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わが村自慢［河内地区］

河内川ダム

特集

河内川は福井県三方上中郡若狭町に位置し、その源を福井・滋賀県境の若狭駒ヶ岳（標高780m）に発し、山
間部をほぼ北流しながら流下し、若狭町熊川地先にて北川本川に合流する流域面積16.3㎢、流路延長6.4㎞の
一級河川です。
北川水系ではこれまでに昭和28年、昭和34年、昭和40年、昭和47年、昭和57年、平成16年にみられるように、
幾多の水害に見舞われてきました。最近では平成25年の台風18号により浸水被害が発生するなど、十分な治
水安全度を有しているとはいえない状態にありました。
一方、昭和53年、平成2年、平成6年には干ばつにより大きな被害を受けています。特に平成6年の夏季には
若狭地方において異常渇水が発生し、農業用水では長時間にわたり取水制限が行われ、上水道については給
水制限が続くなど、多大な被害が発生しました。
河内川ダムは、このような問題を解決するために、北川、河内川における洪水調節や、流水の正常な機能の
維持、特定かんがい用水、水道用水、工業用水の確保を目的とした多目的ダムです。

ダムの大きさ
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主な経緯
昭和58年（1983）

実施計画調査事業採択

昭和62年（1987）
平成 5年（1993）11月
平成 6年（1994）2月

建設事業採択
補償基準の妥結調印
全体計画認可

平成 7年（1995）6月17日

離村式

平成 8年（1996）4月

平成7年（1995）6月17日 離村式

若王子区開村式（21戸移転）

平成10年（1998）3月

河内区開村式（5戸移転）

平成24年（2012）12月

ダム本体工事着工

平成27年（2015）11月2日

ダム本体定礎式

平成29年（2017）12月14日

ダム本体打設完了式

令和元年（2019）6月9日

ダム竣工式
平成27年（2015）11月2日 ダム本体定礎式

住民の悲願
観光振興にも期待
令和元年（2019）6月9日 ダム竣工式
森下町長は「集落を移転した関係者に深く感謝し、お礼を申し上
げたい。また『明神湖』ができたことにより、三方五湖と合わせ6つ
の湖として積極的にPRしていきたい」と述べました。
また杉本知事は「このダムは地域の皆さんの安全安心と命を守る
とともに、観光地として若狭町とともに地域活性化の起爆剤として
いきたい」と話しました。
嶺南振興局河内川ダム建設事務所の杉村佳昭所長は事
業経過報告の後「若狭町、小浜市の活性化と発展に大きく
寄与することを願っています」と述べていました。
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お絵かき大会（平成30年10月2日）

熊川小学校の取り組み
モザイクアート

（ダム監視所1階に展示してあります）

完成を記念して熊川小全員で4、5月
２ヶ月かけて熊川の四季をモチーフに
モザイクアートを制作しました。

(失敗すると大変なので)
1枚1枚慎重にはりました。

地元のダムに愛着をもってもらおうと
ダム本体にお絵かきしました。
完成した時は『やった！』とみんなで喜びました。
良い思い出になったと思っています。

河内川ダムには、水が足りなくなっ
たら水を送り、大雨がふったとき
には水を止めて、私たちを守って
くれるダムになってほしいです。
細かい作業で大変でした
が、一生懸命やりました。

銘板「河内川ダム」

銘 板 の 文 字 を4月 の 終 わ り く ら い に 頼 ま れ、5月 の ゴ ー ル デ ン
ウィーク中に頑張って何枚も何枚も書きました。良い経験になっ
たと思います。これから先、ダムといっしょにずっと残っていく
ということは、とてもうれしく思います。 銘板を書いた池上さん

さ え

5年生 藤本紗衣さん

記 念 誌「 明 神 」発 行

み く

4年生 檜鼻夏希さん

5年生 池上美来さん

移転当初より念願であった記念誌がようやく発刊されました。
長年住み慣れた旧集落地も今はダム湖となり、風景もすっかり変
わり大変寂しい思いですが、折々にこの記念誌を開けて当時を偲
んでいこうと思います。

編集会議風景
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（遠山信敬編集委員長）

（町図書館にて
閲覧できます）

記 念 碑「 明 神 湖 」
石碑に込めた思い
河内出身で東京都在住の書家内藤嗣郎（望山）さんが記念誌「明神」
に記念碑に込めた思いを寄稿されているので、以下引用させていた
だきます。
〜
（略）
〜

