
様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（重点区間） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法

1 佐　賀 松浦川 唐津市和多田 左岸  1/300～1/500 220 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

2 〃 松浦川 唐津市養母田 左岸  3/600～4/300 700 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

3 〃 松浦川 唐津市相知町久保 左岸  9/300～9/900 600 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

4 〃 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 22/700～23/300 600 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

5 〃 松浦川 伊万里市大川町構 左岸 24/100～24/300 190 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

6 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 26/100～26/325 240 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

7 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 26/325～27/325 1,110 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

8 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 26/650～27/260 610 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

9 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 右岸 28/790～29/000 205 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

10 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸 0/000～0/100 100 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

11 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸 0/500～0/700 200 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ｂ
・法崩れ・すべりＡ

積土のう工
築きまわし工

12 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸 0/700～0/850 157 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ｂ
・法崩れ・すべりＡ

積土のう工
築きまわし工

13 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸 0/850～1/300 450 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ｂ
・法崩れ・すべりＡ

積土のう工
築きまわし工

14 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸 0/500～1/500 1,000 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

15 〃 徳須恵川 唐津市畑島 左岸 2/680～ 3/400 780 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

備　　　　　考



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（重点区間） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

16 佐　賀 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸 2/900～3/200 270 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

17 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸 3/900～4/300 480 ・法崩れ・すべりＡ 築きまわし工

18 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 左岸 12/400～13/700 1,310 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

19 〃 厳木川 唐津市厳木町本山 左岸 5/200～5/450 265 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

20 〃 厳木川 唐津市厳木町町切 右岸 5/200～5/900 650 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ａ
（5/500～5/900)

・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

21 〃 厳木川 唐津市厳木町岩屋 左岸  5/700～5/900 200 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

22 〃 厳木川 唐津市相知町町切 右岸  5/900～6/040 130 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

23 〃 厳木川 唐津市相知町町切～唐津市厳木町町切 右岸  8/100～8/300 200 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

23箇所 10,667

左岸 5ヶ所 2,320

右岸 4ヶ所 2,155

左岸 5ヶ所 2,897

右岸 4ヶ所 1,850

左岸 2ヶ所 465

右岸 3ヶ所 980

左岸 12ヶ所 5,682

右岸 11ヶ所 4,985

23ヶ所 10,667

合 計

合　計

計
松浦川

徳須恵川

厳木川



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（重点区間） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

唐津市 松浦川 3ヶ所 1,520

徳須恵川 8ヶ所 3,437

厳木川 5ヶ所 1,445

伊万里市 松浦川 6ヶ所 2,955

徳須恵川 1ヶ所 1,310

厳木川 0ヶ所 0

武雄市 松浦川 0ヶ所 0

徳須恵川 0ヶ所 0

厳木川 0ヶ所 0

合 計 松浦川 9ヶ所 4,475

徳須恵川 9ヶ所 4,747

厳木川 5ヶ所 1,445

合 計 23ヶ所 10,667



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法

1 佐　賀 松浦川 唐津市和多田 左岸 0/300～0/700 750 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

2 〃 松浦川 唐津市和多田 左岸  0/700～ 0/900 250 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

3 〃 松浦川 唐津市田中 右岸  0/500～ 0/900 460 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

4 〃 松浦川 唐津市和多田 左岸 1/100～ 1/300 200 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

5 〃 松浦川 唐津市和多田 左岸 1/300～ 1/500 220 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

6 〃 松浦川 唐津市和多田 左岸 1/500～1/700 180 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

7 〃 松浦川 唐津市養母田 左岸  3/600～ 4/300 700 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

8 〃 松浦川 唐津市相知町牟田部 左岸 8/700～8/900 210 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

9 〃 松浦川 唐津市相知町牟田部 左岸  9/300～ 9/900 700 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

10 〃 松浦川 唐津市相知町牟田部 左岸 11/700～12/100 360 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

11 〃 松浦川 唐津市相知町佐里 左岸 18/100～18/500 420 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

12 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 左岸 19/500～19/700 220 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

13 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 左岸 19/900～20/100 200 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

