
ダムカード配布場所一覧

※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29年10月1日現在

番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 ホームページURL

1 石狩川 石狩川 大雪ダム 1.1 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 1.1 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 2.0 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 1.1 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

桂沢ダム管理支所
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/iwamizawa_kasen/kluhh4000000fmbo.html

三笠市立博物館
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/museum/

6 石狩川 漁川 漁川ダム 1.1 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）

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）及び年末年始
（12月2９日～１月３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）

9 天塩川 天塩川 岩尾内ダム 1.1 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

10 常呂川 常呂川 鹿ノ子ダム 1.1 鹿ノ子ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 常呂群置戸町字常元 http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh0000000fy3.html

11 十勝川 十勝川 十勝ダム 1.1 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/tisui/ctll1r000000337f.html

12 十勝川 札内川 札内川ダム 1.1 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

二風谷ダム管理所

8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３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）及び年末年始（12月
３０日～1月５日）は配布しておりませ
ん。）

沙流郡平取町字二風谷２２７－２

14
後志利別
川

後志利別
川

美利河ダム 1.1 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

15 留萌川
チバベリ
川

留萌ダム 1.0 留萌ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む（3月
中旬～11月下旬））

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

16 石狩川 夕張川
夕張シューパロ
ダム

1.0 夕張川ダム総合管理事務所 9:00～17:00（土･日･祝日を含む） 夕張市南部青葉町５７３番 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/yuubari_damu/kluhh4000000iii1.html

17
胆振幌別
川

胆振幌別
川

幌別ダム 1.0
北海道企業局室蘭地区
工業用水道管理事務所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

登別市川上町308番地60 http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/kgs/index.htm

有明ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道苫前郡初山別村字有明

留萌振興局
留萌建設管理部羽幌出張所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道苫前郡羽幌町寿町2

しょさんべつ温泉　ホテル
岬の湯（フロント）

11:00～22:00
（土・日・祝日のみ配布しております。）

北海道苫前郡初山別村字豊岬153

様似ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道様似郡様似町新富

胆振総合振興局
室蘭建設管理部浦河出張所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道浦河郡浦河町向ヶ丘西2-568-59

矢別ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道函館市紅葉山町

渡島総合振興局
函館建設管理部事業室事業
課

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道函館市美原1-47-8

道南四季の杜公園

9:00～17:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（12月29日～1月3日は休館日のため、配
布しておりません。））

北海道函館市亀田中野町199-2

5 石狩川 幾春別川 桂沢ダム

20

8

石狩川

石狩川 定山渓ダム

茂築別川

様似ダム

13

18

7

様似川

汐泊川 汐泊川

沙流川 http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000002hxf.html

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/ariakedam.htm

二風谷ダム

三笠市立博物館

9:00～17:00
(三笠市立博物館の休館日（毎週月曜日（月
曜日が祝日の場合は、次の平日）、冬期間
の祝日（12月～3月）、年末年始（12月
30日～1月4日）は、配布しておりませ
ん。）

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/mkk/mur-dogen/kanriDam/dam-
samani.html

三笠市幾春別錦町１丁目212-1

札幌市南区定山渓７区豊平峡ダム 1.1

1.1

北海道

1.0

1.0

札幌市南区定山渓８区

1.0

矢別ダム

有明ダム

1.0 http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/kk/hkk/yabetudam.htm

豊平川

沙流川

小樽内川

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu/kluhh40000009mei.html

茂築別川

1.1

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu/kluhh40000009mei.html

19 様似川

1 ページ



番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
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美唄ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道美唄市字美唄1849-1

空知総合振興局
札幌建設管理部岩見沢出張
所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道岩見沢市上幌向南1条2丁目

アルテピアッツァ美唄

9:00～17:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（毎週火曜日及び12月31日～1月5日は休
館日のため、配布しておりません。））

北海道美唄市落合町栄町

胆振総合振興局室蘭建設
管理部静内総合治水事務所

9:00～12:00、13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道日高郡新ひだか町静内ときわ町
4-1-18

新ひだか町観光情報セン
ター“ぽっぽ“

9:00～17:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（12月30日～1月3日は休館日のため、配
布しておりません。））

北海道日高郡新ひだか町静内本町5丁目
1-21

佐幌ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道上川郡新得町字新内西2線153-4

十勝総合振興局
帯広建設管理部鹿追出張所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道河東郡鹿追町南町1-54

佐幌ダムキャンプ場管理所
8:00～16:00
（土・日・祝日のみ配布しております。（5
月上旬～10月下旬　））

北海道上川郡新得町字新内

新中野ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道函館市亀田中野町

渡島総合振興局
函館建設管理部事業室事業
課

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道函館市美原1-47-8

道南四季の杜公園

9:00～17:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（12月29日～1月3日は休館日のため、配
布しておりません。））

北海道函館市亀田中野町199-2

愛別ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道上川郡愛別町字協和地先

上川総合振興局
旭川建設管理部事業室事業
課

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道旭川市東3条5丁目1-44

蔵ＫＵＲＡＲＡ（くらら）

10:00～19:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（毎週火曜日及び12月31日～1月3日は休
館日のため、配布しておりません。））

北海道上川郡愛別町字本町119

小平ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道留萌郡小平町字滝下

留萌振興局
留萌建設管理部事業室事業
課

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道留萌市東雲町1-56

北の道の駅おびら鰊番屋内
1F小平町観光交流センター
特産品販売コーナー

10:00～17:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（年末年始は休館日のため、配布しており
ません。））

北海道留萌郡小平町字鬼鹿広富

小平町総合交流ターミナル
「ゆったりかん」

7:00～22:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（毎月第３火曜日は休館日のため、配布し
ておりません。））

北海道留萌郡小平町字小平町479-1

朝里ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道小樽市朝里川温泉2丁目

後志総合振興局
小樽建設管理部事業室事業
課

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道小樽市朝里川温泉2-745

朝里ダム記念館
10:00～16:00
（土・日・祝日のみ配布しております。（4
月下旬～10月下旬　））

北海道小樽市朝里川温泉2丁目580

栗山ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道夕張郡栗山町字本沢地先

空知総合振興局
札幌建設管理部長沼出張所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道夕張郡長沼町錦町北1-3-14

栗山ダムパークゴルフコー
ス

8:00～18:00
（土・日・祝日のみ配布しております。（4
月23日～11月3日　））

北海道夕張郡栗山町本沢1-1

浦河ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道浦河郡浦河町字上向別359-16

胆振総合振興局
室蘭建設管理部浦河出張所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道浦河郡浦河町向ヶ丘西2-568-59

浦河町総合文化会館
１階浦河町立図書館

10:00～18:00
（土・日・祝日のみ配布しております。
（毎週月曜日及び12月30日～1月5日は休
館日のため、配布しておりません。））

北海道浦河郡浦河町大通3丁目52

1.0

1.0

1.0

http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/kk/hkk/sinnnakanodam.htm

http://www.rumoi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/rkk/obiradam.htm

21

22

23

24

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/mkk/mur-dogen/kanriDam/dam-
takami.html

1.0

美唄ダム

1.0

佐幌ダム 1.0

浦河ダム 1.0

http://www.tokachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/sa-dam-index.htm

朝里ダム

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/kk/akk/contents/OSHIRASE/aib
etsu/index.htm

高見ダム

向別川

石狩川 美唄川

1.0

http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/okk/KR/youtikanrisitu.htm

新中野ダム

小平ダム

向別川

朝里川

北海道

愛別ダム 1.0

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/skk/bibaidam/index.htm

石狩川
ポンウエ
ンベツ川

亀田川

静内川

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/skk/dam/kuri_dam/index.htm

http://www.iburi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/mkk/mur-dogen/kanriDam/dam-
urakawa.html

27

28

25

26 小平蘂川

石狩川

佐幌川

朝里川

栗山ダム

静内川

亀田川

狩布川

小平蘂川

十勝川

29
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番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 ホームページURL

上ノ国ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道檜山郡上ノ国町字内郷

渡島総合振興局
函館建設管理部江差出張所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道檜山郡江差町字陣屋町336-3

道の駅　もんじゅ
9:00～19:30（4月～10月）
9:00～18:30（11月～3月）
（土・日・祝日のみ配布しております。）

北海道檜山郡上ノ国町字原歌3

庶路ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道白糠郡白糠町字滝の上地先

釧路総合振興局
釧路建設管理部事業室事業
課

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道釧路市双葉町6-10

北の道の駅　しらぬか恋問
9:00～19:00（5月～8月）
9:00～18:30（9月～4月）
（土・日・祝日のみ配布しております。）

北海道白糠郡白糠町コイトイ40-3

上川総合振興局
旭川建設管理部士別出張所

9:00～12:00、13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道士別市西4条北1丁目

道の駅　絵本の里けんぶち
9:00～18:00（5月～10月）
9:00～17:00（11月～4月）
（土・日・祝日のみ配布しております。）

北海道上川郡剣淵町東町2420

当別ダム管理所

9:00～12:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道石狩郡当別町字青山十万坪

空知総合振興局
札幌建設管理部岩見沢出張
所

13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道岩見沢市上幌向南1条2丁目

道民の森神居尻案内所
9:30～16:30
（土・日・祝日のみ配布しております。（5
月1日～10月31日　））

北海道石狩郡当別町字青山奥三番川
2513-149

空知総合振興局
札幌建設管理部滝川出張所

9:00～12:00、13:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

北海道滝川市流通団地3丁目1-5

新十津川物産館

10:00～17:30（3月～10月）
10:00～16:00（11月～2月）
（土・日・祝日のみ配布しております。
（12月31日～1月3日は休館日のため、配
布しておりません。））

北海道樺戸郡新十津川町中央5-1

35 十勝川 音更川 糠平ダム 1.0 ひがし大雪自然館

9:00～17:00
休館日：毎週水曜日（水曜日が祝祭日の場
合は翌日）、12/30～1/5
詳細はひがし大雪自然館にお問い合わせく
ださい。

北海道河東郡上士幌町字ぬかびら源泉郷
48番地2

http://www.jpower.co.jp/damcard/nukabira.html

36 岩木川 浅瀬石川 浅瀬石川ダム 1.2
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・年末年始（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/

37 川内川 川内川 川内ダム 1.0
①川内ダム管理所
②道の駅かわうち湖

①9:30～15:00（金・土・日・祝日および
年末年始は配布しておりません。）
※配布時間内でも施設点検等で不在とな
り、配布できない場合があります。

②9:00～16:00（毎週木曜日（祝日の際は
翌日）の休館日および冬期閉鎖期間中（11
月中旬～4月中旬）は配布しておりません。

①青森県むつ市川内町福浦山
②青森県むつ市川内町福浦山314

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/sh-
seibi/gyoumugaiyou_kasensabousisetu.html

38 岩木川 平川 遠部ダム 1.0
「道の駅」いかりがせき
（文化観光館）

9:00～17:00（土･日･祝日を含む（年末年
始を除く））

青森県平川市碇ヶ関碇石13-1 http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/hi-kendo-kasen.html

39 岩木川 津刈川 久吉ダム 1.0
「道の駅」いかりがせき
（文化観光館）

9:00～17:00（土･日･祝日を含む（年末年
始を除く））

青森県平川市碇ヶ関碇石13-1 http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/hi-kendo-kasen.html

40 堤川 堤川 下湯ダム 1.0
①下湯ダム管理事務所
②駒込ダム建設所

①9:00～9:30，16:00～17:00（平日）
9:00～17:00（土・日・祝日・年末年始含
む）
※ダムカード配布場所はダムに隣接してい
ます。管理事務所玄関のインターホンを押
してください。

②9:00～17:00（平日のみ）
※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。

①青森県青森市大字荒川字横倉
②青森県青森市中央３丁目２０－１

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/komagomedam/damcard.ht
ml

41 浅虫川 浅虫川 浅虫ダム 1.0
「道の駅」
浅虫温泉ゆ～さ浅虫

9:00～17:00（土･日･祝日・年末年始を含
む）
※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。

青森県青森市大字浅虫字蛍谷３４１－１
９

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/komagomedam/damcard.ht
ml

42 新井田川 新井田川 世増ダム 1.0 世増ダム管理所
9:00～17:00（土･日･祝日を含む）
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

青森県八戸市南郷大字島守字崩向
http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ha-kendo/dam-
yomasari.html

43 岩木川 飯詰川 飯詰ダム 1.0 西北地域県民局地域整備部
9:00～17:00（土･日･祝日を含む）
※配布の際は撮影日時を証明する写真の提
示が必要

青森県五所川原市字栄町１０ http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/go-kendo/kasen.html

1.0

1.0

http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/syorodam/top.htm庶路ダム

当別川 当別ダム

西岡ダム小沢川

目名川

1.0

北海道

徳富川 徳富ダム

庶路川

1.0

http://www.kamikawa.pref.hokkaido.lg.jp/kk/akk/contents/OSHIRASE/nis
hioka/

1.0

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/skk/dam/toubetu/index.htm

http://www.oshima.pref.hokkaido.lg.jp/kk/hkk/kaminokuni.htm

http://www.sorachi.pref.hokkaido.lg.jp/kk/skk/dam/toppudam/index.htm

青森県

石狩川33

34

31

30 天野川

庶路川

石狩川

天塩川

上ノ国ダム

32
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44 小泊川 小泊川 小泊ダム 1.0
1)中泊町小泊支所 水産観光
課
2)「道の駅」ポントマリ

1)9:00～17:00（土･日･祝日を含む）
2)「道の駅」ポントマリ(11月上旬～4月中
旬冬季閉鎖)
※いずれも配布の際は撮影日時を証明する
写真の提示が必要

1)青森県北津軽郡中泊町大字小泊字小泊
488
2)青森県北津軽郡中泊町大字小泊字折腰
内45

http://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/go-kendo/kasen.html

45 岩木川 岩木川 津軽ダム 1.1 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/

46 北上川 猿ヶ石川 田瀬ダム 2.0 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。

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

47 北上川 北上川 四十四田ダム 2.0
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。

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

48 北上川 雫石川 御所ダム 2.0 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。

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

49 北上川 和賀川 湯田ダム 2.0 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。

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/

50 北上川 和賀川 湯田貯砂ダム 1.0
湯夢プラザ内観光案内所
（JR東日本北上線ほっとゆ
だ駅向かい）

8:30～17:30
（土・日・祝日を含む）

岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割73番
地11

http://www.yamanoideyu.com/index.html

51 北上川 胆沢川 胆沢ダム 4.1 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。

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

52 名取川 碁石川 釜房ダム 2.0 釜房ダム管理所
8:30～17:00（土・日・祝日を含む）
（但し、年末年始12月29日～1月3日を除
く）

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/

53 北上川 江合川 鳴子ダム 2.1 鳴子ダム管理所

8:30～17:００
（土・日・祝日を含む）
（但し、年末年始（１２／２９～１／３）
を除く）

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

54 阿武隈川 白石川 七ヶ宿ダム 1.2 七ヶ宿ダム管理所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通52-40 http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/

55 北上川 迫川
パシフィックコ
ンサルタンツ長
沼ダム

2.1
宮城県東部土木事務所登米
地域事務所

8:30～17：15
（土・日・祝日・年末年始は配布していま
せん）

宮城県登米市迫町佐沼字西佐沼150-5 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/et-tmdbk/

56 広瀬川 青下川 青下第一ダム 1.0 仙台市水道記念館

開館日の9:30～16:00
（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。）
※休館日：月曜日（祝休日を除く）、祝休
日の翌日（土・日曜、祝休日を除く）、冬
期(12/1～3/31)

宮城県仙台市青葉区熊ヶ根字大原道地内 http://www.suidou.city.sendai.jp/

57 雄物川 玉川 玉川ダム 1.1 玉川ダム管理所

（平日）8:30～17:00
（土・日・祝日）8:30～17:00
※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）
※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～
3月）　　※H29は4/23～11月下旬まで
開館

http://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kankou_shisetsu/moriy
oshi/2014-0515-02.html

59 米代川 小阿仁川 萩形ダム 1.0 萩形ダム管理事務所
9時30分～16時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）

秋田県北秋田郡上小阿仁村南沢字小阿仁
奥山国有林

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

素波里ダム管理事務所
9時30分～16時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）

秋田県山本郡藤里町粕毛字南鹿瀬内沢国
有林

レストハウス白神

11時００分～15時00分
（土・日・祝日のみ配布）
※冬期間は配布しません（11月中旬～4月
下旬）

秋田県山本郡藤里町粕毛南鹿瀬内３８−１

鎧畑ダム管理事務所
9時30分～16時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）

秋田県仙北市田沢湖田沢字中山４４－７

国土交通省東北地方整備局
玉川ダム管理所

9時00分～17時00分
※配布には写真又は、来訪確認カ－ドが必
要となります。

秋田県仙北市田沢湖玉川字下水無９２

秋田県
玉川発電事務所

10時00分～16時00分
（12/29～1/3を除く）
※配布には写真又は、来訪確認カ－ドが必
要となります。

秋田県仙北市田沢湖田沢字鎧畑８－１

皆瀬・板戸ダム管理事務所
9時30分～16時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）

秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕１１－２

小安峡温泉総合案内所

9時00分～17時00分
（毎週火曜日（祝日の場合は翌日）及び冬
期間（11月～4月）を除く）
休館日については、HPをご覧ください
※ダムへ行った証明（写真等）は不要です

秋田県湯沢市皆瀬字湯元５－１

鹿角地域振興局建設部

9時00分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県鹿角市花輪字六月田１

小坂鉱山事務所

9時00分～17時00分
（土・日・祝日のみ配布、年末年始を除
く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県鹿角郡小坂町小坂鉱山字古館４８
－２

1.0素波里ダム http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

1.2 秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱３１小又川 森吉山ダム

粕毛川

青森県

鎧畑ダム 1.0

皆瀬川 皆瀬ダム 1.0

岩手県

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

宮城県

秋田県

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

60 米代川

58

61 雄物川

62 雄物川

玉川

米代川

63 米代川 砂子沢 砂子沢ダム 1.0
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森吉ダム管理事務所
9時30分～16時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）

秋田県北秋田市森吉字砂子沢下岱70

森吉山ダム広報館

9時30分～16時00分
（施設定休日及び冬期間（1１月下旬～４月
下旬）を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱３１

奥の湯　森吉山荘

9時00分～16時00分
（毎月第3月曜（祝日の場合は翌日）及び年
末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県北秋田市森吉字湯ノ岱１４－１

太平湖グリーンハウス

9時30分～16時00分
（施設定休日及び冬期間（1０月下旬～６上
旬）を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県北秋田市森吉字桐内沢国有林

北秋田地域振興局建設部
9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※ダムへ行った証明（写真等）は不要です

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１

秋田県
大館発電事務所

10時00分～16時00分
※ダムへ行った証明（写真等）は不要です

秋田県大館市片山町三丁目１４－５

北秋田地域振興局建設部

9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県北秋田市鷹巣字東中岱７６－１

秋田県
大館発電事務所

10時00分～16時00分
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県大館市片山町三丁目１４－５

