｷﾀｳﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 下東野１１号線 不明 4.3 4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

北屋敷１号橋 (ｷﾀﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 下東野１３号線 不明 4.4 3.1 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

北屋敷２号橋 (ｷﾀﾔｼｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 下東野１４号線 不明 3.2 8.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

上村西３号橋 (ｶﾐﾑﾗﾆｼ3ｺﾞｳﾊｼ) 舟子１２号線 不明 2.5 12.3 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

中通３号橋 (ﾅｶﾄﾞｳﾘ3ｺﾞｳﾊｼ) 舟子２４号線 不明 3 4.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅰ

江戸河原２号橋 (ｴﾄﾞｶﾞﾜﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 山洞３５号線 不明 3.6 7.4 池田町 岐阜県 池田町 Ⅱ

橋梁第１２４号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ124ｺﾞｳ) ２６５号線 1978 2.3 4.9 北方町 岐阜県 北方町 Ⅱ

橋梁第１２５号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ125ｺﾞｳ) ２５１号線 1978 2 12.6 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１２６号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ126ｺﾞｳ) ２６８号線 1978 3 9.4 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１２７号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ127ｺﾞｳ) ２６９号線 1978 2.3 9.2 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１３７号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ137ｺﾞｳ) ２５２号線 1978 2.2 11.2 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１３８号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ138ｺﾞｳ) ２６７号線 1978 2 7.2 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１４０号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ140ｺﾞｳ) ２７３号線 1978 3 6.7 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１４１号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ141ｺﾞｳ) ２５４号線 1978 3 6.9 北方町 岐阜県 北方町 Ⅲ

橋梁第１４２号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ142ｺﾞｳ) ２７５号線 1978 3 10 北方町 岐阜県 北方町 Ⅰ

橋梁第１４６号 (ｷｮｳﾘｮｳﾀﾞｲ146ｺﾞｳ) ３０６号線 1984 3.1 7.8 北方町 岐阜県 北方町 Ⅰ
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西谷橋 (ﾆｼﾀﾆﾊﾞｼ) 取組黒岩線 1994 4.6 5 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

上寿後橋 (ｶﾐｽｺﾞﾊﾞｼ) 北高見上寿後線 1973 5 6.5 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

宮前橋 (ﾐﾔﾏｴﾊﾞｼ) 酒倉大針線 1993 5 13 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

取組26号線1号橋 (ﾄﾘｸﾐﾆｼﾞｭｳﾛｸｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 取組26号線 1993 2.8 8 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

勝山8号線1号橋 (ｶﾂﾔﾏﾊﾁｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 勝山8号線 1992 2.3 7.8 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

勝山37号線1号橋 (ｶﾂﾔﾏｻﾝｼﾞｭｳﾅﾅｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 勝山37号線 1988 2.3 5 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅰ

勝山39号線1号橋 (ｶﾂﾔﾏｻﾝｼﾞｭｳｷｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 勝山39号線 1984 2.4 7.8 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

勝山40号線1号橋 (ｶﾂﾔﾏﾖﾝｼﾞｭｳｺﾞｳｾﾝｲﾁｺﾞｳｷｮｳ) 勝山40号線 1984 2.4 9.8 坂祝町 岐阜県 坂祝町 Ⅱ

新大橋 (ｼﾝｵｵﾊｼ) 片町南洞線 1970 23 3.1 富加町 岐阜県 富加町 Ⅲ

轟橋 (ﾄﾄﾞﾛｷﾊﾞｼ) 南栃洞白山線 1971 25 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅲ

川小牧橋 (ｶﾜｺﾏｷﾊﾞｼ) 西組下南坂線 1960 44 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅲ

滝田1号橋 (ﾀｷﾀﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 滝田12号線 不明 2 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

夕田3号橋 (ﾕｳﾀﾞ3ｺﾞｳｷｮｳ) 夕田19号線 不明 4 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

日焼田橋 (ﾋﾔｷﾀﾞﾊﾞｼ) 大平賀4号線 1970 8 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅲ

大平賀1号橋 (ｵｵﾋﾗｶﾞ1ｺﾞｳｷｮｳ) 大平賀45号線 不明 3 4.5 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

加治田3号橋 (ｶｼﾞﾀ3ｺﾞｳｷｮｳ) 加治田25号線 不明 3 2 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

