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ホームページは"朝倉総合"で検索 朝倉総合検索

　小石原川ダム工事現場見学会（要予約）を開催します。一般道を通行することのできな
い大型の建設機械やダムサイト左岸展望台から大規模工事現場の様子がご覧いただけます
最大積載質量５５ｔの大型ダンプやリッパ付きブルドーザーなどの運転席に座れます。ハ
ンドル握って、貴方もダム現場作業の一員です。さてさて今年
はどんな重機がお目見えするでしょうか。お楽しみに！

　寺内ダム施設見学会を開催します。普段入ることのできないダ
ム管理所操作室やダム堤体内にある監査廊（かんさろう）などが
見学できます。また、ボートに乗船してのダム湖巡視体験で、ダ
ムの雄大さを体感して
下さい。

　昨年７月から「小石原川ダム工事現場見学バスツアー」を原則、毎月第二土曜日に開催
しています。バスを午前１便、午後１便の計２便運行。開催日の約１ヶ月前から電話で予
約を受け付けています。なお、好評のため７月８日（土）開催のツアーから募集人数を増
やしています。詳細は、朝倉総合事業所ホームページをご覧下さい。次回開催は９月９日
（土）を予定しています。
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ダム見学会開催

　朝倉総合事業所では、今年も水の週間中の８月６日（日）に小石原川ダム工事現場見
学会と寺内ダム施設見学会を開催します。詳細はホームページでご案内します。
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小石原川ダム工事現場見学バスツアー小石原川ダム工事現場見学バスツアー

ダム堤体内の監査廊寺内ダム管理所操作室見学ボート巡視体験

　ダム見学会のご参加は、動きやすい服装、運動靴などでお越し下さい。
　なお、荒天時（大雨や強風など）は中止します。あらかじめご了承下さい。

毎月第二土曜日開催！

大型の建設機械を見学 建設機械を背景に記念撮影
ダムサイト左岸展望台
から工事現場を見学

監査廊内は
ひんやり涼しいよ。
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無料！（要予約）

（要予約）

無料！（予約不要）
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　ダム建設に伴い、これまで通って
いた道路がダム湖に水没するため、
替わりとして新たに建設される道路
のことを付替道路といいます。
　小石原川ダムでは、水没する国道
５００号を左岸に、林道を右岸に付
け替える工事を進めています。平成
２９年６月末時点で、付替国道５０
０号は、計画延長５．２ｋｍのうち
９％、付替林道は計画延長５．０ｋ
ｍのうち５３％が完成しています。

　導水路トンネル工事は、平成２８年９月より小石原川側か
らシールドマシンによる掘進を開始しておりましたが、今年
５月より佐田川側からの掘進も開始しました。また、掘進開
始に先立ち、４月下旬に関係者出席のもと、シールド発進式
（安全祈願）が行われ、工事の安全を祈願しました。
　小石原川側からのシールドマシンによる掘進は、６月末時
点で導水路トンネル総延長約５ｋｍ中、約１．４ｋｍに達し
ています。今回、佐田川側からもシールドマシンによる掘進
を開始したことにより、小石原川側と佐田川側の両側から掘
り進み、地中で接合する予定です。
　ダム本体工事の状況も含め、付替道路工事や導水路トンネ
ル工事の進捗についても随時、ご報告してまいります。

　付替国道１号橋（仮称）は、江川ダム貯水池を横断す
る橋梁で、小石原川ダムの付替道路で一番長い橋です。
形式は「ＰＣ３径間連続箱桁橋」というコンクリート橋
で、橋長は３３９ｍ、ダム湖を渡る中央支間は１７３ｍ、
完成すればＰＣ連続箱桁橋としては、国内 大の中央支
間を有する橋となります。
　現在は、橋脚工事を行っており、平成３０年から車道
部分の工事を開始する予定です。
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）

dop監査dop監査道路工事と導水施設工事の進捗

小石原川ダム建設事業では、付替道路及び導水施設の工事も行っています。
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上：シールド発進式（安全祈願）

