
佐賀県唐津市東町地先
松浦川水系松浦川

所在地
国道２０２号東町交差点（松浦橋）そば

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
武雄河川事務所 調査課
0954-23-5151

・唐津くんち（１１月）※ユネスコ無形文化遺産

所在地・問い合わせ先

佐賀県唐津市東町地先
アクセス

（緯度、経度：33度26分38秒、129度59分01秒）

地図周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

歴史と潮風を感じる水辺の回廊

河口部
か こ う ぶ

施設紹介

松浦川の河口部に広がる広大な水面は、歴
史・文化との関わりが深い唐津城と調和した
景勝空間となっています。また、日本三大松
原のひとつで特別名勝に指定されている「虹
ノ松原」の魅力とも相まって、地元や観光客
から広く愛されています。

おすすめポイント
・川沿いの散策
・唐津城　・虹ノ松原（日本三大松原）
・宝当神社（ほうとうじんじゃ）
・トイレ、駐車場あり（唐津城駐車場）
・ＪＲ唐津駅から徒歩約３０分

施設パースなど

・虹の松原トライアスロン in 唐津（６月）

・唐津湾イカダ大会（７月）

・九州花火大会（７月）

松浦川

松浦川

松浦橋

唐津城

虹ノ松原
ＪＲ唐津駅

ＪＲ和多田駅

高島（宝当神社）

唐津IC

204

202

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

鏡山

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

松浦川

位置 松浦川　1.0ｋ付近

事業区分 水辺整備

管理用通路、護岸工、

モニタリング調査等

事業費 約6.0億円

整備完了年 平成31年度

事業期間 平成27年度～令和6年度

整備完了年 令和2年度

主な整備内容

護岸・管理用通路

護岸

管理用通路

R2.2撮影

国施工：赤文字

市施工：青文字
転落防護柵

転落防護柵

緑地整備
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整備前写真 整備後写真

R3.7.26

九州花火大会（７月）
佐賀県唐津市の夏の風物詩となっている花火大
会。県内外の観覧客が見守る中、唐津城のバッ
クに打ち上げられる華やかな大輪の花火が、風
情ある夏の夜空を彩ります。

整備箇
所付近

水辺の回廊ゾーンとして、地元住民や観光客か
ら利用されています。

管理用
通路

唐津城では毎年、藤の花が満開となり、
多くの観光客でにぎわいます。

唐津城

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

川沿いに家屋などが建ち並び、水辺に近づきにく
く、河川利用時の利便性や安全性が十分に確保され
ていませんでした。

松浦橋下流付近の干潟では、生物観察会が
行われます。

松浦川
干潟

国で護岸及び散策路を整備し、下流に位置する唐津
城より、既に整備されている散策路と接続し、水辺
の回廊ゾーンとして整備されています。
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佐賀県伊万里市大川町駒鳴地先
松浦川水系松浦川

所在地
主要地方道相知山内線 駒鳴峠付近

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

国土交通省 九州地方整備局
武雄河川事務所 調査課
0954-23-5151

豊かな自然環境と水辺とのふれあい

施設パースなど

駒鳴
こ ま な き

施設紹介

ホタルやトンボが生息する良好な河川環境が
形成されており、ホタルの鑑賞場として地域
から親しまれています。また映画に登場し注
目を集めている「駒鳴駅」に近く、観光客な
どの多くの利用が期待されています。

おすすめポイント
・川沿いの散策
・水辺へのアクセス良好、飛び石
・ホタルの季節には、ホタル鑑賞可能
・JR「駒鳴駅」から徒歩約２０分
・近傍のJR「駒鳴駅」は、映画のロケ地
・幻の滝（運が良ければ見られます）

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

・桃ノ川親水公園（上流約8km/桃ノ川新橋付近）

・大黒井堰歴史ふれあい広場（上流約6km/大黒大橋下流付近）

・アザメの瀬（下流約4km/和田山橋上流付近）

・６月頃には、ホタル鑑賞が出来ます。

・近傍では、秋祭り「やってみゅーだin大川町」開催

所在地・問い合わせ先

佐賀県伊万里市大川町駒鳴地先
アクセス

（緯度、経度：33度19分33秒、129度58分11秒）

問い合せ

松浦川（旧川部）

ＪＲ駒鳴駅

ＪＲ佐里駅

至唐津市 

主要地方道

相知山内線

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

アザメの瀬
(自然再生事業)

