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平成２６年 １０月３０日 

北上川ダム統合管理事務所 
 

 

 

   第６回『みちのくダム湖サミットｉｎ田瀬』を開催 
～水・地域・人 明日へつなぐ～ 

１１月６日（木）：遠野市文化交流施設「みやもりホール」 

 

 
 
東北六県の直轄管理ダムの活力ある水源地域の創出に向け、観光・学習など、交流の場

として、積極的に利活用を促進するための意見交換や情報交換を行うために開催するもの

です。併せて、ダムと地域との関わり方の助言や情報発信等も行います。 
本サミットは、一般の皆様方や関係機関の方々が、各地で行われているダムを活かした

水源地域活性化に関する取組み事例や、今後、更に活力ある水源地域を創出するための情

報を共有する絶好の機会になりますので、多くの方々のご参加をお待ちしております。        
 
 
【サミット開催内容】※詳細は別添プログラムをご覧下さい。 
 
 １．開催日時  平成２６年１１月６日（木） １３：００～１７：００ 
 
 ２．開催場所  遠野市文化交流施設「みやもりホール」 
          遠野市宮守町下宮守 32-133-1 
 
 ３．開催内容 
   ◆特別講演 

「最近の河川環境行政の話題」 
若林 信幸（国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 流水管理室長） 

◆ダム湖サミット 
テーマ『水・地域・人 明日へつなぐ』 
コーディネーター  平山 健一 氏（岩手大学名誉教授） 

 
  ４．事業主体   主  催  みちのくダム湖サミット実行委員会 
       事務局  岩手県遠野市役所 環境整備部     
 
         ※入場は無料です。 
 

〈岩手県政記者クラブ〉 

 

 

 

 

 

〈問い合わせ先〉  

国土交通省 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所 

〒020-0123 盛岡市下厨川字四十四田 1番地 

電話番号０１９－６４３－７８３１（代表） 

副所長（管理） 菅原 裕彦 （内線 204） 

調査課長    冨岡 繁則 （内線 353） 



平成　　　年　　月　  日26 11 6 13:00~17:00
12:30~受付開始

【主催】みちのくダム湖サミット実行委員会
【事務局】　岩手県遠野市役所 環境整備部・・・・・TEL.0198-60-1520　FAX.0198-60-1523
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田瀬ダム

遠野市文化交流施設
岩手県遠野市宮守町下宮守 32-133-1

●
第6回

第6回　みちのくダム湖サミット宣言

１.

2.

3.

ダム湖が多くの人々の憩いの場として親しまれ、活力ある水源地域を創出する
ために、地域住民と連携し活性化に向けての活動や、観光及び学習のための
イベントや事業を継続的に実施していきます。

水源地域ビジョンにより、上下流の市町村や住民及び関係機関が連携し、
水源地域の環境保全と活性化のために協力していきます。

個々の力（ダム・地域・人）は小さいが、連携すれば大きな力になります。
上流と下流をつなぐ、世代をつなぐ、ダム湖と河川をつなぐ、水源地とダムをつなぐ、
さらに人々を心でつなぎ、東北の大きな明日（未来）へとつなぐ、「つなぐ」という言葉
をキーワードに、ダムとダムとの交流（つながり）を大切にし、みちのくダム湖サミット
を継続して実施していきます。

◉ 第1回開催　平成19年11月29日　岩手県西和賀町（湯田ダム）
◉ 第2回開催　平成20年11月13日　宮城県鳴子町（鳴子ダム）
◉ 第3回開催　平成21年11月11日　宮城県七ヶ宿町（七ヶ宿ダム）
◉ 第4回開催　平成22年11月 2 日　山形県西川町（寒河江ダム）
◉ 第5回開催　平成25年 5 月23日　福島県三春町（三春ダム）

みちのくダム湖サミット歴代開催地

　東北 6 県の直轄管理ダム
の活力ある水源地域の創出に
向け、観光・学習など交流の
場として、積極的に利活用を
促進するための意見交換や情
報交換を行うために開催する
ものです。

みちのくダム湖サミット

　わたしたちのみちのくの地は、急峻な地形により自然災害が発生しやすい環境であり、
それらを支える数多くのダム湖があります。
　ダム湖は、台風や集中豪雨による洪水被害から、わたしたちの貴重な生命財産をまも
り、安全で安心できるみちのくの地を創っております。
　ダム湖は、河川に水を確保し、美しい川の流れを守り、豊かな実りのために田畑を潤
し、みちのくの地の自然と生命の営みを育んでおります。
わたしたちは、水源地域の宝であるダム湖周辺の豊かな自然や美しい景観を環境学習や
観光、上下流域の交流の場として利活用することで活力ある水源地域を創出するために、
次のことを実施します。

　
　第６回、みちのくダム湖サミットのメインテーマである、「水・地域・人　明日へつなぐ」
ことを誓い、ここに宣言いたします。　

平成26年11月6日
　　　　　　　　　　　みちのくダム湖サミット実行委員長　遠野市長　本田　敏秋
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15:00

基調講演
テーマ　「最近の河川環境行政の話題」

1部

ダム湖を使った活動報告2部

ダム湖サミット
テーマ　「水・地域・人　明日へつなぐ」

3部

若林 伸幸 氏
（国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 流水管理室長）

●主催者あいさつ
　　東北ダム事業促進連絡協議会管理研究部会
　　　　　　部会長　門脇 光浩　（仙北市長）

●来賓祝辞
　　国土交通省東北地方整備局
　　　　　　河川部長　鈴木 研司 氏

休 憩

16:55 みちのくダム湖サミット宣言

17:00 閉　会

13:00

Program.

