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堤体内監査廊

“ぐんまちゃん”が

やって来る！
“ぐんまちゃん”が

やって来る！
①14:30～15:00 
ヒルトップ・ダムカード配布場所付近

②15:30～16:00
みなかみマルシェ付近

地図上の　　  アイコン付近に、

“ぐんまちゃん”が出没します！

地図上の　　  アイコン付近に、

“ぐんまちゃん”が出没します！

EVENT

13：00～15：00

『表面取水
設備ゲート室』見学

下流へダムの冷たい水を流さないように表面付近の
温かい水を取水し利水放流する為の施設で

直線多段式ゲートが設けられています。
取水した水は地中を通り「ダム下流出口」と

「発電所」に流れています。

NEW!

EVENT

15：00～16：00

センターゲート
点検放流

3つの水路の中央『クレストゲート』の開門15:00。
優雅で美しい放流が人々 を魅了します！

ハイライトは15:40～15:50の
毎秒10トンの放流タイムです。
※３つの水路の内、左右の２か所はダムの

貯水量により終日
流れている場合があります。

■主催：みなかみ町・国土交通省・点検放流実行委員会 ■後援：みなかみ町観光協会・みなかみ町商工会 ■協力：東京電力リニューアブルパワー（株）・（株）JR東日本クロスステーション ■主催：みなかみ町・（独）水資源機構・点検放流実行委員会 ■後援：みなかみ町観光協会・みなかみ町商工会 ■協力：群馬県企業局 
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（冬期閉鎖中）

