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秋のダムツアー紹介 好評実施中

秋色に染まる
ダムの魅力

○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 H30.09

上記の他、以下の建設中のダムでも、現場見学会を実施中♪

最上小国川ダム （山形県）
もがみおぐにがわ

完成イメージ

浅瀬石川ダム（青森県）
あせいしがわ

下筌ダム（大分県）
しもうけ

○ダム本体を建設中のダム
簗川ダム（岩手県）,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）,
平瀬ダム（山口県）,浜田ダム（島根県）,横瀬川ダム（高知県）,和食ダム（高知県）,
椛川ダム（香川県）,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）, 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）

○ダムを管理するための施設を建設中のダム
河内川ダム（福井県）
○ダムに水を貯めながら安全性を確認しているダム
奥胎内ダム（新潟県）,大分川ダム（大分県）
○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
新丸山ダム（岐阜県）
○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）,川上ダム（三重県）

10月から12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 新桂沢ダム★ 平成30年10月14日
三笠ジオパーク推進
協議会事務局
TEL:01267-2-3997

ダムだ！化石だ！紅葉だ！秋の桂沢まるごと満喫ツアー
三笠市立博物館、

原石山、桂沢ダム見学
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/detail/00007
648.html

北海道 新桂沢ダム★
平成30年10月

19日,25日

クラブツーリズム(株)
北海道旅行センター
TEL:011-280-2000

日生バイオ工場・舞鶴遊水地・新桂沢ダムの嵩上工事見学
大人の社会科見学　空知編

健康食品の工場見学・
青汁の試飲・

マオイの丘公園で
自由昼食及び買い物

https://tour.club-
t.com/tour/detail?p_course_no=1154573&p_course_no2=2
2821&p_date=&p_from=830000&p_baitai=901&p_baitai_web=
HK01&p_hatsu=101&ToCd=TL

北海道
栗山ダム
佐幌ダム

平成30年9月28日
北海道ツアーズ（株）
TEL:011-241-6668

栗山ダム・佐幌ダムを巡るツアー サホロリゾート
https://www.hokkaidotours.co.jp/main/donai/contents/d
amtour.html

北海道 美唄ダム 平成30年9月28日
（株）ＪＴＢ
TEL:011-271-7024

秋の美唄ダムツアー
アルテピアッツァ美唄・

宮島沼
http://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/kks/0928bibaidam.pdf

宮城県 鳴子ダム
平成30年10月

27日,28日

一般社団法人
みやぎ大崎観光公社
TEL:0229-25-9620

紅葉の鳴子ダム限定公開　直下見学ツアー － http://www.mo-kankoukousya.or.jp/

栃木県 湯西川ダム
平成30年4月13日～

12月2日
湯西川ダックツアー
TEL:0288-78-0345

水陸両用バスで行くダム湖探検ダックツアー
水陸両用バスでの

ダム湖遊覧と
湯西川ダムの見学

http://www.japan-ducktour.com/yunishigawa/

群馬県 八ッ場ダム★
平成30年4月2日～

11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/yanba00179.html

群馬県 八ッ場ダム★
平成30年10月1日～

11月30日
八ッ場ダム工事事務所
TEL:0279-82-2317

個人向け『八ッ場ダム夜の現場見学会』。
予約不要、好評につき、毎月２回に拡大決定！
夜間に働く工事現場の職人の姿を応援して下さい。

－ http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba00187h301001.html

群馬県 八ッ場ダム★
平成30年4月2日～
平成31年3月31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/yanba00076h301001.html

