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FR43:川を渡る橋・熊本県 
 

 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 （浜戸川＝旧緑川）  熊本        

R0002 次郎兵衛橋   熊本 宇土市    浜戸川     

R0003 甲武走潟橋   熊本 宇土市    浜戸川     

R0004 太郎兵衛橋   熊本 宇土市    浜戸川 1951 99 6  

R0005 ｘ江橋  かきのえ 熊本 熊本市（富合町）・宇土市 浜戸川     

R0006 平木橋  ひらき  熊本 熊本市・宇土市 国道 501号 緑川  1928 340 5  

                ＲＣＴ桁 ｌ＝（29ｘ10）+（4ｘ10） 開閉橋 ｌ＝7  

R0007 緑川橋梁  みどりかわ 熊本 熊本市（富合町） 国鉄鹿児島本線 緑川 1921 266 複線  

              プラットトラス ｌ＝1ｘ31.9+1ｘ46.9+1ｘ31.4 鈑桁 ｎ＝（1+1）  

R0008 緑川橋梁  みどりかわ 熊本    九州新幹線 緑川  2011 260 複線  

R0009 緑川橋    熊本 熊本市（富合町） 国道 3号 緑川  1976 255 11  

                （上り下り分離）連続鈑桁 ｌ＝48.5+59+48.5 

R0010 釈迦堂橋    熊本 嘉島町・熊本市（富合町） 県道 182 緑川     

R0011 城南橋    熊本 嘉島町・熊本市（城南町）宇城北部広域農道 緑川     

R0012 耆町橋    熊本 嘉島町・熊本市（城南町） 国道 266号 緑川 1961 392.2 6 ＰＣ桁 

R0013 緑川橋    熊本 甲佐町・熊本市（城南町） 九州縦貫自動車道 緑川 1974 436 10 連続鈑桁 ｌ＝4@62.4 

R0014 田口橋  たぐち  熊本 甲佐町  県道 239号 緑川  1968 260.8 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝8ｘ32.6  

