
※　巡視や防災体制、臨時休業などにより配布出来ない場合がありますので、あらかじめご了承願います。

No 管理者 ダム名 配布場所 配布場所の住所 電話番号 配布時間 閉館日（配布できない日）

塩沢ダム管理事務所 多野郡神流町大字塩沢字大松甲 0274-57-2281 10:00～16:00 水曜、土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

神流町観光案内所 多野郡神流町万場40 0274-57-3305 9:00～1700 12/29～1/3

配布終了 道平川ダム管理事務所 甘楽郡下仁田町大字南野牧字上の峰7914 0274-84-3121 10:30～15:30 水曜、土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

配布終了 道の駅 しもにた　　下仁田町観光案内所 甘楽郡下仁田町大字馬山3766-11 0274-67-7500 9:00～16:00 水曜、12/29～1/3　　　※配布日の12時～13時は不在となります。

配布終了 大仁田ダム管理所 甘楽郡南牧村大仁田1023-1 0274-87-2379 10:30～15:30 木曜、土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

配布終了 道の駅 オアシスなんもく 甘楽郡南牧村大字千原3-1 0274-87-3350 9:00～16:00 火曜、12/29～1/3

霧積ダム管理事務所 安中市松井田町坂本1768-133 027-395-2413 10:00～15:00 土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

配布終了 　　　碓氷峠の森公園交流館 峠の湯 安中市松井田町坂本1222 027-380-4000 10:00～21:00 第2・第4 火曜

配布終了 　　　四万川ダム管理事務所 吾妻郡中之条町大字四万4400-28 0279-70-4021 10:00～16:00 土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

配布終了 　　　（社）四万温泉協会 吾妻郡中之条町大字四万4379 0279-64-2321 10:00～16:00 ※土曜、日曜、祝日、12/26～1/4のみ配布

配布終了 桐生川ダム管理事務所 桐生市梅田町4丁目1781 0277-32-0566 10:00～16:00 土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

配布終了 梅田ふるさとセンター 桐生市梅田町5丁目7568-1 0277-32-1100 10:00～16:00 12/29～1/4　　※土曜、日曜、祝日のみ配布

⑨ 平出ダム 道の駅　白沢　「望郷の湯」 沼田市白沢町平出1297 0278-53-3939 10:00～17:00 第２火曜、年末年始　　※詳細は問い合わせください

配布終了 四万川ダム管理事務所 吾妻郡中之条町大字四万4400-28 0279-70-4021 10:00～16:00 土曜、日曜、祝日、12/26～1/4

配布終了 （社）四万温泉協会 吾妻郡中之条町大字四万4379 0279-64-2321 10:00～16:00 ※土曜、日曜、祝日、12/26～1/4のみ配布

配布終了 ⑪ 神水ダム 道の駅　上州おにし 藤岡市譲原1089-2 0274-52-3300 9:00～17:00 火曜、12/29～1/3

⑫ 高津戸ダム

⑬ 黒坂石ダム

配布終了 ⑭ 相俣ダム 相俣ダム管理支所 利根郡みなかみ町相俣1493 0278-66-0034 8:30～17:15 12/29～1/3

配布終了 ⑮ 藤原ダム 藤原ダム管理支所 利根郡みなかみ町夜後26 0278-75-2006 8:30～17:15 12/29～1/3

配布終了 ⑯ 薗原ダム 薗原ダム管理支所 沼田市利根町園原2378 0278-54-8012 8:30～17:15 12/29～1/3

⑰ 品木ダム 環境体験アミューズメント（品木ダム水質管理所内） 吾妻郡草津町大字草津604-1 0279-88-5677 9:30～16:00 12/29～1/3

配布終了 （八ッ場ダム管理支所内）なるほど！やんば資料館 吾妻郡長野原町大字川原畑1121-31 0279-83-2560 10:00～16:00 12/29～1/3

配布終了 道の駅八ッ場ふるさと館 吾妻郡長野原町大字林1567-4 0279-83-8088 9:00～17:00 季節により閉店時間に変更あり/年中無休

配布終了 長野原・草津・六合ステーション 吾妻郡長野原町長野原1263-5 0279-82-1515 10:00～16:00 臨時休業有（詳細は問い合わせください）

配布終了 浅間酒造観光センター 吾妻郡長野原町長野原1392-10 0120-041-396 9:00～16:00 なし

配布終了 北軽井沢観光協会 吾妻郡長野原町北軽井沢1988 0279-84-2047 8:30～17:00 水曜日他、不定休

配布終了 道の駅 あがつま峡 吾妻郡東吾妻町大字三島6441 0279-67-3193 9:00～18:00 季節により閉店時間に変更あり/年中無休

配布終了 八ッ場 湖の駅 丸岩 群馬県吾妻郡長野原町大字横壁904-3 0279-82-5056 8:30～18:00 水曜日

配布終了 ⑲ 矢木沢ダム 矢木沢ダム管理所 利根郡みなかみ町藤原字矢木沢6381-4 0278-75-2081 8:30～17:00
11月下旬から5月上旬まで冬期閉鎖
（詳細は沼田総合管理所Webサイトを確認）

