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東北の見どころダムmap

①浅瀬石川（あせいしがわ）ダム

青森県黒石市
展望台、資料館、ダム堤体内、堤体下流
4月～11月（12月～3月は資料館平日のみ）

②津軽（つがる）ダム（建設中）

青森県中津軽郡西目屋村
展望所、管理所、水質保全施設(工事中)
4月～11月

⑪森吉山（もりよしざん）ダム

秋田県北秋田市
広報館、ダム堤体内
4月～11月

⑫玉川（たまがわ）ダム

秋田県仙北市
資料館、ダム堤体内、中和処理施設
5月～11月（資料室は4月～11月）

⑬月山（がっさん）ダム

山形県鶴岡市
ダム堤体内、地域防災センター
1月～12月

⑭寒河江（さがえ）ダム

山形県西村山郡西川町
操作室、展望台、ビデオ視聴
4月下旬～11月

⑮長井（ながい）ダム

山形県長井市
展示室、ダム連絡通廊
4月下旬～11月

⑯白川（しらかわ）ダム

山形県西置賜郡飯豊町
操作室
4月下旬～11月

⑱三春（みはる）ダム

福島県田村郡三春町
展望広場、ダム堤体内、資料館
1月～12月

⑰摺上川（すりかみがわ）ダム

福島県福島市
ダム堤体内、ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
1月～12月

⑩七ヶ宿（しちかしゅく）ダム

宮城県刈田郡七ヶ宿町
屋上、操作室、展示スペース、ダム堤体内
1月～12月

⑨釜房（かまふさ）ダム

宮城県柴田郡川崎町
資料館、展望台、堤体下流、ダム堤体内
1月～12月

⑧鳴子（なるこ）ダム

宮城県大崎市
操作室、展示室、ダム天端
5月～11月

⑦胆沢（いさわ）ダム

岩手県奥州市
操作室、管理所屋上、展望台、学習館
1月～12月

④御所（ごしょ）ダム

岩手県盛岡市
ダム堤体内、ものしり館
1月～12月

③四十四田（しじゅうしだ）ダム

岩手県盛岡市
ダム堤体内、ものしり館、四十四田発電所
1月～12月

⑥湯田（ゆだ）ダム

岩手県和賀郡西和賀町
ダム堤体内、ものしり館
1月～12月

⑤田瀬（たせ）ダム

岩手県花巻市
ダム堤体内、ものしり館
1月～12月

ダム名

所在地
見学可能場所
見学可能時期

凡例

青森県

秋田県
岩手県

山形県

宮城県

福島県

あせいしがわ

①浅瀬石川ダム
つがる

②津軽ダム

しじゅうしだ

③四十四田ダム
ごしょ

④御所ダム
たせ

⑤田瀬ダム
ゆだ

⑥湯田ダム
いさわ

⑦胆沢ダム

なるこ

⑧鳴子ダム

青森県内

岩手県内

宮城県内
かまふさ

⑨釜房ダム
しちかしゅく

⑩七ヶ宿ダム

もりよしざん

⑪森吉山ダム
たまがわ

⑫玉川ダム

がっさん

⑬月山ダム

秋田県内

山形県内
さがえ

⑭寒河江ダム
ながい

⑮長井ダム
しらかわ

⑯白川ダム

すりかみがわ

⑰摺上川ダム

福島県内
みはる

⑱三春ダム

事前

申込

団体
のみ

個人

休日
ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

： 平日のみ見学可能

： 団体のみ見学可能

： 休日も見学可能

： 個人見学可能

： 事前申込必要

： 見学自由

：

各ダムページのマークの見方

※不明な点は、各ダムへお問い合わせ下さい。

※その他、成瀬ダム、鳴
瀬川総合開発、鳥海ダム
において、ダム建設事業
実施中です。

ダムカードありますダム



ダム

浅瀬石川ダムは昭和54年に

ダム本体工事に着手し、昭和

63年に完成したコンクリート

重力式ダムで、事前に申し込

むことで、ダム堤体内部の見

学も可能です。

また、ダムに隣接する浅瀬

石川ダム資料館ではダムの役

割などについて、映像や模型

でわかりやすく学ぶことがで

きます。

見学可能時期：4～11月
（12月～3月は資料館平日のみ）

１分

浅瀬石川ダムと資料館が隣接し
ており、展望台からはダム湖を一
望できます。

ダムサイト公園
（１０分）

浅瀬石川ダムの役割やしくみなどについて、
映像や模型でわかりやすく学ぶことができます。

浅瀬石川ダム周辺の動植物を紹介したコー
ナーなどもあります。

浅瀬石川ダム資料館
（１５分）

１分

実際に浅瀬石川ダムの堤体内部
に入り、放流設備や観測設備など
を見学できます。

ダム堤体内見学
（２０分）

▲浅瀬石川ダム資料館 ▲ダム堤体内見学

アクセスマップ

■虹の湖公園ふれあいの広場（道の駅）
→浅瀬石川ダム湖に隣接する「虹の湖公園ふれあいの広場」では、レストハウスをはじめ、休
憩所やバーベキュー広場、野草園、大型遊具やアスレチックフィールドなどがあり、自然を満
喫しながらレクリエーションが楽しめます。（浅瀬石川ダムから車で約５分）
■黒石温泉郷
→黒石温泉郷は黒石温泉郷は、温湯(ぬるゆ）・落合・板留があり古くから湯治場として栄えて
きました。（浅瀬石川ダムから車で約５分）
■秋の紅葉
→ダム周辺の「中野もみじ山」では、１００余種のカエデが滝と渓流に映え、１０月頃にかけ
て見頃となります。（浅瀬石川ダムから車で約５分）
■城ヶ倉大橋（じょうがくらおおはし）
→城ヶ倉渓谷の上空１２０ｍに架かる全長３６０ｍの城ヶ倉大橋は、四季折々３６０度のパノ
ラマが楽しめます。（浅瀬石川ダムから車で約２５分）
■津軽伝承工芸館・こけし館
→津軽の７つの伝統工芸を「見て」「触れて」「感じて」ゆっくりじっくりご覧になれます。
また、こけし館では連日、津軽系こけし工人がこけし制作の実演を実施しています。
レストランや源泉掛け流しの足湯なども楽しめます。（浅瀬石川ダムから車で約５分）

ダム周辺の見どころ

①浅瀬石川ダム［豊かな水を活かして暮らしをささえるダム］
あ せ い し が わ

所在地；青森県黒石市
黒石方面から（自動車）
東北自動車道黒石ICから十和田湖方面へ約10分、
黒石市内から約20分

青森方面から（自動車）
青森空港から黒石市内へ約30分、黒石市内から約20分

浅瀬石川ダム

３分

駐車場脇にある吊り橋から高さ
９１ｍの浅瀬石川ダムを下から眺
めることができます。

ダム堤体下流
（１０分）

▲ダム堤体下流より

くろいしし

黒石市（青森県）所在地：

申込先、問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理所 【ＴＥＬ】０１７２－５４－８７８２
【住所】黒石市大字板留字杉の沢２番地
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html

ダムカード：浅瀬石川ダム管理所 ８：３０～１７：００
（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下さい）

個人
休日
ＯＫ

見学

自由
個人

休日
ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

事前

申込
団体
のみ

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

◆主要なダム見学コース（総所要時間 60分程度）



所在地；青森県中津軽郡西目屋村
弘前方面から（自動車）
東北自動車道大鰐弘前ICから弘前市内へ約20分、弘前市内から約40分

青森方面から（自動車）
青森空港から弘前市内へ約40分、弘前市内から約40分

津軽ダムは、目屋（めや）ダムの約

60m下流に建設中のコンクリートダムで、

既設ダムとの距離がこれほど近い再開

発ダムは、全国的にも珍しい例です。

現在は、ほぼ完成形となっており、

水を貯める準備をしております。また、

管理所では全国唯一の全国のダムカー

ドを展示中です。

見学可能時期：4～11月

15分

5分 10分

◆主要なダム見学コース（団体向け：総所要時間 80分程度）

▲ダム直下で行われる発電所
工事の様子（展望所より）

▲全国のﾀﾞﾑｶｰﾄﾞを一挙展示
（管理所にて）

②津軽ダム［最盛期のダム工事は迫力満点］
つ が る

▲ｺﾝｸﾘｰﾄ打設が最盛期
（2号水質保全施設）

▲咲き乱れるかたくりなどの山
野草(見頃:4月下旬～5月上旬)

▲10月下旬～11月上旬頃は
紅葉が見頃

▲融雪期や大雨の後に現れる
“幻の滝”

