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サンルダム建設における地域振興について
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観光資源とした地域振興策の取組―
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現在、サンルダムでは、試験湛水を実施中であり、建設事業は今年度の完了を見込んでいる。
下川町にダム及びダム湖が新たに創出され、それらを有効に活用し地域振興を進めるべく、周
辺整備計画に沿った基盤整備、「かわまちづくり事業」に合わせての植樹、下川町商工会との
連携によるダムカレーのメニュー化、今後のダム湖の活用に向けた組織づくりなどのいくつか
の活動を行っている。本報告では、これらダム及びダム湖の利活用による地域振興への取り組
みについて報告するものである。
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1. はじめに

2. 地域概要

サンルダム建設事業は、昭和63年に実施計画調査に着
手、平成5年に建設事業に着手した。サンルダムは、北
海道上川郡下川町に位置し（図-1）、台形CSGダム形式
（図-3）を採用し、設計・材料・施工の合理化を図って
いる。計画の諸元は、高さ46.0m（図-2）、 堤体積
495,000m3、 総貯水容量57,200,000m3、有効貯水容量
50,200,000m3であり、洪水調節、流水の正常な機能の維
持、水道用水の供給及び発電を目的とした多目的ダムで
ある。今年度は、建設事業最終年度であり現在試験湛水
を実施中で今年度中の事業完了を目指している。

サンルダムが建設されている下川町は、面積約640ｋ
㎡、森林面積約580ｋ㎡（約90％）うち約85％が国有林
である。下川町は、国有林の積極的な買い取りを続け、
4,210haの町有林を確保し植林50ha/年、伐採60年の計画
(3,000ha)とし、森林を計画的に整備し資源を循環させ
ている。森林資源を生かした町づくりなどを通じて、超
高齢化対応社会に取り組んでいることが評価され第１回
ジャパンＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）アワードの最
高賞である内閣総理大臣賞を受賞(H29.12.26)（写真1）し、平成30年6月15日には、「SDGs未来都市」のモデ
ル事業都市として選定されている。その他、手延べうど
んやフルーツトマトが町の特産品として経済的な支えと
なっている。
また、スキージャンプ選手の層が厚い町としても有名
であり、葛西紀明選手、伊東大貴選手、伊藤有希選手等
のオリンピック選手を輩出している。イベントも盛んな
下川町では、５月に万里の長城祭(中国より正式に「万
里の長城」の名称使用が認められており、公園の中に延
長約2kmのミニ万里の長城がある)、８月にうどん祭り、
２月にアイスキャンドルミュージアム（下川町はアイス
キャンドル発祥の町である）（写真-2）が開催されてい
る。このように下川町は、森林産業、特産品、スポーツ
選手の育成、各種イベント等を活用し非常に活気のある
町である。

図-1 サンルダム位置図

図-2 イメージパース

図-3 台形CSGダムの構造
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3. 周辺整備計画と連携した取組

写真-1 内閣総理大臣賞受賞

写真-2 アイスキャンドル

(1) 下川町「サンルダム周辺整備計画」の概要
下川町では、平成27年11月に策定した「サンルダム周
辺整備計画（図-4）」に基づくサンルダム湖周辺整備に
より、自然とのふれあいや学習の場を提供するとともに、
人々に親しまれる空間形成として、展望台までの散策路
や管理用通路、多目的広場などの整備を計画している。

サンルダム完成イメージ

「周辺整備方針」
21 世紀の森と牧場、湖が調和した自然環境を活かし、下川町らしい特色ある整備を図り、魅力ある観光資源と持
続可能な産業を創出し、自然とのふれあいや学習の場を提供するとともに、人々に親しまれる空間を形成します。
○自然空間と人工空間を利用して、四季の彩りを見せる景観を構築します。
○住民の福祉の増進に寄与し、産業振興と地域振興を図ります。
（周辺整備計画より）
図-4 サンルダム周辺整備計画イメージ

(2) 地元住民による重点整備エリアの現地踏査
周辺整備計画では、町で整備した象の鼻展望台(写真3)までの散策路（ダム湖左岸側）を重点整備エリアの一
つとして位置づけており、「サンルダム建設と町の活性

化を図る会」を始め、地元からも整備が強く要望されて
いる。地元住民による散策路予定地の現地踏査は、サン
ルダム職員も参加しこれまでに 3 回実施されている。

写真-3 象の鼻展望台

写真-4 現地踏査に参加したみなさん
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図-5 基本計画案のゾーニング図

(3) 「かわまちづくり」との連携について
平成 29 年 3 月「名寄川地区かわまちづくり計画」が
登録され（下川町及び名寄市）、道北地域で進められて
いる「道北エコ・モビリティ」の取組とも連携しながら、
名寄川の堤防やダム湖周辺をサイクリングや散策などに
活用することにより、名寄市及び下川町の市街地間や観
光拠点間の周遊性向上により観光振興や、低炭素まちづ

