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佐賀市排水対策基本計画検討委員会 

第 6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 12 月 19 日（木） 13：30～16：00 

開催場所：佐賀市文化会館 3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 欠席 

 佐賀市生産組合連絡協議会 会長 高津 博之 欠席 

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 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 

建設専門官 

(佐賀庁舎・副所長) 

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 

副課長 

（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 

国営事業対策 

担当係長 

（課長） 

山口 祐輔 

（日浦 敬祐） 

代理出席 

 



2 

事務局 

部署 所属課 役職 氏名 出欠 

― 部長 伊東 博巳 欠席 

総務部 

消防防災課 課長 園田 正広 出席 

― 部長 田中 泰治 欠席 

農林水産部 

農村環境課 参事 干潟 隆雄 出席 

建設部 ― 部長 松村 健 出席 

 ― 副部長 成富 直行 欠席 

 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 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）短期・中期・長期対策（内容と効果） 

２）浸水軽減対策効果のシミュレーション 

  ３）ソフト対策 

  ４）ロードマップ 

 

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、浸水軽減のための短期対策を提案した。 

排水対策は、市の喫緊の課題であり、短期対策については積極的に進めていく。 

• 今回は排水対策のまとめであり、中長期対策（ハード対策）及び自助・共助・公助

といったソフト対策についてご討議していただきたい。 

• 行動計画（いつまでに、誰が、何を取り組むかについて）も整理していきたい。 

2.議事 

前回の宿題 

 

【前回の宿題の回答】 

1) 新 川 ポ ン

プの運転状況

について 

• 今年（平成 25 年）新川ポンプは 3回稼動した。大きな浸水被害は確認されていない。 

• 実績の運転記録より、ポンプが稼動すれば新川内水位も低下している。 

• （坂田）新川ポンプが動いてから 2 時間遅れで尾の島水門が開いているが、開ける

のが遅かったのではないか。危険な時に尾の島水門が開いていない。 

• 尾の島水門の操作は、佐賀江川の水位、蒲田津ポンプの稼動状況、新川ポンプの稼

動状況、新川下流域の内水排水状況などの現場状況を、諸富土地改良区と事前に確

認してからの作業となる。その時間が 2時間であった。 

水門操作については、現状では行政側で勝手に操作できない状態になっているが、

新川下流域の浸水被害を回避しつつ、できるかぎりの協力をしていただいている。 

2) 佐 大 周 辺

の対策につい

て（古江湖川改

修案以外の検

討について） 

• 佐大周辺の排水ルートには、古江湖川の外に、大覚寺井樋雨水幹線から城西排水路

へと流れる水系があるが、用水路としての機能も兼ねている。各所に用水樋門があ

って排水には制約があるが、城西排水路流域の水路貯留（大雨時の事前水位低下）

により、佐大周辺の浸水軽減につながる。 

一足飛びに古江湖川の改修ということではなく、まずは、城西排水路流域の水路貯

留やお濠貯留といった既存施設を活用した対策を講じ、佐大周辺の浸水軽減効果を

評価していきたい。よって、古江湖川の改修案は長期対策として位置づけている。 

3)対策効果の

評価方法につ

いて 

• 浸水軽減対策の効果は、浸水面積だけでなく、浸水深及び浸水時間でも検証した。 

（長期）対策後、十間堀川上流、駅北周辺や佐大周辺は浸水深も低減し、浸水時間

も短縮する。 

2.議事  

1）短期・中期・

長期対策 

2）浸水軽減対

策効果のシミ

ュレーション 

3）ソフト対策 

 

宮﨑）八田江に落ちる居住区を抜けてきた水路などには、日常的にゴミが散乱している。 

大雨時、増水した河川にゴミを捨てる人もいると思われる。 

このような行動を慎むようなチェックが必要だと思う。 

事務局）市では市内の水路を巡回して、要所要所でゴミを除去しているが、全ての現場

については対応できていない。 

今のご意見（ゴミ問題）を、次回の協議会に反映し、そういうことが少しでも減るよう

努めていきたい。 
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坂田）（八田江の）伏せ越し工（サイフォン）は、直接見えないので土砂が堆積してい

