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佐賀市排水対策基本計画検討委員会 

第 5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 9月 20 日（金） 13：30～16：00 

開催場所：i スクエアビル 市民活動センター 5 階 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 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 出席 

 諸富警察署警備課 課長代理 

干潟 幸広 

（尾崎 大輔） 

代理出席 

 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 欠席 

 

佐賀県県土づくり本部  

河川砂防課 

課長 前田 常明 出席 

 

佐賀県県土づくり本部  

農地整備課 

課長 日浦 敬祐 欠席 
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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 欠席 

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 

    〃  事業係 副課長 堤 雅文 出席 

 〃  水問題対策室 室長 江頭 聖司 出席 

 〃  管理係 係長 末次 健一 出席 

 〃  維持係 係長 浦本 哲哉 欠席 

総務部 消防防災課 課長 園田 正広 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）排水対策のメニュー（ハード対策）の選定 

２）排水対策の優先度検討 

   

３．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 • 前回は目標設定、ソフト対策案、対策案のケーススタディについてご討議いただい

た。 

• 今回は、各対策案の事業費や実現性を踏まえ対策メニューの選定及び対策の優先度

についてご討議いただきたい。 

• 本計画の策定は今年度末であるが、優先度の高い対策は今年度に予算化して、来年

度より早期に実現できるようして行きたい。 

2.議事 

前回の宿題 

1)枝吉･尾の島

水門開放の効

果 

 

 

2)自主防災組

織について 

3)大規模貯留

管について 

 

 

【前回の宿題の回答】 

• 前回の委員会で、枝吉・尾の島水門開放のシミュレーション結果で、新川では内水

基準水位 TP+1.5m を超える時間が長く続いていたが、水路貯留を考慮したらどうな

るかとの質問があった。 

水路貯留を考慮すると、新川水位は TP+1.5m を超える時間は大幅に削減され、水路

貯留は一定の効果があると判った。 

• 自主防災組織は、平成 20 年度より認定しており、今月 9月 12 日現在の組織数は校

区・単位含めて 81 組織で、組織率は 50.6%となっている。 

• 前回、参考対策として直径 3ｍの貯留管を検討していた。今回、直径を 8ｍとして、

お濠の北側と西側の国道直下に延長 2.5km の大規模貯留管を検討してみた。効果度

は、最大包絡の浸水面積で 13.7％と大きくなく浸水解消につながらず、事業費は 358

億円と莫大な費用を要し、経済性からみても効率は悪い。 

1)自主防災組

織について 

 

 

 

 

2)大規模貯留

管について 

宮﨑）認定の初年度には、補助金等が出ていると思うが、その後の動きはどうなってい

るか。また、活動していない組織に対して、どのような指導しているのか。 

事務局）佐賀市の組織率は低く県内でも下位に位置していた。 

これを向上すべく、佐賀市としては、補助金のメニューを改定したり（活動されたメニ

ュー毎に応じた拠出）、専門家によるおしかけ講座・出前講座等による指導を行ってき

た。また、昨年度末には全組織に対して、（メニュー改定等の）説明会を行った。これ

に加え、東日本大震災を受けての市民の方の（防災に対する）意識向上もあり、昨年度

末（39.8％）に比べ組織率は向上し、今年の 9月 12 日現在 50.6％になった。 

活動が活発でない組織に対しても、少しでも活動していただくよう指導している。 

組織は、まずは校区単位、その中で自治会単位等でも構成されているため、合併等は特

に指導していない。 

空閑）貯留管の効果度が 13.7％となっているが、どのような出し方をしたか。 

事務局）効果度は最大浸水範囲（面積）を包絡した値で、洪水時に時々刻々変化する浸

水範囲ではない。貯留管は、あまりにも事業費が大きくなるので、採用するには厳しい

と考えている。 

空閑）貯留管とは、洪水時に雨水を溜めて洪水後にポンプ等で排水する施設で、共同溝
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ではないのですね。 