アクセスマップ

■白神山地
→白神山地は青森県南西部から秋田県北西部にまたがる山地帯の総称です。人為の影響をほとん
ど受けていない世界最大級の原生的なブナ林が分布し、貴重な生態系が保たれており1993年（平
成5年）12月に世界遺産（自然遺産）に登録されました（津軽ダム工事事務所から車で40分）。
■マザーツリー
→推定樹齢400年のブナの巨木、マザーツリーに、風雪に耐えてきた「いのち」の大きさを感じる
ことができます（津軽ダム工事事務所から車で65分、津軽峠から徒歩3分）。
■暗門の滝
→西目屋村のほぼ真ん中を流れる岩木川の支流である暗門川には1981年に青森県立公園に指定さ
れた景勝地「暗門の滝」があります。暗門川沿いに歩道が整備され、世界遺産白神山地を満喫で
きます（津軽ダム工事事務所から車で40分、その後、第1の滝まで徒歩で60分）。
■不識の塔（ふしきのとう）
→斎藤主が川原平（かわらたい）開拓記念として1912年(大正元年)に完成させた総レンガ造りの
塔です。三重の形をした不思議な姿をしていますが、現在は鉄骨によって保持されています(津軽
ダム工事事務所から車で30分)

ダム周辺の見どころ

その他の見どころ

申込先、問い合わせ先：津軽ダム工事事務所 【ＴＥＬ】０１７２－８５－３００５㈹
【住所】中津軽郡西目屋村大字田代字神田57
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/index.html

ダム展望所（20分）

 ダム近くの展望所からご覧頂けます。
 ダムの真下で建設される発電所の様子

がご覧頂けます。

ダム工事の説明

 津軽ダム工事事務所からの車中で
ダムの施工方法について専門のス
タッフが分かりやすく説明。

平日
のみ

事前

申込
団体
のみ

ダム管理所（15分）

 愛好家の方から提供頂いた全国の
ダムカード365枚が見られるのはこ
こだけ。

水質保全施設（15分）

 ダム下流に洪水後の上流の綺麗な
水を流すための施設です。

 約30mの高さのダムを作る様子がご
覧頂けます。

平日
のみ

事前

申込
団体
のみ

にしめやむら

西目屋村（青森県）所在地：

○不識の塔

○マザーツリー

←暗門の滝

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

平日
のみ

事前

申込
団体
のみ



ダム

四十四田ダムは、昭和４

３年に完成したコンクリー

ト・フィル複合ダムです。

毎年７月下旬に行われる

ゴムボート川下り大会のス

タート地点となっています。

ダムの外観、内部の監査

廊が見学できます。

見学可能時期：1～12月

5分

ダム堤体最上部から四十四田
ダムを見学できます。

ダム外観
（15分）

15分隣接する発電所施設を見学できま
す。

岩手県企業局発電所
（40分）

通常見ることの出来ないダム
の内部を見学できます。

監査廊
（15分）

▲ダム堤体内部を見学

アクセスマップ

所在地；岩手県盛岡市下厨川字四十四田
仙台方面から（自動車）：東北縦貫道 盛岡ICから市内方面へ約20分
青森方面から（自動車）：東北縦貫道 滝沢ICら市内方面へ約15分

■岩手山
→標高2038mは岩手県最高峰で、日本百名山に選定されている。東側の斜面が長い裾野を引く

な ん ぶ か た ふ じ と わ だ はちまんたい

整った形で、「南部片富士」とも呼ばれる。山域は昭和３１年に、十和田八幡平国立公園に指
はちまんたい しずくいし たきざわし

定されている。八幡平市、雫石町、滝沢市からの登山ルートが存在する。（四十四田ダムから
うまがえし

車で約４０分(滝沢市馬返し登山口の場合)）
いしわりざくら

■石割桜
かこうがん

→盛岡地方裁判所の構内にある巨大な花崗岩の割れ目から育った直径1.35m、樹齢３６０年を超
える桜。見頃は４月の半ばから。大正１２年に国の天然記念物に指定された。（四十四田ダムか
ら車で約２０分、盛岡駅から徒歩１５分）。
■盛岡市子ども科学館
→小さな子どもでも科学の楽しさや不思議を気軽に味わうことができます。（四十四田ダムから
車で約２０分）
■岩手県立博物館
→地質時代から現代にいたる地質・考古・歴史・民俗・生物などの資料が展示され、岩手県の自
然と文化が理解できるようになっています。（四十四田ダムから車で約３分）
■春の桜
→ダム周辺では、５月上旬に桜が見頃となります。
■秋の紅葉
→ダム周辺では、１１月頃にかけて紅葉が見頃となります。

ダム周辺の見どころ

③四十四田ダム［春は桜、秋は紅葉が楽しめるダム］
し じ ゅ う し だ

▲ものしり館でダムの概要を見学

もりおかし

盛岡市（岩手県）所在地：

申込先、問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所 管理第二課【TEL】019-643-7972
【住所】盛岡市下厨川字四十四田１
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

ダムカード：北上川ダム統合管理事務所（四十四田ダム）8:30～17:00
（土日祝日は正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい）

事前

申込
団体
のみ

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

◆主要なダム見学コース（団体向け：総所要時間 120分程度）

春の四十四田ダム。背景は岩手山(ダムに隣接する四十四田公園より)

四十四田ダムの概要をパネル等で展示
しています。（8:30～17:00）

南部片富士湖ものしり館
（30分）

休日
ＯＫ

個人

見学

自由
平日
のみ

事前

申込
団体
のみ

しもくりやがわ

四十四田ダム

四十四田ダム

岩手山

石割桜

岩手県立博物館

盛岡市子ども科学館



御所ダムは、昭和５６年に完

成したコンクリート・ロック

フィル複合ダムです。

盛岡市中心部より約12kmの都

市近郊型ダムで、ダム湖周辺に

は、「つなぎ温泉」の他に「御

所湖広域公園」として、様々な

施設が整備されています。

ダムの外観、内部の監査廊が

見学できます。

見学可能時期：1～12月
※冬期(12月～3月)はものしり館のみ

◆駐車場15台 大型バス可

２分

御所ダムの概要をパネル等で展示
しています。（9:00～17:00）

ごしょこものしり館
（１５分）

ダム堤体最上部から御所ダム
を見学できます。

ダム外観
（５分）

２分
通常見ることの出来ないダム
の内部を見学できます。

監査廊
（３０分）

▲ダム堤体内部を見学

アクセスマップ

こ い わ い

■小岩井農場
→岩手山南麓に約3000haの広大な敷地を誇る、明治２４年創業のわが国最大級の民間総合農場。
四季を通して楽しめ、メイン施設の「まきば園」では自然や動物とふれ合う体験メニューや、
農場自慢の乳製品を使ったチーズケーキやソフトクリームが堪能できます。毎年２月には「い
わて雪まつり」が開催されます。（御所ダムから車で約２０分）
■盛岡手づくり村
→盛岡の工芸品、民芸品、食べ物などの伝統技術を集めた施設で、地場産品の展示販売も行わ
れている。「手づくり工房」は職人さんの伝統手法を間近に見学できるほか、職人さん指導の
「ものづくり体験」で作品を造ることができます。（御所ダムから徒歩で約５分）。
■春の桜

しずくいし

→ダムの雫石川上流では、４月下旬に桜が見頃となります。
■秋の紅葉
→ダム周辺では、１１月頃にかけて紅葉が見頃となります。

ダム周辺の見どころ

④御所ダム［温泉・牧場・公園・・・多様な風土に恵まれたダム］
ご し ょ

▲ものしり館でダムの概要を見学

もりおかし

盛岡市（岩手県）所在地：

所在地；岩手県盛岡市繋字山根
盛岡方面から（自動車）

東北縦貫道 盛岡ICから秋田方
面へ約20分

申込先、問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所 管理第三課【TEL】019-689-2216
【住所】盛岡市繋字山根192-4
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

ダムカード：御所湖管理所(管理第三課) 8:30～17:00 【住所】盛岡市繋字山根192-4
（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）

事前

申込
団体
のみ個人休日

ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

つなぎ やまね

新緑の御所ダム（6月）

◆主要なダム見学コース（団体向け：総所要時間 60分程度）

休日
ＯＫ

見学

自由
個人

盛岡手づくり村

小岩井農場

御所ダム

つなぎ温泉

ダム

※見学人数・内容により見学ルート及び所要時間は変わります。



田瀬ダムは、国直轄ダム第

１号として昭和１６年に着手

しました。戦争による一時中

断を経て、昭和２９年に完成

しました。

ダムの外観、内部の監査廊

が見学できます。

見学可能時期：1～12月

1分

田瀬ダムの概要をパネル等で展示し
ています。（9:00～16:30）

田瀬ダムものしり館
（15分）

ダム堤体最上部から田瀬ダム
を見学できます。

ダム外観
（15分）

10分
通常見ることの出来ないダムの
内部を見学できます。

監査廊
（30分～60分）

▲ダム堤体内部を見学 ▲ものしり館でダムの概要を見学

アクセスマップ

所在地；岩手県花巻市東和町田瀬
花巻方面から（自動車）

■めがね橋
みやもり

→国道283号線と宮守川をまたぐＪＲ釜石線の橋梁で「めがね橋」の愛称で親しまれています。

またＪＲ釜石線の前身である「岩手軽便鉄道」をモデルに、宮沢賢治は名作「銀河鉄道の夜」を
執筆したといわれています。夜間、ライトアップされためがね橋は、訪れる人を幻想世界へと誘
います。最近では「恋人の聖地」にも認定され注目を集めています。（田瀬ダムから車で10分）
■カッパ淵

