
ダム周辺で行われるイベント一覧【H27.6】

都道府県 見学ダム 開催時期
企画会社

問い合わせ先
イベント内容 ＨＰアドレス

北海道 岩尾内ダム
平成27年7月19日

（予定）

主催：岩尾内湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：北海道開発局旭川開発建設
部名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所　管
理係
TEL：0165-28-2301

【第38回岩尾内湖水まつり】
未定

岩尾内ダム管理支所
http://www.as.hkd.mlit.go.jp/iwaodam/

北海道 二風谷ダム 平成27年7月25日
主催：室蘭開発建設部　二風谷ダム管理所
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262

【「森と湖に親しむ旬間」二風谷ダムフェスタ】
二風谷ダム見学、流木工作ほか

室蘭開発建設部
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

北海道 豊平峡ダム 平成27年7月28日

主催：国土交通省　北海道開発局　札幌開
発建設部　豊平川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：豊平川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：０１１-５８３-８１１０

【豊平峡ダム見学デー】
ダム見学、ダム放流を目前で体験他

豊平川ダム統合管理事務所
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/event/index_2015.html
（６月下旬より予定）

北海道 札内川ダム 平成27年7月5日
問い合わせ先：札内川ダム管理支所
TEL：0155-69-4666

【札内川ダム特別解放】
ダム見学、発電所見学

札内川ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/satsudam_hp/index.ht
m

北海道 美利河ダム
平成27年7月下旬

（予定）

主催：ピリカまつり実行委員会
問い合わせ先：美利河ダム管理支所　管理
係
TEL：0137-83-7335

【ピリカまつり】
ダム見学会、ダム湖カヌー体験、マラソン大会、木工体
験、旧石器文化体験など　※内容は変更の場合あり

美利河ダム管理支所
http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/water/pirika/index.html

北海道 金山ダム 平成27年7月26日

主催：かなやま湖太陽と森と湖の祭典実行
委員会
問い合わせ先：NPO法人南富良野まちづ
くり観光協会
TEL:0167-39-7000

【かなやま湖湖水祭り】
ダム見学、ステージショー

NPO法人　南富良野まちづくり観光協会
http://www.minamifurano.jp/

北海道 鹿ノ子ダム
平成27年7月26日

（予定）

主催：おけと湖水まつり実行委員会（置戸
町・鹿ノ子ダム管理支所・網走中部森林管
理署・置戸町観光協会）
問い合わせ先：置戸町役場産業振興課商工
観光係
TEL：0157-52-3313

【おけと湖水まつり】
ダム見学、流木アート体験、コンサート、Eボート試乗
等

鹿ノ子ダム管理事務所
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/kanoko/

北海道 上ノ国ダム 平成27年6月27日
主催：「上ノ国ダム水と緑に親しむ親子の
つどい」実行委員会

【上ノ国ダム水と緑に親しむ親子のつどい】
ダムの話、森の生き物の話、渓流釣り体験

北海道　函館建設管理部　江差出張所
http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn-
hakdg/contents/chisui/KaminokuniDam_Webpage/

