
１．概要

　

２．体制

九州地方整備局災害対策本部は を継続中。

○本部体制履歴 7/3　7:40　非常体制

３．国管理河川の水位情報 （７月１３日　１３時５０分現在（詳細は別添②を参照））

● はん濫危険水位 超過地点 箇所

● 避難判断水位 超過地点 箇所

● はん濫注意水位 超過地点 箇所

● 水防団待機水位 超過地点 箇所

＊　筑後川水系花月川（8k000左岸・右岸）で越水（２箇所）

※　更新情報は下線箇所
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　７月３日の豪雨により被災した筑後川水系、山国川水系、遠賀川水系において着手していた
応急復旧工事が完了しました。
　
　○筑後川水系花月川では、７月３日の大雨による洪水のため堤防が２箇所決壊。
　
　【筑後川水系】
　　① 8日21:00 花月川3k900右岸の護岸崩壊箇所の応急復旧工事完了(7/4 7:00工事着手)
　　②11日 8:30 花月川5k800左岸の堤防決壊箇所の応急復旧工事完了(7/3 22:30工事着手)
　　③13日12:00 花月川6k200右岸の堤防決壊箇所で応急復旧工事完了（7/3 21:30工事着手）
　　④ 8日21:00 花月川7k700右岸の護岸崩壊箇所の応急復旧工事完了(7/4 7:00工事着手)
　
　【山国川水系】
　　⑤ 6日17:00 山国川11k000左岸の護岸崩壊箇所の応急復旧工事完了(7/3 19:00工事着手)

　【遠賀川水系】
　　⑥ 7日17:00 彦山川25k200右岸の護岸崩壊箇所の応急復旧工事完了(7/4 10:00工事着手)
　
  　　　　　　　　　　　　　　　　※　位置図及び復旧状況等については別添①を参照
　

　また、九州において引き続き降雨が続く模様です。今後の気象情報及び水位情報に注意して
下さい。

非常体制

平 成 24 年 7 月 13 日

九 州 地 方 整 備 局

１４：００現在

梅雨前線の活発な活動による豪雨（第２９報）

【問い合わせ先】
　国土交通省　九州地方整備局　災害対策本部
　　企画部　広域計画課長補佐　　沓掛　孝
　　　　電　話：０９２－４１４－７３０１(本部直通)
　　　　F A X ：０９２－４８１－９２１０(本部直通)
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【別添①】 応急復旧工事着手箇所位置図 （7/13 12:00時点）

筑後川筑後川

遠賀川遠賀川

山国川山国川

【【工事着手箇所工事着手箇所②】②】花月川花月川 5k800 5k800 左岸左岸

【【工事着手箇所工事着手箇所③】③】花月川花月川 6k200 6k200 右岸右岸

【【工事着手箇所工事着手箇所⑤】⑤】山国川山国川 11k000 11k000 左岸左岸

【【工事着手箇所工事着手箇所⑥】⑥】彦山川彦山川 25k200 25k200 右岸右岸

彦山川彦山川

花月川花月川

福福 岡岡 県県

大大 分分 県県

熊熊 本本 県県

佐佐 賀賀 県県

【【工事着手箇所工事着手箇所④】④】花月川花月川 7k700 7k700 右岸右岸

【【工事着手箇所工事着手箇所①】①】花月川花月川 3k900 3k900 右岸右岸

丸山地区（日田市）

坂井地区（日田市）

住吉地区（日田市）

財津地区（日田市）

原井地区（築上郡上毛町）

庄地区（田川郡添田町）
完了完了

完了完了

完了完了

完了完了

完了完了

完了完了
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別　添　②

13:50 現在

         なかつしやばけいまち
大分県中津市耶馬渓町

かきさか 柿坂 山国川 山国川 6.23↑ 13:50   2.80   3.80   4.40   4.80   9.63 右岸27.00k 国河川 山国川河川 ん濫危険水位超過!

         くるめしたぬしまるまち
福岡県久留米市田主丸町

ちゅうおうばし 中央橋 筑後川 巨瀬川 2.33↑ 13:50   1.20   1.90   2.20   2.54   3.11 右岸 9.98k 国河川 筑後川河川 難判断水位超過!