つちぶち じょうけんじ

→土淵町の常堅寺裏を流れる小川の淵には、カッパが多く住んでいて人々を驚かしたり、いたず
らをしたといわれています。淵の岸辺にはカッパ神を祀った小さな祠があります。（田瀬ダムか
ら車で６０分）
■宮沢賢治記念館
→詩や童話、教育、農業、科学など多彩な活動を繰り広げた宮沢賢治の世界に親しんでもらうた
めの施設。愛用のチェロや直筆原稿など賢治ゆかりの品展示のほか、ビデオやスライドなども楽
しめます。（田瀬ダムから車で５０分）。
■秋の紅葉
→ダム周辺では、１１月頃にかけて紅葉が見頃となります。

ダム周辺の見どころ

⑤田瀬ダム［北上川最大の人工湖を育む里山のダム］
た せ

※ダム外観とものしり館は自由見学できます。監査廊は事前申込が必要（平日のみ）

はなまきし

花巻市（岩手県）所在地：

申込先、問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所 田瀬ダム管理支所【TEL】0198-44-5211
【住所】花巻市東和町田瀬３９－１－３
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

ダムカード：田瀬ダム管理支所8:30～17:00 【住所】花巻市東和町田瀬３９－１－３
（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）

事前

申込
団体
のみ個人

休日
ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

紅葉時期(11月)の田瀬ダム

◆主要なダム見学コース（団体向け：総所要時間 100分程度）

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

東北横断道釜石秋田線 東和ICから遠野市方面へ約20分
遠野方面から（自動車）
遠野駅から花巻市方面へ約50分

か ま い し あ き た と お の

と う わ

宮
守
駅

めがね橋

道の駅みやもり

カッパ淵

宮沢賢治記念館

田瀬ダム

ダム



ダム

湯田ダムは、昭和３９年

に完成したアーチ重力式コ

ンクリートダムです。

ダムの上流には「親水公
ちょさ

園」及び「貯砂ダム」が整

備され、施設の中を歩くこ

とができ、「水のカーテ

ン」が楽しめます。(7月中

旬～10月上旬)

ダムの外観、内部の監査

廊が見学できます。

見学可能時期：1～12月

5分

湯田ダムの概要をパネル等で展示してい
ます。（9:00～16:30）

きんしゅうこものしり館
（10分）

ダム堤体最上部から湯田ダム
を見学できます。

ダム外観
（10分）

通常見ることの出来ないダム
の内部を見学できます。

監査廊
（60分）

▲貯砂ダム内の通廊「水のカーテン」の様子

アクセスマップ

北上方面から（自動車）

ゆ か わ

■湯川沼の浮島
→標高570メートルの山中にある湯川沼には、水草群落（浮島）を形成し、昭和４１年３月
８日に岩手県天然記念物に指定されました。また、湯川沼周辺は「未来の森」として平成元
年に西和賀町の自然環境保全地域に指定されました。（湯田ダムから車で約６０分その後徒
歩で約６０分）（散策適期５月中旬～１０月下旬）
■ほっとゆだ駅
→全国でもめずらしい温泉付きの駅舎は、木造にトンガリ屋根の時計台がついていて、心和
む建物です。大浴場には信号機があり、青・黄・赤の色で列車の状況を知らせてくれます。
（湯田ダムから車で約３０分）。
■秋の紅葉
→ダム周辺では、１１月頃にかけて紅葉が見頃となります。

ダム周辺の見どころ

⑥湯田ダム［輝く四季といで湯の錦秋湖］
ゆ だ

※降雨等の気象条件により、貯砂ダム内の通廊に入れない場合があります。

貯砂ダム

▲ものしり館でダムの概要を見学

貯砂ダム

にしわがまち

西和賀町（岩手県）所在地：

申込先、問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所 湯田ダム管理支所【TEL】0197-74-2011
【住所】和賀郡西和賀町杉名畑44地割162-15
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

ダムカード：湯田ダム管理支所8:30～17:00 【住所】西和賀町杉名畑44地割162-15
（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）

事前

申込
団体
のみ

個人
休日
ＯＫ

見学

自由
平日
のみ

紅葉時期(11月)の湯田ダム（貯砂ダムは10月）

◆主要なダム見学コース（団体向け：総所要時間 90分程度）

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

湯田ダム
ほっとゆだ駅

湯川沼の浮島

東北横断道釜石秋田線 北上西ICから秋田県方面へ約20分
秋田県方面から（自動車）
東北横断道釜石秋田線 湯田ICから北上市方面へ約30分

所在地；岩手県和賀郡西和賀町杉名畑４４地割

か ま い し あ き た

き た か み

わ が す ぎ な は た

き ん し ゅ う こ



⑦胆沢ダム［石淵ダムの役割を引き継ぐ国内最大級のロックフィルダム］ 所在地：奥州市（岩手県）
おうしゅうし

石淵ダムは、昭和21年に着

手し、昭和28年に竣工して以

来60年にわたり地域の安全・

安心の役割を担ってきました。

胆沢ダムは、石淵ダムの治水

や利水の機能を引き継ぐ国内

最大級のロックフィルダムと

して、昭和63年に着手し、平

成25年に竣工しました。

県内有数の米どころ胆沢平

野にかんがい用水を供給して

ます。

ダム外観の見学ができます。

見学可能時期：1月～12月

5分
胆沢ダムの概要パネル及び石淵
ダムに関する資料の展示を行って
おります。

石淵ダム堰堤資料室
[胆沢ダム管理庁舎１階]（15分）

ダム堤体天端から胆沢ダムを
見学出来ます。

ダム外観（20分）

▲石淵ダム堰堤資料室でダムの概要を見学 ▲奥州湖眺望台から胆沢ダムを一望

アクセスマップ

所在地；岩手県奥州市胆沢区若柳字横岳前山6
東北自動車道

水沢ICから車で約40分

焼石岳（やけいしだけ）
→焼石岳を主峰として、横岳・経塚・天竺・六沢山等を連ね栗駒国定公園焼石団地として、
新緑の初夏まで豊富な残雪、ブナの原生林の南限・北限の植物群落、多くの池・沼が点在し
ます。
散居集落（さんきょしゅうらく）
→たんぼや畑の中に、住居が散在して建っている集落のことです。富山県の砺波平野、島根
県の出雲平野、そして胆沢平野が、『日本三大散居集落』と言われています。胆沢平野の散
居集落では、風よけのため『居久根（いぐね）』と呼ばれる屋敷林で家が囲まれています。
また、『きづま』と呼ばれる全国的にも珍しい独特の垣根が、屋敷の周囲を囲んでいます。
この、きづまは、焚き付け用の薪などを、積み上げて作っており、北国の生活の知恵とも言
えます。（国道397号胆沢区沿い）
胆沢平野・水陸萬頃（すいりくばんけい）
→古代日本史を伝える最も古い歴史書のひとつ「続日本紀」の延暦８年（789年）の条には、
胆沢平野を「水陸萬頃（水と土地が豊かなところ）」と記しています。しかし、実は利用し
にくい地形となっており、先人達が水との壮絶な闘いを繰り広げてきた歴史があります。
（右岸展望台より）
徳水園（とくすいえん）
→胆沢平野の重要な農業用水路である茂井羅堰（しげいらぜき）と寿安堰（じゅあんぜき）
は、同じ胆沢川から取水しています。この二つの水路の取水口が２キロメートルに満たない
距離で隣りあっているため、受益農民はこの400年間、血を流すほどの水争いを繰り返して
きました。解決策として昭和32年に造られたのが円筒分水（えんとうぶんすい）です。この
完成を記念して両用水路開削の先覚者（茂井羅・寿安）を顕彰する公園が整備され、「徳水
園」と命名されました。

ダム周辺の見どころ

※石淵ダム堰堤資料室、ダム外観、奥州湖眺望台は自由見学できます。

日本一の胆沢扇状地やダム貯水池が展
望出来ます。

奥州湖眺望台（10分）

10分

 申込先、問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所胆沢ダム管理支所【TEL】0197-49-2981
【住所】奥州市胆沢区若柳字横岳前山６
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html

