
■ 企業団・構成団体の動き 

■福岡地区水道企業団企業長の就退任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当企業団の企業長につきましては，平成２８年３月３１日をもって和志武
わ し た け

 三樹男
み き お

が退任し， 

４月１日付で各構成団体の長の共同任命により 諌山和仁
いさやまかずひと

が企業長に就任しました。 

 

就任あいさつ  企業長 諌山
いさやま

 和仁
かずひと

 

この度，福岡地区水道企業団の企業長に就任いたしました諌山でござ

います。 

私は，昭和５３年の福岡大渇水の年に福岡市役所に入庁し，市民生活

にどれほどの大きな影響があったか身を持って知ることになりました。 

都市圏住民の生命「水」を預かっていることから身が引き締まる思い

であります。 

福岡都市圏で使用される水の約３分の１は，筑後川からの水です。 

今後も，水源地域や流域の皆さまへの感謝の気持ちを決して忘れるこ

となく，水源地域や流域との交流，連携に一生懸命取り組んでまいりま

す。 

また，今日の福岡都市圏の発展は，先輩たちの努力の賜による水道事業が礎となっており，その施

設を適切に維持管理し，企業団の使命である水道用水の安定供給のため職員一丸となって，しっかり

と取り組んでまいります。皆さまのご支援，ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

 

●熊本地震への対応 

 ４月１４日夜及び１６日未明に発生した「平成２８年熊本地震」では，福岡でも強い揺れがあり，

当企業団では，直ちに各施設や導・送水管の点検等を行いましたが，特に被害はありませんでした。 

 震源地である熊本県内では，多数の死傷者が出ており，建物の倒壊や道路の陥没，水道や電気など

のライフラインも広い範囲で損傷しています。 

 このため，日本水道協会からの要請により，被災地への支援として，４月１６日に熊本市上下水道

局に海水淡水化水ペットボトル（５００ml）３，１９２本をお届けしました。 

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) 

平成 28 年 4 月号 

平成 28 年４月の熊本地震により亡くなられた方に謹んでお悔やみを申し上

げますとともに，被災された方々に心よりお見舞い申し上げます。 

一刻も早い復興を心よりお祈り申し上げます。 



 

 また，大分県日田市からの要請により，４月１８日に海水淡水化水ペットボトル２，０４０本をお

届けしました。 

                                   ＜総務課 田子森＞ 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●平成２７年度「筑後川水道三企業団協議会総会」 （3/4（金） ＡＮＡクラウンプラザホテル福岡） 

筑後川水道三企業団協議会（福岡県南広域水道企業団，佐賀東部水道企業団及び福岡地区水道企業

団で構成）の平成２７年度総会が開催されました。 

議題として，事務局から平成２７年度事業報告及び決算（見込み），平成２８年度事業計画（案）及

び予算（案）の説明があり，原案どおり承認されました。 

＜総務課 杉田＞ 

 

●牛頸浄水場「桜花見会」「記念植樹」及び「施設見学会」 （4/4（月） 牛頸浄水場） 

牛頸浄水場では，毎年４月，地域の皆さまをお迎えし，桜花見会を開催しています。 

今年はあいにくの雨でしたが，花見会に合わせるように満開となった約３００本の桜を観に， 

２０３名の方々のご来場いただきました。 

今年も桜花見会とあわせて，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，屋宮輝彰
おくみやてるあき

 水資源機構総合施設管理長，諌山和仁 当企業団企業長など１８名により，ソメイヨ

シノが地域の皆さまとの橋渡しとなることを祈念して，管理本館玄関ロビーにて植樹式を行いました。 

また，午後から行われた浄水場と水質センターの施設見学会には，１３名の方が参加され，筑後川

より取水された水の浄水処理の過程と水質検査について学ばれました。 

＜牛頸浄水場 青山＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

水も滴る満開の桜 桜を植樹する地域の代表の方々 植え替えられたソメイヨシノ 

熊本市役所への出発式 熊本市上下水道局への搬入 



■ 水源地域との交流事業，構成団体・水源地域の主なイベント 

実施レポート 

 

 

 

 