事務局）そうです。共同溝とは違う。 

2.議事 【事務局より排水対策メニューについて説明】 

1)排水対策の

メニューの選

定について 

委員長）資料 3ｐ4 校庭貯留の効果度はいずれも小さい。単位浸水面積あたりの費用が

高くなっているのはなぜか。 

事務局）オンサイト貯留として校庭を 30cm 掘り下げる計画としているが、グラウンド

であるので、排水後に早く元の状態に使用できるよう、表層土の置き換え費用を含んで

いる。 

宮﨑）資料 3ｐ10 の表で 6番、施設単体での効果と他の施設と連動した場合の効果があ

ると思うが、そのあたりを説明していただきたい。 

事務局）十間堀川の例で説明します。十間堀川は現在、循誘小学校付近までできており

これに接合する水路を改修すると効果は高い。しかし十間堀川が未改修の区間に合流す

る水路を整備しても、十間堀川が未整備なので効果は上がってこない。 

徳永）いろいろ対策メニューを示されており、評価配点方式で対策が B判定ぐらいなら

できるということで理解している。確かに街中で作業するには、機械等が入らないとい

った制約があると思われる。水路に流す、溜めるにしろ、新たなものを作るとなると費

用がかかる。いずれにしろ、佐賀市には海につながる主な河川が 4 つほど(佐賀江川、

新川、八田江、本庄江)しかない。それらの河川にどういう形で導くのかが問題である

から、既存の施設をフルに活用するような対策を、ひとつひとつ、詰めていけばいくら

かは浸水軽減できるのではないかと思う。 

事務局）経済性が良く効果度が高い対策で、実現性があるものをまずもって選定し、早

期に着手していきたいと思っている。 

短期対策から外れたものについては、中長期として考えていく。市の財政力は限られて

おり、できるだけ既存施設を有効活用し、下流に負担をかけず分散していくような考え

方も必要である。このような対策も含め中長期の順位づけに反映していきたい。 

坂田）先ほどの考え方（既存施設の有効活用）には賛同できる。 

ひとつ気になるのは、資料 3ｐ11 の 16 番、古江湖川改修は、効果度は大きいのに難易

度が高いため D 判定になっている。資料 5（対策案位置図）をみるとお堀のところまで

水路が延びており、1 本の古江湖川だけを改修する案では行き詰まる。ここ（佐賀大学

周辺の浸水常襲地帯）からの排水というのは避けて通れない。地理的に窪地で難易度は

高いだろうが、数本の別ルートに分ける、埋設管をつけるなど、この地区から下流に排

出する他の対策案について知恵を絞っていくことが大事である。ここであきらめるので

はなく、将来的にぜひとも対策をうっていくことが必要だと思う。 

空閑）対策メニューは、佐賀市だけでできるもの（対策）と国や県に関連するもの（対

策）もあろうかと思う。対策については、委員会として見解を出すわけでしょう。 

委員長）そのような考え（国、県、市の役割分担をする）でよろしいですね。 

事務局）対策案は、佐賀市だけではできないものも含まれている。たとえば資料 4ｐ10、
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厘外ポンプ新設の対策案は、ポンプ排水先である本庄江の管理は県であり、（ポンプを

