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佐賀市排水対策基本計画検討委員会 

第 4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 7月 16 日（火） 13：30～16：30 

開催場所：保健福祉会館〔ほほえみ館〕4 階 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 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 欠席 

 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) 

糸山 国彦 

（若松 信一） 

代理出席 

 

佐賀県県土づくり本部  

河川砂防課 

課長 

山田 智 

（前田 常明） 

代理出席 

 

佐賀県県土づくり本部  

農地整備課 

課長 日浦 敬祐 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 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.議事 

１）排水対策の目標設定 

２）ソフト対策の整理 

  ３）対策案(ケーススタディ)の精度向上と再整理 

  ４）平成 24 年 7 月洪水での検討(枝吉・尾の島水門開放の効果と影響) 

 

４．その他（予定等） 

 次回の委員会開催について 

 事務連絡 
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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 • 今年は梅雨明けが早く幸い大きな出水もなかった。 

• 前回の委員会では、地区分けをして地域の実情に応じて対策のケーススタディをご

提示した。 

• 今回はハード対策のみならず、前回の宿題であったソフトの対策を含めてご討議い

ただく。市では、ソフト対策の一つとして内水ハザードマップを作成したところで

ある。 

2.議事 

前回の宿題 

【前回の宿題の解答】 

• 前回の宿題となった枝吉水門、尾の島水門の実態操作と操作規則（暫定）の違いに

ついて説明。 

 両件とも質問・意見なし 

2）ソフト対策

の整理 

【事務局より 2)ソフト対策の説明】 

自主防災組織

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

田中）どのように水害と共存していくかが問題である。自主防災組織の立ち上げが重要

である。特に、年配の方は沢山の情報をお持ちであり、それを生かさねばならない。 

委員長）自主防災組織の立ち上げとのご意見があったが現状はどうか。また自主防災組

織に対する行政の支援は。 

事務局）自主防災組織の組織率は昨年まで 34％でした、今は、（組織率は）40％になっ

た。出前講座等で組織の必要性を訴えており、3.11（平成２３年東北地方太平洋沖地震）

や昨年の 7月の豪雨（平成２４年７月九州北部豪雨）により市民の意識は高まっている。

また、組織が立ち上がった後も、訓練や資材の供給等の支援をしている。 

委員長）市からの要請で組織しているのか。 

事務局）そうではなく、市民側と市と双方の意見が合致して組織している。 

伊東）地域の防災意識の高いところやリーダーがおられるところ、災害を受けたところ

は立ち上げが早い。それ以外はなかなかそこまで行かないのが実情である。組織されて

いないところを集めて、必要性等を説明すれば組織率が上がるのではないか。 

事務局）立ち上げに際しご相談があれば応じている。 

宮﨑）自主防災組織の立ち上げは、手を上げたところや危機管理の意識が高いところは

組織されている。そうでないところは、コミュニティ活性化委員会と連携した（組織さ

れた）ほうがスムーズに組織されるのではないか。（コミュニティ活性化委員会は）佐

賀市の自治基本条例に基づいて、どういう風に地域を盛り上げていくかを市と話を進め

ている。 

坂田）自治会の臨時総会でこの(自主防災組織の)話題がでた。今現在、どこ（地区）が

参加してどこがまだかを知りたい。 

事務局）次回に準備する。 

坂田）危機感のないところは参加していない。もう何年も洪水にあっていない。そうい
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国・県の支援に

ついて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災マップ・ハ

ザードマップ

について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うところに限って年寄りが多い。(たとえば)川に落ちても助けられなかったというのが