配布終了 奈良俣ダム管理所 利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢6322-24 0278-75-2511 8:30～17:00
11月下旬から5月上旬まで冬期閉鎖
（詳細は沼田総合管理所Webサイトを確認）

配布終了 奈良俣サービスセンター 利根郡みなかみ町藤原字洗ノ沢 0278-75-2838 9:30～16:00
火曜定休日
冬期は、ダムの冬期閉鎖に伴い、営業していません。

配布終了 ㉑ 草木ダム 草木ダム管理所 みどり市東町座間564-6 0277-97-2131 8:30～17:00 なし

配布終了 ㉒ 下久保ダム 下久保ダム管理所 埼玉県児玉郡神川町大字矢納1356-3 0274-52-2746 8:30～17:00 なし

㉓ 安中市 中木ダム 安中市役所 谷津庁舎 安中市安中2丁目11-24 027-345-3002 8:30～17:15 土曜、日曜、祝日、 12/26～1/4

㉔ 渋川市 茂沢ダム 渋川地区名産品センター（しぶさん） 渋川市渋川1832番地27 渋川駅前プラザ1階 0279－26－2423 9:00～19:00 元日

道の駅 みなかみ水紀行館 利根郡みなかみ町湯原1681-1 0278-72-1425 9:00～17:00 第2・第4火曜

ヤマザキYショップ アベ 利根郡みなかみ町大穴158-1 - 6:00～19:00 元日

配布終了 沼田市観光案内所 沼田市西倉内町2889-3 0278-25-8555 9:00～17:00 なし

配布終了 サラダパークぬまた 沼田市上発知1708 0278-23-9301 9:00～17:00 火曜、第2・第4水曜 　※12月～3月は閉鎖

ヤマザキＹショップ沼田駅前店 想いで 沼田市清水町4314-6 - 6:00～18:50 なし

配布終了 道の駅 みなかみ水紀行館 利根郡みなかみ町湯原1681-1 0278-72-1425 9:00～17:00 第2・第4火曜

ヤマザキYショップ アベ 利根郡みなかみ町大穴158-1 - 6:00～19:00 元日

ヤマザキＹショップ沼田駅前店 想いで 沼田市清水町4314-6 - 6:00～18:50 なし

野反湖キャンプ場管理事務所 吾妻郡中之条町大字入山野反湖畔 090-5201-4782 8:30～17:00
水曜、木曜、臨時休業有（詳細は問合せください）
※11/1から5月末まで冬期閉鎖となります。

配布終了 道の駅 六合 食事処しらすな 吾妻郡中之条町小雨22 0279-95-3342 9:00～17:00 年末年始（期間未定）

配布終了 片品村観光協会 利根郡片品村大字鎌田3964 0278-58-3222 8:30～17:15 土曜、日曜、祝日

道の駅尾瀬かたしな 利根郡片品村大字鎌田3967-1 0278-25-4644 9:00～17:00
第4火曜（12月～3月は毎週）、年末年始（期間未定）
※休館の場合は片品村観光協会へお願いします

㉚ 上野ダム 上野村産業情報センター 多野郡上野村大字楢原310-1 0274-20-7070 8:30～17:00 年末年始（期間未定）

㉛ 真壁ダム ヤマザキＹショップ沼田駅前店 想いで 沼田市清水町4314-6 - 6:00～18:50 なし

配布終了 ㉜ 鍛冶屋沢ダム 道の駅 あがつま峡 吾妻郡東吾妻町大字三島6441 0279-67-3193 9:00～18:00 季節により閉店時間に変更あり/年中無休

配布終了 ㉝ 白砂ダム 道の駅 六合 食事処しらすな 吾妻郡中之条町小雨22 0279-95-3342 9:00～17:00 年末年始（期間未定）

㉞ 鹿沢ダム 嬬恋村観光案内所 吾妻郡嬬恋村大字鎌原710-136 0279-97-3721 8:30〜17:00 12/29～1/3

㉟ 大津ダム 浅間酒造観光センター 吾妻郡長野原町大字長野原字向原1392-10 0120-041-396 9:00〜16:00 なし

東京発電株式会社 群馬事業所 沼田市鍛冶町960-1 0278-30-2165 8:40～17：20 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

みなかみ町観光協会 利根郡月夜野1744-1 0278-62-0401  8:30～17：30 なし

猿ヶ京温泉 まんてん星の湯 利根郡みなかみ町猿ヶ京温泉1150-1 0278-66-1126 10:00～21：00 火曜　　※11月以降の営業時間は変更の可能性あり

川古温泉浜屋旅館 利根郡みなかみ町相俣2577 0278-66-0888 10:00～15：00 臨時休業有（詳細は問い合わせください）

前橋市大胡支所 農村整備課 前橋市堀越町1115 027-283-0117 9:00～16:00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

