
平成 ２６年 ５月１３日

九州地方整備局

武雄河川事務所

。出水期を前に河川合同巡視を実施します
～六角川水系・松浦川水系、総勢約１５０名で実施予定～

国土交通省武雄河川事務所では、今年も出水期を迎えるにあたり、六角川

水系（六角川、武雄川、牛津川）と松浦川水系（松浦川、徳須恵川、厳木川）

の二水系において、水防管理団体である関係市町（４市３町 ・水防団及び佐）

賀県の防災関係者、九州防災エキスパート会、 法人技術交流フォーラム等NPO

と河川合同巡視を実施します。合同巡視では水防時に適切な対応が迅速に取れ

るよう、重要水防箇所を巡視し、水防対応策等の確認を行います。

、 、 。なお 小雨の場合は決行しますが 水防警戒体制に入った場合は延期します

○実施日時

六角川水系・松浦川水系

５月１６日（金）午前９時００分より

詳細は別紙「合同巡視行程」参照

○参加機関

別紙「河川合同巡視計画表」のとおり

「問い合せ先」

国土交通省 九州地方整備局 武雄河川事務所

技術副所長 山本 佳久（六角川水系）

技術副所長 鬼塚 英文（松浦川水系）

建設監督官 末吉 仙英

ＴＥＬ ０９５４－２３－５１５１

ＦＡＸ ０９５４－２３－５１９１



                                       

時　　間 市町名 説　明　場　所 摘要及び説明要旨 備　　考

① 9:30 朝日出張所 挨拶及び行程説明等　

② 10:00 潮見橋
　（六角川30/300）

水防警報、洪水予報基準地点

③ 10:20 鐘撞川排水樋管
　（六角川27/900）

内水被害常襲箇所（東川水門、排水ポンプ車）

④ 10:40 六角川右岸26k200

・危険箇所レベル度表示
・H23年度以降 河道掘削・樹木伐採
・板橋排水機場回転灯設置
　　※上流地区の全６機場（国交省）は設置済

⑤ 11:30
八ツ江排水樋管
（六角川14/740）
※午前の部解散

内水被害常襲箇所（高来川の佐賀県の内水ポンプ）

⑥ 13:30 河口堰操作所 挨拶及び行程説明等

⑦ 13:50 牛津川右岸0k250 堤防嵩上げ（平成２５年度）

⑧ 14:20 潟越排水樋管 堤防嵩上げ（平成２５年度）

⑨ 14:50 ＪＲ橋 右岸
　（六角川右岸13/450）

・ＨＷＬ高の堤防
・備蓄資材（大型土嚢）配備

⑩ 15:20
ＪＲ橋 左岸
　（六角川左岸13/450）
※午後の部解散

・ＨＷＬ高の堤防
・備蓄資材（大型土嚢）配備

平成２６年度合同巡視行程　（朝日出張所管内）

武雄市
大町町

江北町
白石町

※巡視状況・質問等において予定時間の変更があり得ます。



                                       

（平成２６年３月末現在）

時　　間 市町名 事　　　項 説　明　場　所 摘要及び説明要旨

① 9:00 現地集合 六角川河口堰操作所前 挨拶及び行程説明　重要水防区域の考え方

② 9:15 重要水防構造物Ｂランク 住之江橋 堤防高不足

③ 9:30 高潮時開閉操作必要場所 六角川右岸3k100 陸閘

④ 9:45 福富海岸境界 反省会（9:45～9:55）

⑤ 10:15 現地集合 南里搦排水樋管上流堤防 挨拶及び行程説明　重要水防区域の考え方

⑥ 10:35 重要水防構造物Ｂランク 住之江橋 堤防高不足

⑦ 10:50 重要水防区域Ａランク 楠木樋管付近 堤防高不足、Ｈ２４年度から改修工事に着手

⑧ 11:15 重要水防区域　要注意区間 三条川排水樋門付近 Ｈ２３年度に築堤工事を実施（H26まで要監視）

⑨ 11:30 重要水防区域Ｂランク 牛津川左岸5ｋ000付近 河道掘削、反省会（11:40～11:50）

⑩ 13:30 現地集合 友田樋管前 挨拶及び行程説明　重要水防区域の考え方

⑪ 14:10 重要水防区域　要注意区間 牛津川右岸5k600 Ｈ２５年度に築堤工事を実施（H28まで要監視）

⑫ 14:20 牛津町、江北町境界 付近 反省会（14:20～14:30）

⑬ 15:00 現地集合 牛尾堀切樋管前 挨拶及び行程説明　重要水防区域の考え方

⑭ 15:25 重要水防区域Ｂランク 牛津川左岸8ｋ800付近 H２６年度に河道掘削及び樹木伐採を実施予定

⑮ 15:45 重要水防区域Ｂランク 池田川排水機場付近

〃 15:50 　 　　　〃 反省会（15:50～16:00）

平成２６年度合同巡視行程（牛津出張所管内）

小 城 市
小 城 町

白 石 町

小 城 市
芦 刈 町

小 城 市
牛 津 町

※巡視状況・質問等において予定時間の変更があり得ます。



                                       

