
小石原川ダム イメージキャラクター

※

　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●　●

小石原川ダム
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第54号

　令和元年７月１１日（木）、盛立　工事が天端（ダムの
一番高い部分）へ到達しました。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
という型式のダムで、材料の性状や目的により、コア、
フィルター、ロックの３つのゾーンから構成されています。
平成２９年８月３０日にロックゾーン、１０月２０日にコ
アゾーン及びフィルターゾーンの盛立を開始し、平成３１
年１月に高さ１００ｍを超え、令和元年６月末時点で１３７
ｍまで進捗していました。盛立が完了するとダムの高さ
１３９ｍと九州で最も高いダムとなります。今後は盛立工
事の仕上げを行うとともに、洪水吐きなどの工事を鋭意進
めてまいります。

水の恵みを分かち合う あさくら３ダム ホームページは"朝倉総合"で検索 朝倉総合検索
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ダム堤体（下流から望む）【平成29年8月25日】

ダム堤体（左岸から望む）【平成29年8月28日】
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※土や岩石を使って、ダム本体を造ること。

盛立工事　天端へ到達

ダム堤体（左岸から望む）【令和元年7月11日】

ダム堤体（下流から望む）【令和元年7月11日】

左岸右岸
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朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）

　前号でもお伝えしました付替国道１号橋は、
国道５００号線を付け替える事業のうち、江川
ダム湖上に架かる橋長３３９ｍ、中央支間（橋
脚間）１７３ｍの橋梁です。平成３０年度時点
で片持架設工法による国内の連続箱桁橋の中で
は、本橋梁の支間が国内 大のものとなります。
　この付替国道１号橋の左右の橋が、まもなく
中央で接続し橋が繋がります（６月３０日現在
で２８４．５ｍ完了）。
　平成２８年１０月から準備工事がはじまり、
平成３０年７月より上部工に着手しました。ま
もなく橋は繋がりますが、 後の仕上げとして
舗装や高欄及び照明の設置などを行っていきま
す。これからも引き続き安全に施工を進めてま
いります。

　小石原川ダムでは、ダム堤体が完成の後、次の段階として「試験湛水」　を行います。
　試験湛水を前にして、９月２２日（日）に、ダム工事現場内（ダム湖底）において記念
イベントを行います。イベントでは、その日にしかできない 初で 後のプレミアムな体
験（湖底ウォーク、サイクリングなど）を企画しています。試験湛水を始めたら二度と踏
み入れられない場所となりますので、この機会にぜひご参加ください。詳細は８月１日
（木）から、あさくら観光協会ホームページでお知らせします。
　（問い合わせ先：あさくら観光協会　TEL 0946-24-6758）

※　ダム工事が完成した後に、実際にダムに水を貯めて、ダム堤体、基礎岩盤、
　　貯水池斜面などの安全性を確認する。

※

～まもなく左右の橋が中央で繋がります！～

写真上から
平成28年11月、平成30年10月、平成31年2月、令和元年6月

お待ちしています！

付替国道１号橋の進捗
小石原川ダム
イメージキャラクター
”ひかるくん”

かたもち かせつ

ダム本体←上流 下流→

小石原川ダム試験湛水前イベント

のお知らせ

Ｎｅｗダムカード
もらえます!!

当日お楽しみに～！

しけん たんすい

テケイ

EGAWA･KOISHIWARAGAWA･TERAUCHI

「Ｅ・Ｋ・Ｔる！ダム湖底うぉーく」



朝倉総合事業所（小石原川ダム建設/寺内ダム管理）

小石原川ダム
“ひかるくん”

小石原川ダム
“あかりちゃん”

江川ダム
“まみちゃん”

　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。朝倉総合事業所では、少し早めの令和元年７月２８日 (日
)に、ダム見学会を開催します。この日は寺内ダム近隣のあまぎ水の文化村でも「Water 
Festival 2019」を開催します。コラボ企画も用意していますのでお楽しみに！

