
別表－１

番号 区間名 河川名 左右岸       実施（協定）区間 距離 特記事項

1 大川－１ 筑後川 右岸 -0/500 　～   6/000 6.5
佐賀県佐賀市、福岡県大川市
ポンプ車運転運用区間

2 大川－２ 筑後川 左岸 -0/000 　～   10/000 10.2
福岡県大川市、柳川市
ポンプ車運転運用区間

筑後川 左岸 10/000　～ 　広川合流点(16/550) 8.2

広　川 左岸 0/000   ～  1/600

筑後川 右岸 田手川合流点(11/350)　～　16/600 6.9 佐賀県神崎市、みやき町、福岡県久留米市

田手川 左岸 0/000 　～  1/630

5 諸富－１ 早津江川 右岸 -0/000-100　～　7/100+100 7.8 佐賀県佐賀市

諸富川 右岸 1/200　～　1/800 8.8 佐賀県佐賀市・神崎市

筑後川 右岸 9/000　～　11/300

右岸 0/000  ～  3/800

左岸 1/630  ～  3/800

筑後川 右岸 6/100  ～　諸富川合流点(6/800) 6.1
佐賀県佐賀市
ポンプ車運転運用区間

右岸 0/000  ～  佐賀江川合流点(1/200）

左岸 0/000  ～  1/800

筑後川 右岸 6/900　～　9/000

佐賀江川 左岸 0/000　～  2/250 11.3 佐賀県佐賀市・神崎市

城原川 左岸 0/000  ～  9/100

佐賀江川 右岸 0/000  ～  2/250 11.3 佐賀県佐賀市・神崎市

城原川 右岸 0/000  ～　9/100

10 諸富－６ 早津江川 左岸 -0/850  ～  7/100 8.2 佐賀県佐賀市、福岡県大川市

筑後川 左岸 16/700　～  27/325 16.0 福岡県久留米市、佐賀県みやき町

左岸 1/600  ～  3/400

右岸 0/000  ～  3/400

坂口川 左右岸 筑後川(17/900  ～　広川(2/400)

筑後川 右岸 16/600  ～　27/000 12.1 佐賀県鳥栖市・みやき町、福岡県久留米市

宝満川 右岸 0/000  ～  1/200

安良川 右岸 0/000  ～  0/400

左岸 27/325  ～  33/270 13.9
福岡県久留米市
ポンプ車運転運用区間

右岸 27/400  ～  32/050

左岸 0/000　～  1/650

右岸 0/000  ～  1/690

左岸 0/000  ～  2/800 10.0 佐賀県鳥栖市、福岡県久留米市

右岸 1/200  ～  4/500

左岸 0/000  ～  2/100

右岸 0/400  ～  2/130

左岸 2/900  ～  8/020 11.1 佐賀県鳥栖市、福岡県久留米市

右岸 4/500  ～  8/020

左岸 0/000  ～  1/200

右岸 0/000  ～  1/400

16 片ノ瀬－１ 筑後川 左岸 33/270　～　40/200 7.0 福岡県久留米市

17 片ノ瀬－２ 筑後川 左岸　 40/200　～　47/900 7.8 福岡県久留米市

18 片ノ瀬－３ 巨瀬川 左右岸 0/000　～　庄の前橋(3/440) 6.7 福岡県久留米市

19 片ノ瀬－４ 巨瀬川 左右岸 　庄の前橋(3/440)　～　10/000 13.0 福岡県久留米市

片ノ瀬－５ 筑後川 右岸 32/050　～　筑後川橋(41/000) 15.6 福岡県久留米市・大刀洗町

小石原川 左右岸 筑後川橋(41/000)　～　栄田橋(3/450)

片ノ瀬－６ 筑後川 右岸 筑後川橋(41/000)　～　45/800 11.7 福岡県久留米市・大刀洗町

佐田川 左右岸 筑後川合流点(0/000) ～ 小田橋(3/400)

22 片ノ瀬－７ 佐田川 左右岸 小田橋(3/400)　～　寺内橋(10/390) 14.1 福岡県朝倉市
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3 大川－３
佐賀県神崎市、みやき町、福岡県久留米市
ポンプ車運転運用区間

8 諸富－４

諸富－５

7 諸富－３ 諸富川
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左岸 47/900  ～  原鶴橋(55/700) 10.7 福岡県朝倉市・うきは市

左右岸 千年分水路(0/000～1/400)

24 吉井－２ 筑後川 右岸 45/800  ～    鵜之火橋(55/010) 9.3 福岡県朝倉市

左岸 原鶴橋(55/700)～64/600 10.5 福岡県うきは市

左右岸 大石分水路(0/200～1/000)

26 吉井－４ 隈上川 左右岸 0/000　～  3/400 6.7 福岡県うきは市

右岸 鵜之火橋(55/010)　～　64/600 11.6
福岡県朝倉市
ポンプ車運転運用区間

左右岸 原鶴分水路(0/000～1/000)

左岸 64/600  ～　三隈橋(73/200) 16.2 福岡県うきは市、大分県日田市

右岸 64/600  ～　花月川合流点(72/200)

筑後川 右岸 花月川合流点(72/200)　～　三隈大橋(75/800) 11.2
大分県日田市
ポンプ車運転運用区間

日田－２ 隈　川 左右岸 0/000  ～　1/230

庄手川 左右岸 0/000  ～  2/600

左岸 三隈橋(73/200)　～　大宮沈橋(77/530) 7.8 大分県日田市

右岸 三隈大橋(75/800)　～　大宮沈橋(77/530)

玖珠川 左右岸 0/000  ～  0/800

31 日田－４ 筑後川 左右岸 大宮沈橋(77/530)　～　清和橋(84/620) 14.2 大分県日田市

32 日田－５ 筑後川 左右岸 清和橋(84/620)　～　直轄上流端(93/600) 17.5 大分県日田市

33 日田－６ 花月川 左右岸 0/000  ～  一新橋(3/600) 7.1 大分県日田市

34 日田－７ 花月川 左右岸  一新橋(3/600)　～　8/650 10.0 大分県日田市

矢部川 左岸 2/400+190　～　5/270 6.5

飯江川 左岸 0/000　～　3/560

楠田川 左右岸 0/000　～　0/200

36 矢部－２ 矢部川 右岸 2/600　～　津留橋(7/200) 4.7
福岡県柳川市　　　　　　　　　　　　　 ポ
ンプ車運転運用区間

矢部川 左岸 5/400　～　瀬高橋(10/700) 8.9

飯江川 右岸 0/000　～　3/580

38 矢部－４ 矢部川 右岸 津留橋(7/200)　～　松原堰(13/300) 6.1 福岡県柳川市・みやま市

39 矢部－５ 矢部川 左岸 瀬高橋(10/700)　～　19/400 8.7 福岡県みやま市

40 矢部－６ 矢部川 右岸 松原堰(13/300)　～　19/400 6.1 福岡県みやま市・筑後市・八女市

赤谷川(河川)－１ 赤谷川

赤谷川(砂防)－１ 赤谷川

37 矢部－３
福岡県みやま市
ポンプ車運転運用区間

30 日田－３
筑後川

35 矢部－１ 福岡県みやま市

28 日田－１ 筑後川

27 吉井－５ 筑後川

25 吉井－３ 筑後川

23 吉井－１ 筑後川

29


