
二級水系
流域治水プロジェクト 福岡県

 令和元年東日本台風では、全国各地で戦後最大を超える洪水により甚大な被害が発生したことを踏まえ、福岡県の北九州・宗像圏域においても事前防災対
策を進める。

 本圏域のうち北九州ブロックは、平地が少なく山地が複雑に入り組んだ地域であり、平地の都市化は著しく人口・資産が集中している。また、宗像ブロックは、
福岡・北九州都市圏の中間に位置しベッドタウンとして都市化が進行している。洪水氾濫が発生すると甚大な被害が生じる本圏域の特性を踏まえ、あらゆる
関係者が協働して流域治水の取り組みを推進し、浸水被害の軽減を図る。

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

N

【釣川水系】(福岡県)

用山川(砂防)

【大井川(釣川水系)】(宗像市)

大井ダム(事前放流)【釣川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削

■氾濫をできるだけ防ぐ・減らすための対策
・河道掘削、堤防整備、護岸整備、橋梁架替、堰改築 等
・下水道等の排水施設の整備
・排水機場等の整備
・雨水貯留浸透施設の整備
・農業水利施設の整備・有効活用、ため池の補強・有効活用、
・水田の貯留機能向上
・ダムの事前放流 ・砂防対策 ・海岸対策 ・森林整備、治山対策

■被害の軽減、早期復旧・復興のための対策
・水害リスク情報の共有 ・防災意識の啓発 ・リアルタイム防災情報の共有
・住民等への防災情報の周知 ・重要水防箇所や河川巡視情報の共有・周知
・水防体制の維持強化 ・タイムラインの作成、ホットラインの構築
・関係機関の連携・協力体制の確保、人材育成
・避難場所や避難路の確保 ・避難行動に繋がる計画立案及び訓練実施

■被害対象を減少させるための対策
・立地適正化計画の策定・見直し・運用

【西郷川水系】(福津市)

ため池の有効活用

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

福津市

宗像市

岡垣町

北九州市

【相割川水系】(北九州市)

河道拡幅、護岸整備、橋梁架替

【割子川水系】(北九州市)

河道拡幅、護岸整備、橋梁架替

【山田川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

【大井川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

【四十里川(釣川水系)】(宗像市)

多礼ダム(事前放流)

【矢矧川(矢矧川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、橋梁改築

【吉田川(釣川水系)】(宗像市)

吉田ダム(事前放流)

【阿久住川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

（福岡県）

本村川(砂防)

（福岡県）

屋敷(急傾斜)

【紫川(紫川水系)】(福岡県)

ます渕ダム(事前放流)

【紫川水系】（福岡県）

徳吉地区(急傾斜)

【東谷川(紫川水系)】(福岡県)

河道掘削、河道拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

【紫川(紫川水系)】(福岡県)

河道掘削、護岸整備、
橋梁改築、堰改築

【板櫃川(板櫃川水系)】(福岡県)

河道掘削

【板櫃川水系】（福岡県）

祝町(急傾斜)

【紫川(紫川水系)】(福岡県)

河道掘削、護岸整備、
橋梁改築、堰改築

【大川水系】(福岡県)

奥田川(砂防)

（福岡県）

柄杓田(D)(急傾斜)

（福岡県）

畑(急傾斜)

【小倉海岸】(福岡県)

海岸保全施設の整備

（福岡県）

鳴竹１丁目(急傾斜)

（福岡県）

長谷２丁目(急傾斜)
佐賀県

福岡県

大分県

熊本県

北九州・宗像圏域 【汐入川水系】(岡垣町)

農業水利施設（水路)の整備

ため池の補強・有効活用

農業水利施設（排水機場）の整備

河川の浚渫等

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

農業水利施設（堰）の改修

【竹馬川水系】(北九州市)

雨水管等の整備護岸整備

【金山川水系】(北九州市)

河道掘削・拡幅、護岸整備、調整池整備

【板櫃川水系】(北九州市)

護岸整備、河道掘削

【大川水系】(北九州市)

雨水管の整備

【紫川水系】(北九州市)

河口部の港湾区域の浚渫

雨水管等の整備

雨水ポンプの整備

雨水貯留管の整備

分水路、調節池整備

護岸整備・嵩上げ、河床掘削、
橋梁架替

【貫川水系】(北九州市)

