
 

             

令 和 ３ 年 ６ 月 ２ １ 日 

 

 

「ダムカード配布、ダム及び河川施設の一般開放の一部再開」のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【問合せ先】  国土交通省 北海道開発局  電話（代表）011-709-2311 

   【ダム】建設部 河川管理課 河川情報管理官  武井 正明（内線 5322） 

【ダム以外】建設部 河川管理課 低潮線保全官   古賀 文雄（内線 5323） 

 

 

北海道開発局ホームページ https://www.hkd.mlit.go.jp/ 

今般の新型コロナウイルスの感染症対策に関しまして、6月21日から北海道がまん延防

止等重点措置区域に移行することに伴い、ダムカードの配布、ダム及び河川施設（学習交

流施設等）の一般開放を6月22日から一部再開いたします。引き続き休止の施設もありま

すが、国民の生命を守るためには、感染者数を抑えること及び医療提供体制や社会機能を

維持することが重要であり、ご理解のほどよろしくお願いいたします。 

 

〈ダムカード配布再開ダム：国土交通省の管理ダム、建設中ダム〉【別紙１】 

 （大雪ダム、忠別ダム、金山ダム、桂沢ダム、新桂沢ダム、漁川ダム、岩尾内ダム、サ

ンルダム、鹿ノ子ダム、十勝ダム、札内川ダム、二風谷ダム、平取ダム、美利河ダム、

留萌ダム、夕張シューパロダム） 

 

〈ダム及び河川施設の一般開放休止・再開対象施設〉※施設周辺の屋外は除きます。 

 ●施設名については、【別紙２】ダム及び河川施設の一般開放休止・再開対象施設一覧

をご覧下さい。 

 



別紙1

ダムカード配布場所一覧

斜線部は当面の間、ダムカードの配布を休止致します。

番号 水系名 河川名 ダム名 ver 配布場所 配布日時
ダム所在

県名
配布場所の住所 ホームページURL

1 石狩川 石狩川 大雪ダム 1.2 大雪ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

北海道 上川郡上川町字層雲峡大学平 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l00000040bo.html

2 石狩川 忠別川 忠別ダム 2.0 忠別ダム管理支所
8:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

北海道 上川郡東川町ノカナン http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l00000044km.html

3 石狩川 空知川 金山ダム 2.1 金山ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

北海道 空知郡南富良野町字金山 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sorati_kasen/kluhh40000005rta.html

4 石狩川 空知川 滝里ダム 1.2 滝里ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

北海道 芦別市滝里町６８３ http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/sorati_kasen/kluhh4000000cwnt.html

5 石狩川 幾春別川 桂沢ダム 2.1 幾春別川ダム建設事業所
9:00～17:00
(平日のみ)

北海道 三笠市幾春別山手町91-1

①
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/iwamizawa_kasen/kluhh4000000fm
bo.html
②
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ikushunbetu_damu/kluhh4000000b
qxz.html

6 石狩川 幾春別川
新桂沢ダム
（建設中）

1.0 幾春別川ダム建設事業所
9:00～17:00
(平日のみ)

北海道 三笠市幾春別山手町91-1
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/ikushunbetu_damu/kluhh4000000b
qxz.html

7 石狩川 漁川 漁川ダム 1.2 漁川ダム管理支所
８:30～17:15
（土・日・祝日を含む）

北海道 恵庭市漁平
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/titose_kasen/kluhh4000000fl9x.ht
ml

8 石狩川 豊平川 豊平峡ダム 1.2

①
豊平峡ダム管理支所

②
豊平峡ダム資料室

①
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
（5月上旬～10月下旬）

②
9:00～16:30（閉庁日（土・日・祝日）は
配布しておりません。）
（5月上旬～10月下旬）

北海道 札幌市南区定山渓７区 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu/kluhh4000000bqn7.html

9 石狩川 小樽内川 定山渓ダム 1.1

①
定山渓ダム管理支所

②
下流園地（ダム資料館）

①
9:00～17:00
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

②
9:30～16:00
（開館期間中の毎週月曜日は休館日（月曜
日が祝日の場合は、次の平日）のため、配
布しておりません。）
（開館期間5月上旬～11月上旬）

北海道 札幌市南区定山渓８区 http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu/kluhh4000000bqn7.html

10 天塩川 天塩川 岩尾内ダム 1.2 岩尾内ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

北海道 士別市朝日町岩尾内7314番地 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l0000001ey3.html

11 天塩川 サンル川 サンルダム 1.1 サンルダム管理棟 9:00～17:00（土･日･祝日を含む） 北海道 上川郡下川町字珊瑠 http://www.hkd.mlit.go.jp/as/tisui/ho928l0000001bwp.html

