
1 夕張
 ゆうばり

シューパロダム 一級河川石狩川水系夕張川 110.6 390.0 重力式コンクリートダム 北海道開発局 夕張川ダム総合管理事務所
北海道夕張市

南部青葉町573番
0123 55- 5151

8:30～17:15
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/yuubari_damu/kluhh4000000dn5o.html

2 川端
かわばた

ダム 一級河川石狩川水系夕張川 21.4 280.0 重力式コンクリートダム 北海道開発局 夕張川ダム総合管理事務所
川端ダム管理支所

北海道夕張郡栗山町
字滝の下53-2

0123-85-2311
8:30～17:15

（通年（ただし年末年始を除く））
ダム関連 https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/yuubari_damu/kluhh4000000e61x.html

3 鶉
うずら

ダム 二級河川厚沢部川水系鶉川 52.2 220.0
中心不透水性ゾーン型

フィルダム
厚沢部町
江差町

道の駅あっさぶ
北海道檜山郡厚沢部町

緑町72番地1
0139-64-3738

8：30～18：00
（通年ただし年末年始を除く、
11/1～4/30は9：00～17：00）

ダム関連 https://www.town.assabu.lg.jp/modules/sightinfo/content0027.html

5 岩洞
がんどう

ダム 一級河川北上川水系丹藤川 40.0 351.0 傾斜遮水ゾーン型フィルダム 岩手県企業局 企業局経営総務室 岩手県盛岡市内丸11-1 019-629-6389

9：00～12：00、13：00～16：00
（平日のみ。ただし年末年始を除く）
ダムの写真を撮影し、提示が必要。

ダム関連 https://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/denki/suiryoku/1015339.html

6 豊沢
とよさわ

ダム 一級河川北上川水系豊沢川 59.1 150.0 重力式コンクリートダム 岩手県 豊沢ダム管理所
岩手県花巻市

北豊沢山国有林567林班ホ小班
0198-25-2330

9:00～17:00
（通年）

ダム関連 https://www.pref.iwate.jp/kennan/kita_nousonseibi/toyosawa/1013724.html

7 入
いり

畑
はた

ダム 一級河川北上川水系夏油川 80.0 233.0 重力式コンクリートダム 北上市
金ケ崎町

岩手県県南広域振興局
土木部北上土木センター

岩手県北上市
芳町2-8

0197-65-2738

8：30～17：15
（平日のみ。ただし年末年始を除く）

ダムの写真を1枚以上撮影し、
その写真の提示が必要。

ダム関連 https://www.pref.iwate.jp/kennan/kita_doboku/1013877/index.html

8 相川
あいかわ

ダム 一級河川北上川水系相川 40.3 168.0 中心遮水ゾーン型フィルダム 藤沢土地改良区
ふじさわ

藤沢土地改良区
一関市藤沢町西口字玉川

205番地3
0191-61-1058

8:30～17:00
（平日のみ。ただし年末年始を除く）

注1

9 千松
せんまつ

ダム 一級河川北上川水系二股川 26.8 111.0 重力式コンクリートダム 藤沢土地改良区
ふじさわ

藤沢土地改良区
一関市藤沢町西口字玉川

205番地3
0191-61-1058

8:30～17:00
（平日のみ。ただし年末年始を除く）

注1

ダム関連 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/aratozawa-gaiyou.html#shogen

ダムカード http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/damcard.html

ダム関連 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/koda-gaiyou.html#shogen

