
 

 

令 和 元 年 7 月 5 日 

三峰川総合開発工事事務所 

～今年の夏も、ダムは君を待っている～ 

～“ダムを見に行こう 夏号2019”～ 

 

【夏の建設ダム特集】 

 ～ダムに貯まった土砂を排出するための 

施設を建設中です。～ 

美和ダム （長野県）        

“ダムを見に行こう 夏号2019”は以下URLでご覧頂けます。夏のダムの魅力を見つける旅に

でませんか。http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_tourism.html 

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

 中部地方整備局では、「旬な現場」として美和ダム再開発における堆砂対策工事や、通常入る

ことのできない美和ダム内部を一般の皆さんに紹介しています。 
http://www.cbr.mlit.go.jp/local_info/sougou/contents/shisetsu/construction/ 

●美和ダム（堆砂対策工事）見学の問合せ先 
三峰川総合開発工事事務所 工務課    
TEL 0265-98-2922 

●美和ダム（ダム内部）見学の問合せ先 
天竜川ダム統合管理事務所美和ダム管理支所 
TEL 0265-98-2111

 

 国土交通省は“ダムを見に行こう 夏号2019”をリリースしました。今号では、中部地方整

備局管内で実施中の三峰川総合開発事業（美和ダム再開発）の特集記事を含め、2019年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＞ 三峰川総合開発工事事務所 副所長   尾畑 伸之 
工務課長  小林 一士 

TEL：0265-98-2922  FAX：0265-98-2369 

＜配布先＞ 伊那市記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ 



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
豊平峡ダム

望月寒川放水路トンネル
令和元年８月8日

（株）JTB北海道事業部
営業第四課
TEL011-271-7024

札幌の地下探検！望月寒川放水路トンネル特別見学会
豊平峡ダムのワイン貯蔵施設見学とダムワイン試飲

豊平峡ダムワイン貯蔵施設
望月寒川放水路トンネル

https://www.jtb.co.jp/tabeat/

北海道
夕張シューパロダム

漁川ダム
令和元年7月27日

北海道オプショナルツアーズ(株)
TEL:011-212-1170

夕張シューパロダムと漁川ダム見学
千歳北海道まるごと市場でランチ

道の駅マオイの丘公園
恵庭渓谷白扇の滝

http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=434266
5517155

北海道
金山ダム
滝里ダム

令和元年9月6日,
10月19日

北海道オプショナルツアーズ(株)
TEL:011-212-1170

芦別滝里ダム・南富良野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/tour/detail.php?tid=442497
8519155

北海道
新桂沢ダム
滝里ダム

令和元年7月20日
令和元年8月3日

北海道オプショナルツアーズ(株)
TEL:011-212-1170

新桂沢ダム・滝里ダム見学と
大橋さくらんぼ園でさくらんぼ狩り

大橋さくらんぼ園
http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=418486
4516155

北海道 留萌ダム 令和元年9月７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　浜益温泉 国稀酒造　浜益温泉
http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=442706
0520155

北海道 新桂沢ダム 令和元年7月27日
三笠市商工観光課
ジオパーク推進係
TEL：01267-2-3997

新桂沢ダム工事見学と博物館・原石山見学
https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/detail/00
008346.html

岩手県
○○ダム

※ミステリーツアーのため
令和元年7月14日,

7月21日
(株)読売旅行
TEL：017-721-0077

夏得（なつとく）！お中元ミステリーツアー オープンガーデンいわて
https://www.yomiuri-
ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=19001904

山形県 長井ダム

平成31年4月27日
～令和元年11月上旬

（開催日はながい百秋湖
ボートツーリングＨＰを

確認ください）

(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/

福島県
摺上川ダム

（茂庭っ湖）
平成31年4月

～令和元年11月

NPO法人いいざか
サポーターズクラブ
TEL:０２４－５２９－６１２５

（モンドセレクション３年連続最高金賞を受賞し「ふくしまの水」の水
源）

福島・山形・宮城の県境から流れでる摺上川中流の
ダム（通称：茂庭っ湖）は、自然が美しい癒やしの空間です。

静かな湖面は初心者やお子様でも、
安心してカヤック（カヌー）ツーリングをお楽しみいただけます。

http://iizakasupporters.com/activity_kayak

秋田県 森吉山ダム 令和元年7月7日 （株）読売旅行
東北最長のロックフィルダム「森吉山ダム」も見学！

花の百名山森吉空中散歩＆ハイキングと頑張れ！
秋田内陸縦貫鉄道日帰り

秋田内陸線乗車
森吉山ゴンドラ

https://www.yomiuri-
ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=19001883