加治田7号橋 (ｶｼﾞﾀ7ｺﾞｳｷｮｳ) 加治田78号線 不明 3 2 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

加治田11号橋 (ｶｼﾞﾀ11ｺﾞｳｷｮｳ) 加治田12号線 不明 4 4 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

滝田2号橋 (ﾀｷﾀﾞ2ｺﾞｳｷｮｳ) 滝田13号線 不明 2 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

羽生2号橋 (ﾊﾆｭｳ2ｺﾞｳｷｮｳ) 羽生39号線 不明 2 4.5 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

羽生3号橋 (ﾊﾆｭｳ3ｺﾞｳｷｮｳ) 羽生40号線 不明 2 5.3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

羽生6号橋 (ﾊﾆｭｳ6ｺﾞｳｷｮｳ) 羽生54号線 不明 2.1 4 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

羽生7号橋 (ﾊﾆｭｳ7ｺﾞｳｷｮｳ) 羽生64号線 不明 2 6.4 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

羽生8号橋 (ﾊﾆｭｳ8ｺﾞｳｷｮｳ) 羽生65号線 不明 2 7.9 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

夕田4号橋 (ﾕｳﾀﾞ4ｺﾞｳｷｮｳ) 夕田24号線 不明 2.4 2.6 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

加治田2号橋 (ｶｼﾞﾀ2ｺﾞｳｷｮｳ) 南栃洞白山線 不明 2.5 5 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

加治田4号橋 (ｶｼﾞﾀ4ｺﾞｳｷｮｳ) 加治田73号線 不明 2.5 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

加治田5号橋 (ｶｼﾞﾀ5ｺﾞｳｷｮｳ) 加治田73号線 不明 3.7 3.3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅱ

加治田8号橋 (ｶｼﾞﾀ8ｺﾞｳｷｮｳ) 加治田113号線 不明 4.7 3 富加町 岐阜県 富加町 Ⅰ

神明橋 (ｼﾝﾒｲﾊﾞｼ) 中川辺・下麻生線 1963 11.5 4.5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

四反田橋 (ｼﾀﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 神坂線 1974 3 9.6 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅲ

第１神坂橋 (ﾀﾞｲｲﾁｶﾝｻﾞｶﾊﾞｼ) 神坂線 1975 7.5 5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

上神坂橋 (ｶﾐｶﾝｻﾞｶﾊﾞｼ) 神坂線 1969 3.8 3.5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

月ヶ洞橋 (ﾂｷｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 比久見２号線 不明 2.2 5.6 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

旧道橋 (ｷｭｳﾄﾞｳﾊﾞｼ) 梅原線 1969 5 3.5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

第１嶌飼橋 (ﾀﾞｲｲﾁｼﾏｶｲﾊﾞｼ) 北小前線 1972 3.3 3.3 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

中屋敷橋 (ﾅｶﾔｼｷﾊﾞｼ) 天徳１号線 2014 6.3 5.2 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅰ

久郷橋 (ｸｺﾞｳﾊﾞｼ) 平前２号線 不明 12.4 4 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅲ

別所橋 (ﾍﾞｯｼｮﾊﾞｼ) 口神坂線 不明 5.9 3.4 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅳ

柿ヶ洞橋 (ｶｷｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 中ヶ洞線 不明 2.8 2 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅰ

大慶寺橋 (ﾀﾞｲｹｲｼﾞﾊﾞｼ) 大慶寺２号線 不明 3.3 1.8 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

俵洞橋 (ﾀﾜﾗﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 俵洞線 不明 2.57 2.63 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅰ

第１北洞橋 (ﾀﾞｲｲﾁｷﾀﾎﾗﾊﾞｼ) 北洞線 1965 6.7 3.1 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅲ

高野橋 (ﾀｶﾉﾊﾞｼ) 竹之腰線 不明 7 1.7 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅳ

論田橋 (ﾛﾝﾀﾞﾊﾞｼ) 論田線 不明 5.8 2.5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

箕打洞橋 (ﾐﾉｳﾁﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 寺前線 不明 9.5 1.2 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅳ

上野橋 (ｳｴﾉﾊﾞｼ) 白山線 不明 5.5 0.9 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

大将軍橋 (ﾀｲｼｮｳｸﾞﾝﾊﾞｼ) 坂の洞左岸線 1965 7.4 3.6 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

