
ダム堤体の盛り立て開始
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　平成２９年８月３０日（水）にダム堤体の盛り立てを開始しました。
　平成２９年７月九州北部豪雨により、盛り立て準備を進めていたダムサイトも集中豪雨
により被災しましたが、順調に復旧し、去る８月３０日に気持ちの良い青空の下、無事に
堤体の盛り立てに着手することが出来ました。着手したエリアはダム堤体の下流側のロッ
クゾーンと呼ばれるエリアで、最大で１ｍほどの岩塊（がんかい）　を含む破砕岩（はさ
いがん）　などを振動ローラーで締め固めながら施工します。
　小石原川ダムは、高さ１３９ｍ、体積約８３０万立方メートルのロックフィルダムで、
近傍の寺内ダム（ロックフィルダム）と比べると高さは約１.７倍、体積は約２.８倍の大
きさになります。この巨大なダムをこれから約２年間かけて築
堤していきます。
　今後も折に触れて、工事の進捗
状況をお伝えしていきたいと思い
ます。
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　佐田川と小石原川を結ぶ導水トンネル工事では、平成２９年７月九州北部豪雨により、
トンネルを掘る機械設備の水没や施工済みの護岸が土砂により埋没するなどの被害があり
ました。
　小石原川側では、トンネルを掘る機械設
備の復旧作業を終え、８月２８日から掘進
を再開しました。
　また、佐田川側では、流入した土砂の撤
去、被災した設備の撤去や再設置など、ト
ンネル掘進再開に向けた作業を進めていま
す。

　小石原川には昭和５０年に江川ダムが、佐田川には昭和５３
年に寺内ダムが完成し、農業用水や都市用水を供給しています
　小石原川ダム建設事業では、江川ダム上流に新たに小石原川
ダムと佐田川から小石原川（江川ダム貯水池）への導水トンネ
ルを建設し、江川ダム及び寺内ダムとともに貴重な水資源の有
効活用を図ります。

。

*１ 大きな岩石の塊（かたまり）

*２ 掘削により破砕された岩石
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振動ローラーでの盛り立ての様子



　選択取水設備とは、利水放流設備（水道の蛇口のような設備）
から放流する水をダム貯水池から取り込むための設備で、貯水
位の変化に合わせて水を取り込む位置（水深）を変えられるよ
うになっています。
　設備の型式は、機構では初めてとなる側壁なし円形多段式ゲ
ート（地山に沿って斜めに据え付けるタイプ）を採用しました。
構造は、内径の異なる８つの円筒形のゲート（管の直径 :２.２
ｍ～５.２ｍ)からなり、１段扉上部に取り付けたワイヤロープ
にて吊り下げられ、各段扉のゲートが伸び縮みします。１段扉
の上部には取水口（水の取り入れ口）があり、最大毎秒１５立方メートルの水を取り込む
ことができます。また、最下段の管を引き上げれば底部の取水口から最大毎秒７０立方メー
トルまで水を取ることが可能です。
　この管を全部伸ばした時の長さは約９０ｍとなり、同型式では国内最大規模となります

　平成２９年６月１９日からコンクリートに埋設される底部の呑口部と放流管の据付が始
まりました。
　９月末時点での工事の進捗は、上流放流管とチャンバ（安定した水の流れを作り出す容
器）の設置が完了しました。
　チャンバは、選択取水設備から取り込んだ水を下流に流すため、水の向きを変えるため
のもので、大きさは直径５.６ｍ×長さ７ｍの円筒形状で、
一体型では輸送できないことから、１２ブロックに分割した
ものを大型トレーラで工場から深夜輸送し、２００ｔ吊のク
ローラクレーンを使って、ダム工事現場で組み立てます。
　小石原川ダム工事現場見学会にお越しいただいた際は、こ
の設備を下から見上げてほしいと思っています。傾斜角５０
度（水平に対する角度）の地山に据え付けられていく様は圧
巻です。
　今後は、戸当り、扉体と施工が続きますが、他の設備や工
事の進捗についても、随時紹介させて頂きます。
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　小石原川ダムに貯めた水をダム下流に流すための選択取水設備の据付を
開始しました。

