
 １ 

この文書は１４ページあります 
 

FR27:川を渡る橋・大阪府 
 

 Ｎｏ  橋名  読み  県名  所在地 路線名／番号 架橋河川 西暦年 橋長、幅員  構造形式・構成 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

R0001 大和川橋   やまとがわ 大阪 住之江区・堺市 阪神高速 4号湾岸線 大和川     

R0002 阪堺大橋    はんかいおお 大阪 住之江区・堺市 府道 29号 大和川 1927 222.5 12.5+2@074 ｌ＝16+12@15.86+16  

R0003 大和川大橋 やまとがわおお 大阪 住之江区・堺市 国道 26号 大和川 1937 204.5 14*2@2.5  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23.8+5@31.2+23.8 

R0004 新大和川大橋  しんやまとがわおお 大阪 住之江区・堺市 阪神高速 15号堺線 大和川 1970 599.5 2x7.8  

              PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝90+114+110+88+120+82.4 

R0005 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 住之江区・堺市 南海鉄道本線 大和川 1977  2x単線 トラス +鈑桁 

R0006 大和橋  やまと 大阪 住之江区・堺市   大和川 1974 192 6.5+2@1.5 鋼斜張橋 ｌ＝54+83+54 

R0007 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 住之江区・堺市 阪堺電気軌道 大和川 1911 199 複線 鈑桁 ｌ＝18.3+7ｘ21.3+18.3 

R0008 遠里小野橋 おりおの 大阪 住吉区・堺市 府道 30号 大和川 1930 188.2 10.9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23.8 ｎ＝8 

R0009 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 住吉区・堺市 南海鉄道高野線 大和川 1900 228 単線 鈑桁 ｌ＝22.3+8ｘ23+22.3 

R0010 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 住吉区・堺市 ＪＲ阪和線 大和川 1929 201.4 2x単線 鈑桁 ｌ＝19.5 ｎ＝9 

R0011 吾彦大橋  あびこおお 大阪 住吉区・堺市 府道 28号 大和川 1976 195 25.5  

R0012 行基大橋    大阪 東住吉区    大和川    鈑桁 

R0013 下高野橋  しもこうや 大阪 東住吉区    大和川 1927 180.4 5.2 鈑桁 ｌ＝12.2+13ｘ12+12.2  

R0014 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 東住吉区・松原市 近鉄南大阪線 大和川 1923 196.6 複線 鈑桁 ｌ＝19 ｎ＝10 

R0015 瓜破大橋    大阪 平野区  阪神高速 14号松原線 大和川     

R0016 植田橋  うえだ  大阪 平野区    大和川 1873 172.7 0.9 木橋 

R0017 高野大橋  こうやおお 大阪    国道 309号 大和川 1968 196.8 7.5+2@1.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23+5@30+23 

R0018 明治橋  めいじ 大阪 平野区    大和川 1930 170 5.5 鈑桁 ｎ＝14 

R0019 第一新明治橋 しんめいじ 大阪 平野区・松原市 府道 2号 大和川 1968 384.6 13.8  

            連続鈑桁 ｌ＝44+54+44 合成鈑桁 ｌ＝（41.7+2ｘ37）+（2ｘ43.2+34.2） 

R0020      大阪    近畿自動車道 大和川 1966 225.8 18 連続鈑桁 ｌ＝54 ｎ＝5 

R0021 新明治橋    大阪    府道 2号 大和川 1975 143 12.8 連続鈑桁 ｌ＝44+54+44 

R0022 大正橋    大阪 八尾市・藤井寺市   大和川 1952 193 10.2 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝29.4 ｎ＝7  

R0023 大和川ガス管橋   大阪 八尾市・藤井寺市   大和川     

R0024 大和川共同橋   大阪 藤井寺市    大和川 1977 292 2ｘΦ ランガー桁 ｌ＝65  

R0025 新大井橋  しんおおい 大阪 藤井寺市  大阪外環状線 大和川 1969 194.9 13.5+3 合成鈑桁 ｌ＝30+4ｘ32.4+31.6  

R0026 河内橋  かわち 大阪 柏原市・藤井寺市   大和川 1938 200.7  鈑桁 ｌ＝27.1 ｎ＝9 

R0027 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 柏原市・藤井寺市 近鉄道明寺線 大和川 1922   鈑桁 ｌ＝18 ｎ＝10 

R0028 新大和橋    大阪 柏原市・藤井寺市   大和川 1974 204 2（歩道） 鈑桁 ｎ＝12 

R0029 柏水管橋    大阪 柏原市    大和川  280  逆三角形トラス橋 

R0030 大和川橋梁 やまとがわ 大阪 柏原市  近鉄大阪線 大和川 1927 ≒203 2ｘ単線 鈑桁 ｌ＝13ｘ17.75 

R0031 国分橋     大阪 柏原市    大和川 1870 176 1.8 木橋 

R0032 国豊橋  くにとよ 大阪    国道 25号 大和川 1999   鈑桁 

R0033 第六大和川橋梁 やまとがわ 大阪 柏原市    ＪＲ関西本線 大和川 1923  単線  

R0034 芝山橋    大阪 柏原市 芝山衛生センター専用橋 大和川    永久橋 桁橋 ｎ＝4 

R0035 第五大和川橋梁 やまとがわ 大阪 柏原市 ＪＲ関西本線 大和川 1966  単線  

R0036 青谷橋    大阪 柏原市    大和川    吊橋 鋼塔 

R0037 国分寺大橋   大阪 柏原市    大和川    鈑桁 ｎ＝2 

R0038 弁天橋    大阪 柏原市    大和川 1954   ポニートラス ｎ＝2 

R0039 第四大和川橋梁 やまとがわ 大阪 柏原市    ＪＲ関西本線 大和川 1932 233 2ｘ単線  

      鈑桁 ｌ＝2ｘ13.4+22.7+26.5+8.6+37+14.5+22.8+3ｘ17.8+13.4+37+14.5+22.8+3ｘ17.8+13.4 途中 トラスで支える 

R0040 亀の瀬橋    大阪 柏原市 亀の瀬地すべり工事用 大和川 1963  トラス +鈑桁 

R0060 中島大野高架橋   大阪 西淀川区    神崎川 1991  12～27 鋼連続箱桁 

R0061 城島橋  じょうじま 大阪 西淀川区    神崎川 1964 69.8 10   

                 ゲルバー鈑桁 l＝20.9+27.5+20.9 

R0062 城島小橋  じょうじまこ 大阪 西淀川区    神崎川 1965 68.3 2.5  鈑桁 l＝17.3 n＝5 

R0063 中島出来島大橋 なかじまできじまおお 大阪 西淀川区 国道 43号 神崎川 1969 427.7 2x20.5  

          鋼合成箱桁 ，合成鈑桁 ｌ＝20+30+17+3ｘ46.2+27.7+43.2+43.25+25+2ｘ30+30.1 

R0064 神崎川橋    かんざきがわ 大阪 西淀川区 阪神高速大阪神戸線 神崎川 1964 510.5 28 鈑桁 l＝93.6 n＝6 

R0065 神崎川橋梁  かんざきがわ 大阪 西淀川区   阪神なんば線 神崎川 1996 197 複線 トラス l＝66+61+70 

R0066 千北橋  せんぽく 大阪 西淀川区    神崎川 1938 136.5 7  ゲルバー鈑桁 l＝32 n＝5 

R0067 千船大橋  ちぶねおお 大阪 西淀川区    神崎川 1938 149.8 7   

                 ゲルバー鈑桁 l＝26.5+3@32+26.5  

R0068 神崎川橋梁   大阪 西淀川区   阪神電鉄本線 神崎川 1977 ≒186 複線 鈑桁 l＝36.5 n＝5 

R0069 神崎大橋 かんざきおお 大阪 西淀川区  国道 2号 神崎川 1949 218.8 20.2 鈑桁 

R0070 下神崎川橋梁 しもかんざきがわ 大阪 西淀川区 ＪＲ東海道本線 神崎川 1929 254.2 2ｘ単線 鈑桁 l＝20.5 n＝12 

R0071 神崎橋  かんざき 兵庫・大阪 尼崎市・淀川区 府道 41号 神崎川 1978 327.9 21.5  

             鋼連続合成箱桁 l＝76.5+88+76.5 +合成箱桁 l＝（1+1）ｘ40  



 ２ 

R0072 神崎川橋梁  かんざきがわ 兵庫・大阪 尼崎市・淀川区 山陽新幹線 神崎川 1972 ≒561 複線 合成鈑桁 l＝54.9 n＝12 

R0073 毛斯倫大橋   もすりんおお 兵庫・大阪 尼崎市・淀川区  神崎川 1970 198.8 8  

               鋼連続合成箱桁 l＝60.6+76.5+60.6  

R0074 大豊橋  おおとよ 大阪 豊中市・淀川区 主要府道大阪池田線 神崎川 1963 163.8 2x(7+2)  

                 ゲルバー鈑桁 l＝36.6 n＝5  

R0075      大阪 豊中市・淀川区 阪神高速池田線 神崎川 1967 163.8 16.35 （中央に挟む）合成鈑桁 l＝36.6 n＝5  

R0076 神州橋  かみす 大阪 豊中市・淀川区   神崎川 1973 170.8 6.5+2@1.5  

                 鋼連続箱桁 ｌ＝53.38+62.9+53.38  

R0077 神崎川水管橋   大阪 豊中市・    神崎川    水道管 トラス n＝6 

R0078 下神崎川橋梁 しもかんざきがわ 大阪 豊中市・淀川区 阪急神戸線 神崎川 1920 163.4 2ｘ単線 鈑桁 ｌ＝16ｘ9.1 

R0079 新三国橋  しんみくに 大阪 豊中市・淀川区 国道 176号 神崎川 1932 153.2 11.8*2@2  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝14.5+3@40+14  

R0080 神崎川橋梁  かんざきがわ 大阪 豊中市・淀川区 阪急宝塚線 神崎川 1910 133.1 複線 鈑桁 ｌ＝11 ｎ＝13 

R0081 三国橋  みくに  大阪 淀川区    神崎川 1960 1357 5.5 合成鈑桁 l＝4ｘ19.6+5ｘ11  

R0082 榎木橋  えのき 大阪 吹田市・淀川区 府道熊野大阪線 神崎川 1984 121.4 7+2@2.5  

                 連続鈑桁 l=35.7+49+35.7 鋼床版 

R0083 十八条大橋 じゅうはちじょうおお 大阪 淀川区 国道 423号 神崎川 1970 192.5 2x(14+2.25) 連続鈑桁 l＝49.5 ｎ＝4 

R0084      大阪 淀川区  地下鉄新御堂筋線 神崎川    中央に挟む 

R0085 大吹橋  おおふき 大阪 吹田市・淀川区   神崎川 1959 123 6.5 合成鈑桁 l＝17.5 n＝9 

R0086 上神崎川橋梁 かみかんざきがわ 大阪 吹田市・東淀川区 ＪＲ東海道本線 神崎川 1930 ≒121 2ｘ複線   

             複線型ワ－レントラス ｌ＝29。7 電車線 ｎ＝4 汽車線 ｎ＝4 

R0087 上神崎川橋   大阪    国鉄梅田貨物線 神崎川 1928 120.3 複線  トラス ｌ＝29.8 ｎ＝4 

R0088 上神崎川橋   大阪    国鉄北方貨物線 神崎川 1928 120.3 2ｘ単線 鈑桁 ｌ＝29.9 ｎ＝4 

R0089 新大吹橋    しんおおふき 大阪 吹田市・東淀川区   神崎川     

R0090 神崎川橋梁  かんざきがわ 大阪 吹田市・東淀川区 ＪＲ城東貨物線 神崎川 1927 138 単線 鈑桁 l＝19.2 n＝7 

R0091 緑風橋  りょくふう 大阪 吹田市・東淀川区   神崎川 1990 135 3（歩道） 鋼連続箱桁 l＝41.5+51+41.5 

R0092 上神崎川橋 かみかんざきがわ 大阪 吹田市・東淀川区 東海道本線 神崎川 1876 395 単線  

              錬鉄ピン結合ポニ－ワ－レントラス ｌ＝30.2 ｎ＝13  

R0093 新神崎川橋梁   大阪 吹田市・東淀川区 北大阪鉄道 神崎川 1921 131 単線 鈑桁 ｎ＝13  

R0094      大阪    新京阪鉄道 神崎川 1925 131 複線化 鈑桁 ｎ＝13  

R0095      大阪    阪急千里線 神崎川 1943    

R0096 吹田大橋  すいたおお 大阪 吹田市    神崎川 1936 124.1 15.6+2@2  

               ゲルバー鈑桁 ｌ＝21.6+3@26.8+21.6 

R0097 高浜橋  たかはま 大阪 吹田市    神崎川 1998   鋼斜張橋 n＝2 

R0098 神崎川橋梁  かんざきがわ 大阪 東淀川区  阪急京都線 神崎川 1928 102.1 複線 鈑桁 l＝17.8 n＝6 

R0099 小松橋  こまつ 大阪 東淀川区    神崎川 1962 78 7 連続合成鈑桁 l＝2@38.5 

R0100 西江口橋  にしえぐち 大阪 東淀川区    神崎川 1989 78 12.5 合成鈑桁 l＝43 n＝2 

R0101 神崎川橋梁  かんざきがわ 大阪 東淀川区   東海道新幹線 神崎川 1964 135.4 複線 鈑桁 l＝35 l＝30 n＝4 

R0102 江口橋  えぐち  大阪 東淀川区  府道 16号 神崎川 1965 73.5 14+2@1.5 合成鈑桁 l＝30.8+30.8+10.37 

R0103 津居新橋    大阪 摂津市    神崎川     

R0104 中島川橋    兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区 阪神高速湾岸線 中島川     