北海道 様似ダム
平成27年7月11日

～12日

主催：様似町子ども会育成連絡協議会
問い合わせ先：様似町教育委員会生涯学習
課社会教育係
TEL：0146-36-2521

【親しもう僕とわたしの様似ダム「ふれあい少年少女
キャンプ大会」】
ダム説明、魚釣り、木工教室、川遊び、ゲーム大会

北海道 浦河ダム 平成27年7月19日

主催：浦河町子ども会育成団体連絡協議会
問い合わせ先：浦河町教育委員会社会教育
課
TEL：0146-22-5000

【アドベンチャーｉｎうらら湖】
ダム説明、釣り大会、木工教室、ヤマベ稚魚放流

北海道 小平ダム
平成27年7月25日

（予定）

主催：おびらしべ湖森と湖に親しむつどい
実行委員会
問い合わせ先：留萌建設管理部事業室地域
調整課
TEL：0164-42-8352

【おびらしべ湖森と湖に親しむつどい】
ダム堤体監査廊見学会、クイズ、小平太鼓演奏、ゲーム
大会、手打ちそば販売ＰＲ，もちまき大会、バルーン
アート体験、食品販売

北海道 新中野ダム 平成27年7月29日

主催：北海道
後援：函館市、(社)北海道土木協会、函館
市企業局
協賛：（財）函館市住宅都市施設公社

【第２9回「水と緑の祭典」】
ダム・森林見学、花植え、記念工作、サクラマス稚魚放
流

北海道 庶路ダム 平成27年10月予定
問い合わせ先：白糠町役場企画財政課内
ぐるっと庶路ダム紅葉ウオーク事務局
TEL：0164-42-8352

【第11回ぐるっと庶路ダム紅葉ウオーク】
ウオークは次の２種目とする。
紅葉の時季にダム湖周辺の大自然を満喫しながら、マイ
ペースでウオークを楽しむ。
Ａコース（一般） １３．２ｋｍ
Ｂコース（ハード） １６．８ｋｍ

釧路総合振興局
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp/kk/kkk/jigyougai
you/kasenjigyou_f.htm
白樺町役場企画財政課
http://www.town.shiranuka.lg.jp/web/PD_Cont.nsf/0/8
6A5F1AE63651CAB49257A70002F8140?OpenDocumen
t

岩手県 四十四田ダム 平成27年7月26日

主催：盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
実行委員会
問い合わせ先：盛岡市市民部スポーツ推進
課
TEL：019-651-4111

【第39回盛岡・北上川ゴムボート川下り大会】
ゴムボートに２人ペアで乗船し、ダム地点をスタートと
し北上川を１１ｋｍ下る。（タイムレースは約8㎞）
なお、今年度は参加艇数と人数のギネス記録に挑戦予
定。

昨年度の実行委員会公式サイト
http://kawakudari-morioka.jp/

岩手県 御所ダム 平成27年7月26日

主催：つなぎ温泉観光協会・御所湖まつり
実行委員会
問い合わせ先：つなぎ温泉観光協会
TEL：019-689-2109

【第３４回盛岡つなぎ温泉御所湖まつり】
花火大会、つなぎ伝統さんさ他

岩手県 田瀬ダム
平成27年7月下旬

～8月上旬

主催：北上川ダム統合管理事務所　田瀬ダ
ム管理支所、岩手南部森林管理署　遠野支
署、電源開発(株)　東和電力所
問い合わせ先：田瀬ダム管理支所
TEL：0198-44-5211

【田瀬ダム・森林探検隊】
ダム探検、発電所探検、森林探検

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

岩手県 田瀬ダム
平成27年7月25日

～26日

主催：田瀬湖湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：花巻市　東和総合支所
TEL：0198-42-2110

【田瀬湖湖水まつり】
１日：花火大会、ヨット・カヌー・Ｅボート体験
２日：Ｅボートレース、モーターボート遊覧、親子釣り
大会

花巻観光協会
http://www.kanko-
hanamaki.ne.jp/marugoto/detail.php?p=64

岩手県 田瀬ダム 平成27年7月26日

主催：柏木平リバーサイドまつり実行委員
会
問い合わせ先：遠野市　宮守総合支所　地
域振　　興課
TEL：0198-67-2111

【柏木平リバーサイドまつり】
魚つかみとり、ちびっこ宝さがし、ぽにーふれあい広
場、など

遠野市観光協会
http://www.tonojikan.jp/events/detail/79

岩手県 湯田ダム 平成2７年７月下旬

湯田ダム水源地見学ツアー実行委員会
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務
所・湯田ダム管理支所
TEL：0197-74-2011

