さめうら

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

知る人ぞ知る星空観察スポット・豊平峡ダムを期間限定で夜
間開放 星空の元、地元ワインを楽しむプレミアムカフェ

豊平峡ダム

7月7,14日

(株)ＪＴＢ北海道
TEL：011-271-7024

北海道観光情報サイト Best Friends Hokkaido
http://www.bfh.jp/hoshizora

日本ダムアワード２０１６ダム大賞の金山ダムと当社ツアー
初登場の十勝ダム

金山ダム・
十勝ダム

9月9日

(株)シィービーツアーズ
TEL：011-221-1122

http://www.cb-tours.com/programs/y0b061.html

北海道

いまかね黒毛和牛ランチと美利河ダム見学

美利河ダム

7月21日

北都交通
TEL：0138-57-4000

北都交通(株)函館支店 http://hokuto-hk.jp/

４月30日～10月31日
(毎週水曜運休)

津軽白神ツアー（運行主体：西目屋村）
TEL：0172-85-3315

津軽白神ツアー
https://t-shirakami-travel.jimdo.com/

北海道
青森県

見学ダム

新緑のグリーンに輝く津軽白神湖を水陸両用バスから眺めて
みませんか？
涼しさ満点！みやぎ県南２つのダムめぐり

津軽ダム
釜房ダム・
七ヶ宿ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

ＨＰアドレス

８月２,１７,２１日

宮交観光サービス（株）
TEL：022-298-7793

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

宮城5つの大人の社会科見学

釜房ダム

９月１２,１５日

クラブツーリズム（株）
TEL：022-745-7711

クラブツーリズム(株) http://www.club-t.com/

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

５月１２日～１１月上旬 (特)最上川リバーツーリズムネットワーク
までの金・土・日
TEL：0238-87-0605

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

貸切列車クルージングトレインで行く加茂水族館と月山ダム
内部見学・メロン食べ放題

月山ダム

7月29日

(株)読売旅行 秋田営業所
TEL：018-837-1143

http://www.yomiuriryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=17004463

『ブルーベリー収穫体験と三春ダム探検』

三春ダム

7月15日

（株）三春まちづくり公社観光部/みはる観光協 Find!三春 株式会社三春まちづくり公社
会
http://miharukoma.com/experience/3118

薗原ダム見学、歴史ウォークと星空観察会
親子まるごと「水・森」体験 in沼田市利根町
都会をとび出して自然を満喫しよう♪

薗原ダム

7月22,23日

群馬県

老神温泉観光協会
TEL:0278-56-3013
FAX:0278-56-3014
Mail:oigami@mail.wind.ne.jp

老神温泉観光協会
http://www.oigami.net/

薗原ダム見学、歴史ウォークと星空観察会
薗原ダムと幕末の女剣士中澤琴ゆかりの地を訪ねる初秋の
ウォーク、吹割の滝やそば祭りも体験できます！

薗原ダム

9月23,24日

群馬県

老神温泉観光協会
TEL:0278-56-3013
FAX:0278-56-3014
Mail:oigami@mail.wind.ne.jp

老神温泉観光協会
http://www.oigami.net/

【絶景ローカル線わたらせ渓谷鐡道 神戸草木ウォーク 日
帰りツアー】
・このツアーには地元のガイド「みどり市観光ガイドの会、
もしくは水沼温泉センター」が同伴し、彩り豊かな四季の魅
力や草木ダムを語って頂いています。

草木ダム

１０月下旬まで

主催：阪急交通社、モンテディオ総合企画株式会 阪急交通社
社水沼温泉センター
http://www.hankyu問い合わせ先：モンテディオ総合企画株式会社水 travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=A6060&
沼温泉センター
TEL0277-96-2500

宮城県
宮城県
山形県
山形県
福島県

群馬県

群馬県

群馬県

いまだけ・ここだけ・あなただけ
八ッ場ダムの概要説明と現場見学

八ッ場ダム

４月１日～平成３０年３ 八ッ場ダム工事事務所
月３１日
TEL:0279-82-2317

八ッ場ダム工事事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba_index059.html

あの政治と歴史が揺れ動いた！八ッ場ダムインフラツーリズ
ムバスツアー

八ッ場ダム

４月１日～平成３０年３ 関越交通株式会社
月３１日
TEL:0279-75-3811
（７月～９月は土･日･祝
日開催予定）

関越交通株式会社
http://www.kan-etsu.net/publics/index/77/

7月29日

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

秩父４ダム探険隊が往く 3！

二瀬ダム・合角ダ
ム・浦山ダム・滝沢
ダム

埼玉県

栃木県

水陸両用バスで行くダム湖探検ダックツアー

湯西川ダム

新潟県

羽越水害復興50年記念事業インフラツーリズム（加治川水系
コース）

内の倉ダム
加治川治水ダム

新潟県

羽越水害復興50年記念事業インフラツーリズム（胎内川水系
コース）

奥胎内ダム
胎内川ダム

新潟県

羽越水害復興50年記念事業インフラツーリズム（阿賀野川水
系コース）

内の倉ダム
(新発田川放水路)
(福島潟放水路)