ダムカード http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/damcard.html

12 岩堂
がんどう

沢
さわ

ダム 一級河川北上川水系岩堂沢 68.0 200.0 重力式コンクリートダム 宮城県 大崎地方ダム総合事務所
宮城県加美郡加美町

城生字前田20
0229-63-2845

8:30～17:15
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/

13 二ッ
ふたつ

石
いし

ダム 一級河川鳴瀬川水系二ツ石川 70.5 439.0 中心遮水ゾーン型フィルダム 宮城県 大崎地方ダム総合事務所
宮城県加美郡加美町

城生字前田20
0229-63-2845

8:30～17:15
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/

14 新鶴子
し ん つ る こ

ダム 一級河川最上川水系丹生川 96.0 283.9 中心遮水ゾーン型フィルダム 山形県 村山北部土地改良区
山形県尾花沢市大字尾花沢

字南原1601番３
0237-23-2515

9:00～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

米沢平野土地改良区
山形県米沢市

金池5丁目9番5号
0238-23-0015

8:30～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

水窪ダム管理事務所
山形県米沢市

大字三沢23434-1
0238-35-2309

8:30～17:00
（土日祝祭日のみ）

ダム関連 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuu-syogen.html

ダムカード https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuutop.html

17 新宮川
しんみやかわ

ダム 一級河川阿賀野川水系宮川 69.0 325.0 重力式コンクリートダム 福島県 会津宮川土地改良区
福島県大沼郡会津美里町

字油田1545
0242-54-7154

8:30～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダムへ行った証明写真等が必要
ダムカード http://www.aizumiyakawa.jp/damcard.htm

18 大柿
おおがき

ダム 二級河川請戸川水系請戸川 84.5 262.0 中心遮水ゾーン型フィルダム 福島県 請
うけどがわ

戸川土地改良区
福島県双葉郡浪江町

大字権現堂字上蔵役目34
0240-34-4200

8:30～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 http://www.ukedogawa.jp/about/oogakidam/ 注2

19 金沢
かねざわ　

調整池
ちょうせいち

阿武隈川水系谷田川支川上石川支流 30.8 247.8 重力式コンクリートダム
郡山市東部
土地改良区

郡山市東部土地改良区
福島県郡山市田村町金沢字大六

146-81
024-965-1551

8:30～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

20 高柴
たかしば

調整池
ちょうせいち

阿武隈川水系太平川支流 24.3 128.0 中心遮水ゾーン型フィルダム 郡山市東部
土地改良区

郡山市東部土地改良区
福島県郡山市田村町金沢字大六

146-81
024-965-1551

8:30～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

21 千五沢
せ ん ご さわ

ダム 一級河川阿武隈川水系北須川 43.0 176.5 中心遮水ゾーン型フィルダム 石川町ほか５市村 千五沢ダム管理事務所
福島県石川郡石川町
大字母畑字辺栗49

0247-26-1435
9:00～17:00

（平日のみ（ただし年末年始を除く））
ダム関連 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/senngozawadamsaikaihatujigyou2.html

矢吹原
やぶきはら

土地改良区
福島県西白河郡矢吹町

八幡町409-1
0248-42-3121

10:00～16:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 https://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/abukuma/hatoridamu/gaiyou.html

道の駅 羽鳥湖高原
福島県岩瀬郡天栄村

大字田良尾字芝草1－3552
0248-85-2547

4月１日～11月30日　9:00～18:00
12月１日～3月31日　9:00～17:00

ダムカード http://yabukihara.org/Damcard/index.html

ダム関連 http://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/index.html

ダムカード https://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/damcard.html

ダム関連 http://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/index.html

ダムカード https://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/damcard.html

※新型コロナウイルス感染症対策により一時配布休止や配布時間変更になる場合があります。ダムに来訪いただく際は、電話等により、事前にお問い合わせいただく方が、より確実となります。