12 常呂川 常呂川 鹿ノ子ダム 1.2 鹿ノ子ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む）「正
面入口の風除室内左側のインターホンを押
して下さい。」

北海道 常呂郡置戸町字常元 http://www.hkd.mlit.go.jp/ab/tisui/icrceh0000000fy3.html

13 十勝川 十勝川 十勝ダム 1.2 十勝ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）「正面入口の風除
室内右側のインターホンを押して下さ
い。」

北海道 上川郡新得町字屈足トムラウシ http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/obihiro_kasen/ctll1r000000337f.html

14 十勝川 札内川 札内川ダム 1.2 札内川ダム管理支所
8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
（雨、雪等で通行止めの日もあり、配布で
きない場合もあります）

北海道 河西郡中札内村南札内７３５－２ http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/obihiro_kasen/ctll1r0000000biu.html

15 沙流川 沙流川 二風谷ダム 1.2

①
二風谷ダム管理所

②
沙流川歴史館

①
8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

②
9:00～16:30
（休館日（月曜日。ただし、月曜日が祝日
の場合は、その翌日）及び年末年始（12月
３０日～1月５日）は配布しておりませ
ん。）

北海道

①
沙流郡平取町字二風谷２４－４

②
沙流郡平取町字二風谷２２７－２

http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000002hx
f.html

16 沙流川 沙流川
平取ダム
（建設中）

1.2

①
二風谷ダム管理所

②
沙流川歴史館

①
8:30～17:15
（閉庁日（土・日・祝日）及び年末年始
（12月2９日～１月３日）は配布しており
ません。）

 ②
 9:00～16:30
 （休館日（月曜日。ただし、月曜日が祝日
 の場合は、その翌日）及び年末年始（12月
 ３０日～1月５日）は配布しておりませ
 ん。）

北海道

①
沙流郡平取町字二風谷２４－４

②
沙流郡平取町字二風谷２２７－２

http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/sarugawa_damu/tn6s9g0000002hx
f.html

17
後志利別
川

後志利別
川

美利河ダム 1.2 美利河ダム管理支所
8:30～17:15（土・日・祝日を含む）
（土・日・祝日は正面入口左側のインター
ホンを押して下さい。）

北海道 瀬棚郡今金町字美利河 http://www.hkd.mlit.go.jp/hk/koumu/eqp9bq00000002hv.html

18 留萌川
チバベリ
川

留萌ダム 1.1 留萌ダム管理支所
9:00～17:00（土・日・祝日を含む（3月
中旬～11月下旬））

北海道 留萌市大字留萌村字チバベリ3692 http://www.hkd.mlit.go.jp/rm/rumoi_kaihatu/f6h4sv00000004n8.html

19 石狩川 夕張川
夕張シューパロ
ダム

2.1
夕張シューパロダム総合管
理事務所

9:00～17:00（土・日・祝日を含む）
（雨、雪等で通行止めの場合は、配布でき
ません。土・日・祝日は正面入口左側のイ
ンターホンを押して下さい。）

北海道
北海道夕張市南部青葉町573番

http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/yuubari_damu/kluhh4000000iii1.html



別紙２

〈ダム及び河川施設の一般開放休止・再開対象施設一覧〉

※施設周辺の屋外は除きます

大雪ダム管理支所庁舎 再開

忠別ダム管理支所庁舎 再開

金山ダム管理支所庁舎 再開

滝里ダム管理支所庁舎 休止

滝里ダム防災施設 休止

幾春別川ダム建設事業所庁舎 再開

漁川ダム管理支所庁舎 再開

豊平峡ダム管理支所庁舎 休止

豊平峡ダム資料室 休止

定山渓ダム管理支所庁舎 休止

定山渓ダム資料館 休止

岩尾内ダム管理支所庁舎 再開

サンルダム管理支所庁舎 再開

鹿ノ子ダム管理支所庁舎 再開

十勝ダム管理支所庁舎 再開

札内川ダム管理支所庁舎 再開

二風谷ダム管理所庁舎 再開

美利河ダム管理支所庁舎 再開

留萌ダム管理支所庁舎 再開

夕張川ダム総合管理事務所庁舎 再開

砂川遊水地管理棟 再開

北広島河川防災ステーション 再開

石狩地区地域防災施設（川の博物館） 休止

滝川地区地域防災施設（川の博物館） 再開

旭川河川防災ステーション（展示室） 休止

十勝岳火山砂防情報センター（展示室） 再開

士別河川防災ステーション（展示室） 再開

千代田分流堰管理棟 再開

十勝川インフォメーションセンター 再開

池田排水機場・十勝川資料館 再開

沙流川歴史館 休止