設置する）佐賀市と(本庄江を管理する)県が一体となってやっていかなければ、効果は

発現できない。このように国、県、市の役割を踏まえ、連携して行っていく必要がある。 

塚本）改修の効果であるが、南部地区の大五川と小杭川の改修は新川合流点の家屋浸水

を軽減する案だと思う。一方、石塚雨水ポンプは、その上流の家屋浸水を軽減する案だ

と思う。対策案によって、（守る）場所が違うので、どういうところを守っていくのか。

選定にあたっては考えていかなければならないと思う。 

委員長）効果はブロック単位の大きい範囲で検討しているが、ブロックの中でも効果の

発現が限られてくるとのご指摘ですね。 

 前田）ポンプを設置する場合に放流先河川の能力が十分あるのか、ポンプを可動した場

合に下流が溢水しないかとか、操作規則も含め十分検討しなければならないと思ってい

る。実施にあたっては関係機関（国・県・市）と十分な協議が必要と考えている。 

委員長）資料 3ｐ10 の 6 番は二つの内容が含まれている。工事に関することオンリーな

のかそれとも維持管理の話と一緒になっているのか。これは、両者まとめて２点か０点

か。場合によっては１点もありうるのではないか。このように一緒にした理由は何か。 

事務局）対策の検討項目の中に、水路の浚渫、伐採がある。街中には繁茂した草で流水

阻害しているところも多くある。例えば、資料 4ｐ4 の①③⑤⑥（写真番号）などがそ

うである。草を刈っても、一方ですぐにまた生えてくる。超短期的には効果があるが、

それで効果があるとはいえない。また、ポンプ設置を考えた場合、直接排水するから効

果はあるが、水路改修と違いメンテナンス回数も増えてくる。こういうことから、評価

項目を同一とした。水路改修とポンプ設置の話を横並びで評価できないところもある

が、（維持管理の評価を別にするかについては）もう少し考える必要があるのかと思う。 

委員長）水路貯留は効果が大きい。例えば資料 3ｐ7 にある水路貯留では効果度が 37%

と大きい。水路貯留は地元の協力が必要で難しいとは承知しているが、せっかくこのよ

うな評価がでているため、このあたりを将来のためにいい方向で（水路貯留に地元の）

理解を求め、行政も努力していくのが良いのではないか。 

事務局）圃場整備地区内で約 1000km の人工水路がある。その中の縦幹線水路は約 140km

ある。そこの水位を 10cm 下げると 20 万ｔ貯まる。50cm だと 100 万ｔ貯まる。徳永線、

南里線では、平成 23 年度から試験的に事前排水しながら水位を落として一定の成果が

でている。ただ、これについては、上流から下流までの農業関係者の樋門操作連携が非

常に重要となってくる。雨季や台風時の樋門操作等の連携が必要で、その仕組みづくり

を来年度から検討したいと考えている。 

委員長）是非検討していただきたい。 

2)排水対策の

優先度検討に

ついて 

【事務局より排水対策の優先度検討について説明】 
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 委員長）優先順位の検討で、効果度を浸水面積で評価しているが、効果は浸水面積（二

次元平面）の話だけではない。例えば 30cm あるいは 50cm 浸水したのかでも違うし（浸

水深）、水の引き方でも違う（浸水時間）。縦方向の評価（三次元）もある。30cm が 10cm

に水が引いた場合でも（浸水深、浸水時間に）効果はある。浸水面積の効果と併せて（浸

水深や浸水時間の効果を）検討されるといい。中長期的なもの（非常に困難なところな

ど）を考えるときは、坂田委員からの意見のように、他の水路も合わせて改修した方が

効果が上がるとかの場合もあるので、（浸水面積だけでなく、浸水深、浸水時間、浸水

量など）評価の仕方を考えたほうがいいのではと思う。 

外水氾濫は（国土交通省の）治水経済調査要綱で経済評価しているが、内水氾濫では、

特に定まった評価方法が無く、経済性は外水に準じて治水経済調査要綱で経済評価して

いる。しかし、内水氾濫の被害額は殆どあがってこない（小さい）ので内水対策の経済

効果の評価は難しい。 

空閑）30 年間で整備すると考えてあるが、もっと短くできないのか。どういった理由

で 30 年間か。 

事務局）雨水対策には、莫大な費用と時間がかかる。本日お示しした短期事業（主要４

事業）のみでも 16 億円ぐらいかかる。これと既存事業も含め短期間（5 年間）に行う

とすれば、毎年約 5億円以上の投資となり、佐賀市にとっては大きな負担となる。昭和

40 年代後半ぐらいからこれまでの間、佐賀市は公共下水道事業で汚水、雨水対策を同

時に進めてきたが、市内水路の水質改善のための汚水事業がメインであった。今では川

の中で遊べるような水質を取り戻すことができ、一定の成果は達成した。 

雨水事業については、下流域の国・県の激特事業の効果を発現させるため、大井手堰か

ら上流の大溝川雨水幹線の整備を行ってきた。また、十間堀川の整備（下流から主要地

方道佐賀川副線までの区間）を約 30 年間くらいかけて行い、やっと大財県道（主要地

方道佐賀川副線）までたどり着いた状況にある。市街地から佐賀江までの水路整備（ハ

ード整備）が進んでおらず、汚水を先行してきた裏返しで雨水整備が遅れてきたのは事

実である。 

今後、力を入れていくが、財政力との関係で、最小費用で最大効果を狙いながら進めて

いきたい。 

空閑）費用のこと、予算のこともわかるが、いくら対策の検討を重ねても、費用や予算

だけで判断されるようなら、最初から計画の中に金額を打ち出してから検討した方がい

いのではないか。市、県、国の予算を鑑みるが、費用、予算の前に現実的に少しでも軽

減につながることを目的にこうやって検討委員会で優先順位をつけている。 

事務局）資料 5 の表は、新規（本計画）事業の費用を積み上げたもので、約 180 億円を

要し、これを単純に 30 年間でわると年約 6億円となる。今後内部でも協議していく必

要あるが、このくらいの事業費は配分していかなければいけないと考えている。 

一方、新規（本計画）事業の他に現在行っている事業もある。既計画の主な事業につい

ても 5 年くらいで終わるもの（どん^3 森地下調節池を除く）だが、それでも相当な費
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用を要し既計画を含めると倍くらいの金額になると思う。 