【湯田ダム水源地見学ツアー】
ダム施設見学、発電所施設見学、親水体験など

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

岩手県 胆沢ダム
平成27年7月4日

～5日

問い合わせ先：希望郷いわて国体・希望郷
いわて大会実行委員会

TEL：019-629-6486

【希望郷いわて国体競技別リハーサル大会】
カヌーのプレ大会を実施

希望郷いわて国体・希望郷いわて大会
http://www.iwate2016.jp/kokutai

岩手県 胆沢ダム 平成27年7月下旬
問い合わせ先：胆沢ダム管理支所 管理第
一係
TEL：0197-49-2981

【胆沢ダムふれあい祭り（仮）】
ゲート室などのダム見学、管理支所展望台の開放

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/
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宮城県 鳴子ダム 平成27年7月下旬

主催：鳴子ダム「森と湖に親しむ旬間」行
事実行委員会
問合せ先：鳴子ダム管理所管理係
TEL：0229-82-2341

【あつまれ！鳴子ダム】（予定）
親子木工教室、ダム探検ツアー、森とあそぼう！、手作
り体験、スナックゴルフ

鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/

宮城県 釜房ダム 平成27年7月下旬

主催：水・森・人in釜房２０１５実行委員
会
問い合わせ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

【わく・ドキ　釜房ダム】
ダム見学、湖上巡視体験　等

釜房ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

青森県 浅瀬石川ダム 平成27年6月6日

主催：（一社）青森県サッカー協会キッズ
委員会
問い合わせ先：南黒地区キッズ委員会
TEL：090-3362-0408

【JFAキッズサッカーフェスティバル2015あおもりin
虹の湖公園】
サッカーを通して身体を動かすことの楽しさや喜びを体
感してもらいながら、サッカーの普及・浸透を図る

青森県サッカー協会キッズ委員会
http://www.maru-navi.net/afa-kids

青森県 浅瀬石川ダム 平成27年6月14日
主催：こけし駅伝大会事務局
問い合わせ先：津軽伝承工芸館
TEL：0172-59-5300

【こけし駅伝大会】
市内の部とオープンの部が設けられ、職場、地域、中学
生のチームや、各地の走友会などが参加。ダム直下流の
温湯・落合・板留の各温泉などを巡り、再び津軽伝承工
芸館を目指す。

黒石市（津軽伝承工芸館）
www.city.kuroishi.aomori.jp

青森県 浅瀬石川ダム
平成27年7月26日

（予定）

主催：浅瀬石川ダム「ダム湖ふれあい
デー」実行委員会
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理所　管理
係
TEL：0172-54-8782

【ダム湖ふれあいデー】
ダム見学、資料館見学、巡視船による湖面巡視体験、カ
ヌーによる湖面巡視体験、フィールドイベント、縁日イ
ベント等

浅瀬石川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html

青森県 浅瀬石川ダム 平成27年8月9日
主催：虹の湖ロックフェスティバル事務局
問い合わせ先：サウンドスタジオPLUS
TEL：0172-55-0045

【虹の湖ROCK FESTIVAL（虹の湖公園）】
ダム湖岸の道の駅「虹の湖公園」野外ステージでのロッ
クフェスティバル

サウンドスタジオPLUS
http://www.nijirockfes.jp/
Facebook
http://www.facebook.com/nijifestival

