滝里ダム（北海道）

雪景色のダムも
素敵ですね！

九頭竜ダム（福井県）

vol.8

冬はわかさぎ釣りを楽しめます
鹿ノ子ダム <ｱｸｾｽﾏｯﾌﾟ>
オホーツク海
常呂川
日本海
鹿ノ子ダム

太平洋

北見市から自動車で約80分

鹿ノ子ダムはこんなダム！
常呂川の治水と北見市など流域市町村への利水を目的に建設された
高さ55.5mの重力式コンクリートダム。ダムによって出現した人造湖
は「おけと湖」と呼ばれる。

場所：北海道常呂郡置戸町字常元

月と朝日をデザインした堤体が雪によって冬独特の趣に！
月山ダム <ｱｸｾｽﾏｯﾌﾟ>
【自動車】
●新潟・秋田方面から
山形自動車道：庄内あさひIC
→国道112号線（上り）約10分
●山形・仙台方面から
山形自動車道：月山IC
→国道112号線（下り）約30分
がっさん

月山ダムはこんなダム！

場所：山形県鶴岡市上名川字東山8-112

ダムの堤体下流面は半円のデザインとなっており、遠くから見ると目立つ。
この半円は、水源池である朝日村の「朝日」と霊峰月山の「月」をイメージ
している。

河南公園から雪化粧のダムとダム湖を一望
美和ダム <ｱｸｾｽﾏｯﾌﾟ>

【自動車】 ●東京方面・名古屋方面から
中央自動車道：伊那IC → 国道361号線 約45分

美和ダムはこんなダム！
高さ69.1メートルの重力式コンクリートダムで、洪水調節・灌漑
（かんがい）・水力発電を目的とする特定多目的ダムである。ダム湖
の名は「美和湖」と命名され、ダム湖百選に選ばれている。

その他、以下のダムで

場所：長野県伊那市長谷非持345

を見ることができます！！

札内川ダム・滝里ダム（北海道）、御所ダム・湯田ダム（岩手県）、大川ダム（福島県）、横川ダム（山形県）、
湯西川ダム・川俣ダム（栃木県）、四万川ダム・奈良俣ダム（群馬県）、大石ダム（新潟県）、大町ダム（長野
県）、宇奈月ダム（富山県）、横山ダム（岐阜県）、松原ダム・下筌ダム（大分県） etc…

