
資料－３ 

遠賀川の現状と取組状況について 

平成２８年５月２３日（月） 

遠賀川河川事務所 



遠賀川における過去の出水被害の状況（昭和２８年６月） 
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遠賀川 

破堤氾濫による浸水状況 

植木破堤に伴う避難状況（鞍手駅周辺） 

：浸水区域 

：基準地点 

：水位観測所 

：雨量観測所 

○ 昭和28年6月出水において、遠賀川の堤防が決壊し、死者20名、負傷者211
名、家屋流出・全半壊953戸、浸水家屋38,791戸等の甚大な被害が発生。 

直方市街部 



遠賀川における近年の出水被害 
凡  例 
(浸水範囲) 

 
 
 
 
 
 

○ 近年でも浸水被害が発生。 
 平成15年7月（床上浸水約2,900戸、床下浸水約1,670戸） 
 平成21年7月（床上浸水約 700戸、床下浸水約1,570戸） 
 平成22年7月（床上浸水約 100戸、床下浸水約 360戸） 
 平成24年7月（床上浸水約 120戸、床下浸水約 860戸） 
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遠賀川における近年の出水被害 
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平成15年7月 
（飯塚市街地の浸水状況） 

平成15年7月 
（飯塚バスセンター前） 

平成21年7月 
（直方駅前商店街） 

平成24年7月 
（直方市感田） 



遠賀川重要水防箇所 
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○ 現在の堤防の高さや幅、堤防の質などから、水防上特に注意が必要な箇所を「重要水防
箇所」として設定。 

○ 河川改修事業の進捗によって箇所は変わるため、重要水防箇所は毎年見直しするととも
に、関係機関と最新の重要水防箇所を共有している。 

Aランク Bランク

（ｋｍ） （ｋｍ）

H25 19.150 128.515 147.665

H26 15.880 119.610 135.490

増減 -3.270 -8.905 -12.175

H27 13.480 119.630 133.110

増減 -2.400 0.020 -2.380

H28 13.330 118.396 131.726

増減 -0.150 -1.234 -1.384

遠賀川水系重要水防箇所　堤防（延長）

※堤防（延長）には、堤防高不足、堤防断面不足、
　法崩れ・滑り、漏水の延長合計（重複除く）

年度
A,Bランク
合計(km)

重要水防箇所設定基準（堤防の高さの例） 



 

洪水を安全に流すためのハード対策 概要図 
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危機管理型ハード対策 概要図 

6 



1. 市町村長の避難勧告等の適切な発令を支援 
する取組 
 

2. 住民等の主体的な避難を支援する取組 

 

3. 的確な水防活動の実施を支援する取組 
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遠賀川におけるこれまでの取組状況 



 

○ 現在、遠賀川において施設計画規模の外力による浸水想定区域図を作成し遠賀川 
  河川事務所のホームページ等にて公表している。 
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※浸水想定区域の指定状況 
  【H14.3.15】遠賀川・彦山川 
  【H18.7.31】犬鳴川、西川、黒川、笹尾川、穂波川、八木山川、金辺川、中元寺川 

遠賀川浸水想定区域図（施設計画規模） 

浸水想定区域（施設計画規模）の公表 

※外力規模に、「想定し得る最大規模の降雨に伴う
洪水」を加え、平成28年度出水期前までに公表予定。 



 

○洪水予報：水位等の予測が技術的に可能で、流域面積が比較的大きな河川等において、現在の
水位の状況と今後の水位の予測等を示し、関係市町村長等に通知している。 

 ※遠賀川水系(国管理区間)：遠賀川,彦山川,犬鳴川が指定(H28.3月末時点) 
 

○水位周知：洪水予報を行う時間的余裕がない流域面積が比較的小さい河川等において、氾濫危
険水位等への到達情報を関係市町村長等に通知している。 

 ※遠賀川水系(国管理区間)：西川,黒川,笹尾川,穂波川,八木山川,金辺川,中元寺川が指定（H28.3月末時点） 

避難判断水位 

氾濫危険水位 

氾濫注意水位 

一定時間後の 
氾濫危険水位到達を予測 

（洪水予報の場合） 

時間の流れ 

水位 氾濫発生 

氾濫注意情報 氾濫警戒情報 氾濫危険情報 

遠賀川下流部氾濫危険情報 
遠賀川の日の出橋水位観測所(直方市)では、●日●時●分頃に、避難勧告等の発令の目
安となる「氾濫危険水位（レベル４）」に到達しました。直方市、鞍手郡小竹町では、
遠賀川の堤防決壊等による氾濫により、浸水するおそれがあります。市町村からの避難
情報を確認するとともに、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとって下さい。 