出てくることが今後心配になってくる。 

委員長）国、県のかかわりは。 

糸山）地域の方々が防災マップを作るというときに、支援することをやっている。 

嘉瀬校区、兵庫地区・兵庫は昨年度に地域で 3回ほど勉強会を開いた。地域の人たちが

自主的に避難できるのかが大事。できる範囲で支援している。 

前田）河川別の情報を地元に提供している。 

宮﨑）年配者が多い地区や子供が多い地区などさまざまで、地域の事情にあった持続可

能な対策をとらなければならない。一番活動していただいているのは 60 代が多い。マ

ンションだと被害がそんなにない。一軒屋だと（浸水は）切実な問題。実際は（要援護

者がおられると分かっていても）自分が大変だから助けられない。そういった場合、行

政はどこまでフォローしていただけるのかを伺いたい。 

事務局）要援護者のリストを作成している。個人情報に関する法律が改定になり、本人

の了承が得られたら公開できる。また、情報発信のために防災ラジオを準備している。

市側からの情報をラジオから自動的に流すことができる。要援護者には前から準備が必

要で、事前の情報提供をしている。 

伊東）防災マップを各校区で作っている。地区によっては、独居老人を誰が面倒をみる

というのをマップにしているところもある。ただマップを作ってもだめで、民生委員、

消防団、ボランティア等が一緒になってマップを作り、地域で一緒になって(要援護者

対応に)取り組んでいきたい。 

吉村）2010 年小城地区で洪水を想定した防災キャンプをやった。防災マップは誰が見

ても分かるようにしなければならない。そういう目にあったことがなかったら関心がな

い。学校サイドでもやっていただけたらもう少し身につくのかな。子供の目線にたって

（わかりやすいマップを）作ったらもっと良いのではと思う。 

宮﨑）遠賀川では子供の立場に立って、地域の危ない箇所を大人と一緒に歩いてポスト

イットに書いて地図に貼ることを、地域と子供が主体になってやっている。川内川では、

持続可能な防災というところで、自分と隣の３軒のところで把握して、民生委員が全体

を把握することをやっている。 

委員長）地区によって災害の種類が違う。校区なりの単位でないと生きたものにはなら

ない。ハザードマップは、（防災の）ベースだと思っている。この委員会は内水氾濫が

メインであるが、いろんな災害があり複合もある。災害にあったマップがいる。街中に

標尺があればいいなあと思っていた。かつてはここまで（水位が）きたんだというのが

あったらいい。 

事務局）市でも各部署と連携をとりながら本計画を進めている。浸水しやすいところを

的確に抑えて、地域に対して目配りがきくよう関係各課と協力を進めていきたい。 

吉村）内水ハザードマップでは、高木瀬小学校は避難場所になっているが、そこに行く

までの道は浸かるところはないのか。そういう場所は避難所といえるか。子供を迎えに



5 

 

災害時の対応
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いて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

