
さめうら

秋のダムツアー紹介 好評実施中

○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 R1.09 vol.27

～秋めくダムが、
見逃せない～

★現在建設中のダム10月から12月にかけて実施予定のダムツアー状況

草木ダム（群馬県）
くさき

簗川ダム（岩手県）
やながわ

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 札内川ダム 令和元年10月22日
(株)読売旅行 札幌営業所
TEL：011-281-5765

農業王国十勝 開拓の歴史探訪
帯広百年記念館・アイスクリーム作り体験・
十勝B級グルメ牛トロ丼・畑地かんがい事業

（株）読売旅行
https://www.yomiuri-ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=19009611

北海道
夕張

シューパロダム
令和元年10月12日

北海道オプショナルツアーズ（株）
TEL：011-212-1170

夕張シューパロダムと漁川ダム見学 恵庭渓谷白扇の滝
北海道オプショナルツアーズ（株）
http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=4342665517155

北海道 留萌ダム 令和元年10月5日
北海道オプショナルツアーズ（株）

TEL：011-212-1170
留萌ダム見学と増毛 浜益温泉 国稀酒造 浜益温泉

(株)北海道オプショナルツアーズ
http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=4427060520155

北海道
金山ダム
滝里ダム

令和元年10月19日
北海道オプショナルツアーズ（株）

TEL：011-212-1170
芦別滝里ダム・南富良野金山ダム見学と

ふらのワイン工場
ふらのワイン工場

北海道オプショナルツアーズ（株）
http://www.hotbus.co.jp/tour/detail.php?tid=4424978519155

北海道 新桂沢ダム★ 令和元年10月5日
道新観光

TEL：011-241-6401
石炭採掘現場と新桂沢ダム特別見学
見て・学んで・楽しむ三笠周遊の旅

砂子炭鉱三笠露天抗、三笠市博物館 http://www.doshinkanko.com/hokkaido/higaeri

北海道 新桂沢ダム★ 令和元年10月13日
三笠市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
三笠市博物館、原石山、桂沢ダム見学 https://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/detail_sp/00008346.html

北海道
豊平峡ダム
朝里ダム

令和元年10月5日
(株)シィービーツアーズ

TEL：011-221-1122
札幌・小樽で2つの型式の異なるダム見学と

定山渓温泉でランチバイキング
定山渓温泉

((株)シィービーツアーズ
https://www.cb-tours.com/programs/y0b083.html

北海道 漁川ダム
令和元年

10月11日～14日

恵庭渓谷紅葉バスめぐり 事務局
TEL 0123-36-2119

(株)テイクサン・トレーディング

紅葉の名所である恵庭渓谷から、漁川ダム、
サッポロビール北海道工場等の見学を

行う各コースがあります。

道と川の駅花ロード恵庭
えこりん村

恵庭市HP
https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/citypromotion/miru_asobu/event/10event/7606.html

北海道 美利河ダム
令和元年

10月４日～10月6日
10月5日～10月7日

（株）JTB北海道事業部
函館オフィス

TEL：0138-56-1711

今金町・せたな町食と自然を巡る
魅力新発掘2泊3日の旅

クアプラザピリカ・どんぐりの森・
浮島公園・三本杉海水浴場・

立像台展望台・村上牧場・太田山神社

（株）JTB 北海道事業部函館オフィス
https://www.jtb.co.jp/ripple/hiyama/

宮城県 鳴子ダム
令和元年

10月26、27日（予定）
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/

宮城県 鳴子ダム
令和元年

10月25～27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＆鳴子峡ライトアップ見学ツアー - http://www.mo-kankoukousya.or.jp/

群馬県 八ッ場ダム★ 令和元年10月1日～12月25日
長野原観光協会

TEL：0279-82-5815
今しか見られない風景、作業をご覧下さい。 - http://naganohara-kanko.sakura.ne.jp/naganoharakankou_top.htm

