
国土交通省 

東北地方整備局 鳥海ダム工事事務所 

※このＰＤＦデータは、平成３０年１月に由利本荘市立鳥海中学
校・鳥海小学校で説明した資料を一部更新したものです。 



玉川ダム  
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ダムの高さ ／ ダムの長さ：８９.９ｍ ／ ７８６ｍ    

完

 

「河

ダムの高さ ／ ダムの長さ：１００ｍ ／ ４４１.５ｍ   総貯水量：7810万㎥ （25mプール 約31万2千杯分）  

そもそもダムってなに？ 

ダムってなに?? 
・ダムとは、一般的には川をせき止めて水を貯める構造物のことです。 

せき 

・高さが15ｍ以上のものをダムといいます。（15ｍ未満は堰）   川法」で定義 

完成年：２０１２年  成年：１９９０年 
所在地：秋田県仙北市田沢湖（旧 田沢湖町）  所在地：秋田県北秋田市根森田（旧 森吉町）  
型式：重力式コンクリートダム 型式：中央コア型ロックフィルダム

総貯水量：25400万㎥ （25mプール 約101万杯分）



 
 

2 鳥海ダムの位置 

鳥海山（日本百名山） 

ほったい     たき

法体の滝（日本の滝１００選）



３ 

由利本荘市 鳥海総合支所 

鳥海中学校 
鳥海小学校 

鳥海ダム 
百宅 （ももやけ）地区 

鳥海中･小学校から鳥海ダムまで車で3０分くらい（18.6km） 

鳥海ダムの位置 
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鳥 海 ダ ム 鳥海中学校 
鳥海山（2,236m） 鳥海小学校 

子吉川 

くろもりがわ 

黒森川貯水池 
あゆかわ

鮎川 いしざわがわ

石沢川 

鳥海ダム工事事務所 

由利本荘市役所 羽後本荘駅 

子吉川 

芋川 
いもかわ

※鳥海ダム工事事務所は、平成30年度に
由利本荘市内の水林地区へ移転予定です。 



 

5 鳥海ダムの目的 

みんなの暮らしを守るために、鳥海ダムには 
３つの役割があります。 

３つの役割とは?? 
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鳥海ダムの目的 
ひがい 

①洪水の被害を少なく!!  
・子吉川が流れる地域は、これまでに何度も洪水が発生し、人々の暮らしに大きな 
被害をもたらしました。

・ 平成１４年７月／梅雨前線・台風７号／ 
秋田県由利本荘市飛鳥大橋付近  

・ 平成５年２月７日／融雪出水／ 
秋田県由利本荘市岩渕下（本荘地区市街地） 

・ 平成２３年６月／梅雨前線・低気圧／ 
秋田県由利本荘市宮内付近  



7 鳥海ダムの目的 
ひがい 

①洪水の被害を少なく!!  

豪雨の時に川の水があふれて、 川に流れる水をダムに貯めて、洪水
建物や田畑が水につかってしまいます。 の被害から建物や田畑を守ります。 



 

  

8 鳥海ダムの目的 

②安定した川の流れを確保!!  
・雨不足が続き川に水が流れなくなったら、人々の生活だけでなく川を利用している 
生き物たちも困ってしまいます。

【平年の流水状況】 【平成27年の流水状況】 

長瀬橋付近（H18.8.7撮影） 長瀬橋付近（H27.8.5撮影）

※ 長瀬橋 ： 旧 由利町 西滝沢地区 国道108号の橋 



9 鳥海ダムの目的 

②安定した川の流れを確保!!  

雨不足の時期に川の水の量を調整して、生き物たちの生活や美しい環境を守ります。 



10 鳥海ダムの目的 

②安定した川の流れを確保!!  
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を利用して、水道用水を安定して使うことができます。 

鳥海ダムの目的 

③水道用水の安定!!  
・子吉川の水は水道用水や農業用水などにも利用されています。川の水が少なくなると由利本荘市の水道 
用水も不足してしまいます。

【給水車による補給状況 （旧由利町 田代・屋敷簡易水道）】    【由利本荘市の主要水源の黒森川貯水池】 
そうしょう 

◎黒森川貯水池は、旧由利町 黒森川第一、第二および子吉ため池の総称 
（由利本荘市で利用される上水道の７８％分）

平成２７年9月4日【子吉ため池（貯水率7.2％まで低下）】 ため池などの水が少なくなっても、ダムに貯めていた水



12 鳥海ダムってどんなダム?? 

鳥海ダムは日本で開発された新しい型式の
ダムです。 

どんなダム?? 



た図） 

７ 

 

13 鳥海ダムってどんなダム?? 

①鳥海ダムのつくり方は?? 

日本で開発された新しいダムの型式 台形ＣＳＧダ
ム れき     

ＣＳＧ＝「Ｃｅｍｅｎｔｅｄ(セメントで固めた) Ｓａｎｄ(砂) ａｎｄ Ｇｒａｖｅｌ(礫)」     
※ 礫＝小石（数ｍｍ～数ｃｍ）     

台形ＣＳＧダムは、砂や小石にセメントと水を混
ぜて、固めてつくります。 貯水池（ダム湖） 材料の砂や小石は、ダムの建設現場を掘った時に

保護コンクリート 出て、これまでは捨てていたものを使用するので
環境にやさしいダムと言えます。 

ＣＳＧ 
砂・礫 

通廊（管理用通路） 

CSG 

台形ＣＳＧダムの断面図（真横から見
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鳥海ダムってどんなダム?? 

