平 成 ３０年 ２月 ２１日 (木 ）
国土交通省 関東地方整備局
河

川

部

独立行政法人 水資源機構

天皇陛下御在位三十年 記念ダムカ－ドを発行します
天皇陛下が御在位三十年を迎えられることを記念して、特殊デザインの記念ダムカードを配布
いたします。
関東地方整備局及び独立行政法人水資源機構（関東地区に限る）では、特殊デザインの記念
ダムカードを以下のとおり配布いたします。
配布ダム ： 関東地方整備局及び独立行政法人水資源機構（関東地区に限る）の管理ダム・
建設中ダム
※各ダムへの来訪者のみに配布し、１人１枚とします。郵送等の対応は行っていません。
※各ダムとも当該ダムのダムカードのみを配布し、他ダムのダムカード配布は行いません。
※詳細は、資料「配布対象ダム一覧」参照
配布期間 ： 平成３１年２月２４日から５月３１日まで
※配布場所への交通状況等により、上記配布開始日によらないダムがあります。
最新の配布状況等については、各ダムの建設及び管理事務所までお問い合わせ下さい。
デザイン ： 下記４種類のデザインより、ダム毎に１種類を配布いたします。
１）『黄櫨染（こうろぜん）』：天皇陛下が宮中祭儀でお召しになる束帯装束の色目を基調としたデザインです。
２）『帛（はく）』：天皇陛下が神事のときにお召しなる帛の御衣（おんぞ）の「白」を基調としたデザインです。
３）『宝物』：宝物をイメージしたデザインです。
４）『お召し列車』：天皇、皇后両陛下がお乗りになるお召し列車の色を基調としたデザインです。
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河川管理課 建設専門官 石田 武司 （内線 ３７５３） 係長 滝 徹郎（内線 ３７７１）
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【資料】
１．天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードデザイン
２．配布対象ダム一覧（配布場所・配布時間・デザイン等）
ダムカードの詳細は下記ウェブページをご覧下さい。
http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html

国土交通省と独立行政法人水資源機構の管理するダムでは、ダムのことをより知って頂くことを目的として、平成19年よりダム来訪者への「ダムカード」の配布を開始しました。
全国で統一した形式で作成し、おもて面にはダムの写真を、うら面にはダムの形式・貯水池の容量・建設時の技術など、様々な情報を凝縮して掲載しております。
現在は、国土交通省及び水資源機構のダムのほか、一部の都道府県や発電事業者を含めたダムで作成し、ダムの管理事務所やその周辺施設において配布しております。

ダムカードとは

sample

天皇、皇后両陛下がお乗りになるお召し列車の色を基調としたデザ
インです。

４．『お召し列車』

sample

天皇陛下が神事のときにお召しなる帛の御衣（おんぞ）の「白」を基
調としたデザインです。

２．『帛（はく）』

※ダム毎に１種類のデザインを発行いたします

sample

宝物をイメージしたデザインです。

３．『宝物』

sample

天皇陛下が宮中祭儀でお召しになる束帯装束の色目を基調とした
デザインです。

１．『黄櫨染（こうろぜん）』

天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードデザイン

配布対象ダム一覧（配布場所・配布時間・デザイン等）：関東地方整備局
※ 下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。
水系名

利根川

利根川

利根川

河川名

霞ヶ浦

鬼怒川

男鹿川

ダム名

霞ヶ浦（北浦）

川治ダム

五十里ダム

デザイン

帛
（はく）

お召し列車

鬼怒川

川俣ダム

宝物

利根川

湯西川

湯西川ダム

帛
（はく）

渡良瀬川

渡良瀬貯水池

利根川

湯川

品木ダム

利根川

赤谷川

相俣ダム

利根川

利根川

利根川

片品川

藤原ダム

薗原ダム

お召し列車

配布場所の住所

WEBサイトURL

茨城県潮来市潮来３５１０

水郷潮来観光協会

9:30～17:00（原則火曜日定休）
（水郷潮来あやめまつり期間は無休）

茨城県潮来市あやめ１－１－１６

波崎出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎（敷地に入って左の建物）のインターホ
ンを押して下さい。