14 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 左岸 21/150～21/300 140 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

15 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 右岸 21/150～21/300 150 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

16 〃 松浦川 伊万里市大川町白木 右岸 22/300～22/500 210 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

17 〃 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 22/700～23/300 600 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

18 〃 松浦川 伊万里市大川町構 左岸 23/900～24/100 210 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

備　　　　　考



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

19 佐　賀 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 24/300～24/500 240 ・堤防高不足Ａ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

20 〃 松浦川 伊万里市大川町構 左岸 24/100～24/300 190 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

21 〃 松浦川 伊万里市大川町川西 左岸 24/300～ 25/100 760 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

22 〃 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 24/700～25/100 310 ・堤防高不足Ａ
・法崩れ・すべりＢ
（24/700-24/800）

積土のう工
築きまわし工

23 〃 松浦川 伊万里市大川町川西 左岸 25/700～26/500 960 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

24 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 26/100～26/325 240 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

25 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 26/325～27/325 1,110 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

26 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 26/650～27/260 610 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

27 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 27/325～27/700 344 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

28 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 27/700～28/500 800 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

29 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 27/340～27/500 180 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

30 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 27/500～28/500 1,000 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

31 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 28/500～28/900 400 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

32 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 右岸 28/500～28/750 250 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

33 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 右岸 28/790～29/700 1,025 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

34 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 28/900～29/300 410 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

35 〃 松浦川 伊万里市松浦町桃ノ川 左岸 29/300～30/100 800 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

36 〃 松浦川 伊万里市松浦町萩ノ尾 右岸 29/900～31/400 1,350 ・堤防高不足Ａ 積土のう工



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

37 佐　賀 松浦川 武雄市若木町多々良 左岸 30/900～31/300 420 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

38 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸  0/000～0/100 100 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

39 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  0/500～ 0/700 200 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ｂ
・法崩れ・すべりＡ

積土のう工
築きまわし工

40 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  0/700～ 0/850 157 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ｂ
・法崩れ・すべりＡ

積土のう工
築きまわし工

41 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸  0/500～ 1/500 1,000 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

42 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  0/850～ 1/300 450 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ｂ
・法崩れ・すべりＡ

積土のう工
築きまわし工

43 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸 1/300～1/350 50 ・堤防断面不足Ａ 築きまわし工

44 〃 徳須恵川 唐津市畑島 左岸 2/680～ 3/400 780 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

45 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸  2/900～ 3/200 270 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

46 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸  3/900～ 4/300 480 ・法崩れ・すべりＡ 築きまわし工

47 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵～行合野 右岸  5/700～ 6/300 620 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

48 〃 徳須恵川 唐津市北波多竹有～行合野 左岸 7/100～ 7/700 600 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

49 〃 徳須恵川 唐津市北波多行合野 右岸  6/700～ 7/100 320 ・堤防高不足Ａ 積土のう工



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

50 佐　賀 徳須恵川 唐津市北波多行合野 右岸  7/300～ 7/700 380 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

51 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 右岸 8/100～ 8/300 170 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

52 〃 徳須恵川 唐津市北波多行合野 左岸 8/300～ 8/500 260 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

53 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 右岸 10/500～11/420 760 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

54 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 左岸 10/100～11/900 2,100 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

55 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 右岸 11/625～12/100 470 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

56 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 右岸 12/100～12/300 150 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

57 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 右岸 12/300～12/700 360 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

58 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 左岸 12/400～13/700 1,310 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

59 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町高瀬 右岸 13/900～14/350 600 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

60 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 左岸 13/900～14/100 170 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

61 〃 厳木川 唐津市相知町横枕 右岸  2/900～ 3/100 220 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

62 〃 厳木川 唐津市厳木町町切 右岸  4/100～ 5/200 1,040 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

63 〃 厳木川 唐津市厳木町本山 左岸 4/800～5/300 500 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

64 〃 厳木川 唐津市厳木町町切 右岸  5/200～ 5/900 650 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ａ
（5/500～5/900)

・法崩れ・すべりＡ
積土のう工

築きまわし工

65 〃 厳木川 唐津市相知町町切 右岸  5/900～ 6/040 130 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

