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佐賀市排水対策基本計画検討委員会 

第 2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 25年 2月 6 日（水） 13：30～16：00 

開催場所：佐賀市立図書館 2F 多目的室 

 

 

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 欠席 

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 

(代理:糸山

建設専門官) 

 

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 
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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 ― 部長 田中 泰治 出席 

建設部 ― 部長 松村 健 出席 

 ― 副部長 志満 篤典 欠席 

 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 欠席 

その他 

部署 所属課 役職 氏名 出欠 

建設部 河川砂防課 水問題対策室 主任 石橋 智也 出席 

 

3.3.3.3.議事議事議事議事    

 

１.内水氾濫解析モデルの構築 

 

２.内水氾濫解析モデルによる再現計算 

 

３.市内の浸水傾向の現況 

 

４.現況と課題（その 1） 

 

５．その他（予定等） 
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議事要旨 

議事 議事要旨 

 【事務局より工程等の説明】 

当初、課題問題の整理は、第 2回委員会のみで討議する予定であったが、次回の委

員会に分けて討議することとした。よって、第 3回委員会は予備としていたが 4月に

開催する予定である。 

 【事務局より 1. 内水氾濫解析モデルの構築及び 2. 内水氾濫解析モデルによる再現

計算の説明】 

1. 内水氾濫解 

モデルの構築 

 

2. 内水氾濫解析 

モデルによる再現

計算 

宮崎）同程度の時間降雨なのに洪水によって浸水戸数が違うのはなぜか。 

事務局）佐賀江川の激特事業等による改修効果が出ていると考えられる。しかし、今

だ、浸水戸数が 500 戸近くあるのは、現能力の限界ではないかと思っている。 

塚本）モデル上の浸水面積と実績の浸水面積の比較はされたか。また、モデル上の水

田の取り扱いは。田面の貯留は考慮しているか。 

事務局）モデル上の浸水面積は神崎市も含まれている。実績の浸水範囲は、この場で

は準備していないが、HP 等で発表する予定である。ただし、実績の浸水範囲は、自

治会等のヒアリングによっており、回答された方のとらえ方の相違もあり、必ずしも、

正確とは言いがたい面もある。 

事務局）水田は水路網の中にあるとし、水路と水のやり取りしている。水田標高は

LP データの高さを入力している。 

坂田）尾の島水門などの大きな水門やポンプの操作は、再現計算ではどのようにして

いるか。 

事務局）操作実績が記録されているので、それを入力している。 

 【事務局より、3. 市内の浸水傾向の現況及び 4.現況と課題（その 1）の説明】 

3.市内の浸水傾向

の現況 

4.現況と課題（そ

の 1） 

空閑）農地の排水と本排水対策とは、切りはなして議論したい。農業の問題も含めて

討議すると時間がかかりすぎる。都市と農業は排水に対する考え方も違うので切り離

した方が良い。 

事務局）都市と農地が混在しており、農業用排水を全く切り離しては議論できない。 

事務局）H20 年から佐賀江川を浸水ポケットとして効果的に使おうとしている、農業

の落ち水が流入すると効果を発揮できない。また、洪水時に尾の島水門や枝吉水門を

開放すると、水門の下流にある農地等に浸水を及ぼす懸念もある。このように、上流

の市街地の排水と下流の農地は密接に関係があり、両者が連携しうるアクションプラ

ンを作成していきたい。 

宮崎）地域をエリアに分けて水の歴史と浸水についての問題を整理することが必要と

考えている。また、排水対策は、「洪水を全て処理するか」或は「浸水を受け入れ認

識するか」の択一しか行き着かない。エリア別にどう浸水と向き合い、認識するかの

理解を得るかが大切である。市街地の排水と農地の排水は切り離せないが、農地では

どのようなことを考えているか。 
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事務局）湛水防除事業として、田から 1m のところに雨水を溜める事業やクリーク防

災事業により、更に 50cm 下にためることを行っており、本計画に反映させたい。 

委員長）水は上下流つながっているので、都市と農地を切り離しては議論できない。 

徳永）どの区域の排水をどの方法でどこに流すか。現況施設の中でどうするのかを、

このシミュレーションでできるのではないか。 

事務局）対策は一つではなく複数が必要となるかも知れない。今後、対策がどの程度

効果があるかを整理していきたい。 

山崎）浸水は満潮だけでなく干潮との関係もある。また、河川や排水路の排水系統（流

域）を踏まえてエリア分割や対策を考えて欲しい。 

委員長）雨量と潮位のピークの重ね方は、十分検討して欲しい。 

坂田）佐賀市の中心地が浸かるのが大きな問題。その対策として、水が滞留すること

が問題で、早く流す策が効果的と思う。下流は中心地が浸水しても浸水せず、雨がや

んで後に下流が浸水する。このような特性に鑑みて、降った雨は早く流す方策を考え

て欲しい。具体には、蒲田津もヘドロがたまって流れが悪く、本庄江は河川がつなが

っておらずスムースな流れができていない。 

委員長）佐賀の水は、地形は緩く流れにくい、水は水面の勾配で流れる。下流の水位

が低くないと流れない。 

山口）潮が引いたときに下流から流していくルール作り。地域の総意の基に(排水の)

ルール作りをして地域に定着させる。そこまで（ルール作り）踏み込んだ対策ができ

るのが望ましい。 

委員長）本資料ではルールという言葉が出てこなかったが、「ルール化する」という

ことも考えて頂きたい。 

空閑）樋管などについている遠隔監視版盤をどのように活用しているか。 

筑後川河川事務所）全ての施設において、遠隔監視ができるわけではないが、遠隔監視が

可能な施設においては、施設の現状を事務所で把握できるので、出水時等には、操作

状況の把握等に活用している。 

宮崎）市民レベルでは、浸水するお宅は、なぜ自分のところは浸かって隣は浸からな

いかを理解できない。浸水する方は、移転するわけには行かない。よって行政側から

の十分な説明責任が必要と思う。消防は、地域防災をどのように考えているか。 

事務局）100％水害をなくすることは難しく、減災の視点で取り組みを行っている。 

委員長）「お住まいの地区は、液状化が起きやすい」と同じように、行政より、「あな

たのお住まいの地区は、浸水しやすい地区です」とはなかなか言いがたい。ハザード

マップや深避難経路を示すのが妥当と思う。 

事務局）佐賀市は 30 年前から浸水に取り組んできたが、浸水特性が緩やかで被害が

人命に及ぶものではなかったので、治水対策を講じる必要のある箇所が未だ沢山あ

る。どこが浸水しやすいかは、だんだん見えてきたが、これから、どこをどうすれば

良いかの対策のシナリオをつくっていく段階になった。 
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山崎）水害は減ってきた。農地(浸かりやすい所)に宅地が進んでいる。そのような情

報発信するのも必要である。 

伊東）浸水するところは、大体決まっている。昔は田んぼであったところが浸水して

いる。 

今後の予定 事務局より委員の方を対象に、アンケートを行う。 

次回は 4 月の開催を予定している。 

 