群馬県 八ッ場ダム
平成31年4月7日

～令和元年9月29日
八ッ場ダム工事事務所
TEL:0279-82-2317

個人向け『湛水地内を巡るバスツアー』日曜限定開催。
ダムが完成すると絶対に入ることができない湛水予定地内を

バスで巡ります。（全ての回で定員に達しました。）

http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba00144kojinh31
04.html

群馬県 八ッ場ダム
平成31年4月2日

～令和元年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』。
予約不要、お好きな時間に気軽にぷらっと見学。

ぷらっと見学会では、工事の作業により見学者の安全確保のため、
工事現場内の見学はできなくなりました。

一般開放エリア（展望広場）での
ガイド付き見学となります。あらかじめご了承下さい。

また、8月10日～18日、9月14、16、21、23日は予約制となります。

http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba00144kojinh31
04.html

群馬県 八ッ場ダム
平成31年4月2日

～令和元年9月30日
八ッ場ダム工事事務所
TEL:0279-82-2317

団体向け『やんばコンシェルジュご案内ツアー』。
八ッ場ダムの歴史や必要性、またダム・防災技術を建設現場で、

“やんばコンシェルジュ”が、わかりやすい解説で
皆様をご案内いたします。

http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba00144h3104.h
tml

栃木県 川俣ダム
令和元年7月7日,

10月20日

鬼怒川源流・栗山ツアー企画
①日光那須アウトドアサービス
　（0288-77-2030）
②栗山ツアー事務局
　（070−2835−4778）

広大なダム湖を独り占め
川俣湖カヌー

カヌー https://kuritour.jp/canoe/

栃木県 川俣ダム
令和元年7月20日,

7月21日

鬼怒川源流・栗山ツアー企画
①ネイチャープラネット
　（0288-78-1177）
②栗山ツアー事務局
　（070−2835−4778）

立って漕ぐ新感覚のウォータースポーツ
スタンドアップパドルボード（SUP）

SUP https://kuritour.jp/sup/

栃木県 川俣ダム 令和元年8月4日
鬼怒川源流･栗山ツアー実行委員会
Kuriyama Go Travel
TEL:070-4380-5917

芸術のアーチボディ、川俣ダムのライトアップ＆星空観察。
この日しか入れない特別な場所でライトアップされた

幻想的な川俣ダムを見学。
専門講師による星空観察付。 https://kuritour.jp/about/

埼玉県
二瀬ダム、滝沢ダム
浦山ダム、合角ダム

令和元年7月27日

秩父4ダム連携検討会
問い合わせ先：水資源機構荒川ダム
　　　　　　　総合管理所
ＴＥＬ：0494-23-1431

秩父４ダム探検隊が往く5!
秩父4ダム

（二瀬ダム、滝沢ダム、浦山ダム、合角ダム）
を見学するツアー

https://www.water.go.jp/kanto/arakawa/topics/2019
/190531_4damtanken.html

富山県 宇奈月ダム
令和元年7月20日

～
 令和元年9月1日

㈱ＪＴＢ
TEL：076-262-1361

宇奈月ダム　秘密の監査廊ツアー JTBの宿泊ツアーを申し込みした方対象 -

富山県 宇奈月ダム
令和元年7月5日

～ 令和元年9月20日
阪急交通社
TEL：03-6745-1312

黒部峡谷パノラマ展望ツアー
黒部ダム関電トンネル工事跡見学と

宇奈月ダム「秘密の監査廊ツアー」3日間

https://www.hankyu-
travel.com/tour/detail_d.php?p_hei=10&p_course_id=
40698

新潟県
福島県

笠堀ダム、大谷ダム
大川ダム

令和元年７月13日,
7月14日

新潟交通(株)くれよん三条
TEL:0256-35-1116
新潟交通(株)くれよん万代
TEL:025-241-1116

秘境八十里越体感バス
～水の宝庫！しただ・只見・南会津のダムめぐり～

ダム好き集合！専門係員がご案内！

国道289号八十里越工事現場見学・
河井継之輔記念館（只見町）

https://www1.niigata-kotsu.co.jp/

愛知県 設楽ダム 令和元年9月29日
(株)豊鉄観光サービス
TEL：053-254-5691

奥三河再発見ツアー
設楽ダム工事現場見学と田口線廃線跡ガイドウォーク

田口線廃線跡ガイドウォーク 近日掲載予定

岐阜県 小里川ダム
令和元年7月20日,
8月21日,9月15日

遠州鉄道(株)
TEL：053-454-4101

『こだわり紀行』夏バテ解消食材！名物寒天づくし懐石料理 グルメ列車
https://bambi.entetsu.co.jp/course/kodawari/detail.ph
p?cno=3848&date=20190507