66 〃 厳木川 唐津市厳木町本山 左岸  5/300～ 5/530 230 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

67 〃 厳木川 唐津市厳木町岩屋 左岸 5/700～5/900 180 ・堤防高不足Ａ 積土のう工



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

68 佐　賀 厳木川 唐津市相知町町切 右岸  6/100～ 6/840 630 ・堤防高不足Ａ
・堤防断面不足Ａ
(6/100～6/500)

積土のう工
築きまわし工

69 〃 厳木川 唐津市厳木町岩屋 左岸 6/700～6/900 200 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

70 〃 厳木川 唐津市厳木町岩屋 左岸 7/100～ 9/300 2,240 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

71 〃 厳木川 唐津市相知町町切 右岸 7/100～ 7/400 300 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

72 〃 厳木川 唐津市相知町町切 右岸 7/700～ 8/100 300 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

73 〃 厳木川 唐津市相知町町切 右岸  8/100～ 8/300 200 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

74 〃 厳木川 唐津市相知町町切 右岸 8/300～ 8/600 300 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

75 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 右岸  8/900～ 9/300 420 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

76 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 左岸  9/300～ 9/700 380 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

77 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 右岸  9/300～ 9/445 150 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

78 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 右岸  9/550～ 9/825 225 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

79 〃 厳木川 唐津市厳木町厳木 左岸  9/700～ 9/900 160 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

80 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 右岸 10/300～10/400 100 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

81 〃 厳木川 唐津市厳木町厳木 左岸 10/700～10/900 200 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

82 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬～中島 右岸 11/100～11/500 380 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

83 〃 厳木川 唐津市厳木町厳木～中島 左岸 11/250～11/500 250 ・堤防高不足Ａ ・堤防断面不足Ａ
積土のう工

築きまわし工

84 〃 厳木川 唐津市厳木町中島～大園 右岸 12/300～12/500 210 ・堤防高不足Ａ 積土のう工

84箇所 38,931合　計



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

左岸 24ヶ所 10,490

右岸 13ヶ所 7,089

左岸 10ヶ所 6,077

右岸 13ヶ所 5,680

左岸 9ヶ所 4,340

右岸 15ヶ所 5,255

左岸 43ヶ所 20,907

右岸 41ヶ所 18,024

84ヶ所 38,931

唐津市 松浦川 11ヶ所 4,450

徳須恵川 14ヶ所 5,667

厳木川 24ヶ所 9,595

伊万里市 松浦川 25ヶ所 12,709

徳須恵川 9ヶ所 6,090

厳木川 0ヶ所 0

武雄市 松浦川 1ヶ所 420

徳須恵川 0ヶ所 0

厳木川 0ヶ所 0

合 計 松浦川 37ヶ所 17,579

徳須恵川 23ヶ所 11,757

厳木川 24ヶ所 9,595

合 計 84ヶ所 38,931

合 計

計
松浦川

徳須恵川

厳木川



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ）　工作物 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 工 作 物 名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法

