
- 1 - 
 

■ 企業団・構成団体の動き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●牛頸浄水場「記念植樹」【開催しました】〔4/8（木）牛頸浄水場〕 

植樹式では、井本
い も と

宗司
む ね じ

大野城市長、地元（牛頸区、平

野台区、月の浦区）の代表の方々、北村
きたむら

達也
た つ や

 水資源機構

筑後川下流総合管理所所長、当企業団の 中村貴久
なかむらたかひさ

企業長

など 18名により、ジンダイアケボノ 6本が、浄水池そば

の斜面に記念植樹されました。 

地域の皆さまとの橋渡しとなることを祈念して、植えら

れたジンダイアケボノは、太陽の光を浴びて元気に成長す

るものと思います。              ＜牛頸浄水場 弥永＞ 
 

●一本松公園の給水施設に愛称「河原
ご う ら

のしずく」の看板を設置 
（宇美町から情報提供いただきました） 
宇美町では、新規水源開発の調査過程において掘削した井

戸の有効利用を図るため、一本松公園で岩盤地下水の給水を
行っています。 
この地下水の愛称を「河原のしずく」とし、新たに“温もり”

や“親しみやすさ”が感じられるデザインの看板を設置しまし
た。 
ご利用料金は 20リットル 100円です。容器は各自ご用意

ください。 
地下 120mから汲み上げた、三郡山系が育んだおいしい水

を味わってみませんか。 
場  所 一本松公園第 2駐車場内（宇美町大字宇美字打尾 1283番 1） 
利用時間 午前 8時～午後 6時 

 

  

企業団キャラクター 
ピュータくん 

この「ふくすいき～福水企～」通信は、福岡地区水道企業
団、各構成団体などの情報交換のために毎月発行しています。 
 

発行：福岡地区水道企業団 総務課 
福岡市南区清水四丁目 3-1 
TEL 092-552-1731(代) 

令和 3 年 4 月号 

イベント等の詳しい情報等が得られるように、タイトルには
できる限り URLを埋め込んでいます。↗▒（埋め込みマー
ク） 

 
 

記念植樹の様子 
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■水源地域の主なイベント 【お出かけください】 
 4月、５月の予定 

 
 

 
 
 
 
●杖立温泉鯉のぼり祭り〔4/1（木）～5/6（木）熊本県小国町「杖立温泉」〕↗▒ 
（小国町から情報提供いただきました） 
筑後川上流域の熊本県小国町では、毎年４月１日から

５月６日の間、杖立温泉街を流れる杖立川の上空を鯉の
ぼりが泳ぐ「杖立温泉鯉のぼり祭り」（主催：杖立温泉
観光協会）が開催されています。 
春の風物詩として色とりどりのたくさんの鯉のぼり

が、川の風で体をふくらませて楽しげに青空に泳ぐ姿
は、見ているだけで心が癒されます。 
期間中、夜はライトアップ(19:00～22:00)されます

ので、昼間とは違う幻想的な鯉のぼりを見ることができ
ます。 
新緑の季節に、お出かけしてみませんか。 
日    程  令和 3年 4月１日（木）～5月６日（木） 

  開 催 場 所  熊本県小国町下城杖立 杖立温泉 
  問い合わせ先  杖立温泉観光協会 TEL 0967-48-0206 
 
●第 64回久留米つつじまつり〔4/9（金）～4/25（日）久留米市〕↗▒ 
（公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会から情報提供いただきました） 
「久留米つつじまつり」は熊本市、鹿沼市と並んで「日

本三大植木まつり」の一つに数えられるほど有名な植木ま
つりです。期間中何度来ても楽しめると遠方からのお客様
やリピーターなど多くの方で賑わいます。 
今年は装いも新たに、くるめ緑花センターで「春の植木

祭 グリーンマルシェ」期間中に開催します。 
会場には、生産農家から持ち込まれるつつじをはじめ、

花・盆栽などが販売されます。ほかにもモデル庭園や大抽
選会、スタンプラリーなどイベントが盛りだくさんです。 
広い会場に並ぶたくさんの植木の中からお好みの商品を探してみてはいかがでしょうか。 
日    程  令和３年 4月９日（金）～４月 25日（日） 10：00～17：00 

