
平 成 ２ ７ 年 ７ 月 １ ７ 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！
真夏の「ダムツアー」開催

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。毎年多数のご応募があり、小学生からご年配の方

まで幅広くご参加いただいています。

上記の４つのダムに加え、 「電力王・福沢桃介」で知られる大井ダムも見学できま

す。歴史や景観に親しみながら、防災操作（洪水調節） ・水源確保・発電などの役割

や形式の異なる、個性豊かなダムたちに出会い楽しく学べる１日ダム巡りの旅にご案

内します。

※７月２１日～３１日は「森と湖に親しむ旬間」です。森と湖に親しみ、心身をリフレッシュしながら、森林や

ダム等の重要性への理解浸透を目的に定められ、全国の管理ダム等でイベントが開催されます。

１．開 催 日： 平成２７年７月２９日（水） ９ ：００頃～１６：００頃

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４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．定 員： 小里川ダム経由JR瑞浪駅発着コース・ ・ ・２０名
JR瑞浪駅発着コース・ ・ ・２０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
（募集は７月１７日（金）まで）

４．添付資料：昨年の「ダムツアー」の様子、チラシ（応募要項）、取材登録書

５．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

＊取材について 現地取材を希望される報道機関におかれましては、７月２８日（火）１６時ま
でに別添「取材登録書」をFAXにて提出をお願いします。

【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 岩田 TEL（０５７４ ）４３－１１０８

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



ダムツアーを開催 ～森と湖に親しむ旬間～

平成２６年７月２４日（木）、小里川ダム・矢作ダム・丸山ダム・阿木川ダム・大井ダム合同の「ダムツアー」を開催し、
４つのコースにあわせて６５名が参加されました。

小里川ダム発着コースは、当初の定員２０名での１コースの募集に対し、ありがたいことに多数の応募をいただき、急遽コー
スを増便し３９名の方にご参加いただくことができました。家族連れや県外からの参加も多く見受けられました。参加者らは普
段は見ることのできないダム内部や景観を楽しみながら、各ダムを巡りました。

◆参加者の内訳（小里川ダム発着コース）
・家族連れ：２０名、その他：１９名

（大人３５名、子ども４名）
・県外：１７名 （愛知県（春日井市、名古屋市）、京都府、滋賀県）
・県内：２２名 （恵那市、瑞浪市、土岐市、多治見市）

◆参加者からの感想
・ひとりでまわるのと違い、わいわい楽しく知識を深められた。
・普段入れないところを見学できて、とても楽しかった。

・子どもの夏休みで親子で勉強できる。ダムの裏側も見学でき
よかった。
・各ダムの職員の方の説明が、大変分かりやすかった。
・いろいろな種類のダムを見学できて、違いがよく分かった。

・ダムカードがたくさん集められた。
・今後も同様の機会があれば、ぜひ参加したい。

ペットボトルを使ってダムの仕組みを体験
通廊からダムを見上げる

岩や土で造られたロックフィルダム・阿
木川ダムの内部

日本初のダム式発電所（大正１３年完
成）のある大井ダムの天端を歩く

丸山ダムの操作室にはコンピュータが
いっぱい

昨年の様子



【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

庄内川河川事務所 小里川ダム管理支所

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。

小里川ダム

開催日：平成２７年７月２９日（水）

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

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

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

募集期間：

７月１７（金）まで



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２７年７月６日（月）１０時～７月１７日（金）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２４日（金） 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 ： 応募用紙に必要事項をご記入のうえ、下記の連絡先までメール、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瑞浪駅発着コース
（定員20名）

（JR瑞浪駅に８時５０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 小里川ダム
16:30頃 ＪＲ瑞浪駅

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４０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

阿木川ダム見学

16:45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

１５分、またはJR可児駅に８時４５
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

15:30頃 新丸山ダム
16:00頃 可児駅

解 散

◆JR瑞浪駅（小里川ダム集合有り・無し）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

9:45~   丸山ダム見学

大井ダム見学

16:15頃 ＪＲ瑞浪駅
解 散

阿木川ダムにてお昼休憩

★小里川ダム経由JR
瑞浪駅経由発着コース

（定員20名）
（JR瑞浪駅に８時２０分、

または小里川ダム管理
所に８時４５分までにお
集まりください。）

小里川ダム見学

①コース

②コース



別紙「取材登録書」

平成 年 月 日

７/２９「ダムツアー」 取 材 登 録 書

７月２９日開催「ダムツアー」について、取材をご希望の報道機関におかれましては、

事前にご登録をお願いいたします。

１．報道機関名

２．取材者等

（１）ご氏名

（２）連絡先 ＴＥＬ

（３）取材人数 人

（４）取材車両

の種類等

※取材を円滑におこなっていただけるよう、取材予定ダム、訪問予定時間等を

お伺いすることがあります。

３．送 信 ・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 幸泰

FAX（０５７３）５９－００５８ TEL（０５７３）５９－００５６

国土交通省 矢作ダム管理所 総務係長 山本 真澄

FAX（０５６５）６８－２３２８ TEL（０５６５）６８－２３２１

国土交通省 丸山ダム管理所 総務係長 岩田 礼司

FAX（０５７４）４３－２１７０ TEL（０５７４）４３－１１０８

（独）水資源機構 阿木川ダム管理所 石川 勇也

FAX（０５７３）２５－９２２１ TEL（０５７３）２５－５２９５
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