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４月～６月

4月
25日 道の駅『津軽白神』リニューアルオープン 竣工式

5月
8日 赤十字レッドライトアッププロジェクト2019

in 津軽ダム
23日 浅瀬石川クリーンの会総会開催

26日 「虹の湖デュアスロン黒石」開催（開催地：黒石市）

※『朱書き』は画像と説明文の有無を意味しています

27日 水陸両用バス『津軽白神号』今シーズン運行開始

浅瀬石川ダム“ライトアップ＆放流”・“特別見学会”

26日 津軽ダム春の“ライトアップ＆放流”

道の駅リニューアル竣工式

2８日 『青森ドローン撮影・操縦技術講習会』 in 津軽ダム

津軽ダム“ライトアップ＆放流”

水陸バス、今シーズンの運行開始

浅瀬石川ダム“ライトアップ＆放流”・“特別見学会”

浅瀬石川ダムでは、4月27日から
のＧＷ期間、ライトアップを実施
しました。初日は、滅多に見られ
ない「クレストゲート」からの放
流を間近で見られる“特別見学会”
も実施し、たくさんの方に参加し
ていただきました。

『青森ドローン撮影・操縦技術講習会』in津軽ダム

津軽ダムを舞台に実施された『青森ドローン撮影・操縦技術講習会』が、ドローンパイロットの第一人者の請川博一
氏、ＲＣヘリコプターＦ３Ｃ競技における日本屈指のパイロットである磯匡敏氏が講師役となり4月28日（日）に実
施されました。偶然訪れていた観光客は、アクロバティックなＲＣヘリの飛行技術に度肝を抜かれていました。

レッドライトアッププロジェクト2019 in 津軽ダム
昨年に続き、今年度も「赤十字
レッドライトアッププロジェク
ト」に参加。 5月8日の世界赤十
字デーに津軽ダムを赤十字のシ
ンボルカラー『赤』に照らし、
「人道」への理解を全国の各施
設と共に発信しました。

津軽ダムにも春がやってきました！

新緑のすがすがしい快晴の中、浅瀬石川ダムを舞台に全国から総勢86名の男女がトータル43.8Ｋｍを走破しました。

●今年から“Special”運行も開始！

『“ダム見学付き”のレイクツアー』

虹の湖デュアスロン黒石
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6月
9日 浅瀬石川クリーンアップ運動（浅瀬石川クリーンの会主催）

（ふるさとあおもり景観賞 地域づくり活動部門最優秀賞受賞）

22日 弘前大学農学生命科学部 津軽ダム見学会（ゼミ）

22日～23日 カヌージャパンカップ（開催地：西目屋村）
弘前大学農学生命科学部 津軽ダム見学会（ゼミ）

７月～９月

7月
16日 由利本荘市 鳥海ダム利活用推進室「津軽ダム」視察

21日 夏の「浅瀬石川ダム」ライトアップ（ ～31日まで）

20日～ 記念カード配布（wでにっこり企画）

20日、21日 白神山地ビジターセンターふれあいデー
白神山地ビジターセンター主催

21日「津軽白神湖まつり」開催
24日 津軽ダム水源地見学会 ～森と湖に親しむ旬間イベント～

25日 青森県議会「津軽ダム」視察

28日 浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」

夏のダムライトアップ

森と湖に親しむ旬間の期間に
合わせ、浅瀬石川ダムをライ
トアップしました。28日に
は、“ダム湖ふれあいデー”も
実施し、たくさんの方の目を
楽しませました。 浅瀬石川ダム

「津軽白神湖まつり」開催

浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」開催

「津軽白神湖まつり」では、
『津軽ダム見学会』『カヌー巡
視体験』『ダムの上から紙飛行
機飛ばし』等を開催。たくさん
の家族連れが来場し、ダムや河
川へ理解を深める体験をしまし
た。

浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあ
いデー」では、『カヌーによ
る巡視体験』『モーターボー
ト巡視体験』『ダム堤体見学
ツアー』『さかなのつかみど
り』等を開催。多くの家族連
れが訪れ、ダムや貯水池と触
れ合う体験をしました。

８月
10日 夏の「津軽ダム」ライトアップ（ ～18日まで）

16日 津軽ダム 最低水位を記録（貯水率2.6%）

18日 虹の湖ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ
虹の湖ロックフェスティバル実行委員会主催

20日 津軽ダム貯水池内集落の現地回想と感謝の集い

21日 青森県高等学校教育研究会工業部会「津軽ダム」見学

21日 JICA ネパール灌漑農業研修「津軽ダム」視察

26日 津軽ダム 灌漑期間の用水補給を達成

夏のダムライトアップ

お盆の時期にあわせ、約３分毎に
６パターンに変化する『夏のライ
トアップ』を行いました。

津軽ダム

日本の灌漑技術などを学ぶために
来日したネパールの研修員16名が
津軽ダムを視察しました。

JICA ネパール灌漑農業研修

記念カード配布（7月21日～8月31日）

『Wでにっこり企
画』地域活性化を
目的に両ダム限定
2000枚を配布しま
した。

H29年に管理に移行して以来、最大の渇水に見舞われました。仮に津軽ダム完成前の目屋ダムで利水補給を行った場
合には6月中旬で利水容量はゼロになっていたものと推察されます。

8月15日撮影 集落跡地を懐かしむ元住民の方

自宅跡地に立つ元住民の方

津軽ダム貯水池内集落の
現地回想と感謝の集い渇水対応
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11月
9日 青森土木フォーラム 弘前大学 記念会館

17日 第4８回 西目屋村民文化祭『パネル展』

西目屋村主催

21日 青森県立弘前工業高校土木科1年

『津軽ダム』見学

弘前工業高校土木科1年見学会

青森土木フォーラム
長内伸夫事務所長が講演

９月

15日 第38回 暗門祭 目屋観光協会主催

16日 西目屋村村制施行130周年式典

27日 総合防災訓練

第38回 暗門祭 村民など約300人が集まり、節目の年を祝いました
西目屋村村制施行130周年式典

１０月～１２月

10月
11日 秋の「浅瀬石川ダム 」･「津軽ダム」ライトアップ（～11月4日まで）

12日 中野もみじ山 紅葉ライトアップ （～11月４日まで）黒石市

18日 JCCA×JIA協働シンポジウム「誰が景観を創るのか」

講演（三浦技術担当副所長）

19日,20日 弘工祭『パネル展』 弘前工業高校の文化祭

19日,20日 白神山地ビジターセンター秋のふれあいデー
白神山地ビジターセンター主催

25日 津軽ダムナイトツアー

26日 台湾民視テレビ「津軽ダム」を取材

秋の紅葉の時期に合わせて“浅瀬
石川レインボー”、津軽ダムでは
30分間に６パターンのカラーで
ライトアップを行いました。

秋のダムライトアップ

浅瀬石川ダム

津軽ダム

事務所主催としては2度目のナイトツアーを実施しました。あいにくの雨
でしたが、参加者の皆さんに喜んでいただきました。

“津軽ダムナイトツアー”を開催
台湾民視テレビ津軽ダムを取材

台湾の人気女優・陳美鳳（チェンメイフォン）さんが
世界自然遺産白神山地の紅葉と津軽ダムからの眺望を
取材に来られました。

★インバウンドの波 加速期待！

16日 “第7回クリスマスフェスタ2019”
＆“ニシメヤ冬フェスティバル”

白神山地ビジターセンター・目屋観光協会主催

28日 “日本ダムアワード2019”「低水管理賞」受賞

東京カルチャーカルチャー（東京都渋谷区）

日本ダムアワード選考委員会主催

12月

日本ダムアワード2019 （写真提供：日本ダムアワード選考委員会様）
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国土交通省 東北地方整備局

