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利根大堰
各施設
所在地
埼玉県・群馬県

申込方法 電話にて申込の上、
所定様式をFAX
TEL 048-557-1501
HP https://www.water.go.jp/kanto/tone/19kengaku/kengaku1.html
詳細 希望日の1週間前まで受付
連絡先 荒川ダム総合管理所

浦山ダム
滝沢ダム

東金ダム・長柄
ダムなど各施設

所在地 千葉県

申込方法 FAX
TEL 0494-23-1431
HP https://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html
詳細 団体を対象/希望日の2週間前まで受付
連絡先 房総導水路事業所
申込方法 FAXまたはメール
TEL 0475-73-6504
HP https://www.water.go.jp/kanto/bouso/01shinchaku/s01.htm#kengaku
詳細 10名以上の団体を対象

利根川
河口堰
所在地
千葉県・茨城県

大和田
機場

三重用水

千葉用水・各施設
所在地 千葉県

川上ダム
(建設)

下久保
ダム
所在地
埼玉県・群馬県

連絡先 草木ダム管理所

草木ダム

申込方法 メールまたはFAX
TEL 0277-97-2131
HP https://www.water.go.jp/kanto/kusaki/kengaku/index.html

所在地 群馬県

詳細 10名以上の団体を対象/希望日の3週間前まで受付

申込方法 FAX
（又はメール）の上、電話で確認
TEL 029-898-2212
HP https://www.water.go.jp/kanto/kasumiy/p02̲6.html

南摩ダム
(建設)

詳細 団体等を対象

▶木曽川水系・豊川水系

所在地 茨城県

原則として、希望日の２週間前まで受付
連絡先 豊川用水総合事業部

豊川用水
所在地
愛知県・静岡県

木曽川
用水
所在地
愛知県・岐阜県・
三重県

申込方法 電話で申込の上、
所定様式をFAX又は郵送

詳細 団体を対象/希望日の1か月前まで受付

所在地
愛知県・長野県・
岐阜県

連絡先 木曽川用水総合管理所
申込方法 FAXまたはメール
TEL 0587-97-3710

岩屋ダム

HP https://www.water.go.jp/chubu/kisogawa/sisetu/sisetu̲sisetu.html
詳細 団体を対象/希望日の1か月前まで受付

水とともに 水がささえる豊かな社会

所在地 高知県

所在地 愛媛県

旧吉野川
河口堰
今切川
河口堰

申込方法 電話・FAX・郵送または直接持参
TEL 027-251-4266
詳細 団体を対象/希望日の1か月前まで受付

所在地 岐阜県

申込方法 メール・FAX・郵送または直接持参
TEL 0561-39-5460
https://www.water.go.jp/chubu/aityosui/d(contents)/
HP
09(demae̲kengaku)/d̲09.html
詳細 団体を対象/希望日の1か月前まで受付
連絡先
申込方法
TEL
HP
詳細

岩屋ダム管理所
FAX
0576-35-2339
https://www.water.go.jp/chubu/iwaya/html/kengaku/index.html
5〜40名までの団体を対象
希望日の2週間前まで受付

TEL 0585-52-0166
詳細 月曜休館日
日

TEL 059-393-2000
詳細 −

申込方法 電話または来所
TEL 0595-52-1661

連絡先 一庫ダム管理所
ム管理所

一庫ダム

詳細 平日の見学受入及び毎月第3日曜日
（予定）
の見学会有り

TEL 0743-94-0201

TEL 0887-82-0485

申込方法 電話またはFAX
TEL 0896-72-2021

所在地 徳島県

詳細 団体を対象/希望日の1週間前まで受付

日吉ダム

HP https://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/index.html

連絡先 池田総合管理所

池田ダム

所在地
福岡県・佐賀県

所在地 徳島県

詳細 −
連絡先 富郷ダム管理所

富郷ダム

申込方法 電話またはFAX
TEL 0896-22-0302
HP https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

所在地 愛媛県

詳細 団体を対象/希望日の1週間前まで受付

TEL 088-665-1435
HP https://www.water.go.jp/yoshino/qyoshino/kengaku.html
詳細 団体を対象

申込方法 電話またはメール
TEL 0973-52-2445
詳細 団体を対象/希望日の2週間前まで受付

申込方法 電話またはFAX
TEL 0942-34-7001
https://www.water.go.jp/chikugo/coozeki/html/
HP
contents̲1/kengaku/kengaku̲mousikomi.htm
詳細 団体を対象/希望日の2週間前まで受付

申込方法 電話またはFAX
TEL 0946-22-6713
HP https://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/kengaku/ken̲gaiyou.html

所在地 福岡県

TEL 0883-72-2050
HP https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

連絡先 筑後川局

筑後川下流
用水
所在地 福岡県

両筑平野
用水
江川ダム
所在地 福岡県

詳細 団体を対象/希望日の2週間前まで受付

申込方法 電話又はメール
TEL 0942-34-7001
HP https://www.water.go.jp/chikugo/ckaryu/kengaku/index.html
詳細 団体を対象/希望日の2週間前まで受付
連絡先 両筑平野用水管理所
申込方法 メール・FAX・郵送または直接持参
TEL 0946-25-0113
HP https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/information/index.html
詳細 団体を対象/希望日の2週間前まで受付
連絡先 朝倉総合事業所

