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水の恵みを分かち合う あさくら３ダム

協議会発足から３５年
小石原川ダム水没者対策協議会 会長 山田勇喜

新 年明けましておめでとう御座います。小石原川ダム水没者対策
協議会会長の山田勇喜です。皆様方には、健やかに新しい年を迎え
られたこととお慶び申し上げます。
昨年は、７月５日の九州北部豪雨により、朝倉市東部から東峰村
にかけて大変な被害を受けました。ダム建設現場も、同様に被害を
受けたようですが、ようやく復旧され平成３１年度完成を目指して、
山田勇喜 会長
着々と工事が進められている模様です。
昨年１１月２５日に水機構の案内により水没者対策協議会会員が工事現場を見学する機
会がありました。久しぶりに見る故郷の変貌ぶりに皆、ただ驚くばかりでした。私たちが
長年住んでいた故郷にダムが建設され、それが地域社会の大きな役に立つ事を願ってやみ
ません。
さて、小石原川ダム水没者対策協議会も発足以来３５年が経過し、すべての水没者が補
償を受け移転先で安定した生活を送っています。今後、協議会としては、ダム完成に向け
て水没者記念碑の建立、協議会の解散式の開催等が控えており、現在水機構および朝倉市
と協議を進めている所です。最後になりますが、皆様方におかれましては健康に十分留意
されますようお祈り致します。

ダム堤体の盛り立てが本格化

小石原川ダム（建設中）

ひかるくん あかりちゃん
小石原川ダム イメージキャラクター

小石原川ダムは、堤体を土砂や破砕岩などの自然材料で築堤するロックフィルダムで、
コア、フィルター、ロックの３つのゾーンで構成されます。
平成２９年８月３０日にロックゾーンの盛り立て、１０月２０日にコアゾーン、フィル
ターゾーンの盛り立てを開始し、順調に堤体の盛り立てが進んでいます。コアゾーンは、
水を通しにくい粘土質の土でダム堤体の中心部に築堤されるゾーンで、ロックフィルダム
に水を貯めるための重要な役割を果たし、ダムの心臓部とも言われます。フィルターゾー
ンは、コア（粘土質の土）が水圧によって流れ出されないよう保護するためにコアゾーン
ダム右岸側
の両端に砂質土で築堤されるゾーンです。ロックゾーン
は、最大１ｍの大きさの岩塊を含む破砕岩を用いてダム
上流ロックゾーン
堤体の上下流に築堤されるゾーンで、幅広い断面を形成
し、上下流の勾配を緩くすることで水圧を受け止め、ダ
下流ロックゾーン
ムの安定性を向上させます。小石原川ダムは高さ１３９
フィルターゾーン
ｍのダムですが、１２月末にはコアゾーンの高さは約１０
ｍまで達しました。平成３０年度は作業エリアが広くな
コアゾーン
り、より効率的な作業が可能となることから、コアゾー
3
3
ン約７万ｍ 、フィルターゾーン約５万ｍ 、ロックゾー
ダム堤体盛り立て状況（平成29年12月末時点）
ン約５０万ｍ3(いずれも月量)進捗する予定です。
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基礎地盤検査

ダムサイト

小石原川ダム
イメージキャラクター
”あかりちゃん”

基礎地盤検査とは、ダム堤体の盛り立てを行う範囲において、地表の土砂等を掘削した
後、盛り立てに適切な岩盤が現れていることを確認するために実施するものです。この検
査は、水資源機構から国土交通省九州地方整備局へ受検申請し、これに合格することによっ
て、ダム堤体の盛り立てを行うことができます。
基礎地盤検査は、工事計画によって監査廊、ダム堤体（コアゾーン、フィルターゾーン、
ロックゾーン )、洪水吐きの範囲を複数のブロックに分け、基本的には河床の低い所から
ダム頂部の高い所へ向かっ
基礎地盤検査範囲図
て順番に実施します。小石
検査対象範囲
原川ダムでは、平成２９年
検査完了範囲
３月に第 1 回の検査を受け、
１２月の第７回までに全体
面積の約３６％が完了しま
した。
今後は１～２か月毎に検
査を受検し、平成３０年度
末には全ての範囲の検査を
基礎地盤検査（岩盤確認）の様子
終える予定です。

ニューマチックケーソン工法

付替国道１号橋工事 P2橋脚

Pneumatic caisson method

付替国道１号橋工事のＰ２橋脚では、ニューマチックケーソン工法により
小石原川ダム
施工が進められています。
イメージキャラクター
ニューマチックは「空気の」
、ケーソンは「函（はこ）
」を意味し、日本で ”ひかるくん”
は「潜函（せんかん）
」工法とも呼ばれています。
本工法の特徴は、コップを逆さまにし
付替国道１号橋工事位置図
展望所(予定)
て水の中に押し込んだ様な状態を地中内
で再現することにより、地上と同じよう
一般車通行止
な作業状態での掘削作業が行えることで
小石原川ダム
す。具体的には、ケーソン下部に気密な
１号橋
作業室を設け、作業室内に圧縮空気を送
Ｐ２橋脚
り込むことで地下水の浸入を防ぎ、地山
導水トンネル
国道500号
の掘削や土砂搬出を行いながら躯体を地
付替国道
江川ダム貯水池
中内の所定位置に沈める工法で、橋梁や
建造物の基礎工事等で幅広く活用されて
います。
土砂搬出機材
付替国道１号橋工事では、本工法によ
る掘削作業を平成２９年９月より開始し
ており、平成２９年１２月時点で深さ約
２０ｍ中約１３ｍまで掘削作業が完了し
掘削する機械
作業室
ています。
○H29年12月時点
A
平成３０年１月末には、１号橋の展望 Ａ H29年12月到達深度 約13ｍ
B
所が設置される予定です。ご興味のある Ｂ 最終到達深度 約20ｍ
Ｐ２橋脚掘削状況（左）と作業室内部（右）
掘削面↓
方は是非足をお運び下さい。
江川ダム常時満水位 EL225m
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小石原川・佐田川ノーポイ運動に参加しました。