岩木川ダム統合管理事務所

編集・発行

〒036-1422
青森県中津軽郡西目屋村大字居森平
字寒沢138-2

TEL 0172-85-3035
FAX 0172-85-3061
岩木川ダム統合管理事務所
ホームページアドレス
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/
公式Twitterアカウント
@mlit_iwakito

編 集 後 記

平成29年度、「主人と両親の故郷、西目屋村。生存して居た
ら毎月のダムだより嬉しく拝見していたと思います。嫁の私も三
人にいつも読み聞かせています」という静岡県に住む地権者の方
からの年賀葉書が届きました。その言葉を励みに発行日に追われ
ながらも編集及びデザイン担当の頼りになる良き相棒と一緒に楽
しく発行してきました。本号で令和元年度、そして私にとっても
最後のダムだよりになります。今までありがとうございました。
4月からは後任にバトンタッチです。（船水）
今年度を振り返ると、文章もデザインも勝手を通して突っ走っ

てきたように思います。それらを校正し磨き上げ、推してくれて
採用まで漕ぎ付けたのは船水専門官が上司だったからです。 9か
月間の短い間ではありましたが、弟子として学んだことを生かし、
思いを受け継いでこれからも皆様に愛されるダムだよりを毎月
作っていきます。これからもよろしくお願いします！ （対馬）

１月～３月

8日 津軽ダム『真冬の特別見学会』

20日～ 記念カード配布（wでにっこり企画 第２弾）

21日 東北地方ダム管理フォローアップ委員会

第6回 津軽ダムモニタリング委員会

31日 冬の「浅瀬石川ダム」ライトアップ (～2月9日まで）

冬の「津軽ダム」ライトアップ（～2月16日まで）

1月

事務所主催として初の冬の見学会を実施しました。ダム堤体内ほぼすべてを歩いて、
参加者の皆様に喜んでいただきました。

“津軽ダム真冬の特別見学会”を開催

冬の各イベントに合わせて“浅瀬石
川レインボー”、津軽ダムでは5分
毎７パターンに変化させてライト
アップしました。また、浅瀬石川
ダムは『巨大雪だるま』と『オリ
ンピックシンボル』を灯し、来訪
者を出迎えました。

冬のダムライトアップ

津軽ダム浅瀬石川ダム

記念カード配布（1月20日～2月29日）

『Wでにっこり企
画第2弾』地域活性
化を目的に両ダム
限定1000枚を配布
しました。

1日 雪のふるさと2020（～2月9日まで） 黒石観光協会主催

16日 乳穂ヶ滝氷祭 目屋観光協会主催

25日 日本ダムアワード2019『低水管理賞』

受賞記念楯の授与式

2月

4月下旬 ～ 5月上旬 ･････
7月下旬 ･･･････････････

7月下旬 ～ 8月中旬 ･････
10月中旬～11月上旬･････
2月上旬 ～ 2月中旬･･････

浅瀬石川ダム・津軽ダム『春のライトアップ』
『森と湖に親しむ旬間』イベント

（浅瀬石川ダム・津軽ダム）
浅瀬石川ダム・津軽ダム『夏のライトアップ』
浅瀬石川ダム・津軽ダム『秋のライトアップ』
浅瀬石川ダム・津軽ダム『冬のライトアップ』

●ライトアップは、季節の行事や地域イベントに合わせて実施予定です。日程については、随時ホームページでお知らせいたします。

滝の結氷により農作物
の豊凶を占う『乳穂ヶ
滝氷祭』が開催されま
した。青森県のパワー
スポットとしても有名
で、高さ３３ｍの滝が
見事に結氷した姿は圧
巻！今年は、暖冬の影
響もあり結氷には至り
ませんでした。

乳穂ヶ滝氷祭

日本ダムアワード2019『低水管理賞』
受賞の記念楯

〈ホームページ〉

〈Twitter〉


