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FR41:川を渡る橋・佐賀県 
 

 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 川副大橋    佐賀 佐賀市（川副町） 県道 285号 早津江川    渡船 大詫間の渡し 

R0002 早津江橋    佐賀・福岡 佐賀市（川副町）・大川市 県道 18号 早津江川 1951 190 4.5 木橋 

R0003 筑後川橋梁 ちくごがわ 佐賀・福岡 佐賀市（諸富町）・大川市 国鉄佐賀線 筑後川 1932 ≒507 単線  

 昇開橋（鈑桁） ｌ＝24.2 塔付きトラス ｌ＝2ｘ46.8 鈑桁 ｌ＝（1ｘ16+6ｘ36.4）+（3ｘ36.4+1ｘ22.3+1ｘ12.9） 1962 廃線,1996歩道、国登録文化財" 

R0004 諸富橋  もろどみ 佐賀 佐賀市（諸富町） 国道 208号 筑後川 1955 238.5 7.5  

               トラス ｌ＝45.9+61.2+45.9 トラス ｌ＝（1+1）ｘ40.8  

R0005 鐘ケ江大橋  かねがえおお 佐賀・福岡 神埼市（千代田町）・久留米市（城島町） 県道 20号 筑後川 1981 422 7+2@2.5 

                鋼連続箱桁 ｌ＝65.4+90+110+90+65.4 

R0006 青木の渡し         筑後川     

R0007 青木中津大橋 あおきなかつおお 佐賀・福岡 神埼市（千代田町）・久留米市（城島町） 国道 385号 筑後川 1982 392 7.5+2@2.5 

                   ＰＣ連続箱桁 ｎ＝5 

R0008 六五郎橋    佐賀・福岡 神埼市（千代田町）・久留米市（城島町） 県道 15号 筑後川 1951 450 5.5  

               トラス ｌ＝49 ｎ＝5 両側各Ｌ＝100は木橋 ｎ＝26 

R0009 下田大橋    佐賀・福岡 みやき町（三根町）・久留米市（城島町） 県道 133号 筑後川 1994 456 9.75  

                ＰＣ連続箱桁 ｌ＝79.8+97.5+100+97.5+79.6  

R0010 天現寺橋  てんけんじ 佐賀・福岡 みやき町（三根町）・久留米市（城島町） 県道 138号 筑後川 1954 425 4.5  

             ゲルバー鈑桁 ｌ＝33.3+2@43+33.3 ＲＣＴ型桁 ｌ＝26ｘ10.5 

R0011 筑後大堰管理橋   佐賀・福岡 みやき町（北茂安町）・久留米市  筑後川 1984 501.5 6+3  

             鋼合成箱桁 ｌ＝2ｘ59.1+5ｘ48.75+2ｘ59.1 合成鈑桁 ｌ＝1ｘ12.9 

R0012 豆津橋  まめつ 佐賀・福岡 みやき町（北茂安町）・久留米市 国道 264号 筑後川 1988 355 11  

                   ＰＣ連続箱桁 ｎ＝5 

R0020 (舞鶴橋)  まいづる 佐賀 唐津市    松浦川    渡船 

R0021 新舞鶴橋    佐賀      (県道 279号) 松浦川 1992 268 7.5+2@5  

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝46.9+3@50+46.9  

R0022 松浦橋  まつうら 佐賀 唐津市    松浦川 1896 653 4.5 木桁橋 

R0023 満島橋    佐賀      松浦川 1939   歩道橋となる 

R0024 松浦橋  まつうら 佐賀    国道 202号 松浦川 1939 495.6 7.6  

             （旧橋の約 100ｍ上流）ＲＣ連続桁 ｌ＝2@16+9ｘ3@16+2@16 

R0025 松浦川橋梁   佐賀 唐津市  ＪＲ筑肥線 松浦川   単線  

R0026 唐津大橋    佐賀 唐津市  国道 202号 松浦川     

R0027 松浦大橋    佐賀 唐津市    松浦川     

R0028 松浦川水管橋   佐賀 唐津市    松浦川     

R0029 久里橋  くり  佐賀 唐津市  県道 258号 松浦川 1932 292 10.5  

R0030 上久里橋  かみくり 佐賀 唐津市    松浦川     

R0031 新双水橋    しんそうずい 佐賀 唐津市    松浦川     

R0032 双水橋  そうずい 佐賀 唐津市    松浦川     

R0033 川原橋    佐賀 東松浦郡     松浦川 1888 51 7.2 土橋 

R0034 町切橋    佐賀 東松浦郡     松浦川 1888 44 7.2 土橋 

R0035 荒瀬橋    佐賀 相知町    松浦川 1954 42   

R0036 久保橋    佐賀 相知町  国道 203号 松浦川 1958 46.4 7 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝14.2+18+14.2 