深山
み や ま

ダム 一級河川那珂川水系那珂川

16 日中
にっちゅう

ダム 一級河川阿賀野川水系押切川 101.0

山形県 ダム関連 http://www.yonezawa-heiya.or.jp/publics/index/74/

169.5 中心遮水ゾーン型フィルダム

205.0

東北農政局

0241-36-2014

9:00～12:00及び13:00～16:00
（平日のみ（土・日・祝日・年末年始を除く））

76.0 重力式コンクリートダム 栃木県
那須農業振興事務所

那須広域ダム管理支所

333.8 表面遮水型ロックフィルダム 栃木県 那須農業振興事務所
那須広域ダム管理支所

栃木県那須塩原市
百村3092-1

0287-69-0101

栃木県那須塩原市
百村3092-1

0287-69-0101
9:00～12:00及び13:00～16:00

（平日のみ（土・日・祝日・年末年始を除く））

8:30～17:15
（通年）

栗原地方ダム総合事務所

栗原地方ダム総合事務所
宮城県栗原市

花山字本沢向原11
0228-56-2233

8:30～17:15
（通年）

8:30～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

15

※12時から13時の間の来所及びお問い合わせについては、極力、ご遠慮願います。

　　注１：現在の在庫が無くなり次第配布終了
　　注２：現在、大柿ダムは帰還困難区域内に存していますので、関係者以外は立入禁止となっています。

山形県

24 板室
いたむろ

ダム 一級河川那珂川水系那珂川 16.8

関

東

農

政

局

栃木県

日中ダム管理所

520.0 宮城県

75.523

413.7 宮城県 宮城県栗原市
花山字本沢向原11

423.0 福島県

0228-56-2233荒
あら

砥沢
と ざ わ

ダム

福島県

22 羽鳥
は と り

ダム

11 小田
こ だ

ダム 一級河川北上川水系長崎川 43.5

水窪
みずくぼ

ダム 一級河川最上川水系刈安川

一級河川北上川水系二迫川 74.4

62.0

一級河川阿賀野川水系鶴沼川 37.1

中心遮水ゾーン型フィルダム

中心遮水ゾーン型フィルダム

中心遮水ゾーン型フィルダム

中心遮水ゾーン型フィルダム

北

海

道

開

発

局

北海道

福島県喜多方市
熱塩加納町熱塩オソバ丙1451-3

岩手県

ダムカード（国営造成施設）  配布場所一覧表 ①  〔北海道・東北・関東〕
管内

都道
府県

番号 ダム名 河川名
諸元(m)

ダム管理者
住　　　所

（配布場所）
ダムタイプ

東

北

農

政

局

青森県 4 世
よま

増
さ り

ダム 二級河川新井田川水系新井田川 52.0

宮城県

10

電話番号
（配布場所）

配布日時
関連ＵＲＬ

（下記のURLをクリックすると該当ダムの関連情報がご覧になれます）
備考

堤高 堤長

道の駅なんごう
青森県八戸市

南郷大字中野字舘野4-4 0178-82-2902

8:00～19:00
（通年（ただし1/1～2を除く））

ダムへ行った証明写真等が必要

247.0 重力式コンクリートダム

10:00～15:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

配布時間内でも施設点検等で管理者不在
となり、配布できない場合があります。 ダム関連 https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/kenmin/ha-kendo/dam-yomasari.html

青森県
岩手県

世増ダム管理所
青森県八戸市

南郷大字島守崩向
0178-83-2991

配布場所

（令和４年９月１日時点）

http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/aratozawa-gaiyou.html#shogen
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/damcard.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/koda-gaiyou.html#shogen
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/kh-dam/damcard.html
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/
http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/osdam/
http://www.yonezawa-heiya.or.jp/publics/index/74/
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuu-syogen.html
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuutop.html
http://www.aizumiyakawa.jp/damcard.htm
http://www.ukedogawa.jp/about/oogakidam/
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/senngozawadamsaikaihatujigyou2.html
https://www.maff.go.jp/tohoku/nouson/kokuei/abukuma/hatoridamu/gaiyou.html
http://yabukihara.org/Damcard/index.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/index.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/damcard.html
http://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/index.html
https://www.pref.tochigi.lg.jp/g57/damcard.html
http://www.yonezawa-heiya.or.jp/publics/index/74/


26 笹ヶ峰
ささがみね

ダム 一級河川関川水系関川 48.6 317.9 中心遮水型ロックフィルダム 新潟県 笹ヶ峰ダム管理事務所
新潟県妙高市

杉野沢字宇棚3375-1
0255-86-6334

8:30～17:00
平日のみ

（ただし冬期間（11月20日～3月31日）を除く）
ダム関連 https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jouetsu_norin/sasagaminedamu-top.html

27 和田川
わ だ が わ

ダム 一級河川庄川水系和田川 21.0 137.0 重力式コンクリートダム 富山県 和田川ダム管理事務所
富山県砺波市

増山1491
0763-37-0286

9:00～17:00
（通年）

ダム関連 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1552/index.html

ダム関連 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1559/kj00009248-001-01.html

