さめうら

秋のダムツアー紹介

好評実施中

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

企画会社
問い合わせ先

キャッチフレーズ
観光ポイント

見学ダム

開催時期

北海道

新桂沢ダム★

平成29年10月15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

北海道

豊平峡ダム
定山渓ダム

平成29年9月30日、10月14日

(株)シィービーツアーズ
TEL：011-221-1122

札幌の二大ダムを見学！豊平峡ダム＆定山渓 豊平峡ダム・定山渓ダム見学、定
ダム
山渓温泉ランチバイキング、札幌
札幌国際スキー場で紅葉ゴンドラ乗車
国際スキー場紅葉ゴンドラ乗車

(株)シィービーツアーズ
http://www.cbtours.com/programs/y0b048.html

北海道

夕張シューパロ
ダム
漁川ダム

平成29年10月14日、21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
夕張滝の上公園
～紅葉の夕張滝の上公園と恵庭渓谷を訪ねる 道の駅サーモン・パーク千歳
～
恵庭渓谷ラルマナイの滝

北海道オプショナルツアーズ（株）
http://www.hotbus.co.jp/

北海道

夕張シューパロ
ダム

平成29年10月25日、28日

北海道旅客鉄道（株）
TEL：011-219-5489

語りびと巡る「記憶」と「未来」をみつける 石炭博物館・石炭の大露頭・南大
旅
夕張駅跡・夕張鹿鳴館・幸福の黄
色いハンカチ想い出ひろば外

北海道旅客鉄道（株）
http://www.jrhokkaido.co.jp/

北海道

厚幌ダム★

平成29年10月21日

(株)シィ－ビ－ツアーズ
TEL：011-221-1122

全国的に珍しい形式（台形CSG）完成間近
の厚幌ダム見学とJファーム苫小牧でアグリ
プラント見学

(株)シィ－ビ－ツアーズ
http://www.cb-tours.com

北海道

新桂沢ダム★
滝里ダム

平成29年11月3日

(株)シィービーツアーズ
TEL：011-22-1122

現在、嵩上げ工事中の新桂沢ダム堤体建設工 滝里ダム見学
事見学と滝里ダム見学

(株)シィービーツアーズ
http://www.cb-tours.com/oneday

宮城県

鳴子ダム

平成29年10月26日～28日

（社）みやぎ大崎観光公社
TEL:0229-25-9620

通常立入禁止のダム直下見学と江合川散策

（社）みやぎ大崎観光公社
http://mo-kankoukousya.jp/

山形県

長井ダム

平成29年5月12日～11月上旬ま (特)最上川リバーツーリズムネット
での金・土・日
ワーク
TEL：0238-87-0605

レスキュー用ゴムボートで絶景・三淵渓谷通 り抜け参拝

(特)最上川リバーツーリズムネットワーク
http://manabikan.wixsite.com/boat

栃木県

湯西川ダム

平成29年4月14日～12月3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

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

栃木県
群馬県

薗原ダム他
（丸沼ダム、
八ッ場ダム★、
草木ダム、個綱
ダム、五十里ダ
ム、川治ダム）

平成29年10月16日
、21日、23日、25日、11月
13日、21日

クラブツーリズム(株)
TEL：03-4335-6221

普段立ち入ることのできない八ッ場ダム工事 ※薗原ダムは自由見学、ダムカー
現場見学
ドをもらいに立ち寄る程度。
秋彩の北関東ダムめぐり
・川治ダムキャットウォークを歩
く
・小綱ダム内部見学
・建設中の八ッ場ダムをガイドが
案内（ダムカードの他にやんばの
石をプレゼント）
・７つのダムカードを集めよう

クラブツーリズム(株)
http://tour.clubt.com/vstour/WEB/web_tour3_tour_tm
p.aspx?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&
p_from=800000&p_company_cd=1002
000&link_id=sCnS&p_course_no2=279
94&p_baitai=990&x=42&y=15

群馬県

八ッ場ダム★

平成29年4月1日～平成30年3月 八ッ場ダム工事事務所
31日
TEL:0279-82-2317

いまだけ・ここだけ・あなただけ
八ッ場ダムの概要説明と現場見学

八ッ場ダム工事事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba_i
ndex059.html

群馬県

八ッ場ダム★

平成29年4月1日～平成30年3月 関越交通株式会社
31日
TEL:0279-75-3811
（10月・11月は土曜日、日曜
日、祝日開催/12月は日曜日開
催）

あの政治と歴史が揺れ動いた！八ッ場ダムイ 草津温泉他
ンフラツーリズムバスツアー

関越交通株式会社
http://www.kanetsu.net/publics/index/77/

群馬県

藤原ダム
奈良俣ダム
矢木沢ダム

平成29年10月28日、29日

みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401

奥利根ダム見学 星空観察会
「まだ見たことないダムの姿、一緒に探しま
せんか。」
普段立ち入ることが出来ないダム内部を見学
し、夜は満天の星空を観察。今回は紅葉とダ
ムがいっぺんに満喫できちゃいます。