②鳥海ダムの高さは?? 

８１ｍです。カダーレの２倍以上も高いね！ 
※カダーレ（由利本荘市文化交流館）の高さ＝約３０ｍ 
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鳥海ダムってどんなダム?? 

③鳥海ダムの長さは?? 

３６５ｍです。由利高原鉄道２０両分もあるよ！ 
※由利高原鉄道の車両＝全長約１８ｍ 

堤頂長 
３６５ｍ 

鳥海ダム完成イメージ 
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鳥海ダムってどんなダム?? 

④鳥海ダムは水をどれくらい貯められるの?? 

４７００万ｍ３です。２５ｍプールで 
約１８万８千杯もためることができるよ！ 
※２５ｍプールの体積を２５０ｍ３として計算 



17 鳥海ダムができるまでの流れ 

鳥海ダムは現在、ダムをつくるために
様々な調査や設計などを行っている段階
です。 

鳥海ダムができるまでどんなことをするの?? 



18 鳥海ダムができるまでの流れ【現在】 
計画・調査【現在】 

ダムをつくる場所でどれくらいの雨が降るの
か、川にどれくらいの水の量が流れているの
か、川の水質がどうであるかを調べています。 

川に流れている水の量を調べています 水質を調べています 



材料調査 ボーリング
コア 

19 鳥海ダムができるまでの流れ【現在】 
計画・調査【現在】 

ダムをつくる場所の地面の固
さや水の通りにくさ、材料と
なる岩や土を調べています。 

地面の中を特殊なカメボーリングボーリングによる地質調査 ＣＳＧ材料調査 
ラで観察している様子 コア 



20 鳥海ダムができるまでの流れ【現在】 
計画・調査【現在】 

ダムをつくる場所にすんでいる動物や植物
など、自然環境の様子を調べています。 

鳥調査の様子 植物調査の様子 川魚調査の様子 



21 鳥海ダムができるまでの流れ 

このような調査をして設計が確定した後
にダムの建設工事に移ります。 

・ダムの建設工事が始まる前
にはダムをつくる場所に住む
方々を始め、色々な方々に
『こんなダムができる予定で
す！』と、説明会などを開き
ます。 
また、工事の安全を祈る工事
着工式なども行われます。 住民説明会 工事着工式 



建設工事 

１.道路をつくります。 
・ダムの建設で貯水池（ダム湖）に沈ん 
でしまう道路を、標高が高くて沈まな
いところにつくりかえます。

２.川の流れをきりかえます。 
・ダムをつくるところに川の水があると 
ダムをつくることができないので、川
の流れを一時的にきりかえます。

22 鳥海ダムができるまでの流れ 

建設準備 



建設工事 

 

３.ダムをつくるところの掘削（くっさく） 

をします。
・ダム本体を固い地面の上に建設するために固い 
地面が出てくるまで川底を掘り下げます。

４.ダムをつくります。 
・たくさんの大きな機械 
を使ってダムをつくり
ます。

★たとえば、みんながよく見るダンプ 
トラックの約３倍もある巨大なダンプ
トラックを使用します。

23 鳥海ダムができるまでの流れ【将来】 

ダム建設 



  

建設工事 

５.ダムを管理するための設備や建
物をつくります。 
・ダムから流す水の量を調節したり、ダムの安全 
性を確認するための測定やデータなどを管理す
る設備・建物をつくります。

24 鳥海ダムができるまでの流れ 

ダム建設 

６.ダム完成！！ 
・鳥海ダムは平成４０年度 
（２０２８年度）頃に完成する
予定です。

(現在作っている「基本計画」に完成する時
期を示します。) 

たんすいしき 

★湛水式という、ダムに水を初めて貯め
る時のイメージ図です。ダム建設の大き
なイベントの一つです。 
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   （第1章 秋田市ポート

会 第15回公共建築賞特別賞 文化

鳥海ダムの建設にはどのくらいのお金がかかるの?? 

建設工事 
※ダム建設費は現在再計算をしており、 
今後、変わる可能性があります。鳥海ダムの総建設費は 約８６３億円(※)です。 
(現在作っている「基本計画」で総建ダム建設には、たくさんのお金がかかるんだね！！ 設費を明らかにします。) 

