
配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

1 石狩川 石狩川 大雪ダム お召し列車 大雪ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

上川郡上川町字層雲峡大学平 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l00000040bo.html

2 石狩川 忠別川 忠別ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
忠別ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

上川郡東川町ノカナン http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l00000044km.html

3 石狩川 空知川 金山ダム お召し列車 金山ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

空知郡南富良野町字金山 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sorati_kasen/kluhh40000005rta.html

4 石狩川 空知川 滝里ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
滝里ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

芦別市滝里町６８３ http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sorati_kasen/kluhh4000000cwnt.html

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/iwamizawa_kasen/kluhh4000000fmb
o.html

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ikushunbetu_damu/kluhh4000000bqx
z.html

6 石狩川 幾春別川
新桂沢ダム
（建設中）

帛
（はく）

幾春別川ダム建設事業所
9:00～17:00
(平日のみ)

三笠市幾春別山手町91-1
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ikushunbetu_damu/kluhh4000000bqx
z.html

7 石狩川 漁川 漁川ダム
帛

（はく）
漁川ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

恵庭市漁平 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/titose_kasen/kluhh4000000fl9x.html

豊平峡ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
（5月上旬～10月下旬）

豊平峡ダム資料室
9:00～16:30（閉庁日（土・日・祝日）
は配布しておりません。）
（5月上旬～10月下旬）

定山渓ダム管理支所
9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）

下流園地（ダム資料館）

9:30～16:00
（開館期間中の毎週月曜日は休館日（月曜
日が祝日の場合は、次の平日）のため、配
布しておりません。）
（開館期間5月上旬～11月上旬）

10 天塩川 天塩川 岩尾内ダム
帛

（はく）
岩尾内ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

士別市朝日町岩尾内 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l0000001ey3.html

11 天塩川 サンル川
サンルダム
（建設中）

黄櫨染
（こうろぜん）

サンルダム管理棟 9:00～17:00（土･日･祝日を含む） 上川郡下川町字珊瑠 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l0000001bwp.html

12 常呂川 常呂川 鹿ノ子ダム 宝物 鹿ノ子ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
「正面入口の風除室内左側のインターホン
を押して下さい。」

常呂群置戸町字常元 http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh0000000fy3.html

13 十勝川 十勝川 十勝ダム お召し列車 十勝ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）「正面入口の風除
室内右側のインターホンを押して下さ
い。」

上川郡新得町字屈足トムラウシ http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/obihiro_kasen/ctll1r000000337f.html

14 十勝川 札内川 札内川ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
札内川ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
（雨、雪等で通行止めの日もあり、配布で
きない場合もあります）

河西郡中札内村南札内７３５－２ http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/obihiro_kasen/ctll1r0000000biu.html

三笠市幾春別山手町91-1

札幌市南区定山渓７区

幾春別川ダム建設事業所
9:00～17:00
(平日のみ)

北海道

5

8

宝物

黄櫨染
（こうろぜん）

石狩川 豊平川 豊平峡ダム

石狩川 小樽内川 定山渓ダム

石狩川 幾春別川 桂沢ダム

9
帛

（はく）

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu/kluhh4000000bqn7.html

札幌市南区定山渓８区 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu/kluhh4000000bqn7.html
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二風谷ダム管理所
8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）

沙流郡平取町字二風谷２４－４

沙流川歴史館

9:00～16:30
（休館日（月曜日。ただし、月曜日が祝日
の場合は、その翌日）は配布しておりませ
ん。）

沙流郡平取町字二風谷２２７－２

二風谷ダム管理所
8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）

沙流郡平取町字二風谷２４－４

沙流川歴史館

9:00～16:30
（休館日（月曜日。ただし、月曜日が祝日
の場合は、その翌日）は配布しておりませ
ん。）

沙流郡平取町字二風谷２２７－２

17 後志利別川 後志利別川 美利河ダム
帛

（はく）
美利河ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
（土・日・祝日は正面入口左側のインター
ホンを押して下さい。）

瀬棚郡今金町字美利河 http://www.hkd.mlit.go.jp/hk/koumu/eqp9bq00000002hv.html

お勝手屋萌（観光案内所）
2月24日～3月8日（水曜日は定休。）
9:00～18:00

留萌市栄町3丁目

http://rumoi-
rasisa.jp/rumoide/archives/omiyagedokoro/%E3%81%8A%E3%81%BF%E3%
82%84%E3%81%92%E5%87%A6-
%E3%81%8A%E5%8B%9D%E6%89%8B%E5%B1%8B-%E8%90%8C/

留萌ダム管理支所
3月9日～11月下旬（道道留萌北竜線冬期
通行止め解除期間中の土・日・祝日を含
む）9:00～17:00

留萌市大字留萌村字チバベリ3692 http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/rumoi_kaihatu/f6h4sv00000004n8.html

19 石狩川 夕張川 夕張シューパロダム 宝物

①道の駅　夕張メロード　サービスカ
ウンター
②夕張市役所　産業振興課
③夕張市役所　南支所

①10:00～18:30（月曜日）は配布してお
りません。）
②9:00～17:00（閉庁日（土・日・祝
日）は配布しておりません）
③9:00～17:00（閉庁日（土・日・祝
日）は配布しておりません）

①北海道夕張市紅葉山526-19
②北海道夕張市本町4丁目2番地
③北海道夕張市清水沢宮前町1

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/yuubari_damu/kluhh4000000iii1.html

20 岩木川 浅瀬石川 浅瀬石川ダム お召し列車
①地域防災センター浅瀬石川ダム資料
館
②浅瀬石川ダム管理所

①9:00～16:00（土・日・祝日を含む）
※休館日：冬期(12/1～3/31)の土・日・
祝日（休館日については、ダムカードの配
布は行っておりません。）
②8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
※資料館休館日、閉館時については、管理
所で配付しますので、門の脇にあるイン
ターホンを押してください。

①青森県黒石市大字板留字杉の沢２−22
②青森県黒石市大字板留字杉の沢２番地

http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/

21 岩木川 岩木川 津軽ダム お召し列車 岩木川ダム統合管理事務所
①9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
＊岩木川ダム統合管理事務所の正面玄関右
側にあるインターホンを押してください。

