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１．はじめに

現在、ダムを取り巻く水源地域は少子高齢化や人口
減少が進行し、地域の活力の維持の様々な課題を抱え
ている。このような状況の中で、ダムは本来の治水や
利水といった目的に加えて、地域資源の一つとして地
域活性化に貢献できる潜在的な価値を有しており、ダ
ムを活用した地域活性は、地域の活力向上にとって有
効なツールの一つである。本稿ではダムを活用した地
域活性化の取り組みついて現在の動向を紹介するもの
である。

（1）これまでのダムを活用した地域活性化の状況
ダムを活用した地域活性化は、ダムやダムによって

形成される湖面、ダムと併せて整備される公園などを
地域資源として活用することを中心に行われてきた。

地域の基盤整備のとしては、水没関係者の生活再建
支援等のために各種基盤整備を行う「水源地域対策特

別措置法（昭和49年）」や下流受益地域の負担金によ
り水源地域対策特別措置法を補完し、きめ細かな生活
再建・地域対策を実施する「水源地域対策基金」がある。

また、地域活性化に関しては、地域の声を聞き、地
域の創意工夫を活かし、ダムの地域への開放を一層進
め、ダムが地域にとってより密着した施設になるよう
に関係機関が支援して整備を行うことで、ダムを核と
した地域活性化を図る制度である「地域に開かれたダ
ム（平成4年）」が活用されてきた。

中でもダムを活用した地域活性化の中心的施策とし
ては、平成13年度より実施されている水源地域ビジョ
ンがある。これは「ダムを活用し、水源地域の自立的
で持続的な活性化を行うこと」を目的として策定され
ている。

水源地域ビジョンの現状については平成30年度に
実施された国交省直轄ダムや水資源機構管理のダム

（全123ダム）を対象とした調査によると現在99のダ
ムで策定済み、13箇所のダムで見直しや休止となっ
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用することを中心に行われてきた。中でも平成 13 年度より施策として実施されている水源地域ビジョンは

「ダムを活用し、水源地域の自立的で持続的な活性化を行うことを目的」としている。現在は 112 のダムで
策定されており、ダムや周辺の豊かな自然及び水源地域の歴史や文化を活用した様々な地域活性化の取り組
みが行われている。加えて、政府の施策の中でインフラツーリズムの理念が提唱されるなど、新たなダムを
活用した地域活性の動向が生まれている。

本稿は近年の代表的な先進事例に基づきダムを活用した地域活性化の新たな動向について整理したもので
ある。
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Regional revitalization using dams has been centered on the use of the lake surface of the dam and parks that are 
constructed at the same time as the dam as local resources. In particular, the water source area concept, which has been 
implemented as a policy since 2001, is aimed at "utilizing dams to revitalize the water source area autonomously and 
sustainably." At present, 112 dams have a water source area vision, and various efforts to revitalize the area are being 
made by utilizing the history and culture of the dams and the surrounding rich nature and water source areas. In addition, 
the idea of infrastructure tourism has been advocated as part of government policies, and trends in regional revitalization 
utilizing new dams have emerged.
This paper summarizes new trends in regional revitalization utilizing dams based on typical advanced cases in recent 
years.
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ている。また、11箇所では未策定であった。
また、推進組織があるダムは全体の2 ／ 3にとどま

り、さらに、年一回以上の定期的な会議等を実施して
いるダムは全体の約1 ／ 2にとどまっている。これは
水源地域ビジョン策定後の地域の状況変化や地域の体
力に水源地域ビジョンの内容がマッチせず、加えて改
訂もされていないことが遠因であると考えられる。