山本地域振興局建設部

9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県能代市御指南町１－１０

道の駅みねはま

9時00分～18時00分
(休館日及び年末年始を除く)
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県八峰町峰浜沼田字ホンコ谷地147

道の駅はちもり

9時00分～17時00分
(休館日及び年末年始を除く)
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県八峰町八森字乙の水72-4

八森いさりび温泉ハタハタ
館

9時00分～22時00分
(休館日を除く)
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県八峰町八森字御所の台51

秋田地域振興局建設部

9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県秋田市山王四丁目１－２

クアドーム ザ・ブーン

10時00分～20時00分
（休館日については、HPをご覧ください）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県秋田市仁別字マンタラメ２１３

69 雄物川 三内川 岩見ダム 1.0
秋田県健康増進交流セン
ター
　ユフォーレ

10時00分～21時00分
（休館日を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）、または、来訪確認カードが必要とな
ります

秋田県秋田市河辺三内字丸鶴１－１ http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

70 子吉川 畑川 大内ダム 1.0 由利地域振興局建設部

9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県由利本荘市水林３６６ http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

1.0 仙北地域振興局建設部

9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

秋田県大仙市上栄町１３－６２

物部長穂記念館

9時30分～16時00分
（月曜（祝日の場合は翌日）及び冬期間
（11月下旬～4月上旬）を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）、または、来訪確認カードが必要とな
ります

秋田県大仙市協和境字唐松岳４４－２

協和温泉　四季の湯

9時30分～16時00分
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）、または、来訪確認カードが必要とな
ります

秋田県大仙市協和船岡字庄内２１４

1.0 平鹿地域振興局建設部

9時30分～17時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
または来訪確認カードが必要となります

秋田県横手市旭川一丁目３－４１

1.0 道の駅　さんない

9時30分～1６時00分
（年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
または来訪確認カードが必要となります

秋田県横手市山内土淵字小目倉沢３４

1.0 あいのの温泉　鶴ヶ池荘

9時30分～1６時00分
（年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
または来訪確認カードが必要となります

秋田県横手市山内土淵字鶴ヶ池２４－２

皆瀬・板戸ダム管理事務所
9時30分～16時00分
（土・日・祝日及び年末年始を除く）

秋田県湯沢市皆瀬字小貝渕１１－２

小安峡温泉総合案内所

9時00分～17時00分
（毎週火曜日（祝日の場合は翌日）及び冬
期間（11月～4月）を除く）
休館日については、HPをご覧ください
※ダムへ行った証明（写真等）は不要です

秋田県湯沢市皆瀬字湯元５－１

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

秋田県

1.0水沢ダム水沢川

1.0

水沢川

1.0

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

http://www.pref.akita.lg.jp/www/contents/1459219644342/index.html

雄物川72

67

68 旭川ダム雄物川 旭川

64 米代川 小又川 森吉ダム 1.0

65 米代川 早口川 早口ダム 1.0

66 米代川 岩瀬川 山瀬ダム

71 雄物川 淀川 協和ダム

73 雄物川 皆瀬川 板戸ダム 1.0

松川 大松川ダム
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74 雄物川 成瀬川 成瀬ダム 1.0

①成瀬ダム工事事務所
②夢・なるせ直売所
③郷土文化保存伝習施設
ふる里館

9月11日配布開始
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 8:00～16:30（4月下旬～11月下旬の
土・日・祝祭日のみ）
③ 9:00～16:30（11月下旬～4月下旬の
土・日・祝祭日のみ）
※ダムと配布場所が離れています。配布に
あたり成瀬ダム展望台などからデジカメ、
携帯電話などで撮影した写真の提示が必要
となります。
冬期国道342号が通行止めの際は、通行止
め箇所で写真を撮影。

秋田県

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岩井川字下村
91-1

③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/

75 赤川 梵字川 月山ダム 1.1 月山ダム管理所

9:00～16:30（土・日・祝日を含む）
※12月～3月は平日のみ
※ダムカードの配布場所はダムに隣接して
います。

山形県鶴岡市上名川字東山8-112 http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/

76 最上川 寒河江川 寒河江ダム 1.0
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/

77 最上川 置賜白川 白川ダム 1.0 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/

78 最上川 置賜野川 長井ダム 1.0 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/

79 荒川 横川 横川ダム 1.0
きてくろ館及び横川ダム管
理支所

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
※冬期間(12月～4月第一週まで)はきてく
ろ館閉館のため管理支所にて配布します。

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

80 赤川 赤川 荒沢ダム 1.0
庄内総合支庁
荒沢ダム管理課

9:00～16:00
（土・日・祝日を含む）（年末年始12月
29日～1月3日を除く）

山形県鶴岡市荒沢字狩篭１４５
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/337081/damucard/d
amucard.html

81 最上川 鮭川 高坂ダム 1.0
最上総合支庁
高坂ダム管理課

9:00～16:00
（土・日・祝日・年末年始12月29日～1月
3日を除く）

山形県最上郡真室川町大字差首鍋２０３
５

http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/mogami/314076/

82 最上川
馬見ヶ崎
川

蔵王ダム 1.0 蔵王ダム管理所
10:00～15:30
（土・日・祝日・年末年始12月29日～1月
3日を除く）

山形県山形市上宝沢字葉の木沢地内
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/murayama/301077/copy_of_
zaodamu.html

83 最上川 置賜野川 木地山ダム 1.0 木地山ダム管理所
10:00～16:00（土・日・祝日及び12月
から翌年５月までの冬期閉鎖期間は除く）

山形県長井市寺泉字桶沢４２９７
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/okitama/326080/kijiyamada
m_card.html

84 最上川 綱木川 綱木川ダム 1.0 綱木川ダム管理所
9:３0～1６:00
（土日・祝日・年末年始12月29日から1月
3日を除く）

山形県米沢市大字簗沢字糸畔6984-78
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/okitama/325074/publicfolder
201703029114600149/tsunakikawadamuka-do.html

85 阿武隈川 大滝根川 三春ダム 1.0
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）（但し、年末年始
12月29日～1月3日を除く）

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/

86 阿武隈川 摺上川 摺上川ダム 2.1 摺上川ダム管理所
9:00～16:30（土・日・祝日を含む）
（但し12月29日～1月3日は配布しており
ません）

福島県福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山25 http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/

87 阿賀野川 阿賀川 大川ダム 1.1 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/

88 阿賀野川 押切川 日中ダム 1.0

①大峠・日中総合管理事務所
（日中ダム管理所）
②ひめさゆり浪漫館
③日中温泉ゆもとや
④大峠・日中総合管理事務所
（大峠道路管理所）

①4/1～11/30　8：30～17：00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
②4/1～11/30　8：30～17：00
③年間　8：30～17：00（宿泊客で必要
とする方のみ）
④12/1～3/31　8：30～17：00

①福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字オソ
バ丙1451-3
②福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平
沢山丙1453-１
③福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字大畑
29
④福島県喜多方市熱塩加納町熱塩字弥平
沢山丙1453-31

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuutop.html

89 阿賀野川 小野川 大内ダム 1.0 下郷事務所
9:00～17:00
（土・日、祝祭日、年末年始(12月29日～
1月3日)、5月1日は除く）

福島県南会津郡下郷町大字小沼崎字半丈
乙847-1

http://www.jpower.co.jp/damcard/ouchi.html

90 阿賀野川 只見川 田子倉ダム 1.0
田子倉レイクビュー
（冬季：田子倉電力所）

9:00～16:00
休館日：毎週火曜日
※冬期休館期間（11月中旬～4月下旬）は
田子倉電力所で配布します。詳細はウェブ
サイトをご参照下さい。

田子倉レイクビュー：南会津郡只見町田
子倉後山604-18
田子倉電力所（冬季）：南会津郡只見町
大字只見字新屋敷1604番地

http://www.jpower.co.jp/damcard/tagokura.html

91 鮫川 四時川 四時ダム 1.1 四時ダム管理所
8:30～16:30
（土・日・祝日を含む）

福島県いわき市川部町大沢１６９－１ http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41383a/

92 鮫川 鮫川 高柴ダム 1.2 高柴ダム管理所
8:30～16:30
（土・日・祝日を含む）

福島県いわき市田人町旅人字井戸沢
227-11

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41383a/

93 夏井川 小玉川 小玉ダム 1.0 小玉ダム管理所
9:00～16:30
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）

福島県いわき市小川町高萩字釜ノ前1-
25

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/kodamadam-top.html

94 阿賀野川 湯川 東山ダム 1.0 東山ダム管理所
8：30～17：00
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）

福島県会津若松市東山町大字湯本字境沢
山３３４－２

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41340a/higashiyamadam.html

95 真野川 真野川 真野ダム 1.1 真野ダム管理所
9:30～16:30
（土・日・祝日を含む）

福島県相馬郡飯舘村大倉字松ｹ平582 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41370a/soso20124.html

96 阿賀野川 高野川 田島ダム 1.0 南会津建設事務所

8：30～17：00
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）
（管理所が閉まっている場合、ダムに行っ
た証明提示があれば配布しています。）

福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲
４２７７－１　南会津合同庁舎３階

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/tajimadamu.html

97 阿武隈川 堀川 堀川ダム 1.0 堀川ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）

福島県西白河郡西郷村大字真船字横川１
８０－４

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41330a/damukengakukai.html

こまちダム管理所

管理所１０:00～1５:00
小野町8:30～17:00
（土・日・祝日及び年末年は配布しており
ません）

福島県田村郡小野町大字菖蒲谷字堂田４
６－２１

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/komachi.html

小野町役場地域整備課

8:30～17:00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してお
りません）
（管理所が閉まっている場合、ダムに行っ
た証明提示があれば配布しています。）

福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻
９２番地

http://www.town.ono.fukushima.jp/soshiki/8/komachi-dam.html

こまちダム 1.1黒森川夏井川

山形県

福島県
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木戸ダム管理所
8:30～16:30
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）

福島県双葉郡楢葉町大字上小塙字ｼﾍﾞｿﾌ1

富岡土木事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）
（管理所が閉まっている場合、ダムに行っ
た証明提示があれば配布しています。）

福島県双葉郡富岡町小浜５５３番地２

100 阿武隈川 北須川
千五沢ダム
（再開発事業
中）

1.0 千五沢ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始は配布しており
ません）

福島県石川郡石川町大字母畑字辺栗４９ http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/damkennsetsuka.html

101 阿賀野川 只見川 本名ダム 1.0

102 阿賀野川 只見川 上田ダム 1.0

103 阿賀野川 只見川 宮下ダム 1.0 道の駅　尾瀬街道みしま宿
8:00～18:00
1/1～1/3は配布しておりません。

福島県大沼郡三島町大字川井字天屋原
610

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

104 阿賀野川 只見川 柳津ダム 1.0 道の駅　会津柳津
9:00～18:00
（12月～3月は17:00まで）

福島県河沼郡柳津町字下平乙179 http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

105 阿賀野川 只見川 片門ダム 1.0
道の駅 あいづ
湯川・会津坂下

9:00～19:00
（12/1～3/15は18:00まで）
（12/30～1/3は17:00まで）
2月第3水曜日は配布しておりません。

福島県河沼郡湯川村大字佐野目字五丁ノ
目78-1

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

106 阿賀野川 只見川 只見ダム 1.0
只見展示館
（冬季：田子倉電力所）

9:00～16:30
休館日：毎週水曜日
※冬期休館期間（11月中旬～4月下旬）は
田子倉電力所で配布します。詳細はウェブ
サイトをご参照下さい。

只見展示館：南会津郡只見町大字只見字
後山2476-230
田子倉電力所（冬季）：南会津郡只見町
大字只見字新屋敷1604番地

http://www.jpower.co.jp/damcard/tadami.html

107 阿賀野川 阿賀川 新郷ダム 1.0

108 阿賀野川 阿賀川 山郷ダム 1.0

109 阿賀野川 阿賀川 上野尻ダム 1.0 道の駅　にしあいづ
9:00～19:00
1/1は配布しておりません。

福島県耶麻郡西会津町野沢字下條乙
1969-26

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

110 阿賀野川 宮川 新宮川ダム 1.0 会津宮川土地改良区

8：30～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

福島県大沼郡会津美里町字油田１５４５ http://www.aizumiyakawa.jp/damcard.htm

111 久慈川 竜神川 竜神ダム 1.0 竜神ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県常陸太田市下高倉２１５３ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

112 那珂川 藤井川 藤井川ダム 1.0 藤井川ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県東茨城郡城里町下古内１８３１ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

113 那珂川 飯田川 飯田ダム 1.0 飯田ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県笠間市飯田１１２５－１２ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

114 大北川 花園川 水沼ダム 1.0 水沼ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県北茨城市華川町小豆畑１５８６ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

115 花貫川 花貫川 花貫ダム 1.0 花貫ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県高萩市秋山字板木２９８９ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

116 十王川 十王川 十王ダム 1.0 十王ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県日立市十王町高原９－１ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

117 大北川 大北川 小山ダム 1.0 小山ダム管理事務所
9:00～16:00（平日のみ）
（対応できない曜日・時間帯があるため詳
細はＨＰをご覧ください）

茨城県高萩市横川１５３３－１ http://www.pref.ibaraki.jp/doboku/kasen/dam/dam/damcard.html

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/kanto/kasumiga/index.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）、年末年始）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（年末年始を除く。） 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、年末年始を
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、年末年始を
除く。）

茨城県行方市麻生１５７０－１ http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00016.html

霞ヶ浦河川事務所

9:00～17:00（土、日、祝日、年末年始を
除く。）
庁舎建物内（敷地に入って右の建物）の内
線電話にて総務課へ連絡願います。

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、年末年始を
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、年末年始を
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、年末年始を
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

霞ヶ浦（西浦） 1.0

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41371a/kidodamukanri.html1.0

カイギュウランドたかさと

9:00～16:30
月曜日は休館（月曜日が休日の場合は火曜
日）
12/29～1/3は配布しておりません。

1.0

木戸川

利根川 利根川

霞ヶ浦

木戸川

霞ヶ浦（北浦）

木戸ダム

福島県大沼郡金山町大字中川字上居平
949-8

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

福島県喜多方市高郷町西羽賀和尚堂
3163

http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

道の駅　奥会津かねやま
9:00～18:30（11月～3月は17:30ま
で）
12/30～1/2は配布しておりません。

福島県

茨城県

http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/利根川
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120 利根川 鬼怒川 川治ダム 1.1 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

121 利根川 男鹿川 五十里ダム 2.0 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/

122 利根川 鬼怒川 川俣ダム 2.0 川俣ダム管理支所
8:30～17:15（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。

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

123 利根川 湯西川 湯西川ダム 1.0 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・年末年始は配布していま
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)及び年末年始は
配布していません）

埼玉県加須市小野袋1737 http://www.city.kazo.lg.jp/

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)及び年末年始は
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）及び年末年始は配布し
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/page001109.html

125 那珂川 那珂川 沼原ダム 1.0 森の発電おはなし館
平成29年は下記の間のみ配布。
5月1日～5月7日　10:00～16:00
 7月1日～11月30日　10:00～16:00

栃木県那須塩原市板室字滝の沢897-6 http://www.jpower.co.jp/damcard/numappara.html

126 利根川 鬼怒川 黒部ダム 1.0 栗山ふるさと物産センター

【営業時間】9:00～16:00
【定 休 日 】木曜日
【営業期間】4月第3日曜日～11月30日
※上記期間以外は冬期休館の為、ダムカー
ドを配布しません。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

栃木県日光市日陰596-2 http://www.nikko-kankou.org/gourmet/822/

127 利根川 鬼怒川 中岩ダム 1.0
日光市観光協会（日光街道
ニコニコ本陣内）

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日 】年末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

栃木県日光市今市717-1 http://www.nikko-kankou.org/soshiki/

128 利根川 砥川 今市ダム 1.0
日光市観光協会（日光街道
ニコニコ本陣内）

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日 】年末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

栃木県日光市今市717-1 http://www.nikko-kankou.org/soshiki/

129 利根川 ベネ沢川 栗山ダム 1.0 栗山ふるさと物産センター

【営業時間】9:00～16:00
【定 休 日】木曜日
【営業期間】4月第3日曜日～11月30日
※上記期間以外は冬期休館の為、ダムカー
ドを配布しません。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

栃木県日光市日陰596-2 http://www.nikko-kankou.org/gourmet/822/

130 利根川 湯川 品木ダム 1.1
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）
※

（年末年始は配布していません。1月～４月
中旬は平日のみ配布しています。）

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

131 利根川 赤谷川 相俣ダム 1.0 相俣ダム管理支所
8:30～17:15
（年末年始は配布していません）

群馬県利根郡みなかみ町相俣１４９３ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

132 利根川 利根川 藤原ダム 1.0 藤原ダム管理支所
8:30～17:15
（年末年始は配布していません）

群馬県利根郡みなかみ町夜後２６ http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

133 利根川 片品川 薗原ダム 1.0 薗原ダム管理支所
8:30～17:15
（年末年始は配布していません）

群馬県沼田市利根町
園原２３７８

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

134 利根川 渡良瀬川 草木ダム 2.0 草木ダム管理所
8:30～17:00
（土・日・祝日含む）

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

135 利根川 楢俣川 奈良俣ダム 1.0
ならまたサービスセンター
（ダムに隣接しています）

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。なお、管理所の受付時間は、8:30
～17:00（土、日、祝日も配布）です。

※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

136 利根川 利根川 矢木沢ダム 1.0
矢木沢ダム管理所
（ダムに隣接しています）

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

137 利根川 霧積川 霧積ダム 2.0 霧積ダム管理事務所
10:00～15:00（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県安中市松井田町坂本１７６８－１
３３

http://www.pref.gunma.jp/

138 利根川 桐生川 桐生川ダム 2.0 桐生川ダム管理事務所
10:00～16:00（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県桐生市梅田町４丁目１７８１ http://www.pref.gunma.jp/

139 利根川 道平川 道平川ダム 2.0 道平川ダム管理事務所
10:30～15:30（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の
峰７９１４

http://www.pref.gunma.jp/

140 利根川 屋敷川 屋敷川取水ダム 2.0 道平川ダム管理事務所
10:30～15:30（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の
峰７９１４

http://www.pref.gunma.jp/

141 利根川 市野萱川
市野萱川取水ダ
ム

2.0 道平川ダム管理事務所
10:30～15:30（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の
峰７９１４

http://www.pref.gunma.jp/

142 利根川 相沢川 相沢川取水ダム 2.0 道平川ダム管理事務所
10:30～15:30（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の
峰７９１４

http://www.pref.gunma.jp/

栃木県

渡良瀬貯水池 1.0利根川 渡良瀬川

群馬県
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塩沢ダム管理事務所
10:00～16:00（火・土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県多野郡神流町大字塩沢字大松甲 http://www.pref.gunma.jp/

