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水の恵みを分かち合う あさくら３ダム

水と緑を守り育む
～水源地から都市まで～
朝倉市長 林 裕二
朝倉市は、人口約５４，０００人の水と緑のまちです。福岡
県のほぼ中央に位置し、豊かな自然に恵まれ、美しい里山の風
景が広がっています。
朝倉市 林市長
本市には、福岡市など周辺地区への水資源供給の役割を担う
江川ダム・寺内ダムがあり、また、３つ目のダムとして小石原川ダムが平成３１年度の完
成を予定し建設が進められています。
水源地を有する朝倉市では、少子高齢化等に起因する後
継者不足による林業の衰退、地下水の低下・湧水の枯渇、
イノシシ、鹿等有害鳥獣による農林産物の被害増加など様
々な問題を抱えながらも、山林の再生、水源かん養機能の
向上を図るとともに、２００年の歴史を有し現在も稼働す
る国市指定史跡の三連水車群等の先人たちの知恵や思いを
受け継ぎ、かけがえのない水と緑を守り、育むことに努力
三連水車（朝倉市菱野）
しています。
この水と緑については、水源地と消費地である都市が共通の課題として考え、「蛇口を
ひねれば水が出る」から「蛇口の向こうには水源地の山林があり、そこには山林を育てる
人たちがいる。」ということを意識し、お互いの地域を思いやる信頼感の中で、水源地か
ら消費地まで一つの流域共同体としての繋がりを強化していく必要があります。
一方、ダムは自然の流れをより広く利用するため堰堤を築き、自然の恵みである水を利
水・治水し私たちに恩恵をもたらしてくれます。
朝倉市は平成２９年７月の九州北部豪雨により大災害に見舞われましたが、寺内ダムの
貯水率が低かったことで、異常洪水時防災操作は行われず、下流域の河川氾濫はありませ
んでした。
近年は、温暖化が進むことで想定を超える雨量の豪雨が発生するとも言われています。
その豪雨から地域を守るためにも、水源の管理に留まらないダ
ムの役割が益々重要になっていると考えます。
なお、利水対策についても、渇水時の有効な水量として活用
し、農業用水・防火用水等地域での重要な用水として、常に流
水し市民が安心して生活できることとなっています。
これからも水問題の重要性を相互認識し、水源地と消費地の
都市が、ともに手を携えながら水源地を守り育てていけるよう
共生の関係を育んでいきたいと思います。
眼鏡橋（朝倉市秋月）
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小石原川ダム定礎式を開催しました

小石原川ダム
イメージキャラクター
あかりちゃん

ひかるくん

平成３０年５月１２日 ( 土 )、小石原川ダム本体の本格的な盛立を迎えるにあたり、
「工
事の安全」と「早期の完成」を祈念して、小石原川ダム堤体盛立面（福岡県朝倉市江川地
先）にて定礎式を開催しました。
当日は天候にも恵まれ、会場には関係者約３００人の方にご出席いただきました。
式典では、
オープニングセレモニーとして朝倉市の秋月中学校音楽部による郷土芸能「光
月流太鼓」が披露された後、礎石搬入が行われ、引き続き定礎の儀を執り行いました。定
礎の儀では、
「鎮定（ちんてい）の儀」
、
「斎鏝（いみごて）の儀」
、
「斎槌（いみづち）の儀」
と続き、
「埋納（まいのう）の儀」では、朝倉市の秋月小・秋月中と東峰村の東峰学園の
児童生徒が、礎石の周りに「水を大切に」などと書いたメモリアルストーンを置き、自動
運転化された建設機械による埋納を行いました。
式典の最後には、くす玉開披と同時に、５５トン積級ダンプ９台のダンプアップにより
「祝小石原川ダム定礎」の文字が披露され、会場からは大きな歓声が上がりました。
１

３

５

【写真】
①光月流太鼓
②礎石搬入

２

③メモリアルストーン埋納

４

④自動運転による盛立材の
敷きならし
⑤くす玉開披

６

⑥ダンプアップによる
「祝小石原川ダム定礎」の
文字

付替国道２号トンネルが貫通しました
付替国道２号トンネル工事（全長４５３ｍ）は、平成２９年９月から下流側のトンネル
坑口の施工に着手し、同年１０月１１日にはトンネル掘削の安全を祈願するための安全祈
願祭を行い、本格的なトンネル掘削が始まりました。掘削当初は地山からの湧水等が懸念
されましたが、湧水の規模も小さく、トンネル掘削開始から約７ヶ月後の平成３０年５月
１８日に、無事にトンネルが貫通しました。トンネル貫通時には、トンネル坑内で貫通式
を行い、工事関係者一同で貫通の瞬間に立ち会いました。貫通の瞬間、薄暗いトンネル坑
内に鮮やかな太陽の光が射し込み、出席者の歓喜の表情が浮かび上がったことが印象的で
した。
小石原川ダム建設事業工事計画概要図
今後は、覆工コンクリート（半円筒形
のトンネル内壁のコンクリート壁）や坑
門（トンネル内に出入りする部分）の施
工を行い、平成３０年１２月の完成を目
標に施工を進めて参ります。
付替右岸林道 Ｌ＝4,960m
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小石原川ダム付替国道２号トンネル工事

