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八ッ場ダムを日本一のインフラツーリズムの本拠地として 
かつてない大胆なインフラ観光の世界モデルに 

成長させるための提案を行います。 

65年の歴史を経て、あの八ッ場ダ
ムが２年半後に完成します。これま
で生活再建のために整備されてき
た施設等を基に、長野原町は今こ
そ自らの手で未来の生活への自立
が求められています。 

昨年、大学と長野原町は相互協力 
協定を締結！八ッ場ダムを中心に 
地元長野原町の若者と私たち女子 
大生が協力し、1年がかりで日本一 
のインフラツーリズム着地型旅行商品 
「やんばツアーズ」を開発しました。 

今年4月から運行を開始した 
「やんばツアーズ」は対前年 
400％の爆発的な集客を記録し、 
29年度は昨年の10倍！ 
6万人の集客を目指し動き 
始めています。 

ダム完成までに800年の歴史を持つ 
水没予定の名湯「川原湯温泉」と 
「八ッ場ダム」を結びつけ、 
宿泊客の拡大を行い町全体の 
観光消費額を 
拡大させることを目指します。 

八ッ場ダム 日本一のインフラツーリズム開発計画 

産官学連携による長野原町の観光まちづくりプラン 
やんばツアーズの挑戦！    



  65年間 

  
 歴史を 
 振り返る 

Point1 
 

の 

八ッ場ダム工事事務所 
一部ヤフーより引用 

http://diamond.jp/articles/-/14073  
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現状 
 
課題 

と 

Point２ 

写真提供：吾妻観光連盟 
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長野原町の最大の課題は 
観光による交流人口の拡大 

定住人口 
  の拡大 

観光による 
交流人口 

  の拡大 

移住、定住の促進 
にも限界がある？ 観光による交流人口の拡大 

長野原観光の再構築が急務 
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   本プロジェクトの最大の目的は！ 
 

  長野原町の最大の課題でもある少子高齢化、
人口減少が加速度的に高まる長野原町の 
生き残り戦略の基礎づくりに貢献する事 

 
 

 

 

「長野原町まち・ひと・しご創生総合戦略」から抜粋 

• １、「地域の魅力を創出し都会からのひとの流れをつくる事」 

• ２、「地域の自然、歴史文化、農林産物等を魅力ある地域資源として発信し、 

   都市部からの観光客や移住者の誘致を図る事」 

• ３、「交流機会の充実を図り住民に地域活動への参画を図る事」 

 ４、など観光交流人口の拡大と市民の地域振興への参画を促す事 

長野原町の最大の課題は 
観光による交流人口の拡大 
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長野原町の現状は深刻です！ 

人口減少と過疎化が進み 

２０２５年には人口が５５００人まで減少！  
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町の自立が求められている。 
 

町とダムの関係は今まで65年間に
わたり反目状態にあった。 
今回のプロジェクトで、二年半後に
完成が迫る八ッ場ダムを日本一の 
インフラ観光の本拠地に成長させ、
長野原町の柱として地域を活性化さ
せる。 

長野原町は消滅する！？ 
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私たちの
八ッ場プロ
ジェクト 

Point３ 
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八ッ場ダム工事が終了する２年半後、長野原町が観光立町として自立するために、 
八ッ場ダムを日本一のインフラツーリズムの本拠地として、かつてない大胆なインフラ観光
の世界モデルを学生と八ッ場ダム、市民参画により着実に実績をあげています！ 

大学と長野原町の協定 
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長野原町×跡見×八ッ場ダム 
平成28年4月長野原町と跡見学園女子大学が「相互包括協定」を締結！！ 



４月からの取り組み 

昨年の取り組みに加え、今年４月からの新たな動きや学び、研究の一部をご紹介。 

私たちの挑戦はまだまだ続きます！！ 

 
４月 

５月 

６月 

７月 

８月 

ゼミ内で八ッ場ダム建設の 
65年間に渡る歴史の勉強会 

数年前、世間を揺るがせた
「八ッ場ダム」。そこには長き
の間、町と国とが戦った驚くべ

きドラマがあった…！ 
2年半後に完成を迎える八ッ場ダ
ムの女子大生目線で考える新た
な観光プロジェクト始動！ 

長野原町と周辺地域の 
  観光資源の調査開始 

昨年「日本ジオパーク」に 
認定された浅間山北麓や 
その周辺にある吾妻渓谷・ 
浅間牧場・浅間園などの広域
観光をベースにした研究。 

草津、軽井沢エリアに訪れる観光客の長野原町・
八ッ場ダムへの集客方法の研究。 

 