青森県中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-
1

http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/

22 北上川 猿ヶ石川 田瀬ダム お召し列車 田瀬ダム管理支所

8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は正面玄関の脇にあるインター
ホンを押して下さい。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

岩手県 岩手県花巻市東和町田瀬39-1-3 http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

北海道

青森県

留萌川 チバベリ川 留萌ダム お召し列車

沙流川 沙流川 二風谷ダム15 宝物

16

http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000002hxf.h
tml

沙流川 沙流川
平取ダム

（建設中）
お召し列車

http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000002hxf.h
tml

18
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23 北上川 北上川 四十四田ダム お召し列車
北上川ダム統合管理事務所
（四十四田ダム）

8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は正面玄関の脇にあるインター
ホンを押して下さい。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

岩手県盛岡市下厨川字四十四田１ http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

24 北上川 雫石川 御所ダム お召し列車 御所湖管理所

8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は正面玄関の脇にあるインター
ホンを押して下さい。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

岩手県盛岡市繋字山根192-4 http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

25 北上川 和賀川 湯田ダム お召し列車 湯田ダム管理支所

8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は正面玄関の脇にあるインター
ホンを押して下さい。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

岩手県和賀郡西和賀町杉名畑44地割162-15 http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

26 北上川 胆沢川 胆沢ダム お召し列車 胆沢ダム管理支所

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は正面玄関の脇にあるインター
ホンを押して下さい。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

岩手県奥州市胆沢若柳字横岳前山６ http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/

27 名取川 碁石川 釜房ダム お召し列車 釜房ダムふれあい学習資料館
8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
※ダム管理所に隣接した「釜房ダム学習資
料館」で配布しています。

宮城県柴田郡川崎町大字小野字大平山10-6 http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

28 北上川 江合川 鳴子ダム お召し列車 鳴子ダム管理所
8:30～17:００
（土・日・祝日を含む）

宮城県大崎市鳴子温泉字岩渕2-8 http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/

29 阿武隈川 白石川 七ヶ宿ダム お召し列車 七ヶ宿ダム管理所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は、庁舎入口警備員室にて配
付。

宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-40 http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/

30 鳴瀬川
鳴瀬川

筒砂子川
鳴瀬川総合開発

（建設中）
お召し列車

①鳴瀬川総合開発工事事務所

②やくらい薬師の湯

①9:00～17:00（平日のみ）
※事務所玄関を入ってすぐの総務課までお
越しください。

②9:00～17:00（記念カード配布期間中
の土曜・日曜・祝祭日のみ）

①宮城県大崎市古川旭三丁目８－１８

②宮城県加美郡加美町味ケ袋薬莱原１−７６
http://www.thr.mlit.go.jp/naruse/

31 雄物川 玉川 玉川ダム お召し列車 玉川ダム管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日を含む）
※土日祝日は、管理所正面玄関の脇にある
インターホンを押してください。
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無92 http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

森吉山ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）
※広報館閉館時に提供しますので、管理支
所正面玄関の脇にあるインターホンを押し
てください。

http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/moriyoshi/

森吉山ダム広報館
9:00～16:00（土・日・祝日を含む）
※休館日：毎週水曜日及び冬期間（12月
～４月下旬）

http://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kankou_shisets
u/moriyoshi/2014-0515-02.html

岩手県

秋田県

米代川 小又川 森吉山ダム お召し列車

宮城県

32 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱３１
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33 雄物川 成瀬川
成瀬ダム

（建設中）
お召し列車

①成瀬ダム工事事務所
②郷土文化保存伝習施設　ふる里館

① 9:00～17:00（平日のみ）
※事務所正面玄関脇のインターフォンを押
してください。
② 9:00～16:30（記念カード配布期間中
の土・日・祝祭日のみ）

①秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字宮田97-1

②秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字上野67-2
http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/

34 子吉川 子吉川
鳥海ダム

（建設中）
お召し列車

①鳥海ダム工事事務所
②ホテルフォレスタ鳥海

①8:30～17:15（平日のみ）
②8:00～19:00（点検日などの休館日を
除く毎日）

①秋田県由利本荘市水林408番地

②秋田県由利本荘市鳥海町猿倉字奥山前8-45
http://www.thr.mlit.go.jp/chokai/

35 赤川 梵字川 月山ダム お召し列車 月山ダム管理所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 山形県鶴岡市上名川字東山8-112 http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/

36 最上川 寒河江川 寒河江ダム お召し列車
最上川ダム統合管理事務所
（寒河江ダム）

9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 山形県西村山郡西川町大字砂子関158 http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

37 最上川 置賜白川 白川ダム お召し列車 白川ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 山形県西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢4215 http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

38 最上川 置賜野川 長井ダム お召し列車 長井ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 山形県長井市平野字北脇ノ沢４１６４－９ http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

39 荒川 横川 横川ダム
帛

（はく）
横川ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 山形県西置賜郡小国町大字綱木箱口736 http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html

40 阿武隈川 大滝根川 三春ダム お召し列車 三春ダム資料館及び三春ダム管理所 8:30～17:00（土・日・祝日を含む） 福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4 http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

41 阿武隈川 摺上川 摺上川ダム お召し列車 摺上川ダム管理所 9:00～16:30（土・日・祝日を含む） 福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25 http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/

42 阿賀野川 阿賀川 大川ダム
帛

（はく）
大川ダム管理支所 9:00～16:30（土・日・祝日を含む） 福島県会津若松市大戸町大字大川字李平乙121 http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/

利根川下流総合管理所
9:30～12:00、13:00～17:00（土、
日、祝日を含む。）

茨城県稲敷市上之島３１１２
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/tourism/damcar
d/area/kasumiga_card.html

霞ヶ浦ふれあいランド
水の科学館及び虹の塔

9:30～16:30休館日（毎週月曜日（祝日
の場合は翌日））を除く。

茨城県行方市玉造甲１２３４ http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/dir000922.html

行方市観光物産館
「こいこい」

9:00～18:00 茨城県行方市玉造甲１９６３－５ http://www.namegata-koikoi.com/

霞ヶ浦河川事務所
土浦出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。） 茨城県土浦市蓮河原町４４９７ http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00016.html

霞ヶ浦河川事務所
麻生出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。） 茨城県行方市麻生１５７０－１ http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00016.html