るかどうか判らない。造ったきりで管理が出来ていないのではないか、中期対策として

調査を盛り込んだほうがよいのではないか。調査することで、（サイフォンをくぐり、

北川副地区を通って流れ込む）南里線の活用にも活きてくると思われる。 

事務局）八田江右岸、左岸地区の水流の問題については、左岸側の地元から、大雨時に

（右岸側から）水が多く流れてくるので、何とかならないかという声があがっている。 

特にこの地区は複雑な水理構造であるため、調査を行い状況をしっかりと把握し、よい

方向にもっていけたらと思っている。 

吉村）長期対策に 30 年要するとのことだが、10 歳の子供は 40 歳になっている。 

ハード対策は行政で進められるが、ソフト対策は、市民一人ひとりが（浸水について）

考える仕組みづくりが必要だと思う。 

子供たちに学校の授業等で落とし込んでいき、10 年、20 年たった時に、（浸水のことに

ついて）考える力が養われているような場が必要ではないか。 

委員長）そのことは、大変重要なことだと思う。 

事務局）長期対策後（ハード対策）でも浸水面積は半分にしかならない（解消できない）。

そうなると、自助、共助の役割が重要である。 

一口に浸水と言っても内水氾濫によるものなのか、それとも外水氾濫、高潮氾濫による

ものなのかわからない。そのときの状況により、逃げ方も異なるので正確な情報を提供

していく必要がある。そのためには、情報をうまく伝えることが大切で、総合的な防災

マップを作成し、加えて防災メール（さがんメール）やテレビ、ラジオなどの活用も検

討していきたい。自主防災組織の結成促進や要支援者対策などに、これまで検討してき

たことなどを反映し、引き続き取り組んでいきたい。 

委員長）環境教育は、長い時間をかけてかなり浸透してきている。 

防災教育についても、震災を契機に国などで、真剣に取り組み始めているが、時間をか

けた取り組みが大事である。 

総合的な防災マップについては、もっと市民目線にたったものをつくる必要がある。ま

た、浸水標尺を見た住民から情報を提供していただく場合、浸水時の時刻、読み値、周

辺状況など情報の要素は何かということを市民に伝えておくべきである。 

このように、ソフト対策については、市民目線で考えていく必要がある。 

事務局）生活の中で日常的に市民が水と向き合えるような環境をつくっていくことが、

自助、共助の取り組みにつながっていく。 

市から提供する情報については、噛み砕いてわかりやすいように努めていきたい。 

宮﨑）（平成 26 年）2月に親子防災教室を開催する。親子で、自分達が住んでいる地域

の土地の高低差などから見えてくる危険な場所を把握し、一家に一冊のハザードマップ

作りをやってみようと思っている。 
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空閑）貯留管や調整池といった溜める対策が足踏みしていると思う（中長期対策に上が

