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第4章　海上橋梁

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1962  箕島大橋 長崎県 長崎県大村市 単純T桁ポステン橋 970×7.5m
 1975  大野新橋 石川県 石川県金沢市 単純T桁ポステン橋 108.3×10m
 1976  刀掛大橋 北海道開発局小樽開発建設部 北海道岩内郡岩内町 4径間単純合成桁 140×9.75m
 1977  家島橋 大分県 大分県大分市 単純T桁ポステン橋 105×14.5m
 1978  斑橋 長崎県 長崎県北松浦郡小値賀町 4径間単純T桁ポステン橋 179×6m
 1978  木材港3区橋梁 名古屋港管理事務所 愛知県海部郡飛島村 単純T桁プレテン橋 55×9.2m
 1979  新千鳥橋 福岡市 福岡県福岡市 単純T桁ポステン橋 245×10m
 1980  三河港大橋 愛知県 愛知県渥美郡渥美町 単純T桁ポステン橋 288×10m
 1981  開戸橋 千葉県 千葉県安房郡天津小湊町 単純T桁ポステン橋 34.35×14.8m
 1981  紙田川橋 愛知県 愛知県豊橋市 単純T桁ポステン橋 150×12.25m
 1981  大森大橋 北海道開発局小樽開発建設部 北海道古宇郡神恵内村 2･3径間連続合成桁橋 265.6×7m
 1981  能登大橋 石川県 石川県鹿島郡能登島町 単純T桁ポステン橋 787.5×9.4m
 1981  泊高架橋 沖縄総合事務局那覇港工事事務所 沖縄県那覇市 単純T桁ポステン橋 204×19m
 1982  塩田大橋 兵庫県 兵庫県津名郡津名町 単純T桁プレテン橋 64.3×18.3m
 1982  大草橋 愛知県 愛知県宝飯郡御津町 単純T桁ポステン橋 107×9.7m
 1982  大風沢橋 千葉県 千葉県安房郡天津小湊町 単純T桁プレテン橋 50×14.3m
 1982  波の上橋 沖縄総合事務局 沖縄県那覇市 単純T桁ポステン橋 362×8.75m
 1983  方座浦橋 伊勢水産漁港事務所 三重県度会郡南島町 単純T桁ポステン橋 25×6.54m
 1984  竹敷港新大橋 長崎県 長崎県下県郡美津島町 単純T桁プレテン橋 54.997×8m
 1985  一色大橋 愛知県 愛知県幡豆郡一色町 単純T桁ポステン橋 90×9.75m
 1985  竹島橋 蒲郡市 愛知県蒲郡市 単純T桁ポステン橋 387.3×4.3m
 1987  月見橋 小樽市 北海道小樽市 単純T桁ポステン橋 40×17m
 1988  境河橋 愛知県 愛知県豊橋市 単純T桁ポステン橋 1,254×11.25m
 1988  橋梁整備 大分県 大分県東国東郡 単純T桁ポステン橋 230×12.5m
 1988  松山空港護岸(その4) 第三港湾建設局 愛媛県 松山市 単純ロープレテン橋 353.6×6m
 1988  新日名橋 愛知県 愛知県知多市 単純T桁ポステン橋 99×8.35m
 1988  矢本大橋 宮城県 宮城県桃生郡矢本町 単純T桁ポステン橋 126×11.75m
 1988  嫦娥三島橋 長崎県 長崎県壱岐郡郷ノ浦町 7径間単純T桁橋 294×7m
 1990  改修響灘道路(橋梁2工区) 北九州市 福岡県 北九州市 8径間･T桁プレテン橋 160×11m
 1990  国縫港大橋 北海道 北海道山越郡長万部町 単純T桁ポステン橋 247×10.5m
 1990  新茂宮川橋 茨城県 茨城県日立市 単純T桁ポステン橋 135.6×8m
 1990  仲間橋橋梁 沖縄県 沖縄県八重山郡 単純T桁･箱桁ポステン橋 250×9.75m
 1990  菱浦漁港橋 海士町 島根県穏岐郡海士町 バイプレ方式単純I桁橋 28×7m
 1990  豊浜小戸線橋梁(その1) 博多港開発㈱ 福岡県 福岡市 4径間連結T桁プレテン橋 86.4×22.8m
 1990  本渡港港湾工事 熊本県 熊本県本渡市 単純T桁ポステン橋 163.4×9.25m
 1991  よかトピア橋 福岡県 福岡県福岡市 4径間単純T桁ポステン橋 112.9×9.1m
 1991  大畠漁港工事 岡山県 岡山県倉敷市 2径間･ホロープレテン床版橋 33×10m
 1991  南浜大橋 愛知県臨海環境整備センター 愛知県知多市 単純T桁ポステン橋 322×9.75m
 1992  周防大橋 山口県 山口県山口市 4～5径間連結ポステンT桁橋 400m
 1992  博多港香椎パークポート橋梁 運輸省第四港湾建設局 福岡県福岡市東区 789×29.8m
 1993  港大橋 長崎県 長崎県対馬市 単純T桁橋 43×7m
 1993  紙田川橋 愛知県 愛知県豊橋市 5径間単純T桁ポステン橋 150.0×11.0m
 1993  比田勝橋 長崎県 長崎県上県郡上対馬町 2径間単純T桁ポステン橋 57.0×8.0m
 1993  両前寺橋 秋田県 秋田県由利郡仁賀保町 単純T桁ポステン桁 30×8.5m
 1993  臨港線橋梁 徳山市 山口県徳山市 プレビーム単純合成桁橋 29.2×10m
 1994  三河港大橋 愛知県 愛知県渥美郡渥美町 9径間単純T桁ポステン橋 256.0×10.0m
 1994  三河港大橋2期工事 愛知県 愛知県豊橋市 単純T桁ポステン桁 180×10m
 1994  三重漁港橋梁 長崎県 長崎県長崎市 5径間単純T桁ポステン橋 155.0×7.0m
 1994  新千鳥橋 福岡市 福岡県福岡市博多区 3径間単純T桁橋 136.4×10.75m
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 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1994  川越火力LNG桟橋連絡橋 中部電力 三重県三重郡川越町 単純T桁ポステン桁 725×4.5m
 1994  内之浦橋 田辺市 和歌山県田辺市 単径間バイプレI桁橋 42.0×15.0m
 1995  下津港8，9号橋 和歌山県 和歌山県和歌山市 単純T桁橋 23.7×3.8m 34.0×3.8m
 1995  室津漁港橋梁 兵庫県 兵庫県揖保郡御津町 5径間単純T桁ポステン桁 150×7.0m
 1995  春牧1号橋 鹿児島県 鹿児島県熊毛郡屋久町 3径間単純T桁プレテン橋 36.0×8.0m
 1995  来間地区農道橋 沖縄県 沖縄県宮古郡下地町 2径間連結T桁橋 (1,674)×7.75m
 1996  隅田川テラス工事 東京都 東京都中央区 単純箱桁橋 32×2m
 1996  原町火力連絡船 東北電力 福島県原町市 単純ホロー桁ポステン桁 44.8×4.0m
 1996  川内橋 青森県 青森県下北郡川内町 単純プレビーム合成桁 102×11.0m
 1996  伯太川橋 日立金属 島根県安来市 3径間単純T桁ポステン橋 102.5×9.75m
 1996  湊橋 四国地方建設局 徳島県阿南市 2径間単純T桁ポステン桁 76×11.75m
 1996  脇本海岸ふれあいシーサイド 青森県 青森県北津軽郡 単純床版プレテン橋 120×2.0m 整備工事
 1997  渚橋 東京都 東京都神津島神津島村 単純T桁橋 24×8m
 1997  西沖田橋 広島県 広島県豊田郡 2径間連結T桁ポステン橋 56.8×16.0m
 1997  港湾改修事業(重要港湾)  宮崎県 宮崎県宮崎市 単純ポステンT桁橋　32.5m×9.25m
 1997  徳山下松港港湾改修工事第41工区 山口県 山口県新南陽市 プレテンホロー桁橋　6m×100m
 1997  脇之沢漁港関連道工事 岩手県 岩手県陸前高田市 単純プレテンT桁橋　23.5m×11m
 1998  河関受大第3号橋梁整備工事 大分県 大分県大分市 単純ポステンバイブレ箱桁橋　60.0m×3.0m
 1998  細島港港湾改修事業の 宮崎県 宮崎県日向市 単純プレテン中空床版橋　17.3m×10.0m 内橋梁但し上部工事
 1998  中城湾港(西原与那原地区) 沖縄県 沖縄県西原町 2径間連結ポステンT桁橋　52.9m×9m 1号橋橋梁新設工事(上部工) 
 1998  湯の浜漁港関連道橋梁(上部) 東京都 東京都三宅村 単純ポステンT桁橋　セグメント140m×8m  建設工事
 1998  福岡空港道路駐車場新設工事  運輸省第四港湾建設局 福岡県福岡市 単純プレテンホロー桁橋　15.54m×26.87m (第2次)
 1999  伊万里港(瀬戸地区)橋梁工事 運輸省第四港湾建設局 佐賀県伊万里市 4径間連結プレテンホロー桁橋　100m×19.5m
 1999  佐野大橋上部工工事 兵庫県 兵庫県津名町 3径間連結ポステンT桁橋　64.25m×7.5m

