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有明海東部地区は、福岡県南部、筑後平野の南西部に位置する三池干拓、大和干拓、昭代干
拓により造成された海岸堤防等を対象とした直轄海岸保全施設整備事業です。

この地域では、昭和18年度から昭和45年度にかけて国営（三池干拓、大和干拓）及び県営
代行（昭代干拓）事業により、干拓堤防や排水樋門等の造成が行われました。その後、各工区
の堤防や諸施設では、地域特有の軟弱地盤上に築造されていることによる地盤沈下と長い年月
が経過したことによる老朽化により、機能低下が生じていました。また、この地域は台風の襲
来も多く、台風による越波や堤防損壊、冠水等による農作物への被害が生じており、地域住民
は堤防崩壊の脅威にさらされている状況でした。

このような状況を受けて、昭和50年度より県営海岸保全施設整備事業（高潮対策事業）とし
て海岸堤防の嵩上げ等が実施されてきましたが、超軟弱地盤上での築造で、工事規模が大きい
ことや、高度な技術を要することから、平成5年度より海岸法第６条第１項による直轄海岸保
全施設整備事業として実施することとなりました。

昭和33年度農林省直轄干拓事業着工
昭和39年度大和排水樋門完成
昭和41年度潮止工事完了
昭和45年度直轄干拓事業完了
昭和50年度県営海岸保全施設整備事業着工
平成 5 年度 国営有明海東部海岸保全事業着工
令和 2 年度 国営有明海東部海岸保全事業完了

昭和18年度農地開発営団事業着工
昭和23年度県営の代行干拓事業として承継
昭和32年度潮止工事完了
昭和38年度代行干拓事業完了
昭和56年度県営海岸保全施設整備事業着工
平成 5 年度 国営有明海東部海岸保全事業着工
令和 2 年度 国営有明海東部海岸保全事業完了

昭和27年度農林省直轄干拓事業着工
昭和34年度黒崎排水樋門完成
昭和36年度高田工区の鉱業用地造成決定
昭和38年度潮止工事完了
昭和39年度大牟田・高田排水樋門完成
昭和42年度直轄干拓事業完了
昭和50年度県営海岸保全施設整備事業着工
平成 5 年度 国営有明海東部海岸保全事業着工
令和 2 年度 国営有明海東部海岸保全事業完了

事業の沿革事業の沿革
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三池工区

大和工区

昭代工区



有明海東部地区の特徴有明海東部地区の特徴

有明海に生息する生き物

有明海は、流入河川の影響により栄養豊富で広大な干潟が広がっており、非常に多くの
生物が生息しています。また最大６ｍにも及ぶ日本一の干満差により、ムツゴロウやワラ
スボなどの有明海固有の生物も生息しています。現在、日本で有明海のみ生息している生
物は、確認されているだけでも15種類（うち魚類８種類）存在しており、中でもエツ、ア
リアケヒメシラウオは、世界中で有明海のみにしか生息が確認されていません。

営農状況

本地区の温暖な気候を活かし、干拓地内では米・麦・大豆等を中心とする営農に併せて、
収益性の高い施設園芸や露地栽培等の複合経営が普及しています。

受益地内の柳川市では、豆類の農業産出額が県内第1位、米及び麦類が第2位となってい
ます。また、みやま市では、野菜及び果物の農業産出額が県内第４位となっており、県内
有数の生産地となっています（農業産出額は平成30年度）。

※一部写真は、みやま市HP 及びJA柳川HPより引用。

麦

大豆
すもも

アリアケヒメシラウオ

エツ

－２－

有明海では、日本一の干満差を
利用した支柱式による海苔養殖が
盛んに行われ、全国３位の生産額
を誇っており、製品の「福岡有明
のり」は市場で高い評価を受けて
いる高級のりです。

※写真は、大牟田市広報課より提供。

※写真は、「福岡県レッドデータブック2014」及び「矢部川のきちょうな生きもの図鑑」より引用。

なす



事業のあらまし事業のあらまし
本事業は、堤防などの海岸保全施設の防災機能の強化を行うことにより高潮・波浪・地震等の
自然災害から背後地の農地や宅地等を防護し、地域住民の生命･財産を守るとともに国土保全を図
り、併せて海岸線の環境･利用に配慮した人々に親しまれる海岸整備を行うことを目的として、次
の整備を行いました。