ダムカード http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html

ダム関連 http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1650/index.html

ダムカード http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html

ダム関連 http://www.pref.ishikawa.lg.jp/dainichikawadamu/

ダムカード https://www.pref.ishikawa.lg.jp/dainichikawadamu/damcard.html

福井県 31 桝谷
ますたに

ダム 一級河川九頭竜川水系日野川ほか 100.4 345.9
中心遮水ゾーン型
ロックフィルダム

福井県 桝谷ダム監視所
福井県南条郡南越前町

宇津尾95-17-5
0778-45-1314

8:30～17:15
（通年）

32 羽布ダム 一級河川矢作川水系巴川 62.5 398.5 重力式コンクリートダム 愛知県 羽布ダム管理所
愛知県豊田市

羽布町鬼ノ平1-91
0565-90-3501

9:30～12:00及び13:00～17:00
(年末年始を除く)

ダム関連 https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa-nourin/0000012947.html

ダム関連 http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/inuyama/index.html

ダムカード http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/inuyama/card.html

犬山城前観光案内所
愛知県犬山市
犬山北古券12

－
9:00～17:00

（ただし12/29～31を除く）
ダムカード https://inuyama.gr.jp/news/49969

安濃ダム管理室
三重県津市

芸濃町河内字岩坂3162-3
059-265-4133

9:30～12:00及び13:00～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

錫杖
しゃくじょうこすいそう

湖水荘
三重県津市

芸濃町河内679
059-265-2019

9:00～17:00
通年

（ただし休館日（火曜日）及び年末年始を除く）

ダム関連 https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/dam/18287.html

ダムカード https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/dam/18284.html

36 蔵王
ざ お う

ダム 一級河川淀川水系日野川 56.0 370.0 中心遮水型ロックフィルダム

    近江八幡市、東近
    江市日野町及び竜
    王町日野川用水施
    設管理協議会

蔵王ダム管理所
滋賀県蒲生郡日野町

大字蔵王333−97
0748-52-5050

9:00～17:00
（通年）

37 川代ダム 一級河川加古川水系篠山川 － － ゲート式ダム 近畿農政局 川代ダム管理所
兵庫県丹波篠山市

大山下字大下ノ坪353-1
079-566-0905

8:30～17:00
（通年）

ダム関連 http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html 注２

小阪部川ダム管理事務所
岡山県新見市
上熊谷6961

0867-76-1013
9：00～17：00

（平日のみ（ただし年末年始を除く））
ダム関連   http://t-midori.net/ijikanrisisetu.html

河本ダム管理事務所
岡山県新見市

金谷126-2
0867-72-0961

9:00～17:00
（通年）

 ダムカード http://t-midori.net/topics.damcardsaikai.html

広島県 46 三川
み か わ

ダム 一級河川芦田川水系芦田川 53.0 154.2 重力式コンクリートダム 広島県 三川ダム管理事務所
広島県世羅郡世羅町

伊尾11107-4
0847-24-0801

8:30～17:15
（通年）

ダム関連 https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/fcmikawa/ 注３

0795-32-0016
8:30～17:00

（通年）
ダム関連

※12時から13時の間の来所及びお問い合わせについては、極力、ご遠慮願います。
※新型コロナウイルス感染症対策により一時配布休止や配布時間変更になる場合があります。ダムに来訪いただく際は、電話等により、事前にお問い合わせいただく方が、より確実となります。
　　注１：犬山頭首工は、河川法第44条に定めるところのダム（高さ15m以上のもの）ではありませんが、水を堰上げする施設のため、地域ではダムとも称されていますので、国土交通省等のダムカード様式に準拠し、ダム（堰）カードを作成しています。
　　注２：川代ダムは、河川法第44条に定めるところのダム（高さ15m以上のもの）ではありませんが、河道の貯留機能を有しており、ダムと定義していますので、国土交通省等のダムカード様式に準拠し、ダム（堰）カードを作成しています。
　　注３：三川ダム管理事務所で作成しているオリジナルのダムカードとなりますので、国土交通省等のダムカード様式には準拠していません。