 1999  
博多港(アイランドシティ地区) 運輸省第四港湾建設局 福岡県福岡市 (2＋3)連結プレテンT桁橋　110.0m×14.25m

 橋梁工事

 2000  綾里漁港修築(第1号)工事 岩手県 岩手県気仙郡三陸町 ポストテンションバイプレ中空床版桁橋
    28.8m×9.2m

 2000  富津火力第2バース他増設工事 東京電力(株)  千葉県富津市 単純T桁ポステン桁　道路橋207.0m×6.0m，
 のうち第2LNGバース土木工事   配管橋215.0m×7.0m

 2001  漁港修築事業形原漁港大橋 愛知県 愛知県蒲郡市 1径間単純ポステンT桁橋＋2径間連結ポステンT桁橋　
 上部工事   0.5m×250.0m

 2001  細島港(外港地区)南沖防波堤 運輸省第四港湾建設局 宮崎県日向市 プレテンホロー桁橋　23.5m×9.5m
 ケーソン製作ヤード築造工事

 2001  細島港南防波堤ケーソン 運輸省第四港湾建設局 宮崎県日向市 単純プレテンホロー桁橋　23.51m×8.5m
 ヤード築造工事

 2001  中城湾港(新港地区)橋梁整備 沖縄県 沖縄県具志川市 4径間連結T桁ポステン橋　116.0m×15.0m 工事(上部工)
 2001  農村自然環境整備事業七尾 石川県 石川県田鶴浜町 単純ポステンT桁橋　49.7×7.0m 西湾地区大津川橋梁上部工
 2001  福良港橋梁(1)上部工工事 兵庫県 兵庫県南淡町 単純プレテン桁橋　18.8m×11.2m

 2003  尼崎西宮芦屋港海岸地区閘門 国土交通省近畿地方整備局 兵庫県尼崎市 単純T桁ポステン橋　31.5m×4.0m (改良)道路橋梁築造工事
 2003 曽根漁港地域整備（上部工）工事 北九州市 福岡県北九州市 プレテンホロー桁　188×7.2m
 
 2004 深日港多奈川地区橋梁工事 大阪府港湾局 大阪府泉南郡岬町 プレテンホロー桁　22.3×7.1m
 2004 洲本南淡線相川組上部工工事 兵庫県 兵庫県洲本市 プレテンホロー桁　18.7×8.2m
 2004 魚津港海岸管理橋工事 富山県新川土木センター 富山県魚津市本町地内 プレテンホロー　11.26m×3m
 2008 鋼材ヤード水切りドルフィン新設工事 （株）大島造船所 長崎県西海市 プレテンホロー　16.4m×2.5m
 2009 岩国港港湾改修工事　第４工区 山口県 山口県岩国市 プレテンホロー　26.16m×15.84m
 2009 千葉港葛南中央地区岸壁工事 国土交通省関東地方整備局 千葉県船橋市 プレテンホロー　24.0m×1.2m
 2010 貨物地区連絡道路工事 関西国際空港(株) 大阪府泉佐野市 プレテンホロー　22.0m×23.4m
 2010 東京国際空港D滑走路建設外工事 国土交通省関東地方整備局 東京都大田区 プレキャストＰＣ床版 350ｍ×10.8ｍ×2本