洪水予報文（H28.4現在） 

氾濫発生情報 
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水防法に基づく洪水予報、水位周知 



事務所長 

市長 

 

○ 洪水予報や水位周知に加え、事務所長から市町村長に対し、直接電話にて、水位の
到達情報や今後の見込み等について情報提供（ホットライン）している。 
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【実施事例：平成27年5月29日（訓練）】 

＜遠賀川河川事務所長から直方市長への情報提供＞ 

 

• 河川事務所から、朝11時頃に「日の出橋」「中間」の水位状況と今後の予測に
ついて情報連絡。 

• それを踏まえ、直方市は、避難勧告の発令判断を検討。 

• 河川事務所から、１３時頃に遠賀川の植木地区での堤防決壊の確認を連絡。 

• 直方市では、避難指示の発令を検討。 

直方市（遠賀川） 遠賀川河川事務所 

事務所長から市町村長へのホットライン 

☎ 



※避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガイドライン（案）（内閣府：平成26年4月）を参考に作成。また、都道府県からの情報もあるが、割愛している。 
※時間経過や対応項目については想定で記載しており、各地域や地方公共団体の体制及び想定する気象経過に応じた検討が必要である。 

○ 市町村において、避難勧告に着目したタイムライン作成の促進を図っている。 
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※遠賀川河川事務所の浸水想定区域内２０自治体のうち、概ね全ての自治体で「避難勧告に
着目したタイムラインを策定                       （平成28年4月末時点） 

タイムライン（時系列の防災行動計画）の作成 



 

※氾濫危険情報を発表した国管理河川の浸水想定区域内自治体（45市町村）のうち、タイムライン策定
済みが18市町村、未策定が27市町村。 

タイムライン策定済み（18市町村） タイムライン未策定（27市町村） 

 

 

 

○ 平成27年9月関東・東北豪雨災害で氾濫危険情報が発表された市町村のうち、「避
難勧告の発令等に着目したタイムライン」を策定した市町村における避難勧告また
は避難指示を発令した市町村の割合は72%、未策定市町村は33%となっており、タイ
ムライン策定済みの自治体の方が、発令率が高かった。 

12 ■：避難勧告等発令市町村数 ■：避難勧告等未発令市町村数 

発令率：７２％ 発令率：３３％ 
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5 9

18

28% 

72% 67% 

33% 

平成２７年９月関東・東北豪雨災害におけるタイムラインの効果 



 

雨量、水位  

基準値超過水位観測所一覧  

 

○ 市町村の避難勧告の発令等に資するため、河川の水位、雨量等のリアルタイム情報を防災担当者
にわかりやすい形でインターネットを通じて提供している。（市町村向け「川の防災情報」） 

○ 予め配信条件を定めることで、市町村の防災担当者に基準値超過等の状況を自動でメール配信す
ることが可能である。 

市町村向けのシステムは、
基準値超過水位観測所を
氾濫の切迫度の順に表示。 
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市町村向け「川の防災情報」による河川情報等の提供 

市町村向けのシステムは、洪水予報や水防警報等の発表状況や、雨量・累加雨量、 
水位をグラフ化し、関係を分かりやすく表示。 

イメージ 



 

洪水時の映像例（彦山川（添田町）） 

 

○ 遠賀川河川事務所と市町村庁舎を光ファイバーケーブル網等で接続し、河川監視カメラ
の映像をリアルタイムで市町村に提供。                                                     
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光ファイバー網の相互接続によるCCTV映像の提供 

※ 遠賀川沿川の２１自治体のうち、約５２％にあたる１１自治体において接続完了し、簡易水位計リアル
タイムデータや河川監視カメラ映像を提供                （平成28年3月31日現在） 

河川の洪水時映像の自治体への提供 

洪水時（2012年7月14日） 

H25.3.29 直方市・小竹町 H26.5.2 宮若市 H27.2.16 添田町 

簡易水位計（遠賀川（北九州市）） 



1. 市町村長の避難勧告等の適切な発令を支援 
する取組 
 

2. 住民等の主体的な避難を支援する取組 

 

3. 的確な水防活動の実施を支援する取組 
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遠賀川におけるこれまでの取組状況 



 

事例：中間市の洪水ハザードマップ 

＜ハザードマップ＞ ＜浸水想定区域＞ 

• 洪水時の浸水範囲、浸水深 
• 避難場所その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の

確保を図るために必要な事項 
• 浸水想定区域内にある地下街等、要配慮者利用

施設、大規模工場等の名称及び所在地 等 

○ 遠賀川河川事務所が公表した浸水想定区域をもとに、市町が洪水時の浸水範囲や浸水
深、避難場所等を記した洪水ハザードマップを作成・公表している。 

ハザードマップに記載する事項 
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※遠賀川流域では全ての自治体においてハザードマップが公表されている。（平成２８年３月３１日現在） 

