
令和２年１０月１４日

中部地方整備局　天竜川ダム統合管理事務所

 1.　概　　要

 2.　資　料 別添資料あり

別添２：小渋ダムの案内

美和ダム・小渋ダムでダム見学ツアー開催！
～今年度初のイベント～

※当日のイベント状況写真については、データでお渡しする事は可能です。

■小渋ダム
　「小渋ダム見学ツアー」／ 開催
　開催日：令和２年１１月１日（日）、１１月７日（土）
　開催時間：９：００～１６：００
　参加費無料　駐車場無料　小雨決行
　事前予約が必要（詳しくは別紙２チラシ参照）
【内　容】
　○ダムの概要説明後、ダムの内部をご案内します。

別添１：美和ダムの案内

配　　布　　先

伊那記者クラブ、駒ヶ根市記者クラブ、飯田市記者クラブ

問　い　合　わ　せ　先

●美和ダム
 「美和ダム見学ツアー」／ 開催
　開催日：令和２年１１月３日（火）、１１月８日（日）
　開催時間：９：００～１６：００
　参加費無料　駐車場無料　小雨決行
　事前予約が必要（詳しくは別紙１チラシ参照）
【内　容】
　○ダムの概要説明後、ダムの内部をご案内します。

天竜川ダム統合管理事務所　副所長  加藤
カトウ

　TEL: 0265-88-3729   FAX : 0265-88-3872



美和ダム周辺の美しい景色の中で、心身ともにリフレッシュ！

秋の一日、ダムを散策、思う存分楽しもう！！

※注意事項

・天候によっては、イベント内容の変更やイベントを中止することがあります。

・イベントを中止する場合は、開催日前日１３時以降ホームページ及びTwitterでお知らせします。

新型コロナウィルス感染症対策のため、ダム堤体見学は事前予約制とさせて頂きます。
別紙の申し込み用紙にご記入の上、電話、FAXまたはE-mailでお申し込み下さい。
ご理解ご協力をお願い致します。
★各イベントの予約状況はホームページ及びTwitterでご覧頂けます。

★1回６０分程度
★1回８名まで 先着順

普段は入ることのできない施設の
内側を見学できます！

※開始10分前には集合して下さい。
開始時間に来られなかった場合は他の参加者のご迷惑と
なりますので参加頂けない場合があります。

※見学中は急な階段が続きます。
足腰に不安のある方はご遠慮下さい。
また、運動靴などの歩きやすい靴でお越し下さい。
手荷物の無いようお願いします。

事前予約制

①９：００～
②１０：４５～
③１３：００～
④１４：４５～

別紙1
申込締切
10/30（金）
正午
11/5（木）
正午

【小学生未満の方はご参加いただけません】






臨時駐車場

美和ダム

徒歩順路（徒歩４分）

特別養護老人ホーム
サンハート美和

徒歩

南アルプス
公園

諏訪神社

美和湖

道の駅

車両
道の駅前で右折

①マスクの着用 … 着用の無い場合は見学をご遠慮頂いております。
②手指消毒 … 受付に消毒液を設置いたしますので、消毒をお願いします。
③身体距離の確保 … なるべく人との間隔を空けて見学頂きますようお願い致します。