今後は、水源地域ビジョンにとどまらず、新たなダ
ムを活用した地域活性化に関する方策を検討して行く
ことが必要だと考えられる。

99箇所 13箇所 11箇所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

水源地域ビジョンの策定状況

水源地域ビジョン策定済み 水源地域ビジョンの見直しまたは休止（一部含む） 未策定

59箇所 23箇所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

水源地域ビジョンをする組織の会議開催状況

推進組織の会議開催あり（年一回以上） 開催なし（状況不明含む）

82箇所 41箇所

0% 20% 40% 60% 80% 100%

水源地域ビジョンを推進する組織の設置状況

推進する組織の設置あり 推進する組織の設置なし（不明含む）

図-1 水源地域ビジョンの推進状況

（2）ダムを活用した地域活性化を取り巻く環境変化
このような、既存の制度や施策に加えて、近年では

観光立国推進基本法（平成19年）を受け、平成25 年
には「観光立国実現に向けたアクション･プログラム」
において提唱された、「インフラツーリズム」の理念
により「魅力ある公的施設・インフラの大胆な公開・
開放」が提示され、ダムを含むインフラ施設の地域活
性化への活用に対して新たな期待が高まっている。

特にダムはインフラツーリズムの対象として施設の
特性から定常的に開放しやすいなど、そのポテンシャ
ルは高いと考えられる。

また、平成23年の河川敷地占用許可準則の改正に
よるいわゆる「河川空間のオープン化制度」は、河川
管理者と地域の代表者、自治体等と組織する協議会等
の組織において、地域の合意を形成した場合、一定の

範囲内で河川敷地にイベント施設やオープンカフェ、
キャンプ場等を事業者が設置し、営業活動が可能とな
り、ダムを活用した地域活性化活動内容の幅を広げる
一助となっている。

2．ダムを活用した地域活性化の動向

（1）近年のダムを活用した地域活性活動の例
ダムを活用した地域活性化については、前述したよ

うに既存のハード整備やソフト施策の各種制度に加え
て、河川空間のオープン化制度などの新たな制度やア
ウトドアブームや生涯教育の推進など社会の嗜好の変
化などを受けて新たに様々な取り組みが行われてい
る。

例えば、ダム堤体ではインフラツーリズムの一環と
して様々な切り口でダム見学が行われるようになっ
た。また、堤体のライトアップ、堤体内の安定した気
温を活用した農産物や酒類の貯蔵、堤体壁面でのクラ
イミングといった様々な取り組みが行われている。（図
-3）

また、ダム湖の湖面では地域とダム管理者との間で
適正な水面利用ルールを設定した上で、従来のボート
の利用に加えて、SUPや水陸両用バス、トライアスロ
ンやボート競技等の競技場設置などの幅広い利用がな
されている。（図-4）

ダム湖周辺では、従来の公園等の整備・利用に加え
て、アウトドアの拠点としての店舗やキャンプ場など
の整備や湖岸に道の駅を整備するといった取り組みに
も行われ、地域活性化活動に活用されている。（図-5）

（2） 近年のダムを活用した地域活性活動への取り組み
の状況

これらの新たな取り組みに共通する事項として、ダ
ムを活用した地域活性化活動に対して、いわゆる単発

出典：インフラツーリズム有識者懇談会（H30/11/9）資料より 
国土交通省総合政策局 HP 
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管理用設備を活用したダムツアー（川治ダム）

管理用設備を活用したダムライトアップ（津軽ダム）

リムトンネルを活用したワイン貯蔵（定山渓ダム）

図-3 ダム堤体での地域活性化取り組み事例

堤体下を活用したクライミング施設（横瀬川ダム）

 SUPによる湖内ツアー　その1（湯田ダム）

 SUPによる湖内ツアー　その2（湯田ダム）

水陸両用バスによる湖内ツアー（湯西川ダム）

図-4 湖面での地域活性化取り組み事例

トライアスロン競技会場（尾原ダム）
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のイベントよりも、継続性や定常性、経済性を重視し
て取り組んでいる事例が多く見られる。

これは、ダムの水源地域の多くは中山間地であり少
子高齢化が進んでいる地域であるため、地域活性化活
動の担い手や地域への経済的な波及効果を踏まえて地
域が問題意識を持って取り組んだ結果だと考えられ
る。

