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佐賀市排水対策基本計画検討委員会 

第 3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 5月 7 日（火） 13：30～16：30 

開催場所：大和生涯学習センター 大会議室 

 

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 欠席 

 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 ― 宮﨑 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 会長 ★高津 博之 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署 署長 ★田中 一俊 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 

（代理：糸山国彦） 

 

佐賀県県土づくり本部  

河川砂防課 

課長 ★前田 常明 

出席 

（代理：山田 智） 

 

佐賀県県土づくり本部  

農地整備課 

課長 ★日浦 敬祐 出席 

★ ：新委員 

佐賀市生産組合連絡協議会 会長     新）高津博之  旧）江口善幸 

佐賀広域消防局佐賀署 署長       新）田中一俊  旧）野田公明 

佐賀県県土づくり本部 河川砂防課 課長 新）前田常明  旧）山﨑日出男 

佐賀県県土づくり本部 農地整備課 課長 新）日浦敬祐  旧）山口武彦 
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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 成富 直行 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 副課長兼事業係長 堤 雅文 出席 

 河川砂防課 管理係 係長 末次 健一 出席 

 河川砂防課 維持係 係長 浦本 哲哉 出席 

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 主査 栗山 佳寛 出席 

川副支所 川副支所 産業振興課 主査 石橋 智也 出席 

 

 

3.3.3.3.議題議題議題議題    

 １.部長挨拶 

 

２.委員長挨拶、委嘱状の交付および職務代理者の選出 

 

３.議事 

１）現況と課題の整理 

２）地域事情の検証（対策案のケーススタディ） 

  ３）排水対策の目標検討 

 

４．その他（予定等） 
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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.部長挨拶 ・ 以前ほど浸水が頻繁に起こることはなくなってきたが、近年のゲリラ豪雨により佐賀

駅周辺などで浸水被害がみられる。 

・ 浸水をゼロにはできなくても、最小限にとどめるための方策を検討したい。１回目の

委員会では、過去に被災した浸水状況を把握し、２回目の委員会では、ツールとして

の内水氾濫解析モデルを構築して、感覚的なものから数値的・定量的なもので対策に

つなげていく手立てができた。 

・ ３回目（今回）では、現状と課題を地域ごとに整理し、地域の実情に合わせたケー

ススタディを行った。その結果を踏まえ、排水対策の目標と考え方を整理していき

たい。 

2.委員長挨拶

委嘱状の交付

および職務代

理者の選出 

【委員長挨拶】 

今回は、豊富な内容であると伺っているので活発な議論をお願いする。4 名の委員が異

動等により交代された。 

【事務局より委員の交代及び職務代理者の説明】 

委員の交代があったため、新任委員へ委嘱する。職務代理者も交代したため、前田委

員にお願いしたい。ご承認をいただきたい。 

…全員一致で承認… 

本委員会の出席は、15 名中 14 名で本委員会は成立する。 

3.議事 

1）現状と課題

の説明 

【事務局より 1.現状と課題の説明】 

 坂田）大井手堰・枝吉水門・尾の島水門の操作が、中心市街地の浸水を左右する｢キー｣

だと理解している。これらの水門操作は、地元との調整でどのようになっているか説明

いただきたい。 

事務局）枝吉水門･尾の島水門は、佐賀江川の江上水位が+2.5m で開放する。枝吉水門は

常時 30cm 開けている。地元との調整で江上水位が+2.5m に達せずとも、両岸の水位を見

ながら徐々に開放している。両水門については、下流で浸水しているのに上流からは流

し（開放）にくい現実がある。 

大井手堰は、昨年から市職員で操作をしており、原則として、大雨注意報の発令で開

放している。満潮の場合はできない場合がある。 

空閑）嘉瀬川右岸の小城市との境界で、「水門の開度が固定され想定外の流入がある」と

はどういうことか。 

事務局）水門とは、市境の用水路にある幅 1～2m の小規模な板堰で、水利慣行上一定の

開度が保たれており、意図しないタイミングで開放されると、多量に下流（久保田町）

に流れ込む場合がある。これらは用水のための板堰で、上流側の小城市で操作をしてい

る。 
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委員長）市境の問題で、小城市と調整することは考えているか。 

