
付表１３　排水ポンプ場等一覧表

番号 土木 水系名 内水側河川名 排水先 排水ポンプ場名称 水門名称 位置

1 岩国 麻里布川水系 麻里布川 海 麻里布川排水機場 麻里布川防潮水門 岩国市新港町

2 柳井 土穂石川水系 土穂石川 海 土穂石川排水機場 土穂石川防潮水門 柳井市南浜

3 柳井 柳井川水系 柳井川 海 柳井川排水機場 柳井川防潮水門 柳井市北浜

4 柳井 田布施川水系 灸川 田布施川 灸川排水機場 灸川防潮水門 田布施町下田布施向川

5 柳井 大内川水系 大内川 海 大内川防潮水門

6 柳井 大内川水系 熊川 海 熊川防潮水門

7 柳井 （平生海岸） 和田川 海 平生海岸排水機場(海岸) 平生海岸防潮水門 平生町曽根三の升亀山

8 柳井 （平生海岸） 中川 海 中川排水機場(海岸) 中川防潮水門 平生町平生町長浜

9 周南 玉鶴川水系 玉鶴川 海 玉鶴川排水機場 玉鶴川防潮水門 下松市末武下西市沖

10 周南 平田川水系 平田川 海 平田川排水機場 平田川防潮水門 下松市末武下西市沖

11 周南 西の河原川水系 西の河原川 海 西の河原川排水機場 西の河原川防潮水門 光市浅江7丁目

12 防府
(山口)

