
令和4年度　筑後川水系重要水防箇所調書

令和4年4月1日

筑後川河川事務所

防災情報課



様式－１－Ａ重要水防箇所の評定表

地整 水系名 河川名 事務所名 有堤防 R03のＡ評定(km or 箇所) R04のＡ評定(km or 箇所)

区間 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

延長 総合 工作物 水衝 基礎地盤 堤体 越水 総合 工作物 水衝 基礎地盤 堤体 越水

評価 洗掘 漏水 漏水 評価 洗掘 漏水 漏水
(km) (km) (箇所) (km) (km) (km) (km) (km) (箇所) (km) (km) (km) (km)

九州 筑後川 筑後川 筑後川 128.5 12.2 25 1.7 0.0 0.0 10.5 11.9 25 1.7 0.0 0.0 10.2

九州 筑後川 早津江川 筑後川 15.5 0.2 0 0.0 0.0 0.0 0.2 0.2 0 0.0 0.0 0.0 0.2

九州 筑後川 諸富川 筑後川 3.8 0.3 0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0 0.0 0.0 0.0 0.3

九州 筑後川 千年分水路 筑後川 1.4 1.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0 0.0 0.0 0.0 1.0

九州 筑後川 原鶴分水路 筑後川 2.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 大石分水路 筑後川 2.1 0.1 1 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 1 0.0 0.0 0.0 0.1

九州 筑後川 庄手川 筑後川 5.3 0.3 7 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 7 0.0 0.0 0.0 0.3

九州 筑後川 隈川 筑後川 2.2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 佐賀江川 筑後川 4.4 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 城原川 筑後川 18.4 0.0 23 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 23 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 田手川 筑後川 7.4 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 広川 筑後川 7.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 宝満川 筑後川 16.5 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 安良川 筑後川 4.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 2 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 高良川 筑後川 3.2 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 巨瀬川 筑後川 16.2 17.9 14 0.0 0.0 0.0 17.9 17.9 14 0.0 0.0 0.0 17.9

九州 筑後川 小石原川 筑後川 6.9 4.6 5 0.0 0.0 0.0 4.6 4.6 5 0.0 0.0 0.0 4.6

九州 筑後川 佐田川 筑後川 20.7 1.0 23 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 23 0.0 0.0 0.0 1.0

九州 筑後川 隈上川 筑後川 6.2 0.4 9 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 9 0.0 0.0 0.0 0.4

九州 筑後川 花月川 筑後川 14.9 0.7 11 0.0 0.0 0.0 0.7 0.7 11 0.0 0.0 0.0 0.7

九州 筑後川 玖珠川 筑後川 0.8 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 287.4 38.5 127 1.7 0.0 0.0 36.8 38.3 127 1.7 0.0 0.0 36.6



様式－１－Ｂ重要水防箇所の評定表

地整 水系名 河川名 事務所名 有堤防 R03のＢ評定(km or 箇所) R04のＢ評定(km or 箇所)

区間 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥

延長 総合 工作物 水衝 基礎地盤 堤体 越水 総合 工作物 水衝 基礎地盤 堤体 越水

評価 洗掘 漏水 漏水 評価 洗掘 漏水 漏水
(km) (km) (箇所) (km) (km) (km) (km) (km) (箇所) (km) (km) (km) (km)

九州 筑後川 筑後川 筑後川 128.5 48.5 4 0.0 3.2 12.3 33.0 48.7 4 0.0 3.2 12.3 33.2

九州 筑後川 早津江川 筑後川 15.5 12.9 0 0.0 0.0 0.0 12.9 12.6 0 0.0 0.0 0.0 12.6

九州 筑後川 諸富川 筑後川 3.8 0.9 2 0.0 0.0 0.0 0.9 0.9 2 0.0 0.0 0.0 0.9

九州 筑後川 千年分水路 筑後川 1.4 0.3 0 0.0 0.0 0.0 0.3 0.3 0 0.0 0.0 0.0 0.3

九州 筑後川 原鶴分水路 筑後川 2.0 1.5 2 0.0 0.6 0.0 0.9 1.5 2 0.0 0.6 0.0 0.9

九州 筑後川 大石分水路 筑後川 2.1 0.5 0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.5 0 0.0 0.0 0.5 0.0

九州 筑後川 庄手川 筑後川 5.3 2.9 1 0.0 0.0 0.0 2.9 2.9 1 0.0 0.0 0.0 2.9

九州 筑後川 隈川 筑後川 2.2 0.4 0 0.0 0.0 0.0 0.4 0.4 0 0.0 0.0 0.0 0.4

九州 筑後川 佐賀江川 筑後川 4.4 0.8 2 0.0 0.0 0.0 0.8 0.8 2 0.0 0.0 0.0 0.8

九州 筑後川 城原川 筑後川 18.4 11.8 6 0.0 0.0 4.3 7.4 11.8 6 0.0 0.0 4.3 7.4

九州 筑後川 田手川 筑後川 7.4 2.2 4 0.0 0.0 0.0 2.2 2.2 4 0.0 0.0 0.0 2.2

九州 筑後川 広川 筑後川 7.0 1.5 0 0.0 0.6 0.0 0.9 1.5 0 0.0 0.6 0.0 0.9

九州 筑後川 宝満川 筑後川 16.5 2.4 0 0.0 0.0 2.4 0.0 2.4 0 0.0 0.0 2.4 0.0

九州 筑後川 安良川 筑後川 4.0 0.2 1 0.0 0.2 0.0 0.0 0.2 1 0.0 0.2 0.0 0.0

九州 筑後川 高良川 筑後川 3.2 1.5 3 0.0 0.0 0.0 1.5 1.5 3 0.0 0.0 0.0 1.5

九州 筑後川 巨瀬川 筑後川 16.2 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0

九州 筑後川 小石原川 筑後川 6.9 3.4 2 0.0 0.0 0.0 3.4 3.4 2 0.0 0.0 0.0 3.4

九州 筑後川 佐田川 筑後川 20.7 5.2 1 0.0 0.4 3.2 1.6 5.2 1 0.0 0.4 3.2 1.6

九州 筑後川 隈上川 筑後川 6.2 3.4 5 0.0 1.1 0.0 2.3 3.4 5 0.0 1.1 0.0 2.3

九州 筑後川 花月川 筑後川 14.9 3.1 6 0.0 0.0 0.0 3.1 3.1 6 0.0 0.0 0.0 3.1

九州 筑後川 玖珠川 筑後川 0.8 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1 0.0 0.0 0.0 0.0

合計 287.4 103.2 41 0.0 6.0 22.7 74.5 103.1 41 0.0 6.0 22.7 74.4



様式－１ 筑　後　川　重　要　水　防　箇　所　増　減　表 筑　後　川　水　系

重　要　水　防　箇　所 　　 　　 　　 　　 　　 　　
Ａ Ｂ 要注意 計

30 40 78 112 18 25 126 177 6 5

70 190 43 303 11

30 40 79 112 11 25 120 177 6 5 左岸箇所 右岸箇所

70 191 36 297 11 合計箇所

0 0 1 0 -7 0 -6 0 0 0

0 1 -7 -6 0

18.135 20.377 47.226 55.954 4.869 8.919 70.230 85.250 6.528 5.426

378.6 38.512 103.180 13.788 155.480 11.954 左岸延長 右岸延長

12.7 26.4 32.8 67.9 2.8 5.7 48.3 100.0 3.4 7.1 (km) (km)

18.135 20.136 46.924 56.195 3.743 8.428 68.802 84.759 6.528 5.426 合計延長(km)

378.6 38.271 103.119 12.171 153.561 11.954 式１ 式２

10.1 24.9 27.2 67.2 3.2 7.9 40.6 100.0 3.2 7.8

0.000 -0.241 -0.302 0.241 -1.126 -0.491 -1.428 -0.491

-0.241 -0.061 -1.617 -1.919

Ｂ　→　Ａ 0.000 Ａ　→　Ｂ 0.241 Ａ → 要 注 0.000 式１

要 注 → Ａ 0.000 要 注 → Ｂ 0.000 Ｂ → 要 注 0.000 重要水防箇所延長

ﾗﾝｸ外→Ａ 0.000 ﾗﾝｸ外→Ｂ 0.000 ﾗﾝｸ外→要注 0.134 直轄管理区間延長

Ａ→ﾗﾝｸ外 0.000 Ｂ→ﾗﾝｸ外 0.302 要注→ﾗﾝｸ外 1.751 式２

Ａ　→　Ｂ 0.241 Ｂ → 要 注 0.000 要 注 → Ｂ 0.000 重要水防箇所延長

Ａ → 要 注 0.000 Ｂ　→　Ａ 0.000 要 注 → Ａ 0.000 全重要水防箇所延長

増減

内　訳
(km)

R04

増減

R03

R04

×１００％

×１００％

種別 年度
直轄管理
区間延長

(km)
重点区間 備　考

箇所

延長

R03



　 　 　 　

構　　造　　物　　箇　　所　　内　　訳
Ａ Ｂ 要注意 重要

左岸
左岸分
"－"

右岸
右岸分
"－"

左岸
左岸分
"－"

右岸
右岸分
"－"

左岸
左岸分
"－"

右岸
右岸分
"－"

樋管 橋・堰 樋管 橋・堰

R03年 37 24 42 24 0 20.5 0 20.5 9 0 19 0 37 44.5 42 44.5

計 61 66 20.5 20.5 9 19 81.5 86.5

R04年 37 24 42 24 0 20.5 0 20.5 9 0 19 0 37 44.5 42 44.5

計 61 66 20.5 20.5 9 19 81.5 86.5

備考１） Ａ，Ｂ，要注意は様式－３の構造物、重要は様式－７の箇所内訳である。

備考２） 「様式－３構造物の"－"」と「様式－７の堰・橋」は箇所数を２分割した値をそれぞれ左岸と右岸に振り分ける。（１箇所なら左岸０.５、右岸０.５）



様式－２ 令 和 ４年 度　筑後川重要水防箇所調書 筑　後　川　水　系

危　　　　　険　　　　　度

Ａ Ｂ 要　注　意 計

堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物

箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所

福岡県 筑後川 筑後川 右岸 47.600 22.788 11.0 4.656 6.0 36.0 14.277 0.5 10.0 3.186 0.0 57.0 22.119 6.5 1.0 0.669 6.5

左岸 66.400 23.782 9.0 4.337 6.5 22.0 18.375 2.0 3.0 0.783 0.0 34.0 23.495 8.5 1.0 0.287 8.5

小　 計 114.000 46.570 20.0 8.993 12.5 58.0 32.652 2.5 13.0 3.969 0.0 91.0 45.614 15.0 2.0 0.956 15.0

早津江川 右岸 12.000 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 3.400 2.039 0.5 0.100 0.0 4.0 1.839 0.0 0.0 0.000 0.0 4.5 1.939 0.0 0.5 0.100 0.0

小　 計 15.400 2.039 0.5 0.100 0.0 4.0 1.839 0.0 0.0 0.000 0.0 4.5 1.939 0.0 0.5 0.100 0.0

千年分水路 右岸 1.300 1.299 1.0 1.016 0.0 1.0 0.283 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 1.299 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 1.300 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 2.600 1.299 1.0 1.016 0.0 1.0 0.283 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 1.299 0.0 0.0 0.000 0.0

原鶴分水路 右岸 1.000 1.000 0.0 0.000 0.0 3.0 1.000 1.0 0.0 0.000 0.0 3.0 1.000 1.0 0.0 0.000 1.0

左岸 1.000 0.500 0.0 0.000 0.0 2.0 0.500 1.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.500 1.0 0.0 0.000 1.0

小　 計 2.000 1.500 0.0 0.000 0.0 5.0 1.500 2.0 0.0 0.000 0.0 5.0 1.500 2.0 0.0 0.000 2.0

大石分水路 右岸 0.800 0.408 1.0 0.123 1.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.285 0.0 3.0 0.408 1.0 0.0 0.000 1.0

左岸 0.800 0.502 0.0 0.000 0.0 2.0 0.502 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.502 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 1.600 0.910 1.0 0.123 1.0 2.0 0.502 0.0 2.0 0.285 0.0 5.0 0.910 1.0 0.0 0.000 1.0

佐賀江川 右岸 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 1.600 0.242 0.0 0.000 0.0 1.0 0.242 0.5 0.0 0.000 0.0 1.0 0.242 0.5 0.0 0.000 0.5

小　 計 1.600 0.242 0.0 0.000 0.0 1.0 0.242 0.5 0.0 0.000 0.0 1.0 0.242 0.5 0.0 0.000 0.5

城原川 右岸 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 0.100 0.137 0.0 0.000 0.0 1.0 0.137 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.137 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 0.100 0.137 0.0 0.000 0.0 1.0 0.137 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.137 0.0 0.0 0.000 0.0

田手川 右岸 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 1.600 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 1.600 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

広川 右岸 1.500 0.850 0.0 0.000 0.0 1.0 0.850 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.850 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 3.300 1.078 0.0 0.000 2.0 1.0 0.075 0.0 1.0 1.003 0.0 2.0 1.078 2.0 0.0 0.000 2.0

小　 計 4.800 1.928 0.0 0.000 2.0 2.0 0.925 0.0 1.0 1.003 0.0 3.0 1.928 2.0 0.0 0.000 2.0

宝満川 右岸 3.400 1.400 0.0 0.000 0.5 2.0 1.400 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 1.400 0.5 0.0 0.000 0.5

左岸 7.000 0.975 0.0 0.000 0.5 2.0 0.975 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.975 0.5 0.0 0.000 0.5

小　 計 10.400 2.375 0.0 0.000 1.0 4.0 2.375 0.0 0.0 0.000 0.0 4.0 2.375 1.0 0.0 0.000 1.0

高良川 右岸 1.600 0.644 0.0 0.000 0.0 1.0 0.644 1.5 0.0 0.000 0.0 1.0 0.644 1.5 0.0 0.000 1.5

左岸 1.500 0.844 0.0 0.000 0.0 1.0 0.844 1.5 0.0 0.000 0.0 1.0 0.844 1.5 0.0 0.000 1.5

小　 計 3.100 1.488 0.0 0.000 0.0 2.0 1.488 3.0 0.0 0.000 0.0 2.0 1.488 3.0 0.0 0.000 3.0

重用水防
箇所延長

(km)

重 点 区 間

県名 水系名 河川名
直轄管理
区間延長

(km)



様式－２ 令 和 ４年 度　筑後川重要水防箇所調書 筑　後　川　水　系

危　　　　　険　　　　　度

Ａ Ｂ 要　注　意 計

堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物

箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所

重用水防
箇所延長

(km)

重 点 区 間

県名 水系名 河川名
直轄管理
区間延長

(km)

福岡県 筑後川 巨瀬川 右岸 9.900 15.092 7.0 9.946 6.0 0.0 0.000 0.5 4.0 0.762 0.0 11.0 10.708 6.5 2.0 4.384 6.5

左岸 10.000 12.980 3.0 7.902 8.0 0.0 0.000 0.5 2.0 0.400 0.0 5.0 8.302 8.5 3.0 4.678 8.5

小　 計 19.900 28.072 10.0 17.848 14.0 0.0 0.000 1.0 6.0 1.162 0.0 16.0 19.010 15.0 5.0 9.062 15.0

小石原川 右岸 4.500 3.992 5.0 1.321 2.5 5.0 2.431 1.0 1.0 0.240 0.0 11.0 3.992 3.5 0.0 0.000 3.5

左岸 4.500 5.603 5.0 3.251 2.5 3.0 0.989 1.0 0.0 0.000 0.0 8.0 4.240 3.5 1.0 1.363 3.5

小　 計 9.000 9.594 10.0 4.572 5.0 8.0 3.419 2.0 1.0 0.240 0.0 19.0 8.231 7.0 1.0 1.363 7.0

佐田川 右岸 10.500 2.391 1.0 0.095 12.0 8.0 2.296 0.5 0.0 0.000 0.0 9.0 2.391 12.5 0.0 0.000 12.5

左岸 10.300 4.150 2.0 0.872 11.0 3.0 2.903 0.5 1.0 0.375 0.0 6.0 4.150 11.5 0.0 0.000 11.5

小　 計 20.800 6.541 3.0 0.967 23.0 11.0 5.199 1.0 1.0 0.375 0.0 15.0 6.541 24.0 0.0 0.000 24.0