1 佐　賀 松浦川 養母田排水樋管 左岸 4/350 唐津市

2 〃 松浦川 上佐里排水樋管 左岸 17/450 唐津市

3 〃 松浦川 大川野排水樋管 右岸 23/885 伊万里市

4 〃 松浦川 川西第２排水樋管 左岸 24/750 伊万里市

5 〃 松浦川 長野第１排水樋管 右岸 25/560 伊万里市

6 〃 松浦川 中松浦川鉄道橋 - 18/400 +90 唐津市相知町

7 〃 松浦川 上松浦川鉄道橋 - 27/400 +40 伊万里市

8 〃 松浦川 桃ノ川新橋 - 28/400＋80 伊万里市

9 〃 松浦川 桃ノ川橋 - 28/800＋30 伊万里市

10 〃 徳須恵川 山本河原１号排水樋管 右岸 0/356 唐津市

11 〃 徳須恵川 石志１号排水樋管 右岸 0/883 唐津市

12 〃 徳須恵川 石志２号排水樋管 右岸 1/135 唐津市

13 〃 徳須恵川 石志４号排水樋管 右岸 1/530 唐津市

14 〃 徳須恵川 畑島２号排水樋管 左岸 2/375 唐津市

15 〃 徳須恵川 大杉天神宮排水樋管 右岸 3/880 唐津市

16 〃 徳須恵川 徳須恵前田排水樋管 左岸 4/860 唐津市

17 〃 徳須恵川 稗田排水樋管 右岸 5/150 唐津市

18 〃 徳須恵川 河原鉄道橋 - 0/000＋130 唐津市

備　　　　　考



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ）　工作物 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 工 作 物 名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

19 佐　賀 徳須恵川 松崎橋 - 10/400 +45 伊万里市

20 〃 徳須恵川 水留峠橋 - 11/000 +80 伊万里市

21 〃 徳須恵川 古里農道橋 - 11/800 +15 伊万里市

22 〃 徳須恵川 原土農道橋 - 12/000 +25 伊万里市

23 〃 徳須恵川 水留橋 - 12/600 +25 伊万里市

24 〃 厳木川 弁天排水樋管 左岸 1/200 +90 唐津市相知町

25 〃 厳木川 栄町排水樋管 左岸 1/620 唐津市

26 〃 厳木川 浜白第二排水樋管 左岸 1/900 唐津市

27 〃 厳木川 横枕第一排水樋管 右岸 2/190 唐津市

28 〃 厳木川 本山鉄道橋 - 5/200 +25 唐津市相知町　唐津市厳木町

29 〃 厳木川 本山橋 - 5/200 +80 唐津市相知町　唐津市厳木町

30 〃 厳木川 岩屋橋 - 5/800 +100 唐津市相知町　唐津市厳木町

31 〃 厳木川 椴ノ木橋 - 8/000 +110 唐津市相知町　唐津市厳木町

32 〃 厳木川 鶴橋 - 8/400 +50 唐津市厳木町

33 〃 厳木川 万造橋 - 9/200 +120 唐津市厳木町

34 〃 厳木川 厳木橋 - 9/800 +50 唐津市厳木町

35 〃 厳木川 古屋敷橋 - 12/200 唐津市厳木町

36 〃 厳木川 天山橋 - 13/000 -5 唐津市厳木町



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ａ）　工作物 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 工 作 物 名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

36箇所

左岸 5.0ヶ所

右岸 4.0ヶ所

左岸 5.0ヶ所

右岸 9.0ヶ所

左岸 7.5ヶ所

右岸 5.5ヶ所

左岸 17.5ヶ所

右岸 18.5ヶ所

36ヶ所

唐津市 松浦川 3.0ヶ所

徳須恵川 9.0ヶ所

厳木川 13.0ヶ所

伊万里市 松浦川 6.0ヶ所

徳須恵川 5.0ヶ所

厳木川 0.0ヶ所

武雄市 松浦川 0.0ヶ所

徳須恵川 0.0ヶ所

厳木川 0.0ヶ所

合 計 松浦川 9.0ヶ所

徳須恵川 14.0ヶ所

厳木川 13.0ヶ所

合 計 36ヶ所

合 計

計

合 計

松浦川

徳須恵川

厳木川



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法

1 佐　賀 松浦川 唐津市和多田 左岸 2/600～ 2/700 100 ・堤防断面不足Ｂ 築きまわし工

2 〃 松浦川 唐津市和多田～養母田 左岸 2/700～ 2/870 170 ・堤防断面不足Ｂ 築きまわし工

3 〃 松浦川 唐津市鏡～中原 右岸 2/800～3/900 1,100 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

4 〃 松浦川 唐津市鏡～中原 右岸 4/300～4/400 100 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

5 〃 松浦川 唐津市養母田 左岸  3/100～ 3/500 400 ・堤防断面不足Ｂ 築きまわし工

6 〃 松浦川 唐津市養母田 左岸  4/300～ 4/400 100 ・堤防断面不足Ｂ 築きまわし工

7 〃 松浦川 唐津市中原 右岸 4/500～4/700 200 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

