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　取水放流設備は、ダムに貯めた水を下流河川の環境に配慮して適切に流すための設備で
水質・水温に応じて取水する水深を自由に選択できる「選択取水設備（図①）」と、ダム
下流に流す水の量を調節する「利水放流設備（写真①）」があります。

　選択取水設備は、当機構で初めてとなる「側壁な
し円形多段式ゲート」を採用しました。構造は、直
径が異なる８段の円筒形の扉体（直径２．２ｍ～
５．２ｍ）を連結し、望遠鏡のように伸び縮みする
ようになっており、扉体の最上段（１段扉）にある
取水口（水の取り入れ口）からは最大毎秒１５立方
メートルの水を取り込むことができます。現在は概
ね製作が完了し、コンクリートの基礎が完成した後
に設置を行っていきます。
　利水放流設備は、水道の蛇口のような設備で、選
択取水設備から取り込んだ水を流量調節しながらダ
ム下流に流すものです。２月末にゲートの設置が完
了し、コンクリートによる埋設作業を行っています。
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杉の馬場の桜（朝倉市）

水の恵みを分かち合う あさくら３ダム

ダムカードがＡＲ対応になりました

　小石原川ダムと寺内ダムのダムカードがＡＲ（拡
張現実）に対応しました。お手持ちのスマホにアプ
リをダウンロードしてダムカードにかざすと、カー
ドの中が動き出します。
是非お試し下さい！

どんな動画なのかはお楽しみ！

小石原川ダム
イメージキャラクター
”ひかるくん”取水放流設備の紹介取水放流設備の紹介
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設備設置位置（平成31年3月末の写真）

①選択取水設備

放流経路

(上流)

②利水放流設備

(下流)
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図①
選択取水設備　完成イメージ

２段扉→

←←←８段扉

写真①　利水放流設備
（平成31年3月中旬）
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）

付替国道１号橋が延びています

　基礎処理工とは、ダム堤体の岩盤に孔を掘り、圧力をかけてセメントを岩盤に注入し岩
盤の割れ目を埋める工事のことです。この工事ではダムにためた水が岩盤を通りにくくす
ることを目的としており、浅い部分については水をせき止めるコアゾーン (粘土質の土 )
を守るとともに岩盤の割れ目を埋めて岩盤を補強することも目的としています。
　基礎処理工は主に３つの工事からなり、
ダムの中心にある監査廊から実施するカー
テングラウチング（写真左）、ダム堤体の
うち水をせき止めるコアゾーンで実施する
ブランケットグラウチング（写真右）、洪
水吐で実施するコンソリデーショングラウ
チングがあります。
　カーテングラウチングは、 長で１４０ｍ
になる孔から、地下の透水性を確認し、深
いところまで施工を行っています。
　小石原川ダムでは平成２９年１月から基礎処理工を開始し、平成３１年２月末現在の進
捗はカーテングラウチングは６４％、ブランケットグラウチングは９２％、コンソリデー
ショングラウチングは８６％完了しています。

導水路トンネルが掘進完了しました

基礎処理工の状況

導水路トンネルが掘進完了しました

基礎処理工の状況

付替国道１号橋が延びています

　　　　　　　　　　　　　　　　　国道５００号線の付替工事として、江川ダム貯水池
　　　　　　　　　　　　　　　　（上秋月湖）を横断する橋梁である付替国道１号橋で
　　　　　　　　　　　　　　　　は、現在、本格的な上部工（車道部分）の張出施工が
　　　　　　　　　　　　　　　　行われています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　ＰＣ３径間連続箱桁橋という形式で、橋長３３９ｍ
　　　　　　　　　　　　　　　　中央支間１７３ｍと、現時点では同種橋梁形式におい
　　　　　　　　　　　　　　　　て国内 大級の中央支間長を有する橋梁となります。
　　　　　　　　　　　　　　　　　車道部分の工事は、橋の両端に移動式作業台車を設
　　　　　　　　　　　　　　　　置し、宙に浮かんだ状態で型枠や鉄筋を組み立てなが
　　　　　　　　　　　　　　　　ら、コンクリートを５ｍ～７ｍずつ打設し、橋長を伸
ばす片持架設工法を採用しています。橋長３３９ｍのうち１００ｍ分（３月２９日時点）
のコンクリート打設が完了しています。
　夏頃には、両端から延びている車道部分が中央でつながる予定です。

【写真上】平成31年3月末の施工状況
【写真下】付替国道１号橋予想パース図
（いずれも江川ダム上流より下流を望む）

中央支間１７３ｍ

～ダム本体工事～
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　佐田川と小石原川を結ぶ延長約５ｋｍの導水路トンネルが４月２日に掘進完了しました
導水路トンネル工事は、小石原川側からのトンネル掘進を平成２８年９月から、佐田川側
からのトンネル掘進を平成３０年９月からそれぞれ開始し、約２年半の歳月を経て掘進完
了にいたりました。途中、平成２９年７月九州北部豪雨や平成３０年７月豪雨による被災
を受けながらも、着実にトンネルの掘進を進め、２台のシールドマシンが地下約１００ｍ
で接合しました。今後は、シールドマシンの解体撤去、佐田川の水を導水路トンネル内に
通水するための取水堰や導流水路の施工等を進めてまいります。