R0105 中島新橋  なかｊましん 兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区  中島川    鋼桁橋 

R0106 左門殿川と合流   大阪      中島川     

R0107 中島大橋    大阪 西淀川区  国道 43号 中島川    鋼桁橋 

R0108 ?     大阪 西淀川区  阪神高速神戸線 中島川     

R0109 ?     兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区 阪神高速湾岸線 左門殿川     

R0110 辰己橋  たつみ 兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区 国道 43号 左門殿川 1963 110.4 33,6+2@2.5 鋼合成箱桁 ｌ＝3ｘ36  

R0111 左門殿川橋梁   兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区 阪神なんば線 左門殿川 1996 ≒148 複線 連続トラス ｌ＝2@74  

R0112 左門小橋    兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区  左門殿川 1964 121 2 鈑桁 ｌ＝21 ｎ＝7 

R0113 左門殿川橋梁   兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区 阪神電鉄本線 左門殿川 1905 複線  

R0114 左門橋  さもん  兵庫・大阪 尼崎市・西淀川区 国道 2号 左門殿川 1927 138.6 20.2  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝15，1+7ｘ15.4+15.1 

R0115 両島橋  りょうじま 大阪 西淀川区  府道 10号 西島川 1974 24 8 鋼床版鈑桁  

R0116 西島橋  にししま 大阪 西淀川区    西島川 1982 60 9 連続合成鈑桁 

R0131 川崎橋  かわさき 大阪 大阪市  府道 801号 旧淀川 1987 129.15 3 鋼斜張橋 ｌ＝87.5+40.65  

R0132 淀川橋  よどがわ 大阪 西淀川・此花区 阪神高速大阪湾岸線 淀川     

R0133 新伝法大橋 しんでんぽうおお 大阪 西淀川・此花区 国道 43号 淀川  1969 860.3 2@7.25 鋼箱桁 ｌ＝4ｘ66.6+5ｘ64.8+4ｘ65.9 

R0134 伝法大橋    でんぽうおお 大阪    国道 43号 淀川  1959   鈑桁のｂ＝6.5 をｂ＝12+2@2.5に拡幅 

R0135 新淀川橋梁  しんよどがわ 大阪 西淀川・此花区 阪神電鉄西大阪線 淀川 1924 ≒759 複線  

                トラス ｌ＝31.6 ｎ＝6 鈑桁 ｌ＝15 ｎ＝34 

R0136 淀川橋  よどがわ 大阪 西淀川・此花区 阪神高速大阪神戸線 淀川 1981  25.8 鋼箱桁 ｌ＝65.8 

R0137 淀川橋梁  よどがわ 大阪 西淀川区・福島区 阪神電鉄本線 淀川 1967 778.1 複線 トラス ｌ＝60+10ｘ64.5+60 

R0138 西成橋  にしなり 大阪 西淀川区・福島区   淀川  1908 782.3 5.5 鈑桁 

R0139 淀川大橋    よどがわおお 大阪    国道 2号 淀川  1926 729.7 16.5+2@1.8軌道併用  

            上路ダブルワーレントラス ｌ＝6ｘ32.9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝2ｘ（3@22） 

R0140 新淀川橋    大阪 西淀川区・福島区 阪神高速池田線 淀川 19ｘｘ 766.3 16.6 鋼合成箱桁 ｌ＝5ｘ64.7+42.95+67.2 

R0141 下十三大橋   大阪 淀川区・福島区 ＪＲ東海道本線 淀川 1874 191 単線 錬鉄ピントラス ｌ＝20.9 ｎ＝9  

R0142 下淀川橋梁   大阪   淀川 1935  複線  



 ３ 

            (複々線化)トラス ｌ＝22ｘ32+1ｘ28+1ｘ21.5+1ｘ16 単線型鈑桁 ｎ＝2  

R0143 十三専用橋   大阪 淀川区・北区 ＮＴＴ  淀川  1984  ケーブル 鋼下路トラスドランガー桁橋 

R0144 新十三大橋 しんじゅうそうおお 大阪 淀川区・北区 国道 176号 淀川  1967 792.8 13.5+2@2.35  

        十三大橋に平行して架設 連続 2主桁鈑桁 ｌ＝（90+90+89.5）+（89.5+90+89.5）+（89.5+81+81） 

R0145 十三大橋   じゅうそうおお 大阪 淀川区・北区 国道 176号 淀川  1932 681.2 14.5+2@2.75  

      鋼下路 ブレースドリブタイドアーチ ｌ＝5ｘ64 ゲルバー鈑桁 ｌ＝（5+5）@32.5 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ（12.8+24.5） 

R0146 新淀川橋梁  しんよどがわ 大阪 淀川区・北区 阪急電鉄神戸線 淀川 1926 ≒688 複線  

              複線型トラス ｌ＝10ｘ30.4 2ｘ単線型鈑桁 ｌ＝22ｘ15 

R0147 新淀川橋梁  しんよどがわ 大阪 淀川区・北区 箕面有馬電気軌道 淀川 1910  複線 トラス 

R0148      大阪 淀川区・北区 阪急電鉄宝塚線 淀川 1926 ≒688 複線  

              複線型トラス ｌ＝10ｘ30.4 2ｘ単線型鈑桁 ｌ＝22ｘ15 

R0149 新淀川橋梁  しんよどがわ 大阪 淀川区・北区 阪急電鉄京都線 淀川 1959 ≒688 複線 （3複線化）  

                  鈑桁 ｌ＝28ｘ32.1+28ｘ15.8  

R0150 本庄水管橋   大阪 淀川区・北区   淀川     トラス 

R0152 新淀川大橋 しんよどがわおお 大阪   地下鉄御堂筋線 淀川  1964 733.8 複線 ゲルバーランガー ｌ＝57.5+115+57.5 

R0153 新淀川大橋   大阪    国道 423号 淀川 1964 733.8 14+1.5  

          鋼連続箱桁 ｌ＝58+115+58 鋼逆台形箱桁 ｌ＝42.1+24.5+18.2+12ｘ32.3+16.8+19  

R0154 上淀川橋梁   大阪 淀川区・北区 ＪＲ東海道本線（貨物線） 淀川 1923 ≒730 複線 トラス ｌ＝2ｘ47.4+（3+16）ｘ31.6  

R0155 上十三川橋梁   大阪     ＪＲ東海道本線 淀川  1876 152 単線  

            錬鉄ポニーワーレントラス（ピン結合） ｌ＝30.2 ｎ＝5 1901年撤去 

R0156 上淀川橋梁  かみよどがわ 大阪     ＪＲ東海道本線 淀川  1956 ≒730 複線 2x単線型鈑桁 ｌ＝22ｘ32 

R0157 淀の継橋    大阪      淀川   645   木桁橋 孝徳天皇による。  

R0158 長柄橋バイパス橋  大阪 東淀川区・北区  府道 14号 淀川 1964 358.9 8.5 鋼連続曲線箱桁 ｌ＝33+32+36 Ｒ＝40 ゲ

ルバー合成鈑桁 ｌ＝30+42.2+41 合成箱桁 ｌ＝36 合成鈑桁 ｌ＝36+35.2 

R0159 長柄橋    大阪    府道 14号 淀川  1983 655.6 17+3  

   鋼二ールセンローゼ ｌ＝153 バスケットハンドル形式 2主桁連続鈑桁 ｌ＝（70.37+2@74+76.5）+（70+61.03） 鋼箱桁 ｌ＝1ｘ76.7 

R0160 淀川橋梁    大阪 東淀川区・北区 京阪神急行電鉄千里線 淀川 1979 ≒666 複線 トラス ｌ＝3ｘ69.3+5ｘ76+1ｘ66.4 

R0161 長柄共同橋   大阪 東淀川区・北区    淀川  1978 621.4  

                鋼ランガー桁 ｌ＝3ｘ70.5+3ｘ78.4+79.8+78.4 

R0162 淀川大堰管理橋   大阪 東淀川区・都島区   淀川  1983 666 7 ｌ＝60.3 

R0163 淀川橋梁 よどがわ  大阪 東淀川区・都島区 ＪＲ城東貨物線 淀川 1929 ≒611 単線+歩道  

              複線型トラス ｌ＝18ｘ31.6 歩道は赤川橋と称すｂ＝1.8 

R0164 菅原城北大橋 すがはらしろきたおお 大阪 東淀川区・旭区 市道上新庄生野線 淀川 1989 1206 25.5  

     鋼斜張橋 ｌ＝160.8+238+157.6 ＰＣ連続合成箱桁 Ｌ＝81 ｎ＝2 ＰＣ連続オープンアーチ Ｌ＝157 ｎ＝5  

     ＰＣ連続ラーメン橋 ｌ＝（68.5+108.7+41）+（37.2+82+64.5） ＲＣ中空床版橋 Ｌ＝88 ｎ＝4. 

R0165 豊里大橋  とよさとおお 大阪 東淀川区・旭区 府道 1号(国道 479号) 淀川 1970 561 2@(7.5+1.5)  

             鋼斜張橋 ｌ＝80.5+216+80.5 2主桁鈑桁 ｌ＝（60）+（2@60） 

R0166 水道瓦斯共同橋   大阪 摂津市・守口市   淀川    トラス 

R0167 鳥飼専用橋   大阪 摂津市・守口市   淀川  1959  ガス管 トラス 

R0168 鳥飼大橋    とりかいおお 大阪 摂津市・守口市 府道 2号 淀川  1966 547 9.25  

              鋼連続箱桁 ｌ＝（44+66+65）+（65+66+65）+（65+66+64） 

R0169 新鳥飼大橋   大阪     近畿自動車道 淀川  1970 560 9.75  

            連続合成鈑桁 ｌ＝（45.1+66.5+65）+（65+65.5+65）+（65+66.5+45.1） 

R0170 淀川橋梁    大阪 摂津市・守口市 大阪モノレール淀川  1997 632   

           鋼バスケットハンドルニールセンローゼ ｌ＝85.3+129.6+195.1+129.6+85.3 

R0171 鳥飼仁和寺大橋   大阪 摂津市・寝屋川市 府道 15号 淀川  1987 688 2@(7.25+3)  

            鋼斜張橋 124.8+200+61.7 鋼箱桁 ｌ＝61.7 鋼連続箱桁 ｌ＝3@79 

R0172 淀川新橋    大阪 茨木市・寝屋川市 府道 19号 淀川  1985 947.29 2x7  

               鋼連続箱桁 ｌ＝3ｘ（62.8+63.2+62.8）+（64.7+64.5） 

R0173 枚方大橋    ひらかたおお 大阪 高槻市・枚方市 国道 170号 淀川  1968 689 2x(7+2.25)  