ダム完成を新生河内・若王子のスタートを祝う上でも立派

に書き上げなければならない。石碑大の用紙を準備して書き始めた
が、納得のいかない作ばかり、迫力も欠く。
いつしかあの忌わしい（昭和28年の）13号台風の記憶が蘇ってきていた。
両親と二郎兄、近隣の方々の生命が一瞬のうちに奪われたのである。当時私
は遠敷で生活していた。中学1年生の秋、悲報を聞き直ちに河内へ急いだ。すべてが
流されてしまったわが家。変り果てた周辺の惨状にただ茫然と立ち尽くしていた…。
さまざまな思いが去来する中、〜（略）〜 渾身の力を振り絞って何枚も書き上げた。
あれから幾星霜過ぎた今、11名の尊い御霊への鎮魂に少しは寄与することができたように思う。

ダム周辺マップ

1

熊川宿

2

渓流広場

3

駒ヶ岳登山道

4

お花見広場

5

ピクニック広場

重要伝統的建造物群保存地区
日本遺産「〜御食国若狭と鯖街道〜」

熊川宿は、若狭から京都を結ぶ重
要な宿場で、特に近世以来発展を
続 け ま し た。奉 行 所・番 所・御 蔵 屋
敷の跡が残り、昔ながらの用水路
が流れています。

白石神社跡地周辺の自然を感じな
がら、川遊びを中心に楽しめる場
所となっています。

ダム監視所

左岸展望台から見た河内川ダム

お問い合わせ

下流見学広場から見た河内川ダム

福井県嶺南振興局 小浜土木事務所
河内川・大津呂ダム統合管理事務所

ピクニック広場より、ブナの広が
る山の中を抜けていきます。山頂
からは、琵琶湖や遠く伊吹山を望
むことができます。

周囲に咲くヤマザクラやイチョウ
の景色を楽しめます。

河内川沿いのなだらかな丘に、の
どかで心地よい空間が広がります。
かつての河内集落があった場所で、
駒ヶ岳への登山口となっています。

ダム監視所の1階は、ダム関連や
河内区の歴史が分かるものを展示して
います。屋上からも見学できます。
（9：00〜16：00）

TEL（0770）56‑0970

小浜市遠敷
1丁目101番地

ダムカード

広報わかさ

2019年 8月号

5

ドキ! DOKI! 情報局

音楽ホール

パレア若狭ワンコイン・コンサート2019 vol.3

若狭ブラスフェスタ2019

■若狭町と長年交流のある京都市内の
「大谷中学・高校吹奏楽部」と地元「美方
高校吹奏楽部」との交流コンサート。今
年もフレッシュでパワフルな心に響く演
奏をお届けいたします！

チケット
中！
好評発売

〜夢と希望をブラスにのせて！〜

ふさわしい素敵なコンサートにしたいと
思います。若狭町の澄んだ夏空にブラ
スの音を美しく響かせます！

■大谷中学・高等学校吹奏楽部
50年以上交流のある若狭町でのブラス
フェスタは大谷中高にとっても大切なイ
ベントの一つです！今年も、大谷吹奏楽
部ならではの元気な演奏を皆さんにお
届けしたいと思います！

■大阪音楽大学
大阪音楽大学は、関西唯一の音楽専門
の大学です。3万人以上の卒業生は、“ち
から強く生きる音楽人” として国内はも
ちろん海外でも広く活躍しています。今
回は、サクソフォーン専攻の学生による、
サクソフォーン四重奏の魅力を皆様にお
届けいたします！

■美方高等学校吹奏楽部
１・２年生のフレッシュなメンバーで力を
合わせてがんばります。私たちの元気良
さと明るさをアピールし、令和の時代に

プログラム（予定）
ストレンジ・ラン・フォー・カラーズ／
林田祐和
カルメン幻想曲／ G.ビゼー など

上中中学校吹奏楽部
第15回定期演奏会
■私たち上中中学校吹奏楽部は、31名で活動して

います。一人一人が常に意識を高く持ち、音楽づく

りを中心に頑張ってきました。今回の演奏会では地

域の皆様に感謝の気持ちを持ち、明るく楽しいス

テージで皆様をお迎えします。ぜひご来場ください。

開催日／

8月18日（日）

開演／ 13：00
主催／若狭町

開場／ 12：30

後援／福井新聞社

出演／大谷中学校・高校吹奏楽部、
美方高校吹奏楽部、
ゲスト：大阪音楽大学 サクソフォーン四重奏
料金／一般 500 円 高校生以下 100 円
※4 歳児以上入場可 ※自由席