土のうの備え

について 

行こうとしてもすでに浸水している。学校にいたほうが安全ではないか、（学校にいた

ほうが良いか・迎えにいったほうが良いか）判断ができない。 

事務局）以前は、大雨のときは（子供を学校まで）迎えにきてもらうことにしていた。

学校のほうでも見直しをしている。道路が浸かっているので今は避難しないほうが良い

など、こまめな情報を提供できるよう準備している。年度末ぐらいには情報をメールで

送ることを検討している。 

委員長）学校で子供を帰宅させるか否かについて事務局に伺いたい。 

事務局）教育委員会と協議したときに、（シミュレーション結果の）浸水時間、浸水深

を見せ、こういう結果（周辺が浸水する）があるのであれば、学校にとどめておいたが

いいかもしれないという話がでた。避難の仕方については、改めて内部で話をしていき

たい。 

塚本）国では、嘉瀬川の氾濫を想定した浸水想定区域図を作成し、市の方で洪水ハザー

ドマップを作成している。市の内水ハザードマップと区別して活用していただきたい。 

委員長）水害時に通行止めにして欲しいという意見があると聞いているが、市の方で(通

行止めに)するのか。警察の方でするのか。 

尾崎）冠水した場合、基本的には道路管理者（国、県、市等）が規制（通行止め）する

ことになるが、警察においても、セーフティーコーン等で一時的に交通規制等を行って

いる。 

日頃から災害危険箇所等の把握に努めている。 

諸富地区では今年２月、自主防災組織が立ち上がった。要援護者等を把握して、いかに

避難、救助するかが大事である。警察は市町との連携を強めていきたいと思っている。 

委員長）警察、消防、道路管理者などの連携は、地域防災計画とのからみが出てくる。 

宮﨑）市民が土のうを持っていけるように、（土のうが）公園に積んであることを知ら

なかった。年配の方が欲しいと言われたとき、誰が持っていくのかなど細かい対応して

いるのか。 

事務局）土のうの配備を始めたのはここ 3 年程前からで、初年度 5000 袋、今は 10000

袋準備したが、梅雨の始まりからなくなる。高齢者の方が取りにきにくいというのがあ

る。1件 1 件の対応ができてないのが実情である。浸水しやすい場所は、地域の代表の

方が取りにこられているというのはある。今後の課題である。 

宮﨑）1 件、1 件に配布は難しいと思うが、各地区に市の職員がいる。感情論的にいえ

ば、市の排水対策がなっていないから浸水するというものがある。 

事務局）水害時は市職員総出で対応している。佐賀市の浸水問題は、地形が低平地で満

潮位が高い、水路が満杯であるなどの問題が複合して発生している。町村合併前までは

市町間での争いもあったが、今はやっと一元的な話ができるようになってきた。国、県

の施設操作の連携など上手に雨水と付き合っていくことが大切である。誰が犯人という

のではなく、みんなが共通した認識をもつことで、お互いの協力で助け合っていけたら

と考えている。 
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3）対策案の精

度向上と再整

理 

【事務局より 3）対策案の精度向上と再整理について説明】 

4）平成 24 年 7

月洪水での検

討 

【事務局より 4）平成 24 年 7月洪水での検討について説明】 

 空閑）農業用水路、排水路の幹線の水位については、見直しの時期にきているのではな

いかと思う。 

貯留管（参考ケースの大規模放水路：資料編ｐ32）は直径 3ｍで検討されて効果がない

となっているが、もっと大きな（8ｍ-9ｍ）断面で検討していただきたい。 

事務局）農業用水路の水位低下の実証実験は平成 22 年から続けている。南北に流れる

幹線の農業用排水路は、平均幅 15m の水路が約 140km ある。圃場整備内の小水路は約

960km ある。現在は嘉瀬川ダムや筑後川からの用水が担保できるまで整備完了したの

で、湛水防除の目的で、満潮時から干潮時までの約 6時間でどれくらい水路に貯留でき

るかを実証実験している。具体的には、水路の水位を田面から 1m 下げ、そこに洪水を

貯留する機能を確保することに取り組んでいる。しかし、農家にとっては大切な水であ

るため、必ずしも 1m 下で管理はされていない。（農家の）意識を変えていただくよう努

力し、事前排水について理解を得つつある。昨年の 7月の豪雨（平成２４年７月九州北

部豪雨）では、徳永 1号線で試験的に事前排水をした結果、これまで常時浸水していた

地域が、浸水しなかったという実績がある。今年は徳永 1号、2 号線の事前排水の協力

をお願いし、大雨に備えていた。市内には約 140km の幹線的な水路があるが 50cm 水位

を落すと、理論上約 100 万トンの貯水能力があると試算はできている。今後、農家のご

理解を得ながら実施していきたい。 

空閑）農業用水路は（縦横に）つながっているので、一部の幹線区間だけでも、空にで

きれば、もっと（浸水軽減に）効果があるのではないか。 

事務局）農業用水路は、地域の環境用水や防火用水の機能もあるので、一定の水位は確

保する必要がある。通常は、田面より 1ｍ水位を下げたところで管理していただき、大

雨洪水注意報が発令されるようなときには、さらに 50cm 下げていただけないかという

ことを農家に提案させていただいている。 

枝吉・尾の島水

門の開門につ

いて 

 

 

 

 

 

