玉川ダム（秋田県）
浦山ダム（埼玉県）

ダムと紅葉の
鮮やかなコントラスト！
vol.7

秋もやります

ダムツアー！！

①天ヶ瀬ダム竣工５０周年記念ウォークツアー
【催行日
催行日】
】（日帰りツアー）
11/30（
11/30
（日）

天ヶ瀬ダムはこんなダム！
淀川本川筋で最初にできた多目的ダムです。
昭和39年に完成し、今年の11月に竣工50周年を
迎えます。現在は、天ヶ瀬ダムの洪水調節機能を
向上させるためのトンネル工事を実施しています。

問合せ先

宇治観光ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｶﾞｲﾄﾞｸﾗﾌﾞ

℡：0774-22-5083

②忠別ダム見学と青い池
【催行日
催行日】
】（日帰りツアー）
10／15（水）、10／17（金）
10／20（月） 10／23（木）
10／20（月）、10／23（木）

段数312段・高さ
約70mの監査廊
を見下ろせます！

青い池は、北海道上川郡美瑛町白金にある人造池の通称で、
「白金の青い池」、「美瑛白金青い池」などとも呼ばれています。

監査廊

問合せ先

(株)阪急交通社

℡：011-330-2402

忠別ダムはこんなダム！
重力式コンクリートダムと中央コア型フィルダムの
複合ダムで、複合ダム型式では日本最大級です。
ダム湖の名称は一般からの応募によって決められ、
最多得票で「忠別湖」に決定しました。

いと はら

③尾原ダムと絲
③尾原ダムと
絲原記念館見学 〈大人の教育旅行® 〉
【催行日
催行日】
】（日帰りツアー）
11/4（
11/4
（火）
11/10（月）、
11/10
（月）、11/26
11/26（水）
（水）

尾原ダムはこんなダム！
斐伊川・神戸川治水計画３点セットの一つとして
平成２４年３月に完成。総貯水容量は島根県最大
であり、国内最大級規模の水中放流設備、日本初※
の連続サイフォン式取水設備を採用しています。
※：逆Ｖ字形の管を縦に続けて組む取水設備を設置したことが日本初になります。

問合せ先

絲原記念館では、たたら
製鉄の鉄師として財を成し
た絲原家の居宅、庭園、
当時の暮らしぶりや製鉄
の資料を見学します。

(株)ＪＴＢ広島旅物語販売センター ℡：082-511-9700

ダム見学とともに 『ダムカレー』 を食べてみませんか？
各ダムの周辺には「ダムカレー」や「ダムかき氷」などダムに関する食べ物が販売されております。
今回は、各ダム周辺で食べることができる「ダムカレー」の一部をご紹介いたします。
ダムの見学とあわせて、さまざまな「ダムカレー」の食べくらべをしてみてはいかがでしょうか？

長井ダムカレー

みなかみダムカレー
豊平峡ダムカレー
早明浦ダムカレー

ダムを見に行けるツアー紹介
キャッチフレーズ
観光ポイント

その他
ツアー内容

好評実施中

都道府県

見学ダム

北海道

二風谷ダム

平成26年10月16日

(株)シィービーツアーズ
TEL：011-221-1122

二風谷ダム見学と
門別競馬場ナイトレース観戦

北海道

忠別ダム

平成26年10月
15日・17日
20日・23日

(株)阪急交通社 札幌支店
TEL：011-330-2402

「忠別ダム」内部へ特別潜入！
忠別ダム見学と青い池

北海道

夕張シューパロダム

平成26年10月
14日・22日
24日・27日
平成26年11月
4日・6日

(株)阪急交通社 札幌支店
TEL：011-330-2402

できたばかりのダムを間近で
見る！！
夕張シューパロダムと紅葉めぐ
り

北海道

豊平峡ダム

平成26年10月
10日・13日
19日・24日

クラブツーリズム(株)
北海道旅行センター
TEL：011-280-2000
ｺｰｽ番号：22616-092

乃の風に泊まる紅葉の支笏湖・
クラブツーリズム(株)
支笏湖・昭和新山ほか
http://www.club-t.com/hokkaido/
洞爺湖・豊平峡

平成26年10月
4日・7日
13日・18日

クラブツーリズム(株)
北海道旅行センター
TEL：011-280-2000
ｺｰｽ番号：22853-092

苫小牧のご当地グルメ！
日本料理こぶし・苔の クラブツーリズム(株)
苫小牧ホッキ御膳と紅葉の支
http://www.club-t.com/hokkaido/
洞門
笏湖・水明郷・恵庭の滝めぐり

平成26年4月25日
～11月30日

ＮＰＯ法人
日本水陸両用車協会
湯西川ダックツアー
TEL：0288-78-0345

大自然の中でダム湖を遊覧！！
湯西川ダム堤体内外見学、
湯西川湖遊覧
※8/13に発生した進入路の斜
面崩落に伴い10月上旬までは、
川治ダムで臨時運行を実施中

―

湯西川ダックツアー
http://www.japanducktour.com/yunishigawa/

平成26年10月26日

主催：八ッ場ダムふるさとエ
コツアー実行委員会
問い合わせ先：長野原町商工
会
TEL：0279-82-2208
(株)八ッ場ふるさと館
TEL：0279-83-8089