あかりちゃん

水の恵みを分かち合う あさくら３ダム

関係者で記念写真！

付替国道500号 L＝5,122m
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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）
８/１～７ 水の週間

水の週間

ダム見学会開催 8/5(日)

毎年８月１日～７日の「水の週間」には、水の貴重さや大切さを知ってもらうため全国
各地で行事が行われています。朝倉総合事業所においても８月５日（日）にダムの施設見
学会を開催しますのでぜひご参加下さい。詳細はホームページでご案内します。
デカッ！！

小石原川ダム工事現場見学会

無料（要予約）

ダムの盛立面を歩き、施工状況を間近でご覧いただけます。また、大型建
械の見学や乗車体験ができます。今しか見ることのできないダムの盛立面を
一緒に歩いてみませんか。
盛立工事の状況

小石原川ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“ひかるくん”

http://www.water.go.jp/chikugo/koishi

２０１６年開催の小石原川ダム工事現場見学会の様子

寺内ダム施設見学会

無料（予約不要）
↓

ダムの操作室や夏でもひんやり涼しいダム内部を見学できます。また、ボートに乗船し
てダム湖面の巡視体験もできます。暑い夏に涼を求めてダムを見に来て下さい。
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/
②

①

①操作室見学

②ダム湖面巡視体験

③

お待ちしています。

寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“みなちゃん”

③堤体内にある監査廊（かんさろう）見学

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

寺内ダム管理開始40周年
寺内ダムは、昭和５３年（１９７８年）６月１日
から管理を開始し、本年で管理開始４０周年を迎え
ました。この４０年間、かんがい用水や水道用水を
絶え間なく供給し、人々の暮らしを支えてくるとと
もに、５３回の洪水調節を行い、洪水被害の軽減に
努めてまいりました。
これからも、地域や社会に貢献するよう適切なダ
ム管理に努めていきます。
豊かな水を緑を未来へ

“みなちゃん”

上空から見た寺内ダム
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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）
九州地方ダム等管理フォローアップ委員会

環境保全の
取り組み⑫

小石原川ダムモニタリング部会
あかりちゃん

小石原川ダムでは、これまで環境の専門家による「小石原
川ダム環境保全対策検討委員会」を設置し、環境調査や環境
保全対策に関して、指導・助言を得ながら事業を進めてきま
した。本委員会は、平成３０年３月に新たな段階としてダム等の管理に係わるフォローア
ップ制度に基づく「九州地方ダム等管理フォローアップ委員会小石原川ダムモニタリング
部会」に移行しました。
第１回小石原川ダムモニタリング部会では、平成２９年
度の環境調査結果及び小石原川ダムモニタリング調査計画
（案）について審議を行っていただきました。特にモニタ
リング調査計画については、これまでに実施してきた環境
保全措置等の効果の把握や環境変化の有無や程度の把握を
適切に行うために、指導・助言をいただきました。今後も
専門家の指導・助言を得ながら、適切に環境保全を実施し
小石原川ダムモニタリング部会の様子
ていきます。

イベント情報！ あまぎ水の文化村 Water Festival 2018 入場無料！
水の大切さや不思議さを学べる水のテーマパーク「あまぎ水の文
化村」にて、「ウォーターフェスティバル２０１８」が開催されま
す。昼間は水を使ったアクティビティやダムのことを学べるクイズ
ラリー、夕方からはジャズの生演奏や夜市など、大人も子供も一緒
に楽しめます！詳しくは「あまぎ水の文化村ＨＰ」をご覧下さい。
開催日時 平成３０年７月２８日（土）１３：００～２０：００
主な催し ウォーターアクティビティ、魚のつかみ取り、３ダム
クイズラリー、ビアガーデン、大抽選会、大花火など
https://mizunobunkamura.jp/
０９４６－２５－０３２３
ふれ愛だよりは、平成７年１月に創刊号を発行して以来、今号で第５０号となり
ました。皆様の日頃からのご支援に感謝申し上げます。今後もダムの最新情報や地
域の情報など、タイムリーな情報発信に努めてまいりますので、引き続き皆様の温かいご支援を
賜りますよう、よろしくお願い致します。

編集後記

嘉麻市

お問い合わせ先

アクセスマップ

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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http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/
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