特に、地域内外の民間企業との協力や地域おこし協
力隊といった新たな外部活力の導入について取り組ん
でいる事例が見られる。

加えて、「河川空間のオープン化制度」を積極的に
利用するため水面利用協議会などを活用したスキーム
を整えている事例も見られる。
例1：民間企業が地元自治体と協力して地域振興イベン

トと湖面や周辺をコースにしたレースを開催（苫

田ダム、忠別ダム）

例2：指定管理者制度といった既存制度を活用しなが

ら、周辺整備の計画・設計・運営を一体的に民間

企業が実務を担う（五ヶ山ダム）

例3：地元の観光協会とワイナリー、メーカーが協力し、

ダムにワインや茶葉等を貯蔵し、試飲イベント等

の実施。（豊平峡ダム・定山渓ダム）

例4：地域おこし協力隊やそのOBによるダムを活用した

地域活性化の取り組み（温井ダム、竜門ダム他）

3．新たなダムを活用した地域活性化の取り組
み事例紹介

このような全国動向を踏まえた上で、先進事例の一
つである中筋川ダム群における取り組みを例として、
ダムを活用した新たな地域活性化の取り組みについて
詳述する。

（1）中筋川ダム群の概要
中筋川ダム群は四万十川の支川である中筋川に建設

され、平成11年4月から管理を開始した中筋川ダムと
中筋川の支川である横瀬川に建設され、令和2年6月
から管理を開始した横瀬川ダムにより構成される。

令和元年度までは中筋川総合開発工事事務所により
建設・管理され、令和2年4月から渡川ダム統合管理
事務所により管理されている。

（2）これまでのダムを活用した地域活性化の取り組み
これまでのダムを活用した地域活性化の取り組みは

先行して建設された中筋川ダムを中心に実施されてき
た。中筋川ダムは、本体工事の実施中の平成6年4月
21日に「地域に開かれたダム」に指定されている。こ
のため、当初よりダム湖周辺の4地区で地域活性化に

寄与する公園等の整備が積極的に行われている。
また、水源地域ビジョンについては、平成14年12

月9日に策定、平成15年6月12日に公表されており、
この水源地域ビジョンを踏まえて更なる施設の整備

（柚ノ木地区における桜の植樹や炭窯（体験学習の場）
の整備等）が行われている。

また、ダム管理者による地域活性化の活動としては

図-5 ダム周辺での地域活性化取り組み事例

民間による周辺整備施設の運営（五ヶ山ダム）

湖岸に整備された道の駅（浅石川ダム）

図-6 中筋川ダム群の位置
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主に、蛍湖まつり（湖水まつり　1回/年）、中筋川ダ
ムの日（ダムのライトアップ、噴水&洗浄放水、ダム
内部見学会　毎月第4土曜日）、ダム見学（随時）といっ
たイベント開催に関する支援が行われてきた。

なお、河川水辺の国勢調査（ダム湖利用実態調査）
によると「スポーツ（ゴルフ等）」と「散策、休息」、「そ
の他（水遊び）」等が経年的にみても利用者数が多いが、
利用者数は平成15年度以降減少傾向にある。

一方で、ダム見学は、近年見学者数が増加する傾向
が見られ、特にその他の見学者数が増加している。こ
れは、近年のインフラツーリズムの人気の高まりや、
建設中の横瀬川ダムの現場見学の実施などが見学者数
の増加に寄与したと推察される。

（3）地域活性化活動の見直しの経緯
①中筋川ダム群への再編

中筋川流域には、これまで中筋川ダムのみが存在し
ていたが、新たに横瀬川ダムが運用開始されるため、
今後は中筋川ダムと横瀬川ダムの2ダムを連携して運
用、管理することとなった。そのため、地域活性の活
動も、これまでの中筋川ダムのみで行うものから、横
瀬川ダムを含めたより広域の視点で取り組んでいくこ
とが必要となった。
②水源地域ビジョンの停滞