前田）費用の大きな部分を占めるのは、河川や水路改修である。用地補償などの地元同

意を得るのに時間がかかる。また改修により下流への水量が増えること等への合意形成

にも時間がかかる。 

委員長）今日示していただいた評価軸の方法(効果度、経済性、実現性の評価)は、説得

力があった。最近の雨の降り方は変わってきた。（一般的には）被害額のうち内水が約

4 割を占めており、動きが遅いといわれればそれまでだが、内水対策を後回しにするわ

けには行かない。 

坂田）今回は短期の話で、石塚ポンプの新設、中心市街地の水路の狭窄部改修等が主に

取り上げられている。これはこれで必要なことであるが、中期のステップは避けて通れ

ない。 

佐賀市の水周り（排水）がよくなるという前提に立てば、次に必要なことは、旧佐賀市

内の南部バイパス以北や大井手堰以北から排水をスムーズに流出しなければならない。

そのためには、佐賀江川の排水機能をアップさせる。新川の機能を発揮させる。八田江

も古江湖も本庄江もしかりである。これらの河川に水を流出（佐賀江川、新川、八田江、

本庄江に排水）しなければ解決しないということがこれまでの検討で明らかとなったと

思う。 

下流側の水路の水位を下げていくというのは、メリットがあるというのがわかった。 

後は、ネックとなっている尾の島水門の開放が、ぜひとも必要と思う。石塚ポンプはで

きるというようになりましたよね。（諸富の浸水が軽減でき、尾の島水門が開けやすく

なる）。今日も説明があったが、(水路貯留により)新川下流側の基準水位 1.5m をオーバ

ーする時間が減り効果が大きい。 

ここをもっと検証すべきである。お金の話ではなくて、今あるインフラの運用の話なの

で、ここのところは協議をして、まずは尾の島水門を開けて新川の機能をフルに発揮さ

せることをやるべきと思う。 

一つお願いだが、新川のポンプ場がどのように稼動しているのかを次回までに調べてお

いてほしい。（新川ポンプは）機能してないのかどうかというのがわかると思う。 

佐賀江川の水位を下げるということは重要で、上流域の佐賀市内の排水をよくすること

と、これらは連動しなければならない。八田江も同じである。 

次のステップとして、これらの(佐賀江川、新川、八田江)検討をして欲しい。 

事務局）新川のポンプは水位が TP+0.8m 以上で稼動できる。大雨注意報や警報の発令が

予想されると、事前に閉門しポンプを 30m

3

/ｓフル稼働させて新川沿線の内水位を下げ

て貯留ポケットを作る。これは、まず両サイドの諸富地域からの雨水を引き込み、新川

右岸側の徳永線までの対応を行うためである。 

30m

3

/ｓ新川ポンプをかけ続けながら、両岸の内水排除を続ける。注意報、警報が出て

自然排水できない間は、常時フル稼働している。 

そういう中で、江上水位が TP+2.5m を越せば尾の島水門を開ける。ただし、水門を一気
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に空ければ佐賀江川からの排水により、内水が吐けず両岸が浸水を起こすということが

