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東 北 地 方 整 備 局

ゴールデンウィークは、ダムを見に行こう
東北の１３ダムで放流しています

“ダム活宣言”プロジェクト（みちのく・さくら放流）

ゴールデンウィーク時期は、東北地方各地の桜の名所では、

開花時期となっており桜前線の北上とダム放流が同時に見られ

る時期となっていますのでこの機会に東北のダムを巡って見て

はいかがでしょうか。

東北地方整備局管内のダムでは、冬場に積もった雪が解け水

によりダム湖貯水位が上昇するため水位維持のため５月上旬頃

までダムから放流を行っています。

普段なかなか見られないクレストゲートからの点検放流を行

うダムもあります。

東北地方整備局が管理している放流を行っている（又は放流予定のある）

ダムは、次のダムです。

１ 放流を行っているダム

青森県内（津軽ダム、浅瀬石川ダム）

岩手県内（四十四田ダム、御所ダム、湯田ダム、胆沢ダム）

宮城県内（鳴子ダム、七ケ宿ダム）

秋田県内（森吉山ダム）

山形県内（白川ダム、長井ダム、月山ダム）

２ 放流を行う予定のあるダム（別添参照）

秋田県内（玉川ダム）

※ なお、ダムからの放流は、気象状況等により放流を実施しない場合も

あります。

各ダムの放流状況については、各ダムのホームページ又は、別添の問

い合わせ先に確認をお願いします。

※ ゴールデンウィーク中にライトアップをしているダム（別添参照）も

あります。

＜宮城県政記者会、東北電力記者会、東北専門記者会＞

問い合わせ先

国土交通省 東北地方整備局 河川部 河川管理課
課長補佐 齋藤 清見（内線3756）

電話：022-225-2171（代表）
【各ダムの放流状況は、別添の問い合わせ先にお願いします。】



東北地方整備局管内の放流中(又は放流予定のある)ダム一覧 別添

ダム名 ダム放流中 問い合わせ先
（又は放流予定）

青森 浅 瀬 石 川 4月17日 ～ 放流中 岩木川ダム統合管理事務所 浅瀬石川ダム管理支所
県内 ダム ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの放流 黒石市大字板留字杉の沢2番地

予定は 4月28日(金) TEL 0172-54-8782
4月29日(土) ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/index.html

9:30～11:30
13:30～17:00

※ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの放流

津軽ダム 4月 9日 ～ 放流中 岩木川ダム統合管理事務所
ｺﾝｼﾞｯﾄｹﾞｰﾄからの放 中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2
流予定は TEL 0172-85-3035
4月29日(土) ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/index.html

14:30～21:00
4月30日(日)

10:00～21:00

岩手 四 十 四 田 4月8日 ～ 放流中 北上川ダム統合管理事務所 管理第二課
県内 ダム ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの放流 盛岡市下厨川字四十四田１

予定は 4月23日(日) TEL 019-643-7972
10:00～12:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

御所ダム 4月17日 ～ 放流中 北上川ダム統合管理事務所 管理第三課
ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの放流 盛岡市繋字山根192-4
予定は 4月23日(日) TEL 019-689-2216

13:00～15:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

湯田ダム 4月11日 ～ 放流中 北上川ダム統合管理事務所 湯田ダム管理支所
ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの放流 和賀郡西和賀町杉名畑44地割162-15
予定は 4月22日(土) TEL 0197-74-2011

4月23日(日)
10:00～15:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

胆沢ダム 4月 7日(金) ～ 北上川ダム統合管理事務所 胆沢ダム管理支所
放流中 奥州市胆沢区若柳字横岳前山6 TEL0197-49-2981

ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

宮城 鳴子ダム 4月 7日 ～ 放流中 鳴子ダム管理所
県内 クレストからの放流 大崎市鳴子温泉字岩渕2-8

予定は 5月2日(火) TEL 0229-82-2341
～ 5月5日(金)
8:30～17:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html

七 ヶ 宿 ダ 4月17日(月) ～ 七ヶ宿ダム管理所
ム 放流中 刈田郡七ヶ宿町字切通52-40

TEL 0224-37-2122
※ ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの自然越流 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/index.html

秋田 森 吉 山 ダ 4月12日(水) ～ 能代河川国道事務所
県内 ム 放流中 能代市鰐渕字一本柳97-1

TEL 0185-70-1001
ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/index.html

玉川ダム 予定 5月13日(土) 玉川ダム管理所
仙北市田沢湖玉川字下水無92
TEL 0187-49-2170

※ｸﾚｽﾄｹﾞｰﾄからの放流 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/index.html

山形 白川ダム 4月 7日(金) ～ 最上川ダム統合管理事務所 白川ダム管理支所
県内 放流中 西置賜郡飯豊町大字高峰字栗梨沢4215

TEL 0238-75-2131
ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/index.html

長井ダム 4月 7日(金) ～ 最上川ダム統合管理事務所 長井ダム管理支所
放流中 長井市平野字北脇ノ沢4164-9

TEL 0238-88-5741
ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/index.html

月山ダム 4月18日(火) ～ 月山ダム管理所
放流中 鶴岡市上名川字東山8-112

TEL 0235-54-6711
ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html

※クレストゲートは、大きな洪水(計画規模を超える洪水)の際に使用するゲートですが、点検放流を兼ねて実施するものです。



東北地方整備局管内のゴールデンウィーク中にライトアップするダム一覧 別添

ダム名 ライトアップ時間 問い合わせ先
（予定）

青森 浅 瀬 石 川 4月22日(土) ～ 岩木川ダム統合管理事務所 浅瀬石川ダム管理支所

県内 ダム 5月 7日(日) 黒石市大字板留字杉の沢2番地
TEL 0172-54-8782

18:30 ～ 21:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/index.html

津軽ダム 4月22日(土) ～ 岩木川ダム統合管理事務所
5月 7日(日) 中津軽郡西目屋村大字居森平字寒沢138-2

TEL 0172-85-3035
18:30 ～ 21:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/index.html

岩手 四 十 四 田 4月20日(木) ～ 北上川ダム統合管理事務所 管理第二課
県内 ダム 5月 7日(日) 盛岡市下厨川字四十四田１

TEL 019-643-7972
19:00 ～ 22:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

秋田 玉川ダム 5月13日(土) 玉川ダム管理所
県内 仙北市田沢湖玉川字下水無92

19:00 ～ 21:00 TEL 0187-49-2170
ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/index.html

山形 月山ダム 4月29日(土) ～ 月山ダム管理所
県内 5月 7日(日) 鶴岡市上名川字東山8-112

TEL 0235-54-6711
日没 ～ 21:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html

福島 三春ダム 4月15日(土) ～ 三春ダム管理所
県内 4月23日(日) 田村郡三春町大字西方字中ノ内403-4

TEL 0247-62-3145
18:00 ～ 21:00 ＨＰ http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/index.html
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すだれ放流と鯉の滝登り（Ｈ２８．５上旬）

すだれ放流と鯉の滝登り（Ｈ２８．５上旬）
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“ダム活宣言”プロジェクト みちのく・さくら放流
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