8 〃 松浦川 唐津市養母田 左岸  4/700～ 5/500 800 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

9 〃 松浦川 唐津市養母田 左岸  5/500～5/700 180 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

10 〃 松浦川 唐津市久里～双水 右岸 7/423～7/550 127 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

11 〃 松浦川 唐津市山本 左岸 7/100～7/500 390 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

12 〃 松浦川 唐津市山本 左岸 7/700～7/850 150 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ
・漏水要注意
(7/700-7/850)

積土のう工
築きまわし工

月の輪工

13 〃 松浦川 唐津市山本 左岸 8/000～ 8/100 100 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ
積土のう工

築きまわし工

14 〃 松浦川 唐津市双水 右岸  7/900～ 8/100 240 ・堤防断面不足Ｂ 築きまわし工

15 〃 松浦川 唐津市山本 左岸 8/500～8/700 240 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

16 〃 松浦川 唐津市双水 右岸 8/300～9/000 620 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

17 〃 松浦川 唐津市相知町牟田部 左岸 8/900～9/300 360 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

18 〃 松浦川 唐津市双水 右岸 9/000～10/700 1,680 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

備　　　　　考



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

19 佐　賀 松浦川 唐津市相知町牟田部 左岸 9/900～10/700 820 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

20 〃 松浦川 唐津市黒岩 右岸 10/700～11/300 600 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

21 〃 松浦川 唐津市黒岩 右岸 11/300～12/250 890 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

22 〃 松浦川 唐津市相知町久保 左岸 11/500～11/700 210 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

23 〃 松浦川 唐津市相知町久保 左岸 12/100～14/100 1,880 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

24 〃 松浦川 唐津市相知町山崎 右岸 12/250～12/300 50 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

25 〃 松浦川 唐津市相知町山崎 右岸 12/700～13/200 500 ・堤防高不足Ｂ
・法崩れ・すべりＢ
(12/900～13/100)

積土のう工
築きまわし工

26 〃 松浦川 唐津市相知町杉野 右岸 13/380～15/100 1,560 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

27 〃 松浦川 唐津市相知町佐里 左岸 14/900～18/100 2,890 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

28 〃 松浦川 唐津市相知町杉野 右岸 16/700～17/900 1,160 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

29 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 左岸 19/700～19/900 200 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

30 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 右岸 20/100～20/300 200 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

31 〃 松浦川 伊万里市大川町駒鳴 左岸 20/100～20/300 180 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

32 〃 松浦川 伊万里市大川町構 左岸 21/900～23/900 2,000 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

33 〃 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 21/300～22/300 910 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

34 〃 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 23/350～24/300 950 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

35 〃 松浦川 伊万里市大川町大川野 右岸 24/500～24/700 130 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

36 佐　賀 松浦川 伊万里市大川町大川野 左岸 25/100～25/700 600 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

37 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 25/100～26/100 1,040 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

38 〃 松浦川 伊万里市大川町川原 右岸 29/700～29/900 200 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

39 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸 0/100～0/300 200 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

40 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸 0/300～0/500 200 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

41 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  0/300～0/500 200 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ
積土のう工

築きまわし工

42 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  0/000～0/300 300 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

43 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  1/350～1/545 195 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ
積土のう工

築きまわし工

44 〃 徳須恵川 唐津市千々賀 左岸  1/600～2/100 500 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ
積土のう工

築きまわし工

45 〃 徳須恵川 唐津市石志 右岸 1/500～2/500 1,000 ・堤防高不足Ｂ
・法崩れ・すべりＢ
(1/500～1/900)

積土のう工
築きまわし工

46 〃 徳須恵川 唐津市畑島 左岸 2/100～ 2/600 520 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

47 〃 徳須恵川 唐津市石志～北波多村徳須恵 右岸  2/500～ 2/900 400 ・堤防高不足Ｂ
・法崩れ・すべりＢ
（2/600-2/900）

積土のう工
築きまわし工

48 〃 徳須恵川 唐津市畑島 左岸 2/600～ 2/680 70 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

49 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸  3/200～ 3/500 230 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

50 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸  3/500～ 3/700 150 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