         ひたしまるやままち
大分県日田市丸山町

かげつ 花月 筑後川 花月川 2.49↓ 13:50   0.90   1.60   2.20   3.35   4.48 左岸 3.38k 国河川 筑後川河川 難判断水位超過!

         かんざきしかんざきまち
佐賀県神埼市神埼町

ひできばし 日出来橋 筑後川 城原川 3.36↑ 13:50   2.00   2.50   3.50   4.32   4.51 右岸 7.97k 国河川 筑後川河川 ん濫注意水位超過!

         たくしひがしたくまち
佐賀県多久市東多久町

みょうけんばし 妙見橋 六角川 牛津川 4.25↑ 13:50   2.30   3.50   4.40   4.80   5.45 左岸14.36k 国河川 武雄河川 ん濫注意水位超過!

        うきはしうきはまち
福岡県うきは市浮羽町

あらせ 荒瀬 筑後川 筑後川 5.30↑ 13:50   3.40   5.00   5.90   6.30  10.43 左岸62.08k 国河川 筑後川河川 ん濫注意水位超過!

　　　　 ちくじょうぐんこうげまち
福岡県築上郡上毛町

しもとうばる 下唐原 山国川 山国川 5.38↑ 13:50   4.40   5.00   6.00   6.60   8.85 左岸 5.80k 国河川 山国川河川 ん濫注意水位超過!

　　　　 あさくらしかなまる
福岡県朝倉市金丸

かなばるばし 金丸橋 筑後川 佐田川 2.68↑ 13:50   1.50   2.50   3.50   4.38   4.38 左岸 2.39k 国河川 筑後川河川 ん濫注意水位超過!

福岡県三井郡大刀洗町栄田
みいぐんたちあらいまちさかえだ

さかえだばし 栄田橋 筑後川 小石原川 2.47↑ 13:50   2.00   2.50   3.10   3.71   5.09 左岸 3.24k 国河川 筑後川河川 防団待機水位超過!

         さがしやまとちょう
佐賀県佐賀市大和町

かわかみ 川上 嘉瀬川 嘉瀬川 3.95↓ 13:50   3.00   4.20   5.10   6.00   7.07 左岸17.00k 国河川 筑後川河川 防団待機水位超過!

         ひたしこぶちまち
大分県日田市小渕町

こぶち 小渕 筑後川 筑後川 2.55↑ 13:50   2.20   3.00   4.00   4.50   5.55 右岸76.59k 国河川 筑後川河川 防団待機水位超過!

佐賀県神埼郡吉野ヶ里町田手
　　　　　かんざきぐんよしのがりちょうたで

たでばし 田手橋 筑後川 田手川 1.63→ 13:50   1.50   1.80   2.90   3.52 － 左岸10.00k 国河川 筑後川河川 防団待機水位超過!

         おごおりしはたま
福岡県小郡市端間

はたま 端間 筑後川 宝満川 2.76↑ 13:50   2.40   3.60   4.00   4.65   6.05 右岸 7.93k 国河川 筑後川河川 防団待機水位超過!

         うきはしうきはまち
福岡県うきは市浮羽町

にしくまのうえ 西隈ノ上 筑後川 隈上川 1.60↑ 13:50   1.40   2.00   2.40   2.88   3.06 左岸 0.75k 国河川 筑後川河川 防団待機水位超過!

         いまりしおおかわちょう
佐賀県伊万里市大川町

かわにしばし 川西橋 松浦川 松浦川 3.39↑ 13:50   2.90   4.50   6.50   6.80   7.58 左岸25.20k 国河川 武雄河川 防団待機水位超過!

　　　　 たがわしことぶきまち
福岡県田川市寿町

いた 伊田 遠賀川 彦山川 1.75↑ 13:50   1.60   2.80   3.60   4.00   5.43 左岸13.40k 国河川 遠賀川河川 防団待機水位超過!

◆水位情報は、直轄河川（九州２０水系）の国管理区間で、水防団待機水位を越えている水位観測所を掲載しています。

管理
区分

所管水防団
待機

はん濫
注意

避難
判断

はん濫
危険

計画高
観測所名

2012/7/13

観測所所在地 水系名 河川名 水位
観測
時刻

基準水位（ｍ）
位置

（よみがな）
観測所名
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