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猿谷ダム６０周年 アニバーサリープロジェクト 

－「パネル展示」と「記念カード配布」を行います－ 
  

概 要 
 
 
 
 
 
 

国土交通省では、完成から一定期間経過した治水施設などについて、地域の方々とそ

の生い立ちを振り返り、果たしてきた役割等について再認識していただく「アニバーサリー

プロジェクト」を推進しています。 

猿谷ダムが昭和 33 年に奈良県五條市大塔町（旧大塔村）に完成してから 60 周年を迎え

たことから、猿谷ダムの役割や生い立ちを再認識して頂くため、下記の日時・場所でパネル

展示を行います。また、来場者には“60 周年記念カード”を配布します。(一部会場を除く) 

 

■実施日時：平成３０年１１月２４日（土）～１２月２１日（金） 

        ※詳細な日程は別添のチラシを参照下さい 

 

■実施場所：①シダーアリーナ〔五條市上野公園総合体育館〕 エントランスホール 

        ②五條市観光交流センター 

        ③橋本市保健福祉センター エントランスホール 

        ④道の駅 かつらぎ西（上り） 情報提供施設 

        ⑤道の駅 紀の川万葉の里 情報提供施設 

        ⑥紀の川ダム統合管理事務所 玄関ロビー（※） 

 

■実施内容：猿谷ダム６０周年パネル展示（全会場） 

        猿谷ダム６０周年記念カード配布（上記③～⑤会場を除く） 

 

■関係機関：主催 紀の川ダム統合管理事務所 

        共催 猿谷ダム放流連絡会、電源開発(株) 西日本支店 紀和事務所 

協力  五條市、橋本市      

 

※⑥紀の川ダム統合管理事務所では、今年５周年を迎えた大滝ダム（同事務所管理）の

パネル展示及び大滝ダム５周年記念カードの配布も同時に行います。 

  
取扱い ― 

  
配布場所 奈良県政・経済記者クラブ  五條市政記者クラブ 

  
問合せ先 
 

国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 

                                    もり あつし                          さかき よしかず 

   副所長     森 篤史      管理課長   榊 善和 

電話 ０７４７－２５－３０１３（代表） 
 



アニバーサリープロジェクト

猿谷ダム６０周年パネル展
“猿谷ダム”は、紀伊平野と大和平野の農業関係者が

長年悩まされてきた水問題を解決する事業の一環として、

昭和３３年に奈良県五條市大塔町（旧大塔村）に建設さ

れました

完成から６０年を迎えた今も現役で活躍する猿谷ダムの

役割をパネルでご紹介します。

開催日時 平成３０年１１月２４日（土） ～ １２月２１日（金）

開催場所 ①シダーアリーナ〔五條市上野公園総合体育館〕 エントランスホール

②五條市観光交流センター

③橋本市保健福祉センター エントランスホール

④道の駅 かつらぎ西（上り） 情報提供施設

⑤道の駅 紀の川万葉の里 情報提供施設

⑥紀の川ダム統合管理事務所 玄関ロビー

主 催： 紀の川ダム統合管理事務所
共 催： 猿谷ダム放流連絡会、電源開発(株)水力発電部西日本支店紀和事務所
協 力： 五條市、橋本市



アニバーサリープロジェクト

猿谷ダム６０周年パネル展

アニバーサリープロジェクトとは？

完成してから一定の期間を経過した治水施設などにつ

いて、地域の方々と生い立ちを振り返り、施設が果たして

きた役割などについて再認識していただく取り組み。

平成28年度から全国の国土交通省の管理する施設で

取り組まれ、大滝ダム5周年イベントも5月19日に実施。

問い合わせ先 ： 国土交通省 近畿地方整備局 紀の川ダム統合管理事務所 管理課
〒６３７－０００２ 奈良県五條市三在町１６８１
TEL ０７４７－２５－３０１３

主 催： 紀の川ダム統合管理事務所
共 催： 猿谷ダム放流連絡会、電源開発(株)水力発電部西日本支店紀和事務所
協 力： 五條市、橋本市

猿谷ダムは、紀伊平野と大和平野の農業関係者が長年悩まされてきた水問題を解決
する事業の一環として、昭和３３年に奈良県五條市大塔町（旧大塔村）に建設されました。

完成から60年を迎えた現在も農業用水や発電のため水の供給を続ける猿谷ダムの役
割やその生い立ちを再度認識頂くため、猿谷ダムのパネルの巡回
展示（６箇所）を実施します。

なお、６０周年“記念カード”の配布も行いますので、ぜひお越し
下さい。（一部会場を除く、詳細は下記参照）

猿谷ダム60周年記念カード
（イメージ）

【展示・カード配布場所、日時】 （会場案内図は別添）

① 平成30年11月24日（土）9:30～25日（日）16:30 シダーアリーナ〔五條市上野公園総合体育館〕 エントランスホール

・猿谷ダム６０周年パネル展示、６０周年記念カード配布

② 平成30年11月29日（木）9:30～12月3日（月）12:00 五條市観光交流センター

・猿谷ダム６０周年パネル展示、６０周年記念カード配布

③ 平成30年12月4日（火）9:30～6日（木）16:30 橋本市保健福祉センター エントランスホール

・猿谷ダム６０周年パネル展示

④ 平成30年12月7日（金）9:30～10日（月）12:00 道の駅 かつらぎ西（上り） 情報提供施設

・猿谷ダム６０周年パネル展示

⑤ 平成30年12月14日（金）9:30～17日（月）12:00 道の駅 紀の川万葉の里 情報提供施設

・猿谷ダム６０周年パネル展示

⑥ 平成30年12月18日（火）9:30～21日（金）16:30 紀の川ダム統合管理事務所 玄関ロビー

・猿谷ダム６０周年パネル展示、６０周年記念カード配布

※ 会場の都合により、③～⑤の会場では６０周年記念カードの配布は行いません。

※ 「⑥紀の川ダム統合管理事務所」では、今年５周年を迎えた大滝ダム（同事務所管理）のパネル展示及び大滝

ダム５周年記念カードの配布も同時に行います。

大滝ダム 運用開始５周年

大滝ダムは紀の川ダム統合管理事務所が管理する

多目的ダム。平成25年3月に奈良県

川上村に完成し、運用開始から５周年

を迎えた。5月19日の記念イベントで

は記念カードを配布。 大滝ダム５周年記念カード

※五十音順



猿谷ダム６０周年　パネル展示会場案内図

①平成３０年１１月２４日（土）９：３０ ～ ２５日（日）１６：３０

シダーアリーナ〔上野公園総合体育館〕 （奈良県五條市上野町246）

②平成３０年１１月２９日（木）９：３０ ～ １２月３日（月）１２：００

五條市観光交流センター （奈良県五條市野原西１－９－２０）
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③平成３０年１２月４日（火）９：３０ ～ ６日（木）１６：３０

橋本市保険福祉センター （和歌山県橋本市東家１丁目３−1）

④平成３０年１２月７日（金）９：３０ ～ １０日（月）１２：００

道の駅 かつらぎ西〔上り〕 （和歌山県伊都郡かつらぎ町笠田東1271-28）

⑤平成３０年１２月１４日（金）９：３０～１７日（月）１２：００

道の駅 紀の川万葉の里 （和歌山県伊都郡かつらぎ町窪487-2）

⑥平成３０年１２月１８日（火）９：３０ ～ ２１日（金）１６：３０

紀の川ダム統合管理事務所 （奈良県五條市三在町1681）
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