中筋川ダム水源地域ビジョンでは、策定時の地域の
情勢や要望にあわせて、多くの活動が計画されていた
が、平成29年度時点で大半の行動計画が休止や停滞
している状況にあった。そのため、中筋川ダム水源地
域ビジョンの内容や推進スキームについて見直しが必
要と考えられた。
③ダム管理者の体制の変化

地域活性化の活動のなかでも、蛍湖まつりは25年
以上継続的に実施され、その活動が地元にも定着して
いた。その運営体制は、運営スタッフの半数以上をダ
ム管理者である国土交通省職員が担っており、安全管
理を中心に必要な支援を行っている状況にあった。し
かし、前述した中筋川ダム群の再編に伴い、管理移行
後はダム管理者の体制が変化し、これまでと同様の支
援は難しくなると考えられた。

そのため、今後も同様の活動を継続していくために
は、地元自治体や商工会、民間団体等がより主体的に
活動する体制を構築していく必要があると考えられ
た。

一方で、中筋川ダムが建設された当時に比べて、中
筋川ダムの水源地域である宿毛市、三原村および西南
地域の中核市である四万十市の人口は減少傾向にあ

図-7 中筋川ダム

図-8 横瀬川ダム

図-9 中筋川ダム利用状況
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り、全国的な少子高齢化の影響が大きく出ていること
が見て取れる、そのため、地元の現況において実施可
能で、地域活性化へさらに貢献する内容の検討が必要
と考えられた。
④横瀬川ダムの活用方法の検討

新たに建設される横瀬川ダムについては、中筋川ダ
ムと異なり、地域に開かれたダムといった各種施策が
適用されていないため、新たな視点でダムを活用した
地域活性化の方策を検討することが必要であった。こ
のため、地域のニーズや地域資源の特性を踏まえて利
活用の方法を地元と協働で検討していくことが必要と
考えられた。

（4）新たな地域活動の実施
①水源地域ビジョンの停滞への対応

水源地域ビジョンの停滞については、以下の方針で
行動計画を見直すこととした。また、方針に基づき、
いくつかのメニューについて具体化を図ることとし
た。
②蛍湖まつりのリニューアル

蛍湖まつりについては前述した課題を踏まえて平成
29年度〜 30年度にかけて見直し案を検討した。なお、
検討結果を踏まえて令和元年度にイベントの内容のリ
ニューアルを行った。

見直しの検討においては、担い手の確保や調整、準
備などの観点から国交省職員主体の実施体制を継続し
ていくことは困難だと考えられたことから、以下に示
すように「地元で既に行われている様々な活動や団体、
企業等が役割分担を明確にし、相互に協力しながら実
施するような運営を行っていく」ことを基本的な方針
とした。

具体的な見直し内容としてはメニューの変更と実施
体制の変更があげられる。

メニューについては既往イベントが出展等の準備に
負担が大きくなりつつあったため、様々な担い手がス
ポットで参加するような内容へ変更した。

また、実施体制としては、観光業が主要産業である
ことを活かして地元のアクティビティ企業に担い手へ
の参加を働きかけた。実際に運営の大きな担い手とな
り、活躍していただいている。特にカヌー体験の担い
手企業については試行ツアーの実施などを通じ、ダム
の魅力や活用ダム活用の可能性、商品価値といったメ
リットを担い手企業に実感していただけるような取り
組みを行い、協力を得ることに成功している。

なお、令和2年度は新型コロナウィルスの感染拡大

項目 概要等
運営組織 ・「蛍湖まつり実行委員会」（H29 年度時点） 

会 長：宿毛商工会議所副会頭 
副会長：三原村商工会副会長、中村商工会議所副
会頭、宿毛市観光協会副会長 
会 計：宿毛商工会議所専務理事 

運営組織
の変遷 

・平成 27 年第 20 回まで、中筋川総合開発工事事
務所が事務局を単独で実施 
・平成 28 年第 21 回より、宿毛商工会議所が参加
し、会計事務等を担当 

近年の実
施内容 

・地元婦人会によるうまいもの市 
・ステージ（コンサート、ブラスバンド等） 
・お餅投げ（お菓子投げ） 
・防災関係 PR(自衛隊,警察,消防署,建設業協会等)
・環境関係 PR（植物紹介、木工教室 等） 
・事業関係 PR（国交省、高知県） 

