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（B）
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壕

（C）
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壕
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（C）のうちＲ８年
までに国土交通
省事業で対策実

施予定箇所

44201000100 大分県 大分市 大字屋山字明ﾉ台

44201000200 大分県 大分市 大字屋山字西ﾉ平

44201000300 大分県 大分市 大字屋山字西ﾉ平

44201000400 大分県 大分市 大字久土字城ﾉ下

44201000500 大分県 大分市 大字一木字祝田

44201000600 大分県 大分市 大字里字八段田

44201000700 大分県 大分市 大字里字野添

44201000800 大分県 大分市 大字里字万年

44201000900 大分県 大分市 大字千歳

44201001000 大分県 大分市 大字下郡

44201001200 大分県 大分市 大字八幡

44201001300 大分県 大分市 大字八幡

44201001400 大分県 大分市 大字八幡

44201001500 大分県 大分市 大字八幡

44201001700 大分県 大分市 大字八幡

44201001800 大分県 大分市 大字八幡

44201001900 大分県 大分市 大字駄原

44201002000 大分県 大分市 大字賀来

44201002100 大分県 大分市 大字賀来

44201002200 大分県 大分市 大字賀来

44201002300 大分県 大分市 大字賀来

44201002400 大分県 大分市 大字賀来

44201002500 大分県 大分市 大字賀来

44201002600 大分県 大分市 大字賀来

44201002700 大分県 大分市 大字賀来

44201002800 大分県 大分市 大字賀来

44201002900 大分県 大分市 大字千歳

44201003100 大分県 大分市 大字下郡

44201003200 大分県 大分市 大字下郡

44201003300 大分県 大分市 大字志生木辛幸区

44201003400 大分県 大分市 大字志生木辛幸区

44201003600 大分県 大分市 駄原

44201003700 大分県 大分市 大字下郡

44201003800 大分県 大分市 大字下郡



44201003900 大分県 大分市 大字賀来

44201004000 大分県 大分市 大字千歳

44201004100 大分県 大分市 大字千歳

44201004200 大分県 大分市 大字里

44201004300 大分県 大分市 大字里

44201004400 大分県 大分市 大字里

44201004500 大分県 大分市 大字屋山

44201004600 大分県 大分市 大字屋山

44201004700 大分県 大分市 大字関田中区

44201004900 大分県 大分市 大字迫

44201005000 大分県 大分市 大字迫

44201005100 大分県 大分市 大字迫

44201005200 大分県 大分市 大字迫

44201005300 大分県 大分市 大字迫

44201005400 大分県 大分市 大字迫

44201005500 大分県 大分市 大字迫

44201005600 大分県 大分市 大字迫

44201005700 大分県 大分市 大字迫

44201005800 大分県 大分市 大字志村

44201005900 大分県 大分市 大字志村

44201006000 大分県 大分市 大字志村

44201006100 大分県 大分市 大字志村

44201006200 大分県 大分市 大字志村

44201006401 大分県 大分市 上野丘東

44201006501 大分県 大分市 上野丘東

44201006601 大分県 大分市 大字小野鶴

44201006701 大分県 大分市 大字神埼

44201006801 大分県 大分市 大字木上

44201006901 大分県 大分市 大字木田

44201007001 大分県 大分市 大字木田

44201007101 大分県 大分市 大字木田

44201007201 大分県 大分市 大字木田

44201007301 大分県 大分市 大字久原

44201007401 大分県 大分市 大字志村

44201007501 大分県 大分市 大字志村

44201007701 大分県 大分市 大字下郡

44201007801 大分県 大分市 大字下郡

44201007901 大分県 大分市 大字下判田

44201008001 大分県 大分市 大字城原



44201008101 大分県 大分市 大字生石

44201008201 大分県 大分市 大字駄原

44201008301 大分県 大分市 大字駄原

44201008401 大分県 大分市 大字駄原

44201008501 大分県 大分市 大字駄原

44201008601 大分県 大分市 大字千歳

44201008701 大分県 大分市 大字千歳

44201008801 大分県 大分市 大字千歳

44201008901 大分県 大分市 大字千歳

44201009001 大分県 大分市 大字辻

44201009101 大分県 大分市 大字津守

44201009201 大分県 大分市 大字津守

44201009301 大分県 大分市 大字津守

44201009401 大分県 大分市 大字津守

44201009501 大分県 大分市 大字津守

44201009601 大分県 大分市 大字中尾

44201009701 大分県 大分市 大字羽田

44201009801 大分県 大分市 大字東上野

44201009901 大分県 大分市 大字曲

44201010001 大分県 大分市 大字松岡

44201010101 大分県 大分市 大字政所

44201010201 大分県 大分市 大字政所

44201010301 大分県 大分市 大字宮苑

44201010601 大分県 大分市 大字三芳

44201010701 大分県 大分市 大字屋山

44201010801 大分県 大分市 大字屋山