潮来出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎のインターホンを押して下さい。

茨城県潮来市潮来６１２４－６

鉾田出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎のインターホンを押して下さい。

茨城県鉾田市鉾田１０６６

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
休日は管理支所玄関のインターホンを押して
ください。

栃木県日光市川治温泉川治319-6

http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu

五十里ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
休日は管理支所玄関のインターホンを押して
ください。

栃木県日光市川治温泉川治295-1

http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

川俣ダム管理支所

9:00～16:00（土・日・祝日を含む）
管理支所玄関のインターホンを押してくださ
い。
※冬期（11月下旬～4月下旬予定）は、積
雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布し
ておりません。詳細は、鬼怒川ダム統合管理
事務所ホームページをご確認下さい。

栃木県日光市川俣646-1

http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

湯西川ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
管理支所屋外のインターホンを押してくださ
い。

栃木県日光市西川416

http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

渡良瀬遊水池出張所

8:30～17:15
（土・日・祝日は配布していません）

埼玉県加須市柏戸字宮345

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

北川辺スポーツ遊学館
（道の駅きたかわべ）

9:00～17:00
（月曜日(休日の場合は翌日)は配布していま
せん）
※平成３１年４月１日から４月下旬までリ
ニューアルのため休館します。

埼玉県加須市小野袋1737

https://www.city.kazo.lg.jp/sports/kankou/kankou/spot/12036.html

体験活動センターわたらせ

9:３0～1６:00
（月曜日(休日の場合は翌日・月曜日、火曜
日が祝日の場合はその翌日)は配布していま
せん）

渡良瀬第一調節池内

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/

野木町交流センター
（野木ホフマン館）

9:０0～１７:00
（月曜日（国民の休日にあたる場合は開園
し、翌平日が休館）は配布していません）

栃木県下都賀郡野木町大字野木３３２４－１０

http://www.town.nogi.lg.jp/page/page001120.html

品木ダム水質管理所
（土日祝は同管理所内の環境体験ア
ミューズメント）※

8:30～17:15（平日）
9:30～16:00（土・日・祝日）※
（12月～４月中旬は平日のみ配布していま
す。）

群馬県吾妻郡草津町大字草津６０４－１

http://www.ktr.mlit.go.jp/sinaki/

群馬県利根郡みなかみ町相俣１４９３

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

8:30～17:15

群馬県利根郡みなかみ町夜後２６

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

8:30～17:15

群馬県沼田市利根町
園原２３７８

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/

黄櫨染
相俣ダム管理支所
（こうろぜん）
帛
（はく）

平成３１年２月２１日現在
ダム所在
県名

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）
庁舎建物内（敷地に入って右の建物）の総務
課へお尋ね下さい。

宝物

帛
（はく）

配布日時

霞ヶ浦河川事務所

黄櫨染
川治ダム管理支所
（こうろぜん）

利根川

利根川

配布場所

藤原ダム管理支所

薗原ダム管理支所

茨城県

茨城県神栖市太田３１０９

http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00598.html

栃木県

群馬県

8:30～17:15

【スタンプラリー達成者へ配布。
※『やんば見放台』・『なるほ
ど！やんば資料館』（場所は下記
★アドレス）にてスタンプを押印
後に、当箇所へ持参した達成
道の駅八ッ場ふるさと館内情報 者。】
コーナー「やんば館」
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
★
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanb
a/yanba_kengaku03.html

群馬県吾妻郡長野原町大字林1567-4

群馬県

利根川

吾妻川

八ッ場ダム

宝物

【スタンプラリー達成者へ配布。
長野原・草津・六合ステーショ ※同上】
ン
9:00～16:00
（木曜日他、不定休）

群馬県吾妻郡長野原町大字長野原1263
−5

浅間酒造観光センター

【スタンプラリー達成者へ配布。
※同上】
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

群馬県吾妻郡長野原町長野原1392-10

北軽井沢観光センター

【スタンプラリー達成者へ配布。
※同上】
8:30～17:00
（水曜日他、不定休）

群馬県吾妻郡長野原町北軽井沢1988

http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/

やんばツアーズ（団体向け見学
団体向け見学会にて配布。
会）にて参加者へ配布

8:30～17:１５
（土・日・祝日は配布しておりま
せん）

利根川・
那珂川

霞ヶ浦導水

霞ヶ浦導水

お召し列車

霞ヶ浦導水工事事務所

荒川

荒川

二瀬ダム

お召し列車

二瀬ダム管理所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）

西浦和出張所

8:30～17:15（土・日・祝日は配布してい
ません）

彩湖自然学習センター

10:00～16:30（休館日は配布していませ
ん）
休館日：第２・第４・第５月曜日（この日が
国民の祝日の場合を除く）
毎月末日(この日が、土曜日・日曜日・国民
の祝日の場合を除く）

