
 

【水の里の旅コンテスト２０２０ 応募企画】 

 

【一般部門】 

京都府南丹市（南丹市役所 農林商工部 観光交流室） 

『水の里の原点から大海を望む”欲張り”旅  マニア向け！？いいえ、どなたでも楽しめます！！』 

（観光地域：京都府 南丹市） 

 

【 日 程 】 １泊２日 

【実施時期】 春 ・ 夏 ・ 秋 

【催行人員】 

5～9名（最少催行人員：5名） 

※新型コロナウイルス感染症の影響によりで

異なる場合があります。 

【お勧めする旅行者層】 

名水巡りが好きな方 

災害・防災について関心のある方 

ダム女（もちろん男性のダム好きの

方も） 

ダムカレーマニア 

道の駅マニア 

日本酒好きの方 

古き良き日本に癒されたい方 

etc 

【旅行代金】 

15,185円～（大人 1名） 

※新型コロナウイルス感染症

の影響により異なる場合があ

ります。 

 【内 訳】 

〇芦生の森ネイチャーガイドトレッキング：8,750 円（税込）～ 

※新型コロナウイルス感染症の影響により内容、金額等が異なる場合があります。南丹市

美山自然文化村（美山ふるさと(株)）へお問い合わせください。 

〇宿泊料金：5,500円（税込）（素泊まり）～ 

※宿泊先により料金やプランが異なります。詳しくは各宿泊施設または一般社団法人美山

観光まちづくり協会へお問い合わせ下さい。 

〇ランチ：（1日目）935円（税込）～（2日目はトレッキング料金に含まれます） 

〇お土産：思い出にお買い求めいただいた分（沢山お買い求めください） 

【 企画趣旨（伝えたいポイント及び旅行者が満足するポイント 】 

 南丹市は日本海へ続く「由良川」と大阪湾へ続く「大堰川（桂川）」が流れており、この２河川を別々の海へと別つ分水嶺や京都府で唯

一「水の郷百選」に認定されている地域があります。また日吉ダムは治水の役割だけでなく、地元の方の憩いの場として周辺に公園が整

備され、さらに堤体内部の見学が可能なことから、日本で初めて「地域に開かれたダム」として国土交通省から認定されるなど”ここな

らでは””ここにしかない”がいっぱいの”水の里”に相応しい町です。 

ウィズコロナ・アフターコロナの新しい生活様式に即した観光プランとして、これまでのバスなどによる団体旅行から、自家用車また

はレンタカーを利用する個人旅行（FIT）へとシフトした旅行プランとし、日本国内の方のみならず、インバウンドの方にも安心安全な観

光旅行をしていただけるよう企画しました。 

今回の企画の行程には含まれておりませんが、南丹市には 700メートルほど続く平坦な分水嶺「水別の路（みずわかれのみち）」といっ

たマニアックな水の里スポットや桜や紅葉とダム湖「虹の湖」が映える「大野ダム」、宝石の瑠璃のようなことからその名がつけられた渓

谷「るり渓」など見どころが満載です。もちろん、個人旅行ですので自分好みにアレンジして、寄り道していただくことも可能ですので、

何度でもリピートして楽しんでいただけます。 

【安全確保のための配慮】 【旅行者の満足感を高めるための工夫、快い旅行にするための配慮】 

〇各施設に手指消毒などの新型コロナウイルス感染拡大予防ガイド

ラインに沿った対応を依頼 

〇トレッキング：小学校高学年～75歳までの年齢制限（未成年は要

保護者同伴） 

（予定） 

〇”ここならでは””ここにしかない”など特別感を感じる内容にす

ることにより満足感を高める。 

〇地元産食材を楽しむことができる。 

〇個人旅行（FIT）プランであるため、好みに応じて観光内容をアレ

ンジできる。 

【インバウンド対応のための工夫】 

〇レンタカーを利用した個人旅行（FIT）のため、新型コロナウイルスにより不安を抱えておられるインバウンドの方にも安心して旅行い

ただけます。 

〇一般社団法人美山観光まちづくり協会には英語での対応が可能なスタッフが在籍しており、インバウンドの方の旅行中の不安を取り除

くことが可能です。 

 
  



