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記 者 発 表 資 料 

天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードを発行します 

国土交通省及び独立行政法人水資源機構では、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 ： 国土交通省及び独立行政法人水資源機構の管理ダム・建設中ダム 

      ※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、上記配布期間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。 

【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・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  
 

≪問い合わせ先≫ 

国土交通省 九州地方整備局 河川管理課  課長 三浦（内線：3751）、課長補佐 中司（内線：3753） 

          電話 092(471)6331 （代表） 

独立行政法人 水資源機構 筑後川局 施設管理課 課長 小栗（内線：331）、課長補佐 出水（内線：332） 

      電話 0942(34)7001 （代表） 

天皇陛下が御在位三十年を迎えられることを記念して、国土交通省及び独立行政法人水資源

機構は、特殊デザインの記念ダムカードを配布いたします。 



１．『黄櫨染（こうろぜん）』 ２．『帛（はく）』

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。

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』 ４．『お召し列車』

宝物をイメージしたデザインです。 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。

天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードデザイン

※ダム毎に１種類のデザインを発行いたします

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 sample

sample sample



配布対象ダム一覧（配布場所・デザイン等）

※　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。 平成３１年２月２１日現在

水系名 河川名 ダム名 管理者 デザイン 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 WEBサイトURL

筑後川 佐田川 寺内ダム 水資源機構
黄櫨染

（こうろぜん）
寺内ダム管理所

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

福岡県朝倉市荷原１５１６－６ https://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/

筑後川 小石原川 江川ダム 水資源機構 お召し列車 両筑平野用水管理所

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

福岡県朝倉市江川１６６０－６７ https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

筑後川 筑後川 筑後大堰 水資源機構 お召し列車 筑後大堰管理室

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

福岡県久留米市安武町武島1063-2 http://www.water.go.jp/chikugo/coozeki/

朝倉総合事業所
平日８３0～17:00（土・日・祝日・年末
年始（12/29～1/3)を除く）

福岡県朝倉市上秋月1373番地1 https://www.water.go.jp/chikugo/koishi/

あまぎ水の文化村

4～10月　10：00～18：00
11～3月　10：00～17：00

【休館日】毎週月曜及び毎月第3火曜日。
但し、その日が祝日の場合は翌日。
 年末年始（12/28～1/4）

福岡県朝倉市矢野竹８３１ http://www.mizunobunkamura.com/

松浦川 厳木川 厳木ダム 国土交通省
帛

（はく）
厳木ダム管理支所

8:30～17:15（平日）
9:00～17:00（土・日・祝日）
・休日は、玄関のインターホンを押してく
ださい。
・休日は、巡視で不在の時があります。
（1時間程度）

佐賀県 佐賀県唐津市厳木町広瀬４４６－４ http://www.qsr.mlit.go.jp/kyuragi/

嘉瀬川ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）
休日は玄関のインターホンを押してくださ
い。

佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬１－１ http://www.qsr.mlit.go.jp/kasegawa/

ダムの駅富士しゃくなげの里
9:00～18:00
定休日：毎月第2水曜、1月1日～1月3日

佐賀県佐賀市富士町大字畑瀬１-３１ http://shakunage-s.com/

緑川 緑川 緑川ダム 国土交通省
帛

（はく）
緑川ダム管理所

8:30～17:15（平日）
土・日・祝日及び年末年始（12月29日～
1月3日）は除く

熊本県下益城郡美里町畝野３４５６ http://www.qsr.mlit.go.jp/midori/

菊池川 迫間川 竜門ダム 国土交通省 宝物 竜門ダム管理支所
９:０0～1６:３０（土・日・祝日含む）
年末年始は除く(12月29日～1月3日)

熊本県菊池市龍門870番地 http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

筑後川 津江川 下筌ダム 国土交通省 お召し列車 下筌ダム管理支所
8:30～17:15（平日）
10:00～17:00（土・日・祝日）

熊本県阿蘇郡小国町大字黒渕5827-3 http://www.qsr.mlit.go.jp/toukan/

白川 白川
立野ダム

（建設中）
国土交通省 お召し列車 ニコニコ屋

9:00～17:00（定休日：火曜）
年末年始は除く（12月29日～1月3日）

熊本県阿蘇郡南阿蘇村立野１５７６
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所にあり
ますのでご注意願います。

http://www.qsr.mlit.go.jp/tateno/

松原ダム管理支所
8:30～17:15（平日）
10:00～17:00（土・日・祝日）

大分県日田市大山町西大山8492-2 http://www.qsr.mlit.go.jp/toukan/

おすそわけ野菜のレストラン松原
11:00～15:00（火曜を除く平日）
11:00～18:00（土・日・祝）

大分県日田市大山町西大山8492-1 http://osusowake-yasai.com/

山国川 山移川 耶馬渓ダム 国土交通省
黄櫨染

（こうろぜん）
耶馬渓ダム分室

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
・休日は、玄関のインターホンを押してく
ださい。
・休日は、巡視で不在の時があります。
（３０分程度）

大分県中津市耶馬渓町大字柿坂１８０６－６ http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/

筑後川 赤石川 大山ダム 水資源機構
帛

（はく）
大山ダム管理室

8:30～17:00（土・日・祝日含む）
管理所玄関のインターホンを押してくださ
い。
休日は、巡視等で不在の場合があります。

大分県日田市大山町西大山2008-1 http://www.water.go.jp/chikugo/oyama/

大分川 七瀬川
大分川ダム
（建設中）

国土交通省 宝物 ななせ館
9:00～17:00（土・日・祝日を除く）
年末年始は除く（１２月２９日～１月３
日）

大分市大字廻栖野字新界２５０１－１０
※ダムカード配布場所とダムは離れた場所にあり
ますのでご注意願います。

http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/

鶴田ダム管理所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
・休日は、玄関のインターホンを押してく
ださい。
・休日は、巡視で不在の時があります。
（３０分程度）

鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－２

川内川大鶴ゆうゆう館
（無料休憩所、食事可能）

9:00～17:00（火曜日を除く平日及び
土・日・祝日を含む）

鹿児島県薩摩郡さつま町神子３９８８－７

熊本県

大分県

大分県

嘉瀬川 嘉瀬川 嘉瀬川ダム お召し列車国土交通省

国土交通省

筑後川 小石原川 小石原川ダム 宝物

佐賀県

福岡県

水資源機構

http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/鹿児島県

筑後川 筑後川 松原ダム 宝物

川内川 川内川 鶴田ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
国土交通省
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