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・工務第一課課長 野呂 健志（のろ たけし） （内線４２６）
・開発調査課長 藤岡 慎介（ふじおか しんすけ） （内線４３０）
・河川環境課長 原田 隆二（はらだ りゅうじ） （内線４３２）

平成２９年度の筑後川河川事務所予算が決定いたしました。
主な事業内容は次のとおりです。

■筑後川関連事業
①下流部（大川市新田（小保）地区）高潮対策の事業促進（大川市）
②下流部（大川市大野島地区）高潮対策の事業促進（大川市）
③下流部（佐賀市早津江地区）高潮対策の事業促進（佐賀市）
④下流部（佐賀市大詫間地区）高潮対策の事業促進（佐賀市）
⑤下流部（久留米市下田地区）河川改修の事業促進（久留米市）
⑥中流部（久留米市瀬ノ下・高野・木塚・北野地区）河川改修の事業促進（久留米市）
⑦支川城原川河川改修の事業促進（神埼市）

⑧支川安良川河川改修の事業促進（鳥栖市）

⑨支川巨瀬川河川改修の事業促進（久留米市）
⑩支川隈上川河川改修の事業促進（うきは市）
⑪支川庄手川河川改修の事業促進（日田市）
⑫堤防質的整備（浸透対策）の事業促進（久留米市）
⑬危機管理型ハード対策の事業促進（大刀洗町）
⑭花月川直轄河川激甚災害対策特別緊急事業の促進（日田市）
⑮筑後川宮の陣地区の環境整備事業の推進（久留米市）

⑯筑後川ダム群連携事業の基礎調査の実施

■矢部川関連事業

①下流部（柳川市中島地区）高潮対策の事業促進（柳川市）
②下流部（みやま市江ノ浦地区）高潮対策の事業促進（みやま市）
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① 平成２９年度  予算区分別一覧表 1

２．筑後川関連事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　しんでん　　　こぼ

① 筑後川下流部（大川市新田（小保）地区）の高潮対策を促進します～筑後川下流部高潮対策～ 2
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおのじま

② 筑後川下流部（大川市大野島地区）の高潮対策を促進します～筑後川下流部高潮対策～ 3
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③ 筑後川下流部（佐賀市早津江地区）の高潮対策を促進します～筑後川下流部高潮対策～ 4
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおだくま

④ 筑後川下流部（佐賀市大詫間地区）の高潮対策を促進します～筑後川下流部高潮対策～ 5
　　　　　　しもだ

⑤ 筑後川下流部（久留米市下田地区）の河川改修を促進します～筑後川下流部洪水対策～ 6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　せのした　　たかの　　きづか　きたの

⑥ 筑後川中流部（久留米市瀬ノ下・高野・木塚・北野地区）の河川改修を促進します～久留米市街部洪水対策～ 7
　　　　　　　　　　　　　　　　じょうばるがわ

⑦ 筑後川支川城原川の河川改修を促進します～筑後川支川城原川洪水対策～ 8
　　 やすろかわ

⑧ 筑後川支川安良川の河川改修を促進します～筑後川支川安良川洪水対策～ 9
　　　　　　　　　　　　　　　　こせがわ

⑨ 筑後川支川巨瀬川の河川改修を促進します～筑後川支川巨瀬川洪水対策～ 10
　　　　　　　　　　　　　　　 くまのうえがわ

⑩ 筑後川支川隈上川の河川改修を促進します～筑後川支川隈上川洪水対策～ 11
しょうでがわ

⑪ 筑後川支川庄手川の河川改修を促進します～筑後川支川庄手川洪水対策～ 12

⑫ 堤防質的整備(浸透対策)の事業を促進します 13

⑬ 危機管理型ハード対策の事業を促進します 14
かげつがわ

⑭ 花月川直轄河川激甚災害対策特別緊急事業を促進します～平成24年7月出水対応～ 15
   　　　　　　　　　　　　　　みやのじん

⑮ 筑後川宮の陣地区の環境整備事業を推進します～総合水系環境整備事業～ 16

⑯ 筑後川水系ダム群連携事業の基礎調査を実施します 17

３．矢部川関連事業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 なかしま

① 矢部川下流部（柳川市中島地区）の高潮対策を促進します～矢部川下流部高潮対策～ 18
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　えのうら