配布場所ダムタイプ

岡山県 45 小阪部川
お さ か べ が わ

ダム 一級河川高梁川水系小坂部川 67.2 145.0 重力式コンクリートダム 高梁川用水土地改良区

米子市ほか３町 下蚊屋ダム管理事務所
鳥取県日野郡江府町

助澤483-32
0859-77-2101 ダム関連 https://www.pref.tottori.lg.jp/27983.htm8:30～17:00

（平日のみ（ただし年末年始を除く））

永源寺
え い げん じ

ダム

中

国

四

国

農

政

局

鳥取県 44 下蚊屋
さ が り か や

ダム 一級河川日野川水系俣野川 55.5 210.0 中心遮水型ロックフィルダム

重力式コンクリートダム

近

畿

農

政

局

滋賀県

35

43

41 呑
どん

吐
ど

ダム
一級河川加古川水系
志染川支流山田川

71.5

392.0 複合ダム一級河川淀川水系愛知川 73.5

260.0 重力式コンクリートダム

大迫ダム管理所
奈良県吉野郡川上村
北和田長屋峯615-5

http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki/index.html

津
つ

風呂
ぶ ろ

ダム 一級河川紀の川水系津風呂川 ダム関連 http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki/index.html近畿農政局  津風呂ダム管理所
奈良県吉野郡吉野町

河原屋849-5
0746-32-2335

9:00～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

54.3 240.0

8:30～17:00
（通年）

ダム関連0746-54-0800

近畿農政局

奈良県

42 大迫
おおさこ

ダム 一級河川紀の川水系紀の川 70.5 222.3 アーチ式コンクリートダム 近畿農政局

東

海

農

政

局

愛知県 犬山頭首工管理所
愛知県犬山市

犬山北古券番地なし
0568-61-1003

9:00～17:00
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

三重県 34 安濃
あ の う

ダム
二級河川安濃川水系安濃川、

志登茂川水系志登茂川、前田川
212.0 重力式コンクリートダム 三重県

33 犬山
いぬやま

頭首工
とう しゅ こ う

一級河川木曽川水系木曽川 － － フィックスドタイプ
（半可動堰）

73.0 ダムカード

滋賀県

兵庫県三木市
志染町三津田1525

0794-87-3321

電話番号
（配布場所）

配布日時
関連ＵＲＬ

（下記のURLをクリックすると該当ダムの関連情報がご覧になれます）
備考

注１東海農政局

http://www.pref.mie.lg.jp/TNORIN/HP/000212171.htm

永源寺ダム管理支所
滋賀県東近江市

永源寺相谷町34-7
0748-27-0058

9:00～17:00
（通年）

8:30～17:00
（通年）

ダム関連 http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
    淀川水系土地改良調査管
    理事務所加古川水系広域
    農業水利施設総合管理所

http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/damu-u.htmlダム関連内の倉ダム管理所
新潟県新発田市

小戸字足無沢3155
0254-28-2259

101.0

9:00～17:00
（通年）

8:30～16:30
通年

（ただし冬期間（11月下旬～４月下旬）を除く）

238.0

ダムカード（国営造成施設）  配布場所一覧表 ②  〔北陸・東海・近畿・中国四国〕
管内

都道
府県

番号 ダム名 河川名
諸元(m)