  開 催 場 所  くるめ緑花センター特設会場（久留米市善導寺町木塚 302-1） 
  問い合わせ先  久留米つつじまつり実行委員会事務局（くるめ緑花センター内） 
          TEL 0942-47-2581  
 
 
 

川の上空を泳ぐ鯉のぼり 

☆ イベント等につきましては、新型コロナウイルスの感染状況により変更になる場合がありま
す。お出かけの前に問い合わせ先にご確認ください。 

 

https://ogunitown.info/events/event/2570/
https://ogunitown.info/events/event/2570/
https://welcome-kurume.com/events/detail/2d355797-4d83-49c5-bb05-467fd554a683
https://welcome-kurume.com/events/detail/2d355797-4d83-49c5-bb05-467fd554a683
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●エツ漁解禁とエツ感謝祭〔5/1（土）～7/20（火）久留米市城島町〕↗▒ 
（公益財団法人久留米観光コンベンション国際交流協会から情報提供いただきました） 
エツは、カタクチイワシ科の魚で、国内では有明海にのみ生息し、初夏にかけて産卵のため筑後川

下流域に遡上してきます。希少な魚であるため、漁の解禁は 5 月 1 日～7 月 20 日と決められていま
す。 
 このエツ漁解禁に伴い、豊漁と漁の安全を祈願し、エツの生息できる環境を守り、幻の魚としない
ことを願う「感謝祭」が、5月 1日に開催されます。 
小旗をはためかせ、霞の中を行き交うエツ舟は、城島の風物詩となっており、獲れたての城島のエ

ツ料理は絶品です。 
この時期にだけ味わうことができる貴重な郷土料理を、地酒とともにぜひ味わってみてください。 
日    時  令和３年 5月 1日（土） 10：00～ エツ感謝祭 

 開 催 場 所  エツ大師堂（久留米市城島町上青木 313-1） 
 問い合わせ先  エツ感謝祭実行委員会（久留米南部商工会内） TEL 0942-64-3649 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ エツの言い伝え 
昔、旅の僧侶（弘法大師）が筑後川を渡れずに困っているのを見て、川辺の貧しい漁師が親切に対

岸まで渡してあげました。僧がお礼にヨシの葉を川面に投げこむと、それがエツになったそうです。 
城島町では、「エツ大師堂」を建てて、弘法大師を手厚く祀り、エツの恵みに感謝をしています。 
 

●日田の恩返しキャンペーン！第３弾↗▒ 
（日田市から情報提供いただきました） 

皆さまからいただいた、ご支援や応援に対して日田市では「日田
の恩返しキャンペーン」を展開中。現在は第３弾で、スマホアプリ
“ひた pay”をダウンロードしてコンビニで 3000 円をチャージする
と、日田で使える 900円の商品券と 5000円分の宿泊券をプレゼン
ト。合計 5900円もお得なキャンペーンを実施中！ 詳細はホームペ
ージで確認を。 
 日    程  令和 3年 4月 12日（月）～６月 30日（水） 
 開 催 場 所  大分県日田市内 
問い合わせ先  日田市観光協会 TEL 0973-22-2036 

 
 

 
 

エツ漁の様子 

エツ エツ漁の様子 

https://welcome-kurume.com/events/detail/aaeb8c1f-5b7f-440a-be11-600e82a35f22
https://welcome-kurume.com/events/detail/aaeb8c1f-5b7f-440a-be11-600e82a35f22
https://www.city.hita.oita.jp/soshiki/shokokankobu/kankoka/kankoshinko/12353.html
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－福岡地区水道企業団運営協議会幹事－ 
 

福岡地区水道企業団（課長級以上） 

 

                                 （令和 3 年 4 月 1 日付） 
当企業団運営協議会（委員：各構成団体首長）の幹事には、水道担当部署の部課長の方にご就任 

いただいております。みなさん、よろしくお願いいたします。 

（令和 3年 4月 1日付） 

 今年度はこのメンバーで、企業団事務局を務めます。よろしくお願いいたします。  
 

  

