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  　　　　　　　　　　　　東峰村は、水源地域として水を守り、
　　　　　　　　　　　　森を育てる使命を担ってきました。そ
                        してこれからも「美しい村」として、
                        河川環境の維持と森林の保全に取り組
                        んでいきます。
　　　　　　　　　　　　　東峰村は 人口約２,３００人の山村
　　　　　　　　　　　, で江川ダム、小石原川ダムに流れ込む
                        小石原川の源流に位置する水源地です。水を育むのは水源の森
であり、村の総面積５２km の約８５％を占める森林は、まさに水の恵みを育てています。
　東峰村の水源の森の象徴ともいえる「行者杉」は、樹齢２００年から６００年の杉の巨   
木群で、修験者が峰入修行の際に奉納植栽されたものと伝えられています。
　近年東峰村においても、森林の荒廃による保水力の低下が大き
な問題となっています。その原因は様々ありますが、鹿による食
害は深刻な状況で、被害は森林だけに止まらず、田や畑の農作物
や果樹、花木、プランターの花まで鹿が食べ、村民の生活にも多
大な被害が出ています。地元猟友会の協力を得て鹿の駆除を行っ
ており、平成２７年度は年間約３００頭を駆除しましたが、鹿の
生息数が多く、駆除が追いついていないのが実情です。小石原川
ダムの水源地域として、水源かん養機能の維持、向上を図るため
にも獣害対策は急務です。今後、駆除の推進とあわせて、捕獲し
た鹿、猪を衛生的で安全に処理する獣肉処理施設が必要と考えて
います。
　東峰村では、平成２７年度から関係利水者皆様にご支援をいた
だき、東峰村水源かん養基金を創設いたしました。この基金を活
用して水源地域の小石原地区の荒廃森林の再生と森林保全事業に
取り組んでおります。この水源かん養基金事業は、関係利水者の皆様はもちろん小石原川
ダムの建設及び管理を担う独立行政法人水資源機構との連携協力が不可欠です。「水を守
り、森を育む」という思いを一つに、東峰村も取り組みたいと思っております。
　東峰村では、水源地域と都市圏との交流拠点施設整備として、廃校になった旧小石原小
学校の改修を計画しており、植林や下草刈りなどの森づくり事業、木工や食の体験事業、
新たな観光事業の推進など、水源地域の活性化を図りたいと考えております。
　未来の子どもたちに、美しい水源地「東峰村」を残すために、関係皆様のご理解とご支
援、ご協力をよろしくお願い申し上げます。
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http://vill.toho-info.com/東峰村ホームページ　⇒
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（朝倉郡東峰村）「小石原民陶むら祭」５月３日～５月５日まで開催
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東峰村長 澁谷博昭



　小石原川ダム本体建設工事期間中は、大型で特殊な重機などを使用して工事を施工する
ため、安全確保の観点から一般の方々は現場内への立ち入りはできませんが、この４月か
ら皆様にもダム本体工事のようすをご覧いただけるように、インターネット上でライブ映
像の配信を始めました。ご自宅のパソコンから朝倉総合事業所のホームページにアクセス
していただければ、工事中の映像をリアルタイムに見ることができます。
　是非、ライブ映像をご覧下さい。

　平成２８年３月２４日、小石原川ダム本体建設工事の入札が行われ、「鹿島・竹中土木  
　三井住友特定建設工事共同企業体」が受注しました。
　ダム本体建設工事では、ダムを作るため大量の盛土材料と広大な施工場所が必要となり
ますが、ダム建設予定地は地形が急峻で、狭い施工場所内で多くの大型重機が走行するな
ど極めて難度の高いダム工事となります。
　このような条件下で、余裕量の少ない盛土材料の品質を確保したり、早期ダム完成のた
めに施工日数の短縮を求めることから、民間企業の優れた技術を最大限活用し、高度な施
工技術や特殊な施工方法などの技術提案を求める「高度技術提案型総合評価落札方式」を
採用しました。
　ダム本体建設工事は、河川に水が流れていない状態で工事を行う必要があり、工事に入
る前に、ダム上流において川の流れを変える仮締切堤工事と右岸側(下流に向かって右側)
の地山内に川の水を流すためのトンネル工事を施工中です。
　また、ダム本体建設工事に伴い国道５００号の一部を分断するため、平成２８年４月１
日から工事施工区間の通
行止めを行っています。
皆様には、多大なご迷惑
をお掛けしますが、何卒
ご理解とご協力をお願い
します。
　なお、ダム建設工事の
状況等は、水資源機構朝
倉総合事業所（検索「朝
倉総合」）ホームページ
でご覧いただけます。
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①朝倉総合事業所のホーム
　ページを開きます。
②トップ画面の左の「小石
　原川ダム工事進捗カメラ」
  の画像をクリックします。
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　メラのページが開きます。
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分断するため、平成 年 月分断
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　　　　　　　　　　　　　平成２８年３月２３日、環境保全対策やモニタリングの実施
　　　　　　　　　　　　に関して、総合的な観点から指導・助言を得ることを目的に第
　　　　　　　　　　　　４回小石原川ダム環境保全対策検討委員会を開催しました。委
　　　　　　　　　　　　員会には朝倉市や東峰村等の関係機関や工事業者にも出席して
　　　　　　　　　　　　いただきました。
　　　　　　　　　　　　　委員会では、建設発生土受入跡地等における環境に配慮した
整備の内容や動植物の重要な種の保全の取り組み状況、水質保全対策の検討等について審
議していただき、説明内容について了承をいただき
ました。また、クマタカ検討部会にて審議したクマ
タカの保全対策や調査結果の報告を行いました。
　なお、委員会資料や議事要旨については、朝倉総
合事業所のホームページに掲載しております。
　朝倉総合事業所では、平成２８年度から小石原川
ダム本体建設工事に着手することから、適宜、専門
家の指導・助言を得ながら、今後も環境保全対策や
モニタリングを迅速かつ適切に実施していきます。

