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３月２６日

6月
1日 浅瀬石川ダム『水質保全施設（曝気装置）』本格稼働開始

水陸両用バス『津軽白神号』今シーズン運行開始

4日 津軽ダム『オイルフェンス設置訓練』を実施

14日 浅瀬石川クリーンアップ運動（主催：浅瀬石川クリーンの会）

26日 津軽ダム『感謝状贈呈式』

（岩木川地区土地改良区連絡協議会）

26日 早期浸水箇所 合同巡視

４月～６月

4月
１日 新型コロナウィルス感染拡大防止措置のため資料展示室休館

ダムカード配布休止・見学会の休止（～6月30日）

２日 津軽ダム「融雪による越流（放流）開始」

22日 「水入祭」（主催：浅瀬石川土地改良区）

29日 新型コロナウィルス感染拡大防止措置のため

浅瀬石川ダム・津軽ダム 春のライトアップを中止

5月
8日 新型コロナウィルス感染拡大防止措置のため

赤十字レッドライトアッププロジェクト2020 in津軽ダム 中止

13日 浅瀬石川ダム『オイルフェンス設置訓練』を実施

15日 浅瀬石川ダム・津軽ダム『洪水対応演習』を実施

津軽ダム『オイルフェンス
設置訓練』を実施

感謝状贈呈（岩木川地区土地改良区連絡協議会）

安全と豊作を祈願する「水入祭」

浅瀬石川ダムから放流する水が流域の３か所の頭首工から農
業用水として取水されていることから、猿賀神社で行われた
「水入祭」に浅瀬石川ダム管理支所長が参列しました。

浅瀬石川ダム・津軽ダム『洪水対応演習』
訓練では、大雨洪水警報の発令から間もなく洪水対策支部を
設置。流域の安全はもとより、人命を守る行動や、関係機関
との情報伝達や防災広報、管理施設点検など洪水を万全の体
制で備える実践さながらのダム管理演習を行いました。

浅瀬石川ダム『水質保全施設（曝気装置）』

本格稼働開始 水質保全施設本格運用開
始に佐藤克英東北地方整
備局長(当時)が駆けつけ
て下さいました。

NPO法人自然エネルギー・環境
協会 北関東・東北支部の加藤
貴史氏を講師にオイルフェンス
設置訓練を行いました。

令和元年度、渇水の中
で津軽ダムがかんがい
用水の補給に貢献した
ことから感謝状が贈ら
れました。

早期浸水箇所の
合同巡視

昨今の豪雨災害の激甚
化をうけ、洪水発生時
にダム下流の河川にお
いて早期に浸水する可
能性が高い箇所を、地
元自治体や水防団と一
緒に巡視し、事前に情
報共有・共通認識を図
ることを目的に実施し
ました。

※『朱書き』は画像と説明文の有を意味しています
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７月～９月

7月
１日 浅瀬石川ダム資料館・津軽ダム資料展示室 再開

限定見学会 開始

１日～ 浅瀬石川ダム資料館再開記念『レインボーライトアップ』

津軽ダム資料展示室再開記念『ブルーライトアップ』

（ ～５日まで）

１日～ 『3.11伝承ロード』パネル展 (黒石市産業会館）

（～7日まで）

16日 優良工事・優良業務 事務所長表彰

21日 令和２年度 森と湖に親しむ旬間 PR動画配信開始

28日 事故防止対策委員会総会

８月
19日 佐々木 紀 国土交通大臣政務官（当時） 津軽ダム視察

22日 YOGA教室 津軽白神湖パーク（主催：西目屋村教育委員会）

24日 津軽ダム「流木無償提供」（～28日）

26日 青森県立弘前工業高等学校 出前講座 長内所長 講演

浅瀬石川ダム“希望のレインボーライトアップ”

浅瀬石川ダム資料館の
再開を記念してライト
アップを実施しました。
想い出の広場は、たく
さんの家族連れなどで
賑わっていました。

佐々木紀 国土交通大臣政務官（当時）が津軽ダムを視察

8月15日撮影

浅瀬石川ダム

津軽ダム“感謝のブルーライトアップ”

津軽ダム

津軽ダム資料展示室の再
開を記念してライトアッ
プを実施しました。新型
コロナウイルス感染症対
応に従事されている医療
関係者に対して感謝と敬
意を込めて、ブルーライ
トにてダム堤体を照らし
ました。

９月
12日 YOGA教室 津軽白神湖パーク（主催：西目屋村教育委員会）

27日～ 浅瀬石川クリーンの会「第20回 図画・作文コンクール作品展」

（こみせの宿 ホテル逢春）（～10月2日）

28日 総合防災訓練

『3.11伝承ロード』パネル展

地震に限らず、水害・土砂災害等に対する
市民の防災意識を一層高めることを目的と
して実施しました。震災伝承施設の紹介や、
黒石市の姉妹都市である宮古市の震災の記
憶などを紹介しました。会場となった黒石
市産業会館には、高樋憲黒石市長も駆けつ
けてくださいました。

YOGA教室
西目屋村内外から集
まった11名の参加者
が、早朝の清々しい
空気の中、約一時間
“心と体に向きあ
う”YOGAを楽しみま
した。

浅瀬石川クリーンの会
「第20回 図画・作文コンクール作品展」

総合防災訓練

管内で震度６弱の想
定で災害対策支部を
設置。管理施設点検、
参集者・家族等安否
確認、応急復旧、防
災エキスパート出動
要請訓練等を行いま
した。

平成４年から浅瀬石川の環境美化運動を続け
ている『浅瀬石川クリーンの会』が、子ども
たちがふるさとを想う心を育む良いきっかけ
のひとつになればと、「第２０回図画・作文
コンクール作品展」を開催しました。
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１０月～１２月

