
日吉ダム（京都府）

夏はダムへ

涼みにいきませんか？

いまが見時です！！
打設完了まであとわずか！

津軽ダム（青森県）

vol.6



④普段入れない点検用通路等を見学！

民間ツアー会社と連携したダムツアー！！

①できたばかりのダムを見学しませんか？

②壮大な黒部ダムと渓谷の自然美！！

③観光放流で涼みませんか？

【催行日】
7/25・7/30

8/20
☆日帰りツアー

黒部ダム
（富山県）

【問合せ先】
トラベルガイド
北海ツーリスト(有)
℡：0142-23-7011

◇ツアースケジュール

【問合せ先】
㈱ぽけかる倶楽部
℡：03-5652-7072

七倉ダム
（長野県） その他、大町ダムと高瀬ダム

の見学もあります！！

【問合せ先】
JR東日本
㈱びゅうトラベルサービス
℡：0570-04-8928

【催行日】
7/7

☆日帰りツアー

☆1泊2日ツアー

【問合せ先】
(株)シィービーツアーズ
℡：011-221-1122

夕張シューパロダム
（北海道）

漁川ダム
（北海道）

宮ヶ瀬ダム
（神奈川県）

【催行日】
7/15

☆日帰りツアー



映画「プラチナデータ」（Ｈ25公開）のロケ地になった宮ヶ瀬ダムです。

映画『 許されざる者 』（Ｈ２5公開）

のロケ地になった大雪ダムです。

映画『 SPACE BATTLESHIP ヤマト 』

（Ｈ２２公開）のロケ地になった横山ダムです。

映画『ホワイトアウト』（Ｈ１２公開）のロケ地になった三国川ダムです。

映画でロケ地になったダム

◇映画やテレビ番組のロケ地にダムが使われることって実はたくさんあるんです！！
今回はその一部をご紹介します。
雑学として覚えてもらうのも良いですが、興味を持って頂けたら実際に行ってみてくださいね☆