② 矢部川下流部（みやま市江ノ浦地区）の高潮対策を促進します～矢部川下流部高潮対策～ 19

※【参考】　矢部川直轄河川激甚災害対策特別緊急事業費等について 20

４．維持管理関連

① 河川の維持管理を確実に行います 21
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平成２９年度  予算区分別一覧表 （単位：百万円）　

予　算　区　分
対前年
度比

　　　　　　　　　　　　　　　   　しんでん　 こぼ

・下流部（大川市新田（小保）地区）高潮対策の事業促進（大川市）
　　　　　　　　　　　　　　　　  　おおのじま　　　　　

・下流部（大川市大野島地区）高潮対策の事業促進（大川市）
　　　　　　　　　　　　　　　　  　はやつえ　　　　　

・下流部（佐賀市早津江地区）高潮対策の事業促進（佐賀市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　おおだくま

・下流部（佐賀市大詫間地区）高潮対策の事業促進（佐賀市）
　　　　　　　　　　    　　　　　　   　しもだ

・下流部（久留米市下田地区）河川改修の事業促進（久留米市）
　　　　　　　　　　　　　　　     せのした　たかの  きづか  きたの

・中流部（久留米市瀬ノ下・高野・木塚・北野地区）河川改修の事業促進（久留米市）
　　　　　  じょうばるがわ

・支川城原川河川改修の事業促進（神埼市）
　　　　　　 やすろがわ

・支川安良川河川改修の事業促進（鳥栖市）
　 　　　　  こせがわ

・支川巨瀬川河川改修の事業促進（久留米市）
　　　　　  くまのうえがわ

・支川隈上川河川改修の事業促進（うきは市）
　　　　　　しょうでがわ

・支川庄手川河川改修の事業促進（日田市）

・堤防質的整備（浸透対策）の事業を促進（久留米市）

・危機管理型ハード対策の事業促進（大刀洗町）

《矢部川》
　　　　　　　　　　　　　  　　　 なかしま

・下流部（柳川市中島地区）高潮対策の事業促進（柳川市）
　　　　　　　　　　　　　　　　　                    　　　えのうら

・支川l楠田川（みやま市江ノ浦地区）高潮対策の事業促進（みやま市）

合　　計 0.92

河川改修費等の詳細

・平成２８年度予算が最終予算
　（柳川市・みやま市・筑後市・八女市）

・平成２８年度予算が最終予算（みやま市）

河川改修費 5,157.0 4,038.0 1.28

・筑後川水系花月川　直轄河川激甚災害対策特別緊急事業の促進
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（日田市）

矢部川 河川激甚災害対策
特別緊急事業費 － 1,600.0 －

1,267.0 0.69

矢部川 河川等大規模災害
関連事業費 － 450.6 －

※１：本表は、工事諸費等を除いている。

10,109.5

《筑後川》

花月川 河川激甚災害対策
特別緊急事業費

平成２９年度
（当初）

平成２８年度
（当初） 概　　　　　　　　　　　　　要

26.4 1.06

875.0

1.97 ・筑後川、矢部川水系における河川管理施設の改善等の促進290.0

1.03

※１：本表は、工事諸費等を除いている。

・筑後川水系ダム群連携事業の基礎調査実施河川総合開発事業費 222.8 66.8 3.34

570.0

総合水系環境整備事業費 28.1

9,293.4

2,370.7

・宮の陣地区の事業促進（久留米市）

・筑後川、矢部川水系における河川の維持管理の実施

河川工作物関連
応急対策事業費

河川維持修繕費 2,440.5

（単位：百万円）

費　　　　　目

佐賀県 大分県

合計 筑後川 矢部川 合計 筑後川 矢部川 筑後川 筑後川

5,157.000 3,941.000 1,216.000 4,300.000 3,084.000 1,216.000 557.000 300.000

875.000 875.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 875.000

平成２９年度

県別合計河川別合計

福岡県

　河川激甚災害対策特別緊急事業費

　河川改修費

1



◆目的と概要

筑後川下流部の大川市新田（小保）地区は、周辺と比べて堤防の高さが低いため、昭和６０年
の台風１３号及び平成１１年の台風１８号では床上や床下浸水被害が発生しました。また、平成１
８年の台風１３号では、水防活動（土のう積み）により浸水被害を防いだところです。
このため、「緊急対策特定区間」に設定し重点的、緊急的に整備を行い、早期に事業効果を発現