道の駅ぐりーんふらわー牧場・大胡　「さんぽ道」 前橋市滝窪町813-205 027-284-0011 9:30～16:30 12/31～1/6

光月 藤岡市三本木377-7 0274-22-2278 9：00～16：00 毎月最終木曜日、1/1

藤岡土地改良区 藤岡市藤岡1848-23 0274-22-0519 9：00～17：00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

桐生市新里支所 地域振興整備課 桐生市新里町武井693-1 0277-74-2217 8：30～17:00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

桐生市新里温水プール カリビアンビーチ 桐生市新里町野461 0277-70-2121 10：00～19:00
10月～翌年4月までの毎週木曜（祝日除く）
12月31日・1月1日は休館、2月は点検整備のため休館

東部農業事務所 農村整備課 太田市西本町60-27 0276-31-8384 8：30～17:15 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

群馬中部土地改良区 高崎市箕郷町富岡480-2 027-371-3554 8:30～17:00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

鳴沢湖釣場管理事務所 高崎市箕郷町富岡1639 027-371-1124 8:30～16:00 10月～2月の火曜（祝日の場合は翌日）、12/29～1/3、3月～火曜

丹生湖管理棟 富岡市下丹生459-2 0274-67-3663 9：00～12：00
土曜、日曜、祝日、12/29～1/3
臨時休業有　　※詳細は問い合わせください

甘楽多野用水土地改良区 富岡市七日市729-1 0274-62-0226 9：00～17：00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

鮎川湖管理事務所 藤岡市金井422 0274-22-0899 9：00～15：00 12/29～1/3

藤岡土地改良区 藤岡市藤岡1848-23 0274-22-0519 9：00～17：00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

㊸ 竹沼ダム 鏑川土地改良区 富岡市富岡1726-1 0274-63-6393 8:30～17:00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

鏑川土地改良区 富岡市富岡1726-1 0274-63-6393 8:30～17:00 土曜、日曜、祝日、12/29～1/3

大塩管理棟 富岡市南後箇1970 0274-64-0446 9:00～16:00 11/14～3/14（冬期休業）

・「ぐんまダムかるた」は、「ダムカード」の配布条件と異なる場合があります。「ダムカード」の配布方法は、各ダムの管理者へお問い合わせください。

・「ぐんまダムかるた」は、配布場所に来られた方を対象に、１人１組を配布します。

・「ぐんまダムかるた」の配布では、ダムへ行ったことを証明する写真の提示は必要ありません。

・「ダムカード」については、各ダムの管理者へお問い合わせください。

・１１月１日から　　　マークの「碓氷峠の森公園交流館 峠の湯」で「マグネットステッカー」を先着５，０００枚を進呈します。

・条件：「マグネットステッカー」は、配布場所に来られた方を対象に、１人１枚を進呈します。

・１１月１日から　　　マークの配布場所で「カードファイル」を先着６００個を進呈します。

・条件：「カードファイル」は、「ぐんまダムかるた」を１０種類以上（四万川ダム含む）集めて配布場所に来られた方を対象に、１人１個進呈します。

　　　　　その際、集めた１０種類の「ぐんまダムかるた」を確認させていただきます。

配布場所一覧　（令和２年１１月１日から）

① 塩沢ダム

②
③

道平川ダム
屋敷川・市野萱川
相沢川取水ダム

群馬県
県土整備部

④ 大仁田ダム

⑤
⑥

霧積ダム
坂本ダム

⑦ 四万川ダム

⑧ 桐生川ダム

⑩ 中之条ダム
群馬県
企業局

⑱

国土交通省

八ッ場ダム

㊲

㉘ 野反ダム

㉙ 丸沼ダム

㊱

水資源機構
奈良俣ダム

㉕ 須田貝ダム

東京電力
ＲＰ（株）

㉖ 玉原ダム

㉗ 小森ダム

⑳

㊷ 牛秣ダム

寺沢ダム

赤三調整池

㊳ 三名川ダム

東京発電（株）

土地改良区

㊴ 早川貯水池

㊵ 鳴沢ダム

㊹ 大塩ダム

㊶ 丹生ダム

12/30～1/49:00～17:000277-96-2575桐生市黒保根町下田沢91-4道の駅　くろほね やまびこ

マグネットステッカー

入手条件

カードファイル

入手条件

ぐんまダムかるた

配布条件

「マグネットステッカー」、「カードファイル」の配布は終了しました。

②道平川ダム、③屋敷川・市野萱川・相沢川取水ダム、④大仁田ダム、⑦四万川ダム、⑧桐生川ダム、⑩中之条ダム、⑪神水ダム、

⑭相俣ダム、⑮藤原ダム、⑯薗原ダム、⑱八ッ場ダム、⑲矢木沢ダム、⑳奈良俣ダム、㉑草木ダム、㉒下久保ダム、㉜鍛治屋沢ダム、

㉝白砂ダムの「ぐんまダムかるた」の配布は終了しました。

配布終了

配布終了

※令和４年３月３１日で営業終了

※冬期閉鎖中


