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　明けましておめでとうございます。皆様には、お健やかに新年を
お迎えになられたことと、お慶び申し上げます。
　昨年も一昨年に引き続き、ダムの話題が多い年となりました。平
成３０年７月豪雨では、寺内ダムで２年連続となる計画流入量を超
える流入量があり、小石原川では江川ダム地点において既往 大の
ダム通過流量を記録しました。また、小石原川、佐田川ともに、基
準点（それぞれ、栄田橋、金丸橋）において、氾濫危険水位あるいは避難判断水位を超
え、既往 高の観測水位を記録しました。その一方で、同豪雨後の降水量は極端に少な
く、その後の渇水調整等が必
要となりました。右図は、寺
内ダム地点における年 大流
入量を経年的に示したもので
すが、近年、年 大流入量が
確実に大きくなってきている
ことが見て取れます。ダムの
効果発現と的確な運用への期
待が益々大きくなっているも
のと推察しております。
　そのような中、小石原川ダムでは、皆様のご協力のもと、昨年５月１２日に定礎式を開
催させていただき、現在、ダム本体の工事が 盛期を迎えているほか、導水路工事や付替
道路工事等についても着実に進捗を図っているところです。本年は、これらの工事につい
て計画的な進捗と完成を目指すとともに、小石原川ダムの管理移行に向けて管理施設の整
備や関係の諸手続きを進めてまいります。
　これら管理に向けた事業の進捗と並行して、ダムを利用した地域活性化方策についても
具体化を進めます。昨年は、この取組の先鞭として、３つの湖による復興戦略会議、３ダ
ムと周辺の観光資源を巡るダムツーリズムモニターツアーの開催、夜の工事を見ていただ
くナイトツアーなどを行いました。本年は、同じ思い
を有する地域の団体等を発掘しながら、これらの団体
等とともに地域の活性化に向けた取組を進めてまいり
たいと思います。残り短くなってきたダム工事を視察
いただくとともに、皆様のご意見をいただけますと幸
いです。
　本年も、職員一丸となって、小石原川ダムの事業を
進捗させるとともに、より良いダム管理に向けて取り
組んでまいります。旧年にも増して、一層のご理解と
ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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新年のご挨拶

ダム見学の様子
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～小石原川ダム完成後の３つの湖を活かして～

　朝倉市、東峰村及び水資源機構は、「３つの湖
による復興戦略会議」を開催しました。
　第１回会議（平成３０年８月３１日（金））では、３つ
の湖と周辺の地域資源を連携させた地域の活性化を図り
つつ、九州北部豪雨からの復興を目指す方針を確認しま
した。第２回会議（同年１２月２２日（土））では、「３つ
の湖による復興戦略２０１８（仮称）」の方向性について
議論しました。
　１月に復興戦略推進チームを立ち上げ、復興を目指す
住民、企業、ＮＰＯをはじめとする多くの方々と連携し、
地域に活力をもたらすための、３つの湖を活用した試行
的な活動を始めていくこととしています。
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３つの湖による復興戦略会議を開催

　小石原川ダムでは、平成２８年７月から定期的に「小石原川ダム工事現場見学バスツ
アー」を開催しています。バスツアーは、原則昼間の時間帯
に実施しておりますが、現在、２４時間体制で工事現場が動
いていること及び夜の工事現場を見てみたいとのご意見があ
ったことから、ナイトツアーを平成３０年１１月２９日（木）
に開催しました。夜間のダム工事見学は全国でも珍しく、参
加者からは、「めったに見る事ができないものが見れてとて
も楽しく感動しました。」などの感想を頂きました。

あさくらＥＫＴる！ダムツアー＆魅惑のKE験ダムナイトツアーを開催

　平成３０年１２月２２日（土）に、あまぎ水の文化村で九州北部豪雨復興支援イベン
ト「Winter Festival 2018」が開催され、そのイベントの一環としてあさくら３ダム（江
川ダム（E）、小石原川ダム（K）、寺内ダム
（T））を巡る「あさくらＥＫＴる！ダムツ
アー」を開催しました。３ダムを１度に巡
る企画は今回が初めてであり、また、夜に
は小石原川ダムと江川ダムのライトアップ
が見られる「魅惑のＫＥ験ダムナイトツ
アー」を開催し、参加者の中には両方参加
された方もおられました。
　あまぎ水の文化村では、復興応援ライブ、
野外ライトアップや３ダムカレーの販売な
ど、様々なイベントが行われ、訪れた方々
にとって楽しい１日になったことと思います。

