
 
国土交通省近畿地方整備局 
Kinki Regional Development Bureau  

Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism 

近畿地方整備局 
 

配布日時 
平成３１年２月２２日 

１４時００分 
資料配布 

（水資源機構関西・吉野川支社淀川本部：同時発表） 

件 名 天皇陛下御在位三十年 記念ダムカードを発行します 

 

概 要 

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。 

近畿地方整備局では、近畿地方整備局および（独）水資源機構関西・吉野川

支社淀川本部が管理・建設している１５ダムにおいて発行いたします。 

 

配布ダム ： 国土交通省近畿地方整備局および（独）水資源機構関西・吉野川

支社淀川本部の管理ダム・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（日）から５月３１日（金）まで 

      ※1人 1枚の配布となります。 

※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 ： ４種類のデザインから、各ダムで１種類を作成しています。 

 

取 扱 い － 

 

配布場所  近畿建設記者クラブ、大手前記者クラブ 

 

問合せ先  

国土交通省近畿地方整備局河川部  

河川計画課長   橋爪 翔  （内線 3611） 

河川計画課長補佐 吉田 公則 （内線 3616） 

河川管理課長   冠  雅之（内線 3751） 

河川管理課長補佐 人見 剛 （内線 3753） 

電話 06-6942-1141（代表） 

 独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社淀川本部 

施設管理課長   松尾 誠 （内線 381） 

施設管理課長補佐 飛弾 誠二（内線 383） 

電話 06-6763-5182（代表） 

 

かんむり まさゆき 

ひとみ  たけし 

まつお  まこと 

ひ だ  せいじ 

はしづめ  しょう 

よしだ きみのり 



 
平 成 ３ １ 年 ２ 月 ２ ２ 日 

                                     近  畿  地  方  整  備  局 

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 ： 国土交通省近畿地方整備局および（独）水資源機構関西・吉野川

支社淀川本部の管理ダム・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（日）から５月３１日（金）まで 

      ※1人1枚の配布となります。 

※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 ：４種類のデザインから、各ダムで１種類を作成しています。 

 

 

 

 

 

 

 

『黄櫨染』   『帛』    『宝物』     『お召し列車』 

【資料】 

１．近畿地方整備局管内 配付対象ダム・デザイン 

２．ダムカード配付場所・日時一覧 

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 

≪問合せ先≫  
国土交通省近畿地方整備局河川部 河川計画課 橋爪、吉田 

河川管理課 冠、人見 

TEL：06-6942-1141   FAX:06-6943-1629 

独立行政法人水資源機構関西・吉野川支社淀川本部施設管理課 松尾、飛弾 

TEL：06-6763-5182   FAX:06-6763-5231 

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。 

近畿地方整備局では、近畿地方整備局および（独）水資源機構関西・吉野川支社淀川

本部が管理・建設している１５ダムにおいて発行いたします。 



⑬ 

⑦高山ダム 

⑧布目ダム 

⑨ 

⑩比奈知ダム 

①一庫ダム            <宝物>  ②日吉ダム           <お召し列車>  ③天ヶ瀬ダム        <黄櫨染> 

      

④天ヶ瀬ダム（再開発）     <宝物> ⑤大滝ダム        <お召し列車> ⑥猿谷ダム            <宝物> 

      

 ⑦高山ダム          <黄櫨染>  ⑧布目ダム       <お召し列車>  ⑨川上ダム（建設中）     <宝物> 

      

 ⑩比奈知ダム        <黄櫨染>  ⑪青蓮寺ダム           <帛>  ⑫室生ダム           <宝物> 

      

 ⑬足羽川ダム（建設中）     <帛>  ⑭真名川ダム        <黄櫨染>  ⑮九頭竜ダム      <お召し列車> 

      

天皇陛下御在位三十年慶祝行事 記念ダムカード 

近畿地方整備局管内 配付対象ダム・デザイン 
資料１ 

※上記のダムカードは近畿地方整備局・（独）水資源機構関西・吉野川支社淀川本部が建設・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。 