          鋼連続箱桁 ｌ＝（48.2+76.4+75.95）+（75.95+76.4+75.95）+（75.95+76.4+53+52） 

R0174 山崎橋  やまざき 大阪 島本町    淀川   725 327  行基による ただちに流失 

R0175 ？     大阪      淀川    狐川の渡し 

R0176 ？     大阪      淀川    橋本の渡し 1955年頃まで 

R0190 新鴫野橋  しんしぎの 大阪 大阪市中央区   第二寝屋川 1988 61 8 鈑桁 n＝2 

R0191 大阪城新橋   大阪 大阪市中央区   第二寝屋川     

R0192 弁天橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川     

R0193 ？     大阪 大阪市城東区  JR大阪環状線 第二寝屋川 1914  複線  

R0194      大阪      JR引込み線 第二寝屋川     

R0195 下城見橋    大阪 大阪市城東区 市道上新庄生野線 第二寝屋川     

R0196 城見橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1961 "36,2" 6 鋼桁橋 

R0198 上城見橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1961 36.1 5.5 鋼桁橋 

R0199 鴫野大橋    大阪 大阪市城東区 市道大阪環状線 第二寝屋川 1961 37 23 鈑桁 ｌ＝17.9 ｎ＝2 

R0200 鴫野東橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川     

R0201 新開橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1961 36.2 7 ＰＣ桁 

R0202 新運橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川     

R0203 城運橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1961 "36,2" 10 ＰＣ桁 

R0204 天二橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1963 36.2 7 ＰＣ桁 



 ４ 

R0205 天一橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1961 36.2 7 ＰＣ桁 

R0206 新永橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1963 29.4 5.5 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0207 新永小橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1963 29.4 2.2 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0208 専永橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1963 29.4 7.5 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0209 専永小橋    大阪 大阪市城東区   第二寝屋川 1963 29.4 2.2 ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0210 阪東大橋    ばんどうおお 大阪 大阪市鶴見区・城東区 国道 479号 第二寝屋川 1963 140 16+2@2  

                  鋼連続箱桁 ｌ＝43+43+53 

R0211 阪東小橋    大阪 大阪市鶴見区・城東区  第二寝屋川     

R0212 放出駅東橋   大阪 大阪市鶴見区・城東区  第二寝屋川     

R0213 古大和橋    大阪 大阪市鶴見区・城東区 府道 159号 第二寝屋川 1965 29.7 6 鈑桁 ｎ＝2 

R0214 昭明橋    大阪 大阪市鶴見区・東大阪市 第二寝屋川     

R0215 ？     大阪 東大阪市    城東貨物線 第二寝屋川 1939    

R0216      大阪      おおさか東線 第二寝屋川 2008    

R0217      大阪      JR引込み線 第二寝屋川     

R0218 金吾郎橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0219 新金吾郎橋   大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0220      大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0221 川中大橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0222 川俣大橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0223 西堤大橋    大阪 東大阪市  国道 308号 第二寝屋川 1967    

R0224 西堤大橋    大阪 東大阪市 阪神高速東大阪線 第二寝屋川 1983    

R0225 西堤大橋    大阪 東大阪市  国道 308号 第二寝屋川     

R0226 楠根橋  くすね  大阪 東大阪市  府道 15号 第二寝屋川 1966 41.5 "6,5" 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ20  

R0227      大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0228 智葉池大橋   大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0229 新御厨中橋   大阪 東大阪市  府道 2号 第二寝屋川     

R0230 新御厨橋    大阪 東大阪市  府道 15号 第二寝屋川     

R0231 五百石大橋   大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0232 新田大橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0233 ？     大阪 東大阪市  近鉄奈良線 第二寝屋川 1914    

R0234 玉川橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0235 桜橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0236 宮後橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川     

R0237 若竹北橋    大阪 東大阪市  府道 2号 第二寝屋川     

R0238 若竹北橋    大阪 東大阪市   近畿自動車道 第二寝屋川 1987    

R0239 若竹北橋    大阪 東大阪市  府道 2号 第二寝屋川     

R0240 巨摩橋    大阪 東大阪市  府道 24号 第二寝屋川 

R0241 沢之川橋    大阪 東大阪市    第二寝屋川 

R0242 山武橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0243 八幸橋    大阪 東大阪市・八尾市 府道 21号 第二寝屋川 

R0244      大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0245 木村橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0246 東木村橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0247 久保橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0248 石塚橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0249 高砂橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0250 玉串橋    大阪 東大阪市  府道 15号 第二寝屋川 

R0251 三野郷橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0252 玉福橋    大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0253      大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0254      大阪 東大阪市・八尾市   第二寝屋川 

R0260 ?     大阪    阪神高速湾岸線 六軒家川 

R0261 安治川橋    大阪 此花区  国道 43号 六軒家川 1963 1046 "13,5+2.5" 鋼連続箱桁 ｌ＝2ｘ59 

R0262 春日出橋  かすがで 大阪 此花区    六軒家川 1935 64.2 9+2@3.1  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18.6+27+18.6  

R0263 六軒家川橋梁 ろくけんやかわ 大阪 此花区  JR桜島線 六軒家川 1959 74.4 複線  連続鈑桁 ｎ＝4 

R0264 六軒家橋  ろくけんや 大阪 此花区    六軒家川 1982 81,5 2.5（歩道橋） 連続鈑桁 

R0265 朝日橋  あさひ 大阪 此花区 主要市道福島桜島線 六軒家川 1956 63.5 14+2@2  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18.5+25.5+16.5 

R0266 六軒家川橋梁 ろくけんやかわ 大阪 此花区  阪神なんば線 六軒家川 1964 103.6 複線  鈑桁 ｌ＝29.8 ＰＣ桁橋  

R0267 嬉ケ崎橋  きがさき 大阪 此花区 主要市道福島桜島線 六軒家川 1971 93.2 32 連続合成鈑桁 

R0270 正連寺大橋   大阪    阪神高速湾岸線 正連寺川     

R0271 北港大橋     ほくこうおお 大阪 此花区    正連寺川 1939 112 20 ゲルバー鈑桁 ｌ＝24 ｎ＝5  

R0272 北港新橋     ほっこうしん 大阪 此花区    正連寺川 1936 86 鈑桁 ｌ＝17.8 ｎ＝5 

R0273 恩貴島橋  おきじま 大阪 此花区    正連寺川 1938 56､4 9.1 鈑桁 ｌ＝3ｘ18  

R0274 正連寺橋  しょうれんじ 大阪 此花区  国道 25号 正連寺川 1969 303.5 2x(18.3+2.5)  

              合成箱桁 ｌ＝41+47+41 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ36+29.5+2ｘ36.5 

R0275 正蓮寺川橋 しょうれんじがわ 大阪 此花区 阪神なんば線 正連寺川 1924 56,8 複線 鈑桁 ｌ＝15.9 ｎ＝4 



 ５ 

R0276 森巣橋  もりす  大阪 此花区    正連寺川 1931 61 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18+25.8+18 

R0277 千鳥橋    大阪 此花区    正連寺川 1935 65 9 ゲルバー鈑桁 ｌ＝27 

R0290 新木津川大橋 しんきづがわおお 大阪 大正区・住之江区  木津川  495 11.25 鋼中路バランスドアーチ l=305 

R0291 千本松大橋 せんぼんまつおお 大阪 大正区・西成区 府道 173号 木津川 1973 375  鋼箱桁 両側にループ橋 

R0292 木津川橋    大阪 大正区・西成区 国道 43号 木津川 1969 209.9 19.5  

              鋼連続箱桁 ｌ＝56+96+56 合成箱桁 ｌ＝32+49.2 

R0293 木津川橋    大阪  阪神高速西大阪線 木津川     

R0294 大浪橋  おおなみ 大阪 大正区・浪速区   木津川 1937 81.5 14.6+2@2.4  

                鋼ブレ－スドリブタイドア－チ ｌ＝1ｘ80 

R0295 木津川橋梁   大阪 大正区・浪速区 国鉄臨港線 木津川 1928 ≒107 複線  

               ダブルワ－レントラス ｌ＝1ｘ94.9 鈑桁 ｌ＝1ｘ11.3  

R0296      大阪   JR大阪環状線 木津川     

R0297 大正橋  たいしょう 大阪 大正区・浪速区   木津川 1974  41 連続合成桁橋  

R0298 千代崎橋  ちよさき 大阪 西区     木津川 1927 63.8 7.26+2@2.5  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝19.2+24.4+19.2 

R0299 伯楽橋  はくらく 大阪 西区   府道  木津川 1940 65 16.2+2@3.4軌道併用   

                  連続鈑桁 ｌ＝16.1+31.2+16.1 

R0300 松島橋  まつしま 大阪 西区     木津川 1930 69.4 7+2@2  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝18.6+28.2+18.6  

R0301 大渉橋  おおわたり 大阪 西区     木津川 1929 67.6 7+2@2  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝19.1+24.5+19.1 