隈上川 右岸 3.400 2.339 2.0 0.373 5.0 5.0 1.313 2.5 1.0 0.280 0.0 8.0 1.966 7.5 2.0 0.373 7.5

左岸 3.400 2.067 1.0 0.023 4.0 5.0 2.044 2.5 0.0 0.000 0.0 6.0 2.067 6.5 0.0 0.000 6.5

小　 計 6.800 4.406 3.0 0.396 9.0 10.0 3.357 5.0 1.0 0.280 0.0 14.0 4.033 14.0 2.0 0.373 14.0

福岡県 右岸 97.500 52.203 28.0 17.530 33.0 62.0 24.494 7.5 18.0 4.753 0.0 108.0 46.777 40.5 5.0 5.426 40.5

左岸 116.200 54.898 20.5 16.485 34.5 47.0 29.425 9.5 7.0 2.561 0.0 74.5 48.470 44.0 5.5 6.428 44.0

小　 計 213.700 107.101 48.5 34.014 67.5 109.0 53.918 17.0 25.0 7.314 0.0 182.5 95.247 84.5 10.5 11.854 84.5

佐賀県 筑後川 筑後川 右岸 21.200 7.836 0.0 0.000 2.0 6.0 7.601 1.5 1.0 0.235 0.0 7.0 7.836 3.5 0.0 0.000 3.5

左岸 2.700 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 23.900 7.836 0.0 0.000 2.0 6.0 7.601 1.5 1.0 0.235 0.0 7.0 7.836 3.5 0.0 0.000 3.5

早津江川 右岸 10.100 8.448 0.0 0.000 0.0 5.0 6.758 0.0 2.0 1.690 0.0 7.0 8.448 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 6.600 5.142 0.5 0.100 0.0 3.0 3.970 0.0 2.0 0.972 0.0 5.5 5.042 0.0 0.5 0.100 0.0

小　 計 16.700 13.590 0.5 0.100 0.0 8.0 10.728 0.0 4.0 2.662 0.0 12.5 13.490 0.0 0.5 0.100 0.0

諸富川 右岸 2.000 1.150 1.0 0.250 0.0 2.0 0.900 1.0 0.0 0.000 0.0 3.0 1.150 1.0 0.0 0.000 1.0

左岸 1.800 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 1.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 1.0 0.0 0.000 1.0

小　 計 3.800 1.150 1.0 0.250 0.0 2.0 0.900 2.0 0.0 0.000 0.0 3.0 1.150 2.0 0.0 0.000 2.0

佐賀江川 右岸 2.100 0.504 0.0 0.000 0.0 2.0 0.504 1.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.504 1.0 0.0 0.000 1.0

左岸 0.700 0.000 0.0 0.000 1.0 0.0 0.000 0.5 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 1.5 0.0 0.000 1.5

小　 計 2.800 0.504 0.0 0.000 1.0 2.0 0.504 1.5 0.0 0.000 0.0 2.0 0.504 2.5 0.0 0.000 2.5

城原川 右岸 8.000 5.917 0.0 0.000 13.5 9.0 5.717 3.0 1.0 0.200 0.0 10.0 5.917 16.5 0.0 0.000 16.5

左岸 8.000 5.908 0.0 0.000 9.5 9.0 5.908 3.0 0.0 0.000 0.0 9.0 5.908 12.5 0.0 0.000 12.5

小　 計 16.000 11.825 0.0 0.000 23.0 18.0 11.625 6.0 1.0 0.200 0.0 19.0 11.825 29.0 0.0 0.000 29.0

田手川 右岸 3.700 1.503 0.0 0.000 1.0 6.0 1.503 2.0 0.0 0.000 10.0 6.0 1.503 13.0 0.0 0.000 3.0

左岸 2.200 0.736 0.0 0.000 1.0 4.0 0.736 2.0 0.0 0.000 0.0 4.0 0.736 3.0 0.0 0.000 3.0

小　 計 5.900 2.239 0.0 0.000 2.0 10.0 2.239 4.0 0.0 0.000 10.0 10.0 2.239 16.0 0.0 0.000 6.0



様式－２ 令 和 ４年 度　筑後川重要水防箇所調書 筑　後　川　水　系

危　　　　　険　　　　　度

Ａ Ｂ 要　注　意 計

堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物

箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所

重用水防
箇所延長

(km)

重 点 区 間

県名 水系名 河川名
直轄管理
区間延長

(km)

佐賀県 筑後川 広川 右岸 1.900 1.325 0.0 0.000 0.0 2.0 0.575 0.0 1.0 0.750 0.0 3.0 1.325 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 1.900 1.325 0.0 0.000 0.0 2.0 0.575 0.0 1.0 0.750 0.0 3.0 1.325 0.0 0.0 0.000 0.0

宝満川 右岸 5.000 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 1.000 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 6.000 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0

安良川 右岸 2.000 0.086 0.0 0.000 1.5 1.0 0.086 0.5 0.0 0.000 0.0 1.0 0.086 2.0 0.0 0.000 2.0

左岸 2.000 0.072 0.0 0.000 0.5 1.0 0.072 0.5 0.0 0.000 0.0 1.0 0.072 1.0 0.0 0.000 1.0

小　 計 4.000 0.158 0.0 0.000 2.0 2.0 0.158 1.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.158 3.0 0.0 0.000 3.0

佐賀県 右岸 56.000 26.769 1.0 0.250 18.0 33.0 23.644 9.0 5.0 2.875 10.0 39.0 26.769 37.0 0.0 0.000 27.0

左岸 25.000 11.858 0.5 0.100 12.0 17.0 10.686 7.0 2.0 0.972 0.0 19.5 11.758 19.0 0.5 0.100 19.0

小　 計 81.000 38.627 1.5 0.350 30.0 50.0 34.330 16.0 7.0 3.847 10.0 58.5 38.527 56.0 0.5 0.100 46.0

大分県 筑後川 筑後川 右岸 31.450 6.454 5.0 1.477 7.0 10.0 4.977 0.0 0.0 0.000 1.0 15.0 6.454 8.0 0.0 0.000 6.5

左岸 26.900 4.383 5.0 0.894 3.5 7.0 3.489 0.0 0.0 0.000 0.0 12.0 4.383 3.5 0.0 0.000 4.0

小　 計 58.350 10.837 10.0 2.371 10.5 17.0 8.466 0.0 0.0 0.000 1.0 27.0 10.837 11.5 0.0 0.000 10.5

庄手川 右岸 2.700 1.951 1.0 0.255 3.0 3.0 1.696 0.5 0.0 0.000 0.0 4.0 1.951 3.5 0.0 0.000 3.5

左岸 2.630 1.208 0.0 0.000 4.0 2.0 1.208 0.5 0.0 0.000 0.0 2.0 1.208 4.5 0.0 0.000 4.5

小　 計 5.330 3.159 1.0 0.255 7.0 5.0 2.904 1.0 0.0 0.000 0.0 6.0 3.159 8.0 0.0 0.000 8.0

隈川 右岸 1.100 0.167 0.0 0.000 0.0 1.0 0.167 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.167 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 1.100 0.273 0.0 0.000 1.0 1.0 0.273 0.0 0.0 0.000 0.0 1.0 0.273 1.0 0.0 0.000 1.0

小　 計 2.200 0.440 0.0 0.000 1.0 2.0 0.440 0.0 0.0 0.000 0.0 2.0 0.440 1.0 0.0 0.000 1.0

花月川 右岸 8.400 2.317 1.0 0.300 5.0 3.0 1.217 3.0 2.0 0.800 2.0 6.0 2.317 10.0 0.0 0.000 8.0

左岸 8.400 2.485 1.0 0.431 6.0 5.0 1.844 3.0 2.0 0.210 9.0 8.0 2.485 18.0 0.0 0.000 9.0

小　 計 16.800 4.802 2.0 0.731 11.0 8.0 3.061 6.0 4.0 1.010 11.0 14.0 4.802 28.0 0.0 0.000 17.0

玖珠川 右岸 0.900 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.5 0.0 0.000 6.0 0.0 0.000 6.5 0.0 0.000 0.5

左岸 0.700 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.5 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.5 0.0 0.000 0.5

小　 計 1.600 0.000 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 1.0 0.0 0.000 6.0 0.0 0.000 7.0 0.0 0.000 1.0

大分県 右岸 44.550 10.889 7.0 2.032 15.0 17.0 8.057 4.0 2.0 0.800 9.0 26.0 10.889 28.0 0.0 0.000 18.5

左岸 39.730 8.349 6.0 1.325 14.5 15.0 6.814 4.0 2.0 0.210 9.0 23.0 8.349 27.5 0.0 0.000 19.0

小　 計 84.280 19.238 13.0 3.357 29.5 32.0 14.871 8.0 4.0 1.010 18.0 49.0 19.238 55.5 0.0 0.000 37.5

熊本県 筑後川 筑後川 右岸 1.050 0.325 4.0 0.325 0.0 0.0 0.0 4.0 0.325 0.0

左岸 1.400 0.225 3.0 0.225 0.0 0.0 0.0 3.0 0.225 0.0

小　 計 2.450 0.550 7.0 0.550 0.0 0.0 0.0 7.0 0.550 0.0

熊本県 右岸 1.050 0.325 4.0 0.325 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 4.0 0.325 0.0 0.0 0.000 0.0

左岸 1.400 0.225 3.0 0.225 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 3.0 0.225 0.0 0.0 0.000 0.0

小　 計 2.450 0.550 7.0 0.550 0.0 0.0 0.000 0.0 0.0 0.000 0.0 7.0 0.550 0.0 0.0 0.000 0.0



様式－２ 令 和 ４年 度　筑後川重要水防箇所調書 筑　後　川　水　系

危　　　　　険　　　　　度

Ａ Ｂ 要　注　意 計

堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物 堤　　　防 構造物

箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所 箇所 延長(km) 箇 　所

重用水防
箇所延長

(km)

重 点 区 間

県名 水系名 河川名
直轄管理
区間延長

(km)

右岸 199.100 90.185 40.0 20.136 66.0 112.0 56.195 20.5 25.0 8.428 19.0 177.0 84.759 105.5 5.0 5.426 86.0

合　　　　　計 左岸 182.330 75.330 30.0 18.135 61.0 79.0 46.924 20.5 11.0 3.743 9.0 120.0 68.802 90.5 6.0 6.528 82.0

381.430 165.515 70.0 38.271 127.0 191.0 103.119 41.0 36.0 12.171 28.0 297.0 153.561 196.0 11.0 11.954 168.0



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

1 大川　1 福岡県 筑後川 久留米市城島町楢津 左岸 12K900～13K300 404m
河積不足の為、越水の恐れあり
洗掘が予想される
(越水Ｂ・水衝・洗掘Ａ)

積み土のう工
木流し工

2 久留米　1 福岡県 筑後川 久留米市東合川 左岸 32K100～32K700 690m
洗掘が予想される
(水衝・洗掘Ａ)

木流し工

3 片ノ瀬　1 福岡県 筑後川 久留米市善導寺町 左岸 36K900～37K225 344m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

4 吉井　1 福岡県 筑後川 うきは市吉井町橘田 左岸 52K900～53K100 196m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

5 吉井　2 福岡県 筑後川 うきは市吉井町橘田 左岸 53K100～53K300 174m
河積不足の為、越水の恐れあり
洗掘が予想される
(越水Ａ・水衝・洗掘Ａ)

積み土のう工
木流し工

6 吉井　3 福岡県 筑後川 うきは市吉井町橘田 左岸 53K300～53K900 612m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

7 吉井　4 福岡県 筑後川 うきは市吉井町長野 左岸 56K500～56K615 149m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

8 吉井　5 福岡県 筑後川 うきは市浮羽町古川 左岸 58K625～59K100 514m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

9 吉井　6 福岡県 筑後川 うきは市浮羽町三春 左岸 60K250～61K500 1,254m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

10 日田　1 大分県 筑後川 日田市川下 左岸 67K300～67K500 194m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

11 日田　2 大分県 筑後川 日田市川下 左岸 67K700～67K900 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

12 日田　3 大分県 筑後川 日田市石井町 左岸 70k950～70k980 100m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

13 日田　４ 大分県 筑後川 日田市大山町西大山 左岸 85K700～85K900 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

14 日田　５ 大分県 筑後川 日田市大山町西大山 左岸 88K300～88K500 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

15 杖立　1 熊本県 筑後川 小国町下城 左岸 99K488～99K513 25m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

16 杖立　2 熊本県 筑後川 小国町下城 左岸 99K613～99K788 175m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

17 杖立　3 熊本県 筑後川 小国町下城 左岸 100K063～100K088 25m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

18 片ノ瀬　2 福岡県 筑後川 久留米市北野町石崎 右岸 33K100～33K300 200m
洗掘が予想される
(水衝・洗掘Ａ)

木流し工

19 片ノ瀬　3 福岡県 筑後川 久留米市北野町石崎 右岸 33K300～33K700 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
洗掘が予想される
(越水Ｂ・水衝・洗掘Ａ)

積み土のう工
木流し工

20 片ノ瀬　4 福岡県 筑後川 大刀洗町西原 右岸 40K025～40K300 307m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

21 片ノ瀬　5 福岡県 筑後川 大刀洗町西原 右岸 40K475～40K900 410m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

22 片ノ瀬　6 福岡県 筑後川 大刀洗町床島 右岸 42K600～42K650 77m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

23 吉井　7 福岡県 筑後川 朝倉市杷木志波 右岸 53K700～54K300 669m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

24 吉井　8 福岡県 筑後川 朝倉市杷木原鶴 右岸 55K125～55K950 735m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

25 吉井　9 福岡県 筑後川 朝倉市杷木久喜宮 右岸 57K700～58K100 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

26 吉井　10 福岡県 筑後川 朝倉市杷木久喜宮 右岸 58K300～59K100 844m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

27 吉井　11 福岡県 筑後川 朝倉市杷木穂坂 右岸 61K300～61K500 214m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

28 吉井　12 福岡県 筑後川 朝倉市杷木穂坂 右岸 61K900～62K300 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

29 日田　６ 大分県 筑後川 日田市友田町 右岸 70K100～70K500 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

30 日田　７ 大分県 筑後川 日田市北友田町 右岸 71K900～72K059 159m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

31 日田　８ 大分県 筑後川 日田市亀川町～中ノ島町 右岸 72K700～73K175 478m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

32 日田　９ 大分県 筑後川 日田市千丈 右岸 80K900～81K100 202m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

33 日田　10 大分県 筑後川 日田市大山東大山 右岸 82K300～82K500 238m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

34 杖立　4 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 99K588～99K613 25m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

35 杖立　5 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 99K813～100K013 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

36 杖立　6 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 100K063～100K113 50m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

37 杖立　7 熊本県 筑後川 小国町下城 右岸 100K438～100K488 50m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

避難

38 諸富　1 福岡県・佐賀県 早津江川
佐賀市川副町大詫間～
大川市大野島

左岸 3K500～3K700 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

39 諸富　2 佐賀県 諸富川 佐賀市諸富町諸富津 右岸 0K050～0K300 250m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

40 吉井　13 福岡県 千年分水路
うきは市吉井町八和田～
　　　うきは市吉井町福永

右岸 0K025～1K125 1,016m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

41 吉井　14 福岡県 大石分水路 うきは市浮羽町古川 右岸 0K200～0K323 123m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

42 日田　11 大分県 庄手川 日田市南友田町 右岸 0K075～0K300 255m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

43 片ノ瀬　7 福岡県 巨瀬川
久留米市善導寺町～
　　　　田主丸町

左岸 2K100～9K300 7,202m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

44 片ノ瀬　8 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 9K300～9K450 150m
河積不足の為、越水の恐れあり
洗掘が予想される
(越水Ａ・水衝・洗掘Ｂ)

積み土のう工
木流し工

45 片ノ瀬　9 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 9K450～10K000 550m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

46 片ノ瀬　10 福岡県 巨瀬川
久留米市善導寺町～
　　　　北野町日比生

右岸 0K000～2K700 2,541m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

47 片ノ瀬　11 福岡県 巨瀬川 久留米市善導寺町 右岸 2K700～2K900 278m
河積不足の為、越水の恐れあり
洗掘が予想される
(越水Ａ・水衝・洗掘Ｂ)