観光を学ぶ女子大生、        
二回に渡る現地視察   

長野原町全体と 
プロジェクトの核とな
る場所を自分の足で歩
き視察することで新た
な課題が見つかった。 

決起集会の実施 

「八ッ場ダム建設の歴史
に翻弄された長野原町に
新しい芽を出そうプロ
ジェクト」の決起集会を
行った。 
多くの町民とマスコミの
前で研究発表と私たちの
熱い思いを述べた。 

この夏女子大生３５人が 
長野原町で合宿実施予定！ 
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私たちがこの夏挑戦する 
長野原町活性化４大プロジェクト 

Point３ 

２年半後に完成をむかえる八ッ場ダム。現役女子大生の視点を長野原町の
観光施策に取り入れ、町の未来像を考えました！ 
ダム完成後、町民が協力し合い持続的に観光客を呼び観光で日本一の観
光立町にしたい！そんな気持ちで考えた４大プロジェクトです。 

ダムとの融合を図る第一プロジェクト始動！！ 

②酒蔵・地酒ツーリズムとブランド化研究PJ 

昔から酒造りに携わっ
てきたからこそ伝えら
れる酒造りの魅力と酒
蔵ツーリズムとを絡め
て浅間酒蔵の魅力を
発掘 

①八ッ場ツアーズ 女子大生コンシェルジュ＆
ジオパーク提携商品開発PJ 

女子大生がダムコンシェ
ルジュとして、今だけここ
だけの八ッ場ダムの魅力
発信に初挑戦！ 

③全国大学道の駅インターンシップPJ 

オリジナル商品
の開発とレンタサ
イクルを活用し、
道の駅と周辺施
設の連携を目指
す！ 

④川原湯温泉ブランド化・リピーター拡大研究PJ 

若者目線のアイデア
で川原湯温泉ブランド
化に向けてのアクショ
ンプランを作成 
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           と           とを連携させ、 

  観光客が長野原町に滞在する仕組みを提案するプロジェクト！    

  

女子大生がダムコンシェルジュになって、 
６５年間の地元とダムの戦いに、いま終止符を! ! 

私たち女子大生が「ダムコンシェルジュ」に
なって、ダムの案内を行います！ 

ダム建設に反対をしていた地元の
方々もダムの案内を！ 

プロジェクトNo.1 やんばツアーズ  
女子大生コンシェルジュ＆ジオパーク提携商品開発PJ 

65年の歴史に終止符を！ 
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浅間酒造 を長野原町観光の滞在拠点に!! 
新しい長野原町の観光の核となるため、 

浅間酒造のブランド化を目指すプロジェクト！ 

浅間酒造の１４０年以上の長い歴史を観光に！ 

イメージ 

浅間酒造のブランド化 
１４０年の歴史がある浅間酒造の 
ブランドを全国新酒鑑評会金賞 
受賞レベルまで引き上げる！ 

プロジェクトNo.2 

酒蔵・地酒ツーリズムとブランド化研究PJ 
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八ッ場ふるさと館を地元観光のプラットフォームに!! 
周辺施設と町民の方々との連携で、道の駅「八ッ場ふるさと館」を 

長野原町の拠点となる「道の駅」にするためのプロジェクト！ 

②レンタサイクリングシステムの新たな 
  運用＜オリジナルマップの作成＞ 

レンタサイクルの活用で周辺の施設と
連携し、長野原町の拠点に！ 

     日本一の道の駅へ！！！ 

プロジェクトNo.3 

パッケージ・POPを見やすく分かりやすく
する改良をすることで、道の駅の 
ブランド化を図る！ 

①商品パッケージの改良・販売促進 
   POPの作成 

全国大学道の駅インターンシップPJ 
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川原湯温泉ブランド化!８００年の歴史を今ここに! ! 

