
様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ａ） 嘉 瀬 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 嘉瀬川　1 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町荻野 左岸 8k450～8k540 90
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ａ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
（シート張り工）

2 嘉瀬川　2 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町荻野 左岸 8k540～8k550 10

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ａ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
（シート張り工）

3 嘉瀬川　3 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町尼寺 左岸 14k800～14k900 100

高さ不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発
生する恐れのある箇所
（堤防高Ａ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工
（シート張り工
・月の輪工）

4 嘉瀬川　4 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町尼寺 左岸 14k900～15k300 400

高さ、幅ともに小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発
生する恐れのある箇所
（堤防高Ａ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工
（シート張り工
・月の輪工）

5 嘉瀬川　5 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町尼寺～久池井 左岸 15k300～15k600 300

高さ不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発
生する恐れのある箇所
（堤防高Ａ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工
（シート張り工
・月の輪工）

6 嘉瀬川　6 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町久池井～梅野 左岸 15k600～16k550 950
高さ不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ａ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工

7 嘉瀬川　7 佐賀県 嘉瀬川 小城市三日月町堀江 右岸 8k700～8k750 50

高さ、幅ともに小さく、溢水、崩壊の恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発
生する恐れのある箇所
（堤防高Ａ・堤防断面Ｂ・漏水Ｂ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工
（月の輪工）

8 嘉瀬川　8 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町東山田～川上 右岸 14k900～16k550 1650
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ａ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

計 8 3,550



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ａ） 嘉 瀬 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

計 嘉瀬川 左岸 6ヶ所 1,850
右岸 2ヶ所 1,700

祗園川 左岸 0ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

合計 左岸 6ヶ所 1,850
右岸 2ヶ所 1,700

8ヶ所 3,550

佐賀市 嘉瀬川 7ヶ所 3,500
祗園川 0ヶ所 0

小城市 嘉瀬川 1ヶ所 50
祗園川 0ヶ所 0

8ヶ所 3,550



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ａ）　工作物 嘉 瀬 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

9 嘉瀬川　9 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市嘉瀬町萩野
右岸：佐賀市久保田町徳万

両岸 6k430 嘉瀬橋 佐賀県 桁下高Ａ

10 嘉瀬川　10 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市嘉瀬町萩野
右岸：小城市三日月町金田

両岸 7k770 長崎本線鉄道橋上り 九州旅客鉄道（株） 桁下高Ａ

11 嘉瀬川　11 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市嘉瀬町萩野
右岸：小城市三日月町金田

両岸 7k790 長崎本線鉄道橋下り 九州旅客鉄道（株） 桁下高Ａ

12 嘉瀬川　12 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市鍋島町森田
右岸：小城市三日月町金田

両岸 8k600 嘉瀬大橋 国土交通省 桁下高Ａ

13 嘉瀬川　13 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市大和町久池井
右岸：佐賀市大和町川上

両岸 15k880 惣座橋 佐賀市 桁下高Ａ

14 嘉瀬川　14 佐賀県 祗園川 左右岸：小城市三日月町堀江 両岸 0k005 森川橋 小城市 桁下高Ａ

15 嘉瀬川　15 佐賀県 祗園川 左右岸：小城市三日月町堀江 両岸 1k060 堀江橋 小城市 桁下高Ａ

計 7

計 嘉瀬川 左岸 2.5ヶ所
右岸 2.5ヶ所

祗園川 左岸 1.0ヶ所
右岸 1.0ヶ所

合計 左岸 3.5ヶ所
右岸 3.5ヶ所

7ヶ所

佐賀市 嘉瀬川 3.5ヶ所
祗園川 0.0ヶ所

小城市 嘉瀬川 1.5ヶ所
祗園川 2.0ヶ所

7ヶ所

備　　　　　考

【工作物Ａ】

河道水位に関わるような工事は行われていないため、変更なし



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 嘉 瀬 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 嘉瀬川　1 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町十五 左岸 2k700～5k200 2500m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

2 嘉瀬川　2 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町十五 左岸 5k200～5k500 300m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

3 嘉瀬川　3 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町森林公園 左岸 5k500～6k000 500m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

4 嘉瀬川　4 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市久保田町徳万
～嘉瀬町荻野

左岸 6k000～6k600 600m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

5 嘉瀬川　5 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町荻野 左岸 6k600～7k800 1200m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
月の輪工
シート張り工

6 嘉瀬川　6 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町荻野 左岸 7k800～8k010 210m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

7 嘉瀬川　7 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市嘉瀬町荻野 左岸 8k010～8k450 440m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

8 嘉瀬川　8 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市嘉瀬町荻野
～鍋島町森田

左岸 8k550～8k700 150m
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（法崩れＢ） シート張り工

9 嘉瀬川　9 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市嘉瀬町荻野
～鍋島町森田

左岸 8k700～9k100 400m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

10 嘉瀬川　10 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市鍋島町森田
～鍋島町鍋島

左岸 9k100～11k250 2150m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

11 嘉瀬川　11 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市鍋島町鍋島 左岸 11k500～13k200 1700m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

