
 

 

平 成 3 0 年 7 月 2 日 

水管理・国土保全局治水課 

 

夏の思い出はダムとともに 

～“ダムを見に行こう 夏号2018”リリース～ 

 

 

【春の建設ダム特集】 

★転流工の工事を見に行こう 

新丸山ダム（岐阜県） 

★ダムの本体工事真っ盛り 

椛川ダム（香川県） 

 

【夏は夜♪ 泊まりでダムを見に行こう】 

★夏の星空と津軽ダムのライトアップ 

  津軽ダム（青森県） 

★ダム湖に上がる5,000発の花火 

苫田ダム（岡山県） 

 

 

 

 

 

“ダムを見に行こう 夏号2018”は以下URLでご覧頂けます。夏にしか味わえないダムの魅力

にきっと気づくはずです。 

 

過去の“ダムを見に行こう”(2013～)についても以下URLでご覧頂けます。 

http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_tourism.html 

 国土交通省は“ダムを見に行こう 夏号2018”をリリースしました。今号では、「今しか見

られない」建設中のダムや夏の魅力的なダムをはじめ、9月までの全国のダムツアーなどを紹

介しています。 

＜問合せ先＞ 
水管理・国土保全局 治水課 村田、後藤 

代表：03(5253)8111（内線:35662、35574）直通：03(5253)8453 FAX：03(5253)1604 

同時発表：東北地方整備局 



7月から9月頃にかけて実施予定のダムツアー状況

都道府県 見学ダム 開催時期
企画会社

問い合わせ先
キャッチフレーズ

観光ポイント
その他ツアー内容 WEBサイト

北海道 美利河ダム 平成30年7月13日 北都交通(株)函館支店

TEL：0138-57-4000

いまかね黒毛和牛ランチと美利河ダム見学

いまかね黒毛和牛は一般に流通しない
「幻」の味です

ピリカ旧石器文化館・

クアプラザピリカ
（温泉・昼食）他

http://hokuto-hk.jp/

北海道 豊平峡ダム
定山渓ダム

平成30年7月17日
～7月19日

(株)銀のステッキ
TEL：0797-91-2260

川の故郷へ
豊平峡ダムと定山渓ダム

ダム見学石狩温泉・
支笏湖温泉湯めぐり

http://gin-st.com/

北海道 新桂沢ダム★
滝里ダム

平成30年7月21日,
8月4日

北海道オプショナルツアーズ(株)
TEL：011-212-1170

新桂沢ダム工事・滝里ダム見学と
さくらんぼ狩り

さくらんぼ狩り・
富良野野菜カレー

http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=419
7912445152

北海道 留萌ダム 平成30年7月28日,

8月25日,9月15日

北海道オプショナルツアーズ(株)

TEL：011-212-1170

留萌ダム見学と増毛

岩尾温泉あったま～る

国稀酒造・道の駅石狩

あいろーど厚田

http://www.hotbus.co.jp

北海道 金山ダム

忠別ダム

平成30年8月4日 (株)シィービーツアーズ

TEL：011-221-1122

道内唯一の中空重力式コンクリートダム

「金山ダム」と日本最大級の複合ダム
「忠別ダム」の見学

新富良野プリンスホテルで

ランチバイキング

http://www.cb-tours.com/programs/y0b070.html

北海道 朝里ダム 平成30年8月4日 北海道オプショナルツアーズ(株)
TEL：011-212-1170

朝里ダム・朝里大橋見学と
定山渓ファーム

定山渓ファーム http://www.hotbus.co.jp/

北海道 十勝ダム 平成30年8月13日 銀のステッキ旅行
TEL：0797-91-2260

十勝ダム〈ロックフィルダムの
監査廊・操作室など特別見学〉

十勝ダム、
十勝川千代田新水路

http://gin-
st.com/tour/%e2%84%965582%e3%80%80%e

3%83%9a%e3%83%ab%e3%82%bb%e3%82%a
6%e3%82%b9%e5%ba%a7%e6%b5%81%e6%9

8%9f%e7%be%a4%e3%81%a8%e5%8b%9d%e
6%af%8e%e8%8a%b1%e7%81%ab/

北海道 金山ダム

滝里ダム

平成30年9月15日,

10月13日

北海道オプショナルツアーズ(株)