 
【 企画協力（後援）機関・団体名等】 【主な役割 】 【 企画協力（後援）機関・団体名等】 【主な役割 】 

①日吉ダム管理事務所（予定） 見学客の受け入れ 
⑥一般社団法人南丹市美山観光まちづく

り協会（予定） 

美山町内宿泊・観光施設

の紹介、調整 

②各日吉ダムカレー提供店舗（予定） 昼食客の受け入れ ⑦美山町内各宿泊施設（予定） 宿泊者の受け入れ 

③道の駅美山ふれあい広場（予定） 観光客の受け入れ 
⑧南丹市美山町自然文化村（美山ふるさ

と(株)）（予定） 

芦生の森トレッキング

受け入れ 

④大石酒造株式会社（予定） 観光客の受け入れ ⑨スプリングスひよし（予定） 観光客の受け入れ 

⑤(有)かやぶきの里（予定） 観光客の受け入れ  
 

 

【催行実績】 無 

 

  



 

【 行 程 表 】 

１日目 

自家用車またはレンタカー京都市（またはその他地域）を出発（京都縦貫道で園部 ICまで） 

10:00 日吉ダムの見学（南丹市日吉町中） 
11:30 日吉ダムカレーでランチ（南丹市日吉町） 

13:00 道の駅美山ふれあい広場で特産物などのお土産や美山牛乳のソフトクリームなどに舌鼓（南丹市美山町安掛） 

14:00 大石酒造「美山路酒の館」（美山蔵）の見学、利き酒体験、お土産に地酒購入（南丹市美山町南） 

15:00 国の重要伝統的建造物群保存地区南丹市美山町北「かやぶきの里」を散策 
17:00 美山町内で宿泊 宿泊場所：美山町内の様々な特色あるお宿をご利用ください。  

２日目 

9:20 芦生の森ネイチャーガイドトレッキング集合（美山町自然文化村） 

9:30 芦生の森へ向け出発（専用マイクロバスにて） 
10:15～15:30 芦生の森にてガイドとトレッキング 
16:30 芦生の森ネイチャーガイドトレッキング解散（美山町自然文化村） 

16:45 神田の水（南丹市美山町島） 

17:15 道の駅スプリングスひよしで地域の特産物などお土産のお買い物（南丹市日吉町中） 
18:00 道の駅スプリングスひよしの温泉で疲れを癒してから帰路へ（南丹市日吉町中） 

 

 

 

 

 

【 主な観光ポイント（観光地・観光箇所の歴史、由来、土産品など） 】 

【 ポイント 1 】 【 ポイント 2 】 【 ポイント 3 】 

日吉ダム 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

 

 

 

 

新名物「日吉ダムカレー」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

道の駅美山ふれあい広場 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

 

【コメント】 

 平成 30 年の西日本豪雨で京都嵐山地域等

の下流域の氾濫を食い止めたことも記憶に

新しい「日吉ダム」。 

 日吉ダムのインフォギャラリーは堤体内

部が見学することができる日本で初めての”

地域に開かれたダム”です。 

また近くにあるビジターセンターでは、パ

ネルや映像などにより、日吉ダムについての

みならず、水の怖さや防災について、さらに

は水の役割、水の働きなど、大人から子ども

まで楽しく学ぶことができるスポットです。 

（無料・申込不要） 

※それぞれの施設の休館日等が異なります。 

【コメント】 

 日吉ダムの周辺には、「ダムカレー」を提供

している店舗がいっぱい。（提供店舗：キッチ

ンあまわか・ベーカーズオーブン・ひよしフ

ォレストリゾート山の家・スプリングスひよ

しレストラン桂川）それぞれのお店の特徴が

出たおいしいカレーをランチでご賞味くだ

さい。 

 ぜひ何度も訪れていただき、すべてのダム

カレーをコンプリートしてください。 

（世木ダムカレーを提供しているお店もあ

ります） 

 詳しくは、「ひよしダムカレープロジェク

トの Facebookをチェック。 

【コメント】 

道の駅美山ふれあい広場には地域の特産

物を販売している「ふらっと美山」、地元美山

牛乳の工場併設の直売所「美山のめぐみ牛乳

工房」がありソフトクリームやジェラートが

大人気です。 

また「京都丹波高原国定公園ビジターセン

ター」があり、京都丹波高原国定公園エリア

や町内の観光地、体験、宿泊予約、ツアーと

いった観光案内を行っています。館内にはシ

ョップが併設されており、ここにしかないグ

ッズも。 

美山のおいしい食材に出会える場所、美山

の観光案内所「美山ふれあい広場」にぜひお

越しください。 

 
  



 

【 ポイント 4 】 【 ポイント 5 】 【 ポイント 6 】 

大石酒造「美山路酒の館」（美山蔵）と 

水の里美山の水で作られた日本酒 

 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

 

 

 

 

