やしろぐち

夏のダムツアー紹介

好評実施中

都道府県

キャッチフレーズ
観光ポイント

北海道

販売所管轄の小学生50名程度によ
るバスツアー

北海道

いまかね黒毛和牛ランチと美利河ダ
ム見学

北海道

公共施設見学ツアー第②弾！
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

山形県

レスキュー用ゴムボートで絶景・三
淵渓谷通り抜け参拝

長井ダム

宮城県

みんなで学ぼう！宮城県南２つのダ
ムめぐりともち豚バーベキュー食べ
放題

釜房ダム・七ヶ宿ダム

平成28年8月
3、9、12、18日

宮交観光サービス(株)
TEL：022-298-7765

宮交観光サービス(株)
http://www.miyakoh-kanko.co.jp/

福島県

ダム探検ツアー（仮）

三春ダム

開催時期未定

みはる観光協会
TEL：0247-62-3690

みはる観光協会
http://miharukoma.com/index.htm

山形県

夏だ！爽やか納涼ミステリー

月山ダム

平成２８年７月
20，22，25日

ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ㈱
仙台旅行ｾﾝﾀｰ
TEL：022-745-7720

ｸﾗﾌﾞﾂｰﾘｽﾞﾑ㈱
http://www.club-t.com/special/japan/mystery/

茨城県

今、ダムが熱い！！「親子で楽しむ
ダムトーク＆霞ケ浦導水・飯田ダム
見学ツアー」

飯田ダム
霞ヶ浦導水

平成28年7月23日

（株）ＪＴＢ関東 法人営業水戸支店
担当：西島・矢吹
TEL：029-225-5233

（株）ＪＴＢ関東
http://opt.jtb.co.jp/kokunai_opt/p/p1040211/

栃木県

水陸両用バスで行くダム湖探検ツ
アー

湯西川ダム

平成２８年４月２２日
～12月4日

湯西川ダックツアー
TEL：0288-78-0345

湯西川ダックツアー
http://www.japan-ducktour.com/yunishigawa/

埼玉県

ダムカードをGETしよう！秩父４
か所ダムめぐり

合角ダムほか

埼玉県

秩父４ダム探険隊が往く ２！

群馬県
埼玉県

見学ダム

企画会社
問い合わせ先

開催時期

ＨＰアドレス

平成28年7月29日

道新ながさわ販売所
TEL：011-894-0087

未定（新聞折り込み広告の予定）

美利河ダム

平成28年7月22日

北都交通(株)函館支店
TEL：0138-57-4000

北都交通(株)函館支店
http://hokuto-hk.jp/

夕張シューパロダム

平成28年7月3日

トラベルガイド北海ツーリスト（有）
TEL：0142-23-7011

ＨＰなし

夕張シューパロダム

平成２８年６月３日～１１月 (特)最上川リバーツーリズムネットワーク
上旬までの金・土・日
TEL：0238-87-0605

平成２８年７月
クラブツーリズム(株)
７、１５、２２日
首都圏第２バス旅行センター
８月１２、１９、２４日 TEL:03-4335-6282

社口ダム（岡山県）

(特)最上川リバーツーリズムネットワーク
http://www.mogami-river.net/

クラブツーリズム（株）
http://www.clubt.com/?li=hN#_ga=1.61251567.279287559.14642
30944

二瀬ダム・合角ダム・浦
山ダム・滝沢ダム

平成28年8月27日

荒川ダム総合管理所
℡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.ht
ml

関東一の清流「神流の涼」で川床料
理体験＆日本一長いダム「下久保ダ
ム」見学＆絶景上野スカイブリッジ
バスツアー

下久保ダム

平成28年7月28日

ぽけかる倶楽部
03-5652-7072

ぽけかる倶楽部
http://www.poke.co.jp/book/eventlist.php?keyw
ord=%E4%B8%8B%E4%B9%85%E4%BF%9D%E3%83%
80%E3%83%A0

群馬県
埼玉県

夏休み冒険日記 ひんやり！長瀞ラ
イン下り＆日本最長下久保ダム見学
と醤油搾り体験

下久保ダム

群馬県

絶景ローカル線わたらせ渓谷鐵道神
戸草木ウォーク日帰りの旅

草木ダム

平成２８年７月～９月

(株)阪急交通社
TEL：03-6745-1310

http://www.hankyutravel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=A6060&

