
   
  
 
 
 

平成２８年４月１１日 
筑後川河川事務所 

 
 
災害時における応急対策工事及び洪水時の河川巡視に関する協定を締結しました。 

～災害時等協力企業６２社と協定を締結～ 

 
大規模災害の発生又は発生が予想される場合は、被災箇所の状況把握ならびに応急対策工

事を迅速に進める必要があります。そのほか、災害等の発生状況によっては排水ポンプ車に

よる排水作業やポンプ場、堰・水門設備・樋管設備さらには災害対応用機械機器の運転など

多岐にわたる対応が求められます。 
このたび上記の対応に協力していただく企業６２社と基本協定書を締結し、大規模災害発

生時の組織的かつ迅速な対応を図ることとしました。  
 
1. 協定対象区間 
 筑後川水系・矢部川水系の直轄管理区間 

 
2. 協定の区分 

① 状況把握ならびに応急対策工事（土木関連）   （４０社） 

② 状況把握ならびに応急対策工事（光ケーブル関連）  （ １社） 

③ 機械設備及び災害対策用機械機器の緊急対応（機械関連） （２１社） 

 
3. 協定期間 
 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日 

4. その他 
詳細については、九州地方整備局のＨＰ

(http://www.qsr.mlit.go.jp/chikugo/office/press/h28/index.html )をご覧く

ださい。 

 

問合せ先： 

国土交通省九州地方整備局 

筑後川河川事務所工務第一課長  野呂 健志 

電話：0942-33-9191（直通）FAX：0942-35-0164（直通）  

 

 
同時発表記者クラブ 
久留米市・佐賀県・日田市・大牟田市・柳川市・
八女市の各記者クラブ及び関係建設専門紙 



 

参考） 

① 状況把握ならびに応急対策工事（土木関連） 

 

１）協定業者の県別内訳 

 

          県 

区分 
福岡県 佐賀県 大分県 

筑後川 21 6 7 

矢部川 6     

計 27 6 7 

 

 

２）出張所ごとの実施（協定）区間の延長 

      

    （単位：km） 

大川出張所（福岡県） 32.1 

諸富出張所（佐賀県） 53.6 

久留米出張所（福岡県） 63.1 

片ノ瀬出張所（福岡県） 75.9 

吉井出張所（福岡県） 48.8 

日田出張所（大分県） 84.0 

矢部川出張所（福岡県） 46.2 

合  計 403.7 

 



３）協定企業一覧（災害時応急対策等及び洪水時等河川巡視及　土木関連）

番号 区間名 河川名 左右岸       実施（協定）区間 H28協定会社

1 大川－１ 筑後川 右岸 -0/500　～　6/000 堤工業㈱

2 大川－２ 筑後川 左岸 0/000　～　10/000 ㈱廣瀬組

3 大川－３ 筑後川 左岸 10/000　～　広川合流点(16k550) 江上建設㈱

広　川 左岸 0/000　～　1/600

4 大川－4 筑後川 右岸 田手川合流点(11k350)　～　16/600 ㈱昭和組

田手川 左岸 0/000　～　1/630

5 諸富－１ 早津江川 右岸 0/000-100　～　7/100+100 ㈱江頭建設

6 諸富－２ 諸富川 右岸 1/200　～　1/800 ㈱栗山建設

筑後川 右岸 9/000　～　11/300

田手川 右岸 0/000　～　3/800

左岸 1/630　～　3/800

7 諸富－３ 筑後川 右岸 6/100　～　諸富川合流点(6/800) ㈱西村土木建設

諸富川 右岸 0/000　～　佐賀江川合流点(1/200)

左岸 0/000　～　1/800

筑後川 右岸 6/900　～　9/000

8 諸富－４ 佐賀江川 左岸 0/000　～　2/250 牟田建設㈱

城原川 左岸 0/000　～　9/100

9 諸富－５ 佐賀江川 右岸 0/000　～　2/250
深町・モロドミ経常建設共同企
業体

城原川 右岸 0/000　～　9/100

10 諸富－６ 早津江川 左岸 -0/850　～  7/100 ㈱中島工務店

11 久留米－１ 筑後川 左岸 16/700　～　27/325 井樋建設㈱

広　川 左岸 1/600　～　3/400

右岸 0/000　～　3/400

坂口川 左右岸 筑後川(17/900)　～　広川(2/400)