積み土のう工
木流し工

48 片ノ瀬　12 福岡県 巨瀬川 久留米市善導寺町 右岸 2K900～3K900 995m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

49 片ノ瀬　13 福岡県 巨瀬川 久留米市善導寺町 右岸 3K900～4K100 206m
河積不足の為、越水の恐れあり
洗掘が予想される
(越水Ａ・水衝・洗掘Ｂ)

積み土のう工
木流し工

50 片ノ瀬　14 福岡県 巨瀬川 久留米市善導寺町 右岸 4K100～4K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

51 片ノ瀬　15 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 4K300～5K700 1,400m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

52 片ノ瀬　16 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 5K700～10K000 4,325m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

53 片ノ瀬　17 福岡県 小石原川 久留米市北野町 左岸 -0K975～-0K700 296m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

54 片ノ瀬　18 福岡県 小石原川
久留米市北野町～
　　　大刀洗町大字守部

左岸 0K025～1K725 1,655m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

55 片ノ瀬　19 福岡県 小石原川 大刀洗町大字菅野 左岸 2K100～2K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

56 片ノ瀬　20 福岡県 小石原川
大刀洗町大字菅野～
　　　大刀洗町大字栄田

左岸 2K300～2K600 300m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

57 片ノ瀬　21 福岡県 小石原川
大刀洗町大字菅野～
　　　大刀洗町大字栄田

左岸 2K600～3K400 800m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

58 片ノ瀬　22 福岡県 小石原川 大刀洗町大字菅野 右岸 1K900～2K300 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

59 片ノ瀬　23 福岡県 小石原川
大刀洗町大字菅野～
　　　大刀洗町大字栄田

右岸 2K300～2K725 425m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

60 片ノ瀬　24 福岡県 小石原川
大刀洗町大字栄田～
　　　大刀洗町大字本郷

右岸 2K900～3K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

61 片ノ瀬　25 福岡県 小石原川 大刀洗町大字本郷 右岸 3K100～3K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

62 片ノ瀬　26 福岡県 小石原川 大刀洗町大字本郷 右岸 3K300～3K400 96m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

63 片ノ瀬　27 福岡県 佐田川
大刀洗町三川～
　　　朝倉市長田

左岸 0K025～0K800 773m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

64 片ノ瀬　28 福岡県 佐田川 朝倉市長田 左岸 0K800～0K900 99m

河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

65 片ノ瀬　29 福岡県 佐田川 朝倉市小田 右岸 3K725～3K825 95m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

66 吉井　15 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町朝田 左岸 3K375～3K400 23m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

67 吉井　16 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K000～0K175 177m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

68 吉井　17 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K225～0K450 196m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

69 日田　12 大分県 花月川 日田市大字友田町 左岸 0K000～0K450 431m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

70 日田　13 大分県 花月川 日田市大字友田町 右岸 0K000～0K300 300m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

計 70 箇所 38,271m



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 17 箇所 5,456m

右岸 20 箇所 6,458m

左岸 1 箇所 200m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 250m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 1,016m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 123m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 255m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

原鶴分水路

千年分水路

諸富川

早津江川

筑後川

大石分水路

隈川

庄手川

城原川

佐賀江川

田手川

広川

安良川

宝満川

高良川

計



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 3 箇所 7,902m

右岸 7 箇所 9,946m

左岸 5 箇所 3,251m

右岸 5 箇所 1,321m

左岸 2 箇所 872m

右岸 1 箇所 95m

左岸 1 箇所 23m

右岸 2 箇所 373m

左岸 1 箇所 431m

右岸 1 箇所 300m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 30 箇所 18,135m

右岸 40 箇所 20,136m

70 箇所 38,271m

筑後川 0 箇所 0m

佐賀江川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

早津江川 1 箇所 200m

諸富川 1 箇所 250m

筑後川 0 箇所 0m

宝満川 0 箇所 0m

安良川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

広川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

田手川 0 箇所 0m

巨瀬川

佐田川

小石原川

花月川

合計

隈上川

佐
賀
県

神埼市

佐賀市

鳥栖市

みやき町

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

筑後川 5 箇所 2,038m

広川 0 箇所 0m

宝満川 0 箇所 0m

高良川 0 箇所 0m

巨瀬川 10 箇所 17,848m

田手川 0 箇所 0m

小石原川 2 箇所 1,951m

筑後川 0 箇所 0m

早津江川 0 箇所 0m

佐賀江川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

筑後川 6 箇所 3,262m

佐田川 2 箇所 194m

原鶴分水路 0 箇所 0m

千年分水路 0 箇所 0m

小郡市 宝満川 0 箇所 0m

柳川市 筑後川 0 箇所 0m

筑後川 6 箇所 2,899m

千年分水路 1 箇所 1,016m

大石分水路 1 箇所 123m

隈上川 3 箇所 396m

筑後川 3 箇所 794m

小石原川 8 箇所 2,621m

佐田川 1 箇所 773m

筑後川 10 箇所 2,371m

庄手川 1 箇所 255m

隈川 0 箇所 0m

花月川 2 箇所 731m

玖珠川 0 箇所 0m

熊
本
県

小国町 筑後川 7 箇所 550m

合計 70 箇所 38,271m

日田市

福
岡
県

久留米市

大川市

うきは市

大刀洗町

大
分
県

朝倉市



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法

1 大川　2 佐賀県 筑後川 佐賀市川副町大詫間 右岸 -0K450 元治溺樋管 国土交通省 応急対策A

2 大川　3 佐賀県 筑後川 神埼市千代田町迎島 右岸 12K400 千歳樋管 神埼市 応急対策A

3 大川　4 福岡県 筑後川 久留米市城島町江島 左岸 13K490 江島樋管（上） 国土交通省 応急対策A

4 久留米　2 福岡県 筑後川 久留米市洗町 左岸 26K650 洗町第２排水樋管 ㈱アサヒコ－ポレ－ション 応急対策A

5 片ノ瀬　30 福岡県 筑後川 久留米市北野町金島 左岸 38K430 宮司排水樋管 南部土地改良区 応急対策A

6 片ノ瀬　31 福岡県 筑後川 久留米市田主丸町八幡 左岸 43K120 八幡樋管 国土交通省 応急対策A

7 片ノ瀬　32 福岡県 筑後川 朝倉市下長田 右岸 43K320 床島用水第2樋管 国土交通省 応急対策A

8 片ノ瀬　33 福岡県 筑後川 朝倉市長田 右岸 44K100 床島用水樋管 三井床島堰土地改良区 応急対策A

9 吉井　18 福岡県 筑後川 朝倉市山田 右岸 53K170 山田堰用水樋管 山田堰土地改良区 応急対策A

10 吉井　19 福岡県 筑後川 朝倉市山田 右岸 53K540 朝倉用水樋管 朝倉土地改良区 応急対策A

11 吉井　20 福岡県 筑後川 朝倉市杷木久喜宮 右岸 58K250 若市用水樋管 久喜宮若市土地改良施工区 応急対策A

12 日田　14 福岡県 筑後川 うきは市浮羽町三春 左岸 65K340 大春用水樋管 九州電力(株)女子畑制御所 応急対策A

13 日田　15 大分県 筑後川 日田市北友田 右岸 70K420 入江樋管 国土交通省 応急対策A

14 日田　16 大分県 筑後川 日田市中ノ島町 右岸 73K850 中ノ島その2樋管 (株)日田淡水漁センタ－ 応急対策A

15 日田　17 大分県 筑後川 日田市中ノ島町 右岸 75K000 日ノ隈樋管 日田市土地改良区統合事務所 応急対策A

16 日田　18 大分県 筑後川 日田市高瀬本町 左岸 76K040 高瀬第4号樋管 国土交通省 応急対策A

17 日田　19 大分県 筑後川 日田市三芳小渕町 右岸 76K950 小渕第６号暗渠 日田市 応急対策A

備考



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

18 吉井　21 福岡県 大石分水路 うきは市浮羽町古川 右岸 0K705 大石樋管 国土交通省 応急対策A

19 日田　20 大分県 庄手川 日田市日ノ隈町 左岸 1K380 亀川樋管 日田市 応急対策A

20 日田　21 大分県 庄手川 日田市日ノ隈町 左岸 1K530 中釣樋管 国土交通省 応急対策A

21 日田　22 大分県 庄手川 日田市玉川町 右岸 1K530 庄手樋管 国土交通省 応急対策A

22 日田　23 大分県 庄手川 日田市玉川町 右岸 1K900 浄明寺水門 日田市 応急対策A

23 日田　24 大分県 庄手川 日田市中ノ島町 左岸 2K410 下徳瀬用水樋管 島内土地改良区 応急対策A

24 日田　25 大分県 隈川 日田市中ノ島町 左岸 0K290 隈川排水樋管 島内土地改良区 応急対策A

25 諸富　3 佐賀県 佐賀江川 佐賀市諸富徳富 左岸 0K700 三条分上用排水樋管 佐賀市 応急対策A

26 諸富　4 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 右岸 3K140 第1上直鳥・上西樋管 上直鳥地区 応急対策A

27 諸富　5 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 左岸 3K854 上直鳥東樋管 上直鳥地区 応急対策A

28 諸富　6 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 右岸 3K850 第2上直鳥・上西樋管 上直鳥地区 応急対策A

29 諸富　7 佐賀県 城原川 神埼市千代田町嘉納 左岸 4K010 黒津川樋管 丁太田地区 応急対策A

30 諸富　8 佐賀県 城原川 神埼市千代田町嘉納 左岸 4K300 丙大田樋管 丙大田地区 応急対策A

31 諸富　9 佐賀県 城原川 神埼市千代田町姉 右岸 4K580 御水樋管 乙南里地区 応急対策A

32 諸富　10 佐賀県 城原川 神埼市千代田町嘉納 左岸 4K790 上の川樋管 嘉納地区 応急対策A

33 諸富　11 佐賀県 城原川 神埼市千代田町姉 右岸 4K800 留浪川樋管 十条地区 応急対策A

34 諸富　12 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 5K350 大石樋管 大石地区 応急対策A
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35 諸富　13 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 5K510 夫婦樋下樋管 本告牟田地区 応急対策A

36 諸富　14 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 左岸 5K500 本告牟田樋管 本告牟田地区 応急対策A

37 諸富　15 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 5K510 夫婦樋上樋管 本告牟田地区 応急対策A

38 諸富　16 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 5K850 新村右岸樋管 本告牟田地区 応急対策A

39 諸富　17 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 左岸 5K970 新村樋管 本告牟田地区 応急対策A

40 諸富　18 佐賀県 城原川 神埼市神埼町西小津ヶ里 左岸 6K470 小津ケ里永歌樋管 小津ケ里地区 応急対策A

41 諸富　19 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 6K670 山田樋管 山田地区 応急対策A

42 諸富　20 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 6K700 池辺田樋管 池辺田地区 応急対策A

43 諸富　21 佐賀県 城原川 神埼市神埼町西小津ヶ里 左岸 6K730 西小津ケ里樋管 西小津ケ里地区 応急対策A

44 諸富　22 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 7K240 鶴田樋管 鶴田地区 応急対策A

45 諸富　23 佐賀県 城原川 神埼市神埼町竹 右岸 7K340 横武樋管 神埼市 応急対策A

46 諸富　24 佐賀県 城原川 神埼市神埼町鶴 左岸 7K360 ポンポコ樋管 神埼市 応急対策A

47 諸富　25 佐賀県 城原川 神埼市神埼町竹 右岸 7K400 姉川樋管 神埼市 応急対策A

48 諸富　26 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 3K035 託田第2樋管 国土交通省 応急対策A

49 諸富　27 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 左岸 3K125 野越排水樋管 国土交通省 応急対策A

50 大川　5 福岡県 広川 久留米市三潴町草場 左岸 0K530 草場第1樋管 月星化成(株) 応急対策A

51 大川　6 福岡県 広川 久留米市三潴町草場 左岸 0K900 草場第2樋管 池亀酒造(株) 応急対策A
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52 久留米　3 佐賀県 安良川 鳥栖市下野 右岸 0K200 板井手堰用水樋管 下野水利組合 応急対策A

53 片ノ瀬　34 福岡県 巨瀬川 久留米市善道寺町飯田 左岸 0K800 善導寺樋管 善導寺土地改良区 応急対策A

54 片ノ瀬　35 福岡県 巨瀬川 久留米市大橋町常持 左岸 3K350 草野第2樋管 国土交通省 応急対策A

55 片ノ瀬　36 福岡県 佐田川 朝倉市白鳥 右岸 1K425 白鳥樋管 国土交通省 応急対策A

56 片ノ瀬　37 福岡県 佐田川 朝倉市小隈 右岸 2K120 小隈樋管 国土交通省 応急対策A

57 片ノ瀬　38 福岡県 佐田川 朝倉市鳩胸 右岸 3K550 入龍樋管 福岡県 応急対策A

58 片ノ瀬　39 福岡県 佐田川 朝倉市鳩胸 右岸 4K510 金の手樋管 金の手水利組合 応急対策A

59 片ノ瀬　40 福岡県 佐田川 朝倉市屋永 左岸 5K650 上屋敷排水樋管 福岡県甘木農林事務所 応急対策A

60 片ノ瀬　41 福岡県 佐田川 朝倉市柿原 右岸 6K920 柿原排水樋管 朝倉市 応急対策A

61 片ノ瀬　42 福岡県 佐田川 朝倉市板屋 左岸 7K890 上相窪用水樋管 相窪水利組合 応急対策A

62 片ノ瀬　43 福岡県 佐田川 朝倉市板屋 左岸 8K180 板屋樋門 両筑土地改良区 応急対策A

63 片ノ瀬　44 福岡県 佐田川 朝倉市川原 左岸 9K180 川原用水樋管 両筑土地改良区 応急対策A

64 片ノ瀬　45 福岡県 佐田川 朝倉市寺内 右岸 9K850 屋形原用水樋管 屋形原水利組合 応急対策A

65 片ノ瀬　46 福岡県 佐田川 朝倉市寺内 左岸 10K060 西用水樋管 両筑土地改良区 応急対策A

66 吉井　22 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 左岸 0K420 桜井第1号樋管 国土交通省 応急対策A

67 吉井　23 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 左岸 0K660 桜井第2号樋管 国土交通省 応急対策A

68 吉井　24 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K350 大石堰用水余水吐 国土交通省 応急対策A
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69 吉井　25 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町東隈上 右岸 2K560 赤尾川承水路樋門 福岡県甘木農林事務所 応急対策A

70 吉井　26 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町東隈上 右岸 2K700 宮の中用水樋管 国土交通省 応急対策A

71 日田　26 大分県 花月川 日田市玉川町 左岸 2K065 大縄手排水樋管 国土交通省 応急対策A

72 日田　27 大分県 花月川 日田市丸の内町 左岸 2K750 渡里樋管 日田市 応急対策A

73 日田　28 大分県 花月川 日田市丸の内町 左岸 3K275 丸の内第3号樋管 国土交通省 応急対策A

74 日田　29 大分県 花月川 日田市丸山 右岸 3K750 日ノ出排水樋管 日田市 応急対策A

75 日田　30 大分県 花月川 日田市西有田 左岸 5K000 夕田第2号樋管 国土交通省 応急対策A

76 日田　31 大分県 花月川 日田市坂井町 右岸 5K445 干井手用水樋管 干井手水利組合 応急対策A

77 日田　32 大分県 花月川 日田市清水町 右岸 6K360 髪永用水樋管 髪永土地改良区 応急対策A

78 日田　33 大分県 花月川 日田市坂井町 左岸 6K415 坂本用水樋管 髪永土地改良区 応急対策A

79 日田　34 大分県 花月川 日田市財津町 右岸 7K500 風呂元用水樋管 風呂元土地改良区 応急対策A

80 片ノ瀬　47 福岡県 筑後川
左岸：久留米市田主丸町菅原
右岸：大刀洗町守部 両岸 41K000 筑後川側道橋 福岡県

応急対策A
桁下高A

81 片ノ瀬　48 福岡県 筑後川
左岸：久留米市田主丸町八幡
右岸：大刀洗町三川 両岸 42K900 床島堰 三井床島土地改良区 応急対策A

82 吉井　27 福岡県･大分県 筑後川
左岸：うきは市浮羽町山北
右岸：日田市夜明

両岸 62K800 保木沈橋 うきは市・日田市
応急対策A
桁下高A

83 日田　35 大分県 筑後川
左岸：日田市大宮町
右岸：日田市大部町

両岸 77K530 大宮沈橋 日田市 桁下高A

84 日田　36 大分県 筑後川
左岸：日田市琴平町
右岸：日田市大部町

両岸 78K800 小島堰 小島水利組合 応急対策A

85 日田　37 大分県 筑後川
左岸：日田市八幡町
右岸：日田市大山町東大山

両岸 80K660 手崎井堰 手崎水利組合 応急対策A
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86 日田　38 大分県 筑後川
左岸：日田市大山町西大山
右岸：日田市天瀬町出口