TEL：011-212-1170

滝里ダム金山ダム見学と

ふらのワイン工場

ふらのワイン工場 http://www.hotbus.co.jp/

秋田県 森吉山ダム 平成30年7月8日 読売旅行 秋田営業所

TEL：018-837-1143

花の百名山 森吉山空中散歩と

頑張れ！秋田内陸縦貫鉄道
東北最長のﾛｯｸﾌｨﾙﾀﾞﾑ「森吉山ﾀﾞﾑ」も見学！

(日帰りﾊﾞｽﾂｱｰ)森吉山散策

(ｺﾞﾝﾄﾞﾗ利用)
秋田内陸縦貫鉄道乗車

https://www.yomiuri-

ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=17039848

山形県 長井ダム 平成30年5月3日～

11月上旬

(特)最上川リバーツーリズム

ネットワーク
TEL：0238-87-0605

レスキュー用ゴムボートで

絶景・三淵渓谷通り抜け参拝

－ http://www.mogami-river.net/

山形県 月山ダム 平成30年8月2日,

9月6日

クラブツーリズム㈱

国内旅行センター

TEL：03-5323-6644

【ひとり旅】

東北4つのダムめぐり

長井ダム

寒河江ダム

鳴子ダム

https://tour.club-

t.com/tour/detail?p_company_cd=1002000&p_c

ourse_no2=03732&p_from=800000&p_baitai=9
06&p_baitai_web=Z997

山形県 月山ダム 平成30年9月6日,

8日,20日,29日

阪急交通社㈱

クリスタルハート静岡
TEL：0554-273-6211

神秘なる山形県じっくり周遊 湯殿山神社

最上川船下り
銀山温泉

http://www.hankyu-

travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=22&p_course
_id=C2J36B

宮城県 鳴子ダム 平成30年8月2日,
9月6日

クラブツーリズム(株)
TEL：03-4335-6221

個人では見学出来ない内部も
見学東北4つのダムめぐり

ダムカレーの昼食 https://www.club-t.com/

群馬県 八ッ場ダム★ 平成30年4月1日～
9月30日

八ッ場ダム工事事務所
TEL:0279-82-2317

個人向け『八ッ場ダムぷらっと見学会』
団体向け『やんばコンシェルジュご案内ツアー』

詳細はWEBにて http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba_index059.
html

群馬県 八ッ場ダム★ 平成30年4月1日～

9月30日
（土,日,祝日開催）

関越交通（株）

TEL:0279-75-3811

八ッ場ダム工事現場特別 ガイド付見学ツアー 詳細はWEBにて http://www.kan-etsu.net/publics/index/77/

群馬県 八ッ場ダム★ 平成30年9月18日 クラブツーリズム（株）

TEL:03-5323-6915

いつまでも旅が好き

やんばダム見学

－ https://www.club-t.com/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム 平成30年8月～9月の
平日(毎月2～3回実施)

株式会社はとバス
TEL 03-3761-1100

神奈川県に位置する「宮ケ瀬ダム」の観光放流
など、普段はなかなか見られない、入れない！

そんなプレミアム性の高い場所へご案内。

建設中の新東名道 今後掲載予定

栃木県 湯西川ダム 平成30年4月13日～

12月2日

湯西川ダックツアー

TEL：0288-78-0345

水陸両用バスで行くダム湖探検ダックツアー 水陸両用バスでのダム湖遊覧と

湯西川ダムの見学

http://www.japan-ducktour.com/yunishigawa/

富山県 宇奈月ダム 平成30年7月14日,

19日,8月4日,24日,

25日,26日,31日,
9月9日,17日,21日,

22日,28日

クラブツーリズム(株)

TEL：03-4335-6221

あなたの知らない黒部ダムの秘密にせまる！

黒部ダム河床ハイキングと関電トンネル

工事跡見学ツアー２日間

宇奈月ダム 資料館及び

監査廊の案内

https://www.club-t.com/

長野県 美和ダム★

高遠ダム

平成30年9月下旬 天竜川ダム統合管理事務所

TEL：0265-88-3729
(主催：美和ダム・高遠ダム

水源地協議会)

三峰川の２ダムを初秋の一日、じっくりと見学。

発電所・土砂バイパストンネルもあわせて見学。

－ http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

静岡県 長島ダム 平成30年8月2日 大井川鐵道株式会社
TEL：0547ｰ45ｰ3818

夏休み自由研究プラン アプト式機関車と
長島ダムの見学ツアー

－ http://oigawa-railway.co.jp/archives/event

岐阜県 小里川ダム 平成30年7月9日～

9月9日

名鉄観光バス(株)

TEL:052-365-1489(名古屋)
TEL:0564-21-4235(岡崎)