長野県
裾花ダム

奥裾花ダム
浅川ダム

平成30年10月17日～
10月22日

公益財団法人ながの
観光コンベンション
ビューロー
TEL:026-223-6050

紅葉の裾花渓谷とダムを巡る旅
～ようこそ　歴史と文化の山里　鬼無里へ～

紅葉見学、
鬼無里ふるさと資料館

http://convention.nagano-cvb.or.jp/

長野県 裾花ダム
平成30年10月12日,

14日,17日,21日,
23日,26日,28日

クラブツーリズム㈱
TEL:03-5998-3333

高瀬渓谷と通常は立ち入れない裾花ダムキャットウォーク・
黒部ダム関電トンネル工事跡見学

黒部ダム・高瀬ダム https://www.club-t.com/bus

富山県 宇奈月ダム
平成30年10月5日,

6日,12日,14日,19日
クラブツーリズム(株)
TEL:03-4335-6221

あなたの知らない黒部ダムの秘密にせまる！
黒部ダム河床ハイキングと関電トンネル工事跡見学ツアー２日間

宇奈月ダム及び
監査廊の案内

https://www.club-t.com/

新潟県
大野川ダム
久知川ダム

新保川ダム★

平成30年10月8日,
28日,11月10日

佐渡汽船株式会社
TEL:025-245-6122

「大野川ダム」「新保川ダム」「久知川ダム」をめぐり、
ダムカードをゲットしませんか？

佐渡歴史伝説館 https://www.sadokisen.com/osusume/?cd=173

愛知県 設楽ダム★
平成30年10月31日,

11月17日
豊鉄観光サービス（株）
TEL:0532-54-5691

奥三河再発見ツアー廃線跡ガイドウォークと
設楽ダム工事現場見学

ダム建設により
みられなくなる

廃止50年の田口線を歩く。
https://www.toyotetsu.com/news/000164.html

長野県
小渋ダム

松川ダム★
平成30年11月18日

天竜川ダム統合管理事務所
TEL:0265-88-3729

土木の日記念「旬な現場ｉｎ南信州」２つのダム・
バイパストンネルと建設中の天竜川大橋を巡る

－ http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

岐阜県
小里川ダム
他３ダム

平成30年10月26日

岐阜乗合自動車
（岐阜バス）
ながら会ツアーセンター
TEL:058-240-0291

ダムカードを集めよう
黒部ダム＆高瀬ダム＆大町ダム＆小里川ダム編
宿泊はくろよんロイヤルホテル

黒部ダム、高瀬ダム、
大町ダム、小里川ダムを

巡る１泊2日のバスツアー
http://www.gifubus.co.jp/travel/

岐阜県 徳山ダム
平成30年10月23日,

28日,11月4日

名阪近鉄バス
カッコーツアー
TEL:052-563-7500

徳山ダム自然観察クルーズ
揖斐川丘苑鮎塩焼きランチ

名古屋駅、揖斐駅発 https://www.kakkotour.com/

岐阜県 徳山ダム
平成30年11月3日,

5日,10日,13日,14日,
16日,18日,20日,22日

名阪近鉄バス
カッコーツアー
TEL:052-563-7500

大自然に囲まれた徳山ダム眺望谷汲山郷土料理ランチ 名古屋駅、揖斐駅発 https://www.kakkotour.com/

京都府 天ヶ瀬ダム★ 平成30年11月3日
公益社団法人土木学会
関西支部
TEL:06-6271-6686

「天ヶ瀬ダム及び再開発事業の見学とガイドによる
宇治散策ツアー」

平等院鳳凰堂・宇治上神社 https://www.jsce-kansai.net/?p=2378

京都府 天ヶ瀬ダム★ 平成30年11月7日
サンケイトラベル
TEL:06-6633-1515

「行基に学ぶ今昔インフラ対決！」
天ヶ瀬ダム・再開発事業の見学

狭山池博物館・アクア琵琶
https://www.esankei.com/ryokou/
（コース番号：ほ3110082）

兵庫県 安富ダム 平成30年11月8日
県土整備部土木局
総合治水課
TEL:078-362-926５

災害に備えて～かんじる～　現地体感バスツアー
船場川雨水貯留施設

八家川排水機場
妻鹿漁港ﾌｨｯｼｭﾓｰﾙ

https://b2b-
ch.infomart.co.jp/news/detail.page;JSESSIONID_B2BCH=9
e7e08c36e40a3c1c84ba814a3cb?0&IMNEWS1=1124095

兵庫県 生野ダム 平成30年11月17日

中播磨県民センター
姫路土木事務所
企画調整担当
TEL:079-281-9434

平成30年第6回土木の日イベント
小学生現場見学ツアー 　～巨大施設をのぞいてみよう～

福田川砂防堰堤
船場川洪水調節施設

俺天下山ﾄﾝﾈﾙ･道の駅
「銀の馬車道･神河」

https://web.pref.hyogo.lg.jp/org/himejidoboku/index.html

岡山県 苫田ダム
平成30年10月～

平成31年3月
日月金土

(株)観光販売システムズ
（じゃらんネット予約）
（ＪＴＢ予約）
TEL:052-253-6162

苫田ダム探訪ツアー
里山健康昼食＋日帰り入浴＋

お楽しみ特典セット！

じゃらんネット予約
https://www.jalan.net/kankou/spt_guide000000187016/a
ctivity/l000017EFB/?plandate=&screenId=OUW2210&dat
eUndecided=1
JTB予約
https://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/p/p1053630/

岡山県 苫田ダム 平成30年11月4日
かがみのツーリズム
研究会事務局
TEL:0868-54-7655

苫田ダム"トワイライト"
探訪ツアー

夕方にかけて行うダムツアー
見学後にかがみのスムージー

で乾杯を行います。
ダムライトアップも

行う予定です。

http://satoyama.holiday/

岡山県 苫田ダム
平成30年9月29日,

10月7日,22日,
11月18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 － http://satoyama.holiday/

高知県 横瀬川ダム
平成30年10月末

（不定期・申込制）
（一社）宿毛市観光協会
TEL:0880-63-0801

ロマンあふれる巨大建造物、“ダム”の夜間工事の現場に、
ガイド付きの見学ツアーにでかけませんか？

夜間工事ツアー https://sukumo-darumayuhi.jp

★現在建設中のダム（ダム再生事業含む）



ダム本体

問合先：八ッ場ダム工事事務所
ＴＥＬ：0279-82-2317
ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp

/yanba/yanba_index059.html
場所 ：群馬県吾妻郡長野原町
日時 ：～平成31年3月31日

(詳細はURLにて)

基礎掘削は、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
取り除く下ごしらえのことです。

基礎掘削ってなんだ？？？

基礎掘削
き そ くっさく

問合先：成瀬ダム工事事務所 調査設計課
ＴＥＬ：0182-23-8438
ＵＲＬ：http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/
場所 ：秋田県雄勝郡東成瀬村椿川地先
日時 ：平日9:00～17:00

（2023年度まで（予定）、4月下旬から
11月中旬までの期間で見学可能）

問合先：花貫ダム管理事務所
ＴＥＬ：0293-22-3524
場所 ：茨城県高萩市秋山字板木2989

問合先：紀の川ダム統合管理事務所
ＴＥＬ：0747-25-3013
場所 ：奈良県五條市三在町1681

問合先：尾原ダム管理支所
ＴＥＬ：0854-48-0780
ＵＲＬ：http://www.cgr.mlit.go.jp/

izumokasen/enjoy-dam/
dam-obara/

場所 ：島根県雲南市木次町平田211-5