両岸 91K470 竹ノ首沈橋 日田市 桁下高A

87 日田　39 大分県 筑後川
左岸：日田市大山町西大山
右岸：日田市天瀬町出口

両岸 92K870 松原沈橋 日田市 桁下高A

88 日田　40 大分県 庄手川
左岸：日田市中ノ島町
右岸：日田市中ノ島町

両岸 2K150 中ノ島沈橋 日田市 桁下高A

89 日田　41 大分県 庄手川
左岸：日田市中ノ島町
右岸：日田市隈

両岸 2K600 緑橋及び２号橋 日田市
応急対策A
桁下高A

90 諸富　28 佐賀県 城原川
左岸：神埼市千代田町直鳥
右岸：神埼市千代田町直鳥 両岸 2K950 お茶屋堰 余り江水利組合 応急対策A

91 久留米　4 福岡県 宝満川
左岸：小郡市福童
右岸：小郡市上西鯵坂

両岸 7K450 上西堰 国土交通省 応急対策A

92 久留米　5 佐賀県 安良川
左岸：鳥栖市真木
右岸：鳥栖市下野

両岸 0K175 板井手堰 下野水利組合 応急対策A

93 片ノ瀬　49 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市善導寺町与田
右岸：久留米市善導寺町与田 両岸 0K100 巨瀬川橋 福岡県 桁下高A

94 片ノ瀬　50 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市善導寺町飯田
右岸：久留米市善導寺町飯田 両岸 0K450 善導寺山橋 久留米市 桁下高A

95 片ノ瀬　51 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市善導寺町飯田
右岸：久留米市北野町大城 両岸 1K150 鎮西橋 福岡県 桁下高A

96 片ノ瀬　52 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市大城町常持
右岸：久留米市大城町合楽

両岸 3K440 庄の前橋 久留米市 桁下高A

97 片ノ瀬　53 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市大城町合楽
右岸：久留米市大城町合楽

両岸 4K270 大橋 福岡県 桁下高A

98 片ノ瀬　54 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町中尾
右岸：久留米市田主丸町牧 両岸 5K475 川崎橋 国土交通省 桁下高A

99 片ノ瀬　55 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町中尾
右岸：久留米市田主丸町中尾 両岸 5K690 小屋場橋 福岡県 桁下高A

100 片ノ瀬　56 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町竹野
右岸：久留米市田主丸町以真恵 両岸 6K860 江口橋 久留米県土整備事務所

応急対策A
桁下高A

101 片ノ瀬　57 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町竹野
右岸：久留米市田主丸町志塚島 両岸 7K500 灰塚橋 久留米市 桁下高A

102 片ノ瀬　58 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町地徳
右岸：久留米市田主丸町志塚島 両岸 8K030 高島橋 久留米市 桁下高A
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103 片ノ瀬　59 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町田主丸
右岸：久留米市田主丸町豊城 両岸 8K980 中原橋 久留米県土整備事務所 桁下高A

104 片ノ瀬　60 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町田主丸
右岸：久留米市田主丸町田主丸 両岸 9K850 御島橋 久留米市 桁下高A

105 片ノ瀬　61 福岡県 小石原川
左岸：大刀洗町守部
右岸：大刀洗町守部

両岸 -0K040 筑後川歩道橋 福岡県 桁下高A

106 片ノ瀬　62 福岡県 小石原川
左岸：大刀洗町守部
右岸：大刀洗町守部

両岸 0K339 高成橋 久留米県土整備事務所 桁下高A

107 片ノ瀬　63 福岡県 小石原川
左岸：大刀洗町守部
右岸：大刀洗町守部

両岸 0K611 小石原川橋 大刀洗町 桁下高A

108 片ノ瀬　64 福岡県 小石原川
左岸：久留米市北野町中川
右岸：久留米市北野町中川

両岸 1K320 染橋 久留米市
応急対策A
桁下高A

109 片ノ瀬　65 福岡県 小石原川
左岸：大刀洗町栄田
右岸：大刀洗町栄田

両岸 2K500 目北橋 大刀洗町 桁下高A

110 片ノ瀬　66 福岡県 佐田川
左岸：大刀洗町三川
右岸：大刀洗町三川

両岸 0K600 桂川橋 福岡県
応急対策A
桁下高A

111 片ノ瀬　67 福岡県 佐田川
左岸：大刀洗町三川
右岸：大刀洗町三川

両岸 0K615 佐田川橋 福岡県 桁下高A

112 片ノ瀬　68 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市八重津
右岸：朝倉市白鳥

両岸 1K455 三川井堰 両筑土地改良区 応急対策A

113 片ノ瀬　69 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市金丸
右岸：朝倉市小隈

両岸 2K170 白鳥堰 白鳥区 応急対策A

114 片ノ瀬　70 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市屋永
右岸：朝倉市鳩胸

両岸 4K250 渡井堰 小田区 応急対策A

115 片ノ瀬　71 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市屋永
右岸：朝倉市鳩胸

両岸 4K500 金の手堰 小田区 応急対策A

116 片ノ瀬　72 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市屋永
右岸：朝倉市屋永

両岸 5K950 下古賀井堰 両筑土地改良区 応急対策A

117 片ノ瀬　73 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市相窪
右岸：朝倉市古賀

両岸 6K435 宮田井堰 相窪水利組合 応急対策A

118 片ノ瀬　74 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市川原
右岸：朝倉市屋形原

両岸 8K815 松本井堰 板屋表田水利組合 応急対策A

119 片ノ瀬　75 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市川原
右岸：朝倉市屋形原

両岸 8K950 屋形原橋 福岡県 応急対策A



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

120 片ノ瀬　76 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市川原
右岸：朝倉市川原

両岸 9K160 上川原井堰 長畑区水利組合 応急対策A

121 片ノ瀬　77 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市寺内
右岸：朝倉市寺内

両岸 9K860 星熊堰 屋形原水利組合 応急対策A

122 吉井　28 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町西隈上
右岸：うきは市浮羽町西隈上

両岸 0K955 下御所橋 うきは市 桁下高A

123 吉井　29 福岡県 隈上川
左岸：うきは市吉井町桜井
右岸：うきは市吉井町桜井

両岸 0K710 角間井堰 角間水利組合 応急対策A

124 吉井　30 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町西隈上
右岸：うきは市浮羽町西隈上

両岸 1K200 欠町頭首工 隈上土地改良区 応急対策A

125 吉井　31 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町東隈上
右岸：うきは市浮羽町東隈上

両岸 2K600 東隈上頭首工 隈上土地改良区 応急対策A

126 日田　42 大分県 花月川
左岸：日田市坂井町
右岸：日田市坂井町

両岸 5K440 干井手井堰 干井手水利組合 応急対策A

127 日田　43 大分県 花月川
左岸：日田市財津町
右岸：日田市財津町

両岸 7K608 岡本橋 日田市 桁下高A

計 127 箇所



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 10.0 箇所

右岸 15.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 4.0 箇所

右岸 3.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 9.5 箇所

右岸 13.5 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 2.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 1.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 8.0 箇所

右岸 6.0 箇所

左岸 2.5 箇所

右岸 2.5 箇所

左岸 11.0 箇所

右岸 12.0 箇所

早津江川

筑後川計

大石分水路

諸富川

千年分水路

原鶴分水路

佐賀江川

広川

庄手川

隈川

田手川

城原川

宝満川

安良川

高良川

巨瀬川

小石原川

佐田川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 4.0 箇所

右岸 5.0 箇所

左岸 6.0 箇所

右岸 5.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 61.0 箇所

右岸 66.0 箇所

127 箇所

左岸 6.5 箇所

右岸 6.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所
田手川

千年分水路

城原川

原鶴分水路

福岡県 筑後川

隈上川

花月川

合計

早津江川

計

大石分水路

佐賀江川

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 2.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 8.0 箇所

右岸 6.0 箇所

左岸 2.5 箇所

右岸 2.5 箇所

左岸 11.0 箇所

右岸 12.0 箇所

左岸 4.0 箇所

右岸 5.0 箇所

左岸 34.5 箇所

右岸 33.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 2.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 9.5 箇所

右岸 13.5 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

広川

宝満川

早津江川

計

佐賀県 筑後川

田手川

隈上川

佐田川

巨瀬川

小石原川

高良川

宝満川

広川福岡県

諸富川

城原川

佐賀江川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ａ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 0.5 箇所

右岸 1.5 箇所

左岸 12.0 箇所

右岸 18.0 箇所

左岸 3.5 箇所

右岸 7.0 箇所

左岸 4.0 箇所

右岸 3.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 6.0 箇所

右岸 5.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 14.5 箇所

右岸 15.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

合計 127 箇所

花月川

計

筑後川熊本県

計

計

大分県

佐賀県

隈川

庄手川

筑後川

安良川

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

1 大川　1 福岡県 筑後川 大川市紅粉屋 左岸 1K205～2K950 1,745m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

2 大川　2 福岡県 筑後川 大川市新田 左岸 3K100～4K500 1,429m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

3 大川　3 福岡県 筑後川 大川市向島 左岸 6K900～7K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

4 大川　4 福岡県 筑後川
久留米市城島町青木島
　　　　　　　　　　～江島

左岸 12K150～12K550 398m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

5 大川　5 福岡県 筑後川 久留米市城島町楢津 左岸 12K700～12K900 202m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

6 大川　6 福岡県 筑後川 久留米市城島町楢津 左岸 13K300～14K075 801m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

7 久留米　1 福岡県 筑後川
久留米市梅満町
　　　　～瀬ノ下町

左岸 23K400～24K800 1,467m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

8 久留米　2 福岡県 筑後川 久留米市瀬ノ下町 左岸 25K525～26K100 575m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

9 片ノ瀬　1 福岡県 筑後川 久留米市太郎原町 左岸 33K900～34K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

10 片ノ瀬　2 福岡県 筑後川 久留米市北野町大城 左岸 38K150～38K700 550m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

11 片ノ瀬　3 福岡県 筑後川 久留米市大橋町蜷川 左岸 39K300～40K900 1,609m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

12 片ノ瀬　4 福岡県 筑後川 久留米市田主丸町恵利 左岸 43K700～44K300 600m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

13 片ノ瀬　5 福岡県 筑後川 久留米市田主丸町恵利 左岸 45K276～45K400 124m
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

シート張り工
月の輪工

14 片ノ瀬　6 福岡県 筑後川 久留米市田主丸町恵利 左岸 45K400～45K750 350m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

15 片ノ瀬　7 福岡県 筑後川 久留米市田主丸町恵利 左岸 45K950～46K500 544m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

16 片ノ瀬　8 福岡県 筑後川
久留米市田主丸町野田
～久留米市田主丸町船越

左岸 46K700～47K900 1,200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

17 吉井　1 福岡県 筑後川
久留米市田主丸町船越
～朝倉市山田

左岸 47K900～51K700 3,800m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

18 吉井　2 福岡県 筑後川 うきは市吉井町八和田 左岸 52K100～52K500 400m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

19 吉井　3 福岡県 筑後川 うきは市吉井町橘田 左岸 52K700～52K900 243m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

20 吉井　4 福岡県 筑後川
朝倉市杷木志波
～うきは市吉井町千年

左岸 53K900～54K350 538m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

21 吉井　5 福岡県 筑後川
うきは市吉井町千年
～うきは市吉井町桜井

左岸 55K300～56K500 1,200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

22 吉井　6 福岡県 筑後川 うきは市浮羽町古川 左岸 59K100～59K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

23 日田　1 大分県 筑後川 日田市川下 左岸 67K100～67K300 189m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

24 日田　2 大分県 筑後川 日田市川下筏場 左岸 70K100～70K500 409m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

25 日田　3 大分県 筑後川 日田市石井町 左岸 71K925～73K150 978m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

26 日田　4 大分県 筑後川 日田市京町 左岸 74K700～75K725 961m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

27 日田　5 大分県 筑後川 日田市高瀬本町 左岸 76K575～77K125 548m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

28 日田　6 大分県 筑後川 日田市大宮町 左岸 77K300～77K500 188m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

29 日田　7 大分県 筑後川 日田市西大山 左岸 82K300～82K500 216m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

30 大川　7 佐賀県 筑後川
佐賀市川副町大詫間
～福岡県大川市大野島

右岸 -0K600～4K462 5,082m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

31 大川　8 福岡県 筑後川 大川市大野島 右岸 4K550～5K525 1,003m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

32 大川　9 福岡県 筑後川 大川市大野島 右岸 5K700～6K000 562m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

33 諸富　1 佐賀県 筑後川 佐賀市諸富町寺井津 右岸 6K000～6K497 572m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

34 大川　10 佐賀県 筑後川 神埼市千代田町迎島 右岸 14K500～14K650 153m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

35 大川　11 福岡県 筑後川 久留米市城島町下田 右岸 16K500～16K620 119m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

36 久留米　3 佐賀県 筑後川 みやき町坂口 右岸 16K620～16K700 70m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

37 久留米　4 佐賀県 筑後川 みやき町坂口 右岸 16K700～18K100 1,400m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

38 久留米　5 佐賀県 筑後川 みやき町坂口 右岸 18K375～18K700 325m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

39 久留米　6 福岡県 筑後川 久留米市小森野 右岸 27K100～27K300 200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

40 久留米　7 福岡県 筑後川 久留米市小森野 右岸 27K300～27K425 125m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

41 久留米　8 福岡県 筑後川
久留米市小森野
～久留米市高野

右岸 27K700～28K700 1,000m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

42 久留米　9 福岡県 筑後川 久留米市宮ノ陣 右岸 29K900～30K350 450m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

43 久留米　10 福岡県 筑後川 久留米市宮ノ陣 右岸 30K350～30K700 350m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工
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44 久留米　11 福岡県 筑後川 久留米市宮ノ陣 右岸 30K700～30K900 200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

45 久留米　12 福岡県 筑後川 久留米市宮ノ陣 右岸 31K100～31K900 800m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

46 片ノ瀬　9 福岡県 筑後川
久留米市北野町高良
～久留米市北野町鳥巣

右岸 33K900～34K150 250m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

47 片ノ瀬　10 福岡県 筑後川
久留米市北野町高良
～久留米市北野町鳥巣

右岸 34K150～34K450 300m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

48 片ノ瀬　11 福岡県 筑後川
久留米市北野町高良
～久留米市北野町鳥巣

右岸 34K450～35K000 550m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

49 片ノ瀬　12 福岡県 筑後川 久留米市北野町鳥巣 右岸 35K000～35K700 700m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

50 片ノ瀬　13 福岡県 筑後川 久留米市北野町鳥巣 右岸 35K700～36K250 550m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

51 片ノ瀬　14 福岡県 筑後川 久留米市北野町中島 右岸 36K500～36K900 400m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

52 片ノ瀬　15 福岡県 筑後川 久留米市北野町塚島 右岸 36K900～37K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

53 片ノ瀬　16 福岡県 筑後川 久留米市北野町塚島 右岸 37K100～37K200 100m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

54 片ノ瀬　17 福岡県 筑後川 久留米市北野町塚島 右岸 37K300～37K700 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

55 片ノ瀬　18 福岡県 筑後川 久留米市北野町金島 右岸 38K900～39K125 196m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

56 片ノ瀬　19 福岡県 筑後川 久留米市北野町金島 右岸 39K125～39K300 88m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

57 片ノ瀬　20 福岡県 筑後川 久留米市北野町金島 右岸 39K300～39K500 200m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

58 片ノ瀬　21 福岡県 筑後川 久留米市北野町金島 右岸 39K500～40K025 562m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

