
番号 路線名 起点 終点

大分市大字佐賀関字太田７５０番４４ 大分市中央町４丁目１０番

大分市大字久土字下葛籠１４６２番地先 大分市大字片島字七曲り２３９８番１地先

2 一般国道２１０号 大分市末広町２丁目１５２番１地先 大分市大字畑中字素川６７０番１地先

3 一般国道２１１号 日田市大字川下字カバ７２２番２地先 日田市大字大肥字吉竹４８７番３地先

中津市中央町１丁目２０３番２地先 中津市山国町長尾野字境９３３番１地先

中津市大字犬丸字北又２３２５番３３ 中津市三光田口字西荒田７３２番３

中津市本耶馬渓町落合字前田６０１番１ 中津市耶馬溪町大字大島字江波６７番１

中津市山国町長尾野字境９３３番１地先 日田市天瀬町出口字悪敷山３９５２番１地先

速見郡日出町字片向３４３２番４地先 杵築市大字奈多字志口３４９９番地先

速見郡日出町大字藤原字坂本２５８２番４ 杵築市大字馬場尾字大辻４５９番

国東市安岐町塩屋字小金田１３２０番１地先 国東市国見町竹田津字五郎迫２１０７番

国東市国見町竹田津字五郎迫２１０７番 豊後高田市界字松田７６８番地先

宇佐市大字横田字不部１番１地先 宇佐市大字富山字野口１７６番２

中津市大字植野字飛永８１９番２ 中津市大字島田字狭間２６９番５

大分市大字佐賀関字太田７５０番７９地先 臼杵市大字佐志生字小網代４９７５番１１地先

臼杵市大字佐志生字小網代４９７５番１１ 津久見市大字網代字丸岡２５５８番５

津久見市大字網代字丸岡２５５８番４ 佐伯市弥生大字小田字湧清水８９１番１

佐伯市臼坪２５７１番２ 佐伯市弥生大字小田字湧清水８９１番１

佐伯市宇目大字南田原字桑ノ原２２７７番１地先 佐伯市宇目大字小野市字杉ノ内２６番１地先

佐伯市宇目大字小野市字杉ノ内２６番１地先 豊後大野市犬飼町久原字津留１０１９番７

8 一般国道３８６号 日田市大字日高字小ヶ瀬２７５７番２５地先 日田市大字夜明字境ノ谷３７６４番６地先

宇佐市大字樋田字瀬社１７９番５ 宇佐市院内町田所字菅無田３５２番１３

玖珠郡玖珠町大字日出生字浦山３０９０番８４ 玖珠郡九重町大字菅原字駄原５５５番５

日田市上津江町川原字狸穴５０３０番３地先 日田市上津江町川原字兵土山１６５５番５地先

10 一般国道３８８号 佐伯市駅前２丁目３４９４番地先 佐伯市蒲江大字葛原浦字ヲヒ谷４８６番６

6 一般国道２１７号

7 一般国道３２６号

9 一般国道３８７号

5 一般国道２１３号

道路法第３７条の規定に基づく新設電柱の占用を制限する区間 一覧表

1 一般国道１９７号

4 一般国道２１２号
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番号 路線名 起点 終点

大分市大字羽屋字太田２１６番１地先 大分市大字今市字石合原１０７０番１地先

大分市大字今市字石合原１０７０番１地先 豊後大野市朝地町朝地字寺田９０２番２

竹田市大字会々字平３３２６番２ 竹田市久住町大字白丹字板木７５７３番２地先

日田市中津江村栃野字栃原２６６３番６ 日田市中津江村合瀬字木野駄３６３３番１地先

12 一般国道４９６号 中津市山国町槻木字山奥１４番地先 中津市山国町守実字七ツ枝２２７８番１地先

別府市汐見町１００番１４ 別府市大字天間字谷口４７１番３

別府市大字天間字谷口４７２番４ 宇佐市院内町副字上ノ出口１０８３番４

宇佐市院内町原口字原口４９５番３ 宇佐市院内町日岳字山ノ迫９１２番９

中津市本耶馬渓町東谷字芳ケ迫５７１３番 中津市本耶馬渓町落合字七ツ枝１４３３番１地先

臼杵市大字福良字稗尻１８８６番４ 臼杵市野津町大字西畑字堂脇４６３２番７

臼杵市野津町大字西畑字堂脇４６３２番７ 竹田市大字片ヶ瀬字山下２０８２番５地先

竹田市大字片ヶ瀬字山下２０８２番５地先 竹田市大字拝田原字鳥越１１５番３

15 県道豊前万田線 中津市大字高瀬字恩代能１８３２番２地先 中津市大字万田字万田前３９０番２

16 県道竹田五ヶ瀬線 竹田市大字会々字七里１４６２番２地先 竹田市大字飛田川字山手１７１８番２地先