井関川水系 井関川 海 井関川排水機場 井関川防潮水門 山口市阿知須

13 宇部 植松川水系 植松川 海 植松川排水機場 植松川防潮水門 宇部市大字東岐波

14 宇部 厚東川水系 梅田川 海 梅田川排水機場 梅田川防潮水門 宇部市大字東須恵

15 宇部 厚東川水系 中川 厚東川 中川排水機場 小島樋門 宇部市大字妻崎開作

16 宇部 厚東川水系 持世寺川 厚東川 持世寺排水機場 宇部市大字吉見

17 宇部 有帆川水系 柳川 有帆川 有帆川排水機場 有帆川防潮樋門 山陽小野田市大字有帆

18 宇部 有帆川水系 梅田川 有帆川 梅田排水機場 山陽小野田市大字有帆

19 宇部 有帆川水系 鈍々川 有帆川 船木排水機場 船木排水樋門 宇部市大字船木

20 宇部 厚狭川水系 狭間川 厚狭川 東下津排水機場 山陽小野田市大字郡

21 宇部 厚狭川水系 大正川 厚狭川 大正川排水機場 大正川水門 山陽小野田市大字郡

22 宇部 有帆川水系 日の出川 有帆川 下木屋排水機場 日の出樋門 山陽小野田市東高泊

23 宇部 真締川水系 中尾川 真締川 川添排水機場 宇部市川添3丁目

24 宇部 沢波川水系 沢波川 海 沢波川排水機場 沢波川防潮水門 宇部市床波6丁目

25 下関 木屋川水系 貞恒川 木屋川 貞恒川水門 下関市吉田

大内川排水機場 平生町三枚浜



計画外水位 許容湛水位 水門閉鎖水位 運転開始内水位 委託先 委託契約年月日 備考 番号

T.P.+3.70m T.P.+1.00m T.P.+0.75m T.P.+0.75m 岩国市 平成02年04月01日 周防高潮 1

T.P.+3.95m T.P.+2.4m T.P.+0.2m T.P.+0.8m 柳井市 昭和60年04月01日 周防高潮 2

T.P.+3.95m T.P.+2.3m T.P.-1.07m T.P.-1.07m 柳井市 平成17年04月01日 周防高潮 3

T.P.+3.9m T.P.+1.9m T.P.+1.55m T.P.+1.55m 田布施町 平成18年04月01日 周防高潮 4

T.P.+3.4m T.P.+1.5m T.P.+1.1m T.P.+0.9m 5

T.P.+3.4m T.P.+0.5m T.P.+0.5m T.P.+0.9m 6

T.P.+3.4m T.P.+1.2m T.P.+0.3m T.P.+0.5m 平生町 昭和56年04月01日 海岸高潮 7

T.P.+3.4m T.P.+0.5m T.P.+0.5m T.P.+0.5m 平生町 昭和62年04月01日 海岸高潮 8

下松市 昭和56年03月30日 周防高潮 9

T.P.+3.90m T.P.+1.50m T.P.+1.50m 下松市 平成06年06月01日 周防高潮 10

T.P.+3.60m T.P.+3.10m T.P.+2.0m T.P.+2.0m 光市 平成15年04月01日 周防高潮 11

T.P.+3.65m T.P.+2.05m T.P.+1.46m T.P.+1.46m 山口市 平成10年12月01日 周防高潮 12

T.P.+3.50m T.P.+1.70m 宇部市 昭和50年09月03日 周防高潮 13

T.P.+3.5m T.P.+1.05m T.P.+1.05m T.P.+1.2m 宇部市 昭和56年05月01日 周防高潮 14

T.P.+3.5m T.P.+1.45m T.P.-0.5m T.P.+0.0m 宇部市 平成07年04月01日 中小 15

T.P.+10.8m T.P.+8.3m T.P.+7.20m T.P.+7.5m 宇部市 平成09年04月01日 救急内水 16

T.P.+3.877m T.P.+2.07m T.P.+0.52m T.P.+1.67m 山陽小野田市 昭和56年04月01日 （当初農林事業） 17

T.P.+5.9m T.P.+5.3m T.P.+4.3m T.P.+4.3m 山陽小野田市 平成05年04月01日 救急内水 18

T.P.+20.2m T.P.+18.0m T.P.+18.0m T.P.+18.0m 宇部市 平成04年04月01日 救急内水 19

T.P.+5.8m T.P.+4.2m T.P.+3.3m T.P.+3.3m 山陽小野田市 平成07年04月01日 救急内水 20

T.P.+5.8m T.P.+5.0m T.P.+2.1m T.P.+2.7m 山陽小野田市 平成12年04月01日 中小 21

T.P.+3.4m T.P.+1.1m T.P.+0.25m T.P.+0.25m 山陽小野田市 平成13年04月01日 救急内水 22

T.P.+4.2m 宇部市 平成13年10月01日 救急内水 23

T.P.+3.85m T.P.+2.20m T.P.+1.30m T.P.+1.80m 宇部市 平成23年01月04日 周防高潮 24

T.P.+5.21m T.P.+4.51m 中小 25

平生町 昭和62年04月01日 周防高潮



港湾関係

番号 港湾 水系名 内水側河川名 排水先 排水ポンプ場名称 水門名称 位置

26 岩国 和木新港地区海岸 港川 海 港川排水機場 港川排水機場水門 岩国市新港町4丁目

27 岩国 由宇地区海岸 海 藤屋開作排水機場
港町（A)、
（B)排水門

岩国市由宇町港町

28 岩国 由宇地区海岸 海 港町排水機場
港町（C)排水門、
港町排水機場水門

岩国市由宇町港町

29 岩国 由宇地区海岸 海 南沖排水機場
干拓（A)、
（B)排水門、南沖
排水機場水門

岩国市由宇町南沖

30 岩国 由宇地区海岸 海 有家排水機場 有家排水機場水門 岩国市由宇町有家

31 岩国 唐樋地区海岸 海 堀田開作排水機場
堀田排水門、