伐採・散策路

芝生広場

階段（親水護岸）

散策路

散策路

階段（親水護岸

芝生広場
国施工：赤文字
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整備前写真 整備後写真

H28.6.11

R2.10.20 H30.8.9

住民の方々により維持管理がなされていま
す。

近傍の「ＪＲ駒鳴駅」は、映画「僕達
急行 Ａ列車で行こう（2012公開）」
のロケ地となっています。

整備箇
所周辺

フットパスのコースとしても活用され
ています。

整備箇所
地域の子供たちによる環境学習の場と
しても活用されています。

整備箇所

安全に水辺に近づくことができず、さらに、
流れが遅いためヘドロの堆積もみられ、河川
環境への影響が懸念されています。

「芝生広場」や「ベンチ」もあり、快
適な河川空間が楽しめます。

整備箇所

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

嘉瀬川

松浦川（旧川部） 松浦川（旧川部）
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佐賀県伊万里市大川町川西地先
松浦川水系松浦川

所在地
主要地方道相知山内線 大黒大橋付近

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

・アザメの瀬（下流約10km/和田山橋上流付近）

・６月頃には、ホタル鑑賞が出来ます。

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
武雄河川事務所 調査課
0954-23-5151

所在地・問い合わせ先

・近傍では、秋祭り「やってみゅーだin大川町」開催

 （花火もあがります）

・馬ン頭サイフォン（上流約３．５km/松浦川橋上流）

佐賀県伊万里市大川町川西地先
アクセス

（緯度、経度：33度17分26秒、129度58分7秒）

自然と歴史にふれあえる　やまあいの水辺

桃川
も も の か わ

施設紹介

日常的な散策のほか「体験・リバーカヤック」
「水生生物調査」「ウォーキング（歴史に関
する学習会）」などが、それぞれ年１回開催
されており、夏にはホタル観察が出来るな
ど、日頃から地域に親しまれています。

おすすめポイント
・川沿いの芝生広場
・水辺へのアクセス良好
・ホタルの季節には、ホタル鑑賞可能
・歴史的遺構「大黒井堰」紹介パネルあり
・駐車場あり

施設パースなど

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

・桃ノ川親水公園（上流約2km/桃ノ川新橋付近）

主要地方道

相知山内線

ＪＲ肥前長野駅

大黒井堰歴史ふれあい広場

だい こく い ぜき

至唐津市 

  至伊万里市

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

大黒井堰

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

松浦川

管理橋

散策路

親水階段

芝生広場

国施工：赤文字
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整備前写真 整備後写真

H29.7.20

H27.8.3 H22.8.20

H22.6.6

例年、夏には「体験・リバーカヤック」
が開催されています。

大黒井堰

樹木や雑草が繁茂し、史跡や水辺への安全な
アクセスが困難でした。

水辺への安全なアクセス路整備と周辺
の伐採等による、歴史・自然ふれあい
の場としての整備しました。

整備箇所

住民の方々により維持管理がなされています。

川の生き物調査
整備箇所

歴史学習
整備箇所

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

大黒井堰

歴史的遺構説明版
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佐賀県佐賀市大和町大字尼寺地先
嘉瀬川水系嘉瀬川

所在地

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

・嘉瀬川遣唐使船レース（８月）

・佐賀インターナショナルバルーンフェスタ（１１月）

成富兵庫を訪ねて　石井樋歴史散策道

尼寺
に い じ

施設紹介

　嘉瀬川からの涼風や木漏れ日が感じられる水
辺の竹林を散策できます。散策路には「兵庫荒
籠」など江戸時代からの歴史的遺構が点在して
おり、「石井樋公園」や「さが水ものがたり
館」に接続しています。さが水ものがたり館で
は、治水の歴史や防災・減災について学ぶこと
ができます。

おすすめポイント
・川沿いの竹林の中を散策
・歴史的遺構「石井樋公園」と隣接
・長崎自動車道「佐賀大和IC」から車で約8分
・隣接する「さが水ものがたり館」に、トイレ、
　駐車場完備

施設パースなど

地図周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

所在地・問い合わせ先

アクセス

（緯度、経度：33度18分05秒、130度16分34秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
武雄河川事務所 調査課
0954-23-5151

佐賀県佐賀市大和町大字尼寺地先
長崎自動車道「佐賀大和IC」から、車で約８分

・さが水ものがたり館では、防災・環境・歴史など
   に関するイベント実施中

・こいのぼりの吹き流し（川上峡）（３～５月）

・川上峡花火大会（７月）

名護屋橋

263

佐賀大和ＩＣ

長崎方面

福岡方面

名護屋橋

なりどみひょうご いしいび

34

ＪＲ佐賀駅

・こいのぼりの吹き流し

・川上峡花火大会

・石井樋

・さが水ものがたり館

GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ 出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成