藤岡土木事務所万場事業所
9:00～17:00（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県多野郡神流町大字万場２１－３ http://www.pref.gunma.jp/

144 利根川 碓氷川 坂本ダム 2.0 霧積ダム管理事務所
10:00～15:00（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県安中市松井田町坂本１７６８－１
３３

http://www.pref.gunma.jp/

四万川ダム管理事務所
10:00～16:00（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県吾妻郡中之条町大字四万４４００
－２８

http://www.pref.gunma.jp/

中之条町営日帰り入浴温泉
四万こしきの湯

10:00～16:30（12/1～3/31の期間及び
毎月第２水曜日は配布していません）

群馬県吾妻郡中之条町大字四万４４００
－２７

http://www.nakanojo-kanko.jp/onsen/shima-koshiki.shtml

146 利根川 大仁田川 大仁田ダム 2.0 大仁田ダム管理所
10:30～15:30（土・日・祝日及び
１２/２９～１/３は配布していません）

群馬県甘楽郡南牧村大仁田１０２３－１ http://www.pref.gunma.jp/

147 利根川 四万川 中之条ダム 1.0
①吾妻発電事務所（通年）
②中之条ダム管理所（6月
～9月のみ）

①9：00～1６：00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）
②9：00～16：00
（６月～９月の間毎日配布、１０月～５月
は配布していません）

①群馬県吾妻郡中之条町大字折田９１７
②群馬県吾妻郡中之条町大字四万殿界戸
３１－４

http://www.pref.gunma.jp/06/q1300021.html

148 利根川 片品川 平出ダム 1.0 平出ダム管理所
9：00～16：00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）

群馬県沼田市白沢町平出１４８３－２ http://www.pref.gunma.jp/06/q1300020.html

149 利根川 神流川 神水ダム 1.0 神水ダム管理所
9：00～16：00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）

群馬県藤岡市鬼石５９４－１ http://www.pref.gunma.jp/06/q1300022.html

150 利根川 黒坂石川 黒坂石ダム 1.0 渡良瀬発電事務所
9：00～1６：00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）

群馬県みどり市大間々町桐原１１６３ http://www.pref.gunma.jp/06/q1300023.html

151 利根川 渡良瀬川 高津戸ダム 1.0 渡良瀬発電事務所
9：00～1６：00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）

群馬県みどり市大間々町桐原１１６３ http://www.pref.gunma.jp/06/q1300019.html

152 利根川 片品川 丸沼ダム 1.0 片品村観光協会

8:30～17:15（土・日・祝日及び年末年始
についても配布しております、ただし臨時
休館となる場合がありますので、事前に片
品村観光協会までお問い合わせ願います）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要

群馬県利根郡片品村大字鎌田３９６４ http://www.vill.katashina.gunma.jp/

153 利根川 神流川 上野ダム 2.0
①上野村産業情報センター
②浜平温泉　しおじの湯

①8:30～17:00　休館日は配布していませ
ん（休館日　年末年始）
②10:00～17:00　休館日は配布していま
せん（休館日　毎週火曜日（祝日の場合は
翌日）、年末年始）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要

①群馬県多野郡上野村大字楢原３１０－
１
②群馬県多野郡上野村大字楢原３４８７
－２

http://www.uenomura.jp/

道の駅みなかみ水紀行館

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日 】7月～10月　無休
　　　　　  11月～6月　第2・第4火曜日
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県利根郡みなかみ町湯原1681-1 http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/

奈良俣サービスセンター

【営業時間】10:00～16:00
【定 休 日 】営業期間中無休
【営業期間】5月～11月
※積雪状況により営業期間が変わりますの
で、事前にお問い合わせください（2017
年は11月23日まで営業）
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県利根郡みなかみ町藤原6322-24 http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/sub36.htm

沼田市観光案内所

【営業時間】夏季　9:00～17:00
　　　　　　冬期　9:00～16:00（2017
年12月～2018年3月予定）
【定 休 日 】年末年始
※冬期間は積雪によりダム訪問は危険なた
め，ダムカード配布は5月から11月としま
す。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県沼田市西倉内町2889-3 http://www.city.numata.gunma.jp/kanko/1006513.html

たんばらラベンダーパーク
リゾートセンター

【営業時間】8:30～17:00
【定 休 日 】期間中は無休
【営業期間】6月中旬～9月上旬
※開花状況により前後しますので、事前に
お問い合わせください。
※冬期間は積雪によりダム訪問は危険なた
め，ダムカード配布は5月から11月としま
す。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県沼田市玉原高原 https://www.tambara.co.jp/lavenderpark/

東京電力ホールディングス
株式会社
リニューアブルパワー・カ
ンパニー沼田事業所

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日 】土曜日・日曜日・祝祭日・年
末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県沼田市薄根町4122-1 http://www.tepco.co.jp/electricity/mechanism_and_facilities/power_generation/hydroelectric_power/damcard.html

道の駅みなかみ水紀行館

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日 】7月～10月　無休
　　　　　11月～6月　第2・第4火曜日
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県利根郡みなかみ町湯原１６８１−１ http://www9.wind.ne.jp/mizukikou/

157 信濃川 中津川 野反ダム 1.0 野反湖ビジターセンター

【営業時間】8:30～17:15
【営業期間】6月1日～10月31日（臨時休
業となる場合あり）
　　　　　　※積雪状況により営業期間が
変わりますので、事前にお問い合わせくだ
さい。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

群馬県吾妻郡中之条町入山224林班イ1
小班

http://lakenozori.web.fc2.com/

利根川 利根川 須田貝ダム 1.0

利根川 発知川 玉原ダム 1.0

塩沢ダム

小森ダム 1.0

2.0

2.0

利根川

利根川 四万川

群馬県

四万川ダム

利根川 利根川

塩沢川

145

143

156

154

155
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158 荒川 荒川 二瀬ダム 1.1 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・祝日及び年末年始
１２月２９日～１月３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）
年末年始（12月2９日～1月4日）

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

160 利根川 神流川 下久保ダム 2.1 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

161 荒川 浦山川 浦山ダム 1.0 荒川ダム総合管理所

9:00～17:00（土・日・祝日及び年末年始
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

162 荒川 中津川 滝沢ダム 1.2 滝沢ダム管理所

9:00～17:00（土・日・祝日及び年末年始
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

163 荒川 有間川 有間ダム 1.0 有間ダム管理所
9:00～16:00
（土・日・祝祭日および年末年始は配布し
ていません）

埼玉県飯能市大字下名栗１８３０－４
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1005/kasen/arimadamu/index.ht
ml

164 荒川 吉田川 合角ダム 1.0 合角ダム管理所
9:00～16:00
（土・日・祝祭日および年末年始も配布し
ます）

埼玉県秩父市上吉田４８５０－１ http://www.pref.saitama.lg.jp/b1007/k-dam/

165 利根川 権現堂川 権現堂調節池 1.0 権現堂調節池管理所
9:30～16:30
（土、日、祝祭日および年末年始は配布し
ていません）

埼玉県幸手市大字権現堂１０１４ http://www.pref.saitama.lg.jp/b1012/gongendoukanri.html

166 利根川 利根川 利根大堰 1.0 利根導水総合事業所
8:30～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）を除く。）

埼玉県行田市大字須加字船川４３６９ http://www.water.go.jp/kanto/tone/

167 － － 武蔵水路 1.0

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

①8:30～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）を除く。）

②9:00～16:00　年末年始を除く土曜・日
曜・祝日
案内所（受付）にて配付
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 http://www.water.go.jp/kanto/tone/

168 利根川 利根川 利根川河口堰 2.0 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。

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

169 矢那川 田高川 矢那川ダム 1.1

170 小櫃川 小櫃川 亀山ダム 1.2

171 小櫃川 笹川 片倉ダム 1.2

千葉県高滝ダム管理事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日および年末年始の配布な
し）

千葉県市原市養老４６８ http://www.pref.chiba.lg.jp/d-takataki/index.html

高滝ダム記念館
9:00～17:00
（月曜（月曜が祝日の場合は翌日）と年末
年始の配布なし）

千葉県市原市養老４７１－１ http://ichiharazaidan.or.jp/takataki

173 利根川 西印旛沼 1.0
佐倉ふるさと広場管理棟
「佐蘭花」

9:00～17:00
（年末年始の配布なし）

佐倉市臼井田2714 http://inba-numa.com/letsgo/damcard/damcard/

印旛沼漁業協同組合
9:00～11:00
（木曜及び年末年始の配布なし）

レストラン水産センター
11:00～18:00
（木曜及び年末年始の配布なし）

房総導水路事業所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３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）
年末年始休閉館。７月～８月は定休日な
し。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/

176 真亀川 十文字川 東金ダム 1.0 房総導水路事業所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３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/

小河内貯水池管理事務所
８:３0～17:１５
（土・日・祝日・年末年始は配布していま
せん。）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pr/ogochi/

小河内ダム展望塔

10:00～16:00
（ただし、7/20から8/31は17:00まで。
年末年始は休館のため配布していませ
ん。）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pr/ogochi/index.htm
l

奥多摩 水と緑のふれあい館
9:30～17:00
（水曜日（水曜日が祝日の場合は翌日）、
年末年始は配布していません。）

http://www.waterworks.metro.tokyo.jp/kouhou/pr/okutama/

178 多摩川 多摩川 白丸調整池ダム 1.0 白丸ダム魚道

10:00～15:30
４月～11月の土日祝に配布。（ただし、夏
休み期間は平日を含め毎日配布していま
す。12月～3月は休館のため配布していま
せん）

東京都西多摩郡奥多摩町白丸１ https://www.kotsu.metro.tokyo.jp/other/hatsuden/

荒川

養老川

東京都

荒川

1.0

千葉県君津市豊田３３ http://www.pref.chiba.lg.jp/d-kameyama/index.html

成田市北須賀1622-2 http://inba-numa.com/letsgo/damcard/damcard/千葉県

千葉県亀山・片倉ダム
管理事務所

2.0

1.0

小河内ダム

高滝ダム

長柄ダム

北印旛沼

東京都西多摩郡奥多摩町原５番地

1.2

1.0

8:30～17:15
（土・日・祝日および年末年始の配布はし
ておりません。ただし、亀山ダムにお越し
の方に限り、郵送申込による配布を行って
います。詳細はホームページをご確認くだ
さい。）

埼玉県

村田川

多摩川

支川村田
川

多摩川

荒川貯水池

養老川

177

175

利根川

159

172

174
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相模川水系広域ダム管理事
務所

8:30～17:15
（土・日・祝日及び年末・年始は配布して
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）および
年末年始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・祝日及び年末・年始は配布して
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）および
年末年始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

相模川水系ダム管理事務所
相模ダム管理所

9:00～1７:０0
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）

神奈川県相模原市緑区与瀬２３９ http://www.pref.kanagawa.jp/div/3010/

相模湖交流センター
9:00～21：30
（月曜日（祝日の場合はその翌日）および
年末年始は配布していません）

神奈川県相模原市緑区与瀬259-1 http://www.sagamiko-kouryu.jp/

相模川水系ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）

神奈川県相模原市緑区城山２－９－１ http://www.pref.kanagawa.jp/div/3010/

津久井湖記念館
9:00～17:00
（火（祝日の場合はその翌日）および年末
年始は配布していません）

神奈川県相模原市緑区城山２―９―５ http://www.samaria.com/tukuiko/

相模川水系ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）

神奈川県相模原市緑区城山２－９－１ http://www.pref.kanagawa.jp/div/3010/

津久井湖記念館
9:00～17:00
（火（祝日の場合はその翌日）および年末
年始は配布していません）

神奈川県相模原市緑区城山２―９―５ http://www.samaria.com/tukuiko/

184 相模川 相模川 寒川取水堰 1.0 神奈川県水道記念館

９:30～16:30
（月（祝日の場合は翌日）、年末年始、お
よび２月第４週の月から金は配布していま
せん）

神奈川県高座郡寒川町宮山4001 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f360620/

発電総合制御所
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）

神奈川県相模原市緑区川尻４４５４－３ http://www.pref.kanagawa.jp/div/3226/

津久井湖記念館
9:00～17:00
（火（祝日の場合はその翌日）および年末
年始は配布していません）

神奈川県相模原市緑区城山２―９―５ http://www.samaria.com/tukuiko/

酒匂川水系ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）

神奈川県足柄上郡山北町神尾田７３４ http://www.pref.kanagawa.jp/div/3011/

丹沢湖記念館

4月～5月　　　　　9:00～17:00
6月～9月　　　　　9:00～17:30
10月～11月            9:00～17:00
12月～3月　　　　 9:00～16:00
（土・日・祝日も配布しています。ただし
１２月～３月の水曜日（祝日の場合はその
翌日）および年末年始は配布していませ
ん）

神奈川県足柄上郡山北町神尾田７５９－２http://www.tanzawako-k.sakura.ne.jp/

187 富士川 荒川 荒川ダム 1.1 荒川ダム管理事務所
8:30～17:15
（土、日、祝祭日も含む）

山梨県甲府市川窪町浦の山９７２ http://www.pref.yamanashi.jp/damu-arkw/index.html

188 富士川 琴川 琴川ダム 1.0
広瀬・琴川ダム管理事務所
琴川ダム管理課

8:30～17:15
（土、日、祝祭日も含む）

山梨県山梨市牧丘町北原４１４０－６１ http://www.pref.yamanashi.jp/damu-hrkt/index.html

189 相模川 葛野川 深城ダム 2.0 深城ダム管理事務所
8:30～17:15
（土、日、祝祭日も含む）

山梨県大月市七保町瀬戸2308-11 http://www.pref.yamanashi.jp/damu-fk/index.html

190 富士川 大門川 大門ダム 1.0
大門・塩川ダム管理事務所
大門ダム管理課

8:30～17:15
（土、日、祝祭日も含む）

山梨県北杜市高根町清里３６５４－７ http://www.pref.yamanashi.jp/dam-dmskkn/toppage.html

191 富士川 塩川 塩川ダム 1.0
大門・塩川ダム管理事務所
塩川ダム管理課

8:30～17:15
（土、日、祝祭日も含む）

山梨県北杜市須玉町比志３７８３－１ http://www.pref.yamanashi.jp/dam-dmskkn/92021224905.html

192 富士川 笛吹川 広瀬ダム 1.0
広瀬・琴川ダム管理事務所
広瀬ダム管理課

8:30～17:15
（土、日、祝祭日も含む）

山梨県山梨市三富上釜口篠平１１７８－
１

http://www.pref.yamanashi.jp/damu-hrkt/index.html

193 富士川 早川 西山ダム 1.0 早川水系取水口監視所
8：30～17：15
（土・日・祝祭日を含む）

山梨県南巨摩郡早川町奈良田下草里
1076-1

http://www.pref.yamanashi.jp/hayakawa-h/

やまと天目山温泉

【営業時間】10:00～19:00
【定 休 日 】水曜日、年末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

甲州市大和町木賊５１７ http://www.daibosatsu-kankou.com/facility/yamato_tenmoku_hotspring.php

甲斐の国　大和自然学校

【営業時間】9:30～17:30
【定 休 日 】月曜日(7～8月は無休)、年末
年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

甲州市大和町田野１１６ http://fitz-sc.com/yns/

道の駅　甲斐大和

【営業時間】9:00～18:00
【定 休 日 】年末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

甲州市大和町初鹿野２２４８ http://www.kcnet.ne.jp/~michi-ky/index.html

195 信濃川 高瀬川 大町ダム 1.1 大町ダム管理所
８:３0～1７:30
（土・日・祝日を含む）

長野県大町市平字ナロヲ大クボ2112-
71

http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/

196 木曽川 木曽川 味噌川ダム 1.2 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

197 天竜川 三峰川 美和ダム 1.0 美和ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

長野県伊那市長谷非持３４５ http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/index.html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム中津川

酒匂川

相模川 1.0

2.0

道志ダム

上日川ダム 1.0

1.0

相模川

石小屋ダム

1.1

三保ダム 2.0

1.0

相模ダム

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/神奈川県

日川

山梨県

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

2.0

本沢ダム

城山ダム

長野県

相模川

相模川

相模川 中津川

相模川

境川

河内川

道志川

境川

富士川

181

182

180

179

185

186

183

194

相模川
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三峰川総合開発工事事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日、年末年始を除く）

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・祝日のみ配布しております。
（年末年始は休館日のため、配布しており
ません。））

長野県伊那市長谷非持1400

199 天竜川 小渋川 小渋ダム 1.0 天竜川ダム統合管理事務所
8:30～17:00
（土・日・祝日を含む）

長野県上伊那郡中川村
大草６８８４－１９

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

200 木曽川 王滝川 牧尾ダム 1.0
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/

201 信濃川 裾花川 裾花ダム 1.0
裾花ダム管理事務所（管理
第一課）

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

長野県長野市大字小鍋字神白沖3479-
23

http://www.pref.nagano.lg.jp/susobanadamu/index.html

202 天竜川 三峰川 高遠ダム 2.0
南信発電管理事務所高遠ダ
ム管理所

9:00～17:00
（土、日、祝日を含む）

伊那市高遠町東高遠花畑466 http://www.pref.nagano.lg.jp/nanhatsu/index.html

203 信濃川 神川 菅平ダム 1.0 菅平ダム発電管理所
9:00～17:00
（土、日、祝日を含む）

上田市菅平高原1278 http://www.pref.nagano.lg.jp/hokuhatsu/index.html

204 信濃川 裾花川 湯の瀬ダム 1.0
①北信発電管理事務所
②裾花ダム管理事務所

①9:00～17:00(土、日、祝日及び年末年
始は配布なし)
②9:00～17:00(土、日、祝日を含む)

①長野市川中島町四ツ屋100
②長野市大字小鍋字神白沖3479-23

http://www.pref.nagano.lg.jp/hokuhatsu/index.html

205 信濃川 裾花川 奥裾花ダム 2.0
裾花ダム管理事務所（管理
第二課）

9:00～17:00(土、日、祝日含む)
※11月中旬～翌4月下旬までは配布してい
ません。（詳細な時期は、HPをご覧下さ
い。）

長野市鬼無里16943－4 http://www.pref.nagano.lg.jp/susobanadamu/index.html

206 信濃川 天竜川 松川ダム 1.0 松川ダム管理事務所
9:00～17:00
(土、日、祝日含む)

飯田市上飯田8181－27 http://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawadamu/index.html

207 信濃川 天竜川 片桐ダム 1.0 松川ダム管理事務所

9:00～17:00(土、日、祝日含む)
※松川ダム管理事務所で配布しており、口
頭にて現地に行ったことを確認していま
す。

飯田市上飯田8181－27 http://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawadamu/index.html

208 信濃川 裾花川 奈良井ダム 1.0 奈良井ダム管理事務所
9:00～17:00
(土、日、祝日を含む)

塩尻市大字奈良井字糟沢甲2741番地69 http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/index.html

209 信濃川 南相木川 南相木ダム 1.0 南相木温泉「滝見の湯」
10：00～20：00（定休日あり）
※冬期期間（例年12月～4月）は県道・市
道閉鎖の為、配付はできません。