ダムカード：胆沢ダム管理支所8:30～17:00 
（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）

胆沢ダム

◆主要なダム見学コース（総所要時間60分程度）

胆沢ダム

い さ わ



ダム

鳴子ダムは、昭和３２年に

完成し、半世紀を越えたダム

で、国内で初めて、日本人の

みの手で造られたアーチダム

です。

ダムの高さは９４．５ｍでダ

ムの一番上から望む景色は圧

巻です。

現在は、ダムの一番上までの

通路も整備され気軽にダムを

見学する事ができます。

見学可能時期：5～11月

◆主要なダム見学コース（総所要時間 50分程度）

▲操作室見学 ▲ダム最上部見学

アクセスマップ

●ダム
■春の風物詩（ダム上部からの放流）
→雪解け水を貯め込み、ダム上部からすだれの様に水が流れる姿は迫力があります。

●周辺
■鳴子峡
→鳴子峡は北上川水系の荒雄川（江合川）の支流の大谷川が形成したもので、一帯には奇岩が
卓越し、虫喰岩、夫婦岩、弁慶岩、屏風岩などの岩が見られる。また一面に落葉広葉樹林が繁
茂し、アカシデ、ミズナラ、カエデなどが見られる。特に紅葉の季節には多くの観光客が訪れ
る場所である。（鳴子ダムから車で15分程度）
■かんけつ泉
→鬼首地区にあるかんけつ泉は約10分間隔で20m近く吹き上がります。温泉卵は絶品です。
（鳴子ダムから車で30分）
■リゾートパークオニコウベ
→四季を通じて楽しめるテーマパーク。夏には「キャンプ」「カブトムシ自然観察園」、冬は
「スキー場」（鳴子ダムから車で30分）

ダム周辺の見どころ

⑧鳴子ダム［国内初、日本人だけの手によって造られたアーチダム］

な る こ
おおさきし

大崎市（宮城県）所在地：

申込先、問い合わせ先：鳴子ダム管理所 【TEL】０２２９－８２－２３４１
【住所】大崎市鳴子温泉字岩渕２－８
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html

ダムカード：鳴子ダム管理所 8:30～17:00
（土日祝日を含む、ただし年末年始12月29日～1月3日を除く）

普段は入れない操作室を見学出来ます。

ダムを管理するための様々な機械がみ
られます。

ダム管理所操作室
（20分）

平日
のみ

団体
のみ

事前

申込

ダム堤体最上部からダム上下流を見
学出来ます。

最上部から見ることによってダムの
高さを体感できます。

ダム天端
（20分） 個人

休日
ＯＫ

見学

自由

ダムの役割や建設時に使用した機器の
一部を展示しています。
ダム湖の様子を双眼鏡で見られます。

ダム管理所展示室
と展望ギャラリー（10分） 個人

休日
ＯＫ

見学

自由

徒歩
1分

車
5分
＋
徒歩
5分

※ダム天端については、平成２７年度
に工事を予定しているため、立入を
制限している場合があります。



申込先、問い合わせ先：
釜房ダム管理所 【ＴＥＬ】０２２４－８４－２１７１
【住所】柴田郡川崎町大字小野字大平山１０－６
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/index.html

ダムカード：釜房ダム管理所 8:30～17:00
（土日祝日を含む、ただし年末年始12月29日～1月3日を除く）

▲ダム下流
見学

▲ダム堤体内見学

アクセスマップ

⑨釜房ダム［人と自然に安心と潤いをもたらす］
か ま ふ さ

かわさきまち

川崎町（宮城県）所在地：

釜房ダムは、昭和４５年に名取

川水系碁石川に建設された多目的

ダムです。100万人都市仙台をは

じめ、名取市、多賀城市、七ヶ浜

町の生活を支える水がめとして大

きな役割を担っています。

ダムに隣接するふれあい学習資料

館ではダムの役割や必要性などに

ついて専門のスタッフが分かりや

すくご案内致します。

見学可能時期：通年（年末年始

の12月29日～1月3日を除く）

資料館の説明（20分）

ふれあい学習資料館では模型やパネル、
スクリーンを使ってダムの役割・概
要・歴史を専門のスタッフが分かりや
すく説明します。

休日
ＯＫ

個人

見学

自由
展望台（10分）

ダムの広さ、深さ、流入河川などの概
要について専門のスタッフが説明しま
す。

ダム下流の説明
（15分）

ダム堤体直下流からダムを見上げ、
大きさを体感します。記念撮影にも
最高の場所です。

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

監査廊（45分）

探検気分で、監査廊内を歩き、ダムの
管理やゲート放流時の操作等の仕事に
ついて説明します。

◆主要なダム見学コース（団体向け：総所要時間 60～90分）

▲資料館内でダムの概要説明

▲展望台
見学

ダム周辺の見どころ

こくえい もり こはんこうえん

■国営みちのく杜の湖畔公園
→東北で初めての国営公園として平成元年に誕生。園内は花と噴水とタイルが美しい広場など
見どころ満載です。

あおねおんせん

■青根温泉
→宮城蔵王のふもとである青根温泉は、かつて仙台六十二万石の藩主伊達家の隠し湯。開湯以
来五百年近い歴史を持つ天然温泉です。

ささやかいどう まつなみき

■笹谷街道の松並木
→国道286号となった今では、多くの車両が通過するだけになっていますが、今に残る松並木は
旧街道の面影を残しています。国道沿いに残るこのような並木は、大変珍しいものです。

かまふさこ しき

■釜房湖の四季
→春には、桜の花と残雪が残る蔵王連峰の山々を眺めながら、散策を楽しむことができます。

また、春から秋にかけては、多くのカヌー利用者に親しまれています。

青根温泉

笹谷街道
の松並木

平日
のみ

事前

申込
団体
のみ

平日
のみ

事前

申込
団体
のみ

ダム



ダム

宮城県最南西部の七ヶ宿町

に位置する高さ90ｍの中央コ

ア型ロックフィルダム。蔵王

連峰南側の山々をはじめとす

る236.6ｋｍ2の流域から水を

集め、総貯水量は、1億9百万

m3に及びます。

仙台市を中心とする7市10町

へ水道用水を供給する水がめ

として重要な役割を果たして

います。

6月から10月まで休日見学会を

行っています。

見学可能時期：1～12月

２分
四季折々の美しい風景
と七ヶ宿湖自慢の大噴
水（※４月中旬～１１

月末）を展望できます。

ダム管理所屋上
（１０分）

川の水がなくなった
り、氾濫しないように
ゲート等を操作する場
所です。

操作室
（１０分）

２分

ダムを内側から点検するた
めの全長約2㎞の地下通路
（監査廊）です。

通常は入ることのできない
監査廊の一部を事前予約無し
で誰でも見学できます。

監査廊（１５分）

３分 七ヶ宿ダムが作られた目的
や水がどこに送られている
かなど、わかりやすく説明
します。

展示スペース
（１０分）

▲管理所屋上から大噴水越しのダムを見学

アクセスマップ

所在地；宮城県刈田郡七ヶ宿町字切通
白石方面から（自動車）
東北自動車道白石ICから白石市内へ約10分、白石市内から約20分

仙台空港から（自動車）
仙台空港から白石市内へ約50分、白石市内から約20分

●ダムの見どころ
■春のクレスト越流
→春の訪れと共に、雪解け水がダムクレストゲートから一斉に流れ出します。４月下旬には、
上流の自然休養公園で桜が見頃となり、クレスト越流と桜が同時に楽しめます。

●周辺の見どころ
しちかしゅくだむしぜんきゅうようこうえん

■七ヶ宿ダム自然休養公園
→ダム湖上流に整備された28haの広大な公園.桜をはじめとする多種多様な樹木が植えられてお
り、グラウンドゴルフの人気スポットにもなっています。公園内には、「道の駅 七ヶ宿」と
資料館「水と歴史の館」があります。（七ヶ宿ダムから車で5分）

ざいもくいわこうえん

■材木岩公園
→国指定天然記念物である材木岩。高さ65ｍ、巨大な材木を垂直に100ｍほど立て並べたような
自然の造形です。公園内には、県指定有形文化財である茅ぶき屋根の検断屋敷や茶屋、石の語ら

いの公園などがあり、年間を通じて大勢の観光客が訪れています。（七ヶ宿ダムから車で5分）
なめつおおたき

■滑津大滝
→高さ約10ｍ、巾約30ｍ。川幅いっぱいを豪快に流れ落ちる滑津大滝は、「二階滝」とも呼ば
れる独自の形で見る人を圧倒します。滑津大滝公園内の「旬の市七ヶ宿」では、産直野菜、果