福岡地区 筑紫地区

糟屋地区

糟屋地区 宗像地区 糸島地区

福岡市

水道局総務部長

伊賀上　一馬

大野城市

企業総務課長

松岡　真彦

春日那珂川水道企業団

総務課主幹

山川　誠治

筑紫野市

上下水道料金総務課長

岡本　有司

太宰府市

都市整備部上下水道課長

田中　潤一（新任）

古賀市

上下水道課長

星野　孝一

宇美町

上下水道課長

藤井　則昭 圓能寺　豊博 稲永　勝章 松本　義隆

糸島市

水道課長

吉田　和弘 吉村　浩次（新任）

宗像地区事務組合

経営施設課長

須恵町

上下水道課長

粕屋町

上下水道課長

志免町

上下水道課長

篠栗町

上下水道課長

城戸　勝範 横山 正利 高橋　忠久（新任）

久山町

上下水道課長

新宮町

上下水道課長

藤田　英隆（新任） 新川　智子（新任） 佐藤　浩（新任） 玉井　恵美（新任） 宮川　節子（新任）

副企業長 総務部長 施設部長 総務課長 財務課長

計画調整課長

樽井　史朗

施設課長

田中　義則

牛頸浄水場長

松岡　洋一（新任）

水質センター所長

山本　珠惠

海水淡水化センター所長

廣川　憲二
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福岡地区水道企業団 職員名簿（係長級以上） 
 

                                  （令和 3 年 4 月 1 日付） 

 

役  職  名 氏  名 施設所在地・連絡先 

企業長  中村 貴久  

副企業長  藤田 英隆    

  総務部長  新川 智子  

総務課長  玉井 恵美 福岡市南区清水四丁目 3-1 

    総務係長  島崎 直彦  TEL 552-1731（総務課） 

交流広報係長  中川 泰夫    552-1733（財務課） 

財務課長  宮川 節子    552-1732（計画調整課） 

財務係長  吉永 逸郎     552-1734（施設課） 

管理係長  熊谷 英樹  FAX 552-1729（総務課・財務課） 

施設部長  佐藤 浩    552-1719（計画調整課・施設課） 

計画調整課長  樽井 史朗  

    計画調整係長 藤岡 泰作   

    計画調整係長 伊藤 淳一  

    主査（海水淡水化施設調査担当） 大塚 裕昭   

施設課長  田中 義則  

施設係長  岩﨑 寛  

牛頸浄水場長  松岡 洋一  牛頸浄水場 

浄水第１係長  岩見 初志  大野城市牛頸一丁目 1-1 

浄水第２係長  金栗 弘道  TEL 596-5021 FAX 595-3065 

   水質センター所長  山本 珠惠 水質センター 

   第１係長  野中 研一  大野城市牛頸一丁目 1-1 

第２係長  中岡 利江  TEL 596-6169 FAX 596-3259 

海水淡水化センター所長  廣川 憲二 海水淡水化センター 

運転管理係長  小野 皓一郎   福岡市東区大字奈多 1302-122 

主査（水質管理担当）  古川 英臣  TEL 608-6262 FAX 608-6256 

【議会事務局/監査事務局】  福岡市南区清水四丁目 3-1 

書記（主査/議会・監査等担当） 一ノ瀬 明子  TEL 552-1731 FAX 552-1729 
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■ ダムいっとう！ 
 

  
このコーナーでは、主に福岡地区水道企業団や構成

団体の水源となっているダムを探訪して、担当者から
お話をうかがい、その特色や魅力に迫ります。 

今回は、九州一の堤高を誇る小石原川
こいしわらがわ

ダムを訪ね
ました。ダムは現在試験湛水中です。 
小石原川ダムの東には、全国的にも有名な小石原焼

や高取焼の窯元を有する東峰村があります。 
また、窯元の近くには、幹回り約 8.3m、樹高約

55mの「大王杉」と名付けられた巨木を含む 375本
の杉の巨木群「行者杉」があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
小石原川ダム管理所の濱崎です。生まれは福岡市ですが、（独）水資源機構

に入社し、異動で全国をまわりました。小石原川ダムは 10か所目で、朝倉市
内の宿舎から通勤しています。 

ダムの特徴ですが、まず何と言っても
堤高の高さですね。堤高 139ｍは九州一
です。急峻な地形に対応するため、通常
はスロープ状の洪水吐きのシュート部分
を階段状にして水の勢いを抑制する構造

