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多布施川の試験通水と水量について

①①①①石井樋完成前石井樋完成前石井樋完成前石井樋完成前のののの水量水量水量水量
○○○○多布施川多布施川多布施川多布施川へのへのへのへの流入形態流入形態流入形態流入形態、、、、昭和昭和昭和昭和６１６１６１６１年当時年当時年当時年当時のののの流量流量流量流量（（（（佐賀県資料佐賀県資料佐賀県資料佐賀県資料））））

○○○○H16試験通水試験通水試験通水試験通水 →→→→石井樋分派量石井樋分派量石井樋分派量石井樋分派量 1.2ｍｍｍｍ3/ｓｓｓｓ

②②②②平成平成平成平成１９１９１９１９年試験通水年試験通水年試験通水年試験通水
○○○○試験通水説明試験通水説明試験通水説明試験通水説明

○○○○試験通水結果試験通水結果試験通水結果試験通水結果

③③③③嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川ダムダムダムダム完成前完成前完成前完成前・・・・後後後後のののの水量水量水量水量
○○○○完成前完成前完成前完成前のののの流量流量流量流量（（（（石井樋分派石井樋分派石井樋分派石井樋分派、、、、蛎久蛎久蛎久蛎久、、、、緑小路緑小路緑小路緑小路、、、、天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所））））

○○○○完成後完成後完成後完成後のののの流量流量流量流量（（（（石井樋分派石井樋分派石井樋分派石井樋分派、、、、蛎久蛎久蛎久蛎久、、、、緑小路緑小路緑小路緑小路、、、、天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所））））
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①石井樋完成前の水量

石井樋完成前石井樋完成前石井樋完成前石井樋完成前 石井樋完成後石井樋完成後石井樋完成後石井樋完成後

多布施川多布施川多布施川多布施川へのへのへのへの流入形態流入形態流入形態流入形態

（（（（石井樋分派石井樋分派石井樋分派石井樋分派））））

大堰大堰大堰大堰

本線本線本線本線

川上頭首工川上頭首工川上頭首工川上頭首工

石井樋石井樋石井樋石井樋

（（（（川上頭首工取水川上頭首工取水川上頭首工取水川上頭首工取水））））

（（（（多布施川注水量多布施川注水量多布施川注水量多布施川注水量））））

（（（（石井樋直下石井樋直下石井樋直下石井樋直下））））
（（（（蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所））））

多布施川多布施川多布施川多布施川

天祐寺川天祐寺川天祐寺川天祐寺川

（（（（緑小路観測所緑小路観測所緑小路観測所緑小路観測所））））
（（（（天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所））））

（（（（川上頭首工取水川上頭首工取水川上頭首工取水川上頭首工取水））））

（（（（多布施川注水量多布施川注水量多布施川注水量多布施川注水量））））

川上頭首工川上頭首工川上頭首工川上頭首工

石井樋石井樋石井樋石井樋

大堰大堰大堰大堰

（（（（石井樋直下石井樋直下石井樋直下石井樋直下））））

（（（（石井樋分派石井樋分派石井樋分派石井樋分派））））

（（（（蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所））））

本線本線本線本線

多布施川多布施川多布施川多布施川

天祐寺川天祐寺川天祐寺川天祐寺川

（（（（緑小路観測所緑小路観測所緑小路観測所緑小路観測所））））（（（（天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所天祐寺観測所））））
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石井樋完成前の流量

時間 流量(㎥/ｓ) 時間 流量(㎥/ｓ)

3月13日 16:51 3.20 9:51 0.75

15日 11:05 3.82 16:50 1.39

17日 9:55 2.78 16:24 0.93

緑小路観測所蛎久観測所
昭和61年
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平成１６年度試験通水

国土交通省九州整備局武雄河川事務所調査課、佐賀土地改
良区、佐賀県（河川砂防課、水資源対策室）、佐賀市河川課と
協議をし、非灌漑期の流量を決定（平水流量、低水流量、その
他、（但し水道用水、農業用水含み））し、多布施川、天祐寺川
の各取水口毎の開度調整をしながら、各水系毎の流量、水深、
流況等の調査を実施した。

調査時期 ： 平成16年11月～平成17年4月

試験通水水量：
①3.0～3.5mз/s ②2.1～2.2mз/s ③1.5mз/s
（但し、②③の時は井樋開度10cm以下に調整）

④2.0mз/s（再度、井樋開度調整） ⑤2.4mз/s

⇒⇒⇒⇒試験通水試験通水試験通水試験通水のののの結果結果結果結果、、、、石井樋完成後石井樋完成後石井樋完成後石井樋完成後のののの石井樋分派量石井樋分派量石井樋分派量石井樋分派量をををを1.2mзззз/s
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川上頭首工