59 片ノ瀬　22 福岡県 筑後川 久留米市北野町中川 右岸 40K300～40K475 175m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

60 片ノ瀬　23 福岡県 筑後川 大刀洗町西原～三川 右岸 40K900～42K500 1,600m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

61 片ノ瀬　24 福岡県 筑後川 朝倉市長田 右岸 44K500～44K725 225m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

62 片ノ瀬　25 福岡県 筑後川 朝倉市中 右岸 45K235～45K300 65m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

63 片ノ瀬　26 福岡県 筑後川 朝倉市中 右岸 45K300～45K450 150m
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

シート張り工
月の輪工
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64 吉井　7 福岡県 筑後川 朝倉市古毛 右岸 50K300～50K800 558m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

65 吉井　8 福岡県 筑後川
朝倉市杷木志波～
　　　杷木原鶴

右岸 54K325～54K900 636m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

66 吉井　9 福岡県 筑後川 朝倉市杷木原鶴 右岸 55K950～56K275 235m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

67 吉井　10 福岡県 筑後川 朝倉市杷木久喜宮 右岸 58K100～58K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

68 吉井　11 福岡県 筑後川 朝倉市杷木池田 右岸 59K100～59K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

69 吉井　12 福岡県 筑後川 朝倉市杷木林田 右岸 60K500～60K900 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

70 吉井　13 福岡県 筑後川 朝倉市杷木穂坂 右岸 61K175～61K300 129m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

71 吉井　14 福岡県 筑後川 朝倉市杷木穂坂 右岸 61K500～61K900 399m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

72 吉井　15 大分県 筑後川 日田市夜明関町 右岸 62K300～62K700 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

73 日田　8 大分県 筑後川 日田市友田町 右岸 70K500～71K125 468m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

74 日田　9 大分県 筑後川 日田市北友田町 右岸 71K500～71K625 135m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

75 日田　10 大分県 筑後川 日田市南友友田町 右岸 72K059～72K700 705m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

76 日田　11 大分県 筑後川 日田市中ノ島町 右岸 73K225～73K700 475m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

77 日田　12 大分県 筑後川 日田市隈1丁目 右岸 75K300～75K775 475m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

78 日田　13 大分県 筑後川 日田市隈1丁目～小渕町 右岸 75K850～76K675 809m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

79 日田　14 大分県 筑後川 日田市小渕町 右岸 76K900～77K750 910m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

80 日田　15 大分県 筑後川 日田市千丈 右岸 79K100～79K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

81 日田　16 大分県 筑後川 日田市大山町東大山 右岸 81K900～82K300 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

82 諸富　2 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町大詫間 左岸 -0K900～1K970 2,872m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

83 諸富　3 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町大詫間 左岸 2K100～2K698 598m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

84 諸富　４ 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町大詫間 左岸 3K000～3K500 500m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

85 諸富　５ 福岡県 早津江川 大川市大野島 左岸 3K700～4K700 1,000m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

86 諸富　６ 福岡県 早津江川 大川市大野島 左岸 5K300～5K425 135m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

87 諸富　７ 福岡県 早津江川 大川市大野島 左岸 5K900～6K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

88 諸富　８ 福岡県 早津江川 大川市大野島 左岸 6K500～7K000 504m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

89 諸富　９ 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町犬井道 右岸 -0K100～0K320 740m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

90 諸富　10 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町犬井道 右岸 0K480～2K900 2,420m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

91 諸富　11 佐賀県 早津江川
佐賀市川副町犬井道
～早津江

右岸 2K900～5K300 2,400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

92 諸富　12 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町早津江 右岸 5K400～5K600 298m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工
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93 諸富　13 佐賀県 早津江川 佐賀市諸富町寺井津 右岸 6K100～7K000 900m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

94 諸富　14 佐賀県 諸富川 佐賀市諸富町為重 右岸 0K000～0K050 50m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

95 諸富　15 佐賀県 諸富川 佐賀市諸富町諸富津 右岸 0K300～1K150 850m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

96 吉井　16 福岡県 千年分水路
朝倉市杷木志波
～うきは市吉井町千年

右岸 1K125～1K400 283m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

97 吉井　17 福岡県 原鶴分水路 朝倉市杷木志波 左岸 0K100～0K500 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

98 吉井　18 福岡県 原鶴分水路 朝倉市杷木久喜宮 左岸 0K900～1K000 100m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

99 吉井　19 福岡県 原鶴分水路 朝倉市杷木 右岸 0K000～0K100 100m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

100 吉井　20 福岡県 原鶴分水路 朝倉市杷木 右岸 0K100～0K500 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

101 吉井　21 福岡県 原鶴分水路 朝倉市杷木久喜宮 右岸 0K500～1K000 500m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

102 吉井　22 福岡県 大石分水路 うきは市浮羽町古川 左岸 0K437～0K700 302m
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

シート張り工
月の輪工

103 吉井　23 福岡県 大石分水路 うきは市浮羽町古川 左岸 0K700～0K900 200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

104 日田　17 大分県 庄手川 日田市南友田町～庄手 左岸 0K000～1K075 1,024m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

105 日田　18 大分県 庄手川 日田市中ノ島町 左岸 2K100～2K300 184m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

106 日田　19 大分県 庄手川 日田市南友田町 右岸 0K000～0K075 90m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

107 日田　20 大分県 庄手川 日田市南友田町 右岸 0K300～1K375 1,067m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

108 日田　21 大分県 庄手川 日田市亀山町 右岸 2K075～2K600 539m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

109 日田　22 大分県 隈川 日田市中ノ島町 左岸 0K225～0K550 273m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

110 日田　23 大分県 隈川 日田市中釣町 右岸 0K000～0K200 167m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

111 諸富　16 福岡県 佐賀江川 大川市新開 左岸 1K900～2K100 242m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

112 諸富　17 佐賀県 佐賀江川 佐賀市諸富町大堂 右岸 0K000～0K100 104m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

113 諸富　18 佐賀県 佐賀江川 佐賀市諸富町徳富～大堂 右岸 1K100～1K500 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

114 諸富　19 福岡県 城原川
大川市大字道海島～
神埼市千代田町崎村

左岸 0K000～0K125 137m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

115 諸富　20 佐賀県 城原川 神埼市千代田町崎村～用作 左岸 0K150～1K500 1,323m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

116 諸富　21 佐賀県 城原川 神埼市千代田町用作 左岸 1K500～2K100 614m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

117 諸富　22 佐賀県 城原川 神埼市千代田町用作～直鳥 左岸 2K100～2K575 475m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工
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118 諸富　23 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 左岸 2K600～2K675 75m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

119 諸富　24 佐賀県 城原川
神埼市千代田町直鳥
～嘉納

左岸 2K725～3K700 824m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

120 諸富　25 佐賀県 城原川 神埼市千代田町嘉納 左岸 3K700～4K325 622m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

121 諸富　26 佐賀県 城原川 神埼市千代田町嘉納 左岸 4K325～4K500 175m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

122 諸富　27 佐賀県 城原川 神埼市千代田町嘉納 左岸 4K500～4K700 200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

123 諸富　28 佐賀県 城原川
神埼市千代田町嘉納
～神埼町西小津ヶ里

左岸 4K700～6K300 1,600m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

124 諸富　29 佐賀県 城原川
佐賀市蓮池町小松
～蓮池町古賀

右岸 0K100～1K300 1,181m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

125 諸富　30 佐賀県 城原川 神埼市柴尾 右岸 1K500～1K900 390m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

126 諸富　31 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 右岸 2K950～3K100 150m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

127 諸富　32 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 右岸 3K100～3K500 396m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

128 諸富　33 佐賀県 城原川 神埼市千代田町直鳥 右岸 3K500～3K700 200m

河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

129 諸富　34 佐賀県 城原川
神埼市千代田町直鳥
～姉

右岸 3K700～4K800 1,100m
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

シート張り工
月の輪工

130 諸富　35 佐賀県 城原川 神埼市千代田町姉 右岸 4K900～5K300 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

131 諸富　36 佐賀県 城原川 神埼市神埼町本告牟田 右岸 5K500～5K700 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

132 諸富　37 佐賀県 城原川
神埼市神埼町本告牟田
～竹

右岸 7K300～9K000 1,700m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

133 諸富　38 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 左岸 2K000～2K225 218m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

134 諸富　39 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 左岸 2K275～2K475 202m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

135 諸富　40 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 左岸 3K300～3K500 194m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

136 諸富　41 佐賀県 田手川
神埼市千代田町渡瀬～下
板

左岸 3K675～3K800 122m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

137 諸富　42 佐賀県 田手川 神埼市千代田町崎村 右岸 0K900～1K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

138 諸富　43 佐賀県 田手川
神埼市千代田町渡瀬
～下神代

右岸 1K500～1K875 371m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

139 諸富　44 佐賀県 田手川 神埼市千代田町上神代 右岸 2K350～2K450 94m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

140 諸富　45 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 2K700～2K900 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工
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141 諸富　46 佐賀県 田手川 神埼市千代田町詫田 右岸 3K100～3K575 485m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

142 諸富　47 佐賀県 田手川 神埼市千代田町詫田 右岸 3K625～3K800 152m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

143 大川　12 福岡県 広川 久留米市城島町内野 左岸 0K000～0K075 75m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

144 久留米　13 佐賀県 広川 みやき町大字坂口字坂口 右岸 1K100～1K400 300m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

145 久留米　14 佐賀県 広川 みやき町大字坂口字坂口 右岸 2K100～2K375 275m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

146 久留米　15 福岡県 広川 久留米市大善寺町中津 右岸 2K500～3K350 850m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

147 久留米　16 福岡県 宝満川 久留米市小森野 左岸 0K700～0K900 200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

148 久留米　17 福岡県 宝満川 久留米市小森野 左岸 1K900～2K675 775m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

149 久留米　18 福岡県 宝満川 小郡市福童 右岸 5K900～6K500 600m
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

シート張り工
月の輪工

150 久留米　19 福岡県 宝満川 小郡市福童 右岸 6K500～7K300 800m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

151 久留米　20 佐賀県 安良川 鳥栖市幸津町 左岸 2K025～2K100 72m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

152 久留米　21 佐賀県 安良川 鳥栖市幸津町 右岸 2K025～2K100 86m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

153 久留米　22 福岡県 高良川 久留米市合川町 左岸 0K700～1K600 844m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

154 久留米　23 福岡県 高良川 久留米市合川町 右岸 0K900～1K600 644m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

155 片ノ瀬　27 福岡県 小石原川 久留米市北野町八重亀 左岸 -1K000～-0K975 28m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

156 片ノ瀬　28 福岡県 小石原川
久留米市北野町中川
～大刀洗町大字守部

左岸 -0K700～0K025 758m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

157 片ノ瀬　29 福岡県 小石原川 大刀洗町大字菅野 左岸 1K900～2K100 203m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

158 片ノ瀬　30 福岡県 小石原川 久留米市北野町八重亀 右岸 -1K000～-0K700 300m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

159 片ノ瀬　31 福岡県 小石原川
久留米市北野町中川
～大刀洗町大字守部

右岸 -0K700～0K000 700m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

160 片ノ瀬　32 福岡県 小石原川 大刀洗町大字守部 右岸 0K000～0K300 277m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

161 片ノ瀬　33 福岡県 小石原川 大刀洗町大字守部～冨多 右岸 0K525～1K500 975m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

162 片ノ瀬　34 福岡県 小石原川 大刀洗町大字栄田 右岸 2K725～2K900 179m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

163 片ノ瀬　35 福岡県 佐田川 朝倉市下長田～小田 左岸 0K900～3K300 2,400m
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

シート張り工
月の輪工

164 片ノ瀬　36 福岡県 佐田川 朝倉市小田 左岸 3K300～3K500 200m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工
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165 片ノ瀬　37 福岡県 佐田川 朝倉市屋永 左岸 4K800～5K100 303m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

166 片ノ瀬　38 福岡県 佐田川 大刀洗町大字三川 右岸 0K000～0K500 500m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

167 片ノ瀬　39 福岡県 佐田川 大刀洗町大字三川 右岸 0K500～0K700 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

168 片ノ瀬　40 福岡県 佐田川 大刀洗町大字三川 右岸 0K700～0K900 200m

河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

169 片ノ瀬　41 福岡県 佐田川 大刀洗町大字三川 右岸 0K900～1K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

170 片ノ瀬　42 福岡県 佐田川
大刀洗町大字三川
～朝倉市白鳥

右岸 1K100～1K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

171 片ノ瀬　43 福岡県 佐田川 朝倉市白鳥 右岸 1K839～2K010 171m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

172 片ノ瀬　44 福岡県 佐田川 朝倉市小隈～小田 右岸 2K300～2K925 625m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

173 片ノ瀬　45 福岡県 佐田川 朝倉市屋永 右岸 5K900～6K100 200m
堤体から漏水が発生する恐れあり
(堤体漏水Ｂ)

シート張り工

174 吉井　24 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 左岸 0K175～0K700 525m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

175 吉井　25 福岡県 隈上川
うきは市吉井町桜井
～浮羽町西隈上

左岸 0K700～1K125 425m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

176 吉井　26 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町西隈上 左岸 1K125～1K400 270m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

177 吉井　27 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町東隈上 左岸 1K900～2K100 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

178 吉井　28 福岡県 隈上川
うきは市浮羽町東隈上
～朝田

左岸 2K300～2K925 624m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

179 吉井　29 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K175～0K225 46m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

180 吉井　30 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K450～0K700 250m
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(基礎地盤漏水Ｂ)

月の輪工

181 吉井　31 福岡県 隈上川
うきは市吉井町桜井
～浮羽町西隈上

右岸 0K700～1K104 404m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ｂ・基礎地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

182 吉井　32 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町西隈上 右岸 1K104～1K300 188m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

183 吉井　33 福岡県 隈上川
うきは市浮羽町西隈上
～東隈上

右岸 1K700～2K125 425m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

184 日田　24 大分県 花月川 日田市南友田町 左岸 1K050～1K500 451m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

185 日田　25 大分県 花月川
日田市新治町
～大字渡里

左岸 1K900～2K300 400m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

186 日田　26 大分県 花月川 日田市豆田町 左岸 3K300～3K500 208m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

187 日田　27 大分県 花月川 日田市坂井町 左岸 6K300～6K500 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

188 日田　28 大分県 花月川 日田市財津町 左岸 7K300～7K900 585m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

189 日田　29 大分県 花月川 日田市北友田 右岸 1K300～1K700 417m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

190 日田　30 大分県 花月川 日田市吹上町 右岸 3K100～3K300 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

191 日田　31 大分県 花月川 日田市財津町 右岸 7K300～7K900 600m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ｂ)

積み土のう工

計 191 箇所 103,119m



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 29 箇所 21,864m

右岸 52 箇所 26,855m

左岸 7 箇所 5,809m

右岸 5 箇所 6,758m

左岸 0 箇所 0m

右岸 2 箇所 900m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 283m

左岸 2 箇所 500m

右岸 3 箇所 1,000m

左岸 2 箇所 502m

右岸 0 箇所 0m

左岸 2 箇所 1,208m

右岸 3 箇所 1,696m

左岸 1 箇所 273m

右岸 1 箇所 167m

左岸 1 箇所 242m

右岸 2 箇所 504m

左岸 10 箇所 6,045m

右岸 9 箇所 5,717m

左岸 4 箇所 736m

右岸 6 箇所 1,503m

左岸 1 箇所 75m

右岸 3 箇所 1,425m

左岸 2 箇所 975m

右岸 2 箇所 1,400m

左岸 1 箇所 72m

右岸 1 箇所 86m

左岸 1 箇所 844m

右岸 1 箇所 644m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 3 箇所 989m

右岸 5 箇所 2,431m

左岸 3 箇所 2,903m

右岸 8 箇所 2,296m

左岸 5 箇所 2,044m

右岸 5 箇所 1,313m

諸富川

千年分水路

計 筑後川

早津江川

庄手川

原鶴分水路

大石分水路

隈川

城原川

佐賀江川

田手川

広川

安良川

宝満川

高良川

巨瀬川

佐田川

小石原川

隈上川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 5 箇所 1,844m

右岸 3 箇所 1,217m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 79 箇所 46,924m