１日目
・藤原ダム見学
・奈良俣ダム見学
・星空観察会（奈良俣ダム）
２日目
矢木沢ダム見学

奥利根ダム見学・星空観察会 ２０１７
http://playfujiwara.net/news/event/1841

群馬県

道平川ダム

平成29年10月15日

特定非営利活動法人ユニバーサルス
ポーツ協会
TEL：0278-72-5070

ぐんまの西の秘境荒船湖で遊ぶ

カヌー体験・ノルディックウォー
ク体験・アウトドアBBQ

http://www.nposports.com/event/Shim
onitaBBQcanoeNW.pdf

群馬県

草木ダム

平成29年10月8日、13日、21
日、25日、27日

主催
：阪急交通社、モンテディオ総合企
画株式会社水沼温泉センター
問い合わせ先
：モンテディオ総合企画株式会社水
沼温泉センター
TEL0277-96-2500

【絶景ローカル線わたらせ渓谷鐡道
木ウォーク 日帰りツアー】

神戸草 ・東武鉄道浅草駅にて集合・解散
の日帰りウォーキングツアーを開
催中。
～わたらせ渓谷鐡道（土木学会選奨土木遺
産）～
・当該ツアーは当鐡道の神戸（ご
渡良瀬川に寄り沿うように走る列車。
うど）駅を降車。里山の秋を楽し
自然の渓谷美を車窓よりご堪能いただけま
みながら、草木ダム下流公園（水
す。
の広場）～紅葉の不動滝をウォー
キングする約3.8kmのコース。
・このツアーには地元のガイド「みどり市観
光ガイドの会もしくは水沼温泉センター」が
同伴し、彩り豊かな四季の魅力や草木ダムを
語って頂いています。

阪急交通社
http://www.hankyutravel.com/tour/detail_d.php?p_course_i
d=A6060&

群馬県
新潟県

藤原ダム、相俣
ダム他
（奈良俣ダム、
二居ダム、奥只
見ダム、破間川
ダム、三国川ダ
ム）

平成29年10月13日、15日、
20日、22日、25日、26日、
28日、29日

クラブツーリズム(株)
TEL：03-4335-6221

神秘の奥只見湖遊覧船
のダムめぐり

クラブツーリズム(株)
http://tour.clubt.com/vstour/WEB/web_tour3_tour_tm
p.aspx?p_baitai_web=CTOP&ToCd=TD&
p_from=800000&p_company_cd=1002
000&link_id=sCnS&p_course_no2=278
60&p_baitai=990&x=45&y=11

新潟県

三国川ダム

平成29年10～11月

(株)阪急交通社

奥越後・奥信州の秘境を巡る感動の旅

新潟県

笠堀ダム★
大谷ダム

平成29年7～11月

近畿日本ツーリスト(株)

今しか見られない！笠堀ダム特別見学と大谷 笠堀ダム嵩上工事現場、大谷ダム
ダム探訪ツアー
堤体内部

http://www.city.sanjo.niigata.jp/eigyo/pa
ge00181.html

新潟県

内の倉ダム

平成29年6月1日～11月15日

新潟県新発田地域振興局地域整備部
計画調整課
TEL：0254-26-9653

内の倉ダムプレミアムダムカード発行スタン ー
プラリー

http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_sei
bi/1356869128854.html

長野県

裾花ダム
奥裾花ダム

平成29年10月19日
～10月24日

(公財)ながの観光コンベンション
ビューロー
TEL026-223-6050

秋の裾花渓谷・紅葉を楽しみ
ダムを巡る旅

鬼無里の湯
鬼無里ふるさと資料館

(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/

岐阜県

横山ダム
徳山ダム

平成29年10月27日～29日、
11月7日～10日

クラブツーリズム(株)
TEL：052-300-0055

大人の社会科見学 ガイド同行でご案内！迫
力の徳山ダム・横山ダム内部見学

徳山湖(「とくまる」に乗船)・徳山 クラブツーリズム
ダム内部見学
http://www.clubt.com/nagoya/index.htm?rd=area

岐阜県

新丸山ダム★

平成29年10月27日、11月16
日、21日、24日

(株)農協観光
TEL：0574-62-1070

ダムを見に行こう
杉原千畝記念館

･ひだまりKitchenSoramame
（ダムカレー）
･新丸山発電所見学
･八百津本町商店街

岐阜県

小里川ダム

平成29年11月3日～11月5日

名鉄観光バス株式会社
TEL：052-365-2232

【名古屋発】＜日帰りバスツアーハイキング 小里川湖周ハイキング・道の駅お
＞ 16.爽やかな秋空の下 小里川ダム湖畔を ばあちゃん市山岡
歩こう！

名鉄観光バスドラゴンズパック
https://www.dorapack.com/

岐阜県

小里川ダム

平成29年11月11日

クラブツーリズム株式会社
名古屋バス旅行センター
TEL：052-300-0055

『旅行会社初企画！ドローン・無人ショベル 中部技術事務所にて、建設機械の
カー操作体験もお楽しみ！国交省・中部技術 操作体験
事務所と秋の小里川ダム』【名古屋駅 出
発】＜大人の社会科見学ツアー＞