R0037 久保川橋梁   佐賀 相知町  ＪＲ唐津線 松浦川 1985 219 単線 トラス ｌ＝72.6 

R0038 上久保橋    佐賀 相知町    松浦川 1960 57   

R0039 和田山橋    佐賀 相知町  県道 40号 松浦川 1952 65.6  ＲＣ橋 

R0040 アサメノセ橋   佐賀 相知町    松浦川     

R0041 鶴田橋    佐賀 相知町    松浦川 1968 31 3.7  

R0042 松浦川橋梁   佐賀 相知町  ＪＲ筑肥線 松浦川     

R0043 清水橋    佐賀 伊万里市    松浦川     

R0044 駒鳴大橋    佐賀 伊万里市    松浦川     

R0045 白木橋    佐賀 伊万里市    松浦川     

R0046 宮の瀬橋    佐賀 伊万里市  県道 38号 松浦川 1965 90 6 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ30 

R0047 松葉橋    佐賀 伊万里市    松浦川     

R0048 川西橋    佐賀 伊万里市    松浦川     

R0049 大黒大橋    佐賀 伊万里市    松浦川     

R0050 松浦川橋梁   佐賀 伊万里市  ＪＲ筑肥線 松浦川     

R0051 桃の川新橋 もものかわしん 佐賀 伊万里市  国道 498号 松浦川     

R0052 桃川橋  もものかわ 佐賀 伊万里市  国道 498号 松浦川     

R0053 早川橋    佐賀 武雄市    松浦川     

R0054 界橋    佐賀 武雄市    松浦川     

R0055 真西橋    佐賀 武雄市    松浦川     

R0056 筏橋    佐賀 武雄市    松浦川     



 ２ 

R0057 丸山橋    佐賀 武雄市    松浦川     

R0058 ？     佐賀 武雄市  県道 53号 松浦川     

R0059 有ノ木橋    佐賀 武雄市  県道 38号 松浦川     

R0070 住之江橋  すみのえ 佐賀 白石町・小城市 国道 444号 六角川 1955 350 5.5  

               ワーレントラス ｌ＝3ｘ64.8 鈑桁 l＝（1+1）ｘ24 

R0071 六角川河口堰   佐賀 白石町・江北町   六角川     

R0072 新渡大橋    佐賀 白石町    六角川     

R0073 六角橋  ろっかく 佐賀 白石町  国道 207号 六角川 1931 142.8 7.2  

            ワーレントラス ｌ＝1ｘ51.8 ポニートラス ｌ＝2ｘ25.9 鈑桁 ｌ＝2ｘ18.3 

R0074 六角川橋梁  ろっかくがわ 佐賀 白石町   国鉄長崎本線 六角川 1930 ≒163 単線  プラットトラス ｌ＝1ｘ46.9 鈑桁 ｎ＝5 

R0075 馬田橋    佐賀 白石町・大町町   六角川     

R0076 大町橋  おおまち 佐賀 白石町・大町町 県道 214号 六角川 1938 76 5.5 ＲＣゲルバー桁 

R0077 椛島橋    佐賀 武雄市    六角川     

R0078 新橋    佐賀 武雄市    六角川     

R0079 六角川橋    佐賀 武雄市   長崎自動車道 六角川 1990    

R0080 鳴瀬橋    佐賀 武雄市  国道 498号 六角川 1968 60 6 ＰＣ桁 ｌ＝1ｘ28+2ｘ16 

R0081 釈迦寺橋    佐賀 武雄市    六角川     

R0082 仲橋    佐賀 武雄市    六角川     

R0083 茂手橋    佐賀 武雄市  県道 345号 六角川     

R0084 六角川橋    佐賀 武雄市   長崎自動車道 六角川 1990    

R0085 潮見橋    佐賀 武雄市  県道 330 六角川     

R0086 六角川橋    佐賀 武雄市   長崎自動車道 六角川 1990    

R0087 水野大橋    佐賀    県道 208号 六角川     

R0088 郷ノ原大橋   佐賀      六角川     

R0089 ？     佐賀    国道 34号 六角川     

R0090 ？     佐賀    県道 45号 六角川     

R0100 （筑後川）          

R0101 埼村橋    佐賀・福岡 神埼市・久留米市 県道 田手川     

R0102 相生橋    佐賀・福岡 神埼市・久留米市  田手川     

R0103 平成橋    佐賀 神埼市  県道 15号 田手川     

R0104 上神崎橋    佐賀 神埼市    田手川     

R0105 古巡橋    佐賀 神埼市    田手川     

R0106 樋道橋    佐賀 神埼市    田手川 1933 21 2.8 木橋 ｌ＝2ｘ5.5+2ｘ5 