宮﨑）尾の島水門の開放により、新川で（内水基準水位）1.5m を超えるところの対策

はどうするのか。この時だけでも（農業用水路の）事前排水について、協力関係が得ら

れれば非常にいいのではないか。 

事務局）大雨時は、新川は県にお願いしポンプで強制的に排水し、事前に空にしている。

農業用水路に何千とあるすべてのゲートを閉めて（貯留）ポケットを作るのは難しい。 

委員長）新川水位が 1.5m を超えているシミュレーションのケースでは、水路貯留は見

込んでいるのか。 

事務局）(水路貯留は)見込んでいない。 



7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長）水路貯留を見込んだ検討をお願いしたい。 

坂田）新川については、こまかい対策を組み合わせないと、正解には行き着かないと思

う。 

新川で 1.5m を超える場合、（シミュレーション上）ポンプは稼動しているのか。浸水す

る場所は農地であるのか宅地であるのか。農地であれば（浸水が）4時間くらいなら、

被害はそれほどでないのでは。 

新川(枝吉水門)を開ける・開けないは市街地にとって大問題である。1.5ｍを超えては

いけないという固定的な考え方は捨てるべきではないか。科学的にみてどうなのか、方

向性をだすべきである。こまかい調査が必要だと思う。 

新川のポンプはどういう風に運転されるのか。ポンプの起動・停止水位は決まっている

が、このような問題の大きいところは、ポンプの起動水位等を検討することも大事では

ないか。 

いろいろなことを検討され、最終的に尾の島水門を開ける方向にもっていかないと、市

街地の根本的な排水対策は成し遂げられないと思う。 

事務局）新川ポンプは、シミュレーションでは操作規則の通り、江上水位が+2.5m を超

えて自然排水できないときに運転するようにした。 

事務局）新川以東は佐賀江川、新川、早津江川に挟まれた地区で 1.7m の低い宅地があ

りそこが浸水しない目安が新川橋の水位で 1.5m である。新川以西は農業用水の徳永線

に市街地から大量の水が流れ込んでくる。この水を川副に送るとあふれるので新川に流

すが、新川は（毎秒）25 トンのポンプしかない。尾の島水門で新川に入る水を調整し

て新川の水位を 1.5m に保つようにしている。 

坂田）徳永 2号線の末端にもポンプ場がある。1 年前の洪水のとき、従来どおりの運用

の仕方をされ末端の水門は空けず、(水路は高い)水位を保っていた。末端のポンプを早

く運転をして排水をさせていたら良かったのではないか。洪水対策の時にはもう少し

（柔軟な）活用の仕方があるのではないか。同じく蒲田津のポンプの活用も加えて、全

ての施設が有機的に活用できたらいいと思う。 

事務局）徳永 2号線のポンプは農地排水用で（毎秒）5 トンと小さい。これほどまでに

市街地からの排水を徳永線が受け持つとは、当初、想定していなかった。最大限のフル

稼働に努める。 

事務局）空閑委員のご質問の放水路の断面の件であるが、道路下に埋設するので道路幅

員を考慮して直径 3m の放水路で検討して、（建物用地の浸水深 10cm 以上の浸水面積を）

16%（削減する）効果がでている。道路幅員の中に入るよう 3ｍで検討したが、大きな

断面の場合（たとえば 10ｍ）も示すことは可能。 

空閑）仮想でもいいので 3ｍにこだわらない断面規模で、検討していかなければならな

い。 

塚本）議事の p18 に河川整備とあるが、どの河川をどの規模で改修するのか。改修する

河川の区間、計画断面等を教えて欲しい。 
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事務局）古江湖川の区間は、図面で説明。 

1)排水対策の

目標設定 

【事務局より 1）排水対策の目標の説明】 

 坂田）議事ｐ3の目標設定にある「市街地の流出抑制」という言葉がわかりにくい。 

事務局）市街地から流すばかりでは下流にしわ寄せがいく。そのため流出抑制と書かせ

ていただいた。 

坂田）方法論が書いてあるのは理解した。貯めるというのも大切であるが、早く市街地

から流出させるとも書くべきではないか。 

事務局）意見を参考にしながら考えていきたい。 

3.その他、今後

の予定 

【事務局より今後の予定について説明】 

 • 次回の開催は 8 月中旬を予定している。 

 

 