利根川 利根川 霞ヶ浦（西浦） 宝物

秋田県

茨城県

福島県

43

山形県
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
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霞ヶ浦河川事務所
9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎建物内（敷地に入って右の建物）の総
務課へお尋ね下さい。

茨城県潮来市潮来３５１０

水郷潮来観光協会
9:30～17:00（原則火曜日定休）
（水郷潮来あやめまつり期間は無休）

茨城県潮来市あやめ１－１－１６

波崎出張所
9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎（敷地に入って左の建物）のインター
ホンを押して下さい。

茨城県神栖市太田３１０９

潮来出張所
9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎のインターホンを押して下さい。

茨城県潮来市潮来６１２４－６

鉾田出張所
9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎のインターホンを押して下さい。

茨城県鉾田市鉾田１０６６

45 利根川 鬼怒川 川治ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
川治ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
休日は管理支所玄関のインターホンを押し
てください。

栃木県日光市川治温泉川治319-6 http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu

46 利根川 男鹿川 五十里ダム お召し列車 五十里ダム管理支所
8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
休日は管理支所玄関のインターホンを押し
てください。

栃木県日光市川治温泉川治295-1 http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

47 利根川 鬼怒川 川俣ダム 宝物 川俣ダム管理支所

9:00～16:00（土・日・祝日を含む）
管理支所玄関のインターホンを押してくだ
さい。
※冬期（11月下旬～4月下旬予定）は、積
雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布
しておりません。詳細は、鬼怒川ダム統合
管理事務所ホームページをご確認下さい。

栃木県日光市川俣646-1 http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

48 利根川 湯西川 湯西川ダム
帛

（はく）
湯西川ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
管理支所屋外のインターホンを押してくだ
さい。

栃木県日光市西川416 http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

渡良瀬遊水池出張所
8:30～17:15
（土・日・祝日は配布していません）

埼玉県加須市柏戸字宮345 http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

北川辺スポーツ遊学館
（道の駅きたかわべ）

9:00～17:00
（月曜日(休日の場合は翌日)は配布してい
ません）
※平成３１年４月１日から４月下旬までリ
ニューアルのため休館します。

埼玉県加須市小野袋1737
https://www.city.kazo.lg.jp/sports/kankou/kankou/spot/12036.ht
ml

体験活動センターわたらせ

9:30～16:00
（月曜日(休日の場合は翌日・月曜日、火
曜日が祝日の場合はその翌日)は配布して
いません）

渡良瀬第一調節池内 http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

野木町交流センター
（野木ホフマン館）

9:00～１7:00
（月曜日（国民の休日にあたる場合は開園
し、翌平日が休館）は配布していません）

栃木県下都賀郡野木町大字野木３３２４－１０ http://www.town.nogi.lg.jp/page/page001120.html

50 利根川 湯川 品木ダム
帛

（はく）

品木ダム水質管理所
（土日祝は同管理所内の環境体験ア

ミューズメント）
※

8:30～17:15（平日）

9:30～16:00（土・日・祝日）
※

（12月～４月中旬は平日のみ配布してい
ます。）

群馬県 群馬県吾妻郡草津町大字草津６０４－１ http://www.ktr.mlit.go.jp/sinaki/

茨城県

栃木県

利根川 霞ヶ浦 霞ヶ浦（北浦）
帛

（はく）

利根川 渡良瀬川 渡良瀬貯水池 宝物

44

49

http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00598.html
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在
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ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

51 利根川 赤谷川 相俣ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
相俣ダム管理支所 8:30～17:15 群馬県利根郡みなかみ町相俣１４９３ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

52 利根川 利根川 藤原ダム
帛

（はく）
藤原ダム管理支所 8:30～17:15 群馬県利根郡みなかみ町夜後２６ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

53 利根川 片品川 薗原ダム お召し列車 薗原ダム管理支所 8:30～17:15
群馬県沼田市利根町
園原２３７８

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

54 利根川 渡良瀬川 草木ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
草木ダム管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日を含む）

群馬県みどり市東町座間564-6 http://www.water.go.jp/kanto/kusaki/

55 利根川 楢俣川 奈良俣ダム 宝物

①奈良俣ダム管理所
②ならまたサービスセンター
（ダムに隣接しています）

①管理所の受付時間は、8:30～17:00
（土、日、祝日も配布）です。
②サービスセンターの受付時間は、9:30
～16:00（土、日、祝日も配布）
※サービスセンターの定休日（火曜日）及
び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し
下さい。

※冬期（11月下旬～4月下旬予定）は、積
雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布
しておりません。詳細は、沼田総合管理所
ホームページをご確認下さい。

群馬県利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢6322-24 http://www.water.go.jp/kanto/numata/index.html

56 利根川 利根川 矢木沢ダム お召し列車 矢木沢ダム管理所

8:30～17:00（土、日、祝日も配布）

※冬期（11月下旬～4月下旬予定）は、積
雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布
しておりません。詳細は、沼田総合管理所
ホームページをご確認下さい。

群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-4 http://www.water.go.jp/kanto/numata/index.html

道の駅八ッ場ふるさと館内情報コー
ナー「やんば館」

【スタンプラリー達成者へ配布。
※『やんば見放台』・『なるほど！やんば
資料館』（場所は下記★アドレス）にてス
タンプを押印後に、当箇所へ持参した達成
者。】
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
★
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanb
a_kengaku03.html

群馬県吾妻郡長野原町大字林1567-4

長野原・草津・六合ステーション

【スタンプラリー達成者へ配布。
※同上】
9:00～16:00
（木曜日他、不定休）

群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1263−5

浅間酒造観光センター

【スタンプラリー達成者へ配布。
※同上】
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

群馬県吾妻郡長野原町長野原1392-10

北軽井沢観光センター

【スタンプラリー達成者へ配布。
※同上】
8:30～17:00
（水曜日他、不定休）

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1988

やんばツアーズ（団体向け見学会）に
て参加者へ配布

団体向け見学会にて配布。 －

http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/

群馬県

利根川 吾妻川
八ッ場ダム
（建設中）

宝物57
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県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