連絡先 寺内ダム管理所

寺内ダム

申込方法 電話またはFAX

連絡先 旧吉野川河口堰管理所

連絡先 筑後川局

筑後大堰

平日
（水曜日を除く）
のみ

申込方法 電話

HP https://www.water.go.jp/chikugo/oyama/ﬁeldtrip/index.html
所在地 大分県

TEL 0771-72-0171
詳細 5名以上が対象/希望日の3週間前まで受付

連絡先 大山ダム管理室

大山ダム

詳細 希望日の1週間前まで受付
連絡先 日吉ダム管理所

HP https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/sameura/dam̲kengaku.html
詳細 10名以上の団体を対象

TEL 072-794-6671

申込方法 FAX

所在地 京都府

申込方法 電話またはFAX

申込方法 電話
HP https://www.water.go.jp/kansai/hitokura/event/index.html

所在地 兵庫県

HP https://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/index.html

連絡先 愛知用水総合管理所

愛知用水

TEL 0532-54-6501
HP https://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/index.html

早明浦
ダム

詳細 10名以上の団体対象/希望日の3週間前まで受付

希望日の2週間前まで受付

申込方法 電話

申込方法 FAXまたはメール

連絡先 早明浦ダム管理所

新宮ダム

HP https://www.water.go.jp/kanto/simokubo/dam/kengaku̲form.html

所在地 栃木県

HP https://www.water.go.jp/chubu/nagara/41̲kengaku/index.html
詳細 小学校中高学年等を対象

HP https://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/kengaku/index.html
w.water.go.jp/chubu/tokuyama/kengaku/index.html
所在地 岐阜県

連絡先 新宮ダム管理所

TEL 0274-52-2746

TEL 0289-85-1110
https://www.water.go.jp/kanto/omoigawa/
HP
kyouikukengaku/kyouikukengakuindex.htm
詳細 毎月第2水曜日
（休日の場合は翌平日）
開催

詳細 団体を対象

所在地 京都府

申込方法 電話

申込方法 FAXまたはメール

HP https://www.water.go.jp/chubu/misogawa/08kengaku/index.html

詳細 −

連絡先 下久保ダム管理所

連絡先 思川開発建設所

徳山ダム

HP https://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/takayama.htm

▶筑後川水系

連絡先 霞ヶ浦用水管理所

霞ヶ浦
用水

高山ダム

HP https://www.water.go.jp/kanto/gunma/kengaku/index.html
所在地 群馬県

TEL 0264-36-3111

TEL 0594-42-5012

連絡先 水と森の学習館

連絡先 高山ダム管理所

連絡先 群馬用水管理所

群馬用水

申込方法 電話

HP https://www.water.go.jp/kansai/kawakami/joho/kengakukai/index.htm

詳細 希望日の1週間前まで受付

詳細 −

所在地 三重県

連絡先 川上ダム建設所

HP https://www.water.go.jp/kanto/tonekako/chiiki/kengaku.html

HP https://www.water.go.jp/kanto/chiba/kengaku/kengaku.html

詳細 10名以上の団体を対象/希望日の2週間前まで受付

申込方法 電話

TEL 0478-86-0477

TEL 047-483-0722

HP https://www.water.go.jp/chubu/agigawa/index.html

申込方法 電話

HP https://www.water.go.jp/chubu/mieyosui/kengaku/index.html
所在地 三重県

連絡先 利根川河口堰管理所

申込方法 FAXまたは電話

TEL 0573-25-5295

連絡先 長良川河口堰管理所

長良川
河口堰

連絡先 味噌川ダム管理所

味噌川
ダム

申込方法 電話またはFAX

連絡先 千葉用水総合管理所

申込方法 FAX

連絡先 三重用水管理所

▶吉野川水系

▶利根川水系・荒川水系

連絡先 利根導水総合事業所

房総
導水路

●

所在地 岐阜県

所在地 三重県

所在地 埼玉県
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連絡先 阿木川ダム管理所

阿木川
ダム

所在地 長野県

▶淀川水系

所要時間は、1時間〜1時間30分程度です。これからの秋、水源地域で「食欲の秋」、
「紅葉の秋」
を楽しみながら、
施設美見学は如何ですか。
受付、見学ともに、原則として平日の業務時間内のみ実施（一部平日でも曜日指定で見学が出
来ない施設あり。）です。また、大雨や台風などの防災業務等により、実施内容の変更、中止とな
る場合がありますので、事前に事務所のホ−ムページや電話にてご確認をお願い致します。

▶木曽川水系・豊川水系

ご案内
ロが
プ

小石原川
ダム
(建設)
所在地 福岡県

申込方法 メール・FAX・郵送または直接持参
TEL 0946-25-1100
HP https://www.water.go.jp/chikugo/koishi/index.html
詳細 月1回程度開催
トピックス

●
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