運営人員
の体制 

・国土交通省：40 名程度※ 
・実行委員会(地元自治体、商工会議所等):30 名
※進行管理、会場管理、駐車場管理等を担当 

表-2 蛍湖まつりのこれまでの運営状況

方針 1 地域が自立的にダム堤体やダム湖を資源として活

用して、活性化の活動を継続出来るようなメニュ

ーを検討する 

方針 2 既存の施策を活用しながら可能な地域活性化の限

り担い手の収益性を重視したメニューを検討する

方針 3 地元企業を中心に民間の活力を活用するような方

策を検討する 

方針 4 上記を支える地域とダム管理者、活性化活動の担

い手が協力するためのスキームを構築する。 

表-1 水源地域ビジョンの見直し方針

検討方針 内容

地元のニーズを
踏まえる

・イベントの継続性の観点から、食や
学び、アウトドア体験等の地元のニ
ーズを考慮しメニューを設定する

ダムの目的や魅
力を知ってもら
う

・ダムの目的や役割、管理状況の認知
度向上を図る

・ダム見学等の通常体験できない内
容についてのニーズが高く、これ
らを考慮してメニューを設定する

役割分担と担い
手を考える

・担い手単体の負担を減らすため、
既存の取り組みをダムで行うよう
に、メニューを設定する

・担い手が経済的に「持ち出し」に
ならないような仕組みをつくる

・広報（宣伝）に活用するなど、担
い手がメリットを得られるように
考慮する

既存施設を有効
に活用する

・既存の周辺整備施設を最大限使う
・ダム管理用設備を最大限活用する

表-3 蛍湖まつりのリニューアル方針

注）H12 以前の四万十市は、中村市と西土佐村の計

図-10 水源地域の人口の変遷
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防止のため実施していないが、今後は令和元年度の経
験を活かして改善を繰り返しながら地域活性化の推進
を図ることが必要である。
③�横瀬川ダムのクライミング施設整備等の新たな取り
組みの実現
a）クライミング施設の実現

横瀬川ダムでは、公園等の付帯的な設備の整備は行
われていないため、ダム堤体そのものあるいはダム湖
や周辺の自然環境を活かした地域活性化活動の取り組
みが検討されてきた。

このような経緯の中で、地元宿毛市より、「日本初
の取り組み」としてダム堤体でのクライミング施設の
整備について要望があり、実現に向けて当時の中筋川
総合開発工事事務所と宿毛市とが協働で丁寧な検討を
行い実現にこぎつけた。

実現のために検討した主な事項については以下に示
すとおりである。実現できた大きなポイントとしては

「地元の熱意」、「ダムを地域資源の一つとして活用し
てほしいとの事業者の思い」、「管理用設備の活用など、
クライミング実施にあたっての可能な範囲での最大限
の支援の協力」があげられる。

なお、クライミング施設の整備は令和元年の秋に終
了し、令和2年春より有料での施設運用を開始する予
定であったが新型コロナウィルスの感染拡大防止のた
め閉鎖していたが令和2年7月より本格運用が開始さ
れている。また、今後のガイド育成など事業スキーム
も検討が想定される。
b）スラックラインの試行

クライミング施設の設置に加えて、新たなアクティ
ビティとして、スラックラインの試行が令和元年の
11月に行われている。

これはスラックライン愛好家の一時使用許可の申請
を受け、今後の更なるダムを活用した地域活性化の一
メニューとなる可能性を考慮し試行を行った。

試行にあたっては管理用設備である網場のアンカー
を活用し、湖面をわたるロングラインを実施した。

なお、試行の結果を踏まえて、ダム管理者として安
全を確保するための諸条件を整理し、その安全に関す
る改善案の検討を行うなど今後の実施許可の可能性に
ついて必要な検討を行っている。
④ダム活用を推進するスキームの構築