事務局）今まで、相手と協議する場合は感覚的な意見のやり取りであった、今後は、本

解析ﾓﾃﾞﾙで定量的な説明ができるようになったので、相互理解が可能であると考える。 

委員長）ここのところ（小城市境の問題）は、本ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝに反映しているか。 

事務局）モデル上は反映しているが、小城市域の浸水範囲は、小城市と協議していない

ので削除して掲載している。 

委員長）科学的な根拠を持って協議していただきたい。また、枝吉・尾の島水門の操作

に戻るが、操作の協定ベースでの対策は限られてくる。諸富の浸水が解消されれば操作

の自由度も広がるので、協定にとらわれない操作は考えているか。 

事務局）尾の島水門の開放は、諸富の浸水対策を講じることが条件になると考えている。

尾の島水門の開放をお願いする前段階で、新川から堤内地への逆流防止ゲート(フラップ

ゲート)を設置してきた経緯がある。 

坂田）「江上水位+2.5m で蒲田津ポンプ運転｣の根拠を教えて頂きたい。また、新川と八田

江の横（東西）の流れが阻害されている。（新川、八田江に流れ込まない。） 

塚本）佐賀江川の改修途上の状態で、堤防が低い場所の高さを考慮して+2.5m と決定した。 

宮﨑）嘉瀬川右岸大和地区の建設予定のポンプの説明を伺いたい。 

山田）西平川の排水樋門から東平川に排水するポンプで容量は 2.5m

3

/s で、用地買収は終

了している。 

宮﨑）ポンプを設置したら青色（30cm 以上の浸水範囲）は消えるのか。 

山田）かなり効果はあると思う。 

塚本）佐賀江川上流地区の大和地区に新規調整池の計画があるが、開発調整池か下流の

浸水解消のための池か。 

事務局）両方であるが、下流の農地の浸水解消まではなかなか厳しい。 

2）地域事情の

検証及び 3）排

水対策の目標

検討の説明 

【事務局より、2)地域事情の検証及び 3)排水対策の目標検討の説明】 

 事務局）八田江ポンプの作動だが、江上水位+2.5m にかかわらず、内水を早期に排除する

必要があるということで、現実的には、八田江水位が+1.8m で八田江ポンプを作動してい

る。ポンプが作動すると枝吉水門を 30cm から更に開放している。これらは、予め県との

話し合いのもとで運用している。 

委員長）操作規則と実質的な操作を対比させた表を作成して欲しい。ついで、嘉瀬川右

岸の対策メニューは一つであるが、なぜ他の案は検討されていないのか。 

事務局）操作の対比表は作成し、次回提示する。対策案については、本ケーススタディ

は、嘉瀬川右岸に係らず、現状と課題に応じて対策メニューを抽出した。次回の委員会

では、必要な対策は、全て入れて検討した結果を提示する予定である。 

委員長）宮﨑委員の質問にもあったように、東平川のポンプの効果などを評価していた
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だきたい。 