時　　間 市町名 説　明　場　所 摘要及び説明要旨 備　　考

9:00 松浦川（左岸）28/800（桃ノ川橋） 挨拶及び行程説明

1 ・危険箇所及び危険度レベル表示説明

・松浦町（松浦川右岸）28/790～29/000【重点区間】の説明

9:20 ・松浦町（松浦川右岸）29/800～30/000【樹木伐採】の説明 昨年度樹木伐採箇所

9:30 松浦川 28/600（大黒大橋） ・松浦町（松浦川左岸）26/600～27/400【状況確認】

9:40 （現況河道状況、道路冠水箇所等）

9:50 松浦川（左岸）23/000（堤防上） ・大川町（右岸）22/700～23/300【重点区間】の説明

10:00 ・河道掘削完了箇所の説明

10:20 徳須恵川（左岸）13/000（堤防上） ・危険箇所及び危険度レベル表示説明

10:35 ・南波多町（左岸）12/400～13/700【重点区間】の説明 伊万里市管内の意見交換

10:50 徳須恵川（左岸）7/100（中村橋） 挨拶及び行程説明 唐津市管内開始地点

・北波多行合野（徳須恵川左岸）5/800～7/100【整備状況】の説明 一連区間の整備状況

11:05 （護岸補修、築堤、護岸）

11:15 徳須恵川（左岸）3/800（堤防上） ・危険箇所及び危険度レベル表示説明

・北波多徳須恵（左岸）3/400～4/100【重点区間】の説明

・北波多徳須恵（右岸）3/500～3/900【重点区間】の説明

・北波多行合野（徳須恵川左岸）5/800～7/100【整備状況】の説明 一連区間の整備状況

11:25 （護岸補修、築堤、護岸）

11:35 徳須恵川（左岸）2/600（堤防上） ・畑島（左岸）2/680～3/400【重点区間】の説明

11:50 （内水による道路冠水箇所等） 唐津市管内午後の意見交換

※巡視状況等によって行程を変更する場合があります。

唐津市本庁
北波多支所

5

平成２６年度合同巡視行程表（松浦川出張所管内）

松浦川班（午前：伊万里市管内、唐津市管内）　　松浦川・徳須恵川

7

伊万里市2

3

4

6



                                       

平成２６年度合同巡視行程表（松浦川出張所管内）

時　　間 市町名 説　明　場　所 摘要及び説明要旨 備　　考

13:30 松浦川（左岸）10/000 挨拶及び行程説明

（下牟田部排水樋管） ・危険箇所及び危険度レベル表示説明

・和多田（左岸）1/300～1/500【重点区間】の説明

・養母田（左岸）3/600～4/300【重点区間】の説明

13:45 ・相知町久保（左岸）9/300～9/900【重点区間】の説明

13:50 松浦川（右岸）11/000（堤防上） ・相知町黒岩（松浦川右岸）10/850～11/250【整備状況】の説明

13:55 （川表堤防腹付盛土補強） 昨年度整備箇所

14:10 厳木川（左岸）4/500（田頭橋） ・相知町田頭（厳木川）4/200～5/000【整備状況】の説明 一連区間の整備状況

14:20 （橋梁架替、築堤、護岸、河道掘削）

14:30 厳木川（右岸）5/900（岩屋橋） ・危険箇所及び危険度レベル表示説明

・厳木町本山（左岸）5/200～5/450【重点区間】の説明

・厳木町岩屋（左岸）5/700～5/900【重点区間】の説明

14:40 ・相知町町切（右岸）5/200～6/040【重点区間】の説明

14:50 厳木川（右岸）8/100（道路上） ・厳木町厳木（右岸）8/100～8/300【重点区間】の説明

15:05 唐津市管内午後の意見交換

※巡視状況等によって行程を変更する場合があります。

唐津市本庁
相知支所

3

4

5

唐津市本庁
相知支所
厳木支所

唐津市本庁
厳木支所

2

松浦川班（午後：唐津市管内）　　松浦川・厳木川

1



別紙

朝日　（出）　班 牛津　（出）　班 松浦川（出）班

六角川・武雄川　 六角川・牛津川　 松浦川・徳須恵川・厳木川

市　　　　町

武雄市
白石町
大町町
江北町

小城市
白石町

唐津市
伊万里市

佐　賀　県 武雄土木
佐賀土木
武雄土木

唐津土木
伊万里土木

九州防災エキスパート
会

○ ○ ○

NPO法人技術交流
フォーラム

○ ○

午前９時30分 午前９時 午前９時

朝日出張所
（武雄市朝日町）

六角河口堰操作所
（白石町福富）

桃ノ川橋
（伊万里市松浦町）

備　考

参
　
加
　
機
　
関

対象河川

平成２６年度　　河川合同巡視計画表

実　施　日

班　　　　名

集合時間

集合場所

５月１６日　（金）



平成２５年度　河川合同巡視の状況

○朝日出張所管内巡視状況（牛津川右岸0k250付近） ○朝日出張所管内巡視状況（六角川右岸13k450付近）

○牛津出張所管内巡視状況（牛津川右岸7k800付近） ○牛津出張所管内巡視状況（楠木排水樋管）

○松浦川出張所管内巡視状況（徳須恵川右岸3k800付近） ○松浦川出張所管内巡視状況（松浦川左岸28k800付近）


