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１．はじめに

三春ダムは、一級河川・阿武隈川の右支川である大
滝根川に位置する郡山市、三春町を中心とする都市用
水・農業用水等の確保、洪水・流水の調節を目的とし
て、平成10年3月に完成した多目的ダムである。

ダム周辺には国の天然記念物に指定され、日本三大
桜の一つにも数えられる「三春滝桜」がある。豊かな
自然を生かして整備された、「さくらの公園」や「さく
ら湖自然観察ステーション」、四季折々の自然や旬の
食材が楽しめる「三春の里 田園生活館」などの施設も
あり、三春ダムには人口約33万人の郡山市にも隣接
していることから、毎年多くの観光客が訪れている。

平成30年度に20周年の節目を迎えた三春ダムでは、
「三春ダム20周年記念事業実行委員会」を中心に、今
後もますます地域と一体となり、利活用が進むよう
様々なイベントが企画・開催されている。

本稿執筆者である一般財団法人 水源地環境セン
ター、応用地質株式会社 応用生態工学研究所は三春
ダムの河川協力団体として、ダム管理所とともに、ダ

ムの環境保全や啓発等に取り組んできた。
本稿では、三春ダムの20周年記念事業の取り組み

をこれまでのダムと地域の取り組みと併せて事例とし
て紹介する。
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平成 30 年度にダム完成から 20 周年を迎えた三春ダムでは、「三春ダム 20 周年記念事業実行委員会」を中
心に、利活用が進むよう様々なイベントが企画・開催されている。

本事例のようにダム完成からの節目の年に、ダム管理者と地域住民、自治体とが一体となり記念事業を開
催することは、利活用の推進に繋がるものと思われる。

本稿では、三春ダムにおける 20 周年記念事業の取り組みをこれまでのダムと地域の取り組みとともに事
例として紹介する。
キーワード：水源地域ビジョン、地域に開かれたダム、ダム周年記念事業

At the Miharu Dam, which celebrated the 20th anniversary of the completion in 2018, various events are planned and held, 
mainly for "Miharu Dam 20th Anniversary Commemorative Project Executive Committee" to promote the utilization. 
It is thought that holding a commemorative project together with the dam manager, the local residents, and the 
municipality in the year of the anniversary from the completion of the dam will lead to the promotion of utilization.
In this report, we will introduce the case of the 20th anniversary commemoration project at Miharu Dam along with the 
dam and regional projects so far.
Key words：Water source area vision, Dam opened to the region, Anniversary commemoration project of dam

図-1 三春ダムと三春滝桜
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2．これまでのダムと地域の取組み

（1）地域に開かれたダム
三春ダムは、全国に先駆け、平成5年4月に「地域

に開かれたダム」として指定された。「地域に開かれ
たダム」事業は、ダム湖の利活用をさらに推進し、地
域の活性化を図るために地域の創意工夫を生かすとと
もに、ダムを地域に一層開放することを目的としたも
のである。

三春ダムでは、図-2に示すとおり、ダム湖周辺に
公園や資料館、自然観察園、遊歩道等が整備されて
おり、郡山駅から約10km、磐越自動車道「郡山東IC」
から約7kmと車での交通アクセスも良いため、観光
やレクリエーション、憩いの場となっている。また、
さくら湖自然環境フォーラム（平成12年より毎年開
催）、さくら湖マラソン（平成10年より毎年開催）といっ
たイベントの会場としても活用されている。これらの
イベントは地域に定着したイベントとなっており、平
成23年は震災の影響で、イベント数、参加者数とも
に減少したが、平成24年以降はイベント数・参加者
数ともに増加傾向にある（図-3）。

（2）水源地域ビジョン
三春ダムでは、水源地域の自立的・持続的活性化・

連携と交流によるバランスのとれた流域圏の発展を目
的として、地域の住民や自治体、関係行政機関・団体
などが話し合い、日本一美しいさくらの里を目標像に、

図-2 周辺施設位置

図-3 イベント参加者数およびイベント数の推移
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さくら湖流域の豊かな自然環境を守り、地域の宝物を
活かして流域全体が発展を目指し、平成19年2月に「さ
くら湖水源地域ビジョン」が策定された。その概要を
図-4にまとめる。

（3）さくら湖流域協働ネットワーク
「さくら湖流域協働ネットワーク」は、水源地域ビ

ジョンの推進にあたり、関係者間の役割分担・連携・
協力を円滑に進めるために平成20年8月に設立された。
ネットワークにおいて流域住民（水源地域の活動団体
や住民・流域や広域の活動団体）との間での情報収集・
発信を行うことにより、活動部会が実施する活動への
積極的参加を求めるとともに、各種活動団体等の個別
の活動に対する協力・支援を実施していくことで、相
互に連携して活動の輪を広げていくことを目的として
いる。