長野県南佐久郡南相木村5633-1 www.minamiaiki.jp/aikidamu.htm

佐久建設事務所
9：00～17：00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

佐久市臼田2015 http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/

佐久穂町役場佐久合庁
9：00～17：00（土、日、祝日を含む）
（※ただし年末年始を除く）

南佐久郡佐久穂町大字高野町569 https://www.town.sakuho.nagano.jp/

佐久建設事務所
9：00～17：00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

佐久市臼田2015 http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/

佐久穂町役場佐久合庁
9：00～17：00（土、日、祝日を含む）
（※ただし年末年始を除く）

南佐久郡佐久穂町大字高野町569 https://www.town.sakuho.nagano.jp/

エコールみよた
9：00～17：00（月曜日除く）
（※ただし12月29日～1月3日を除く）

北佐久郡御代田町馬瀬口1901-1 http://miyotown.com/

佐久北部事務所
9：00～17：00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

佐久市跡部65-1 http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken-hokubu/index.html

鹿教湯温泉観光協会
9：00～17：00（土、日、祝日含む）
（※ただし1月1日～3日を除く）

上田市鹿教湯温泉1434-2 http://kakeyu.or.jp/

上田建設事務所
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

上田市材木町1-2-6 http://www.pref.nagano.lg.jp/ueken/

道の駅『雷電くるみの里』 9：00～17：00（土、日、祝日含む） 東御市滋野乙　4524-1 http://raidenkurumi.jp/

上田建設事務所
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

上田市材木町1-2-6 http://www.pref.nagano.lg.jp/ueken/

グリーンビレッジ横川
かやぶきの館

9：00～17：00（土、日、祝日を含む）
（※ただし年末年始を除く）

上伊那郡辰野町横川２７６６ http://www.kayabukinoyakata.jp/

伊那建設事務所
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

伊那市荒井３４９７ http://www.pref.nagano.lg.jp/inaken/

ながた荘
9：00～17:00（※火曜日除く）
（※ただし年末年始を除く）

上伊那郡箕輪町大字中箕輪３７３３－１
８

http://www.e-minowa.jp/nagataso/

箕輪町役場産業振興課
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

上伊那郡箕輪町大字中箕輪１０２９８ http://www.town.minowa.nagano.jp/index.html

伊那建設事務所
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

伊那市荒井３４９７ http://www.pref.nagano.lg.jp/inaken/

麻績村役場振興課 9：00～17：00（土、日、祝日含む） 東筑摩郡麻績村麻3837 http://www.vill.omi.nagano.jp/

聖高原観光案内センター 9：00～17：00（土、日、祝日含む） 東筑摩郡麻績村麻5889-1 http://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/guidemap/view/000360.php

聖レイクサイド館 9：00～17：00（水曜日を除く） 東筑摩郡麻績村麻5889-1 http://www.vill.omi.nagano.jp/kanko/tour/000316.php

シェーンガルテンおみ 9：00～17：00（土、日、祝日含む） 東筑摩郡麻績村日3434 http://www.sehongarten-omi.com/

奈良井川改良事務所
（松本合同庁舎）

9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

松本市島立1020 http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/index.html

松本市役所四賀支所
農林担当窓口

9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

松本市会田1001番地1 https://www.city.matsumoto.nagano.jp/sisetu/shisyo_syucyou/sisho.html

四賀化石館 9：00～17：00（休館日を除く） 松本市七嵐85-1 http://matsu-haku.com/shigakaseki/info

西条温泉　とくら
9：00～17：00（土、日、祝日を含む）
（※ただし年末年始を除く）

東筑摩郡筑北村西条3443 http://www.tokura1000yu.com/

奈良井川改良事務所
（松本合同庁舎）

9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

松本市島立1020 http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/index.html

筑北村役場建設課
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

東筑摩郡筑北村西条4195 http://www.vill.chikuhoku.lg.jp/

西条温泉　とくら
9：00～17：00（土、日、祝日を含む）
（※ただし年末年始を除く）

東筑摩郡筑北村西条3443 http://www.tokura1000yu.com/

奈良井川改良事務所
（松本合同庁舎）

9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

松本市島立1020 http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/index.html
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信濃川 宮川

会田川

天竜川

内村川

信濃川

213

214

215

219

218

210

211

212

198 天竜川 三峰川
美和ダム再開発
(建設中）

1.1

216

217

1.0

余地ダム

抜井川

余地川

湯川

金原川

信濃川

信濃川

信濃川

信濃川

12 ページ



番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 ホームページURL

蔵のまち観光交流センター 須坂市大字須坂３５２－２ http://www.suzaka-kankokyokai.jp/contents/other/16.html

須坂市観光協会 須坂市大字須坂１２９５－１ http://www.suzaka-kankokyokai.jp/

須坂建設事務所
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

須坂市大字須坂字中縄手１６９９－11 http://www.pref.nagano.lg.jp/suzakaken/jimusho/toyokadam.html

浅川改良事務所
9：00～17:00（平日のみ）
（※ただし年末年始を除く）

長野市大字南長野字南県町６８６－１ http://www.pref.nagano.lg.jp/asakawa/

（一社）飯綱高原観光協会
平成29年11月1日より配布開始
9：00～16:00（土、日、祝日を含む）
（※ただし年末年始を除く）

長野市上ヶ谷２４７１－８４ http://iizuna-navi.com/

ながわ山彩館

【営業時間】直 売 所 ：8:30~17:00
　　　　　　加工施設：9:00~16:00
【定 休 日 】水曜日（GW、お盆の繁忙期
は除く）
【営業期間】直売所：年４月上旬～11月中
旬
　　　　　　※営業期間等の詳細は直接お
尋ねください。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所

長野県松本市奈川2120番地1 https://www.nagawa-sinko.jp/sansaikan

グレンパークさわんど

【営業時間】9:00~17:30
【定 休 日 】4月中旬～11月中旬は無休
　　　　  　11月中旬～4月中旬は不定休
　　　　  　（祝祭日は営業）
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県松本市安曇4144番地17 http://www.sawando.com/

223 信濃川 梓川 水殿ダム 1.0 道の駅「風穴の里」

【営業時間】9:00～17:00(夏季は営業時
間の延長有)
【定 休 日 】11月中旬～4月中旬は木曜日
（ただし木曜日が祝祭日の場合は営業）
　　　　　 　※事前にホームページ情報を
ご確認ください。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県松本市安曇3528番地1 http://www.fu-ketsu.com/pc_index.php

224 信濃川 梓川 稲核ダム 1.0 道の駅「風穴の里」

【営業時間】9:00～17:00(夏季は営業時
間の延長有)
【定 休 日 】11月中旬～4月中旬は木曜日
（ただし木曜日が祝祭日の場合は営業）
　　　　　 　※事前にホームページ情報を
ご確認ください。
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県松本市安曇3528番地1 http://www.fu-ketsu.com/pc_index.php

東京電力ホールディングス
株式会社
リニューアブルパワー・カ
ンパニー犀川事業所

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日】 土曜日・日曜日・祝祭日・年
末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県長野市信州新町上条４６３－５ http://www.tepco.co.jp/electricity/mechanism_and_facilities/power_generation/hydroelectric_power/damcard.html

信州新町美術館

【開館時間】9:00～16:30(入場は16:00
まで)
【定 休 日 】月曜日(ただし月曜日が祝祭日
の場合は翌火曜日)、年末年始
(12/29~1/3)
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県長野市信州新町上条88-3 http://www.ngn.janis.or.jp/~shinmachi-museum/art_museum/art-mus.html

道の駅　信州新町

【営業時間】8:30～18:00
【定 休 日】 1月1日
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県長野市信州新町水内4619 http://nagano-michinoeki.jp/

東京電力ホールディングス
株式会社
リニューアブルパワー・カ
ンパニー犀川事業所

【営業時間】9:00～17:00
【定 休 日】 土曜日・日曜日・祝祭日・年
末年始
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県長野市信州新町上条４６３－５ http://www.tepco.co.jp/electricity/mechanism_and_facilities/power_generation/hydroelectric_power/damcard.html

信州新町美術館

【開館時間】9:00～16:30(入場は16:00
まで)
【定 休 日 】月曜日(ただし月曜日が祝祭日
の場合は翌火曜日)、年末年始
(12/29~1/3)
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県長野市信州新町上条88-3 http://www.ngn.janis.or.jp/~shinmachi-museum/art_museum/art-mus.html

道の駅　信州新町

【営業時間】8:30～18:00
【定 休 日】 1月1日
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

長野県長野市信州新町水内4619 http://nagano-michinoeki.jp/

227 信濃川 三国川 三国川ダム 1.2
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）
※冬期期間（例年12月～4月）は県道・市
道閉鎖の為、配付はしていません。

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

228 荒川 大石川 大石ダム 1.1
大石ダムインフォメーショ
ンハウス及び大石ダム管理
支所

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
※冬期間(12月～4月第一週まで)は大石ダムインフォ
メーションハウス閉館のため管理支所にて配布しま
す。

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

新潟県

1.0豊丘ダム

梓川

信濃川

信濃川 1.0

1.0

1.0

3.0

奈川渡ダム

水内ダム

小田切ダム

長野県

9：00～17：00（土、日、祝日を含む）
（※ただし12月29日～1月3日を除く）

信濃川 灰野川

犀川

信濃川 犀川

220

226

222

225

221 信濃川 浅川 浅川ダム
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番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 ホームページURL

229 三面川 三面川 奥三面ダム 1.1
①奥三面ダム管理所
②三面ダム管理所

①10:30～15:00
（土日祝日及び年末年始は配布していませ
ん）
②8:30～17:00
（土日祝日含む）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要
※冬期閉鎖の期間（例年11月～4月）は配
付できない。

①新潟県村上市三面
②新潟県村上市岩崩

http://www.pref.niigata.lg.jp/murakami_seibi/1214852491843.html

230 三面川 三面川 三面ダム 1.1 三面ダム管理所
8:30～17:00
（土日祝日を含む）

新潟県村上市岩崩 http://www.pref.niigata.lg.jp/murakami_seibi/1214852491843.html

231 胎内川 胎内川 胎内川ダム 1.1 胎内川ダム管理所

8:30～12:00,13:00～16:30
（土日祝日を含む毎日）
※県道が冬期間は通行止になるため、その
間は配布できない（例年11月下旬～6月上
旬）

新潟県胎内市下荒沢字胎内山 http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/damu-t.html

232 加治川 加治川 内の倉ダム 1.1 内の倉ダム管理所

8:30～12:00,13:00～16:30
（土日祝日を含む毎日）
※県道が冬期間は通行止になるため、その
間は配布できない（例年11月下旬～4月下
旬）

新潟県新発田市小戸字足無沢3155 http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/damu-u.html

233 加治川 加治川 加治川治水ダム 1.1 加治川治水ダム管理所

8:30～12:00,13:00～16:30
（土日祝日を含む毎日）
※県道が冬期間は通行止になるため、その
間は配布できない（例年11月下旬～5月下
旬）

新潟県新発田市滝谷字北俣沢 http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/damu-k.html

234 阿賀野川 早出川 早出川ダム 1.2 早出川ダム管理所
8:30～17:15
（土日祝日を含む毎日）

新潟県五泉市小面谷字飛石2982 http://www.pref.niigata.lg.jp/niigata_seibi_niitsu/1226952075862.html

235 信濃川 笠堀川 笠堀ダム 1.1 大谷ダム管理所
①9:00～16:30
（土日祝日及び年末年始は配布していませ
ん）

新潟県三条市大谷171-2 http://www.pref.niigata.lg.jp/sanjou_seibi/1230062494447.html

236 信濃川 五十嵐川 大谷ダム 1.1 大谷ダム管理所
①9:00～16:30
（土日祝日及び年末年始は配布していませ
ん）

新潟県三条市大谷171-2 http://www.pref.niigata.lg.jp/sanjou_seibi/1231358592416.html

237 信濃川 下条川 下条川ダム 1.1 下条川ダム管理所
8:30～17:00
（土日祝日を含む毎日）

新潟県加茂市下条字祖坂879 http://www.pref.niigata.lg.jp/sanjou_seibi/1231966928823.html

238 信濃川 刈谷田川 刈谷田川ダム 1.1 刈谷田川ダム管理所

8:30～17:00
（土日祝日を含む）
※県道が冬期間は通行止になるため、その
間は配布できない（例年12月下旬～5月中
旬）

新潟県長岡市栃堀7297-3 http://www.pref.niigata.lg.jp/nagaoka_seibi/1195143378776.html

239 信濃川 破間川 破間川ダム 1.1
①破間川ダム管理所
②魚沼地域振興局
　地域整備部

①10:00～15:00
②8:30～17:00
（土日祝日及び年末年始は配布していませ
ん）
※②で配布の場合、ダムへ行った証明写真
等が必要

①新潟県魚沼市大白川886-78 18
②新潟県魚沼市大塚新田176 91-4

http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/index.html

240 信濃川 和田川 広神ダム 2.2
①広神ダム管理所
②魚沼地域振興局
　地域整備部

①9:30～15:30
②8:30～17:00
（土日祝日及び年末年始は配布していませ
ん）
※②で配布の場合、ダムへ行った証明写真
等が必要

①新潟県魚沼市小平尾2950-1
②新潟県魚沼市大塚新田176 91-4

http://www.pref.niigata.lg.jp/uonuma_seibi/1200589228675.html

241 鯖石川 鯖石川 鯖石川ダム 1.1 鯖石川ダム管理所
8:30～17:00
（土日祝日を含む）

新潟県柏崎市高柳町田代1553-1 http://www.pref.niigata.lg.jp/kashiwazaki_seibi/damkanri.html

242 柿崎川 柿崎川 柿崎川ダム 1.1 柿崎川ダム管理所
8:30～17:00
（土日祝日及び年末年始は配付していませ
ん）

新潟県上越市柿崎区上中山1801 http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/index.html

243 関川 正善寺川 正善寺ダム 1.1 正善寺ダム管理所
8:30～17:00
（土日祝日及び年末年始は配付していませ
ん）

新潟県上越市大字上善寺字石原3359 http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/index.html

244 国府川 大野川 大野川ダム 1.1 大野川ダム管理所
8:30～17:00
（土日祝日を含む）

新潟県佐渡市新穂大野1-1 http://www.pref.niigata.lg.jp/sado_seibi/1356847589446.html

245 久知川 久知川 久知川ダム 1.1 大野川ダム管理所

8:30～17:00
（土日祝日を含む）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要

新潟県佐渡市新穂大野1-1 http://www.pref.niigata.lg.jp/sado_seibi/1356849077760.html

246 国府川 新保川 新保川ダム 1.1 大野川ダム管理所

8:30～17:00
（土日祝日を含む）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要

新潟県佐渡市新穂大野1-1 http://www.pref.niigata.lg.jp/sado_seibi/1356849122617.html

十日町地域振興局地域整備
部庶務課

8:30～17:00
（土日祝日及び年末年始は配付していませ
ん）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要

新潟県十日町市妻有町西2丁目1番地

十日町市松代支所農林建設
課

8:30～17:00（土日祝日を含む）
※配布の場合、ダムへ行った証明写真等が
必要

新潟県十日町市松代3252-1

248 阿賀野川 只見川 奥只見ダム 1.0 奥只見電力館
9:00～16:50
冬期休館期間：11月中旬～5月中旬

新潟県魚沼市湯之谷芋川1317-3 http://www.jpower.co.jp/damcard/okutadami.html

249 信濃川 黒又川 黒又川第二ダム 1.0 小出電力所
9:00～16:30
（土・日、祝日、12月29日～1月3日、5
月1日は除く）

新潟県魚沼市小出島８８９番地 http://www.jpower.co.jp/damcard/kuromatagawadaini.html

250 信濃川 清津川 二居ダム 1.0
ＯＫＫＹ
（冬季：奥清津電力所）

9:30～17:00
休館日：毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場
合は火曜日）
※冬期休館期間（12月1日～3月31日）は
OKKYに隣接する奥清津電力所で配布しま
す。詳細はウェブサイトをご参照下さい。

新潟県南魚沼郡湯沢町大字三国字土場山
502

http://www.jpower.co.jp/damcard/futai.html

市民の家・小千谷信濃川水
力発電館（愛称：おぢゃ～
る）

9:00～18:00（休館日：水曜日、12/29
～1/3）但し冬季（11/1～3/31）は9時
～17時
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本1216-3 -

JR信濃川発電所

10:00～16:00（4/1～11/30のGW・お
盆を除く平日のみ配布）
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本316 -

1.0

城川ダム 1.1 http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/index.html

信濃川 宮中取水ダム

247

信濃川251

信濃川 城川

新潟県
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市民の家・小千谷信濃川水
力発電館（愛称：おぢゃ～
る）

9:00～18:00（休館日：水曜日、12/29
～1/3）但し冬季（11/1～3/31）は9時
～17時
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本1216-3 -

JR信濃川発電所

10:00～16:00（4/1～11/30のGW・お
盆を除く平日のみ配布）
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本316 -

市民の家・小千谷信濃川水
力発電館（愛称：おぢゃ～
る）

9:00～18:00（休館日：水曜日、12/29
～1/3）但し冬季（11/1～3/31）は9時
～17時
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本1216-3 -

JR信濃川発電所

10:00～16:00（4/1～11/30のGW・お
盆を除く平日のみ配布）
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本316 -

市民の家・小千谷信濃川水
力発電館（愛称：おぢゃ～
る）

9:00～18:00（休館日：水曜日、12/29
～1/3）但し冬季（11/1～3/31）は9時
～17時
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本1216-3 -

JR信濃川発電所

10:00～16:00（4/1～11/30のGW・お
盆を除く平日のみ配布）
※ダムカードの受取りの際は、ダムに行っ
た証明（写真等）の提示をお願いします。

新潟県小千谷市山本316 -

255 阿賀野川 阿賀野川 豊実ダム 1.0

256 阿賀野川 阿賀野川 鹿瀬ダム 1.0

257 阿賀野川 阿賀野川 揚川ダム 1.0

258 黒部川 黒部川 宇奈月ダム 1.1 宇奈月ダム管理所 9:00～16:30　休館日：年末年始
富山県黒部市宇奈月町舟見明日音沢４－
９

http://www.hrr.mlit.go.jp/kurobe/

259 黒部川 黒部川 黒部ダム 1.0
①黒部ダムレストハウス売
店
②扇沢駅売店

①黒部ダムレストハウス１Ｆ売店：7：30
～16：50
②扇沢駅売店：8：30～18：00
※時期により配布時間に変動あり。詳しく
は黒部ダムオフィシャルサイトをご参照下
さい。
※4月中旬頃～11月下旬（土・日・祝日を
含む）
※ダムへ行った証明として、関電トンネル
トロリーバス乗車券（立山黒部アルペン
ルート乗車券でも可）の提示が必要。

