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中筋川ダム（高知県）
なかすじがわ

はねじ

羽地ダム（沖縄県）

－ 忘れられない、夏にする －

夏のダムツアー紹介

○各イベントについては企画会社に問い合わせをお願いします
○ダムツーリズムに関する情報は下記ＨＰをご参照ください

http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_tourism.html

※「工事中の見学が可能なダム」等の情報も掲載しています

○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 H27.７

好評実施中

① ② ③ ④

⑤ ⑥ ⑦ ⑧

番号 都道府県
キャッチフレーズ

観光ポイント
見学ダム 開催時期

企画会社
問い合わせ先

ＨＰアドレス 写真番号

1 北海道

普段は入れない　公共施設見学
ツアー！
公共施設・夕張シューパロダム
と岩見沢バラ園＆ゆにガーデン

夕張シューパロダム 平成２７年７月５日
トラベルガイド北海ツー
リスト（有）
TEL:0142-23-7011

ＨＰなし ①

2 山形県
岩がき1個付き！海鮮丼とメロ
ン食べ放題

月山ダム
平成２７年７月
　　２３日，３１日

㈱読売旅行 山形営業所
TEL：023-610-4343

㈱読売旅行

http://www.yomiuri-

ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=15
000568

②

3 埼玉県 秩父四ダム探検隊が往く！
二瀬ダム・合角ダ
ム・浦山ダム・滝沢
ダム

平成27年8月29日
荒川ダム総合管理所
TEL：0494-22-3715

水資源機構荒川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/
arakawa/index.html

③

4 長野県 黒部ダムと高瀬渓谷めぐり
大町ダム・黒部ダ

ム・高瀬ダム・七倉
ダム

平成２７年４月２０
日～１０月下旬まで

株式会社びゅうトラベル
サービス
TEL：0570-04-8928

http://www.jreast.co.jp/tabiichi/web/conte
nts/summer2015/kurobe_su.html

④

5 新潟県

旅館の若女将、番頭、名物社員
が湯沢のイチ押しスポットをご
案内！地元のことは、地元の人
に聞くのがイチバン！

三国川ダム

平成２７年６月８
日、１５日、２２
日、２９日、７月６
日、１３日

越後湯沢温泉観光協会
TEL:０２５－７８５－５
３５３

越後湯沢温泉観光協会（雪国観光舎）
http://yuzawaonsen.jp/index.html

⑤

6 新潟県
今しか見れない！
笠堀ダム特別見学と大谷ダム探
訪ツアー

笠堀ダム
・大谷ダム

平成27年
6月27日、7月11
日、8月8日、22
日、9月12日、26
日、10月10日、24
日、11月7日、14
日

(株)JTB関東
　法人営業三条支店
TEL：0256-35-7222

三条市
http://www.city.sanjo.niigata.jp/common/0
00092330.pdf

⑥

7 岐阜県
～なるほどがいっぱい！ダムっ
ておもしろい！～

丸山ダム・小里川ダ
ム・矢作ダム・阿木
川ダム・大井ダム

7月29日

小里川ダム管理支所
関西電力(株)今渡電力SC
阿木川ダム管理所
矢作ダム管理所
丸山ダム管理所

丸山ダム等の企画ダムのＨＰ
http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/in
dex.html