　平成２８年５月２２日（日）に美奈宜湖
（寺内ダム湖）において、ダム湖に生息す
る外来魚（ブラックバス・ブルーギル）を
駆除するための「釣り大会」を開催します
　大会は朝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部門でそれ
ぞれの釣果（総重量）を競い合い
ます。趣味と実益を兼ねた大会です
ので、皆さん是非参加してみ
ませんか。

～　第２６回　寺内ダム「ブラックバス・ブルーギル」釣り大会　～

～　「流木配布会」の開催について　～

豊かな水を緑を未来へ

ホームページは"寺内ダム"で検索

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１７年度から貯水池内から回
収した流木を再利用するため、一般の方々に無料
で配布する「流木配布会」開催しています。昨年
度は、朝倉市や福岡都市圏、福岡県外から８０名
を超える方にお越し頂きました。持ち帰った流木
は薪やアートなどに利用されているようです。
　今年度は６月上旬頃に開催する予定ですので興
味のある方はお気軽にお問い合わせください。
　開催日時が決まりましたら、ＨＰでご案内しま
す。

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

お待ちしています。

★お問い合わせ先：水資源機構朝倉総合事業所寺内ダム管理所 0946-22-6713

★お問い合わせ先
甘木漁業協同組合 0946-22-3511

です

今年も開催します！
寺内ダム
  　流木配布会

　

　

★★お問い合わせ先

釣りを楽しむ大会参加者と釣果計量のようす。

　　　　　　　　　　　　
　　 　　 　　　　
　　 　 　　　　　
　　　 　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　
整備の内容や動植物の重要
議していただき 説明内容

　　
　
　
　

　　　　　　　　

環境保全の
　取り組み ⑥

第４回委員会の開催状況

朝倉総合事業所（小石原川ダム建設） 小石原川ダム環境保全対策検討委員会

。



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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　全国的に話題のダムカレーが、ついに朝倉市に
『寺内ダムカレー』として登場！
　ダムをモチーフにしたカレーで、ごはんが「ダ
ム堤体」、カレールーが「貯水池」、そしてそし
て、洪水吐（ゲート放流設備）をジビエ料理の鹿
肉１００％メンチカツで見立て、お皿は「小石原
焼（東峰村）」で大地を表現しています。
　気になるそのお店は、寺内ダムから朝倉市佐田
方面へ車で約１０分の旧佐田小学校木造校舎を利
　　　　　　　　　　　用した『たかき清流館』
　　　　　　　　　　　　一度ご堪能されてはい
　　　　　　　　　　　かがでしょうか？

アクセスマップ

　寺内ダムから北へ約７km。筑前の小京都と呼ばれる秋
月城下がある。端正な町並み、多くの史跡、そして素晴
らしい景観に時を忘れ、心安らぐ空間を散歩すると風合
いのある和食のお店「秋月小町」に遭遇。早速、和食ラ
ンチを注文し、季節料理を堪能するとデザートはなんと
フィルダムロールケーキ。寺内ダムをイメージし、ロッ
クフィルダムをかたどったと店主。ケーキ生地に小豆ク
リームを巻き込んだ懐かしく優しい味「う～ん満
足！」。食の思い出がまたひとつ加わった。k.y
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寺内ダムカレーがついに登場！寺内ダムカレーがついに登場！

たかき清流館
場所　福岡県朝倉市佐田4277
開館　4月1日～10月20日(休:水曜日＆お盆)
営業　12:00～14：00　TEL0946(29)0623
※　前日までに要予約

添田町嘉麻市

秋
晴
合

お問い合わせ先

秋月小町

寺内ダム

和食レストラン

フィルダムロール

福岡県朝倉市秋月1058　
TEL 0946-25-0023

　　　　　　　　　　用
　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　か

たかき清流館

寺内ダムカレー\800(税込)

サラダ付き

期間限定期間限定
全国のダムカレーマップは、水資源機
構ホームページ「水機構立ち寄りグル
メ」で検索

。

フィルダムロール
フィルダムロール
フィルダムロール

探訪記探訪記
コーヒー＆フィルダムケーキセットも人気

)

たかき清流館

秋月小町

寺内ダム
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