44201010901 大分県 大分市 大字横瀬

44201011001 大分県 大分市 大字横瀬

44201011101 大分県 大分市 大字下郡

44201011201 大分県 大分市 大字曲

44201011301 大分県 大分市 大字曲

44201011401 大分県 大分市 大道

44201011501 大分県 大分市 元町

44201011601 大分県 大分市 元町

44201011701 大分県 大分市 元町

44202001600 大分県 別府市 田の口

44202001700 大分県 別府市 田の口

44202002400 大分県 別府市 浜脇

44202002800 大分県 別府市 内竈



44202002900 大分県 別府市 内竈

44202003000 大分県 別府市 明礬

44202003100 大分県 別府市 明礬

44202003200 大分県 別府市 明礬

44203000100 大分県 中津市 中津市大字定留字小路

44203000200 大分県 中津市 中津市大字定留字小路

44203000300 大分県 中津市 中津市三光佐知

44203000400 大分県 中津市 中津市三光土田

44203000600 大分県 中津市 中津市三光臼木

44203000800 大分県 中津市 中津市三光森山

44203000900 大分県 中津市 中津市耶馬溪町大字三尾母

44203001000 大分県 中津市 中津市耶馬溪町大字宮園

44203001100 大分県 中津市 中津市山国町平小野

44203001200 大分県 中津市 中津市山国町平小野

44203001300 大分県 中津市 中津市山国町中摩

44203001400 大分県 中津市 中津市山国町宇曽

44204000400 大分県 日田市 刃連町

44204000500 大分県 日田市 古金町

44204000700 大分県 日田市 吹上町

44204000800 大分県 日田市 吹上町

44204000900 大分県 日田市 吹上町

44204001000 大分県 日田市 吹上町

44204001100 大分県 日田市 水目町

44204001600 大分県 日田市 大字東有田

44204001700 大分県 日田市 大字東有田

44204001800 大分県 日田市 大字東有田

44204002000 大分県 日田市 大字求来里

44204002100 大分県 日田市 大字求来里

44204002200 大分県 日田市 古金町

44204002500 大分県 日田市 三池町

44204002600 大分県 日田市 三池町

44204002900 大分県 日田市 水目町

44204003000 大分県 日田市 水目町

44204003200 大分県 日田市 上手町

44204003400 大分県 日田市 上城内町

44204003500 大分県 日田市 上城内町

44204003800 大分県 日田市 大字北豆田

44204004300 大分県 日田市 大字求来里

44204004400 大分県 日田市 大字日高



44204004500 大分県 日田市 日高町

44204004900 大分県 日田市 清岸寺町

44204005000 大分県 日田市 小迫町

44204005100 大分県 日田市 小迫町

44204005200 大分県 日田市 朝日町

44204005300 大分県 日田市 朝日町

44204005400 大分県 日田市 北友田

44204005500 大分県 日田市 北友田

44204005600 大分県 日田市 北友田

44204005700 大分県 日田市 君迫町

44204005900 大分県 日田市 君迫町

44204006100 大分県 日田市 銭渕町

44204006300 大分県 日田市 石井町

44204006400 大分県 日田市 石井町

44204006500 大分県 日田市 石井町

44204006700 大分県 日田市 大鶴本町

44204006800 大分県 日田市 大鶴本町

44204006900 大分県 日田市 大鶴町

44204007000 大分県 日田市 天瀬町赤岩

44204007100 大分県 日田市 大山町西大山

44204007202 大分県 日田市 三池町

44204007402 大分県 日田市 二串町

44204007502 大分県 日田市 二串町

44204007602 大分県 日田市 田島三丁目

44205000100 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000200 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000300 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000400 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000500 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000600 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000700 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000800 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205000900 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205001000 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205001100 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205001200 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205001400 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205001500 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205001600 大分県 佐伯市 中江町