宮城県 七ヶ宿ダム 平成27年7月下旬

主催：七ヶ宿ダム管理所
協力：ＮＰＯ法人「水守の郷　七ヶ宿」
問い合わせ先：七ヶ宿ダム管理所管理係
TEL：0224-37-2122

【七ヶ宿ダム水源地域体験学習会】
ダム施設見学、Ｅボートを利用した湖面巡視体験、ダム
堤体クライミング

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/

福島県 三春ダム 平成27年6月14日
主催：さくら湖マラソン大会実行委員会
問い合わせ先：三春交流館「まほら」内
TEL：0247-62-3837

【マラソン大会】
三春町
http://www.town.miharu.fukushima.jp

福島県 三春ダム 平成27年7月26日
主催：森と湖実行委員会
問い合わせ先：三春ダム管理所
TEL：0247-62-3145

【さくら湖自然教室】
自然観察会、ダム見学

三春ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

山形県 月山ダム 平成27年7月26日
問い合わせ先：月山ダム管理事務所
TEL：0235-54-6711

【月山ダムの集い】（森と湖に親しむ旬間イベント）
・月山ダム堤体内見学、・あさひ月山湖湖面巡視体
験、・月山発電所見学　等

月山ダム管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html

福島県 摺上川ダム
平成27年7月25日

（予定）

主催：NPO法人いいざかサポーターズク
ラブ
問い合わせ先：NPO法人いいざかサポー
ターズクラブ
TEL：024-529-6125

【前夜祭　第9回摺上川ダム茂庭っ湖まつり】
カヤック体験、SUP体験、ヨガ体験、スラックライン、
花火大会、他

福島県 摺上川ダム
平成27年7月26日

（予定）

主催：「摺上川ダム茂庭っ湖まつり｣実行
委員会
問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
TEL：024-596-1275

【第9回摺上川ダム茂庭っ湖まつり】
ダム施設〔監査廊等）の一般公開、カヤック体験、SUP
体験、各種出展

摺上川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/

秋田県 森吉山ダム 平成27年6月28日

主催：森吉山ダム水源地域ビジョン実行委
員会
問い合わせ先：森吉山ダム広報館
TEL：0186-84-8590

【森吉四季美湖カヌーまつり】
ダム見学会、ダム堤体のぼり、カヌー体験、カヌーマラ
ソン、ステージイベント

森吉山ダム広報館
http://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kan
kou_shisetsu/
森吉山ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j75301/noshiro/kasen
/moriyoshi/

岩手県 綱取ダム
平成27年7月29日

主催者：盛岡地区分科会
問い合わせ先：綱取ダム管理事務所
TEL：019-654-4055

【「森と湖・Ｉｎ綱取」2015！】
植物観察と森林浴、木工教室、魚のつかみどり、ダム施
設見学会、ダム湖巡航

綱取ダム管理事務所
www.pref.iwate.jp/morioka/tsunatori/index.html

岩手県 滝ダム
平成27年7月25日
平成27年8月2日

主催者：久慈地区分科会
問い合わせ先：滝ダム管理事務所
TEL：0194-59-3838

【滝ダム施設公開（7月25日）】
ダム施設見学、滝発電所公開
【長内川川まつり（8月2日）】
イワナのつかみとり、カヌー・カヤック体験

滝ダム管理事務所
www.pref.iwate.jp/kenpoku/taki/index.html

岩手県 入畑ダム 平成27年7月25日

主催者：北上地区分科会
問い合わせ先：北上土木センター治水環境
課
TEL：0197-65-2738

【遊・YOU・入畑・2015！】
湖面パトロール、四会場スタンプラリー（入畑ダム、入
畑発電所、岩手中部浄水場、夏油高原）

北上土木センター　治水環境課
www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/011361.html

岩手県 早池峰ダム 平成27年7月30日

主催者：花巻地区分科会
問い合わせ先：花巻土木センター治水環境
課
TEL：0198-22-4971

【第22回「早池峰ダム」森と湖に親しむ子どもまつり】
ダム堤体及び発電所公開、湖面パトロール、木工細工教
室、魚のつかみどり、稚魚放流、ダムライトアップ

花巻土木センター　治水環境課
www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/011352.html

岩手県 日向ダム 平成27年7月25日
主催者：釜石地区分科会
問い合わせ先：沿岸広域振興局河川港湾課
TEL：0193-25-2714

【日向ダム湖畔の集い】
ダム施設公開、木工教室、ダム湖面パトロール、ダムラ
イトアップ

沿岸広域振興局　河川港湾課
www.pref.iwate.jp/engan/doboku/index.html

岩手県 鷹生ダム 平成27年7月26日

主催者：大船渡地区分科会
問い合わせ先：大船渡土木センター河川港
湾課
TEL：0192-27-9919

【五葉湖畔の集い「げんきです！水の緑の鷹生ダム」】
ダム施設見学、ボート体験、木工教室、森の工作館・エ
コカーゴ展示、グラウンドゴルフ大会、気仙スギ積み木
競争、魚のつかみどり、クッブ体験

