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水の恵みを分かち合う あさくら３ダム

　小石原川ダムでは、ダム工事現場の見学会を開催します。
　今しか見ることができない、トンネルを堀り進める機械（「シールドマシーン」と呼び
ます。）を間近で見学できます。また、ダム本体工事期間中だけ通行できる利水放流トン
　　　　　　　　　　　　ネル内をバスで通り抜けたり、ダム建設予定地点ではダムの大
　　　　　　　　　　　　きさを感じていただきます。

　例年開催している寺内ダム施設見学会を今年も
開催します。真夏に、普段入ることのできない寺
内ダムの地下９０ｍの空間で、ヒンヤリ体験をし
てみませんか。

　小石原川ダムでは、毎月工事現場
見学会を実施しています。日々変わ
りゆくダム工事現場の迫力を体験し
てみませんか。７月９日の見学会は
大好評につき、定員一杯となりまし
た。次回は９月１０日（土）を予定
しています。

　　集合場所の朝倉総合事業所から小石原川ダム工事現場まで、
　バス（無料）を運行します。
　　予約受付は、７月１９日から８月３日（平日9:00～16:00）
　　※定員になり次第締め切らせていただきます。
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見学を希望される方は事前予約が必要です。
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朝倉総合事業所では、今年も水の週間中の８月７日（日）に               
小石原川ダムの工事現場と寺内ダムの施設見学会を開催します。

見学会の詳細はホームページで
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（当日９時から寺内ダム管理所で受付）

小石原川ダム現場見学会小石原川ダム現場見学会

毎月開催！小石原川ダム現場見学会毎月開催！小石原川ダム現場見学会

昨年の小石原川ダムム

見学会見学会見学会見学会

寺内ダムの中にあるトンネル

朝倉総合検索

も
寺
し

ムペ ジで

寺内ダムの中に

９２の階段でダム底へ



Koishiwaragawa dam

Koishiwaragawa dam

Koishiwaragaw
iwaragawa dam

Koishiwaragawa dam

KKoKoKoKoKoiKoiioooo shshhshihiwiiwiwwaa gagarrragragaaii
ggggaahii gawgawaaawawgg waaaa dadaadd mmaa

Koishiwaragawa dam

Koishiwaragawa dam

Koishiwaragawa dam

Koishiwaragawa dam



　寺内ダムでは、春から秋にかけて、ダム湖面に植物プランクトンが異常増殖するのを防
ぐため、「曝気(ばっき)循環設備(じゅんかんせつび)」の運転を行っています。「曝気循
環設備」とは、貯水池内のあ
る程度深いところに連続的に
空気を送り込んで、空気が水
中を上昇する時に「循環流(
じゅんかんりゅう）」を発生
させる設備です（イメージ図
参照）。この循環流を発生さ
せることで、湖底近くの水が
ダム湖面近くまで持ち上げられ、植物プランクトンが異常増殖できない程度まで湖面近く
の水温を低下させることができるとともに、ダム湖面近くで既に発生していた植物プラン
クトンを十分に光の届かない深さまで潜らせることができ、異常増殖を抑制させることが
できます。
　寺内ダムには曝気循環設備を貯水池内の６地点に設置しており、写真のように気泡が吹
き出しているのを見ることができます。
　皆さんも寺内ダムに来られた際には、曝気循環設備がどこにあるのか見つけてみてくだ
さい！

　平成２８年５月２２日(日)美奈宜湖(寺内ダム湖)において、
趣味と実益（外来魚の駆除）を兼ねた「釣り大会」が、甘木漁
業協同組合主催で開催されました。
　今年の参加者は５５名、朝８時から１２時までの４時間でブ
ラックバスとブルーギル
の２部門で釣果(総重量）
を競いました。

　さてさて結果は、ブルーギル部門では６．７ｋｇ
（８８尾）と大漁、ブラックバス部門では６００ｇ
の獲物を釣った方が、それぞれ優勝賞品を手にしま
した。

豊かな水を緑を未来へ ホームページ検索は、 寺内ダム検索朝倉総合検索

　寺内ダムでは、平成２８年６月５日(日)に「流木配
布会」を開催しました。
　流木配布会は、貯水池内から回収した流木及び貯水
池周辺で伐採した支障木を地域の皆様の力を借りて有
効利用するものです。
　平成１７年から始めたこの流木配布会も今回で
１４回目です。当日は、延べ４０名を超える方が
来所され、朝倉市をはじめ、市外からは日田市、
小郡市、大刀洗町からもお越しいただきました。
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釣りを楽しむ大会参加者
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水がささえる豊かな社会

お問い合わせ先

独立行政法人水資源機構
 朝倉総合事業所
〒838-0019 朝倉市上秋月1373-1
TEL 0946-25-1100 FAX 0946-25-1188
http://www.water.go.jp/chikugo/koishi/

 朝倉総合事業所 寺内ダム管理所
〒838-0029 朝倉市荷原1516-6
TEL 0946-22-6713 FAX 0946-24-1561
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/
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　小石原川ダムでは、小石原川ダム建設事業に係る環境調査の一環として、小石原川ダ
ム建設予定地周辺の粉塵（ふんじん）・騒音（そうおん）・振動（しんどう）調査を行
い、騒音規制法や振動規制法等の規制値が守られているか確認しています。また、国道
500号線通行止めに伴う迂回路等の交通量調査を行っています。
　工事における環境保全の取り組みとして、道路清掃や散水車による粉塵の飛散（ひさ
ん）軽減や、低騒音型重機の採用による騒音の軽減などの対応を行っています。また、
地元住民の皆様には、工事の状況や工事車両の通行状況等について説明会を開催し、ご
理解をいただくよう取り組んでおります。
　今後、ダム本体建設工事が本格化していくため、引き続き周辺環境への配慮を行うと
ともに、騒音・振動調査等により状況を把握しながら、住民の皆様にご迷惑の掛からな
いように努力して参りますので、ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。
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粉塵・騒音・振動・交通量 調査

　　　　　　　　　　朝倉の三連水車が６月１７日から回  
　　　　　　　　　りだしたと耳にし、三連水車のある福
岡県朝倉市の堀川用水水車群を探訪した。水車群の最上流
に位置する三連水車は、蒸気機関車の如く力強く稼働して
いた。三連水車から少し下流には二連水車が２ヶ所、合計
で７つの水車が回転する。これら朝倉の水車群は、堀川用
水の流水を利用して回転し、２２０年以上もの昔から今も
なお農地を潤し、地域の農業を支えている。　
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農地を潤す朝倉の水車群（朝倉市）

　　　　
　　　

回転方向