石井樋

大堰

（川上頭首工取水）

（多布施川注水量）

（石井樋直下）

蛎久観測所

本川

多布施川

天祐寺川

2.4～3.5㎥/s

1.0～～～～1.2㎥㎥㎥㎥/s

2.4㎥/s

3.6㎥/s

2.2㎥㎥㎥㎥/s

（石井樋分派）

1.2㎥㎥㎥㎥/s

天祐寺観測所

緑小路観測所
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②平成１９年度試験通水

1.試験通水の目的
佐賀市街地の水環境の実態と課題を、市民の方々と把握しな
がら意見交換を行い、市として必要量を確認する。
また、多布施川の井樋の開度と水深・水量を把握し、水配分を
可能としたい。

２．経過
試験通水（2.2t～4.5t）をしながら市民に水状況をみてもらい

意見交換会を行った。
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試験通水時の関係機関の役割

○国土交通省武雄河川事務所

嘉瀬川本線からの石井樋分派量の調整

○佐賀県河川砂防課

石井樋分派による多布施川の状況確認

○佐賀県農林部局

佐賀土地改良区との協議

○佐賀土地改良区

北山ダムからの放流を増やし、川上頭首工で調整

○佐賀市

多布施川付の井樋から支流への流況調査
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試験通水のケース設定（蛎久）

嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川ダムダムダムダム不特定不特定不特定不特定1.4+農業用水農業用水農業用水農業用水1.0

+ 水質浄化水質浄化水質浄化水質浄化1.2

H19.2.26

～～～～3.23.6

・・・・嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川ダムダムダムダム完成後完成後完成後完成後でででで、、、、佐賀導水佐賀導水佐賀導水佐賀導水のののの水質水質水質水質

浄化用水注水時浄化用水注水時浄化用水注水時浄化用水注水時をををを想定想定想定想定しししし、、、、水環境水環境水環境水環境のののの充充充充

足度足度足度足度をををを把握把握把握把握

４４４４

嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川ダムダムダムダム不特定不特定不特定不特定1.4+農業用水農業用水農業用水農業用水1.0

H19.1.25

～～～～292.4

・・・・嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川ダムダムダムダム完成後完成後完成後完成後のののの渇水時渇水時渇水時渇水時をををを想定想定想定想定しししし、、、、

水環境水環境水環境水環境のののの充足度充足度充足度充足度をををを把握把握把握把握

３３３３

昭和昭和昭和昭和30年代年代年代年代のののの想定水量想定水量想定水量想定水量

H19.1.22

～～～～244.5

・・・・現状現状現状現状でででで水量水量水量水量がががが多多多多いいいい時時時時（（（（S30年代年代年代年代のののの流量流量流量流量））））

をををを想定想定想定想定したしたしたした水環境水環境水環境水環境のののの充足度充足度充足度充足度をををを把握把握把握把握

・・・・主要井樋及主要井樋及主要井樋及主要井樋及びびびび下流域井樋下流域井樋下流域井樋下流域井樋のののの開度開度開度開度をををを大大大大きききき

くくくく設定設定設定設定

２２２２

石井樋分派量石井樋分派量石井樋分派量石井樋分派量1.2+農業用水農業用水農業用水農業用水1.0

H19.1.17

～～～～212.2

・・・・現状現状現状現状のののの渇水時渇水時渇水時渇水時、（、（、（、（嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川嘉瀬川ダムダムダムダム補給補給補給補給のののの状状状状

態態態態））））のののの水環境水環境水環境水環境のののの把握把握把握把握

・・・・各井樋各井樋各井樋各井樋のののの開度開度開度開度はははは、、、、これまでのこれまでのこれまでのこれまでの慣行慣行慣行慣行にににに設設設設

定定定定されてされてされてされてきたきたきたきた3～～～～7cm程度程度程度程度でででで設定設定設定設定

1

水量水量水量水量のののの根拠根拠根拠根拠調査日調査日調査日調査日

多布施多布施多布施多布施

川水量川水量川水量川水量

（（（（m3/s））））

ケースケースケースケース設定設定設定設定のののの考考考考ええええ方方方方（（（（蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所））））
ケ
ー
ス