12 久留米－２ 筑後川 右岸 16/600　～　27/000 建武工業㈱

宝満川 右岸 0/000　～　1/200

安良川 右岸 0/000　～　0/400

13 久留米－３ 筑後川 左岸 27/325　～　33/270 九州環境建設㈱

右岸 27/400　～　32/050

高良川 左岸 0/000　～　1/650

右岸 0/000　～　1/690

14 久留米－４ 宝満川 左岸 0/000　～　2/800 尾花建設㈱

右岸 1/200　～　4/500

安良川 左岸 0/000　～　2/100

右岸 0/400　～　2/130

15 久留米－５ 宝満川 左岸 2/900　～　8/020 濱崎建設㈱

右岸 4/500　～　8/020

新宝満川 左岸 0/000　～　1/200

右岸 0/000　～　1/400

16 片ノ瀬－１ 筑後川 左岸 33/270　～　40/200 ㈱向江組

17 片ノ瀬－２ 筑後川 左岸　 40/200　～　47/900 ㈱久富組

18 片ノ瀬－３ 巨瀬川 左右岸 0/000　～　庄の前橋(3/440) 久富建設㈱

19 片ノ瀬－４ 巨瀬川 左右岸 　庄の前橋(3/440)　～　10/000 ㈱郷原組

20 片ノ瀬－５ 筑後川 右岸 32/050　～　筑後川橋(41/000) ㈱南　組

小石原川 左右岸 筑後川橋(41/000)　～　栄田橋(3/450)

21 片ノ瀬－６ 筑後川 右岸 筑後川橋(41/000)　～　45/800 ㈱才田組

佐田川 左右岸 筑後川合流点(0/000) ～ 小田橋(3/400)

22 片ノ瀬－７ 佐田川 左右岸 小田橋(3/400)　～　寺内橋(10/390) ㈱羽野組

23 吉井－１ 筑後川 左岸 47/900　～　原鶴橋(55/700) ㈱稲富組

左右岸 千年分水路(0/000～1/400)

24 吉井－２ 筑後川 右岸 45/800　～　鵜之火橋(55/010) ㈱久保組

25 吉井－３ 筑後川 左岸 原鶴橋(55/700)　～　64/600 ㈱高山組

左右岸 大石分水路(0/200～1/000)

26 吉井－４ 隈之上川 左右岸 0/000　～　3/400 ㈱古賀組

27 吉井－５ 筑後川 右岸 鵜之火橋(55/010)　～　64/600 森部建設㈱

左右岸 原鶴分水路(0/000～1/000)

28 日田－１ 筑後川 左岸 64/600　～　三隈橋(73/200) ㈱川浪組

右岸 64/600　～　花月川合流点(72/200)

29 日田－２ 筑後川 右岸 花月川合流点(72/200)　～　三隈大橋(75/800) 河津建設㈱

隈川 左右岸 0/000　～　1/230

庄手川 左右岸 0/000　～　2/600

30 日田－３ 筑後川 左岸 三隈橋(73/200)　～　大宮沈橋(77/530) ㈱谷　組

右岸 三隈大橋(75/800)　～　大宮沈橋(77/530)

