
  

佐賀市排水対策基本計画検討委員会 

第 1回 議事抄録 

 

1.1.1.1.開催日時開催日時開催日時開催日時////場所場所場所場所    

開催日時：平成 24年 11 月 8 日（木） 13：30～16：00 

開催場所：佐賀市役所 2F 庁議室 

 

 

2.2.2.2.出席者出席者出席者出席者    

 

委員(敬称略) 

 所属等 役職 氏名 出欠 

学識経験者 

佐賀大学  

低平地沿岸海域研究センター 

教授 荒木 宏之 出席 

市民代表 佐賀市自治会協議会 会長 伊東 史朗 出席 

 一般市民公募 ― 坂田 元秀 出席 

 一般市民公募 ― 空閑 幸康 出席 

 一般市民公募 ― 宮崎 順子 出席 

 一般市民公募 ― 吉村 薫 出席 

事業者関係者 

佐賀県有明海漁業協同組合 

広江支所 

運営委員長 徳永 重昭 出席 

 佐賀市生産組合連絡協議会 協議会長 江口 善幸 出席 

警察消防関係者 佐賀県佐賀警察署警備課 課長 家永 武義 出席 

 諸富警察署警備課 課長代理 尾崎 大輔 出席 

 佐賀広域消防局佐賀消防署 署長 野田 公明 出席 

行政関係者 

国土交通省 九州地方整備局 

筑後川河川事務所 

副所長 

(久留米庁舎) 

塚本 剛好 出席 

 

国土交通省 九州地方整備局 

筑後川河川事務所 

副所長 

(佐賀庁舎) 

若松 信一 出席 

 

佐賀県県土づくり本部  

河川砂防課 

課長 山崎 日出男 出席 

 

佐賀県県土づくり本部  

農地整備課 

課長 山口 武彦 出席 

 



  

事務局 

部署 所属課 役職 氏名 出欠 

総務部 ― 部長 伊東 博巳 出席 

農林水産部 ― 副部長 松延 一幸 出席 

建設部 ― 部長 松村 健 出席 

 ― 副部長 志満 篤典 出席 

 河川砂防課 課長 志田 昭 出席 

 河川砂防課 水問題対策室 室長 江頭 聖司 出席 

 河川砂防課 副課長兼管理係長 寺岡 亮治 出席 

 河川砂防課 事業係 係長 堤 雅文 出席 

 河川砂防課 維持係 係長 山崎 家直 出席 

その他 

部署 所属課 役職 氏名 出欠 

― ― 副市長 赤司 邦昭 出席 

 

3.3.3.3.議事議事議事議事    

 

１.副市長あいさつ 

 

２.委嘱状交付および委員紹介 

 

３.設置要綱の説明 

 

４.委員長および職務代理者の選出 

 

５.議事 

  １）委員会の全体スケジュールについて 

  ２）近年の浸水発生状況について 

  ３）これまでの取り組みについて 

  ４）佐賀市排水対策基本計画を策定する必要性について 

 

 ６.その他 

  ・ 次回の委員会開催について 

  ・ 事務連絡 



  

4.4.4.4.議事要旨議事要旨議事要旨議事要旨    

議事 議事要旨 

1.副市長あいさつ 【赤司副市長あいさつ】 

・佐賀市は、昔から人と水のかかわりが密接な土地である。 

・嘉瀬川ダムなど治水事業は進んでいるが、いまだ浸水被害が発生。 

・市の重点課題として排水対策に取り組む。 

・安心安全の町の施策の一環として排水対策基本計画を策定したい。 

2. 委嘱状交付お

よび委員紹介 

【赤司副市長より委員に委嘱状の配布が行われた】 

事務局）本日から平成 26 年 3月 31 日までの任期で委嘱状を交付する。 

【委員の自己紹介】 

荒木）佐賀市特有な低平地の水問題に取り組んできた。 

伊東）市は 664 の自治会がある。自治会の代表として勉強していきたい。 

坂田）川副町に住んでいる。会社員時代はポンプや水門に係っていて水対策には関心

がある。 

空閑）筑後川の樋管等の管理をやっている。勉強していく。 

宮崎）成富兵庫の水物語館に勤務している。水に対して興味を持っている。一般市民

の目線で意見を述べたい。 

吉村）NPO の夢の学校をつくる会に属している。防災をテーマに検討会を行っている。 

江口）90 ミリの集中豪雨など最近の気象条件が変わってきた。なるべく浸かりにく

くしていくことが基本と考えている。 

徳永）八田江河口の漁港の代表をしている。 

塚本）筑後川、嘉瀬川、矢部川を管理している。 

若松）佐賀導水路、嘉瀬川ダムの管理をしている。 

山崎）河川でなく土砂災害、砂防も担当している。 

山口）農地の排水対策、農業水利を担当している。 

野田）集中豪雨により一気に佐賀平野に流れ込んでいる。過去の事案を踏まえ本検討

に取り組んでいく。 

家永）佐賀警察署で、災害を担当している。 

尾崎）諸富警察署で、災害を担当している。3.11 以来、災害対策を見直している。 

【事務局の自己紹介】（略） 

3.設置要綱の説明 【事務局より設置要綱の説明】 

4.委員長及び職務

代理者の選出 

委員長、職務代理者は以下の通り選出された。 

委員長： 荒木委員（委員互選） 

職務代理者： 山崎委員（委員長による指名） 

【荒木委員長あいさつ】 

・佐賀市は、古来から水と共にあり且つ悩まされた土地である。 

・治水に対して広域的な視野での取り組みを行うことが、本検討と理解している。 



  