①富山県中新川郡立山町芦峅寺
②長野県大町市平２１１７－２

http://www.kurobe-dam.com/event_info/1608.html

260 上市川 上市川 上市川ダム 1.0 上市川ダム管理事務所
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していませ
ん）

富山県中新川郡上市町東種字郷津1-2 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1551/index.html

261 上市川 上市川 上市川第二ダム 1.0 上市川ダム管理事務所
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していませ
ん）

富山県中新川郡上市町東種字郷津1-2 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1551/index.html

262 庄川 和田川 和田川ダム 1.0 和田川ダム管理事務所
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していませ
ん）

富山県砺波市増山1491 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1552/index.html

263 白岩川 白岩川 白岩川ダム 1.0 白岩川ダム管理事務所
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していませ
ん）

富山県中新川郡立山町白岩字矢割29 http://www.pref.toyama.jp/branches/1554/1554.htm

264 小矢部川 子撫川 子撫川ダム 1.0 子撫川統合ダム管理事務所
９：００～１７：００
（土日祝日、年末年始は配布していませ
ん）

富山県小矢部市宮中字新村15 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1559/index.html

265 神通川 井田川 室牧ダム 1.0 室牧ダム管理事務所

９：００～１７：００
（土日祝日、１１月下旬～４月下旬は配布
していません）
＊１１月下旬～４月下旬までは道路が通行
止めになるため配布しません。

富山県富山市八尾町蒲谷41-3
＊道路の道幅が狭く、広い駐車スペース
がないので、ご注意ください。

http://www.pref.toyama.jp/branches/1550/1550.htm

266 庄川 境川 境川ダム 1.0 桂湖ビジターセンター

９：００～１７：００
（土日祝日を含む。１１月末～５月上旬は
配布していません）
＊７月２８日から８月２５日までの期間を
除き火曜日はセンター閉所のため配布しま
せん。
＊１１月下旬～５月上旬までは道路が通行
止めになるため配布しません。

富山県南砺市桂 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1563/index.html

267 庄川 利賀川 利賀川ダム 1.0 利賀行政センター
９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

南砺市利賀村171 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

268 角川 角川 角川ダム 1.0 角川ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

魚津市鹿熊487 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

269 片貝川 布施川 布施川ダム 1.0 布施川ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

黒部市福平字大坂285 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

270 神通川 熊野川 熊野川ダム 1.0 熊野川ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。
 ◆12月上旬～5月下旬までは道路が通行止
めになるため配布しません。

富山市手出12 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

1.0

信濃川 信濃川

山本第二調整池
ダム

新潟県東蒲原郡阿賀町鹿瀬11540-1 http://www.tohoku-epco.co.jp/information/1194481_821.html

1.0

かのせ温泉　赤崎荘
9:00～20:00
第3火曜日は配布しておりません。

1.0
浅河原調整池ダ
ム

山本調整池ダム

252

253

254

信濃川 信濃川

信濃川 信濃川

新潟県

富山県
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271 神通川 久婦須川 久婦須川ダム 1.0 久婦須川ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。
◆12月上旬～4月下旬までは道路が通行止
めになるため配布しません。

富山市八尾町桐谷字助島18-6 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

272 小川 小川 朝日小川ダム 1.0 朝日小川ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

下新川郡朝日村山崎字道口1-6 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

273 黒瀬川 大谷川 大谷ダム 1.0 大谷ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

黒部市栗寺字南大平208-9 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

274 小川 舟川 舟川ダム 1.0 舟川ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。
◆12月上旬～5月上旬までは道路が通行止
めになるため配布しません。

下新川郡入善町舟見六谷12 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

275 小矢部川 山田川 城端ダム 1.0 城端ダム管理所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を除く）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

南砺市上原字大仏島811
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1503/kj00014172.html

276 小矢部川 小矢部川 刀利ダム 1.0

277 小矢部川 小矢部川 臼中ダム 1.0

278 小矢部川 子撫川 五位ダム 1.0 五位ダム管理所

９：００～１６：３０ （土日祝日、年末年
始を含む）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

高岡市福岡町五位堀切191 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html

279 神通川 湯谷川 湯谷川ダム 1.0 湯谷川ダム管理事務所

９：００～１５：００ （土日祝日、年末年
始を含む）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

富山市山田中村字赤目谷614 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html

280 常願寺川 和田川 有峰ダム 1.0 北陸電力㈱ 有峰記念館 売店

9:00～16:30（土・日・祝日を含む）
※冬期期間（例年11月上旬～5月31日）は
　有峰林道閉鎖のため、配付はできませ
ん。

富山県富山市有峰字村川谷割２６－３５ http://www.rikuden.co.jp/pr/arimine.html

手取川総合開発記念館

9:00～16:30
休館日：毎週木曜・祝日の翌日・木曜が祝
日の場合はその翌日
12月～3月閉鎖（積雪により開館月は不定
期）

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

道の駅　瀬女

9:00～17:30
休館日：水曜　ただし白山白川郷ホワイト
ロードが開通している期間（概ね6月～11
月上旬）は無休

石川県白山市瀬戸寅163-1 http://www.hrr.mlit.go.jp/road/miti_eki/each_folder/sena/sena.html

白山砂防科学館
9:00～17:00
休館日：毎週木曜日、年末年始（12月29
日～1月3日）

石川県白山市白峰ツ40番地1
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/hakusansabo/08kagakukan/kagakuka
n01.html

282 手取川 大日川 大日川ダム 1.0 大日川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

石川県白山市阿手町乙２-７ http://www.pref.ishikawa.lg.jp/dainichikawadamu/

283 犀川 内川 内川ダム 1.0 内川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）

石川県金沢市小原町ス42
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/ishikawa-
dam/damcard/damcard.html

284 犀川 内川 新内川ダム 1.0 内川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）

石川県金沢市小原町ス42
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/ishikawa-
dam/damcard/damcard.html

285 犀川 犀川 犀川ダム 1.0 石川県土木部河川課

9:00～17:00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）
※配布の場合、辰巳ダムに行った証明が必
要

石川県金沢市鞍月1-1
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/ishikawa-
dam/damcard/damcard.html

286 犀川 犀川 辰巳ダム 4.2 石川県土木部河川課

9:00～17:00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）
※配布の場合、辰巳ダムに行った証明が必
要

石川県金沢市鞍月1-1
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/ishikawa-
dam/damcard/damcard.html

287 町野川 河内川 北河内ダム 2.0 奥能登土木総合事務所分室

9:00～17:00
（土・日・祝日及び年末年始は配布してい
ません）
※配布の場合、北河内ダムに行った証明が
必要

石川県輪島市三井町洲衛10-11-1
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/kasen/ishikawa-
dam/damcard/damcard.html

288 九頭竜川 九頭竜川 九頭竜ダム 1.2 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/

289 九頭竜川 真名川 真名川ダム 1.1 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１－３
６

http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

1.0 鳴鹿大堰管理所
8:30～17:15
（土・日・祝日は除く）

福井県吉田郡永平寺町法寺岡５－２６－
１

http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/

1.0 九頭竜川流域防災センター
9:00～16:30
（休館日：毎週月曜日、年末年始（12月
29日～1月3日）を除く）

福井県吉田郡永平寺町法寺岡５－２４ http://www.kkr.mlit.go.jp/fukui/

九頭竜川

手取川 手取川ダム

鳴鹿大堰

1.0

小矢部川ダム管理事務所

９：００～１７：００ （土日祝日、年末年
始を含む）

◆上記時間内でも都合により配布できない
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。

南砺市刀利字大平72の2 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html

281

290 九頭竜川

手取川

富山県

石川県

福井県
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291 九頭竜川 足羽川 足羽川ダム 1.0
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
　第2・4水曜日
　冬期（1～3月）は毎週水曜日

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

292 九頭竜川 竹田川 龍ヶ鼻ダム 1.1
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管
理事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

福井県坂井市丸岡町上竹田50-56-2
（永平寺ダムより車で40分）

http://www.pref.fukui.jp/doc/sabo/index.html

293 九頭竜川 永平寺川 永平寺ダム 1.1
龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管
理事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

福井県坂井市丸岡町上竹田50-56-2 http://www.pref.fukui.jp/doc/sabo/index.html

294 九頭竜川 真名川 笹生川ダム 1.1 笹生川ダム監視所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む（4月1日～11月30
日））

福井県大野市本戸 http://www.pref.fukui.jp/doc/sabo/index.html

295 九頭竜川 浄土寺川 浄土寺川ダム 1.1 浄土寺川ダム監視所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む（4月1日～11月３
０日））

福井県勝山市１７０字奥山 http://www.pref.fukui.jp/doc/sabo/index.html

296 九頭竜川 日野川 広野ダム 1.1 広野ダム監視所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

福井県南条郡南越前町広野46-1-8 http://www.pref.fukui.jp/doc/sabo/index.html

297 九頭竜川 桝谷川 桝谷ダム 1.1 桝谷ダム監視所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

福井県南条郡南越前町宇津尾95-17-５ http://www.pref.fukui.jp/doc/sabo/index.html

大津呂ダム管理事務所
8:30～17:15
（４月1日～11月31日は水曜日のみ
　12月1日～3月31日は全日）

福井県小浜市遠敷１丁目１０１

大津呂ダム監視所
8:30～17:15
（4月1日～11月31日は水曜日除く全日
　12月1日～３月31日は全日閉館）

福井県大飯郡おおい町本郷１６２－１－
１８

299 九頭竜川 九頭竜川 鷲ダム 1.0 九頭竜電力所
8:30～17:00
（土、日、祝祭日、年末年始（12/29～
1/3）は除く）

福井県大野市長野３６－１７ http://www.jpower.co.jp/damcard/washi.html

300 木曽川 木曽川 丸山ダム 2.0 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。

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

301 木曽川 木曽川
新丸山ダム（建
設中）

1.0
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・祝日及び年末年始を
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
を押して下さい。

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/index.html
②丸山ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/index.html

302 庄内川 小里川 小里川ダム 1.0 小里川ダム管理支所
8:30～17:15（平日）
9:00～16:00（土・日・祝日）
（12月２9日～1月3日は除く）

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

303 木曽川 揖斐川 横山ダム 3.0
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

304 木曽川 阿木川 阿木川ダム 1.0 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２２０１－７
９

http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/

305 木曽川 馬瀬川 岩屋ダム 1.1 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

306 木曽川 揖斐川 徳山ダム 2.0 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/damcard/area/tokuyama_card.ht
ml

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、年末年始）
※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/

308 庄川 庄川 御母衣ダム 1.0
ＭＩＢＯＲＯダムサイド
パーク

9：00～16：00
休館日：毎週水曜
（但しGW・夏休み・10月10日～11月10
日は原則無休）
冬期休館期間：12月16日～3月14日

岐阜県大野郡白川村牧１４０－１ http://www.jpower.co.jp/damcard/miboro.html

309 木曽川 阿多岐川 阿多岐ダム 2.1 阿多岐ダム管理事務所
平日　9:30～16:00
土・日・祝日　9:30～16:00

岐阜県郡上市白鳥町中西1085-72 -

310 木曽川 富田川 岩村ダム 1.0 岩村ダム管理事務所
平日　9:30～15:30
土・日・祝日　9:30～15:30

岐阜県恵那市岩村町富田字鈴ヶ根7-53 -

311 木曽川 大ヶ洞川 大ヶ洞ダム 1.0 大ヶ洞ダム管理事務所
平日　8:30～15:30
土・日・祝日　8:30～17:15

岐阜県下呂市萩原町大ヶ洞大張1314-4 -

312 木曽川 中野方川 中野方ダム 1.0 中野方ダム管理事務所
平日　9:30～15:30
土・日・祝日　9:30～15:30

岐阜県恵那市中野方町4357-37 -

313 神通川 荒城川 丹生川ダム 2.0 丹生川ダム管理事務所
平日　9:30～16:00
土・日・祝日　9:30～16:00

岐阜県高山市丹生川町折敷地カクシクレ
3136

-

314 木曽川 亀尾島川 内ケ谷ダム 1.0
長良川上流河川開発工事事
務所

平日　9:00～17:00
岐阜県郡上市八幡町初音1727-2　郡上
総合庁舎内

-

315 木曽川 飛騨川 高根第一ダム 1.0
道の駅「飛騨たかね工房」

４～10月　9:00～18:00
11～3月　 9:00～17:00
休業日毎週火曜日
夏休み、祝日は営業
振替休業、年末年始休業あり

岐阜県高山市高根町中洞７６７－４ http://www.chuden.co.jp/energy/ene_energy/water/wat_chuden/takane/

316 矢作川 矢作川 矢作第二ダム 1.0 マレットハウスいっぷく
８：００～１７：００
毎週水曜日休業（祝日は営業、ただし12月
30日～１月１日を除く）

岐阜県恵那市串原３１１１－４
http://www.pref.gifu.lg.jp/sangyo/nogyo/chisan-
chisho/11444/chokubai/174.html

長島ダム管理所

９:０0～17:００
（土・日・祝日は除く）
入り口の脇にあるインターホンを押して担
当者をお呼びください

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

長島ダム防災施設ふれあい
館

9:30～16:30
（木・年末年始は除く）

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

岐阜県

大井川

大津呂ダム

1.0

http://info.pref.fukui.lg.jp/otsuro/index.html

長島ダム

1.1

打上調整池

2.0

大津呂川

大井川

307

317

298

木曽川

佐分利川

東谷川

福井県

静岡県
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318 太田川 太田川 太田川ダム 1.0 太田川ダム管理所

10:00～16:00
（土・日・祝日を含む。ただし、12月２9
日～1月3日は配布していません。）

静岡県周智郡森町亀久保575-28 http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki/ootagawa1/

319 伊東大川 伊東大川 奥野ダム 2.0 奥野ダム管理所
9:30～16:00
（土・日・祝日を含む）

静岡県伊東市鎌田字横堀1296-205 http://www.okunodam.jp/

320 大井川 大井川 井川ダム 1.0 井川展示館

9:00～16:00
（休館日は除く）
休館日：月曜（祝日の場合は翌日、5･8･
11月は無休）および12月～2月

静岡県静岡市葵区井川字西山沢1956-1 http://www.chuden.co.jp/ikawa-pr/

道の駅
「下賀茂温泉　湯の花」
（南伊豆町観光協会）

9:０0～17:00（土・日・祝日を含む）
【ダムに来訪され、管理所前に設置したス
タンプを押印された方及び訪れた際に撮影
したダムの写真を提示していただいた方の
み配布】

静岡県賀茂郡南伊豆町下賀茂１５７－１
　南伊豆町観光協会

下田土木事務所

8:30～17:15（土・日・祝日は配布しな
い）
【ダムに来訪され、管理所前に設置したス
タンプを押印された方及び訪れた際に撮影
したダムの写真を提示していただいた方の
み配布】

静岡県下田市中５３１－１
　下田総合庁舎５階

大倉川農地防災ダム管理事
務所

8:30～12:00
（平日の午前中のみ）
ダムカード配布場所はダムに隣接していま
す。

富士宮市精進川印野２４１６ http://www.pref.shizuoka.jp/sangyou/sa-730/osirase/index.html

富士ミルクランド

9:00～18:00
（土・日・祝日も配布　ただし不定休）
ダムカード配布場所とダムは離れた場所あ
りますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真又は大倉川農地防災ダム管理事務所
に設置するスタンプの押印）が必要となり
ます。

富士宮市上井出3690番地 http://fujimilkland.com

323 天竜川 天竜川 佐久間ダム 1.0 http://www.jpower.co.jp/damcard/sakuma.html

324 天竜川 天竜川 秋葉ダム 1.0 http://www.jpower.co.jp/damcard/akiha.html

325 大井川 大井川 畑薙第一ダム 1.0
静岡市・南アルプス赤石温
泉
白樺荘

10:00～16:00
休業日：毎週火曜日（火曜日が祝日の場合
は翌平日）
8月と11月は無休です。
※配布場所から畑薙第一ダムまで車で８分
と離れていますので、畑薙第一ダムにいっ
た証明としてデジカメ・携帯等で撮った
「畑薙第一ダム」の写真を提示するか、当
日の畑薙第一ダム周辺の景色の感想をお話
しください。

静岡県静岡市葵区田代１１１０－５ http://www.chuden.co.jp/ikawa-pr/

326 大井川 寸又川 大間ダム 1.0 南アルプス山岳図書館

4～12月
開館時間 9:30～16:30
休館日　毎週火、水曜日
　　　　祝日の場合は翌平日
1～3月
開館時間 10:00～16:00
土日のみ開館
※配布場所から大間ダムまで徒歩３０分と
離れていますので、大間ダムに行った証明
としてデジカメ・携帯等で撮った「大間ダ
ム」か「チンダル湖」の写真を提示する
か、当日の「チンダル湖」の水の色や景色
の感想をお話しください。

静岡県榛原郡川根本町千頭２７０－３ http://www.chuden.co.jp/ikawa-pr/

327 大井川 大井川 田代ダム 1.0
南アルプス赤石温泉　白樺
荘

【営業時間】10:00～17:00
【定 休 日 】日帰り入浴：火曜日(祝祭日の
場合は翌平日)。ただし8月・11月は無休
　　　　　   　宿　泊　：年中無休
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所
ありますのでご注意願います。また、ダム
カードが欲しい場合はダムに行った証明
（写真等）が必要となります。

静岡市葵区田代１１１０－５ http://www.okushizuoka.jp/100sen/spot/000132.html

328 天竜川 大入川 新豊根ダム 1.0 新豊根ダム操作室
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

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

329 矢作川 矢作川 矢作ダム 2.0 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/

330 矢作川 巴川 羽布ダム 1.0
愛知県西三河農林水産事務
所
用水管理課羽布ダム管理所

9:30～1２:00、13:00～17:00
（年末年始（12月29日～1月3日）は除
く）

愛知県豊田市羽布町鬼の平１－９１ -

331 矢作川 矢作川 黒田ダム 1.0
いなぶ観光協会　観光案内
所

９：００～１７：００
無休（年末年始を除く）

愛知県豊田市武節町針原４－１ http://inabu-kankou.com/

332 豊川 宇連川 宇連ダム 1.0 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/honsya/honsya/damcard/area/ure_card.html

333 豊川 大島川 大島ダム 1.0

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/honsya/honsya/damcard/area/oosima_card.html

334 豊川 宇連川 大野頭首工 1.0 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/honsya/honsya/damcard/area/oonotousyukou_ca
rd.html

335 境川 前川 東郷調整池 1.0 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/

336 櫛田川 蓮川 蓮ダム 1.2 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

337 淀川 青蓮寺川 青蓮寺ダム 1.1 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

338 淀川 名張川 比奈知ダム 1.1 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

339 雲出川 八手俣川 君ヶ野ダム 3.0 君ヶ野ダム管理室
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

