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天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードを発行します 

 

１．配布ダム ： 北海道開発局が管理しているダム及び建設中のダム 

      ※詳細は、資料「天皇陛下御在位三十年記念ダムカード配布場所一覧」参照 

２．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、各ダムの管理支所または建設事業所までお問い合わせください。 

３．デザイン ： 以下４種類のデザインから、ダムごとに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．天皇陛下御在位三十年 記念ダムカード配布場所一覧（配布場所・デザイン等） 

ダムカードの詳細は以下ウェブページをご覧ください。 

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/campaign/shunnkan/damcard.html 

【問合せ先】国土交通省 北海道開発局  電話：011-709-2311（代表） 

建設部 河川管理課 河川情報管理官  大束 淳一 【内線：5322】 

管理技術第２係長 木澤 智也 【内線：5971】 

河川計画課 河川計画管理官  三宅  洋  【内線：5295】 

                計画第２係長   猪子  長  【内線：5299】 
北海道開発局ホームページ  http://www.hkd.mlit.go.jp/ 

北海道開発局では、天皇陛下が御在位三十年を迎えられたことを記念して、特殊デザイン記

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。

　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いただ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、表面にはダムの写真を、裏面にはダムの型式・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。

天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードデザイン

※ダムごとに１種類のデザインを発行いたします

ダムカードとは

sample sample

sample sample
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天皇陛下御在位三十年記念ダムカード配布場所一覧

※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。 平成31年2月20日現在

番号 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時 配布場所の住所 配布期間 注意事項
ダム管理所、支所
ダム建設事業所

連絡先

1 大雪ダム お召し列車 大雪ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 上川郡上川町字層雲峡大学平 2/24～5/31 01658-5-3141

2 忠別ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
忠別ダム管理支所 8:30～17:15（土・日・祝日を含む） 上川郡東川町ノカナン 2/24～5/31 0166-82-5391

3 金山ダム お召し列車 金山ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 空知郡南富良野町字金山 2/24～5/31 0124-24-2131

4 滝里ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
滝里ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 芦別市滝里町６８３ 2/24～5/31 0124-24-4111

6
新桂沢ダム
（建設中）

帛
（はく）

幾春別川ダム建設事業所 9:00～17:00（平日のみ） 三笠市幾春別山手町91-1 2/24～5/31 ・平日のみの配布となります。 01267-6-7101

7 漁川ダム
帛

（はく）
漁川ダム管理支所 ８:30～17:15（土・日・祝日を含む） 恵庭市漁平 2/24～5/31 0123-33-7107

豊平峡ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む）

豊平峡ダム資料室
9:00～16:30（閉庁日（土・日・祝日）は
配布しておりません。）

定山渓ダム管理支所
9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）

2/24～5/31 ・平日のみの配布となります。

下流園地（ダム資料館）

9:30～16:00
（開館期間中の毎週月曜日は休館日（月曜
日が祝日の場合は、次の平日）のため、配
布しておりません。）
（開館期間5月上旬～11月上旬）

5月上旬～5/31

・下流園地（ダム資料館）は
2/24～4月下旬は閉館しています
ので、定山渓ダム管理支所のみで
配布しています。平成31年開館日
は、ダム管理支所に確認してくだ
さい。

10 岩尾内ダム
帛

（はく）
岩尾内ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 士別市朝日町岩尾内 2/24～5/31 0165-28-2301

11
サンルダム
（建設中）

黄櫨染
（こうろぜん）

サンルダム管理棟 9:00～17:00（土･日･祝日を含む） 上川郡下川町字珊瑠 2/24～5/31 01655-4-3921

5 桂沢ダム

9 定山渓ダム 札幌市南区定山渓８区

三笠市幾春別山手町91-1

札幌市南区定山渓７区

01267-6-8272

011-598-2621

011-598-4095

2/24～5/31 ・平日のみの配布となります。幾春別川ダム建設事業所 9:00～17:00（平日のみ）

豊平峡ダム
黄櫨染

（こうろぜん）

宝物

8 4/29～5/31
・ダム管理支所までの道路が冬期
通行止めのため、4/29からの配
布となります。

帛
（はく）

資料２
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天皇陛下御在位三十年記念ダムカード配布場所一覧

※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。 平成31年2月20日現在

番号 ダム名 デザイン 配布場所 配布日時 配布場所の住所 配布期間 注意事項
ダム管理所、支所
ダム建設事業所

連絡先

資料２

12 鹿ノ子ダム 宝物 鹿ノ子ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
「正面入口の風除室内左側のインターホン
を押して下さい。」

常呂群置戸町字常元 2/24～5/31 0157-54-2341

13 十勝ダム お召し列車 十勝ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
「正面入口の風除室内右側のインターホン
を押して下さい。」

上川郡新得町字屈足トムラウシ 2/24～5/31 0156-65-3121

14 札内川ダム
黄櫨染

（こうろぜん）
札内川ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
（雨、雪等で通行止めの日もあり、配布で
きない場合もあります）

河西郡中札内村南札内７３５－２ 2/24～5/31

・ダム管理支所までの道路が通行
止めになることがあるため、お出
かけ前にダム管理支所に確認して
ください。

0155-69-4666

二風谷ダム管理所
8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）

沙流郡平取町字二風谷２４－４

沙流川歴史館

9:00～16:30
（休館日（月曜日。ただし、月曜日が祝日
の場合は、その翌日）は配布しておりませ
ん。）

沙流郡平取町字二風谷２２７－２

二風谷ダム管理所
8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）は配布しており
ません。）

沙流郡平取町字二風谷２４－４

沙流川歴史館

9:00～16:30
（休館日（月曜日。ただし、月曜日が祝日
の場合は、その翌日）は配布しておりませ
ん。）

沙流郡平取町字二風谷２２７－２

17 美利河ダム
帛

（はく）
美利河ダム管理支所

8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
（土・日・祝日は正面入口左側のインター
ホンを押して下さい。）

瀬棚郡今金町字美利河 2/24～5/31 0137-83-7335

留萌ダム管理支所 9:00～17:00（土・日・祝日を含む） 留萌市大字留萌村字チバベリ3692 3/9～5/31

・3/8まではダム管理支所までの
道路が悪路となりアクセスしづら
いため、お勝手屋萌（留萌市観光
案内所）にて配布しています。

お勝手屋萌（観光案内所） 9:00～1８:00（水曜日定休日） 留萌市栄町3丁目 2/24～3/8

19 夕張シューパロダム 宝物

①道の駅　夕張メロード
サービスカウンター
②夕張市役所　産業振興課

③夕張市役所　南支所

①10:00～18:30（月曜日は配布しており
ません。）
②9:00～17:00（閉庁日（土・日・祝日）
は配布しておりません）
③9:00～17:00（閉庁日（土・日・祝日）
は配布しておりません）

①北海道夕張市紅葉山526-19

②北海道夕張市本町4丁目2番地

③北海道夕張市清水沢宮前町1

2/24～5/31 0123-85-5151

平取ダム
（建設中）

お召し列車

15

2/24～5/31 01457-2-211116

2/24～5/31 01457-2-4262二風谷ダム

18 留萌ダム お召し列車 0164-46-8111

宝物
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