●杖立温泉鯉のぼり祭り準備【参加してきました】 （3/28（月） 熊本県小国町「杖立温泉」） 

 杖立温泉鯉のぼり祭り【お出かけください】 （4/1（金）～5/6（金）） 

筑後川上流域の熊本県小国町では，毎年４月初旬から５月の連休にかけて，杖立温泉街を流れる杖

立川の上空を約３,５００匹の鯉のぼりが泳ぐ「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，今年で３７回目を迎えます。 

その開催準備（鯉のぼり飾り付け作業）が，３月２８日に地元の皆さんやボランティアの方など総

勢約１５０名で行われ，企業団職員６名もスタッフとして参加しました。 

この作業は，約１０名が一組となり，川の両岸に分かれ，

お互い声を掛け合いながら十数匹の鯉のぼりを結びつけた

ロープを対岸に渡し，手際よく川の上空に飾り付けていき

ます。 

途中，ロープが弛んで鯉のぼりが川に浸かったり，上空

で絡まったりするなど苦労しましたが，昼過ぎには，すべ

ての鯉のぼりが杖立川の上空を泳ぎ始めました。 

小国町の春の風物詩として色とりどりのたくさんの鯉

のぼりが青空に泳ぐ姿は，見ているだけで日頃の慌ただし

さを忘れて爽快な気分になれます。皆さんも是非お出かけ

ください。 

＜総務課 原田＞ 

問い合わせ先  杖立温泉観光協会 TEL 0967-48-0206 

 

●第２８回蜂ノ巣湖桜まつり【参加してきました】 

 （4/10（日） 大分県日田市中津江村「下筌公園（蜂ノ巣公園）」） 

下筌ダムがある日田市中津江村において，地元の皆さまと福岡市民による地域間交流を目的に， 

蜂ノ巣湖桜まつり実行委員会の主催により開催されており，今年で２８回を迎えました。 

当日は，地元の皆さまや福岡市からの交流団８０名（城南地区地域交流団，野多目校区子ども育成

連合会），原田啓介
はらだけいすけ

 日田市長，国土交通省九州地方整備局や福岡市の水道関係職員に加え，当企業団

からも諌山企業長はじめ１２名が参加し，総勢約３００名で賑やかに開催されました。 

 交流会では，日田市藤蔭
とういん

高等学校の吹奏楽や福岡市交流団の子どもたちによる踊り，地元特産品が

当たる福引抽選会などのアトラクションが行われ，会場は大いに盛り上がりました。 

また，福岡市交流団は，交流会の前に下筌ダムの見学と，蜂ノ巣湖周辺において，地元野田地区の

皆さまの指導のもとソメイヨシノ約３０本を植樹し，水や自然の大切さを学びました。 

秋には，植樹した桜が大きく成長するように交流団による下草刈り活動が予定されています。 

参加された方からは，引き続きまた参加したいとの声を聞くことができました。 

＜総務課 田子森＞ 

 

 

 

 

鯉のぼり飾り付け作業の様子 



４月，５月の予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●第４９回津江山系釈迦連峰山開き【開催されます】 （4/29（祝） 大分県日田市前津江町） 

日田市前津江町のスノーピーク奥日田キャンプフィールド（旧 椿ヶ鼻ハイランドパーク）の広場で，

前津江町まつり実行委員会の主催により，釈迦連峰の山開きが開催されます。 

当日は，山開き神事のほか，紅白の餅まき，宝探しなどのアトラクションが行われます。 

福岡県最高峰の釈迦岳（標高１,２２９ｍ）は，会場（標高約１,０００ｍ）から比較的楽に登れ，

山頂からは阿蘇山，九重山，雲仙岳などを展望できます。 

どなたでも参加できますので，ご家族や友人と一緒に春のハイキングを楽しんではいかがですか。 

＜総務課 田子森＞ 

日    時  平成２８年４月２９日（祝）１０：００～１４：００ 

  開 催 場 所  日田市前津江町（スノーピーク奥日田キャンプフィールド） 

          ※ 日田ＩＣより車で約５０分（約２６㎞） 

問い合わせ先  前津江町まつり実行委員会（日田市前津江振興局産業建設課内） 

TEL 0973-53-2111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

山開き神事（昨年） 

大山ダム 
至日田 

地元野田地区の皆さまと福岡市交流団で 
ソメイヨシノ約３０本を植樹しました 

地元藤蔭高等学校の吹奏楽 
会場を大いに盛り上げました 



 

