目
写真・図・諸元
■道

路

橋

アーチ橋
天城橋 ………………………………………………
天龍峡大橋 …………………………………………
利賀大橋 ……………………………………………
ローゼ橋
豆谷橋梁 ……………………………………………
入間川新橋 …………………………………………
ニールセン橋
土佐本山橋（Ｐ ～Ａ ）…………………………
連続トラス橋
羽黒山神路大橋 ……………………………………

■その他橋梁
ラーメン橋
国道
号渋谷駅東口歩道橋………………………

■道

路

橋

単純Ⅰ桁橋
鍋川側道橋 …………………………………………
常泉寺川橋 …………………………………………
手長橋Ｄランプ ……………………………………
高吉橋 ………………………………………………
二岐橋 ………………………………………………
洞内橋 ………………………………………………
単純Ⅰ桁橋（少数桁）
後沢本線橋 …………………………………………
単純合成Ⅰ桁橋
新ヒヤケ橋 …………………………………………
単純合成Ⅰ桁橋（少数桁）
朝山第 高架橋 ……………………………………
滝沢中央橋 …………………………………………
単純箱桁橋
下原橋 ………………………………………………
浪板橋 ………………………………………………
大沢第二橋 …………………………………………
鮎美橋 ………………………………………………
弁天橋 ………………………………………………
神園橋 ………………………………………………
石崎橋 ………………………………………………
面野井ランプ橋ＯＦＦランプ ……………………
三井ＩＣ（Ｂランプ）橋 …………………………
単純箱桁橋（細幅）
小山沢川橋 …………………………………………
新岩下橋 ……………………………………………
単純合成箱桁橋
青田川橋（下り線） ………………………………
楡木沢橋 ……………………………………………
連続Ⅰ桁橋
大岩新橋 ……………………………………………
潤田高架橋（Ｐ ～Ａ ） ………………………
新政成高架橋西（外回りＰ
～Ｐ
） ………
伊里前川橋 …………………………………………
中ノ川オフランプ橋 ………………………………
小鎚高架橋 …………………………………………
六角川大橋（Ｐ ～Ｐ ） ………………………
戸田橋（Ａ ～Ｐ ） ……………………………

次
船穂高架橋（ＰＡ ～ＰＡ ）……………………
戸切高架橋オンランプ（Ａ －Ａ ａ）…………
黒川高架橋（Ｐ ～Ｐ ）…………………………
千代高架橋 …………………………………………
白旗橋 ………………………………………………
梨ノ木沢橋 …………………………………………
大安ＩＣ・Ａ ランプ橋（Ａ ～Ｐ ）…………
大古屋橋 ……………………………………………
府領第一橋 …………………………………………
学橋（Ｐ ～Ａ ）…………………………………
虫生津橋 ……………………………………………
楠橋 …………………………………………………
連続Ⅰ桁橋（少数桁）
野黒沢高架橋（Ａ ～Ｐ ）………………………
大泉高架橋（Ｐ ～Ｐ ）…………………………
大泉高架橋（Ｐ ～Ｐ ）…………………………
南大社高架橋（内・外回りＰ ～Ｐ ）…………
中ノ川高架橋（上り線）……………………………
南大社高架橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………
東一色高架橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………
南大社高架橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………
大木高架橋（Ｐ ～Ｐ ）…………………………
（仮称）新鏑川橋（Ａ ～Ｐ ）……………………
南大社高架橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………
福田第 高架橋（Ｐ Ｒ～Ｐ ）…………………
福田第 高架橋（外回りＰ Ｌ～Ｐ ）…………
広見第 高架橋（Ｐ ～Ａ ）……………………
木場 高架橋（内回りＰ
～Ｐ
）……………
長深高架橋（ＡＤ ～ＰＤ ）……………………
宮原沢川橋 …………………………………………
北桧第 高架橋（ＰＵ ～Ｐ ）…………………
五霞跨道橋（下り線）………………………………
田中川高架橋（上り線）……………………………
今岡第 高架橋 ……………………………………
神鍋高原ＩＣ橋 ……………………………………
連続合成Ⅰ桁橋（少数桁）
蘭島川橋 ……………………………………………
戸馳大橋 ……………………………………………
新石狩大橋ＬＣ橋（Ｐ ～Ａ ）…………………
塩谷川橋（下り線）…………………………………
金渓川橋（暫定上り線）……………………………
連続箱桁橋
臨海橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………………
六角川大橋 芦刈工区（Ｊ ～Ｊ ）……………
真野川橋 ……………………………………………
岩出橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………………
大槌高架橋（Ａ ～Ｊ ）…………………………
四日市・いなばポートライン（Ｐ ～Ｐ ）……
長深高架橋（ＰＤ ～ＰＤ ）……………………
小佐野高架橋（Ａ ～Ｐ ）………………………
平戸大橋（Ａ ～Ｐ ）……………………………
岡崎大橋（Ｐ ～Ｐ ）……………………………
絶海池第 橋（ＢＰ ～ＣＰ ）…………………
諸井橋（Ａ ～Ｊ ）………………………………
高原大橋 ……………………………………………
大野神戸Ｂランプ橋（Ｏ－ＢＡ ～Ｏ－Ｐ ）…
霞ヶ浦北ふ頭地区道路橋（Ｐ ～Ａ ）…………
諫早ＩＣ橋（Ｐ ～Ａ ）…………………………
御庄川橋（Ｐ ～Ａ ）……………………………
下畑駒原橋 …………………………………………