58
利根川・
那珂川

霞ヶ浦導水
霞ヶ浦導水
（建設中）

お召し列車 霞ヶ浦導水工事事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日は配布しておりません）

茨城県 茨城県土浦市下高津２－１－３ http://www.ktr.mlit.go.jp/dousui/dousui0059.html

59 荒川 荒川 二瀬ダム お召し列車 二瀬ダム管理所 8:30～17:15（土・日・祝日を含む） 埼玉県秩父市大滝３９３１－１ http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/

西浦和出張所
8:30～17:15（土・日・祝日は配布して
いません）

埼玉県さいたま市桜区田島8-17-1 http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/

彩湖自然学習センター

10:00～16:30（休館日は配布していませ
ん）
休館日：第２・第４・第５月曜日（この日
が国民の祝日の場合を除く）
毎月末日(この日が、土曜日・日曜日・国
民の祝日の場合を除く）

埼玉県戸田市大字内谷2887 http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/378/

61 利根川 神流川 下久保ダム
帛

（はく）
下久保ダム管理所 8:30～17:00（土・日・祝日を含む） 埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-3 http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/index.html

62 荒川 浦山川 浦山ダム 宝物 荒川ダム総合管理所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

埼玉県秩父市荒川久那4041 http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html

63 荒川 中津川 滝沢ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
滝沢ダム管理所

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

埼玉県秩父市大滝3021 http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html

64 利根川 利根川 利根大堰 お召し列車
①利根導水総合事業所

②行田市バスターミナル観光案内所

①9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）を除く。）

②9:00～16:00　土曜・日曜・祝日
案内所（受付）にて配付（問い合わせにつ
いてはダムカードの配布に関することの
み）
お手持ちの用紙に利根大堰自然観察室内に
ある利根大堰のスタンプを押印のうえ、案
内所へ持参、提示。

①埼玉県行田市大字須加字船川４３６９

②埼玉県行田市本丸３－５
①http://www.water.go.jp/kanto/tone/

②http://gyoda-kankoukyoukai.jp/blog/2016/03/post-332.html

65 － － 武蔵水路
黄櫨染

（こうろぜん）

①利根導水総合事業所

②行田市バスターミナル観光案内所

①9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）を除く。）

②9:00～16:00　土曜・日曜・祝日
案内所（受付）にて配付（問い合わせにつ
いてはダムカードの配布に関することの
み）
お手持ちの用紙に利根大堰自然観察室内に
ある利根大堰のスタンプを押印のうえ、案
内所へ持参、提示。

①埼玉県行田市大字須加字船川４３６９

②埼玉県行田市本丸３－５
①http://www.water.go.jp/kanto/tone/

②http://gyoda-kankoukyoukai.jp/blog/2016/03/post-332.html

66 利根川 利根川 利根川河口堰 お召し列車 利根川河口堰管理所

9:30～12:00、13:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
土日祝日は、管理所の門の脇にあるイン
ターホンを押してください。

千葉県 千葉県香取郡東庄町新宿２２７６ http://www.water.go.jp/kanto/tonekako/

埼玉県

荒川 荒川 荒川貯水池
帛

（はく）
60
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67 利根川
北千葉導水

路
北千葉導水路

黄櫨染
（こうろぜん）

①北千葉第一機場
②北千葉ビジターセンター
③松戸排水機場

①9:00～17:00
（土、日、祝祭日は配布していません）
②9:30～16:00
（閉庁日（月曜日ただし、月曜日が祝祭日
の場合は火曜日）を除く。）
③9:00～17:00
（土、日、祝祭日は配布していません）

①千葉県印西市発作1207
②千葉県柏市戸張新田四反町26
③千葉県松戸市取水新田102

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/

房総導水路事業所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）
※ダムと配布場所が離れていますので、配
布の際はダムへ行った証明写真等が必要と
なります。

千葉県大網白里市池田455 http://www.water.go.jp/kanto/bouso/

長柄町都市農村交流センター
9:00～17:00
（木曜日を除く毎日）
詳細は、ホームページをご確認下さい。

千葉県長生郡長柄町山之郷70-15 http://www.wakuwaku-nagara.com/

69 真亀川 十文字川 東金ダム 宝物 房総導水路事業所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）
※ダムと配布場所が離れていますので、配
布の際はダムへ行った証明写真等が必要と
なります。

千葉県大網白里市池田455 http://www.water.go.jp/kanto/bouso/

相模川水系広域ダム管理事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日は配布していません。※利
用出来る駐車場は少し離れた場所にあるた
め、相模川水系広域ダム管理事務所HPに
てご確認ください。）

神奈川県相模原市緑区青山字南山2145-50

宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館

4月～11月：9:00～17:00
12月～3月：10:00～16:00
（月曜日（祝日の場合はその翌日）は配布
していません。※利用出来る駐車場は相模
川水系広域ダム管理事務所HPにてご確認
ください。）

神奈川県愛甲郡愛川町半原字大沢5157

相模川水系広域ダム管理事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日は配布していません。※利
用出来る駐車場は少し離れた場所にあるた
め、相模川水系広域ダム管理事務所HPに
てご確認ください。）

神奈川県相模原市緑区青山字南山2145-50

宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館

4月～11月：9:00～１7:00
12月～3月：10:00～16:00
（月曜日（祝日の場合はその翌日）は配布
していません。※利用出来る駐車場は相模
川水系広域ダム管理事務所HPにてご確認
ください。）

神奈川県愛甲郡愛川町半原字大沢5157

72 信濃川 高瀬川 大町ダム
帛

（はく）
大町ダム情報館

８:３0～17:30
（土・日・祝日を含む）

長野県大町市平地2112-71 http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/

73 木曽川 木曽川 味噌川ダム
帛

（はく）
味噌川ダム管理所

9:00～17:00
（土、日、祝日を含む）
管理所玄関のインターホンを押して下さい

長野県木曽郡木祖村大字小木曽2058-22 http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/index.html

美和ダム管理支所
9:00～17:00
（平日）

長野県伊那市長谷非持３４５

道の駅「南アルプスむら長谷」
南アルプス長谷ビジターセンター

10:00～15:00
（土・日・祝日のみ）

長野県伊那市長谷非持1400

74 天竜川 三峰川 美和ダム
黄櫨染

（こうろぜん）

長野県

https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/index.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