【王城山紅葉エコツアー】
自然と歴史がたっぷり！王城山
神社の奥宮のあるぐんま100名
山「王城山（1,123ｍ）」の頂
上をめざします。運がよければ
カモシカにあえるかも。

―

道の駅「八ッ場ふるさと館」
http://yambamichinoeki.com/

平成26年11月1日

主催：八ッ場ダムふるさとエ
コツアー実行委員会
問い合わせ先：長野原町商工
会
TEL：0279-82-2208
(株)八ッ場ふるさと館
TEL：0279-83-8089

【ミステリー？！紅葉エコツ
アー】
どこを歩くかは当日のお楽し
み♪ダム建設まっただ中の八ッ
場で、地元ならではの紅葉ス
ポットにご案内します。

―

道の駅「八ッ場ふるさと館」
http://yambamichinoeki.com/

北海道

栃木県

群馬県

群馬県

にぶたに

ほうへいきょう

ち とせ

千歳第3ダム

湯西川ダム
（※川治ダム）

八ッ場ダム

八ッ場ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

【企画】
黒部市公共交通戦略推進協議
会（黒部市新幹線交通政策課
内）
宇奈月ダムへ立ち寄る TEL：0765-54-2111
コースは、平成26年8 （平日のみ）
月6日～11月末日まで
※詳しくは「にいタ 【予約申込先】
ク」ホームページをご （一社）黒部・宇奈月温泉観
覧ください。
光局
TEL：0765-65-0022
平成26年8月6日～
平成27年2月28日

富山県

宇奈月ダム

富山県
長野県

大町ダム
黒部ダム
高瀬ダム
七倉ダム

JR東日本
株式会社びゅうトラベルサー
ビス
TEL： 0570-04-8928

天ヶ瀬ダム竣工５０周年記念ウ
宇治観光ボランティアガイド
オ－クツアー「みた！のぼっ
クラブ
た！おりてみた！天ヶ瀬ダムと
TEL：0774-22-5083
巨大トンネル」

島根県

尾原ダム

平成26年11月
4日・10日・26日

（株）ＪＴＢ広島旅物語
販売センター
TEL：082-511-9700

平成26年10月5日

おくいずも女子旅つくる！委
ダムを見下ろせる場所でヨガ
員会
とカフェのいつもと違う休日
TEL : 0854-47-7341

大人の教育旅行
・尾原ダム
・絲原記念館

島根県編

キレイになりたい！

を

鶴田ダム

平成26年11月中旬
～12月上旬（予定）

さつま町内の各温泉旅館

白扇の滝・
滝の上公園 ほか

(株)阪急交通社
http://www.hankyu-travel.com/bus/

nts/autumn2014/kurobe_au.html

平成26年11月30日

鹿児島県

青い池・
(株)阪急交通社
フラノマルシェ ほか http://www.hankyu-travel.com/bus/

JR東日本
大町市周辺のダムをめぐりなが 黒部ダムと高瀬渓谷め 株式会社びゅうトラベルサービス
らダム周辺の大自然を楽しむ ぐり
http://www.jreast.co.jp/tabiichi/web/conte

平成26年10月1日～
10月30日

天ヶ瀬ダム

尾原ダム

(株)シィービーツアーズ
http://www.cb-tours.com/

ＪＲ黒部駅、魚津駅並
びに富山地方鉄道 電
にいかわの観光スポットを巡る 鉄黒部駅、宇奈月温泉
充実のコース！出逢い、ふれあ
充実の
ス！出逢い、ふれあ 駅を起点に、選
駅を起点に、選べる複
る複
い、心に残る…にいかわをご案 数のコースをご用意。 にいタク（魚津・黒部・入善・朝日）
内。
宇奈月ダムへ立ち寄る にいかわ 予約式観光乗合タクシー
（予約式観光乗合タクシー） コースは内、３つ。 http://www.niikawa-taxi.com/
「ＪＲ魚津駅発コース
番号⑤」、「ＪＲ黒部
駅発コース番号③・
⑤」となります。

京都府

島根県

門別競馬場ほか

ＨＰアドレス

秋の紅葉・温泉と鶴田ダム・再
開発インフラツアー

紅葉見学

宇治観光ボランティアガイドクラブ
http://www.kyoto-ujikankou.or.jp/guide/

・亀嵩温泉玉峰山荘
・鬼の舌震

(株)ＪＴＢ広島旅物語販売センター
http://www.jtb.co.jp/media/hiroshima/

・ヨガ教室
・美容講座
・地元のスイーツ＆
ハーブティーで
カフェ

むふふオータム
http://mufufu-autumn.com/

－

川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※11月に掲載予定

“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”
http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_tourism.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
〒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

H26.10