群馬県 八ッ場ダム★ ご要望による
道の駅八ッ場ふるさと館
TEL：0279-83-8088

道の駅スタッフがお客様のバスに同乗し、
八ッ場ダム建設事業の様子をご案内致します。

- http://yambamichinoeki.com/?page_id=1832

埼玉県 有間ダム

令和元年10月4日
令和元年10月31日
令和元年12月5日

令和元年12月20日

クラブツーリズム（株）
首都圏バス旅行センター
TEL:03-5998-2233

「防災システムを学ぶインフラツーリズム！
巨大地下神殿と称される
「首都圏外郭放水路」

深さ80mのダム内部に潜る！
「有間ダム」の案内人付見学」

首都圏外郭放水路・
川越プリンスホテル（昼食）

インフラツーリズム（株）
https://tour.club-
t.com/tour/detail?TOCD=TD&p_from=800000&p_company_cd=1002000&p_course_no=1233796&p_flg=Y

長野県 奥裾花ダム
令和元年

10月16日～20日
(このうち４日間)

(公財)ながの観光
コンベンションビューロー
TEL：026-223-6050

紅葉の鬼無里 奥裾花ダム
～大自然の神秘に触れ、
きのこ料理を味わう～

奥裾花渓谷
小川村アルプス展望デッキ

(公財)ながの観光コンベンションビューロー
http://convention.nagano-cvb.or.jp/

長野県 松川ダム 令和元年11月14日
岐阜乗合自動車（株）

TEL：058-240-0285
ダムカードを集めよう！
秋の信州２ダムめぐり

小渋ダム、お菓子の里飯田城
岐阜バス ながら会ツアーセンター
http://www.gifubus.co.jp/

長野県
松川ダム
小渋ダム

令和元年11月14日
岐阜乗合バス（株）

TEL:058-266-1611
詳細検討中 ダム堤体及びバイパストンネル見学

岐阜乗合バス（株）
http://www.gifubus.co.jp/

長野県 小渋ダム 令和元年11月17日
（株）南信州観光公社
TEL:0265-28-1747

詳細検討中
ダム堤体及びバイパストンネル見学

並びに観光スポット
(株)南信州観光公社
https://www.mstb.jp

栃木県
湯西川ダム

川治ダム
平成31年4月12日～

令和元年12月1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
湯西川ダムまたは川治ダムの見学

湯西川ダックツアー
http://www.japan-ducktour.com/yunishigawa/

栃木県 川俣ダム 令和元年10月20日

鬼怒川源流・栗山ツアー企画
①日光那須アウトドアサービス

（0288-77-2030）
②栗山ツアー事務局

（070−2835−4778）

広大なダム湖を独り占め
川俣湖カヌー

カヌー https://kuritour.jp/

富山県 宇奈月ダム
令和元年12月

11、12、14、17、21日
㈱阪急交通社

℡：06-4795-5846
冬場のミステリーツアー（仮） - -

新潟県 大石ダム
令和元年10月31日
令和元年11月5日

(株)朝日旅行
TEL:03-6858-9816

ダムカードを集めてインフラツーリズムの
世界を楽しもう！

大石ダム他４ダム
※募集旅行

(株)朝日旅行
https://www2.asahiryoko.com/djweb/TourList.aspx?tc2=8450 

新潟県 奥胎内ダム
令和元年10月6日

令和元年10月20日
令和元年11月3日

（株）胎内リゾート
TEL：0254-48-0161

一般観光客は立ち入れない地域に、
特別に観光が可能。

- https//www.mura-asobi.com/dam1920aw

新潟県
大野川ダム
新保川ダム
久知川ダム

令和元年10月6日
令和元年10月19日
令和元年11月3日

佐渡汽船観光（株）
025-245-6122

往路ジェットフォイル、復路カーフェリー
佐渡島の３ダムを巡って、

海鮮１０種丼のランチ
佐渡歴史伝説館

佐渡汽船観光（株）
https://www.sadokisen.co.jp/trip-top

岐阜県 岩屋ダム 令和元年11月30日迄
DAiseN TouRs

TEL：080-3049-1146
東仙峡金山湖カヤックツアー カヤック https://nbghjklop1101.business.site/

愛知県 設楽ダム★ 令和元年12月17日
(株)豊鉄観光サービス

TEL：0532-54-5691

ブラアイチ
～設楽ダム工事現場の見学を通じて

設楽町の歴史と地形を学ぶウォーキング～
設楽町田口のまち歩き

豊鉄観光サービス（株）
https://www.toyotetsu.com/hanit/
愛知県河川課
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kasen/bura-shitara.html

