
平成27年3月31日現在

菊 池 川 水 系

番号 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 熊本県 菊池川 玉名市大浜町 左岸 0/002 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

2 玉名市大浜町 左岸 0/258 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

3 玉名市大浜町 左岸 1/500～1/600 95 平成26年度築堤（築堤３年）

4 玉名市大浜町 左岸 1/600＋12.73～1/800＋43.25 231 平成25年度築堤（築堤３年）

5 玉名市伊倉北方 左岸 7/000～7/200 200 旧川跡 シート張り工

6 玉名市玉名 左岸 12/250～12/800 550 旧川跡

7 玉名市玉名 左岸 12/800～13/550 750 平成25年度浸透対策工（築堤3年）

8 玉名郡和水町江田 左岸 16/000～16/025 25 旧川跡 シート張り工

9 玉名郡和水町江田 左岸 16/025～16/210 185 平成25年度築堤（築堤３年）

10 玉名郡和水町前原 左岸 17/600～17/800 200 旧川跡 シート張り工

11 玉名郡和水町竈門 左岸 18/200～18/800 600 旧川跡 シート張り工

12 玉名郡和水町大屋 左岸 26/000～26/050 50 旧川跡 シート張り工

13 山鹿市南島 左岸 33/400～33/450 50 旧川跡 シート張り工

14 山鹿市長坂 左岸 35/400～35/450 50 旧川跡 シート張り工

15 山鹿市中分田 左岸 37/800～38/400 600 旧川跡 シート張り工

16 山鹿市中川 左岸 39/400～39/650 250 平成26年度築堤（築堤3年）

17 菊池市出田～赤星 左岸 47/400～48/280 880 旧川跡 シート張り工

18 玉名市滑石 右岸 0/078 6 陸閘（角落し） 土のう積み工

19 玉名市滑石 右岸 0/175 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

重要水防箇所一覧表（要注意）様式－３
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20 熊本県 菊池川 玉名市滑石 右岸 0/634 1 陸閘（角落し）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土のう積み工

21 玉名市滑石 右岸 0/768 1 陸閘（角落し）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（土のう積み工　　　

22 玉名市滑石 右岸 1/059 1 陸閘（角落し） 土のう積み工

23 玉名市滑石 右岸 1/229 2 陸閘（角落し） 土のう積み工

24 玉名市滑石 右岸 1/549 2 陸閘（角落し） 土のう積み工

25 玉名市滑石 右岸 1/650 28 陸閘（角落し） 土のう積み工

26 玉名市玉名 右岸 12/000～12/800 800 平成25年度築堤（築堤３年）

27 玉名市月田 右岸 15/859～16/100 220 破堤跡（平成２年７月出水） シート張り工

28 山鹿市保多田 右岸 28/875～29/100 225 平成24年度築堤（築堤３年）

29 山鹿市鹿本町中川 右岸 38/600～39/000 400 破堤跡（昭和２８年６月出水） シート張り工

30 菊池市高島～村田 右岸 40/040～40/162 122 平成26年度築堤（築堤3年）

31 菊池市高島～村田 右岸 40/965～42/300 1,335 平成26年度築堤（築堤3年）

32 熊本県 岩野川 山鹿市杉 左岸 2/955～3/000 45 破堤跡（昭和４８年７月出水） シート張り工

33 山鹿市寺島 左岸 4/000～4/050 50 旧川跡 シート張り工

34 山鹿市城 右岸 3/200～3/600 400 破堤跡（昭和５４年６月出水） シート張り工

35 熊本県 合志川 熊本市植木町米塚 左岸 4/000～4/050 50 旧川跡 シート張り工

36 山鹿市鹿本町中川 右岸 1/000～1/050 50 旧川跡 シート張り工

37 熊本市植木町田底 右岸 3/770 3 陸閘（角落し） 土のう積み工

38 熊本県 迫間川 菊池市野間口 左岸 4/500～4/590 90 破堤跡（昭和５５年７月出水） シート張り工
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39 熊本県 迫間川 菊池市野間口 左岸 4/600～5/000 400 旧川跡 シート張り工

40 菊池市七城町高田 右岸 2/000～2/200 200 旧川跡 シート張り工

41 菊池市袈裟尾 右岸 6/450～6/490 40 破堤跡（平成２年７月出水） シート張り工

42 熊本県 上内田川 菊池市七城町台 左岸 1/570～1/720 150 破堤跡（平成２年７月出水） シート張り工

43 山鹿市鹿本町中富 右岸 0/000～0/050 50 旧川跡 シート張り工

計 43 9,390
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熊本県 菊池川 左岸 17 4,718

右岸 14 3,144

繁根木川 左岸 - -

右岸 - -

木葉川 左岸 - -

右岸 - -

岩野川 左岸 2 95

右岸 1 400

合志川 左岸 1 50

右岸 2 53

迫間川 左岸 2 490

右岸 2 240

上内田川 左岸 1 150

右岸 1 50

合計 左岸 23 5,503

右岸 20 3,887

43 9,390
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玉名市 菊池川 17 2,890

繁根木川 - -

木葉川 - -

和水町 菊池川 5 1,060

山鹿市 菊池川 6 1,575

岩野川 3 495

合志川 1 50

迫間川 - -

上内田川 1 50

菊池市 菊池川 3 2,337

合志川 - -

迫間川 4 730

上内田川 1 150

熊本市 合志川 2 53

43 9,390