神奈川県

お召し列車

黄櫨染
（こうろぜん）

相模川 中津川 宮ヶ瀬ダム

相模川 中津川 石小屋ダム

68

70

71

千葉県

村田川 支川村田川 長柄ダム
帛

（はく）
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

三峰川総合開発工事事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

長野県伊那市長谷溝口１５２７

道の駅「南アルプスむら長谷」
南アルプス長谷ビジターセンター

10:00～15:00
（土・日・祝日のみ）

長野県伊那市長谷非持1400

天竜川ダム統合管理事務所
9:00～17:00
（平日）

長野県上伊那郡中川村
大草６８８４－１９

道の駅「歌舞伎の里大鹿」
9:00～1７:00
（土・日・祝日のみ）

長野県上伊那郡大鹿村大河原３９０

77 木曽川 王滝川 牧尾ダム 宝物 愛知用水総合管理所牧尾管理所

8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。

長野県木曽郡木曽町三岳7696番地の1 http://www.water.go.jp/chubu/aityosui/

78 信濃川 三国川 三国川ダム
帛

（はく）
三国川ダム管理所及びダム情報館

8:30～17:15（土・日・祝日は9:00～
16:00）
※三国川ダムは、アクセスする県道・市道
が冬季期間（例年12月～4月下旬）閉鎖し
ているため、道路開通後に配布を始める予
定です。
配布開始は改めて情報提供致します。

新潟県南魚沼市清水瀬686-59 http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/

79 荒川 大石川 大石ダム
帛

（はく）
大石ダム管理支所またはインフォメー
ションハウス

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
※冬期期間（12月～4月上旬）はインフォ
メーションハウス閉館中のため管理支所に
て配布

新潟県岩船郡関川村大字大石字イブリサシ４０４
－３

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/index.html

80 黒部川 黒部川 宇奈月ダム
帛

（はく）
宇奈月ダム情報資料館

9:00～16:30
（土・日・祝日を含む）

富山県 富山県黒部市宇奈月町舟見明日音澤4-9 http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/

手取川総合開発記念館

9:00～16:30
休館日：木曜日・祝日の翌日・木曜が祝日
の場合はその翌日
※手取川総合開発記念館は、アクセスする
市道が冬季期間（１２月～３月）閉鎖して
いるため、道路開通後の４月以降に配布を
始める予定です。
配布開始は改めて情報提供いたします。

石川県白山市桑島9-24-30 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/tedori/kinenkan.html

白山砂防科学館

9:00～17:00
休館日：水曜日
ただし、3月中旬以降は、営業時間が
17:30まで。また、休館日はありません。

道の駅「瀬女」
9:00～17:00
休館日：木曜日

82 九頭竜川 九頭竜川 九頭竜ダム お召し列車 九頭竜ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

福井県大野市長野第３３号４番地の１ http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

83 九頭竜川 真名川 真名川ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
真名川ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

福井県大野市下若生子２５字水谷１－３６ http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

天竜川 小渋川 小渋ダム
帛

（はく）
https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/index.html

81

長野県

福井県

新潟県

http://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/index.htmお召し列車
美和ダム再開発

(建設中）
三峰川天竜川75

76

手取川 手取川 手取川ダム
帛

（はく）
石川県
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

84 九頭竜川 足羽川
足羽川ダム
（建設中）

帛
（はく）

まちの市場　こってコテいけだ

9：00～19：00
 ○以下の定休日は除く
　　毎週水曜日
　　ただし、G.Wと夏休み期間は除く。

福井県 福井県今立郡池田町稲荷36-25-1 http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/

85 木曽川 木曽川 丸山ダム お召し列車 丸山ダム管理所
8:30～17:15（平日）
土・日・祝日・夜間は管理所のインターホ
ンを押してください。

岐阜県 岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5 http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/

86 木曽川 木曽川
新丸山ダム
（建設中）

帛
（はく）

①新丸山ダム工事事務所
②丸山ダム管理所

①新丸山ダム工事事務所
8:30～17:15（土・日・祝日を除く）
②丸山ダム管理所
8:30～17:15（平日）
土・日・祝日・夜間は管理所のインターホ
ンを押してください。

①岐阜県加茂郡八百津町八百津3351
②岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5

①新丸山ダム工事事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/
②丸山ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/

87 庄内川 小里川 小里川ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
小里川ダム管理支所

8:30～17:15（平日）
9:00～16:00（土・日・祝日）

岐阜県恵那市山岡町田代１５６５－２１ http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

88 木曽川 揖斐川 横山ダム 宝物
木曽川上流河川事務所
横山ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山1330 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/index.html

89 木曽川 阿木川 阿木川ダム 宝物 阿木川ダム管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。

岐阜県恵那市東野字花無山２２０１－７９ http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/

90 木曽川 馬瀬川 岩屋ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
岩屋ダム管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。

岐阜県下呂市金山町卯野原６－２７ http://www.water.go.jp/chubu/iwaya/index.html

91 木曽川 揖斐川 徳山ダム お召し列車 徳山ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

岐阜県揖斐郡揖斐川町開田４４８
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/tourism/damcar
d/area/tokuyama_card.html

日本昭和音楽村管理事務所

9:00～16:30
（休館日は除く　休館日：水曜、祝日の翌
日）
※休館日は念のため日本昭和音楽村ホーム
ページにてご確認ください。
※なお、休館日に配布を希望される方は、
三重用水管理所にて(9:00～17:00)配布し
ます。

岐阜県大垣市上石津町下山2011
http://www.city.ogaki.lg.jp/0000002104.html

三重用水管理所（菰野町）

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は、菰野町にある三重用水管理所玄関
のインターホンを押してください。
※中里ダム・打上調整池カードの配布方法
は三重用水管理所ホームページをご覧下さ
い。

三重県 三重県三重郡菰野町菰野7961-2 http://www.water.go.jp/chubu/mieyosui/

長島ダム管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
土日祝日は玄関先のインターホンを押して
下さい。

静岡県榛原郡川根本町犬間541-3 http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

長島ダムふれあい館
9:30～16:30
（木曜日は除く）

静岡県榛原郡川根本町梅地3-34 http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/public/index.html

94 天竜川 大入川 新豊根ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
新豊根ダム操作室

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）
ただし土・日・祝日は下記時間帯を除く
①9:00～9:30、②12:00～13:00、③
15:00～15:30

