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浅瀬石川ダム・津軽ダム
ライトアップを実施しました
～ 浅瀬石川ダム資料館・津軽ダム資料展示室再開を記念して ～
令和２年７月１日（水）から５日（日）の５日間、岩木川ダム統合管理事務所が管理する浅瀬石川ダムと津軽
ダムでライトアップを実施しました。これは、新型コロナウイルス感染症拡大防止のために令和２年２月２８日
から休館としていた「浅瀬石川ダム資料館・津軽ダム資料展示室」を７月１日から、平日のみの１０時００分～
１６時００分の間で再開することを記念して行ったものです。
浅瀬石川ダムでは希望と願いを込めた『レインボーライトアップ』でダム堤体を照らし、津軽ダムは新型コロナ
ウイルス感染症対応に従事されている医療関係者の方々への感謝と敬意を込めて『ブルーライトアップ』にて
ダム堤体を照らしました。
７月３日２０時頃に浅瀬石川ダムライトアップをご覧になられていた黒石市の中村さんは、「浅瀬石川ダムの
ライトアップを見るのは初めて。何十年ぶりかにここへ来た。とても綺麗です。」と話されました。一緒にいらっ
しゃっていた奥様は「ネットで情報見て来ました。つり橋から見る光景も綺麗。」と感動された様子でした。
ダム資料館および資料展示室では、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、来館時の手指消毒、マス
ク着用や距離の確保等をお願いしています。また、「来館者確認カード」への記入もお願いしています。浅瀬石
川ダム・津軽ダムへお越しの際はご協力をお願いいたします。
（国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所）

▲浅瀬石川ダム
月とライトアップを同時に楽しむことが出来ました

▲津軽ダム
雨とライトアップのコラボレーションも神秘的

浅瀬石川ダム・津軽ダムの情報はTwitterが便利！

浅瀬石川ダムイメージキャラクター
あっちゃんとパパ

津軽ダムイメージキャラクター
ペッカー君
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浅瀬石川ダム・津軽ダム
ＰＲ動画を配信中！
～ 森と湖に親しむ旬間 ２０２０ ～
国土交通省及び林野庁では、昭和62年度から、国民の皆さんが森林や湖に親しむことにより、心身をリフレッ
シュしながら、森林やダム等のもっている自然豊かな空間や社会生活に果たしている役割について理解を深め
ていただくことを目的として、毎年7月21日から7月31日までを「森と湖に親しむ旬間」として定めています。
今年度は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため例年同期間に行っている集客型イベントは行わず、
WEB上で「森と湖に親しむ旬間」のＰＲ動画を作成しました。
動画では、青森県出身のご当地グループRINGOMUSUMEとともに浅瀬石川ダム・津軽ダムの堤体内部を見
学しながら、ダムの役割や仕組みについて知ることが出来ます。当事務所職員の説明により、各10分程度でと
ても楽しく学べる動画となっておりますのでぜひご覧ください。

岩木川ダム統合管理事務所ホームページ http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/
《 動画配信期間：令和2年7月21日(火)～令和3年7月20日(火) 》
（国土交通省 東北地方整備局 岩木川ダム統合管理事務所）

▲令和2年度の「森と湖に親しむ旬間」周知ポスターとちらし
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一般社団法人ダム工学会
ダムの役割と操作・環境保全（動画）及び
ダム堆砂の有効活用（意見募集）に関する研究成果
（一社）ダム工学会において、「ダムの役割と操作～豪雨時の備えと次の一手
～」及び「ダムの環境保全～プラス思考の土砂管理～」と題する２編の動画を作
成しました。この２動画は、一般の方々のダムに関する基礎的な理解を促進する
ため、ネット（YouTube等）を通して配信しておりますので、ご視聴ください。
また、流域全体の観点からダム貯水池を「永く賢く使う（機能強化）」注）こ
とが重要との認識の下、ダム堆砂の有効活用を推進することを目的として、現況
の分析、課題の抽出などの研究成果をとりまとめました。この研究成果に関して
意見募集を実施しておりますので、ご協力のほどよろしくお願いします。 注）
「ダム堆砂対策の促進に向けて（提言），3，2020.」
以上について、ダム工学会ホームページをご参照ください。
ダムの役割と操作

■構成■
①ダムの役割
②ダム操作の概要
③大雨時のダムの役割や操作
④異常豪雨時のダムの役割や操作
⑤洪水調節機能を高める取り組み

ダム工学会ホームページ

http://www.jsde.jp/

ダムの環境保全

■構成■
①ダムと河川環境
②日本の土砂環境とダム
③ダムの堆砂対策と土砂還元
④土砂還元の効果

～ お 問 合 せ ～
（一社）ダム工学会 事務局
TEL 03-5815-4161
FAX 03-5815-4162
E-mail dam_eng@jdec.or.jp
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投稿記事募集

『ダムニュース』編集事務局では、下記のようなあらゆる情報・話題を広く募集して
おります。
内容等につきましては特に問いませんので、下記を参照の上、積極的にご投稿くださ
いますようお願い申し上げます。

