
令和元年７月２６日

成瀬ダム工事事務所

東 成 瀬 村

成瀬ダム初の夜間特別見学会開催！
～「成瀬ダム特別見学と星空観察」参加者募集～

成瀬ダムでは、令和元年８月３０日(金)に夜間

の『特別見学会』を初めて開催します。

昼間とは雰囲気の違う工事現場を、間近で見学

してみませんか？ あわせて東成瀬村の星空観察

も企画しています。

■開催日時：令和元年８月３０日(金) ※小雨決行

募集人数：６０名（事前申込必須）

受付開始１７：１５ 事務所出発１７：３０

■集合解散場所：成瀬ダム工事事務所(秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字宮田 97-1)

※集合場所～現場間は、当方の用意するバスで移動します。

■参加対象者：個人（家族）を対象とします。（団体での申込みはご遠慮願います）

※小学生以下は、保護者同伴での参加をお願いします。

■参加料：１，０００円（夕食代として）

■事前申込締め切り日：令和元年８月２２日（木） １７時までの先着順

※定員に達した場合、期日前に締め切る場合がございます。

■共催：成瀬ダム工事事務所・東成瀬村役場
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国土交通省 東北地方整備局 成瀬ダム工事事務所
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成瀬ダム特別見学会詳細
～成瀬ダム特別見学と星空観察～

【開催要項】

■開催日時：令和元年８月３０日（金） ※小雨決行

受付開始：１７時１５分

【見学行程（予定）】

▲星空観察が出来なかった場合▼

行程は目安となっています。現地状況等により変更となる場合がありますので、ご

了承願います。

集合、解散場所は「成瀬ダム工事事務所」(秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字宮田 97-1）

成瀬ダム工事事務所～現場間は、当方の用意するバスで移動します。

■募集人数：６０名（事前申込必須）

■参加対象者：個人(家族)の方が対象です。小学生以下は保護者同伴での参加をお願い

します。

団体での申込みは、ご遠慮願います。別途、随時見学会を受け付けております

ので、そちらをご利用願います。

■事前申込締め切り日：令和元年８月２２日（木）１７時まで

定員に達した場合、期日前に締め切る場合がございます。事務所ウェブサイト

にてお知らせします。

■申込み要領：メール又はＦＡＸにて。どちらも所有されない場合は電話にて。

氏名、性別、年齢、人数、連絡先をお知らせ下さい。

メール：thr-narusedam01@mlit.go.jp

ＦＡＸ：０１８２－２３－６３６９ 電 話：０１８２－２３－８４３８

申込用紙は成瀬ダムウェブサイトからダウンロードできます。

成瀬ダム工事事務所ウェブサイト： http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/

■参加料：１，０００円／人（夕食代として）

夕食として、ホテルブランにて「ダムカレーとアイス」を用意いたします。

当日の受付時に徴収させていただきます。

■共催：成瀬ダム工事事務所・東成瀬村役場

※募集にあたって収集した個人情報は、当見学会に関する目的のみに使用します。

※服装に関する注意事項として、サンダル履きでの現場見学会への参加はご遠慮願いま

す。現地は風も強いので、寒くない服装でお越し願います。

※小雨決行としますので、天候により雨具はご持参ください。

※工事現場内や指定の場所においては、ヘルメットを着用していただきます。ヘルメッ

トは当方で用意します。

事務所出発 ホテル ブラン（夕食） 星空観察 展望台 現場内見学 事務所着
17:30 18:00 ～ 19:20 19:30 ～ 20:30 20:50 ～ 21:05 21:20 ～ 21:35 22:15

事務所出発 ホテル ブラン（夕食） 星空勉強会 展望台 現場内見学 事務所着
17:30 18:00 ～ 19:20 19:30 ～ 20:00 20:20 ～ 20:35 20:50 ～ 21:05 21:45



夜間も工事を行っている、成瀬ダムの夜の様子
を見学しませんか。
あわせて東成瀬村の星空観察も企画しています。

(平成11年に「美しい星空日本一」に認定。）

日 時：令和元年８月３０日（金）【小雨決行】
１７：３０出発～２２：１５到着予定

募集人数：６０人（事前申込必須）
※定員に達した場合、期日前に募集を締め切らせていただきます。

※個人（家族）を対象とします。団体での申込はご遠慮願います。

申込期限：令和元年８月２２日（木） １７時まで
申込方法：申込用紙に必要事項を記入の上、メール、ＦＡＸ

または電話にて。
参 加 費：１，０００円/人【夕食代(ダムカレーとアイス)として】
集合場所：成瀬ダム工事事務所(東成瀬村田子内字宮田97-1)