三重県津市美杉町八手俣９５－１ http://www.pref.mie.jp/TKENSET/HP/dam/

340 宮川 宮川 宮川ダム 1.0 宮川ダム管理室
8:30～17:15
(休日は管理室確認）

三重県多気郡大台町久豆５０６ http://www.pref.mie.lg.jp/MKENSET/HP/dam/

愛知県

愛知県

鈴野川

大倉川

青野川

大倉川農地防災
ダム

佐久間電力館 浜松市天竜区佐久間町佐久間2552-3

http://www.pref.shizuoka.jp/kensetsu/ke-810/aono.html

9:00～16:30
休館日：毎週月曜日（月曜日が祝祭日の場
合は火曜日）、12/29～1/3
※8月は毎日開館

1.0

1.0青野大師ダム

富士川

321

322

静岡県

三重県
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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、年末年始）
※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/

342 三滝川 赤川 菰野調整池 1.0 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/

343 淀川 滝川 滝川ダム 1.1
三重県伊賀建設事務所
総務・管理室　管理課

8:30～17:15
（土・日・祝日は伊賀建設事務所　守衛室
にて配布）

三重県伊賀市四十九町２８０２ http://www.pref.mie.lg.jp/GKENSET/HP/

長良川河口堰管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始（12/29～
1/3）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・年末年始（12/29～1/3）は配
布していません）

三重県桑名市長島町十日外面139 http://aquaplaza-nagara.jp/

345 新宮川 北山川 七色ダム 1.0 北山川電力所
9:30～17:30
（土、日、祝祭日、年末年始（12月29日
～1月3日）、5月1日は除く）

奈良県吉野郡下北山村大字下池原７５１ http://www.jpower.co.jp/damcard/nanairo.html

346 － － 伊坂ダム 1.1

347 朝明川 宇奈川 山村ダム 1.1

348 淀川 前深瀬川 川上ダム 1.0 川上 ダム建設所
9:00～17:00
（土・日・祝日・12/29～1/3を除く）

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

349 淀川 石田川 石田川ダム 1.0 石田川ダム管理事務所
9：00～17：00（対応できない曜日・時
間帯等があるため、詳細はHPをご覧くださ
い）

滋賀県高島市今津町角川529 http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/shiga_damcard.html

350 淀川 野洲川 青土ダム 1.0 青土ダム管理事務所
9：00～17：00（対応できない曜日・時
間帯等があるため、詳細はHPをご覧くださ
い）

滋賀県甲賀市土山町青土151-4 http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/shiga_damcard.html

351 淀川 日野川 日野川ダム 1.0 日野川ダム管理事務所
9：00～17：00（対応できない曜日・時
間帯等があるため、詳細はHPをご覧くださ
い）

滋賀県蒲生郡日野町村井2022-8 http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/shiga_damcard.html

352 淀川 宇曽川 宇曽川ダム 1.0 宇曽川ダム管理事務所
9：00～17：00（対応できない曜日・時
間帯等があるため、詳細はHPをご覧くださ
い）

滋賀県東近江市平柳町１－６ http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/shiga_damcard.html

353 淀川 姉川 姉川ダム 2.0 姉川ダム管理事務所
9：00～17：00（対応できない曜日・時
間帯等があるため、詳細はHPをご覧くださ
い）

滋賀県米原市曲谷869 http://www.pref.shiga.lg.jp/h/kasen/shiga_damcard.html

354 淀川
淀川（宇
治川）

天ヶ瀬ダム 3.0
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）

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

355 淀川 桂川 日吉ダム 2.0 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。

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

356 淀川 名張川 高山ダム 1.1 高山ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

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

357 由良川 由良川 大野ダム 1.0 http://www.pref.kyoto.jp/dam/oono/index.html

358 由良川 畑川 畑川ダム 1.0 http://www.pref.kyoto.jp/dam/oono/index.html

361 大和川 石川 滝畑ダム 1.0
大阪府南河内農と緑の総合
事務所滝畑ダム分室

10:00～12:15、13:00～16:00
（年末年始は除く）

大阪府河内長野市滝畑２４０－２ http://www.pref.osaka.jp/minamikawachinm/m_index/k_takihatadam.html

362 淀川 安威川 安威川ダム 1.0

①大阪府安威川ダム建設事
務所
②大阪府安威川ダム情報交
流センター
③茨木市忍頂寺スポーツ公
園　竜王山荘
④安威川ダム資料館

①9:00～17:45（土・日・祝日は除く）
②10:00～16:00（土・日・祝日は除く）
③8:45～21:00（12/29～1/4は除く）
④毎月第１，３土曜日１０時から１６時
　毎週木曜日１３時から１６時
　※祝祭日は休館とする

①大阪府茨木市大住町８－１１　４階
②大阪府茨木市大住町８－１１　５階
③大阪府茨木市忍頂寺1049番地
④大阪府茨木市大字大門寺

①http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/
②http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/kouryuu/
③http://www.ninchoji.jp/index.html
④http://www.aigawa.jp/construction/

363 淀川 猪名川 一庫ダム 1.1 一庫ダム管理所
9:00～17:00（平日）
10:00～16:00（土・日・祝日）

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

364 加古川 加古川 加古川大堰 1.0
姫路河川国道事務所加古川
分室

9:00～1６:00
（土・日・祝日は除く）

兵庫県加古川市八幡町中西条875-1 http://www.kkr.mlit.go.jp/himeji/torikumi/river/project/h17_project05.html

365 新湊川 烏原川 石井ダム 1.1 石井ダム管理所
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里
山11-85

http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

366 新湊川 天王谷 天王ダム 1.0 石井ダム管理所
兵庫県神戸市北区山田町下谷上字中一里
山11-85

http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

367 武庫川 青野川 青野ダム 1.1 青野ダム管理所
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県三田市加茂上平山1221 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

長良川河口堰木曽川

中里ダム

①大阪府富田林市寿町二丁目六番一号
②大阪府大阪狭山市池尻中2丁目

①http://search.pref.osaka.jp/tondo/index.html
②http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.jp/

①9:00～17:45
（土・日・祝日は除く）
②10:00～17:00
（休館日＝月曜日・月曜休日の場合翌日
を除く）

3～10月　開館時間：9:３0～17:00
11～2月　開館時間：9:３０～16:30
（休館日）
・毎週金曜日。但し、金曜日が祝日の場合
は営業し、翌週月曜日が休業。
・年末年始（12/29～1/3）

京都府南丹市美山町樫原中ノ山48-5

①http://www.pref.osaka.jp/ikedo/index.html
②http://www.osaka-park.or.jp/hokubu/mino/main.html

滋賀県

三重県四日市市伊坂町１５７－２ http://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/12637013189.htm

①大阪府富田林土木事務所
（河川砂防グループ）
②大阪府立狭山池博物館

①大阪府池田土木事務所
　（河川砂防グループ）
②大阪府営箕面公園昆虫館

大野ダム総合管理事務所

京都府

9:３0～16:30（土・日・祝日を含む）
休日は事務所玄関のインターホンを押して
ください。

①９:００～１７:４５
（土・日・祝日は除く）
②１０:００～１７:００
（入館は16：30まで。火曜日休館）

伊坂ダムサイクルパーク管
理事務所

1.0

①大阪府池田市城南１ｰ１ｰ１
②大阪府箕面市箕面公園1-18

1.0箕面川ダム

1.1

狭山池ダム 1.1

淀川 箕面川

員弁川
大平川
砂子谷川

大和川

長良川

西除川360

359

341

344

9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）
※石井ダム管理所までは自動車等の乗り入
れができません。

三重県

大阪府

兵庫県
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番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 ホームページURL

368 市川 市川 生野ダム 1.1 生野ダム管理所
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県朝来市生野町竹原野34-10 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

369 夢前川 菅生川 菅生ダム 1.0 菅生ダム管理所
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県姫路市夢前町莇野2130-12 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

370 揖保川 林田川 安富ダム 1.1 安富ダム管理所
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県姫路市安富町皆河549-30 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

371 千種川 安室川 安室ダム 1.1 光都土木事務所ダム課
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

372 千種川 長谷川 長谷ダム 1.0 光都土木事務所ダム課
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県赤穂郡上郡町光都2-25 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

373 揖保川 引原川 引原ダム 1.1 引原ダム管理所
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県宍粟市波賀町日ノ原176-11 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

豊岡土木事務所河川砂防課
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県豊岡市幸町７－１１ http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

日本・モンゴル民族博物館
9：30～17：00
（水曜日（祝日の場合は翌日）・12/28～
1/4は配布しておりません）

兵庫県豊岡市但東町中山711 http://www3.city.toyooka.lg.jp/monpaku/index.html

375 円山川 大路川 大路ダム 1.1 大路ダム管理所
9:00～1２:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県朝来市和田山町久世田222-7 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

376 円山川 与布土川 与布土ダム 1.1 養父土木事務所河川砂防課
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県養父市八鹿町下網場320 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

丹波土木事務所
河川課

9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県丹波市柏原町柏原688 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

丹波市役所
建設部河川整備課

9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県丹波市春日町黒井811 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

丹波土木事務所河川課
9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県丹波市柏原町柏原688 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

篠山市役所
まちづくり部地域整備課

9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県篠山市北新町41 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

丹波土木事務所
河川課

9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県丹波市柏原町柏原688 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

篠山市役所
まちづくり部地域整備課

9:00～1７:00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

兵庫県篠山市北新町41 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

380 三原川 諭鶴羽川 諭鶴羽ダム 1.1

381 三原川 大日川 大日ダム 1.1

382 三原川 牛内川 牛内ダム 1.1

383 三原川 成相川 成相ダム 1.1

384 三原川 北富士川 北富士ダム 1.1

385 加古川 加古川 平荘ダム 1.0 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ea02/ea02_000000048.html

386 加古川 権現川 権現ダム 1.0 https://web.pref.hyogo.lg.jp/ea02/ea02_000000049.html

387 新宮川 熊野川 猿谷ダム 1.0 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/

388 淀川 宇陀川 室生ダム 1.1 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

389 淀川 布目川 布目ダム 1.1 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

390 新宮川 熊野川 風屋ダム 1.0
十津川電力所
（十津川第一発電所）

9:00～17:30
（土、日、祝祭日、年末年始（12/29-
1/3）、5月1日は除く）

奈良県吉野郡十津川村小原５－３ http://www.jpower.co.jp/damcard/kazeya.html

391 新宮川 北山川 池原ダム 1.1 北山川電力所
9:30～17:30
（土、日、祝祭日、年末年始（12月29日
～1月3日）、5月1日は除く）

奈良県吉野郡下北山村大字下池原７５１ http://www.jpower.co.jp/damcard/ikehara.html

392 新宮川 熊野川 二津野ダム 1.0
十津川電力所（第二発電
所）

9:00～17:30
（土、日、祝祭日、年末年始（12/29-
1/3）、5月1日は除く）

和歌山県新宮市熊野川町相須４８５ http://www.jpower.co.jp/damcard/futatsuno.html

393 大和川 布留川 天理ダム 1.0
天理ダム管理センター（奈
良土木事務所　工務課　天
理ダム管理係）

8:30～17:00（土、日、祝日含む）
休日は天理ダム管理センター玄関のイン
ターホンを押して下さい。

奈良県天理市長滝町１４－７ http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-15083.htm

394 大和川
高瀬川、
楢川

白川ダム 1.0
白川ダム管理センター（奈
良土木事務所　工務課　白
川ダム管理係）

8:30～17:00（土、日、祝日含む）
休日は白川ダム管理センター玄関のイン
ターホンを押して下さい。

奈良県天理市和爾町８７５－１ http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-15084.htm

天理ダム管理センター（奈
良土木事務所　工務課　天
理ダム管理係）

8:30～17:00（土、日、祝日含む）
平日は、奈良土木事務所管理課河川管理係
で配布しています。
休日は天理ダム管理センター玄関のイン
ターホンを押して下さい。

奈良県奈良市南紀寺町2-251（平日）
奈良県天理市長滝町１４－７（土、日、
祝日）

奈良土木事務所　管理課 8:30～17:00（土、日、祝日含む） 奈良県奈良市南紀寺町2-251

396 大和川 大和川 初瀬ダム 1.0
奈良県中和土木事務所
工務課
施設保全・初瀬ダム管理係

8:30～17:00（土、日、祝日含む）
休日は橿原総合庁舎内の守衛室までお越し
下さい。※平日及び休日とも初瀬ダムでは
配布しておりません

奈良県橿原市常盤町６０５－５
（橿原総合庁舎内　３Ｆ）

http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-12718.htm

奈良県郡山土木事務所
工務課　施設保全係

8:30～17:00
（土、日、祝祭日は配布しておりません）

奈良県大和郡山市満願寺町60-1 http://www.pref.nara.jp/dd.aspx?menuid=12211

信貴山観光ｉセンター
10:00～17:00
定休日無し

奈良県生駒郡平群町信貴山2280-1 http://www.shigisan.org/

1.0 http://www.pref.nara.jp/dd_aspx_menuid-21725.htm

兵庫県南あわじ市賀集生子162-2 http://web.pref.hyogo.lg.jp/wd16/wd16_000000067.html

但東ダム

三宝ダム

岩井川ダム

1.0

1.1

1.0

1.1

1.0

大和川 大門ダム大門川397

岩井川大和川

栗柄ダム

みくまりダム

滝の尻川

円山川 横谷川

加古川 三熊川

大谷川由良川

由良川

三原川水系ダム統合管理所
（大日ダム管理所）

9:00～1７:00
（12:00～13:00および土・日・祝祭日・
年末年始は配布しておりません。）

9:00～17:30
（土・日・祝祭日・年末年始は配布してお
りません）

加古川工業用水道管理所 兵庫県加古川市平荘町養老６５６

377

374

378

379

395

兵庫県

奈良県
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番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
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北山川電力所
9:30～17:30
（土、日、祝祭日、年末年始（12月29日
～1月3日）、5月1日は除く）

奈良県吉野郡下北山村大字下池原751

北山川電力所
尾鷲駐在事務所

9:00～17:30
（土、日、祝祭日、年末年始（12月29日
～1月3日）、５月１日は除く）

三重県尾鷲市古戸町6-26

399 紀の川 紀の川 大滝ダム 1.1 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/

400 紀の川 紀の川 紀の川大堰 1.0 紀の川大堰管理所
9:30～16:00(土・日・祝日を含む）
「水ときらめき紀の川館」の玄関インター
ホンを押して下さい。

和歌山県和歌山市有本４６２ http://www.kkr.mlit.go.jp/wakayama/

401 有田川 有田川 二川ダム 2.0 二川ダム管理事務所
9:00～17:45
（土、日、祝祭日を含む）

和歌山県有田郡有田川町二川５１８－２
（TEL　0737-23-0251）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130400/kensetsu/futagawadam/in
dex.html

402 広川 広川 広川ダム 1.1
有田振興局建設部広川出張
所

9:00～17:45（土、日、祝祭日を含む）
休日は広川出張所２階事務所入口のイン
ターホンを押して下さい。

和歌山県有田郡広川町下津木１６１９－
６
（TEL　0737-67-2104）

http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/130400/kensetsu/hirogawadam/ind
ex.html

403 日高川 日高川 椿山ダム 2.0 椿山ダム管理事務所
9:00～17:45
（土、日、祝祭日を含む）

和歌山県日高郡日高川町初湯川１８７４
（TEL　0738-57-0400）

－

404 古座川 古座川 七川ダム 2.0 七川ダム管理事務所
9:00～17:45
（土、日、祝祭日を含む）

和歌山県東牟婁郡古座川町佐田１０１６
（ＴＥＬ　0735-76-0009）

－

405 切目川 切目川 切目川ダム 1.0
日高振興局建設部管理保全
課

9:00～17:45
（土・日・祝日除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

和歌山県御坊市湯川町財部651
（TEL　0738-24-2970）

－

406 日野川 印賀川 菅沢ダム 3.0 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

407 千代川 袋川 殿ダム 1.2 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

鳥取県鳥取県土整備事務所
維持管理課

9:00～17:00
（土・日・祝日は配布していません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

鳥取県鳥取市立川町６－１７６ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236179

佐治川ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

鳥取県鳥取市佐治町尾際１２１１－３ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236179

409 千代川 佐治川 佐治川ダム 1.0 佐治川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

鳥取県鳥取市佐治町尾際１２１１－３ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236179

410 橋津川 宇坪谷川 東郷ダム 2.0
鳥取県中部総合事務所
県土整備局河川砂防課

9:00～17:00
（土・日・祝日は配布していません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

鳥取県倉吉市東巌城町２ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236179

411 日野川 法勝寺川 賀祥ダム 2.0 賀祥ダム管理事務所
8:30～17:30
（土・日・祝日含む）

鳥取県西伯郡南部町下中谷３８６－９ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236179

412 日野川 朝鍋川 朝鍋ダム 2.0 賀祥ダム管理事務所

8:30～17:30
（土・日・祝日含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

鳥取県西伯郡南部町下中谷３８６－９ http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=236179

413 斐伊川 神戸川 志津見ダム 2.0 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

414 斐伊川 斐伊川 尾原ダム 2.0 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

415 斐伊川 飯梨川 布部ダム 1.0 布部ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県安来市広瀬町布部2845-20 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

416 斐伊川 山佐川 山佐ダム 1.0 山佐ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県安来市広瀬町上山佐3036-11 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

417 静間川 三瓶川 三瓶ダム 1.0 三瓶ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県大田市三瓶町野城イ849-24 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

418 江の川 八戸川 八戸ダム 1.0 八戸ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県江津市桜江町八戸1661-55 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

419 周布川 周布川 大長見ダム 1.0 大長見ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市長見町934-14 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

420 三隅川 三隅川 御部ダム 1.0 御部ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市三隅町黒沢2368-6 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

421 益田川 益田川 益田川ダム 1.0 益田川ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県益田市久々茂町イ1352-1 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

422 八尾川 銚子川 銚子ダム 1.0 銚子ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県隠岐郡隠岐の島町原田一ツ木
985-8

http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

423 斐伊川 斐伊川 三成ダム 1.1 三成ダム操作所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県仁多郡奥出雲町三成1393-12
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/energy/energy/denki_jigyo/suiryoku/d
amcard.html

424 三隅川 三隅川 木都賀ダム 1.0 木都賀ダム操作所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市弥栄町木都賀１９８４－３
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/energy/energy/denki_jigyo/suiryoku/d
amcard.html

425 浜田川 浜田川 第二浜田ダム 1.0 第二浜田ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市河内町1952-2 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

426 美田川 美田川 美田ダム 1.0
島前集合庁舎
隠岐支庁県土整備局
　　　　島前事業部

9:00～17:00
（土・日・祝日は島前集合庁舎警備員室で
配布）
※配布には、ダムへ行った証明写真が必要
となります

島根県隠岐郡西ノ島町大字別府字飯田
56-17

http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/dam/card/

427 吉井川 吉井川 苫田ダム 2.0 苫田ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県苫田郡鏡野町久田下原１５９２－
４

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

428 旭川 旭川 旭川ダム 1.0 旭川ダム統合管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/82/