防潮水門の改築

位置図

【矢矧川水系】(岡垣町)

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

【手光今川水系】(福津市)

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

【村中川水系】（福岡県）

上藤松1丁目(急傾斜)

【紫川水系】(福岡県）

志井鷹羽台(急傾斜)

【圏域一円】

森林整備、治山対策 【市内全域】(宗像市)

立地適正化計画の見直し・運用

【町内全域】(岡垣町)

立地適正化計画の策定・運用

【西郷川(西郷川水系)】（福岡県）

河道掘削

【圏域一円】(圏域内市町村)

ため池の劣化状況等の評価

【圏域一円】（福岡県）

ため池の補強・有効活用

農業水利施設の整備・有効活用

水田の貯留機能向上

市町村界

二級水系流域界

一級水系流域治水
プロジェクト界

国道

高速道路

JR 在来線

新幹線

私鉄、モノレール

圏域界

【市内全域】(北九州市)

農業水利施設(水路)の浚渫

立地適正化計画の見直し・運用

公共下水道(雨水)の整備等

河道掘削・拡幅、護岸整備等

雨水流出抑制施設の整備検討【公園】

ため池の補強・有効活用

水路・側溝等の浚渫

雨水浸透施設・法面緑化の整備【道路】

河川の浚渫等

【圏域一円】（福岡県）

河川の浚渫等

【釣川水系】(宗像市)

調整池の浚渫

ため池の有効活用

水田の貯留機能向上

ため池の補強・有効活用

水路・側溝等の浚渫

調整池の整備【区画整理】

北九州・宗像圏域 流域治水プロジェクト 【位置図】
～世界文化遺産を有する古くから栄えた地域を水災害から守る圏域が一体となった流域治水の推進～



二級水系
流域治水プロジェクト 福岡県

【紫川】(紫川水系)(福岡県)

ます渕ダム(事前放流)

【東谷川(紫川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

【相割川(相割川水系)】(北九州市)

河道拡幅、護岸整備、橋梁架替

【金山川(金山川水系)】(北九州市)

河道掘削・拡幅、護岸整備、
調節池整備

【貫川(貫川水系)】(北九州市)

防潮水門の改築

【竹馬川水系】(北九州市)

調整池の整備【区画整理】

【紫川(紫川水系)】(北九州市) 

護岸整備

【小熊野川(紫川水系)】(北九州市)

分水路、調節池整備

【東谷川(紫川水系)】(北九州市)

護岸整備

【母原川(紫川水系)】(北九州市)

護岸整備

【新道寺川(紫川水系)】(北九州市)

護岸整備

【長野川(竹馬川水系)】(北九州市)

護岸整備

【小倉海岸】(福岡県)

海岸保全施設の整備

【割子川(割子川水系)】(北九州市)

河道拡幅、護岸整備、橋梁架替

【永添川(紫川水系)】(北九州市)

護岸嵩上げ

【紫川(紫川水系)】(福岡県)

河道掘削、護岸整備、
橋梁改築、堰改築

【横代川(竹馬川水系)】(北九州市)

護岸整備

【板櫃川水系】(福岡県)

祝町(急傾斜)
北九州市

(福岡県)

鳴竹１丁目(急傾斜)

(福岡県)

長谷２丁目(急傾斜)

【大川水系】(福岡県)

奥田川(砂防)

(福岡県)

柄杓田(D)(急傾斜)

【村中川水系】(福岡県)

上藤松1丁目(急傾斜)

【紫川水系】(福岡県)

志井鷹羽台(急傾斜)
【紫川水系】(福岡県)

徳吉地区(急傾斜)

(福岡県)

屋敷(急傾斜)

(福岡県)

本村川(砂防)

【紫川(紫川水系)】(北九州市)

河口部の港湾区域の浚渫

【紫川(紫川水系)】(北九州市)

河道掘削

【大川(大川水系)】(北九州市)

雨水管の整備

【蛤川(紫川水系)】(北九州市)

雨水管の整備

【神嶽川(紫川水系)】(北九州市)

護岸整備、河床掘削、橋梁架替

【砂津川(紫川水系)】(北九州市)

