
アクション 

ファイル 
ルート： １泊２日の充実ツアー No. エリア 長野県・愛知県 4 

見どころ 

名古屋駅 
約120分 約10分 

天竜川のダムを巡る旅。 
秘境の温泉で一泊はいかが？ 
エリア：長野県・愛知県 
対象：初心者向け・ドライブメイン 

このルートは 「NOW2000さん」が作成しました 
「おぼえがき」ホームページに詳しい情報が掲載されています。 
http://now2000net.blogspot.jp/2013/08/2013.html 

N 訪問先 見どころ 

1 南向水力 
発電所 

中部電力の水力発電所。レトロ
な建屋が素敵 

2 小渋ダム 高さ105mの大きさとアーチの美
しさを実感 

3 松川ダム 分かりやすい構成のダム。 

4 道の駅 
信濃路下條 
（そばの城） 

信州蕎麦を堪能できる。そば食
べ放題が人気。 

5 泰阜ダム 天竜川との戦いで土砂に削られ
た白い堤体は必見。 

6 平岡ダム 川幅一杯に並んだ16門のゲート
が壮観。 

7 道の駅遠山郷 
かぐらの湯 

秘境の温泉地。夜は満点の星空
が最高。 道の駅 

遠山郷かぐらの湯 

7:00 

12:30(60分) 

南向水力 
発電所 

9:00(20分) 

1 小渋ダム 

9:30(60分) 

2 

道の駅 
信濃路下條 
（そばの城） 

4 

泰阜ダム 

14:00(60分) 

5 平岡ダム 

16:10(30分) 

6 7 

16:55 

約15分 約70分 

天竜川のダムと豊川用水の水源地となるダム、道の駅を楽し

むルートです。流域は急峻な地形のため「暴れ天竜」と呼ば

れ、何度も水害と戦ってきたエリアです。ダムでは「ダムカー

ド」、道の駅では「道の駅記念きっぷ(※)」を収集できます。 

※道の駅記念きっぷは1枚180円で販売されています。 

松川ダム 

11:20(30分) 

3 

約50分 

約30分 

約40分 

南向水力発電所 泰阜ダム 

「ダムコレクション」で地図や詳しい情報

を紹介しています。ボタンをクリック→ 

http://www.mlit.go.jp/river/damc/action/route004.html 

地図を表示

所要時間：約10時間（1日目） 

到着時刻（滞在時間） 
到着場所 * 
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南向水力発電所 1 

松川ダム 3 

長野県が管理する、重力式コンクリートダム。
2門のクレストゲート（非常用洪水吐）、1門
のコンジットゲート（常用洪水吐）の標準的
なゲート構成なダム。管理事務所でダム
カードを貰おう。 

中部電力の水力発電所。電力王と呼ばれた福沢桃介が建設した最後の水力発電所となる。レト

ロな建屋が素敵。入口には福沢桃介の像や以前使用していた水力発電の水車が展示されている。 

道の駅  信濃路下條（そばの城） 6 

名前のとおり信州蕎麦を楽しむことが出来る道の駅。事前予

約していればそば打ち体験もできる。レストランでは信州蕎麦

の食べ放題が人気。「殿様そば」を頼むとお城型の器に入った

お蕎麦が出てくるのも楽しい。 

道の駅遠山郷かぐらの湯 ７ 

秘境・遠山郷にある道の駅。温泉は珍しい源泉42.5度の塩化

物温泉。大自然を愛でながらの露天風呂は最高♪ 夜は満天

の星空を楽しむことが出来る。 

小渋ダム 2 

国土交通省が管理する、高さ105mのアーチ

式コンクリートダム。小渋ダムインフォメー

ション・センターでは、小渋ダムと周辺地域の

歴史を学ぶことができる。センター内でダム

カードも配布している。 

平岡ダム 5 
中部電力が管理する、発電用の重力
式コンクリートダム。川幅いっぱいに
並ぶ16門の赤いゲートが壮観。天端

（ダムのてっぺん）を歩くことが出来る
ので、是非歩いてみてほしい。 

泰阜ダム 4 

中部電力が管理する、発電用の重力式コンク

リートダム。天竜川の激しい土砂との戦いで削

れた堤体は白く、なめらかなラインを描く。下流

側にある発電所のサージタンク前を線路が通

る。電車が通過する時に居合わせるとラッキー

かも。 

※これらの情報はこのファイル作成時点でのものです。現況は必ずご自身で確認いただけますよう、お願いいたします。 

NOW2000さんからのアドバイス 
ファンの多い小渋ダムはアーチの美しさとダムの大きさを実感してほしい。松川ダムのシンプル
なゲート構成はダムを見ていく中での基本形になるのでゲートの位置関係をよく見てみよう。泰
阜ダム・平岡ダムは発電ダム特有のズラリと並んだゲートがみどころ。道の駅では地の物をゲッ
トしよう。 
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約10分 