51 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸  3/700～ 3/900 210 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

52 〃 徳須恵川 唐津市北波多竹有 左岸  4/200～5/100 900 ・堤防高不足Ｂ
・法崩れ・すべりＢ
（5/000-5/100）

積土のう工
築きまわし工

53 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸 4/300～5/100 920 ・堤防高不足Ｂ
積土のう工

築きまわし工
・法崩れ・すべりＢ
（4/300-4/400・4/700-5/100）



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

54 佐　賀 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸 5/100～5/300 200 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

55 〃 徳須恵川 唐津市北波多竹有 左岸 5/100～5/800 690 ・堤防高不足Ｂ
・法崩れ・すべりＢ
（5/100-5/600）

積土のう工
築きまわし工

56 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸 5/300～5/700 420 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

57 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町水留 右岸 14/350～14/400 50 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

58 〃 徳須恵川 伊万里市南波多町大曲 左岸 14/100～14/400 300 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

59 〃 厳木川 唐津市相知町中山 右岸 0/000～0/100 100 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

60 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸 0/000～0/100 90 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

61 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸 0/300～0/600 300 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

62 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸 0/600～1/100 520 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

63 〃 厳木川 唐津市相知町中山 右岸 0/600～0/820 220 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

64 〃 厳木川 唐津市知町中山 右岸 0/890～1/100 230 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

65 〃 厳木川 唐津市相知町田頭 右岸  3/100～3/500 370 ・堤防高不足Ｂ ・堤防断面不足Ｂ
積土のう工

築きまわし工

66 〃 厳木川 唐津市相知町田頭 右岸 3/500～4/100 600 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

67 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸  3/500～ 3/700 200 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

68 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸  3/700～ 3/900 200 ・堤防高不足Ｂ ・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

69 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸  3/900～ 4/100 200 ・法崩れ・すべりＢ 築きまわし工

70 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸  4/100～ 4/300 190
・堤防高不足Ｂ
・堤防断面不足Ｂ

・法崩れ・すべりＢ
積土のう工

築きまわし工

71 〃 厳木川 唐津市相知町岩屋 左岸 6/380～6/700 310 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

72 佐　賀 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 右岸 9/900～10/300 380 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

73 〃 厳木川 唐津市厳木町厳木 左岸 10/900～11/060 160 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

74 〃 厳木川 唐津市厳木町牧瀬 右岸 10/900～11/060 160 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

75 〃 厳木川 唐津市厳木町中島 右岸 11/500～11/700 200 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

76 〃 厳木川 唐津市厳木町中島 右岸 11/900～12/100 210 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

77 〃 厳木川 唐津市厳木町坂口 左岸 12/100～12/300 200 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

78 〃 厳木川 唐津市厳木町中島 右岸 12/100～12/300 220 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

79 〃 厳木川 唐津市厳木町中島 右岸 12/500～12/700 220 ・堤防高不足Ｂ 積土のう工

79箇所 36,962合　計



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

左岸 19ヶ所 11,770

右岸 19ヶ所 12,257

左岸 9ヶ所 3,675

右岸 11ヶ所 3,980

左岸 10ヶ所 2,370

右岸 11ヶ所 2,910

左岸 38ヶ所 17,815

右岸 41ヶ所 19,147

79ヶ所 36,962

唐津市 松浦川 28ヶ所 17,617

徳須恵川 18ヶ所 7,305

厳木川 21ヶ所 5,280

伊万里市 松浦川 10ヶ所 6,410

徳須恵川 2ヶ所 350

厳木川 0ヶ所 0

武雄市 松浦川 0ヶ所 0

徳須恵川 0ヶ所 0

厳木川 0ヶ所 0

合 計 松浦川 38ヶ所 24,027

徳須恵川 20ヶ所 7,655

厳木川 21ヶ所 5,280

合 計 79ヶ所 36,962

計
松浦川

厳木川

合 計

徳須恵川



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ）　工作物 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 工 作 物 名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法