ケ
ー
ス

ケ
ー
ス

ケ
ー
ス
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試験通水での実流量

0.471.143.383.60H19 2/28

0.501.203.383.60H19 2/27

0.560.912.752.40H19 1/28

0.560.942.752.40H19 1/27

0.862.114.344.50H19 1/24

0.862.034.344.50H19 1/23

0.600.712.252.20H19 1/20

0.600.682.252.20H19 1/19

天祐寺流量天祐寺流量天祐寺流量天祐寺流量

（（（（m3/s））））

緑小路流量緑小路流量緑小路流量緑小路流量

（（（（m3/s））））

蛎久流量蛎久流量蛎久流量蛎久流量

（（（（m3/s））））

設定流量設定流量設定流量設定流量

（（（（m3/s））））

調査日調査日調査日調査日
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井樋操作の経緯について

多布施川より農業用水を取水

農業従事者による井樋の操作

農地の宅地化及び農業従事者の減少

農業従事者と佐賀市による井樋の操作

現在佐賀市が携わっている井樋は１８門

慣例的に操作されてきた開度で管理
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試験通水の結果について

2.2~4.5tの試験通水の結果、2.4tでは少なく3.6t以上で大
体満足行く意見が出されたため、再度2回目の3.6tの試験通
水（4/24～4/25）を行った。

（１）1回目の試験通水（2/27～3/1）について

① 3.6t流した結果、市民の意見（148件）では、主要水路

68水路で構造的な問題等原因がはっきりしたところ以

外は10cm程度以上確保され、大体満足行く意見が出

された。（2.4tでは少ない）

② 職員の調査（市内水位評価地点79点）でも、今回の試

験結果3.6tでは満足。
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住民からの情報

試験通水（10月分～）課題処理台帳

蛎久流量 雨量

㎥/ｓ ｍｍ

10 3.5 0 神園6丁目 御茶屋井樋から流れてこない

2.5 0 神園5丁目 御茶屋井樋から流れてこない

3.2 0 高木瀬町三本松 水利権を購入しないとは何事か

2.7 0 神園5丁目 御茶屋井樋を開けてほしい

1 2.3 0 多布施2丁目 幸蔵井樋から南下する水路がぜんぜん流れていない

1.1 0 神園4丁目 御茶屋井樋から流れてこない

1.4 0 開成2丁目 水量が少なく、後毛井樋から取水できない

1.4 0 伊勢町 善左ヱ門井樋水路が全く流れていない

1.5 0 開成6丁目 水が流れていない。

1.5 0 開成2丁目 水量が少ない。

2 0 鬼丸町 水が流れてこない。

2.4 0 赤松町 水が流れてこない。

2.9 0 赤松町 水が流れてこないので、辻の堂井樋を開けてほしい。

7 2.7 0 天祐1丁目 大雨のとき、天祐樋門を閉めてほしい。

9 3.3 0 サガテレビ局社前 水量が少ない。

苦情内容場所月年

6

5

12

平成19

平成18
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（（（（石井樋分派石井樋分派石井樋分派石井樋分派））））

大堰大堰大堰大堰

本線本線本線本線

川上頭首工川上頭首工川上頭首工川上頭首工

石井樋石井樋石井樋石井樋

（（（（川上頭首工取水川上頭首工取水川上頭首工取水川上頭首工取水））））

（（（（多布施川注水量多布施川注水量多布施川注水量多布施川注水量））））

（（（（石井樋直下石井樋直下石井樋直下石井樋直下））））

（（（（蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所蛎久観測所））））

多布施川多布施川多布施川多布施川

天祐寺川天祐寺川天祐寺川天祐寺川

（（（（緑小路観測所緑小路観測所緑小路観測所緑小路観測所））））

佐賀導水佐賀導水佐賀導水佐賀導水

（（（（天祐寺天祐寺天祐寺天祐寺観測所観測所観測所観測所））））
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③嘉瀬川ダム完成前・後の水量

○ダム完成前の流量

石井樋分派、蛎久観測所、緑小路観測所、天祐寺観測所

平成２２年４月、平成２３年４月

石井樋分派量 1.2ｍз/ｓ

○ダム完成後の流量

石井樋分派、蛎久観測所、緑小路観測所、天祐寺観測所

平成２４年４月

石井樋分派量 1.4ｍз/ｓ
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観測所位置図
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平成22年2月

（㎥/S）

（日）
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平成22年4月

（㎥/S）

（日）
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平成23年4月

（㎥/S）

（日）
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平成24年4月

（㎥/S）

（日）