R0302 木津川大橋   大阪 西区     木津川 1966 118.8 21.25  

R0303      大阪    地下鉄 木津川 1963 118.8 複線 鈑桁 ｌ＝28  

R0304 木津川大橋   大阪   阪神高速大阪東大阪線 木津川 1974 148 2@9.5 連続鈑桁 ｌ＝32.9 ｎ＝5  

R0305 木津川橋  きづがわ 大阪 西区   国道 172号 木津川 1966 75.6 21.6 合成鋼床版鈑桁 ｌ＝24.6 ｎ＝3 

R0306 昭和橋  しょうわ 大阪 西区   府道  木津川 1932 82.8 17+2@4.25  

               鋼下路ソリッドリブタイドア－チ ｆ＝10 ｌ＝1ｘ69  

R0310 放出橋  はなてん 大阪    府道 168号 平野川分水路 2000   鈑桁 n＝2 

R0311 放出新橋    はなてんしん 大阪 城東区    平野川分水路 1975 "47,3"  鋼床版桁橋 ｎ＝3 

R0312 北新喜島橋   大阪 城東区    平野川分水路 1971 25.2 歩道 鈑桁 n＝2 

R0313 新喜島橋    大阪 城東区    平野川分水路 1963 26 5.5 鈑桁 ｌ＝8.8 n＝3 

R0314 南放出橋  みなみはなてん 大阪 城東区    平野川分水路 1999   両側に歩道橋 鈑桁 

R0315 南新喜島橋   大阪 城東区    平野川分水路 1974 26.8 歩道 鈑桁 n＝3 

R0316 ?     大阪 城東区   JR学研都市線 平野川分水路     

R0317 天永橋  てんえい 大阪 城東区    平野川分水路 1973 27.2  鈑桁 n＝3 

R0318 天王田大橋 てんおうでんおお 大阪 城東区    平野川分水路 1963 21.5  鈑桁 

R0319 左専道大橋 させんどうおお 大阪 城東区    平野川分水路 1967 24  鈑桁 

R0320 新永田橋  しんながた 大阪 城東区    平野川分水路 1968 25.5 8 鈑桁 

R0321 永田中橋  ながたなか 大阪 城東区    平野川分水路 1978 29.3 歩道 鈑桁 

R0322 永田大橋  ながたおお 大阪 城東区    平野川分水路 1978 24.6 7.5 鋼床版桁橋 

R0323 永田新橋  ながたしん 大阪 城東区    平野川分水路 1974 27 歩道 鈑桁 

R0324 永田小橋  ながたこ 大阪 城東区    平野川分水路 1974 30  鈑桁 

R0325 神路大橋  かみじおお 大阪 東成区  阪神高速東大阪線 平野川分水路 1971 19.6  合成鈑桁 

R0326 朝釜橋  あさがま 大阪 東成区    平野川分水路 1978 19.3  鈑桁 

R0327 大門橋  おおもん 大阪 東成区    平野川分水路 1973 22 歩道 鈑桁 

R0328 禰宜橋  ねぎ 大阪 東成区     平野川分水路 1983 19.5  鋼床版桁橋 ｌ＝1ｘ19.9  

R0329 宝栄橋  ほうえい 大阪 東成区    平野川分水路 1960 19.3 6 PC桁橋  

R0330 内代橋  うちしろ 大阪 東成区    平野川分水路 1984 19.2  鋼床版桁橋 

R0331 甲橋  きのえ 大阪 東成区    平野川分水路 1980 19.2  鋼床版桁橋 

R0332 松森橋  まつもり 大阪 東成区    平野川分水路 1979 19.6 6 鋼床版桁橋 

R0333 門田橋  かどた 大阪 東成区    平野川分水路 1982 19.6  鋼床版桁橋 

R0334 新道橋  しんみち 大阪 東成区    平野川分水路 1986 19.2  鋼床版桁橋 

R0335 五反田橋  ごたんだ 大阪 東成区    平野川分水路 1971 20.6 歩道 鈑桁 

R0336 大里橋  おおさと 大阪 東成区    平野川分水路 1973 20.1 歩道 鈑桁 

R0337 今里大橋    いまざとおお 大阪 東成区  国道 308号 平野川分水路 1957 19.8 23.6 鈑桁 

R0338 本五橋  ほんご 大阪 東成区    平野川分水路 1973 19.6 歩道 鋼床版桁橋 

R0339 片江新橋  かたえしん 大阪 東成区    平野川分水路 1977 "24,1" 4 鋼床版桁橋 

R0340 片江小橋  かたえこ 大阪 東成区    平野川分水路 1973 19.6 1.5 鈑桁 

R0341 片江橋  かたえ 大阪 東成区    平野川分水路 1975 19.2 4 鋼床版桁橋 

R0342 片江七福橋  かたえしちふく 大阪 東成区    平野川分水路 1981 "26,7"  鋼床版桁橋 

R0343 寿橋  ことぶき 大阪 東成区    平野川分水路 1981 19.7  鋼床版桁橋 

R0344 片一橋  かたいち 大阪 生野区     平野川分水路 1976 21.5 1.8 鈑桁 

R0345 片二橋  かたに 大阪 生野区    平野川分水路 1976 20.9 2.6 鈑桁 

R0346 片二中橋    大阪      平野川分水路 1968 19.1 1.8 木桁橋  

R0347 ?     大阪 生野区  近鉄奈良線 平野川分水路     

R0348 新地橋  しんち  大阪 生野区    平野川分水路 1982 20  鋼床版桁橋 

R0349 今里中川橋 いまざとなかがわ 大阪 生野区    平野川分水路 1986 20  鋼床版桁橋 

R0350 東橋  あづま 大阪 生野区    平野川分水路 1986 19.3  鋼床版桁橋 



 ６ 

R0351 高砂橋  たかさご 大阪 生野区    平野川分水路 1961 19.8  鋼床版桁橋 

R0352 新今里橋  しんいまざと 大阪 生野区    平野川分水路 1986 20.3  鋼床版桁橋 

R0353 東中川橋    大阪 生野区    平野川分水路 1974 23 歩道 鈑桁 

R0354 翠岩橋  すいがん 大阪 生野区    平野川分水路 1983 23.5  鋼床版桁橋 

R0355 中川橋  なかがわ 大阪 生野区    平野川分水路 1966 21.7 歩道 鈑桁 

R0356 長木橋  ながき 大阪 生野区    平野川分水路 1982 19.8  鋼床版桁橋 

R0357 地藏橋  じぞう 大阪 生野区     平野川分水路 1977 21.8 歩道 鈑桁 

R0358 広田橋  ひろた 大阪 生野区    平野川分水路 1983 20  鋼床版桁橋 

R0359 北巽橋  きたたつみ 大阪 生野区    平野川分水路 1973 19.6  鋼床版桁橋 

R0360 巽橋  たつみ 大阪 生野区  府道 5号 平野川分水路 1967  21.3 鋼床版桁橋 

R0361 上丁之田橋 かみちょうのだ 大阪 生野区    平野川分水路 1983   鋼床版桁橋 

R0362 下丁之田橋  しもちょうのだ 大阪 生野区    平野川分水路 1976 33  鋼床版桁橋 

R0363 上柳原橋  かみやなぎはら 大阪 生野区    平野川分水路 1972 20  鈑桁 

R0364 上高室橋   かみたかむろ 大阪 生野区    平野川分水路 1985 22.3 歩道 鈑桁 

R0365 伊予目橋  いよめ 大阪 生野区    平野川分水路 1984 18.9  鋼床版桁橋 

R0366 大地橋  おおぢ 大阪 生野区    平野川分水路 1985 18.9  鋼床版桁橋 

R0367 四条橋  しじょう 大阪 生野区    平野川分水路 1986 19.2 15 鋼床版桁橋 

R0368 水時橋  みずとき 大阪 生野区    平野川分水路 1984 19.9 4 鋼床版桁橋 

R0369 上水時橋    かみみずとき 大阪 生野区    平野川分水路 1986 19.4 5.5 鈑桁 

R0370 中桑原橋    なかくわばら 大阪 生野区    平野川分水路 1963 19.2 4 鋼床版桁橋 

R0371 馬場先橋  ばばさき 大阪 生野区    平野川分水路 1986 19.8 4 PC桁橋 

R0372 上桑原橋    かみくわばら 大阪 生野区    平野川分水路 1984 195 4 鋼床版桁橋 

R0373 鳥居先橋  とりいさき 大阪 生野区    平野川分水路 1990 19.1 5.5 PC桁橋  

R0380 城見橋  しろみ  大阪 城東区    平野川 1938-1 29.5 6 鈑桁 

R0381 ？     大阪 城東区    平野川    中浜下水処理場 

R0382 衛門橋  えもん 大阪 城東区    平野川 1984- 25.7  鈑桁 

R0383 日吉橋  ひよし  大阪 東成区    平野川 1982- 14  鈑桁 

R0384 城東大橋    じょうとうおお 大阪 東成区・城東区 中央大通り 平野川 1971- 30.9  鈑桁 

R0385 城東橋  じょうとう 大阪 東成区    平野川 1983-6 14.3 3.7 鈑桁  

R0386 中本橋  なかもと 大阪 東成区    平野川 1982- 17.1 5 鋼床版桁橋 

R0387 玉津橋  たまつ 大阪 東成区    平野川 1986-12 16 13.4 鈑桁 

R0388 丸一橋  まるいち 大阪 東成区  国道 308号 平野川 1935- 18 18+2@4.6 橋台から張出鈑桁+吊鈑桁 

R0389 入船橋  いりふね 大阪 東成区    平野川 1984- 19.4 11 鈑桁 

R0390 平戸橋  ひらと  大阪 東成区    平野川 1985-3 18 4.5 鈑桁 

R0391 剣橋  つるぎ 大阪 東成区  府道 702号 平野川 1926- 18 21.8 鈑桁 

R0392 南弁天橋  みなみべんてん 大阪 東成区    平野川 1977-10 20 5.5 鈑桁  

R0393 平野川橋梁   大阪 生野区  近鉄大阪線 平野川 1914-4-30    

R0394 栄橋  さかえ 大阪 生野区    平野川 1986-3 18 6 鈑桁  

R0395 千歳橋  ちとせ 大阪 生野区    平野川 1978-1 17 4.4 鈑桁  

R0396 寿橋  ことぶき 大阪 生野区    平野川 1986 17.7  鈑桁 

R0397 猪飼野新橋  いかいのしん 大阪 生野区    平野川 1987 18.5 11 鈑桁 

R0398 御幸橋  みゆき 大阪 生野区    平野川 1984 18 6 鈑桁  

R0399 耕整橋  こうせい 大阪 生野区    平野川 1984 18 5 鈑桁  

R0400 奥田橋  おくだ  大阪 生野区    平野川 1985 18.4 6 鈑桁  

R0401 万歳橋  ばんざい 大阪 生野区    平野川 1983 18  鈑桁 

R0402 俊徳橋  しゅんとく 大阪 生野区    平野川 1983 18  鈑桁  

R0403 大池橋  おおいけ 大阪 生野区  四天王寺線 平野川 1934 18.3 21.8 鈑桁ｌ＝8.9 ｎ＝3 

R0404 生野俊徳橋 いくのしゅんとく 大阪 生野区    平野川 1986 18.3 6.6 鈑桁  

R0405 内代橋  うちしろ 大阪 生野区    平野川 1985 19.3 7 鈑桁 

R0406 宮前橋  みやまえ 大阪 生野区    平野川 1986 17.8 5.5 鈑桁  

R0407 開橋  ひらき  大阪 生野区    平野川 1973 17 4.7 鈑桁  

R0408 湯上橋  ゆのかみ 大阪 生野区    平野川 1985 18  鈑桁 

R0409 生野橋  いくの  大阪 生野区    平野川 1983 15.8 7 鈑桁 

R0410 眼鏡橋  めがね 大阪 生野区    平野川 1986 17.7  鈑桁 

R0411 宮下橋  みやした 大阪 生野区    平野川 1975 16.4 4.5 鈑桁 

R0412 生中橋  いくちゅう 大阪 生野区    平野川 1985 17.1  鈑桁  

R0413 庚申橋  こうしん 大阪 生野区    平野川 1985 17  PC桁橋 

R0414 昭和橋  しょうわ 大阪 生野区    平野川 1975 16.4  鈑桁 

R0415 都橋  みやこ 大阪 生野区    平野川 1982 17.2 15 鈑桁  

R0416 睦橋  むつみ 大阪 生野区    平野川 1985 17.2 "5,5" 鈑桁 

R0417 神子橋  かみこ 大阪 生野区・東住吉区   平野川 1962 17 30 鈑桁 

R0418 北今橋  きたいま 大阪 生野区・東住吉区   平野川 1993   桁橋 

R0419 今橋  いま  大阪 生野区・東住吉区   平野川 1972 10.5 4 PC桁橋 

R0420 咲花橋  さくはな 大阪 生野区・東住吉区   平野川    桁橋 

R0421 新平野川橋   大阪 生野区・平野区   平野川 1972 19.6  PC桁橋 

R0422 平野川大橋 ひらのかわおお 大阪 生野区  国道 470号 平野川 1981 37.6  鈑桁 

R0423 平野川小橋  ひらのかわこ 大阪 生野区    平野川 1989   鈑桁 

R0424 両国橋  りょうごく 大阪 平野区・守口市   平野川 1987 17.2 6 鈑桁 



 ７ 

R0425 安泰橋  あんたい 大阪 平野区    平野川 1972 33  鈑桁 

R0426 積善小橋  せきぜんこ 大阪 平野区     平野川 1983 17 歩道 鈑桁 

R0427 積善橋  せきぜん 大阪 平野区     平野川 1965 17.4 11 鈑桁 

R0428 平野川橋梁   大阪 平野区    JR関西本線 平野川 1969 16.5 複線 鈑桁 ｌ＝16 

R0429 平野市橋  ひらのいち 大阪 平野区     平野川 1966 16.4 2(歩道) 鈑桁 

R0430 慶楽橋  けいらく 大阪 平野区     平野川 1967 16.6 2(歩道) 鈑桁 

R0431 余慶橋  よけい 大阪 平野区     平野川 1969 16.8 28 鋼床版鈑桁 

R0432 市浜橋    大阪 平野区     平野川 1998  歩道 鈑桁 

R0433 市町橋  いちまち 大阪 平野区    平野川 1973 16.9  鈑桁 

R0434 憩橋  いこい 大阪 平野区    平野川 1972 16 歩道 鈑桁 

R0435 京町橋  きょうまち 大阪 平野区    平野川 1982 16.4  PC桁橋 

R0436 百済橋  くだら  大阪 平野区  国道 25号 平野川 1982 "22,3" 21.8 鈑桁 

R0437 樋の尻橋  ひのじり 大阪 平野区    平野川 1973 18.8  鈑桁 

R0438 下竹渕橋    しもたけふち 大阪 平野区・八尾市   平野川 1973 17.1 3.5 鈑桁 

R0440 中竹渕橋    なかたけふち 大阪 平野区・八尾市   平野川 1984 17.6 6.5 鈑桁 

R0441 平野川橋梁   大阪 平野区・八尾市 阪和貨物線 平野川 2009  単線 鈑桁 廃線 

R0450 寝屋川橋    大阪 都島区・中央区 京阪電鉄本線 寝屋川 1969 113 単線並列  

                鋼連続箱桁 ｌ＝（26+5）+（2@27.5+26.7） 

R0451 大坂橋  おおさか 大阪 都島区・中央区   寝屋川 1973 215.9 25 鋼方杖ラーメン橋 

R0452 寝屋川橋  ねやがわ 大阪 都島区・中央区 府道 168号 寝屋川 1929 94.5 14.9+2@1.8  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝14+25+25+24 

R0453 京橋  きょう  大阪 都島区・中央区   寝屋川 1981  9+2@0.9 鈑桁 ｌ＝4ｘ16.6 

R0454 片町橋  かたまち 大阪 都島区・中央区   寝屋川 1986 65 24 連続合成鈑桁 ｎ＝3  

R0455 北橋  きた  大阪 都島区・中央区   寝屋川 1965 56.1 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝16.5+22.5+16.5 