ダム管理者
住　　　所

（配布場所）

59.9

229.4 アーチ式コンクリートダム

82.5

堤高 堤長

166.0 中空重力式コンクリートダム 新潟県

北

陸

農

政

局

新潟県

25 内
　うちのくら

の倉ダム 二級河川加治川水系内倉川

29 刀利
と う り

ダム 一級河川小矢部川水系小矢部川

石川県 30 大日
だいにち

川
がわ

ダム 一級河川手取川水系大日川

富山県

重力式コンクリートダム 石川県 大日川ダム管理事務所
石川県白山市
阿手町乙2-7

076-254-2120

富山県 小矢部川ダム管理事務所
富山県南砺市

刀利字大平72-2
0763-55-1104

9:00～17:00
（通年）

28 五位
ご い

ダム 一級河川小矢部川水系子撫川 57.0 230.0 中心遮水型ロックフィルダム 富山県 五位ダム管理所
富山県高岡市

福岡町五位堀切191
0766-65-1358

9:00～16:30
（通年）

http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html

38 大川瀬ダム 一級河川加古川水系東条川 50.8 164.0 重力式コンクリートダム 近畿農政局 鴨川・大川瀬ダム管理所
兵庫県三田市

大川瀬字荒神釜1457-32
079-568-1840

8:30～17:00
（通年）

ダム関連

http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html

兵庫県

40 糀屋
こうじや

ダム 一級河川加古川水系仕出原川 44.1 306.2 中心遮水型ロックフィルダム 近畿農政局 糀屋ダム管理所
兵庫県多可郡多可町

中区糀屋字黒木山677-7

http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html

39 鴨川ダム
一級河川加古川水系

東条川支流鴨川
42.4 97.1 重力式コンクリートダム 近畿農政局 鴨川・大川瀬ダム管理所

鴨川ダム管理分室
兵庫県加東市

黒谷字西山1197-23-1
0795-47-1091

8:30～17:00
（通年）

ダム関連

えいげんじ

は ぶ

たかはりがわようすい

こうもと

（令和４年９月１日時点）

おおかわせ

かわしろ

かもがわ

http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/damu-u.html
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/jouetsu_norin/sasagaminedamu-top.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1552/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1559/kj00009248-001-01.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1650/index.html
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1602/kj00017563.html
http://www.pref.ishikawa.lg.jp/dainichikawadamu/
https://www.pref.ishikawa.lg.jp/dainichikawadamu/damcard.html
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/nishimikawa-nourin/0000012947.html
http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/inuyama/index.html
http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/inuyama/card.html
http://www.maff.go.jp/tokai/noson/kisocho/inuyama/card.html
https://inuyama.gr.jp/news/49969
http://www.pref.mie.lg.jp/TNORIN/HP/000212171.htm
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/dam/18287.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/ippan/kendoseibi/dam/18284.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki/index.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki/index.html
https://www.pref.tottori.lg.jp/27983.htm
https://www.pref.tottori.lg.jp/27983.htm
http://t-midori.net/ijikanrisisetu.html
http://t-midori.net/topics.damcardsaikai.html
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/fcmikawa/
https://www.pref.tottori.lg.jp/27983.htm
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki/index.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/minami-kinki/index.html
http://www.pref.mie.lg.jp/TNORIN/HP/000212171.htm
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/damu-u.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html
http://www.maff.go.jp/kinki/seibi/sekei/kokuei/kakogawa/kakogawa05.html


47 浜ノ瀬
は ま の せ

ダム 一級河川大淀川水系岩瀬川 62.5 183.0 重力式コンクリートダム 西諸土地改良区
西諸地区中央管理所
　（西諸土地改良区）

宮崎県小林市
東方134番地15

0984-27-4010
8:30～17:15

（平日のみ（ただし年末年始を除く））
ダムカード http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/10/index.html

宮崎市役所
農村整備課

宮崎県宮崎市
橘通西1-1-1

 0985-21-1782
8:30～17:15

（平日のみ（ただし年末年始を除く））
小林市役所野尻庁舎

地域整備課
宮崎県小林市

野尻町東麓1183-2
0984-44-1100

8:30～17:15
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/sagan.html

綾町役場
農林振興課

宮崎県東諸県郡綾町
大字南俣1128

 0985-77-0100
8:30～17:15

（平日のみ（ただし年末年始を除く））
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/development/damcard.
html

大淀川左岸土地改良区
宮崎県宮崎市

高岡町高浜836-3
 0985-82-5422

8:30～17:15
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/ugan.html

ダムカード https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/development/damcard.html

曽於南部土地改良区
鹿児島県曽於郡大崎町

野方6482番地7
099-471-0171

9:00～17:00
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

鹿屋市役所輝北総合支所
産業建設課

鹿児島県鹿屋市
輝北町上百引3914番地

099-486-1111
8:30～17:15

(平日のみ（ただし年末年始を除く））

51 高隈
たかくま

ダム 一級河川肝属川水系串良川 47.0 136.0 重力式コンクリートダム 笠野原土地改良区
かさのはら

高隈ダム管理事務所
鹿児島県鹿屋市
上高隈1985-1

0994-45-2029
9:00～17:00

(通年）
ダム関連 http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/kasanohara.html