愛知県 新豊根ダム 令和元年10月30月
豊橋鉄道

TEL：0532-53-2134
奥三河ダム・ダム・ダムツアー

宇蓮ダム
ダムカレー

豊鉄観光サービス（株）
https://www.toyotetsu.com/hanit/

福井県 九頭竜ダム
令和元年

11月2、3、4、5、9日

企)(株)農協観光 福井支店
問)（一社）大野市観光協会
TEL：0779-65-5521

地元ガイドと行く
バスで行く 絶景の紅葉めぐり

九頭竜湖
夢のかけはし

（一社）大野市観光協会
https://www.ono-kankou.jp/

京都府 天ヶ瀬ダム★ 令和元年10月19日
JAF・京都支部

075-682-6000
歩こう!町のオアシス天ヶ瀬ダムへ 5キロ(3時間)ウォーキング https://jafevent.jp/event/1907_26_012_0.html

京都府 天ヶ瀬ダム★ 令和元年10月26日
サンケイツアーズ
06-6633-1515

行基さんの足跡を辿る
日本最古のダム狭山池と

現代のダム天ヶ瀬ダムを訪ねる

「佐山池博物館」館長の深掘り解説
「行基さん大感謝祭」

行基さんとともに東大寺へ!
https://esankei.net/tour_reserve04.asp?cc=310094

京都府 天ヶ瀬ダム★ 令和元年11月8日
株式会社朝日旅行大阪支店

06-6345-1613
初めてのダム旅 天ヶ瀬ダム特別体験と

職員が案内する日吉ダム内部見学
天ヶ瀬ダムでは普段入ることのできない階段

「キャットウォーク」を歩きます。
https://www2.asahiryoko.com/djweb/TourDetail.aspx?tc=J18825190080

京都府 天ヶ瀬ダム★
令和元年11月8日
令和元年11月9日

琴平バス株式会社
（コトバスツアー）・長尾

087-823-5678

通常は入ることができない
"キャットウォーク"を歩こう！

「天ヶ瀬ダム」特別体験
志津川発電所見学・ダムカレー https://www.kotobus-tour.jp/dm.html

京都府 天ヶ瀬ダム★ 令和元年11月24日
クラブツーリズム（株）
関西テーマ旅行センター

06-6733-0090

＜ハイク入門＞
『天ヶ瀬ダム管理用通路特別案内と

現地案内人と巡る宇治ぐるっと
1周紅葉ハイキング』
【京阪宇治駅集合】

キャットウォークなどの特別見学
隠れた宇治の紅葉のスポットへもご案内。

https://tour.club-
t.com/tour/detail?link_id=hCnS&p_baitai=997&p_baitai_web=&p_company_cd=1002000&p_course_no2=%EF%BC%A22159&p_from=800000&x=0&y=0&ToCd=TD

岡山県 苫田ダム
令和元年10月20日
令和元年11月28日

かがみのツーリズム
TEL：0868-54-7655

苫田ダム探訪ツアー
ガラス張りの展示室→点検通路→常用洪水吐

→ダムの底→操作室など
https://satoyama.holiday/

岡山県 苫田ダム 令和元年10月12日
サンケイトラベル

TEL：06-6633-3719
裏見の滝「岩井滝」

＆苫田ダムガイドウォーク
天王寺→梅田→昼食→苫田ダム

→岩井滝→梅田・天王寺
http://tour.esankei.com/dsch.php?kw=%E8%8B%AB%E7%94%B0

広島県
土師ダム
温井ダム

令和元年11月9日
両備ホールディングス(株)

086-226-1515
ダムシリーズ

温井ダム迫力の放水と土師ダム見学
温井スプリングス（昼食）、
温井ダム見学、土師ダム見学

http://www.ryobi-bus.jp/tour/Row0013?process_type=planDetails&planNo=229&startDate=2019/11/9

