
平 成 ２ ６ 年 ６ 月 ５ 日
国土交通省 庄内川河川事務所

矢作ダム管理所
丸山ダム管理所

（独）水資源機構 阿木川ダム管理所

なるほどがいっぱい！ダムっておもしろい！
「ダムツアー」参加者募集します

～木曽川・庄内川・矢作川のいろんなダムを１日で観てみませんか？～

毎年７月２１日～３１日は「森と湖に親しむ旬間 」です。この一環として小里川ダム※

・矢作ダム・丸山ダム・阿木川ダム主催による、日帰りで複数のダムを見学できるバ

スツアーを開催します。

「歴史の深さ」 「すばらしい景観」 「発電や地域の水がめ」 「洪水から守る」などダム

によってそれぞれ違う魅力・働きがあります。防災施設に興味がある、夏休みの課題

にしたい、風景を楽しみたい、などとお考えの皆様は是非、参加してみませんか？

当日は、３コース用意し、それぞれスタート地点が別になりますので、お住まいの

場所やご都合・ご希望に合わせてご参加いただけます。

※森と湖に親しみ、心身をリフレッシュしながら、森林やダム等の重要性について理解を深めていただくこと

を目的とし、国土交通省及び農林水産省が定めたもので、この期間中に全国各地の管理ダム等で見学会等

のイベントが開催されます。

１．開 催 日： 平成２６年７月２４日（木） （詳細は応募要項参照）

２．場 所： 小里川ダム、矢作ダム、丸山ダム、阿木川ダム及び大井ダムを３コースに分
かれて回ります（各コースの詳細な行程は応募要項を参照）

３．応募期間： 平成２６年６月５日（木）１０時から７月７日（月）１６時まで

４．定 員： JR瑞浪駅経由小里川ダム発着コース１９名
新豊田駅発着コース１５名
新丸山ダム経由JR可児駅発着コース１７名
（応募多数の場合は抽選といたします。）

５．その他 ： 別紙応募要項のとおり

６．配布先 ： 中部地方整備局記者クラブ 多治見市政記者クラブ 恵那記者会
可児市記者クラブ 美濃加茂市記者クラブ 豊田市政記者クラブ 豊田市政記者東クラブ

【問い合わせ先】

国土交通省 庄内川河川事務所 小里川ダム管理支所 支所長 山本

TEL（０５７３ ）５９－００５６

国土交通省 矢作ダム管理所 総務係長 山本 TEL（０５６５ ）６８－２３２１

国土交通省 丸山ダム管理所 総務係長 加藤 TEL（０５７４ ）４３－１１０８

（独）水資源機構 阿木川ダム管理所 主幹 阿部 TEL（０５７３ ）２５－５２９５



開催日：平成２６年７月２４日（木）

【主催】
丸山ダム管理所矢作ダム管理所

（独）水資源機構 阿木川ダム管理所

国土交通省

矢作ダム

丸山ダム

かけがえのない水をお届けしています
恵那市街地を一望できる都市型ダム

木曽川流域の水害を減らす歴史あるダム
真正面からダムを観ることができます

庄内川河川事務所 小里川ダム管理支所

三河湾に注ぐ矢作川の上流に位置する
美しい放物線を描くアーチ式ダムです

大井ダム

阿木川ダム

※コースにより見学するダムが異なります。詳しくは裏面をご覧ください。

大正時代、「電力王」福沢桃介が建設
歴史の面影を残す大規模発電用ダム

小里川ダム

ダムの中には展望テラスもあります
地域密着型の開かれたダムです



２．応募資格 ： どなたでも参加できますが、当日はダム周辺を歩くことになります。
小学生以下の方は、保護者または責任者の同伴が必要です。

３．募集期間 ： 平成２６年６月５日（木）１０時～７月７日（月）１６時
※募集締切後、応募者多数の場合は、厳正な抽選のうえ参加者を決定します。

参加者に選ばれた方のみ７月１４日（月）までに各コースの担当者より連絡します。

４．参 加 料 ： ５０円（保険料として当日徴収します。）

５．飲 食 物 ： 飲食物の用意はございませんので、昼食及び飲料水等はご持参ください。
・ 服 装 当日はたくさん歩きますので、歩きやすい靴・服装でお越しください。

６．そ の 他 ： 大雨や洪水またはそのおそれがある時は、全コースを中止します。

７．申込み先 ： 下記の連絡先まで、応募用紙を記入のうえ、メール、FAX、郵送または持参にて
お申し込みください。（電話によるお申し込みはできません。）

８．問い合わせ先：国土交通省 庄内川河川事務所 小里川ダム管理支所 TEL（０５７３）５９－００５６
HP http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.htm 

国土交通省 矢作ダム管理所 TEL （０５６５）６８－２３２１
HP http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/index.html

国土交通所 丸山ダム管理所 TEL（０５７４）４３－１１０８
HP http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/index.html 