ハザードマップポータルサイト 

浸水想定区域 

土石流危険渓流 

重ねて見たい 
情報を選択 

登録された各種防災情報を 
重ね合わせて表示可能 

市町によるハザードマップの作成・公表 

中間市 



放
送
画
面 

《雨量情報》 
・青色の濃淡で、 
 雨の強さを表示。 
・雨量観測所は地図上 
 の円で位置を表示。 

《水位情報》 
・水位観測所は、地図上の四角で位置を表示。 
・選択した水位観測所は四角が点滅。 
・観測地点ごとの河川名、水位、危険の度合い 
 を「正常」「水防団待機」「はん濫注意」 
 「避難判断」「はん濫危険」 の５段階で表示。 
・危険の度合いに応じて、観測所のアイコンの 
 色が変化するため、川の状態がわかります。 

放 送 画 面 
洪水時 

【はん濫危険水位】住民が避難完了していなくてはならない水位 
【避 難 判 断 水 位】住民が市町村長が発する避難情報等により、 
             避難を開始しなくてはならない水位 
【はん濫注意水位】住民がはん濫に関する情報に注意する水位 
【水防団待機水位】住民が今後の水位情報に注意し始める水位 

《画面の切り替え範囲》 
・県を数枚の地図に分割。 
・リモコンの上下で切り替え可能。 
・リモコンの左右で観測所を指定 
 すると、河川名・観測所名・水位  
 危険度レベル等を表示。 

日の出橋 

遠賀川 

3.00m 4.60m 5.90m 7.10m 7.70m 

遠賀川 遠賀川 遠賀川 遠賀川 

正常水位 水防団待機水位 はん濫注意水位 避難判断水位 はん濫危険水位 

ＮＨＫ総合のデータ放送トップ画面を表示（リモコンのデータボタン（ｄボタン）を押下） 

「河川水位・雨量 防災」を選択 

日の出橋 日の出橋 日の出橋 日の出橋 

左記以外の観
測所も閲覧可
能です。 

危険水位突破の事例 

 

 

○ 九州地方整備局では、平成２２年７月から九州７県とＮＨＫと協働し、ＮＨＫ総合の地上デ
ジタル放送のデータ放送を通じて、遠賀川等の水位情報 等を正確かつわかりやすくリア
ルタイムで提供している。 
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地上デジタルテレビのデータ放送による河川情報等の提供 



○ 九州地方整備局では、九州管内の一級水系の雨量、水位が基準値となった際、携
帯電話にアラームメールを送信する住民向けサービスを実施している。 

 
 
 

Subject:アラーム基準超過（河川情報アラームメール） 
------------------------------------------ 
国土交通省九州地方整備局水災害予報センター 河川情報アラー
ムメールです。 
あなたが選択している地域において、雨量、あるいは水位がア
ラーム基準値を超過しました。 
現在の状況は次のとおりです。 
URLをクリックすると、詳細情報にジャンプします。 
市町村や消防団から避難等の指示があれば、これに従ってくださ
い。 
■観測日時 
＊＊＊＊年＊月＊日＊時＊分 
■水位状況 
下記の水位観測所が基準値を超えました。 
◇◇ 
△△川 
（××市××） 
詳細情報はこちら 
http://kasen-alarm.jp/push/i.jsp?t=2&i=497 

九州地方整備局に設置
しているシステムから
九州全域に配信 

基準値を超過した日時、
水位（雨量）観測所を
お知らせ 
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※平成21年度に社会実験を実施し、平成22年7月より本格運用。 
 水防団や一般住民等約3,000名が登録。対象とする観測所や基準値は任意に設定可能。 

住民向け携帯アラームメール 

http://kasen-alarm.jp/push/i.jsp?t=2&i=497


学校と連携した水防災教育および環境教育の促進 
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■平成24年度 
• 教育委員会等の協力を得て、教師用解説書付き学習教材を作成 
  ※小学校5年生の理科、社会科 
■平成25年度 
• 直方市、飯塚市、田川市の11校で試行授業   
■平成26年度 
• 67校に教材配布し、43校で教材使用 
■平成27年度 
• 流域内全小学校に教材配布し、75校で教材使用 
■平成28年度 
• 平成27年度未使用校への普及を進める 
• 田川地区、下流地区での授業を事例として教材化 
 

○ 小学校の教科書に準拠した遠賀川を題材にした水防災・水環境の教材として、小学校5年生の社会科
（自然災害とともに生きる）、理科（流れる水のはたらき）を教育委員会等の協力を得て作成し、試行授
業を開催するなどして、流域内小学校への普及を図っている 