R0456 京橋南歩道橋   大阪 都島区・中央区   寝屋川 1987 280 歩道 鋼連続箱桁 

R0457 寝屋川橋    大阪 都島区・中央区 大阪鉄道 寝屋川 1895 単線   

R0458       大阪    関西鉄道 寝屋川 1900 ≒58 単線 上路トラス ｌ＝1ｘ24.4 鈑桁 

R0459      大阪    国鉄城東線 寝屋川 1914 ≒59   

           上路張り出し付きワ－レントラス ｌ＝1ｘ25.8 鈑桁 ｌ＝（13.7+8.3）+10.1  

R0460      大阪    国鉄大阪環状線 寝屋川 1963 ≒62 2x単線 鈑桁 ｌ＝1ｘ48.1 ＲＣ桁 ｌ＝12.4  

R0461 鴫野橋  しぎの 大阪 城東区    寝屋川 1931 40 5.5 鈑桁 ｌ＝17.2 ｎ＝3 

R0462 朝日橋  あさひ 大阪 城東区    寝屋川 1957 40  合成鈑桁 ｌ＝4ｘ10 

R0463 寝屋川橋梁   大阪 城東区  関西鉄道 寝屋川 1895     

R0464      大阪    国鉄片町線 寝屋川 1936 67.4 複線  鈑桁 ｌ＝22 ｎ＝7 

R0465 新喜多大橋 しぎたおお 大阪 城東区    寝屋川 1955 56.3 16+2@3  

               合成格子鈑桁 ｌ＝20.3+20.6 鈑桁 ｌ＝14.4  

R0466 新喜多橋  しぎた  大阪 城東区    寝屋川 1986 41.3 5.5 鋼床版連続鈑桁 ｌ＝20 ｎ＝2  

R0467 極楽橋  ごくらく 大阪 城東区    寝屋川 1932 38.6 5.5+2@1 ゲルバー鈑桁 ｌ＝11+16.5+11 

R0468 寝屋川歩道橋   大阪 城東区    寝屋川 1981 50.8 歩道 ゲルバー鈑桁 

R0469 寝屋川大橋  ねやがわおお 大阪 鶴見区  国道 479号 寝屋川 1962 46.6 22  

                ゲルバー合成鈑桁 ｌ＝12.7+20.6+12.7 

R0470 中の橋  なかの 大阪 鶴見区    寝屋川 1891  3.6 木橋  

R0471 榎本大橋    えのもとおお 大阪      寝屋川 1915   木橋  

R0472 放出大橋    はなてんおお 大阪      寝屋川 1930 40.3 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝17.6 ｎ＝3  

R0473 今津橋  いまづ 大阪 鶴見区    寝屋川 1960 43.4 9 ゲルバー合成鈑桁 ｌ＝12.4+18+12.4  

R0474 今津諸口橋   大阪 鶴見区    寝屋川 1970 57.9 歩道 連続合成鈑桁 

R0475 徳庵橋  とくあん 大阪 鶴見区    寝屋川 1974 47.9  連続鈑桁 ｎ=2 

R0476 万代橋  まんだい 大阪 鶴見区・西区   寝屋川    桁橋 

R0477 西鴻池橋    大阪 ？   府道 2号 寝屋川     

R0478 ？     大阪 鶴見区・西区  近畿自動車道 寝屋川     

R0479 ？     大阪 ？   府道 2号 寝屋川     

R0480 鴻池大橋    大阪 大東市・東大阪市 府道 166号 寝屋川     

R0481 ？     大阪 大東市  府道  寝屋川     

R0482 住之井橋    大阪 大東市  府道 21号 寝屋川 1985 17 7.5 架け替え 

R0483 住道駅前大橋   大阪 大東市    寝屋川     

R0484 住の道大橋   大阪 大東市     寝屋川 1936 21 11 Ｉ型桁橋  

R0485 住道大橋    大阪    府道  寝屋川 1966    

R0486 会所橋    大阪 大東市    寝屋川     

R0487 深野橋    大阪 大東市  府道 161号 寝屋川     

R0488 深北橋    大阪 大東市    寝屋川     

R0489 河北大橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0490 猪鼻橋    大阪 門真市・寝屋川市   寝屋川 1951 14 4.5 木橋 

R0491 新猪鼻橋    大阪 門真市・寝屋川市 国道 163号 寝屋川 1959 25.2 11.5 ＰＣ桁橋 ｌ＝1ｘ25.1 

R0492 太平橋    大阪 門真市・寝屋川市 府道 21号 寝屋川     

R0493 南水苑橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0494 藤島橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0495 ？     大阪 寝屋川市   京阪電鉄本線 寝屋川 1910    

R0496 ？     大阪 寝屋川市  府道 18号 寝屋川     



 ８ 

R0497 外島橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0498 大利橋    大阪 寝屋川市  府道 18号 寝屋川     

R0499 桜木橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0500 極楽橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0501 清水橋    大阪 寝屋川市    寝屋川     

R0502 ？     大阪 寝屋川市   京阪電鉄本線 寝屋川 1910    

R0503 安全橋    大阪 寝屋川市  国道 170号 寝屋川 1955 13.5 13 鈑桁 

R0504 ？     大阪 枚方市・寝屋川市 府道 18号 寝屋川     

R0551      大阪 堺市西区 阪神高速湾岸線 石津川    鋼連続箱桁 

R0552 石津大橋  いしづおお 大阪    府道 29号 石津川 1965 106 26+2@2.25 鋼連続箱桁 ｌ＝33+38.5+33 

R0553 石津橋  いしづがわ 大阪    府道 204号 石津川 1933 75.6 18.2+2@3.4 鈑桁 ｌ＝4ｘ18 

R0554 石津川橋梁   大阪    南海本線 石津川 1907   複線化 

R0555 太陽橋  たいよう 大阪      石津川 1958 50 6 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ10 

R0556 石津川橋梁   大阪     阪堺電気軌道 石津川     

R0557 石津橋    大阪 堺市堺区・西区 国道 26号 石津川     

R0558 戎橋    大阪 堺市堺区    石津川     

R0559 上戎橋    大阪      石津川 1937 25.5 4 木橋  

R0560 神石橋    大阪    府道 30号 石津川 1959 26 15 木橋  

R0561 禅海寺橋    大阪      石津川     

R0562 新諏訪森橋   大阪 堺市西区・堺区   石津川     

R0563 下田橋    大阪 堺市西区    石津川 1916 22 3.6 石橋  

R0564 宮本橋    大阪 堺市西区    石津川     

R0565 北山橋    大阪 堺市西区    石津川     

R0566 ？     大阪 堺市西区  国鉄阪和線 石津川 1929  複線  

R0567 津久野大橋   大阪 堺市西区  府道 28号 石津川     

R0568 家原橋    大阪 堺市西区  府道 28号 石津川 1919 23.6 3.6 石橋 

R0569 平岡橋    大阪 堺市西区    石津川     

R0570 毛穴大橋    大阪 堺市西区  府道 208号 石津川     

R0571 高橋  たか  大阪 堺市西区    石津川 1934   ＲＣ桁 

R0572 新田橋    大阪 堺市西区    石津川     

R0573 なかよし橋    大阪 堺市西区    石津川     

R0574 落合大橋    大阪 堺市西区  府道 61号 石津川     

R0575 万崎橋    大阪 堺市中区・西区   石津川     

R0576 大黒橋    大阪 堺市西区  府道 36号 石津川     

R0577 ？     大阪    府道 36号 石津川     

R0578 ？     大阪    高速  石津川     

R0579 太平橋    大阪      石津川     

R0580 北川橋    大阪 堺市南区    石津川     

R0581 ？     大阪     阪和自動車道 石津川     

R0582 新川橋    大阪      石津川     

R0583 小代橋    大阪    府道 208号 石津川     

R0584 観音寺橋    大阪      石津川     

R0585 豊田橋    大阪    府道 34号 石津川     

R0586 豊田橋    大阪     泉北高速鉄道 石津川     

R0587 ？     大阪    府道 61号 石津川     

R0588 井尻橋    大阪      石津川     

R0589 鼻過橋    大阪      石津川     

R0590 岡田寺橋    大阪    府道 38号 石津川     

R0591 向畑橋    大阪      石津川     

R0592 豊橋    大阪 泉北郡     石津川 1908 31 3.6 木橋 

R0610 石川橋    大阪 柏原市・藤井寺市 主地道 12 石川  1955 145.2 6.9+2.25 合成鈑桁 ｌ＝28.8 ｎ＝5 

R0611 玉手橋  たまて 大阪 柏原市・藤井寺市   石川  1928 151.3 3.3（歩道）  

       多径間吊橋 ｌ=18.1+38.1+37.9+38.5+18.9 鉄トラス補剛 木床 ＲＣ塔 1901年国指定登録文化財 

R0612 石川橋    大阪 羽曳野市 西名阪自動車道 石川  1969  13.5  

            ＰＣ連続箱桁 ｌ＝（33.2+33.8+33.2）+2ｘ（2@33.2） ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ23 

R0613 臥龍橋    大阪 羽曳野市  国道 166号 石川  1897 204 3.6 木橋 

R0614 石川橋梁    大阪 羽曳野市   近鉄南大阪線 石川  1929 327.2 複線 鈑桁 l=12x18.1 

R0615 大黒橋    大阪 羽曳野市    石川     

R0616 おおさと橋    大阪      石川    歩道  

R0617 ？     大阪 羽曳野市  南阪奈道路 石川     鈑桁 

R0618 河南橋  かなん 大阪 富田林市  府道 32号 石川 1971   ＲＣ橋 

R0619 喜志大橋    大阪 富田林市  府道 32号 石川     

R0620 石川サイクル橋   大阪 富田林市  南河内サイクルライン 石川 1993 189 3 ＰＣ斜張橋 ｌ＝62+84+42 

R0621 新地橋    大阪 富田林市    石川     

R0622 富田林市大伴水管橋  大阪 富田林市    石川     

R0623 上石川橋    大阪 富田林市    石川  1916 142 5.5 土橋 

R0624 金剛大橋    こんごうおお 大阪 国道 309号    石川  1956 124.6 7 ＰＣ箱桁 ｌ＝4ｘ30 

R0625 6号井導水管橋   大阪 富田林市    石川     



 ９ 

R0626 昭和橋    大阪 富田林市     石川  1969 161.5 7.25+2@1.125 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ27.5+2ｘ25.7 

R0627 川西大橋    大阪 富田林市  国道 309号 石川  2010 184.5 21 連続鈑桁 n＝6 

R0628 高橋    大阪 富田林市  府道 202 石川     

R0629 北見堂大橋   大阪 富田林市    石川     

R0630 千代田橋    大阪 富田林市・河内長野市  石川     

R0631 諸越橋    大阪 河内長野市    石川  1959   ＲＣオープンア－チ 

R0632 黄金橋    大阪 河内長野市    石川  1986  歩道 鋼下路アーチ 

R0633 落合橋    大阪 河内長野市    石川     

R0634 石川橋梁    大阪 河内長野市  南海高野線 石川  1914  複線 鈑桁 

R0635 西条橋    大阪 河内長野市    石川     

R0636 旧西條橋    大阪 河内長野市    石川  1928   ＲＣ橋  

R0637 西条大橋    さいじょうおお 大阪 河内長野市  国道 371号 石川  1954 36.7 5.5 鋼合成箱桁 ｌ＝36 

R0638 栄町新橋    大阪 河内長野市    石川     

R0639 町井大橋    大阪 河内長野市  国道 371号 石川     

R0640 そうじん橋    大阪 河内長野市    石川     

R0641 宮山橋    大阪 河内長野市    石川     

R0642 汐滝橋  しおたき 大阪 河内長野市    石川  1925 21.6  RCオ－プンアーチ 

R0643 汐滝水管橋   大阪 河内長野市    石川     

R0644 新美濃出橋   大阪 河内長野市    石川     

R0645 下美濃出橋   大阪 河内長野市    石川     

R0646 上美濃出橋   大阪 河内長野市    石川     

R0647 新滝尻橋    大阪 河内長野市    石川     

R0648 滝尻橋    大阪 河内長野市    石川  1930   ＲＣ橋  

R0649 （滝畑ダム）   大阪      石川  1981    

R0650 迦陵橋    大阪 太子町    石川  1889 200 2  

R0651 光滝橋  こうたき 大阪 河内長野市    石川  1925 14  ＲＣ桁 ｎ＝2 

R0661 ？     大阪 港区 阪神高速   三十間堀     

R0662 日和橋  ひより  大阪 港区     三十間堀 1968 52.7 18.1 連続鈑桁 ｌ＝24 ｎ＝3  

R0663 福栄橋    大阪 港区     三十間堀 1963 35.2 17 鈑桁 ｌ＝17.3 ｎ＝3 

R0664 鈴橋  すず  大阪 港区     三十間堀 1966 41 13.4 鈑桁 ｌ＝23.6 ｎ＝3 

R0665 なみはや大橋   大阪 港区・大正区   尻無川  580  鋼連続箱桁 

R0666      大阪 港区・大正区 国道 43号 尻無川     

R0667      大阪     阪神高速西大阪線 尻無川     

R0668 岩崎運河橋梁 いわさきうんが 大阪 西区・大正区 JR大阪環状線 岩崎運河 1928 ≒96 複線 ダブルワ－レントラス ｌ＝94.9  

R0669 岩崎橋  いわさき 大阪 西区・大正区 市道難波境川線 岩崎運河 1965 75.4 19.2 鈑桁 ｌ＝18.9 ｎ＝4 

R0670 岩松橋  いわまつ 大阪 西区・大正区   岩崎運河 1922 66.4 11.6+2@1.5 鈑桁 ｌ＝17.1+17.1+16.7+16.7  

R0671 日吉橋  ひよし 大阪 西区・浪速区    道頓堀川 1935 74  ゲルバー鈑桁 n＝3 

R0672 汐見橋  しおみ 大阪 西区・浪速区 府道  道頓堀川 1964 45.5 32 連続合成鈑桁 ｌ＝8.75+27.3+8.75 

R0673 幸西橋  こうさい 大阪 西区・浪速区 あみだ池筋 道頓堀川 1970 52.7 20 連続鈑桁 ｌ＝22.4 ｎ＝3  

R0674 幸橋  さいわい 大阪 西区・浪速区   道頓堀川 1968 46 9.4 鈑桁 ｌ＝22 ｎ＝3 

R0675 西道頓堀橋 にしどうとんぼり 大阪 西区・浪速区 府道  道頓堀川 1973 44.6  鈑桁 n＝3 

R0676 住吉橋  すみよし 大阪 西区・浪速区   道頓堀川 1925 51.5 9.4 鈑桁 ｌ＝16.7+18.2+16.7 

R0677 浮庭橋  うきにわ 大阪 西区・浪速区   道頓堀川 2008 76.3 4（歩道） 吊橋 

R0678 深里橋  ふかり 大阪 西区・浪速区 四ツ橋筋 道頓堀川 1930 53.2 15.9+2@3.9  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝12.7+27+12.7 