愛知県北設楽郡豊根村古真立字月代1-3 http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/index.html

95 矢作川 矢作川 矢作ダム
帛

（はく）
矢作ダム管理所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７番地 http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/

岐阜県

92

静岡県

愛知県

大井川 大井川 長島ダム 宝物

木曽川 東谷川 打上調整池 お召し列車

93
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

96 豊川 宇連川 宇連ダム お召し列車 水源管理所
8:30～17:00
（土・日・祝日を含む）水源管理所玄関の
インターホンを押してください。

愛知県新城市川合字大嶋26番地 http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/dam-card/index.html

97 豊川 大島川 大島ダム 宝物
水源管理所
※大島ダムは無人のため、宇連ダムの
水源管理所にてお渡しいたします。

8:30～17:00
（土・日・祝日を含む）水源管理所玄関の
インターホンを押してください。

愛知県新城市川合字大嶋26番地 http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/dam-card/index.html

98 豊川 宇連川 大野頭首工
黄櫨染

（こうろぜん）
大野管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日を含む）大野管理所玄関の
インターホンを押してください。

愛知県新城市大野字ハナシ48番地 http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/dam-card/index.html

99 境川 前川 東郷調整池
帛

（はく）
愛知用水総合管理所

9:30～16:30
（土・日・祝日を含む）

愛知県愛知郡東郷町大字諸輪字片平山25-25 http://www.water.go.jp/chubu/aityosui/

100 豊川 豊川
設楽ダム

（建設中）
宝物

①設楽ダム工事事務所 設楽分室
②愛知県豊川水系対策本部事務局
設楽ダム対策事務所
③愛知県奥三河総合センター

①8:30～17:15（土・日・祝日を除く）
②8:45～17:30（土・日・祝日を除く）
③9:00～17:00（土日を含む開館日）

①愛知県北設楽郡設楽町田口字川原田１－２
②愛知県北設楽郡設楽町田口小貝津６−２
③愛知県北設楽郡設楽町田口向木屋２−１０

http://www.cbr.mlit.go.jp/shitara/

101 櫛田川 蓮川 蓮ダム お召し列車 蓮ダム管理所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）管理所玄関のイン
ターホンを押してください。

三重県松阪市飯高町森１８１０－１１ http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/index.html

102 淀川 青蓮寺川 青蓮寺ダム
帛

（はく）
青蓮寺ダム管理所

8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

三重県名張市中知山１－１６６ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

103 淀川 名張川 比奈知ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
比奈知ダム管理所

8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

三重県名張市上比奈知字熊走り１７０６ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

日本昭和音楽村管理事務所

9:00～16:30
（休館日は除く　休館日：水曜、祝日の翌
日）
※休館日は念のため日本昭和音楽村ホーム
ページにてご確認ください。
※なお、休館日に配布を希望される方は、
三重用水管理所にて(9:00～17:00)配布し
ます。

岐阜県大垣市上石津町下山2011 http://www.city.ogaki.lg.jp/0000002104.html

三重用水管理所（菰野町）

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は、菰野町にある三重用水管理所玄関
のインターホンを押してください。
※中里ダム・打上調整池カードの配布方法
は三重用水管理所ホームページをご覧下さ
い。

三重県三重郡菰野町菰野7961-2 http://www.water.go.jp/chubu/mieyosui/

105 三滝川 赤川 菰野調整池
黄櫨染

（こうろぜん）
三重用水管理所（菰野町）

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は、菰野町にある三重用水管理所玄関
のインターホンを押してください。
※中里ダム・打上調整池カードの配布方法
は三重用水管理所ホームページをご覧下さ
い。

三重県三重郡菰野町菰野7961-2 http://www.water.go.jp/chubu/mieyosui/

長良川河口堰管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日は配布していません）

三重県桑名市長島町十日外面136 http://www.water.go.jp/chubu/nagara/

アクアプラザながら
10:00～16:00
（月曜日は配布していません）

三重県桑名市長島町十日外面139 http://www.water.go.jp/chubu/nagara/51_plaza/index.html

107 淀川 前深瀬川
川上ダム

（建設中）
宝物 川上 ダム建設所

9:00～17:00
（土・日・祝日を除く）

三重県伊賀市阿保２５１ http://www.water.go.jp/kansai/kawakami

108 淀川
淀川

（宇治川）
天ヶ瀬ダム

黄櫨染
（こうろぜん）

①天ヶ瀬ダム管理支所
②天ヶ瀬ダム敷地内案内所

①8:30～17:15
（土・日・祝日を含まず）
②8:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

京都府 京都府宇治市宇治金井戸１５ http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/

三重県

愛知県

員弁川
大平川

砂子谷川
中里ダム 宝物

木曽川 長良川 長良川河口堰
帛

（はく）

104

106
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

109 淀川
淀川

（宇治川）
天ヶ瀬ダム
（再開発）

宝物 天ヶ瀬ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含まず）

京都府 京都府宇治市宇治金井戸１５ http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/

110 淀川 桂川 日吉ダム お召し列車 日吉ダム管理所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
　休日は管理所玄関横のインターホンを押
してください。

京都府 京都府南丹市日吉町中神子ヶ谷６８ http://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/index.html

111 淀川 名張川 高山ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
高山ダム管理所

8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

京都府 京都府相楽郡南山城村田山字ツルギ４３ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

112 淀川 猪名川 一庫ダム 宝物 一庫ダム管理所
9:00～17:00（平日）
10:00～16:00（土・日・祝日）

兵庫県 兵庫県川西市一庫字唐松４－１ http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/index.htm

113 新宮川 熊野川 猿谷ダム 宝物 猿谷ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は猿谷ダム管理支所玄関のインターホ
ンを押して下さい。

奈良県五條市大塔町辻堂１－３ http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

114 淀川 宇陀川 室生ダム 宝物 室生ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

奈良県宇陀市室生大野３８４６ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

115 淀川 布目川 布目ダム お召し列車 布目ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

奈良県奈良市北野山町８６９－２ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

116 紀の川 紀の川 大滝ダム お召し列車 大滝ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は大滝ダム管理支所玄関のインターホ
ンを押して下さい。

奈良県吉野郡川上村大滝１０５１ http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

117 日野川 印賀川 菅沢ダム お召し列車 菅沢ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

鳥取県日野郡日南町菅沢字川西山１１２－１０ http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/sugesawa/index.html