－

茨城県

茨城県土浦市下高津２－１－３

http://www.ktr.mlit.go.jp/dousui/dousui0059.html

埼玉県秩父市大滝３９３１－１

http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/

埼玉県さいたま市桜区田島8-17-1

http://www.ktr.mlit.go.jp/arajo/

埼玉県戸田市大字内谷2887

http://www.city.toda.saitama.jp/soshiki/378/

①千葉県印西市発作1207
②千葉県柏市戸張新田四反町26
③千葉県松戸市主水新田102

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonege/

埼玉県
荒川

利根川

相模川

相模川

荒川

北千葉導水路

中津川

中津川

荒川貯水池

北千葉導水路

宮ヶ瀬ダム

石小屋ダム

帛
（はく）

①北千葉第一機場
黄櫨染
②北千葉ビジターセンター
（こうろぜん）
③松戸排水機場

①9:00～17:00
（土、日、祝祭日は配布していません）
②9:30～16:00
（閉庁日（月曜日ただし、月曜日が祝祭日の
場合は火曜日）を除く。）
③9:00～17:00
（土、日、祝祭日は配布していません）

千葉県

相模川水系広域ダム管理事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日は配布していません。※利用
出来る駐車場は少し離れた場所にあるため、
相模川水系広域ダム管理事務所HPにてご確
認ください。）

神奈川県相模原市緑区青山字南山2145-50

宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館

4月～11月：9:00～１７：０0
12月～3月：10:00～16:00
（月曜日（祝日の場合はその翌日）は配布し
ていません。※利用出来る駐車場は相模川水
系広域ダム管理事務所HPにてご確認くださ
い。）

神奈川県愛甲郡愛川町半原字大沢5157

相模川水系広域ダム管理事務所

8:30～17:15
（土・日・祝日は配布していません。※利用
出来る駐車場は少し離れた場所にあるため、
相模川水系広域ダム管理事務所HPにてご確
認ください。）

神奈川県相模原市緑区青山字南山2145-50

宮ヶ瀬ダム水とエネルギー館

4月～11月：9:00～１７：０0
12月～3月：10:00～16:00
（月曜日（祝日の場合はその翌日）は配布し
ていません。※利用出来る駐車場は相模川水
系広域ダム管理事務所HPにてご確認くださ
い。）

神奈川県愛甲郡愛川町半原字大沢5157

黄櫨染
（こうろぜん）

お召し列車

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

神奈川県

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

配布対象ダム一覧（配布場所・配布日時・デザイン等）：水資源機構（利根川水系及び荒川水系に限定）
※ 下記時間内でも都合により配布対応不可の場合がありますので、お出かけの際は事前に連絡された方が確実です。
水系名

利根川

利根川

利根川

河川名

利根川

渡良瀬川

楢俣川

ダム名

霞ヶ浦（西浦）

草木ダム

奈良俣ダム

デザイン

宝物

配布場所

ダム所在
県名

平成３１年２月２１日現在
配布場所の住所

WEBサイトURL

利根川下流総合管理所

9:30～12:00、13:00～17:00（土、
日、祝日を含む。）

茨城県稲敷市上之島３１１２

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torikumi/tourism/damcar
d/area/kasumiga_card.html