R0679 ？     大阪 西区・中央区 阪神高速環状線 道頓堀川     

R0680 なんば橋    大阪 中央区    道頓堀川 1616 42.7 2.4 木橋 

R0681 大黒橋  だいこく 大阪      道頓堀川 1930 35.2 9.1 

              メラン式ア－チ ｌ＝1ｘ17.9 ＲＣラ－メン ｌ＝2ｘ8.6 

R0682 新戎橋  しんえびす 大阪 中央区    道頓堀川 1963 39.7 7 合成鈑桁 ｌ＝15.7 ｎ＝3 

R0683 道頓堀橋  どうとんぼり 大阪 中央区  国道 259号(御堂筋) 道頓堀川 1936 38.2 32.7+2@5.5  

                  連続鈑桁 ｌ＝10.4+16.2+10.4 

R0684 戎橋  えびす 大阪 中央区  心斎橋筋 道頓堀川 2007 26 11 鈑桁 n＝1 

R0685 大左衛門橋 たざえもん 大阪      道頓堀川 1958 41.2 4 連続合成鈑桁 ｌ＝12.85+15+12.85 

R0686 新中橋    大阪 中央区    道頓堀川 1689    

R0687 相合橋  あいあう 大阪      道頓堀川 1962 42- 6 合成鈑桁 ｌ＝12.5+15.5+12.5 

R0688 日本橋  にっぽん 大阪 中央区  堺筋  道頓堀川 1969 28.8 28 鈑桁 ｌ＝28 n＝1 

R0689 下大和橋  しもやまと 大阪 中央区    道頓堀川 1928 37.2 10.9 鈑桁 ｌ＝3ｘ11.5 

R0690      大阪 中央区  阪神高速環状線 東横堀川     

R0691 上大和橋  かみやまと 大阪 中央区    東横堀川 1925 35.8 9.1 鈑桁 ｌ＝11.2 ｎ＝3 

R0692 瓦屋橋  かわらや 大阪 中央区    東横堀川 1966 37.7 9 鈑桁 ｌ＝16.4 ｎ＝3 

R0693 東堀橋  ひがしぼり 大阪 中央区    東横堀川 1936 33.1 8.1+2@2.3  

               鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝22.15  

R0694 九之助橋  くのすけ 大阪 中央区    東横堀川 1926 32.9 7.3+1.8  

               鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝1ｘ21.94 

R0695 末吉橋  すえよし 大阪 中央区  国道 308号 東横堀川 1927 41.5 27.3 メラン式ア－チ ｌ＝25.5 ｎ＝3 

R0696 安堂寺橋  あんどうじ 大阪 中央区    東横堀川 1967 49.2 9 鈑桁 ｌ＝18 n＝3 

R0697 久宝寺橋  きゅうほうじ 大阪 中央区    東横堀川 1939 41.5 12.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝19 ｎ＝3 



 １０ 

R0698 農人橋  のうにん 大阪 中央区  府道  東横堀川 1969 33.1 19 合成鈑桁 ｌ＝32.2 

R0699      大阪 中央区  阪神高速東大阪線 東横堀川     

R0700 本町橋  ほんまち 大阪 中央区    東横堀川 1913 46.5 15+2@3.28含市電  

               鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝3@14 

R0701      大阪 中央区  阪神高速本町出口 東横堀川     

R0702 思案橋    大阪 中央区    東横堀川 1880 5 4 木橋  

R0703 大手橋  おおて 大阪 中央区    東横堀川 1926 49.6 9.4 ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝13.8+22+13.8 

R0704 平野橋  ひらの 大阪 中央区    東横堀川 1935 57 8.1+2@2.3  

                鋼上路連続ランガ－桁 ｌ＝14+28+14 

R0705 高麗橋  こうらい 大阪 中央区    東横堀川 1929 62.5 11  

                ＲＣオ－プンア－チ ｌ＝15.9+23.2+15.9 

R0706 今橋  いま  大阪 中央区    東横堀川 1994 68 9 鈑桁 

R0707 葭屋橋  よしや 大阪 中央区  府道  東横堀川 1966 49.2 19.5 合成鈑桁 ｌ＝31.7+16.2  

R0720 春風橋    大阪 都島区    城北運河     

R0721 友淵橋  ともぶち 大阪 都島区    城北運河 1958 42.1 5.5 連続合成鈑桁 ｌ＝2@20.8 

R0722 東友淵橋    大阪 都島区    城北運河     

R0723 大東橋    大阪 都島区    城北運河     

R0724 赤川橋  あかがわ 大阪 都島区    城北運河 1940 41.4 30.7 鈑桁 ｌ＝16 ｎ＝3 

R0725 ？     大阪 都島区  城東貨物線 城北運河 1929    

R0726 西浪橋  にしなみ 大阪 旭区     城北運河 1956 40.6  合成鈑桁 ｌ＝13.1 ｎ＝3 

R0727 香蘭橋  こうらん 大阪 旭区     城北運河 1961 40.8  鈑桁 ｌ＝13.6 ｎ＝3 

R0728 西中宮橋    にしなかみや 大阪 旭区     城北運河 1967 40.7 21.4  

R0729 東中宮橋   ひがしなかみや大阪 旭区     城北運河 1965 40.8 6 ゲルバー鈑桁 ｌ＝16.6 ｎ＝3 

R0730 西大宮橋    にしおおみや 大阪 旭区     城北運河 1961 40.8  合成鈑桁 ｌ＝13.9 ｎ＝3 

R0731 東大宮橋  ひがしおおみや 大阪 旭区     城北運河 1951 40.9 5.6 鈑桁 ｌ＝13.9 ｎ＝3 

R0732 城北橋  じょうほく 大阪 旭区   国道 2号 城北運河 1979 38  鈑桁  

R0733 古市橋  ふるいち 大阪 旭区   国道 161号 城北運河 1937 40.9 7.3 ゲルバー鈑桁 ｌ＝15.1 ｎ＝3 

R0734 城北川橋    しろきたがわ 大阪 旭区   京阪本線 城北運河 1937 40.4 4線 ゲルバー鈑桁 ｌ＝16 ｎ＝3 

R0735 新森小路橋 しんもりしょうじ 大阪 旭区     城北運河 1938 40.9 6 ｌ＝16 ｎ＝3 

R0736 菫橋  すみれ 大阪 旭区   国道 163号 城北運河 1962 39.5 20.5 合成鈑桁 ｌ＝2ｘ19.2 

R0737 北菫橋  きたすみれ 大阪 城東区    城北運河 1958 38.3 10.5 ＰＣ桁橋 ｌ＝12.8 ｎ＝3 

R0738 中菫橋  なかすみれ 大阪 城東区    城北運河 1956 38.1  合成鈑桁 ｌ＝13 ｎ＝3 

R0739 南菫橋   みなみすみれ 大阪 城東区    城北運河 1960 38.4  合成鈑桁 ｌ＝13 ｎ＝3 

R0740 今福北橋     いまふくきた 大阪 城東区    城北運河 1968 39.6 10.5 連続合成鈑桁 ｌ＝15 ｎ＝3 

R0741 大喜橋  だいき 大阪 城東区    城北運河 1960 39.6 4.5 鈑桁 ｎ＝4 

R0742 今福橋    大阪 城東区    城北運河     

R0743 今福大橋    いまふくおお 大阪 城東区    城北運河 1936 39.9 21.8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝15 ｎ＝3 

R0744 今福中橋 いまふくなか 大阪 城東区    城北運河 1936 41.6 6 中路ゲルバー鈑桁 ｌ＝16.4 ｎ＝3 

R0745 新今福中橋   大阪 城東区    城北運河     

R0746 南今福橋    大阪 城東区    城北運河     

R0747 古堤橋  ふるづつみ 大阪 城東区    城北運河 1936 34，4 6 鈑桁 ｌ＝16.6 ｎ＝2 

R0760 正平橋  しょうへい 大阪 住之江区    住吉川 1979 61 10+2@2.5 鋼ニールセンローゼ橋 ｌ＝59.6 

R0761 住之江大橋   大阪 住之江区  府道  住吉川 1986 46 14.6 鋼床版桁橋 

R0762 寄波橋    大阪 住之江区    住吉川  40.5  鋼床版桁橋 

R0763 真住橋  ますみ 大阪 住之江区    住吉川    鋼下路ローゼ橋 

R0764 姫松橋    大阪 住之江区    住吉川 1986 32.4  鋼床版桁橋 

R0765 亀の甲橋  かめのこう 大阪 住之江区    住吉川 1987 23.6  鋼床版桁橋 

R0766 ？     大阪 住之江区   阪神高速堺線 住吉川     

R0767 住吉川橋    大阪      住吉川 1930 47 13 鈑桁 ｌ＝15 ｎ＝3 

R0768 住吉橋    大阪      住吉川 1955 39.9 8 鈑桁 ｌ＝39 

R0769 新高橋  にいたか 大阪 住之江区    細江川    桁橋 

R0770 万歳橋  まんざい 大阪 住之江区    細江川    桁橋 

R0771 大正橋    大阪 住之江区    細江川    桁橋 

R0772 新橋  しん  大阪 住之江区  国道 26号 細江川 1958 7.6 2.8 鋼桁橋 

R0773 江川橋  えがわ 大阪 住之江区    細江川 1958 8.8 2.6 木桁橋  

R0774 第一細江川橋   大阪 住吉区・住之江区 南海電鉄本線 細江川 1897  複線 桁橋 

R0775 長峡橋  ながお 大阪 住吉区・住之江区   細江川    RC桁 

R0776 岸辺橋  きしべ  大阪 住吉区・住之江区   細江川 1959 8.8 2.9 鋼桁橋 

R0777 御祓橋  おはらい 大阪 住吉区・住之江区   細江川 1959 8.8 6.6 鋼桁橋 

R0778 ？     大阪 住吉区  阪堺軌道 細江川 1911   桁橋 

R0779 新墨江橋    しんすみのえ 大阪 住吉区    細江川 1959 11.6 3.5 鋼桁橋 

R0780 一つ橋  ひとつ 大阪 住吉区    細江川 1958 8.1 4.5 鋼桁橋 

R0781 龍の橋  たつの 大阪 住吉区    細江川    桁橋 

R0782 細江橋  ほそえ 大阪 住吉区    細江川 1961 7.2 3.7 鋼桁橋 

R0783 ？     大阪 住吉区  南海高野線 細江川 1900   桁橋 

R0784 阪之井橋  さかのい 大阪 住吉区    細江川 1965 7.8 3.5 木桁橋 

R0785 千躰橋  せんたい 大阪 住吉区    細江川 1969 8 5.6 木桁橋  

R0790 鳴戸橋  なると  大阪 東住吉区    今川  1966 27 7.5 鈑桁  
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R0791 鳴戸川橋梁   大阪 東住吉区    JR関西本線 今川     