護岸整備、橋梁架替

【紫川(紫川水系)】(北九州市)

雨水貯留管の整備

【紫川(紫川水系)】(福岡県)

河道掘削、護岸整備、橋梁改築、堰改築

【板櫃川(板櫃川水系)】(北九州市)

護岸整備、河道掘削

【小熊野川(紫川水系)】(北九州市)

雨水管等の整備

【板櫃川(板櫃川水系)】(福岡県)

河道掘削

【紫川(紫川水系)】(北九州市)

雨水ポンプの整備

(福岡県)

畑(急傾斜)

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

【竹馬川水系】(北九州市)

雨水管等の整備

【紫川水系】(北九州市)

雨水管等の整備

N

佐賀県

福岡県

大分県

熊本県

北九州・宗像圏域位置図

【圏域一円】(圏域内市町村)

ため池の劣化状況等の評価

【圏域一円】

森林整備、治山対策

国道

高速道路

JR 在来線

新幹線

私鉄、モノレール

市町村界

二級水系流域界

圏域界

【市内全域】(北九州市)

農業水利施設（水路）の浚渫

立地適正化計画の見直し・運用

公共下水道(雨水)の整備等

河道掘削・拡幅、護岸整備等

雨水流出抑制施設の整備検討【公園】

ため池の補強・有効活用

水路・側溝等の浚渫

雨水浸透施設・法面緑化の整備【道路】

河川の浚渫等

【圏域一円】（福岡県）

ため池の補強・有効活用

農業水利施設の整備・有効活用

水田の貯留機能向上

【圏域一円】（福岡県）

河川の浚渫等

北九州・宗像圏域 流域治水プロジェクト 【北九州ブロック】
～世界文化遺産を有する古くから栄えた地域を水災害から守る圏域が一体となった流域治水の推進～



二級水系
流域治水プロジェクト 福岡県

N

【釣川水系】(宗像市)

調整池の浚渫

ため池の有効活用

水田の貯留機能向上

【手光今川水系】(福津市)

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

【釣川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削

【山田川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、護岸整備、
橋梁改築、堰改築

【阿久住川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

【四十里川(釣川水系)】(宗像市)

多礼ダム（事前放流）

西郷川

宗像市

福津市

岡垣町

【矢矧川水系】(岡垣町)

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導
【釣川水系】(福岡県)

用山川（砂防）

【海蔵寺川(汐入川水系)】(岡垣町)

河川浚渫等

【矢矧川(矢矧川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、橋梁改築

※具体的な対策内容については、今後の調査・検討等により変更となる場合がある。

佐賀県

福岡県

大分県

熊本県

北九州・宗像圏域

【西郷川水系】(福津市)

ため池の有効活用

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

【西郷川(西郷川水系)】(福岡県)

河道掘削

位置図

ため池の補強・有効活用

【市内全域】(宗像市)

立地適正化計画の見直し・運用

【町内全域】(岡垣町)

立地適正化計画の策定・運用 【圏域一円】(圏域内市町村)

ため池の劣化状況等の評価

【圏域一円】

森林整備、治山対策

【大井川(釣川水系)】(福岡県)

河道掘削・拡幅、堤防整備、
護岸整備、橋梁改築、堰改築

【大井川(釣川水系)】(宗像市)

大井ダム(事前放流)

【吉田川(釣川水系)】(宗像市)

吉田ダム（事前放流）

国道

高速道路

JR 在来線

新幹線

私鉄、モノレール

市町村界

二級水系流域界

圏域界

【圏域一円】（福岡県）

ため池の補強・有効活用

農業水利施設の整備・有効活用

水田の貯留機能向上

【汐入川水系】(岡垣町)

農業水利施設（水路)の整備

ため池の補強・有効活用

農業水利施設（排水機場）の整備

開発に伴う雨水流出抑制に係る規制・指導

農業水利施設（堰）の改修

【圏域一円】（福岡県）

河川の浚渫等

水路・側溝等の浚渫

北九州・宗像圏域 流域治水プロジェクト 【宗像ブロック】
～世界文化遺産を有する古くから栄えた地域を水災害から守る圏域が一体となった流域治水の推進～