右岸 112 箇所 56,195m

191 箇所 103,119m

筑後川 2 箇所 5,654m

佐賀江川 2 箇所 504m

城原川 1 箇所 1,181m

早津江川 8 箇所 10,728m

諸富川 2 箇所 900m

筑後川 0 箇所 0m

宝満川 0 箇所 0m

安良川 2 箇所 158m

筑後川 3 箇所 1,795m

広川 2 箇所 575m

筑後川 1 箇所 153m

城原川 17 箇所 10,444m

田手川 10 箇所 2,239m

筑後川 36 箇所 20,335m

広川 2 箇所 925m

宝満川 2 箇所 975m

高良川 2 箇所 1,488m

巨瀬川 0 箇所 0m

田手川 0 箇所 0m

小石原川 4 箇所 1,786m

筑後川 5 箇所 4,939m

早津江川 4 箇所 1,839m

佐賀江川 1 箇所 242m

城原川 1 箇所 137m

筑後川 12 箇所 3,735m

佐田川 6 箇所 3,899m

原鶴分水路 5 箇所 1,500m

千年分水路 1 箇所 283m

花月川

久留米市

大川市

合計

福
岡
県

佐
賀
県

佐賀市

鳥栖市

みやき町

神埼市

朝倉市

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

小郡市 宝満川 2 箇所 1,400m

柳川市 筑後川 0 箇所 0m

筑後川 4 箇所 2,043m

千年分水路 0 箇所 0m

大石分水路 2 箇所 502m

隈上川 10 箇所 3,357m

筑後川 1 箇所 1,600m

小石原川 4 箇所 1,634m

佐田川 5 箇所 1,300m

筑後川 17 箇所 8,466m

庄手川 5 箇所 2,904m

隈川 2 箇所 440m

花月川 8 箇所 3,061m

玖珠川 0 箇所 0m

熊
本
県

小国町 筑後川 0 箇所 0m

合計 191 箇所 103,119m

大
分
県

日田市

うきは市

大刀洗町



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法

1 大川　13 福岡県･佐賀県 筑後川
左岸：大川市向島
右岸：佐賀市元富町為重

両岸 6K630 諸富鉄橋 日本国有鉄道清算事業団 桁下高B

2 大川　14 福岡県･佐賀県 筑後川
左岸：久留米市城島町城島
右岸：神埼市千代田町迎島

両岸 14K700 六五郎橋 佐賀県 桁下高B

3 大川　15 福岡県･佐賀県 筑後川
左岸：久留米市城島町城島
右岸：神埼市千代田町迎島

両岸 14K700 六五郎橋歩道橋 佐賀県 桁下高B

4 片ノ瀬　46 福岡県 筑後川
左岸：久留米市田主丸町菅原
右岸：大刀洗町守部 両岸 41K000 筑後川橋 福岡県 桁下高B

5 諸富　48 佐賀県 諸富川
左岸：佐賀市諸富町徳富
右岸：佐賀市諸富町諸富津

両岸 0K480 諸富橋 国土交通省 桁下高B

6 諸富　49 佐賀県 諸富川
左岸：佐賀市諸富町徳富
右岸：佐賀市諸富町諸富津

両岸 0K480 諸富橋側道橋 国土交通省 桁下高B

7 吉井　34 福岡県 原鶴分水路
左岸：朝倉市杷木志波
右岸：朝倉市杷木志波

両岸 -0K002 原鶴鵜之火橋 福岡県 桁下高B

8 吉井　35 福岡県 原鶴分水路
左岸：朝倉市杷木久喜宮
右岸：朝倉市杷木久喜宮

両岸 0K610 原鶴中央橋 朝倉市 桁下高B

9 日田　32 大分県 庄手川
左岸：日田市南友田
右岸：日田市南友田

両岸 0K650 徳瀬橋 日田市 桁下高B

10 諸富　50 佐賀県 佐賀江川
左岸：佐賀市諸富町徳富
右岸：佐賀市諸富町徳富

両岸 0K112 徳富大橋 佐賀県 桁下高B

11 諸富　51 福岡県･佐賀県 佐賀江川
左岸：大川市道海島
右岸：佐賀市諸富町大堂

両岸 1K100 三川橋 佐賀県・福岡県 桁下高B

12 諸富　52 佐賀県 城原川
左岸：神埼市千代田町崎村
右岸：佐賀市蓮池町小松

両岸 0K130 堂地大橋 佐賀県 桁下高B

13 諸富　53 佐賀県 城原川
左岸：佐賀市蓮池町小松
右岸：佐賀市蓮池町小松

両岸 0K370 新橋 佐賀県 桁下高B

14 諸富　54 佐賀県 城原川
左岸：佐賀市蓮池町古賀
右岸：佐賀市蓮池町古賀

両岸 0K935 古賀橋 佐賀市 桁下高B

15 諸富　55 佐賀県 城原川
左岸：神埼市千代田町用作
右岸：神埼市柴尾

両岸 1K740 柴尾橋 佐賀県 桁下高B

16 諸富　56 佐賀県 城原川
左岸：神埼市神埼町永歌
右岸：神埼市千代田町姉

両岸 4K840 新宿橋 神埼市 桁下高B

17 諸富　57 佐賀県 城原川
左岸：神埼市神埼町永歌
右岸：神埼市神埼町本告牟田 両岸 5K490 夫婦井樋橋 神埼市 桁下高B

備考



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

18 諸富　58 佐賀県 田手川
左岸：神埼市千代田町渡瀬
右岸：神埼市千代田町渡瀬

両岸 1K936 千歳橋 佐賀県 桁下高B

19 諸富　59 佐賀県 田手川
左岸：神埼市千代田町渡瀬
右岸：神埼市千代田町渡瀬

両岸 2K834 古賀橋 神埼市 桁下高B

20 諸富　60 佐賀県 田手川
左岸：神埼市千代田町下坂
右岸：神埼市千代田町詫田

両岸 3K592 樋道橋 神埼市 桁下高B

21 諸富　61 佐賀県 田手川
左岸：神埼市千代田町下坂
右岸：神埼市千代田町詫田

両岸 3K825 城東橋 佐賀県 桁下高B

22 久留米　2４ 佐賀県 安良川
左岸：鳥栖市轟木
右岸：鳥栖市幸津

両岸 2K040 旭川鉄道橋 九州旅客鉄道(株) 桁下高B

23 久留米　25 福岡県 高良川
左岸：久留米市百年公園
右岸：久留米市新合川

両岸 0K330 さくら橋 国土交通省 桁下高B

24 久留米　26 福岡県 高良川
左岸：久留米市合川町
右岸：久留米市合川町

両岸 0K846 枝光橋 久留米市 桁下高B

25 久留米　27 福岡県 高良川
左岸：久留米市合川町
右岸：久留米市合川町

両岸 1K100 合川橋 久留米市 桁下高B

26 片ノ瀬　47 福岡県 巨瀬川
左岸：久留米市田主丸町中尾
右岸：久留米市田主丸町以真恵 両岸 6K420 今村橋 久留米市 桁下高B

27 片ノ瀬　48 福岡県 小石原川
左岸：大刀洗町守部
右岸：大刀洗町守部

両岸 -0K033 筑後川橋 福岡県 桁下高B

28 片ノ瀬　49 福岡県 小石原川
左岸：大刀洗町栄田
右岸：大刀洗町栄田

両岸 3K341 栄田橋 福岡県 桁下高B

29 片ノ瀬　50 福岡県 佐田川
左岸：朝倉市板屋
右岸：朝倉市板屋

両岸 8K160 板屋橋 朝倉市 桁下高B

30 吉井　36 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町西隈上
右岸：うきは市浮羽町西隈上

両岸 1K436 隈上川橋 うきは市 桁下高B

31 吉井　37 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町西隈上
右岸：うきは市浮羽町西隈上

両岸 1K436 上御所橋 うきは市 桁下高B

32 吉井　38 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町西隈上
右岸：うきは市浮羽町西隈上

両岸 1K600 久大線鉄道橋 九州旅客鉄道(株) 桁下高B

33 吉井　39 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町東隈上
右岸：うきは市浮羽町東隈上

両岸 1K950 今川橋 福岡県 桁下高B

34 吉井　40 福岡県 隈上川
左岸：うきは市浮羽町東隈上
右岸：うきは市浮羽町東隈上

両岸 1K950 今川橋側道橋 福岡県 桁下高B



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

35 日田　33 大分県 花月川
左岸：日田市南友田
右岸：日田市北友田

両岸 1K290 荻鶴橋 日田市 桁下高B

36 日田　34 大分県 花月川
左岸：日田市渡里
右岸：日田市吹上町

両岸 2K600 花月川大橋 大分県 桁下高B

37 日田　35 大分県 花月川
左岸：日田市丸の内町
右岸：日田市吹上町

両岸 2K720 渡里橋 日田市 桁下高B

38 日田　36 大分県 花月川
左岸：日田市丸山
右岸：日田市豆田町

両岸 3K460 御幸橋 大分県 桁下高B

39 日田　37 大分県 花月川
左岸：日田市丸山
右岸：日田市豆田町

両岸 3K600 一新橋 日田市 桁下高B

40 日田　38 大分県 花月川
左岸：日田市藤山町
右岸：日田市財津町

両岸 8K517 明徳橋 日田市 桁下高B

41 日田　39 大分県 玖珠川
左岸：日田市大部町
右岸：日田市三芳小渕町

両岸 0K017 小渕橋 大分県 桁下高B

計 41 箇所



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 2.0 箇所

右岸 2.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 3.0 箇所

右岸 3.0 箇所

左岸 2.0 箇所

右岸 2.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 1.5 箇所

右岸 1.5 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 2.5 箇所

右岸 2.5 箇所
隈上川

佐田川

小石原川

巨瀬川

広川

宝満川

高良川

安良川

城原川

田手川

佐賀江川

隈川

庄手川

原鶴分水路

大石分水路

筑後川計

早津江川

千年分水路

諸富川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 3.0 箇所

右岸 3.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 20.5 箇所

右岸 20.5 箇所

41 箇所

左岸 2.0 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.5 箇所

右岸 1.5 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

高良川

宝満川

城原川

大石分水路

佐賀江川

花月川

玖珠川

筑後川

合計

早津江川

計 福岡県

原鶴分水路

千年分水路

福岡県 広川

田手川

小石原川

佐田川

巨瀬川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 2.5 箇所

右岸 2.5 箇所

左岸 9.5 箇所

右岸 7.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 1.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 1.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 3.0 箇所

右岸 3.0 箇所

左岸 2.0 箇所

右岸 2.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 7.0 箇所

右岸 9.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 3.0 箇所

右岸 3.0 箇所

左岸 0.5 箇所

右岸 0.5 箇所

左岸 4.0 箇所

右岸 4.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所
熊本県 筑後川

筑後川佐賀県

計

隈上川

城原川

佐賀江川

広川

田手川

諸富川

早津江川

安良川

宝満川

佐賀県

大分県 筑後川

庄手川

計

隈川

計

花月川

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （Ｂ）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

合計 41 箇所

計



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要注意） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

1 久留米 1 福岡県 筑後川 久留米市瀬ノ下町 左岸 25K180～2５K450 270m 施工後3年以内(令和元年度施工）

2 吉井　1 福岡県 筑後川 うきは市吉井町千年 左岸 54K800～55K175 375m 施工後3年以内(令和２年度施工）

3 吉井　2 福岡県 筑後川 うきは市吉井町桜井 左岸 56K615～56K700 138m 施工後3年以内(令和２年度施工）

4 大川　1 福岡県 筑後川 大川市大野島 右岸 4K580～4K650 70m 施工後3年以内(令和２年度施工）

5 大川　2 福岡県 筑後川 久留米市城島町浮島 右岸 11K375～11K561 186m 施工後3年以内(平成30年度施工、令和元年度施工）

6 久留米　2 佐賀県 筑後川 みやき町江口 右岸 24K475～24K710 235m 施工後3年以内(令和２年度施工）

7 久留米　3 福岡県 筑後川 久留米市小森野町 右岸 27K425～27K590 165m 施工後3年以内(令和２年度施工）

8 片ノ瀬　1 福岡県 筑後川 久留米市北野町石崎 右岸 32K585～33K025 440m 施工後3年以内(令和２年度施工）

9 片ノ瀬　2 福岡県 筑後川
久留米市北野町高良～
　　　　鳥巣

右岸 33K977～34K200 223m 施工後3年以内(令和２年度施工）

10 片ノ瀬　3 福岡県 筑後川 久留米市北野町鳥巣 右岸 34K450～35K031 581m 施工後3年以内(令和２年度施工）

11 片ノ瀬　4 福岡県 筑後川 久留米市北野町鳥巣 右岸 35K050～35K450 400m 施工後3年以内(令和２年度施工）

12 片ノ瀬　5 福岡県 筑後川 久留米市北野町鳥巣 右岸 35K825～36K250 425m 施工後3年以内(令和２年度施工）

13 片ノ瀬　6 福岡県 筑後川 久留米市北野町金島 右岸 39K536～40K000 464m 施工後3年以内(令和２年度施工）

14 吉井　3 福岡県 筑後川 朝倉市杷木志波 右岸 53K843～54K075 232m 施工後3年以内(令和２年度施工）

15 諸富　1 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町大詫間 左岸 2K698～3K000 302m 施工後3年以内(令和元年度施工）

16 諸富　2 佐賀県 早津江川
佐賀市川副町大詫間～
大川市大野島

左岸 3K350～4K020 670m 施工後3年以内(令和元、２年度施工）

17 諸富　3 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町早津江 右岸 2K350～2K900 550m 施工後3年以内(令和元、２年度施工）



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要注意） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

18 諸富　4 佐賀県 早津江川 佐賀市川副町早津江 右岸 3K100～4K240 1,140m 施工後3年以内(令和元年度施工）

19 吉井　4 福岡県 大石分水路 うきは市浮羽町古川 右岸 0K286～0K323 37m 施工後3年以内(令和３年度施工）

20 吉井　5 福岡県 大石分水路 うきは市浮羽町古川 右岸 0K323～0K571 248m 施工後3年以内(令和２年度施工）

21 諸富　5 佐賀県 城原川 神埼市千代田町姉 右岸 4K800～5K000 200m 施工後3年以内(令和２年度施工）

22 大川　3 福岡県 広川 久留米市三潴町草場 左岸 0K656～1K659 1,003m 施工後3年以内(令和元、２年度施工）

23 久留米　4 佐賀県 広川 みやき町大字坂口字坂口 右岸 1K325～2K075 750m 施工後3年以内(令和２年度施工）

24 片ノ瀬　7 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 6K537～6K625 88m 施工後3年以内(令和元、２年度施工）

25 片ノ瀬　8 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 8K138～8K450 312m 施工後3年以内(令和２年度施工）

26 片ノ瀬　9 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 5K850～6K012 162m 施工後3年以内(令和元、２年度施工）

27 片ノ瀬　10 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 6K600～6K825 225m 施工後3年以内(令和元、２年度施工）

28 片ノ瀬　11 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 7K225～7K450 225m 施工後3年以内(令和２年度施工）

29 片ノ瀬　12 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 7K825～7K975 150m 施工後3年以内(令和元年度施工）

30 片ノ瀬　13 福岡県 小石原川 久留米市北野町八重亀 右岸 -1K000～-0/760 240m 施工後3年以内(令和２年度施工）

31 片ノ瀬　14 福岡県 佐田川 朝倉市八重津 左岸 1K275～1K650 375m 施工後3年以内(令和２年度施工）

32 吉井　6 福岡県 隈上川 うきは市浮羽町西隈上 右岸 1K004～1K284 280m 施工後3年以内(令和元年度施工）

33 日田　1 大分県 花月川 日田市友田町 左岸 0K000～0K050 50m 施工後3年以内(令和２年度施工）

34 日田　2 大分県 花月川 日田市大字西有田 左岸 5K640～5K800 160m 破堤跡

35 日田　3 大分県 花月川 日田市大字友田 右岸 0K950～1K550 600m 施工後3年以内(令和元年度施工）

36 日田　4 大分県 花月川 日田市大字西有田 右岸 5K970～6K170 200m 破堤跡

計 36 箇所 12,171m



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要注意） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 3 箇所 783m

右岸 11 箇所 3,421m

左岸 2 箇所 972m

右岸 2 箇所 1,690m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 2 箇所 285m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 200m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 1 箇所 1,003m