物、山菜など販売しています。（七ヶ宿ダムから車で20分）

ダム周辺の見どころ

⑩七ヶ宿ダム［蔵王連峰を映す緑豊かな湖］
し ち か し ゅ く

３分

ダム本体最上部から、洪水
調整をする時に開けるゲート
の大きさや、七ヶ宿ダムが沢
山の岩で積み上げられてでき
ていることなど、大きさや高
さを体験できます。

堤体（５分）

しちかしゅくまち

七ヶ宿町（宮城県）所在地：

申込先、問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所 【ＴＥＬ】０２２４－３７－２１２２
【住所】七ヶ宿町字切通５２－４０ 【見学予約専用ﾌﾘｰﾀﾞｲﾔﾙ】０１２０－１６７－８７７
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/

ダムカード：七ヶ宿ダム管理所 平日9:00～17:45、土日祝日10:00～17:00（展示室内に
あるインターホンを押して下さい。ただし年末年始12月29日～1月3日を除く）

平日
のみ

休日
ＯＫ

平日
のみ

休日
ＯＫ

平日
のみ

◆主要なダム見学コース（個人・団体共に可能：総所要時間 60程度）

事前

申込

見学

自由

見学

自由

▲堤体最上部からダムを見学

滑津大滝

材木岩公園道の駅「七ヶ宿」
自然休養公園

◆ダム管理所入口拡大図



⑪森吉山ダム[東北で一番長いロックフィルダム ７８６ｍ］
■アクセスマップ◆森吉山ダムは、平成24年に

完成した新しいダムで、ダム
の堤体の長さが786mと東北で
最も長いロックフィルダムで
す。

ダムの上は自由に歩くこと
が可能で、その長さを体感す
ることができます。
◆ダム湖は「森吉四季美湖」
と名付けられ、四季折々で変
化する美しい景色が楽しめ、
湖面でのカヌー体験等のイベ
ントも開催されています。
◆見学可能時期：4～11月

■森吉山県立自然公園
・花の名山･森吉山
森吉山ダムの南側にそびえる森吉山は、6月
から7月にかけて高山植物のお花畑が広がり
花の名山と呼ばれています。
（森吉山ダムから登山口まで車で20分）

・奥森吉・滝の名所
小又峡三階滝、桃洞滝などの名瀑やクマ
ゲラが生息するブナ原生林が広がります。
（森吉山ダムから入口まで車で40分）

■湯ノ沢温泉

森吉山荘、杣温泉の２軒の静かな温泉
（森吉山ダムから車で20分）

◆主要なダム見学コース（所要時間 60分程度）

も り よ し ざ ん
きたあきたし

北秋田市（秋田県）所在地：

申込先、問い合わせ先：能代河川国道事務所 【TEL】０１８５－７０－１００１㈹
【住所】能代市鰄渕字一本柳９７－１
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/index.html

ダムカード：森吉山ダム管理支所 8:30～17:15（土日祝日含む）
森吉山ダム広報館 9:00～16:30（土日祝日含む、但し冬期12～3月は休館）

【住所】北秋田市字姫ヶ岱３１

ダム周辺の見どころ

ダムの点検、管理のため
の通路。ダムの中や地下
の長いトンネルを歩くこ
とができます。

監査廊
（１５分）

ダムの仕組みや役割、建設
の歴史を展示、紹介していま
す。

北秋田市の観光案内所とし
て、地域の観光情報等の情報
を提供しています。

ダム広報館
（１５分）

【所在地】秋田県北秋田市根森田字姫ヶ岱31
秋田市方面からから2時間(自動車）

秋田市内から国道７号線→国道285号線経由
弘前市方面から約2時間30分（自動車）

弘前市内から国道7号線→国道105号線経由
大館能代空港から約50分（自動車）

岩石を積み上げて造られ
たロックフィルダムを見
学できます。

ダム堤体
（１０分）

ダムの地下に設けられた放
流設備や発電施設の見学がで
きます。

放流・発電設備
（１５分）

移動
５分

▲監査廊内を見学中 ▲発電施設を見学

▲ダム下流から見上げる

▲ダム広報館

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

平日
のみ

団体
のみ

事前

申込

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

平日
のみ

団体
のみ

事前

申込

秋田新幹線

小又峡

桃洞滝

○秋田市

北秋田市

ダム



玉川ダム建設にあたっては、豪雪

地帯であることを考慮し、工期の短

縮・省力化を図るため、100m級のダ

ムとしては世界に先駆けてＲＣＤ工

法による施工を採用しました。

◆玉川ダム上流では、酸性泉として

名高い玉川温泉水が湧出しているた

め、中和処理施設で中和することで、

ダムや発電施設を酸害から守り、農

業用水や水生生物の生息に適するよ

うに改善を行っています。また、玉

川温泉成の成分を含む湖水は、特有

の美しい瑠璃色をしております。

◆見学可能時期：5月～11月

展望台からは貯水池を一
望でき、据え付けられてい
る鐘からは、時にメロ
ディーが奏でられます。

玉川ダム展望台（１０分）

玉川ダムの歴史や自然
豊かな環境について、映
像や模型などを使って紹
介しています。

資料館（１０分）

水を流すための取水設
備や放流ゲートを見学
することができます。

放流設備（１５分）※

貯水池側では、宝仙湖
特有の青く輝く湖水をご
覧いただけます。

ダム堤体（１０分）※

◆主要なダム見学コース
総所要時間 ダム見学のみの場合 １時間程度

中和処理施設見学を含む場合 ２時間程度（団体のみ、要

▲堤体内を見学中▲青い湖水が特徴的な宝仙湖

盛岡方面から（自動車）
東北自動車道盛岡ICから約1時間30分
（盛岡IC→国道46号→国道341号）
秋田方面から（自動車）
秋田市内から約2時間
（国道13号→国道46号→国道341号）
鹿角方面から（自動車）
鹿角市内から約1時間20分
（国道341号）
最寄り駅から（自動車）
田沢湖駅から約30分
（国道341号）

■玉川温泉
→玉川温泉は玉川ダム上流に位置する温泉です。温泉水はpH1.1程度と日本で最もpH値が低く、単一湧
出口としては日本一の湧出量を誇る「大噴」から湧出されます。岩盤浴場としても有名であり、大正11
年に天然記念物に指定された北投石が産出されることでも有名です。
（玉川ダムから車で約40分、田沢湖駅より玉川ダムを経由するバスも運行しております）
■十和田八幡平国立公園
→十和田八幡平国立公園は、青森、岩手、秋田の三県に跨がり、湖沼・渓流・山岳からなる国立公園で
す。火山帯に位置するため、火山特有のカルデラ、噴気孔、噴泥など様々な火山地形が見られます。秋
田駒ヶ岳等登山道が整備されている山もあり、様々な高山植物や野生動物、雄大な山々の景色を楽しむ
ことができます。また、多数の泉質の異なる温泉があり、旅の疲れを癒やすことができます。
■田沢湖
→田沢湖は玉川ダム下流に位置する湖です。最大水深423.4mと、日本で最も深い湖です。全域が田沢湖
抱返り県立自然公園に指定されており、日本百景にも選ばれる景勝地です。
（玉川ダムから車で約30分）
■田沢湖高原や周辺の温泉
→田沢湖高原ではスキーやトレッキングなどが楽しめます。また田沢湖高原周辺には高原温泉郷や乳頭
温泉のほか水沢温泉といった温泉があります。（玉川ダムから車で約40分）

ダム周辺の見どころ

⑫玉川ダム［瑠璃色の宝仙湖と酸性水中和処理施設］

ダムの中を見学するこ
とができます。堤体内の
冷気を体感してください。

監査廊（１５分）※

玉川ダム

秋田県

湧出量日本一である
玉川温泉を中和する施
設を見学できます。

中和処理施設
（３０分）

車移動
３０分

玉川ダム

46

46

341

341

至 秋田市

至 盛岡市

46

中和処理施設所在地
玉川ダム

秋田県仙北市田沢湖
玉川字下水無92

玉川酸性水中和処理施設
秋田県仙北市田沢湖
玉川字渋黒沢

至鹿角市

田沢湖駅

玉川温泉

田沢湖

十
和
田
八
幡
平
国
立
公
園

た ま が わ ほ う せ ん こ せんぼくし

仙北市（秋田県）所在地：

ダム見学申込先、問い合わせ先：玉川ダム管理所 【ＴＥＬ】０１８７－４９－２１７０
【住所】仙北市田沢湖玉川字下水無(あざしもみずなし)９２
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/index.html