としています。日本では鳥取県の殿
との
ダム

に次いで 2例目になります。 
この階段部分は、堤体から見ると普通

の階段のように見えますけど、１段の高
さは 2.5m以上もあるんです。小石原川ダムでは、通常のダムカー

担当職員ダム自慢♪ (独)水資源機構 筑後川局 筑後川上流総合管理所 小石原川ダム管理所 濱崎所長代理 

 

小石原川ダム

ダ ム の 目 的 洪水調節、河川環境保全 
上水道、緊急水の確保   

所 在 地 朝倉市 
河 川 名 筑後川水系小石原

こいし わ ら
川 

型 式 ロックフィルダム 
堤高／堤頂長 139m／約 550m  
総 貯 水 量 40,000,000㎥ 
利 水 者 福岡県南広域水道企業団 
        うきは市 
管 理 者 （独）水資源機構 
着工年／完成年 2016年／2020年 
 

小石原川ダム 

洪水吐のダムカード 

寺内ダム 

江川ダム 

濱崎所長代理 
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ドのほかに、この洪水吐部分をフィーチャーしたダムカードも作っているんですよ。 
もう一つの特徴ですが、見学者が快適なダムということで

す。見学者用のトイレや説明用の多目的ルームを管理事務所の
外に作っているので、靴を脱がずに使っていただくことができ
ます。１階ホールの床には、東峰村の工場で作られた木質成形
タイル(樹のレンガ)が使われています。また、堤体には朝倉の

木版画家、故佐野
さ の

至
いたる
さんが制作した原画の陶板画が 28枚飾

ってあります。佐野さんは、学校の先生をされていたそうで、
地元の方が来られた時には、「ああ、佐野先生の・・・」と懐
かしそうにおっしゃるそうです。 
小石原川ダムでは、ダムすぐ下流にある木和田導水施設も管理しています。この施設は、寺内ダムの

上流の佐田川と小石原川ダムの下流とを繋いでいて、水が溜まりやすい寺内ダムで水が余っている時に
は、ここを通って江川ダムに水を送るようにしているんです。試験送水は終了していて、小石原ダムの
試験湛水が終了後に運用開始予定となります。 
現在、小石原川ダム建設工事に伴う付替道路の工事が「令和 2年 7月豪雨」の影響で遅れており、開

通は、令和 3年 6月頃を予定しております。見学については、もうしばらくお待ちください。 
 
 
 

小石原川ダムから約 8 ㎞東（現在道路工事中です）に行くと、
東峰村の「道の駅小石原」があります。 
ここでは、300年の伝統をもつ「小石原焼」の窯元約 50軒が

出店しています。 
茶碗や湯飲みなどの日

用品から、大皿や壷のよ
うな美術品までが整然と
陳列されており、見るだ
けでも楽しめます。 
また、地元の新鮮な野

菜等の即売を行う物産コ
ーナーもあり、わらびな
どのほか、珍しい葉わさびも置いてありました。 
葉わさびのしょうゆ漬けのレシピも配布されており、つくって

みたところ、意外に簡単で大変おいしくいただきました。 
 

「道の駅小石原」から東に約 2㎞離れたところにある「行者杉」は、樹齢 200
～600年と言われる約 4.7haにわたる見事な杉の巨木群です。 
修験者は峰入修行する際に杉の穂を植える習わしがあり、その杉が長い年月を

かけて育ったものが「行者杉」と呼ばれるようになったそうです。 
行者杉の中でも、「大王杉」と名付けられた巨木は、樹高 約 55ｍ、幹周り 8.3

ｍ、推定樹齢 600 歳で、林野庁 の『森の巨人たち百選』に選ばれており、その
威容には圧倒されます。                      ＜総務課 中川＞ 

 

ちょっと寄り道♫ 

 

故佐野至さんが制作した原画の陶板画
（秋月の眼鏡橋） 
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水 源 情 報 

編 集 後 記 

 
 
企業団ホームページの［水源情報］は、毎日 

（土日祝を除く。）最新情報に更新しています。 
 
 
 
 
 
 
 
 
・企業団ホームページ［水源情報］アドレス 

http://www.f-suiki.or.jp/waterquality-info/water-info/ 
 

 
 