託児申込締切：8月4日（日）
若狭町パレア文化課
Tel:0770-62-2506（チケットカウンター）

少年の主張コンクール
■
「少年の主張」コンクールは、中学生が日頃

の生活の中で感じた周りの人々に対する思い

や感謝、感動したり感銘を受けた経験、将来へ

の決意などを、自分の言葉で表現し、同世代の

みならず社会に向けて発表する場として、昭和

５４年から毎年実施されています。当日は、県

内各地で開催された原稿審査会を経て選ばれ

た８名の中学生が、それぞれの思いを発表す

る予定ですので、是非会場にお越しください。

きらとも会

■書道教室「きらとも会」に通う小学生から高
校生までの書道作品展です。各自、自由題材

で集中して仕上げました。ぜひご覧ください。
展示期間／

8月10日
（土）
〜18日
（日）火曜休館

時間／ 9：00 〜 20：00 ※最終日は１7：００まで
きらとも会

開催日／

開場／ 13：30

■福井県出身・在住の立体造形作

入場無料

家「松見知明」氏の作品展示を行

上中中学校

Tel:0770-62-0015

三方中学校吹奏楽部
第１６回定期演奏会
■ 私たちは３年生１６名、２年生９名、１年生１７名の

開催日／

8月19日
（月）

時間／ 14：00 〜 16：00

青少年育成福井県民会議

Tel:0770-20-0745

合計４２名の仲間で、
「信輝響愛」を合言葉により

歌のおくりもの in若狭

お世話になっているみなさまに感謝の気持ちをお

■学校の先生たちの歌声を聞いたことはあり

よい三方中サウンドを目指して活動しています。
伝えすることができるように、精いっぱい演奏しま

す。若狭ウィンドアンサンブルのみなさんとのジョ

イントステージもあります。ぜひご来場ください。

先生とその卵たちの歌を聴いてみよう
ますか？今年 2 月に福井市で開催した企画を
今回は若狭で開催します。童謡、唱歌、教科書

の歌からオペラ・アリアまで、幅広い楽曲をフ

レッシュな県内若手音楽教員とその卵たちの
歌声でお聴きください。

主催／ Gruppe Spass in Fukui
開催日／
開催日／

8月11日
（日）

開演／ 14：00

開場／ 13：30

入場無料
三方中学校
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Tel:0770-62-1651

松見知明展

8月10日
（土）

開演／ 14：00

書作展

Tel:0770-45-0059

2019年 8月号

8月31日
（土）

開演／ 14：30

開場／ 14：00

入場無料

※4 歳児以上入場可 ※自由席
gruppe.spass.fukui@gmail.com
Tel:0776-27-8796（梅村）

います。木彫アートによって表現さ

れる世界をぜひご鑑賞ください。
展示期間／

8月24日（土）〜9月15日（日）火曜休館

時間／ 9：00 〜 20：00 ※最終日は１6：００まで
ワーク
ショップ

ネイチャーランプづくり

木の枝をノコギリで切ったり、積み重ねたり、穴

にさしたりして、世界に一つだけのマイランプを
作りましょう。木の枝の間からもれるやさしい光

に、温もりを感じられるすてきな作品が作れます。

開催日／

8月24日
（土）

時間／ 1回目 10：30 〜 12：00
2回目 13：30 〜 15：00
場所／パレア若狭 ギャラリー
対象／小学3年生以上
定員／各回１５名ずつ

※定員になり次第受付を終了します

金額／５００円
若狭町パレア文化課

Tel:0770-62-2508

若狭町文化祭
出演者・出展者募集

福祉と文化の祭典

ハート&アートフェスタ2019
■ハート＆アートフェスタは、よりよい共生社

会の実現に向けて、ひとりひとりの「好き」や

「得意」がほかの人の元気につながり、参加し

た人が「誰か」や「何か」と出会える場づくり

を目指して開催する
「みんなでいこう！」
をテー
マにしたお祭りで
す。あ な た の「好

き」や「得 意」で、
お祭りを盛り上げ

てみませんか？
開催日／

10月19日
（土）
・20日
（日）

会場／パレア若狭・若狭歴史文化館

●サポーター募集！
活動内容／

■若狭町文化祭では、ステージ発表・作品展示

を募集します。個人・団体は問いません。文化

芸術活動をされている方は、ぜひご応募いただ

き、若狭町文化祭を盛り上げていきましょう。

文化芸能・歌・演奏・ダンス・劇などのステージ発表
開催日／

11月3日
（日）

時間／ 10：00〜15：00（予定）
会場／パレア若狭音楽ホール
出演料／無料

書道・絵・写真・花・工芸品・文芸作品などの 展示
開催日／

11月1日
（金）
〜3日
（日）

時間／ 9：00〜18：00
※最終日は16時まで（予定）

子ども・お年 寄り・障がいを持った方など、サ 場所／パレア若狭内
（展示場所は後日連絡いたします）
ポートを必要とする参加者が多い催事でのサ
出演料／無料
ポート活動、ホワイエでの交流企画の運営など

