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杷木大ひまわり園（朝倉市）

　日本では少子高齢化が進み、働き手が少なくなることが予想されています。そのため、
各分野で生産性の向上が求められていますが、建設分野においても同様です。国土交通省
においては、建設現場における生産性を向上させ、魅力ある建設現場を目指す新しい取組
であるi-Constructionを進めています。水資源機構では、調査・測量から設計、施工及び
維持管理までの一連の段階で生産性の向上を図るため、「i-Construction＆Management」
として取組を推進しています。
　小石原川ダムでは、ＩＣＴ　施工やＣＩＭ　の活用を推進しています。ＩＣＴ施工は情
報通信技術を用いた施工のことで、その一環として、自動ダンプトラック、自動ブルドー
ザ、自動振動ローラの３機種が連携した自動化施工によるコア盛立を実現することを目標
としています。タブレット端末で建設機械に指示を出すだけで、機械が自動的・自律的に
運転・施工することが可能になります。また、ＣＩＭは建設分野で三次元の情報に施工デ
ータなどを付与したモデルのことで、設計、施工等の各段階で蓄積したデータの三次元化
や管理データの見える化などを可能にするＣＩＭシステムを構築し情報を一元管理してい
ます。
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導水トンネル工事の状況
　佐田川と小石原川を結ぶ導水トンネル工事は、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が水没しました。また、施工済みの護岸が、土砂や流木により埋没
しました。その後復旧作業を行っておりましたが、佐田川側でトンネルを掘るために必要
な機械設備の設置が完了し、平成３０年９月下旬から掘削を再開しました。なお、小石原
川側は平成２９年８月に復旧作業を終え、掘削
を再開しています。
　導水トンネルの延長約５ｋｍのうち、小石原
川側から約３．５ｋｍの掘削を終え、残すとこ
ろ小石原川側から約０．５ｋｍ、佐田川側から
約１．０ｋｍとなりました。導水トンネルの貫
通に向けて、引き続き周辺環境への影響に配慮
し、安全に施工を進めて参ります。

※１ Information and Communication Technology（情報通信技術）の略称。
　　 ICT施工は情報通信技術を用いた施工（情報化施工）。
※２ Construction Information Modeling の略称。建設分野において、三次元の地形、施設形状
　　 等の情報に加え、各施設の仕様・性能等の属性情報を併せもつ情報モデルを構築すること。

佐田川側からの掘削を再開！

小石原川ダムイメージキャラクター
　　　　　　　　”あかりちゃん”

※1 ※2

小石原川ダムの新技術への取組小石原川ダムの新技術への取組小石原川ダムの新技術への取組
～ＩＣＴやＣＩＭを活用した最先端工事～

ひかるくん

ＣＩＭの活用例（三次元モデル）

３機種が連携した自動化施工による盛立（イメージ）

佐田川側の様子（左）被災直後（右）H30.9月上旬



　建設工事中のダムの盛立面を歩いていただくとともに、大型重機の見学・乗車体験や透
水試験の実演などをお楽しみいただきました。また、参加された１５０名の方には、この
日から配布開始した定礎式の記念カードをお渡ししました。参加された方からは、「ダム
の規模の大きさに驚いた」、「大きな重機に乗れたり、写真を撮ったり楽しかった」などの
感想をいただきました。暑い中たくさんの方にご参加いただき、ありがとうございました

　小石原川ダムでは、原則毎月第２土曜日に
工事現場見学会を開催していましたが、より多くの方々に見学いた
だけるよう、平成３０年１０月からは第４土曜日も加え、月２回開
催します。ぜひ見学にお越し下さい！（要予約）
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設/寺内ダム管理）

小石原川ダム工事現場見学バスツアー

ダム見学会を開催しました　～平成３０年 夏～

水の週間　ダム見学会（８月５日）

～小石原川ダム工事現場見学会～

～寺内ダム施設見学会～
　ダムの堤体内や操作室の見学、湖面巡視体験など、ダムのスケールや構造を実体験して
いただく見学会を開催しました。警報車両や説明パネルの展示、寺内ダムマスコットキャ
ラクターのぬり絵コーナーなどのほか、
管理開始４０年記念のカードの配布を開
始しました。とても暑い日でしたが、親
子連れをはじめとした９１名の方々が来
場され、「ダムの中が涼しかった」、「よ
い経験ができました」などの感想もいた
だき、ダムを身近に感じる１日を過ごし
ていただきました。

夏休み 親子でダム現場見学会（8月8日、22日、29日）

ダムサイト→

ダム盛立面での工事概要説明 55tダンプトラックに試乗 透水試験(※)の説明
寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“みなちゃん”
“カモッピー”

ダム内部（監査廊）の見学 湖面巡視体験

ひかるくん

小石原川ダム
イメージキャラクター
”あかりちゃん”

ありがとう。
また来てね♪

。

　夏休み期間に、地元の小中学生を対象に親子ダム現場見学会を開
催しました。ダムで働く女性を知ってもらうため、女性職員が工事
現場へご案内し、工事現場の様子や大型ダンプトラックが走ってい
る様子を間近に見ていただきました。「ダムの勉強もできたから良
かった」、「普段見れない重機などを見れて楽しかった」などと、興
味深くダムを見学いただきました。

※ロックフィルダムで水を貯留する仕
　組みをイメージしていただくため、
　ダム堤体の「フィルター部（砂で造
　成）」と「コア部（粘土で造成）」
　において、水を通水・遮断する状況
　を見学していただきました。





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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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設/寺内ダム管理）

小石原川ダム建設工事に伴う

　１０月６日(土)から８日(月)の３日間開催される陶器市。窯元では窯出しされた陶器（小石原

焼・高取焼）が並び、通常価格より安く販売されます。全国から掘り出しモノを求めてやってく

る多くの陶器ファンで賑わいます。渋滞が予想されますので、早めの時間がお勧めです。

１．通行止め区間　朝倉市江川から東峰村大字小石原（塔ノ瀬）間（迂回路図参照）
２．迂回期間　平成２８年４月１日から平成３１年９月３０日まで（１年間延長）

国道５００号 迂回期間の延長国道５００号 迂回期間の延長国道５００号 迂回期間の延長
ひかるくん あかりちゃん

　 ご理解、ご協力
よろしくお願いします。

みなちゃん

あかりちゃん

イベント情報！イベント情報！ 民陶むら祭 福岡県朝倉郡東峰村２０１８／１０／６～１０／８

０９４６－２５－１１００（代表）
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凡　　　例

　小石原川ダム建設工事のため、国道５００号のうち朝倉市江川から東峰村大字小石原
（塔ノ瀬）区間につきましては、通行止めとし、迂回をお願いしているところです。
　平成２９年７月九州北部豪雨により、付替国道工事区域が被災し、付替国道の工事の工
程に影響が生じました。このため、通行止めと迂回の期間の延長をさせていただくことに
なりましたので、お知らせします。
　国道５００号をご利用される方、迂回路沿線にお住まいの方には、ご不便をお掛けしま
すが、引き続きご理解とご
協力をお願いいたします。
　なお、通行止め区間をや
むを得ず通行する必要があ
る方は事前に、朝倉総合事
業所調整課まで、ご連絡く
ださい。

＊迂回順路の詳細は、朝倉
総合事業所ホーム
ページからご覧い
ただけます。


	5101_004 - コピー（林調整中）
	5102_003
	5103_005_outline
	5104_004