霞ヶ浦ふれあいランド
水の科学館及び虹の塔

9:30～16:30休館日（毎週月曜日（祝日
の場合は翌日））を除く。

茨城県行方市玉造甲１２３４

http://www.city.namegata.ibaraki.jp/page/dir000922.html

行方市観光物産館
「こいこい」

9:00～18:00

茨城県行方市玉造甲１９６３－５

http://www.namegata-koikoi.com/

霞ヶ浦河川事務所
土浦出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）

茨城県土浦市蓮河原町４４９７

http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00016.html

霞ヶ浦河川事務所
麻生出張所

9:00～17:00（土、日、祝日を除く。）

茨城県行方市麻生１５７０－１

http://www.ktr.mlit.go.jp/kasumi/kasumi00016.html

8:30～17:00
（土・日・祝日及び年末年始を含む）

群馬県みどり市東町座間564-6

http://www.water.go.jp/kanto/kusaki/

黄櫨染
草木ダム管理所
（こうろぜん）

宝物

配布日時

①奈良俣ダム管理所
②ならまたサービスセンター
（ダムに隣接しています）

茨城県

①管理所の受付時間は、8:30～17:00
（土、日、祝日も配布）です。
②サービスセンターの受付時間は、9:30
～16:00（土、日、祝日も配布）
※サービスセンターの定休日（火曜日）及
び時間外は、奈良俣ダム管理所までお越し
下さい。

群馬県利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢6322-24 http://www.water.go.jp/kanto/numata/index.html
群馬県

※冬期（11月下旬～4月下旬予定）は、積
雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布
しておりません。詳細は、沼田総合管理所
ホームページをご確認下さい。

8:30～17:00（土、日、祝日も配布）
利根川

利根川

矢木沢ダム

お召し列車

矢木沢ダム管理所

利根川

神流川

下久保ダム

帛
（はく）

下久保ダム管理所

荒川

浦山川

浦山ダム

宝物

荒川ダム総合管理所

荒川

中津川

滝沢ダム

黄櫨染
滝沢ダム管理所
（こうろぜん）

※冬期（11月下旬～4月下旬予定）は、積
雪のため閉鎖しており、ダムカードは配布
しておりません。詳細は、沼田総合管理所
ホームページをご確認下さい。

群馬県利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-4

http://www.water.go.jp/kanto/numata/index.html

8:30～17:00（土・日・祝日を含む）

埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-3

http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/index.html

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

埼玉県秩父市荒川久那4041

http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押して
ください。

埼玉県秩父市大滝3021

http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html

①9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）を除く。）
①利根導水総合事業所
利根川

利根川

利根大堰

お召し列車
②行田市バスターミナル観光案内所

①埼玉県行田市大字須加字船川４３６９

②9:00～16:00 土曜・日曜・祝日
案内所（受付）にて配付（問い合わせにつ
いてはダムカードの配布に関することの
み）
お手持ちの用紙に利根大堰自然観察室内に
ある利根大堰のスタンプを押印のうえ、案
内所へ持参、提示。

①http://www.water.go.jp/kanto/tone/
②埼玉県行田市本丸３－５
②http://gyoda-kankoukyoukai.jp/blog/2016/03/post-332.html

①9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）を除く。）

－

利根川

村田川

真亀川

－

利根川

支川村田川

十文字川

武蔵水路

利根川河口堰

長柄ダム

東金ダム

黄櫨染
（こうろぜん）

お召し列車

①利根導水総合事業所
②行田市バスターミナル観光案内所

利根川河口堰管理所

9:30～12:00、13:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
土日祝日は、管理所の門の脇にあるイン
ターホンを押してください。

房総導水路事業所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）
※ダムと配布場所が離れていますので、配
布の際はダムへ行った証明写真等が必要と
なります。

長柄町都市農村交流センター

9:00～17:00
（木曜日を除く毎日）
詳細は、ホームページをご確認下さい。

房総導水路事業所

9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）
※ダムと配布場所が離れていますので、配
布の際はダムへ行った証明写真等が必要と
なります。

帛
（はく）

宝物

①埼玉県行田市大字須加字船川４３６９

②9:00～16:00 土曜・日曜・祝日
案内所（受付）にて配付（問い合わせにつ
いてはダムカードの配布に関することの
み）
お手持ちの用紙に利根大堰自然観察室内に
ある利根大堰のスタンプを押印のうえ、案
内所へ持参、提示。

①http://www.water.go.jp/kanto/tone/
②埼玉県行田市本丸３－５
②http://gyoda-kankoukyoukai.jp/blog/2016/03/post-332.html

千葉県

千葉県

千葉県香取郡東庄町新宿２２７６

http://www.water.go.jp/kanto/tonekako/

千葉県大網白里市池田455

http://www.water.go.jp/kanto/bouso/

千葉県長生郡長柄町山之郷70-15

http://www.wakuwaku-nagara.com/

千葉県大網白里市池田455

http://www.water.go.jp/kanto/bouso/