分割搬入・組み立て

同型式国内最大

２００ｔクレーン

取

設

小石原川ダム
イメージキャラクター
”あかりちゃん”

据付開始

選択取水設備について

チャンバ（高さ約６ｍ）

ダム堤体

ダム湖

ダム左岸

ダム右岸
選択取水設備

選択取水設備据付位置図

チャンバ

選択取水設備

。

クローラクレーン（２００ｔ）を使い
チャンバを吊り上げる様子



　今回の豪雨では、ダムで多量の流
木を捕捉し、下流へ流れることを防
ぎました。
　流木は寺内ダム貯水池の上流部に
留まっていますが、流木の本格的な
回収作業を 7月２８日から開始し、
早期撤去に向けて工事を進めていま
す。なお、回収した流木は、バイオ
マス発電の燃料として有効活用して
います。

豊かな水を緑を未来へ

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

平成29年7月九州北部豪雨

当日の降雨状況

ダムの操作

流木撤去着々と

寺内ダムの操作について
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　平成２９年７月５日の梅雨前線に伴う豪雨により、佐田川流域では記録的な降雨となり
ました。寺内ダムでは昭和５３年６月からの管理開始以降最大の毎秒約８８８立方メート
ルの流入量（ダムに入ってくる水量）を記録しましたが、降雨前のダム貯水空き容量約５
００万立方メートルに洪水調節容量を加えた約１,１７０万立方メートルをダムに貯留し、
ダム下流に流す水量を低減させ下流域の被害を軽減しました。

　九州北部に位置する朝倉市周辺において７月５日１２時から１６時頃にかけて線状降水
帯による猛烈な降雨がありました。寺内ダム流域では７月５日７時から７月６日４時まで
の流域平均累計雨量は４２６ｍｍを記録し、１４時から１６時までの時間雨量は２時間連
続で１００ｍｍを超えました（図－１参照）。

　当日の猛烈な降雨によって、ダムへの流入量は７月５日１３時頃から急激に増加し始め
１４時１０分に洪水調節操作を開始しました。その２時間後には最大流入量を記録し、６
日０時１０分に貯水位は洪水時最高水位より５７ｃｍ低い水位 (ＥＬ.１３０.９３ｍ）に
達しました（図－２参照）。

図－２　寺内ダム操作の概要
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今回の豪雨により約10,000m3（７月時点推定値）の流木等
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水がささえる豊かな社会

お問い合わせ先

 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/

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/
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環境保全の
　取り組み ⑩

植物の重要な種の移植植物の重要な種の移植

　平成２９年７月九州北部豪雨で流木が絡まり動かな
くなっていた朝倉の三連水車は、８月２日朝倉市や山
田堰土地改良区の方々の懸命な復旧作業により再び回
り始めました。力強く悠然と回るその勇姿は、地域の
方々に希望と元気を与えています。がんばろう九州！

　小石原川ダム建設事業では、環境影響評価書にて事業の影響を受けるとされた植物の重
要な種（７種：ミヤコアオイ、ナガミノツルキケマン、ミズマツバ、オニコナスビ、マル
バノホロシ、ヒメナベワリ、エビネ）の保全に取り組んでいます。　
　保全にあたっては、専門家の指導・助言を得た上で移植試験を行い、移植方法を確認し
たのち、当事業による影響の無い場所に移植を行いました。移植後の調査では、良好な生
育を確認しています。
　これまでの取り組みについては「筑後川水系小石原川ダム建設事業環境影響評価事後調
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　査報告書（工事の実施中）」に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とりまとめ、朝倉総合事業所ホ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ームページにて公表しています
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　また、平成２９年７月九州北
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　部豪雨後も移植地における良好
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　な生育状況を確認しております
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　今後も引き続き、保全に努め
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ていきます。

あかりちゃん復興のシンボル 三連水車 力強く！

あかりちゃんひかるくん

移植したヒメナベワリ移植したマルバノホロシの結実

写真は後日

。

朝倉の三連水車（朝倉市） 平成２９年９月２３日撮影

。