◆ 新型コロナウイルス感染症対策のお願い ◆

受付場所 : 美和ダム管理支所玄関前スタート＆ゴール
（美和ダム管理支所）

美和ダム堤体内部
入口

◆ 共催◆ 伊那市、（一社）伊那市観光協会、道の駅南アルプスむら長谷

アクセス
◆中央道伊那ICから 約30分
◆伊那市長谷非持３４５

TEL (0265)98-2111

◆美和ダム堤体見学コース◆

美和ダム管理支所
◎駐車場有り

臨時駐車場位置
美和ダム管理支所の駐車場が満車の場合
にご利用下さい。

美和ダム堤体内部
出口

見学ツアーの帰りは
車で美和ダム管理支所までお送りします

徒歩での移動

車での移動



申込み用紙

１） 枠内の必要事項をご記入ください

２） 記入が終わったら、FAXまたはE-mailで、天竜川ダム統合管理事務所まで送付してください。

送付先FAX番号

送付先E-mailアドレス cbr-tensoumu@mlit.go.jp

＜お願い＞

１．新型コロナウィルス対策のため、見学１回につき８名様までの事前予約制（先着順）とさせて頂きます。

２．小学生未満の方は、安全確保の観点からご参加頂けません。あらかじめご了承ください。

３．急な階段が続きます。足腰に不安のある方は参加をご遠慮ください。

１１月３日（火） １１月８日（日）

申込締切：10/30（金） 申込締切：11/5（木）

□①９：００～ □①９：００～

□②１０：４５～ □②１０：４５～

□③１３：００～ □③１３：００～

□④１４：４５～ □④１４：４５～

合計 名

　（大人　　　　　　名 ／ 子供　　　　　　名）

（ふりがな）

お申込者氏名

電話番号
当日も連絡の可能な
携帯番号等としてください

FAX番号
FAXにてお申込みの場合は
必ずご記載ください

E-mailアドレス
メールにてお申込みの場合は
必ずご記載ください

ここまで記載が終わりましたら、ご送付ください。

以下は、当所記載欄です（予約申込時は、空欄のまま送付してください）

着信日時

美和ダム

美和ダム見学ツアー

※小学生未満の方は
ご参加いただけません

希望時刻

希望する時間に「レ」点を
入れてください。

１回あたり６０分程度の見学を
予定しています。

参加希望人数

内容確認日時 返信日時 整理番号

０２６５－８８－３８７２



小渋ダム周辺の美しい景色の中で、心身ともにリフレッシュ！

秋の一日、ダムを散策、思う存分楽しもう！！

※注意事項

・階段の上り下りがあります。安全のため、履き物にご注意いただき、手荷物の無いようにご準備願います。

・天候によっては、イベント内容の変更やイベントを中止することがあります。

・イベントを中止する場合は、開催日前日１３時以降ホームページ及びTwitterでお知らせします。

普段入ることができないダム内部を、

この日だけ特別に見学できます。

ゲートを間近に観て大きさを実感してみませんか？

アーチ式ダムの迫力の姿を

ダム直下から見上げてみませんか？

堤体天端からの景色を眺めてみませんか？

ぜひ、小渋ダムへお越し下さい。

別紙２

イベント内容
～新型コロナウィルス感染症対策ver.～

❶ ダム堤体見学（６０分程度）
１回８名まで 先着順

①９：００～ 小雨決行・時間厳守

②１０：３０～
③１３：００～
④１４：３０～

※開始10分前には集合して下さい。
開始時間に来られなかった場合は他の参加者のご迷惑
となりますので参加頂けない場合があります。

※階段の上り下りがあります。
足腰に不安のある方はご遠慮ください。

❷ 堤体天端からの見学（自由）

❶ は事前予約が必要です。
別紙の申込用紙にご記入の上、
FAXまたはE-mail、電話でお申し込み下さい。
ご理解ご協力をお願いします。
★イベントの予約状況はHP及びTwitterでご覧頂けます

申込締切：10/29（木）正午

申込締切：11/4（水）正午

事前予約制






10
5m

B1

B2

B3

ダム堤体見学コース
順路 ①～④

③

④

①

◆共催◆ 松 川 町 ・中 川 村・中川村観光協会・大 鹿 村・大鹿村観光協会

①マスクの着用 … 着用の無い場合は見学をご遠慮頂いております。
②手指消毒 … 受付に消毒液を設置いたしますので、消毒をお願いします。
③身体距離の確保 … なるべく人との間隔を空けて見学頂きますようお願いします。

◆中央道松川ICから 約 20分
◆駒ヶ根方面からは 国道153号坂戸交差点左折 約25分
◆飯田方面からは 国道153号上新井交差点右折 約15分

中川村

松川町

◆ 新型コロナウイルス感染症対策のお願い ◆

駐車場

◆ 小渋ダム見学案内図 ◆

自由見学

プラムライン

副ダム（ダム直下）へ

見学ツアー集合場所
小渋ダム学習センター

見学ツアー：学習センターから

②

階段

小渋ダム見学ツアー 11月1日（日）・11月７日（土）

アクセス



申込み用紙

１） 枠内の必要事項をご記入ください

２） 記入が終わったら、FAXまたはE-mailで、天竜川ダム統合管理事務所まで送付してください。

送付先FAX番号

送付先E-mailアドレス cbr-tensoumu@mlit.go.jp

＜お願い＞

１．新型コロナウィルス対策のため、見学１回につき８名様までの事前予約制（先着順）とさせて頂きます。

２．階段の上り下りがあります。足腰に不安のある方は参加をご遠慮ください。

１１月１日（日） １１月７日（土）

申込締切：10/29（木） 申込締切：11/4（水）

□①９：００～ □①９：００～

□②１０：３０～ □②１０：３０～

□③１３：００～ □③１３：００～

□④１４：３０～ □④１４：３０～

合計 名

　（大人　　　　　　名 ／ 子供　　　　　　名）

（ふりがな）

お申込者氏名

電話番号
当日も連絡の可能な
携帯番号等としてください

FAX番号
FAXにてお申込みの場合は
必ずご記載ください

E-mailアドレス
メールにてお申込みの場合は
必ずご記載ください

ここまで記載が終わりましたら、ご送付ください。

以下は、当所記載欄です（予約申込時は、空欄のまま送付してください）

着信日時 内容確認日時 返信日時 整理番号

小渋ダム

小渋ダム見学ツアー

希望時刻

希望する時間に「レ」点を
入れてください。

１回あたり６０分程度の見学を
予定しています。

参加希望人数

０２６５－８８－３８７２
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