平成27年度 

教材配布校 
 7市13町1村（122校） 
教材使用校 
 7市12町1村（75校） 

H27年度教材使用校
の存する市町村

流域界



1. 市町村長の避難勧告等の適切な発令を支援 
する取組 
 

2. 住民等の主体的な避難を支援する取組 

 

3. 的確な水防活動の実施を支援する取組 
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遠賀川におけるこれまでの取組状況 



飯塚市災害対策本部設置運営訓練 

 

○ 遠賀川流域市町村において、関係機関を含んだ大規模災害時の対応訓練から、水防団
の水防工法訓練等、防災力向上に向けた様々な訓練が実施されている。 
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遠賀川流域市町村における訓練実施 

飯塚市総合防災訓練 

田川地区水防訓練 

田川地区総合防災訓練 



 

○ 迅速かつ的確な水防活動に資するよう、重要水防箇所・水防情報図を公表するとともに、
重要水防箇所の合同巡視、簡易水位計や監視カメラ等の設置を推進している。 

 

重要水防箇所の合同巡視 

自治体との光ＣＡ等接続 

携帯電話用ホームページの 
河川カメラ閲覧サイト 
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簡易水位計の設置 

※遠賀川河川事務所管内における監視カメラの設置数は１４９台（平成28年3月31日現在） 

市町村や水防団への重要水防箇所等の情報の周知 

 ※重要水防箇所：洪水等に際して、水防上特に注意する箇所を指し、「堤防高（流下能力）」、「堤防断面」、「法崩れ・すべり」、「漏水」、「水
衝・洗掘」等の種別があり、その重要さによって「重要度Ａ（水防上最も重要な区間）」、「重要度Ｂ（水防上重要な区間）」、
「要注意区間」に分けられる。 

重要水防箇所の合同巡視（共同点検） 



中間－１ 

中間－２ 

中間－３ 

中間－４ 

中間－５ 宮田－１ 

宮田－２ 

宮田－３ 

直方－２ 

直方－３ 

飯塚－１ 

飯塚－２ 

飯塚－３ 

田川－４ 

田川－１ 

田川－３ 

田川－５ 

田川－２ 

直方－１ 

彦山川　0K000～7K000

飯塚－２ 遠賀川　36K670～48K200
飯塚－３ 穂波川　0K000～5K900

No 担当区間
飯塚－１ 遠賀川　26K540～36K670

田川－１ 彦山川　7K000～12K900
田川－２ 金辺川　0K000～4K000

田川－５ 中元寺川　0K000～9K000

田川－３ 彦山川　12K900～20K000
田川－４ 彦山川　20K000～34K800

中間－２ 遠賀川右岸　0K000～10K700
中間－３ 遠賀川左岸　1K700～10K700

中間－１
遠賀川左岸　0K000～1K700
西川　0K000～5K500

中間－４
黒川　0K000～3K700
笹尾川　0K000～5K000

中間－５ 遠賀川　10K700～15K350
宮田－１ 犬鳴川　0K000～8K600
宮田－２ 犬鳴川　8K600～14K800
宮田－３ 八木山川　0K000～2K900
直方－１ 遠賀川　15K350～20K900
直方－２ 遠賀川　20K900～26K540
直方－３

 

 ○出水時には、水防団等と河川管理者がそれぞれ河川巡視を実施している。 
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出水時の河川巡視 

国管理区間における河川巡視区間図 
（全１９区間） 

区間割り一覧表 

響
灘 

出水時の河川巡視の様子 



 

 

〇 水防活動を行う上で必要な土砂などの緊急用資材を事前に備蓄しておくほか、災害が発生した場合

には緊急復旧などを迅速に行う基地となる河川防災ステーションを整備している。 
○ 遠賀川水系では、遠賀川飯塚地区防災ステーションが１箇所整備されている。 

【災害時の活用事例】 
 ・緊急復旧用資材備蓄基地 
 ・災害対策車両基地 
 ・車両交換場所 
 ・ヘリポート 
 ・洪水時の現地対策本部 
 ・水防団の待機場所 
 ・水防倉庫 
 ・一般住民の避難場所 

災害時における河川防災ステーション 

市町村の水防活動の拠点 
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河川防災ステーションの整備 

異形ブロック 
作業ヤード 

土のう用土砂備蓄 

砕石 

河川防災ステーションの整備事例  
遠賀川飯塚地区防災ステーション（遠賀川） 

根固めブロック 

利根川 

ヘリポート 

水防センター 

砕石 

異形ブロック 

作業ヤード 
土のう用土砂 
砂備蓄 等 

遠賀川 

穂波川 

遠賀川飯塚地区防災ステーション 
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