堤防補強(押え捨石、押え盛土、地盤改良等)により耐震対策を行い、堤防の安定･強化を図る。

地盤沈下等により沈下した堤防の波返工等の嵩上げを行い、高潮対策を図る。

老朽化した樋門及び排水施設の補強・改築等を行い、機能回復を図る。

消波工を設けて波浪時の越波を軽減する。

堤防からの展望、干潟へのアクセス施設等を整備し、親水性の向上を図る。

有 明 海 東 部
計

三 池 工 区 大 和 工 区 昭 代 工 区

関 係 市 町 村 大牟田市
みやま市 柳川市 柳川市

大川市 －

防 護 面 積 1,595ha 1,395ha 1,256ha 4,246ha

（ 農 地 ） 1,012ha 993ha 826ha 2,831ha

（宅地その他） 583ha 402ha 430ha 1,415ha

防護戸数及び人口 約2,500戸
約8,100人

約3,300戸
約12,300人

約3, 200戸
約11,600人

約9,000戸
約32,000人

事 業 工 期 平成５年度～令和2年度

総 事 業 費 ３７３億円

有 明 海 東 部
計

三 池 工 区 大 和 工 区 昭 代 工 区

堤防工

表法面被覆工 2,183ｍ 3,913ｍ － 6,096ｍ

堤 防 嵩 上 工 5,806ｍ 5,418ｍ 3,430ｍ 14,654ｍ

漏 潮 防 止 工 930ｍ 1,874ｍ － 2,804ｍ

裏法先補強工 4,641ｍ 5,364ｍ 3,274ｍ 13,279ｍ

押 え 捨 石 工 4,729ｍ 5,368ｍ 2,474ｍ 12,571ｍ

堤防
舗装工

裏法面被覆工 2,896ｍ 5,452ｍ 3,309ｍ 11,657ｍ

天 端 舗 装 工 5,780ｍ 5,455ｍ 3,431ｍ 14,666ｍ

消波ブロック工 3,060ｍ 2,668ｍ 521m 6,249ｍ

潮 遊 池 工 2,336ｍ 3,808ｍ 2,473ｍ 8,617ｍ

排水
樋門工

排 水 樋 門 工 ３カ所 １カ所 － ４カ所

ゲート改修工 ３カ所 １カ所 － ４カ所

地区名

地区名

工 種

項 目
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主要工事
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環境保全への取り組み環境保全への取り組み

工事施工における環境対策

①工事区域周辺はノリ養殖が盛んなため、海側の工事やコンクリート打設及び地盤改良工に
ついては、ノリ養殖期間(9月～3月)以外の4月～8月までの期間での施工を行いました。

②コンクリート消波ブロックの据え付けについては、コンクリートのアクによる海域水質へ
の影響を考慮し、ブロックの製作後、一定期間時間を置き、降雨によりブロック表面のア
クを洗い流した後、据え付けを行いました。