R0015 乙女橋    熊本 甲佐町  県道 38号 緑川  1965 280 6 永久橋 

R0016 甲佐大橋    熊本 甲佐町    緑川     

R0017 安津橋    熊本 甲佐町  県道 240号 緑川  1979   永久橋 

R0018 軍神橋    熊本 甲佐町・美里町（中央町） 緑川  1944  道路 木橋  

R0019 益城橋    熊本      緑川  1967 137.6 3.5 ＰＣ桁 l=4x34.4 

R0020 ？     熊本 甲佐町・美里町（中央町） 緑川     

R0021 中甲橋    熊本 甲佐町・美里町（中央町） 県道 105号 緑川     

R0022 日和瀬橋    熊本    国道 443号 緑川  1955 127.5 5.5 ゲルバー鈑桁 

R0023 吊橋    熊本 甲佐町    緑川     

R0024 西原橋    熊本 甲佐町    緑川     

R0025 （塚瀬ダム）   熊本 美里町（砥用町）   緑川     

R0026 明神橋    熊本 美里町（砥用町） 県道 322号 緑川     

R0027 霊台橋  れいだい 熊本 美里町（砥用町）   緑川  1847 37.5 5.5 石造アーチ ｌ＝1ｘ28.4 重要文化財 

R0028 霊台橋    熊本 美里町（砥用町）   緑川  1966 55 7 並行架設 鋼上路ランガー ｌ＝45 

R0029 （船津ダム）   熊本 美里町（砥用町）   緑川     

R0030 （緑川ダム）   熊本 美里町（砥用町）   緑川     

R0031 脇瀬橋    熊本 美里町（砥用町）   緑川  1969 175 4 吊橋 ｌ＝175 

R0032 大福橋    熊本 美里町（砥用町）   緑川  1969 194.2 4 連続トラス ｌ＝58+75.6+58 

R0033 内大臣橋    ないだいじん 熊本 美里町（砥用町）   緑川  1963 199.5 5.5  

                鋼中路2ヒンジブレースドリブアーチ ｌ＝153 

R0034 津留橋  つる  熊本 山都町（矢部町） 県道 153号 緑川     

R0035 吊橋    熊本 山都町（矢部町）   緑川     

R0036 鵜ケ浜橋    熊本 山都町（矢部町）   緑川     

R0037 鮎の瀬大橋   熊本 山都町（矢部町） 農道  緑川  1999 390 6.5+1.5  

                 ＰＣ斜張橋 ｌ＝89.25+200+99.25 

R0040 （松原ダム）         大山川     

R0041 貫見大橋  ぬくみおお 熊本・大分 小国町・日田市  大山川 1969 235 3  

              吊橋 ｌ＝210 鋼補剛トラス 鋼塔 ＰＣ桁 ｌ＝12.5+12.5 

R0042 （下筌ダム）   熊本・大分 小国町・日田市  大山川     

R0043 池の上橋        国道 387号 大山川     

R0044 川畑橋  かわばた 大分 日田市  国道 387号 大山川 1968 144 6  

              鋼トラスドランガー桁 ｆ＝20.5 ｌ＝1ｘ143 腹材は鋼管 

R0045 新池の山橋 しんいけのやま 大分 日田市    大山川 1969 301 6 上路連続トラス ｌ＝75+150+75 

R0046 梅林湖    大分・熊本 小国町・日田市  大山川     

R0047 杖立大橋    大分・熊本 日田市（天瀬町）・小国町 杖立川 1941   ＲＣアーチ 

R0048 杖立両国橋   大分・熊本 日田市（天瀬町）・小国町 杖立川     

R0049 紅葉橋    熊本 小国町    杖立川    ＲＣアーチ 

R0050 杖立橋    熊本 小国町    杖立川 1933 77.8 4.9 トラス ｌ＝3ｘ25.6 

R0051 桜橋    熊本 小国町    杖立川     

R0052 白岩橋    熊本 小国町    杖立川     

R0053 ？     熊本 小国町  国道 212号 杖立川     

R0054 ？     熊本 小国町    杖立川     

R0055 富士貴橋    熊本 小国町    杖立川     



 ２ 

R0060 小島橋    熊本 熊本市  国道 501号 白川  1962 269.5 6 合成鈑桁 ｌ＝7ｘ38.3 

R0061 八城橋    熊本 熊本市  市道  白川  1935 132 4 木造土橋 ｌ＝22ｘ6 

R0062 熊本西大橋   熊本 熊本市  県道 227号 白川     

R0063 薄場橋    熊本 熊本市  県道 233号 白川  1959 191 5.5 ゲルバートラス ｌ＝60+71+60 

R0064 白川橋梁    熊本 熊本市  九州新幹線 白川     

R0065 白川橋梁  しらかわ 熊本 熊本市   ＪＲ鹿児島本線 白川  1963 183.9 単線 （複線化） トラス ｌ＝1ｘ60.3+2ｘ34 

R0066 蓮台寺橋    熊本 熊本市  市道  白川   88  木桁橋 

R0067 第一白川橋梁 しらかわ 熊本 熊本市    ＪＲ豊肥本線 白川  1914 ≒122 単線 鈑桁 ｌ＝3ｘ21+4ｘ12 

R0068 新世安橋  しんよやす 熊本 熊本市    白川  1963 156.7 11+2@2.5 鋼合成箱桁 ｌ＝4ｘ38 

R0069 世安橋  よやす 熊本 熊本市    白川  1975 153.6  鈑桁 

R0070 白川橋  しらかわ 熊本 熊本市    白川  1978 148.9  鋼ローゼ桁 ｌ＝68左岸側伸長 鈑桁 

R0071 明辰橋    熊本 熊本市    白川  1880 67 5.4 土橋 

R0072 泰平橋  たいへい 熊本      白川  1979 141.5  鋼ローゼ ｌ＝78.4 伸長 ｌ＝62 桁橋 

R0073 長六橋  ちょうろく 熊本 熊本市  国道 3号 白川  1992 123.2 2x(7.5+3) ＰＣ連続箱桁 ｌ＝3@41.5 

R0074 代継橋  よつぎ 熊本 熊本市  県道 8号 白川  1957 75.2 15+2@3 鋼合成箱桁 ｌ＝2ｘ37 

R0075 新代継橋  しんよつぎ 熊本 熊本市    白川  1959 73.7 9.5 鋼合成箱桁 ｌ＝2ｘ36.2 

R0076 銀座橋  ぎんざ 熊本 熊本市    白川  1959 108.6 8  

           鋼ランガー桁 ｌ＝62 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ16.2 伸長 合成鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ22.1 

R0077 安政橋  あんせい 熊本 熊本市    白川  1857 78 3.6 木橋 

R0078 安巳橋  やすみ 熊本      白川  1978 109 4 鋼ランガー桁 ｌ＝75 Ｌ＝33ｍ伸長 

R0079 大甲橋  たいこう 熊本 熊本市  県道 28号 白川  1965 106 14.5市電併用 連続鈑桁 ｌ＝32+41+32 

R0080 明午橋  めいご 熊本 熊本市     白川  1960 67 9.5 ＰＣ桁 ｌ＝2ｘ33.5 

R0081 千鳥橋    熊本 熊本市    白川  江戸    

R0082 子飼橋  こかい 熊本      白川  1957 135.7 7.25  

                鋼ランガー桁 ｌ＝57.2 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ25.7  

R0083 龍神橋  りゅうじん 熊本 熊本市    白川  1958 75.2 3.6 ＰＣ桁 ｌ＝25 n＝3 

R0084 小蹟橋  おぜき 熊本 熊本市    白川  1960 91 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝3ｘ30.3 

R0085 第二白川橋梁   熊本 熊本市    ＪＲ豊肥本線 白川  1954 72 単線 トラス ｌ＝1ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝1ｘ10.2 

R0086 白川大橋    熊本    国道  白川  1988 214 8.25+2 連続鈑桁 ｌ＝2@58 

R0087 龍田大橋    熊本 熊本市  熊本北バイパス 白川     

R0088 三協橋    熊本 熊本市  県道  白川  1948 68 3.6 木桁橋 ｎ＝12 

R0089 武蔵橋    熊本 熊本市    白川     

R0090 白川橋    熊本 熊本市   九州自動車道 白川  1971 235 2x10  

               連続合成鈑桁 ｌ＝3@50 合成Ｈ型桁 ｌ＝4ｘ20.95 

R0091 吉原橋    熊本 熊本市  県道 231号 白川  1954 117 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 ｎ＝5 

R0092 弓削大橋    熊本 熊本市  国道 57号 白川   420 11 連続鈑桁 

R0093 弓削橋    熊本 熊本市    白川  1956 65.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 ｎ＝3 

R0094 鹿帰瀬橋    熊本      白川  1953 55.6 3.6 木桁橋 ｌ＝9ｘ6.2 

R0095 津白橋    熊本 菊陽町  県道 138号 白川  1955 65.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 ｎ＝3 

R0096 辛津橋    熊本 菊陽町    白川    木桁橋 

R0097 鼻ぐり井手大橋   熊本 菊陽町  国道 443号 白川     

R0098 川手橋    熊本 菊陽町  県道 209号 白川  1955 66 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 ｎ＝3 