429 旭川 加茂川 鳴滝ダム 1.0

旭川ダム統合管理事務所
および
楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事務
所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１
および
岡山県高梁市落合町近似２８６－１

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/82/

http://www.jpower.co.jp/damcard/sakamoto.html

天神川 1.0

1.0
北山川支
流東の川

新宮川

百谷ダム

398 坂本ダム

408 千代川

鳥取県

奈良県

島根県

岡山県

和歌山県
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430 旭川 竹谷川 竹谷ダム 1.0

旭川ダム統合管理事務所
および
楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事務
所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１
および
岡山県高梁市落合町近似２８６－１

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/82/

431 旭川 日山谷川 河平ダム 1.0

旭川ダム統合管理事務所
および
楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事務
所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１
および
岡山県高梁市落合町近似２８６－１

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/82/

432 旭川 旭川 湯原ダム 1.0 湯原ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県真庭市湯原温泉３番地 http://www.pref.okayama.jp/soshiki/130/

433 高梁川 西川 河本ダム 3.0 河本ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県新見市金谷１２６－２ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

高梁川ダム統合管理事務所
（備中県民局新見地域事務
所内）
および
千屋ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県新見市高尾２４００
および
岡山県新見市菅生７９４３－８

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

河本ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県新見市金谷１２６－２ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

435 高梁川 高梁川 千屋ダム 2.0 千屋ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県新見市菅生７９４３－８ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

高梁川ダム統合管理事務所
（備中県民局新見地域事務
所内）
および
河本ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県新見市高尾２４００
および
岡山県新見市金谷１２６－２

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

千屋ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県新見市菅生７９４３－８ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

437 高梁川 右の谷川 楢井ダム 2.0

旭川ダム統合管理事務所
および
楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事務
所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田９３１
および
岡山県高梁市落合町近似２８６－１

http://www.pref.okayama.jp/soshiki/330/

438 吉井川 八塔寺川 八塔寺川ダム 1.0 八塔寺川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県備前市吉永町高田３６１－２ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/83/

439 吉井川 津川川 津川ダム 1.0 津川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県津山市加茂町下津川９９８－８ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/123/

440 吉井川 倉見川 黒木ダム 2.0 黒木ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県津山市加茂町黒木６２６－１０ http://www.pref.okayama.jp/soshiki/231/

441 高梁川 小坂部川 小阪部川ダム 2.0
小阪部川ダム管理事務所
および
河本ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）
および
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

岡山県新見市上熊谷６９６１
および
岡山県新見市金谷１２６－２

http://t-midori.net/index.htm
http://www.pref.okayama.jp/soshiki/115/

442 吉井川 吉井川 坂根堰 1.0 岡山河川事務所 坂根分室
9:00～17:15
（土・日・祝日を含む）

岡山県備前市坂根字土井５０２－３
http://www.cgr.mlit.go.jp/okakawa/jimusho/kouhoushi_sakane/ko_dayori_
menu.htm

443 芦田川 芦田川 芦田川河口堰 2.0 芦田川河口堰管理支所
8:30～17:00
（土・日・祝日および年末年始は配布して
いません）

広島県福山市箕島町字釣ヶ端山367－3 http://www.cgr.mlit.go.jp/fukuyama/

444 芦田川 芦田川 八田原ダム 1.0 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１
１００－１

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

445 太田川 滝山川 温井ダム 1.0 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１９５
６－２

http://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/index.htm

446 江の川 上下川 灰塚ダム 2.0
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/

448 八幡川 八幡川 魚切ダム 2.1 魚切ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県広島市佐伯区五日市町上河内
998-7

http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171421760967.html

449 八幡川 梶毛川 梶毛ダム 1.0 梶毛ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県広島市佐伯区五日市石内2208 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171432219992.html

450 野呂川 野呂川 野呂川ダム 1.0 野呂川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県呉市安浦町中畑641-11 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171427432284.html

451 沼田川 椋梨川 椋梨ダム 2.0 椋梨ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県東広島市河内町小田渡原4096 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171421166565.html

452 沼田川 沼田川 福富ダム 2.0 福富ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県東広島市福富町久芳1-1 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171432918817.html

453 賀茂川 賀茂川 仁賀ダム 1.0 仁賀ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県竹原市仁賀町1685-2 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171433837501888.html

454 芦田川 御調川 御調ダム 1.0 御調ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県尾道市御調町津蟹127-3 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171427946724.html

3.0

1.0

1.0

高梁川434

436 高梁川 三室川 三室川ダム

土師ダム江の川447 江の川

高瀬川ダム高瀬川

岡山県

広島県
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455 芦田川 山田川 山田川ダム 1.0 山田川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県世羅郡世羅町別迫251-4 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171431618683.html

456 芦田川 野間川 野間川ダム 1.0 野間川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県三原市久井町吉田字大久保562-5 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171433354311.html

457 芦田川 四川 四川ダム 1.0 四川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県福山市加茂町北山3006-4 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171428291940.html

458 江の川 大戸川 庄原ダム 2.0 庄原ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む） 広島県庄原市川西町196-2 http://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/99/1171433608618.html

459 太田川 太田川 高瀬堰 1.0
太田川河川事務所　管理第
二課（高瀬分室）

9:30～18:00
（土・日・祝日を含む）

広島県安佐南区八木5丁目31-1 http://www.cgr.mlit.go.jp/ootagawa/topics/news/takasezeki/index.html

460 小瀬川 小瀬川 弥栄ダム 2.1 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。

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

461 小瀬川 小瀬川 小瀬川ダム 3.0 小瀬川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

広島県廿日市市浅原1030-27 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

462 佐波川 島地川 島地川ダム 1.2 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。

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

463 木屋川 木屋川 湯の原ダム 1.0
山口県企業局西部利水事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日は除く）

山口県下関市菊川町西中山３８４－１ http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/index/

464 錦川 錦川 菅野ダム 1.0 山口県菅野ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県周南市大字中須北字川平194-3 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

465 錦川 錦川 向道ダム 1.0 山口県向道ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県周南市大字大道理260-7 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

466 富田川 富田川 川上ダム 1.0 山口県川上ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県周南市大字川上猿岩13-1 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

467 佐波川 佐波川 佐波川ダム 1.0
山口県佐波川ダム管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県山口市徳地野谷字掛の平620番地 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

468 木屋川 木屋川 木屋川ダム 1.0
山口県木屋川ダム管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県下関市豊田町大字大河内字切石 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

469 阿武川 阿武川 阿武川ダム 1.0
山口県阿武川ダム管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県萩市川上2343-1 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

470 柳井川 黒杭川 黒杭川ダム 2.1

471 柳井川 黒杭川 黒杭川上流ダム 1.2

472 屋代川 屋代川 屋代ダム 1.0 日本ハワイ移民資料館
９時30分から１６時30分まで
（月曜日（月曜日が祝日の時はその翌日）
および12/29～1/3を除く）

山口県大島郡周防大島町大字西屋代
2144

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

473 錦川 生見川 生見川ダム 1.0 山口県生見川ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県岩国市美川町南桑小郷1701-3 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

474 厚東川 厚東川 厚東川ダム 1.0
山口県厚東川ダム管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県宇部市大字木田字落畑144-4 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

475 掛淵川 大坊川 大坊ダム 1.0 山口県大坊ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県長門市油谷河原坂根 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

476 三隅川 辻並川 湯免ダム 1.0 湯免ふれあいセンター
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
（12/29～1/3を除く）

 山口県長門市三隅中251-6 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

477 大谷川 大谷川 見島ダム 1.0 萩市役所見島支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
（12/29～1/3を除く）

萩市見島326-12 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

478 末武川 末武川 末武川ダム 1.0 下松市役所米川公民館
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県下松市下谷167-1 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

479 錦川 錦川 水越ダム 1.0
山口県企業局東部発電事務
所
ダム管理課

9:00～17:00
（土・日・祝日および12/29～1/3を除
く）

 山口県周南市金峰北小田原842-2
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/gaiyou/zigyou/kigyoukyoku
damu.html

錦川総合開発事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日および12/29～1/3を除
く）

岩国市錦町広瀬780 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

平瀬ダム建設工事共同企業
体事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日および12/29～1/3を除
く）

岩国市錦町広瀬6219-1 http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html

二俣瀬地域交流センター
ダムの郷

10:00～16:00
（土・日・祝日、お盆、年末年始を除く）

宇部市大字木田520-4
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/gaiyou/zigyou/kigyoukyoku
damu.html

二俣瀬ふれあい市場
10:00～15:00
（土・日のみ配布）(年末年始を除く）

宇部市大字木田519
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/gaiyou/zigyou/kigyoukyoku
damu.html

482 厚狭川 日永川 美祢ダム 1.0 Mineにぎわいステーション
9:00～18:00
（火曜日及び12/29～1/3を除く）

美祢市大嶺町東分（美祢駅構内）
http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a40100/gaiyou/zigyou/kigyoukyoku
damu.html

483 那賀川 那賀川 長安口ダム 1.0 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/

484 吉野川 吉野川 池田ダム 1.0 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.ikesou.jp

485 勝浦川 勝浦川 正木ダム 1.1 正木ダム管理所

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。

徳島県勝浦郡上勝町正木藤ノ内１８−２ http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014110700178/

486 吉野川
宮川内谷
川

宮川内ダム 1.2 宮川内ダム管理所

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。

徳島県阿波市土成町宮川内字平間５８ http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014110700147/

487 福井川 福井川 福井ダム 1.1 福井ダム管理所

9:15～10:00、12:00～13:00、15:00
～16:00（土・日・祝日含む）
ダム周辺巡視等のため不在の場合がありま
す。

徳島県阿南市福井町鉦打９５−２１ http://www.pref.tokushima.jp/docs/2014110700154/

山口県

徳島県

錦川
平瀬ダム
（建設中）

宇部丸山ダム 1.0

1.0

薬師川

480

481

錦川

厚東川

山口県柳井市柳井森ヶ迫1031-4
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

広島県
山口県

http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/damcard.html山口県黒杭川ダム管理所

広島県
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488 吉野川 今切川 今切川河口堰 1.0 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

489 吉野川 旧吉野川 旧吉野川河口堰 1.0 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

490 財田川 大池川 香川用水調整池 1.0 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。

香川県仲多度郡琴平町榎井８９１－２
http://www.water.go.jp/yoshino/kagawa/joho/pdf/H23/2011.12.12damu.p
df

491 馬宿川 千足川 千足ダム 1.1 千足ダム管理事務所

9:00～17:00
（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。

東かがわ市川股字千足989
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/tousan/0
1senzoku.shtml

492 湊川 湊川 五名ダム 1.2 五名ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

東かがわ市五名223-9
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/tousan/0
2gomyou.shtml

493 与田川 様松川 大内ダム 1.1 大内ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

東かがわ市水主2046　
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/tousan/0
3oouti.shtml

494 津田川 津田川 大川ダム 2.1 大川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

さぬき市大川町田面2940-1　
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/tousan/0
4okawa.shtml

495 津田川 栴壇川 門入ダム 2.1 門入ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

さぬき市寒川町石田東甲2563-7
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/tousan/0
5monnyu.shtml

496 鴨部川 鴨部川 前山ダム 1.2 前山ダム管理事務所

9:00～17:00
（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。

さぬき市前山957-6
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/tousan/0
6maeyama.shtml

497 香東川 内場川 内場ダム 3.0 内場ダム管理事務所

9:00～17:00
（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。

高松市塩江町上西字内場乙1339　
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/takamats
u/07naiba.shtml

498 伝法川 殿川 殿川ダム 2.1 殿川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

小豆郡小豆島町中山字向條166-3
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/shouzu/0
8tonogawa.shtml

499 安田大川 安田大川 粟地ダム 2.1 粟地ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

小豆郡小豆島町安田字粟地甲1771-1
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/shouzu/1
0awaji.shtml

500 吉田川 吉田川 吉田ダム 2.1 吉田ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

小豆郡小豆島町吉田字川向乙92-3
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/shouzu/1
1yoshida.shtml

501 綾川 綾川 長柄ダム 1.0 長柄ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

綾歌郡綾川町東分乙591-4
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/chusan/1
2nagara.shtml

502 綾川 田万川 田万ダム 1.0 田万ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

綾歌郡綾川町枌所東字桜谷1554-34　
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/chusan/1
3taman.shtml

503 柞田川 前田川 五郷ダム 2.0 五郷ダム管理事務所

9:00～17:00
（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。

観音寺市大野原町有木53　
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/seisan/1
4gogou.shtml

504 柞田川 栗井川 粟井ダム 2.0 粟井ダム管理事務所

9:00～17:00
（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。

 観音寺市粟井町坂瀬4658-8
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/seisan/1
5awai.shtml

505 別当川 別当川 内海ダム 4.1 内海ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

香川県小豆郡小豆島町神懸通字後山甲1908
http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kagawa_dam/shouzu/0
9uchinomi.shtml

506 香東川 椛川 椛川ダム 3.1 椛川ダム建設事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日は配布しておりません）

香川県高松市塩江町安原上東1364 http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/etc/subsite/kabagawa/index.shtml

507 綾川 綾川 府中ダム 1.0 県営水道事務所

9:00～17:00
（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。

香川県坂出市府中町1265番地１ www.pref.kagawa.lg.jp/suido/sigoto/sigoto_huchuko/sigoto_huchuko.htm

508 肱川 肱川 野村ダム 2.0 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/

509 吉野川 銅山川 柳瀬ダム 2.0 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/

510 肱川 肱川 鹿野川ダム 2.0 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/

511 重信川 石手川 石手川ダム 1.0 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

512 吉野川 銅山川 富郷ダム 1.0 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.ikesou.jp

513 吉野川 銅山川 新宮ダム 1.0 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.ikesou.jp

514 蒼社川 蒼社川 玉川ダム 1.0 玉川ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は、管理事務所のインターホンを押し
てください。

愛媛県今治市玉川町龍岡下丁1-17 http://www.pref.ehime.jp/tou40118/tou40118.html

515 台本川 台本川 台ダム 1.0 台ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
管理事務所のインターホンを押してくださ
い。

愛媛県今治市大三島町宮浦6367番地 http://www.pref.ehime.jp/tou40122/tou40122.html

516 国領川 足谷川 鹿森ダム 1.0 鹿森ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
管理事務所のインターホンを押してくださ
い。

愛媛県新居浜市立川町広瀬645番３ http://www.pref.ehime.jp/tou40116/tou40116.html

徳島県

愛媛県

香川県
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517 加茂川 加茂川 黒瀬ダム 1.0 黒瀬ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
休日は、管理事務所のインターホンを押し
てください。

愛媛県西条市黒瀬乙158-6 http://www.pref.ehime.jp/tou40117/tou40117.html

518 須賀川 須賀川 須賀川ダム 1.0 須賀川ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
管理事務所のインターホンを押してくださ
い。

愛媛県宇和島市柿原乙２３４番地の１ http://www.pref.ehime.jp/nan40120/nan40120.htm

519 岩松川 御代の川 山財ダム 1.0 山財ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
管理事務所のインターホンを押してくださ
い。

愛媛県宇和島市津島町山財4250 http://www.pref.ehime.jp/nan40115/nan40115.html

520 渡川 中筋川 中筋川ダム 1.0 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・祝日及び年末年始は配布してお
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・祝日及び年末年始のみ）
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

522 仁淀川 仁淀川 大渡ダム 1.0 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/

523 吉野川 吉野川 早明浦ダム 1.0 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.ikesou.jp

524 奈半利川 奈半利川 魚梁瀬ダム 1.0 高知電力所
9:00～17:00
（土、日、祝祭日、年末年始（12月29日
～1月3日）、５月１日は除く）

高知県安芸郡北川村長山１７７ http://www.jpower.co.jp/damcard/yanase.html

525 物部川 物部川 永瀬ダム 1.0 永瀬ダム管理事務所
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。）

高知県香美市香北町永瀬１３２８－１ http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1701042/

526 仁淀川 坂折川 桐見ダム 1.0 桐見ダム管理所
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。）

高知県高岡郡越知町五味2427－7 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1701071/

527 松田川 松田川 坂本ダム 1.0 坂本ダム管理所
9:00～17:00（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。）

高知県宿毛市橋上町坂本514-39 http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/1701111/

528 物部川 物部川 吉野ダム 1.0 発電管理事務所
9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始(12/31～1/3)を
除く)

高知県香美市土佐山田町杉田７０４
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/denki-desaki-
hatsudenkanri.html

529 物部川 物部川 杉田ダム 1.0 発電管理事務所
9:00～17:00
(土・日・祝日・年末年始(12/31～1/3)を
除く)

高知県香美市土佐山田町杉田７０４
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/610301/denki-desaki-
hatsudenkanri.html

530 吉野川 瀬戸川 稲村ダム 1.0
四国電力(株)
ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ本川

8:40～17:20 土日祝日含 高知県いの町脇の山367-3 http://www.yonden.co.jp/energy/p_station/hydro/page_04.html

531 吉野川 吉野川 大橋ダム 1.0
四国電力(株)
ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ本川

8:40～17:20 土日祝日含 高知県いの町脇の山367-3 http://www.yonden.co.jp/energy/p_station/hydro/page_04.html

532 吉野川 吉野川 長沢ダム 1.0
四国電力(株)
ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ本川

8:40～17:20 土日祝日含 高知県いの町脇の山367-3 http://www.yonden.co.jp/energy/p_station/hydro/page_04.html

533 吉野川 大森川 大森川ダム 1.0
四国電力(株)
ｴﾈﾙｷﾞｰﾌﾟﾗｻﾞ本川

8:40～17:20 土日祝日含 高知県いの町脇の山367-3 http://www.yonden.co.jp/energy/p_station/hydro/page_04.html

534 筑後川 佐田川 寺内ダム 1.0 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 http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/index.html

535 筑後川 小石原川 江川ダム 1.1 両筑平野用水総合事業所

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 http://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

536 矢部川 矢部川 日向神ダム 1.0 日向神ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

八女市矢部村矢部33-7 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

537 那珂川 那珂川 南畑ダム 1.0 南畑ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

筑紫郡那珂川町大字五ヶ山908-8 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

538 遠賀川 八木山川 力丸ダム 1.0 力丸・犬鳴ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

宮若市下2389-5 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

539 今川 今川 油木ダム 1.0 油木ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

田川郡添田町大字津野6898 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

540 紫川 紫川 ます渕ダム 1.0 ます渕ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

北九州市小倉南区大字頂吉1408-5 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

541 遠賀川 中元寺川 陣屋ダム 1.0 陣屋ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

田川郡添田町大字中元寺778-99 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

542 瑞梅寺川 瑞梅寺川 瑞梅寺ダム 2.0 瑞梅寺ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

糸島市瑞梅寺864 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/横瀬川 1.0横瀬川ダム521 渡川

愛媛県

福岡県

高知県
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543 筑後川 山口川 山神ダム 1.0
山神・牛頸・北谷ダム管理
出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

筑紫野市大字山口2407 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

544 御笠川 牛頸川 牛頸ダム 1.0
山神・牛頸・北谷ダム管理
出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

