
 
平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

                                     中 部 地 方 整 備 局 

木 曽 川 上 流 河 川 事 務 所 

天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードを発行します 

 

配布ダム ： 国土交通省 中部地方整備局 横山ダム管理支所 

（お１人様１枚とさせて頂きます。） 

配布期間 ： 平成３１年２月２４日（日）から５月３１日（金）まで 

      ８：３０～１７：１５（土・日・祝日を含む） 

  （閉庁日（土・日・祝日）は、管理支所玄関のインターホンを鳴らして下さい。） 

デザイン ： 『宝物』 

   宝物をイメージしたデザインです。 

 

        

  

 

 

 

 

 

 

その他：横山ダムの他、中部地方整備局が管理・建設しているダムでの配布 

    については資料１、２をご覧下さい。なお、各カードの詳細は各ダ 

ムへお問い合わせ下さい。 

     

≪問合せ先≫ 

国土交通省 中部地方整備局 木曽川上流河川事務所 横山ダム管理支所 

         (TEL)０ ５ ８ ５ － ５ ２ － ２ ２ １ １    

天皇陛下が御在位三十年を迎えられることを記念して、国土交通省は、特殊デザイン

の記念ダムカードを発行いたします。 

中部地方整備局では、中部地方整備局が管理・建設している１２ダムにおいて発行さ

れ、横山ダム管理支所でも、記念カードを配布いたします。 

 sample



【配布場所】横山ダム管理支所 

天皇陛下御在位三十年慶祝行事 記念ダムカード 

中部地方整備局管内 配付対象ダム・デザイン 
資料１ 

①蓮ダム 

【配布場所】蓮ダム管理所 【配布場所】新丸山ダム工事事務所 
          ／丸山ダム管理所 

【配布場所】丸山ダム管理所 【配布場所】小里川ダム管理支所 【配布場所】矢作ダム管理所 

【配布場所】設楽ダム工事事務所（設楽分室） 
／愛知県設楽ダム対策事務所 

／奥三河総合センター 
【配布場所】新豊根ダム操作室 【配布場所】三峰川総合開発工事事務所 

    ／道の駅「南アルプスむら長谷」 

【配布場所】美和ダム管理支所 【配布場所】天竜川ダム統合管理事務所 【配布場所】長島ダム管理所 

②横山ダム 

④丸山ダム ⑥矢作ダム 

⑦ ⑧新豊根ダム ⑨ 

⑩美和ダム ⑪小渋ダム ⑫長島ダム 

※上記のダムカードは中部地方整備局が建設・管理しているダムのみです。 
※各ダム名の末尾に記載している＜＞はデザイン名を示しています。 

 

①蓮ダム 

②横山ダム 

⑫長島ダム 

⑥矢作ダム 

③新丸山ダム（建設中） 
④丸山ダム 

⑪小渋ダム 

⑨ 
⑩美和ダム 

⑦設楽ダム（建設中） 

⑤小里川ダム ⑧新豊根ダム 

美和ダム再開発（建設中） sample sample sample 

sample sample sample 

sample sample sample 

sample sample sample 

＜お召し列車＞

＜お召し列車＞

＜お召し列車＞美和ダム再開発（建設中）

＜宝物＞ 

＜宝物＞ 

＜宝物＞ 

＜帛＞ 

設楽ダム（建設中）

新丸山ダム（建設中）③ 

⑤小里川ダム ＜帛＞ 

＜帛＞ 

＜黄櫨染＞ 

＜黄櫨染＞ 

＜黄櫨染＞ 

記念ダムカードデザイン 

『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。 

『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。 

『宝物』 宝物をイメージしたデザインです。 

『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。 



ダムカード配付場所・日時一覧
※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。

番号 水系名 河川名 ダム名 配布場所 配布日時 配布場所の住所 ホームページURL

① 櫛田川 蓮川 蓮ダム 蓮ダム管理所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）
管理所玄関のインターホンを押してください。

三重県松阪市飯高町森１８１０－１１ http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/index.html

② 木曽川 揖斐川 横山ダム
木曽川上流河川事務所
横山ダム管理支所

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山1330 http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/index.html

③ 木曽川 木曽川 丸山ダム 丸山ダム管理所
8:30～17:15（平日）
土・日・祝日・夜間は管理所のインターホンを押してください。

岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5 http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/

新丸山ダム工事事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

岐阜県加茂郡八百津町八百津3351 http://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/index.html

丸山ダム管理所
8:30～17:15（平日）
土・日・祝日・夜間は管理所のインターホンを押して下さい。

岐阜県加茂郡八百津町鵜の巣1422-5 http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/

⑤ 庄内川 小里川 小里川ダム 小里川ダム管理支所
8:30～17:15（平日）
9:00～16:00（土・日・祝日）

岐阜県恵那市山岡町田代１５６５－２１ http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

⑥ 矢作川 矢作川 矢作ダム 矢作ダム管理所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

愛知県豊田市閑羅瀬町東畑６７番地 http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/

設楽ダム工事事務所
設楽分室

8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

 愛知県北設楽郡設楽町田口字川原田１－２

愛知県豊川水系対策本部事務局
設楽ダム対策事務所

8:45～17:30
（土・日・祝日を除く）

愛知県北設楽郡設楽町田口小貝津６−２

奥三河総合センター
9:00～17:00
（土日を含む開館日）

愛知県北設楽郡設楽町田口向木屋２−１０

⑧ 天竜川 大入川 新豊根ダム 新豊根ダム操作室

8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）
ただし土・日・祝日は下記時間帯を除く
①9:00～9:30、②12:00～13:00、③15:00～15:30

愛知県北設楽郡豊根村古真立字月代1-3
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/index.htm
l

三峰川総合開発工事事務所
8:30～17:15
（土・日・祝日を除く）

長野県伊那市長谷溝口１５２７

道の駅「南アルプスむら長谷」
南アルプス長谷ビジターセンター

10:00～15:00
（土・日・祝日のみ）

長野県伊那市長谷非持1400

美和ダム管理支所
9:00～17:00
（平日のみ）

長野県伊那市長谷非持３４５

道の駅「南アルプスむら長谷」
南アルプス長谷ビジターセンター

10:00～15:00
（土・日・祝日のみ）

長野県伊那市長谷非持1400

天竜川ダム統合管理事務所
9:00～17:00
（平日のみ）

長野県上伊那郡中川村大草６８８４－１９

道の駅「歌舞伎の里大鹿」
９:00～1７:00
（土・日・祝日のみ）

長野県上伊那郡大鹿村大河原３９０

長島ダム管理所
９:０0～17:００
（土・日・祝日を含む）
土日祝日は玄関先のインターホンを押して下さい。

静岡県榛原郡川根本町犬間541-3

長島ダムふれあい館 9:30～16:30（木曜日を除く） 静岡県榛原郡川根本町梅地３-3４

※上記のダムカードは中部地方整備局が建設・管理しているダムのみです。


http://www.cbr.mlit.go.jp/shitara/

http://www.cbr.mlit.go.jp/mibuso/index.htm

https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

https://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

⑩ 天竜川 三峰川 美和ダム

⑪ 天竜川 小渋川 小渋ダム

⑨ 天竜川 三峰川
美和ダム再開発

(建設中）

⑫ 大井川 大井川 長島ダム http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

木曽川④ 木曽川
新丸山ダム
（建設中）

⑦ 豊川 豊川
設楽ダム

（建設中）

資料２ 
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