広島県 温井ダム
令和元年11月9日

令和元年11月10日
広電中国新聞旅行

TEL：082-543-2020

温井ダム放流見学と紅葉の
日本庭園吉水園限定公開

楽市・楽座 加計 五サー市

温井スプリングス（昼食）、
道の駅来夢とごうち

https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DC9H-41

山口県 島地川ダム 令和元年11月6日
(一財)周南観光コンベンション協会

TEL：0834-33-8424
紅葉を満喫！

島地川ダム見学と高瀬峡ウォーキング
健康増進マイスターの案内あり

（ウォーキング）
-

高知県 早明浦ダム

令和元年
10月８、29、31日

11月12、19、22、27、28日
12月３、６日

阪急交通社 トラピックス名古屋
TEL：052-563-0025

2019年5月に新規オープン
全室レイクビューホテルに泊まる

(3泊目) 四国の絶景めぐりモニターツアー

・伊尾木洞・柏島
・竜串海岸・四万十川
・杉の大杉・にこ淵

阪急交通社 トラピックス名古屋
http://www.hankyu-travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=8058&p_hei=20

熊本県 立野ダム★ 令和元年10月12日
南阿蘇鉄道（株）南鉄旅行
TEL：0967-62-0058

立野ダム建設工事現場見学と
立野駅～立野橋梁までの

レールウォーク

トロッコ列車乗車、
長陽駅「久永屋」

南阿蘇鉄道（株）
http://www.mt-torokko.com/

熊本県 竜門ダム 令和元年11月９日
くまもとDMC ツアープラザ上通

TEL:096-276-6875
熊本県菊池川水系のダム・発電所と

紅葉の菊池渓谷を巡るツアー

発電所見学
龍王神社参拝

菊鹿ワイナリー見学

九州電力株式会社
http://www.kyuden.co.jp/press_2019.html

大分県
松原ダム
下筌ダム

令和元年11月８日
～11月11日

クラブツーリズム株式会社
TEL：03－4335－6231

＜ひとり旅＞
ダムカード完全制覇の旅～大分編～4日間

ダム見学
遊覧船

別府温泉

クラブツーリズム株式会社
https://tour.club-
t.com/tour/detail?p_baitai_web=CTOP&p_from=800000&p_company_cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=J3348&p_baitai=990&x=0&y=0&ToCd=TD

佐賀県 嘉瀬川ダム 令和元年11月23日
(株)ＪＴＢ佐賀支店

TEL : 0952-23-7180

大自然とダムの特別見学日帰りツアー
「どこか懐かしいあの場所へ・・
秋の里山まるごと体験ツアー」

嘉瀬川発電所・
名尾和紙or干し柿体験or温泉・

山菜料理

㈱ＪＴＢ
https://press.jtbcorp.jp/jp/2019/09/913.html
九州電力㈱
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_saga_notice_191123.html

佐賀県 厳木ダム 令和元年11月23日
(株)ＪＴＢ佐賀支店

TEL : 0952-23-7180

大自然とダムの特別見学日帰りツアー
「母なる大地の贈り物・・・

紅葉・秋の味覚 ゆっつら満喫の旅」

天山ダム・天山発電所・環境芸術の森・
道の駅「厳木」・天山酒造 酒蔵見学

㈱ＪＴＢ
https://press.jtbcorp.jp/jp/2019/09/913.html
九州電力㈱
http://www.kyuden.co.jp/company_outline_branch_saga_notice_191123.html



～秋の建設ダム特集～～秋の建設ダム特集～

問合先：新潟県柏崎地域振興局
地域整備部ダム建設課

ＴＥＬ：0257-21-6340
ＵＲＬ：https://www.pref.niigata.lg.jp/

sec/kashiwazaki_seibi/
1278284487165.html

場 所：新潟県柏崎市三和町5-55

鵜川ダム（新潟県）
うかわ

天ヶ瀬ダム（京都府）
あまがせ

流入部

導流部

ゲート室部
減勢池部

吐口部

天ヶ瀬ダム

トンネル式放流設備

問合先：近畿地方整備局企画部企画課事業評価係
ＴＥＬ：06-6942-1141
ＵＲＬ：http://www.kkr.mlit.go.jp/

kengaku/guide/index.html
場 所：大阪市中央区大手前1-5-44