っていない）。 

事務局）貯留に関しては、今回、既存施設を有効に活用する対策（水路貯留やお濠貯留）

を積極的に取り組むことにしている。 

中心市街地の浸水状況は箇所が散在しており、個々に（地下調整池や校庭貯留などの）

調整池を設けても、効果が出にくいことが今回の検証でわかった。また、財源的な問題

もある。まずは短期対策として、既存の調整池で使えるところを使っていき、浸水軽減

効果が大きい排水ポンプ設置や水路整備を行っていくことにした。 

中・長期対策については、まだまだ不透明な部分もあり引き続き検証を行うが、そこで

調整池が有効であるという場面がでてくる可能性がないわけではない。 

空閑）既存水路に隣接するような調整池を進めていった方がよいと思う。 

事務局）今後（計画策定後）、計画を見直していく上では、（再度）調整池にも着眼しな

がら検討していきたい。 

委員長）低平地での調整池の考え方というのは、一般論としてはあるが、佐賀市では難

しいところがある。 

佐賀にはクリークが多く、それを利用した水路貯留（南里線、徳永線、城西排水路）と

調整池との機能的意味が近づいてくるため、新たにお金をかけて調整池を設けること

が、B/C の観点からも、得策案なのかという問題がでてくる。 

また、地形条件などからもベストなものなのか考える必要もある。 

低平地では、如何に水を集めてくるかが重要で、水を集められなければいくら調整池の

容量があっても溜まらない。そういう意味では水路の整備や、樋門の調整などで水を集

めることは重要である。 

（調整池を考える上では）水路とのリンク、総合的にみた効果や評価を考えていく必要

がある。今後も検討はしていただきたい。 

校庭貯留については、県立工業高校が校庭の改修をしているが、国・県・市の協議会を

やっているならば、連携して（校庭貯留を）やればよかったと思う。 

空閑）今、筑後川下流で嵩上げ工事が行われているが、どういう目的で行っているか。 

塚本）台風などによる高潮対策として行っている。高さは海岸や河口で TP+7.5ｍを確

保する計画である。計画堤防高は、河川の上流にいくに従い波高の減衰により徐々に低

くなっていく。 

坂田）施設はたくさん出来て有効に働くと思うが、今後努力を続けて欲しいことは、従

来の施設を有効に活かすことである。 

佐賀江川の活用では、市のほかに国・県の協力が必要で、（派川である新川、八田江の）

下流域では土地改良区や漁協とも関連してくる。現状では、尾の島水門を開門しづらい

状況であるが、こういう状況は一刻も早く排除しなければならない。八田江ポンプはフ

ル稼働できるような状況になったのだから、今後は絶対（ポンプを）働かせるようにし
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なければならない。せっかく施設を造っても活かされなければ意味がない。（施設を有

効活用するには）様々なハードルがあると思うが、行政しかできない部分である。行政

どうしが、もっと協力して進めていってほしい。 

国交省の蒲田津ポンプで言えば、（ポンプの）起動水位をもう少し下げられないのか。

操作規則は江上水位 TP+2.5m をひとつの基準として判断されているが、今後対策が進め

ば（佐賀江川の状況は）変わってくると思う。石塚排水機場の新設、新川の排水能力の

向上、農業用排水路の貯留などで、佐賀江川の水位は下がってくるが、TP+2.5m でも佐

賀市は浸水する。 

私は、佐賀江川の水位をもっと下げないと佐賀市の排水対策は完成しないと思う。 

市街地の浸水を無くすには、佐賀市のメイン排水路である佐賀江川の水位を下げないと

いけない。そのためには、佐賀江川の派川である八田江、新川に水を流すことと、蒲田

津ポンプをもっと動かすことだと思う。 

今後も、国・県・市を含めた行政が連携して考えていってほしい。 

塚本）現在、佐賀江川では洪水の恐れがある時、蒲田津水門を満潮の３時間前に閉鎖し

て貯水ポケットを作るなどの試験的運用をしている。（蒲田津）ポンプを早めに動かす

には、それをすることで具体的にどういった効果があるのかの検証が必要となる。 

また（周辺）機器の整備状況などもあり、現在の（ポンプの）起動水位を簡単に下げら

れるものではない。 

佐賀江川の排水計画は、八田江、新川に流すことが大前提であるため、そこをきちんと

しながら、蒲田津の検討があるべきと思う。 

事務局）平成 20 年、21 年に、佐賀駅周辺を中心に広範囲で浸水した。我々（佐賀市）

は、当初、佐賀江川・八田江・新川の３河川の水をどんどん流すことで、駅周辺の水も

引っ張られてきて、（駅周辺の）浸水が発生しないで済むのではと思っていた。 

そこで、駅周辺を中心としたエリアの浸水被害の軽減にむけて、国・県・市で、平成

22 年度に浸水軽減対策協議会を発足し、今も継続中である。 

この中で平成 20 年、21 年の佐賀市内の浸水被害は、蒲田津水門の初動操作や蒲田津ポ

ンプ運転が十分に行われなかったのが長く続いた理由ではないかと、十分検討もせずに

国に問いかけた。そこで、早速、国の方でシミュレーションによる専門的な検討が行わ

れた。 

その結果、蒲田津水門の操作により、佐賀江川の上流まで水位は下がるが、大井手堰上

流の駅周辺までを含めた水位までは下げきれないと判った。それは、大井手堰上流の水

路整備の遅れにより、水が下流に流れきれないためであった。 

そこで、より詳しく分析するため、今回内水氾濫シミュレーションを構築し、効果的な

手法を優先順位を決めて実施していくことにした。 

定量評価を織り交ぜながら、排水対策を検討できるようになってきたため、計画を策定

したからこれで終わりということではない。 
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施設整備の進捗状況をみながら、対策がある程度進んだ２、３年後に、引き続き、国、

