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FR42:川を渡る橋・長崎県 
 

 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 不知火橋  しらぬい 長崎 諫早市  県道 124 本明川 1963 169.6 5.5 合成鈑桁 ｎ＝6 

R0002 光江橋    長崎 諫早市    本明川 1961 64.1 4 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0003 諫早橋    長崎 諫早市    本明川    ＰＣ桁 ｎ＝2 

R0004 新橋    長崎 諫早市    本明川 1959 61.8 11 合成鈑桁 ｎ＝3  

R0005 眼鏡橋  めがね 長崎 諫早市    本明川 1839 49.2 4.8  

            石造アーチ ｌ＝18.1 ｆ＝6.2 n＝2 諫早公園内に移設 復元 保存 

R0006 眼鏡橋    長崎      本明川 1965 64.6 2（歩道）+水道管 連続鈑桁 ｎ＝3  

R0007 高城橋    長崎 諫早市    本明川 1958 60 9.5 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0008 公園橋    長崎 諫早市    本明川 1959 64.8 9.5 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0009 四面橋  しめん 長崎 諫早市  国道 207号 本明川 1961 65.6 13 合成鈑桁 ｎ＝3  

R0010 裏山橋    長崎 諫早市    本明川 1960 64 11 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0011 上宇山橋    長崎 諫早市    本明川 1960 63.9 4 ＰＣ桁 ｎ＝3 

