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小石原川側から掘削開始！小石原川側から掘削開始！

　小石原川ダム本体建設工事では、７月からダム本体の基礎となる岩盤を露出させる基礎
掘削を行っています。この基礎掘削は多くの土砂を掘削することから、大型重機（写真参
照）による土砂運搬を行っています。
　土砂運搬に活躍しているこの重機は、アーティキュレートダンプトラックと言い、運転
席と荷台の間が折れ曲がったり、捻れたりするので、小回りが利き、起伏の多いところで
も安定した走行が可能です。積載できる土砂の量は最大４０トン（ＨＭ４００型）です。
皆さんが公道で見る大型ダンプトラックの約４倍の量を一度に運ぶことができます。
　普段は一般の方のダム工事現場内の立ち入りを制限させて頂いていますので、皆さんの
目に触れる機会がありませんが、小石原川ダム工事現場見学バスツアー（毎月第二土曜日
　次頁に記載）に事前予約して参加していただければ、工事現場を間近でご覧いただくこ
とができます。皆様のご来場をお待ちしています。

　小石原川ダム導水施設建設工事は、佐田川と小石原川を結ぶ導水路トンネル（アクセス
マップ参照）を建設するもので、流域の水の有効活用を図るためのトンネルになります。
　トンネルの総延長は５,０４０mで、佐田川の水を小石原川へ約３ｍの落差により自然流
下させます。
　トンネルは、シールドマシンで掘削します。シールドマシンは、先端のカッターヘッド
を回転させながら、カッタービットで岩盤を
削り、掘り進みます。このカッタービットに
はダイヤモンドの次に硬いタングステンを埋
め込んだ超硬チップを使用しています。
　この度、平成２８年９月に小石原川側から
掘削を開始しました。佐田川側からの掘削は
平成２９年春から開始し、小石原川側からと
合わせて２台のシールドマシンで掘り進み、
地中で接続する予定です。

小石原川ダム建設着々と ダム本体基礎掘削

　　　 土砂運搬始まる

導水施設建設工事

アーティキュレートダンプ（型式ＨＭ４００）の主な仕様：最大積載量４０ｔ(ﾄﾝ）、最大出力４７５ＰＳ、排気量１５,２４０ｃｃ、６ＷＤ

：

シールドマシン（直径３ｍ）導水路トンネル（小石原川側）

ｶｯﾀｰﾋﾞｯﾄ

ｶｯﾀｰﾍｯﾄﾞ(青色部）
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　水の週間中の平成２８年８月７日（日）に夏休み
期間中の特別イベントとして、ダム建設現場の見学
や現場で活躍する大型ダンプなどに触れることがで
きる「小石原川ダム現場見学会」を開催しました。
　見学会には約１００名の方が参加され、硬い土などを削ってトンネルを掘り進めるシー
ルドマシンに触れたり、特殊なダンプやブルドーザーなどの運転席に座っていただく体験
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　をしていただきました。また、ダムサイト左岸
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　天端（てんば）展望台からは、工事現場のよう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　すも一望していただきました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご協力いただいたアンケートでは、９４％の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　方から来年も見学会に参加したいと回答をいた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　だきました。ご来場ありがとうございました。

　毎月第二土曜日に「小石原川ダム工事現場見学バ
スツアー」を開催しています。
　このバスツアーは、工事中のダム現場をマイクロ
バスで巡るツアーで、普段見ることのできない特殊
なダンプやブルドーザーなど、大型重機が働いてい
るようすを間近に見ることができます。
　壮大な工事現場からダムサイト左岸天端展望台へ
とご案内します。
　マイクロバスは、午前１０時、午後２時の２便運
行します。定員は各便１６名です。
　参加ご希望の方は事前予約が必要です。
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）
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ダム現場は雄大だった！

8/7 水の週間イベント

参加費無料！
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小石原川ダム現場見学会

小石原川ダム工事現場見学バスツアー小石原川ダム工事現場見学バスツアー

朝倉総合検索見学会の詳細はホームページで

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 総務課 TEL  0946-25-1100(代表)