③コンクリート打設やセメント系資材による地盤改良工の施工を行う際には、濁水の中和処
理や現場排水の水質(pH)監視等を実施しました。

親水・景観への配慮

①三池工区及び大和工区の消波工は、地域の方々が干潟と容易に接することができるよう、
親水性に考慮した緩傾斜型階段護岸を採用しました。

②堤防天端高は、天端道路に立って海を見渡せるよう、波返工との高低差を小さくし景観に
配慮しました。

ノリ養殖 地盤改良工と中和処理施設

緩傾斜型階段護岸 堤防からの展望に配慮
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平面図平面図





の工事概要

地盤沈下の影響により既設の波返し（パラペット）の天端高に不足が

生じていたため、コンクリートによる嵩上げを行いました。

（天端高＝設計高潮位+設計波に対する必要高+余裕高＝(+)7.5m）

施工前 施工後

① 堤防嵩上工

越波や雨水等による堤体土砂の流出防止のため、張ブロック

による裏法面の被覆を行いました。また、天端道路については

アスファルトによる被覆、小段についてはコンクリートによる

被覆を行いました。

⑤ 堤防舗装工

施工前 施工後

裏法面や潮遊池の維持管理および工事用道路としての機能を有する幅（B＝5.0m）を確

保し、アスファルトによる被覆を行いました。

⑦ 管理用道路工

施工前 施工後

法面部の崩壊や侵食等による老朽化が進み、堤防の安定や潮遊池の排水に影響を及ぼすこと

から、コンクリート柵渠（Ｂ2.5～3.5ｍ×Ｈ1.5、底張なし）による改修を行いました。

⑧ 潮遊池工

施工前 施工後

堤防の安定強化を図るため、

地盤改良を行いました。

地盤改良状況

⑥ 裏法先補強工

人や車両の往来が円滑に行えて、非常時には安全かつ迅速に

閉鎖を行うことのできる堤防・護岸の機能および十分な水密性

を有する門扉を設置しました。

④ 陸閘ゲート工

施工前 施工後

堤防の嵩上げに伴う堤防の安定確保のためのカウンターウエイトとして、

海側前面部に押え捨石（20～200kg/個）を投入し、敷き均しを行いました。

また、正面堤防については、消波ブロックの設置に必要な中詰捨石工を法

面勾配1：4.0として施工しました。

施工状況

施工後

③ 捨石工

－8－－7－

波の打上高・越波量を軽減するため、消波ブロック

（緩傾斜型階段護岸ブロック）を設置しました。

施工前

② 消波工

施工後

②消波工
①堤防嵩上工

③捨石工
海側

⑤堤防舗装工

⑧潮遊池工

⑦管理用道路工

⑥裏法先補強工

④陸閘ゲート工

陸側



波の打上高・越波量を軽減するため、消波ブロック

（緩傾斜型階段護岸ブロック）を設置しました。

施工前

② 消波工

施工後

堤防の嵩上げに伴う堤防の安定確保のためのカウンターウエイト

として、海側前面部に押え捨石（20～200kg/個）を投入し、敷き

均しを行いました。また、正面堤防については、消波ブロックの設

置に必要な中詰捨石工を法面勾配1：4.0として施工しました。

施工状況 施工後

③ 捨石工

人や車両の往来が円滑に行えて、非常時に

は安全かつ迅速に閉鎖を行うことができる堤

防・護岸の機能および十分な水密性を有する

門扉を設置しました。

④ 陸閘ゲート工

施工前

施工後

－９－ －10－

地盤沈下の影響により既設の波返し（パラペット）の天端高に不

足が生じていたため、コンクリートによる嵩上げを行いました。

（天端高＝設計高潮位+設計波に対する必要高+余裕高＝(+)7.5m）

施工前 施工後

① 堤防嵩上工

法面部の崩壊や侵食等による老朽化が進

み、堤防の安定や潮遊池の排水に影響を及

ぼすことから、コンクリート積みブロック

による改修を行いました。

⑧ 潮遊池工

施工状況

施工後

裏法面や潮遊池の維持管理および工事用

道路としての機能を有する幅（B＝5.0m）

を確保し、アスファルトによる被覆を行い

ました。

⑦ 管理用道路工

施工前

施工後

堤防の安定強化を図るため、地盤

改良および盛土等を行いました。

地盤改良状況

⑥ 裏法先補強工

⑤ 堤防舗装工

施工前 施工後

盛土

越波や雨水等による堤体土砂の流出防止のため、張ブロックによる裏

法面の被覆を行いました。また、天端道路についてはアスファルトによ

る被覆、小段についてはコンクリートによる被覆を行いました。

盛土天端高は、堤防の天端道路に立って海

が見えるという景観上あるいは環境上の要請

および防災活動の際の便宜などからパラペッ

ト天端高との高低差を1.0ｍ程度として嵩上

げを行いました。

の工事概要

海側 陸側

④陸閘ゲート工

⑧潮遊池工

⑥裏法先補強工

⑦管理用道路工
②消波工

③捨石工

①堤防嵩上工
⑤堤防舗装工
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の工事概要

波の打上高・越波量を軽減するため、既設堤防（直立堤防）の構

造及び基礎地盤の状況等を考慮し、施工性・経済性より一部区間に

消波施設（離岸堤）を設置しました。

② 消波工

施工状況 施工後

離岸堤

堤防の嵩上げに伴う堤防の安定確保のためのカウンターウエイトとして、

海側前面部に押え捨石（20～200kg/個）を投入し、敷き均しを行いまし

た。

③ 押え捨石工

施工状況 施工後

⑤ 裏法先補強工

地盤改良状況

堤防の安定強化を図るため、地盤

改良を行いました。

④ 堤防舗装工

施工前 施工後

点検施設

越波や雨水等による堤体土砂の流出防止のため、張ブロック