・各委員の方々の立場から意見を伺い、より良い計画を作成したい。 

5.議事説明 【事務局より１）～４）の説明】 

１）委員会の全体スケジュールについて 

２）近年の浸水発生状況について 

３）これまでの取り組みについて 

４）佐賀市排水対策基本計画を策定する必要性について 

質疑応答 

連携操作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象範囲について 

 

 

 

氾濫解析モデルに

ついて 

 

 

 

 

 

 

計画の考え方につ

いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

空閑）新川排水機の操作に問題があるとはどういう意味か。 

事務局）出水時に尾の島水門を開けると新川の中間地点の諸富、川副で排水できなく

なるところがある。よって、水門を開けるときは下流の土地改良区等と協議（相談）

をして開けさせてもらっている。八田江は流末に漁港があり、同じく枝吉水門の操作

は漁港等に下流と協議（相談）し、現場条件に併せて操作している。 

徳永）船着場があり夏場は影響がないように、船を陸上げしている。 

坂田）この 7月の豪雨では、蒲田津ポンプ等はどのように操作されたか。 

事務局）資料があるのでそれを配布して説明する。※ 

 

山口）対象範囲は佐賀市全域か、市街地のみか。 

事務局）対象範囲は高速道路から有明海まで。7月に中心市街地が浸水したのでそれ

に偏った説明となったが、高速道路以南から有明海までの佐賀市を考えている。 

 

宮崎）氾濫解析モデルを作成するとあるが、例えば、時間 30 ミリ降ったらどの地区

に浸水が広がるか、ポンプができたら浸水が軽減されるか、将来は浸水範囲が、どの

程度減るかなどが分かるようになるのか。 

事務局）現在、そのような目的で、氾濫解析モデルを作成中である。モデルで 30 ミ

リの雨や 40 ミリの雨など、いろんな条件でのシミュレートができるようにする。こ

の 7 月豪雨の検証により再現精度の確認などを行い、12 月の完成を目処に作成を進

めている。 

 

委員長）スケジュールで、第 3回の問題課題の後に計画規模の検討とあるが、両者は

どうつながるのか。 

事務局）スケジュールは現段階の案で、まだ具体に、計画規模をどう決めるかは未定

である。計画規模が決まられないと計画が決まらないので、事務局で十分検討してご

提示する。 

委員長）2 回目で検討する問題課題を、どの雨で検討するかによるので質問した。 

山崎）浸水には破堤氾濫と内水氾濫があるが、本検討は内水と考えている。内水を前

提として計画降雨を設定していくのだろうと思う。 

委員長）内水は雨だけではなく、潮位や河川の水位も影響するので計画規模の選定に



  

 

 

 

 

 

 

7 月洪水の蒲田津

水門、ポンプの操

作について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデルについて 

は、難しい問題を含んでいる。 

野田）対策案は高速道路以南から有明海までの範囲で、河川を広くするか・深くする

か、遊水地をつくって平野部に溜めるのかなどを、費用対効果などを念頭に考えてい

くという理解でよいか。 

事務局)そのような考えで検討を進める。 

 

【事務局より※坂田委員の説明に対する 7 月出水の蒲田津水門等の操作についての

説明】 

坂田）7 月出水は、浸水が起こったのは市街地で下流は起こっていない。蒲田津ポン

プの稼動が役に立っていないように感じたが、どうでしょうか。 

山崎）今回の洪水は蒲田津水門地点では、水門の内側の水位が外水位より高く、自然

に流れる状況だったのでポンプは作動していない。通常は潮が下がるが今回は小潮で

潮が下がらず（ポケットが確保されず）3時間前の閉門操作ができなかった。 

坂田）蒲田津ポンプ、八田江ポンプも 60m3/s と規模が大きく、自然流下に頼るのも

理解できるが、折角このようなポンプがあるので、もっと活用して欲しいと思ってい

る。そのあたりの検討をして欲しい。 

委員長）第 3回目の対策で検討することになる。 

空閑）蒲田津ポンプの内外水位が同じだったとの説明だったが、同じではポンプを作

動させる意味がないのか。 

事務局）7 月 13 日深夜の 3 時に自然排水が利かなくなりポンプを作動した。それま

では自然排水できていた。現場の判断を尊重した。 

徳永）操作運用の方法は、どのようになっているか。 

山崎）水門を開けた状態でポンプを作動すると、ポンプ排水した水が戻ってくる場合

がある。 

若松）水の流れる量は水路の断面積（大きさ）と流速の積である。現場では、流れの

状況を確認し 60m3/s 以上流れていたと判断し、ポンプを作動させなかったと考えら

れる。 

塚本）操作規則においても、順流で排水可能であれば、水門は閉めずに排水する規則

となっている。 

 

塚本）農業用水路もモデルに組み込まれるのか。 

事務局）考慮していく予定である。 

委員長）モデルのメッシュサイズを変えるなど、モデル変更に対してどの程度許され

るのか。 

事務局）どの程度精度が求められるかによるが、必要であれば次年度以降見直し精度

向上を図るが、今回は今作成中のモデルで対応したい。 

6.その他 事務局) 次回は、来年 1月下旬の開催を予定している。 

 