 2015       福岡空港道路駐車場 国土交通省九州地方整備局 福岡県福岡市博多区 ﾌﾟﾚﾃﾝﾎﾛｰ桁 橋長13.6×橋幅27.9m　 37本                  （２ビル前改良）外１件工事
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プレテンＴ桁　31.21m×9.0m、36.45m×8.25m
プレテンホロー桁　34.9m×8.25m、19.15m×7.0m

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 2015 曽根漁港道路②（上部工） 福岡県北九州市 福岡県北九州市小倉南区 整備工事（27）
 2016       横浜港南本牧臨港道路                  国土交通省関東地方整備局 　　　　   神奈川県横浜市 ＰＣ桁製作133本

 
2016   

    田老漁港災害復旧 
岩手県沿岸広域振興局 岩手県宮古市（23災県583号橋梁）工

 2016       西原地区1号橋上部工（上り）工事   内閣府沖縄総合事務局　　　　  沖縄県中頭郡西原町 

 2017
 13号地新客船ふ頭岸壁 東京都港湾局 東京都江東区                                  　　　　(-11.5m)連絡通路

 

横浜港臨港道路（南本牧
はま道路）緊急復旧工事 国土交通省 関東地方整備局   神奈川県横浜市中区 プレテンホロー桁 57.6×14.7m

13号地新客船ふ頭連絡通路
歩道建設工事 東京都港湾局 東京都江東区青海 プレテンホロー桁 36.0m×B10.8m，11.72m×B14.45m

（主）福良江井岩屋線　
　御原橋上部工事　※拡幅 兵庫県淡路県民局　　　                       兵庫県洲本市                3径間単純ポステンＴ桁橋84.2�6.58

 2020

 2019

 2019

プレテンホロー桁 16.110.65m　8径間

ポステンバイブレ桁　32.0X 13.25m

2020

2020

2020

2020

2020

2021

2022

伊万里港（七ツ島地区）道路
（橋梁上部工）工事（P2～P5）国土交通省九州地方整備局   佐賀県伊万里市黒川町 連結PCポステンＴ桁 119.1×11.0m

平成31年度伊万里港（七ツ島
地区）道路（橋梁上部工）工事

国土交通省九州地方整備局   佐賀県伊万里市黒川町 連結PCポステンＴ桁 121.5×11.0m

第18-41370-0258号　公共災害
復旧(再復)工事(橋梁上部) 福島県相双建設事務所   福島県双葉郡双葉町 2径間連結ポステンＴ桁　73×13m

農山漁村地域整備交付金事業
入善漁港関連道橋梁上部工工事 富山県下新川郡入善町 富山県下新川郡入善町 プレテンホロー桁 16.6×8.2m

曽根漁港道路②（上部工）
整備工事(2) 北九州市産業経済局 福岡県北九州市小倉南区

大字曽根新田地先 プレテンホロー桁　L＝130.5ｍ

令和２年度鹿児島港(中央港区)
岸壁築造工事(第２次) 国土交通省九州地方整備局   鹿児島県鹿児島市 プレテンホロー桁

下関港海岸(山陽地区)水門
築造工事(新川水門) 国土交通省九州地方整備局 山口県下関市長府扇町 プレテンホロー桁 15.8×5.0m

隼人道路 清水川橋工事 西日本高速道路株式会社 
九州支社

鹿児島県霧島市隼人町 プレテンホロー桁 178×10m施工中
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第4章　海上橋梁

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1987  新門司大橋 北九州市 福岡県北九州市 斜張橋 77×23.8m

 1989  屋那大橋 島根県 島根県隠岐郡都万村 2径間連続PC斜張橋 67×5.0m

 1989  志摩丸山橋 三重県 三重県志摩郡志摩町 2径間連続PC斜張橋 318×10.5m

 1990  呼子大橋 佐賀県 佐賀県東松浦郡呼子町 3径間連続斜張橋 494.3×10.9m

 1991  生口橋 本州四国連絡橋公団 広島県 3径間連続複合斜張橋 790×19.5m

 1992  甑1号橋 鹿児島県 鹿児島県薩摩郡上甑村 2径間連続PC斜張橋 170.0×8.0m

 1992  青森大橋 JR東日本 青森県青森市 3径間連続PC斜張橋 498×21.5m

 1993  洲本大橋 洲本市 兵庫県洲本市 2径間連続PC斜張橋 149×14.0m

 1993  深浦港港湾環境整備工事 青森県 青森県西津軽郡深浦町 2径間連続PC斜張橋 67×3.0m

 1994  松川浦大橋 福島県 福島県相馬市 3径間連続斜張橋 286.6×9.75m

 1995  間人漁港大橋 京都府 京都府竹野郡丹後町 2径間連続PC斜張橋 136.0×8.0m

 1995  南大阪湾岸線北橋梁 大阪府 大阪府泉南郡 2径間連続PC斜張橋 338×25.5m

 1995  八戸シーガルブリッジ 青森県 青森県八戸市 PC2径間連続斜張橋 165.65×22.8m

 1995  平羅橋 広島県 広島県豊田郡豊町 単径間PC斜張橋 98.5×8.0m

 1996  伊唐島大橋 鹿児島県 鹿児島県出水郡東町 5径間連続斜張橋 単純箱桁橋 675×7.75m

 1996  新浜大橋 鹿島市 佐賀県鹿島市 2径間連続PC斜張橋 150×8.5m

 1997  大芝大橋 広島県 広島県豊田郡安芸津町 3径間連続PC斜張橋 410×5.0m

 1997  与那城1号橋 沖縄県 沖縄県中頭郡与那城町 2径間連続PC斜張橋 140.0×21.5m

 1998  能登島農道橋 石川県 石川県鹿島郡能登島町 3径間連続PC斜張橋 448×18m

 2002  鰺ヶ沢漁港海岸環境整備工事 青森県 青森県鰺ヶ沢町 ハイブリッドPC斜張橋 112.3×4.0m

■桁橋（連続／ラーメン橋）
 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1933  浜比嘉大橋 沖縄県 沖縄県中頭郡与那城町 (10×3×7)径間連続箱桁橋 900.0×9.75m