※エレベーターが
混雑している場合は、

シャトルバス&遊歩道を
ご利用ください。

至 駐車場
（奥利根スノーパーク）

洞元湖

湖面

至 藤原ダム
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12:00～16:30

土5/21
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9:30～14:00

土

ダムカード
配布場所

EVENT

クレストゲート
操作室見学

受付/9:30～12:30 ※満員になり次第終了
※いずれの回も予約可能です。

見学/❶9:30 ❷9：45 ❸10：00 ❹11：45
❺12：00 ❻12：15 ❼12：30

天端から77段の階段を上って高さ20ｍの操作室へ。

クレストゲートを引き上げるモーターを見学したり、

ダム湖面や仙ノ倉山(標高2,026ｍ)の

眺望を楽しんだりできます。

また、50㎝角の透明床から覗く

眼下の眺めは迫力と興奮の

演出です。

連絡トンネル探検＆
エレベーター乗車

EVENT

下流地域への生活用水や奈良俣発電所に送る水を流す

水路トンネルの脇にある作業用トンネルを

この日限りで公開します。

ヒルトップ奈良俣の秘密の入口にある

エレベーターで高さ130mを約90秒で上昇下降。

作業用トンネルは幅6m･

全長446.7m（所要時間10分）。

構内は通年9℃の涼しさです。
※見学コース内に約70段の

階段があります。

12：00～16：30

〈※ヘルメット着用（貸与あり）〉

随時運行

ビューステージ

下流広場
スプラッシュ

ステージ

「ダム天端」
バス停

みなかみ3ダム・春の点検大放流みなかみ3ダム・春の点検大放流

イベント
MAP
イベント
MAP藤原ダム イベント

MAP
イベント
MAP奈良俣ダム

藤原発電所（東京電力）

最大出力/22,200kw

説明員による取水設備の構造や

ホロージェットバルブ・

ジェットフローゲートへの

放流についてのガイドを随時実施。

『表面取水設備』
見学

EVENT

8:00～16:009：30～14：00

シャトルバスのご案内

●駐車場　 下流広場行

9：00～13：30（最終出発）　

●下流広場　 駐車場行

11：00～14：30（最終出発）　

※イベントエリア内への車両の乗り入
れはできません。駐車場からはシャト
ルバスで会場にお入りいただきます。

※県道63号線〔粟沢交差点→久保〕は、イ
ベント開催中は通行止めとなります。

駐車場のご案内 
◆第1駐車場…奥利根スノーパーク

◆第2駐車場…旧:幸知小学校

※駐車場は選べません。係員の誘導に従い、

　所定の駐車場にお停めいただきます。

※開門前は駐車場に入れません。

開門8：30

「駐車場～会場」シャトルバス

約10～15分無料
所要時間

巡回バスのご案内

●下流広場　 　ダム天端

9：15～14：15（随時運行）　

巡回バス［会場エリア内］

約7分無料
所要時間

一般車両進入禁止
（片道通行〈下り〉のみ）

「下流広場」
バス停 EVENT

9：30～14：00

『ホロージェット
バルブ』体感！

毎秒最大100トンの放流ができる日本最大級、
直径2.4ｍの大型バルブ。東京ドームなら

3時間半で満水にすることができる水量なんです。
今回も特別にバルブを真上から眺められる

「ビューステージ」と、ずぶ濡れ必須で水爆音を体験できる
「スプラッシュステージ※」にも入ることができます。

※「スプラッシュステージ」は自己責任での入場となり、
　確実に濡れる為、簡易レインコートなどをご準備

ください。尚、傘の利用はできません。
※当日の水量により、各ステージに入れない

場合もあります。

★：ビューポイント
（撮影スポット）

堤体と放流が一望できる
撮影スポット。

23.6m

ヒルトップ奈良俣

第1駐車場
洞元湖駐車場

第2駐車場
貯木場

一般車両進入禁止

EVENT

12：00～16：00

奈良俣サービス
センター営業

「ダムカレー」「お土産品」等の
販売を行っています。

シャトルバスのご案内

●洞元湖　 ヒルトップ行

11：45～16：00（最終出発）　

●ヒルトップ　 洞元湖行

12：30～16：30（最終出発）　

※イベントエリア内への車両の乗り入
れはできません。駐車場からはシャト
ルバスで会場にお入りいただきます。

※奈良俣ダム進入路は、イベント開催中
は通行止めとなります。

駐車場のご案内 
◆第1駐車場…洞元湖駐車場

◆第2駐車場…貯木場

※駐車場は選べません。係員の誘導に従い、

　所定の駐車場にお停めいただきます。

※開門前は駐車場に入れません。

開門11：00

「駐車場～会場」シャトルバス

約10～15分無料
所要時間

【集合時間/20：30まで】事前申込不要
終了時間/21：00予定

5月21日（土）夜、

「奈良俣ダム・ヒルトップ奈良俣」にて

利根川源流ダムガイドの会主催の

星空観察（雨天時は室内鑑賞のみ）を開催！

開
催星空ガイド開
催5/21土 参加費

無料

EVENT

奈良俣
発電所見学

13:00～16:00

群馬県企業局が所有する発電所。

最大出力12,800Kwの

水力発電機をご覧

いただけます。

「洞元湖」バス停

藤原ダム　　 奈良俣ダム    14.7㎞・車で30分

点検放流

クレストゲートの開門は、
センター･右･左の順で

行ないます。

EVENT

10:30～11:30
13：00～14：00

ダムカード
配布場所

EVENT

12：00～16：00

『防災資料館』
見学

COVID-19で休館中のところ限定公開決定！
ダムの役割や、奥利根の自然、

水の大切さを展示。
ダムを一望できる高さ10mからの

景色も格別。

NEW!

EVENT 『堤体内
見学コース』

ダムの内部「堤体内監査廊」を探検。全体で3段ある
監査廊の内、下段を歩き、屋外の下流広場で間近に
そびえる堤体を仰ぎ見て、帰りは中段の監査廊を

巡ります。廊内は通年10℃の涼しさで、途中、
ダムの計測器を見たりすることができます。

（監査廊内約490m･階段249段）

約1.2km・所要時間約40分
見学/10：00～11：30
受付/  9：30～10：50

見学/12：40～14：00
受付/12：00～13：20

〈※ヘルメット着用（貸与あり）〉

※午前・午後 それぞれの部ごとに先着順定員制

午前の部 午後の部

A

B

C

D

F

E

 …150m

【ポイント間の距離】

A B

 …550mB C

 …200mB E

 …300mD F

 …1,500mD E

EVENT

天端～堤頂高
158mの健脚ウォーク

「ヒルトップ奈良俣」から“ダム天端(520ｍ)”を通り
“堤体”を仰ぎ見ながら“発電所”まで歩く、全長1,500ｍの

チョット険しいお散歩コース。ロックフィルダムの迫力を
間近に体感できますが、堤体部分(高さ158ｍ)を

降りる道には階段716段もあるので健脚の方限定で
挑戦してください。

上りでのお散歩も可能ですが、
階段716段を登れる体力が必要です！

(所要時間45～60分)

1.5km / 所要時間（下り）約30分
12：00～16：00

NEW!

みなかみマルシェ
地元「みなかみ町」の店舗が皆さまをお出迎え!
軽食・お土産などをご用意しています。

9：30～14：00

1

2

3

4

5

6

EVENT

❶いちごの家
ゆきいちご

❷水上高原ホテル200
カツサンド、デザート類、

串もの、豚汁、

ソフトドリンク
❺ペンションパル

餃子、アイスコーヒー、かき氷

❹気ママ屋
パン類

❸ダムグッズ販売
ダムグッズ

みなかみマルシェ
地元「みなかみ町」の店舗が皆さまをお出迎え!
軽食・お土産などをご用意しています。 12：00～16：00

EVENT

❶水上高原ホテル200
カツサンド、デザート類、串もの、豚汁、ソフトドリンク

❷マーモット
ハンバーガー、アルコール類

❸宝台樹民宿組合
焼きそば、ホットコーヒー

ダムカード
配布場所