クラブツーリズム 中部東海版
http://www.club-t.com/nagoya/

静岡県

長島ダム

平成29年11月8日、17日、22
日、24日、27日、29日

クラブツーリズム（株）
第2国内旅行センター
TEL：03-5998-2000

奥大井アプト式鉄道から眺める紅葉の大パノ ・寸又峡
ラマ～日本唯一の湖上駅の秘境「寸又峡」と ・奥大井湖上駅等
「長島ダム」奥三河・奥大井の秘境絶景巡り
2日間

クラブツーリズム（株）第2国内旅行セン
ター
http://www.travel.co.jp/agent/ko/CLD/

岡山県

苫田ダム

平成29年11月1日、11日

サンケイトラベル
TEL：06-6633-1515

秋燃ゆる苫田ダムと奥津渓ウォーキング

奥津渓ウォーキング、昼食バイキ
ング

http://www.esankei.com/ryokou/

岡山県

苫田ダム

平成29年10月18日、11月18
日、12月9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

-

かがみのツーリズム研究会事務局
http://satoyama.holiday/

長崎県

萱瀬ダム

平成29年１1月12日

長崎県石木ダム建設事務所
TEL：0956-82-5109

ダムと橋見学と県内唯一のダムカレーの昼食 新幹線長崎ルート福重橋梁

近日中に掲載予定

平成29年11月下旬～平成29年
12月中旬

さつま町の各温泉旅館

秋の紅葉・温泉と鶴田ダム・再開発インフラ ツアー

川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※１０月頃に掲載予定

鹿児島県 鶴田ダム★

その他ツアー内容
みかさ桂沢紅葉まつり

・昼食は人気のバーベキューレス
トランで焼肉バイキング

-

ダム観光５つの進化と１０本の目
的別見学プラン

紅葉の上州越後7つ ※藤原ダム、相俣ダムは自由見
学、ダムカードを貰いに立ち寄る
程度。
・紅葉の上州越後の7つのダムめぐ
り
・7つのダムカードを集めよう
しゃくなげ湖
（三国川ダム）

ＨＰアドレス
三笠ジオパーク推進協議会事務局
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geo
park/

秋

そこにダムが あるから、
秋が 来るのを待っていた。

トラピックス阪急交通社
http://trapics.hankyu-travel.com/

(株)農協観光
http://ntour.jp/

ながやすぐち

長安口ダム（徳島県）
洪水吐新設状況

★：現在建設中のダム（ダム再生を含む）

○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
H29.10
〒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

vol.19

Autumn Dam Pick Up
いざりがわ

ゆうばり

たきのうえ

えにわ

～紅葉に夕張滝の上公園と恵庭渓谷を訪ねる～
夕張シューパロダム

漁川ダム

問合先：簗川ダム建設事務所
ＴＥＬ：019-652-8821
ＵＲＬ：http://www.pref.iwate.jp/morioka
/yanagawa/index.html
場所 ：岩手県盛岡市川目地内
☀問合先：夕張川ダム統合管理事務所
☀ＴＥＬ：0123-55-5151
☀ＵＲＬ：https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/
yuubari_damu/kluhh4000000iii1.html#s0

かさぼり

☀問合先：漁川ダム管理支所
☀ＴＥＬ：0123-33-7107
☀ＵＲＬ：https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/
titose_kasen/kluhh4000000fl9x.html

コンクリートダム現場ならではの
「ケーブルクレーン」を使ったコンクリート
の運搬♪
みごろは今年の11月頃まで！！いそげ！！

おおたに

笠堀ダムではかさ上げ工事を実施中
「工事を見るなら今！！」
県営初のロックフィルダム

笠堀ダム
☀問合先：新潟県三条地域振興局
☀ＴＥＬ：0256-36-2302
☀ＵＲＬ：http://www.pref.niigata.lg.jp/sanjou_
seibi/1230062494447.html

大谷ダム

問合先：琵琶湖河川事務所
ＴＥＬ：077-546-0844
ＵＲＬ：http://www.kkr.mlit.go.jp/biwako/
amadam/index.html
場所 ：京都府宇治市槇島町六石山地先
ダムの放流能力を増強するために
日本最大級♪「全長600m以上直径23m」もの
トンネル式放流設備を建設しています！