10月
7日 防災通信訓練 黒石市

11日 津軽白神湖ウォーク （主催：黒石ウォーキングクラブ）

17日 秋の「浅瀬石川ダム 」･「津軽ダム」ライトアップ 中止

17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』

（ 主催：白神山地ビジターセンター）
31日 水陸両用バス『津軽白神号』今年度の営業を終了

11月

1日 津軽ダム『埋蔵文化財調査出土品展示会』 中止

1日 すごいぞ！白神縄文遺跡群！（～30日）

（主催：白神山地ビジターセンター）

10日 浅瀬石川ダム水質保全対策検討委員会 現地見学会

10日 第７回 浅瀬石川ダム水質保全対策検討委員会

（津軽広域水道企業団 ２階会議室）

12日 現場安全パトロール『浅瀬石川ダム法面補修工事』

30日 西目屋村役場『新庁舎竣工式』および『開庁セレモニー』

30日 浅瀬石川ダム・津軽ダム ダムカード配布再開

記念ライトアップ（～12月6日）

4日 第16回 岩木川河川整備委員会
（ホテルニューキャッスル ２階 曙の間）

12月

防災通信訓練

豪雨での国道102号土砂崩落に
より黒石市内で孤立集落が発
生した想定で、各種移動通信
機器の現地設営接続訓練、テ
レビ会議システムを活用した
情報共有訓練等を行いました。

秋のふれあいデー『パネル展』実施

岩木川ダム統合
管理事務所コー
ナーにて津軽ダ
ムの役割や観光
資源としてのダ
ムの魅力を発信
しました。

津軽白神湖
ウォーク

秋の紅葉が始まり
つつある西目屋村
にて、黒石ウォー
キングクラブの皆
さんが、津軽白神
湖パークから津軽
ダムを経由し白神
館までウォーキン
グを楽しまれまし
た。

浅瀬石川ダム

水質保全対策検討委員会

現地見学会

今年6月から本格運用
している水質保全施設
（曝気装置）を視察。
その効果について説明
を行いました。

第7回 浅瀬石川ダム水質保全対策検討委員会

水質保全対策の効果検証等
が行われ、かび臭の抑制効
果が十分に出ていることを
報告。令和３年度以降のモ
ニタリングは簡略化を図る
計画を示し、了承を得まし
た。

西目屋村役場『新庁舎竣工式』及び『開庁セレモニー』

津軽ダム 浅瀬石川ダム

20年余の間、津軽ダム建
設の拠点として活躍した
津軽ダム工事事務所が改
修工事を経て西目屋村役
場新庁舎に生まれ変わり
ました。

記念ライトアップ
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編 集 後 記

日一日と春めいて、なんとなく外に出かけたくなる、
そんな季節がやってきました。ダム周辺の雪も少しずつ
とけて、天端を散策すると春の匂いがします。そこで一
句～「白神や 風に誘われ 山笑ふ」～
広報担当として、４月以降も引き続きどうぞよろしく

お願いします。（森下）
東日本大震災から10年という月日が経過しました。あ

の日は人間の無力さを感じていましたが、今ではここま
で戦ってきた東北の地に生まれことを誇りに思います。
ここで一句「しなじいよ わんどはまげね けっぱる
ど！」（川柳）。来年度もけっぱるぞー！ （対馬）

国土交通省 東北地方整備局

岩木川ダム統合管理事務所

〒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 @mlit_iwakito

〈ホームページ〉 〈Twitter〉

編集・発行

１月～３月

10日～11日白神ピークス フード＆クラフトフェスティバル

（主催：道の駅津軽白神活性化協議会）

29日～記念カード配布（Wにっこり企画第３弾）（～2月28日）

1月

1日 乳穂ヶ滝ライトアップ（～28日）

9日 現場安全パトロール『庁舎増築工事』

10日 「津軽ダム」冬のライトアップ（～14日・19日～23日）

機器メンテナンスのため浅瀬石川ダムライトアップは実施せず

18日 「第7回岩木川等大規模水害に備えた減災対策協議会」（WEB会議）

18日 「第2回岩木川流域治水協議会」（WEB会議）

28日 記念カード配布終了

2月
浅瀬石川ダム・津軽ダム記念カード［２０２１年 冬］

ダムカードによる地域活性化の取り組み。昨年度好評企画の
第3弾として実施しました。記念カードを連携店舗で提示す
ることで、サービス提供を受けることができる企画。記念
カードはイメージキャラクターを配した新作。

乳穂ヶ滝氷祭は中止。3年ぶりに結氷まであと１ｍと
いうところまで近づきましたが、暖気に見舞われ、
結局結氷とはなりませんでした。

乳穂ヶ滝ライトアップ 乳穂ヶ滝ライトアップに合わせて、津軽ダムでは5分毎６パターンに変化させてライトアップを実施しました。
浅瀬石川ダムは機器メンテナンスのためライトアップは行わず、ダム直下に巨大雪像を製作しました。

津軽ダム 冬のライトアップ

津軽ダム

津軽ダム

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･･････

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。しかしながら、新型コロナウイルス感染症の感染状況
によっては、中止の場合もございます。日程については、随時ホームページ・公式Twitterでお知らせいたします。

白神ピークス フード＆クラフトフェスティバル

道の駅津軽白神ビーチにしめやと白神山地ビジターセ
ンターを会場に、白神山地が育んだ食と文化のイベン
トが開催されました。

浅瀬石川ダム

年度