することを目的に、高潮堤防の整備を進めていきます。
◆事業の内容
効果：昭和６０年台風１３号、平成１１年台風１８号規模の高潮に対する安全性を確保していきます。
場所：筑後川左岸５.１km～５.９㎞付近（福岡県大川市）
事業内容：堤防整備（Ｌ＝８００ｍ）、樋管改築、地盤改良、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備等

筑後川下流部（大川市新田（小保）地区）の高潮対策を促進します
～筑後川下流部高潮対策～

高潮による浸水状況（平成11年9月24日台風18号）

位置図

大川市
新田（小保）地区

花
宗
水
門

しんでん こ ぼ
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筑後川下流部（大川市大野島地区）の高潮対策を促進します
～筑後川下流部高潮対策～

おおのじま

◆目的と概要

筑後川下流部の大野島地区は、周辺と比べて堤防の高さが低いため、昭和６０年の台風１３号
及び平成１１年の台風１８号では床上や床下浸水被害が発生しました。また、平成１８年の台風１
３号では、水防活動（土のう積み）により浸水被害を防いだところです。
このため、「緊急対策特定区間」に設定し重点的、緊急的に整備を行い、早期に事業効果を発現

することを目的に、高潮堤防の整備を進めていきます。
◆事業の内容
効果：昭和６０年台風１３号、平成１１年台風１８号規模の高潮に対する安全性を確保していきます。
場所：筑後川右岸４．４km～４．７㎞付近（福岡県大川市）
事業内容：堤防整備（Ｌ＝３００ｍ）、樋管改築、地盤改良、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備等

位置図

大川市
大野島地区

高潮による浸水状況（昭和60年台風13号） 高潮による堤防法崩れ状況（平成18年台風13号）

筑
後
川
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◆目的と概要

筑後川下流部の佐賀市川副町早津江地区は、周辺と比べて堤防の高さが低いため、昭和６０
年台風１３号では家屋の床上、床下浸水被害が発生しています。また、平成１８年台風１３号では、
高潮が越波し堤防法崩れが発生しました。
このため、「緊急対策特定区間」に設定し重点的、緊急的に整備を行い、早期に事業効果を発現

することを目的に、高潮堤防の整備を進めていきます。
◆事業の内容
効果：昭和６０年台風１３号規模の高潮に対する安全性を確保していきます。
場所：早津江川右岸４．６㎞～６．１㎞付近（佐賀県佐賀市）
事業内容：堤防整備（Ｌ＝１，７００ｍ）、樋管改築、地盤改良、用地補償等

◆平成２９年度の予定

樋管改築

筑後川下流部（佐賀市早津江地区）の高潮対策を促進します

～筑後川下流部高潮対策～

高潮による浸水状況（昭和60年台風13号） 高潮による堤防法崩れ状況（平成18年台風13号）

早津江川において現況の堤防高が低い地区で民家も密集
しており、早急な整備が必要です。

位置図

佐賀市
早津江地区

早津江川５／５００付近

早
津
江
川

施工完了

は や つ え

早津江大橋
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◆目的と概要

筑後川下流部の佐賀市大詫間地区は、周辺と比べて堤防の高さが低いため、昭和６０年の台
風１３号では床上や床下浸水被害が発生しました。
このため、「緊急対策特定区間」に設定し重点的、緊急的に整備を行い、早期に事業効果を発現

することを目的に、高潮堤防の整備を進めていきます。

◆事業の内容

効果：昭和６０年台風１３号規模の高潮に対する安全性を確保していきます。
場所：早津江川左岸２．５㎞～３．７㎞付近（佐賀県佐賀市）
事業内容：堤防整備（Ｌ＝１，２００ｍ）、樋管改築、地盤改良、用地補償等

◆平成２９年度の予定

樋管改築等

筑後川下流部（佐賀市大詫間地区）の高潮対策を促進します
～筑後川下流部高潮対策～

位置図

佐賀市
大詫間地区

お お だ く ま

事業実施箇所

川副大橋

高潮による浸水状況（昭和60年8月台風13号）
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筑後川下流部（久留米市下田地区）の河川改修を促進します
～筑後川下流部洪水対策～