県含めて排水対策の検討を進めていきたいと思っている。 

今回の計画が完成形ということではない。 

委員長）今の課題は、排水対策基本計画に文言だけでも盛り込んではどうか。 

「ハード・ソフトを含めた対策の運用は、協議会で今後検討し変更していく」というの

を盛り込むよう検討したらどうか。 

坂田）水位が下がってくれば、水路がもつ排水能力が大事になる。水路の浚渫による維

持が大切である。水流を早くすれば浚渫の代わりになるのでは。水を溜めたうえで、干

潮時に大井手堰をあけて一気に水を流せば佐賀江川の浚渫になるのではないのか。ま

た、八田江の水門を開けて逆流させれば、佐賀江川の浚渫になるのでは。 

中心市街地の浸水軽減のため、国・県・市で連携して佐賀江川を流れやすくして欲しい。 

山田）佐賀江川、八田江の浚渫は概ね完了した。 

感潮河川では、満潮になれば潮が止まり、巻き上げられてきた土粒子が沈降して、泥土

堆積していく。有明海沿岸の河川は、宿命的に泥土が堆積傾向にある。 

堆積した泥土を水勢を上げて流すことも考えられるが、水門周辺は効果があるだろう

が、河川全体では難しい。最終的には、機械で浚渫するしかないと考えている。 

坂田）水位を下げて潟土船をゆっくり動かせばよい。下流はゆっくり、上流で巻き上げ

てフラッシュさせる。泥を遡上させない方法として、満潮時に水門を１門しか開けなけ

れば、ゆっくり水位があがり（干潮時の）流す時は全開放して早く流す。このようなこ

とが考えられないか。１年に一回くらい泥土除去のための水門操作をやってもよいので

は。 

委員長）低平地なので泥は動きにくい。泥土堆積は厄介な問題だが、基本計画に盛り込

むのか。 

事務局）基本計画書では「管理者（国・県・市）は、河川や水路などの適切な維持管理

に努める」というような表記になるだろう。その中には、当然、浚渫も含まれる。 

上流の泥土を下流に流すと、下流の船の航路に泥土が堆積することになり、有明海では

海苔養殖もされており影響が懸念される。 

また、大井手堰の開放による泥土フラッシュは、平常時はかんがい用水や環境用水の確

保のためできないなど、関係者の利害関係がある。 

4)ロードマッ

プについて 

宮﨑）ロードマップは、PDCA サイクルにより管理するとなっている。 

小規模な樋門操作では、指示をする側の考え方と、現場で操作する人の思い（現場での

判断）とで差があるのではないか。 

PDCA の C（チェック）と A（アクション）の部分になると思うが、（樋門操作に関して）

問題点をどう共有し、一般的なものをつくり上げていくのか、考えていってほしい。 

情報については一般市民に伝わっていないと実感している。ワンクリックで情報が取り

出せるような情報提供、開示のしくみづくりを考えてほしい。 
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事務局）佐賀市と水との付き合いは長く、成富兵庫の時代から課題がある。原則として、

佐賀市の水路は、すべて用水が関連している。 

国・県・市で、排水のために動かすポンプと水門は、操作規則があり、マニュアルに則

った運用をしている。 

その他の小さい樋門などは、主に農業従事者の方々のこれまでの経験則に基づいた操作

に委ねているのが現状である。 

これを守らないと、今まで何百年と積重ねてこられた上下流の水の配分等の約束が崩れ

てくる。したがって、全ての施設を市が一元管理することはできない。 

我々（佐賀市）の考えが及ばないような（大雨時の）現地での判断というのは重要であ

る。雨の量、時期、作物の生育状況など、場所場所で水の管理がまったく違う。 

（小規模な樋門操作について）そこまで市で管理するマニュアルは出来ないと思う。 

市民の方に、これまで通り（小規模な樋門の操作管理を）お願いすることになる。 

しかし、農業従事者の減少や高齢化等により、水の管理が継承されにくくなっていると

いう現実もあり、後継者育成のことは、今後大きな問題として伸し掛かかってくるだろ

う。 

委員長）PDCA サイクルは、概ね 5 年間で一巡とあるが長くないか。 

きっちり 5年とするのもどうかと思う。 

事務局）最初の 5年間での浸水軽減効果は高いが、以降の軽減効果は鈍ってくるので、

その前（効果発現が滞る）の適切な時期に、排水対策メニュー等の見直しを行っていき

たい。 

3.その他、今後

の予定 

事務局）次回は 2月下旬又は 3月上旬に開催を予定している。 

平成 26 年 1 月 15 日よりパブリックコメントを実施する。 

 


