
独立行政法人水資源機構

沼田総合管理所

平成29年4月19日

矢木沢
ヤ　ギ　サ　ワ

ダム・奈良俣
　　ナ　ラ　マ　タ

ダムの一般開放のお知らせ
（矢木沢ダム、奈良俣ダムを安全に楽しんでいただくために）

独立行政法人水資源機構沼田総合管理所が管理している矢木沢ダム（奥利根湖）及び奈
良俣ダム（ならまた湖）は、冬季間は雪崩の危険性などから管理用道路をはじめとする一般良俣ダム（ならまた湖）は、冬季間は雪崩の危険性などから管理用道路をはじめとする 般
利用施設を閉鎖していますが、雪解けによる本格的な春の訪れに伴い、４月下旬（一部）～５
月上旬（全面）の開放を目途に準備を行っているところです。

また、ダムを訪れる方々が安全に施設を利用できるよう、開放に先立ち、下記のとおり地元
地区代表・地元関係機関など地域の皆様と合同で、一般の方が安全に施設を利用できるよ
う施設の安全点検を行い、安全点検の結果を踏まえ対策を実施した後、開放を行う予定で
す。

　１．開放予定日

【一部※】　平成29年4月28日（金）　（詳細は別添-1参照）

【全面◎】 平成29年5月15日（月） （詳細は別添-2参照）

記

【全面◎】　平成29年5月15日（月）　（詳細は別添 2参照）

なお、点検結果等により開放日は変更になる場合があります。

◎管理用道路

◎奥利根湖進入路（船舶の進入路）

◎ダム天端(てんば)道路及び広場

開放予定日時場　　　所

矢
木
沢
ダ

午前6時00分

午前6時30分5月15日(月)
◎ダム天端(てんば)道路及び広場

◎防災資料館

※ダム天端・防災資料館

◎管理用道路の全面

◎カヌー等の搬入路

ダ
ム

奈
良
俣
ダ
ム

午前9時00分

午前8時30分

午前9時00分

4月28日(金)

5月15日(月)

※管理用道路の一部
　（トンネル出口から管理所・キャンプ場方面は閉鎖中）

午前9時00分◎カヌー等の搬入路

◎ダム下流広場及び遊歩道

　２．.点検日時及び点検箇所

【1回目】 　平成29年4月24日（月）14時～15時30分（雨天決行）

　奈良俣ダム(ダム天端道路､左右岸天端広場)

【2回目】 平成29年5月9日（火）13時 16時（雨天決行）

ム 5月15日(月) 午前9時00分

日 時 ：

点検箇所 ：

日 時 ：【2回目】 　平成29年5月9日（火）13時～16時（雨天決行）

　点検箇所：矢木沢ダム（管理用道路、天端広場他）

　奈良俣ダム（左岸下流広場他）

　詳細は別添-3「実施計画書」を参照ください。

日 時 ：

点検箇所 ：



　３．点検実施予定者

　４．集合場所

　　地元地区代表の方々、みなかみ町、沼田警察署、利根沼田広域北消防署、群馬県企　業
局利根発電事務所、みなかみ町商工会、みなかみ町観光協会水資源機構沼田総合管理所
他

集合場所

　　取材をご希望される場合は、

【1回目】　点検当日14時までに奈良俣ダム左岸天端広場(別添-4参照)

【2回目】　点検当日13時までに藤原スキー場入口付近(別添-4参照)