 1965  青海大橋 山口県 山口県長門市 3径間連続有ヒンジラーメン橋 140×6.0m

 1969  上関大橋 山口県 山口県熊毛郡上関町 3径間有ヒンジラーメン橋 220.0×6.5m

 1972  浦戸大橋 日本道路公団高松建設局 高知県高知市 5径間有ヒンジ連続ラーメン 601.5×8.5～9.0m

 1975  彦島大橋 山口県 山口県下関市 3径間有ヒンジラーメン箱桁 500×8.5m

 1976  松浦橋 建設省佐賀国道工事事務所 佐賀県唐津市 6径間連続箱桁 2×(235×10.5)m

 1976  仁淀川河口大橋 高知県 高知県吾川郡春野町 6，13径間連続有ヒンジラーメン 1,007×8m

 1976  大磯橋 北海道開発局函館開発建設部 北海道松前郡 4径間連続有ヒンジラーメン橋 340×12.5m

 1976  浜名大橋 日本道路公団名古屋建設局 静岡県浜名郡舞阪町･新居町 5径間有ヒンジラーメン箱桁 631.8×(2×9.0)m
 1976  舞阪高架橋 目本道路公団名古屋建設局 静岡県浜名郡 5径間連続箱桁 2×(324×10.7)m
 1979  一ツ葉大橋(2期)  宮崎県 宮崎県宮崎市 11径間連続有ヒンジ箱桁 2×(933×9.75)m
 1979  首都高速Y131工区 首都高速道路公団 神奈川県横浜市 4径間連続3主桁版橋 140×18.2m
 1979  松城橋 北海道開発局函館開発建設部 北海道松前郡 3径間連続有ヒンジラーメン橋 120×13.5m

 1980  一ツ葉大橋 宮崎県 宮崎県宮崎市 11径間連続有ヒンジ箱桁橋 792.3×10.75m

 1980  湯河原橋 日本道路公団東京第一建設局 神奈川県足柄下郡湯河原町 3径間有ヒンジ 211×8.55m

 1980  木更津大橋 千葉県 千葉県木更津市 3径間連続ラーメン 210×11.25m

 1981  大森大橋 北海道開発局小樽開発建設部 北海道古宇郡神恵内村 3径間連続有ヒンジラーメン橋 163.4×7m

 1982  能登島大橋 石川県 石川県七尾市･鹿島郡能登島町 3径間有ヒンジ 262.3×9.4m

 1984  亀浦高架橋 本州四国連絡橋公団第一建設局 徳島県鳴門市 3径間連続有ヒンジラーメン 2×(226.2×8)m

 1984  泊川橋 北海道開発局小樽開発建設部 北海道島牧郡島牧村 3径間連続 69×14.3m

 1985  丸島大橋 高知県 高知県宿毛市 3径間連続ラーメン 96×10.75m

 1985  釧路西港大橋 釧路市 北海道釧路市 4径間連続箱桁 380×22m

 1985  北浦港橋梁 本州四国連絡橋公団第一建設局 香川県綾歌郡宇多津町 4径間連続ラーメン 450×9.65m

 1986  貝塚大橋 大阪府 大阪府貝塚市 3径間ゲルバー橋 156×23.55m

 1986  瀬底大橋 沖縄県 沖縄県国頭郡本部町 3径間連続箱桁 762×9.75m

 1986  番の州高架橋 本州四国連絡橋公団 香川県坂出市 3径間連続箱桁 432.18×9.97m

愛媛県　                                            愛媛県越智郡上島町                    鋼ｺﾝｸﾘｰﾄ混合斜張橋735(368.1)×7.5m

愛媛県                                            愛媛県越智郡上島町                    鋼・ｺﾝｸﾘｰﾄ5径間混合斜張橋　366.9×7.5ｍ

一般県道岩城弓削線岩城橋
建設工事（その２）

一般県道岩城弓削線岩城橋
建設工事（その1）2021

2021

2022 国土交通省関東地方整備局　　 神奈川県川崎市川崎区                5径間連続複合斜張橋　879m×19m川崎港臨港道路東扇島水江町線
主橋梁部上部工事（その3）
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第4章　海上橋梁

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模
 1986  脇川大橋 新潟県 新潟県岩船郡山北町 3径間連続ラーメン 291.15×10.75m
 1987  横浜市新交通システム 横浜市，建設省 神奈川県横浜市 3～5径間連続版桁 中空床版，1,447，3,007m
 
 1987  外地橋 沖縄県 沖縄県島尻郡座間味村 3径間連続箱桁橋 240×7.0m
 1987  深谷高架橋 建設省北陸地方建設局 新潟県西頸城郡 7径間連続有ヒンジラーメン箱桁 422.5×11.55m
 1987  沢崎橋 新潟県 新潟県佐渡郡 3径間連続ラーメン箱桁 77×8.0m
 1987  中瀬戸橋 熊本県 熊本県天草郡御所浦町 3径間連続有ヒンジラーメン箱桁 452m
 1988  なぎ大橋 和歌山県 和歌山県有田郡広川町 3径間連続箱桁 255.75×8.0m
 1988  栄浦大橋 北海道 北海道常呂郡常呂町 5径間連続箱桁 286.8×9.9m
 1988  歌高架橋 日本道路公団新潟建設局 新潟県西頸城郡青海町 4径間連続ラーメン 2@(249×10.9)m
 1988  海田大橋 広島県 広島県広島市 2径間連続桁 100×33.5～36.2m
 
 1988  海田埠頭ランプ橋 広島県 広島県広島市 5径間連続桁 250×8m
 1988  親不知海岸高架橋 日本道路公団 新潟県西頸城郡青海町 3～4径間連続中空床版橋 3,372.5×18.5m
 
 1988  中海大橋 島根県 島根県松江市 2～4径間連続箱桁 555m
 1988  本四備讃線北浦港橋梁 本州四国連絡橋公団第二建設局 香川県坂出市 5径間連続ラーメン箱桁 450×7.6m
 