荒川ダム総合管理所
TEL:0494-23-1431

４月１４日～１２月３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/

9月20日

新発田市観光協会
TEL:0254-26-6789

http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/13568672
74560.html

7月8日,8月4日

新発田市観光協会
TEL:0254-26-6789

http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/13568672
74560.html

9月9,17日

新発田市観光協会
TEL:0254-26-6789

http://www.pref.niigata.lg.jp/kasenkanri/13568672
74560.html

初企画 超高速
長野県３ダム土砂バイパストンネル見学

松川ダム・
7月22日
美和ダム・小渋ダム

主催：天竜川ダム統合管理事務所、長野県企業局 天竜川ダム統合管理事務所
南信発電管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88-3729

日帰りで庄内川・矢作側・木曽川水系の複数ダムを見学する
ツアー

小里川ダム・丸山ダ 7月25日
ム・矢作ダム・阿木
川ダム・大井ダム

小里川ダム管理支所
TEL:0573-59-0056
阿木川ダム管理所
TEL:0573-25-5295

岐阜県
愛知県

なるほどがいっぱい！ダムっておもしろい！
来て、観て、わかる！３つのダムを巡ってダム博士になろ
う！

小里川ダム・丸山ダ 7月25日
ム・矢作ダム・阿木
川ダム・大井ダム

小里川ダム管理支所、矢作ダム管理所、丸山ダム 小里川ダム管理支所
管理所,（独）阿木川ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/
問い合わせ先：小里川ダム管理支所 外
TEL：0573－59－0056 外

静岡県

奥大井の魅力再発見！長島ダム内部見学と配線ミステリート
ンネル

長野県

岐阜県

ラブ取れin ダム婚活 ＢＢＱと味覚狩り

ダム内部探検

長島ダム
比奈知ダム

クラブツーリズム
TEL:054-281-7651

-

9月16日

近鉄名古屋駅営業所
TEL：052-561-4986

近畿日本鉄道(株)
http://www.kintetsu.co.jp/zigyou/konkatsu/

GO‼GO‼にいみ絶景・涼景ぶらり旅

苫田ダム

7月16,24,29,31日
(株)阪急交通社
8月2,6,19,22,26,29日 TEL：086-206-3260

(株)阪急交通社
https://www.hankyu-travel.com

苫田ダム探訪ツアー

苫田ダム

7月30日
8月18,26日

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

岡山県
岡山県
香川県
徳島県

夏休み「建設現場等体験親子バスツアー（小中学生対象）」
インフラツーリズム

椛川ダム・内場ダム 7月26日
長安口ダム

かがみのツーリズム研究会事務局
TEL：0868-54-7655
主催：香川県土木部土木監理課

8月5,26日

JRワープ旅行会社
さつま町の各温泉旅館

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

7月21日～8月31日

わくわく体験と施設めぐり「海水淡水化センター・漢那ダ
ム・沖縄軽便鉄道乗車・恐竜パーク」

漢那ダム

7月25,31日
(株)リウボウ旅行サービス
8月3,8,15,18,23,29日 TEL：8098)861-3404

鹿児島県
沖縄県

ダムとともに過ごす夏、
忘れられない思い出

小里川ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/
阿木川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/index.html

9月22,29日

三重県

しちかしゅく

七ヶ宿ダム（宮城県）

川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
(株)リウボウ旅行サービス
http://rts21.co.jp/

○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

まつだがわ

松田川ダム（栃木県）

vol.18
H29.7

ならではの
松川ダム

美和ダム

小渋ダム

ダム特集♪

☀野村清涼花火大会☀（愛媛県）

～３ダム見学で５種類のダムカード・再開発カードをゲット！！ ～
☀夏の一日、天竜川水系の３ダムに設置された
「土砂バイパストンネル」を巡ります。
☀天竜川上流の３ダム施設を１日で見学できる初
めての企画です。
☀松川ダム、小渋ダムのバイパストンネルは、昨
年完成したばかり♪

☀問合先：天竜川ダム統合管理事務所
☀ＴＥＬ：0265-88-3729
☀ＵＲＬ：http://www.cbr.mlit.go.jp
/tendamu/
☀日時：平成29年7月22日（土）
9時～17時半

☀田瀬湖湖水まつり☀（岩手県）
しもくぼ

☀下久保ダムの湖畔でＢＢＱ☀
（埼玉県）

～やんばツアーズ

いまだけ・ここだけ・あなただけ ～

☀いましか見られない！八ッ場ダム工事見学。 ☀問合先：八ッ場ダム工事事務所
☀ＴＥＬ：0279-82-2317
☀八ッ場ダム建設がいよいよ佳境に。
☀ＵＲＬ：http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba
平成31年度完成予定！！
/yanba_index059.html
☀目的別に楽しめる10本の特別プランご用意！
☀日時：平成29年4月1日（土）～
平成30年3月31日（土）