 企業団の玄関の桜は３月下旬に満開となり春が来ました。 

新型コロナウイルスの感染が拡大しはじめてから１年を超
えましたが、これまで、マスク着用、徹底した手洗い、消毒、
３密を避ける、緊急事態宣言の下で飲食店等の営業時間の短縮
など、様々な対応がとられてきましたが、まだ感染は収まって
いません。世界の製薬会社では、すごい速さでワクチンが開発
され、日本では、まず医療関係者への接種が始まっています。
ワクチンにより感染が収まり、以前のような生活に戻ることが
できると期待しています。 

サッカーやプロ野球が開幕しました。昨年は全く行かなかっ
たのですが、今年はワクチン接種後には球場に行きたいと思っ
ています。聖火リレーが始まった東京オリンピック・パラリンピ
ックについても、完全な形でないのは残念ですが、開催を大いに
楽しみにしています。 

最近、水に関する２冊の本を読みました。 

「水神
すいじん

（上下２巻）」（著者：帚
ははき
木
ぎ
蓬生
ほうせい

）は、筑後地方で育
ったほとんどの人は知っている「五庄屋」の物語で、江戸時代、
筑後川が近いのに川面より高い台地のため水が引けず、慢性的
に水不足に苦しんでいる百姓を救うため、五人の庄屋が命をか
けて筑後川に堰をつくり水路を開いた物語です。 

百姓の暮らしを子々孫々にわたって守るため、命と全財産を
工事にかけた五庄屋たちの思い、工事が失敗したら五庄屋が磔
刑に処せられる十字型の磔柱が設置され、それを見た百姓たち
が地域総出で、大石堰や長い水路をわずか 60日で作る姿、初め
ての通水時に事故が起こり、その責任を五庄屋に負わせないた

福水企 検索 

アドレスをクリックすると、 
[水源情報]が載っています 
ので、見てね！！ 

企業団の玄関前の桜 

五庄屋を祀った長野水神社 

長野水神社横の大石用水路 

http://www.f-suiki.or.jp/waterquality-info/water-info/
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め、自ら切腹した久留米藩の普請の老武士の遺書など、感動が深くすばらしい小説でした。 

もう一冊は、「ウォーターゲーム」（著者：吉田修一）です。福岡にあるダムが爆破され、甚大な被
害が発生。爆破は、水道民営化を進め利権を得ようとする政治家や水メジャーなどの水道関連企業に
よって計画・実行されたものであったというストーリーで、産業スパイ、国際諜報組織の情報戦、ア
クションが中心となっており、エンターテインメントとして楽しく読みました。 

4 月になり、新しい年度が始まりました。昨年度は、コロナ感染拡大防止のため、筑後川流域との
交流事業はほとんどが中止になってしまいましたが、今年は、十分な感染拡大防止対策を行いながら、
事業を実施する方向で動いていますので、多くの事業が復活すると期待しています。 

早く感染が収束し、交流事業が復活することを切に願っています。           ＜田＞ 

 

★ 構成団体の皆さまからの情報をお待ちしています！！ 
「ふくすいき～福水企～」通信では、今後も構成団体の皆さまの声や意見を掲載していきたいと 

思っています。 
皆さまの周りでも、お知らせしたいことや紹介したい取り組み、 

イベント情報、また感想、ご意見などありましたら、ぜひ、ご連絡 
ください！！ 
よろしくお願いします。 

 
 
 
 

 
福岡地区水道企業団では、企業団ホームページや SNS（Twitter 、Facebook ページ）を通じて、

企業団が行う事業や取り組み、水源地域や流域で行われるイベント等をわかりやすくタイムリーに情
報発信しています。 
ホームページの記事や SNSで発信した情報について、面白い、役に立ったなどと思われた方は、ぜ

ひ、SNSの機能（リツイートやシェアなど）を使って、多くの方に情報を届けていただければ幸いで
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

～ 情報を提供していただく場合 ～ 
掲載希望前月の末日までに、原稿を下記へメール送信してください 
福岡地区水道企業団総務課交流広報係  kouhou@f-suiki.or.jp 

 

たくさんの情報提供を 
お待ちしています！！ 

 

福岡地区水道企業団 YouTubeページ 

福岡地区水道企業団ＨＰ 福水企 検索 http://www.f-suiki.or.jp/ 

福岡地区水道企業団 Facebookページ 

福岡地区水道企業団 Twitter 