国の重要伝統的建造物群保存地区 

南丹市美山町北「かやぶきの里」 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

美山ならではの宿泊体験 

 

 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

 

 

【コメント】 

南丹市のお隣、亀岡市に本店を構える大石

酒造は、”酒造りに適した冬の環境と日本有

数の名水を求め、平成 26 年に酒蔵を南丹市

美山町へ移設”されました。 

事前予約をすると見学が可能です。（新型

コロナウイルス感染症等により見学を中止

されている場合があります） 

併設の直売所では、美山の地名を冠した日

本酒「美山てんごり」をはじめ、水の里美山

の豊かな水で作られた各種日本酒が取り揃

えられ、また多くの酒類の利き酒もお楽しみ

いただけます。 

【コメント】 

 国の重要伝統的建造物群保存地区の南丹

市美山町北地区「かやぶきの里」を散策。 

 資料館でかやぶき民家の歴史や文化を学

んでも良し。かやぶき民家を眺めながらカフ

ェでまったりしても良し。秋には蕎麦の花、

冬には豪雪など四季折々の表情を見せる懐

かしい日本の原風景の中で、タイムスリップ

したかのような特別なひと時をお過ごしく

ださい。 

 また、かやぶき民家を守るために阪神淡路

大震災を機に設置された放水銃は 5 月頃と

12 月頃の年 2 回の放水点検を実施。タイミ

ングが合えば幻想的な風景をお楽しみいた

だくこともできます。放水銃の水源は由良川

へそそぐ山水を活用しており、豊かな水が

人々の暮らしを守っています。 

【コメント】 

由良川の源流の美山地域には、ログハウス

調の「美山町自然文化村河鹿荘」や「自然文

化村キャンプ施設」、古民家を活用した「百日

紅」の他、”かやぶき民家”に泊まれるお宿も

数多い。中には昔懐かしい”囲炉裏”を完備

したお宿も。 

食事は水の里美山の豊かな水で育てられ

た地域の米、野菜はもちろん、地鶏のすき焼

きのほか、山菜や鮎、ぼたんなど四季折々の

味をお楽しみいただけます。 

他の観光地では味わえない”南丹市ならで

は”の宿泊体験をぜひご堪能下さい。 

【 ポイント 7 】 【 ポイント 8 】 【 ポイント 9 】 

芦生の森ネイチャーガイドトレッキング 

「上谷・杉尾峠コース」 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

 

 

 

 

 

 

神田の水 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

道の駅「スプリングスひよし」 

 

 

 

 

観光箇所の画像などを添付 

 

【コメント】 

芦生の森は冷温帯下部に属する天然林と

して西日本屈指の規模を誇る貴重な原生林

が広がっています。この地域は 2016年に「京

都丹波高原国定公園」として国定公園に指定

も受けております。 

また、延長146kmの由良川の源流域であり、

芦生の森を象徴するブナやトチの巨木が自

生しています。 

このコースの上谷は由良川の源流の最初

の一滴が流れ始める始まりの地であり、杉尾

からは由良川の終点である日本海を望むこ

とができます。 

その他、様々なコースがありますので、何

度でもお楽しみいただけます。（要予約） 

※オーバーユースから原生林の自然環境を

守るため、催行日が決まっております。詳し

くは美山町自然文化村へご確認ください。 

【コメント】 

 京都府で”唯一”水の郷百選に選ばれてい

る南丹市美山町。この町には「神田の水（じ

んでんのみず）」という湧き水があります。 

無料で水をお汲みいただけますので、ミネ

ラルの豊富な神田の水を使って、ご自宅でコ

ーヒーやお茶を淹れて、旅行の思い出話、お

土産話に花を咲かせてみてはいかがでしょ

うか。 

 目印は向かいにある(株)ライフドリンク

カンパニー美山工場（旧美山名水(株)）。 

 旧美山名水(株)では神田の水を使用した

ミネラルウォーターを販売していたほど。 

【コメント】 

 温泉総選挙 2019 で観光庁長官賞、スポー

ツ・レジャー部門 1位のダブル受賞に輝いた

「道の駅スプリングスひよし」。 

 地場産品などお土産が購入できるだけで

なく、ひよし温泉では天然温泉だけでなく岩

盤浴や温水プールも楽しめます。 

さらに、今流行りのソロキャンプから大人

数でのキャンプ、気軽に日帰りバーベキュー

まで楽しむことができるため、何度でもリピ

ートしてしまいます。 

 温泉で癒されて旅を締めくくられてはい

かがでしょうか。 

 