◆東京ディズニーランド 約１８００億円(総事業費） ※出典 株式会社オリエンタルランドHPより   

※出典 ウィキペディアより   ◆東京スカイツリー 約４００億円 

◆秋田市ポートタワー（セリオン）約４３億円  ※出典 秋田市ＨＰより   
タワー周辺地域の現状と上位関連計画）

施設（東北地区）◆カダーレ 約６０億円  ※出典 一般社団法人 公共建築協



建設工事 
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1,766 人

4,900 人

ダム建設工事中期間の見学ツアー 

ダム建設中の見学 
多くのダムでは、工事期間中に現場見学会などを開き，現場の様子やダムの役割について積極的に説明
しています。 

【胆沢ダム】岩手県 【津軽ダム】青森県 

現場見学会一覧表【津軽ダム】 

申し込みによる
事務所主催の見学会 合計 鳥海ダムが工事期間になった見学会

県内参加者数 県外参加者数 実施実施 参加 実施 参加 参加 らみんなも見学にきてね！！ 実施年度
回数 人数 回数 人数 回数 人数人数 割合 人数 割合

平成 22 年度 53 回 1,452 人 2 回 314 人 314 人 100% 0 人 0% 55 回

平成 23 年度 59 回 1,709 人 3 回 362 人 359 人 99% 3 人 1% 62 回 2,071 人

平成 24 年度 76 回 2,008 人 6 回 372 人 367 人 99% 5 人 1% 82 回 2,380 人

平成 25 年度 90 回 1,984 人 9 回 707 人 686 人 97% 21 人 3% 99 回 2,691 人

平成 26 年度 104 回 2,409 人 15 回 997 人 922 人 92% 75 人 8% 119 回 3,406 人

平成 27 年度 79 回 1,869 人 10 回 975 人 907 人 93% 68 人 7% 89 回 2,844 人

平成 28 年度 148 回 3,688 人 21 回 1,212 人 1,069 人 88% 143 人 12% 169 回

合計 609 回 15,119 人 66 回 4,939 人 4,624 人 94% 315 人 6% 675 回 20,058 人
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（津軽ダムの事例） 

鳥海ダムが地域に果たす役割 

ダムツーリズム 
ダムとその周辺地域の自然環境を活用した「ダムツアー」も行われています。

ダムの周りにはきれい
な景色や遊べる場所
がたくさんあるよ！！ 
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国土交通省のホームページで紹介 

鳥海ダムが地域に果たす役割 

ほったい 

法体の滝（日本の滝１００選） 

鳥海ダムの近くにある法体
の滝も紅葉シーズンを迎え
るとすごくキレイで、観光客
が大勢訪れるね！！ 



建設工事 計画・調査【将来】 
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青-2 浅瀬石川ダムカレー(期間限定)
岩-1 胆沢ダムカレー 岩-2 湯田ダムカレー

青-2青-1

秋-2
宮-3 鳴子ダムカレー青-1 津軽ダムカレー

秋-1
岩-3岩-2

岩-1

宮-1 釜房ダムカレー

宮-3山-2

宮-1
宮-2 七ヶ宿ダム湖カレー

山-1
山-2 寒河江ダム
大噴水ダムカレー 宮-2

福-3

福-1
福-2

福-3 茂庭っ湖スープカレー
（摺上川ダム）山-1 長井ダムカレー

秋-1 大松川ダムカレー 

秋-2 森吉山ダムカレー 

ダムカレー 

ダムカレー 
ダムをテーマにしたカレーのことで、ごはんをダム、カレールーを貯水池（ダム湖）に見立てているも
のが一般的です。2009年ごろから全国的に増え始め、現在では「日本ダムカレー協会」への登録数が140
を超えています。多くは、ダムや地域の特徴を表現するよう工夫して作られています。 

東北のダムカレーマップ

福-1 さくら湖ダムカレー(三春ダム)

Ver.02（2016.8.18）



30 鳥海ダムカレー 

鳥海ダムカレー 
鳥海ダムカレーは地元特産の秋田由利牛を含む 合い挽き肉を使ったキーマカレー風で、子どもからお年
寄りまで幅広い世代が食べやすいよう、程よい辛さに仕上げています。（ホテル支配人のコメント） 

★由利本荘市鳥海町猿倉の「ホテル フォレスタ鳥海」にて平成２９年１２月１６日（土）から提供中★ 

トンカツはダム堤体。 
鳥海ダムカレーのポスター ライスはダム湖面を表現。 

野菜は紅葉の鳥海山をイメージ。 



建設工事 計画・調査【将来】 

31 ダムカード 

ダムカード 
ダムのことをより知っていただこうと、平成19年より「ダムカード」を作製し、ダムを見に来た方に配
布しています。 

表面には、全景写真に目的とダム型式、 
裏面には、こだわり情報と説明などを掲載。 

鳥海ダムでも平成３０年度
内に配布開始予定！！ 



建設工事 計画・調査【将来】 
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鳥海ダムの進歩状況やイベント 
などをのせてます。 鳥海ダムに関する豆知識をのせています。 

鳥海ダム工事事務所の紹介 

鳥海ダム工事事務所の紹介 
鳥海ダム工事事務所のホームページには、より多くの方々に「鳥海ダムとはどんなダムなのか」を知っ
てもらうため、たくさんの情報をのせています。また、「鳥海ダムだより」も発行しています。 

鳥海ダム工事事務所 
ホームページアドレス 

http://www.thr.mlit.go.jp
/chokai/ 
e-mail アドレス

thr-chokai01@mlit.go.jp

みんなも見てみて
ね！！ 

「キッズサイト」もあります。 



お わ り 

鳥海ダム 完成予想図 
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