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注1) CIM（Construction Information Modeling）3次元の地形、施設形状等情報に加え、各施設の仕様等属性情報を併せて情報モデルを構築
注2) ICT（Information and Communication Technology）情報通信技術

　朝倉総合事業所長の日野です。当地に赴任してまもなく四年目を迎えることになります
　平成３１年度の完成を目指す小石原川ダム建設事業も残すところ、三年となりました。 
　昨年度はダム本体建設工事に着手し、７月からダム基礎として所要の品質を満足する岩
盤に到達するまで地山を掘削する基礎掘削を進めるとともに、施工ヤードの造成、仮設備
（コンクリート製造設備、濁水処理設備）の据付、コア転圧試験等を実施しました。また
工事にあたっては、工事発注前の設計段階からＣＩＭ　　を導入し、ＩＣＴ　　施工と相
まって 先端のi-Constructionに取り組むなど生産性向上、効率化を図っています。
　一方、隣接する佐田川の木和田区から江川ダムに向けて流下する延長約５ｋｍの導水施
設工事について、放水口である江川ダム側からシールド工法による掘進が約１ｋｍ進み、
取水口である木和田区で河川水路工事並びにシールドマシンの据付調整を実施しました。
付替道路工事においては、付替林道４件の工事を完成させ、江川ダムを横断する付替国道
１号橋（全長約３４０ｍ）、付替国道２号ト
ンネル（延長約４５０ｍ）等の工事を発注し
現在９件の工事進捗を図っています。
　今年度は、昨年度（１７５．２５億円）を
上回る２１８．２億円の予算を頂き、ダム本
体工事においてはロックフィルダム材料を盛
り立てる盛立工事を開始するとともに、洪水
吐きコンクリートの打設、基礎地盤の遮水性を改良する基礎処理等ダム本体を築造する工
事を開始します。
　導水施設工事は取水口側からも掘進工事を開始し、取水口側・放流口側双方からシール
ドマシンによる掘進工事を進めます。付替道路工事は未着手区間の工事発注を行うととも
に、現在施工中の工事進捗を図っていきます。
　　　　　　　　　　　　　現在江川ダム上流部のダム本体工事施工区間は一般者の入場
　　　　　　　　　　　　を禁止しており、ホームページにてダム工事の進捗状況が見ら
　　　　　　　　　　　　れるライブ映像を発信するとともに、普段見ることができない
　　　　　　　　　　　　ダム建設現場の工事進捗を一般の方々に見て頂くため、昨年７
　　　　　　　　　　　　月から毎月ダム見学会を開催しています。
　　　　　　　　　　　　　ここに至るまで建設事業がスムーズに進捗しましたのも、ひ
　　　　　　　　　　　　とえにダム関係移転者を始めとする地権者の皆様、多大なご支
　　　　　　　　　　　　援、ご協力を頂いている関係機関並びに地元周辺住民の皆様の
　　　　　　　　　　　　おかげであり、深く感謝申し上げます。

注1) 注2)

付替国道１号橋完成予想図（全長約３４０ｍ）

こちらから小石原川ダム工事進捗
ライブ映像がご覧いただけます。

盛り立て工事盛り立て工事開始開始盛り立て工事盛り立て工事開始開始盛り立て工事開始

。

ダム本体

小石原川ダム建設

小石原川ダム
イメージキャラクター
”ひかるくん”

朝倉総合事業所長　日野浩二

、

、



　ロックフィルダムの監査廊は、ダム建設時には基礎岩盤内の
遮水性の改良を目的とした基礎処理（止水工事）の施工に利用
し、ダム管理開始後は、貯水時の堤体の健全性確認、漏水（ろ
うすい）等の計測及び観察を行うことを目的に作られます。
　小石原川ダムの監査廊は、全長約７００メートルでダムの基
礎地盤を堀り込んで設置される通路です。通路の大きさは高さ
３．０メートル、幅２．５メートルとなります。
　監査廊は基礎地盤を堀り込んで設置しますが、その理由は、
ロックフィルダムは土と岩で出来ており、堀り込まずに監査廊
を設置すれば、土、岩とコンクリートの硬さ、変形等性質の違
いから、貯水時、地震時に隙間が生じて水が浸透する恐れがあ
るからです。

　小石原川ダムの監査廊施工の特徴の一つに、工場であらかじ
め製造されたプレキャストコンクリート製品の型枠を用いてコ
ンクリートを打設することが挙げられます。その型枠を使用す
ることによって、従来行っていた型枠の組立や取り外しをする
必要がなくなり、施工日数の短縮が可能となります。

