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農業用水（許可）
25件(61.0%)

その他※（許可）
2件(4.9%)

上水道用水
13件(31.7%)

工業用水
１件(2.4%)

※その他：唐津市（競艇場プール用水､し尿処理用水）

件数内訳

工業用水
0.078m3/s(0.8%)

水道用水
1.3867m3/s(14.5%)

その他※（許可）
2.2524m3/s(23.5%)

※その他：唐津市（競艇場プール用水､し尿処理用水）

農業用水（許可）
5.8636m3/s(61.2%)

水利権内訳

第５章 水利用の現状

 
５－１ 水利用の現状 

河川水の利用については、現在、流域外も含めて農業用水として約 8,700ha の農地でか
んがいに利用され、水道用水としては、唐津市、多久市等で、工業用水としては唐津市内
で利用されている。また、水力発電としては、厳木川の厳木発電所、厳木第 2 発電所の他、
厳木ダムを下ダムとする揚水式の天山発電所により、最大出力約 61 万 kW の電力提供が行
われている。牟田部地点から下流の既得水利としては、農業用水 4.2520m3/s、水道用水
0.5900m3/s、工業用水 0.0780m3/s、その他 2.2524m3/s の合計 7.1724m3/s の許可水利があり、
このほかにかんがい面積63haの慣行水利がある。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

図5-1 松浦川水系における水利権（発電を除く） 
 

表5-1 松浦川水系における水利権一覧表 
 
 
 

 

松浦川水系（大臣管理区間＋県知事管理区間） 

松浦川水系（直轄管理区間） 

水利使用目的 件数 水利権量（m3/s) かんがい面積（ha) 備考
許可 25 5.8636 5,895.03

農業用水 慣行 756 30.1176 2,797.00
計 781 35.9812 8,692.03

上水道用水 13 1.3867 － 唐津市(2)、伊万里市(2)、武雄市(2)、多久市(1)、
相知町※(1)、厳木町※(2)、山内町(1)、北波多村※(1)

工業用水 1 0.0780 － 唐津市
発電用水 3 145.8400 － 発電最大出力60万8千kw

許可 2 2.2524 － 唐津市（競艇場プール用水、し尿処理用水）
慣行 12 － － 雑用水
計 14 2.2524 －

合計 812 185.5383 8,692.03
※相知町、厳木町、北波多村は合併（H17.1.1）により現在は唐津市

その他

水利使用目的 件数 水利権量（m3/s) かんがい面積（ha) 備考
許可 25 5.8636 5,895.03

農業用水 慣行 34 1.8187 492.35
計 59 7.6823 6,387.38

上水道用水 8 0.7867 － 唐津市(2)、伊万里市(2)、相知町※(1)、厳木町※(2)、
北波多村※(1)

工業用水 1 0.0780 － 唐津市
発電用水 0 － －

その他（許可） 2 2.2524 － 唐津市（競艇場プール用水、し尿処理用水）
合計 70 10.7994 6,387.38
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図 5-2 松浦川水系取水排水系統図 

厳木ダムと天山ダム

松浦大堰

大黒堰
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５－２ 渇水被害の概要 
松浦川水系における渇水被害は、昭和30年代、40年代に多発している、 
佐賀県北西部では、水枯れを起こしやすく、これらの渇水被害を背景として、治水と利
水を目的としたダムが建設されてきた。特に、上場