主な活動としては、「さくらの里クリーンアップ作
戦」、「さくら湖流域フォト＆ムービーコンテスト」、「カ
ヌー体験教室」が行なわれている（図-5）。「さくらの
里クリーンアップ作戦」は、桜の花見の時期に合わせ
て、ダム湖周辺の清掃活動や花壇への花植えを行うも
ので、これまでに全10回実施されている。平成30年

4月に開催された際には、地元の住民や企業関係者等
から過去最高の32団体 計334名の参加があり、地域
が一体となった活動が盛んとなっている。

（4）三春町のまちづくり構想と地区まちづくり協会
三春町では、「ダムの村がどう発展していくか」は、

地域の住民次第と考え、ダム建設前から、ダムによる
町づくりの青写真づくりを地域住民が中心となって進
めていた。

ダム建設時はリゾートブームの真只中であったが、
地域住民で観光開発の是非を徹底的に討論した結果、

図-4 さくら湖水源地域ビジョンの概要 図-5 さくら湖流域協働ネットワークの活動
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「地域が長い歴史をかけて培ってきた生活と文化が破
壊されることは町にとって大きな損失である」と考え、

「三春の里懇談会」が設立された。そして、たおやか
な阿武隈の山なみにあった田園生活の魅力と普及に努
めることが、三春の里整備構想の基本になるべきとの
コンセプトを築き、そのコンセプトに沿ったまちづく
りを実現していった。三春町のまちづくり構想とその
流れを図-6にまとめる。

また、三春町では、昭和57年に地域のコミュニティ
として、表-1に示すように町内の7つの地域にそれぞ
れ「まちづくり協会」が発足された。地域のことは地
域で住民が主役の町づくりを進めようと「町民総参加
のまちづくりを」のスローガンのもとにまちづくり協
会の活動を開始し、土地利用部会において、宅地造成、
生活道路の整備、さくら湖周辺の整備事業などについ
て住民が主体的に話し合いながら、地域づくりを進め
てきた。この取り組みがきっかけとなり、平成18年

には、国土利用計画法（昭和49年6月25日法律第92号）
第8条に基づく「地区土地利用計画」が策定されるに
至っていることは特筆すべき点である。

この地区土地利用計画は、地域内での土地開発にお
いて、利用計画に基づく事前協議が必要であり、ダム
水源地域を第三者による乱開発から重要な役割も果た
してきた。

3．20 周年記念事業に向けた企画

表-2に示す関係機関、企業等で構成された20周年
記念事業実行委員会（以降、実行委員会とする。）が発
足し、表-3に示す事業やイベント等が企画された。

図-6 三春町のまちづくり構想とその流れ

表-1 三春町の7つのまちづくり協会とまちづくりの目標

表-3 三春ダム20周年記念事業の企画

表-2 三春ダム20周年記念事業実行委員会構成員
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4．地域と連携した記念事業の開催

（1）事業
a）20周年の周知活動

20周年を迎える平成30年度の1年間を通して、三
春ダム管理所において作成されたロゴシールが（図
-7）、三春ダムの配布物に貼り付けられるとともに、
実行委員会構成団体他にもロゴシールが配布され、ダ
ム以外でも20周年の周知活動が行われた。

また、20周年の看板やのぼり（図-8）による広報活
動も行なわれ、三春ダム管理所や資料館に設置されて
いるほか、ダム周辺イベントの際にも設置されている。
b）20周年記念カード配布

三春ダム管理所において、20周年を記念したカー
ド（図-9）が作成され、ダムカードと同様に平成30年
度内のダム管理所および資料館への訪問者やイベント
参加者に配布されている。

c）�もっとダムを活かそう！もっと使おう！三春ダ

ム！あなたのアイデア大募集

さらなる三春ダムの利活用促進を目的として、ダム
周辺環境の利活用について、実現可能であるかは問わ
ず、自由なアイデアが、関連自治体へのチラシ配布や
三春ダムHPでの周知により、一般から広く募集され
た。アイデア募集のパンフレット（図-10）は、アイ
デアの元となる三春ダムの施設やその周辺施設の場所
や概要が記載されており、ダム周辺施設の理解を深め
ることもできる内容となっている。応募されたアイデ
アは三春ダム周辺環境の有効利用の参考とされること
となっている。

（2）イベント
a）点検放流見学会

三春ダムでは、ダム完成後20年が経過し、非常用
洪水吐からの放流実績が無いことから、今後の三春ダ
ムの円滑な管理運用および操作に万全を期するため、
非常洪水吐の点検放流が実施されることとなった。

点検放流実施（平成30年4月21日（土）、22日（日））図-8 三春ダム20周年の看板（左）とのぼり（右）のデザイン

図-7 三春ダム20周年ロゴマーク

図-9 三春ダムをイメージした20周年記念カード

図-10 三春ダムの利活用アイデア募集のパンフレット
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に併せて、ダム管理に対して理解を深めてもらう目的
で一般の方を対象に見学会が企画された（図-11）。