R0107 城東橋    佐賀 神埼市  国道 264号 田手川 1941 22 5.2 ＲＣ橋 ｌ＝4，4+11.7+4.5 

R0108 土橋    佐賀 神埼市    田手川     

R0109 大橋    佐賀 神埼市    田手川     

R0110 蔵戸橋    佐賀 神埼市    田手川     

R0111 曽根ケ里橋   佐賀 神埼市    田手川     

R0112 伊保戸橋    佐賀 神埼市   県道 田手川     

R0113 衣村    佐賀 神埼市    田手川     

R0114 広円橋    佐賀 神埼市  国道 385号 田手川 1905 25 5.4 土橋 

R0115 田手橋    佐賀 吉野ヶ里町  国道 34号 田手川 1955 40 7.5 トラス ｌ＝39.4 

R0116 田手川橋梁   佐賀 吉野ヶ里町    ＪＲ長崎本線 田手川 1916  2ｘ単線 プラットトラス ｌ＝31.4 

R0117 田手村橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0118 吉野ヶ里橋   佐賀 吉野ヶ里町  県道 25号 田手川     

R0119 矢立橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0120 辛上橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0121 水増橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0122 記念橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0123 河原橋    佐賀 吉野ヶ里町  国道 395号 田手川     

R0124 鴨井出橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0125 在川橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川 1968 46.5 6.5 ＰＣＴ桁 ｌ＝2ｘ23.25 

R0126 中央橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0127 学校橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0128 ?     佐賀 吉野ヶ里町   長崎自動車道 田手川 1985    

R0129 岩倉橋    佐賀 吉野ヶ里町    田手川     

R0130 ?     佐賀 吉野ヶ里町  県道 46号 田手川     

R0131 ?     佐賀 吉野ヶ里町  国道 385号 田手川     

R0141 開運橋    佐賀 佐賀市    多布施川 1935   石造橋 

R0142 栄橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0143 青木橋  あおき 佐賀 佐賀市    多布施川 1905 11 5.5 石橋 

R0144 新青木橋    佐賀 佐賀市    多布施川 1963 11 8 コンクリート橋  

R0145 多布施橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0146      佐賀 佐賀市    ＪＲ長崎本線 多布施川 1995    

R0147 昭和橋    佐賀 佐賀市  県道 267号 多布施川     

R0148 梅檀橋  せんだん 佐賀 佐賀市    多布施川 1924 17 5.5 石造桁橋 n＝5 

R0149 新梅檀橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0150 公園北橋    佐賀 佐賀市    多布施川     



 ３ 

R0151 神園大橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0152 多布施川橋   佐賀 佐賀市  国道 34号 多布施川     

R0153 植木橋    佐賀 佐賀市    多布施川 1934   石造橋 

R0154 蛍川橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0155 新長瀬橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0156 長瀬橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0157 桜橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0158 石井樋橋    佐賀 佐賀市    多布施川     