Profile.

開　会

１題 「田瀬ダムビジョンの活動報告」 

2題 「和賀川流域の活動報告」

3題 「水源地域ビジョンで岩手を元気に」 

講演者

コーディネーター

アドバイザー

パネラー

平山 健一 氏（岩手大学名誉教授）
若林 伸幸 氏（国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 流水管理室長）
門脇 光浩 氏（秋田県 仙北市長）
本田 敏秋 氏（岩手県 遠野市長）
上田 東一 氏（岩手県 花巻市長）
小関 幸一 氏（宮城県 七ヶ宿町長）

プログラム

出演者プロフィール

千葉　和 氏 （NPO法人遠野エコネット 代表）

瀬川　強 氏 （カタクリの会 代表）

内田 尚宏 氏 （（一社）いわて流域ネットワーキング代表）

基調講演
テーマ　「最近の河川環境行政の話題」

1部

ダム湖を使った活動報告2部

ダム湖サミット　　テーマ　「水・地域・人　明日へつなぐ」3部

若林 伸幸 氏

１題 「田瀬ダムビジョンの活動報告」 

2題 「和賀川流域の活動報告」

3題
「水源地域ビジョンで岩手を元気に」 

講演者

コーディネーター

アドバイザー

若林 伸幸 氏
国土交通省 水管理・
国土保全局 河川環境課
流水管理室長

千葉　和 氏 （NPO法人遠野エコネット 代表）

瀬川　強 氏 （カタクリの会 代表）

内田 尚宏 氏 （（一社）いわて流域ネットワーキング代表）

田瀬ダム

パネラー

小関 幸一 氏
宮城県 七ヶ宿町長

上田 東一 氏
岩手県 花巻市長

本田 敏秋 氏
岩手県 遠野市長

門脇 光浩 氏
秋田県 仙北市長

マイリバー猿ヶ石・森林体験

奥羽自然観察会

田瀬湖湖水まつり

四十四田ダムでのアクアレンジャー講習会

奥羽自然観察会

田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会

国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課 流水管理室長

平山 健一 氏（岩手大学名誉教授）

　遠野エコネットの代表として、平成18年から田瀬湖上流部の柏木平地区での清掃イベント
「ごみ川柳大会」を主催。その後この活動は、一昨年から田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議
会事務局として「田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会」へと活動の環が広がっている。
　この他、猿ヶ石川の水源となる森づくりを進めるため、森林ボランティア養成講座「山仕事
はじめの一歩講座」や間伐材を薪として利用する「薪づくり倶楽部」、琴畑高原にての「水源
の森づくりプロジェクト」などを開催中である。

1954年（昭和29年）花巻市に生まれ。
1985年　カタクリの花に惹かれ湯田町（現在西和賀町）に移住
1990年　カタクリの会を結成し、西和賀で毎月一回奥羽自然観察会を開催
　　　　　現在に至る。（2014年11月現在で287回開催）
現在：「カタクリの会」代表、日本自然保護協会自然観察指導員、日本野鳥の会会員（北上支
　　　部副支部長）、岩手県環境アドバイザー、岩手大学客員教授、希少野生動植物種保存推
　　　進員（環境省）、カタクリの里作り協議会会長
著書：「イーハトーブ・フォト心象スケッチ」「雪国の草花」（1993／熊谷印刷）
　　　「シーズン・オブ・イーハトーブ」全４巻（1996／二玄社）
　　　「フォトネイチャーエッセンス」（2008／熊谷印刷） ほか

昭和29年奥州市（旧水沢市）生まれ。
　17年前東京からＵターン、盛岡の川に魅せられ、仕事の傍らNPOで川の活動を始める。
　現在、年間700人以上の子ども達と川の体験学習を実施。岩手大学での特別講義、多自然
川づくり研修会、大学生のアクアレンジャー講習会など、人づくり、川づくり、地域づくりを
進めている。

昭和17年5月生まれ　北海道出身
昭和40年3月　北海道大学工学部土木工学科卒業
昭和42年3月　北海道大学工学部工学研究科修士課程土木工学専攻修了
昭和42年4月　北海道大学工学部講師
昭和43年4月　北海道大学工学部助教授
昭和45年9月　アメリカ合衆国アイオワ州立総合大学大学院　博士課程在学
昭和49年5月　アメリカ合衆国アイオワ州立総合大学大学院　博士課程力学水理学専攻修了

昭和49年5月　岩手大学　工学部助教授
昭和58年9月　岩手大学　工学部教授
平成  3年7月　評議員
平成10年4月　岩手大学　工学部長
平成14年6月～平成20年6月　岩手大学長

うち  だ　  なおひろ

ひらやま　けんいち

わかばやし のぶゆき かど わき　みつ ひろ ほん　だ　 としあき うえ　だ　とういち こ せき　こういち

わかばやし のぶゆき

せ  がわ　　つよし

ち　 ば　　 なごみ

田瀬湖ヨットハーバー（平成28年いわて国体ボート会場）