12 嘉瀬川　12 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市鍋島町鍋島
～鍋島町蛎久～大和町尼寺

左岸 13k200～13k800 600m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 嘉 瀬 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

13 嘉瀬川　13 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市鍋島町鍋島
～鍋島町蛎久～大和町尼寺

左岸 13k800～14k600 800m
河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（法崩れＢ）

シート張り工

14 嘉瀬川　14 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町尼寺 左岸 14k600～14k800 200m

基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（法崩れＢ・漏水Ｂ）

月の輪工
シート張り工

15 嘉瀬川　15 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町久富 右岸 2k700～3k200 500m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

16 嘉瀬川　16 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町久富～新田 右岸 3k200～3k500 300m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

17 嘉瀬川　17 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町新田 右岸 3k500～3k700 200m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

18 嘉瀬川　18 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町新田 右岸 3k700～4k800 1100m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

19 嘉瀬川　19 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町新田～徳万 右岸 4k800～6k400 1600m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工

20 嘉瀬川　20 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町徳万 右岸 6k400～6k450 50m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部分の河道断面不足

積み土のう工
月の輪工
シート張り工

21 嘉瀬川　21 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町徳万 右岸 6k450～6k800 350m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
月の輪工
シート張り工

22 嘉瀬川　22 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市久保田町徳万 右岸 6k800～7k000 200m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 嘉 瀬 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

23 嘉瀬川　23 佐賀県 嘉瀬川
佐賀市久保田町徳万
～小城市三日月町金田

右岸 7k000～8k500 1500m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

24 嘉瀬川　24 佐賀県 嘉瀬川 小城市三日月町金田 右岸 8k500～8k600 100m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

25 嘉瀬川　25 佐賀県 嘉瀬川 小城市三日月町金田～堀江 右岸 8k600～8k700 100m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
月の輪工
シート張り工

26 嘉瀬川　26 佐賀県 嘉瀬川
小城市三日月町堀江
～佐賀市大和町池上

右岸 8k750～9k400 650m

高さ不足のため、溢水の恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・漏水Ｂ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工
月の輪工

27 嘉瀬川　27 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町池上 右岸 9k400～9k450 50m
高さ不足のため、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　暫定堤防の為、高さ不足

積み土のう工

28 嘉瀬川　28 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町池上 右岸 9k450～9k600 150m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

29 嘉瀬川　29 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町池上～東山田 右岸 9k600～10ｋ560 960m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

30 嘉瀬川　30 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町池上～東山田 右岸 10k560～11ｋ000 440m
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（法崩れＢ） シート張り工

31 嘉瀬川　31 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町池上～東山田 右岸 11k000～11ｋ800 800m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

32 嘉瀬川　32 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町池上～東山田 右岸 11k800～11ｋ950 150m
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（法崩れＢ） シート張り工

33 嘉瀬川　33 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町東山田 右岸 11k950～12k300 350m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 嘉 瀬 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

34 嘉瀬川　34 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町東山田 右岸 12k300～13k150 850m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工

35 嘉瀬川　35 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町東山田 右岸 13k700～14k000 300m
河積不足の為、溢水の恐れあり
（堤防高Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工

36 嘉瀬川　36 佐賀県 祗園川 小城市三日月町堀江 左岸 0k000～0k400 400m
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（法崩れＢ） シート張り工

37 嘉瀬川　37 佐賀県 祗園川 小城市三日月町堀江 左岸 0k400～1k100 700m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
（堤防高Ｂ・法崩れＢ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工

38 嘉瀬川　38 佐賀県 祗園川 小城市三日月町堀江 右岸 0k000～0k100 100m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

39 嘉瀬川　39 佐賀県 祗園川 小城市三日月町堀江 右岸 0k100～0k300 200m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

40 嘉瀬川　40 佐賀県 祗園川 小城市三日月町堀江 右岸 0k300～0k500 200m

河積不足の為、溢水の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

41 嘉瀬川　41 佐賀県 祗園川 小城市三日月町堀江 右岸 0k500～1k100 600m

高さ、幅とも小さく、溢水、崩壊の恐れあり
基礎地盤及び提体の土質等からみて法崩れの恐れあり
安全性の照査により、基礎地盤又は、堤体から漏水が発生
する恐れのある箇所
（堤防高Ｂ・堤防断面Ｂ・法崩れＢ・漏水Ｂ）
　　低水路部の河道断面不足

積み土のう工
シート張り工
月の輪工

計 41 24,650



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 嘉 瀬 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

計 嘉瀬川 左岸 14ヶ所 11,750
右岸 21ヶ所 10,700

祗園川 左岸 2ヶ所 1,100
右岸 4ヶ所 1,100

合計 左岸 16ヶ所 12,850
右岸 25ヶ所 11,800

41ヶ所 24,650

佐賀市 嘉瀬川 32ヶ所 21,600
祗園川 0ヶ所 0

小城市 嘉瀬川 3ヶ所 850
祗園川 6ヶ所 2,200

41ヶ所 24,650



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（Ｂ）　工作物 嘉 瀬 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