明午橋 ………………………………………………
湯の国橋 ……………………………………………
連続箱桁橋（細幅）
稲荷木高架橋（外回りＰ ～Ａ ）………………
新別保大橋 …………………………………………
北山川大橋 …………………………………………
小指橋 ………………………………………………
長深高架橋（ＰＤ ～ＰＤ ）……………………
横浜環状川向地区（外回り線ＰＨ本 ～ＰＨ本 ）…
城陽ジャンクションＡランプ橋（ＡＡ ～ＡＰ ）…
連続合成箱桁橋
赤坂北第一高架橋（外回りＰ Ｌ～Ｐ Ｌ）……
鹿背山高架橋 ………………………………………
連続合成箱桁橋（開断面）
布師田第 高架橋（ＣＰ ～ＣＰ ）……………
布師田第 高架橋（ＣＰ ～ＣＰ ）……………
連続合成箱桁橋（細幅）
新高森高架橋（Ｐ ～Ｐ ）………………………
伊勢原ＪＣＴ Ｄランプ橋…………………………
複合橋（合成床版橋）
雁南橋 ………………………………………………
出島橋 ………………………………………………
柊山橋 ………………………………………………
複合橋（ポータルラーメン橋）
人吉球磨ＳＩＣ 跨道橋 …………………………
複合橋（ラーメン橋）
伍助沢橋 ……………………………………………
北川橋 ………………………………………………
深沢川橋（下り線）…………………………………

■その他の橋梁
はまひるがお歩道橋 ………………………………
海田第 鋼下部 ……………………………………

■保全工事事例
熊本高森線 桑鶴大橋復旧工事 …………………
樋島大橋補修工事 …………………………………
与島橋（ 径間部）他 橋耐震補強工事 ………

資
■道

料
路

橋

．単純Ⅰ桁橋 ……………………………………
．単純合成Ⅰ桁橋 ………………………………
．単純箱桁橋 ……………………………………
．単純合成箱桁橋 ………………………………
．連続Ⅰ桁橋 ……………………………………
．連続合成Ⅰ桁橋 ………………………………
．連続箱桁橋 ……………………………………
．連続合成箱桁橋 ………………………………
．連続トラス橋 …………………………………
．ローゼ橋 ………………………………………
．ニールセン橋 …………………………………
．アーチ橋 ………………………………………
．ラーメン橋 ……………………………………
．複合橋 …………………………………………

■鉄

道

橋……………………………………………

■その他の橋梁…………………………………………
■架設工法一覧表………………………………………

統

計

◆合理化橋梁実績………………………………………
◆橋梁受注実績…………………………………………
◆橋種別受注実績………………………………………
◆発注先別道路橋受注実績……………………………
◆形式別最長スパンランキング………………………
協 会 会 員 ……………………………………………
賛 助 会 員 ……………………………………………

