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（２） 岩木川ダム統管だより

４月～６月４月～６月
4月

11日 岩木川ダム統合管理事務所開所式
14日 「岩木川ふれあい情報局」放送開始

22日 春の「浅瀬石川ダム・津軽ダム」ライトアップ（～5月7日まで）

24日 岩木統管・西目屋村連絡会議

28日 津軽ダム見学ツアー (一財)ブナの里白神公社主催

28日,29日 浅瀬石川ダムクレストゲートからの試験放流

29日 水陸両用バス運行記念＆津軽ダム

パークオープン記念イベント

７月～９月７月～９月

7月
8日 アクアソーシャルフェス2017 東奥日報・トヨタ主催イベント

19日 黒石市・岩木統管連絡会議

19日 国土交通Ｄａｙ表彰式

21日 夏の「浅瀬石川ダム」ライトアップ(～31日まで）

22日,23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

23日 津軽ダム「来いＨＥＹ！津軽ダム」開催
30日 浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」開催

5月
12日 平成29年度「洪水対応演習」を実施

18日 津軽ダム建設事業 ダム工学会「技術賞」を受賞
21日 「虹の湖」デュアスロン黑石」開催

24日 浅瀬石川クリーンの会総会開催

6月
1日 津軽ダム見学ツアー (一財)ブナの里白神公社主催

11日 浅瀬石川クリーン運動

23日,24日 カヌージャパンカップ（開催地：西目屋村）

27日 津軽ダム建設事業 （社）全日本建設技術協会

「全建賞」を受賞

岩木川ダム統合管理事務所開所式
岩木川流域の洪水調節と河
川環境の保全、水道用水の
供給等のために、浅瀬石川
ダムと津軽ダムの統合管理
を行い、岩木川流域におけ
る管理体制の強化を図るた
めに設置されました。

春の桜のシーズンとコラボし『浅瀬石川ダム・津軽ダム』
をライトアップしました。

春のダムライトアップ

浅瀬石川ダム 津軽ダム

浅瀬石川ダムクレストゲートからの試験放流

4月28日、29日の2日間にわ
たり浅瀬石川ダムでは、普段
滅多に見ることができないク
レストゲートからの試験放流
を実施しました。期間中、県
内外から多くの見物客で賑わ
いました。

津軽ダム建設事業

ダム工学会「技術賞」を受賞

津軽ダムは、上流の目屋ダムを
運用しながら直下流に新設した
ことなどが評価され、ダム工学
会の「技術賞」を受賞しました。

津軽ダムは、上流の目屋ダムを活
用しながら直下流に新設した事や
地域の治水・利水の安心安全に貢
献した点などが評価され、(社)全
日本建設技術協会の「全建賞」を
受賞しました。