右岸 1 箇所 750m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

諸富川

早津江川

筑後川計

原鶴分水路

千年分水路

庄手川

大石分水路

佐賀江川

隈川

城原川

田手川

宝満川

広川

安良川

高良川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要注意） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 2 箇所 400m

右岸 4 箇所 762m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 240m

左岸 1 箇所 375m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 1 箇所 280m

左岸 2 箇所 210m

右岸 2 箇所 800m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 11 箇所 3,743m

右岸 25 箇所 8,428m

36 箇所 12,171m

筑後川 0 箇所 0m

佐賀江川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

早津江川 4 箇所 2,662m

諸富川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

宝満川 0 箇所 0m

安良川 0 箇所 0m

筑後川 1 箇所 235m

広川 1 箇所 750m

筑後川 0 箇所 0m

城原川 1 箇所 200m

田手川 0 箇所 0m

巨瀬川

佐田川

小石原川

隈上川

花月川

佐
賀
県

佐賀市

鳥栖市

みやき町

神埼市

合計

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要注意） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

筑後川 9 箇所 3,154m

広川 1 箇所 1,003m

宝満川 0 箇所 0m

高良川 0 箇所 0m

巨瀬川 6 箇所 1,162m

田手川 0 箇所 0m

小石原川 1 箇所 240m

筑後川 1 箇所 70m

早津江川 0 箇所 0m

佐賀江川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

筑後川 1 箇所 232m

佐田川 1 箇所 375m

原鶴分水路 0 箇所 0m

小郡市 宝満川 0 箇所 0m

柳川市 筑後川 0 箇所 0m

筑後川 2 箇所 513m

千年分水路 0 箇所 0m

大石分水路 2 箇所 285m

隈上川 1 箇所 280m

筑後川 0 箇所 0m

小石原川 0 箇所 0m

佐田川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

庄手川 0 箇所 0m

隈川 0 箇所 0m

花月川 4 箇所 1,010m

玖珠川 0 箇所 0m

杖立川 0 箇所 0m

熊
本
県

小国町 筑後川 0 箇所 0m

合計 36 箇所 12,171m

福
岡
県

大
分
県

日田市

久留米市

大川市

朝倉市

うきは市

大刀洗町



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要 注 意）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法

1 日田　5 大分県 筑後川 日田市北友田 右岸 71K400 入江角落 国土交通省

2 諸富　6 佐賀県 田手川 神埼市千代田町崎村 右岸 1K010 崎村4号陸閘門 国土交通省

3 諸富　7 佐賀県 田手川 神埼市千代田町崎村 右岸 1K100 崎村3号陸閘門 国土交通省

4 諸富　8 佐賀県 田手川 神埼市千代田町崎村 右岸 1K180 崎村2号陸閘門 国土交通省

5 諸富　9 佐賀県 田手川 神埼市千代田町崎村 右岸 1K290 崎村1号陸閘門 国土交通省

6 諸富　10 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 1K370 下神代6号陸閘門 国土交通省

7 諸富　11 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 1K380 下神代5号陸閘門 国土交通省

8 諸富　12 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 1K450 下神代4号陸閘門 国土交通省

9 諸富　13 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 1K510 下神代3号陸閘門 国土交通省

10 諸富　14 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 1K650 下神代2号陸閘門 国土交通省

11 諸富　15 佐賀県 田手川 神埼市千代田町渡瀬 右岸 1K720 下神代1号陸閘門 国土交通省

12 日田　6 大分県 花月川 日田市丸の内町 左岸 3K310 丸ノ内陸閘 国土交通省

13 日田　7 大分県 花月川 日田市城町 左岸 3K690 城町第2号陸閘 国土交通省

14 日田　8 大分県 花月川 日田市城町 左岸 3K720 城町第3号陸閘 国土交通省

15 日田　9 大分県 花月川 日田市城町 左岸 3K750 城町第4号陸閘 国土交通省

16 日田　10 大分県 花月川 日田市西有田 左岸 4K805 夕田第3号陸閘 国土交通省

17 日田　11 大分県 花月川 日田市西有田 左岸 4K900 夕田第4号陸閘 国土交通省

備考



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要 注 意）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

18 日田　12 大分県 花月川 日田市西有田 左岸 4K975 夕田第5号陸閘 国土交通省

19 日田　13 大分県 花月川 日田市西有田 左岸 5K045 夕田第1号陸閘 国土交通省

20 日田　14 大分県 花月川 日田市西有田 左岸 5K100 夕田第2号陸閘 国土交通省

21 日田　15 大分県 花月川 日田市丸山町 右岸 3K450 丸山陸閘 国土交通省

22 日田　16 大分県 花月川 日田市上手町 右岸 4K955 上手陸閘 国土交通省

23 日田　17 大分県 玖珠川 日田市日高町 右岸 0K315 日高第1号角落 国土交通省

24 日田　18 大分県 玖珠川 日田市日高町 右岸 0K380 日高第2号角落 国土交通省

25 日田　19 大分県 玖珠川 日田市日高町 右岸 0K480 日高第3号角落 国土交通省

26 日田　20 大分県 玖珠川 日田市日高町 右岸 0K535 日高第4号角落 国土交通省

27 日田　21 大分県 玖珠川 日田市日高町 右岸 0K595 日高第5号角落 国土交通省

28 日田　22 大分県 玖珠川 日田市日高町 右岸 0K650 日高第6号角落 国土交通省

計 28 箇所



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要 注 意）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 0.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 10.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

大石分水路

広川

隈川

千年分水路

早津江川

筑後川

庄手川

原鶴分水路

諸富川

計

佐賀江川

城原川

田手川

宝満川

安良川

巨瀬川

高良川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要 注 意）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 9.0 箇所

右岸 2.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 6.0 箇所

左岸 9.0 箇所

右岸 19.0 箇所

28 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所
田手川

大石分水路

佐賀江川

城原川

千年分水路

原鶴分水路

早津江川

筑後川

佐田川

小石原川

隈上川

花月川

合計

計 福岡県

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要 注 意）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 10.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所
宝満川

田手川

広川

早津江川

佐賀江川

諸富川

城原川

筑後川

小石原川

隈上川

計

佐賀県

宝満川

広川

高良川

佐田川

福岡県

巨瀬川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （要 注 意）　工 作 物 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 水防工法備考

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 10.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 1.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 9.0 箇所

右岸 2.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 6.0 箇所

左岸 9.0 箇所

右岸 9.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

左岸 0.0 箇所

右岸 0.0 箇所

合計 28 箇所

熊本県 筑後川

計

隈川

計

庄手川

花月川

佐賀県

大分県

計

筑後川

安良川

玖珠川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （重点区間） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

1 吉井　1 福岡県 筑後川 うきは市吉井町長野 左岸 56K500～56K700 287m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

2 吉井　2 福岡県 筑後川 朝倉市杷木志波 右岸 53K700～54K300 669m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

3 諸富　1 福岡県・佐賀県 早津江川
佐賀市川副町大詫間～
大川市大野島

左岸 3K500～3K700 200m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

4 片ノ瀬　1 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 5K300～9ｋ300 3,978m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

5 片ノ瀬　2 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 9K300～9k450 150m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ・水衝・洗掘Ｂ)

積み土のう工
木流し工

6 片ノ瀬　3 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 左岸 9K450～10k000 550m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

7 片ノ瀬　4 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 5K625～5K700 75m
河積不足の為、越水の恐れあり
堤体から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・堤体漏水Ｂ)

積み土のう工
シート張り工

8 片ノ瀬　5 福岡県 巨瀬川 久留米市田主丸町 右岸 5K700～10k000 4,309m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

9 片ノ瀬　6 福岡県 小石原川
大刀洗町菅野～
久留米市北野町中川

左岸 0K100～1K490 1,363m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

10 吉井　3 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K000～0K175 177m
河積不足の為、越水の恐れあり
(越水Ａ)

積み土のう工

11 吉井　4 福岡県 隈上川 うきは市吉井町桜井 右岸 0K225～0K450 196m
河積不足の為、越水の恐れあり
基礎地盤から漏水が発生する恐れあり
(越水Ａ・地盤漏水Ｂ)

積み土のう工
月の輪工

計 11 箇所 11,954m



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （重点区間） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 1 箇所 287m

右岸 1 箇所 669m

左岸 1 箇所 200m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

諸富川

早津江川

筑後川

大石分水路

原鶴分水路

計

千年分水路

庄手川

隈川

城原川

佐賀江川

田手川

広川

安良川

宝満川

高良川



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （重点区間） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

左岸 3 箇所 4,678m

右岸 2 箇所 4,384m

左岸 1 箇所 1,363m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 2 箇所 373m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 0 箇所 0m

右岸 0 箇所 0m

左岸 6 箇所 6,528m

右岸 5 箇所 5,426m

11 箇所 11,954m

筑後川 0 箇所 0m

佐賀江川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

早津江川 1 箇所 200m

諸富川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

宝満川 0 箇所 0m

安良川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

広川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

田手川 0 箇所 0m

巨瀬川

佐田川

小石原川

隈上川

花月川

みやき町

神埼市

佐賀市

鳥栖市

玖珠川

合計

佐
賀
県



様式－３ 令 和 ４ 年 度   筑 後 川 重 要 水 防 箇 所 一 覧 表 （重点区間） 筑 後 川 水 系

番号 出張所 県名 河川名 地先名
左右岸
の区別

位置 延長 (m) 備考 水防工法

筑後川 0 箇所 0m

広川 0 箇所 0m

宝満川 0 箇所 0m

高良川 0 箇所 0m

巨瀬川 5 箇所 9,062m

田手川 0 箇所 0m

小石原川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

早津江川 0 箇所 0m

佐賀江川 0 箇所 0m

城原川 0 箇所 0m

筑後川 1 箇所 669m

佐田川 0 箇所 0m

原鶴分水路 0 箇所 0m

千年分水路 0 箇所 0m

小郡市 宝満川 0 箇所 0m

柳川市 筑後川 0 箇所 0m

筑後川 1 箇所 287m

千年分水路 0 箇所 0m

大石分水路 0 箇所 0m

隈上川 2 箇所 373m

筑後川 0 箇所 0m

小石原川 1 箇所 1,363m

佐田川 0 箇所 0m

筑後川 0 箇所 0m

庄手川 0 箇所 0m

隈川 0 箇所 0m

花月川 0 箇所 0m

玖珠川 0 箇所 0m

熊
本
県

小国町 筑後川 0 箇所 0m

合計 11 箇所 11,954m

大川市

うきは市

朝倉市

日田市

久留米市

大
分
県

大刀洗町

福
岡
県



様式－５ 筑　後　川　水　系

種別

ランク
箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

箇
所
数

延長

（㎞）

66 36.577 0 0.000 0 0.000 4 1.694 127 0 0.000 0 0.000 0

141 74.443 31 22.717 19 5.960 0 0.000 41 0 0.000 0 0.000 0

28 34 11.811 2 0.360 0

207 111.020 31 22.717 19 5.960 4 1.694 196 34 11.811 2 0.360 0

11 11.954 0 0.000 0 0.000 0 0.000 168 0 0.000 0 0.000 0

１．この数値は重複しない。（工作物・陸閘は除く）
２．種別が複数のもの又は同一区間でランクが複数に渡るものは、ランクの高いものを代表とし重複内容は様式－３の備考欄に記入する。
　　種別の記入優先度は⑧低→①高とする。
３．工作物と陸閘については箇所付けを行い、延長は記入しない。

ラ　ン　ク　別　内　訳　表
①

越水

②

堤体漏水

③
基礎地盤
漏水

重点区間

⑧

陸 閘

Ａ

Ｂ

要注意

④
水 衝
洗 掘

⑤

工 作 物

⑥

工 事 施 工

⑦
新堤防破堤
旧　 川　 跡

計



様式－６ 市　町　村　別　内　訳　表 筑　後　川　水　系

重　　要　　水　　防　　区　　域

県　名 市郡町村名 河川名 Ａ Ｂ 要　注　意 計 備　　　　考

箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km)

福岡県 久留米市 筑後川 5 2.038 36 20.335 9 3.154 50 25.527 0 0.000

広川 0 0.000 2 0.925 1 1.003 3 1.928 0 0.000

宝満川 0 0.000 2 0.975 0 0.000 2 0.975 0 0.000

高良川 0 0.000 2 1.488 0 0.000 2 1.488 0 0.000

巨瀬川 10 17.848 0 0.000 6 1.162 16 19.010 5 9.062

田手川 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

小石原川 2 1.951 4 1.786 1 0.240 7 3.977 0 0.000

小計 17 21.837 46 25.509 17 5.559 80 52.904 5 9.062

大川市 筑後川 0 0.000 5 4.939 1 0.070 6 5.009 0 0.000

早津江川 0 0.000 4 1.839 0 0.000 4 1.839 0 0.000

佐賀江川 0 0.000 1 0.242 0 0.000 1 0.242 0 0.000

城原川 0 0.000 1 0.137 0 0.000 1 0.137 0 0.000

小計 0 0.000 11 7.157 1 0.070 12 7.227 0 0.000

朝倉市 筑後川 6 3.262 12 3.735 1 0.232 19 7.229 1 0.669

佐田川 2 0.194 6 3.899 1 0.375 9 4.468 0 0.000

原鶴分水路 0 0.000 5 1.500 0 0.000 5 1.500 0 0.000

千年分水路 0 0.000 1 0.283 0 0.000 1 0.283 0 0.000

小計 8 3.456 24 9.417 2 0.607 34 13.480 1 0.669

小郡市 宝満川 0 0.000 2 1.400 0 0.000 2 1.400 0 0.000

小計 0 0.000 2 1.400 0 0.000 2 1.400 0 0.000

柳川市 筑後川 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

小計 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

うきは市 筑後川 6 2.899 4 2.043 2 0.513 12 5.455 1 0.287

千年分水路 1 1.016 0 0.000 0 0.000 1 1.016 0 0.000

大石分水路 1 0.123 2 0.502 2 0.285 5 0.910 0 0.000

隈上川 3 0.396 10 3.357 1 0.280 14 4.033 2 0.373

小計 11 4.434 16 5.902 5 1.078 32 11.414 3 0.660

重 点 区 間



様式－６ 市　町　村　別　内　訳　表 筑　後　川　水　系

重　　要　　水　　防　　区　　域

県　名 市郡町村名 河川名 Ａ Ｂ 要　注　意 計 備　　　　考

箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km)

重 点 区 間

福岡県 大刀洗町 筑後川 3 0.794 1 1.600 0 0.000 4 2.394 0 0.000

小石原川 8 2.621 4 1.634 0 0.000 12 4.255 1 1.363

佐田川 1 0.773 5 1.300 0 0.000 6 2.073 0 0.000

小計 12 4.188 10 4.534 0 0.000 22 8.722 1 1.363

県計 48 33.914 109 53.918 25 7.314 182 95.147 10 11.754

佐賀県 佐賀市 筑後川 0 0.000 2 5.654 0 0.000 2 5.654 0 0.000

早津江川 1 0.200 8 10.728 4 2.662 13 13.590 1 0.200

諸富川 1 0.250 2 0.900 0 0.000 3 1.150 0 0.000

佐賀江川 0 0.000 2 0.504 0 0.000 2 0.504 0 0.000

城原川 0 0.000 1 1.181 0 0.000 1 1.181 0 0.000

小計 2 0.450 15 18.967 4 2.662 21 22.079 1 0.200

鳥栖市 筑後川 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

宝満川 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

安良川 0 0.000 2 0.158 0 0.000 2 0.158 0 0.000

小計 0 0.000 2 0.158 0 0.000 2 0.158 0 0.000

みやき町 筑後川 0 0.000 3 1.795 1 0.235 4 2.030 0 0.000

広川 0 0.000 2 0.575 1 0.750 3 1.325 0 0.000

小計 0 0.000 5 2.370 2 0.985 7 3.355 0 0.000

神埼市 筑後川 0 0.000 1 0.153 0 0.000 1 0.153 0 0.000

城原川 0 0.000 17 10.444 1 0.200 18 10.644 0 0.000

田手川 0 0.000 10 2.239 0 0.000 10 2.239 0 0.000

小計 0 0.000 28 12.835 1 0.200 29 13.035 0 0.000

県計 2 0.450 50 34.330 7 3.847 59 38.627 1 0.200



様式－６ 市　町　村　別　内　訳　表 筑　後　川　水　系

重　　要　　水　　防　　区　　域

県　名 市郡町村名 河川名 Ａ Ｂ 要　注　意 計 備　　　　考

箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km) 箇所 延長(km)