118 千代川 袋川 殿ダム お召し列車 殿ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

鳥取県鳥取市国府町殿206-4 http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/index.html

119 斐伊川 神戸川 志津見ダム お召し列車 志津見ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県飯石郡飯南町角井1891-20
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/enjoy-dam/dam-
shitsumi/index.html

120 斐伊川 斐伊川 尾原ダム お召し列車 尾原ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県雲南市木次町平田２１１－５
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/enjoy-dam/dam-
obara/index.html

121 吉井川 吉井川 苫田ダム お召し列車 苫田ダム管理所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は管理所横のインターホンを押してく
ださい。

岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４ http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/

122 吉井川 吉井川 苫田鞍部ダム お召し列車 苫田ダム管理所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は管理所横のインターホンを押してく
ださい。

岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－４ http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/

123 芦田川 芦田川 八田原ダム お召し列車 八田原ダム管理所
9:00～16:00
（土・日・祝日を含む）

広島県世羅郡世羅町大字小谷字苦谷山１１００－
１

http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/

124 太田川 滝山川 温井ダム お召し列車 温井ダム管理所

9:00～16:30
（土・日・祝日を含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。

広島県山県郡安芸太田町大字加計１９５６－２ http://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/index.htm

125 江の川 上下川 灰塚ダム お召し列車
灰塚ダム管理支所 9:00～17:00

（土・日・祝日を含む）
広島県三次市三良坂町仁賀１５７５ http://www.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/haizuka/

土師ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

広島県安芸高田市八千代町土師３６９－２４ http://www.cgr.mlit.go.jp/haji/

土師ダムサイクリングターミナル
9:00～17:00
（火曜日定休）

広島県安芸高田市八千代町土師１１９４－１ http://www.yachiyoko.com/

島根県

奈良県

広島県

岡山県

江の川 江の川 土師ダム お召し列車126

鳥取県
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

127 小瀬川 小瀬川 弥栄ダム お召し列車 弥栄ダム管理所

8:30～17:15（平日）
9:00～16:30（土・日・祝日）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

広島県
山口県

広島県大竹市小方町小方８１３－１ http://www.cgr.mlit.go.jp/yasaka/index.htm

128 佐波川 島地川 島地川ダム お召し列車 島地川ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
平日・休日共に管理所玄関のインターホン
を押してください。

山口県 山口県周南市大字高瀬２５７ http://www.cgr.mlit.go.jp/yamaguchi/

129 那賀川 那賀川 長安口ダム 宝物 長安口ダム管理所

8:30～17:15
（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。

徳島県那賀郡那賀町長安向イ22-1 http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

130 那賀川 那賀川
長安口ダム
（改造）

宝物 長安口ダム管理所

8:30～17:15
（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。

徳島県那賀郡那賀町長安向イ22-1 http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

131 吉野川 吉野川 池田ダム 宝物 池田総合管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

徳島県三好市池田町西山谷尻４２３５－１池田総
合管理所３Ｆ総務課

http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

132 吉野川 今切川 今切川河口堰 宝物 旧吉野川河口堰管理所
9:00～17:00（土・日・祝日含む）
休日は、1階玄関のインターホンにて「ダ
ムカード希望」の旨をお伝え下さい。

徳島県徳島市川内町榎瀬841 http://www.water.go.jp/yoshino/qyoshino/index.html

133 吉野川 旧吉野川 旧吉野川河口堰 宝物 旧吉野川河口堰管理所

9:00～17:00（土・日・祝日含む）
※配布場所は今切川河口堰です。配布の際
は旧吉野川河口堰へ行った証明写真等が必
要となります。
休日は、1階玄関のインターホンにて「ダ
ムカード希望」の旨をお伝え下さい。

徳島県徳島市川内町榎瀬841 http://www.water.go.jp/yoshino/qyoshino/index.html

134 財田川 大池川
香川用水調整池

（宝山湖）
宝物 香川用水管理所（琴平町）

9:00～17:00（土・日・祝日含む）
休日は、琴平町にある香川用水管理所玄関
のインターホンを押してください。
※配布には調整池を背景とした写真又は調
整池に設置しているスタンプが必要です。

香川県 香川県仲多度郡琴平町榎井８９１－２
http://www.water.go.jp/yoshino/kagawa/joho/pdf/H23/2011.12.1
2damu.pdf

135 肱川 肱川 野村ダム 宝物 野村ダム管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
土・日・祝日は管理庁舎入口のインターホ
ンを押してください。

愛媛県西予市野村町野村8-153-1 http://www.skr.mlit.go.jp/nomura/

136 吉野川 銅山川 柳瀬ダム 宝物 柳瀬ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
管理支所入口のインターホンを押してくだ
さい。

愛媛県四国中央市金砂町小川山乙1623-1 http://www.skr.mlit.go.jp/yoshino/

137 肱川 肱川 鹿野川ダム 宝物 鹿野川ダム管理庁舎

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
土・日・祝日は管理庁舎入口のインターホ
ンを押してください。

愛媛県大洲市肱川町山鳥坂280 http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/

138 肱川 肱川
鹿野川ダム
（改造）

宝物 鹿野川ダム管理庁舎

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
土・日・祝日は管理庁舎入口のインターホ
ンを押してください。

愛媛県大洲市肱川町山鳥坂280 http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/

139 重信川 石手川 石手川ダム 宝物 石手川ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
管理支所入口のインターホンを押してくだ
さい。

愛媛県松山市宿野町乙69-3 http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/river/ishitegawa/index.html

徳島県

愛媛県
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在
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県名
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140 吉野川 銅山川 富郷ダム 宝物 富郷ダム管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

愛媛県四国中央市富郷町津根山353-6 http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

141 吉野川 銅山川 新宮ダム 宝物 新宮ダム管理所
8:30～17:00（土・日・祝日含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

愛媛県四国中央市新宮町馬立1144番地 http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

142 渡川 中筋川 中筋川ダム 宝物 中筋川ダム管理庁舎

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
管理庁舎玄関のインターホンを押してくだ
さい。

高知県宿毛市平田町黒川字櫛ヶ崎山5312-48 http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/