R0099 上村橋    熊本 菊陽町  国道 443号 白川  1955 59 5.5 トラス ｌ＝58 

R0100 空港大橋    熊本 大津町・菊陽町 県道 36号 白川     

R0101 下戸橋  しもと  熊本 大津町・菊陽町 県道  白川  1956- 114 5.5 連続鈑桁 ｌ＝33.6+46.2+33.6 

R0102 日暮橋  ひぐれ 熊本 大津町  県道 145号 白川  昭和   荒篭橋（竹篭に石を詰めて橋脚とする） 

R0103 七障子橋    熊本 大津町  県道 211号 白川  1927 31.5 4 トラス ｌ＝31  

R0104 森橋    熊本 大津町  県道 225号 白川  1955 85.5 5.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝26 ｎ＝3  

R0105 代官橋    熊本 大津町  県道 208号 白川   44.8 3.7 鈑桁 ｌ＝1ｘ25 木桁橋 ｌ＝2ｘ9.9 

R0106 内牧橋    熊本 大津町    白川  1991 48 2.7  

              鋼ランガー桁 ｌ＝60+20 （伸長）鋼箱桁 ｌ＝53.5  

R0107 内牧新橋    熊本 南阿蘇村（長陽村）・大津町 白川  1989 49.3 6.75+2 鈑桁 ｌ＝48.1  

R0108 第一白川橋 しらかわ 熊本 南阿蘇村（長陽村）・大津町 国鉄宮地線 白川 1928 168 単線   

           鋼上路バランスドトラスドアーチ ｆ＝18 ｌ＝30.5+91.4+30.5 鈑桁 l＝12.19 

R0109 立野橋  たての 熊本 南阿蘇村（長陽村） 国鉄宮地線 白川 1928 "136,8" 単線  

                鈑桁 ｌ＝18.1+9.1+18.3+9.1+25.8+9.1+18.1 

R0110 妙見橋    熊本 南阿蘇村（長陽村・久木野村） 白川  1954 45 4 上路トラス ｌ＝40  

R0111 鐘ケ渕橋    熊本 南阿蘇村（長陽村・久木野村） 県道 白川 1955 40.6 4.5 ポニートラス ｌ＝40  

R0112 新鐘ケ渕橋   熊本 南阿蘇村（長陽村・久木野村） 白川      

R0113 金間橋    熊本 南阿蘇村（久木野村）  白川  1949 60 4.5 木造土橋 ｌ＝10ｘ6  

R0114 祇園橋    熊本 南阿蘇村（白水村） 県道 白川 1931 37 3 木桁土橋 ｌ＝5ｘ7.4  

R0115 中島橋    熊本 南阿蘇村（白水村）  白川  32 4 4ｘ8  

R0116 皆瀬川橋    熊本 南阿蘇村（白水村）  白川 1955 40.2 4 トラス ｌ＝39.2  

R0117 御手洗橋    熊本 南阿蘇村（白水村） 県道 白川 1955 31 5.5 鋼合成箱桁 ｌ＝30  

R0130 新大浜橋   しんおおはま 熊本 玉名市  国道 501号 菊池川 1977   鈑桁  

R0131 大浜橋  おおはま 熊本 玉名市  県道  菊池川 1994   PC桁橋 

R0132 小島橋  おしま  熊本 玉名市  県道  菊池川 1986   鋼連続箱桁橋 

R0133 高瀬川橋梁 たかせがわ 熊本 玉名市   JR鹿児島本線 菊池川 1968 ≒287   



 ３ 

               トラス橋 ｌ＝1ｘ46.9 鈑桁 ｌ＝（3ｘ47）+（3ｘ31） 

R0134 高瀬橋  たかせ 熊本 玉名市     菊池川 1922 320 "5,6" ＲＣ連続Ｔ桁  

R0135 高瀬大橋  たかせおお 熊本 玉名市  国道 208号 菊池川 1960 297.5 8  

                ゲルバー鈑桁 ｌ＝34+42+3@48+42+34 

R0136 新玉名大橋 しんたまなおお 熊本 玉名市  国道  菊池川  767   

             鋼連続箱桁 n＝3@+3@+2@ PC連続スラブ橋 n＝2ｘ（3@） 

R0137 菊池川橋梁   熊本 玉名市  九州新幹線 菊池川 2011 400 複線 PC連続ラーメン箱桁 

R0138 玉名橋  たまな 熊本 玉名市     菊池川 1921   木造橋  

R0139 玉名大橋  たまなおお 熊本    県道  菊池川 1958 250.8 5.5  

                鋼ランガー桁 ｌ＝3ｘ60 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ22  

R0140 玉杵名大橋 たまつきなおお 熊本 玉名市    菊池川 2002 168 4.5 桁橋 

R0141 内藤橋  ないとう 熊本 和水町  県道  菊池川 1896 168 4.5 桁橋 

R0142 菊池川橋  きくちがわ 熊本 和水町  九州縦貫自動車道 菊池川   2ｘ 鈑桁 

R0143 竃門大橋    かまかどおお 熊本 和水町  県道  菊池川 1980   桁橋 

R0144 菰田橋  こもだ 熊本 和水町   県道  菊池川 1959 130.5 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ26 

R0145 山鹿西部大橋 やまがせいぶおお 熊本 山鹿市   菊池川 1981   鈑桁 

R0146 山鹿大堰  やまがおおせき 熊本 玉名市    菊池川 1977   堰管理橋と兼用 鈑桁 

R0147 山鹿橋  やまが 熊本 玉名市     菊池川 1876 91 5.4 土橋  

R0148 山鹿大橋  やまがおお 熊本 国道 3号    菊池川 1971 176 7 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21+5@26.8+21 

R0149 山鹿南部大橋 やまがなんぶおお 熊本 玉名市   菊池川 1975   鈑桁 

R0150 分田橋  ぶんだ 熊本 玉名市  県道  菊池川 1937 124 6.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21.5+3@27+21.5 