ダム場所：大野城市大字牛頸731
配布場所：筑紫野市大字山口2407

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

545 遠賀川 犬鳴川 犬鳴ダム 1.0 力丸・犬鳴ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

ダム地点：宮若市犬鳴72-2
配布場所：宮若市下2389-5

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

546 御笠川 山の神川 北谷ダム 1.0
山神・牛頸・北谷ダム管理
出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

ダム場所：太宰府市大字北谷別所地先
配布場所：筑紫野市大字山口2407

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

547 多々良川 猪野川 猪野ダム 1.0 鳴淵・猪野ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります

ダム場所：糟屋郡久山町大字猪野145-
28
配布場所：糟屋郡篠栗町大字篠栗3172-
92

http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

548 多々良川 鳴渕川 鳴淵ダム 1.0 鳴淵・猪野ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

糟屋郡篠栗町大字篠栗3172-92 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

549 遠賀川 福地川 福智山ダム 1.0 福智山ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

直方市大字頓野20-4 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

550 筑後川 巨瀬川 藤波ダム 1.0 藤波ダム管理出張所

9:00～17:00（土・日・祝日等職員不在時
は各ダム管理出張所に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

うきは市浮羽町小塩5807-2 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/damcard.html

551 那珂川 那珂川 五ケ山ダム 1.3
五ケ山ダム展望所
（申込書常備）

五ケ山ダム展望所に申込書を常備
（申込書配布場所はHPに掲載）
※返信用封筒を同封し郵送により申請

筑紫郡那珂川町大字五ケ山 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/gokayama-damcard.html

552 祓川 祓川 伊良原ダム 3.0 伊良原ダム建設事務所

8:30～17:15（土・日・祝日等職員不在時
は伊良原ダム見学台に備え付けの申込用紙
に記載してある、申込方法にしたがってお
申込み下さい）

京都郡みやこ町犀川横瀬1912-1 http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/irahara-damcard.html

553 筑後川 筑後川 筑後大堰 1.0 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８３0～17:00（土・日・祝日・年末
年始（12/29～1/3)を除く）

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

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。
 年末年始（12/28～1/4）

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

555 松浦川 厳木川 厳木ダム 1.0 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、巡視で不在の時があります。（1
時間程度）

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

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、1月1日～1月3日

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

557 六角川 天山川 天山ダム 1.0
九州電力㈱佐賀支社
技術部土木建築グループ

10:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

佐賀市神野東二丁目3番6号

※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、ご注意ください。ダ
ムカードは天山ダム備え付けの申込書が
必要となります。

http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_saga_press_index_34274.
html

558 神浦川 神浦川 神浦ダム 1.0 神浦ダム管理事務所
9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）

長崎県長崎市神浦下大中尾町1748-32
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

559 雪浦川 雪浦川 雪浦ダム 1.0 雪浦ダム管理事務所
9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）

長崎県西海市大瀬戸町雪浦幸物郷3
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

560 福江川 福江川 福江ダム 1.0 福江ダム管理事務所
9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）

長崎県五島市吉田町1816
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

561 中島川 中島川 本河内低部ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

562 中島川 中島川 本河内高部ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

563 中島川 西山川 西山ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

564 郡川 郡川 萱瀬ダム 1.0 県央振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県諫早市永昌東町25-8
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

565 日宇川 日宇川 猫山ダム 1.0
県北振興局　県北ダム管理
事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県佐世保市木場田町３－２５
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

福岡県

長崎県

1.0小石原川ダム

嘉瀬川 1.1嘉瀬川ダム

小石原川筑後川

556

554

嘉瀬川

佐賀県
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566 小森川 江永川 江永ダム 1.0
県北振興局　県北ダム管理
事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県佐世保市木場田町３－２５
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

567 川棚川 野々川川 野々川ダム 1.0
県北振興局　県北ダム管理
事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県佐世保市木場田町３－２５
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

568 樋口川 樋口川 樋口ダム 1.0
県北振興局　県北ダム管理
事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県佐世保市木場田町３－２５
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

569 小佐々川 つづら川 つづらダム 1.0
県北振興局　県北ダム管理
事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県佐世保市木場田町３－２５
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

570 志佐川 笛吹川 笛吹ダム 1.0
県北振興局　県北ダム管理
事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県佐世保市木場田町３－２５
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

571 釣道川 釣道川 青方ダム 1.0
五島振興局　上五島支所
建設課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

572 宮ノ川 宮ノ川 宮ノ川ダム 1.0
五島振興局　上五島支所
建設課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

573 宮崎川 宮崎川 宮崎ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

574 江川 江川 高浜ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

575 黒浜川 黒浜川 黒浜ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

576 鹿尾川 鹿尾川 鹿尾ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

577 式見川 式見川 式見ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

578 鹿尾川 鹿尾川 小ヶ倉ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

579 子々川川 子々川川 中山ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

580 八郎川 中尾川 中尾ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

581 長与川 長与川 長与ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

582 多以良川 二股川 鳴見ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

583 浦上川 大井手川 浦上ダム 1.0 長崎振興局　河川課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県長崎市大橋町11-1
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

584 東大川 楠原川 土師野尾ダム 1.0 県央振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県諫早市永昌東町25-8
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

585 船津川 船津川 船津ダム 1.0 県央振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県諫早市永昌東町25-8
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

586 伊木力川 山川内川 伊木力ダム 1.0 県央振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県諫早市永昌東町25-8
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

587 谷江川 後川川 勝本ダム 1.0
壱岐振興局　建設課、管
理・用地課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７０
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

588 谷江川 角川 男女岳ダム 1.0
壱岐振興局　建設課、管
理・用地課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７０
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

589 永田川 永田川 永田ダム 1.0
壱岐振興局　建設課、管
理・用地課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県壱岐市郷ノ浦町本村触５７０
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

長崎県
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590 雞知川 雞知川 雞知ダム 1.0 対馬振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県対馬市厳原町宮谷２２４
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

591 仁田川 飼所川 仁田ダム 1.0 対馬振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県対馬市厳原町宮谷２２４
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

592 仁田川 仁田川 目保呂ダム 1.0 対馬振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県対馬市厳原町宮谷２２４
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

593 小浦川 樫塚川 小浦ダム 1.0 対馬振興局　河港課

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※配布には、ダムへ行った証明（写真等）
が必要となります。

長崎県対馬市厳原町宮谷２２４
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/machidukuri/kasen-
sabo/nagamizube/index.html

594 川棚川 石木川 石木ダム 1.0 石木ダム建設事務所

9：00～17：00
（土・日・祝祭日・年末年始は配布を行っ
ておりません。）
※左記事務所に来所された方に配布してお
ります。（建設中のためダムには行けませ
ん）

長崎県東彼杵郡川棚町百津郷３９４－２ http://www.pref.nagasaki.jp/section/ishiki/

595 緑川 緑川 緑川ダム 1.0 緑川ダム管理所
8:30～17:15（平日）
土・日・祝日及び年末年始（12月29日～1
月3日）は除く

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

596 菊池川 迫間川 竜門ダム 1.1 竜門ダム管理支所
９:０0～1６:３０（土・日・祝日含む）
年末年始は除く(12月29日～1月3日)

熊本県菊池市大字龍門870番地 http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

597 筑後川 津江川 下筌ダム 1.0 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/

598 球磨川 球磨川 市房ダム 1.0 市房ダム管理所
毎日（土・日・祝日含む）
9：00～17：00

熊本県球磨郡水上村岩野3-6 http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_14507.html

599 氷川 氷川 氷川ダム 1.0 氷川ダム管理所
毎日（土・日・祝日含む）
9：00～17：00

熊本県八代市泉町下岳2886 http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_14507.html

石打ダム資料館
石打ダム資料館：年末年始（12月29日～1
月3日）を除く土・日・祝日
9：00～17：00

石打ダム資料館：熊本県宇城市三角町中
村地先

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_14507.html

宇城地域振興局土木部工務
課

宇城地域振興局土木部工務課：年末年始
（12月29日～1月3日）を除く平日　9：
00～17：00

宇城地域振興局：熊本県宇城市松橋町久
具400-1

http://www.pref.kumamoto.jp/kiji_14507.html

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/

602 山国川 山移川 耶馬渓ダム 1.1 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/

603 筑後川 赤石川 大山ダム 1.0 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/

604 大分川 七瀬川
大分川ダム（建
設中）

1.0 ななせ館
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
年末年始は除く（１２月２９日～１月３
日）

大分市大字廻栖野字新界２５０－１ http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/

605 安岐川 安岐川 安岐ダム 1.0 安岐ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）※管理所玄関のインターホ
ンを押して下さい。（ダム周辺巡視等のた
め不在の場合があります。）

大分県国東市安岐町大字矢川1007-6 http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

606 田深川 横手川 行入ダム 1.0 行入ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）※管理所玄関のインターホ
ンを押して下さい。（ダム周辺巡視等のた
め不在の場合があります。）

大分県国東市大字横手5055-2 http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

607 青江川 青江川 青江ダム 1.0 青江ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）　※管理所玄関のインター
ホンを押して下さい。（ダム周辺巡視等の
ため不在の場合があります。）

大分県津久見市上青江字奥山7036-
979

http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

608 大野川 垣河内川 野津ダム 1.0 野津ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）　※管理所玄関のインター
ホンを押して下さい。（ダム周辺巡視等の
ため不在の場合があります。）

大分県臼杵市野津町大字垣河内字山手内
1639-8

http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

609 番匠川 床木川 床木ダム 1.0 床木ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）　※管理所玄関のインター
ホンを押して下さい。（ダム周辺巡視等の
ため不在の場合があります。）

県佐伯市弥生町大字床木ホドハル1852-
2

http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

610 番匠川 堅田川 黒沢ダム 1.0 黒沢ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）※管理所玄関のインターホ
ンを押して下さい。（ダム周辺巡視等のた
め不在の場合があります。）

大分県佐伯市青山字黒沢 http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

611 五ヶ瀬川 北川 北川ダム 1.0 北川ダム管理事務所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）　※管理所玄関のインター
ホンを押して下さい。（ダム周辺巡視等の
ため不在の場合があります。）

大分県佐伯市宇目町大字南田原2369 http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

612 大分川 芹川 芹川ダム 1.0 芹川ダム管理事務所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）　※管理所玄関のインター
ホンを押して下さい。（ダム周辺巡視等の
ため不在の場合があります。）

大分県竹田市直入町大字下田北字本田尻
2230-6

http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

613 大野川 稲葉川 稲葉ダム 1.0 稲葉ダム管理所

9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日含む）　※管理所玄関のインター
ホンを押して下さい。（ダム周辺巡視等の
ため不在の場合があります。）

大分県竹田市久住町大字白丹字相ヶ鶴
776

http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

614 大野川 玉来川
玉来ダム（建設
中）

2.0 玉来ダム建設事務所
9:30～12:00、13:00～16:00（土・
日・祝日および年末年始を除く）

大分県竹田市大字会々字七里1650-7 http://www.pref.oita.jp/soshiki/17200/damcard.html

615 大淀川 境川 天神ダム 1.0 天神ダム管理所
9時～16時（管理人がダム点検等で不在の
場合あり）

宮崎県 宮崎市田野町乙241-31
http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_an
d_fisheries/development/damcard.html

筑後川

八柳川

松原ダム

石打ダム 1.0

1.0筑後川

波多川600

601

大分県

大分県

熊本県

長崎県
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宮崎市農村整備課
8時30分～17時15分（土・日・祝日・年
末年始は除く）

宮崎市橘通西1-1-1

小林市野尻庁舎地域整備課
8時30分～17時15分（土・日・祝日・年
末年始は除く）

小林市野尻町東麓1183-2

綾町農林振興課
8時30分～17時15分（土・日・祝日・年
末年始は除く）

東諸県郡綾町大字南俣1128

大淀川左岸土地改良区
8時30分～17時15分（土・日・祝日・年
末年始は除く）

宮崎市高岡町高浜836-3

617 耳川 耳川 上椎葉ダム 1.0
椎葉民俗芸能博物館（椎葉
村観光協会）

9：00～17：00
【営業日】12/28～1/3以外営業

宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良１８２２-４
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_kamishiiba.html

618 耳川 耳川 岩屋戸ダム 1.0 平家本陣
9：00～18：00
【営業日】12/29～1/3以外営業

宮崎県東臼杵郡椎葉村下福良509-23
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_iwayado.html

619 耳川 耳川 塚原ダム 1.0 もろっこはうす

平日 8：30～17：30
土日祝　8：30～17：00
【営業日】第４土曜以外（月により変更あ
り）

宮崎県東臼杵郡諸塚村家代2640-3
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_tsukabaru.html

620 耳川 七ツ山川 宮の元ダム 1.0 諸塚村観光協会
8：30～17：00
【営業日】水曜定休

宮崎県東臼杵郡諸塚村家代3068
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_miyanomoto.html

621 耳川 柳原川 諸塚ダム 1.0 えくぼ亭
11：00～16：00
【営業日】土日月・祝のみ営業

宮崎県東臼杵郡諸塚村家代3574-2
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_morotsuka.html

622 耳川 耳川 山須原ダム 1.0 山本商店
9：00～18：00
【営業日】不定休

宮崎県東臼杵郡諸塚村家代4978-1
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_yamasubaru.html

623 耳川 耳川 西郷ダム 1.0 さいごうの関（美郷ノ蔵）
9：00～18：00
【営業日】月1回休

宮崎県東臼杵郡美郷町田代5781-11
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_saigou.html

624 耳川 耳川 大内原ダム 1.0 道の駅とうごう
8：00～18：00
【営業日】不定休、12/31～1/2休

宮崎県日向市東郷山陰辛244-1
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_miyazaki_initiative_damc
ard_oouchibaru.html

鶴田ダム管理所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－
２

大鶴ゆうゆう館
（無料休憩所、食事可能）

9:00～17:15（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３９８５－
９

626 － － 喜界地下ダム 1.0 喜界土地改良区
8:30～17:00（土・日・祝日・年末年始は
除く）

鹿児島県大島郡喜界町大字湾1372－1
（地下ダム水管理センター内）

http://www.town.kikai.lg.jp/kikai03/kikai33.asp

627 羽地大川 羽地大川 羽地ダム 1.1 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/

628 新川川 新川川 新川ダム 1.0 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/

629 福地川 福地川 福地ダム 1.0 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/

630 安波川 安波川 安波ダム 1.0 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１３０
１－２２

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

631
漢那福地
川

漢那福地
川

漢那ダム 1.1 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２０
１５－２

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

632 安波川 普久川 普久川ダム 1.0 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１３０
１－２２

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

633 辺野喜川 辺野喜川 辺野喜ダム 1.0 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１３０
１－２２

http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/

634 大保川 大保川 大保ダム 1.1 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/

635 億首川 億首川 金武ダム 1.0 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/

636 － － 皆福地下ダム 1.0 宮古島市地下ダム資料館
4月～9月　9:30～18:15
10月～3月　8:30～17:15
（月曜日は休館のため配布なし）

沖縄県宮古島市城辺字福里１６４５－８ http://ogb.go.jp/nousui/nns/miyakoirabu/index.html

637 － － 砂川地下ダム 1.0 宮古島市地下ダム資料館
4月～9月　9:30～18:15
10月～3月　8:30～17:15
（月曜日は休館のため配布なし）

沖縄県宮古島市城辺字福里１６４５－８ http://ogb.go.jp/nousui/nns/miyakoirabu/index.html

638 － － 福里地下ダム 1.0 宮古島市地下ダム資料館
4月～9月　9:30～18:15
10月～3月　8:30～17:15
（月曜日は休館のため配布なし）

沖縄県宮古島市城辺字福里１６４５－８ http://ogb.go.jp/nousui/nns/miyakoirabu/index.html

639 安里川 安里川 金城ダム 2.0 金城ダム管理所
9:３0～17:00（土・日・祝日含む）
年末年始（12月29日～1月3日）は除く

沖縄県那覇市繁多川4丁目553-2 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/damu/kanri/kinjo.html

640 比謝川 与那原川 倉敷ダム 3.1 倉敷ダム管理所
9:00～17:00（土・日・祝日含む）
年末年始（12月29日～1月3日）は除く

沖縄県うるま市石川楚南879-1 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-chubu/kurashiki.html

641 内川 内川 座間味ダム 3.0 座間味ダム管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始(12/29～
1/３)は、配布なし）
職員が不在の場合は、電話連絡をお願いし
ます。（玄関付近の張り紙のとおりで
す。）

沖縄県座間味村字座間味825-2 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/damu/kanri/zamami.html

642 中の川 シチフ川 我喜屋ダム 2.0 我喜屋ダム管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始(12/29～
1/３)は、配布なし）
職員が不在の場合は、電話連絡をお願いし
ます。（玄関付近の張り紙のとおりで
す。）

沖縄県伊平屋村字我喜屋818 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-hoku/gakiya.html

643 儀間川 儀間川 儀間ダム 1.0 儀間ダム管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始(12/29～
1/３)は、配布なし）
職員が不在の場合は、電話連絡をお願いし
ます。（玄関付近の張り紙のとおりで
す。）

沖縄県久米島町字比嘉2161-4 http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-nan/gima.html

644 宮良川 宮良川 真栄里ダム 1.0
真栄里ダム管理所
八重山土木事務所（河川都
市港湾班）

9:30～17:00
（土・日・祝日および年末年始（12月29
日～1月3日）は除く）
※八重山土木事務所での配布の場合、ダム
へ行った証明写真等が必要

沖縄県石垣市字大浜２４７６−３３６
沖縄県石垣市字真栄里438-1

http://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/kasen/kikaku/maezatodamu.html

鶴田ダム

浦之名川 広沢ダム

1.1

1.0大淀川616

川内川 川内川625 http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/

http://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_an
d_fisheries/development/damcard.html

鹿児島県

宮崎県

沖縄県
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645 宮良川 底原川 底原ダム 1.0 底原ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含まず）

沖縄県石垣市宮良２１６６－２２ -

646 名蔵川 ブネラ川 名蔵ダム 1.0 名蔵ダム管理事務所
10:00～16:00
（土・日・祝日を含まず）

沖縄県石垣市字登野城嵩田２３８９－４
７９

-

647 磯辺川 磯辺川 石垣ダム 1.0 底原ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含まず）

沖縄県石垣市宮良２１６６－２２ -

648 大浦川 大浦川 大浦ダム 1.0
石垣市役所（むらづくり
課）

8:30～17:15
（平日のみ）

沖縄県石垣市美崎町１４ -

649 － － 伊江地下ダム 1.0 中央管理所

9:00～17:00
（土・日・祝日および年末年始(12/29～
1/３)は、配布なし）
職員が不在の場合は、電話連絡をお願いし
ます。（玄関付近の張り紙のとおりで
す。）

沖縄県国頭郡伊江村字東江上1770番地
の１

-

※新規掲載ダムは色掛け・赤字、更新箇所は赤字で記載

沖縄県
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