●第２６回筑後吉井の小さな美術館めぐり【お出かけください】 

 （5/3（祝）～5/5（祝） うきは市吉井町） 

（筑後吉井の小さな美術館めぐり実行委員会より投稿いただきました） 

福岡都市圏の大切な水源である筑後川の中流に位置するうき

は市の吉井町内において，「第２６回筑後吉井の小さな美術館 

めぐり」が開催されます。 

 吉井町は豊後街道の宿場町として栄え，現在も往時を偲ばせ

る白壁土蔵造りの商家が立ち並んでいます。 

期間中は，「美と心のふれあい」をテーマに，吉井町内の土蔵・

寺院・個人住宅等の約３０ヶ所を小さな美術館に見立て，白壁

時代の先人たちの作品や，現在町内等に在住して様々な分野で

創作活動を続けている人たちの作品が展示されます。 

  日    時  平成２８年５月３日（祝）～５月５日（祝） 

１０：００～１７：００ 

 開 催 場 所  うきは市吉井町内約３０ヶ所（入場無料） 

 問い合わせ先  うきは市観光協会 TEL 0943-76-3980 

 

 

●大山ダム水源地域整備計画事業の完了式典【開催されます】 

 （5/15（日） 大分県日田市大山町「田来原
たらいばる

美しい森づくり公園」） 

 大山ダム建設に伴い平成１１年から整備が進められてきた大山ダム水源地域整備計画事業が平成

２８年３月に完了しました。 

 この事業は，水源地域対策特別措置法の適用を受け，大山町，前津江村，合併後は日田市が事業主

体となり，ダム建設に伴い影響を受ける地域の環境整備を実施したものです。 

 今後，将来にわたって日田市と下流域の住民が相互理解と交流を深めていくとともに，１６年間に

及んだ整備事業の完成を記念して完了式典が開催されます。 

 当日は，上流域から独立行政法人水資源機構，大分県，日田市の関係者，下流域から福岡県，佐賀

県，福岡県南広域水道企業団，当企業団などの関係者が参加し，完成記念碑除幕及び記念植樹，式典

や交流会が開催されます。 

＜総務課 田子森＞ 

日    時  平成２８年５月１５日（日）１０：３０～１３：００ 

開 催 場 所  田来原美しい森づくり公園 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「吉井の町並み裏通り」 



 

●第６９回日田川開き観光祭【お出かけください】 （5/21（土）～22（日） 大分県日田市） 

（日田市より投稿いただきました） 

水郷日田に初夏の訪れを告げる「日田川開き観光祭」。 

筑後川水系の鮎漁解禁と鵜飼いシーズンの幕開けに併せて行われる

このお祭りは，毎年２０万人を超える多くの観光客でにぎわいます。 

メインイベントの花火大会は２夜連続で行われ，約１０,０００発の

花火が夜空を彩ります。 

また，花火大会以外にも三隈川
みくまがわ

の水上ステージでは，様々なイベント

が行われ，街にはきらびやかな衣装をまとい，自慢の踊りを披露する 

「市民芸能隊」が繰り出し，祭りを盛り上げます。 

ひと足早い初夏の訪れを楽しんでみませんか。 

 日    程  平成２８年５月２１日（土）・２２日（日） 

 開 催 場 所  大分県日田市三隈川河畔 

問い合わせ先  日田市観光課 TEL 0973-22-8210 

 

●水源地「大山」体験事業【開催します】 （5/23（月） 大分県日田市大山町） 

 大分県日田市にて，水や自然環境の大切さを学ぶこと

を目的に，福岡都市圏広域行政事業組合の主催（当企業

団共催）で開催します。 

 今回は，福岡都市圏から春日市民４０名が参加して，

大山ダムの見学や大山町特産品の梅酒づくりなどを体験

します。 

＜総務課 田子森＞ 

日    時  平成２８年５月２３日（月） 

１０：００～１４：００ 

  開 催 場 所  大分県日田市大山町 

 

 