岐阜県 小里川ダム
令和元年7月30日,

8月19日
岐阜乗合自動車(株)（岐阜バス）
TEL：0120-84-3748

ダムカードを集めよう
黒部ダム＆髙瀨ダム＆大町ダム＆小里川ダム編

ダムカード収集
http://www.gifubus.co.jp/travel/bustabi-
link/tiiki/kousinetu/main.html

静岡県 長島ダム
令和元年8月5日,

8月14日,8月16日
遠州鉄道（（株）
TEL：053-454-4107

こだわり紀行トーマスフェアとアプト式鉄道と長島ダム内部探検 トーマス・アプト式鉄道 bambi_info@entetsu.co.jp

鳥取県 殿ダム、菅沢ダム
令和元年9月7日,

9月8日
クラブツーリズム(株)
TEL：03-4335-6231

大型バスでは行けないダムカード完全制覇の旅～鳥取編～

https://tour.club-
t.com/tour/detail?ToCd=TD&p_company_cd=100200
0&p_from=800000&p_baitai=913&p_baitai_web=91
3&p_course_no=1215892

島根県 尾原ダム 令和元年7月27日
島根県技術士会青年部
TEL：0853-53-3251

ダムについて学ぼう！！ ダムカレー -

岡山県 苫田ダム
令和元年6月～9月

日月金土
(株)観光販売システムズ
（ネット予約のみ）

苫田ダム探訪ツアー 里山健康昼食＋日帰り入浴＋お楽しみ特典セット！
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000187
016/activity/l000017EFB/?plandate=&screenId=OU
W2210&dateUndecided=1

岡山県 苫田ダム 令和元年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。
https://satoyama.holiday/plans/learn/entry-617.html

岡山県 苫田ダム
令和元年7月18日,

7月30日,8月10日,8月22日
かがみのツーリズム研究会事務局
TEL：0868-54-7655

苫田ダム探訪ツアー
ガラス張りの展示室→点検通路

→常用洪水吐→ダムの底→操作室など
https://satoyama.holiday/plans/learn/entry-616.html

岡山県 苫田ダム 令和元年7月20日
サンケイトラベル
TEL：06-6633-3719

  裏見の滝「岩井滝」＆苫田ダムガイドウォーク
天王寺→梅田→西の屋美作店

（岡山まつり寿司＆ピーチポークしゃぶしゃぶの昼食）
→苫田ダム→岩井滝

http://esankei.net/tour_detail_index.asp?course=1075
29&cln=&formkbn=2&departuredate=#annai

山口県 厚東川ダム 令和元年７月９日
宇部・美祢・山陽小野田産業
観光推進協議会
TEL:0836-34-2050

酒蔵とダム湖巡り
洪水被害の軽減と宇部市、山陽小野田市の工業用水、

上水の確保を目的として造られたダムを巡りその用途や構造、
水が出来るまでを学びます。

日本酒「貴」は全国的に注目されています。
冬は酒造り、夏は米作りと一貫作りを行っている酒蔵を見学します。

https://www.csr-tourism.jp/tours/22/index.html

愛媛県

石手川ダム、鹿森ダム
黒瀬ダム、台ダム

玉川ダム、須賀川ダム
山財ダム

令和元年7月27日
クラブツーリズム㈱
TEL03-4335-6231

＜ひとり旅＞
『大型バスでは行けないダムカード完全制覇の旅

～愛媛編～３日間』
奥道後温泉

https://tour.club-
t.com/tour/detail?p_company_cd=1002000&p_from=
800000&p_baitai=997&p_course_no2=J3248

愛媛県
鹿森ダム、黒瀬ダム
台ダム、玉川ダム

須賀川ダム、山財ダム

令和元年9月6日
（催行未定）

クラブツーリズム㈱
TEL03-4335-6231

ダム好き集まれ！
大型バスでは行けない愛媛県のダムカード・コレクション

３日間（ひとり旅）
道後温泉

https://tour.club-
t.com/tour/detail?p_company_cd=1002000&p_from=
800000&p_baitai=997&p_course_no2=72790