R0151 菊地川橋梁（分田橋梁） きくちがわ 熊本    山鹿温泉鉄道 菊池川 1921 ≒150 単線  

      ポニープラットトラス ｌ＝32 ｎ＝4 廃橋。一連を山鹿市水辺プラザかもと（公園）内に移設展示。2002年  

R0152 第二分田橋 ぶんだ 熊本 玉名市 山鹿自転車道 菊池川 1985   PC桁橋 

R0153 中川橋  なかがわ 熊本 玉名市  県道  菊池川 1966 171.7 6 鈑桁 ｌ＝4ｘ42.3 

R0154 赤星橋    熊本 菊池郡     菊池川 1883 91 3.6 土橋 

R0155 中富橋    熊本 山鹿市    菊池川 1931 100 4.2 ＲＣ橋  

R0156 橋田大橋  はしだおお 熊本 菊池市  県道  菊池川 2003   桁橋 

R0157 高島橋  たかしま 熊本 菊池市  県道  菊池川 2001 98 9.8 桁橋 n＝3 

R0158 菰入新橋    熊本 菊池市    菊池川 1961 100.4 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ22 

R0159 宮園橋    熊本 菊池市    菊池川 1967 104 4.5 合成鈑桁 ｌ＝3ｘ34.7 

R0160 清水橋  きよみず 熊本 菊池市  県道  菊池川 1958 65.5 5.5 永久橋  

R0161 菊池川橋梁 きくちがわ 熊本 菊池市  熊本電鉄 菊池川 1986 65.8 単線 鈑桁 ｌ＝20.7+24+20.7 廃線 

R0162 菊池川橋  きくちがわ 熊本 菊池市  国道 387号 菊池川 1955 65.8 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝20.8+23.9+20.8 

R0163 林田橋    熊本 菊池市    菊池川     

R0164 菊戸橋    熊本 菊池市    菊池川 1890 64 4 木桁橋  

R0165 菊池橋    熊本 菊池市  国道 325号 菊池川     

R0166 今村橋    熊本 菊池市    菊池川     

R0167 藤田眼鐘橋（相生橋） （あいおい） 熊本     菊池川 1826 49 5 

              石造アーチ ｆ＝2.7 ｌ＝10 ｎ＝5 改修。現在は n＝1  

R0168 第二藤輪橋   熊本 菊池市  県道 23 菊池川     

R0169 第一藤田橋   熊本      菊池川     

R0170 木庭橋  こば  熊本 菊池市  県道 203 菊池川 1956 55.1 5.5 トラス ｌ＝54 

R0171 藪倉橋    熊本 菊池市    菊池川     

R0172 豊潤橋    熊本 菊池市    菊池川   道路・農業用水管 鋼上路ランガー桁 

R0190 氷川大橋    熊本 氷川町・八代市 県道 339号 氷川     

R0191 浜牟田橋    熊本 氷川町・八代市 県道 14号 氷川  1928 171.5 5.5 ＲＣ桁 

R0192 松本橋    熊本 氷川町・八代市   氷川   2  

R0193 野津橋    熊本 氷川町・八代市   氷川     

R0194 氷川橋梁    熊本 氷川町・八代市 JR鹿児島本線 氷川 1970   複線化 

R0195 宮原橋    熊本 氷川町    氷川  1877 60 6 土橋 

R0196 氷川橋    熊本 氷川町  国道 3号 氷川  1897 63 4.4 木桁橋 

R0197 こいこい橋    熊本 氷川町    氷川     

R0198 氷川橋    熊本 氷川町   九州自動車道 氷川  1980 270   

R0199 立神橋    熊本 氷川町    氷川     

R0200 館原橋  やかたはら 熊本 八代市（東陽村）   氷川  1938 34.2 4.6 ＲＣ桁 ｌ＝9 ｎ＝4 

R0201 西原橋    熊本 八代市  県道 155号 氷川     

R0202 大村橋    熊本 八代市    氷川     

R0203 本屋敷橋    熊本 八代市    氷川     

R0204 大道橋    熊本 八代市  国道 443号 氷川     

R0205 犬山橋    熊本 八代市    氷川     

R0206 轟橋    熊本 八代市  国道 443号 氷川     

R0207 古屋敷橋    熊本 八代市  国道 443号 氷川     

R0208 氷川ダム  ひかわ 熊本      氷川  1973   H＝56.5 重力式 熊本県 

R0220 高田橋    熊本 菊池市  県道 37号 迫間川 1973 41.2 4.1 永久橋  

R0221 第二高田橋   熊本 菊池市    迫間川 1976 66.7 2.3 永久橋  

R0222 西郷橋    熊本 菊池市  県道 139号 迫間川 1975 53.8 4.6 永久橋  

R0223 水次橋  みつぎ 熊本 菊池市  国道 325号 迫間川 1960 60.6 6 永久橋  



 ４ 

R0224 山崎橋    熊本 菊池市    迫間川 1929 65 4 永久橋  

R0225 袈裟尾橋    熊本 菊池市    迫間川     

R0226 新袈裟尾橋   熊本 菊池市  県道 18号 迫間川     

R0227 南田橋    熊本 菊池市    迫間川     

R0228 玉祥寺橋    ぎょくしょうじ 熊本 菊池市    迫間川 1931 47.6 5 鈑桁 ｌ＝2ｘ23 

R0229      熊本 菊池市    迫間川     

R0230 迫間橋  はざま 熊本 菊池市    迫間川 1829 36.6 3.7 石造アーチ ｆ＝6 ｌ＝1ｘ20.8 

R0231 寺小野橋    熊本 菊池市    迫間川 1955 54  ＲＣオープンアーチ ｌ＝32 

R0232 虎口橋  こく  熊本 菊池市    迫間川 1850 25 4.4 石造アーチ ｆ＝8.3 ｌ＝15 

R0233 新虎口橋    熊本 菊池市    迫間川     

R0234 （竜門ダム）   熊本      迫間川     

R0240 千金甲橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0241 坪井川橋  つぼいがわ 熊本 熊本市  国道 501号 坪井川 1964 61 11.5 鈑桁 ｌ＝35+26 

