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桜と春の日の出を見に、ダムへ行こう。 

～“ダムを見に行こう 春号 2019”リリース～ 

  

 国土交通省では、地域と連携して全国のダムを観光資源として活用す

るため、パンフレット“ダムを見に行こう”を定期的に発行しており、

この度、“ダムを見に行こう春号2019”をリリースしました。 

今号では、全国の「今しか見られない」建設中のダムや春の魅力的な

ダムをはじめ、6月までのダムツアーなどを紹介しています。 

中国地方においては、尾原ダム（島根県雲南市、奥出雲町）で見られ

る日の出などを紹介しています。 

“ダムを見に行こう 春号2019”は以下URLでご覧頂けます。春にしか味

わえないダムの魅力を探しに、ぜひお出かけ下さい。 

 

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

※過去の“ダムを見に行こう”(2013年～)についても、上記URLでご覧

頂けます。 

※別添：ダムを見に行こう 春号2019 

   
【問い合わせ先】  

 国土交通省 中国地方整備局 

  ☎（082）－221－9231（代表）（平日昼間）  

河川部 河川計画課長   和
わ

 田
だ

  紘
ひろ

 希
き

 （内線 3513） 

【広報担当窓口】 

広報広聴対策官       岩
いわ

 下
した

  恭
やす

 久
ひさ

 （内線 2117） 

企画部 環境調整官    井
いの

 上
うえ

  和
かず

 久
ひさ

 （内線 3114） 

 

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


さめうら

春のダムツアー紹介 好評実施中

春の建設ダム特集・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♪
○ダムに水を貯めながら安全性を確認しているダム
河内川ダム（福井県）
○ダム本体を建設中のダム
最上小国川ダム（山形県）, 鵜川ダム（新潟県）,安威川ダム（大阪府）, 浜田ダム（島根県）,平瀬ダム（山口県）, 椛川ダム（香川県）,
横瀬川ダム（高知県）, 小石原川ダム（福岡県）
○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）,鹿野川ダム（愛媛県）
○ダム湖に貯まった土砂を排出するための施設を建設中のダム
美和ダム（長野県）
○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）,吉野瀬川ダム（福井県：7月頃～）, 新丸山ダム（岐阜県）,設楽ダム（愛知県）
○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）

○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
H31.03

小石原川ダム（福岡県）
こいしわらがわ

引原ダム（兵庫県）
ひきはら

vol.25

天皇陛下御在位三十年を記念して
5月31日まで記念ダムカードを配布中

布目ダム（奈良県）
ぬのめ

桜と春の日の出
～今しかみられないダムの旅～

4月から6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
金山ダム
十勝ダム

2019年5月19日
十勝バス（株）
TEL:0155-37-6500

『金山＆十勝ダム』欲張り！
はしご見学会

湯宿くったり温泉レイクイン https://www.tokachibus.jp/2019/03/01/7836/

北海道
漁川ダム

夕張シューパロダム
新桂沢ダム

2019年6月29日
(株)シィービーツアーズ
TEL:011-221-1122

3つダムを見学！
新桂沢ダム嵩上げ工事現場と

夕張シューパロダムと漁川ダム

ホテルマウントレースイで
夕張メロン食べ放題付きの

ランチバイキング
http://www.cb-tours.com/programs/y0b065.html

宮城県 鳴子ダム
2019年5月2日
～5日（予定）

一般社団法人
みやぎ大崎観光公社
TEL:0229-25-9620

鳴子ダムすだれ放流
限定公開

直下見学と江合川散策ツアー
－ http://www.mo-kankoukousya.or.jp/

栃木県
川治ダム

湯西川ダム
小網ダム

2019年4月、5月、
6月の毎週土日

(有)ネイチャープラネット
TEL:0288-78-1177

普段入ることのできない
川治温泉の3つのダムを見学！

普段は関係者しか入れないダム内部見学ツアーで、
川治温泉周辺の3つのダムをめぐります。

中でも見どころは「川治ダム」の管理用通路
(通称キャットウォーク)を実際に歩く体験！

通路の底板は金網(グレーチング)に
なっているのでスリル満点です。

http://www.nature-planet.com

群馬県 薗原ダム
2019年5月18日

～19日
JR東日本 高崎支社

ダムマニアにはたまらない！！
薗原ダム『夜ダム&昼ダム』満喫ツアー

老神温泉宿泊・「宮島咲氏」と
一緒にダムを語らう

特別な時間・迫力のある点検放流
https://www.jrview-travel.com/

群馬県 八ッ場ダム★
2019年4月7日

～2019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。

－ http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba00144kojinh3104.html

群馬県 八ッ場ダム★
2019年4月2日

～2019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。
－ http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba00144kojinh3104.html