R0792 今川橋  いまかわ 大阪 東住吉区  国道 25号 今川  1974 23 31 PC桁 

R0793 杭全橋  くまた  大阪      今川  1938 6 21.6 後 今川橋と統合  

R0794 蜆橋  しじみ  大阪 東住吉区    今川   20.7 歩道 鈑桁 

R0795 杭全 1号橋 くまた  大阪 東住吉区    今川  1976 22.1 歩道 鈑桁 

R0796 西櫨橋    大阪      今川  1939 6.9 15 鈑桁 

R0797 東櫨橋    大阪      今川  1939 8.8 15.1 鈑桁 

R0798 櫨橋  はぜ  大阪 東住吉区    今川  1978 20  歩道 

R0799 杭二橋    大阪 東住吉区    今川  1955 8.1 1.5 木桁橋  

R0800 杭全 2号橋 くまた  大阪      今川  1977 22.1  鈑桁 

R0801 撫子橋  なでしこ 大阪 東住吉区    今川     鈑桁 

R0802 北育和橋  きたいくわ 大阪 東住吉区    今川  1977 21.2 歩道 鈑桁 

R0803 育和橋  いくわ  大阪 東住吉区    今川  1979 24  鈑桁 

R0804 水門橋  すいもん 大阪 東住吉区    鳴戸川 1978 8.5  ＲＣスラブ橋 

R0805 東平和橋    ひがしへいわ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1994   桁橋 

R0806 栄橋  さかえ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 8  ＲＣ桁 

R0807 幸福橋  こうふく 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 8 歩道 ＲＣ桁 

R0808 育英橋  いくえい 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 8.4  鋼床版桁橋 

R0809 恵橋  めぐみ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 8 歩道 ＲＣ桁 

R0810 今川 2号橋 いまがわ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 7 歩道 ＲＣスラブ橋 

R0811 東今川橋  ひがしいまかわ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 7.3  ＲＣ桁 

R0812 中野小橋  なかのこ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 7 歩道 ＲＣスラブ橋 

R0813 中野橋  なかの 大阪 東住吉区    鳴戸川 1982 7.3  ＲＣ桁 

R0814 菫橋  すみれ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1978 8.1 歩道 RCスラブ橋 

R0815 平和橋  へいわ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1972 9  鈑桁 

R0816 土筆橋  つくし  大阪 東住吉区    鳴戸川 1979 8.7 歩道 RCスラブ橋 

R0817 さつき橋    大阪 東住吉区    鳴戸川 1973 9.3 歩道 鈑桁 

R0818 駒鳥橋  こまどり 大阪 東住吉区    鳴戸川 1979 9 歩道 RCスラブ橋 

R0819 清水橋  しみず 大阪 東住吉区    鳴戸川 1966 9 歩道 ＲＣ桁 

R0820 梅花橋  ばいか 大阪 東住吉区    鳴戸川 1980 8.2 歩道 RCスラブ橋 

R0821 今六小橋  いまろくこ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1986 8.4  鈑桁 

R0822 今六橋  いまろく 大阪 東住吉区    鳴戸川 1953 8 3.8 PC桁 

R0823 川島橋    大阪 東住吉区    鳴戸川 1963 8.5 3.7 ＲＣ桁 

R0824 長寿橋  ちょうじゅ 大阪 東住吉区    鳴戸川 1983 13.9  PC桁 

R0825 川原橋  かわはら 大阪 東住吉区    鳴戸川 1964 8.6 24.4 鈑桁 

R0826 希望橋  きぼう  大阪 東住吉区    鳴戸川 1983 9.1 歩道 RCスラブ橋 

R0827 中吉橋  なかよし 大阪 東住吉区    鳴戸川 1983 8.6  ＲＣ桁 

R0828 平等橋  びょうどう 大阪 東住吉区    鳴戸川 1970 9.9  鈑桁 

R0829 中島大橋    大阪 東住吉区    鳴戸川 1966 17.1 24.6 RC ラーメン橋 n＝2 

R0830 桜橋  さくら  大阪 東住吉区    鳴戸川 1984 20 歩道 鈑桁 

R0831 楯原橋  たてはら 大阪 平野区・東住吉区   鳴戸川 1984 17.7  合成鈑桁 

R0832 緑橋  みどり 大阪 平野区・東住吉区   鳴戸川 1984 18  鈑桁 

R0840 柳本橋  やなぎもと 大阪 鶴見区    古川     桁橋 

R0841 柳本小橋  やなぎもとこ 大阪 鶴見区    古川     桁橋 

R0842 徳栄橋  とくえい 大阪 鶴見区    古川     桁橋 

R0843 中茶屋橋    大阪 鶴見区    古川     桁橋 

R0844 東三荘橋   ひがしさんそう 大阪 鶴見区  府道  古川  1937 16.9 4.6 鋼桁橋 

R0845 古川大橋    ふるかわおお 大阪 鶴見区  府道  古川     桁橋 

R0846 古宮橋  ふるみや 大阪 鶴見区  府道  古川  1934 14.1 11 鋼桁橋 

R0847 葭田橋  よしだ  大阪 鶴見区    古川     桁橋 

R0848 ？     大阪 門真市  府道 2号 古川     

R0849 ？     大阪     近畿自動車道 古川     

R0850 稗島橋    大阪    府道 2号 古川     

R0851 三島大橋    みつしまおお 大阪 門真市  府道 161号 古川  1937 61  Ｉ型桁 ｌ＝11.7 

R0852 北島大橋    大阪 門真市    古川     

R0853 門真大橋    大阪 門真市  国道 163号 古川     

R0854 古川橋  ふるかわ  大阪 門真市  府道 158号 古川  1932 15.3  Ｉ型桁 

R0855 新古川橋    大阪 守口市・門真市   古川     

R0856 宮西橋    大阪 寝屋川市    古川     

R0860 高浜橋  たかはま 大阪 吹田市・東淀川区   安威川 1875 137 3.6 木桁橋  

R0861 農通橋    大阪      安威川 1892 114.5 1.8 木橋 ｎ＝22、橋名変更 

R0862 上高浜大橋   大阪      安威川 1926 60 3.6 木桁橋 

R0863 上高浜橋    大阪      安威川 1970 123 2 連続鈑桁 ｌ＝48 ｎ＝3  

R0864 新京阪橋    大阪 吹田市・東淀川区 府道 151号 安威川 1960 114 7.5 ＰＣ桁 ｌ＝20 計ｎ＝7 

R0865 安威川橋梁   大阪 吹田市・東淀川区 阪急京都線 安威川 1928   桁橋 

R0866 安威川橋    大阪 摂津市  府道 147号 安威川 1958 113 6 合成鈑桁 ｌ＝22.5 ｎ＝5 

R0867 鶴野橋    大阪    府道 2号 安威川 1969 266.5 7+2  

              合成鈑桁 ｌ＝24.6+43.1+33.4+30+33 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ20 
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R0868 鶴野橋    大阪 摂津市   近畿自動車道 安威川     

R0869 鶴野橋    大阪    府道 2号 安威川     

R0870 鶴野橋    大阪   大阪モノレール 安威川     

R0871 安威川橋梁   大阪 茨木市・摂津市 東海道貨物支線 安威川     

R0872 宮島橋    大阪 茨木市・摂津市 府道 15号 安威川     

R0873 安威川新橋   大阪 茨木市・摂津市 府道 19号 安威川     

R0874 あけぼの橋   大阪 茨木市    安威川     

R0875 玉島橋    大阪 茨木市  府道 14号 安威川     

R0876 善願寺橋    大阪 茨木市    安威川     

R0877 育英橋    大阪 茨木市  府道 138号 安威川 1966 87.6 6.5 ＰＣ連続曲線桁 ｌ＝3@29.2  

R0878 山科橋    大阪 茨木市    安威川 1907 22 1.8 石橋 

R0879 五十鈴橋    大阪 茨木市    安威川     

R0880 先鉾橋  さきほこ 大阪 茨木市  府道 139号 安威川 1963 91.8 7 連続鈑桁 ｌ＝33.7+33.1+23.6 

R0881 永久橋    大阪 茨木市    安威川     

R0882 安威川橋梁   大阪 茨木市  阪急京都線 安威川 1928    

R0883 千歳橋    大阪 茨木市  府道 132号 安威川     

R0884 太田川橋梁   大阪 茨木市  国鉄東海道本線 安威川 1980 ≒81 2ｘ複線 鈑桁 ｌ＝1ｘ37.5+2ｘ20.5  

R0885 西河原新橋   大阪 茨木市    安威川     

R0886 西河原橋    大阪 茨木市    安威川     

R0887 三島橋    大阪 茨木市  国道 171号 安威川     

R0888 太田橋  おおた 大阪 茨木市    安威川 1960 63.6 4.9 鋼橋 

R0889 安威川橋    大阪 茨木市  名神高速 安威川 1963 92 2ｘ9.4  

             連続鈑桁 ｌ＝24+28+24 ＲＣ箱型ラ－メン Ｌ＝15.3 ｎ＝2 

R0890 是椎橋    大阪 茨木市    安威川 1937 56 3.6 木造土橋  

R0891 長ケ橋    大阪 茨木市  府道 46号 安威川 1950   ＲＣオープンア－チ橋 

R0892 桑ノ原橋    大阪 茨木市    安威川 1955    

R0893 高橋    大阪 三島郡     安威川 1889 21 4 木橋 

R0894 里谷橋    大阪 三島郡    安威川 1908 44 1.8 木橋 

R0895 大橋    大阪 茨木市    安威川 1916 25.5 1.8 石橋 

R0896 車作大橋    大阪 茨木市  府道 46号 安威川     

R0897 栢原大場    京都 亀岡市  府道 46号 安威川     

R0900 千舟橋  ちふね 大阪 港区   地下鉄中央線 天保山運河 1963 65.8 複線 鈑桁 ｌ＝23.8+24+23.8 

R0901 千舟橋  ちふね 大阪 港区   国道 172号 天保山運河 1935 56 33 ゲルバー鈑桁 ｌ＝16+24+16 

R0902 静波橋    大阪 港区     天保山運河 1961 59 8.8 ゲルバー鈑桁 ｌ＝24 ｎ＝3 

R0903 ？     大阪 港区   阪神高速 4号線 天保山運河     

R0904 浮島橋  うきしま 大阪 港区     天保山運河 1987 47.5  鋼床版桁橋 

R0905 新福崎橋  しんふくさき 大阪 港区     天保山運河 1966 58 14+2@2.25 鋼トラスドランガー ｌ＝1ｘ56.8 

R0906 天保山大橋   大阪 此花区・港区 阪神高速湾岸線 安治川    鋼斜張橋 

R0907 安治川大橋   大阪 此花区 港区 国道 43号 安治川 1963 1046 2ｘ（13.5+2.5 ）  

                  鋼連続箱桁 ｌ＝53.2+100+53.2  

R0908 安治川橋梁 あじかわ 大阪 此花区 港区 JR大阪環状線 安治川 1961 173.8 複線  

              鋼ゲルバーランガー箱桁 ｆ＝17 ｌ＝24.5+120+28.5  

R0909 安治川橋梁 あじがわ 大阪 此花区・西区 阪神なんば線 安治川 2009  複線 鋼トラスドランガー桁 

R0910 安治川橋  あじがわ 大阪 此花区・西区   安治川 1873 86 5.4  

              鉄製旋回橋 ｌ＝8 ｎ＝2 斜張橋形式 木桁橋 ｎ＝6  

R0911 船津橋  ふなつ 大阪 福島区・北区 府道 29号 堂島川 1963 76.5 24 ゲルバー鈑桁 ｌ＝23+30+23 

R0912 上船津橋  かみふなつ 大阪 福島区・北区 阪神高速神戸線 堂島川 1981 78 24 ゲルバー鈑桁 ｎ＝3 鈑桁 ｎ＝2 

R0913 上船津橋  かみふなつ 大阪 福島区・北区 府道  堂島川 1981 78 17.4 連続合成鈑桁 ｌ＝29.6 ｎ＝3  

R0914 堂島大橋     どうじまおお 大阪 福島区・北区   堂島川 1927 768 22.6  

               鋼下路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝1ｘ54.9 

R0915 堀江橋    大阪 福島区・北区   堂島川 1688    

R0916 玉江橋（改称） たまえ 大阪    府道 41号 堂島川 1969 78.8 12.3 ゲルバー鈑桁 ｌ＝26.9 ｎ＝3 

R0917 田蓑橋  たみの 大阪 北区     堂島川 1965 82.3 10.2+2@2.25  

                 鋼床版鈑桁 ｌ＝10.4+2ｘ29.6+10.2 

R0918 ？     大阪 北区   阪神高速環状線 堂島川     

R0919 渡辺橋  わたなべ 大阪 北区   市道南北線 堂島川 1966 79 29 連続鋼床版鈑桁 ｌ＝29.4 ｎ＝4 

R0920      大阪 北区   阪神高速環状線 堂島川     

R0921 中之島ガーデンブリッジ 大阪 北区     堂島川    桁橋 

R0922 大江橋  おおえ 大阪 北区   国道 25号 堂島川 1935 81.5 36.5  

               メラン式ア－チ ｆ＝2，75 ｌ＝8.5+2ｘ26.3+8.5  

R0923 水晶橋(堂島川可動堰) すいしょう 大阪 北区    堂島川 1929 72.3 94（歩道）  

                メラン式オ－プンア－チ ｌ＝12.1+3@15.2 

R0924 鉾流橋  ほこながし 大阪 北区     堂島川 1980 98 6+2@3.25  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝29.5+38.2+29.5 