 1988  与島高架橋 本州四国連絡橋公団 香川県坂出市 4～7径間連続ラーメン箱桁他 717.3×2@10.5m
 1989  菰川高架橋 福岡北九州高速道路公社 福岡県福岡市 3径間連続箱桁 166×16.0m
 1989  新青海大橋 山口県 山口県長門市 3径間連続箱桁橋 140.0×3.75m
 1990  古部大橋 北海道開発局 北海道茅部郡南茅部町 3径間連続箱桁 186m
 
 1990  隼人港橋 日本道路公団 鹿児島県姶良郡隼人町 3径間連続箱桁 140×9.0m
 1991  広野火力発電所配管橋 東京電力㈱ 福島県双葉郡広野町 2径間連続下路桁 (82＋72)×5.8m
 
 1991  諏訪大橋 島根県 島根県隠岐郡 3径間連続ラーメン橋 180.0×5.0m
 1991  清水川橋 日本道路公団福岡建設局 鹿児島県姶良郡 4径間連続箱桁 295m
 1991  大野橋 石川県 石川県金沢市 3径間有ヒンジラーメン箱桁橋 180m
 1991  池間大橋 沖縄県 沖縄県平良市 連続箱桁 1,425×7.75m
 1992  屋我地大橋 沖縄県 沖縄県名護市 5径間連続箱桁 300×12.5m
 1992  青森港道路橋梁 青森県 青森県青森市 3径間連続箱桁 96.6×10.75m
 1992  石垣港橋梁 沖縄総合事務局 沖縄県石垣市 3径間連続箱桁 438×10m
 1992  那覇港臨港道路 沖縄開発庁沖縄総合事務局 沖縄県那覇市 5径間連続箱桁 240×20m
 1992  二色の浜(その2)  阪神高速道路公団 大阪府貝塚市 3径間連続箱桁 200×11.8m
  
 1992  舞鶴橋 佐賀県 佐賀県唐津市 5径間連続箱桁 268×17.5m
 1993  烏山島橋 長崎県 長崎県福江市 3径間連続ラーメン橋 170.0×5.0m
 1993  川越火力発電所水路横断橋 ㈱中部電力川越火力発電所 三重県三重郡川越町 1径間2ヒンジラーメン箱桁橋 65.7×12.0m
 1993  早崎大橋 建設省大隅工事事務所 鹿児島県垂水市 7径間連続箱桁橋 888.0×11.5m
 1993  尼瀬海上橋 新潟県 新潟県三島郡出雲崎町 5径間連続2室箱桁橋 317.0×13.3m
 1993  浜比嘉大橋 沖縄県 沖縄県中頭郡与那城町 10径間連続箱桁 900×9.75m
 1994  亀徳港大橋 鹿児島県 鹿児島県大島郡徳之島町 5径間連続箱桁橋 250.0×9.5m
 1994  小田原ブルーウェイブリッジ 日本道路公団 神奈川県小田原市 3径間連続エクストラドーズドPC箱桁橋
    270.0×(9.5～16.4)m
 1994  能登島農道橋 石川県 石川県鹿島郡能登島町 2径間連続箱桁橋 170.0×8.0m
 1994  浜の宮大橋 椎田町 福岡県築上郡椎田町 3径間連続箱桁橋 135.0×9.2m
 1995  谷山臨海大橋 運輸省第四港湾建設局 鹿児島県鹿児島市 5径間連続箱桁橋 357.0×11.0m
 
 1995  谷山臨海大橋 運輸省第四港湾建設局 鹿児島県鹿児島市 5径間連続箱桁橋 357×11m
 
 1995  浜比嘉大橋 沖縄県 沖縄県中頭郡勝連町･与那城町 3径間連続ラーメン箱桁橋 7径間連続箱桁橋     489.0×9.75m
 1995  不知火橋 長崎県 長崎県諫早市 3径間連続ラーメン橋 193.0×6.5m
 1995  来間地区農道橋 沖縄県 沖縄県宮古郡下地町 3径間連続箱桁橋 (1,674)×7.75m
 1996  南風泊漁港遊歩道 高島町 長崎県西彼杵郡高島町 単純箱桁橋 30.0×4.8m
 1997  伊万里港(久原南地区)橋梁他1件工事 運輸省第四港湾建設局 佐賀県伊万里市 ポステン連続箱桁橋 10.45m×150m
 
 1997  汐入川水系汐入川水門管理橋工事 兵庫県 兵庫県姫路市大津区 プレテンホロー桁橋 3.5m×33.4m
 1997  西宮港区岸壁工事(-5.5)その3  兵庫県 兵庫県西宮市 プレテンホロー桁橋 60.0m×5.7m
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第4章　海上橋梁

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模
 1997  多々羅大橋上部工(その2)工事 本州四国連絡橋公団 愛媛県越智郡上浦町 PC･鋼複合斜張橋　幅員30.6m×橋長1,480m
  P3－4P間PC桁部   最大スパン890m
 1997  大芝大橋 広島県 広島県豊田郡安芸津町 3径間連続中空床版橋 59.2×5m
 1997  大門港海岸港湾海岸局部改良工事 熊本県 熊本県本渡市 プレテンホロー桁橋　3.0m×13.6m
 1997  浜田漁港大橋 島根県 島根県浜田市 3径間連続箱桁橋 108.9×9.75m
 1997  脇野沢漁港環境整備工事 青森県 青森県下北郡脇野沢村 ポステン桁橋　4.6m×34.70m
　
 1998  伊万里港橋梁 運輸省第四港湾建設局 佐賀県伊万里市 3径間連続ラーメン箱桁橋 150.0×9.75m
 1998  磯崎漁港橋梁上部架設工事 宮城県 宮城県宮城郡松島町 ポステン桁橋　14～18m×90.0m
 1998  道川漁港漁港修復事業連絡橋 秋田県 秋田県由利郡岩木町 ポステン桁橋　9.75m×356.0m
　
 
1998 

 熱海港海岸海岸環境整備事業   静岡県 静岡県熱海市 プレテンホロー桁橋　4.2m×19.71m　 渚遊歩道工事(第5工区)
 1999  伊万里港大橋 運輸省第四港湾建設局 佐賀県伊万里市 連続箱桁 261×9.75m
 1999  乙部漁港関連道整備工事(橋梁上部工)  北海道 北海道乙部町 ポステン桁橋　11.0m×98.4m
 