1 佐　賀 松浦川 松浦橋 - 1/000－5 唐津市

2 〃 松浦川 双水橋 - 8/000＋60 唐津市

3 〃 松浦川 久保橋 - 13/400－75 唐津市

4 〃 松浦川 上久保橋 - 13/600－45 唐津市相知町

5 〃 松浦川 白木橋 - 22/000＋80 伊万里市

6 〃 徳須恵川 河原橋 - 0/200－5 唐津市

7 〃 徳須恵川 大杉橋 - 4/200＋20 唐津市北波多

8 〃 徳須恵川 志気橋 - 8/200 +50 唐津市北波多村

9 〃 徳須恵川 古里橋 - 11/800＋80 伊万里市

10 〃 徳須恵川 高瀬橋 - 14/400 伊万里市

11 〃 厳木川 牧瀬鉄道橋 - 9/800 唐津市厳木町

12 〃 厳木川 下牧瀬橋 - 10/200＋50 唐津市厳木町

13 〃 厳木川 中島橋 - 11/200＋100 唐津市厳木町

13箇所

備　　　　　考

合 計



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（Ｂ）　工作物 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 工 作 物 名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

左岸 2.5ヶ所

右岸 2.5ヶ所

左岸 2.5ヶ所

右岸 2.5ヶ所

左岸 1.5ヶ所

右岸 1.5ヶ所

左岸 6.5ヶ所

右岸 6.5ヶ所

13ヶ所

唐津市 松浦川 4.0ヶ所

徳須恵川 3.0ヶ所

厳木川 3.0ヶ所

伊万里市 松浦川 1.0ヶ所

徳須恵川 2.0ヶ所

厳木川 0.0ヶ所

武雄市 松浦川 0.0ヶ所

徳須恵川 0.0ヶ所

厳木川 0.0ヶ所

合 計 松浦川 5.0ヶ所

徳須恵川 5.0ヶ所

厳木川 3.0ヶ所

合 計 13ヶ所

合 計

計
松浦川

徳須恵川

厳木川



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（要注意） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法

1 佐賀 松浦川 唐津市山本 左岸 7/850～8/000 150 堤防築造後３年以内（平成２６年度施工）

2 〃 徳須恵川 唐津市北波多徳須恵 右岸 3/200～3/800 600 堤防築造後３年以内（平成２７年度施工）

3 〃 徳須恵川 唐津市北波多田中 左岸 3/400～4/200 800 堤防築造後３年以内（平成２６年度施工）

4 〃 徳須恵川 唐津市北波多行合野 左岸  6/800～ 7/100 300 堤防築造後３年以内（平成２５年度施工）

5 〃 厳木川 唐津市相知町相知 左岸 4/300～4/500 200 堤防築造後３年以内（平成２５年度施工）

6 〃 厳木川 唐津市厳木町本山 左岸 4/500～4/700 200 堤防築造後３年以内（平成２５年度施工）

7 〃 厳木川 唐津市厳木町本山 左岸 4/700～4/800 100 堤防築造後３年以内（平成２５年度施工）

7箇所 2,350合　計

備　　　　　考



様式－３ 平成28年度　松浦川重要水防箇所一覧表（要注意） 松 浦 川 水 系

番号 県　名 河 川 名 地　　先　　名
左右岸
の区別

位　　置 延長(m) 水防工法備　　　　　考

左岸 1ヶ所 150

右岸 0ヶ所 0

左岸 2ヶ所 1,100

右岸 1ヶ所 600

左岸 3ヶ所 500

右岸 0ヶ所 0

左岸 6ヶ所 1,750

右岸 1ヶ所 600

7ヶ所 2,350

唐津市 松浦川 1ヶ所 150

徳須恵川 3ヶ所 1,700

厳木川 3ヶ所 500

伊万里市 松浦川 0ヶ所 0

徳須恵川 0ヶ所 0

厳木川 0ヶ所 0

武雄市 松浦川 0ヶ所 0

徳須恵川 0ヶ所 0

厳木川 0ヶ所 0

合 計 松浦川 1ヶ所 150

徳須恵川 3ヶ所 1,700

厳木川 3ヶ所 500

合 計 7ヶ所 2,350

合 計

計
松浦川

徳須恵川

厳木川