中筋川総合開発工事事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日は配布しておりません）
事務所総務課までお越しください。

高知県宿毛市平田町戸内１６９２－１

中筋川ダム管理庁舎

9:00～17:00
（土・日・祝日のみ）
管理庁舎玄関のインターホンを押してくだ
さい。

高知県宿毛市平田町黒川字櫛ヶ崎山5312-48

144 仁淀川 仁淀川 大渡ダム 宝物 大渡ダム管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
管理庁舎玄関のインターホンを押してくだ
さい。

高知県吾川郡仁淀川町高瀬3815 http://www.skr.mlit.go.jp/oodo/

145 吉野川 吉野川 早明浦ダム 宝物 早明浦ダム管理所

8:30～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

高知県土佐郡土佐町田井6591番地5 http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

146 筑後川 佐田川 寺内ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
寺内ダム管理所

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

福岡県朝倉市荷原１５１６－６ https://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/

147 筑後川 小石原川 江川ダム お召し列車 両筑平野用水管理所

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

福岡県朝倉市江川１６６０－６７ https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

148 筑後川 筑後川 筑後大堰 お召し列車 筑後大堰管理室

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

福岡県久留米市安武町武島1063-2 http://www.water.go.jp/chikugo/coozeki/

朝倉総合事業所
平日8:30～17:00（土・日・祝日を除
く）

福岡県朝倉市上秋月1373番地1 https://www.water.go.jp/chikugo/koishi/

あまぎ水の文化村

4～10月　10：00～18：00
11～3月　10：00～17：00

【休館日】毎週月曜及び毎月第3火曜日。
但し、その日が祝日の場合は翌日。

福岡県朝倉市矢野竹８３１ http://www.mizunobunkamura.com/

150 松浦川 厳木川 厳木ダム
帛

（はく）
厳木ダム管理支所

8:30～17:15（平日）
9:00～17:00（土・日・祝日）
・休日は、玄関のインターホンを押してく
ださい。
・休日は、巡視で不在の時があります。
（1時間程度）

佐賀県 佐賀県唐津市厳木町広瀬４４６－４ http://www.qsr.mlit.go.jp/kyuragi/

愛媛県

高知県

http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/渡川 横瀬川
横瀬川ダム
（建設中）

宝物

筑後川 小石原川
小石原川ダム
（建設中）

宝物

福岡県

143

149
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嘉瀬川ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）
休日は玄関のインターホンを押してくださ
い。

佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬１－１ http://www.qsr.mlit.go.jp/kasegawa/

ダムの駅富士しゃくなげの里
9:00～18:00
定休日：毎月第2水曜

佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬１-３１ http://shakunage-s.com/

152 緑川 緑川 緑川ダム
帛

（はく）
緑川ダム管理所

8:30～17:15（平日）
土・日・祝日は除く

熊本県下益城郡美里町畝野３４５６ http://www.qsr.mlit.go.jp/midori/

153 菊池川 迫間川 竜門ダム 宝物 竜門ダム管理支所 9:00～16:30（土・日・祝日含む） 熊本県菊池市龍門870番地 http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

154 筑後川 津江川 下筌ダム お召し列車 下筌ダム管理支所
8:30～17:15（平日）
10:00～17:00（土・日・祝日）

熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕5827-3 http://www.qsr.mlit.go.jp/toukan/

155 白川 白川
立野ダム

（建設中）
お召し列車 ニコニコ屋 9:00～17:00（定休日：火曜）

熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野１５７６
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所にあり
ますのでご注意願います。

http://www.qsr.mlit.go.jp/tateno/

松原ダム管理支所
8:30～17:15（平日）
10:00～17:00（土・日・祝日）

大分県日田市大山町西大山8492-2 http://www.qsr.mlit.go.jp/toukan/

おすそわけ野菜のレストラン松原
11:00～15:00（火曜を除く平日）
11:00～18:00（土・日・祝）

大分県日田市大山町西大山8492-1 http://osusowake-yasai.com/

157 山国川 山移川 耶馬渓ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
耶馬渓ダム分室

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
・休日は、玄関のインターホンを押してく
ださい。
・休日は、巡視で不在の時があります。
（３０分程度）

大分県中津市耶馬渓町大字柿坂１８０６－６ http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/

158 筑後川 赤石川 大山ダム
帛

（はく）
大山ダム管理室

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

大分県日田市大山町西大山2008-1 http://www.water.go.jp/chikugo/oyama/

159 大分川 七瀬川
大分川ダム
（建設中）

宝物 ななせ館 9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
大分市大字廻栖野字新界２５０１－１０
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所にあり
ますのでご注意願います。

http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/

鶴田ダム管理所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
・休日は、玄関のインターホンを押してく
ださい。
・休日は、巡視で不在の時があります。
（３０分程度）

鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

川内川大鶴ゆうゆう館
（無料休憩所、食事可能）

9:00～17:00（火曜日を除く平日及び
土・日・祝日を含む）

鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－７

161 羽地大川 羽地大川 羽地ダム 宝物 羽地ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県名護市字田井等１０１７－８ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

162 新川川 新川川 新川ダム 宝物 福地ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡東村字川田中上原１１０５－１０８ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

163 福地川 福地川 福地ダム 宝物 福地ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡東村字川田中上原１１０５－１０８ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

164 安波川 安波川 安波ダム 宝物 安波ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原１３０１－２２ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

沖縄県

http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/鹿児島県

筑後川 松原ダム 宝物

大分県

佐賀県

川内川 鶴田ダム
黄櫨染

（こうろぜん）

熊本県

筑後川

151

156

160

嘉瀬川 嘉瀬川 嘉瀬川ダム お召し列車

川内川
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配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。 平成３１年２月２０日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

165 漢那福地川 漢那福地川 漢那ダム 宝物 漢那ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡宜野座村字漢那中山原２０１５－２ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

166 安波川 普久川 普久川ダム 宝物 安波ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原１３０１－２２ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

167 辺野喜川 辺野喜川 辺野喜ダム 宝物 安波ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡国頭村字安波川瀬原１３０１－２２ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

168 大保川 大保川 大保ダム 宝物 大保ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡大宜味村字田港１３５７－１８ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

169 億首川 億首川 金武ダム 宝物 金武ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日含む）

沖縄県国頭郡金武町字金武９９５９ http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

沖縄県
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