しもだ

◆目的と概要

筑後川下流部の久留米市下田地区は、堤防の断面が不足しており、早期の堤防整備が望まれ
ています。また、堤防と兼用している県道は、佐賀空港へのアクセス道路としての整備が期待され
ています。
このため、水害に対する安全度の向上と地域生活の活性化を図るための堤防拡幅などの整備

を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備により、整備計画目標流量の安全な流下を図っていきます。
場所：筑後川右岸１５．０㎞～１６．０㎞付近（福岡県久留米市）
事業内容：堤防整備（Ｌ＝１，０００ｍ）、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備等

位置図

久留米市
下田地区

六五郎橋

下田
大橋
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筑後川中流部（久留米市瀬ノ下・高野・木塚・北野地区）の河川改修を促進します

～久留米市街部洪水対策～

◆目的と概要
筑後川中流部の久留米市街部は、昭和28年6月に未曾有の水害を被り、その後堤防整備を進

めてきましたが、依然として堤防幅及び堤防断面が不足している区間が残っており、水害に対す
る安全度が低く破堤等の氾濫が発生した場合、地域社会に与える影響は甚大なものとなります。
このため、洪水を安全に流下させるための堤防拡幅等の整備を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備により、整備計画目標流量の安全な流下を図っていきます。

全体区間延長：瀬ノ下地区（Ｌ＝1,270m）、高野地区（Ｌ＝1,000m）、北野地区（Ｌ=5,950m）

木塚地区（Ｌ＝2,170m）

事業内容：堤防整備、樋管改築、用地補償等

◆平成２９年度の予定（瀬ノ下、高野、北野地区）

堤防整備、用地補償等

たかのせのした き づ か き た の

ＪＲ 鹿児島本線

国道３号

九州自動車道

事業実施箇所
（瀬ノ下地区）

事業実施箇所
（高野地区）

事業実施箇所
（北野地区）

事業実施箇所
（木塚地区）

位置図

久留米市
瀬ノ下・高野・北野・木塚地区

堤防拡幅 堤防拡幅

計画高水位

標準断面（イメージ）
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筑後川支川城原川の河川改修を促進します
～筑後川支川城原川洪水対策～

◆目的と概要

筑後川支川城原川は水害に対する安全度が低く、近年水防団の出動の目安となる「氾濫注意
水位」を超える洪水が発生しています。特に、平成21年7月及び平成22年7月には、堤防の設計基

準となる「計画高水位」を超える洪水により、野越しからの越水、堤防の漏水や法崩れ等の被害が
発生しました。また、城原川は天井川であり、ひとたび氾濫すると洪水が広範囲に広がるなど甚大
な被害の発生が懸念されます。
このため、洪水を安全に流下させるための堤防拡幅等の整備を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備により、水害に対する安全度の向上を図っていきます。

場所：佐賀江川合流点～日出来橋上流までの約9.1km （佐賀県神埼市）

事業内容：堤防整備等

◆平成２９年度の予定

堤防整備等

位置図

じ ょ う ば る が わ

平成21年７月26日洪水の様子（神埼橋）

城原川

城原川

城原川
堤防拡幅 堤防拡幅

計画高水位

堤防拡幅 堤防拡幅

計画高水位

神埼橋

直鳥橋

標準断面（イメージ）

堤防拡幅 堤防拡幅

事業実施箇所
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筑後川支川安良川の河川改修を促進します
～筑後川支川安良川洪水対策～

やすろ

◆目的と概要

筑後川支川安良川周辺では、新産業集積エリアの造成が計画されており、地域の更なる発展が
見込まれます。一方で、堤防の断面が不足しており、早期の堤防改修が望まれています。
このため、水害に対する安全度の向上を図り、地域の産業・経済の活性化を支援するための堤

防拡幅等の整備を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備により、整備計画目標流量の安全な流下を図っていきます。
また、水害に対する安全度の向上を通じて、地域の産業・経済の活性化等を支援して
いきます。

場所：安良川右岸０．０㎞～１．３㎞付近（佐賀県鳥栖市）
宝満川右岸０．６㎞～１．３㎞付近（佐賀県鳥栖市）

事業内容：堤防整備（Ｌ＝２，０００ｍ）、樋管改築、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備等

位置図

安良川

鳥南橋
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筑後川支川巨瀬川の河川改修を促進します
～筑後川支川巨瀬川洪水対策～