⑦

8 岐阜県 徳山湖自然環境観察会 徳山ダム
平成２７年5月から
11月までの第2第4
土曜日

水源地域ビジョン推進事
務所

http://www1.town.ibigawa.lg.jp/cms/conten
ts_detail.php?co=kak&frmId=5736

9 高知県 仁淀川親子ふれあいバスツアー 大渡ダム 平成27年7月19日
仁淀川漁業組合
TEL：088-893-2300

仁淀川漁業組合
http://www.niyodogawa.or.jp/

10 鹿児島県
奥さつま夏休み旅行と鶴田ダ
ム・再開発インフラツアー

鶴田ダム
平成２７年７月下旬
～８月下旬（予定）

さつま町の各温泉旅館
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※７月に掲載予定

⑧



キャンプ場内に四徳川が
流れ、山に囲まれた静か
なキャンプ場。四徳川で
の水遊びや、大自然の中
でドラム缶風呂が楽しめ
る。

釣り
キャンプ

四季美湖マス！

九頭竜ダム

ᵂᦼ˽̝

「世紀の大事業」と称され、
昭和３８年に竣工した黒部ダム

釣りのメッカ!
田瀬湖釣り公園

田瀬ダム（岩手県花巻市）

を釣ろう!
森吉四季美湖

森吉山ダム（秋田県北秋田市）

湯島オートキャンプ場

相俣ダム（群馬県利根郡）

湖畔で 風呂!?
桑原オートキャンプ場

小渋ダム（長野県下伊那郡）

静かな で !
九頭竜キャンプ場 ﾚｲｸｻｲﾄﾞ･ﾓﾋﾞﾚｰｼﾞ

九頭竜ダム（福井県大野市）

ヘラブナ釣りon

神 流 湖

下久保ダム（群馬県・埼玉県）

小渋ダム！

ᆃᇎ۟

͜ຟź

問合せ先 → 最終ページ４番へ

北アルプスの麓の町、大町周辺のダムを巡りながら、
ダム周辺の大自然を楽しもうという２日間

ە̦̍ەຎҽࢢ
２０１３年７月に、リニューアルオープン。新たにオールドローズの
小径（こみち）が誕生し、バラ園全体で約４９０品種役８，６００株
のバラとハマナスが植えられている。

問合せ先 → 最終ページ１番へ

ゆにガーデン→2014年度完成夕張シューパロダム→
岩見沢バラ園の日帰り旅行

ዲܔ˽̝ſݸᠼ˽̝

問合せ先 → 最終ページ６番へ

ここなら釣りをしたこ
とない人でも大丈夫。
釣り竿から伝わってく
る大きな鯉や鮒の感触
を楽しもう。竿も貸し
てくれる。

しただ郷の豊かな自然を体験しながら、笠
堀ダムの工事現場や大谷ダム内部を見学し
て、ダムの仕組みや働きを学んでみません
か？

富山県

新潟県

北海道

今しか見ることのできない笠堀ダムの工事現場と、
内部を見学できる大谷ダムの２つのダムを、午前
中で見ることが出来るダム巡り

森吉山の四季折々の美し
い場所という意味の「森
吉四季美湖」。山紫水明
の中、イワナ、ヤマメ、
四季美湖マス（サクラマ
ス）を釣ることができる。

効能豊かな猿ヶ京温泉の
いで湯を楽しめる露天風
呂があり、キャンプ場に
て宿泊すると無料で入浴
することができる。

付きキャンプ場!

神流湖にボートからヘラ
ブナ釣りや、ブラックバ
ス釣りも楽しめる。ブ
ラックバスを釣ったらリ
リースせず管理所へ!!

ＢＢＱやキャンプに最適
な美しい自然に囲まれた
静かな湖畔のキャンプ場。
カヌーやカヤックを持参
すれば九頭竜湖面への冒
険が楽しめる。

－ × －

etc…

etc…

http://www.mlit.go.jp/river/
dam/tourism/outdoor.pdf

詳しい情報は
こちらから

田瀬ダム（岩手県） 亀山ダム（千葉県） 田瀬ダム（岩手県） 大渡ダム（高知県）

胆沢ダム（岩手県） 下久保ダム（群馬県） 森吉山ダム（秋田県） 松原ダム（大分県）

釜房ダム（宮城県） 小渋ダム（長野県） 中禅寺ダム（栃木県）

玉川ダム（秋田県） 真名川ダム（福井県） 亀山ダム（千葉県）

月山ダム（山形県） 九頭竜ダム（福井県） 片倉ダム（千葉県）

摺上川ダム（福島県） 温井ダム（広島県） 下久保ダム（群馬県）

相俣ダム（群馬県） 土師ダム（広島県） 浦山ダム（埼玉県）

中禅寺ダム（栃木県） 緑川ダム（熊本県） 小渋ダム（長野県）

松田川ダム（栃木県） 鹿野川ダム（愛媛県）