17 県道日田鹿本線 日田市大山町西大山字宮ノ本９０８番３５ 日田市前津江町大野字本村２１９７番９

別府市大字鶴見字鶴見９５０番１１８ 別府市大字東山字川上堺３５７４番１４

別府市大字東山字川上堺３５７４番１４ 由布市湯布院町川上字市ヤシキ２３７０番１地先

由布市湯布院町川西字ユム田１２５１番１７ 竹田市久住町大字久住字久住山４００８番

19 県道天瀬阿蘇線 日田市中津江村栃野字ツメノヒラ５６６９番７ 日田市上津江町上野田字黒石１０９９番５地先

大分市大字三芳字庄原１２７８番３地先 大分市六坊北町４３０１番２地先

大分市錦町２丁目３３７２番７地先 大分市大字宮河内字新道下４１６５番１地先

大分市角子南２丁目１２５番地先 大分市生石３丁目２０番地先

大分市大字大在２番地先 大分市横田２丁目１３１番地先

中津市大字島田字焔硝蔵５５５番７ 中津市大字鍋島字エミ川６３番４

宇佐市大字宮熊字祢地３５５番 豊後高田市水崎字沖新田１４３３番１地先

豊後高田市水崎字沖新田１４３３番１地先 豊後高田市新地字東ノ前１９３４番３

23 県道日出山香線 速見郡日出町大字平道字入江１８７７番４ 杵築市山香町大字久木野尾字前畑３３０４番１地先

22 県道中津高田線

18 県道別府一の宮線

20 県道大分臼杵線

21 県道大在大分港線

11 一般国道４４２号

13 一般国道５００号

14 一般国道５０２号
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番号 路線名 起点 終点

24 県道三重野津原線 豊後大野市清川町臼尾字京塚１５６０番６ 豊後大野市大野町田中字永田８８番８

玖珠郡玖珠町大字森字山ノ口２７７４番６ 玖珠郡玖珠町大字森字西奥山５３６７番３

中津市耶馬溪町大字深耶馬字横井場１８１１番１ 中津市耶馬溪町大字柿坂字板付７０３番地先

豊後高田市新地字東ノ前１９３８番２地先 豊後高田市一畑字ナル９６４番２２地先

豊後高田市一畑字ナル９６４番２２ 国東市国東町田深字大名方９０５番４地先

由布市庄内町大龍字台２０６７番１地先 竹田市直入町大字下田北字下山２１１８番１０地先

竹田市直入町大字下田北字下山２１１８番１０地先 竹田市久住町大字久住字本町６１６５番１地先

杵築市大田波多方字年ノ神３５９６番１ 杵築市大田小野字榎迫１４６７番１３地先

杵築市大田小野字榎迫１４６７番１３ 豊後高田市黒土字三畑峠ノ田３０５６番６

豊後高田市黒土字三畑峠ノ田３０５６番１地先 国東市国見町中字鴨尾１２８６番１地先

29 県道臼杵停車場線 臼杵市大字海添字浜２５７３番６ 臼杵市大字福良字稗尻１８８２番５

豊後高田市新地字東ノ前１９３８番２地先 豊後高田市田染上野字鍋山１２９２番地先

杵築市大田沓掛字塔尾２７５７番１地先 杵築市大田俣水字中ノ川３４３番１地先

国東市安岐町矢川字屋敷１１０６番１地先 国東市安岐町塩屋字ホキ１５３８番１地先

31 県道三重弥生線 佐伯市本匠大字堂ノ間字虫月７６５番３ 佐伯市弥生大字上小倉字染矢１１２３番１２

佐伯市鶴岡町２丁目４番３地先 佐伯市大字上岡字脇河内２６１１番１

佐伯市大字上岡字脇河内２６２７番１ 佐伯市弥生大字床木字竹ノ河内１９８３番１７

佐伯市弥生大字床木字竹ノ河内１９８３番１７ 津久見市門前町１０００番２

佐伯市大字池田字六畝田１８７９番３地先 佐伯市大字堅田字竹脇６００９番２地先

佐伯市大字堅田字竹脇６００９番２地先 佐伯市蒲江大字蒲江浦字竹野浦５１０４番６

大分市坂ノ市中央４丁目１００番地先 大分市坂ノ市西２丁目１００番地先

大分市大字宮河内字新道下４１６５番１地先 大分市大字宮河内字阿蘇入３６１４番１地先

35 県道小野市重岡線 佐伯市宇目大字小野市字上ノ園２７５７番地先 佐伯市宇目大字大平字上１６５３番１２

36 県道飯田高原中村線 玖珠郡九重町大字右田字下右田１３２７番１地先 玖珠郡九重町大字右田字柿ノ木９６３番３地先

杵築市山香町大字倉成字中村５２７番１地先 杵築市山香町大字久木野尾字宇戸６４２番６地先