群馬県 八ッ場ダム★
2019年4月2日

～2019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.html

群馬県 草木ダム 2019年4月29日
東武トップツアーズ(株)
TEL:03-3621-0651

わたらせ渓谷鐡道トロッコ列車と草木湖
（ダム見学）探訪（仮）

足尾近代化産業遺産群及び
翌日日光世界遺産見学（調整中）

https://tobutoptours.jp/

石川県 手取川ダム 2019年5月19日

手取湖げんき団
カヌーカヤック倶楽部
織田　毅（つよし）
TEL:076-259-2030

カヌー体験による手取湖ツーリング
温泉入浴

（希望者のみ別途500円）
ＴＥＬのみで対応

福井県
九頭竜ダム
真名川ダム

2019年4月5日
2019年5月8日

岐阜バスながら会ツアー
TEL:058-240-0291

ダムカードを集めよう
九頭竜ダム＆真名川ダム編

越前おおの結ステーション http://www.gifubus.co.jp/travel/

岐阜県 小里川ダム 2019年5月30日
カッコーツアー
TELL:052-563-7500

花フェスタ春のバラまつりと
小里川ダム内部見学

花フェスタ記念公園
岩村城下町

https://www.kakkotour.com/

岐阜県 徳山ダム
2019年5月13日
2019年5月18日

クラブツーリズム（株）
名古屋テーマ旅行センター
ＴＥＬ:052-300-0120

新緑の徳山ダム堤体登坂
普段登ることが出来ないダム堤体を歩いて登ります。
当日は、洪水吐きからの点検放流も実施予定です。

https://tour.club-
t.com/tour/detail?p_baitai_web=NG000&p_from=870000&p_company_cd=
1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=78569&p_baitai=990&x=28&y=1&
ToCd=TD

愛知県 大島ダム 2019年5月23日
豊橋鉄道株式会社
TEL:0532-53-2134

豊鉄バスツアー
「奥三河再発見」

－ https://www.toyotetsu.com/hanit/

岡山県 苫田ダム
2019年4月30日
2019年5月26日
2019年6月8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
普段入れない操作室やゲート室、

不思議なトンネルなど
ダム内を探検することが出来ます。

http://satoyama.holiday/

岡山県 苫田ダム

2019年4月20日
2019年5月18日
2019年6月9日

2019年7月20日

サンケイトラベル
TEL:06-6633-1515

裏見の滝苫田ダムガイドウォーク － https://www.esankei.com/ryokou/catalog/

岡山県 苫田ダム 2019年4月29日
岡電観光センター
TEL:086-224-4100

岡電ポットマムツアー － http://www.okayama-kido.co.jp/kanko/ryoko.html

岡山県 苫田ダム 2019年6月26日
東交トラベル（株）
TEL:087-821-1119

東交いい２６倶楽部
のとろ温泉天空の湯・

苫田ダムの旅
http://www.toko-travel.jp/ii26/

広島県 温井ダム
2019年6月1日
2019年6月2日

ひろでん中国新聞旅行
TEL:082-543-2020

温井ダム放流見学と
初夏の名勝・吉水園限定公開

温井スプリングス、来夢とごうち https://www.topic-tour.co.jp/

高知県 和食ダム★ 2019年4月6日

土佐くろしお鉄道株式会社
（平日）
TEL:0887-34-8805
（土・日・祝）
TEL:0887-34-8800
MAIL:
a-event@tosakuro.co.jp

【太平洋を一望（超健脚）
考える村と和食ダム見学ウオーク】

・考える村で特製ランチ
・和食ダム建設現場見学

・筒井美術館見学
・総歩距離13km、高低差３百m

・土佐くろしお鉄道西分駅発、和食駅着

考える村
（自然の中に人間の生き方を考えるための

時間と場所をどなたにも提供する
目的で設立された施設）

https://www.tosakuro.com/event

大分県 大分川ダム★
2019年4月1日

～7月15日
（上記期間で不定期）

宮崎交通株式会社
TEL:0985-32-2323

春の豊後路を行く!!
由布院温泉グルメ旅情

国宝・臼杵石仏、稲葉家下屋敷、由布院温泉、
宇佐神宮、昭和の町、大神訓練基地跡

http://www.miyakoh-kanko.com/

大分県 松原ダム ～5月中旬
（有）松原ダム遊覧観光
TEL:080-6409-8718

山林に囲まれた静かな梅林湖を
ゆったりとクルージング

遊覧船・ダムカレー http://matsubara-dam.com/

★現在建設中のダム



問合先：川上ダム建設所
ＴＥＬ：0595-52-1661
ＵＲＬ：http://www.water.go.jp/

kansai/kawakami/index.htm
場所 ：三重県伊賀市阿保２５１番地

問合先：簗川ダム建設事務所
ＴＥＬ：019-652-8821
ＵＲＬ：http://www.pref.iwate.jp/

morioka/yanagawa/index.html
場所 ：岩手県盛岡市東中野字沢田94-1
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