R0925 難波橋  なにわ 大阪 北区・中央区 府道 102号 堂島川 1975 187.2 21.8 RCアーチ 

R0926 ？     大阪 北区   阪神高速環状線 堂島川     

R0927 天神橋  てんじん 大阪 北区・中央区 市道天神橋天王寺線 堂島川 1934 210.7 15.8+2@3.1  

          鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝16.5+62+37.7+54.5+24 両端はＲＣア－チ 
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R0928 端建蔵橋  はたてぐら 大阪 北区・西区    土佐堀川 1963 112 19+2@2.5  

              両端に合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ10 を増設 鈑桁 ｌ＝5ｘ18.4 

R0929 湊橋  みなと 大阪 北区・西区    土佐堀川 1982 84｡5 2x17.4 連続合成鈑桁 ｌ＝36 ｎ＝3  

R0930      大阪 北区・西区  阪神高速神戸線 土佐堀川    上段に阪神高速橋 

R0931 土佐堀橋  とさぼり 大阪 北区・西区    土佐堀川 1969 58.4 22 連続鈑桁 ｌ＝33 ｎ＝3 

R0932 越中橋  えっちゅう 大阪 北区・西区    土佐堀川 1929 71 7.5 ゲルバー鈑桁 ｌ＝20.5+28.9+20.5 

R0933 田辺屋橋    大阪 北区・西区    土佐堀川 江戸時代    

R0934 常安橋  じょうあん 大阪 北区・西区  府道  土佐堀川 1969 69.9 10+2.25  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝19.2+29.7+19.2 

R0935 筑前橋  ちくぜん 大阪 北区・西区    土佐堀川 1932 69 9.1+2@2.75  

                 ゲルバー鈑桁 ｌ＝19.5+29+19.5 

R0936      大阪 北区・西区   阪神高速環状線 土佐堀川     

R0937 肥後橋  ひご  大阪 北区・西区  市道南北線 土佐堀川 1966 44.7 29 鋼床版鈑桁 ｌ＝29.7 ｎ＝3  

R0938 錦橋（土佐堀川可動堰） にしき 大阪 北区・西区   土佐堀川 1931 553 10.5（歩道）  

                 メラン式オ－プンア－チ ｌ＝2ｘ15 

R0939 ？     大阪 北区・西区 阪神高速ランプ 土佐堀川     

R0940 淀屋橋  よどや 大阪 北区・中央区 国道 25号 土佐堀川 1935 54.5 36.5 メラン式ア－チ ｌ＝8.5+28.5+8.5  

R0941 栴檀木橋    せんだんのき 大阪 北区・中央区   土佐堀川 1985 86.4 7+2@4  

                連続鈑桁 ｌ＝11.5+22.9+20.2+15.5+15.5  

R0942 難波橋  なにわ 大阪 北区・中央区 府道 102号 土佐堀川 1915 189.7  RCアーチ 

R0943      大阪 北区・中央区 阪神高速環状線 土佐堀川     

R0944 天神橋  てんじん 大阪 北区・中央区 市道天神橋天王寺線 土佐堀川 1934 210.7 15.8+2@3.1 

          鋼上路 2 ヒンジソリッドリブア－チ ｌ＝16.5+62+37.7+54.5+24 両端はＲＣアーチ 

R0945 天満橋  てんま 大阪 北区・中央区 府道 30号 大川 1970 474.3 2@6.5 二層橋 連続鋼床版箱桁 ｌ＝53.5+61+47.8  

R0946 川崎橋  かわさき 大阪 北区・都島区   大川  1978 129 3（歩道） 鋼斜張橋  

R0947 桜宮橋  さくらのみや 大阪 北区・都島区 国道 1号 大川  2006   鋼ローゼ l＝150 を拡幅  

R0948 源八橋  げんぱち 大阪 北区・都島区   大川  1936 201.2 7+2@2  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝28+37+32+48+32+23 

R0949 澱川橋梁  よどがわ  大阪 北区・都島区 JR大阪環状線 大川 1914  複線  

             プラットトラス（リベット） ｌ＝47 ｎ＝2 1945年，1954年撤去  

R0950 淀川橋梁  よどがわ  大阪 北区・都島区   大川 1932 ≒192 複線  ワ－レントラス ｌ＝2ｘ47.1 鈑桁 ｌ＝6ｘ15.4 

R0951 都島橋  みやこじま 大阪 北区・都島区 市道大阪環状線 大川 1956 145 17+2@2.5 鈑桁 

R0952 飛翔橋  ひしょう 大阪 北区・都島区   大川 1984 103.5 4（歩道）  

               鋼下路二重アーチニールセンローゼ RC補剛桁 

R0953 春風橋  大阪 北区・都島区 阪神高速守口線  大川     

R0954 毛馬橋  けま  大阪 北区・都島区   大川 1979  計 16+2@4 拡幅 連続合成鈑桁  

R0955 （毛馬水門）   大阪        

R0960 奥村橋    大阪 生野区  国道 25号 駒川  1922 "8,4" 18.6 鋼桁 

R0961 駒川橋  こまがわ 大阪 東住吉区  国道 25号 駒川  1967   桁橋 

R0962 北之山橋  きたのやま 大阪 東住吉区    駒川  1954 8 4 I型桁 

R0963 東口橋  ひがしぐち 大阪 東住吉区    駒川  1954 8 4 I型桁 

R0964 五輪橋    大阪 東住吉区    駒川  1954 8.1 6.9 鋼桁 

R0965 東浦橋  ひがしうら 大阪 東住吉区    駒川  1954 8.1 4 I型桁 

R0966 新桑津橋  しんくわづ 大阪 東住吉区    駒川  1940 8.7 1.5 鋼桁 

R0967 南口橋  みなみぐち 大阪 東住吉区    駒川  1954 8 4 I型桁 

R0968 桑の実橋  くわのみ 大阪 東住吉区    駒川  1993 9.75  ＰＣ橋  

R0969 駒川桜橋   こまかわさくら 大阪 東住吉区    駒川  1997 9.1  ＰＣ橋  

R0970 駒川 3号橋 こまかわさんごう 大阪 東住吉区    駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0971 駒川 4号橋 こまかわよんごう 大阪 東住吉区    駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0972 駒川 5号橋 こまかわごごう 大阪 東住吉区    駒川  1933 8.1  I型桁 

R0973 銀杏橋  ぎんなん 大阪 東住吉区    駒川  1993   桁橋 

R0974 駒川 6号橋 こまかわろくごう 大阪 東住吉区    駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0975 駒川 7号橋 こまかわしちごう 大阪 東住吉区    駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0976 新光橋  しんこう 大阪 東住吉区    駒川  1966 8.8 3.7 ＰＣ橋  

R0977 ？     大阪 東住吉区    駒川     私設 桁橋 

R0978 東明橋  とうめい 大阪 東住吉区    駒川  1965 8.4  I型桁 

R0979 ？     大阪 東住吉区    駒川     私設 桁橋 

R0980 さくら新橋    大阪 東住吉区    駒川     桁橋 

R0981 北田辺橋  きたたなべ 大阪 東住吉区    駒川     桁橋 

R0982 駒川 9号橋 こまかわきゅうごう 大阪 東住吉区   駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0983 東交橋  とうこう 大阪 東住吉区    駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0984 駒川 10号橋 こまかわじゅうごう 大阪 東住吉区   駒川  1933 8.4  RCスラブ橋 

R0985 今三橋  いまさん 大阪 東住吉区    駒川  1997   桁橋 

R0986 西今川橋    にしいまかわ 大阪 東住吉区    駒川  1969 16 6 ＰＣ橋  

R0987 ？     大阪 東住吉区   近鉄南大阪線 駒川  1923  複線 桁橋 

R0988 加美寿橋  かみす 大阪 東住吉区    駒川  1955 9.9 1.2 鈑桁 

R0989 ？      大阪      駒川  1989 12.5  桁橋 

R0990 文化橋  ぶんか 大阪 東住吉区    駒川  1957 7.5 5.5 鋼床版鈑桁 ｌ＝7.5 
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R0991 福橋  ふく  大阪 東住吉区    駒川  2004 6.6  I型桁 

R0992 京橋  きょう  大阪 東住吉区    駒川  1955 5.7 1.4 木桁橋  

R0993 ？      大阪 東住吉区    駒川  2004 6.4 歩道 I型桁 

R0994 耕整橋  こうせい 大阪 東住吉区    駒川  1957 10.8 5.1 鈑桁 

R0995 潤橋  うるい  大阪 東住吉区    駒川     桁橋 

R0996      大阪 東住吉区  阪神高速松原線 駒川     桁橋 

R0997 触合橋  ふれあい 大阪 東住吉区    駒川     桁橋 

R0998 上辻橋    大阪 東住吉区    駒川  1957 6.8 15.5 ＰＣ橋 

R0999 大平橋    大阪 東住吉区    駒川  1985 6.2 歩道 I型桁 

R1000 都橋  みやこ 大阪 東住吉区  府道南港線 駒川  1964 6.1 25.7 鋼桁 

R1001 繁栄橋  はんえい 大阪 東住吉区    駒川  1964 5.7 4.7 ＰＣ橋 

R1002 若宮橋  わかみや 大阪 東住吉区    駒川  1967 6.3 6.4 ＰＣ橋 

R1003 高砂橋  たかさご 大阪 東住吉区    駒川  1968 5.7 6 ＰＣ橋 

R1004 寿橋  ことぶき 大阪 東住吉区    駒川  1964 6.4 5.5 ＰＣ橋 

R1005 地友橋    大阪 東住吉区    駒川  1966 6.4 4 ＰＣ橋 

R1006 大正橋  たいしょう 大阪 東住吉区    駒川  1964 6.3 5.5 ＰＣ橋 

R1007 天神橋  てんじん 大阪 東住吉区    駒川  1967 6.3 4.6 ＰＣ橋 

R1008 駒川橋  こまがわ 大阪 東住吉区    駒川  1967 6.3 6 ＰＣ橋 

R1009 済東八橋  とうはち 大阪 東住吉区    駒川  1986 6.2  I型桁 

R1010 百済大橋  くだらおお 大阪 東住吉区    駒川  1961 6.4 15.1 ＰＣ橋 

R1011 修徳橋  しゅうとく 大阪 東住吉区    駒川  1958 5.8 1.5 木桁橋 

R1012 常徳橋  じょうとく 大阪 東住吉区    駒川  1986 5.5 歩道 鋼桁 

R1013 酒君塚橋  きみつか 大阪 東住吉区    駒川  1985 5.7 歩道 鋼桁 

R1014 随願橋  ずいがん 大阪 東住吉区    駒川  1976 6.4 歩道 鋼桁 

R1015 松原橋  まつばら 大阪 東住吉区    駒川  1960 6.5 5.4 鋼桁 

R1016 鷹二橋  たかに 大阪 東住吉区    駒川  1982 5.7 歩道 鋼桁 

R1017 鷹匠橋  たかしょう 大阪 東住吉区    駒川  1982 5.7 歩道 鋼桁 

R1018 栄橋  さかえ 大阪 東住吉区    駒川  1961 6.5 8.1 I型桁 

R1019 学橋  まなび 大阪 東住吉区    駒川  1969 6.8  I型桁 

R1020 鷹合橋    大阪 東住吉区    駒川  1979 5.7 歩道 Ｈ型桁 

R1021 大宮橋  おおみや 大阪 東住吉区    駒川  1961 6.6 4 I型桁 

R1022 太鼓橋  たいこ 大阪 東住吉区    駒川  1961 6.7 1.7（歩道） I型桁 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

 