玖珠川 左右岸 0/000　～　0/800

31 日田－４ 筑後川 左右岸 大宮沈橋(77/530)　～　清和橋(84/620) 田中建設㈱

32 日田－５ 筑後川 左右岸 清和橋(84/620)　～　直轄上流端(93/600) 池部土木㈱

33 日田－６ 花月川 左右岸 0/000　～　一新橋(3/600) ㈱下徳産業

34 日田－７ 花月川 左右岸  一新橋(3/600)　～　8/650 川原興業㈱

35 矢部－１ 矢部川 左岸 　0/000　～　5/270 ㈱河建

飯江川 左岸 0/000　～　3/560

楠田川 左右岸 0/000　～　0/200

36 矢部－２ 矢部川 右岸   0/000　～　津留橋(7/200) 木原建設㈱

37 矢部－３ 矢部川 左岸   5/400　～　瀬高橋(10/700) 新開建設㈱

飯江川 右岸   0/000　～　3/580

38 矢部－４ 矢部川 右岸 津留橋(7/200)　～　松原堰(13/300) ㈱大藪組

39 矢部－５ 矢部川 左岸  瀬高橋(10/700)　～　19/400 ㈱宝栄工業

40 矢部－６ 矢部川 右岸  松原堰(13/300)　～　19/400 砥上建設㈱



1 大川-1 堤工業㈱

10 諸富-6  ㈱中島工務店

5 諸富-1 ㈱江頭建設

3 大川-3 江上建設㈱

6 諸富-2 ㈱栗山建設

4 大川-4 ㈱昭和組

8 諸富-4 牟田建設㈱

11 久留米-1井樋建設㈱

12 久留米-2 建武工業㈱

16 片ノ瀬-1 ㈱向江組

18 片ノ瀬-3 久富建設㈱

16 片ノ瀬-1 ㈱向江組

19 片ノ瀬-4 ㈱郷原組

17 片ノ瀬-2 ㈱久富組

23 吉井-1 ㈱稲富組

25 吉井-3 ㈱高山組
25 吉井-3 ㈱高山組

27 吉井-5 森部建設㈱

24 吉井-2 ㈱久保組

26 吉井-4 ㈱古賀組

20 片ノ瀬-5 ㈱南組

21 片ノ瀬-6  ㈱才田組

21 片ノ瀬-6 ㈱才田組

22 片ノ瀬-7 ㈱羽野組

14 久留米-4 尾花建設㈱

15 久留米-5 濱崎建設㈱

13 久留米-3 九州環境建設㈱

7 諸富-3 ㈱西村土木建設

2 大川-2 ㈱廣瀬組

9 諸富-5 
　　　深町・モロドミ経常建設 共同企業体　　　　  







茨城県常陸市角井地先　　　　　利根川水系小貝川左岸

  平成２７年９月１０日に発生した関東・東北豪雨で甚大な災害が発生したため、災害等応急対策に関する基本協
定に基づき、緊急内水対策車を出動。

災害支援活動状況 



番号 協 定 対 象 区 間 協 定 先

1 筑後川・矢部川管内 （株）ケーネス

番号 協 定 対 象 区 分 及 び 対 象 区 間 協 定 先

1 堰水門設備 （株）ＩＨＩインフラ建設　九州支店

2 樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 エスエスエンジニア（株）

3 揚排水機場ポンプ設備 （株）荏原製作所　九州支社

4 揚排水機場ポンプ設備 （株）荏原電産　九州支店

5
堰水門設備
樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 （株）協和製作所　福岡営業所

6 揚排水機場ポンプ設備 （株）クボタ　九州支社

7
堰水門設備
樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 進栄工業（株）

8 樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 （株）タカセ・エンジニアリング

9 樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 （株）田中鉄工所

10 揚排水機場ポンプ設備 （株）電業社機械製作所　九州支店

11 揚排水機場ポンプ設備 （株）酉島製作所　九州支店

12 樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 西田鉄工（株）　福岡営業所

13 堰水門設備 日東河川工業（株）　九州営業所

14 堰水門設備 日本自動機工（株）

15 樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 （株）乗富鉄工所

16 揚排水機場ポンプ設備 （株）日立製作所　九州支社

17 樋門樋管設備及び災害対策用機械機器 （株）豊国エンジニアリング　九州営業所

18 堰水門設備 豊国工業（株）　九州支店

19 堰水門設備 （株）丸島アクアシステム　九州支店

20
揚排水機場ポンプ設備
堰水門設備
樋門樋管設備及び災害対策用機械機器

（株）ミゾタ

21 堰水門設備
三菱重工メカトロシステムズ（株）
営業本部鉄構プラント営業部

②協定企業一覧　災害時の応急対策工事等　　（光ケーブル関連）

③協定企業一覧　機械設備及び災害対策用機械機器の災害時等緊急対応　（機械関連)
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