R0170 久保田橋    佐賀 佐賀市（久保田町）国道 444号 嘉瀬川 1970 358.4 6 トラス PC桁 

R0171 嘉瀬川大堰   佐賀 佐賀市（久保田町）  嘉瀬川 1990   桁橋 

R0172 久保田みどり橋   佐賀 佐賀市（久保田町）  嘉瀬川 2001 188 10 PC連続箱桁 n＝3 

R0173 嘉瀬橋  かせ  佐賀 佐賀市（久保田町）国道 207号 嘉瀬川 1963 188 8 合成鈑桁 ｌ＝6ｘ30.7 

R0174 嘉瀬川橋梁 かせがわ 佐賀 小城市（三日月町）・佐賀市 国鉄長崎本線 嘉瀬川 1966 249.3 単線  

                   鈑桁 ｌ＝7ｘ31.5+1ｘ25.4 

R0175 嘉瀬大橋    佐賀 小城市（三日月町）・佐賀市 国道 34号 嘉瀬川 1985 515.8 20 鋼箱桁 

R0176 嘉瀬川橋    佐賀 佐賀市    嘉瀬川 1911   木鉄混合造ポニートラス 

R0177 池森橋    佐賀 佐賀市（大和町） 県道 267号 嘉瀬川 1995 205 10 PC桁 

R0178 渡瀬橋    佐賀 佐賀市（大和町） 県道 248号 嘉瀬川 1974 217 4.9 PC桁 

R0179 名護屋橋    佐賀 佐賀市（大和町） 県道 48号 嘉瀬川 1997 251 12.5 PC桁 

R0180 嘉瀬川橋    佐賀 佐賀市（大和町） 長崎自動車道 嘉瀬川 1987 248.5 22 合成鈑桁 

R0181 惣座橋    佐賀 佐賀市（大和町） （県道） 嘉瀬川 1972 241 6.3 PC桁橋 

R0182 川上頭首工   佐賀 佐賀市（大和町）   嘉瀬川     

R0183 （川上橋）    佐賀 佐賀市（大和町）   嘉瀬川 1917   木桁橋 

R0184 官人橋  かんじん 佐賀 佐賀市（大和町） 国道 323号 嘉瀬川 1953 66.3 5.5 トラス 

R0185 渡月橋    佐賀 佐賀市（大和町）   嘉瀬川     

R0186 昭和橋    佐賀 佐賀市（富士町・大和町） 嘉瀬川 1998    

R0187 利宮橋    佐賀 佐賀市（富士町・大和町） 嘉瀬川     

R0188 湯の里橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川 1995    

R0189 小関橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川 1934 45 4 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝14+17+14  

R0190 鮎の瀬橋    佐賀 佐賀市（富士町） 国道 323号 嘉瀬川     

R0191 鳴瀬橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川   歩道？ 鋼斜張橋 単径間 鋼塔 

R0192 雄渕橋    佐賀 佐賀市（富士町） 国道 323号 嘉瀬川     

R0193 矢櫃橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川     

R0194 宮渕橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川     

R0195 中野橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川     

R0196 畑瀬橋  はたぜ 佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川 1935 40 3.8 ＲＣ桁 ｎ＝3 

R0197 眼鏡橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川     

R0198 志ん小関橋   佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川     

R0199 甚五郎橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川     

R0200 （北山ダム）   佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川 1957    

R0201 夢の橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川    斜張橋 

R0202 陣内橋    佐賀 佐賀市（富士町）   嘉瀬川 1994    

R0203 ？     佐賀 佐賀市（三瀬村）   嘉瀬川     

R0204 小平橋    佐賀      嘉瀬川 1950 26.8 5.5 鈑桁 ｌ＝25 

R0220 徳富大橋    佐賀 佐賀市  県道 19号 佐賀江川     

R0221 三川橋    佐賀・福岡 佐賀市・大川市 県道 佐賀江川 1966 92.4 3.6 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ23.1 

R0222 ？     佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0223 蒲田津橋    佐賀 佐賀市  県道 211号 佐賀江川     

R0224 小松大橋    佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0225 公園橋    佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0226 公園西橋    佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0227 加与丁橋    佐賀 佐賀市    佐賀江川 1935   ＲＣラーメン桁橋  

R0228 加与丁大橋   佐賀 佐賀市  県道 48号 佐賀江川     

R0229 三丁籠橋    佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0230 四丁籠橋    佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0231 犬尾橋    佐賀 佐賀市  県道 20号 佐賀江川     

R0232 巨勢農免大橋   佐賀 佐賀市    佐賀江川     

R0233 佐賀江大橋   佐賀 佐賀市  県道 333号 佐賀江川 1966 27 12  

R0240 黒津江橋    佐賀 神埼市・佐賀市 県道 20号 城原川     

R0241 新橋    佐賀 佐賀市  県道 211号 城原川     

R0242 ？     佐賀 佐賀市    城原川     

R0243 柴尾橋    佐賀 神埼市  県道 15号 城原川     

R0244 下直島橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0245 中央大橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0246 直島橋    佐賀 神埼市  国道 264号 城原川     

R0247 神代橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0248 新宿橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0249 水管橋    佐賀 神埼市    城原川     



 ４ 

R0250 新村橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0251 （鶴田橋）    佐賀 神埼市    城原川 1885   木造橋 

R0252 神埼橋  かんざき  佐賀 神埼市  国道 34号 城原川 1958 82 8.7 鋼ランガー桁 ｌ＝1ｘ81 

R0253 協和橋    佐賀 神埼市  県道 44号 城原川 1969 66 6.5+2@0.75  

R0254 屋敷橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0255 城原川橋梁 じょうばるかわ 佐賀 神埼市    JR長崎本線 城原川 1916   プラットトラス ｌ＝31.4 

R0256 日出来橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0257 ふるさと大橋   佐賀 神埼市    城原川     

R0258 川寄橋    佐賀 神埼市  県道 269号 城原川     

R0259 八子橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0260 菅生橋    佐賀 神埼市  県道 31号 城原川     

R0261 朝日橋    佐賀 神埼市    城原川     

R0262 ？     佐賀 神埼市   長崎自動車道 城原川 1985    

R0263 背振峡眼鏡橋   佐賀 神埼市    城原川 1891 20 2.5 石造アーチ ｎ＝2  

R0264 眼鏡橋    佐賀 神埼市  県道 21号 城原川 1979 56 8.5 新橋 

R0265 ？     佐賀 神埼市  県道 21号 城原川     

R0266 ？     佐賀 神埼市  県道 51号 城原川     

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

 

 

 