による裏法面の被覆を行いました。

昭代工区は直立堤防のた

め、堤防の天端道路に立っ

て海が見えるという景観上

あるいは環境上の要請およ

び防災活動の際の便宜など

から、一部区間に点検施設

を設置しました。

地盤沈下の影響により既設の波返し（パラペット）の天端高に不

足が生じていたため、コンクリートによる嵩上げを行いました。

（天端高＝設計高潮位+設計波に対する必要高+余裕高＝(+)7.5m）

施工前 施工後

① 堤防嵩上工

⑥ 管理用道路工

施工前 施工後

裏法面や潮遊池の維持管理および

工事用道路としての機能を有する幅

（B＝5.0m）を確保し、アスファ

ルトによる被覆を行いました。

⑦ 潮遊池工

施工前 施工後

法面部の崩壊や侵食等による老朽化

が進み、堤防の安定や潮遊池の排水に

影響を及ぼすことから、コンクリート

積みブロックによる改修を行いました。

②消波工

海側 陸側

③押え捨石工

①堤防嵩上工

⑥管理用道路工

⑤裏法先補強工

⑦潮遊池工

④堤防舗装工
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の工事概要

三池工区及び大和工区の排水樋門は、

前歴の干拓事業により築造された施設でしたが、

有明海特有の軟弱地盤や長年による潮汐作用及び台風等の

影響により、施設の老朽化が著しく進行していたため、

本事業により改修を行いました。

干潟排水対策施設は、潮汐の干満による自然エネルギーを利

用して樋門前のガタ土のフラッシングを行い、堆積を軽減し、

樋門ミオ筋の維持を行う施設です。

干潟排水対策施設は、大和２号排水樋門前や樋門ミオが干潟

の発達によって閉塞したことを受けて、排水機能の低下やゲー

ト開閉の支障による排水不良になることを防ぐため、平成26

年に設置しました。

干潟排水 対策施設（タイドプール）

大和２号排水樋門 大和１号排水樋門

干潟排水対策施設

（タイドプール）
樋門ミオ

矢部川

高田排水樋門

黒崎排水樋門

大牟田排水樋門

大和排水樋門

干潟排水対策施設

（タイドプール）

排水樋門設置位置図（三池工区） 排水樋門等設置位置図（大和工区）

高田排水樋門は、矢部川沿いに位置し、隈川北部の高田区の一部の

排水を担う施設です。

高田排水樋門

施工前 施工後

大和１号排水樋門は、背後地からの流

出水の排水を担う施設です。また、大和

２号排水樋門は、大和干拓地内の流出水

の排水を担う施設です。

大和排水樋門

施工前

施工後

大牟田排水樋門は、隈川南側の大牟田区とその上流域の排水を担う

施設です。

大牟田排水樋門

施工前 施工後

黒崎第１排水樋門は、隈川流域の流出水の排水を担う施設です。また、黒崎

第２排水樋門は、高田区の一部の排水を担う施設です。

黒崎排水樋門

施工前 施工後

黒崎第２排水樋門 黒崎第１排水樋門

大和２号排水樋門
大和１号排水樋門



田中吉政公銅像●

真勝寺●

真勝寺

柳川藩初代藩主田中吉政の
死後、寺の本堂の下に埋葬
し上に寺院を建設。現在は
本堂そのものが吉政の墓と
してみなされている。

本土居築合

南北から築堤した堤防をつ
なぎ合わせた潮止口だった
場所。現在はただの堤防の
一部だが、当時は相当な難
工事だった。

田中吉政公銅像

吉政公は、筑後川・矢部川
の治水事業や本土居の築堤
をはじめとする干拓事業な
ど、柳川に多くの偉大な功
績を残した。

江神社

豪商後藤成保がこの地を干
拓し、紅粉屋開と名付けた。
その後の1674年に、守護
神として祀った神社。

江神社●

本土居新田竜神宮●

本土居新田竜神宮

東西から築堤した堤防をつ
なぎ合わせた潮止口だった
場所。難工事の完成を記念
して、田中吉政公が寄進し
た約3,300㎡の土地に1607
年に建立された。

江越八幡海岸灯台

昔漁師たちが船着場の目標
にしていたといわれる灯台。
有明湾岸道路の建設で移動
したが元は本土居上にあっ
た。

●江越八幡海岸灯台

谷垣長蔵翁頌徳碑●

谷垣長蔵翁頌徳碑

谷垣開を築堤した谷垣長蔵
氏をたたえた干拓碑で谷垣
氏の実績が細やかに記され
ている。隣には谷垣氏の墓
がある。

●国土開発記念碑

●弁天開の石垣堤防

国土開発記念碑

永田開を築堤した永田正登
氏の功績をたたえ、1951
年に永田開自治農創設組合
によって建てられた。

弁天開の石垣堤防

干拓が沖の方に広がるにつ
れ、水面が干拓地より高く
なってきたため、築いてい
た堤防の前に石垣で潮土居
を築いた。

●新開村旧てい記碑

永治堤防●

矩手水門●

新開村旧てい記碑

黒崎開の干拓事業を記念し
て、潮止の地点である立石
に1835年、柳川藩によっ
て建てられた記念碑。

永治堤防

(永治開)堤防の形状が工具
の差矩(さしがね)に似てい
る事から、矩手（かねん
て）開ともよばれる。

矩手（かねんて）水門

当初の水門は排水不良にな
る事が多かったため、改修
工事を行い1899年に完成。
レンガアーチが美しい水門。

●三池干拓の貯水池

Google凡例 慶長本土居（推定） 本事業による防護区域

大牟田市

みやま市

柳川市

有明海東部地域内の干拓に関する遺構マップ

●本土居築合

本地域には、干拓の名残りで「○○開」といった地名や干拓にまつわる記念碑、旧干拓
堤防に連なる道路や集落など、今日に至っても歴史的な痕跡として捉えることができます。

大川市

三池干拓の貯水池

国営三池干拓事業（昭和42
年完成）で造成された地区
内の用水源施設（延長
1,540m、幅110m、深さ
4.2m）。有効貯水量（約
71万 ）は25mプール（約
660 ）約千杯分に相当す
る。