福島橋 (ﾌｸｼﾏﾊﾞｼ) 福島線 1961 11.6 4.6 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ
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地蔵峠橋 (ｼﾞｿﾞｳﾄｳｹﾞﾊﾞｼ) 神坂線 1969 2.5 4.05 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

第1西小島線 (ﾀﾞｲｲﾁﾆｼｺｼﾞﾏﾊﾞｼ) 見持1号線 1973 3 6.9 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

花井橋 (ﾊﾅｲﾊﾞｼ) 坂の洞左岸線 不明 3.75 3.5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅱ

北垣戸橋 (ｷﾀｶﾞｲﾄﾞﾊﾞｼ) 境川線 1973 3.8 5 川辺町 岐阜県 川辺町 Ⅰ

新田第１橋 (ｼﾝﾃﾞﾝﾀﾞｲ1ﾊﾞｼ) 一反田新田線 1989 7 5.1 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

岩下橋 (ｲﾜｼﾀﾊﾞｼ) 中麻生樫原線 不明 5 4 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

中河原橋 (ﾅｶｶﾞﾜﾗﾊﾞｼ) 中麻生樫原線 不明 4.2 4 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

小神田宮洞口橋 (ｺｼﾞﾝﾃﾞﾝﾐﾔﾎﾞﾗｸﾞﾁﾊﾞｼ) 若女郎野口線 不明 2.6 4 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

後洞橋 (ｱﾄﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 若女郎野口線 不明 2.9 4.1 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

上之街津橋 (ｳｴﾉｶｲｽﾞﾊﾞｼ) 上之街津線 1984 4 4.2 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

浅切洞橋 (ｱｻｷﾞﾘﾎﾞﾗﾊﾞｼ) 渡世花線 2000 3.7 4.6 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅰ

中嶋橋 (ﾅｶｼﾏﾊﾞｼ) 牛ヶ洞中島線 2011 7.7 5.4 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅰ

中ノ谷橋 (ﾅｶﾉﾀﾆﾊﾞｼ) 野々古屋線 1986 5.6 4 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

野地蔵橋 (ﾉｼﾞｿﾞｳﾊﾞｼ) 野々古屋線 1987 3.1 4 七宗町 岐阜県 七宗町 Ⅱ

東森下２号橋 (ﾋｶﾞｼﾓﾘｼﾀ2ｺﾞｳﾊｼ) 刎田－沼線 不明 5 11.8 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

藤之木１号橋 (ﾌｼﾞﾉｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷３号線 不明 4 3.1 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

丸山橋 (ﾏﾙﾔﾏﾊｼ) 上之郷６号線 不明 3.7 8.4 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

川上１号橋 (ｶﾜｶﾐ1ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷１８号線 不明 4.7 3 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅲ

日陰前２号橋 (ﾋｶｹﾞﾏｴ2ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷３８号線 不明 4.4 5.2 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅲ

日陰前１号橋 (ﾋｶｹﾞﾏｴ1ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷４０号線 不明 4.1 4.2 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅲ

沼１号橋 (ﾇﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷４８号線 不明 4.4 4.3 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

中山１号橋 (ﾅｶﾔﾏ1ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷４９号線 不明 3.7 4 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

沼２号橋 (ﾇﾏ2ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷５０号線 不明 3.7 4 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

道合２号橋 (ﾐﾁｱｲ2ｺﾞｳﾊｼ) 上之郷１８３号線 不明 2.5 4.8 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

渡瀬橋 (ﾜﾀｾﾊｼ) 田中－長谷線 不明 3.9 4.6 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

長谷２号橋 (ﾅｶﾞﾀﾆ2ｺﾞｳﾊｼ) 尼ヶ池－長谷線 不明 3.4 10 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

萩田橋 (ﾊｷﾞﾀﾊｼ) 御嵩１号線 不明 2.2 6.7 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

柳澤２号橋 (ﾔﾅｷﾞｻﾜ2ｺﾞｳﾊｼ) 柳澤－青木線 不明 4 7.5 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

佐渡橋 (ｻﾜﾀﾘﾊｼ) 中１９号線 不明 2.9 4.6 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

真名田洞橋 (ﾏﾅﾀﾞﾎﾞﾗﾊｼ) 中５９号線 不明 2.4 7.6 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