●水源地「うきは」体験事業【お申込みください。】 （5/28（土） うきは市妹川地区ほか） 

 筑後川上流域のうきは市にて，茶摘み体験や森林セラピ

ーなどを通して，自然環境や水の大切さを学ぶことを目的

に福岡都市圏広域行政事業組合の主催（当企業団共催）で

開催されます。 

 参加希望の方は下記により申し込みください。 

＜総務課 田子森＞ 

  日   時  平成２８年５月２８日（土） 

８：００～１７：２０ 

  開 催 場 所  うきは市妹川地区ほか 

※ 集合解散は福岡市役所 

  参 加 対 象 者  福岡都市圏在住の方 ８０名（抽選） 

           ※小学生以上（小学生の場合保護者同伴） 

  料   金  １,０００円（昼食・保険代等） 

  申し込み方法  はがきかファクス，メール（fvgv9840@mb.infoweb.ne.jp）にて「水源地うきは 

体験 参加希望」と参加者全員の住所・氏名・年齢・電話番号（緊急連絡先）

を記入し，５月１２日（木）（必着）までに福岡都市圏広域行政事業組合へ 

  問い合わせ先  福岡都市圏広域行政事業組合 

          〒810-8620 福岡市中央区天神一丁目８－１ 

          ℡ 092-733-5004  FAX 092-733-5005   

 

茶畑での記念撮影（昨年） 

大山ダムにて（昨年） 



■ 知ってる！？ 筑後川のはなし 

 

 

 

このコーナーでは，筑後川について，より知識を深め，親しんでいただくために，筑後川流域の 

観光，イベント，特産物，史跡などの情報を掲載しています。 

今回は，佐賀県三養基郡
み や き ぐ ん

基山町
きやまちょう

の「大興善寺
だいこうぜんじ

のつつじ」を紹介します。 

  

「大興善寺」は，筑後川水系宝満川
ほうまんがわ

（第１支川）・秋光川
あきみつがわ

（第２支川）上流の契山
ちぎりやま

のふもとにある

山寺で，奈良時代から約１３００年近い歴史を持ち，本堂脇の国宝殿には国指定重要文化財の仏像も

安置されています。 

別名「つつじ寺」として親しまれており，お寺近くの参道からつつじが植えられ，本堂の裏山一帯

の７５,０００㎡のつつじ園は，見頃の４月中旬～５月初旬

になると約５万本のつつじで埋め尽くされます。 

境内は小高い丘のような土地で，階段と坂を登ったり降

りたりしなければなりませんが，満開の時の眺めは「素晴

らしい」の一言に尽きます。 

また，境内には約５００本のもみじ，杉や檜の大木，各

種庭園などがあり，春はつつじ，秋は紅葉の名所として多

くの人でにぎわいます。 

心地よい春の一日を色とりどりのつつじの花に囲まれ

て過ごされてはいかがでしょうか。 

＜総務部 山北＞ 

 

 

○交通・アクセス 

 公共交通機関 ＪＲ鹿児島本線 基山駅よりタクシー利用で約１０分。 

４月中旬～５月初旬のつつじと１１月下旬の紅葉の時期には，ＪＲ基山駅 

より臨時バスが運行されます。 

車の場合   九州自動車道 鳥栖ＩＣより約２０分（約１０ｋｍ）， 

九州自動車道 筑紫野ＩＣより鳥栖筑紫野道路経由で約２０分（約１２ｋｍ）           

大興善寺への階段 満開のつつじ園 



福岡地区水道企業団 職員名簿（係長級以上） 

 

－福岡地区水道企業団運営協議会幹事－ 

 

 

 

                                （平成２８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。 

構  成  団  体  名 役  職  名 氏  名 

福岡市 水道局総務部長 曽根田 秀明（新任） 

大野城市 企業総務課長 原田 知弘（新任） 

筑紫野市 上下水道料金総務課長 岡本 有司（新任） 

太宰府市 上下水道課長 古賀 良平 

春日那珂川水道企業団 総務課主幹 飛永 勝次（新任） 

古賀市 水道課長 石橋 智博 

宇美町 上下水道課長 藤木 義和（新任） 

志免町 上下水道課長 安楽  実（新任） 

須惠町 上下水道課長 石井 浩二 

粕屋町 上下水道課長 松本 義隆 

篠栗町 上下水道課長 八尋 正記 

久山町 上下水道課長 國嵜 和幸（新任） 

新宮町 上下水道課長 藤木 恵介 

宗像地区事務組合 経営施設課長 花田 勝信（新任） 

糸島市 水道課長 林  忠敏（新任） 

 

 