44205001700 大分県 佐伯市 東町

44205001800 大分県 佐伯市 中江町

44205001900 大分県 佐伯市 中江町

44205002000 大分県 佐伯市 中江町

44205002100 大分県 佐伯市 中江町

44205002200 大分県 佐伯市 中江町

44205002300 大分県 佐伯市 中江町

44205002400 大分県 佐伯市 中江町

44205002500 大分県 佐伯市 臼坪

44205002600 大分県 佐伯市 臼坪

44205002700 大分県 佐伯市 臼坪

44205002800 大分県 佐伯市 臼坪

44205002900 大分県 佐伯市 臼坪

44205003000 大分県 佐伯市 臼坪

44205003100 大分県 佐伯市 臼坪

44205003200 大分県 佐伯市 臼坪

44205003300 大分県 佐伯市 臼坪

44205003400 大分県 佐伯市 臼坪

44205003500 大分県 佐伯市 臼坪

44205003600 大分県 佐伯市 臼坪

44205003700 大分県 佐伯市 臼坪

44205003800 大分県 佐伯市 臼坪

44205003900 大分県 佐伯市 臼坪

44205004000 大分県 佐伯市 臼坪

44205004100 大分県 佐伯市 臼坪

44205004200 大分県 佐伯市 臼坪

44205004300 大分県 佐伯市 臼坪

44205004400 大分県 佐伯市 臼坪

44205004500 大分県 佐伯市 臼坪

44205004600 大分県 佐伯市 鶴望

44205004700 大分県 佐伯市 鶴望

44205004800 大分県 佐伯市 鶴望

44205004900 大分県 佐伯市 鶴望

44205005000 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205005100 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205005200 大分県 佐伯市 鶴谷町