　ひんやり涼しいダムの内部（監査廊）を見学でき
ます。ダム湖面の巡視体験　もできます。
　※当日の天候やダムの水位によっては中止となります。

　遊びや飲食物を通じて、水の大切さを考えよう！
水遊びやダムの働きなどがわかるダムクイズ。抽選
会や打ち上げ花火もあるよ～

　建設中の小石原川ダムの工事現場と
普段は入ることのできない江川ダム内
部（監査廊）を見学できます。

豊かな水を緑を未来へ ホームページは”寺内ダム”で検索 寺内ダム検索

　令和元年６月９日（日）に朝倉市と水資源機構が主催し、洪水期を目前としたこの時期
にダムの管理を正しく理解し、適切な避難行動につなげることをテーマに、「防災・減災
フォーラム in 朝倉」を開催しました。
　フォーラムは九州大学小松利光名誉教授より「近年の豪雨災害からの教訓と対策」と題
した基調講演をいただき、京都大学角哲也教授より「異常豪雨の頻発化に備えたダムの洪
水調節機能と情報の充実」と題した話題提供、寺内ダム管理所長の石橋から寺内ダムの管
理状況報告、朝倉市中野信哉副市長より「朝倉市避難基準について」と題した市民へのメ
ッセージがありました。パネルディスカッションが行われ、九州大学塚原健一教授をコー
ディネーターとして、講演をしていただいた教授のほか、朝倉市林裕二市長、地元関係者
等も加わり、“出水時の情報発信について”“どのよう
な情報であれば住民は動いてくれるのか”“日常から
何をやっておけば住民意識も高まりより安全な地域に
なるのか”などのテーマで意見交換が行われました。
　約４００名の出席者があり、会場からもたくさんの
質問をいただき、ダムの機能や緊急時の備えの重要性
をさらに認識いただいたフォーラムとなりました。

防災・減災フォーラム in 朝倉防災・減災フォーラム in 朝倉 報告

無料

無料

入場無料

寺内ダム
“みなちゃん”

Water Festival 2019

あまぎ水の文化村「Water Festival 2019」

コラボ企画夏のダム見学会夏のダム見学会

「防災・減災フォーラム in 朝倉」の様子

寺内ダム湖面巡視体験の様子

Water Festival Water Festival 

小石原川ダム／江川ダム 見学会

寺内ダム 見学会

事前予約が必要です。

見学会及び巡視体験は当日受付します。

抽選会参加は「抽選券付き前売りチケット」が必要です。 抽選会の景品がすごいよ

水の文化村
“みずまる君”

　大型重機見学の様子 放流ゲート真下から見学

小石原川ダム 江川ダム

寺内ダム

水の文化村

ＱＲコードを読み取ってＨＰにアクセス

お待ちしています！

かんさろう

※



「平成(HEISEI)」から「令和(REIWA)」へ！H R

メモリアルストーン埋納

水がささえる豊かな社会

お問い合わせ先

ホームページは"朝倉総合"で検索 朝倉総合検索

朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）

　平成３０年５月に行った定礎式や、毎月開催しているダム見学バスツアーで作成いた

だいたメモリアルストーン※を、平成３１年４月２６日（金）に埋納しました。

メモリアルストーンには、「水を大切に」、「安全第一」、「ダム見学また来るよ」、

「復興・支援ありがとう」など、

たくさんのメッセージやイラスト

が描かれており、多くの方の想い

とともに小石原川ダムの建設があ

ることを再認識した瞬間でした。

　このストーンはもう見ることは

できませんが、皆さんの想いがダ

ム堤体の中にしっかりと刻みこま

れていますので、ダムにまた訪れ

て下さい。

独立行政法人水資源機構

 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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※「メモリアルストーン」とは、ダムの材料となる石に、イラストや名前・メッセージなどを自由に
ペイントしてもらい、ダムの材料の一部として使用します。

メモリアルストーン作成中 カラフルに描かれたメモリアルストーン

メモリアルストーン埋納場所と埋納の様子

素敵な
メモリアルストーンね！

ひかるくんメモリアルストーン埋納メモリアルストーン埋納
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