福岡地区水道企業団 総務課 原田

この運動は、河川愛護・水産資源保護等に関する啓発運動の一環とし
て、甘木漁業協同組合と独立行政法人水資源機構の共催で実施されてお
り、福岡地区水道企業団も毎年参加しています。
今年度は、１２月７日 ( 木 ) に漁協、利水関係者、関係機関の職員な
ど小石原川及び佐田川であわせて１３８名の参加により実施されました。
当企業団及びその構成団体等からは、佐田川の清掃活動に１２名が参
加しました。佐田川では６班に分かれ、佐田川及び寺内ダム湖周辺の空き缶、ペットボト
ル、びん、発泡スチロールなどのほか、不法投棄され
た古タイヤ、バイクの部品など、回収されたゴミは小
石原川と佐田川あわせて７５０㎏にもなりました。全
員でリサイクルや適正に処分するための分別作業を行
いました。この運動に参加したことにより、大切な水
資源や美しい環境を守る活動を体感するとともに、こ
の活動が広く情報発信されることで、人々のマナー意
識が少しでも向上することを願っています。
また、集合場所のあまぎ水の文化村の駐車場は、平
成２９年７月九州北部豪雨で発生した流木等の仮置き
場となっており、積み上げられた流木を見て、あらた
めて自然災害の怖さや被害の大きさを痛感しました。
被災された方に心からお見舞い申し上げるとともに
小石原川・佐田川ノーポイ運動の様子
一日も早い復興をお祈りします。
みなちゃん

ひかるくん

あかりちゃん

↓

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ

豪雨災害の流木からの作品達

カモッピ

みなちゃん

平成２９年７月九州北部豪雨では、
寺内ダム貯水池に大量の流木や土砂が流入しました。
流木については、１０月半ば頃までに湖面や陸上部にあったものの撤去が終わりました。
撤去したその流木を用いて様々な作品が生まれていますので、ご紹介します。
流木にペイントして作られたサンタさんや朝倉市のマスコットキャラクター卑弥呼（ひ
みこ）ちゃん達は、朝倉市甘木地域センターでにこやかな笑顔で迎えてくれています。ウ
ッドキャンドルは、昨年１１月に甘木中央公園で開催されたイルミネーション点灯式の際
に復興の灯として点火されました。
また、子供達が遊ぶための平均台などの遊具も完成し、あま
ぎ水の文化村（朝倉市矢野竹）に設置されています。いずれも、
豪雨災害のことを忘れず復興を願う気持ちを込めて、あまぎ水
の文化村の皆さんや点灯式実行委員
会などの関係者の方々が手作りで作
り上げられたものです。機会があり
ましたらぜひ足を運んでいただけれ
ばと思います。
流木とともに流れ込んで寺内ダム
に堆積（たいせき）した土砂につい
卑弥呼ちゃん
ては、これから撤去作業を本格化さ
流木にペイントされたキャラクター（前列） せていきます。
ウッドキャンドル（後列）

豊かな水を緑を未来へ

あまぎ水の文化村に設置された遊具
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オオムラサキ

チョウ目 タテハチョウ科

環境保全の
取り組み ⑪
オオムラサキ（成虫）

オオムラサキの保全対策

オオムラサキ（幼虫）

小石原川ダム周辺では、これまでの環境調査によりチョウのオオムラサキが確認されて
います。オオムラサキは、環境省レッドデータブックの準絶滅危惧に指定されており、成
虫は主に標高１００ｍ～２００ｍの低山地や丘陵地のクヌギやコナラなどの林に生息し、
樹液を好みます。産卵期は、７月上旬から８月上旬でエノキの小枝や葉裏に卵を産みつけ
ます。幼虫はエノキの葉を食べ、晩秋には木を降り、根元の落ち葉の下で越冬し、翌春、
樹上生活に戻り脱皮を繰り返した後、羽化します。
小石原川ダム建設事業に伴い、事業地内におけるオオムラサキの
生息地の一部が消失すると予測されることから、専門家の指導・助
言を得ながら、保全対策として工事や湛水により改変されるエノキ
の根元で捕獲した幼虫を、改変されないエノキの根元に移動してい
ます。また、建設発生土受入跡地にエノキを植栽し、オオムラサキ
の幼虫の生息環境を復元・整備することとしています。このため小
エノキの育苗状況
石原川ダム周辺のエノキから種を採取し、現在苗木を育てています。
将来、小石原川ダム周辺では、オオムラサキが飛び交い、観察の場や憩いの場としても
利用されるように、保全対策に取り組んでいます。
スポット紹介！

須賀神社

あかりちゃん

あかりちゃん

新しい年を迎えた須賀神社（朝倉市甘木）は、例年大勢の
参拝者でにぎわいます。旧年の感謝を捧げ、新年が佳い年に
なりますようにと願掛けします。境内には樹齢約６００年の
神木（大楠）があり、パワースポットとしても有名です。
今年も皆様にとって幸多き年となりますようお祈り申し上
げます。

須賀神社と樹齢約６００年の大楠
嘉麻市

アクセスマップ

お問い合わせ先
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