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２０１８年度（平成３０年度）

４月～６月４月～６月

4月
28日、29日 水陸両用バス『津軽白神号』運行開始記念

津軽ダム“ライトアップ＆放流”

水陸両用バス『津軽白神号』今年度の運行開始

昨年4月29日から西目屋村で
スタートした水陸両用バス
『津軽白神号・ニシメヤダム
レイクツアー』の運行が開始。
初日から多くの観光客で賑わ
いをみせていました。

津軽ダム“ライトアップ＆放流”

水陸両用バス『津軽白神号・ニシメヤダム
レイクツアー』の運行開始に合わせ、4月
28日・29日の2日間、津軽ダム“ライトアッ
プ＆放流”を実施。滅多に見られない「コン
ジットゲート」からの迫力ある放流と、時
間毎に変化するライトアップに、訪れた見
物客は魅了されていました。

浅瀬石川ダム“ライトアップ＆放流”・“特別見学会”
浅瀬石川ダム管理30周年を記念し、5月12日・13日の2日間、
水陸両用バス『津軽白神号』が虹の湖で記念運行されました。
それに合わせ、浅瀬石川ダム“ライトアップ＆放流”を実施。
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
れる“特別見学会”には、たくさんの方が参加しました。

6月
8日 津軽ダム建設事業 土木学会「技術賞」を受賞

10日 浅瀬石川クリーンアップ運動

16日 弘前大学農学生命科学部 津軽ダム見学会

23日～24日 カヌージャパンカップ（開催地：西目屋村）

津軽ダム建設事業 土木学会「技術賞」を受賞

津軽ダムの建設が、“土木技術の
発展に顕著な貢献をなし、社会
の発展に寄与したと認められる
画期的なプロジェクト”と高く評
価され、土木学会Ⅱグループ
「技術賞」を受賞しました。

5月
5日、6日 赤十字レッドライトアッププロジェクト2018 in 津軽ダム
12日、13日 浅瀬石川ダム管理30周年記念プレイベント企画！

水陸両用バス「津軽白神号」 in “虹の湖”

浅瀬石川ダム“ライトアップ＆放流”・“特別見学会”

27日 「虹の湖デュアスロン黒石」開催（開催地：黒石市）

28日 『女子○』ツアー津軽ダム見学会 東奥日報社主催

30日 浅瀬石川クリーンの会総会開催

レッドライトアッププロジェクト2018 in 津軽ダム
青森県内では初となる「赤十字
レッドライトアッププロジェク
ト」に参加。 5月5日・6日の2
日間、津軽ダムを赤十字のシン
ボルカラー『赤』で照らし「人
道」への理解を全国の各施設と
共に発信しました。

７月～９月７月～９月

7月
3日 加美町議会「津軽ダム」視察

7日 トヨタソーシャルフェス201８ 東奥日報・トヨタ主催イベント

10日 由利本荘市議会産業経済常任委員会「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）

21日、22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

22日 「来いＨＥＹ！津軽ダム」開催

24日 青森県議会「津軽ダム」視察

29日 浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあいデー」

～森と湖に親しむ旬間イベント～

「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

夏のダムライトアップ

「森と湖に親しむ旬間」の期間、浅瀬石川ダムを
ライトアップしました。管理30周年の節目の年を
迎えることもあり、プレイベント的な意味も込め
ての実施です。

浅瀬石川ダム

（２） 岩木川ダム統管だより



８月
2日 西目屋村・佐井村小学校交流会 「津軽ダム」見学

4日 岩木川100周年記念碑除幕式

10日 夏の「津軽ダム」ライトアップ（ ～19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

夏のダムライトアップ

お盆の時期にあわせ、
約30分間に7パター
ンに変化する『夏の
ライトアップ』をし
ました。 津軽ダム

関係者約80名が出席し、復元した
『岩木川改修記念碑』の除幕式を
執り行いました。

岩木川100周年記念碑除幕式

９月

15日 津軽白神湖まつり開催 西目屋村主催

津軽ダム景観講演会開催 ～ダムをデザインしてきてわかった事～

16日 暗門祭 目屋観光協会主催

津軽ダム景観講演会開催

津軽ダムが直轄ダムで初
めてグッドデザイン賞を
受賞したことを記念し、
篠原東京大学名誉教授に
講演して頂きました。定
員100名に対し、192名
の申し込みがあり、大好
評な講演会でした。