　コンクリートを打設する準備として、基礎地盤の凹凸や浮石を人力で丁寧に除去し、基
礎地盤の表面を綺麗に水洗いする作業を行います。これらの作業は、健全な構造物を構築
するための非常に重要な工程であることから、念入りに行います。
　ダム本体工事は着手から１年を迎え、基礎掘削も終盤にさしかかるなど、ダムサイトの
風景も大きく様変わりしました。これから盛立が開始され、堤体が立ち上がってくるよう
すをこれからもご報告して行きたいと思います。
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）
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平成２９年４月２０日（木）にダム堤体監査廊コンクリートの初打設を行いました。

監査廊とは

小石原川ダムの監査廊の特徴

コンクリート打設の準備作業

基礎岩盤の水洗い作業 平成２８年７月 平成２９年３月

かんさろう だせつ

徳山ダム監査廊施工状況

監査廊型枠

寺内ダムの監査廊

監査廊コンクリート初打設状況

着々と進んでるな～



　寺内ダムに隣接する「あまぎ水の文化村」の２階ロビーに大型モニターを４台設置しま
した。
　このモニターでは、小石原川ダム建設工事現場で大型重機がめまぐるしく動く様子や、
寺内ダム、江川ダム、小石原川ダムの３つのダムを空撮した迫力ある映像などをご覧いた
だくことができます。
　今後、このモニターを通して様々なダムの情報を発信していきます。
　また、寺内ダムの
風景写真や小石原川
ダム建設の事が詳し
く分かるパネル展示
も行っておりますの
で、是非お立ち寄り
下さい。

豊かな水を緑を未来へ

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

あまぎ水の文化村に大型モニターを設置

寺内ダム夜桜ライトアップ
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せせらぎ館内に設置した大型モニター せせらぎ館内に設置したパネル

　寺内ダムは今年で管理開始から３９年目を迎えます。ダム管理当初に植樹した桜（ソメ
イヨシノ）は、ダム湖周辺に約２００本、ダム下流広場に約５０本が立派に育ち、今年は
例年より数日遅れの開花となりました。　
　今年初めての試みとして、ダム下流広場の桜の開花期間中に約２００個の竹灯籠による
夜間のライトアップを実施しました。その竹灯籠からこぼれる光が木々を照らし、昼間と
はひと味違う幻想的な桜を見ることが出来ました。
　来年も開花時期にあわせてライトアップを予定しています
ので、是非、皆様お誘い合わせのうえ、ご覧ください。

寺内ダムとダム下流広場の桜竹灯籠（右下）の灯りで幻想的な夜桜

みなちゃん

■バラ科 サクラ属

○エドヒガン系の桜とオ

オシマザクラの雑種の交

配で生まれた日本産の園

芸品種で、単一の樹を始

原とするクローンという

説があります。

○花言葉は、純潔、優れ

た美人など

ソメイヨシノ

かもっぴ



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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　小石原焼と高取焼の大陶器市「春の民陶むら祭」が５月３日
から５日までの３日間、東峰村で開催されます。
　小石原地区を中心に点在する約５０の窯元では、期間中通常
価格の２割引きで販売され、祭りに合わせて窯出しされた陶器
を求めて、全国から多くの陶器ファンが訪れます。量販店には
ない「伝統工芸」の魅力にふれて、各窯元陶芸家の新作に出会
うこともできます。村内に点在する窯元を訪ねて、素敵な器と
出会ってくださいね。 

　平成２９年４月１日付け人事異動に伴い、朝倉総合事業所に新たに１７名の職員が配属
となりましたので、ご紹介します。
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アクセスマップ

朝倉総合事業所

転入者のご紹介

春の民陶むら祭（５月３日～５日）

民陶むら祭のお問い合わせ先 ■民陶むら祭運営委員会　０９４６-７４-２１２１（東峰村商工会内）

朝倉郡東峰村

全国から訪れる陶器ファン

201720172017

【左上から】井上（経理課）、三浦（用地課）、西村（工務課）、黒木
（調査設計課）、辻野（ダム工事課）、松田（工務課）、定宗（調査設
計課）【左下から】鈴木（ダム工事課）、櫛田（工務課）、髙木（用地
課）、中園（道路工事課）、坂田（経理課長）、佐瀬（調査設計課）、
中村（機械課）

【左から】西岡（寺内ダム管理所）、坂井（寺
内ダム管理所長）、松田（寺内ダム管理所）

寺内ダム管理小石原川ダム建設

ひかるくん　　　あかりちゃん

かもっぴ

みなちゃん