44205005300 大分県 佐伯市 鶴谷町

44206000100 大分県 臼杵市 福良字屋敷廻り

44206000200 大分県 臼杵市 福良字屋敷廻り



44206000300 大分県 臼杵市 前田字脇林

44206000500 大分県 臼杵市 諏訪字中ヶ迫

44206000600 大分県 臼杵市 諏訪字中ヶ迫

44206000800 大分県 臼杵市 二王座字二王座

44206000900 大分県 臼杵市 臼杵字片町

44206001200 大分県 臼杵市 福良字屋敷余り

44206001300 大分県 臼杵市 福良字屋敷余り

44206001500 大分県 臼杵市 市浜字呑碧

44206001600 大分県 臼杵市 市浜字呑碧

44206001700 大分県 臼杵市 市浜字中須賀

44206002000 大分県 臼杵市 戸室字久保

44206002300 大分県 臼杵市 吉小野字迫の尻

44206002400 大分県 臼杵市 深田字野地

44206002500 大分県 臼杵市 深田字岩ノ下

44206002600 大分県 臼杵市 野田字洲崎

44206002800 大分県 臼杵市 野田字泉平

44206002900 大分県 臼杵市 野田字絵堂

44206003000 大分県 臼杵市 野田字洲崎

44206003200 大分県 臼杵市 野田字西平

44206003300 大分県 臼杵市 市浜字呑碧

44206003500 大分県 臼杵市 末広字山本

44206003700 大分県 臼杵市 下ノ江字芦ﾉ浦

44206004102 大分県 臼杵市 福良字屋敷余り

44206004202 大分県 臼杵市 野津町大字山頭字山脇

44206004302 大分県 臼杵市 大字江無田字磯島

44206004503 大分県 臼杵市 臼杵字片町

44206004704 大分県 臼杵市 福良字屋敷廻り

44206004804 大分県 臼杵市 福良字野梅

44207000100 大分県 津久見市 彦ﾉ内

44207000600 大分県 津久見市 上青江川内字平原

44207000700 大分県 津久見市 上青江赤木

44207000800 大分県 津久見市 網代

44208000100 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字八幡山

44208000200 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字八幡山

44208000300 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字八幡山

44208000400 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字八幡山

44208000600 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字殿町

44208000700 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字殿町

44208000800 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字殿町



44208000900 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字向丁

44208001000 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字向丁

44208001100 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字向丁

44208001200 大分県 竹田市 竹田市大字竹田字稲荷谷

44208001300 大分県 竹田市 竹田市久住町大字久住字桜馬場

44209000100 大分県 豊後高田市 鼎

44209000200 大分県 豊後高田市 鼎

44209000300 大分県 豊後高田市 払田

44209000400 大分県 豊後高田市 払田

44209000500 大分県 豊後高田市 払田

44209000800 大分県 豊後高田市 玉津

44209000900 大分県 豊後高田市 小田原

44209001000 大分県 豊後高田市 小田原

44209001100 大分県 豊後高田市 草地

44209001200 大分県 豊後高田市 草地

44209001300 大分県 豊後高田市 水崎

44209001500 大分県 豊後高田市 田染中村

44209001600 大分県 豊後高田市 田染中村

44209001800 大分県 豊後高田市 田染相原

44209001900 大分県 豊後高田市 田染中央

44209002000 大分県 豊後高田市 田染中央

44209002100 大分県 豊後高田市 田染中央

44209002200 大分県 豊後高田市 田染池部

44209002300 大分県 豊後高田市 臼野

44209002400 大分県 豊後高田市 臼野

44209002600 大分県 豊後高田市 香々地

44209002700 大分県 豊後高田市 香々地

44209002800 大分県 豊後高田市 香々地

44209002900 大分県 豊後高田市 香々地

44209003100 大分県 豊後高田市 香々地

44209003200 大分県 豊後高田市 香々地

44209003300 大分県 豊後高田市 香々地

44209003400 大分県 豊後高田市 香々地

44209003500 大分県 豊後高田市 香々地

44209003600 大分県 豊後高田市 香々地

44209003700 大分県 豊後高田市 香々地

44209003800 大分県 豊後高田市 香々地

44209004000 大分県 豊後高田市 堅来

44209004100 大分県 豊後高田市 堅来



44209004200 大分県 豊後高田市 堅来

44209004300 大分県 豊後高田市 堅来

44209004400 大分県 豊後高田市 堅来

44209004500 大分県 豊後高田市 堅来

44209004600 大分県 豊後高田市 堅来

44209004700 大分県 豊後高田市 羽根

44209004800 大分県 豊後高田市 羽根

44209005000 大分県 豊後高田市 羽根

44209005200 大分県 豊後高田市 羽根

44210000100 大分県 杵築市 大字杵築

44210000200 大分県 杵築市 大字杵築

44210000300 大分県 杵築市 大字杵築

44210000400 大分県 杵築市 大字杵築

44210000500 大分県 杵築市 大字南杵築

44210000600 大分県 杵築市 大字片野

44210000700 大分県 杵築市 大字片野

44210000800 大分県 杵築市 大字守江

44210000900 大分県 杵築市 大字守江

44210001000 大分県 杵築市 大字守江

44210001100 大分県 杵築市 大字守江

44210001200 大分県 杵築市 大字守江

44210001300 大分県 杵築市 大字大内

44210001400 大分県 杵築市 大字大内

44210001500 大分県 杵築市 大字大内

44210001600 大分県 杵築市 大字大内

44210001700 大分県 杵築市 大字大内

44210001800 大分県 杵築市 大字大内

44210001900 大分県 杵築市 大田村沓掛

44210002001 大分県 杵築市 大字大内茅場

44210002101 大分県 杵築市 大字溝井

44210002201 大分県 杵築市 大字南杵築魚町

44210002301 大分県 杵築市 大字南杵築杉山

44210002401 大分県 杵築市 大田石丸

44210002501 大分県 杵築市 大字南杵築杉山

44210002601 大分県 杵築市 山香町大字倉成

44210002701 大分県 杵築市 山香町大字山浦

44210002801 大分県 杵築市 山香町大字広瀬

44210002901 大分県 杵築市 大字守江

44210003001 大分県 杵築市 大字守江



44210003101 大分県 杵築市 大字南杵築据場

44210003201 大分県 杵築市 大字南杵築弓町

44210003301 大分県 杵築市 大字南杵築据場

44210003502 大分県 杵築市 大字溝井東溝井

44210003602 大分県 杵築市 大字溝井東溝井

44210003802 大分県 杵築市 大字大内永代橋

44210004102 大分県 杵築市 大字杵築北台

44210004202 大分県 杵築市 大字片野高須

44210004302 大分県 杵築市 山香町大字内河野

44210004402 大分県 杵築市 山香町大字下

44210004502 大分県 杵築市 山香町大字下

44210004602 大分県 杵築市 山香町大字下

44210004704 大分県 杵築市 大字杵築

44210004804 大分県 杵築市 大字南杵築

44210004904 大分県 杵築市 大字大内

44210005004 大分県 杵築市 山香町大字

44211000100 大分県 宇佐市 宇佐市大字法鏡寺

44211000200 大分県 宇佐市 宇佐市大字法鏡寺

44211000300 大分県 宇佐市 宇佐市大字別府

44211000400 大分県 宇佐市 宇佐市大字別府

44211000500 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211000600 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211000700 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211000800 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211000900 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001000 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001100 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001200 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001300 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001400 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001500 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001600 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001700 大分県 宇佐市 宇佐市大字川部