ダム完成後も長野原町・川原湯温泉が活性化していくため、 
川原湯温泉のブランド化を目指すプロジェクト！ 

①温泉街としての景観など 
    まちづくりプランを作成 

②宿泊拡大で滞在時間 
   を延ばす仕組み作り  

③３つの観光協会の連携 

川原湯温泉で、いまだけ・ここだけ・あなただけの 
特別な観光を！ 

プロジェクトNo.4 

川原湯温泉ブランド化・リピーター拡大研究PJ 
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目的別１０本 
      の 
      ツアー 

Point４ 

写真提供：吾妻観光連盟 
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日本一の㊙  ︎ コンセプトついに完
成！ 

冬の観光客と宿泊客
を増やすために樹氷
ツアーや夜間ホタル
観賞会を実施 

宿泊客を増やすこと
で消費拡大を目指す 

 

一般向けやインバウン
ド向け、マニア向けや
専門向けなどお客様
のニーズに沿った、
八ッ場だけ・あなただ
けのツアーを実施 

 
２ 
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３ ４ 



５ ６ 
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出来上がった着地型観光ツアー パンフレット 
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プロジェクト
の基盤づくり

２ 

「やんばツアーズ」の集客率（反響） 
多数のマス
コミで紹介さ
れ、注目を
浴びていま
す！ 

交通新聞 産経新聞 

読売新聞 

「八ッ場ダムを舞台にした私たちの１年間の活動実績」 

宿泊客拡大を図った夜間観光ツアーや、 
観光客が減る冬の観光客促進のための季節限定ツアーを実施！ 

29年度はなんと、 

昨年の10倍！ 
6万人の集客を目指
し動き始めています！ 



Point５ 

私たちが創造する 
日本一の 

インフラツーリズム 
はこうなる！！ 

八ッ場ダムを日本一のインフラツーリズムの 
本拠地としてかつてない 
大胆なインフラ観光の世界 

 モデルに成長させるための提案を行います。 
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ダム観光はここまで変わる！？ 
女子大生が考えるダム観光まちづくりプラン！ 

 

 
ダムを、地域を支えるチカラに変える！ 

日本のインフラを世界のインフラ観光へ！斬新で大胆な 

八ッ場ダム完成後も、たくさんの方々に足を運んでいただくために 
今までにはない大胆な提案を５つご用意いたしました！ 

大胆な5つのご提案 

「ぐんまちゃん」 
の口から 
観光放流?! 
 

夢いっぱいプランNO1 

温泉でWaterRun?! 
新!湯かけ祭り！ 

夢いっぱいプランNO３ 

大露天風呂で 
湯上映画上映会! 

夢いっぱいプランNO４ 

ダムで撮れる！ 
崖っぷちフォト 

夢いっぱいプランNO５ 

渇水で現れる 
レインビーナス!! 

夢いっぱいプランNO２ 
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八ッ場ダムを世界一のインフラ観光の拠点とするために、大胆な提
案を行います！人呼んで「グンマーライオン」人気キャラクター群
馬県のゆるキャラ「ぐんまちゃん」の口から流れ出る観光放流をご
提案します。八ッ場ダムだけで無く群馬県の名前を長野原町から世
界に発信します。 

イメージ：シンガポール マーライオン 

ダムの放水口に巨大モニュメントを設置 
群馬県の人気キャラクター 

   「ぐんまちゃん」の口から観光放流！！ 

イメージ：ぐんまちゃんの口から放流！ 

夢いっぱいＮｏ１ 
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 世界初！渇水で現れる雨の女様 
“レインヴィーナス”出現！？ 

八ッ場ダム完成時はカヌーやウインドサーフィン、ルアーフィッシングなど数々の湖水利用により 
アクティビティが人気の湖が出来上がります。しかし！夏のダムは渇水がつきもの。 
毎年ニュースで水没した町役場が出現し話題になります。渇水＝水辺利用の観光アクティビティ
は利用できなくなるため、私たちが考えたのは渇水時にダム湖から雨乞い女神“レインヴィーナ
ス”が出現することにより見学者を拡大させ、夏のダム観光の渇水の弱点を強みに変えます。ま
さしく子供も大人も楽しめる「ダムワンダーランド」が出現します！ 