◆目的と概要

筑後川支川巨瀬川は、川幅が狭く堤防も低いため水害に対する安全度が低く、平成２年７月の
洪水では、家屋の浸水被害が発生し、近年でも平成１６年９月や平成１９年７月や平成２４年７月
の洪水で浸水被害が発生しています。
このため、洪水を安全に流下させるための堤防整備や河道掘削等を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備や河道掘削等により、整備計画目標流量の安全な流下を図っていきます。

場所：川崎橋～中央橋までの約４.５km（福岡県久留米市田主丸町）

事業内容：堤防整備、河道掘削、樋管改築、橋梁架替、用地補償等

◆平成２９年度の予定

樋管改築、橋梁架替等

位置図

こ せ がわ

川崎橋 今村橋 江口橋 灰塚橋

高島橋

小屋場橋

高島橋

中原橋

村島橋

中央橋

巨瀬川
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◆目的と概要

筑後川支川隈上川は、川幅が狭く堤防も低いため水害に対する安全度が低く、平成２４年７月
の洪水では、家屋の浸水被害が発生しました。
このため、洪水を安全に流下させるための堤防整備や河道掘削等を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備や河道掘削等により、整備計画目標流量の安全な流下を図っていきます。
場所：筑後川合流点～約２．０ｋｍ付近（福岡県うきは市）
事業内容：堤防整備、河道掘削、樋管改築、橋梁架替、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備、用地補償

筑後川支川隈上川の河川改修を促進します
～筑後川支川隈上川洪水対策～

くまのうえがわ

隈上川

位置図

長野橋
下御所橋

平成24年7月洪水の様子
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筑後川支川庄手川の河川改修を促進します
～筑後川支川庄手川洪水対策～

しょうで

◆目的と概要

筑後川支川庄手川周辺では、近年宅地化が進んでいます。一方で、堤防の断面や流下断面が
不足しており、洪水により浸水した場合には、甚大な被害が生じる恐れがあります。
このため、洪水を安全に流下させるための堤防整備等を行っていきます。

◆事業の内容

効果：堤防整備等により、水害に対する安全度の向上を図っていきます。
場所：庄手川０．０㎞～２．５㎞付近（大分県日田市）
事業内容：堤防整備、樋管改築、横断工作物改築、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備、用地補償

位置図

庄手川

昭和57年洪水の様子
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堤防質的整備（浸透対策）の事業を促進します

◆目的と概要

平成24年7月の九州北部豪雨や平成27年9月の関東東北豪雨を踏まえ、河川堤防に必要な耐
浸透機能の安全性が不足している箇所について、洪水氾濫を未然に防ぐ対策として堤防の質的
整備を実施します。

◆事業の内容

効果：水の浸透によって堤防が決壊するのを防ぐことで、堤防の質的安全度の向上を図っていき
ます。
場所：筑後左岸42.5km～43.6㎞付近（福岡県久留米市）
事業内容：遮水矢板等

◆平成２９年度の予定
遮水矢板工等

久留米市
恵利地区

位置図

遮水矢板

透水性地盤

堤防

難浸透地盤

川表側 川裏側

13



栄田橋

江戸橋

危機管理型ハード対策の事業を促進します

◆目的と概要

平成27年9月の関東東北豪雨等の災害を踏まえ、新たに氾濫が発生した場合にも被害を軽減す
るために、「危機管理型ハード対策」として、越水等が発生した場合でも決壊までの時間を少しでも
引き延ばすよう、「堤防天端の保護」や「堤防裏法尻の補強」等を実施します。

◆事業の内容

効果：越水等が発生した場合でも決壊までの時間を引き延ばします。
場所：筑後川支川小石原川右岸２．０㎞～３．４㎞付近（福岡県大刀洗町）
事業内容：天端保護工、裏法尻補強工等

◆平成２９年度の予定
堤防裏法尻補強工等

堤防裏法尻をブロック等で補強
（対策箇所イメージ）

小石原川

位置図

川表側

川裏側
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花月川 直轄河川激甚災害対策特別緊急事業を促進します

～平成24年7月出水対応～

日田市

●花月観測所

花月
(基準点)

