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　福岡県南広域水道企業団は、水道用水供給事業を行うた
めの一部事務組合として、昭和４６年に設立されました。
水道用水供給事業とは、水道の水を作って市町村まで送り
届ける事業のことで、言わば「水道水の卸売業」というこ
とになります。
　昔から地下水が豊富であった福岡県南地域では、久留米
市などの一部の地域を除いて、ほとんど水道は普及してい
ませんでした。しかし、高度経済成長期になると、水需要
が急速に高まる中、地下水の減少や水質悪化のため、地下
水から水道への転換が必要となりました。創設事業の４市

４町から始まった企業団は、地域の水需要の高
まりと水道の普及に合わせて、事業を拡大し、
現在では９市４町　に水道用水を供給していま
す。
　企業団では、筑後川の水から安心して飲める
水を作っています。筑後川の水を使うために、
江川ダム、寺内ダム、筑後大堰、合所ダム及び
大山ダムに水源を確保してきました。筑後川及
び筑後川に開発されたダム等のおかげで、福岡
県南地域の多くの人が水道を利用することがで
きます。
　福岡県南地域の水道普及率は、徐々に改善し
ており、平成２６年度末時点で８３.４％ とな
　　　　　　　　　　　　　っています。しかし、全国平均９７.８％ と比べると、いま
　　　　　　　　　　　　　だに低い水準にあります。したがって、今後も水需要は増え
　　　　　　　　　　　　　ていくと見込んでおり、水資源機構が建設している小石原川
　　　　　　　　　　　　　ダムに新たな水源を確保しようとしています。小石原川ダム
　　　　　　　　　　　　　によってもたらされる水道用水は、福岡県南地域の水道普及
　　　　　　　　　　　　　を促進し、生活水準の向上と地域発展に大きく寄与すること
　　　　　　　　　　　　　になると期待しています。

　久留米市、大川市、筑後市、柳川市、大牟田市、八女市、朝倉市、みやま市、

　大木町、広川町、筑前町、三井水道企業団（久留米市、小郡市、大刀洗町）
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　来年度に予定してるダム堤体の本格的な盛り立て開始に先
駆けて、盛り立て試験を実施しました。
　小石原川ダムは、土と岩で造るロックフィルダムという形
式のダムで、近傍の寺内ダムと同じ形式のダムです。ロック
フィルダムは、中央部に水をせき止めるコアと呼ばれるゾー
ンを配置し、コアの上下流に砂利（フィルター）や岩石（ロ
ック）を覆うように盛り立てて造るダムです。
　コアに用いる材料は粘土のような土で、水をせき止めるた
めにも重機を用いて、しっかりと締め固める必要があります。

　使用する材料は、事前に選別を行い、適正な水の量となるよう管理しながら、所定の品
質を満足していることを確認して決定します。
　　　　　　　　　　　　　　　皆さんは泥団子を作った経験はありますか？泥団子を作
　　　　　　　　　　　　　　るときには、土の質や水の量、丸める力をうまく調整して
　　　　　　　　　　　　　　固い泥団子を作ったと思います。盛り立て試験は、実際に
　　　　　　　　　　　　　　使用する重機を使い、締め固める回数を変えて行います。
　　　　　　　　　　　　　　締め固まり具合や水の浸透具合などを土質試験により確認
　　　　　　　　　　　　　　して、効率よく締め固まる組み合わせを決定していきます。

　測定箇所に穴を掘って砂や水を注ぎ入れ、
入った砂や水の量（体積）と掘り出した土の
量（重さ）で密度を算出する方法です。掘る
穴の大きさが大きい場合に水置換法を採用し
ます。

