北陸地方整備局
三国川ダム管理所
記者発表

令和４年１０月１４日
取扱い

配布をもって解禁

三国川ダム竣工後３０周年を迎えるのを記念して、ダムをもっと知って
もらうため、とくべつなダム見学会を開催します。
いかざわ

（東北電力五十沢第二発電所の見学も併せて開催されます）
ダム見学会 ：

令和4年10月30日（日）

9時30分～16時00分

ダムからの放流により三国川が急激に増水することを事前にお知らせ
する放流警報の放送試験も同日行います。
三国川の川沿いにある警報所より順次鳴り響きます
セレモニー ：

令和4年10月30日（日） 13時40分～14時00分

出席予定者 ：

南魚沼市長

放送試験

令和4年10月30日（日） 14時00分～15時00分

：

過去の監査廊見学

位置図

詳細は別紙のとおり
開催情報は、ホームページ、Twitterをご覧ください。
※当日は3密を避け、マスクの着用をお願いします。
同時発表記者クラブ

お問い合わせ先
国土交通省 北陸地方整備局 三国川ダム管理所
新潟日報六日町支局、毎日新聞六日町新
管理所長 渡邉 一成、専門調査官 大崎 智
聞社、日本経済新聞新潟支局、朝日新聞
ＴＥＬ：(025)774-3015 FAX：(025)774-3092
六日町駐在、ＦＭゆきぐに、魚沼よみうり
https://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/

三国川ダム竣工３０周年記念

信濃川水系三国川に建設された三国川ダムは、１０月１６日に竣工後３０周年を迎えます。
それを記念し、三国川ダムをもっと知ってもらうため、ダム見学会を開催いたします。
通常のダム見学会では立ち入れないビューポイントの開放や、ダム放流警報の際に鳴らす設備の動作試験を
実施するなど、ダム竣工後３０周年を記念して、特別な見学メニューをご用意いたしました。
い か ざ わ

また、東北電力株式会社による五十沢第二発電所の初公開、しゃくなげ湖畔を楽しむ会による紅葉ウォークの
同時開催を計画しています。紅葉の見頃となる時期、是非、三国川ダムにお越しください。各メニューとも参加者が
多数の場合は、人数制限を行う場合があります。（天候や新型コロナ感染状況により、予告なく中止や内容が変更
になる場合がありますので、事務所ホームページ及び Twttier で確認してください。）

■同時開催メニュー
○ 発電所見学【東北電力主催】

■主なメニュー

い か ざ わ

・ 五十沢第二発電所（初公開）

○ ダム見学
・ いつもより広いダム内部の開放
・ 特別案内コース（ダム内部等）
・ ビューポイント（ベランダ、水路）

○ ダム放流警報放送試験
・ 抽選者による操作

○ 紅葉ウォーク【しゃくなげ湖畔を楽しむ会主催】
・ 紅葉のしゃくなげ湖畔を歩きましょう

○ レストラン【しゃくなげ湖畔開発公社】

放流警報放送試験
開始ボタン操作者希望者受付
9:30 ～ 13:30

・ 特別な食事メニュー
ライトアップ

セレモニー 13:40 ～
１．挨拶
２．祝辞
３．開始ボタン操作者抽選
４．試験開始
５．記念撮影

○ 質問コーナー
・ ダムや川に関すること質問受付

○ 30 周年記念フォトフレーム
・ ダムをバックにした枠設置

○ ライトアップ
・ 10 月 17 日 から 10 月 30 日
・ 17 時 から 21 時 まで

新型コロナ感染症対策のため、必ずマスクの着用をお願いします。
発熱や体調不良の方はご遠慮ください。

問合せ先：国土交通省 三国川ダム管理所

TEL 025-774-3015

https://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html
https://twitter.com/mlit_saguri
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特別案内コースは、下記の留意点を承諾いただける方の申込が可能です。
・約２㎞の連続歩行が可能な方（案内時間は約２時間を予定しています。
）
・高低差１００ｍを階段で移動が可能な方
・コース内は狭いことから救護が不可能なため、終了地点まで自力で歩行することとなります。
・当日はヘルメットと手袋をご着用いただきます。（こちらで用意します。
）
下記の事前準備をお願いします。
・運動に適した靴の準備（ハイヒール等は不可）
・運動に適した服装の準備（結露水や浸透水等がかかっても良い服装）
・飲み物（かなりの運動量になるため喉が渇くことが予想されます）

特別案内コース 申込書
※私は、下記の留意点を承諾の上、申し込みます。

氏

名（代表者）

ふりがな（代表者）

参加者人数

連絡先（日中連絡可能な電話番号若しくは、メールアドレスのいずれか）

留意点
・約２㎞の連続歩行が可能な方（案内時間は約２時間を予定しています。
）
・高低差１００ｍを階段で移動が可能な方
・コース内は狭いことから救護が不可能なため、終了地点まで自力で歩行することとなります。
・当日はヘルメットと手袋をご着用いただきます。
（こちらで用意します。
）
当日の事前準備
・運動に適した靴の準備（ハイヒール等は不可）
・運動に適した服装の準備（結露水や浸透水等がかかっても良い服装）
・飲み物（かなりの運動量になるため喉が渇くことが予想されます。
）
申込先、問合せ先
国土交通省 北陸地方整備局 三国川ダム管理所
電話番号 ０２５－７７４－３０１５
ＦＡＸ
０２５－７７４－３０９２
Ｅmail
saguri-bousai@hrr.mlit.go.jp
申込方法
郵送、ＦＡＸ、Ｅmail のいずれかの方法により申込をお願いします。
申込期限
令和４年１０月２６日１７時まで（郵送の場合は、申込期限までに必着でお願います。
）
申込期限前に、定員となった場合は、三国川ダム管理所ホームページにその旨掲載しますので
確認をお願いします。
定員 ７名
参加者は先着順としており、定員になりしだい締め切らせていただきます。
特別案内コースに当選された方のみ令和４年１０月２７日１６時までに連絡します。
落選された場合は、連絡をしませんのでご了承願います。

同時開催メニュー

開催日
受 付
時 間
参加費

参考資料

令和 ４年１０月３０日（日）
しゃくなげ観光センター前駐車場
午前８：３０受付開始 ～９：００出発
大人￥1,000 小学生以下￥500 昼食代・保険料込
親子でのご参加の方は、お子様は無料となります

※雨天の場合は三国川ダム監査廊見学及び三国川ダム管理所内の見学となり、昼食後解散となります。

※下記必要事項をご記入の上10月23日までにＦＡＸにてお申し込み下さい
ＦＡＸ番号 ０２５-７７４－３０７６ ＴＥＬ０２５－７７４－２２００
参加者氏名
住所
電話番号
年齢

当日は動きやすい服装でお越しください。又、ご不明な点はお問い合わせください
主催：しゃくなげ湖畔を楽しむ会 協力：三国川ダム管理所、しゃくなげ湖畔開発公社