R0242 新松尾橋    熊本 熊本市  県道 237号 坪井川     

R0243 天満橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0244 高橋稲荷大橋   熊本 熊本市    坪井川     

R0245 上代橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0246 橋間橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0247 城山新川橋   熊本 熊本市    坪井川     

R0248 平成大橋    熊本 熊本市  県道 28号 坪井川     

R0249 花陵橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0250 新八島橋  しんやしま 熊本 熊本市  県道 227号 坪井川 1979    

R0251 坪井川橋梁   熊本 熊本市  九州新幹線 坪井川 2011    

R0252 坪井川橋梁   熊本 熊本市   JR鹿児島本線 坪井川 1963 18 複線 鈑桁 

R0253 坪井川橋梁   熊本 熊本市    JR豊肥本線 坪井川 1914    

R0254 田崎橋  たさき  熊本 熊本市    坪井川 1964 24.5  ＰＣ桁 

R0255 三嬌橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0256 春日橋    熊本 熊本市  県道 22号 坪井川 1931   ＲＣ橋 

R0257 祇園橋  きおん 熊本 熊本市  県道 28号 坪井川 1918 23.2 14.5+2@2 ＲＣアーチ ｌ＝21.5 

R0258 一駄橋    熊本 熊本市    坪井川 1924   ＲＣ橋  

R0259 小沢橋    熊本 熊本市    坪井川 1928   木橋  

R0260 新明八橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0261 明八橋  めいはち 熊本 熊本市    坪井川 1875 21.4 歩道橋 石造アーチ ｆ＝3，3 ｌ＝17 

R0262 新呉服橋    熊本 熊本市    坪井川 1920   木橋  

R0263 明十橋  めいじゅう 熊本 熊本市  県道 28号 坪井川 1877 23 7.9 石造アーチ ｆ＝3.7 ｌ＝15.8  

R0264 万歳橋    熊本 熊本市    坪井川 1919   木橋  

R0265 洗馬橋  せんば 熊本 熊本市     坪井川 1877 60 7.3 木橋  

R0266 船馬橋  せんば 熊本 熊本市  県道  坪井川 1929 36.5 20 ＲＣラーメン桁橋 ｌ＝4ｘ9.1 

R0267 桜橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0268 行幸橋  みゆき 熊本 熊本市    坪井川 1967 33  ＰＣ桁 

R0269 厩橋  うまや  熊本 熊本市  県道 303号 坪井川 1930   RC桁 

R0270 千葉城橋    熊本 熊本市    坪井川 1929   ＲＣ橋  

R0271 六工橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0272 壺井橋  つぼい 熊本 熊本市  県道 1号 坪井川 1926   木橋  

R0273 明篤橋    熊本 熊本市    坪井川 1888    

R0274 観音橋    熊本 熊本市    坪井川 1881 16 5.4 木橋 

R0275 空壺橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0276 庚申橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0277 新川橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0278 永康橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0279 ？     熊本 熊本市  熊本電鉄 坪井川 1913 

R0280 打越橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0281 永浦橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0282 高平橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0283 坪井川橋    熊本 熊本市  国道 3号 坪井川  

R0284 清水亀井橋   熊本 熊本市    坪井川  

R0285 山室橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0286 八ツ江橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0287 須屋園橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0288 高橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0289 ？     熊本 熊本市  国道 387号 坪井川  

R0290 四王子橋    熊本 熊本市  県道 231号 坪井川  

R0291 鶴羽田橋    熊本 熊本市    坪井川  

R0292 樫尾橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0293 堂橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0294 井出向橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0295 湯舟橋    熊本 熊本市    坪井川     

R0296 小清水橋    熊本 熊本市    坪井川     



 ５ 

R0297 盤根橋    熊本 熊本市    坪井川 1877 24 7.3 7.3 

R0298 錦橋    熊本 熊本市    坪井川 1877 16 5.4 5.4 

R0299 堀川橋    熊本 熊本市    坪井川 1877 14.5 3.6 3.6 

R0320 権現橋    熊本 相良村    川辺川     

R0321 新村橋    熊本 相良村    川辺川     

R0322 柳瀬橋    熊本 相良村  県道 33号 川辺川 1929 100 4.6 ＲＣ桁 

R0323 境田橋    熊本 相良村  県道 325号 川辺川     

R0324 相良橋    熊本 相良村    川辺川     

R0325 相良大橋    熊本 相良村    川辺川     

R0326 川辺大橋    熊本 相良村  国道 445号 川辺川     

R0327 観音橋    熊本 相良村    川辺川     

R0328 平川橋    熊本 相良村    川辺川     

R0329 六藤橋    熊本 相良村    川辺川     

R0330 田代橋    熊本 相良村  県道 162号 川辺川     

R0331 大神橋    熊本 相良村    川辺川     

R0332 深水吊橋？   熊本 相良村    川辺川     

R0333 ？     熊本 五木村    川辺川     

R0334 神屋敷橋    熊本 五木村    川辺川     

R0335 吊り橋    熊本 五木村    川辺川     

R0336 ？     熊本 五木村  国道 445号 川辺川     

R0337 ？     熊本 八代市  国道 445号 川辺川     

R0338 ？     熊本 八代市  県道  川辺川     

R0350 森崎橋    熊本 嘉島町  県道 32号 御船川 1915 59 4.5 木桁橋 

R0351 鳥貝橋    熊本 嘉島町    御船川 1929 104.5 3.7 ＲＣ桁 

R0352      熊本 嘉島町・御船町   御船川     

R0353 御船川橋    熊本 嘉島町・御船町 九州縦貫自動車道 御船川 1978    

R0354 小坂橋    熊本 御船町    御船川 1876 27 3.6 木橋 

R0355 メロディー橋   熊本 御船町  県道  御船川     

R0356 滝川橋    熊本 御船町    御船川     

R0357 五庵橋    熊本 御船町  県道 239号 御船川 1952 53.8 4.8 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21 ｎ＝3 