唐樋排水門

岩国市由宇町堀田

32 柳井 小松地区海岸 海 小松排水機場 周防大島町小松

33 柳井 小松開作地区海岸 海 小松開作排水機場 周防大島町小松開作

34 周南 櫛ヶ浜地区海岸 海 坂田排水機場 坂田排水水門
周南市大字
栗屋坂田989-17

35 周南 徳山地区海岸 海 堀川排水機場 堀川排水水門
周南市大字
櫛ヶ浜字下塩田

36 周南 徳山地区海岸 海 江口開作排水機場 江口開作排水水門
周南市大字
徳山江口開作8253-11

37 周南 徳山地区海岸 海 栗屋排水機場 栗屋排水水門
周南市大字
栗屋双葉開作1038-4

38 周南 富田地区海岸 海 平野沖開作排水機場
平野沖開作排水水
門

周南市大字
港町4401-13

39 周南 富田地区海岸 海 小川屋開作排水機場
小川屋開作排水水
門

周南市大字
浜田1丁目4445-10

40 周南 富田地区海岸 浜田川 海 浜田排水機場 浜田川排水水門
周南市大字
浜田1丁目4460-16

41 周南 富田地区海岸 海 道源開作排水機場 道源開作排水水門
周南市道源開作
4485-480

42 周南 下松地区海岸 竹屋川 海 平田排水機場 平田排水水門 下松市大字西豊井平田

43 周南 下松地区海岸 海 黒磯排水機場 黒磯排水水門 下松市大字東豊井黒磯

44 周南 浅江地区海岸 枝虫川 海 枝虫川樋門

45 周南 浅江地区海岸 鳶の子川 海 鳶の子川樋門

46 防府 三田尻地区海岸 勘場川 海 前町排水機場
勘場川
第１・２樋門

防府市牟礼江泊開作

47 防府 三田尻地区海岸
馬刀川、古川、
堂面川

海 岸津排水機場 防府市牟礼幾度開作

48 防府 三田尻地区海岸 海 勝間ポンプ場 防潮水門 防府市鐘紡町338番2

49 宇部 中地区その２地区 玉川 海 玉川排水機場 宇部市大字藤曲

50 宇部 小野田港地区海岸 海 北竜王排水機場 山陽小野田市北竜王町

枝虫川及び鳶の子川
排水機場

光市虹ヶ浜3丁目



計画外水位 許容湛水位 水門閉鎖水位 運転開始内水位 委託先 委託契約年月日 備考 番号

TP+3.70m TP+1.90m TP+1.50m TP+1.50m 岩国市 昭和61年4月1日 海岸高潮 26

TP+3.70m TP+1.00m TP-0.20m TP-0.20m 岩国市 昭和51年4月1日 海岸高潮 27

TP+3.70m TP+1.00m TP-0.15m TP-0.15m 岩国市 昭和55年4月1日 海岸高潮 28

TP+3.70m TP+1.00m TP+2.00m TP+2.00m 岩国市 平成元年4月1日 海岸高潮 29

TP+3.70m TP+1.78m TP+0.70m TP+0.90m 岩国市 平成17年7月16日 海岸高潮 30

TP+3.70m TP+1.00m TP+2.00m TP+2.00m 岩国市 昭和54年4月1日 海岸高潮 31

TP+3.70m TP+1.70m TP+1.40m TP+1.50m 周防大島町 昭和63年4月1日 海岸高潮 32

TP+3.70m TP+2.00m TP+1.70m TP+1.80m 周防大島町 平成10年4月1日 海岸高潮 33

CDL+5.50m CDL+3.20m 常時開フラップG 自CDL+2.70m 周南市 昭和59年4月1日 海岸高潮 34

CDL+5.70m CDL+4.20m CDL+3.70m 自CDL+3.70m 周南市 平成17年4月1日 海岸高潮 35

CDL+5.70m CDL+2.50m 常時開フラップG 自CDL+1.50m 周南市 平成元年4月1日 海岸高潮 36

CDL+5.50m CDL+2.80m
常時閉
干潮2ｈ前開

自CDL+1.80m 周南市 昭和50年4月1日 海岸高潮 37

CDL+5.50m CDL+3.50m 常時開フラップG 自CDL+2.80m 周南市 昭和58年4月1日 海岸高潮 38

CDL+5.50m CDL+2.50m CDL+1.45m 自CDL+1.45m 周南市 昭和56年4月1日 海岸高潮 39

CDL+5.50m CDL+3.80m CDL+3.00m CDL+3.00m 周南市 昭和47年4月1日 海岸高潮 40

CDL+5.50m CDL+1.96m 常時開フラップG 自CDL+1.18m 周南市 平成5年4月1日 海岸高潮 41

CDL+5.50m CDL+3.50m
満潮3ｈ前閉
干潮4ｈ前開

CDL+2.00m 下松市 昭和51年4月1日 海岸高潮 42

CDL+5.50m CDL+3.00m
満潮3ｈ前閉
干潮4ｈ前開

CDL+2.00m 下松市 昭和54年4月1日 海岸高潮 43

CDL+5.20m CDL+4.75m CDL+4.00m 自CDL+4.20m 光市 平成18年4月1日 海岸高潮 44

CDL+5.20m CDL+5.05m CDL+4.45m 自CDL+4.55m 光市 平成18年4月1日 海岸高潮 45

CDL+5.60m CDL+2.80m CDL+2.00m CDL+2.00m 防府市 昭和60年10月22日 海岸高潮 46

CDL+5.60m CDL+3.09m CDL+2.00m 防府市 平成7年4月1日 海岸高潮 47

CDL+5.88m CDL+4.30m CDL+4.30m CDL+3.40m 防府市 平成28年8月8日 海岸高潮 48

D.L.+5.70m D.L.+2.20m D.L.+2.00m D.L.+2.00m 宇部市 昭和49年4月1日 海岸高潮 49

D.L.+5.40m D.L.+1.50m D.L.+2.00m D.L.+2.00m 山陽小野田市 昭和55年4月1日 海岸高潮 50