問い合わせ・申込先
国土交通省 成瀬ダム工事事務所 特別見学会担当まで
メール：thr-narusedam01@mlit.go.jp
ＦＡＸ：0182-23-6369
電 話：0182-23-8438

●見学行程● （予定）

共催：成瀬ダム工事事務所、東成瀬村役場

※雨天等で星空観察が出来なくなった場合は行程
が変更となります。
工事の進捗状況で見学場所が変更となる場合が
ございます。

【位置図】
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【集合場所】
成瀬ダム工事事務所

田子内ﾐﾆﾗｲｽｾﾝﾀｰ

東成瀬村役場

東成瀬
小学校

国道13号交差点から
東に約１４km

集合・受付 事務所出発 ホテル ブラン（夕食） 星空観察
17:15 17:30 18:00 ～ 19:20 19:30 ～ 20:30

事務所着 現場内見学 展望台
22:15 21:20 ～ 21:35 20:50 ～ 21:05



成瀬ダム工事事務所　特別見学会担当　行き
FAX　０１８２－２３－６３６９

　　『成瀬ダム特別見学会』参加を申し込みます。

申込（代表）者　お一人の場合は、二重線の部分のみ記載願います。

お名前 性別 男・女 年齢
歳
代

住　所
(市、町ま

で）

都道
府県

市区
郡

電話 FAX

メール ＠

お名前② 性別 男・女 年齢
歳
代

住　所
(市、町ま

で）

都道
府県

市区
郡

お名前③ 性別 男・女 年齢
歳
代

住　所
(市、町ま

で）

都道
府県

市区
郡

お名前④ 性別 男・女 年齢
歳
代

住　所
(市、町ま

で）

都道
府県

市区
郡

お名前⑤ 性別 男・女 年齢
歳
代

住　所
(市、町ま

で）

都道
府県

市区
郡

＜申込時にご了解頂きたい内容＞
　１．申し込み頂いた際の個人情報については、当見学会での目的以外に使用しません。
　２．見学時に写真を撮影します。撮影した写真は、当管理所ウェブサイトや広報に掲載させて頂く場合があります。
　３．集合場所（成瀬ダム工事事務所）までの交通費等は、自己負担とします。
　４．服装に関する注意事項として、サンダル履きでの現場見学会への参加はご遠慮願います。
　　　現地は風が強いので、寒くない服装でお越し下さい。“小雨決行”としますので、天候により雨具はご持参ください。
　５．天候の状況により急遽中止となる場合には、当所より連絡いたしますので、連絡のとれる電話番号を記載願います。
　６．参加者には、夕食として「ホテルブラン」で『ダムカレー』と『アイス』を用意します。当日の受付時に夕食代として
　　　１，０００円/人を徴収させていただきます。

【見学行程（予定）】
　受付開始：１７時１５分（成瀬ダム工事事務所にて）

　▲星空観察が出来なかった場合▼

　※行程は目安となっています。現地状況等により変更となる場合がありますので、ご了承願います。

【問合せ：連絡先】
　国土交通省　成瀬ダム工事事務所　特別見学会担当まで
　電話：0182-23-8438　ＦＡＸ：23-6369　　メール：thr-narusedam01@mlit.go.jp

　【駐車場について】　田子内ミニライスセンター（成瀬ダム工事事務所となり）の駐車場もご利用ください。

連絡先

令和元年8月30日　『成瀬ダム特別見学と星空観察』 申込用紙

　７．この現場見学会は個人の方（家族等）を対象としております。団体による見学会につきましては、”団体対象の見学
会”で申し込みください。

（小雨決行）

事務所出発 ホテル ブラン（夕食） 星空観察 展望台 現場内見学 事務所着
17:30 18:00 ～ 19:20 19:30 ～ 20:30 20:50 ～ 21:05 21:20 ～ 21:35 22:15

事務所出発 ホテル ブラン（夕食） 星空勉強会 展望台 現場内見学 事務所着
17:30 18:00 ～ 19:20 19:30 ～ 20:00 20:20 ～ 20:35 20:50 ～ 21:05 21:45
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