R0358 御船橋    熊本 御船町    御船川    鉄橋  

R0359 御船川目鑑橋   熊本 御船町    御船川 1848 60.8 4.7 石造アーチ ｆ＝8 ｌ＝18 ｎ＝2  

R0360 思い出橋    熊本 御船町    御船川     

R0361 御船川橋梁   熊本    御船鉄道 御船川 1923  単線 廃線 

R0362 妙見橋    熊本 御船町  国道 443号 御船川     

R0363 滝尾橋    熊本 御船町    御船川     

R0364 玉虫橋    熊本 御船町    御船川     

R0365 横野橋  よこの 熊本 御船町    御船川 1930 49.4 4.5 ＲＣ桁 ｌ＝17.1 ｎ＝6  

R0366 横野橋    熊本 御船町  県道 219号 御船川     

R0367 前田橋    熊本 御船町    御船川     

R0380 奉迎橋    熊本 山鹿市    合志川 1967 130 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ31.7 

R0381 芦原橋    熊本 熊本市（植木町）   合志川 1965 130 4.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ26 

R0382 平島橋    熊本 熊本市（植木町）   合志川     

R0383 米塚橋    熊本 熊本市（植木町）   合志川     

R0384 伊知坊橋    熊本 熊本市（植木町） 県道 53号 合志川 1895 62 3.6 木桁橋  

R0385 舟島橋    熊本 熊本市（植木町）   合志川     

R0386 平井橋    熊本 熊本市（植木町） 県道 199号 合志川     

R0387 宝田橋    熊本 熊本市（植木町） 県道 199号 合志川     

R0388 佐野橋    熊本 菊地市  県道 330号 合志川     

R0389 聴門橋    熊本 菊地市    合志川     

R0390 田島橋    熊本 菊地市  県道 37号 合志川     

R0391 高江橋    熊本 菊地市    合志川     

R0392 高江久米橋   熊本 菊地市    合志川     

R0393 泗水橋    熊本 菊地市  国道 387号 合志川     

R0394 上高江橋    熊本 菊地市    合志川     

R0395 ふれあい橋   熊本 菊地市    合志川   歩道  

R0396 合志川橋  ごうしかわ 熊本 菊地市  県道 330号 合志川 1942 69.8 8 ＲＣ桁 ｌ＝12 ｎ＝6 

R0397 平成橋    熊本 菊地市    合志川     

R0398 福本橋    熊本 菊地市    合志川     

R0399 藤巻橋    熊本 菊地市    合志川 

R0400 富納橋    熊本 菊地市    合志川 

R0401 住吉橋    熊本 菊地市  県道 316号 合志川 

R0402 侍川原橋    熊本 菊地市    合志川 

R0403 飛能橋    熊本 菊地市  国道 325号 合志川 

R0404 白亀橋    熊本 菊地市    合志川 

R0405 凱旋橋    熊本 菊地市    合志川 

R0406 山田橋    熊本 菊地市    合志川 

R0407 下中田橋    熊本 菊地市    合志川 
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R0408 中田橋    熊本 菊地市    合志川 