ダムカード：玉川ダム管理所 8:30～17:00
（土日祝日含む、管理所正面玄関の脇にあるインターホンを押して下さい。）

アクセスマップ

事前

申込
団体
のみ

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

平日
のみ

休日
ＯＫ

個人 個人

個人 個人

見学

自由

※ダム堤体、放流設備、監査廊はダム担当職員の案内により見学します。ダム資料館（当日）や玉川ダ
ムHPの様式を使用してFAX等でお申し込み下さい。（当日可。１名から可。見学時間9：00～11：00、
13：00～15：00 駐車可35台程度)

ダム

乳頭温泉

田沢湖高原

水沢温泉

角館

八幡平

↑森吉山ダム方面

→御所ダム方面



月山ダムは、下流面に月山

の『月』がデザインされてお

り、ダムマニアにも人気のあ

るダムです。また、堤体内部

にあるゲートの色やエレベー

タの扉の模様にもこだわりが

あります。月山ダム堤体内見

学では、外から見ただけでは

わからない施設の大きさ等を

体感できます。特にＧＷ時期

は最上部ゲートからの大迫力

の放流を見ることができ、お

すすめです。

５分

専属スタッフが月
山ダムの働きや大き
さ、歴史等をわかり
やすくお話しします。

ダムの説明（５分）

ダム堤体内部のエレベー
タで地下５２ｍまで下へ。

ゲートを間近で見学でき、
特に油圧シリンダは見応え
あり。

コンジットゲート（５分）

ダムやダム周辺の模型、赤川にすむ
魚を展示したミニ水族館等を子供から
大人まで楽しめます。

２Ｆの展望デッキからはダム湖を一
望できます。

地域防災センター

すぐ

エレベータで上へ。

透明な渡り廊下でダムの
高さを体感でき、ＧＷ時期
には足下を流れる放流を見
ることができます。

クレストゲート（５分）

【総所要時間３０分程度】 ※ご要望に応じてコースを変更出来ます。

▲透明な渡り廊下からダムの高さを体感 ▲ダム堤体内設備の規模の大きさを体感

所在地：山形県鶴岡市
山形市方面から（自動車）
山形自動車道山形JCT～月山IC～鶴岡市方面へ約30分

鶴岡市方面から（自動車）
庄内空港～山形自動車道庄内空港IC～庄内あさひIC～山形市方面へ約10分

■ダム周辺の四季
５月上旬に近隣の「くわだいさくら公園」にある約９００本の桜が見頃を迎えます。
桜は遅咲きの「オオヤマザクラ」という種類で、濃いピンク色が特徴です。
１０月下旬～１１月上旬には、紅葉の季節を迎えます。ダム周辺の山々が色づき、
見事な紅葉を見ることができます。

■アカクラ・アオクラ
ダム上流には、「アカクラ・アオクラ」というそれぞれの色のついた岩壁があり、
絶景ポイントとしておすすめです。

ダム周辺の見どころ

⑬月山ダム［月が刻印された美しいダム］
が っ さ ん

５分

重さ１７１ｔのゲートを吊り下げ、
動かしている機器を見学できます。

コンジット副ゲート機械室（５分）

▲オオヤマザクラ ▲色とりどりの紅葉 ▲アカクラ・アオクラ

【堤体内見学受付】4月～11月： 12月～3月： 個人： 団体：

つるおかし

鶴岡市（山形県）所在地：

アクセスマップ

申込先、問い合わせ先：月山ダム管理所 【ＴＥＬ】０２３５－５４－６７１１
【住所】鶴岡市上名川字東山８－１１２
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html

ダムカード：月山ダム管理所 9:00～16:30（4月～11月は土日祝日含む）

休日
ＯＫ

見学

自由

平日
のみ

事前

申込
個人

ダム



寒河江ダムは、最上川の左

支川寒河江川に建設された中

央コア型ロックフィルダムで、

最上川治水計画の一環として

洪水調節、河川環境の保全、

かんがい用水、水道用水、発

電の目的を持った多目的ダム

です。

四季折々の寒河江ダム、月山

湖を眺望しながら見学するこ

とが出来ます。

見学可能時期：4月下旬～

11月

ダム管理用道路を歩きながら洪水吐まで見学しながら移
動します。
寒河江ダム、月山湖の全景をご覧いただけます。

ダム管理用道路・ダム堤体最上部
（往路２５分）
（復路２５分）

ダム洪水吐の上から洪水吐を見下ろす

ことによってダムの高さを体感できます。

ダム洪水吐
（１０分）

▲ 月山湖大噴水の打ち上げ
（毎年4月下旬～11月上旬）

▲ 貯水池上流の二ツ掛橋から月山を望む
（H25.5撮影）

所在地；山形県西村山郡西川町
寒河江市方面から（自動車）

東北自動車道西川ICから国道１１２号線
を鶴岡市方面へ約25分

鶴岡市方面から（自動車）
東北自動車道月山ICから国道１１２号線
を寒河江市方面へ約10分

⑭寒河江ダム［月山湖に打ち上がる噴水は日本一の高さ］
さ が え

■月山湖大噴水
→寒河江ダム月山湖ではダムの高さと同じ、112mの日本一の大噴水の打ち上げがご覧になれます。
■月山湖水の文化館
→寒河江ダム左岸にある月山湖水の文化館は、2013年7月にリニューアルオープンしました。ダ
ム湖から採取したプランクトンなどが観察できる「子供の研究室」や、廃校となった町内5小学
校の校歌や校舎写真を展示した常設展「昔の小学校」、月山周辺の映像を視聴できる映写試写室、
県内の淡水魚を展示する「川雑魚水族館」などがあります。
■大井沢自然博物館・自然と匠の伝承館
→大井沢自然博物館は1951年から大井沢小中学校・佐藤 喜太郎校長の発案の下、学校教育の一
環として地域の自然研究が行われてきました。その研究資料である動植物標本などを展示してい
ます。また、自然と匠の伝承館は地域の素材を生かしながら生成される様々な”ものづくり”工
房。見学のほか、個人～団体まで各種体験が楽しめる施設です。
■山形県立自然博物園
→月山山麓にあり、広大な園内に様々な植物やブナ原生林が広がる野外自然学習施設です。開園
期間は5月から10月となっています。
■弓張平公園（ゆみはりだいらこうえん）
→月山山麓の自然条件を生かして、植物園や陸上競技場、野球場やテニスコートも整備していま
す。また、フリーサイトやオートサイトの他、コテージも完備したオートキャンプ場も整備して
います。
■月山夏スキー
→日本有数の豪雪地帯のため夏でも雪が残る月山では、全国でも珍しい「夏スキー」を楽しむこ
とができます。月山スキー場は4月にオープンし、7月まで滑走が可能で柔らかい初夏の日差しの
中、ブナの新緑を眺めながらの滑走は他のスキー場ではなかなか体験できません。朝日連峰、蔵
王連峰などゲレンデから望む景色は、目を奪われる美しさです。
■本道寺釣り道場
→美しい渓魚に出会える清流。月山を望むロケーションも魅力。
清流日本一と名高い寒河江川では、イワナやアユ、ヤマメなどの渓流釣が楽しめます。
■月山志津温泉雪旅籠の灯り（がっさんしづおんせんゆきはたごのあかり）
→毎年２月後半から３月初旬にかけて西川町月山志津地区で行われる冬のイベントです。日没と
ともに、次第に存在感を増して行く雪旅籠。ろうそくの柔らかな灯りと趣のある町並みが志津温
泉に幻想的な雰囲気を作り出します。

アクセスマップ

にしかわまち

西川町（山形県）所在地：

申込先、問い合わせ先：最上川ダム統合管理事務所
【TEL】０２３７－７５－２３１１㈹ 【住所】西川町大字砂子関１５８
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/index.html