1999 

 国道324号道路改築(松島5号 熊本県 熊本県松島町 4径間連続ラーメン箱桁橋　282m×9.0m 橋上部工)工事
 1999  小鹿漁港集落環境整備事業(小鹿川橋)  長崎県 長崎県上県郡上対馬町 プレテンホロー桁橋　4.0m×15.1m

 1999  中突堤基部歩道橋架け替え工事 三菱重工業(株)  兵庫県神戸市中央区 スラブ版　5.0m×20.0m
 
1999 

 田子の浦港(重要)事業漁港地区  静岡県 静岡県富士市 プレテンT桁橋　18.83m×19.4m 道路改良工事第1工区(江川橋)  
 1999  那珂港漁港側道橋工事(1.2.3橋)  茨城県 茨城県ひたちなか市 プレテン桁橋　1.5m×6.2m，3.0m×5.8m×2
 2000  伊万里港(久原南地区)橋梁工事 運輸省第四港湾建設局 佐賀県伊万里市 2径間連続箱桁ラーメン橋　81.0m×9.75m
 2000  汐入川防朝水門扉体移設土木工事 兵庫県 兵庫県姫路市大津区 プレテンホロー桁橋　3.5m×16.7m
　
 2000  親不知海岸西高架橋(PC上部工)東工事 日本道路公団北陸支社 新潟県西頸城郡青海町 4･3径間連続ラーメン箱桁橋　9.25m×209.0m
 
 2000  垂水港改修工事(2工区)  鹿児島県 鹿児島県垂水市 3径間連続箱桁橋　265×15.5m
 
2000 

 唐津港(妙見地区)橋梁改修 佐賀県 佐賀県唐津市 片持箱桁橋　10.7m×179.0m (重要)事業工事
 2000  博多港(香椎パークポート地区)橋梁工事 運輸省第四港湾建設局 福岡県福岡市東区 単純ポストテンT桁橋　14.0m×789m 
 2001  下関港(新港地区)橋梁工事 国土交通省九州地方整備局 山口県下関市 6径間連続ポステン箱桁橋　430m×10.75m
 
2001

  古宇利大橋橋梁整備第3期工事  沖縄県 沖縄県名護市
 8径間連続箱桁×2＋4径間連続ラーメン箱桁橋 (上部工その1)　   1,960.0m×15.5m

 2001  佐井漁港修築工事 青森県 青森県下北郡佐井村 連続プレビーム桁橋　89m×10m
 2001  鹿屋港修築(統合補助)工事(3工区)  鹿児島県 鹿児島県鹿屋市 プレテンホロー桁橋　15.m×22.2m
　
 2001  主要地方道佐渡一周線離島地方 新潟県 新潟県佐渡郡小木町 PCエクストラドーズド橋　幅員13.45m×橋長294m
 道改築深浦大橋(上部工)工事   最大スパン90m
 2001  小泊漁港修築工事 青森県 青森県北津軽郡小泊村 4径間連続プレテン箱桁橋　520.0m×9.75m

 2001  第二名神高速道路木曽川橋 日本道路公団中部支社 三重県桑名郡長島町 PC･鋼複合エクストラドーズド橋
 (PC･鋼複合上部工)東･西工事   幅員33m×橋長1,145m　最大スパン275m
 2001  第二名神高速道路揖斐川橋 日本道路公団中部支社 三重県桑名郡長島町 PC･鋼複合6径間連続エクストラドーズド橋
 (PC･鋼複合上部工)東･西工事   1,397.0m×33.0m
 2001  日高港港湾改良工事 和歌山県 和歌山県御坊市 単径間PC固定ラーメン橋　91.3m×11.0m

 2002  阪南港阪南2区取付橋梁工事 大阪府 大阪府岸和田市 6径間連続プレテンT桁橋の内3径間　92.5m×8.6m その6(上部工)
 2002  竹敷港改修工事(2工区)  長崎県 長崎県下県郡美津島町 ポステン　11.0m×24.0m　
 2002  利便性向上工事(橋梁上部工)  大分県 北海部郡佐賀関町 プレホロー桁橋　10.0m×11.50m
　 
 2003  境港江島地区橋梁上部工事 国土交通省中国地方整備局 鳥取県境港市･八束郡八束町 5径間連続箱桁ラーメン橋　1,446.2m×10.5m
 2003  金沢港改修(橋梁(御供田))  石川県 石川県金沢市 3径間連続PCﾗｰﾒﾝ橋　12.5m×160.0m 工事(上部工)

 2003  中部国際空港連絡鉄道空港 日本鉄道建設公団名古屋建設局 愛知県常滑市 3径間連続ラーメン箱桁橋　540.0m×9.460m 連絡B(東/西)他工事
 
2003 

 臨港鉄道金城ふ頭線金城橋梁 名古屋港管理組合 愛知県名古屋市港区 3径間連続PC箱桁橋　9.4m×208m (仮称)築造工事(その3)
 2003 野甫大橋橋梁 沖縄県 沖縄県島尻郡 ポステン箱桁　277×11.2m
 2003 平内海岸川尻川水門管理橋工事 岩手県 岩手県九戸郡 ポステン中空床版橋　25.4×5.2m
 2003 二見大橋橋梁整備工事 沖縄県 沖縄県名護市 ポステン箱桁　434.4×12.0m
 2004 下田原漁港整備(地域)工事 和歌山県 和歌山県東牟婁郡古座町 単純＋連続PB桁橋　107m×9m
 2004 港湾改修工事(一部債務負担)  徳島県 徳島県阿南市 4径間連続中空床版橋　104.0m×15.3m
 
2004

 伏木富山港(富山地区)環境整備 富山県 富山県富山市 プレテンホロー桁橋　11m×3m 富岩運河緑地歩道橋上部工工事
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第4章　海上橋梁

 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 2004 和歌山下津港港湾改良工事 和歌山県 和歌山県和歌山市 プレテンホロー桁橋　18m×6m

 2004 古宇利大橋 沖縄県 沖縄県古宇利島～屋我地島間 橋長1950m、有効幅員10.35m

 2004 伊万里港(久原南地区)橋梁工事 国土交通省九州地方整備局 佐賀県伊万里市 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式合成桁　30.0×9.5

