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流木・伐採木を無償提供します
～薪などに ご家庭で活用しませんか～

≪発表記者会：　岩手県政記者クラブ、花巻記者クラブ、北上記者クラブ、奥州市政記者クラブ≫

＜問い合わせ先＞

【今回提供予定の流木・伐採木の状況】

【流木・伐採木提供内容】 ※各ダムにおける詳細は、別紙１～４をご参照願います。

１．御所ダム（別紙１）

・ 申込方法 ： 当日申込み制 （受付開始 10月19日（水）～）

・ 提供期間 ： 10月19日（水）～10月26日（水） ※土日祝祭日を除く

・ 数 量 ： 軽トラック300台分相当 ※なくなり次第終了

２．田瀬ダム（別紙２）

・ 申込方法 ： 事前予約制 （受付開始 10月17日（月）～）

・ 提供期間 ： 10月19日（水）～10月25日(火) ※土日祝祭日を除く

・ 数 量 ： 軽トラック20台分相当 ※なくなり次第終了

３．湯田ダム（別紙３）

・ 申込方法 ： 申込不要

・ 提供期間 ： 10月19日（水）～10月28日（金） ※土日祝祭日を除く

・ 数 量 ： 軽トラック75台分相当 ※なくなり次第終了

４．胆沢ダム（別紙４）

・ 申込方法 ： 事前予約制 （受付開始 10月18日（火）～）

・ 提供期間 ： 10月19日（水）～10月28日（金） ※土日祝祭日を除く

・ 数 量 ： 軽トラック130台分相当 ※なくなり次第終了

※各ダムの流木提供に関する情報については、当事務所のホームページに公表しています。

ホームページURL ： http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/07info/ryuboku/ryubo.htm

北上川ダム統合管理事務所で管理している４ダムで、流木・伐採木を無償提供します。

洪水などによりダム湖に流れ着いた流木は、ダム放流設備等の故障の原因となることや、ダ

ム湖の景観を損ねることから、回収しておりますが、資源の有効活用と処理費用の縮減を目的

として、希望される方に無償提供するものです。

【御所ダム】 【田瀬ダム】 【湯田ダム】 【胆沢ダム】



■申し込み方法
・受付は１０月１９日（水）から開始します。
・御所ダム管理所で申込手続き（受付・アンケート表・受付済票の受領）を行ってください。
・受付時間：9時～11時、14時～１６時（平日のみ）
・流木集積場の場所については、受付時に地図等でご案内いたします。
・受付時に新型コロナ感染対策(マスク着用など)がされてない場合、対応をお断りします。

■提供期間
・１０月１９日（水） ～ １０月２６日（水）

※無くなり次第、終了します。
・土日祝祭日を除いた月曜日～金曜日の９時～１６時。

■提供条件
・希望者一人あたりの提供量の上限は定めておりませんが、多くの方に活用していただき
たいと考えておりますので、ご協力願います。

・積込みと運搬は希望者ご自身でお願いします。
・提供する木の長さや太さは揃っておりません。
・生木も含まれているため、すぐに燃料用に使用できない可能性があります。
・希望者全員に渡らない場合がありますので、ご理解願います。

■注意事項
・受付は、提供を約束するものではありません。
・家庭での使用を目的とし、 自営（営利）目的はご遠慮いただきます。
・第三者への販売や譲渡はしないでください。
・積込みや運搬作業にあたっては安全に十分注意してください。
（待機場所及び提供場所での事故や怪我は、希望者の責任となります。）

・車両の積載重量を確認し、絶対に過積載とならないように十分注意してください。
過積載を発見した場合は今後提供をお断りさせていただく場合があります。

・提供場所には切断機械などはありません。必要に応じてご持参ください。
・後から来る方の利用や危険防止のため、集積してある流木を散乱させないようにしてく
ださい。

・複数の希望者が同じ時間帯に作業する可能性もありますので、譲り合ってトラブルの無
いようにして下さい。

・混雑状況によっては待ち時間が生じる場合がありますので、あらかじめご了承ください。
（特に提供初日は混み合うことが予想されます。）

・電話のみでの受付は出来ませんのでご了承ください。
・未受付及び提供期間、提供時間外に勝手に流木を持ち出すことは絶対にやめてください。
・流木集積場でも新型コロナ感染対策を行ったうえで作業をお願いします。