イ  ケ  テ ケ  イ

第１回会議終了後
関係者により手を取り合う様子

第２回会議開催状況

江川ダム 小石原川ダム

寺内ダム ダムカレー
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見学の様子
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　平成３０年１１月１９日（月）に、河川・ダム湖周辺の空き缶等の回収イベントとして、
小石原川・佐田川「ノーポイ運動」を実施し、河川およ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、甘木漁
業協同組合など、総勢約１２０名の方々
にご協力いただき、小石原川では軽トラ
ック２台分に相当する可燃ゴミ１２０kg
を、佐田川では軽トラック４台分に相当
する可燃ゴミ３１０kg・不燃ゴミ１００
kgを回収しました。
　ゴミの多くは道路から投げ捨てられ
たもののようですが、中に
は不法投棄された冷蔵庫な
どもありました。このよう
な活動を通じて、ゴミの投
棄が少しでも減ることを強
く願います。

豊かな水を緑を未来へ

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

寺内ダム災害復旧工事の状況寺内ダム災害復旧工事の状況
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　寺内ダムでは、平成２９年に続き、昨年 7月の豪雨によりもたらされた被害に対して災
害復旧工事を実施しています。
　貯水池の上流端付近において、洪水調節などダムの機能を維持するために、ダムに流入
した土砂の一部を除去する工事を行っています。重機（バックホウ）により土砂を掘削し、
ダンプトラックで朝倉市内や東峰村内の土砂の受入地へ搬出しています。降雨の多くなる
梅雨前に作業を終えるため、鋭意工事を進めております。
　地域の皆様には、日中のダンプ通行による騒音などご迷惑をおかけ致しますが、安全に
は十分に注意してまいりますので、引き続き災害復旧工事へのご理解とご協力をお願いい
たします。

寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“みなちゃん”

小石原川ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“ひかるくん”

小石原川ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“あかりちゃん”

盛立工事の状況

寺内ダム湖（美奈宜湖）上流での土砂撤去作業の様子

寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“カモッピー”

ご迷惑をお掛けしますが

ご理解ご協力お願いします！

“みなちゃん” “カモッピー”
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小石原川・佐田川ノーポイ運動の報告

佐田川ノーポイ運動の様子小石原川ノーポイ運動の様子



Water Festival 2018イベント情報！

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⑬

　小石原川ダムでは、ダムの堤体材料の一部であるコア材（ダム堤
体中心部に施工する粘土質の材料）を採取した跡地に植栽を行って
います。現在、およそ６千本の苗木を植栽しており、最終的にはお
よそ４万本を植栽する予定です。苗木は小石原川ダム周辺の木から
採取した種子を育てたもので、ドングリの木として有名なアラカシ
やイチイガシ、季節によって彩るイロハモミジやヤマザクラなど合
計で３３種あります。一年を通して緑色の葉をつける常緑樹や秋に
なると葉を落とす落葉樹の苗木を植栽し、常落混交広葉樹林を整備
します。
　また、苗木には鹿などによって葉が食べられることを防ぐため、
防護ネットを設置しています。防護ネットは環境に害がないよう、
自然分解されるものを使用しています。
　将来、小石原川ダム周辺に、様々な木からなる森が形成され、自
然豊かな環境が生まれるように、今後も環境に配慮した植栽を行っ
ていきます。

育苗中の苗木

コア山に植栽している苗木

小石原川ダムの植栽について小石原川ダムの植栽について

平成30年度水資源機構技術研究発表会の報告

　平成３０年１２月１８日（火）～１９日（水）に、水資源機構本社にて「平成３０年度水
資源機構技術研究発表会」が開催されました。この発表会は、日常業務の中で実施した設
計、施工、管理等に関する発表を行い、技術の向上、開発、蓄積を図るとともに、水資源
機構技術情報発信の場とすることを目的としています。朝倉総
合事業所より推薦しました５名を含む３０名が発表を行い、優
秀賞６題、特別賞４題が選定されました。朝倉総合事業所から
は、福島雅人「ロックフィルダムの盛立工における挑戦－ＩＣ
Ｔ施工の全面展開－」が優秀賞、尾花杏子「記憶に残る定礎式
を～小石原川ダム定礎式を終えて～」が特別賞を受賞しました。 発表の様子
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