52 荒瀬
あ ら せ

ダム 一級河川肝属川水系荒瀬川 65.6 407.5 ロックフィルダム 肝属
きもつきちゅうぶ

中部土地改良区 肝属中部土地改良区
鹿児島県肝属郡肝付町

新富663番地1
0994-45-7120

9:00～17:00
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連 http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/13/index2.html

名蔵ダム管理所
沖縄県石垣市

登野城嵩田2389-479
0980-88-6416

9:00～17:00
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

 八重山農林水産振興センター
農林水産整備課

沖縄県石垣市
字真栄里438-1

0980-82-2342
8:30～17:15

(平日のみ（ただし年末年始を除く））
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/nagura-
top.html

八重山平和祈念館
沖縄県石垣市
新栄町79-3

0980-88-6161
9:00～17:00

(土日祝日のみ)

底原ダム管理所
沖縄県石垣市
宮良2166-262

0980-82-1791 9:00～17:00
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

八重山農林水産振興センター

農林水産整備課

沖縄県石垣市
字真栄里438-1

0980-82-2342
8:30～17:15

(平日のみ（ただし年末年始を除く））

八重山平和祈念館
沖縄県石垣市
新栄町79-3

0980-88-6161
9:00～17:00

(土日祝日のみ)

 八重山農林水産振興センター
農林水産整備課

沖縄県石垣市
字真栄里438-1

0980-82-2342
8:30～17:15

(平日のみ（ただし年末年始を除く））

八重山平和祈念館
沖縄県石垣市
新栄町79-3

0980-88-6161
9:00～17:00

(土日祝日のみ)

真栄里ダム管理事務所
沖縄県石垣市

字大浜2476-336
0980-83-0233

9:00～17:00
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

 八重山土木事務所
河川都市港湾班

沖縄県石垣市
字真栄里438-1

八重山合同庁舎3階
0980-82-3262

9:00～17:00
(平日のみ（ただし年末年始を除く））

八重山平和祈念館
沖縄県石垣市
新栄町79-3

0980-88-6161
9:00～17:00

(土日祝日のみ)

15.5

1,790.0 地下ダム

http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html

地下ダム

沖縄県宮古島市
城辺字福里1645-8

0980-77-7547
9:00～17:00

（月曜・年末年始は休館のため配布なし）
ダム関連

 ダムカード

479.0 伊是名村土地改良区 中央管理所
沖縄県島尻郡伊是名

字仲田1230
0980-45-2122

8:30～17:15
（平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連

9:00～17:00
（月曜・年末年始は休館のため配布なし）

ダム関連
 ダムカード

http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html

61

1,677.0 地下ダム

※12時から13時の間の来所及びお問い合わせについては、極力、ご遠慮願います。
※新型コロナウイルス感染症対策により一時配布休止や配布時間変更になる場合があります。ダムに来訪いただく際は、電話等により、事前にお問い合わせいただく方が、より確実となります。
　　注１～注６：河川法第44条に定めるところのダム（高さ15m以上のもの）ではありませんが、水を通さない壁を地下に造って、海に流れる地下水をせき止め、琉球石灰岩を利用して地下水を貯める施設ですので、国土交通省等のダムカード様式に準拠し、ダム（堰）カードを作成しています。

沖縄県国頭郡伊江村
字東江上1770-1

0980-50-6255
9:00～17:00

(平日のみ（ただし年末年始を除く）） ダム関連 http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/totikairyou/p4-7.htm 注６

http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/totikairyou/p4-6.htm 注５