１．イベントの開催通知・報告（水の週間、サマーカーニバル、花火大会、コンサート等）
２．小学生等によるダム見学会についての報告（絵・感想文等）
３．ダム所在地等における伝統的な行事の紹介（祭り等）
４．ダム事業に関するPR 活動の紹介（パンフレット、ポスター等）
５．ダム周辺の自然紹介
６．ダム周辺の観光レクリエーション活動の紹介（スポーツ大会等）
７．研究会・講演会・シンポジウムの開催（通知・報告）
８．水害・地震等報告
９．ダム資料館・交流館等の紹介

なお、ご不明な点及び執筆にあたっての要領等につきましては、下記担当までご連絡く
ださい。
※ダムニュースの配信先変更や配信停止などのご希望がありましたら、
ダムニュース編集事務局までご連絡をお願い致します。

［法人名］ 一般財団法人 ダム技術センター『ダムニュース』
［郵便番号］〒110-0008
［住所］東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル2F
［担当者］企画部 ダムニュース担当
［電話］03-5815-4161
［FAX］ 03-5815-4162
［電子メール］damnews@jdec.or.jp

編集事務局
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ダム技術
・月刊誌 A4 判 12 部/年 年度契約（定期購読申込）
令和2 年4 月号（No.403）～令和3 年3 月号（No.414）1,260円（税別・送料込）

2. 多目的ダムの建設 平成17年版（全7巻）
・平成17 年 6 月発行 A4 判 88,200 円（税込・送料別）
3. RCD工法技術の進歩
・平成17 年 12 月発行 A4 判 4,500 円（税込・送料別）
4. ダムの安全管理
・平成18 年 5 月発行 B5 判 2,000 円（税込・送料別）
5. 台形CSG ダム施工・品質管理技術資料
・平成19 年 9 月発行 A4 判 2,000 円（税込・送料別）
6. 地質現象とダム
・平成20 年 6 月発行 A4 判 7,000 円（税込・送料別）
7. 改訂3版 コンクリートダムの細部技術
・平成22 年 8 月発行 A5 判 6,000 円（税込・送料別）
8. ダム工事積算の解説 平成23 年版
・平成23 年 5 月発行 A4 判 1,900 円（税込・送料別）
9. 改訂版 巡航RCD工法施工技術資料
・平成24 年 2 月発行 A4 判 2,000 円（税込・送料別）
10. 台形CSG ダム設計・施工・品質管理技術資料
・平成24 年 6 月発行 A4 判 3,000 円（税込・送料別）
11. ダム基礎における立体的岩盤透水性分布の把握手法
・平成25年 5 月発行 A4 判 5,000 円（税込・送料別）
12. ダム技術Q&A－総集編－改訂版Ⅰ
・平成27年3月発行 A4判 3,000円（税別・送料別）
13. ダムの地質調査―ボーリング・調査坑・トレンチ―
・平成27年3月発行 A4判 6,000円（税込・送料別）
14. ダム工事積算の解説（平成28年度版）
・平成28年5月発行 A4判 2,500円（税込・送料別）

書店では販売をしておりません。
お申込みは、ダム技術センターへ、FAXまたはE-mailをご利用下さい。
申込用紙の形式は定めておりませんが、参考形式が必要な方は、当センターホームページにて、出版物
の項目よりPDF形式でダウンロードする事が可能となっております。

［法人名］ 一般財団法人 ダム技術センター 図書販売
［郵便番号］〒110-0008
［住所］東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル2F
［担当者］図書販売担当
［電話］03-5815-4161
［FAX］ 03-5815-4162
［電子メール］books@jdec.or.jp

図書注文書
一般財団法人ダム技術センター図書販売担当宛
FAX（03-5815-4162）
下記のとおり注文します。

No

書籍名

部数

1
2
3
＊公/私どちらかに○をお付け下さい。
公→宛名（会社名） 私→宛名（申込者名）となります。

申込者
（ご氏名）

公・（宛名（会社名））

私・（宛名（申込者名））

ふりがな

会社名
事務所名・
部署名
（〒

-

）

所在地
TEL

FAX

E-mail
通信欄
◆ご注文の商品は、3 日～10 日程度でお手元に届きます。
◆請求書、納品書、見積書は、商品とは別途郵送にてお届けいたします。(到着日は、商品と1 日程度誤差あり)
◆代金お支払いについて、郵便振替時の手数料は当センターが負担いたします。なお、銀行振込でお支払いされる場
合には、お手数ですがお振込日・お取扱銀行・請求書番号(請求書右上)・金額を必ず書面(FAX もしくは通知状)にて
ご通知下さい。
◆銀行振込の手数料は、お客様のご負担となります。ご通知がない場合、代金が振り込まれても未払い扱いとなり、
後日再請求する可能性があります。ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
◆特定の様式による請求書等をご希望の際は、注文書、指定請求用紙などを同封の上、郵便もしくはFAX、E-mail等に
て上記の問い合わせ先にお申し込み下さい。なお、郵便によるご注文の場合、商品到着までに通常より日数がかかり
ますのでご了承下さい。

［法人名］ 一般財団法人 ダム技術センター 図書販売
［郵便番号］〒110-0008
［住所］東京都台東区池之端2-9-7 池之端日殖ビル2F
［担当者］図書販売担当
［電話］03-5815-4161
［FAX］ 03-5815-4162
［電子メール］books@jdec.or.jp