杵築市山香町大字倉成字中村５２７番１地先 杵築市山香町大字久木野尾字遠見石１７２番２３

宇佐市安心院町大見尾字堀切３７６番４ 宇佐市安心院町下毛字香田２１１４番４

37 県道山香院内線

32 県道佐伯津久見線

33 県道佐伯蒲江線

34 県道坂ノ市中戸次線

27 県道庄内久住線

28 県道山香国見線

30 県道豊後高田安岐線

25 県道森耶馬渓線

26 県道豊後高田国東線
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番号 路線名 起点 終点

玖珠郡玖珠町大字塚脇字箱割１８０番１０ 玖珠郡玖珠町大字古後字梶原３３９３番２

中津市山国町中摩字門ヤシキ４４７４番地先 中津市山国町中摩字土井ノ内３４７８番１地先

39 県道宇佐本耶馬渓線 宇佐市大字江須賀字御神子山２８４６番１７地先 宇佐市大字法鏡寺字瀬社３０６番２

40 県道緒方朝地線 豊後大野市緒方町下自在字深町３６番２ 豊後大野市朝地町板井迫字石田１０６２番１

41 県道竹田直入線 竹田市大字会々字平１２３８番３ 竹田市直入町大字長湯字桑畑３２８２番３地先

42 県道日田玖珠線 日田市本町１００番１１ 日田市元町３００番４

43 県道大田杵築線 杵築市大田波多方字青柳１９５２番３ 杵築市大字杵築字北浜６６５番３８０

別府市浜脇１丁目３９４２番４地先 由布市挾間町七蔵司字城ノ坪１１９９番７７

由布市挾間町七蔵司字城ノ坪１１９９番７７地先 別府市大字浜脇字銭瓶６６９番１地先

45 県道別府庄内線 別府市山の手町３２６５番４地先 別府市大字南立石字引野２４５番２

46 県道野津宇目線 佐伯市本匠大字堂ノ間字虫月９６１番１地先 佐伯市宇目大字千束字ワラヒノ３０６５番１地先

玖珠郡玖珠町大字戸畑字垣添６２３０番１２ 日田市天瀬町馬原字高塚３７２６番４

日田市天瀬町馬原字畦髙３７２３番１１地先 日田市天瀬町合田字トイノ元１９７９番１０地先

48 県道両子山武蔵線 国東市安岐町両子字多新畑１６０２番２９ 国東市武蔵町古市字見ノ城１２５番７地先

49 県道中判田下郡線 大分市大字片島字長居ヶ迫２６４３番１地先 大分市下郡東１丁目１１５番地先

50 県道竹田犬飼線 豊後大野市朝地町下野字姉井迫８０番２地先 豊後大野市犬飼町下津尾字犬飼山４０５１番１

51 県道中津豊前線 中津市大字島田字狭間２６９番５ 中津市字古金谷町２２１２番４

52 県道古江丸市尾線 佐伯市蒲江大字葛原浦字森下１０４３番１地先 佐伯市蒲江大字丸市尾浦字江川１４７０番３地先

53 県道高森竹田線 竹田市荻町馬場字岩戸５６３番６地先 竹田市大字竹田字山手１５９６番１

臼杵市大字臼杵字祇園洲１７番２１ 臼杵市大字江無田字楠元２０８番１

臼杵市大字藤河内字田中４７０８番２ 大分市大字市尾字堤原１４０１番１

大分市大字市尾字堤原１４０１番１地先 大分市坂ノ市西２丁目１００番地先

55 県道大分挾間線 大分市大字奥田字相家田６３５番１地先 由布市挾間町挾間字立烏帽子４９０番１地先

56 県道鶴崎大南線 大分市南鶴崎１丁目１番地先 大分市大字毛井字寺の前３１９番１地先

57 県道別府湯布院線 由布市湯布院町川上字野々草１９４６番３地先 由布市湯布院町川北字高原８９９番９１地先

58 県道臼杵津久見線 臼杵市大字臼杵字浜７０１番６２ 津久見市大字上青江字鼻﨑４４７１番４

47 県道玖珠天瀬線

54 県道臼杵坂ノ市線

38 県道玖珠山国線

44 県道別府挾間線
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番号 路線名 起点 終点

佐伯市大字上岡字脇河内２６１１番１ 佐伯市弥生大字大坂本字植松１０２７番２

佐伯市大字鶴望字羽山４９５３番３ 佐伯市鶴岡町３丁目１５２１番３

60 県道糸原杵築線 国東市安岐町塩屋字伊予野原１１３３番１地先 杵築市大字馬場尾字土手３９９番１

61 県道久住高原野津原線 大分市大字上詰字尾頭１２６０番１地先 大分市大字竹矢字中原２１９５番１地先