宮﨑）今までのお話を伺うとポンプの操作や新設など、国･県･市の垣根の中で行われて

いる感があり、市民側から見ると（垣根を）どうかして欲しいと思う。 

事務局）現状の課題が沢山ある中で、全て市単独では対応できない。国･県・市が連携し

て浸水に取り組む必要がある。本委員会で、国･県･市及び市民も加え役割分担を定め、

誰が何時まで何をやるかとアクションプランを策定して、市民目線に立ったわかりやす

い計画にしていきたい。 

次に、大井手堰の開放の件であるが、大井手堰を全開放すると中心市街地の水は全て

落ちて干上がり、潤いのある街でなくなると共に耕作地もあり支障をきたすので、一概

に浸水防止のみで、大井手堰の開放はできないので実現性を検討していきたい。 

委員長）対策は要望の強いところだけではなく、浸水軽減に向けて検討していくという

考えでよろしいか。 

事務局）その通りです。本委員会で提示した対策案は、効果度を知るためのケーススタ

ディで、次回委員会では経済性や施工性、実現性などを検討して提示する。 

委員長）対策案の「排水路網の整備」とはなにか。 

事務局）市は下水道雨水整備として排水計画を策定しているが、全てを完成させる計画

を本検討では議論しているのではない。その一部を施工することで効果がある水路を探

していく。 

委員長）水路は新設か。 

事務局）基本的には、既設水路の拡幅や掘削が主である。 

坂田）中心地の浸水軽減のためには、大井手堰の開放が効果があるとはわかったが、(受

け入れる)佐賀江川にどの程度能力があるのかが重要である（ポンプ規模が 60m

3

/s なの

で）150m

3

/s くらいないと能力が足りないと思う。具体には、昨年（7 月）の洪水では順

流で流れ、その流量が蒲田津ポンプ規模より大きいので、蒲田津水門を開放し自然排水

をしたと（前々回の委員会で）聞いたが、実際にどの程度順流で流れたか知りたい。 

事務局）ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝによると、順流で 80m

3

/s（蒲田津ポンプの能力は 60m

3

/s）との結果を

得ている。 

坂田）（80m

3

/s は）最大と考えてよいか。 

事務局）当時の潮位（城原川水位）と内水位の関係で最大である。 

塚本）蒲田津水門の操作については順流・逆流を判断して操作し蒲田津ポンプは江上水

位+2.5m で運転している。昨年（7 月）の洪水は、順流であったときは自然排水によった。 

坂田）昨年（7月）の洪水は、江上水位は+2.5m にそれほど上がっていないが、それでも

市街地は浸水した。よって、蒲田津ポンプの運転を江上の水位にとらわれるのはいかが

かと思う。(蒲田津)ポンプをもっと早く動かしてよいのではないかと思う。 

もう一つ質問で、巨勢川遊水地が満杯になったときは、どのような運用をしているか。 

糸山）巨勢川調整池は確率 1/50 規模の 220 万トンの容量で、操作規則に応じてポンプで

強制的に嘉瀬川へ排水する。ただし、嘉瀬川が危険な状態になると排水しない。 
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徳永）市には佐賀江川、本庄江、八田江の 3 本の川しかない、これらの川へ接続する水

路が不備である。ポンプを幾ら設置してもダメで河川へ接続する水路整備が大切である。 

委員長）ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝを活用して、効果がある対策を見極めて欲しい。 

空閑）ポンプも必要だが、水路が狭いので調整池（溜める）とジョイントした水路整備

が望ましいと思う。 

事務局）溜めることも重要と考えている。田園地帯のクリークを 1m から更に 50cm 下げ

て 1.5m 下げることができないかと考えている。お堀とか公園、学校の校庭などあらゆる

可能性を織り込みながら、どこにどんな対策を施したら効果があるかを、ｼﾐｭﾚｰｼｮﾝして

検討していく。 

坂田）佐賀市の西側（嘉瀬川左岸）では、南北に流れる用水路が多布施川や大井手幹線

水路等あるが排水に利用されていない。（嘉瀬川から）多布施川の取水を早く停止しても

っと排水に利用できないか。 

事務局）現在、十間堀川から 0.4m

3

/s のポンプで多布施川に排水している。大井手水路は

水路が満杯で排水に利用するのは難しい。徳永 1 号線では昨年から準用運用として、0.5m

水位を下げて効果が得られている。クリーク等の水位を下げて、どの程度効果があるか

を実証実験で確認し計画に反映していきたい。 

宮崎）スポット的に水を溜めることはいいこと考える。大規模でなく小規模でよい。 

既設のポンプの耐久性や維持管理費を教えて欲しい。 

事務局）維持管理費については、今資料がないのでこの場で回答できないが、点検補修

は、毎年梅雨前に確実に行っている。 

委員長）維持管理費は、施設を増やせば増やすほど膨らんでいく。 

今後の予定 【事務局より、今後の予定について説明】 

 ・今回話題となった、操作規則と実態操作の相違については対比して整理する。 

・対策案については、現状と課題に応じて抽出したが、今後は、浸水軽減との視点で再

度対策メニューを抽出し検討していく。 

・今回提示した問題と課題は、浸水に係る全ての問題課題ではなく、検討段階の資料で

あり取り扱いに注意して欲しい。 

・次回の委員会は、6月下旬あるいは 7月上旬の開催を予定している。 

 