44211001800 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211001900 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002000 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002100 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002200 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002300 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田



44211002400 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002500 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002600 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002700 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002800 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211002900 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211003000 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211003100 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211003200 大分県 宇佐市 宇佐市大字上田

44211003300 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211003600 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211003700 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211003800 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211003900 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004000 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004100 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004200 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004300 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004400 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004500 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004600 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004700 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004800 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211004900 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211005000 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211005100 大分県 宇佐市 宇佐市大字金屋

44211005200 大分県 宇佐市 宇佐市大字金屋

44211005300 大分県 宇佐市 宇佐市大字金屋

44211005400 大分県 宇佐市 宇佐市大字高森

44211005500 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211005600 大分県 宇佐市 宇佐市大字猿渡 ○

44211005700 大分県 宇佐市 宇佐市大字猿渡 ○

44211005800 大分県 宇佐市 宇佐市大字猿渡 ○

44211005900 大分県 宇佐市 宇佐市大字猿渡 ○

44211006000 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211006200 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211006300 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211006400 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211006500 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝



44211006600 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211006700 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44211006800 大分県 宇佐市 宇佐市大字上乙女

44211006900 大分県 宇佐市 宇佐市大字荒木

44211007000 大分県 宇佐市 宇佐市大字長州

44211007100 大分県 宇佐市 宇佐市大字長州

44211007200 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007300 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007400 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007500 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007600 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007700 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007800 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211007900 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211008000 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211008100 大分県 宇佐市 宇佐市大字山下

44211008200 大分県 宇佐市 宇佐市大字赤尾

44211008300 大分県 宇佐市 宇佐市大字赤尾

44211008400 大分県 宇佐市 宇佐市大字赤尾

44211008500 大分県 宇佐市 宇佐市大字下元重

44211008600 大分県 宇佐市 宇佐市大字下元重

44211008700 大分県 宇佐市 宇佐市大字下元重

44211008800 大分県 宇佐市 宇佐市大字下元重

44211008900 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009000 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009100 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009200 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009300 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009400 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009500 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009600 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009700 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009800 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211009900 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010000 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010100 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010200 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010300 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010400 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐



44211010500 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010600 大分県 宇佐市 宇佐市大字南宇佐