62 県道色宮港木立線 佐伯市米水津大字色利浦字関網１５３３番１５ 佐伯市大字木立字亀ノ甲６３９８番地先

63 県道中津港線 中津市大字定留字早田５７３番３ 中津市大字犬丸字北又２３２５番３３

豊後大野市三重町赤嶺字上川原１７３８番 豊後大野市三重町百枝字役場３３９０番１５

豊後大野市三重町赤嶺字榎平２６９６番６地先 豊後大野市千歳町下山字飛瀬元２４０８番９

65 県道大在公共埠頭線 大分市大字竹下字松江１０２１番地先 大分市大字城原字大藏屋敷３８７番６地先

66 県道地蔵峠小田原線 豊後高田市黒土字三畑釜ヶ迫２９７６番２ 豊後高田市長岩屋字一ノ払１７２２番１地先

67 県道小挾間大分線 由布市挾間町古野字北屋敷ツル１１３番２地先 由布市挾間町医大ヶ丘２丁目２５３番６地先

68 県道赤木吹原佐伯線 佐伯市大字長谷字高下５８２７番１地先 佐伯市大字長谷字田渕前７５６５番３

69 県道梶寄浦佐伯線 佐伯市鶴見大字地松浦字ニレノ木１９４５番４地先 佐伯市字鳥越１０１１７番２

70 県道床木海崎停車場線 佐伯市弥生大字床木字水田３０１３番３ 佐伯市大字海崎字長ワリ道下３５６９番６地先

71 県道長良木立線 佐伯市大字堅田字竹脇６００９番２地先 佐伯市大字木立字須留木５９１６番５１地先

72 県道笠掛直見停車場線 佐伯市本匠大字笠掛字長野１６２８番１地先 佐伯市直川大字下直見字三反畑３０２０番７

73 県道松浦米水津線 佐伯市鶴見大字地松浦字ニレノ木１９４５番４地先 佐伯市米水津大字浦代浦字ビヤグチ１０１７番３

由布市湯布院町塚原字奈良山４番９地先 別府市大字天間字上野１番４

別府市大字天間字上野１番４ 別府市大字南畑字十文字原１７５３番１１

75 県道鳥越湯布院線 由布市湯布院町塚原字奈良山４番９地先 由布市湯布院町川上字山畔３０２２番４地先

76 県道宇佐インター線 宇佐市大字下拝田字上山ノ下７１３番 宇佐市大字山本字大原６１８番２

77 県道大分光吉インター線 大分市大字光吉字向川原９６８番１地先 大分市大字光吉字ヒイノ元５９３番１地先

78 県道穴井迫荻線 竹田市大字菅生字上菅生３２４番３ 竹田市荻町馬場字桜山４４３番６６地先

79 県道亀川別府線 別府市石垣西１０丁目１０００番３４１ 別府市田の湯町２１５４番２

80 県道栃野西大山線 日田市中津江村栃野字ツメノヒラ５６７０番３ 日田市大山町西大山字ヲク畑８４９６番地先

81 県道津久見インター線 津久見市大字上青江字ミスマ３７７３番１２ 津久見市大字上青江字衛後４５６９番３

82 県道小河内香々地線 豊後高田市黒土字小河内登立５６２３番３ 豊後高田市香々地字石田４０６３番４

64 県道三重新殿線

74 県道塚原天間線

59 県道佐伯弥生線

5



番号 路線名 起点 終点

83 県道赤根真玉線 豊後高田市黒土字小河内登立５６２４番５ 豊後高田市西真玉字大村筒井２４８６番４

84 県道円座中津線 中津市三光佐知字早田９６２番１地先 中津市三光佐知字六田１０３２番２地先

85 県道戸畑日田線 日田市田島１丁目２５７番 日田市元町３００番３

86 県道小畑日田線 日田市前津江町柚木字猿掛１４８６番１ 日田市大字高瀬字銭渕３３番１地先

87 県道臼木沖代線 中津市大字加来字加来原２２８３番２７４地先 中津市沖代町１丁目６７９番１

88 県道右田引治線 玖珠郡九重町大字右田字谷尻１８９０番２地先 玖珠郡九重町大字引治字本村６４９番７

89 県道萩原下郡線 大分市萩原２丁目１３５番地先 大分市大字下郡字年ノ神１５５２番１地先

90 県道湛水挾間線 大分市大字上詰字尾頭１２６０番１地先 大分市大字福宗字辻田１９６５番２地先

91 県道渋見成恒中津線 中津市本耶馬渓町下屋形字渋見１１３９番１ 中津市三光田口字中原８５３番１地先

92 県道西大山大野日田線 日田市前津江町大野字本村２１９７番９ 日田市前津江町柚木字猿掛１４８６番１地先
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