ふじわら

新潟県

今しか見られない！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２８年６～１１月

近畿日本ツーリスト(株)

http://www.city.sanjo.niigata.jp/eigyo/page00181.html

藤原ダム（群馬県）

大井川鐵道 営業部
0547-45-4112

http://oigawarailway.co.jp/archives/event/nagashimadamu2016

長島ダム

平成28年
7月２１，２７日
8月２，５，８，１６，１ はとバス
９，２２，２５，３１日
9月６日

静岡県

奥大井長島ダム 内部見学プラン

岐阜県
愛知県

小里川ダム・丸山ダム・
日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水
矢作ダム・阿木川ダム・
系の複数ダムを見学するツアー
大井ダム

平日

岐阜県

森林資源の保護の重要性、ダムの役
割を学ぶツアー

徳山ダム

岐阜県

徳山ダム提体内見学
木の実クラフト

徳山ダム

平成28年７月2８日
8月２、16、３０日

名阪近鉄旅行会社

岐阜県

徳山ダムサイト見学
間伐体験

徳山ダム

平成28年8月19日

名古屋市上下水道局
水道計画課
電話：052－972－3655

京都府

ダムマイスターと巡る京都のダム

平成28年7月26日

小里川ダム管理支所
問い合わせ先：小里川ダム管理支所 外
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.h
TEL：0573-59-0056
tml

予約状況による
（2016年05月25日 ～ 名阪近鉄旅行会社
2016年07月13日）

天ヶ瀬ダム

8月21日

岡山県

苫田ダム特別見学会と奥津湖探訪

苫田ダム

平成２８年7月30日
８月１８、２８日

高知県

仁淀川親子ふれあいバスツアー

大渡ダム

平成28年7月3日

はとバス
https://www.hatobus.co.jp/

http://www.kakkotour.com/tour_detail.php?tour_
code=70467-01

京都リビング新聞社
TEL:075-212-4739
かがみのツーリズム研究会事務局
TEL：0868-54-7655

かがみのツーリズム研究会事務局
http://satoyama.holiday

仁淀川漁業組合
TEL：088-893-2300

仁淀川漁業組合http://www.niyodogawa.or.jp/

夏だ！
涼しいダムへ！

○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

H28.6

vol.14

夏の
～大鉄で行く、長島ダム内部見学!!～

弘南鉄道弘南線黒石駅よりバスで行けるダム。途中黒石温泉郷
の温泉にも立ち寄れる。ダムを通りすぎ、道の駅虹の湖まで行
くと、ランプの宿で有名な青荷温泉へのアクセスも可能。

●日本一の急勾配を登る「アプト区間」を体験！
●ダム内部見学は管理事務所職員による解説付き！

鉄道駅からのアクセス

お問合わせ先：大井川鐵道(株)
ＴＥＬ：0５４７－４5－４１１２
Ｈ Ｐ：http://oigawarailway.co.jp/archives/event/nagashimadamu2016

弘南バス 黒石～温川線

黒石駅

約30分

ダム資料館前

ランプの宿
久慈湾

～旧徳山村ウォーキング＆徳山湖上クルーズ～

JR三陸鉄道久慈駅からバスで行けるダム。
滝ダムの堤頂部からは久慈湾を見ること
ができる「海がみられるダム」。

●ブナ自然林や旧徳山村を案内するガイド付きウォーキング！
●連絡船「とくまる」によるダム湖クルーズ！

鉄道駅からのアクセス

お問合わせ先：㈱阪急交通社
ＴＥＬ：03－6745－1310
Ｈ Ｐ：http://www.mogami-river.net/

～いまかね黒毛和牛ランチと美利河ダム見学～
●ほどよい脂身と焼いても柔らかい肉質など、高い品質で評価
が高い幻の和牛、いまかね産黒毛和牛をランチでご賞味！

バス のるねっとKUJI山根

久慈駅

～ゴムボートで絶景・三淵渓谷通り抜け参拝～
●断崖絶壁の三淵渓谷を抜けるボートツーリング！
●卯の花姫伝説の舞台となった秘境の地を巡る神秘の旅へ！
お問合わせ先：最上川リバーツーリズムネットワーク
ＴＥＬ：0238－87－0605
Ｈ Ｐ：http://www.mogami-river.net/

滝ダム

JR予讃線伊予大洲駅からバスで行けるダム。ダム湖畔の
宿泊施設にて鹿野川ダムカレーを食べることができる。
鹿野川ダムカードを持参すると割引してもらえる！？
鉄道駅からのアクセス

お問合わせ先：北都交通㈱函館支店
ＴＥＬ：0138－57－4000
Ｈ Ｐ：http://hokuto-hk.jp/

約30分

宇和島バス大成行き

伊予大洲駅

約35分

鹿野川大橋

滝ダム