イメージ：田沢湖 たつこ姫 イメージ：渇水時に現れる町役場 

レインヴィーナス 
   拡大図 

イメージ：渇水時に現れる 
          レインビーナス 

夢いっぱいＮｏ２ 



川原湯温泉の新名所 
八ッ場ダムサイトに大露天風呂が完成 

夏はWater Run！？新！湯かけ祭り登場！ 

湯量豊富な川原湯温泉の新名物を作ります！ 
年間を通してぐんまちゃんから流れ出る観光放流
を楽しみながら新しい大露天風呂を完成させま
す！ 
そして夏には伝統の「湯かけ祭り」をリメークした 
今若者に大人気の「Water Run」が湯かけ祭りとコ
ラボレーション？友達や家族と一緒に水鉄砲で温
泉をかけ合おう！美肌効果もあり！ 
私たち女子大生の大胆なご提案です。 イメージ：湯原温泉 

http://www.yubara.com/ 

 

イメージ：湯かけ祭り 
http://www2.gunmabunkazigyodan.or.jp/cgi-bin/item.php?id=515 

湯かけ祭りが 
 大変身！？ 

夢いっぱい 

No.3 

イメージ：ウォータ―ラン 
  http://waterrun.jp/ 

× 
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私たちが考える「八ッ場ウォ―ターランド構想」とはダムの水辺を斬
新なアイデアで活用するプランです！川原湯温泉に宿泊者を拡大
をさせるために日本初のナイトイベントを開催します！内容は、ダム
サイトの壁面（290.8メートル）を大型スクリーンに見立て映画を放
映します。ダムサイトにある川原湯温泉の新名物大露天風呂から
映画を鑑賞します。さらに地元の酒蔵である「浅間酒造」の地ビー
ルやワイン、ここでしか飲めない秘酒を温泉に浸かりながら味わう

ことが出来る、新発想の日本一のインフラ観光です！ 

イメージ：JAWS 

イメージ：ダム水辺で地酒を楽しむ 
http://asama-sakagura.co.jp/ 

夢いっぱいNo.４ 

  八ッ場ウォーターランド構想 
 日本初、露天風呂＆湯上映画鑑賞 

   ダムの壁面が巨大スクリーンに！ 
 地酒×ビア！？やんば de ビアスパ！！ 

http://tabi-labo.com/282150/cinema-on-the-water 
イメージ：湯原温泉 

イメージ：テキサス州 水上映画館 
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女子大生が提案する八ッ場ダム 
日本一のインフラツーリズム開発計画による経済効果 

建設中 

産官学連携を通して 

長野原町全体と学生が
協力し、活気あふれる 
長野原町を目指します！ 

完成 今後 H２９ H３１ 

直接効果 

約１７億円  

²第１次経済波及効果 

約１５億円 
²第２次経済波及効果 

約８億円 

観光客 

6,000人⇒６０,０００人に！ ・観光入客込数 60,000人（うち日帰り40,000人、
うち宿泊客数20,000人とする） 
→¹観光消費額 {宿泊客数20,000人×1人当た
りの消費額（宿泊費+交通費+飲食費+お土産
代 計35,000円）}＝合計 700,000,000円 
{日帰り40,000人× 1人当たりの消費額（交通
費+飲食費+お土産代 計25,000円）} 

=合計1,000,000,000円       

   経済波及効果 

約４０億円 

八ッ場ダム日本一のインフラツーリズム 
開発計画による経済効果試算 

参考文献：¹ 観光庁「統計情報 旅行観
光消費動向調査 」（平成28年集計結
果）²総務省「経済波及効果を計算し
てみましょう」（平成23年産業連関表） 
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長野原町の方々全員が 
「この町に八ッ場ダムが出来て良かった」 

と言われるまで今後も全力で取り組んで行きます！！ 

まとめ 
今回の私たちのプロジェクトで、完成を２年半後に控えている八ッ場ダムを日本一のインフラ観光の 
舞台に成長させ、長野原町の地域活性化に繋げます。この企画を通して見つかった様々な課題を、 
私たちは徹底分析・解決し、八ッ場ダムや長野原町全体を世界モデルへと育成していきます。 
5年後、10年後も愛される街にするために考えた新しい5つのプロジェクトを始動し、町長推進の『ALL長

野原町』を実現していきます！この夏キックオフしたばかりの「ノンフィクション」のドラマを、私たち女子
大生の力で最高のハッピーエンドにします！ 

私たちにこのような機会を与えて下さった長野原町萩原町長はじめ、八ッ場ダム工事事務所や関係者
の方々、そして関東学生まちづくり協議会の関係者の方々、最後に親身になりご指導して下さった篠原
先生に心より御礼申し上げます。 



38 ご清聴ありがとうございました 