あるので、新川については TP+1.5m の水位を保ちながらポンプをフル稼動させている。 

新川ポンプ 30m

3

/ｓの能力に見合う水量を、両岸地区、尾の島水門（佐賀江川）から引

き込んでいる状況である。 

佐賀江川が TP+2.5m を越す高い水位なのに、なぜ新川が TP+1.5m という低い水位を保つ

のか。ということについてはポンプ能力が 30m

3

/s しかないため、フル稼働させて呼び

込める水量だけを引き込んでいるからで、水位が高い、低いに関らず、水量はつり合っ

ている状況だと認識している。 

八田江ポンプについては 60m

3

/ｓの能力がある。これまでは、周辺の農地、最下流の漁

場の関係からフル稼働ができなかった。昨年度については、平均で 20m

3

/ｓ、最大で 30m

3

/

ｓしか稼動しなかった。今年、両漁協と両土地改良区から理解をいただき、60m

3

/ｓフ

ル稼働できる状況になり、試験運転をした。 

ただし、ポンプ能力が 60m

3

/ｓと大きく、水がついてこないので、八田江河道を浚渫し

て能力アップすることと、枝吉水門（佐賀江川）及び両岸地区より水を引き込む必要が

ある。 

坂田）今までの事情は理解できたが、これからは事情が少し変わる。南部地区（川副、

東与賀、諸富等）の水路の水位を下げるとキャパシティができるのでもっと（新川、八

田江に）流して良い状況ができると思う。本委員会の冒頭（第１回）で話しがあったよ

うに、インフラを有効に活用していくこと（連携操作）をお願いしたい。 

国交省のポンプ（蒲田津ポンプ）も、重要なときに動いていないと感じている。これも

何とかできないか。そのために、非常に難しいとは思うが、ポンプの起動水位を少し下

げることができないかとか、浚渫も必要ではないかと思っている。 

（私は）水路の浚渫についてアイデアがあり、簡単な水門操作でできるのではないかと

思っている。満ち潮でヘドロが上がってくる。満ち潮が早く、引き潮が遅い。満ち潮で

は水門を一門しか開けず、引き潮のときに全開してやってこれを何回か繰り返すという

ことです。 

先ほどの説明で、（八田江ポンプに）水量がついてこないということだったが、なるべ

く金をかけない方法を検討していただきたい。 

事務局）検討中の対策がある。八田江右岸地区（朝日町・今宿町付近）の水は、八田江

をサイフォンで６ヶ所くぐっており、最終的には南里線に落ちている。南里線は最下流

までの区間に、途中で八田江に抜く水路がいくつもある。八田江のポンプをフル稼働す

ると水がついてこない。よって水をどこから呼び込むか。枝吉水門からもさることなが

ら、八田江の横（途中）からも南里線の水を呼び込もうという案があり、八田江の途中

にある水門の整備や改修を行う計画を県と一緒に検討している。こうすると八田江右岸

の市街地の水をも呼び込むことにつながる。 

宮﨑）自身の足でポンプとか水路などを全部見て回ったが、今日は、資料を基に細かい

ところまで説明してもらってよかった。短期的な対策メニューの内容も理解した。具体
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的な効果が知りたい。 

事務局）短期的対策の効果を説明する。 

・ 新村愛敬水路のネック部の間口を広げると水位のピークで 40cm 程度下がる。 

・ お堀には 34000ｔ程度を貯めていきたい。浸水面積の時系列のグラフを見ると浸水

時間の軽減ができる。 

・ 石塚ポンプは諸富の中心部に効果がある。北のほうからも水が流れてきて中央雨水

幹線で受けた水をポンプで排水することになり、諸富中心部の浸水軽減につなが

る。また、新川の排水負担が小さくなり、尾の島水門も開放しやすくなり（新川に

流しやすくなる）、間接的に市街地も受益地となると考えている。 

徳永）坂田委員から水門を閉めればいいのではという話があったが、八田江にしろ、本

庄江にしろ、潮汐で流れが変わる活きた川で排水路ではないので、水門で締め切るとい

う提案は承服しかねる。 

川というのは活きており、潮汐で汽水域ができて浄化機能をはじめ、いろんな機能があ

るので、川を排水の観点だけでとらえることはしてほしくないと思う。 

伊東）浸水する場所は、以前までは佐賀大学周辺が主だった。最近は変わってきて、駅

周辺や佐賀玉屋付近も浸水するようになった。お濠は大学に近く玉屋にも近く、お濠貯

留はかなり効果がある。費用も 7000 万円くらいなので短期に評価もしてもいいと思う

が、資料 5の表の評価欄に「○」がついていない理由はなぜか。 

事務局）本日、短期事業（お濠貯留含む）として４つ提案させていただき、ご理解いた

だいた上で正式に評価しようと思っていた。よって空欄としていた。 

宮﨑）浸水標尺を設置されていたと思いますが、先月末の大雨時に何か効果があったか。 

事務局）今まで大雨が降った時にどこまで浸水したのかが把握できないところがあっ

た。そこで、浸水しやすいところに標尺をつければ、浸水実態把握や今後の対策に役立

つので設置した。またパソコンでデータを蓄積もできる水位計も設置している。 

幸い、先月末はあまり大きな被害というものはなかったので、これらのデータは活躍し

なかった。 

 

3.その他、今後

の予定 

事務局）次回は 11 月中旬から下旬に開催を予定している。 

 