ダムカード：最上川ダム統合管理事務所（寒河江ダム） 9:00～16:00（土日祝日含む）

▲ 寒河江ダムと月山湖

◆一般コース（団体向け：総所要時間 60分程度）

至

寒
河
江
市

至

鶴
岡
市

西川

月山

寒河江川
112

山形自動車道

月山夏スキー

月山志津温泉
雪旅籠の灯り

弓張平公園

本道寺釣り道場

大井沢自然博物館
自然と匠の伝承館

月山湖大噴水

山形県立自然博物園

寒河江ダム

最上川ダム
統合管理事務所

道の駅にしかわ

５分

◆操作室コース（平日団体向け：総所要時間 40分程度）

ダム操作室を見学します。
ダムを管理するための様々な
機器がご覧いただけます。

ダム操作室
（１０分）

管理庁舎脇にあるダム展望
台から寒河江ダム、月山湖の
全景をご覧いただけます。

ダム展望台（１０分）ダム展望台
（１０分） 個人

休日
ＯＫ

見学

自由

寒河江ダムの概要、目的をＤＶ
Ｄにてわかりやすく説明いたしま
す。

ダムの概要ビデオ上映
（１５分）

事前

申込

平日
のみ

団体
のみ

平日
のみ

団体
のみ

事前

申込

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

ダム周辺の見どころ

月山湖水の文化館

ダム

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

※ダム管理用道路・ダム堤体最上部、ダム洪水吐、ダム展望台は休日でもご覧頂けます。
ダム操作室の見学は事前申込が必要です（平日団体のみ）

月山



ダム

長井ダムは、東北地方で有

数の大規模な重力式コンク

リートダムです。洪水吐は、

調節用ゲートをもたない自然

調節方式を採用し、平成23年

3月に完成しました。

見学可能時期：4月下旬～

11月

アクセスマップ

⑮長井ダム［完成間もない東北最大級コンクリートダム］

所在地：山形県長井市平野字北
脇の沢
山形方面から（自動車）

東北自動車道上山ICから長井市
へ約70分、長井市内から約20分
米沢方面から（自動車）

赤湯・高畠ICから長井市内へ約
30分、長井市内から約20分

ダム周辺の見どころ

■あやめ公園
→500種類100万本と言われるあやめ公園には、長井古種と呼ばれる長井固有の品種もあります。
見頃の6月中旬～7月上旬には「あやめ祭り」も開催され、様々なイベント開催されています。
■白つつじ公園
→約3千株の白一色のつつじが、見頃の5月中旬～下旬に咲き誇るとまるで雪が積もったような
風景になります。中には、樹齢750年の「七兵衛つつじ」と呼ばれる古木群があります。
下旬には、長井黒獅子まつりが盛大に開催されます。
■伊佐沢の久保桜（いさざわのくぼざくら）と草岡の大明神桜（くさおかのだいみょうじんざくら）

→樹齢約1,200年、国指定天然記念物のエドヒガンサクラです。見頃は4月中旬～下旬。久保桜
は夜のライトアップも実施されております。
■置賜さくら回廊
→置賜さくら回廊は、山形県南部の置賜盆地に位置し、赤湯温泉～白鷹町荒砥までをつなぐフ
ラワー長井線沿いの約43Kmの桜の観光ルートです。日本のさくら名所100選「烏帽子山千本桜」
を起点に、国指定天然記念物「伊佐沢の久保桜」「草岡の大明神桜」、県指定天然記念物「薬
師桜」をはじめとする樹齢1,200年余りの古木や名木、巨木といった古典桜の名所が20か所ほど
点在しているのが特徴です。
■はぎ公園
→白萩、紅萩など多種多様な萩が可憐な花を咲かせます。訪れる季節により、様々な表情を見
る事ができるのもはぎ公園の魅力になっています。
■祝瓶山（いわいがめやま）
→朝日連峰の西南端にそびえ立つ鋭鋒。標高1,417mながら、圧倒的な山容から「東北のマッ
ターホルン」と言われ、多くの登山家が挑んでいます。
■ながい百秋湖
→ダム湖は「ながい百秋湖」と呼ばれ、例年10月中旬～11月中旬にかけて紅葉が見頃になりま
す。また、長井市内ではダムとながい百秋湖をモチーフにしたダムカレーが食べられます。

な が い
ながいし

長井市（山形県）所在地：

申込先、問い合わせ先：最上川ダム統合管理事務所 長井ダム管理支所
【TEL】０２３８－８８－５７４１ 【住所】長井市平野字北脇ノ沢４１６４－９
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/index.html

ダムカード：長井ダム管理支所 9:00～16:00（土日祝日含む）

▲ 長井ダムとながい百秋湖

祝瓶山
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長井ダム

木地山ダム

最上川ダム
統合管理事務所
長井ダム管理支所

草岡の大明神桜

はぎ公園

あやめ公園

白つつじ公園

伊佐沢の久保桜

◆一般コース（平日団体向け：総所要時間 60分程度）

１０分

５分

管理庁舎の１Ｆにある展示室
で長井ダムの概要、目的を紹
介しています。

ダム展示室
（１５分）

休日
ＯＫ

個人

見学

自由

ここから貯水地の状況や時期に
よっては越流している状況をご覧い
ただけます。

ダム堤体最上部（１０分）休日
ＯＫ

個人

見学

自由

ダム堤体最上部から管理支所までゆっく
り移動します。周辺の自然豊かな景色を
ご覧頂きながら移動していただきます。

ダム管理支所前 休日
ＯＫ

個人

見学

自由

ダム管理支所からダム連絡通路（ダムの内部に
あるトンネルをイメージして下さい）を通り、ダ
ムの内部を見学できます。

ダム連絡通路からエレベータを使用し、ダム堤
体最上部に出ます。

ダム連絡通路（１０分）
事前

申込
団体
のみ

平日
のみ

※ダム展示室・堤体最上部・管理支所前は休日でもご覧頂けます。
連絡通路見学は事前申込が必要です。（平日団体のみ）

▲ダム連絡通路の見学▲ 長井ダムとながい百秋湖
（左岸展望広場より）



白川ダムは、最上川の左支

川置賜白川に建設された国直

轄初の中央コア型ロックフィ

ルダムで、洪水調節、河川環

境の保全、かんがい用水、水

道用水、工業用水、発電を目

的とした多目的ダムです。

見学可能時期：

4月下旬～11月

アクセスマップ

■白川ダム湖岸公園
→オートキャンプ場やテニスコート、パークゴルフ場、白川温泉などが隣接し、お手軽に利用で
きる公園です。春の融雪時期には、満水になった白川湖から生えるヤナギの木、公園の桜、飯豊
連峰の残雪が同時に見ることが出来ます。また、イベント会場としても利用されており、全国白
川ダム湖畔マラソン大会、白川ダムSNOWえっぐフェスティバル、中津川雪祭りなどが行われてい
ます（白川ダム管理所から車で20分）。
■源流の森センター
→「源流の森」は、森林・緑を対象とした健康増進活動や自然学習、スポーツレクリエーション、
都市と山村の交流の場として、山形県の源流の置賜地方に創設したものです。置賜地方に広く分
布するブナの原生林や独特の文化遺産の“草木塔”など全国に誇る貴重な資源を活用し、森林理
想郷をめざしています。
■飯豊山
→標高2,105mの飯豊山は、磐梯朝日国立公園内に位置し、2,000m級の山々が連なる飯豊連峰の中
で、飯豊本山とも呼ばれています。登山道脇に可憐に咲く高山の花々が訪れる登山者の目をとら
えます（白川ダムから車で50分）
■秋の紅葉
→ダム湖周辺では、11月頃にかけて紅葉が見頃となります。

ダム周辺の見どころ

⑯白川ダム［国直轄初の中央コア型ロックフィルダム］
し ら か わ

いいでまち

飯豊町（山形県）所在地：

申込先、問い合わせ先：最上川ダム統合管理事務所 白川ダム管理支所
【TEL】０２３８－７５－２１３１ 【住所】飯豊町大字高峰字栗梨沢４２１５
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/index.html

ダムカード：白川ダム管理支所 9:00～16:00（土日祝日含む）

▲ 白川ダムと白川湖
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白川ダム管理支所
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道の駅いいで