R0012 本明川橋梁 ほんみょうがわ 長崎 諫早市   国鉄長崎本線 本明川 1934  単線 鈑桁 ｌ＝5ｘ12.9 

R0013 蛍橋    長崎 諫早市    本明川    桁橋 ｎ＝2 

R0014 平松橋    長崎 諫早市    本明川    桁橋 ｎ＝3 

R0015 彦城橋    長崎 諫早市    本明川    桁橋 ｎ＝3 

R0016 中学橋    長崎 諫早市    本明川    桁橋 ｎ＝3 

R0017 琴川橋    長崎 諫早市    本明川     

R0018 昭和橋    長崎 諫早市  県道 212 本明川    桁橋 ｎ＝2 

R0019 帯田大橋    長崎 諫早市    本明川    桁橋 ｎ＝4 

R0020 円能寺橋    長崎 諫早市    本明川    桁橋 ｎ＝2 

R0021 清水山橋    長崎 諫早市    本明川     

R0031 大波止橋    長崎 長崎市    中島川 2000   単弦アーチ橋 

R0032 玉江橋  たまえ 長崎 長崎市  国道 202号 中島川 1969 42.7 12.3 ＰＣ桁 ｌ＝16+2ｘ13.3 

R0033 出島橋  でじま  長崎 長崎市    中島川 1910 ≒37 5.5 プラットトラス（ ピン結合） ｌ＝34.7  

R0034 長久橋    長崎 長崎市    中島川 1967 28 22 ＲＣ橋 ｎ＝2  

R0035 中央橋    長崎 長崎市    中島川 1952   ＲＣＴ桁 ｎ＝2 

R0036 大橋    長崎 長崎市    中島川 1632   度々流失 、復旧 

R0037 銕橋  くろがね 長崎 長崎市  国道 324号 中島川 1990 22.1 18.2 架替え ＰＣ中空床版橋  

R0038 萬屋橋  よろず 長崎 長崎市    中島川 1915 8.6 2.65 コンクリート橋  

R0039 万橋（第十四橋）常盤橋 長崎 長崎市    中島川 2002   PC桁橋 n＝1 

R0040 賑橋（第十三橋）   長崎 長崎市    中島川 1990   ＲＣ橋 

R0041 賑橋    長崎 長崎市   長崎電気鉄道 中島川 1968  単線 鈑桁 

R0042 榎津橋  えのきづ 長崎 長崎市    中島川 1799 14 6 石造アーチ 

R0043 榎木橋    長崎 長崎市    中島川     

R0044 古川橋    長崎 長崎市    中島川 1803 19 4.4 石造アーチ  

R0045 常盤橋(第十二橋)  長崎 長崎市    中島川 2001-   桁橋 n＝1 

R0046 袋橋(第十一橋) ふくろ  長崎 長崎市    中島川 1655 19.4 4.4 石造アーチ ｆ＝4.3 ｌ＝17 ｎ＝1 

R0047 袋町橋    長崎 長崎市    中島川 1882    

R0048 眼鏡橋（第十橋）  めがね 長崎 長崎市    中島川 1648 22.3 4.7 石造アーチ ｆ＝3.5 ｌ＝8.2 ｎ＝2  

R0049 魚市橋（第九橋） うおいち 長崎 長崎市    中島川 1925 21.6 4 ＲＣ桁 ｎ＝2 

R0050 東新橋（第八橋） ひがししん 長崎 長崎市    中島川 1673 16.1 4.5  

               （石造アーチ ｆ＝4.3 ｌ＝16）RCアーチで再架 

R0051 芋原橋（第七橋） すすきはら 長崎 長崎市    中島川 1681 19 4.3  

               石造アーチ ｆ＝4.1 ｌ＝13.8 RC桁橋 n=1 で再架 

R0052 一覧橋（第六橋） いちらん 長崎 長崎市    中島川 1882   石造アーチ RCアーチ橋で再架 

R0053 古町橋（第五橋） ふるまち 長崎 長崎市    中島川 1679   （石造アーチ） RCアーチ橋で再架 

R0054 編笠橋（第四橋） あみがさ 長崎 長崎市    中島川 1882   （石造アーチ）RCアーチで再架  

R0055 大井手橋（第三橋） おおいで 長崎 長崎市    中島川 1896   （石造アーチ ｆ＝4.3 ｌ＝17.1）ＲＣ橋 

R0056 桃渓橋  ももたに 長崎 長崎市    中島川 1679 13 2.9 石造アーチ ｆ＝3.7 ｌ＝9.8  

R0057 鎮西橋  ちんぜい 長崎 長崎市    中島川 1934   ＲＣアーチ ｌ＝1ｘ9.9 

R0058 高麗橋（第二橋） こうらい 長崎 長崎市    中島川 1986  3.6 （石造アーチ ｆ＝3 ｌ＝11.2） ＲＣ橋 

R0059 阿弥陀橋（第一橋） あみだ 長崎 長崎市    中島川 1690 "13,5" 3.2  

                 （石造アーチ ｆ＝4.3 ｌ＝10.9） ＲＣ橋 

R0060 銭屋橋    長崎 長崎市    中島川     

R0061 紅葉橋    長崎 長崎市    中島川     

R0062 中島橋    長崎 長崎市    中島川     

R0063 中之橋    長崎 長崎市  国道 34号 中島川     

R0064 八幡橋    長崎 長崎市    中島川     

R0065 きくら橋    長崎 長崎市    中島川     



 ２ 

R0066 本河内低部貯水池  長崎      中島川     

R0080 旭大橋    長崎 長崎市  国道 202号 浦上川 1982    

R0081 稲佐橋  いなさ  長崎 長崎市  国道 202号 浦上川 1963 70 22 ＲＣ橋 

R0082 梁川橋  やながわ 長崎 長崎市   県道長崎式見港線 浦上川 1966 62.5 15 ＰＣ橋  

R0083 竹岩橋    長崎 長崎市    浦上川 1959 46 8.6  

R0084 ？     長崎 長崎市    浦上川   歩道  

R0085 簗橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0086 ？     長崎 長崎市    浦上川   歩道  

R0087 下大橋    長崎 長崎市    浦上川 1933   ＲＣ橋  

R0088 ？     長崎 長崎市    ＪＲ長崎本線 浦上川 1897    

R0089 大橋    長崎 長崎市  長崎電鉄 浦上川 1950 46.9 複線 鈑桁 ｌ＝4ｘ9.1+1ｘ3.35  

R0090 大橋    長崎 長崎市  国道 206号 浦上川     

R0091 本大橋    長崎 長崎市    浦上川 1933   ＲＣ橋  

R0092 本原橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0093 対堂橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0094 浦上橋    長崎 長崎市  県道昭和馬町線 浦上川 1961 26 12  

R0095 二郷橋  ふたごう 長崎 長崎市    浦上川 1914   石橋  

R0096 昭和橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0097 せせらぎ橋   長崎 長崎市    浦上川     

R0098 大手町歩道橋   長崎 長崎市    浦上川     

R0099 高峰平橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0100 三川橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0101 新春の平橋   長崎 長崎市    浦上川     

R0102 浦上第二橋   長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967    

R0103 ？     長崎 長崎市 長崎バイパス（西山線） 浦上川 1991    

R0104 目鏡橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0105 広瀬橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0106 千茶の木橋   長崎 長崎市    浦上川     

R0107 新橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0108 川平橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0109 三宝橋    長崎 長崎市  県道 45号 浦上川     

R0110 井手口橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0111 三ツ山橋    長崎 長崎市 県道 45号 浦上川     

R0112 第一川平橋   長崎 長崎市    長崎バイパス 浦上川 1967 30 9.75 合成鈑桁 

R0113 第二川平橋   長崎 長崎市    長崎バイパス 浦上川 1967 34.5 9.75 合成鈑桁 

R0114 第三川平橋   長崎 長崎市    長崎バイパス 浦上川 1967 27.2 9.75 合成鈑桁 

R0115 鏡橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0116 ？     長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967    

R0117 下本場橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0118 北平橋    長崎 長崎市    浦上川     