津軽白神湖まつり開催

白神山地世界自然遺産登録25周年・岩木川改修100周年記念イベ
ント。津軽ダムパークをメイン会場として約1､500名もの来場者
があり、大いに盛り上がりました。

11月
2日 弘前工業高校土木科1年「津軽ダム」見学

18日 第4８回 西目屋村民文化祭『パネル展』

西目屋村主催

20日 津軽ダム 土木学会デザイン賞「最優秀賞」を受賞

27日 事故防止対策委員会総会

弘前工業高校土木科1年
見学会

土木学会デザイン賞2018

「最優秀賞」を受賞

１０月～１２月１０月～１２月

10月
10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）

11日 浅瀬石川ダム管理30周年記念シンポジウム 黒石市

13日 中野もみじ山 紅葉ライトアップ （～11月４日まで）黒石市

13日,14日 弘工祭『パネル展』 弘前工業高校の文化祭

21日,22日 白神山地ビジターセンター秋のふれあいデー

『パネル展』白神ビジターセンター主催
26日 津軽ダムナイトツアー

30日 弘前実業高校農業経営科2年「津軽ダム」見学

シンポジウム前半では、弘前大学大学院地域社会
研究科土井良浩准教授による「水の価値を知ろう、
生みだそう、伝えよう」と題しての基調講演、後
半は、パネルディスカッションが行われ、「水が
結び、育む人と地域～津軽の水の可能性を再考す
る～｣というテーマに沿った活発な意見交換がなさ
れました。

浅瀬石川ダム管理30周年記念シンポジウム

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

“津軽ダムナイトツアー”を開催

事務所主催としては
初のナイトツアーを
実施しました。県内
外からの参加があり、
皆さんに喜んでいた
だきました。

弘工祭『パネル展』参加

（３）岩木川ダム統管だより



1日 岩木川改修100周年記念事業 岩木川シンポジウム 五所川原市

16日 “第6回クリスマスフェスタ2018”
＆“ニシメヤ冬フェスティバル” 『パネル展』

白神山地ビジターセンター・目屋観光協会主催

12月 岩木川シンポジウム

“岩木川改修事業100周年”の節目の年を記念
し、『地域の宝・岩木川を未来に継承し、未
来へ発信する』をテーマにシンポジウムが開
催されました。

１月～３月１月～３月

9日 東北地方ダム管理フォローアップ委員会

第5回 津軽ダムモニタリング委員会

1月

2日 冬の「浅瀬石川ダム」ライトアップ (～11日まで）

冬の「津軽ダム」ライトアップ（～17日まで）

2日 雪のふるさと2019（～10日まで）黒石観光協会主催

17日 乳穂ヶ滝氷祭 目屋観光協会主催

『女子○乳穂ヶ滝氷祭ツアー』津軽ダム見学会

東奥日報社主催

23日～24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2019

白神山地ビジターセンター主催

2月

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。青森県の
パワースポットとしても有名です。

乳穂ヶ滝氷祭

冬のダムライトアップ

浅瀬石川ダム 津軽ダム

『女子○乳穂ヶ滝氷祭ツアー』

津軽ダム見学会

4月下旬 ～ 5月上旬 ･････
5月8日（水)････････････
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』
赤十字“レッドライトアップ”（津軽ダムのみ実施）
『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。

（４） 岩木川ダム統管だより

平成30年度最後の“岩木川ダム統管だより”となります。
そして私のサポートでデザインを担当してくれていた心強い
パートナーも今回の発行を最後に卒業することになりました。
今年度は、毎月発行という当初の目標をクリアし、正直、ほっ
としています。ベテランの“浅瀬石川ダム”と管理に移行して
未だ2年という若い“津軽ダム”の情報を毎月発信するという
のは、思ったほど楽ではありませんでした。
今年度を振り返り、特に印象に残っているのは、昨年10月に
事務所主催で実施した“津軽ダムナイトツアー”で、神奈川か
ら参加された4名の方々に大変喜んで貰えたことです。今後も
事務所として、知恵を絞っていろいろな企画を実施していく予
定です。これからも浅瀬石川ダム、津軽ダムをよろしくお願い
します。（船水、土谷）

国土交通省 東北地方整備局

岩木川ダム統合管理事務所
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