長瀬洞１号橋 (ﾅｶﾞｾﾎﾞﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 中９９号線 不明 2.6 2.4 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

社宮司１号橋 (ｼｬｸﾞｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 中１３８号線 不明 3.2 4 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

社宮司２号橋 (ｼｬｸﾞｳｼ2ｺﾞｳﾊｼ) 中１４０号線 不明 2.3 5.3 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

一本木橋 (ｲｯﾎﾟﾝｷﾞﾊｼ) 中２４４号線 不明 2.3 6 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

奥田橋 (ｵｸﾀﾞﾊｼ) 中１８６号線 不明 2.9 2.7 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

北屋敷４号橋 (ｷﾀﾔｼｷ4ｺﾞｳﾊｼ) 中１９２号線 不明 3.2 15.5 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

東洞１号橋 (ﾋｶﾞｼﾎﾞﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 中１９３号線 不明 3.3 3.3 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

北屋敷３号橋 (ｷﾀﾔｼｷ3ｺﾞｳﾊｼ) 中２７６号線 不明 3.3 5 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

大王寺１号橋 (ﾀﾞｲｵｳｼﾞ1ｺﾞｳﾊｼ) 中１９５号線 不明 2.1 4.1 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

東洞２号橋 (ﾋｶﾞｼﾎﾞﾗ2ｺﾞｳﾊｼ) 中１９５号線 不明 2.8 4 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

北屋敷１号橋 (ｷﾀﾔｼｷ1ｺﾞｳﾊｼ) 中２０３号線 不明 3.2 9 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

北屋敷２号橋 (ｷﾀﾔｼｷ2ｺﾞｳﾊｼ) 中２０４号線 不明 3.1 7 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅱ

大坪橋 (ｵｵﾂﾎﾞﾊｼ) 伏見３号線 不明 3.3 10.5 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

大洞１号橋 (ｵｵﾎﾗ1ｺﾞｳﾊｼ) 伏見２００号線 不明 4 3.5 御嵩町 岐阜県 御嵩町 Ⅰ

馬狩１号橋 (ﾏｶﾞﾘｲﾁｺﾞｳﾊﾞｼ) 鳩谷馬狩線 1999 18 7 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ

馬狩２号橋 (ﾏｶﾞﾘﾆｺﾞｳﾊﾞｼ) 鳩谷馬狩線 1973 24 6.5 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ

長瀬３号橋 (ﾅｶﾞｾ3ｺﾞｳﾊﾞｼ) 長瀬貫見線 2000 15 4 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ

長瀬１号橋 (ﾅｶﾞｾ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 木谷稗田線 不明 4 7.5 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ

次ヶ洞橋 (ﾂｶﾞﾎﾗﾊﾞｼ) 荻町中央幹線 不明 7 5.6 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ
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芦谷橋 (ｱｼﾀﾆﾊﾞｼ) 荻町中央幹線 1985 7 7 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ

荻町2号橋 (ｵｷﾞﾏﾁ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 荻町東側線 不明 4 3.5 白川村 岐阜県 白川村 Ⅰ

荻町4号橋 (ｵｷﾞﾏﾁ4ｺﾞｳﾊﾞｼ) 荻町下ゴソ線 不明 2 4 白川村 岐阜県 白川村 Ⅰ

鳩谷2号橋 (ﾊﾄﾀﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鳩谷寺尾線 不明 4 3.1 白川村 岐阜県 白川村 Ⅰ

鳩谷1号橋 (ﾊﾄﾀﾆ1ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鳩谷・飯島幹線 不明 2 6.1 白川村 岐阜県 白川村 Ⅰ

大溝谷2号橋 (ｵｵﾐｿﾞﾀﾞﾆ2ｺﾞｳﾊﾞｼ) 鳩谷・飯島幹線 不明 7 8 白川村 岐阜県 白川村 Ⅰ

放水路橋 (ﾎｳｽｲﾛﾊﾞｼ) 平瀬幹線 不明 9 5 白川村 岐阜県 白川村 Ⅱ

放水路橋橋側歩道橋 (ﾎｳｽｲﾛﾊﾞｼｷｮｳｿｸﾎﾄﾞｳｷｮｳ) 平瀬幹線 1995 9 1.75 白川村 岐阜県 白川村 Ⅰ