44211010700 大分県 宇佐市 宇佐市大字小向野

44211010800 大分県 宇佐市 宇佐市大字出光

44211010900 大分県 宇佐市 宇佐市大字橋津

44211011000 大分県 宇佐市 宇佐市大字橋津

44211011100 大分県 宇佐市 宇佐市大字橋津

44211011200 大分県 宇佐市 宇佐市大字橋津

44211011300 大分県 宇佐市 宇佐市安心院町尾立

44211011400 大分県 宇佐市 宇佐市安心院町田ﾉ口

44211011500 大分県 宇佐市 宇佐市安心院町田ﾉ口

44211011600 大分県 宇佐市 宇佐市安心院町筌ﾉ口

44211011700 大分県 宇佐市 宇佐市大字樋田

44211011800 大分県 宇佐市 宇佐市大字樋田

44211011900 大分県 宇佐市 宇佐市大字樋田

44211012000 大分県 宇佐市 宇佐市大字法鏡寺

44211012100 大分県 宇佐市 宇佐市大字法鏡寺

44211012200 大分県 宇佐市 宇佐市大字別府

44211012302 大分県 宇佐市 宇佐市大字長洲

44211012402 大分県 宇佐市 宇佐市大字上時枝

44212000100 大分県 豊後大野市 豊後大野市三重町百枝

44212000200 大分県 豊後大野市 豊後大野市三重町百枝

44212000300 大分県 豊後大野市 豊後大野市緒方町徳田

44212000401 大分県 豊後大野市 豊後大野市三重町浅瀬字迫田

44212000501 大分県 豊後大野市 豊後大野市三重町浅瀬字迫田

44212000601 大分県 豊後大野市 豊後大野市三重町浅瀬字迫田

44213000100 大分県 由布市 挾間町鬼崎

44213000300 大分県 由布市 挾間町谷

44213000400 大分県 由布市 挾間町谷

44213000700 大分県 由布市 挾間町赤野

44213000800 大分県 由布市 挾間町七臓司

44213001100 大分県 由布市 挾間町篠原

44213001200 大分県 由布市 庄内町東長宝

44213001300 大分県 由布市 庄内町東長宝

44213001400 大分県 由布市 庄内町東長宝

44213001600 大分県 由布市 庄内町庄内原

44214000100 大分県 国東市 国見町岐部字長瀬

44214000200 大分県 国東市 国見町野田字宗和

44214000300 大分県 国東市 国東町安国寺字餅別当



44214000400 大分県 国東市 国東町安国寺字餅別当

44214000600 大分県 国東市 武蔵町吉広字東陰平

44214000700 大分県 国東市 武蔵町吉広字登ヶ迫 ○

44214001000 大分県 国東市 安岐町吉松字仁王

44214001100 大分県 国東市 安岐町吉松字仁王

44214001200 大分県 国東市 安岐町吉松字仁王

44214001300 大分県 国東市 安岐町吉松字仁王

44214001400 大分県 国東市 安岐町吉松字仁王

44214001500 大分県 国東市 安岐町吉松字仁王

44214001600 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214001700 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214001800 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214001900 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214002000 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214002100 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214002200 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214002300 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214002400 大分県 国東市 安岐町瀬戸田字上

44214002500 大分県 国東市 安岐町成久字宮

44214002600 大分県 国東市 安岐町塩屋字東迫

44341000100 大分県 日出町 日出町大字平道字小浦

44341000200 大分県 日出町 日出町大字川崎字平原

44341000300 大分県 日出町 日出町大字川崎字平原

44341000400 大分県 日出町 日出町大字川崎字平原

44341000500 大分県 日出町 日出町大字大神字港 ○

44341000600 大分県 日出町 日出町大字大神字港

44341000800 大分県 日出町 日出町大字大神字港

44341000900 大分県 日出町 日出町大字大神字港

44341001000 大分県 日出町 日出町大字大神字港

44341001100 大分県 日出町 日出町大字大神字港

44341001200 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001300 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001400 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001500 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001600 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001700 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001800 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341001900 大分県 日出町 日出町大字大神字牧の内

44341002000 大分県 日出町 日出町大字川崎字則次



44341002100 大分県 日出町 日出町大字川崎字則次

44341002200 大分県 日出町 日出町大字川崎字則次

44341002302 大分県 日出町 日出町大字藤原字中道

44205005400 大分県 佐伯市 地松浦

44205005500 大分県 佐伯市 地松浦中小浦

44205005600 大分県 佐伯市 地松浦

44205005700 大分県 佐伯市 地松浦

44205005800 大分県 佐伯市 地松浦

44205005900 大分県 佐伯市 地松浦

44205006000 大分県 佐伯市 地松浦

44205006100 大分県 佐伯市 沖松浦

44205006200 大分県 佐伯市 有明浦

44205006300 大分県 佐伯市 有明浦鮪浦

44205006400 大分県 佐伯市 梶寄浦下梶寄

44205006500 大分県 佐伯市 大字西野浦

44205006600 大分県 佐伯市 大字蒲江浦鷲谷

44205006700 大分県 佐伯市 大字蒲江浦小白

44205006800 大分県 佐伯市 大字西野浦

44205006900 大分県 佐伯市 大字西野浦

44205007000 大分県 佐伯市 大字西野浦

44205007100 大分県 佐伯市 大字西野浦

44205007200 大分県 佐伯市 大字西野浦

44461000100 大分県 九重町 九重町大字恵良

44461000200 大分県 九重町 九重町大字恵良

44461000300 大分県 九重町 九重町大字恵良

44461000400 大分県 九重町 九重町大字恵良

44461000600 大分県 九重町 九重町大字松木

44461000700 大分県 九重町 九重町大字松木

44461000800 大分県 九重町 九重町大字野上

44461000900 大分県 九重町 九重町大字野上

44461001000 大分県 九重町 九重町大字野上

44461001100 大分県 九重町 九重町大字右田

44461001400 大分県 九重町 九重町大字野上

44462000100 大分県 玖珠町 大字綾垣字下綾垣

44462000200 大分県 玖珠町 大字綾垣字下綾垣

44462000400 大分県 玖珠町 大字塚脇 塚脇小学校

44462000500 大分県 玖珠町 大字太田字志津里

44462000600 大分県 玖珠町 大字森字上町

44462000700 大分県 玖珠町 大字森 三島公園①



44462000800 大分県 玖珠町 大字森 三島公園②

44462001000 大分県 玖珠町 大字森字平原 ﾃﾚﾋﾞ棟

44462001100 大分県 玖珠町 大字森字平原 参勤交代沿い

44462001300 大分県 玖珠町 大字太田字錨田

44462001401 大分県 玖珠町 大字大隈字元組下
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