①一庫ダム 

②日吉ダム 

⑥猿谷ダム 

③天ヶ瀬ダム 
④ 

⑪青蓮寺ダム 
⑤大滝ダム 

   

   

   

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑫室生ダム 

⑭真名川ダム 

⑮九頭竜ダム 

【配布場所】九頭竜ダム管理支所 【配布場所】真名川ダム管理支所 【配布場所】まちの市場 こってコテいけだ 

【配布場所】青蓮寺ダム管理所 【配布場所】比奈知ダム管理所 

【配布場所】川上ダム建設所 【配布場所】高山ダム管理所 

【配布場所】日吉ダム管理所 

【配布場所】天ヶ瀬ダム管理支所 【配布場所】大滝ダム管理支所 

【配布場所】布目ダム管理所 

【配布場所】室生ダム管理所 

【配布場所】猿谷ダム管理支所 

【配布場所】一庫ダム管理所 【配布場所】天ヶ瀬ダム管理支所 
       天ヶ瀬ダム敷地内案内所 



ダムカード配布場所・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 淀川 猪名川 一庫ダム 一庫ダム管理所
9:00～17:00（平日）
10:00～16:00（土・日・祝日）

兵庫県川西市一庫字唐松４－１ http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/index.htm

② 淀川 桂川 日吉ダム 日吉ダム管理所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
　休日は管理所玄関横のインターホンを押
してください。

京都府南丹市日吉町中神子ヶ谷６８ http://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/index.html

③ 淀川
淀川

（宇治川）
天ヶ瀬ダム

①天ヶ瀬ダム管理支所
②天ヶ瀬ダム敷地内案内所

①８:30～17:15
（土・日・祝日を含まず）
②8:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

京都府宇治市宇治金井戸１５ http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/

④ 淀川
淀川

（宇治川）
天ヶ瀬ダム
（再開発）

天ヶ瀬ダム管理支所
８:30～17:15
（土・日・祝日を含まず）

京都府宇治市宇治金井戸１５ http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/

⑤ 紀の川 紀の川 大滝ダム 大滝ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は大滝ダム管理支所玄関のインターホ
ンを押して下さい。

奈良県吉野郡川上村大滝１０５１ http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

⑥ 新宮川 熊野川 猿谷ダム 猿谷ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
休日は猿谷ダム管理支所玄関のインターホ
ンを押して下さい。

奈良県五條市大塔町辻堂１－３ http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/

⑦ 淀川 名張川 高山ダム 高山ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

京都府相楽郡南山城村田山字ツルギ４３ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

⑧ 淀川 布目川 布目ダム 布目ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

奈良県奈良市北野山町８６９－２ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

⑨ 淀川 前深瀬川 川上ダム 川上 ダム建設所
9:00～17:00
（土・日・祝日・12/29～1/3を除く）

三重県伊賀市阿保２５１ http://www.water.go.jp/kansai/kawakami

⑩ 淀川 名張川 比奈知ダム 比奈知ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

三重県名張市上比奈知字熊走り１７０６ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

⑪ 淀川 青蓮寺川 青蓮寺ダム 青蓮寺ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

三重県名張市中知山１－１６６ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

⑫ 淀川 宇陀川 室生ダム 室生ダム管理所
8:45～17:15
（土・日・祝日を含む）

奈良県宇陀市室生大野３８４６ http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.html

⑬ 九頭竜川 足羽川 足羽川ダム まちの市場　こってコテいけだ

9：00～19：00
 ○以下の定休日は除く
　　毎週水曜日
　　ただし、G.Wと夏休み期間は除く。

福井県今立郡池田町稲荷36-25-1 http://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/

⑭ 九頭竜川 真名川 真名川ダム 真名川ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

福井県大野市下若生子２５字水谷１－３６ http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

⑮ 九頭竜川 九頭竜川 九頭竜ダム 九頭竜ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

福井県大野市長野第３３号４番地の１ http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

※上記のダムカードは近畿地方整備局および水資源機構が建設・管理しているダムのみです。

資料２
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