たいせつ

そううんきょう

つなぎ

し づ

しまがわ

し ま

てんのう

とまた

おくつ

ふるゆ

ダムツアーの紹介
都道府県

見学ダム

沖縄県

漢那ダム

かんな

企画会社
問い合わせ先

開催時期
平成27年1月17日・25日
平成27年2月8日・28日
平成27年3月7日・22日

(株)リウボウ旅行サービス
TEL：098-869-4775

好評実施中

キャッチフレーズ
観光ポイント

その他ツアー内容

ＨＰアドレス

・国定公園
・ﾗﾝﾁﾋﾞｭｯﾌｪ
・酒造

沖縄最大のﾊﾟﾜｰｽﾎﾟｯﾄ大石林山と
漢那ﾀﾞﾑ見学日帰りﾊﾞｽﾂｱｰ

(株)リウボウ旅行サービス
http://www.rts21.co.jp

ダム周辺でのイベント紹介
都道府県

見学ダム

開催時期

北海道

桂沢ダム

平成27年１月中旬〜
３月上旬

北海道

鹿ノ子ダム

青森県

岩手県

企画会社
問い合わせ先

好評実施中

イベント内容

ＨＰアドレス

主催：三笠市役所 商工観光課 商工観光係
問い合わせ先：
三笠市役所 ℡：01267-2-3997(平日のみ)
桂沢国設スキー場 ℡：01267-6-8235

わかさぎ釣り

三笠市役所 （12月に掲載予定）
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/

平成27年1月25日

主催：置戸町観光協会

【おけと湖氷上釣り大会】
わかさぎ釣り大会

置戸町役場
http://www.town.oketo.hokkaido.jp/

津軽ダム

平成27年2月上旬
（予定）

主催：津軽ダム工事事務所
問い合わせ先：津軽ダム工事事務所調査設計課
TEL：0172-85-3005

【冬の現場見学会：大人の社会科見学】
ダム工事現場見学
（雪の中でも行われている現場を紹介）

津軽ダム工事事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/

湯田ダム

平成2７年2月上旬

主催：西和賀雪あかり実行委員会
問い合わせ先：西和賀町役場 観光商工課
TEL：0197-82-3290

町内の各家々または各地区で、趣向を凝らして作られ 西和賀町
た雪像やミニかまくらにろうそくをともした、雪深い http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm/
13,0,57,44,htmll
西和賀ならではのイベントです。

がっさん

平成27年2月22日
（予定）

主催：月山あさひ雪まつり2015実行委員会(仮称)
（鶴岡市朝日庁舎産業課内）
問い合わせ先：鶴岡市朝日庁舎産業課
TEL：0235-53-2111

【月山あさひ雪まつり】
（未定）

大石ダム

平成27年2月14日

主催：大石・山と川に親しむ会
問い合わせ先：大石・山と川に親しむ会
事務局 高橋 八男
TEL：0254-64-2170

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/
【おおいし・どもんこ祭り】
どもんこ（かまくら）作り、雪山探索、餅つき大会、 dam/ooishi/index.html
※開催案内のチラシは、間近になりましたら
雪遊び（竹スキー、ソリ）など
ＨＰにアップする予定です。

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成26年11月29日〜
12月25日

主催：宮ヶ瀬ｸﾘｽﾏｽみんなのつどい実行委員会
問い合わせ先：宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL：046-288-1340

【第29回宮ヶ瀬ｸﾘｽﾏｽみんなのつどい】
・ｲﾙﾐﾈｰｼｮﾝの設置・点灯
・ｽﾃｰｼﾞｼｮｰ及びｺﾝｻｰﾄ
・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ配布及び大抽選会
・花火打ち上げ

宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会事務局
http://miyagase-Xmas.com

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成27年2月
（予定）

主催：宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
問い合わせ先：宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL：046-288-1340

【宮ヶ瀬ﾊﾞﾚﾝﾀｲﾝｳｨｰｸ】
・ｽﾃｰｼﾞｼｮｰ及びｺﾝｻｰﾄ
・ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ配布及び抽選会

宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会事務局
http://miyagase.com

主催：（公財）宮ヶ瀬ﾀﾞﾑ周辺振興財団
問い合わせ先：（公財）宮ヶ瀬ﾀﾞﾑ周辺振興財団
TEL：046-288-3600

【宮ヶ瀬冬の陣】
・ﾀｰｹﾞｯﾄﾊﾞｰﾄﾞｺﾞﾙﾌ大会
・宮ヶ瀬発見ツアー
【水とエネルギー館イベント】
・ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾊｰﾌﾟとﾌﾙｰﾄによる水辺のｺﾝｻｰﾄ

(公財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
http://www.miyagase.or.jp/

山形県

新潟県

月山ダム

あさひむら観光協会
http://www.asahikankou.jp/kankou/event.html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成27年2月8日

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成27年2月22日

主催：宮ヶ瀬湖ﾏﾗｿﾝ大会実行委員会
問い合わせ先：
相模原市教育委員会ｽﾎﾟｰﾂ課津久井班
TEL：042-684-3257

【第40回宮ヶ瀬湖ﾏﾗｿﾝ大会】
・宮ヶ瀬湖を望める北岸林道を走るマラソン大会

相模原市教育委員会ｽﾎﾟｰﾂ課津久井班
http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/

平成27年1月10日

主催：市原高滝湖マラソン実行委員会
問合わせ先：公益財団法人市原市体育協会
TEL：0436-42-7712
FAX：0436-42-7713

市原高滝湖マラソン

http://takataki.ichispo.com/

小里川ダム

平成27年1月９日
平成27年1月16日

主催：いやす里づくりの会
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
TEL：0573-59-0056