堤防決壊箇所

凡　　例

浸水範囲

×

位置図

花月川

有田川

大分県

◆目的と概要
筑後川水系花月川では、平成２４年７月３日及び１４日の洪水において、２箇所で堤防が決壊

したほか、河川の至るところで越水し、７月３日の洪水においては８３５戸の家屋が浸水するなど
甚大な被害が発生しました。
このため、堤防整備及び河道掘削並びに横断工作物の改築等を行うことにより、浸水被害の軽

減を図ります。

◆事業の内容
効果：堤防整備及び河道掘削、横断工作物の改築等を行うことにより、平成２４年７月洪水と同

規模の洪水に対し、浸水被害の軽減を図ります。
場所： 筑後川水系花月川 0k000～8k700（大分県日田市）
事業内容： 堤防整備、河道掘削、横断工作物改築、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防整備、横断工作物改築等
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◆目的と概要

筑後川宮ノ陣地区は、久留米市総合計画において昭和５７年度に筑後川等の河川空間を市民
の憩いの場とするリバーサイドパーク基本計画を策定し、都市景観の形成、自然環境保全、市民
の憩いの場やレクリエーションの場、防災機能等、多様な役割を持つ基幹公園として、本市最大
の地域資源である筑後川の豊かな恵みを活用した筑後川リバーサイドパークの整備を進めるとと
もに、良好な緑の公共空間としての維持管理を行うよう計画しており、国土交通省としても久留米
市と連携した河川空間の利活用の向上を図ります。

◆事業の内容
効果：久留米市と連携し地域活性化や河川利用の安全性やアクセス，維持管理の向上を図るた
め、高水敷整正や管理用通路を整備する。
場所：筑後川水系筑後川 29k600～31k400付近（福岡県久留米市宮ノ陣）
事業内容：高水敷整正4.8ha、管理用通路1,200m、坂路設置2箇所

◆平成２９年度の予定

高水敷整正1.6ha、管理用通路600m

筑後川宮ノ陣地区の環境整備事業を促進します
～総合水系環境整備事業～

みやのじん

位置図

リバーサイドパーク基本計画区域（市）

久留米市宮ノ陣地区

整備イメージ
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筑後川水系ダム群連携事業の基礎調査を実施します

◆事業の概要

１）概 要

本事業は、筑後川の流量が豊富で、かつ既設ダムに空き容量がある場合に筑後川から、支川佐
田川及び小石原川に導水して貯留し、夏場の渇水時には筑後川に河川水の供給を行うなど、流域
の水環境保全のための事業です。

２）河川名：筑後川水系筑後川・佐田川・小石原川

３）諸 元：形式 導水路、取水施設（揚水ポンプ）

延長 約２０㎞

最大導水量 ２．０m3/s

◆事業の目的

筑後川の水量の確保、河川環境（魚、水質、その他）の保全、農業用水等の既得利水への水補給

◆平成29年度の予定

水理調査、環境調査、地質調査等の諸調査

有 明 海
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矢部川下流部（柳川市中島地区）の高潮対策を促進します
～矢部川下流部高潮対策～

◆目的と概要

矢部川下流部の柳川市中島地区は、老朽化した高さの低いコンクリート壁の堤防となっているこ
とから、洪水、高潮被害が危惧され、抜本的な堤防整備が急務となっています。この地区では、現
在、柳川市による「住宅市街地総合整備事業」が進められており、これらのまちづくり整備と連携を
図って、高潮堤防の整備を進めていきます。

◆事業の内容

効果：堤防の整備を行い、高潮に対する安全性を確保していきます。

場所： 矢部川右岸４．２km～５．０km（福岡県柳川市大和町中島）

事業内容：堤防整備（Ｌ＝７００ｍ）、道路付替、用地補償等

◆平成２９年度の予定

堤防整備等

昭和60年8月台風13号の高潮状況

位置図

川

矢
部

川
飯江

川
楠 田

住宅市街地総合整備事業

事業実施箇所

現況のコンクリート壁構造の堤防を土堤に改修します。

中島地区イメージパース

みやま市

柳川市
中島地区

なかしま
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位置図

川

矢
部

川
飯江

みやま市

みやま市
江ノ浦地区

川
楠 田

昭和60年8月台風13号の高潮状況

矢部川下流部（みやま市江ノ浦地区）の高潮対策を促進します
～矢部川下流部高潮対策～

◆目的と概要

矢部川下流部江ノ浦地区は、周辺と比べて堤防の高さが低いため、昭和６０年台風１３号では
高潮による家屋の浸水被害が発生しています。このため、高潮堤防の整備を実施し、高潮に対す
る安全性を確保していきます。