１．コース ：それぞれ出発地・見学地が異なるコースをご用意しております。
お住まい・ご都合に合わせてお選びください。

★JR瑞浪駅経由小里川ダム発着
コース（定員19名）

（JR瑞浪駅に８時２０分、または小里

川ダム管理支所に８時４５分までに
お集まりください。）

9:00～ 小里川ダム見学

矢作ダム見学

大井ダム見学

16:15頃 JR瑞浪駅
16:30頃 小里川ダム

解 散

阿木川ダムにてお昼休憩

★新豊田駅発着コース
（定員15名）

（新豊田駅に８時５０分までに
お集まりください。）

10:15～ 矢作ダム見学

小里川ダムにてお昼休憩

小里川ダム見学

大井ダム見学

17:20頃 新豊田駅
解 散

★新丸山ダム経由JR可児駅発着
コース（定員17名）

（新丸山ダム工事事務所に８時２０
分、またはJR可児駅に９時００分ま
でにお集まりください。）

10:00～ 小里川ダム見学

阿木川ダムにてお昼休憩

阿木川ダム見学

丸山ダム見学

15:40頃 新丸山ダム
16:10頃 可児駅

解 散

◆JR瑞浪駅経由小里川ダム発着コース（小里川ダム管理支所）
FAX（０５７３）５９－００５８ メールアドレス：kanoriga@cbr.mlit.go.jp

◆新豊田駅発着コース（矢作ダム管理所）

FAX（０５６５）６８－２３２８ メールアドレス：yahagi@cbr.mlit.go.jp 

◆新丸山ダム経由JR可児駅発着コース（丸山ダム管理所）

FAX（０５７４）４３－２１７０ メールアドレス：maruyama@cbr.mlit.go.jp



　集合・解散場所　　（　　JR瑞浪駅　・　小里川ダム管理支所　　）
　　（いずれかを○で囲んでください）

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。参加者には担当者よりご連絡します。

申し込み先・ 〒509－7606　

問い合わせ先 岐阜県恵那市山岡町田代１５６５－２１

国土交通省　小里川ダム管理支所　

FAX ０５７３－５９－００５８

メール：kanoriga@cbr.mlit.go.jp

TEL ０５７３－５９－００５６

集合場所・
時間

年齢区分
※該当に○をつ

けて下さい。

石塚　宛

電車でお越しの方はJR瑞浪駅改札口前に８時２０分
お車でお越しの方は小里川ダム管理支所に８時４５分までにお集まりくださ
い
※小里川ダム管理支所には駐車スペースがございます

ダムツアー応募用紙
(JR瑞浪駅経由小里川ダム発着コース）

高校生以上・
中学生・

小学生以下

高校生以上・
中学生・

小学生以下

高校生以上・
中学生・

小学生以下

TEL
※中止の場合の連絡先になります。

氏名

高校生以上・
中学生・

小学生以下

ご希望の集合・解散場所を○で囲み、枠欄に、「氏名」　「住所」　「ＴＥＬ」「年齢区分」を記入のう
え、下記の【申し込み先・問い合わせ先】にメール、FAX、郵送または持参にてお申し込みくださ
い。

住所

瑞
浪
駅

小里川ダム管理支所



※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。参加者には担当者よりご連絡します。

申し込み先・ 〒444-2841

問い合わせ先 愛知県豊田市閑羅瀬町東畑67番地

国土交通省　矢作ダム管理所

山本　宛

FAX：0565-68-2328

メール：yahagi@cbr.mlit.go.jp

TEL：0565-68-2321

新豊田駅に８時５０分までにお集まりください

ダムツアー応募用紙
(新豊田駅発着コース）

枠欄に、「氏名」　「住所」　「ＴＥＬ」「年齢区分」を記入のうえ、下記の【申し込み先・問い合わせ
先】にメール、FAX、郵送または持参にてお申し込みください。

氏名 住所 TEL
※中止の場合の連絡先になります。

年齢区分
※該当に○をつ

けて下さい。

高校生以上・
中学生・

小学生以下

高校生以上・
中学生・

小学生以下

集合場所・
時間

高校生以上・
中学生・

小学生以下

高校生以上・
中学生・

小学生以下



　集合・解散場所　　（　新丸山ダム工事事務所　・　JR可児駅　）
　　（いずれかを○で囲んでください）

※応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。参加者には担当者よりご連絡します。

申し込み先・ 〒505-0301  

問い合わせ先 岐阜県加茂郡八百津町八百津鵜の巣1422-5

国土交通省　丸山ダム管理所

加藤　宛

FAX：0574-43-2170 

メール：maruyama@cbr.mlit.go.jp
TEL：0574-43-1108 

集合場所・
時間

高校生以上・
中学生・

小学生以下

お車でお越しの方は新丸山ダム工事事務所に８時２０分、
電車でお越しの方はJR可児駅改札口前に９時００分にお集まりください
※新丸山ダム工事事務所の住所は、岐阜県加茂郡八百津町八百津３３５１です。
※可児駅周辺には無料の駐車場はありませんが、新丸山ダム工事事務所には駐車スペー
スがあります。

ご希望の集合・解散場所を○で囲み、枠欄に、「氏名」　「住所」　「ＴＥＬ」「年齢区分」を記入のう
え、下記の【申し込み先・問い合わせ先】にメール、FAX、郵送または持参にてお申し込みくださ
い。

氏名 住所 TEL
※中止の場合の連絡先になります。

高校生以上・
中学生・

小学生以下

高校生以上・
中学生・

小学生以下

ダムツアー応募用紙
(新丸山ダム経由JR可児駅発着コース）

高校生以上・
中学生・

小学生以下

年齢区分
※該当に○をつ

けて下さい。