小里川ダム管理支所
【小里川ダム いやす里学びウォーク】
ガイド付きダム湖１周ウォーキング、地域の自然・ http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/i
歴史。産業学習
ndex.html

長島ダム

平成27年3月
（予定）

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議、
大井川長島ダム流域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

【長島ダムシバザクラ植栽体験（仮名）】
ダム見学、シバザクラ植栽、軽トラ市など（未定）

長島ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

千葉県

岐阜県

静岡県

たかたき

高滝ダム

おりがわ

青蓮寺ダム

平成27年2月22日

主催：名張市
問い合わせ先：名張市体育協会
TEL：0595-62-4141

【第29回名張青蓮寺湖駅伝競走大会】
青蓮寺ダム周辺にて行われる駅伝大会

名張市武道交流館いきいき
http://www.emachinabari.jp/kouminkan/cyuou/budoukouryuu
kan/index.html

京都府

高山ダム

平成27年2月22日

主催：南山城村総合型地域スポーツクラブ
設立準備委員会
問い合わせ先：HP参照（メールにて問合せ）

【第１回南山城村「ダム湖たすきリレー」大会】
高山ダム周辺にて行われる駅伝大会

南山城村総合型地域スポーツクラブ設立準
備委員会
http://www.sportsone.jp/srt/stocks/srt20
150222̲108735.html

島根県

尾原ダム

平成27年3月7日

主催：出雲河川事務所
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：0854-48-0780

【非常用洪水吐きゲート点検に伴う放流】
毎秒約10㌧／2門

出雲河川事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/

広島県

灰塚ダム

平成27年3月上旬

主催：三良坂ハイヅカ湖健康マラソン実行委員会
問い合わせ先：三次市三良坂支所
TEL：0824-44-2749

【三良坂ハイヅカ湖健康マラソン】
マラソン大会（2km,5km,10km）
（＊H26に実施された情報であり、H27実施にあ
たっては内容が変更となる場合があります。）

三次市三良坂町ホームページ
http://kirarimirasaka.web.fc2.com/

徳島県

池田ダム

平成26年12月6日〜
平成27年1月10日

主催：池田冬のオブジェ2014実行委員会
TEL：0883-72-0143

夢来人イルミネーション
池田ダム ライトアップ他

池田総合管理所
http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/inde
x.html

愛媛県

野村ダム

平成26年11月14日〜
平成27年1月12日

主催：朝霧ロードイルミネーション実行委員会
問い合わせ先：野村ダム管理所管理係
TEL：0894-72-1211

朝霧ロードイルミネーション（ダム左岸展望台や駐
野村ダム管理所
車場及び遊歩道や桜・マメツゲなどの高低木に約7
http://www.skr.mlit.go.jp/nomura/
万個の電球やLEDを飾り付けて点灯）

中筋川総合開発工事事務所
TEL：0880-66-2501

【なかすじ川ダムの日】
ダム見学会(12月はなし)、噴水、洗浄放水、堤体
と噴水の夜間ライトアップ

中筋川総合開発工事事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/index.ht
ml

【カヌー・ボート体験会（仮称）】
嘉瀬川ダム湖面でのカヌー・ボート体験、ダム見学
（予定）

−

三重県

高知県

佐賀県

しょうれんじ

中筋川ダム

平成26年12月27日
平成27年 1月24日
平成27年 2月28日
平成27年 3月28日

嘉瀬川ダム

平成27年3月
（予定）

なかすじがわ

管理課

主催・問い合わせ先
水源地域連携・活性化促進協議会
TEL：0952-58-2860
（佐賀市富士支所産業振興課内）

“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ＨＰをご参照ください”
http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam̲tourism.html
※「工事中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 ＴＥＬ ： 03 ‒ 5253 - 8453
〒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

H26.12