42 嘉瀬川　42 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市嘉瀬町十五
右岸：佐賀市久保田町久富

両岸 3k210 久保田橋 佐賀県 桁下高B

43 嘉瀬川　43 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市久保田町徳万
右岸：佐賀市久保田町新田

両岸 5k680 嘉瀬川大堰管理橋 国土交通省 桁下高B

44 嘉瀬川　44 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市久保田町徳万
右岸：佐賀市久保田町新田

両岸 5k940 久保田みどり橋 佐賀市 桁下高B

45 嘉瀬川　45 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市鍋島町森田
右岸：佐賀市大和町池上

両岸 10k550 池森橋 佐賀県 桁下高B

46 嘉瀬川　46 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市鍋島町蛎久
右岸：佐賀市大和町東山田

両岸 13k180 渡瀬橋 佐賀県 桁下高B

47 嘉瀬川　47 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市大和町尼寺
右岸：佐賀市大和町東山田

両岸 14k530 名護屋橋 佐賀県 桁下高B

48 嘉瀬川　48 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市大和町久池井
右岸：佐賀市大和町川上

両岸 15k690 嘉瀬川橋
西日本高速道路（株）
九州支社

桁下高B

49 嘉瀬川　49 佐賀県 嘉瀬川
左岸：佐賀市大和町梅野
右岸：佐賀市大和町川上

両岸 16k580 官人橋 佐賀県 桁下高B

50 嘉瀬川　50 佐賀県 祗園川 左右岸：小城市三日月町堀江 両岸 0k450
堀江逆サイフォン
管理橋

小城市 桁下高B

計 9

計 嘉瀬川 左岸 4.0ヶ所
右岸 4.0ヶ所

祗園川 左岸 0.5ヶ所
右岸 0.5ヶ所

合計 左岸 4.5ヶ所
右岸 4.5ヶ所

9ヶ所

佐賀市 嘉瀬川 8.0ヶ所
祗園川 0ヶ所

小城市 嘉瀬川 0ヶ所
祗園川 1.0ヶ所

9ヶ所

備　　　　　考

【工作物Ｂ】

河道水位に関わるような工事は行われていないため、変更なし



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（要注意） 嘉 瀬 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

8 嘉瀬川　8 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町川上 左岸 15k717～15ｋ874 158m 新堤防築造3年以内（平成24年度）

計 1 158

計 嘉瀬川 左岸 1ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

祗園川 左岸 0ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

合計 左岸 1ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

1ヶ所 0

佐賀市 嘉瀬川 0ヶ所 0
祗園川 0ヶ所 0

小城市 嘉瀬川 0ヶ所 0
祗園川 0ヶ所 0

0ヶ所 0

【新堤防による重要水防箇所】

変更なし。

H26年度工事箇所は、堤防裏の一枚法化であり、

新設堤防ではないため、追加しない。



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（要注意） 嘉 瀬 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 嘉瀬川　1 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町久池井 左岸 16k270 都渡城第1陸閘

2 嘉瀬川　2 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町久池井 左岸 16k305 都渡城第2陸閘

3 嘉瀬川　3 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町久池井 左岸 16k315 都渡城第3陸閘

4 嘉瀬川　4 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町久池井 左岸 16k395 都渡城第4陸閘

5 嘉瀬川　5 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町久池井 左岸 16k470 都渡城第5陸閘

6 嘉瀬川　6 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町川上 右岸 16k395 川上第1陸閘

7 嘉瀬川　7 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町川上 右岸 16k475 川上第2陸閘

計 7

計 嘉瀬川 左岸 5ヶ所
右岸 2ヶ所

祗園川 左岸 0ヶ所
右岸 0ヶ所

合計 左岸 5ヶ所
右岸 2ヶ所

7ヶ所

佐賀市 嘉瀬川 7ヶ所
祗園川 0ヶ所

小城市 嘉瀬川 0ヶ所
祗園川 0ヶ所

7ヶ所

【陸閘による重要水防箇所】

陸閘の新規設置箇所はないため、変更なし



様式－３ 平成27年度   嘉瀬川重要水防箇所一覧表（重点監視区間） 嘉 瀬 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 佐賀県 嘉瀬川 佐賀市大和町川上 右岸 15k700～15k900 200
堤防高Ａであり、計画高水位未満で平均動水勾配
が0.2に達し、裏法勾配が2.5より小さいため、「漏
水」「法崩れすべり」の重点監視区間として設定

計 1 200

計 嘉瀬川 左岸 0ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

祗園川 左岸 0ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

合計 左岸 0ヶ所 0
右岸 0ヶ所 0

0ヶ所 0

佐賀市 嘉瀬川 0ヶ所 0
祗園川 0ヶ所 0

小城市 嘉瀬川 0ヶ所 0
祗園川 0ヶ所 0

0ヶ所 0

【重点監視区間】

河川管理者のための浸透・侵食に関する重点

監視の手引き（案）に準拠