大分県 大分川ダム 令和元年7月7日
宮崎交通㈱　宮交ツアーデスク
TEL:0985-32-2323

A[西都・宮崎・都城・小林] 食の豊後路を行く！
由布院温泉グルメ旅情

国宝臼杵石仏・由布院温泉

http://www.miyakoh-
kanko.com/kokunai/code/index.php?p_from=100050
0&p_company_cd=1000500&p_bunrui2=030&ToCd
=TL

大分県 大分川ダム 令和元年7月5日
宮崎交通㈱　宮交ツアーデスク
TEL:0985-32-2323

B[日南・延岡・日向] 食の豊後路を行く！
由布院温泉グルメ旅情2日間

国宝臼杵石仏・由布院温泉

http://www.miyakoh-
kanko.com/kokunai/code/index.php?p_from=100050
0&p_company_cd=1000500&p_bunrui2=030&ToCd
=TL

京都府
三重県

高山ダム
比奈知ダム

令和元年7月1日,
7月17日,7月27日

(一社)京都山城地域振興社
TEL:0774-25-3239

管理開始20周年比奈知ダム　50周年高山ダム記念
二つのダム探検と伊賀牛のランチ

南山城・伊賀上野　お買い物ツアー（仮称）

道の駅　南山城村
名阪上野忍者ドライブイン

-

兵庫県 一庫ダム 令和元年8月24日
能勢電鉄　鉄道営業課
TEL:072-792-7716

【夏でもひ～んやり】
山下駅から一庫ダムまで、約2キロの道をウォーキング。

夏の間も涼しいダムの内部に入り、
その仕組みや役割を学ぶことができる。

ダム見学、
ウォーキング

適宜関係ウェブサイトにて掲載

高知県 早明浦ダム 令和元年7月7日
(株)読売旅行高知営業所
TEL：088-802-4356

初日開催の2019土佐れいほく博に行ってきます
「リニューアルしたダム湖畔の宿・さめうら荘」に泊まる

嶺北4つの山郷めぐり

自然王国白滝の里・いしはらの里・
大原富枝文学館・豊楽寺薬師堂

https://www.yomiuri-
ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=18027300

高知県 早明浦ダム 令和元年7月25日
(株)読売旅行高知営業所
TEL：088-802-4356

【高知発着】夏の土佐町は子供が主役です。
早明浦ダム内部特別見学・今日は牛のせり市・
アメゴ掴み取り・神秘的な三樽権現の滝めぐり

嶺北家畜市場・アメゴ養殖場・権現の滝
https://www.yomiuri-
ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=19000886

高知県 早明浦ダム 令和元年8月3日
(株)読売旅行高知営業所
TEL：088-802-4357

【幡多地区発着】ライトアップされた早明浦ダムと内部別特別見学・
土佐あかうし星空バーベキュー「第35回2019やまびこカーニバル」

やまびこカーニバル
https://www.yomiuri-
ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=19000714

さめうら

夏のダムツアー紹介 好評実施中

夏の建設ダム特集・上記ツアーの他、以下の建設中のダムでも、現場見学会を実施中♪

○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 R1.07 vol.26

～今年の夏も、
ダムは君を待っている～

★現在建設中のダム

○ダム本体を建設中のダム
最上小国川ダム（山形県）, 簗川ダム（岩手県）, 鵜川ダム（新潟県）, 川上ダム（三重県：9月頃～）, 浜田ダム（島根県）, 椛川ダム（香川県）,
横瀬川ダム（高知県）

○ダム湖の水を放流する施設を建設中のダム
千五沢ダム（福島県）, 天ヶ瀬ダム（京都府）, 長安口ダム（徳島県）

○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を建設中のダム
足羽川ダム（福井県）, 新丸山ダム（岐阜県）

○ダムを支える土台となる岩盤を露出させるために柔らかい岩などを掘削中のダム
成瀬ダム（秋田県）, 内ヶ谷ダム（岐阜県）, 和食ダム（高知県）

7月から9月にかけて実施予定のダムツアー状況

丸山ダム（岐阜県）
まるやま

大石ダム（新潟県）
おおいし



問合先：独立行政法人水資源機構
朝倉総合事業所

ＴＥＬ：0946-25-1100
ＵＲＬ：http://www.water.go.jp/

chikugo/koishi/
場 所：福岡県朝倉市上秋月1373-1

小石原川ダム（福岡県）
こいしわらがわ

美和ダム（長野県）
みわ

問合先：三峰川総合開発工事事務所
ＴＥＬ：0265-98-2922
ＵＲＬ：http://www.cbr.mlit.go.jp/

mibuso/
場 所：長野県伊那市長谷溝口1527

土砂バイパス
トンネル
長さ4.3km


