




  以下、橋梁別の写真記録



No 河川名 橋　名 材料 橋　種 完成年 特記事項 備　考

35 木津川 大正橋 メタル 鈑桁 Ｓ４９ 50選

36 木津川 千代崎橋 メタル 鈑桁、ゲルバー Ｓ２

37 木津川 伯楽橋 メタル 箱桁 Ｈ１８

38 木津川 松島橋 メタル 鈑桁、ゲルバー Ｓ５

39 木津川 大涉（おおわたり）橋 メタル 鈑桁、ゲルバー Ｓ４

40 木津川 木津川大橋 メタル 鈑桁 Ｓ４４

41 木津川 木津川橋 メタル 鈑桁 Ｓ４１ 50選

42 木津川 昭和橋 メタル 下路アーチ Ｓ７ リベット 50選

43 土佐堀川 端建蔵（はたてくら）橋 メタル 鈑桁 Ｔ１０

44 堂島川 船津橋 メタル 鈑桁、ゲルバー Ｓ３８

45 堂島川 上船津橋 メタル 鈑桁 Ｓ５７

46 堂島川 堂島大橋 メタル、Co 下路アーチ：ローゼ Ｓ２ 沓が水没

47 堂島川 玉江橋 メタル ゲルバー鈑桁 Ｓ４、Ｓ４４ 上下線ｾﾊﾟﾚｰﾄ 50選

48 堂島川 田蓑橋 メタル 鈑桁 Ｓ３９

49 堂島川 渡辺橋 メタル 鈑桁 Ｓ４１ 50選

50 堂島川 中之島ｶﾞｰﾃﾞﾝﾌﾞﾘｯｼﾞ メタル 鈑桁 Ｈ２ 歩道橋

51 堂島川 大江橋 ＳＲＣ 上路アーチ Ｓ１０
50選

一般国道25号御堂筋

52 堂島川 水晶橋 メタル 上路アーチ Ｓ４ 歩道橋 50選

53 堂島川 鉾流（ほこながし）橋 メタル ゲルバー鈑桁 Ｓ４ 50選

54 堂島川 難波橋 メタル 鈑桁、上路アーチ Ｔ４ 50選

箱桁 Ｓ４５ 本線

ゲルバー鈑桁 Ｓ１０ 側道

56 大川 川崎橋 メタル 斜張橋箱桁 Ｓ５３ 歩道橋 50選

57 大川 桜宮橋 メタル ３ヒンジ下路アーチ Ｓ５ 50選

58 大川 新桜宮橋 メタル 下路アーチ Ｈ１８ 全溶接 一般国道１号銀橋

外１ 寝屋川 京橋 メタル 鈑桁 Ｔ１３，Ｓ５６ 50選

外２ 第二寝屋川 新鴫野橋 メタル 鈑桁 Ｓ６３ 50選

外３ 大川 源八橋 メタル 鈑桁 Ｓ１１，Ｓ４６ 50選

55 大川 天満橋 メタル

撮影橋梁一覧表
平成２９年１０月２０日（金）11:00～14:00 注）阪神都市高速道路橋梁を除く 船名：あまのかわ

No 河川名 橋　名 材料 橋　種 完成年 特記事項 備　考

1 大川 天神橋 メタル ２ヒンジ上路アーチ Ｓ９ 50選

2 東横堀川 葭屋（よしや）橋 メタル 鈑桁 Ｓ４１ 50選

3 東横堀川 今橋 メタル 箱桁 Ｈ６ 50選

4 東横堀川 高麗橋 ＲＣ 上路アーチ Ｓ４ 50選

5 東横堀川 水門 水位調整

6 東横堀川 平野橋 メタル 上路アーチ（ランガー） Ｓ１０ リベット 50選

7 東横堀川 大手橋 ＲＣ 上路アーチ Ｔ１５

8 東横堀川 本町橋 メタル ２ヒンジ上路アーチ Ｔ２ 50選

9 東横堀川 農人橋 メタル 鈑桁 Ｓ４４

10 東横堀川 久宝寺橋 ＲＣ ゲルバー Ｓ１４

11 東横堀川 安堂寺橋 メタル 鈑桁 Ｓ４２

12 東横堀川 末吉橋 Ｃｏ アーチ Ｓ２

13 東横堀川 九ノ助橋 メタルとＣｏ ２ヒンジ上路アーチ Ｓ２

14 東横堀川 東堀橋 メタル ２ヒンジ上路アーチ Ｓ１１

15 東横堀川 瓦屋橋 メタル 鈑桁 Ｓ４１

16 東横堀川 上大和橋 メタル 鈑桁 Ｈ６

17 カーブミラー

18 道頓堀川 下大和橋 メタル 鈑桁 Ｓ６２ 50選

19 道頓堀川 日本橋 メタル 鈑桁 Ｓ４４ 50選

20 道頓堀川 相合（あいあう）橋 メタル 鈑桁 Ｓ３７ 歩道橋 50選

21 道頓堀川 太左衛門橋 メタル 鈑桁 Ｓ３３，Ｈ１６ 歩道橋

22 道頓堀川 戎橋 メタル 鈑桁 Ｈ１９ 50選

23 道頓堀川 道頓堀橋 メタル 鈑桁 Ｓ１１ 一般国道25号御堂筋

24 道頓堀川 新戎橋 メタル 鈑桁 Ｓ３８

25 道頓堀川 大黒橋 メタル 鈑桁 Ｈ２４ 50選

26 道頓堀川 深里（ふかり）橋 メタル 鈑桁、ゲルバー Ｓ５

27 道頓堀川 浮庭橋 メタル 吊り橋 Ｈ２０ 歩道橋

28 道頓堀川 住吉橋 メタル 鈑桁 Ｔ１４

29 道頓堀川 西道頓堀橋 メタル 鈑桁 Ｓ３４

30 道頓堀川 幸（さいわい）橋 メタル 鈑桁 Ｓ４３

31 道頓堀川 幸西（こうさい）橋 メタル 鈑桁 Ｓ４５

32 道頓堀川 汐見橋 メタル 鈑桁 Ｓ３９

33 道頓堀川 日吉橋 メタル 鈑桁、ゲルバー Ｓ１０

34 道頓堀川 水門 水位調整
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