・嘉瀬川遣唐使船ﾚｰｽ

（県立森林公園西）

・佐賀ｲﾝﾀｰﾅｼｮﾅﾙﾊﾞﾙｰﾝﾌｪｽﾀ

（国道34号線下流）

ＪＲ鍋島駅

石井樋公園

大井手堰

管理用通路

国施工：赤文字

石井樋

嘉瀬川
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整備前写真 整備後写真

H27.5.4

　

H27.3.29

上流の官人橋付近で行われる川上峡春
まつりは、整備完了後来場者が増加

川上峡春まつり
※毎年３月中旬～５月下旬頃開催

川上峡

石井樋フェア
石井樋

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

繁茂し荒廃している竹林。
休憩スペースもあるため、日常的な
散策などで親しまれています。

散策路

春の花見
石井樋公園

嘉瀬川

嘉瀬川

カヌー体験

防災学習 ロープ救助体験

川流れ体験
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人々が集う美しい富士しゃくなげ湖

嘉瀬川ダム
　　か　　　　せ　　がわ

佐賀県佐賀市富士町
嘉瀬川水系嘉瀬川

施設紹介

〇お立ち寄り情報

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など 地図

・嘉瀬川ダム感謝祭（3月）
・ボート、カヌー体験会
・熊の川温泉まつり（７月）
・古湯・熊の川温泉花火大会（８月）
・古湯映画祭（９月）
・富士町ふれあい祭り（10月）
・富士しゃくなげ湖ハーフマラソン（11月）

所在地・問い合わせ先

 所在地 佐賀県佐賀市富士町畑瀬地先
アクセス 長崎自動車道 佐賀大和ＩＣより車で約20分

（緯度、経度：33度40分19秒、130度22分04秒）

問い合せ 国土交通省 九州地方整備局
佐賀河川事務所 嘉瀬川ダム管理支所
0952-51-8321

地図は、こちらからアクセス出来ます。→

嘉瀬川ダムでは、湖面を利用したボート競技、湿

性地を利用した野外学習、その他イベント等が実

施されており、地域交流の場となっています。

また、ダムの駅やパークゴルフ場などの周辺施設

は、オープン以来多くの来訪者で賑わいを見せて

います。

位置 嘉瀬川ダム

区分 水辺整備

整備内容
河岸保護工、法面保護工 、
管理用通路、モニタリング調
査等

全体事業費 ２．５億円

整備期間 令和元年度～令和９年度

駐車場・艇庫（市）

観覧広場・遊歩道（市）

浮き桟橋（市）

管理用通路（国）

河岸保護（国）

法面保護（国）

出典：国土地理院ホームページ（http://www.gsi.go.jp/index.html）「地理院地図」を加工して作成GoogleﾏｯﾌﾟTMへﾘﾝｸ

神水川公園

パークゴルフ場

ダムの駅

富士しゃくなげの里

佐賀大和ＩＣ

佐賀市

至 福岡市 ↑

古湯温泉

熊
の
川
温
泉

・ダムの駅富士しゃくなげの里

・神水川公園パークゴルフ場

・嘉瀬川ダム見学

・嘉瀬川ダムカレー

・ダム下流の温泉郷（古湯温泉、熊の川温泉）

・トイレ・駐車場あり

一部、工事中です
（ご来場の際は、お気を付け下さい）
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整備前写真 整備後写真

周辺の水辺、イベント、おすすめ情報など

ダム見学 嘉瀬川ダム感謝祭（水源地域と受益地の交流）

カヌー・ボート競技の大会、体験会 富士しゃくなげ湖ハーフマラソン

神水川公園パークゴルフ場 ダムの駅　富士しゃくなげ湖 嘉瀬川ダムカレー

水辺整備前は段差等により湖面へのアクセスが難し
い状況でした。

水辺整備完了により湖面へのアクセス路が確保さ
れ、湖面利用が容易になりました。令和６年に佐賀
県で開催される「２０２４国スポ（国民スポーツ大
会）」では、ボート競技会場としての利用が予定さ
れています。

撮影：平成30年11月

撮影：令和5年3月

撮影：令和４年１１月撮影：平成30年8月

撮影：平成30年3月
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