くり等の促進を図る。サンルダム地区では、町内イベン
ト、宿泊施設と連携しながら町内への誘客促進を目指す。
H29 年度には、かわまちづくり整備コースの自転車試走、
勉強会を複数回実施。平成 30 年 2 月 1 日には第 1 回名
寄川地区かわまちづくりワーキンググループが開催され
地域住民の熱意が高まりつつある。
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図-6 「名寄川地区かわまちづくり」のイメージ

写真-5 自転車試走会（H29.6.17）

写真 写真-6 堤防の試走状況

写真-7 第 1 回かわまちづくり WG（H30.2.1）

(4) 郷土の森づくり サンルダム植樹会（写真-8）
貯水池周辺の豊かな森づくりを目的に、平成 12 年よ
り毎年サンルダム主催、下川町後援の植樹会を開催し
、平成 30 年は開催 19 年目を迎え、町内外から約 160 名
が参加した。これまでに延べ約 3,200 人が参加してお
り、約 2 万 4 千本の苗が植えられている。地元首長か
らは、ダム管理に移行した後も継続して欲しいと要望
されている。
また、地元住民の強い要望によりかわまちづくり整
備コースにも指定されているダム湖左岸側の管理用道
路沿いに花が咲く樹木及び紅葉する樹木の植樹が計画
され、平成 30 年は、そこに至る町道沿いに植樹が行わ
れた(写真-9)。
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写真-8

植樹会実施状況

5. ダム湖名の検討
新たに誕生する貯水池の名称を決定するため、
「ダム湖名懇談会」を設置し、平成30年4月から1ヶ月
間程度ダム湖名の一般公募を実施した。応募されたダ
ム湖名候補の中から「ダム湖名懇談会」により５つの
候補が選定された。その際、サンルダム所在地である
珊瑠地区の元地権者からも助言を頂き、下川町長及び
旭川開発建設部長へ答申が行われ、最終的に「しもか
わ珊瑠湖」（読み：しもかわさんるこ）と命名された。
ダム湖名前半の「しもかわ」は、他の地域から訪れる
人々がダム湖の所在を理解しやすいよう、後半の「珊
瑠」は下川町民、特に元地権者の方々の思い出の名で
ある地区名を残すため選ばれた。この２つの候補名を

写真-9 町道沿い植樹状況

組合わせて新しい候補名として、第２回ダム湖名懇談
会の中で創出され選定されたものである。ダム湖が下
4. 水源地域ビジョン

川町の更なる活性化に寄与することを期待されて命名
された。

地元下川町と協働で、ダムを活かした水源地域の自

「ダム湖名懇談会 委員名簿」

立的・持続的な活性化を図る行動計画である「サンル

・サンルダム建設とまちの活性化を図る会 会長

ダム水源地域ビジョン」の策定に向けた検討を実施中

・下川町商工会会長、青年部長、女性部長

である。関係住民の意向を把握・整理し、地域の望む

・NPO法人しもかわ観光協会 会長、事務局長

べき姿を踏まえて整理された「サンルダム周辺整備計

・下川町公区連絡協議会 会長

画」に基づいたビジョンの策定を目指している。

・下川町産業活性化支援機構タウン

本ビジョン策定方針としてビジョンの主題を設定し、

プロモーション プロジェクト総括部長

主題に基づき各分野毎に実施主体を設置。活動内容な

・下川町総合計画審議委員会 委員

ど詳細な検討については、分野毎に分科会やワーキン

・下川町 副長町

ググループを設置し進めていく。

・サンルダム建設事業所 所長

H30検討にあたっての段階的目標（案）

6. その他

○短期的目標
下川町地域振興に関わる情報収集、課題の抽出

サンルダム建設に伴い、下川町商工会が町内の飲食

○中期的目標

店へダムカレー提供の呼び掛けを行い、３店舗でメニ

ダム湖を活用した地域振興を目的とする組織策定

ュー化が実現し、下川町商工会主催によるダムカレー

○長期的目標

試食会が開催され約 50 名の方々が参加した。

ダム湖を含めた町の地域振興を行うための縦横断的組
織策定
ダム湖活用会議(仮)
観光部会

商業部会

食資源部会

観 光

森林環境、資源（仮）
（ビジョンの主題）
食資源

写真-10 ダムカレー試食会(H29.11.9)
商 業

地元テレビ局の情報番組、地元紙でも取り上げら
れ注目度が上がっている。

図-7 ダム湖活用会議(仮)のイメージ図
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写真-11 下川町で提供されるダムカレー

7. まとめ
下川町は、ＳＤＧｓを取り入れ持続可能な社会形成
を目指すため、資源である町有林、名産品である手延
べうどん、観光及び教育としてスキージャンプ等の多
様な特徴を更に活用し、人口減少を少しでも緩和する
ことを目指している。
そのような中、サンルダム建設に伴う湖の創出によ
り新たなるツールが得られる事となり、ダム湖を活用
したにぎわい創出に向けた各種方策にも熱心に取り組
んでいる。
今後のダム管理にあたっては、地元の周辺整備計画
と連携しながら地域振興の発展につながるよう更なる
協力関係を築いていきたい。
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写真-12 メディアを活用した PR