三国川ダム
非常用洪水吐

主人公が、テロ集団のメン
バーの１人と戦ったシーン
にて非常用洪水吐周辺が

使用されました！

場所：新潟県南魚沼市清水瀬

場所：岐阜県揖斐郡揖斐川町東横山 場所：北海道上川郡上川町字層雲峡

幕府軍の残党が、かつての
仲間と共に賞金首の一人
を追い詰めたシーンにて

使用されました！

主人公の逃走シーンの撮影
を宮ヶ瀬ダムや宮ヶ瀬周辺

の道路で行いました！

ヤマトの修理を行う地下工場
という設定で、国内でも

めずらしい中空重力式ダム
堤体内部で撮影を行いました！

宮ヶ瀬ダム

場所：神奈川県相模原市

映画：SPACE BATTLESHIP ヤマト
公開：H22.12.1
監督：山崎 貴
主演：木村 拓哉

映画：許されざる者
公開：H25.9.13
監督：李相日
主演：渡辺 謙

映画：プラチナデータ
公開：H25.316
監督：大友 啓史
主演：二宮 和也

映画：ホワイトアウト
公開：H12.8.19
監督：若松 節朗
主演：織田 裕二



見学ダム 開催時期
企画会社

問い合わせ先
その他ツアー内容

キャッチフレーズ
観光ポイント

夕張シューパロダム 平成26年7月7日
トラベルガイド
北海ツーリスト(有)
℡：0142-23-7011

岩見沢公園バラ園・
道の駅マオイの丘

普段は入れない　公共施設見学
日帰りツアー！

夕張シューパロダム

平成26年8月8日
平成26年8月21日
平成26年8月22日
平成26年8月28日

(株)読売旅行　札幌営業所
℡：011-281-5765

夕張鹿鳴館・
夕張温泉

夕張シューパロダム見学と夕張
鹿鳴館フレンチフルコースと夕
張温泉ご入浴

漁川
いざりがわ

ダム 平成26年7月15日
(株)シィービーツアーズ
℡：011-221-1122

えこりん村・
サッポロビール
北海道工場ほか

ロックフィル型式の漁川ダムの
見学とえこりん村＆サッポロ
ビール工場！

金山ダム・滝里ダム 平成26年7月29日
(株)シィービーツアーズ
℡：011-221-1122

さくらんぼ狩り
２つのダムを見比べ！
金山ダムと滝里ダム
旬のさくらんぼ狩りを満喫！

滝里ダム

平成26年8月6日
平成26年8月7日

平成26年8月20日
平成26年8月21日

(株)読売旅行　札幌営業所
TEL：011-281-5765

青い池・
ファーム富田

滝里ダム見学と富良野・青い池

摺上川ダム 平成26年8月12日
福島市広報公聴課
℡：024-525-3710

ダム見学（４２人）
ふくしま市政見学会
（親子見学会）

湯西川ダム
平成26年4月25日～
平成26年11月30日

湯西川ダックツアー
℡：0288-78-0345

湯西川ダム堤体内外見学、
湯西川湖遊覧

水陸両用バスでの湖上遊覧、
一般開放していないダム堤体内
部の見学

宮ヶ瀬ダム
平成26年7月25日
平成26年7月30日
平成26年8月20日

（株）ぽけかる倶楽部
℡：03-5652-7072

ひまわり畑見学、
ビール工場見学、
ホテルバイキング

大迫力！
宮ヶ瀬ダムの観光放流見学

大町ダム、黒部ダム
高瀬ダム、七倉ダム

平成26年7月～9月
JR東日本
（株）びゅうトラベルサービス
℡：0570-04-8928

大町温泉郷
タカラ食堂（昼食）

黒部ダムと高瀬渓谷めぐり

大川ダム
平成26年7月27日
平成26年8月3日

会津鉄道(株)
℡：0242-28-5886

鉄道施設（橋梁・トンネル）
での散策

普段は、絶対に入ることができ
ない鉄道施設で散策し、鉄道橋
と若郷湖の絶景を眺めます

新豊根ダム 平成26年7月17日
豊橋鉄道㈱
℡：0532-53-2134

三信鉱工
（セリサイト採掘坑道）見学

初夏の新豊根ダム（みどり湖）
散策

小里川ダム、矢作ダム
丸山ダム、阿木川ダム

大井ダム
平成26年7月24日

庄内川河川事務所
　小里川ダム管理支所
 ℡：0573-59-0056
矢作ダム管理所
 ℡：0565-68-2321
丸山ダム管理所
℡：0574-43-1108

５ダムを３コースに分けての
ダム見学

なるほどがいっぱい！
ダムっておもしろい！

天ヶ瀬ダム 平成26年7月26日
宇治観光ボランティア
ガイドクラブ
℡：0774-22-5083

宇治川沿いの名所・
天ヶ瀬発電所・

宇治市歴史資料館

見とこ、知っとこ！
天ヶ瀬ダムと巨椋池

九頭竜ダム
平成26年7月20日～
平成26年8月24日

(株)JTN
℡：052-269-2700

流木アート体験、BBQ、
カヌー体験

ドラゴンカヌー・化石発掘体
験・九頭竜ダム見学

温井ダム 平成26年7月4日
㈱農協観光代理業
ＪＡ広島市旅行センター
℡：082-870-5496

蛍観賞、
森林セラピー

ホタルの乱舞をいっぺん見てみ
んさい！

鶴田ダム

（予定）
　平成26年7月27日
　平成26年8月8日
　平成26年8月10日
　平成26年8月18日
　平成26年8月22日

(株)タビックスジャパン
鹿児島支店
℡：099-257-6600

フルーツ狩り、
コカコーラ工場

鶴田ダム内部見学と二大フルー
ツ狩り・コカコーラ工場

大保ダム
平成26年7月27日
平成26年8月3日

NPO法人おおぎみまるごと
ツーリズム協会
℡：0980-44-1960

（副メニュー）
カヌー体験

（主メニュー）
親子ものづくり体験
(木の時計、貝殻細工）

“各ツアー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”

（ダム周辺で行われるイベント情報等を掲載しています）

http://www.mlit.go.jp/river/dam/main/dam/dam_tourism.html
“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 H26.7

ダムを見に行けるツアー紹介 好評実施中
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