　測定箇所に穴を掘って水を注ぎ入れ、どれぐらいの時間で水の
量が減ったか、時間と量を測定することで、水の浸透量（水の通
しにくさ）を測定する方法です。
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）
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　平成２８年１１月２８日～２９日に、３年毎に実施している
寺内ダム定期検査を行いました。また、１１月２８日に関係利
水者の方々に検査状況や施設状態などを視察して頂く「管理状
況報告会」を併せて開催しました。
　管理状況報告会には、関係利水者から９名が参加され、操作
室において、ダム施設の概要及び定期検査の内容説明を行った
後、操作室から放流ゲートが遠隔操作で正常に動作するかを確
認する対向試験、１０年毎に実施する放流バルブの分解整備、
ダムの浸透水の量や計測方法、ダム内部の監査廊（浸透量、浸
透圧、地震計）などを視察して頂きました。
　視察者のみなさまからは、「きちんと定期検査が隅々まで実
施されていることが分かり安心しました。視察は満足でした。」
とのお話が伺えました。
　今後も、施設の状態を利水者のみなさまと共有し、関係機関
のご理解ご協力を得ながら、ダム施設の適切な維持管理を行い、
安全で良質な水を安定して送り届けられるよう、職員一同、鋭
意努力してまいります。

豊かな水を緑を未来へ

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

ダム定期検査・管理状況報告会
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美奈宜湖畔ロードレース大会！

不法に投棄されたゴミを回収する職員 ゴミ回収後の分別作業のようす

　　　　　平成２８年１１月２１日（月）に空き缶等の回収イベントの一環として 「佐田
　　　　川ノーポイ運動」を実施し、河川及びダム周辺の清掃活動を行いました。今年も
　　　　関係利水者、関係機関の方
々にもご協力いただき、軽トラック
４台分に相当する可燃ゴミ２００kg
・不燃ゴミ５３０kgを回収しました。
　今回の清掃活動だけではなく、不
法投棄防止のために、貯水池の周辺
パトロールをより一層強化していき
ます。

　１１月２３日（祝）に「美奈宜（みなぎ）湖畔ロードレース大会」が開催されました。
　この大会は、寺内ダム貯水池「美奈宜湖」周辺を年齢ごとに定められたコースで競うレ
ースで、今年で２４回目を数えます。
　当日は天候にも恵まれ、幅広い年
齢のランナーが、自然豊かな美奈宜
湖のもとで、優勝を目指したり、自
己記録更新に挑戦したりして、それ
ぞれの思いで大会にチャレンジされ
ていました。
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朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

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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初代《寺内ダムカレー》初代《寺内ダムカレー》

　好評を博している寺内ダムカレーの第二弾、その名
も『寺内ダム美奈宜カレー』が昨年の１１月１０日か
ら販売開始されました。
　そのカレーは今回も趣向を凝らしたダムカレーとな
っています。洪水吐（ゲート放流設備）を型どったレ
ーズンはカレールーとの相性が抜群です。また季節の
野菜や地元名産の古処鶏（こしょどり）カツのトッピ
ングもあり、一皿に魅力が沢山
詰まっています。
　こちらのカレーですが、寺内
ダムから車で約５分の所にある
情緒あふれる風景に囲まれた温
泉施設『美奈宜の湯（みなぎの
ゆ）』でいただけます。両筑平
野を一望することが出来る落ち
着いた店内で是非ご堪能下さい。

　前号のふれ愛だより（第４３号）でも紹介させていただきま
した鹿肉１００％のメンチカツをあしらった初代『寺内ダムカ
レー』も『杜の湯（もりのゆ）』で絶賛販売中です。特徴の違
う二つのダムカレー、食べ比べしてみてはいかがでしょうか。

美奈宜の湯 ℡:0946-21-3222

お問い合わせ先

福岡県朝倉市美奈宜の杜3-1-6

お問い合わせ先

杜の湯 ℡:0946-24-0380
福岡県朝倉市美奈宜の杜1-8-1

寺内ダム美奈宜カレーが登場！寺内ダム美奈宜カレーが登場！
み な ぎ

初代「寺内ダムカレー」￥８００（税込）

第２弾
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　初代『寺内ダムカレー』は、前日までに
予約が必要です。
※