R0409 伊萩橋    熊本 菊地市  県道 23号 合志川 

R0410 中嶋橋    熊本 菊地市    合志川 

R0411 平橋    熊本 菊地市    合志川 

R0412 鶴の宮橋    熊本 菊地市    合志川 

R0413 第三岩本橋   熊本 菊地市    合志川 

R0414 第二岩本橋   熊本 菊地市    合志川 

R0415 第一岩本橋   熊本 菊地市    合志川     

R0416 姫井橋    熊本 菊地市    合志川     

R0417 小川橋    熊本 菊地市    合志川     

R0430 加勢川橋梁 かせがわ 熊本 熊本市南区（富合町） 九州新幹線 加勢川 2010    

R0431 加勢川橋梁 かせがわ 熊本 熊本市南区（富合町） 鹿児島本線 加勢川 1967 159.8 単線  

             トラス ｌ＝46.8 鈑桁 ｌ＝2ｘ31.5+2ｘ20.9 トラフガーダー ｌ＝8.2 

R0432 新町橋    熊本 熊本市  県道 50号 加勢川 1884 54.5 4.5 木橋 

R0433 加勢川橋  かせがわ 熊本 熊本市  国道 3号 加勢川 1934 188 5.4 土橋 

R0434 （野田堰）    熊本 嘉島町    加勢川     

R0435 新川橋    熊本 嘉島町    加勢川     

R0436 下居屋敷橋   熊本 熊本市    加勢川     

R0437 下仲間橋    熊本 熊本市・嘉島町 県道 182号 加勢川     

R0438 水神橋    熊本 熊本市    加勢川     

R0439 中の瀬橋    熊本 熊本市・嘉島町 国道 266号 加勢川 1963    

R0440 中の瀬橋梁   熊本    御船鉄道 加勢川 1964  単線 廃線撤去 

R0441 大六橋    熊本 熊本市・嘉島町 県道 238号 加勢川     

R0442 下江津橋    熊本 熊本市    加勢川     

R0443 画図橋    熊本 熊本市  県道 236号 加勢川     

R0444 江津斉藤橋   熊本 熊本市  国道 57号 加勢川     

R0450 鍋田橋    熊本 山鹿市  国道 443号 岩野川     

R0451 ちぶさん橋   熊本 山鹿市    岩野川     

R0452 八幡橋    熊本 山鹿市  県道和仁山鹿線 岩野川     

R0453 池田橋    熊本 山鹿市  国道 3号 岩野川 1905 56.5 6.2 木桁橋  

R0454 小坂橋    熊本 山鹿市  県道 197号 岩野川     

R0455 ？     熊本 山鹿市  国道 3号 岩野川     

R0456 胴原橋    熊本      岩野川 1884 36 7.3 木橋 

R0457 堂原橋    熊本 山鹿市(鹿北町)    岩野川 1895 40 6.2 木桁橋 

R0458 ？     熊本 山鹿市  国道 3号 岩野川     

R0459 栗瀬橋  くりせ  熊本 山鹿市(鹿北町)    岩野川 1881 31 3.6 石造アーチ 

R0460 ？     熊本      岩野川 1927   ＲＣ橋 

R0461 ？     熊本      岩野川 1941 25 7.5  

R0462 田中橋  たんなか 熊本 山鹿市(鹿北町)    岩野川 1858 21 3 石造アーチ ｆ＝4.9 ｌ＝12.6 

R0463 園木橋    熊本 山鹿市(鹿北町)    岩野川    石造アーチ 

R0480 （旧・球磨川＝南川）  熊本        

R0481 南川橋    熊本 八代市    南川     

R0482 八の字橋    熊本 八代市    南川     

R0483 （前川）    熊本      前川     

R0484 八代大橋    熊本 八代市  県道 339号 前川  1977 365  PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝82 

R0485 新前川橋    熊本 八代市  県道 42号 前川 1 964 223.8 13.5 合成鈑桁 ｌ＝30.5+4ｘ39.7+30.5 

R0486 前川橋  まえかわ 熊本 八代市    前川  1963 231.3 4.7 歩道橋となる 

R0487 白鷺橋  しらさぎ 熊本 八代市    前川  1964- 250 8 ＰＣ桁 ｌ＝7ｘ35.6 

R0488 （球磨川）    熊本        

R0489 金剛橋    熊本 八代市    球磨川 1953 319 4.5 ＲＣ桁 ｌ＝26ｘ11+3ｘ11 

R0490 新金剛橋    熊本 八代市    球磨川 1973 314.5 7.5 ＰＣ箱桁 ｌ＝50+3@71+50 

R0491 植柳橋  うやなぎ 熊本      球磨川 1958 293.8 9.5 トラス ｌ＝2ｘ50 合成鈑桁 ｌ＝9ｘ21.5 

R0492 夕葉橋  ゆうば 熊本 八代市  国道 3号 球磨川 1964 252.4 8  

               PC有ヒンジラーメン箱桁 ｌ＝43.7+3@55+43.7 

R0493 球磨川橋    熊本 八代市    球磨川    渡船 

R0494 萩原橋  はぎわら 熊本    国道 218号 球磨川 1974 657.2 7+2.75 鋼連続箱桁 鋼箱桁 

R0495 球磨川橋梁 くまがわ 熊本 八代市   ＪＲ鹿児島本線 球磨川 1923 ≒528 単線  

             トラス ｌ＝4ｘ62.4 鈑桁 ｌ＝（1+10）ｘ22+1ｘ16 ＲＣ桁 ｌ＝1ｘ3.4  

R0496 球磨川大橋   くまがわおお 熊本 八代市  八代日奈久道路 球磨川 1997 484 9.5  

             鋼連続箱桁 ｌ＝（142.2+139.6）+（93.1+67.7） 鈑桁 ｌ＝1ｘ37.4 

R0497 球磨川橋梁 くまがわ 熊本 八代市 (坂本村)  九州新幹線新 球磨川 2004 307 複線  

R0498 今泉橋（西部大橋？）  熊本 八代市 (坂本村)   球磨川    ＰＣ桁 

R0499 球磨川第一橋 くまがわ 熊本 八代市 (坂本村) 九州縦貫自動車道 球磨川 1986 371.   