公募で募集された参加者の定員（2日間、各日80名）
は、あっという間に埋まり、当日は、天候にも恵まれ、
ダム周辺にも約1,500名の見学者が訪れ、とても賑わっ
た。放流が始まると参加者から歓声があがり、記念撮
影をしたり、じっくり見入ったり、そばに寄って水し
ぶきを浴びたりする等、普段見ることが出来ない放流
の状況を思い思いに楽しむ光景が見られた（図-12）。

また、下流に設置されたダムカードパネルも、放

流を背景に記念撮影でき、見学者に好評であった（図
-13）。
b）広報パネルの作成と巡回パネル展

ダムやその歴史の紹介と、これまでに三春ダムが発
現してきた「三春ダムの幅広いストック効果」をダム
に馴染みがない方にも分かりやすく広報するパネルが
計20枚作成された。その概要を表-4に示す。

これらのパネルは、表-5に示す駅や市役所等の公
共施設計7箇所で巡回展示されたほか、三春藩Cub主
総会、さくら湖マラソン大会、三春秋まつりといった
イベント会場でも展示された。巡回パネル展の開催状
況を図-14に示す。

図-11 放流見学会 参加募集資料

図-12 放流見学会の開催状況 

表-4 三春ダム 広報パネルの概要

図-13 ダム下流に設置されたダムカードパネル
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c）ダム完成20周年座談会

これまでのダム周辺の地域づくりに携わってきた
方々による「明日の三春ダム（さくら湖）を考える座
談会」が平成30年6月に開催された。その概要を表-6
にまとめる。

さくら湖の周辺地域で生活、活躍されている方々に、
「過去」、「現在」を振り返っていただき、「未来」に対
するさくら湖周辺にかける思いを語っていただいた。

その開催状況を図-15に示す。
本座談会により、さくら湖周辺地域の魅力が再確認

され、計画・建設時の思いや、これからの三春ダム（さ
くら湖）や周辺地域をどう発展させていくかなど、貴
重な意見が交わされた。
d）学術研究発表会

さくら湖の自然環境の変化や保全の方向性を示すこ
とを目的に、平成12年より「さくら湖自然環境フォー
ラム」が毎年開催されている。平成30年度は、ダム完
成から20周年を記念して「応用生態工学会仙台（東北
地域研究発表会・シンポジウム）」が誘致され、「さく
ら湖自然環境フォーラム2018　応用生態工学会仙台 
東北地域研究発表会・シンポジウム」と平成30年11
月10日に同時開催された。

三春ダムの「さくら湖」は，ダム湖の環境に関する
研究フィールドとして多くの研究者に利用されてお

表-5 巡回パネル展のスケジュール

図-14 パネル展示の開催状況

表-6 明日の三春ダム（さくら湖）を考える座談会の概要

図-15 明日の三春ダムを考える座談会の開催状況
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り，その成果の多さは、全国のダム湖でトップクラス
として知られている（表-7）。

そこで、本フォーラム及び研究発表会・シンポジウ
ムでは、ダム湖等の環境課題に関する研究者により、
これまでの環境調査の成果等を活用して「さくら湖」
建設当時を振り返りつつ、現在までの環境変化の特徴
を明らかにし、最新の知見が発表された。また、「さ
くら湖」を事例とした、ダム湖の生態系・水質等の環
境に関する環境保全のあり方、及び今後の課題等が議
論された（表-8）。

（3）タイアップ
三春ダム及びその周辺で、開催されるイベント（表
-9）とタイアップし、展示ブースを設置して、ダム20
周年のあゆみを紹介したり、参加者募集のポスター・
チラシに「三春ダム20周年ロゴマーク」を貼り付けた
りすることで、三春ダム20周年事業を広く周知した。

5．おわりに

三春ダム20周年記念事業を通して、ダムのあゆみ
や役割を広報し、一般の方にもダムへの理解を深めて
いただく機会を多く設けることができたことが、今後
の水源地域活性化の好循環に繋がるものと思われる。

この三春ダムの事例は、ダム完成からの節目の年に、
ダム管理者と地域住民、自治体とが一体となった記念
事業を実施することで、ダムの利活用の推進と水源地
域の活性化に繋がった好事例である。

今後も、全国各地のダムが完成から20周年、30周
年と節目の年を迎えることとなるダムにとって、本稿
で紹介した三春ダムの事例は、大いに参考になるもの
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表-7 三春ダムを対象とした調査研究成果の発表件数
（平成24年度〜平成28年度）

表-8（1） 「さくら湖自然環境フォーラム2018 応用生態工学会

表-8（2）「さくら湖自然環境フォーラム2018 応用生態工学会

表-9 三春ダム20周年記念事業とタイアップしたイベント



46

と言える。各ダムでは、水源地域ビジョンに基づく活
動に取り組まれているところであるが、現在水源地域
の活性化に課題を抱えているダムも、そうでないダム
においても、節目の年を契機に、より一層、水源地域
が活性化されていくことが期待される。
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