◆事業の内容

効果：堤防の整備を行い、高潮に対する安全性を確保していきます。

場所： 楠田川０．２km～０．６１５km付近（福岡県みやま市江ノ浦地区）

事業内容：用地補償、堤防整備（約Ｌ＝８００ｍ）等

◆平成２９年度の予定

用地補償、堤防整備等

えのうら
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矢部川直轄河川激甚災害対策特別緊急事業等について
平成２８年度予算を繰越し、平成２９年度の実施により事業を完了

◆目的と概要
矢部川水系矢部川及び沖端川では、平成２４年７ 月１ ４ 日の梅雨前線豪雨により観測史上最
高の水位を記録する洪水が発生し、矢部川及び沖端川の沿川において、３箇所の堤防決壊等に
より、１ ， ８ ０ ８ 戸の家屋が浸水する甚大な被害が発生しました。
このため、激甚災害対策特別緊急事業により堤防の質的強化ならびに、大規模災害関連事業

により一部区間の引堤を講じるととにより、堤防の安全性を向上させ、浸水被害の軽減を図りま
す。

◆事業の内容
効果：漏水対策など堤防質的強化により、堤防の安全性を向上させ、堤防決壊等

のリスクを軽減します。
場所： 矢部川水系矢部川 5k000～19k400（福岡県柳川市、みやま市、筑後市、八女市）
事業内容： 堤防質的強化、引堤、用地補償等

◆平成２９年度の予定
堤防質的強化及び引堤を行い、事業を完了させます。

19/400

5/000

河川激甚災害対策
特別緊急事業区間
矢部川水系矢部川

船小屋水位流量観測所

：24/7/14 浸水エリア

瀬高橋

幸作橋

南筑橋船小屋温泉大橋

浦島橋

福岡県

大分県

宮崎県

鹿児島県

熊本県

佐賀県

長崎県

矢部川

：浸水範囲
：堤防決壊

凡例

泰仙寺橋

旧堤新堤

HWL

引堤

高水敷掘削
厚1m程度

大規模災害関連事業：法線是正（引堤）イメージ

津留橋

柳瀬大橋

泰仙寺橋

：河川激甚災害対策特別緊急事業による堤防整備
：河川大規模災害関連事業による堤防整備

堤防質的強化のイメージ

※必要となる対策工法につい
ては、地質調査結果や浸透龍
解析結果など踏まえ検討

【参考】
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筑後川河川事務所では、堤防延長約350km、樋管・水門・堰・排水機場等約400施設を管理して
おり、治水、利水、環境を目的として、河道、堤防、施設、流水、空間の管理を実施します。

①河道管理：土砂堆積や深掘れ、樹木繁茂などの河川の変化を把握し、治水能力が低下しない
ように河道を管理します。

②堤防管理：堤防は古くから築造され、質・強度ともに不均一のため、定期的に巡視や点検を行い、
異常の早期発見に努めます。

③施設管理：洪水時に堰、水門、排水機場等の操作を実施するとともに、定期的な点検や補修を
行い、確実に機能発揮できるよう施設を管理します。

④流水管理：安全で安定した水利用と環境を維持するため、河川流量や水質を監視します。
また、河川にオイル等が流出した場合は、関係機関と連携し、速やかに回収します。

⑤空間管理：地域住民が安全・快適に利用できるように定期的に巡視し、状態監視を行います。
また、環境維持のためゴミ拾いや外来種の駆除等を地域住民と連携して行います。

水質事故対応平常時巡視

施設の補修

堤防の除草

施設の点検

堤防の補修を実施

河川形状を定期的に計測して
変化を把握

土砂堆積・樹木繁茂状況
河川が変化することで治水能力低下 樹木伐採、土砂撤去の実施

堤防の点検（状態の把握）

河川の維持管理を確実に行います

①河道管理

②堤防管理

③施設管理

④流水管理

地域住民連携によるゴミ拾い

⑤空間管理

外来種の駆除
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