 2004 徳山下松港改修(新南陽大橋)工事 山口県 山口県周南市 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式連続箱桁　165.0×11.3

 2004 古宇利大橋橋梁整備工事 沖縄県 沖縄県国頭郡，名護市 ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｾｸﾞﾒﾝﾄ箱桁　1960m×11.3m

 2004 境港江島地区橋梁 国土交通省中国地方整備局 鳥取県境港市，八束郡 ﾎﾟｽﾃﾝﾗｰﾒﾝ箱桁 1446.2×11.3m

 2005 下関港沖合人工島連絡橋 国土交通省九州地方整備局 山口県下関港 橋長430m、有効幅員10.5m

 2005 与根高架橋 内閣府沖縄総合事務局 沖縄県豊見城市 ポステン箱桁　128.0m×12.8m

 2006 国道339号特殊改良一種工事 青森県 青森県東津軽郡外ヶ浜町 ポステンＴ桁40.8×9.0m

 2006 新衣川橋 国土交通省東北地方整備局 秋田県由利本荘市 ポステンホロー桁　61.2×14.3m

 2006 阪南港阪南歩道橋 大阪府港湾局 大阪府岸和田市 ポステン中空床版 262.9m×3m

 2006 下関港（新港地区）橋梁工事 国土交通省九州地方整備局 山口県下関市 ポステン箱桁 430.0×11.8m

 2007 水俣湾地方港湾改修工事 熊本県 熊本県水俣市 86.6×11.5m

 2007 町道奥武島１号線１号橋 沖縄県久米島町 沖縄県島尻郡久米島町 ポステンT桁　170.0×5.4m

 2007 港改第１－３号　港湾改修工事 大分県 大分県別府市 ポステンＴ桁橋　74.9m×12.3m

 2010 野島橋 横浜市 神奈川県横浜市 ポステン下路桁橋　59.0×4.0m

 2011 那覇西道路若狭高架橋 内閣府沖縄総合事務局 沖縄県那覇市 ポステン箱桁　434.6m×12.5m×2

 2011 糸満高架橋上部工工事 内閣府沖縄総合事務局 沖縄県糸満市 PC5径間連続箱桁橋　　331m×11.75m 
 
 2012 伏木富山港（新湊地区）道路（東西線）橋梁 国土交通省北陸地方整備局 富山県射水市 ポステン箱桁 1870×10.4m

 2012 鹿児島港（中央港区）橋梁 国土交通省九州地方整備局 鹿児島県鹿児島市 L 66.5m× B 27.9m×H 8.4m

 2012 那覇港（泊ふ頭地区）道路上部工（P1～P8）工事 沖縄総合事務局 沖縄県那覇市 ポステン中空床版　84.7m×10.0～44.2m

 2012 小名浜港東港地区臨海道路３号ふ頭部上部外工事 国交省東北地方整備局 福島県いわき市 ポステン箱桁　220.0×11.5m

 2013 厳原港(橋梁上部工） 長崎県 長崎県対馬市 ポステン箱桁　290m×12.75m

 2013 一般国道５号余市町畚部橋上部工事 北海道開発局小樽開発建設部 北海道余市郡余市町                    ポステンホロー桁　27.9×12.5m

 2013 一般国道２３２号初山別村豊漁橋上部工事 北海道開発局留萌開発建設部 北海道苫前郡初山別村 ポステンＴ桁　53.4×12.5m

 
2014

 四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路 
国土交通省中部地方整備局          三重県三重郡川越町　　　   ポステン箱桁 130×10.5m                  (霞4号幹線）橋梁

 
2014

 一般国道２３１号留萌市 
北海道開発局留萌開発建設部 北海道留萌市 ポステンホロー桁　66.5×14.0m       　　　港栄橋上部工事

 2014 伊万里港（久原南地区）橋梁 国土交通省九州地方整備局 佐賀県伊万里市 ポステン箱桁 155×9.75m

 2014   　日生大橋（仮称）建設工事 岡山県備前市 岡山県備前市日生町 ポステン箱桁　Ｌ=765.0ｍ　Ｗ=6.5ｍ

 
2014 

  　水島港水島玉島地区臨港道路 
国土交通省中国地方整備局 岡山県倉敷市 ポステン合成桁橋　109.0×19.5m

                  （水島側）橋梁

 2014 
  　平成25年度与根高架橋 内閣府沖縄総合事務局 沖縄県豊見城市 ポステン箱桁 187.0×11.75m

                 上部工（下りP15～P18）工事

 2014 岩国港臨港道路装束新港線橋梁(その2) 国土交通省中国地方整備局 山口県岩装束町 ポステン箱桁　247m×8.9m

 2015       伊良部大橋 沖縄県 沖縄県宮古島市 ﾎﾟｽﾄﾃﾝｼｮﾝ方式連続箱桁　3540×8.5m

 2015 鍋田ふ頭進入道路高架部上部築造工事（その３） 名古屋港管理組合 愛知県弥富市鍋田町 ポステンコンポ桁 258×12.53m

 2015  　那覇港（浦添ふ頭地区）臨港道路（浦添線）橋梁 内閣府沖縄総合事務局 沖縄県浦添市 PC連続箱桁橋　837m×10.25m

 
2015 

      県道大牟田川副線沖端川大橋 
福岡県 柳川市昭南町  ポステン４径間連結Ｔ桁（ｾｸﾞﾒﾝﾄ）(130+120)×9.5m

　　　　 （仮称）橋梁

 
2016

        小名浜港東港地区臨港道路 
国土交通省東北地方整備局 福島県いわき市 エクストラドーズド橋（箱桁）　510×11m                   航路部上部工事

 2017
        港川高架橋上部工 

内閣府沖縄総合事務局開発建設部   沖縄県浦添市港川 ポステン少主桁　190.0×12.27m                  （下りA1～P5）工事 

 2017 
      四日市港霞ヶ浦北ふ頭地区道路        

国土交通省中部地方整備局 　　 三重県三重郡川越町 ポステン箱桁 橋長358m×幅員10m 他                  ( 霞4号幹線)橋梁

 
2017 

 牧港高架橋上部工 
内閣府沖縄総合事務局開発建設部 沖縄県浦添市牧港 ポステン箱桁　281.0×（12.45～18.5）m                 （P4～P6）工事