62 伊江地下ダム － 59.2 2,576.0 地下ダム 伊江土地改良区 伊江土地改良区中央管理所

沖

縄

総

合

事

務

局

沖縄県

千原地下ダム －

注４

http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html 注３

60 仲原地下ダム － 55.0 2,350.0 地下ダム 宮古島市 宮古島市地下ダム資料館

宮古島市 宮古島市地下ダム資料館
沖縄県宮古島市

城辺字福里1645-8
0980-77-7547

9:00～17:00
（月曜・年末年始は休館のため配布なし）

ダム関連
 ダムカード

59 砂川地下ダム － 50.0

中心遮水型ロックフィルダム 沖縄県

底原ダム管理所
沖縄県石垣市
宮良2166-262

57 福里地下ダム － 27.0

55 底
そこ

原
ばる

ダム 二級河川宮良川水系底原川

二級河川宮良川水系宮良川、底原川 27.0 367.4 中心遮水型ロックフィルダム 沖縄県56 真栄里ダム

58 皆福地下ダム － 16.5 500.0 地下ダム 宮古島市 宮古島市地下ダム資料館

宮古島市 宮古島市地下ダム資料館

ダム関連

0980-82-1791
9:00～17:00

(平日のみ（ただし年末年始を除く））

ダム関連

54 石垣
いしがき

ダム 準用河川磯辺川水系磯辺川 18.5 65.0 傾斜遮水型フィルダム 沖縄県

53 名蔵
な ぐ ら

ダム 二級河川名蔵川水系ブネラ川 38.7 400.0 中心遮水型ロックフィルダム 沖縄県

29.5 https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/sokobarutop.html1,331.0

注２

http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html 注１沖縄県宮古島市
城辺字福里1645-8

0980-77-7547
9:00～17:00

（月曜・年末年始は休館のため配布なし）
ダム関連

 ダムカード

0980-77-7547
沖縄県宮古島市

城辺字福里1645-8

ダム関連 https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-yaeyama/toshikowan/maezatodamu.html

ダムカード（国営造成施設）  配布場所一覧表③ 〔九州・沖縄〕
管内

都道
府県

番号 ダム名 河川名
諸元(m)

ダム管理者
住　　　所

（配布場所）
電話番号

（配布場所）
ダムタイプ 配布場所 配布日時

関連ＵＲＬ
（下記のURLをクリックすると該当ダムの関連情報がご覧になれます）

備考
堤高 堤長

ダムカード

重力式コンクリートダム 宮崎市

一級河川大淀川水系境川 62.5 441.7

九

州

農

政

局

宮崎県
48 広沢

ひろさわ

ダム 一級河川大淀川水系浦之名川 62.7 199.0

ダム関連

ダム関連

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/nanbu.html

鹿児島県

50 輝北
き ほ く

ダム 二級河川菱田川水系大鳥川 41.9 114.0 重力式コンクリートダム 鹿屋市

中心遮水型ロックフィルダム 宮崎市 天神ダム管理所
宮崎県宮崎市

田野町乙241-31
0985-86-5550

9：00～15：00
（通年）

49 天神
てんじん

ダム

にしもろ

い ぜ な そ ん

ふ く ざ と ち か

み な ふ く ち か

す な が わ ち か

せ ん ば る ち か

い え ち か

な か は ら ち か

ま え ざ と

（令和４年９月１日時点）

にしもろ

そ お な ん ぶ

にしもろ

http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/10/index.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/sagan.html
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/development/damcard.html
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/development/damcard.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/ugan.html
https://www.city.miyazaki.miyazaki.jp/business/agriculture_and_fisheries/development/damcard.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/nanbu.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/kasanohara.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/13/index2.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/nagura-top.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/nagura-top.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/sokobarutop.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/sokobarutop.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/sokobarutop.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-yaeyama/toshikowan/maezatodamu.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-yaeyama/toshikowan/maezatodamu.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/totikairyou/p4-6.htm
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/totikairyou/p4-7.htm
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/totikairyou/p4-7.htm
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/totikairyou/p4-6.htm
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin-yaeyama-nosui/keikaku/dam/sokobaru/sokobarutop.html
http://www.ogb.go.jp/o/nousui/nns/miyakoirabu/index.html
https://www.pref.okinawa.jp/site/doboku/doboku-yaeyama/toshikowan/maezatodamu.html
http://www.maff.go.jp/kyusyu/seibibu/kokuei/02/nanbu.html