ブランケットグラウチング施工場所

左岸

下流側上流側

ブランケットグラウチング
の様子

監査廊内のカーテン
グラウチングの様子



　前号でもお伝えした災害復旧工事の状況について、お知らせします。洪水調節などダム
の機能を維持するために、洪水調節容量内に堆積した土砂、約７万５千立方メートルの除
去作業を進めています。３月末時点で、おおよそ９割の除去を実施できました。
　工事は５月頃には終える見込みであり、これによって、降雨の多くなる梅雨前までに、
寺内ダムの洪水調節容量を１００％確保し
て、大雨に備えることができます。
　今しばらくの間、地域の皆様には、ダン
プ通行による騒音や道路の汚れなどご迷惑
をおかけいたしますが、地元車両を優先し、
安全には十分に注意するとともに、周辺へ
の配慮にも努めてまいりますので、引き続
きご理解とご協力をお願いいたします。

豊かな水を緑を未来へ

朝倉総合事業所（寺内ダム管理）

ホームページは”寺内ダム”で検索 寺内ダム検索

　寺内ダムでは、５月９日 (木 )、１０日 (金 )に、洪水対応演習を予定しています。
　この演習は、洪水への対応を的確に行うため毎年実施しているもので、朝倉市や大刀洗
町など関係機関への連絡や、警報車両による巡視などの訓練を行います。放流警報の訓練
では、佐田川下流のサイレンなどを実際に鳴らすため大きな音が出ますが、ご理解をお願
いいたします。
　また、ぜひこの機会にサイレンの音を聞いていただき、今後の参考としていただければ
と思います。

　寺内ダムは、今年も桜が満開となりました。
　夜の桜もお楽しみいただけるように、ダム直下の下流広場に
おいて、ライトアップを行いました。竹灯籠と新たに加えた提
灯から漏れる柔らかな光の下で、昼とはまた違った表情が見ら
れたことと思います。

寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“みなちゃん”

ご理解ご協力
         お願いします！

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

洪水対応演習のお知らせ洪水対応演習のお知らせ

第２９回

寺内ダム夜桜ライトアップライトアップ

報告

報告

寺内ダム「ブラックバス・ブルーギル」釣り大会

　　　お問い合わせ先
甘木漁業協同組合　安陪さん宅　TEL 0946-22-8656
※「ブラックバス釣り大会の件で」とお尋ね下さい。

ブラックバス・ブルーギル（外来魚）
国外から移入された魚で、在来種や生態系への悪影響が問題とされています。

　５月１９日（日）に、寺内ダムにおいて、甘木漁業協同組合が主
催する「ブラックバス・ブルーギル釣り大会」が開催されます。特
定外来生物の駆除と趣味を兼ねた催しとして、毎年実施される大会
です。興味のある方はぜひご参加下さい。

寺内ダム
ｲﾒｰｼﾞｷｬﾗｸﾀｰ
“カモッピー”

釣り大会の様子

開催

寺内ダム下流広場の様子

土砂除去の作業前（呑吉地区付近） 土砂除去の作業後（呑吉地区付近）



　平成３１年４月１日付け人事異動に伴い、新たに９名の職員が配属となりましたの
で、ご紹介します。

水がささえる豊かな社会

お問い合わせ先
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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）

あかりちゃん

　小石原川ダムは平成２８年４月にダム本体工事に着手し、現在、ダムの盛立工事の

盛期を迎えています。小石原川ダム建設事業の目的や工事の進捗状況などについて、報

道機関の皆様を対象とした見学会を３月

２０日（水）に開催し、ダム本体の盛り

立て工事と付替国道１号橋工事の状況を

見学いただきました。４社（テレビ局２

社、新聞社、専門誌）が参加され、ダム

の特徴、完成後のダムの役割や効果など

多くの質問を頂きました。

報道機関を対象とした小石原川ダム工事現場見学会を開催報道機関を対象とした小石原川ダム工事現場見学会を開催

転入者のご紹介転入者のご紹介

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つ。
梅の花のように、日本人が明日への希望を咲かせる国でありますように。

独立行政法人水資源機構

アクセスマップを更新

ダム左岸天端展望台で取材 １号橋工事の施工状況

【後列左から】高橋（管理課）、砂野（調査設計課）、西村（工務課長）、

山内（経理課長）、【前列左から】本田（機械課）、梶原（管理課）

【左から】森（寺内ダム）、石橋（寺内ダム管理所長）、

鵜飼（寺内ダム）

 朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）

〒838-0019 朝倉市上秋月1373-1
　 0946-25-1100 FAX 0946-25-1188
https://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
　 0946-22-6713 FAX 0946-24-1561
https://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/
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アクセスマップアクセスマップ

５月１日施行「平成(HEISEI)」から「令和(REIWA)」へ！「平成(HEISEI)」から「令和(REIWA)」へ！
RE

WA
I

、

朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）配属 朝倉総合事業所（寺内ダム管理）配属
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