2018 
 伊万里港（七ツ島地区）道路 

国交省九州地方整備局 佐賀県伊万里市黒川町 ポステンＴ桁　10.0×81.0ｍ                 （橋梁上部工）工事

2019        藺牟田瀬戸架橋 鹿児島県 鹿児島県薩摩川内市 ポステン箱桁　191.0m×6.5m 他

  
 

    

 

../../04.html
http://www.kopi-ken.com/04.html


 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 2019  衣浦港改修工事（重要）（上部工）   愛知県建設部 愛知県半田市 ポステン連結T桁橋　63.5×14.8ｍ

 2019  第17-41370-0126号　  XXX                  河川(交付(再復))工事(橋梁上部)   
福島県相双建設事務所                福島県相馬郡新地町  3径間連続ポステン中空床版橋　105×11m

 2020 （仮）鎮守大橋上部工工事　　　   宮城県 宮城県石巻市 ポステン箱桁 340.0×12.5m
 
2020  博多港（アイランドシティ地区）
                  道路（Ⅰ工区）橋梁上部工事            国土交通省九州地方整備局 福岡県福岡市 ポステン中空床版桁　280.0×(17.0～19.37)m

 2020 博多港（アイランドシティ地区）
                  道路（Ⅱ工区）橋梁上部工事    国土交通省九州地方整備局 福岡市東区 ポステンホロー桁　18.1×244.5m
 

 2020 博多港（アイランドシティ地区）
                  道路（Ⅴ工区）橋梁上部工事    国土交通省九州地方整備局 福岡市東区 3径間連続ポステン中空床版桁　120×16.2m

 2020 令和元年度横浜港臨港道路
事工旧復急緊）路道まは（                     国土交通省関東地方整備局 横浜市中区 プレテンホロー桁 57.6×14.7m

 2021 県道20号線（泡瀬工区）
                  橋梁整備工事(上部工その2）    沖縄県 沖縄市泡瀬 連続箱桁（セグメント） 139.8×11.2m

 2022 県道20号線（泡瀬工区）
                  橋梁整備工事(上部工その6）    沖縄県 沖縄市泡瀬 連続箱桁（セグメント） 架設340m×11.2m

施工中 　　　　
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鹿児島県霧島市隼人町　          ポステン箱桁 291×10m、ポステンT桁 39×10m西日本高速道路株式会社 
九州支社隼人道路 清水川橋工事　
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第4章　海上橋梁

■浮橋（海外）

■浮橋（国内）
 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模
 1992 鷹彦スリーカントリー浮橋 ㈱鷹彦 茨城県久慈郡大子町 プレテンション連結 浮橋56.370m
 1996 瀬板の森浮橋 北九州市 福岡県北九州市八幡区 42.5×2.4×1.5m 1基，26.3×2.4×1.5m 1基

橋名 Lacey V.Murrow橋 Evergreen Point橋 Third Lake Washington橋 Hood Canal橋 Hood Canal Rebuild橋
架橋地 米国ワシントン州 米国ワシントン州 米国ワシントン州 米国ワシントン州 米国ワシントン州
架橋幅 2,346.96m 3,768.80m 2,346.96m 2,428.34m 1,293.88m
最大水深 65.53m 60.96m 65.53m 103.63m 103.63m
水位差 ＋0.3/－0.91m ＋0.3/－0.91m ＋0.3/－0.91m ＋3.66/－1.37m ＋3.66/－1.37m
最大流速 適用無し 適用無し 適用無し 3ノット 3ノット
最大波高 2.44m 2.74m 2.44m 3.35m 3.35m
風速(100) 101.37㎞/h 136㎞/h 101.37㎞/h 132.8㎞/h 132.8㎞/h
水底勾配 5:1、殆ど平坦 殆ど平坦 5:1、殆ど平坦 15:1、E10:1 15:1
水底地質 中程度比重のシルト 中程度比重のシルト 中程度比重のシルト 硬い氷河土 硬い氷河土
浮橋長さ 2,017.78m 2,309.77m 1,771.19m 1,987.60m 1,150.62m
ポンツーン長 106.68m 109.73m 107.90m 109.72m 109.72m
ポンツーン幅 17.98m 18.29m 22.86m 15.24m 18.29m
ポンツーン高 4.42m 4.51m 4.88m 4.36m 5.49m
喫水 2.29m 2.13m 2.74m 2.80m 3.66m
上部工形式 鋼桁、コンクリート床板 コンクリート桁、床版 鋼桁、コンクリート床版 コンクリート桁、床版 コンクリート桁、床版
上部工長 213.66m 642.22m 315.16m 1,987.60m 1,150.62m
上部工幅 17.31m 18.29m 32.31m 10.36m 9.91m
道路幅員 13.72m 15.85m 28.04m 8.53m 9.14m
ポンツーン壁厚 152～203㎜ 152～229㎜ 178～254㎜ 152～229㎜ 203～305㎜
ポンツーン床版厚 203㎜ 203㎜ 229～254㎜ 178～229㎜ 254～305㎜
設計活荷重 H-15 HS-20 HS-20 HS-20 HS-20
車線数 4車線 4車線 3車線＋2バス路線 2車線 2車線
プレストレス(ポンツーン) 適用無し パーシャルプレストレス フルプレストレス パーシャルプレストレス フルプレストレス
供用年度 1940年7月 1963年8月 1989年 1961年8月 1982年10月

■アーチ橋
 完成年度 工事名 事業主体 設置(施工)場所 規模

 1974  外津橋 佐賀県 佐賀県東松浦郡玄海町･鎮西町 2ヒンジアーチ橋 252×9.5m

 1994  山長大橋 長崎県 長崎県下県郡 上路式RC固定式アーチ橋 124×6.25m

 1997  阿嘉橋 沖縄県 沖縄県島尻郡座間味村 503×10.75m

 1997  阿嘉橋橋梁整備工事(5工区) 沖縄県 沖縄県座間味村 バランスドアーチを含む11径間連続PC橋
     530m×9.75m
 2004 町道日生頭島線頭島大橋 (財)岡山県開発公社 岡山県備前市 鋼･ｺﾝｸﾘｰﾄ複合ｱｰﾁ橋　300.0m×7.7m 
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