　　　に集合してください。

独立行政法人水資源機構

沼田総合管理所

平成29年4月19日

問い合わせ先

沼田総合管理所

配布記者クラブ

沼田記者クラブ

問い合わせ先

独立行政法人　水資源機構沼田総合管理所

総務課長　花田
ハナダ

　　、管理課長　中原
ナカハラ

住 所：群馬県沼田市上原町(かみはらまち)１６８２

矢木沢ダム・奈良俣ダム

矢木沢
ヤギサワ

ダム・奈良俣
ナラマタ

ダムに関する情報はインターネットで検索いただけます。

　住　所：群馬県沼田市上原町(かみはらまち)１６８２

　電　話：０２７８（２４）５７１１（代表）



一般開放(一部）位置図【矢木沢ダム・奈良俣ダム】

別添－１

矢木沢ダム

●一般開放（一部）日時

４月２８日（金） ９時

●解放範囲
・防災資料館

屋倉橋よ

奈良俣ダム

※閉鎖中

県道分岐より

県道冬期閉鎖

※閉鎖中

※閉鎖中

●一般開放（一部）日時

４月２８日（金） ８時３０分 ※県道分岐地点

●解放範囲

・管理用道路（防災資料館まで）

・ダム天端



一般開放(全面）位置図【矢木沢ダム・奈良俣ダム】

別添－２

矢木沢ダム

●一般開放日時

５月１５日（月） ９時

●解放範囲

・防災資料館

●一般開放日時

５月１５日（月） ９時

●一般開放日時

５月１５日（月） ６時３０分

●解放範囲

・ダム天端道路及び広場

・奥利根湖進入路（船舶の進入路）

※解放済み

・管理用道路（一部）

・ダム天端

奈良俣ダム

●解放範囲

・ダム下流広場

・遊歩道

・管理用道路（カヌー等の進入路）

●一般開放日時

５月１５日（月） ６時 ※屋倉橋地点

●解放範囲

・管理用道路

県道分岐より

県道冬期閉鎖



平成２９年度

実 施 計 画 書

矢木沢ダム及び奈良俣ダムにおける一般利用施設等の安全利用点検

１．点検日時

第１回 平成２９年４月２４日（月）１４時～１５時３０分（雨天決行）

※１４時までに奈良俣ダム左岸天端広場（別添－４参照）にご参集下さい。
てん ば

第２回 平成２９年５月９日（火）１３時～１６時（雨天決行）

※１３時までに藤原スキー場入口付近（63号線沿い 別添－４参照）に

ご参集下さい。

２．点検実施者（予定）

第１回 地元住民代表（藤原上地区、藤原中地区、藤原下地区）の方々、
みなかみ町、群馬県沼田警察署、利根沼田広域北消防署、(株)水の故郷、
(独)水資源機構沼田総合管理所

第２回 地元住民代表（藤原上地区、藤原中地区、藤原下地区）の方々、
みなかみ町、群馬県沼田警察署、利根沼田広域北消防署、
群馬県企業局利根発電事務所、みなかみ町商工会、みなかみ町観光協会、
(株)水の故郷、一般社団法人 アウトドア連合会 レイクカヌー組合、
(独)水資源機構沼田総合管理所

３．点検施設等（予定）

下表に示す施設について、一般者が安全に利用できることを確認します。（※積雪

の状況により、点検施設等を変更する場合があります。）

第１回 平成２９年４月２４日（月）

奈良俣ダム（左岸下流広場及び右岸下流遊歩道を除く）

①奈良俣ダム左岸天端広場（防災資料館及びその周辺施設）

②奈良俣ダム天端道路

③奈良俣ダム右岸天端広場

第２回 平成２９年５月９日（火）

矢木沢ダム 奈良俣ダム

①矢木沢ダム左岸天端広場及び右岸天端広 ①奈良俣ダム左岸下流広場

場（各広場、防災資料館及び展望台） ②奈良俣ダム右岸下流遊歩道

②矢木沢ダム天端道路 ③カヌー等の搬入路（オートキャンプ場付

③船舶の搬入路（矢木沢ダム右岸） 近）

④矢木沢ダム管理用道路

４．点検方法

一般利用上の危険及び支障の有無や注意看板等の設置状況など、目視等で点検し、安

全性の確認を行います。

0980382
長方形

0980382
タイプライターテキスト
別 添 － ３

0980382
タイプライターテキスト



５．実施行程（積雪の状況により変更する場合があります。）

第１回 平成２９年４月２４日（月）（雨天決行）

14:00 奈良俣ダム左岸天端広場 参集
てん ば

14:00～14:20 奈良俣ダム左岸天端広場を点検

14:20～14:40 奈良俣ダム天端を点検

14:40～15:00 奈良俣ダム右岸天端広場を点検

15:00～15:10 奈良俣ダム管理所へ移動

15:10～15:30 奈良俣ダム管理所２階会議室で打合せ。

第２回 平成２９年５月９日（火）（雨天決行）

13:00 藤原スキー場入口付近（63号線沿い）参集

13:00～13:20 矢木沢ダム管理用道路を点検（車中より点検）

13:20～13:50 矢木沢ダム左岸天端広場、天端及び右岸天端広場

を点検

13:50～14:10 船舶の搬入路を点検

14:10～14:40 奈良俣ダム左岸下流広場へ移動

14:40～15:00 奈良俣ダム左岸下流広場及び減勢工横断橋を点検

15:00～15:10 奈良俣ダムオートキャンプ場へ移動

（車中からキャンプ場までの管理用道路を点検）

15:10～15:20 カヌー等の搬入路（オートキャンプ場付近）を点検

15:20～15:30 奈良俣ダム管理所へ移動

15:30～15:50 奈良俣ダム管理所２階会議室で打合せ。

15:50～16:00 奈良俣ダム管理所から参集場所へ移動

６．その他

・天候によっては、各自で防寒着、手袋および雨具のご用意をお願いします。
・安全利用点検の際の移動は機構でマイクロバスを準備する予定としています。
（場合によっては、各自の車両にてお願いする場合があります。）

・ヘルメットは機構で用意します。

問い合わせ(連絡）先

独立行政法人水資源機構 沼田総合管理所 管理課 中原 忠義、寺崎 智信
電話０２７８－２４－５７１１（内線２３３１、２３３５）



別添－４

点検施設等(予定）位置図

赤字：１回目点検【４月２４日（月）】

青字：２回目点検【５月９日（火）】

矢木沢ダム

奈良俣ダム

矢

木

沢

ダ

ム

管

理

用

道

路

ダム左右岸天端広場

ダム天端道路

船舶の搬入路

管理用道路

(カヌー等の搬入路まで）

ダム左右岸天端広場

ダム天端道路

管理用道路（一部）

ダム左岸下流広場

奈良俣ダム左岸天端広場

【４月２４日（月） １４時集合】

藤原スキー場入口付近（63号線沿い）

【５月９日（火） １３時集合】