重 点 区 間

大分県 日田市 筑後川 10 2.371 17 8.466 0 0.000 27 10.837 0 0.000

庄手川 1 0.255 5 2.904 0 0.000 6 3.159 0 0.000

隈川 0 0.000 2 0.440 0 0.000 2 0.440 0 0.000

花月川 2 0.731 8 3.061 4 1.010 14 4.802 0 0.000

玖珠川 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000 0 0.000

小計 13 3.357 32 14.871 4 1.010 49 19.238 0 0.000

県計 13 3.357 32 14.871 4 1.010 49 19.238 0 0.000

熊本県 小国町 筑後川 7 0.550 0 0.000 0 0.000 7 0.550 0 0.000

小計 7 0.550 0 0.000 0 0.000 7 0.550 0 0.000

県計 7 0.550 0 0.000 0 0.000 7 0.550 0 0.000

計 70 38.271 191 103.119 36 12.171 297 153.561 11 11.954

記入要領
　　１．県別、市郡町村別にまとめる。
　　２．１カ所で２市町村以上にまたがる場合は延長の長い方でカウントする。
　　３．計の欄は様式－２の計と同じ



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

筑後川 筑後川 元治溺樋管 -0K450 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 筑後川 千歳樋管 12K400 右岸 応急対策A 神埼市

筑後川 筑後川 江島樋管（上） 13K490 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 筑後川 洗町第２排水樋管 26K650 左岸 応急対策A ㈱アサヒコ－ポレ－ション

筑後川 筑後川 宮司排水樋管 38K430 左岸 応急対策A 南部土地改良区

筑後川 筑後川 八幡樋管 43K120 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 筑後川 床島用水第2樋管 43K320 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 筑後川 床島用水樋管 44K100 右岸 応急対策A 三井床島堰土地改良区

筑後川 筑後川 山田堰用水樋管 53K170 右岸 応急対策A 山田堰土地改良区

筑後川 筑後川 朝倉用水樋管 53K540 右岸 応急対策A 朝倉土地改良区

筑後川 筑後川 若市用水樋管 58K250 右岸 応急対策A 久喜宮若市土地改良施工区

筑後川 筑後川 大春用水樋管 65K340 左岸 応急対策A 九州電力(株)女子畑制御所

筑後川 筑後川 入江樋管 70K420 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 筑後川 中ノ島その2樋管 73K850 右岸 応急対策A (株)日田淡水漁センタ－

筑後川 筑後川 日ノ隈樋管 75K000 右岸 応急対策A 日田市土地改良区統合事務所

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 筑後川 高瀬第4号樋管 76K040 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 筑後川 小渕第６号暗渠 76K950 右岸 応急対策A 日田市

筑後川 大石分水路 大石樋管 0K705 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 庄手川 亀川樋管 1K380 左岸 応急対策A 日田市

筑後川 庄手川 中釣樋管 1K530 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 庄手川 庄手樋管 1K530 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 庄手川 浄明寺水門 1K900 右岸 応急対策A 日田市

筑後川 庄手川 下徳瀬用水樋管 2K410 左岸 応急対策A 島内土地改良区

筑後川 隈川 隈川排水樋管 0K290 左岸 応急対策A 島内土地改良区

筑後川 佐賀江川 三条分上用排水樋管 0K700 左岸 応急対策A 佐賀市

筑後川 城原川 第1上直鳥・上西樋管 3K140 右岸 応急対策A 上直鳥地区

筑後川 城原川 上直鳥東樋管 3K854 左岸 応急対策A 上直鳥地区

筑後川 城原川 第2上直鳥・上西樋管 3K850 右岸 応急対策A 上直鳥地区

筑後川 城原川 黒津川樋管 4K010 左岸 応急対策A 丁太田地区

筑後川 城原川 丙大田樋管 4K300 左岸 応急対策A 丙大田地区



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 城原川 御水樋管 4K580 右岸 応急対策A 乙南里地区

筑後川 城原川 上の川樋管 4K790 左岸 応急対策A 嘉納地区

筑後川 城原川 留浪川樋管 4K800 右岸 応急対策A 十条地区

筑後川 城原川 大石樋管 5K350 右岸 応急対策A 大石地区

筑後川 城原川 夫婦樋下樋管 5K510 右岸 応急対策A 本告牟田地区

筑後川 城原川 本告牟田樋管 5K500 左岸 応急対策A 本告牟田地区

筑後川 城原川 夫婦樋上樋管 5K510 右岸 応急対策A 本告牟田地区

筑後川 城原川 新村右岸樋管 5K850 右岸 応急対策A 本告牟田地区

筑後川 城原川 新村樋管 5K970 左岸 応急対策A 本告牟田地区

筑後川 城原川 小津ケ里永歌樋管 6K470 左岸 応急対策A 小津ケ里地区

筑後川 城原川 山田樋管 6K670 右岸 応急対策A 山田地区

筑後川 城原川 池辺田樋管 6K700 右岸 応急対策A 池辺田地区

筑後川 城原川 西小津ケ里樋管 6K730 左岸 応急対策A 西小津ケ里地区

筑後川 城原川 鶴田樋管 7K240 右岸 応急対策A 鶴田地区

筑後川 城原川 横武樋管 7K340 右岸 応急対策A 神埼市



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 城原川 ポンポコ樋管 7K360 左岸 応急対策A 神埼市

筑後川 城原川 姉川樋管 7K400 右岸 応急対策A 神埼市

筑後川 田手川 託田第2樋管 3K035 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 田手川 野越排水樋管 3K125 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 広川 草場第1樋管 0K530 左岸 応急対策A 月星化成(株)

筑後川 広川 草場第2樋管 0K900 左岸 応急対策A 池亀酒造(株)

筑後川 安良川 板井手堰用水樋管 0K200 右岸 応急対策A 下野水利組合

筑後川 巨瀬川 善導寺樋管 0K800 左岸 応急対策A 善導寺土地改良区

筑後川 巨瀬川 草野第2樋管 3K350 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 佐田川 白鳥樋管 1K425 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 佐田川 小隈樋管 2K120 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 佐田川 入龍樋管 3K550 右岸 応急対策A 福岡県

筑後川 佐田川 金の手樋管 4K510 右岸 応急対策A 金の手水利組合

筑後川 佐田川 上屋敷排水樋管 5K650 左岸 応急対策A 福岡県甘木農林事務所

筑後川 佐田川 柿原排水樋管 6K920 右岸 応急対策A 朝倉市



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 佐田川 上相窪用水樋管 7K890 左岸 応急対策A 相窪水利組合

筑後川 佐田川 板屋樋門 8K180 左岸 応急対策A 両筑土地改良区

筑後川 佐田川 川原用水樋管 9K180 左岸 応急対策A 両筑土地改良区

福岡県 佐田川 屋形原用水樋管 9K850 右岸 応急対策A 屋形原水利組合

福岡県 佐田川 西用水樋管 10K060 左岸 応急対策A 両筑土地改良区

筑後川 隈上川 桜井第1号樋管 0K420 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 隈上川 桜井第2号樋管 0K660 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 隈上川 大石堰用水余水吐 0K350 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 隈上川 赤尾川承水路樋門 2K560 右岸 応急対策A 福岡県甘木農林事務所

筑後川 隈上川 宮の中用水樋管 2K700 右岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 花月川 大縄手排水樋管 2K065 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 花月川 渡里樋管 2K750 左岸 応急対策A 日田市

筑後川 花月川 丸の内第3号樋管 3K275 左岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 花月川 日ノ出排水樋管 3K750 右岸 応急対策A 日田市

筑後川 花月川 夕田第2号樋管 5K000 左岸 応急対策A 国土交通省



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 花月川 干井手用水樋管 5K445 右岸 応急対策A 干井手水利組合

筑後川 花月川 髪永用水樋管 6K360 右岸 応急対策A 髪永土地改良区

筑後川 花月川 坂本用水樋管 6K415 左岸 応急対策A 髪永土地改良区

筑後川 花月川 風呂元用水樋管 7K500 右岸 応急対策A 風呂元土地改良区

筑後川 筑後川 筑後川側道橋 41K000 両岸
応急対策A
桁下高A

福岡県

筑後川 筑後川 床島堰 42K900 両岸 応急対策A 三井床島土地改良区

筑後川 筑後川 保木沈橋 62K800 両岸
応急対策A
桁下高A

うきは市・日田市

筑後川 筑後川 大宮沈橋 77K530 両岸 桁下高A 日田市

筑後川 筑後川 小島堰 78K800 両岸 応急対策A 小島水利組合

筑後川 筑後川 手崎井堰 80K660 両岸 応急対策A 手崎水利組合

筑後川 筑後川 竹ノ首沈橋 91K470 両岸 桁下高A 日田市

筑後川 筑後川 松原沈橋 92K870 両岸 桁下高A 日田市

筑後川 庄手川 中ノ島沈橋 2K150 両岸 桁下高A 日田市

筑後川 庄手川 緑橋及び２号橋 2K600 両岸
応急対策A
桁下高A

日田市

筑後川 城原川 お茶屋堰 2K950 両岸 応急対策A 余り江水利組合



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 宝満川 上西堰 7K450 両岸 応急対策A 国土交通省

筑後川 安良川 板井手堰 0K175 両岸 応急対策A 下野水利組合

筑後川 巨瀬川 巨瀬川橋 0K100 両岸 桁下高A 福岡県

筑後川 巨瀬川 善導寺山橋 0K450 両岸 桁下高A 久留米市

筑後川 巨瀬川 鎮西橋 1K150 両岸 桁下高A 福岡県

筑後川 巨瀬川 庄の前橋 3K440 両岸 桁下高A 久留米市

筑後川 巨瀬川 大橋 4K270 両岸 桁下高A 福岡県

筑後川 巨瀬川 川崎橋 5K475 両岸 桁下高A 国土交通省

筑後川 巨瀬川 小屋場橋 5K690 両岸 桁下高A 福岡県

筑後川 巨瀬川 江口橋 6K860 両岸
応急対策A
桁下高A

久留米県土整備事務所

筑後川 巨瀬川 灰塚橋 7K500 両岸 桁下高A 久留米市

筑後川 巨瀬川 高島橋 8K030 両岸 桁下高A 久留米市

筑後川 巨瀬川 中原橋 8K980 両岸 桁下高A 久留米県土整備事務所

筑後川 巨瀬川 御島橋 9K850 両岸 桁下高A 久留米市

筑後川 小石原川 筑後川歩道橋 -0K040 両岸 桁下高A 福岡県



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 小石原川 高成橋 0K339 両岸 桁下高A 久留米県土整備事務所

筑後川 小石原川 小石原川橋 0K611 両岸 桁下高A 大刀洗町

筑後川 小石原川 染橋 1K320 両岸
応急対策A
桁下高A

久留米市

筑後川 小石原川 目北橋 2K500 両岸 桁下高A 大刀洗町

筑後川 佐田川 桂川橋 0K600 両岸
応急対策A
桁下高A

福岡県

筑後川 佐田川 佐田川橋 0K615 両岸 桁下高A 福岡県

筑後川 佐田川 三川井堰 1K455 両岸 応急対策A 両筑土地改良区

筑後川 佐田川 白鳥堰 2K170 両岸 応急対策A 白鳥区

筑後川 佐田川 渡井堰 4K250 両岸 応急対策A 小田区

筑後川 佐田川 金の手堰 4K500 両岸 応急対策A 小田区

筑後川 佐田川 下古賀井堰 5K950 両岸 応急対策A 両筑土地改良区

筑後川 佐田川 宮田井堰 6K435 両岸 応急対策A 相窪水利組合

筑後川 佐田川 松本井堰 8K815 両岸 応急対策A 板屋表田水利組合

筑後川 佐田川 屋形原橋 8K950 両岸 応急対策A 福岡県

筑後川 佐田川 上川原井堰 9K160 両岸 応急対策A 長畑区水利組合



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 佐田川 星熊堰 9K860 両岸 応急対策A 屋形原水利組合

筑後川 隈上川 下御所橋 0K955 両岸 桁下高A うきは市

筑後川 隈上川 角間井堰 0K710 両岸 応急対策A 角間水利組合

筑後川 隈上川 欠町頭首工 1K200 両岸 応急対策A 隈上土地改良区

筑後川 隈上川 東隈上頭首工 2K600 両岸 応急対策A 隈上土地改良区

筑後川 花月川 干井手井堰 5K440 両岸 応急対策A 干井手水利組合

筑後川 花月川 岡本橋 7K608 両岸 桁下高A 日田市

筑後川 筑後川 諸富鉄橋 6K630 両岸 桁下高B 日本国有鉄道清算事業団

筑後川 筑後川 六五郎橋 14K700 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 筑後川 六五郎橋歩道橋 14K700 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 筑後川 筑後川橋 41K000 両岸 桁下高B 福岡県

筑後川 諸富川 諸富橋 0K480 両岸 桁下高B 国土交通省

筑後川 諸富川 諸富橋側道橋 0K480 両岸 桁下高B 国土交通省

筑後川 原鶴分水路 原鶴鵜之火橋 -0K002 両岸 桁下高B 福岡県



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 原鶴分水路 原鶴中央橋 0K610 両岸 桁下高B 朝倉市

筑後川 庄手川 徳瀬橋 0K650 両岸 桁下高B 日田市

筑後川 佐賀江川 徳富大橋 0K112 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 佐賀江川 三川橋 1K100 両岸 桁下高B 佐賀県・福岡県

筑後川 城原川 堂地大橋 0K130 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 城原川 新橋 0K370 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 城原川 古賀橋 0K935 両岸 桁下高B 佐賀市

筑後川 城原川 柴尾橋 1K740 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 城原川 新宿橋 4K840 両岸 桁下高B 神埼市

筑後川 城原川 夫婦井樋橋 5K490 両岸 桁下高B 神埼市

筑後川 田手川 千歳橋 1K936 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 田手川 古賀橋 2K834 両岸 桁下高B 神埼市

筑後川 田手川 樋道橋 3K592 両岸 桁下高B 神埼市

筑後川 田手川 城東橋 3K825 両岸 桁下高B 佐賀県

筑後川 安良川 旭川鉄道橋 2K040 両岸 桁下高B 九州旅客鉄道(株)



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 高良川 さくら橋 0K330 両岸 桁下高B 国土交通省

筑後川 高良川 枝光橋 0K846 両岸 桁下高B 久留米市

筑後川 高良川 合川橋 1K100 両岸 桁下高B 久留米市

筑後川 巨瀬川 今村橋 6K420 両岸 桁下高B 久留米市

筑後川 小石原川 筑後川橋 -0K033 両岸 桁下高B 福岡県

筑後川 小石原川 栄田橋 3K341 両岸 桁下高B 福岡県

筑後川 佐田川 板屋橋 8K160 両岸 桁下高B 朝倉市

筑後川 隈上川 隈上川橋 1K436 両岸 桁下高B うきは市

筑後川 隈上川 上御所橋 1K436 両岸 桁下高B うきは市

筑後川 隈上川 久大線鉄道橋 1K600 両岸 桁下高B 九州旅客鉄道(株)

筑後川 隈上川 今川橋 1K950 両岸 桁下高B 福岡県

筑後川 隈上川 今川橋側道橋 1K950 両岸 桁下高B 福岡県

筑後川 花月川 荻鶴橋 1K290 両岸 桁下高B 日田市

筑後川 花月川 花月川大橋 2K600 両岸 桁下高B 大分県

筑後川 花月川 渡里橋 2K720 両岸 桁下高B 日田市



様式－７ 筑　後　川　水　系

水系名 河川名 構造物名 距離表
左右岸
の区別

管　理　者

　　　　重　要　水　防　構　造　物　一　覧　表
備　　　　　考

筑後川 花月川 御幸橋 3K460 両岸 桁下高B 大分県

筑後川 花月川 一新橋 3K600 両岸 桁下高B 日田市

筑後川 花月川 明徳橋 8K517 両岸 桁下高B 日田市

筑後川 玖珠川 小渕橋 0K017 両岸 桁下高B 大分県

計 168 箇所
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