道の駅 
遠山郷 

かぐらの湯 

道の駅信州
新野千石平 

岩倉ダム 

このルートは 「NOW2000さん」 にご紹介いただきました 
「おぼえがき」ホームページに詳しい情報が掲載されています。 
http://now2000net.blogspot.jp/2013/08/2013.html 

N 訪問先 見どころ 

8 道の駅信州新
野千石平 

朝8時半からモーニングあり。 

9 岩倉ダム 中部電力の発電ダム。直下まで降
りてダムを眺めることができる。 

10 道の駅グリー
ンポート宮嶋 

話題の「新豊根ダムカレー」がいた
だける 

11 ベッケライミン
デン 

ドイツで修行してきた本場のドイツ
パン 

12 新豊根ダム ダムに着くまでの湖畔の景色が美
しい。ダムでは「ダムびこ」にチャレ
ンジしてね 

13 宇連ダム 豊川用水の水瓶。天端に入れるの
は17時まで。 

14 大島ダム 管理所は無人だが、資料室がある。 

8:00 8:50(30分) 9:40(60分) 

8 9 
約50分 約20分 

約60分 

２日目 

道の駅グリーン
ポート宮嶋 

11:20(60分) 

ベッケライ 
ミンデン 

（ドイツパンの店） 

12:30(20分) 

新豊根ダム 

13:50(60分) 

宇連ダム 

16:30(30分) 

大島ダム 

17:20(30分) 

約40分 

約100分 

約20分 
所要時間：約10時間（2日目） 

「ダムコレクション」で地図や詳しい情報

を紹介しています。ロゴをクリック→ 

http://www.mlit.go.jp/river/damc/action/route004.html 

地図を表示

10 

 
11 12 

13 14 

http://now2000net.blogspot.jp/2013/08/2013.html
http://www.mlit.go.jp/river/damc/action/route001.html
http://www.mlit.go.jp/river/damc/action/route004.html
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岩倉ダム 9 

中部電力の発電ダム。
小ぶりなダムだがダム
の直下まで行くことも
可能。クレスト部は自
由越流式のゲートが3
門、ダムの下の方に
利水放流のバルブが2
条。ダム湖の湖畔に
はキャンプ場もある。 

道の駅 
グリーンポート宮嶋 

ベッケライミンデン 
本場で修行してきたオーナーが
作る本格ドイツパンのお店。道
の駅グリーンポート宮嶋のレス
トランでもいただくことができる。 

2015年4月にリニューアルした道の

駅。「とよね村ダムカレー（新豊根ダ

ムカレー）」がいただける。 

新豊根ダム 
国土交通省と電源開発が共同管理するアー

チ式コンクリートダム。ダムまでの道はダム湖

の湖畔をぐるりと回らなくてはならないが、大

自然の織りなす景色が大変美しい。ダムの天

端から眺める渓谷も美しい。ダムの脇にある

展望台から「ダムびこ」にチャレンジしてみよ

う。管理事務所でダムカードが貰える。 

宇連ダム 
豊川用水の水源地。水資源機構が管理

する、重力式コンクリートダム。日中は天

端に入ることができる。天端にくっつく大き

な建物は取水塔。右岸側にほこらがある

のも要チェック。管理事務所で宇連ダムと

大島ダムのダムカードが貰える。 

大島ダム 
宇連ダムをサポートすべく作られた、水

資源機構が管理する重力式コンクリート

ダム。取り入れられた水は豊川用水から

渥美半島の先まで供給されている。宇連

ダムと同様、大きな取水塔がある。茶色

い堤体・設備建屋が印象に残るダム。管

理所は無人だが資料室がある。 

道の駅信州新野千石平 8 
朝8時半から朝食がいただけるのが嬉しい道の駅。

野・山・川に恵まれた食材をつかった定食も人気。手
作り信州味噌の蔵もある。巨大な五平餅も有名。 

※これらの情報はこのファイル作成時点でのものです。現況は必ずご自
身で確認いただけますよう、お願いいたします。 

NOW2000さんからのアドバイス 
岩倉ダムは小ぶりながら年季の入ったダム。利水放流が行われている

場合、直下でバルブの放流を間近で見ることが出来る。新豊根ダムは

アクセスが少ししんどいものの、大自然を満喫できるドライブをお楽し

み頂けると思う。豊川水系の宇連ダム・大島ダムは愛知の水瓶として

機能していて、前日の発電ダム等とは異なる佇まい。ダム巡りの楽し

みの一つとしてダムカレーも是非食べていただきたい。 
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