●フリーマーケット出店者募集！
フリーマーケットで、地元特産品やリサイクル

品、手づくりの品などを販売し、
「ハート＆アート

フェスタ２０１９」を盛り上げてみませんか？
時間／ 9：30〜15：00
会場／

パレア若狭デイサービスセンター前駐車場ほか
出店料／ 1,000円

≪出展申込・お問い合わせは下記事務局まで≫

若狭てづくり市 出店者募集
若狭町のハンドメイドの品が大集合する

『若狭てづくり市』を文化祭最終日に合わせ

決定／事前説明会（9月下旬開催予定）の開
催案内通知をもって、参加決定とします。
※出店規約等詳細は、お問い合わせください。
ハート＆アートフェスタ実行委員会事務局
パレア文化課内 Tel:0770-62-2508

申し込み

びを行います。参加無料で、赤ちゃんから参
加できます。

開催日／

8月10日
（土）

時間／ 11：00 〜

場所／図書館パレア館 おはなしコーナー
内容／絵本の読み聞かせ＆工作遊び
料金／無料

かいけつゾロリがやってくる！

＜勝木書店主催イベント＞

■みんなのにんきもの「かいけつ

ゾロリ」がやってきます！ゾロリと

いっしょに、しゃしんをとったり、
あくしゅをしてたのしみましょう！

開催日／

8月24日
（土）

時間／ 10：00 〜 11:00

かいけつゾロリ
©原ゆたか/ポプラ社

13：30 〜 14:30

場所／図書館パレア館 おはなしコーナー
内容／かいけつゾロリクイズ・ぬりえ・
しゃしんさつえい

図書館からのオススメ本

物など、様々なジャ

内容／ハンドメイドの品

申込締切／ 8月16日(金)必着

■図書館パレア館おはなしコーナーにて、毎

月第２土曜日に絵本の読み聞かせと、工作遊

子、野 菜 や 魚 の 干

出店資格／出店規約を遵守する若狭町内に住

業とする方の出店は不可。

おはなしたまてばこ

料金／無料

陶芸品や木彫品、レザークラフト、お菓

ンルでの出店を募

未満の方のみでの出店やフリーマーケットを生

Tel.0770-62-2505 Fax.0770-62-2578

て開催します。

※飲食物を会場で調理して販売する場合は、施設使
用料が加算されます。出店料の半額は、福祉関係団
体に寄付します。

所のある個人・団体・グループ。ただし、19歳

若狭町立図書館 パレア館

集します。

開催日／

11月3日
（日）

時間／ 9：00〜16：00（予定）
場所／パレア若狭正面玄関前

藍千堂菓子噺シリーズ（田牧大和／著）

「甘いもんでもおひとつ」
「晴れの日には」
「あなたのためなら」

現在、３作まで出ている人情時代小説。

おっとりして頼りないが腕は良い菓子職人

の兄と、商才に長けたしっかりものの弟が知
恵と工夫で和菓子屋を切り盛りする繁盛記。

出店料／１,０００円／１ブース（約2m×2m）
資格／若狭町民、若狭町出身者、または若
狭町内において活動される個人または団体
申し込み

若狭町文化協会事務局（パレア若狭内）
Tel:0770-62-2508

若狭三方縄文博物館
縄文であそぼう！ＤＯＫＩＤＯＫＩ体験

特別企画展

■名勝三方五湖のほとりにある縄文遺跡の展示

ー 気候変動と水辺の民 ー

施設「若狭三方縄文博物館」
。来る8月4日（日）

古代エジプト文明

に丸木舟乗船体験と勾玉作り体験を縄文ロマン

■本展では、古代エジプト文明の出土品を展

メンバーと一緒に縄文体験を楽しみませんか。

気候変動」を年縞博物館にて、第２部「水辺の

パークで行います。当館友の会DOKIDOKI会
開催日／

8月4日
（日）

時間／ 10：00 〜 15：00

会場／縄文ロマンパーク内（雨天中止）

8月1日
（木）
〜9月30日
（月）
時間／ 9：00 〜 17：00

示します。展示は２部構成で、第１部「文明と

場所／福井県年縞博物館および
若狭三方縄文博物館

民たち」を縄文博物館にて開催します。両館合

料金／共通入館券 大人 700円
小学生〜高校生 280円

わせて100点を超える古代エジプトの出土品

と共に、ナイル川での人々の暮らし、気候変動

と文明の盛衰との関係に迫ります。また、第２

内容／丸木舟乗舟・勾玉づくり

部の縄文博物館では、縄文時代遺跡からの出

料金／丸木舟乗船 200円、勾玉づくり 350円
丸木舟＋勾玉づくりセット500円

辺の民たちの比較展示を行います。

若狭町歴史文化課（縄文博物館内） Tel:0770-45-2270

展示期間／

土品とあわせて、ナイルと三方湖畔における水

若狭町歴史文化課（縄文博物館内） Tel:0770-45-2270
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