うわ ば
台地
だい ち
は被害が大きく、松浦川からの取

水とダム開発を行ってきた。 
近年では、平成6年の渇水があげられ、厳木

きゅうらぎ
ダムの不特定用水から緊急放流を行った。 

 
表5-2 佐賀県における渇水被害状況の経緯（佐賀県災異誌） 

年 月 記事
被害の
程度※

適用

昭和 30年 8月 干ばつ － 佐賀県全般
昭和 31年 7～8月 干ばつ － 佐賀県全般
昭和 32年 1月 干ばつ － 佐賀県全般
昭和 33年 7～8月 干ばつ － 佐賀県全般
昭和 34年 6月 干ばつ － 佐賀県全般
昭和 34年 9月 干ばつ － 佐賀県西部
昭和 35年 8月 干ばつ － 佐賀県全般
昭和 36年 7月 干ばつ － 上場地方
昭和 39年 6月 干ばつ 小 佐賀県全般
昭和 39年 7～8月 干ばつ 大 佐賀県全般
昭和 39年 8～9月 干ばつ 中 佐賀県全般、特に東松浦郡上場地方
昭和 40年 2～4月 干ばつ 小 東松浦郡上場地方
昭和 41年 7～8月 干ばつ 中 佐賀県全般
昭和 41年 8～9月 干ばつ 大 佐賀県全般
昭和 42年 5～6月 干ばつ 中 佐賀県全般
昭和 42年 8～10月 干ばつ 大 佐賀県全般
昭和 43年 3～6月 干ばつ 小 佐賀県全般、特に県北西部伊万里市、多久市
昭和 43年 8～9月 干ばつ 小 伊万里市、武雄市、呼子町
昭和 44年 8～9月 干ばつ 中 佐賀県全般、特に県北西部
昭和 44～45年 12～1月 干ばつ 小 佐賀県全般
昭和 46年 4～5月 干ばつ 小 佐賀県全般、特に東松浦郡上場地方、伊万里市
昭和 46年 9～12月 干ばつ 小 佐佐賀県全般、杵島郡山内町、伊万里市、山代町
昭和 53年 4月,5月,6月 小雨、渇水 － 佐賀県北部、西部
昭和 53年 7月～9月 干ばつ 小 佐賀県全域
昭和 57年 6月～7月 干ばつ 小 佐賀県各地
昭和 59年 7～8月 干ばつ 小 上場地方を中心に県内各地
平成 2年 7～8月 干ばつ・猛暑 小 県内各地
平成 6年 6～8月 干ばつ 大 佐賀県全域
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【主な渇水の状況】
(1)昭和30年代 
昭和37年と38年の2ヵ年を除いて、毎年県全域で干ばつの被害が発生しており、昭和36年に
上場地方での被害が報告されている。 
 
(2)昭和40年代 
昭和47年～49年の3ヵ年を除いて、毎年県全域で干ばつの被害が発生している。 
①昭和43年 
伊万里市や多久市、武雄市等で農作物の被害が発生した。 
②昭和44年 
 特に松浦川流域が位置する県北西部で干ばつの被害が多く発生した。 
③昭和46年 
 特に上場地方や伊万里市、山内町で干ばつの被害が多く発生した。 
 
(3)昭和50年代～昭和60年代 
 昭和53年、57年、59年に県内各地で干ばつの被害が発生している、 
①昭和53年 
 松浦川流域が位置する県北西部で干ばつの被害が発生している。 
②昭和57年 
 県内各地で干ばつの被害が発生している。唐津市は給水制限を実施（一次）し、松浦川流域の塩
害を防止するため松浦大堰魚道の閉門操作の要請を行った。 
③昭和59年 
 上場地方を中心として県内各地で干ばつの被害が発生している。 
唐津市、厳木町、相知町では、かんがい用水の不足により、黒乾（281ha）、白乾（20ha）、枯
死（1ha）が発生している。節水の呼びかけ等が行われたが、給水制限は実施されていない。 
 
(4)平成元年～ 
 昭和30年代と40年代と比較し、渇水の発生頻度は低下しており、最近年では平成6年に発生し
ている。 
①平成2年 
 県内各地で干ばつの被害が発生している。 
②平成6年 
【平成6年～7年 渇水の記録 佐賀県より引用】 
平成6年7月になると松浦川の流況及び水質の悪化が進んできたことから、8月10日に松浦川
水系渇水対策協議会の設立総会を開催し、渇水対策として節水PRの継続及び強化と同時に、農業
用水及び河川維持用水として厳木ダムの不特定用水から日量1万7千 m3の補給を行った。 
また、松浦川上流の大川地区等では河川流量の減少に伴い水稲被害が生じ、地元農協等から本部
ダムの緊急放流の陳情があり、土木事務所では8月25日に本部ダム関連渇水対策連絡調整会議を
開催し、2日間にわたり農業用水として3万m3の緊急放流を実施した。 
さらに、9月2日に第2回協議会を開催し、厳木ダムの不特定用水を日量1万1千 m3補給したほ
か、厳木町から多久市、武雄市から山内町への給水支援を実施した。 
なお、筑後川水系、嘉瀬川水系などでは、上記渇水年以外に平成元年、昭和60年、54年、53年、
52年と度々渇水に見舞われているが、松浦川水系では、これらの年に給水制限などの渇水対策が
行われた記録はない。 
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【松浦川での渇水被害状況】 

【佐賀新聞】平成 6年 【佐賀新聞】昭和 43年

【佐賀新聞】昭和 42年

【佐賀新聞】昭和 53年