R0119 かんやま橋   長崎 長崎市    浦上川  

R0120 下り橋    長崎 長崎市    浦上川  

R0121 新平床橋    長崎 長崎市    浦上川  

R0122 第一小谷橋   長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967 

R0123 流合橋    長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0124 三ツ山橋    長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0125 ？     長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967 

R0126 恵橋    長崎 長崎市    浦上川  

R0127 三ツ山五号橋   長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0128 三ツ山四号橋   長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0129 ？     長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967 

R0130 三ツ山三号橋   長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0131 三ツ山二号橋   長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0132 ？     長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967 

R0133 第二畦別当橋   長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967 

R0134 畦別当橋    長崎 長崎市  県道 45号 浦上川  

R0135 黒ケ迫橋    長崎 長崎市  県道 45号 浦上川     

R0136 障子山橋    長崎 長崎市  県道 45号 浦上川     

R0137 ？     長崎 長崎市 長崎バイパス(昭和線) 浦上川 1967    

R0138 ？     長崎 長崎市  県道 45号 浦上川     

R0150 見返橋  みかえり 長崎 佐世保市・佐々町 県道 139号 佐々川 1957 128.5 6 連続鈑桁 

R0151 ？     長崎 佐々町    佐々川   歩道  

R0152 佐々川橋    長崎      佐々川 1905 60 4.5 木橋  

R0153 佐々橋    長崎 佐々町    佐々川 1933   ＲＣ橋  

R0154 新佐々橋  しんさざ 長崎 佐々町  国道 204号 佐々川 1964 85.2 8 ＰＣ桁  

R0155 古川橋    長崎 佐々町    佐々川     

R0156 小春橋    長崎 佐々町    佐々川     

R0157 正興寺橋    長崎 佐々町    佐々川     
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R0158 神田市瀬橋   長崎 佐々町    佐々川     

R0159 吉井橋    長崎 佐世保市  県道 54号 佐々川     

R0160 ？     長崎 佐世保市  県道  佐々川     

R0161 佐々川橋梁   長崎 佐世保市  松浦鉄道 佐々川 1944  単線 竹筋コンクリート上路連続アーチ  

R0162 樋口橋  ひぐち 長崎 佐世保市(吉井町)   佐々川 1922 36 6.4 石造アーチ ｎ＝2 

R0163 春明橋  はるあけ 長崎 佐世保市    佐々川 1922 18.9 4.1 石造アーチ ｌ＝16.8 

R0164 祝橋  いわい 長崎 佐世保市    佐々川 1913 16.3 4 石造アーチ ｌ＝6.6 ｎ＝1 

R0165 太田橋    長崎 佐世保市  県道 54号 佐々川     

R0166 ？     長崎 佐世保市  県道 11号 佐々川     

R0167 倉淵橋  くらぶち 長崎 佐世保市(世知原町)   佐々川 1919 20.6 4.6 石造アーチ ｌ＝15 ｎ＝1 

R0168 かじか橋    長崎 佐世保市    佐々川     

R0169 槍巻橋    長崎 佐世保市  県道 151号 佐々川     

R0170 高観寺橋  こうかんじ 長崎 佐世保市  県道 54号 佐々川 1929 "13,3" 3.9 石造アーチ橋 

R0180 敷島橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0181 朝日橋    長崎 佐世保市  県道 139号 相浦川 1961   永久橋 

R0182 第一相浦川橋 あいのうらがわ 長崎 佐世保市 松浦鉄道 相浦川 1920    

R0183 大和橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0184 相浦橋    長崎 佐世保市    相浦川 1905 36 4.5 木橋  

R0185 第二相浦川橋 あいのうらがわ 長崎 佐世保市 松浦鉄道 相浦川 1943 65.6  ＲＣ桁 ｎ＝5  

R0186 中里橋    長崎 佐世保市  県道 11号 相浦川 1913 38 4.5 土橋  

R0187 川上橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0188 中央橋    長崎 佐世保市  国道 204号 相浦川     

R0189 皆瀬橋    長崎 佐世保市  県道 11号 相浦川     

R0190 吉岡橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0191 朝ノ気橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0192 黒橋    長崎 佐世保市  国道 204号 相浦川     

R0193 左石橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0194 大野橋    長崎 佐世保市  国道 204号 相浦川 1887 22 4.5 木橋 

R0195 四条橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0196 田原橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0197 第三相浦川橋 あいのうらがわ 長崎 佐世保市 松浦鉄道 相浦川 1944 119.4 単線 鈑桁 ｎ＝8 

R0198 おとめ橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0199 双ツ岩橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0200 豊石橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0201 淀姫橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0202 元触橋    長崎 佐世保市    相浦川     

R0203 播磨橋    長崎 佐世保市    相浦川 

R0204 柚木橋    長崎 佐世保市  国道 204号 相浦川 

R0205 （川谷ダム）   長崎      相浦川 
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