                ＰＣ連続箱桁 ｎ＝4 ＰＣ連続合成桁 

R0500 深水橋  ふかみず 熊本 八代市 (坂本村) 県道 259号 球磨川 1966   鋼下路 ランガー桁橋 

R0501 球磨川第二橋 くまがわ 熊本 八代市 (坂本村) 九州縦貫自動車道 球磨川 1986 242   

                 ＰＣ連続箱桁 ｌ＝100.7+101.3+40 

R0502 中谷橋    熊本 八代市 (坂本村)   球磨川    連続トラス 



 ７ 

R0503 坂本橋  さかもと 熊本 八代市 (坂本村)   球磨川 1954  4.5 連続トラス ｌ＝2@60 合成鈑桁 

R0504 （荒瀬ダム）   熊本      球磨川     

R0505 葉木橋    熊本      球磨川 1978 204 6.25+1  

                鋼ランガー桁 ｌ＝100 鈑桁 ｌ＝50.5+50.5 

R0506 第一球磨川橋 くまがわ 熊本 八代市 (坂本村) ＪＲ肥薩線 球磨川 1963  ＰＣ桁 

R0507 鎌瀬橋  かませ 熊本 八代市 (坂本村) 国道 219号 球磨川 1989 110 5+2  

                鋼バスケットハンドルニールセン ｌ＝108 

R0508 （瀬戸石ダム ）  熊本      球磨川     

R0509 神瀬橋  こうのせ 熊本 球磨村 芦北村   球磨川 1937 112 5 ＲＣＴ型桁 ｌ＝22 ｎ＝5 

R0510 大野大橋    熊本 球磨村 芦北村   球磨川 1978 139.6 6.5+2@1  

                 鋼ランガー桁 ｌ＝87 鈑桁 ｌ＝20+30 

R0511 大瀬橋  おおせ 熊本 球磨村 芦北村   球磨川     

R0512 松本橋    熊本 球磨村    球磨川     

R0513 球磨橋    熊本 球磨村    球磨川     

R0514 第二球磨川橋 くまがわ 熊本 球磨村  ＪＲ肥薩線 球磨川 1908 179 単線  

             トランケートトラス（ピン接合） ｌ＝2ｘ62.7 鈑桁 ｌ＝（1+1）ｘ25.4 

R0515 相良橋  さがら  熊本 球磨村    球磨川 1935 131.9  トラス ｌ＝55 ｎ＝2 

R0516 沖鶴橋    熊本 球磨村    球磨川     

R0517 天狗橋  てんぐ 熊本 人吉市    球磨川    吊橋？ 

R0518      熊本      球磨川 1967 180 3  

              鋼下路ランガー桁橋 ｌ＝99 鋼合成箱桁 ｌ＝2ｘ39.5 

R0519 西瀬橋  にしぜ 熊本 人吉市  県道 15号 球磨川 1935 144  ＲＣ橋 

R0520      熊本      球磨川 1940 134 5 ＲＣ橋  

R0521      熊本      球磨川 1950  3.6 ポニートラス ｌ＝18 

R0522 繊月大橋    せんげつおお 熊本 人吉市  国道 219号 球磨川 1978 202.5 14.5 合成鈑桁 

R0523 人吉橋    熊本 人吉市    球磨川 1938    

R0524 （右岸側）大橋   熊本      球磨川 1877   木橋 

R0525       熊本      球磨川  116 7.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝21.5+3@24+21.5 

R0526       熊本      球磨川 1953   流失 

R0527 中之島    熊本      球磨川     

R0528 （左岸側）小俣橋   熊本      球磨川 1877   木橋 

R0529       熊本      球磨川  91.4 7.5 ＲＣゲルバー桁 ｌ＝16.5+3@19+6.5 

R0530 人吉橋    熊本      球磨川 1954 224.7  連続鈑桁 n＝8 

R0531 水ノ手橋    熊本 人吉市    球磨川 1970 219.8 9.5 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ43 

R0532 第三球磨川橋梁   熊本 人吉市  ＪＲ肥薩線 球磨川 1909 ≒197 単線 鈑桁 ｌ＝2ｘ（2ｘ22.3） 

R0533 曙橋  あけぼの 熊本 人吉市    球磨川 1978    

R0534 球磨川第三橋   熊本 人吉市   九州縦貫自動車道 球磨川 1986 480 9.97  

            ＰＣ連続ラーメン箱桁 ｌ＝（38.35+3@60+38）+（5ｘ37.2+37.65） 

R0535 球磨川橋梁   熊本 山江村・錦町 くま川鉄道 球磨川 1924 229 単線 鈑桁 ｎ＝21 ｎ＝10 

R0536 木綿葉橋    熊本 相良村・錦町   球磨川     

R0537 錦大橋    熊本 錦町     球磨川 1958 50 3 PC桁橋 潜水橋 

R0538 山王橋    熊本 錦町     球磨川 1945 340  木橋 

R0539 球磨大橋    熊本 錦町     球磨川 1957 340.5 5.5  

                ＲＣゲルバー桁 ｌ＝18.1+13@23.4+18.7 

R0540 木上大橋  きのえおお 熊本 錦町  球磨川     

R0541 古町橋  ふるまち 熊本 あさぎり町（深田村）  球磨川 1966 127.6 4 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ31.9 

R0542 明廿橋  あきはた 熊本 あさぎり町（深田村） 県道 48号 球磨川 1930 108 5.2 ＲＣ橋 

R0543 庄屋橋    熊本 あさぎり町（深田村）  球磨川     

R0544 庄屋橋    熊本 あさぎり町（深田村）  球磨川 1962 122.7 3.6 ＰＣ桁 ｌ＝18+25.7+3ｘ26.7 

R0545 川瀬橋    熊本 あさぎり町（須恵村）  球磨川 1969- 158 6 ＰＣ桁 ｌ＝5ｘ30.7 

R0546 中島橋    熊本 あさぎり町（須恵村）  球磨川 1964 168 5.5 ＰＣ桁 ｌ＝8ｘ21 

R0547 天子橋    熊本 多良木町    球磨川 1969 114.7 5 ＰＣ桁 ｌ＝4ｘ28.6 

R0548 里城橋    熊本 多良木町    球磨川     

R0549 王宮橋    熊本 多良木町  県道 266号 球磨川     

R0550 中鶴橋    熊本 多良木町  県道 261号 球磨川     

R0551 蓮花寺橋    熊本 多良木町    球磨川     

R0552 大王橋    熊本 多良木町    球磨川     

R0553 ？     熊本 多良木町・湯前町   球磨川    吊橋 

R0554 古淵橋    熊本 水上村・湯前町   球磨川 1972 94 5 トラス ｌ＝62.3 合成鈑桁 ｌ＝30 

R0555 鵜木橋    熊本 水上村・湯前町 県道 267号 球磨川     

R0556 佐本橋    熊本 水上村・湯前町 国道 388号 球磨川 1926   土橋 

R0557 原の沢橋    熊本 水上村・湯前町 広域農道 球磨川     

R0558 塩瀬橋    熊本 水上村・湯前町   球磨川     

R0559 水上大橋    熊本 水上村・湯前町 国道 388号 球磨川 1992 47.5 7.5 合成鈑桁 ｌ＝46.9 

R0560 （市房ダム）   熊本      球磨川     

R0561 江代橋    熊本 水上村・湯前町   球磨川 1958 109.9 4.5 鋼ランガー桁 ｌ＝1ｘ60 

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

 