津軽ダム建設事業

（社）全日本建設技術協会

「全建賞」を受賞

夏のダムライトアップ
（浅瀬石川ダム）

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

「来いＨＥＹ！津軽ダム」開催

浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」開催

地域とともにあゆむ岩木川ダム統管
２０１７年度（平成２９年度）

～森と湖に親しむ旬間イベント～



▲『全国ダムカード展』の様子。
大盛況！！▲

（３）岩木川ダム統管だより

８月 夏のダムライトアップ（津軽ダム）

お盆の時期にあわせ、
カラーについては事前
告知しない「当日のお
楽しみ」として実施し
ました。

2日 インターンシップ 弘前工業高校 土木科2名

4日 北海道羅臼町長「津軽ダム」来所

11日 夏の「津軽ダム」ライトアップ（～20日まで）

19日 虹の湖ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ
虹の湖ロックフェスティバル主催

10月
4日 津軽ダム 2017年グッドデザイン賞を受賞

11日,12日 インターンシップ 五所川原農林高校 建設土木科各４名

14日 中野もみじ山ライトアップ 光のファンタジー（～11月7日まで）黒石市

秋の「浅瀬石川ダム 」･「津軽ダム」ライトアップ（～11月5日まで）

14日,15日 弘工祭『パネル展』 弘前工業高校の文化祭

15日 津軽ダム一周年記念
「白神が故郷歌碑設置＆桜植樹 」開催 西目屋村主催

21日,22日 白神山地ビジターセンターふれあいデー

津軽ダム見学会開催 白神山地ビジターセンター主催

22日 浅瀬石川ダム「秋の特別見学会」を開催

９月
１日 総合防災訓練

17日 暗門祭 目屋観光協会主催

22日 津軽ダム建設促進期成同盟会視察

インターンシップ

津軽ダム竣工一周年記念 歌碑除幕式･桜植樹

津軽ダム竣工一周年を記
念し、「白神が故郷」歌
碑除幕式が白神が故郷橋
パークにて行われました。
また、津軽白神湖パーク
では、桜の植樹も行いま
した。

秋の紅葉イベントと合わせて“浅瀬石川レインボー”、津軽ダムでは
30分間に7パターンのカラーでライトアップしました。

秋のダムライトアップ

浅瀬石川ダム 津軽ダム

11月
2日 津軽ダムライトアップナイトツアー （一財）ブナの里白神公社主催

11日,12日 津軽白神インフォメーションセンター

オープン記念フェア開催 (一財)ブナの里白神公社主催

17日 第48回道の駅登録『道の駅 津軽白神』へ (一財) ブナの里白神公社

19日 第47回 西目屋村民文化祭『パネル展』 西目屋村主催

24日 『道の駅 津軽白神』登録証伝達式 (一財)ブナの里白神公社

30日 事故防止対策委員会総会

『道の駅 津軽白神』内に
西目屋村,白神山地の情報
発信,観光振興の場として
オープン。津軽白神ツアー
の予約受付,水陸両用バス
の受付も行っています。

津軽白神インフォメーションセンターオープン

『道の駅 津軽白神』
登録証伝達式

17日に道の駅登録された
『道の駅 津軽白神』24日
には,登録証伝達式が行わ
れました。

浅瀬石川ダム

「秋の特別見学会」

津軽ダム
「ビジターセンターふれあいデー」

津軽ダムが国の直轄ダムと
しては全国初となる
『2017年度グッドデザイ
ン賞』を受賞しました。

津軽ダム2017年グッドデザイン賞を受賞

１０月～１２月１０月～１２月

12月
17日 第5回クリスマスフェスタ2017 白神山地ビジターセンター主催

津軽ダムでは、パネル展示・
PCを使ったダムクイズ・パズ
ルを用意しました。子供たちや
家族連れで大変賑わいました。

総合防災訓練



（４） 岩木川ダム統管だより

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.milt.go.jp/iwakito/

★ 編 集 後 記 ★

昨年、岩木川ダム統合管理事務所が開所し、“岩木川ダ
ム統管だより（創刊号）”発行から早いもので1年が経と
うとしています。この間、本号に掲載している内容のとお
り、盛り沢山な1年だったように感じています。当初の
“毎月発行！”という目標は、何とかクリアできましたが、
皆さんのお役に立ちましたでしょうか？これから岩木川ダ
ム統管2年目を迎えますが、“浅瀬石川ダム・津軽ダム”
が地域の賑わいの発信源であるべく、地域と共に歩んでい
きたいと思っています。4月からも引き続きよろしくお願
いします。（船水）

１月～３月１月～３月

1月
18日 冬の津軽ダム見学会

26日 津軽ダムモニタリング委員会

2月
3日 浅瀬石川ダム「冬の特別見学会｣を開催

3日 冬の「浅瀬石川ダム」ライトアップ (～12日まで）

冬の「津軽ダム」ライトアップ（～18日まで）

3日 雪の降るさと2018(～12日まで） 黒石観光協会主催

11日 ニシメヤ冬フェスティバル n2018 目屋観光協会主催

18日 乳穂ヶ滝氷祭 目屋観光協会主催

24日,25日 白神山地ビジターセンターがやって来た!

in 青森市＆Kidsフェア2018 白神山地ビジターセンター主催

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
“当日のお楽しみカラー”でライトアップしました。

冬のダムライトアップ

浅瀬石川ダム 津軽ダム

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！

乳穂ヶ滝氷祭

浅瀬石川ダム
「冬の特別見学会」

岩木川ダム
統合管理事務所
の主な行事予定

津軽ダム「放流＆ライトアップ」

「世界赤十字デー」レッドライトアップ運動に参加

※2日間限定で津軽ダムを「レッドカラー」で照らします。

浅瀬石川ダム「放流＆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）

津軽ダム「ダム湖まつり（仮称）」

浅瀬石川ダム竣工３０周年記念イベント

岩木川改修１００周年記念イベント

白神山地をアピールするイベントを青森市で開催。津軽ダムはパネル展示・ダムクイズ・ダムパズル
で参加しました。

4月28日(土)/29日(日)

5月 5日(土)/6日(日)

5月12日(土)/13日(日)

7月下旬の予定

9月16日(日)

10～11月頃の予定

12月 1日(土)

★この他浅瀬石川ダム・津軽ダムでは、季節の地域イベントにあわせ、年4回のライト
アップも予定しています。


