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民間ツアー会社と連携したダムツアー！！

好評実施中

○出 発 日
年 / /

クリ トダム は 本 長さ

2013年12/7～12/8
1泊2日

（応募締切11/22）
－大宮駅集合・解散－

8:30～翌18:00頃

－ここも見学－
○金鑚神社(全国でも珍しい神社)
○白寿 湯(関東 泉質と われる秘湯)冬に咲く桜を見学コンクリートダムでは日本一の長さ！ ○白寿の湯(関東一の泉質といわれる秘湯)冬に咲く桜を見学

ダム湖で冬の自然をエンジョイ！

【 期間 】

宮ヶ瀬カヌー場

【 期間 】
2013年11月23日

～12月25日
【 イベント 】
23日 点灯式（花火打上）
※他にもイベント盛り沢山

【 問い合わせ 】
宮ヶ瀬水の郷イベント

○開 催 日

宮ヶ瀬カヌ 場 宮ヶ瀬水の郷イベント
実行委員会

TEL：046-288-1340
【 ホームページ 】
http://www.miyagase.
com/xmas/index.html

○開 催 日
2013年 11／24
午前の部10:00～12:00
午後の部13:00～15:00

○場 所 宮ヶ瀬カヌー場
○問い合わせ先

公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
施設課

○出航時間
10:00・13:00・15:00
※5名以上で運行 50分

○運休日 毎週月曜日
月曜が休日の場合は翌日

○場 所 福地ダム
○問い合わせ先

東村ふるさと振興(株)
電話 0980 43 3300

【おけと湖氷上釣り大会】

電話 046-288-2020 電話 0980-43-3300

○営 業 日
2014年 1月中旬～3月上旬
営 ○開 催 日

2014年 1月26日予定
○場所 置戸町 おけと湖
○問い合わせ先

置戸町観光協会事務局
産業振興課商工観光係
電話 0157-52-3313

○営業時間 9:00～16:00
○場所 三笠市桂沢 桂沢湖
○問い合わせ先

桂沢国設スキー場
電話 01267-6-8235
三笠市役所（平日のみ）
電話 01267-2-3997



①沖 縄

全国のダム見どころを紹介！！

○沖縄総合事務局
北部ダム統合管理事務所北部ダム統合管理事務所
が自然環境豊かな地域で
《ダム八景》を制定！
沖縄本島北部の自然環境豊
かな地域でやんばるのダム
を紹介！！

②中国地方

○中国地方整備局が
『現場のイチオシ！』として
河川・道路・ダムなど、完成後
の姿だけでなく、建設中の状況
や話、普段見られない施設内部
など、公共施設の現場見学を受
け入れています★

○東北地方整備局が建設・管理
している各ダムと周辺の見どこ
ろを紹介する冊子を作成♪♪

【主な内容】
◇ダムの見どころ

③東北地方

工事中のダムを見に行こう！

◇見学コースの例
◇ダムまでのアクセスマップ
◇ダム周辺の見どころ

【工事場所】
鹿児島県薩摩郡さつま町

【見学可能時間】
9:00～17:00
（土日・祝日を除く）

【 学 能 数】

その他のダムも工事中のダムを見学できます！

【見学可能人数】
1～40人程度

【問い合わせ・申し込み先】
川内川河川事務所
TEL：０９９６－２２－３２７１



○ダムに関する募集をしています

《ダムツアーを企画するツアー会社を募集します》
○今しか見れないダム建設風景！ダムの建設中も魅力的！！
○大迫力！ダイナミックなダム放流風景！！
○大人気のダムカード！

《ダムフォトスポットを募集します》
○四季を通じて、ダムを訪れ記念の1枚を撮影！その自慢の1枚を紹介していただけませんか？

《個人でもダムや工事現場を見学できます》
○ダム見学はツアーだけじゃない！個人でも好きな時にダムを見学してみてはいかがですか？
○見学等については、お近くのダム建設事務所やダム管理事務所へお問い合わせください。

○四季を通じて、ダムを訪れ記念の1枚を撮影！その自慢の1枚を紹介していただけませんか？
○日々風景が変わる建設中のダムから、既存のダムまで場所・時間等問わず募集します。

好評実施中

○ダムを見に行けるツアー

企画会社 キャッチフレーズ
見学ダム 開催時期

企画会社
問い合わせ先

その他ツアー内容
キャッチフレーズ

観光ポイント

湯西川ダム
（栃木県）

H25　7/5～12/1
NPO法人日本水陸両用車協会
TEL：0288-78-0345

水陸両用バスでダム湖クルージン
グ＆キャットウォーク体験

温井ダム
（広島県）

H25/11/15・11/27
新日本ツーリスト(株)
TEL：087-823-5678

イタリアン精進料理
（浄謙寺）

お寺なのにイタリアン!?
ここでしか味わえない！イタリア
ン精進料理＆紅葉の温井ダム内部
見学

下久保ダム JTB関東法人営業埼玉支店

金鑚神社（御嶽山がご神体
となる全国でも珍しい神

大自然とスローフードをじっくり
と楽しむ

★ダム湖でのイベント★

見学ダム 開催時期
企画会社

問い合わせ先
イベント内容

下久保ダム
（埼玉県・群馬県）

H25/12/7～12/8
JTB関東法人営業埼玉支店
TEL：048-644-5313

社）
白寿の湯（関東一の泉質と
いわれる秘湯）

と楽しむ
～旬の野菜収穫体験＆
　　　　　　　ピザ作り体験～

四国4県
四国堰堤ダム88箇所巡り

通年
四国堰堤88箇所巡礼運営委員会
http://dam88.info/

自然と人が出逢う場所
～「堰堤」「川」「四国」の
　　　　良さを再発見する～

見学ダム 開催時期
問い合わせ先

イベント内容

桂沢ダム＜桂沢湖＞
（北海道）

Ｈ２６
１月中旬～3月上旬

桂沢国設スキー場
TEL：01267-6-8235
三笠市役所（平日のみ）
TEL：01267-2-3997

三笠の冬の風物詩
桂沢湖氷上ワカサギ釣り

鹿ノ子ダム＜おけと湖＞
（北海道）

【釣り大会】
Ｈ２６　１/26予定
【通常営業】※例年

12月下旬～2月中旬頃

置戸町観光協会事務局
産業振興課商工観光係
TEL：0157-52-3313

おけと湖氷上釣り大会
厳寒のおけと湖で釣果を
競ってみませんか

“各ツアーについては企画会社に問い合わせをお願いします“

宮ヶ瀬ダム＜宮ヶ瀬湖＞
（神奈川県）

Ｈ２5　11/24
公益財団法人
宮ヶ瀬ダム周辺振興財団　施設課
TEL：046-288-2020

Eボート体験ツアー＆自然
観察会

福地ダム＜福上湖＞
（沖縄県）

通年
※運休日　毎週月曜日

ただし、月曜日が休日の場合は

翌日

東村ふるさと振興（株）
TEL：0980-43-3300

体感50分！！
五感でやんばる体験
沖縄初のダム湖専用
「自然観察船」就航！

各ツア については企画会社に問い合わせをお願いします
“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
〒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 H25.11