希望される方は、下記をご確認のうえ、御所ダムに直接お問い合わせ願います。

※厳守していただけない場合は、
今後の提供をお断りさせていただくことがございます。

【問い合わせ先】国土交通省北上川ダム統合管理事務所
御所ダム（管理第三課）

〒020-0055
盛岡市繋字山根192-4

TEL： 019-689-2216 

別紙１：御所ダム



 

提供期間 

・10月 19日（水）～２１日（金）、24日（月）、25日（火） 

 ９時～12時、13時～16時とします 

※提供を希望される方は事前の電話予約と当日受付が必要です。 

 

事前予約と当日受付方法 

提供を希望される方は以下の手順により申し込み手続きを行ってください。 

① 事前電話予約 

事前電話予約により提供日時を決定させていただきます。 

予約なしでの来所の場合、予約は可能ですが当日の提供とならない、もしくは提供

を終了している場合があります。 

② 田瀬ダム管理支所で当日受付 

 ※事前電話予約の受付は 10月 17日（月）～25日（火）の期間のうち、 

平日の９時～12時、13時～16時となります。 

 

申込み・問合せ先 

 国土交通省北上川ダム統合管理事務所 田瀬ダム管理支所 管理第一係 

 〒028-0123 花巻市東和町田瀬 39-1-3 

 TEL：0198-44-5211 

FAX：0198-44-5752 

 

提供条件 

１． 希望者一人あたりの提供量は軽トラック 1台分相当までとします。 

２． 先着予約順での提供となりますので予定数量になり次第の終了となります。 

提供予定数量は軽トラックで概ね 20台分です。 

３． 積込と運搬は希望者ご自身でお願いします。 

４． 提供する木は幹の太さ５～３０㎝程度、長さ 30ｃｍ程度に切断しています。 

５． 生木も含まれているため、提供後すぐに燃料用に使用できない可能性があります。 

 

注意事項 

※下記事項を厳守していただけない場合、今後の提供をお断りさせていただくことがござ

います。 

１．提供を希望される方は事前の電話予約と当日受付が必要です。また、提供に関するアン

ケートを記載いただきます。 

２．家庭での使用を目的とし、営利目的はご遠慮いただきます。また、第三者への販売や譲

別紙２：田瀬ダム 



田瀬ダム管理支所 
伐採木提供場所 

渡はしないでください。 

３．積込や運搬作業にあたっては安全に十分に注意してください。作業中に発生した事故・

怪我・トラブル等については国土交通省では一切責任を負いかねますのでご了承くだ

さい。 

４．車両の積載重量を確認し、絶対に過積載とならないように十分注意してください。 

５．提供場所に切断機械などはありませんので、必要に応じ各自でお持ちください。 

６．後の方の利用や危険防止のため、集積している木を散乱させないようにしてください。 

  また、複数の希望者が同じ時間帯に作業する可能性もありますので譲り合ってトラブ

ルのないようにしてください。 

７．持ち帰った伐採木を使用せず廃棄する場合は、各自治体のごみ処分方法に従って処分し

てください。 

８．新型コロナ感染対策を行った上での作業をお願いします。 

 

提供場所 

 田瀬ダム管理支所から車で約 5 分のダム下流です。通常施錠している場所のため、職員

が同行します。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【別添資料】

■提供の方法
　流木置き場からご自由にお持ちください（お申込は不要です）。

■提供量
　提供量については、特段定めていませんが、個人利用の範囲内でお願い
　します。他の提供を希望される方に配慮し、自家消費できる必要分のみ
　お持ちください。先着順となりますので無くなり次第終了となります。
　＜参考＞今回のストック量は軽トラック約７５台分相当です。

■流木の状態
　今回提供する流木は、幹の太さ直径5cm程度～、長さ30cm～1m程度
　の状態に切断済みです。

■流木提供場所（詳細は位置図参照）
　提供場所：湯田ダム流木置き場（西和賀町杉名畑地内）
　　　　　　※北上市方面から湯田ダムへ向かう道中にあります。

■流木提供時間
　提供場所：平日の9:00 ～ 16:00まで
　　　　　　※上記時間帯以外は入口を施錠しますので、無断で立ち入ら
　　　　　　　ないようお願いいたします。