下：発進直前のシールドマシン（佐田川側）
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　　　内ダムは昭和５３年６月に管理を開始し、今年の６月で
　　　えました。この間、ダム湖に流入する洪水を貯め、川の
増水を緩和する防災操作を５２回実施し、ダム下流住民の生命
と財産を守ってきました。
　九州北部は、例年６月初旬に梅雨入りし、それ以降は降雨量
が多くなり、防災操作を行う可能性が高くなる出水期に入りま
す。
　この防災操作を確実に行うことを目的に、全国の管理ダムで
は、毎年出水期前に「洪水対応演習」 を実施しています。寺内
ダムでは、５月１１日に洪水対応演習を実施し、防災操作や関
係機関への連絡等の訓練を行いました。
　なお、防災操作を行っている際は、ダムに流れ込む水を貯め
て川の増水を緩和していますが、大雨などで川の水位が上昇す
る場合には、寺内ダムから筑後川合流までの佐田川沿川におい
て、サイレン吹鳴、スピーカー放送及び巡視を行い、川を利用
されている方に注意喚起を行います。その際は、速やかに川か
ら出て頂くようご協力をお願いします。
　また、この地域では、例年６月中旬から田んぼの代掻きが行
われ、農業用の水が最も必要となる時期に入ります。この時期
は農業に必要な水量が日々変化しますが、ダムからの補給（ダ
ムに貯めた水をかんがい用水として配水する。）  をきめ細やか
に行い、要請に対応して行きます。
　このように、６月から１０月頃までは、寺内ダムが最も効果
を発揮する時期となります。
　今後も、円滑かつ確実な管理を遂行できるように努めますの
で、皆様のご理解とご協力をお願いします。

　　　管理開始から３９年目を迎

豊かな水を緑を未来へ

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

洪水対応とかんがい用水の補給
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　寺内ダムでは、６月４日（日）に「流木配布会」を開催しま
した。
　流木配布会は、ダム湖内から回収した流木及びダム湖周辺で
伐採した支障木の有効利用として一般の方に無料配布するもの
で、平成１７年から毎年開催しています。
　当日は、朝倉市をはじめ、福岡都市圏からも３０名を超える
方々が来所され、薪ストーブの燃料として利用したいなどの声
を頂きました。
　なお、流木は、まだ少し残っておりますので、ご希望の方は、
日時調整のうえ配布しますので、連絡先までお電話ください。
　【連絡先】
　寺内ダム管理所　電話：０９４６－２２－６７１３
　受付時間：平日９:００～１６:００　担当：井川
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寺内ダムゲート放流

田園に広がるかんがい用水

洪水対応演習（寺内ダム操作室）

寺
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寺内ダム直下で開催の流木配布会



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 ⑨

ナガミノツルキケマン
ケシ科 キケマン属

　ナガミノツルキケマンは、山間の渓流沿いやスギ林縁などの限られた
場所で見られ、茎は高さ１ｍ以上となり、その先に淡黄色で細長い独特
の形の花をつけます。茎が細く花が小さいため見逃されがちですが、よ
く見ると可愛いらしい植物です。
　福岡県内での自生は少なく、福岡県レッドデータブックでは絶滅危惧ⅠＢ類、環境省レ
ッドリストでも準絶滅危惧に指定されています。
　小石原川ダムでは、工事や湛水によりナガミノツルキケマンの自生地が消失する箇所が
あることから、確実に移植を実施するための試験を行ってきました。その結果、明るく湿
潤な草地に個体の移植を行うことで良好な生育を確認することが出来たため、工事の影響
がなく、移植地として適した場所に保護した個体の移植を行い保全しています。移植した
個体は順調に生育しています。

　小石原川ダムではダム本体工事のため、小石原川の
一部区間を栗河内水路トンネルに転流する作業を行い
ました。転流後、河川内の淵や平瀬に取り残された魚
などを小石原川の上流へ住み替えてもらう「お魚住み
替え作戦」を行いました。
　６月８日に朝倉総合事業所職員の他、工事関係者、
環境委員会の先生、甘木漁業協同組合、関係機関の
々など総勢５３名で結成した『お魚住み替え隊』は、
各々童心に返ったかのように魚などを救出しました。
　カワムツやカワヨシノボリ、サワガニ、カジカガエ
ルなど約１，２００個体の住み替えを行い、お魚たち
にも工事の協力をしていただきました。

方

ナガミノツルキケマン

お魚住み替え隊！
お魚住み替え隊！

あかりちゃん

救出作戦
成功！

魚を救出する「お魚住み替え隊」