◆一般コース（団体向け：総所要時間 40分程度）

5分
ダム貯水池や周辺施設につ
いて紹介しています。

ダム堤体最上部
（15分）

休日
ＯＫ

個人

見学

自由
ダム概要説明
（20分）

ダムの概要、ダムの役割、管理施
設等について説明いたします。

休日
ＯＫ

事前

申込
団体
のみ

ダム

所在地；山形県西置賜郡飯豊町

山形方面から（自動車）東北中央自動車道山形上山ICから南陽市方面へ約1時間20分

福島方面から（自動車）東北自動車道福島飯坂ICから米沢市方面へ約１時間50分

新潟方面から（自動車）日本海東北自動車道荒川胎内ICより山形県小国町方面に1時間40分
5分 5分

◆操作室コース（平日団体向け：総所要時間 60分程度）

ダム貯水池や周辺施設
について紹介しています。

ダム堤体最上部
（15分） 休日

ＯＫ
個人

見学

自由

操作室の説明、その他
ダム放流までの流れ等
を説明いたします。

ダム操作室
（15分）

事前

申込

平日
のみ

団体
のみ

ダムの概要、ダムの役
割、管理施設等について
説明いたします。

ダム概要説明
（20分）

事前

申込

団体
のみ

休日
ＯＫ

▲全国白川ダム湖畔マラソン大会
（5月中旬開催）

▲白川湖から生えるヤナギの木

※ダム堤体最上部は休日でもご覧頂けます。
ダム操作室の見学は事前申込が必要です（平日団体のみ）



ダム

摺上川ダムは、阿武隈川水系の

摺上川上流に建設された、高さ

H=105.0m、総貯水容量153,000千m3

の全国有数規模の多目的ダムです。

◆見学可能時期：1～12月

摺上川ダムの役割や構造などをスタッフ
がわかりやすく説明します。

パネルコーナーや洪水調節の模型、取水
塔の模型など遊びながらダムについて学習
することができます。

総合学習の場として多くの小学校等に利
用されています。

インフォメーションセンターの施設は見
学自由（休日見学可能。年末年始は休
み。）です。

①インフォメーションセンターでのダムの
概要説明（30分程度）

普段一般の方は入れない、ダム堤体の内
部にある管理用の通路（監査廊）をスタッ
フが案内します。

年間を通して一定の気温ですので夏は涼
しく感じられます。途中には長い階段があ
ります。

人数により、１時間３０分程度時間がか
かる場合があります。

②ダム堤体内（監査廊）見学（30分程度）

アクセスマップ

■茂庭生活歴史館【もにわせいかつれきしかん】
→茂庭地区の家庭で使われていた古い生活道具などを展示。茂庭の林業や「大蛇伝説」に関する
展示もあります。（ダムから徒歩で約5分）
■広瀬公園【ひろせこうえん】
→ダム下流に広がる公園。多目的広場、キャンプ場、バーベキュー広場、屋外ステージ、親水公
園、温泉施設（もにわの湯）、茂庭ふるさと館を併設。春は桜並木、秋はいも煮会など楽しめま
す。茂庭ふるさと館では蕎麦や農産物などを販売。（ダムから自動車で約5分）
■梨平公園【なしだいらこうえん】
→R399号沿いにあるダム湖に接した公園。園内にはダム建設に伴い閉校した梨平小学校の思い出
を残すため小学校の姿を模したトイレ、校庭をイメージしたグランドがあります。スポーツを楽
しんだり、カヌー遊びやダム湖の展望が楽しめる多目的広場です。（ダムから自動車で約10分）
※摺上川ダムの貯水池では、きれいな水源を守るため、モーターボートなどの動力船の利用はで
きません。また、魚釣りや水泳を行うことはできません。
■ダム及びダム周辺の自然環境
→ダム周辺では、５月頃に新緑、１０月頃に紅葉が見頃となります。

ダム周辺の見どころ

⑰摺上川ダム［桃源の香りただようダムの郷 茂庭っ湖］
す り か み が わ

←常用洪水吐か
らの自然越流状
況（4～5月頃の
融雪期）

●摺上川ダムの施設見学について 総所要時間 60分程度

【摺上川ダム管理所】
・１Ｆはｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ
・多機能トイレ、授乳室有り
・駐車場有り（108台）

ふくしまし

福島市（福島県）所在地：

申込先、問い合わせ先：摺上川ダム管理所 【ＴＥＬ】０２４－５９６－１２７５
【住所】福島市飯坂町茂庭字蝉狩野山２５
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/index.html

ダムカード：摺上川ダム管理所 9:30～16:30
（土日祝日含む、但し12月29日～１月３日を除く）

所在地:福島県福島市飯坂町茂庭

ＪＲ東北新幹線・東北本線・奥羽本線
「福島駅」から自動車で約50分（約23km）

福島交通飯坂線 「飯坂温泉駅」から自動車で約25分（約13km）
東北自動車道 「福島飯坂ＩＣ」から自動車で約30分（約16km）

平日
のみ

事前

申込

事前

申込

休日
ＯＫ

見学

自由
個人

●茂庭生活歴史館

も に わ っ こ

個人



三春ダムは、三春市街地

より南に4km、郡山市より

東に10kmほどに位置し、

流域の人口は約３万１千人

余りで典型的な「里ダム」

です。

ダムの底にある管理用の

通路「監査廊」と、「石垣

造りのダム堤体」を見学で

きます。

見学可能時期：1～12月

5分

5分5分

◆一般コース（総所要時間 60分程度※増減要相談）

▲ダム堤体内見学 ▲ダム堤体最上部見学

アクセスマップ

 所在地：福島県田村郡三春町大字西方字中ノ内（駐車場：大型３台、普通40台）
 仙台・東京方面から（自動車）：磐越自動車道郡山東ICから三春町内へ約15分
 いわき方面から（自動車）：磐越自動車道船引三春ICから郡山方面へ約20分
 郡山市内から（自動車）：美術館通り・東部ニュータウン経由で車で約20分

■滝桜（たきざくら）
→エドヒガン系の紅枝垂桜（ベニシダレザクラ）で、大正11年10月12日に国の天然記念物の指
定を受けた名木です。日本を代表する桜の巨木で、日本三大桜の一つに数えられ、岐阜県の淡
墨桜とともに東西の横綱に位置づけられています。樹齢は1,000年以上といわれ、樹高は13.5ｍ、
根回りは11.3ｍ、枝張りは幹から北へ5.5ｍ、東へ11.0ｍ、南へ14.5ｍ、西へ14.0ｍの巨木で、
近くから見た姿は圧巻です。（三春ダムから車で10分）
■さくらの公園
→22種類、約2,300本の桜が植栽されています。まず、寒緋桜が冬に花を開き、続いて河津桜、
4月中旬からは染井吉野、そして、４月下旬から５月にかけて八重桜、山桜が花開き、秋には十
月桜も花を咲かせます。三春ダム湖｢さくら湖｣と花と緑が織りなす空間を楽しむことができま
す。カタクリ・ニッコウキスゲの群生地もあり、おすすめです。（三春ダムから徒歩5分）。
■三春の里田園生活館
→宿泊、飲食、お風呂などのほか、三春町内産の農産物や農産加工品などを販売する「かご
市」など、ゆったりとした田園空間を提供する施設です。

ダム周辺の見どころ

⑱三春ダム［さくらの里で輝く“さくら湖”］
み は る

郡山東ICから
船引三春ICから
郡山市内から

みはるまち

三春町（福島県）所在地：

申込先、問い合わせ先：三春ダム管理所 【ＴＥＬ】０２４７－６２－３１４５
【住所】三春町大字西方字中ノ内４０３－４
【ホームページ】http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/index.html

ダムカード：三春ダム管理所 8:30～17:00(但し年末年始12月29日～１月３日を除く)
（管理所入口右側にあるインターホンを押して下さい。）

日頃見ることができない、ダムの
中の点検用通路を見学できます。
ダムの大きさ・深さと温度を感じ
ることができます。

ダム堤体内
（15分）

ダム堤体最上部からダム湖の眺
望とダム下流側を見学できます。
石垣をイメージしたダム堤体や
放流の様子をご覧いただけます。

ダム堤体最上部
（10分）

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

水の循環やダム湖に住む生き物の
ことがわかります。
1階に無料で利用できる展示ギャ
ラリーがあります。

三春ダム資料館
（10分） 個人

休日
ＯＫ

見学

自由

ダム展望広場からダム上流側
を見学できます。
取水設備や水質保全対策を見
学できます。

ダム展望広場
（10分）

個人
休日
ＯＫ

見学

自由

事前

申込

団体
のみ

平日
のみ

さくらの公園

ダム



ダムカード

国土交通省と独立行政法人水資源機構の管理

するダムでは、ダムのことをより知っていただ

こうと、「ダムカード」を作成し、平成19年度

の「森と湖に親しむ旬間」（7月21日～31日）

中より、ダムを訪問した方のみに配布していま

す。

カードの大きさや掲載する情報項目などは、

全国で統一したものにしており、おもて面は

ダムの写真、うら面はダムの型式や貯水池の

容量・ダムを建設したときの技術、といった

基本的な情報からちょっとマニアックな情報までを凝縮

して載せています。

カードは、現在までに、国土交通省と水資源機構の管

理する施設のほか、一部の都道府県や発電事業者の管理

する施設などで作成し、ダムなどの管理事務所やその周

辺施設で配布しています。

おもて面ダム名 目的

バージョン情報 ダム型式

目 的

Ｆ：洪水調節

Ｎ：流水の正常な機能の維持

Ａ：かんがい用水

Ｗ：水道用水

Ｉ：工業用水

Ｐ：発電

など

ダム型式

Ｇ：重力式コンクリートダム

Ａ：アーチ式コンクリートダム

ＧＡ：重力式アーチダム

Ｒ：ロックフィルダム

ＧＦ：重力式コンクリート・フィル
複合ダム

など

うら面

「ダムカード」について（国土交通省 水管理・国土保全局ホームページ）

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html

ダムカードは、ダム来訪者への配布（お一人様１枚のみ）となっ
ていますので、ご了承下さい。

配布場所や時間がダムによって異なります。事前に確認のうえ
お越し下さい。

うら面

諸元や技術秘話に至るまで、様々
な情報を提供しています。

堤高
→ダムの高さ

堤頂長
→ダムの堤体最上部の長さ

総貯水容量
→堆砂容量、利水容量、洪水調節

容量を全て合計した、貯水池の
容量

ダム