■その他注意事項
　①事故の無いよう十分に注意してください。流木提供に係る作業中に発生
　　した事故・けが・トラブル等はご利用者自身の責任となります。
　②第三者への販売等は、行わないでください。
　③配布された流木は、有効活用することを前提として、必要分をお持ち帰
　　りください。
　④持ち帰った流木を使用せずに廃棄する場合は、各自治体のゴミ処分方法
　　に従って処分してください。不法投棄は処罰されますので、ご注意くだ
　　さい。
　⑤過積載とならないよう注意してください。
　⑥状況確認等のため定期的に巡回しますので、その場で指導等受けた場合
　　はそれに従うようにしてください。ルールを守らない方が多いと来年度
　　以降の提供を中止する場合があります。
　⑦流木提供場所でも新型コロナ感染対策（ソーシャルディスタンス確保
　　等）をお願いします。

別紙3：湯田ダム



湯田ダム 流木提供箇所位置図
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出典：国土地理院地図に流木提供箇所等を追記して掲載

至 北上市
至 秋田県横手市

至 雫石町

※道の駅「錦秋湖」付近～ゆだ錦秋湖停車場線交差点区間は全面通行止めとなっています。

西和賀町方面から提供場所へ向かう際は、湯田IC～北上西IC間を経由する必要がありますのでご注意ください。

通行止め区間

別紙3：湯田ダム



 

希望される方は、下記をご確認のうえ、胆沢ダム管理支所に直接お問い合わ

せ願います。 

 
■受付方法 
・提供希望日の前日までに胆沢ダム管理支所へ電話（０１９７－４９－２９８１）でお申し込

みください。 

・提供場所は、通常施錠されておりますので、職員等が現地まで案内し、立会の上、提供

します。 

・受付は、胆沢ダム管理支所で行います。 

・受付時間は、平日の９時～１２時、１３時～１６時です。 

（申込み用紙へ必要事項を記載していただきます。） 

 ・新型コロナ対策（マスク着用）を行い、受付をお願いします。 

 

■提供期間 
 ・10月 19日（水）～ 10月 28日（金）の期間とします。 

・平日の９時～１２時、１３時～１６時までとします。 

※平日の１２時～１３時及び、土日、祝日は提供を行いません。 

 

 
■提供量 
 ・提供量については、特段定めていませんが、個人利用の範囲内でお願いします。 

   ・今回の提供量は、幹：軽トラック１３０台程度 

 

■流木の状態 
 ・提供する流木等の長さや太さはそろっておりません。 

  （おおよそ、幹の太さ５～３０cm程度、長さ５０cm程度に切断しています） 

 

■その他留意事項 
 ①積込み、運搬は利用者ご自身でお願いします。（道具等の貸し出しは行っていません） 

 ②積込みの際は、重機持ち込みによる作業は認められません。 

 ③過積載をしないように十分注意していただき、運搬中に流木を落とさないよう落下防

止対策を行ってください。 

 ④事故の無いよう十分に注意してください。流木提供に係る作業中に発生した事故・け

が・トラブル等はご利用者の自己責任で対応してください。  

⑤第三者への販売等は行わないでください。 

⑥新型コロナ感染対策を行ったうえで、作業をお願いします。  

⑦積み込み場所は、舗装されておりませんので車や靴が汚れることもありますので、あ

らかじめご了承願います。 

※上記についてご協力いただけない場合、提供時に立ち会う職員等の案内に従っていた

だけない場合等は今後の提供をお断りさせていただくことがございます。 

別紙４：胆沢ダム 



【胆沢ダム】 流木無償提供位置図

『この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の電子地形図
（タイル）を複製したものである。（承認番号 平３０東複、第２３号）』

〇申込場所から提供場所までは、車で２分程度。

【提供場所】
流木集積場

【申込場所】
胆沢ダム
管理支所
１Ｆ展示室

別紙４