                                （平成２８年４月１日付） 

役  職  名 氏  名 施設所在地・連絡先 

企業長  諌山 和仁（新任）  

副企業長  土井 裕幹  

  総務部長  中村 裕輔（新任）  

主査（議会・監査等担当）  君村 恵子  

主査（経営効率化等担当）  栗田  辰 企業団本庁舎 

総務課長  籾井 功二（新任） 福岡市南区清水四丁目 3-1 

    総務係長  高着 さとみ TEL 552-1731（総務課） 

交流広報係長  川谷 浩一    552-1733（財務課） 

財務課長  吉永 逸郎    552-1732（計画課） 

財務係長  岡本 和真    552-1734（施設課） 

管理係長  高江  毅  FAX 552-1729（総務課・財務課） 

施設部長  平川 里美（新任）    552-1719（計画課・施設課） 

計画課長  川﨑  孝  

    計画第１係長 舩木  肇  

    計画第２係長 金石 陽一（新任）  

施設課長  西澤 義彦（新任）  

施設係長  田中 良二  

牛頸浄水場長  田嶋 憲一 牛頸浄水場 

浄水第１係長  岩見 初志（新任）  大野城市牛頸一丁目 1-1 

浄水第２係長  松岡 範隆  TEL 596-5021 FAX 595-3065 

   水質センター所長  安河内 清文 水質センター 

   第１係長  田嶋  広  大野城市牛頸一丁目 1-1 

第２係長  木村 謙治  TEL 596-6169 FAX 596-3259 

海水淡水化センター所長  宮島 隆 海水淡水化センター 

運転管理係長  廣川 憲二（新任）  福岡市東区大字奈多 1302-122 

主査（水質管理担当）  吉村 義晴  TEL 608-6262 FAX 608-6256 

 



編 集 後 記 

水 源 情 報 

 

 

 

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アドレス 

http://www.f-suiki.or.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今回の熊本地震で亡くなられた方に心からお悔やみ申し上げますとともに，被災された方々に心よ

りお見舞い申し上げます。 

福岡でも平成１７年３月に発生した福岡西方沖地震以来の大きな揺れがありました。テレビでは，

地震の状況が一日中報道され，多くの死傷者や建物の倒壊など熊本県内の被害の大きさに愕然としま

した。 

被災された熊本県や大分県の各自治体や水道企業団の皆さまは，日夜，復旧作業等で大変なご苦労

をされていると思います。 

また，当企業団の各構成団体や九州地区の各水道企業団においても，職員の派遣や給水車や給水袋，

ペットボトル等の提供等，支援の輪が広がっています。 

当企業団は，緊急支援として，熊本市上下水道局や日田市に海水淡水化ペットボトルを届けてきま

した。 

熊本市へは，途中の道路が渋滞しており，かなり時間がかかりましたが，無事に届けることができ

ました。 

まだ余震が続いており，避難所に避難している方々が多くおられます。 

今後の復旧が少しでも早く行われるように願っております。 

 

★ 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。 

 

 

 

 

 

★ 平成２８年度に企業団ホームページのリニューアルを予定しています。 

各構成団体の皆さま，ご意見よろしくお願いいたします。 

 

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！！ 

～ 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  soumuka@f-suiki.or.jp 

 たくさんの情報提供を 

お待ちしています！！ 

http://www.f-suiki.or.jp/


牛頸浄水場と海の中道奈多海水淡水化センターを見学しませんか。 

見学を希望される場合は，7 日前までに電話での予約をお願いします。 

 

○ 牛頸浄水場（九州最大級の浄水場） 
〇見学日 

     ・月曜日から金曜日（祝日，年末年始期間を除きます） 

〇TEL 092-596-5021  FAX 092-595-3065 

http://www.f-suiki.or.jp/ushikubi/procedure.php/ 

 

 

 ○ 海の中道奈多海水淡水化センター（日本最大規模の海水淡水化施設） 

〇見学日 

     ・月曜日から金曜日 

・毎月第 3 日曜日 

・水道週間（6/1～6/7)期間内の土曜日と日曜日 

      （祝日，年末年始期間を除きます） 

〇TEL 092-608-6262  FAX 092-608-6256 

http://www.f-suiki.or.jp/seawater/procedure/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

海水淡水化センター施設内部 

牛頸浄水場急速ろ過池 