冷（ひ）んやり避暑地は恵～那～(え～な～)♪

小里川ダムほか避暑地を巡るツアー

富士見台高原・恵那峡・

道の駅おばあちゃん市・
山岡瑞浪 地球回廊　等

https://www.dorapack.com/

愛知県 設楽ダム★ 平成30年7月7日,
8月4日,

9月1日,2日

田口線50の会
TEL:090-7273-5821

設楽町観光協会
TEL:0536-62-1000

田口線廃線50年を盛り上げるプロジェクト
（旧駅跡がダムにより水没）

・沿線跡を２コース、
全線に分けて歩くツアー

・お別れセレモニー

※WEBサイトからの申込受付は行っていません

愛知県 矢作ダム★ 平成30年7月30日,

8月9日

(株)農協観光　可児支店

TEL:0574-62-1070

ダムを見に行こう

矢作ダム・「半分、青い。」ロケ地巡り

ダムカレー・

恵那市岩村地区散策

https://ntour.jp/corporate/

※WEBサイトからの申込受付は行っていません

福井県 真名川ダム 平成30年7月15日,
26日8月4日,26日,

9月9日,23日

大野観光自動車(株)
TEL：0779-66-3023

真名川ダム・
中部縦貫荒島トンネルと街中観光

工芸制作体験、
越前大野城探索

http://www.onokanko.co.jp/

大阪府 滝畑ダム 平成30年8月中旬～

9月中旬

産経新聞開発株式会社・

サンケイトラベル

TEL:06-6633-3719

通常は入れない！巨大ダムの内部へ

滝畑ダム内部見学とうまういぞ！すごいいぞ！

大阪産の旅

道の駅・泉佐野漁港・酒造 今後掲載予定

兵庫県 金出地ダム 平成30年7月30日,
31日,8月3日

神姫バスツアーズ(株)
TEL：0570-0570-11

立ち入り禁止区域に潜入！社会見学
（トンネル工事現場・Spring８・ダムの裏側）

高速道路トンネル・
Spring８

https://www.shinki-
tour.com/TourDetail.aspx?tc=BT18303848CC

岡山県 苫田ダム 平成30年7月7日 かがみのツーリズム

研究会事務局
TEL：0868-54-7655

『ミズベリング 水辺で乾杯』連動企画

苫田ダム"トワイライト"探訪ツアー

夕方から行うダムツアー

見学後にスムージーで乾杯を
行います。

ダムライトアップも行う
予定です。

http://satoyama.holiday/

岡山県 苫田ダム 平成30年7月25日,
8月5日,26日,

9月8日,21日

かがみのツーリズム研究会事務局
TEL：0868-54-7655

美人の湯&ダムよくばりツアー 昼食ダムカレー・
奥津温泉(花美人の里)

入浴券付

http://satoyama.holiday/

岡山県 苫田ダム 平成30年8月4日,

25日

両備ホールディングス(株)

TEL：086-226-1515

苫田ダム見学となぎビカリアミュージアムで

化石発掘体験

昼食焼肉バイキング付 http://www.ryobi-

bus.jp/tour/Row0010?process_type=dayPlan

高知県 横瀬川ダム★ 平成30年7月金曜

（祝日除く）
※1週間前までに要予約

一般財団法人宿毛市観光協会

TEL：0880-63-0801

工事完成までの今しか見られない

建設工事ナイトツアー

ダムカレー

ツアー内容アレンジ可能

https://sukumo-darumayuhi.jp/

高知県 早明浦ダム★ 平成30年8月8日 JAF香川支部
TEL：087-867-8411

【自然体験イベント】
四国のいのち、早明浦ダム親子見学会

－ http://jafevent.jp/event/1802_37_007_0.html

高知県 大渡ダム 平成30年7月8日 仁淀川漁業組合
TEL：088-893-2300

仁淀川親子ふれあいバスツアー 宮の前公園・自然の森博物館 http://www.niyodogawa.or.jp/

vol.22

さめうら

夏のダムツアー紹介

○各イベントについては企画会社に問い合わせをお願いします/ダムツーリズムに関する情報は下記ＷＥＢをご参照ください
http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_tourism.html (工事の見学が可能なダム等の情報も掲載しています)

○パンフレットに関するお問い合わせは下記のとおりです
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課

〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 中央合同庁舎3号館1階 ＴＥＬ ： 03 – 5253 – 8453 H30.07

好評実施中

夏の思い出は
ダムとともに

大滝ダム（奈良県）
おおたき

★現在建設中のダム（ダム再生事業含む）
新豊根ダム（愛知県）
しん とよ ね



転流工

転流工は、ダム本体の建設を行うために

一時的に河川の流れを迂回させる
水路のこと。

丸山ダム

新丸山ダム

新丸山ダムは、既設丸山ダムの
すぐ下流に新しくダムを建設します

ダム本体

丸山ダム

転流工ってなんだ？？？ 問合先：岩木川ダム統合管理事務所
ＴＥＬ：0172-85-3035
ＵＲＬ：http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/
場所 ：青森県中津軽郡西目屋村大字居森平字

寒沢138-2
日時 ：平成30年8月開催予定

問合先：椛川ダム建設事務所
ＴＥＬ：087-893-0266
ＵＲＬ：http://www.pref.kagawa.lg.jp/content/

etc/subsite/kabagawa/
場所 ：香川県高松市塩江町安原上東
日時 ：平日9:00～17:00

現場近傍にある
ダムカードの

フォトフレームで
世界に一枚だけの

記念撮影♪

問合先：新丸山ダム工事事務所
ＴＥＬ：0574-43-2780
ＵＲＬ：http://www.cbr.mlit.

go.jp/shinmaru/
index.html

場所 ：岐阜県加茂郡八百津町
八百津3351

日時 ：平日10:00～15:00

夏の星空と津軽ダムライトアップの
幻想的なコラボ♪

次回のライトアップは８月予定！！

詳細日程は
決定次第WEBサイトで公表♪

かがみのちょうだいのうりょうさい

問合先：苫田ダム管理所
ＴＥＬ：0868-52-2151
ＵＲＬ：http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/
場所 ：岡山県苫田郡鏡野町河内
日時 ：平成30年8月4日（土）

転流工

転流工