前述した個別の取り組みを推進するために、既存の
水源地域ビジョンの推進協議会を発展させる形で、「ダ
ム利活用調整協議会」を新たに設置した。

メンバーは地元首長や教育長、商工会会頭（会長）
が参加しており地域の同意を得て商業的な利用を含め

てダムを活用した地域活性化活動を推進するための組
織である。

また、ダムを活用した地域活性化活動の実働部隊の
議論の場として「ダム活元気ネットワーク」という会
議体を設け、個別の活動メニュー毎に担い手を募り、
議論を行い、運営を行っている。

メンバーは各行政の担当課に加えて、教育委員会、
商工会や観光協会といった団体、地区住民で構成され

実現性 ・設置補方法

・コストの低減や予算措置（県補助金等）

ダム管理

への影響

・設置可能な範囲や構造物への影響

・管理用設備の活用の可能性

実施スキ

ーム

・占用許可等に関する技術的な調整

・安全管理等の考え方 ・事業スキーム

表-4 宿毛市とダム事業者が協働で検討した事項

催しもの 内容 今回 既往

音楽祭 昼の部：地元中学生による吹奏楽 ●  
夜の部：職業演奏家等による演奏 ● 〇 

こどもディ

キャンプ 

小学生を対象として実施 

カヌー体験、ダム見学含む ●

どぶろく蔵

出し市 

中筋川ダム提体内で貯蔵していた三原

村のどぶろくの販売 

ステージにてお披露目イベント 

●

おいしいも

の市 

地元飲食店等による飲食物の販売 
● 〇 

BBQ 宿毛市観光協会による BBQ 〇

カヌー体験 有料のカヌー体験(1,000 円/回) ●

横瀬川ダム

見学会 

建設中の横瀬川ダムのダム提体内等の

見学 〇

中筋川ダム

見学会 

中筋川ダム提体内の見学 
〇 〇 

洗浄放水 中筋川ダム提体の洗浄放水 〇 〇 

噴水 中筋川ダム湖内の噴水 〇 〇 

ライトアップ 中筋川ダム提体のライトアップ 〇 〇 
お餅投げ、防災関係 PR、環境関係 PR 等  〇 

●は地元企業の協力が大きいもの 

表-5 蛍湖まつりリニューアル結果

図-11 クライミング施設の状況
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ている。
これらの体制の構築によりダムを活かした地域活動

について包括的な支援ができる体制が築かれており、
今後さらに多くの活動が行われることが期待できる。

実際に、ダム利活用調整協議会に通じて、中筋川ダ
ム群を活用した自転車ツーリングやトレッキング等の
コース、ダム湖周辺の蛍観察等の提案のなかで、自転
車ツーリングについては宿毛市観光協会によって、令
和元年度に実施されている。

4．おわりに

現在ダムを活用した地域活性化については全国の
様々なダムで取り組みが行われている。特に現在の新
型コロナウィルスの蔓延状況から、当面は新しい生活
様式に基づくマイクロツーリズムが観光の主体となる
といわれていることを踏まえると、ダムを活用した地
域活性化活動は持続的な地域資源の一つとして大きな
貢献が期待できる。このため、事例で示した中筋川ダ
ム群のように、今後はこれまでダムで実施されていな
いような事項を含めてダム管理者と地域が議論し、協
働により実現性や継続性の高い取り組みを展開してい
くことが重要だと考えられる。
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図-12 クライミング事業スキームイメージ

図-13 スラックライン※試行状況
※ 細いベルト状のラインの上でバランスを楽しむアクティビティ。

横瀬川ダムの試行のように長距離をわたる場合はロングラインと
呼ばれる。

図-14 ダム活用を推進するスキーム