また、お会いしましょう！

ダムサイト左岸天端展望台聞いて見て触れてダム現場を体験

朝倉市
 　59%

小石原川ダム現場見学会 アンケート集約結果
年齢層見学会を知ったのは？お住まいの市町村

運転席で、はいポーズ！ シールドマシン見学中



　水の週間中の特別イベントとして、平成２８年８月７日（日）にダムの管理施設などを
見学していただく「寺内ダム施設見学会」を開催しました。

　見学会には、福岡県内外から約１５０人の方々が参加され、普段は入ることの出来ない
ダム操作室、ダム堤体内にある監査廊（かんさろう）の見学や巡視船に乗船してのダム湖
面巡視などを体験していただきました。特に監査廊では、職員手作りの竹灯籠（たけとう
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ろう）に火を灯して、竹明かりが揺らぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　幻想的な空間を楽しんでいただきました
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　見学者の方々は、ダム管理の操作や監
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　査廊内の涼しさに驚かれ、竹灯篭の光景
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に癒されましたと喜ばれ、寺内ダムをよ   
　　　　　　　　　　　　　　　　　          り身近に感じ、また来年も参加したいと  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お話されていました。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ご来場ありがとうございました。また
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　来年も職員一同お待ちしております。

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

　平成２８年１１月２３日（水・祝）に寺内ダムの貯水池であ
る美奈宜（みなぎ）湖周辺を走るロードレース大会が開催され
ます。
　今回で２４回目を数える伝統あるロードレース大会で、水資
源機構朝倉総合事業所も協賛しています。大会には、小学生か
ら５０歳以上の方まで、幅広い年齢層の方々が日頃の練習の成
果を発揮できる場となっています。また、コースも２ｋｍ～６
ｋｍと気軽に参加いただけるのも特徴です。周りの景観を楽し
みながら自分のペースで走るのも良いですし、体力に自信のあ
る方は入賞を目指して、是非チャレンジして下さい。
　美奈宜湖を望む、山々
に囲まれた自然豊かなコ
ースで、楽しい汗をかき
ましょう！

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

お問い合わせ先：朝倉総合事業所寺内ダム管理所 TEL ０９４６-２２-６７１３

お問い合わせ先

朝倉市教育委員会生涯学習課内
朝倉市美奈宜湖畔ロードレース大会実行委員会

TEL：０９４６－２２－２３４８

寺内ダム施設見学は、随時受け付けています。お気軽にお問い合わせください。

ありがとうございました。
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寺内ダム施設見学会8/7 水の週間イベント

寺内ダム

トンネルと幻想的な空間

湖面巡視体験 監査廊内に配置した職員手作りの竹灯篭

ダム操作室内を見学 ダム堤体で記念撮影

毎年8月1日から8月7日は水の週間

ダム湖畔でロードレース大会！

昨年の美奈宜湖畔ロードレース大会

。
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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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アクセスマップ

環境保全の
　取り組み ⑧

寺内ダムカレー寺内ダムカレー寺内ダムカレー
エリア拡大！

人気の寺内ダムカレー
※ お問い合わせ先　杜の湯 ℡0946-24-0380 前日までに要予約

コキクガシラコウモリ
キクガシラコウモリ科 キクガシラコウモリ属 コキクガシラコウモリ

　　 保全措置坑
（コウモリトンネル）

朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）

導水路
　トンネル

　今年４月にデビューした寺内ダムカレーが、寺内ダム近傍の「杜
の湯（もりのゆ）」にも登場！（アクセスマップ参照）
　これまでは「たかき清流館（朝倉市）」で食することができまし
たが、冬季期間中の閉館に伴い人気の寺内ダムカレーを杜の湯でも
食することができるようになりました。カレーと鹿肉１００％のメ
ンチカツは絶品です。この機会に足を運ばれてはいかがでしょう。

　コキクガシラコウモリは、頭から胴の長さ3.5～5ｃｍ、翼（つばさ）を広げると大人の
手のひら程度の小型のコウモリで、福岡県レッドデータブック準絶滅危惧種（じゅんぜつ
めつきぐしゅ）に指定されている日本の固有種です。餌は小型の昆虫などで、日没後に洞
穴から出て、日の出前に洞穴へ帰る習性があります。また、冬季になると洞穴などで冬眠
することや、ねぐらを季節的に変える傾向があることが知られています。

　小石原川ダムでは、コキクガシラコウモリがダムサイトの地質調査
のために掘った横坑を冬季に利用している事が確認されました。その
ため、ダム建設により消失する地質調査横坑の代わりに、調査により
得られた生息環境の特性を考慮した、ねぐら環境としての保全措置坑
（コウモリトンネル）を作りました。コウモリトンネルでの調査によ
り、今年９月に初めてコキクガシラコウモリの利用が確認されまし
た。今後とも継続して調査を行い、コキクガシラコウモリの保全に努
めていきます。