大船渡土木センター　河川港湾課
www.pref.iwate.jp/soshiki/engan/010334.html

岩手県 遠野第二ダム 平成27年7月26日

主催者：遠野地区分科会
問い合わせ先：遠野土木センター工務課
TEL：0198-62-9938

【森と湖に親しむ「遠野第二ダム」の集い・2015】
ダム施設見学、ダム湖巡視体験、木工教室、ひとふでん
ず（建設機械などの絵を一筆書きする）

遠野土木センター　工務課
www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan/011358.html

宮城県 漆沢ダム 平成27年7月19日

主催：漆沢地域活性化計画懇談会（漆沢地
区青年部・婦人部）・加美町・林野庁宮城
北部森林管理署・宮城県大崎地方ダム総合
事務所（共催）大崎地域水管理協議会
問い合わせ先：加美町企画財政課
ＴＥＬ：0229-63-3115
宮城県大崎地方ダム総合事務所
ＴＥＬ：0229-63-2845

【第２２回水と森と風のくにまつり】
漆沢ダム見学、大声大会、スタンプラリー大会、木好
（木工）工作、丸太切り体験、輪投げ、イワナつかみ取
り及び試食、スイカ割り、カブトムシプレゼント及びお
楽しみ抽選会、パネル展、漆沢ダムで作った炭無料配布
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宮城県
花山ダム
小田ダム

平成27年9月16日

主催及び共催：迫川上流地区管理体制整備
推進協議会（宮城県・栗原市・宮城県土地
改良事業団体連合会）・迫川上流土地改良
区・真坂土地改良区
問い合わせ先：迫川上流土地改良区
ＴＥＬ：0228-32-7181

【伊豆野堰祭り】
迫川の歴史等についての学習会、ダムの見学会

宮城県 長沼ダム
平成27年8月1日

～31日

主催：長沼はすまつり実行委員会
問い合わせ先：登米市観光物産協会
ＴＥＬ：0220-52-4648

【長沼はすまつり】
長沼湖面に咲く、はす鑑賞のための小型遊覧船の運行

宮城県 長沼ダム 平成27年8月13日
主催：長沼花火実行委員会
問い合わせ先：登米市経済産業部商工観光
課　　　　ＴＥＬ：0220-34-2734

【ふるさと花火in長沼】
長沼の湖面にうつる内陸では珍しい水中・水上スターマ
イン等の花火大会

宮城県 長沼ダム 平成27年9月20日
主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
問い合わせ先：登米市体育館
ＴＥＬ：0220-22-2323

【長沼レガッタ】
長沼湖面に設置された日本ボート協会A級コースを利用
した一般参加型漕艇競技大会

山形県 綱木川ダム 平成27年7月26日
主催：山形県
問い合わせ先：置賜総合支庁河川砂防課
TEL：0238-26-2231

【綱木川ダム探訪　親子体験学習】
ダム見学、湖面巡視体験

福島県 日中ダム
平成27年７月２５日
又は８月１日のどち

らか１日

主催：日中ひざわ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：大峠・日中総合管理事務所
（日中ダム管理所）
TEL：0241-36-2014

【日中ひざわ湖まつり】
ダム監査廊見学、ダム操作室見学、ひざわ湖巡視体験、
ほか

日中ダム管理所
http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec/41353a/nittyuutop
.html

福島県 こまちダム 平成27年9月6日
主催：こまちダムまつり実行委員会
問い合わせ先：三春土木事務所業務課
TEL：0247-62-3151

【こまちダムまつり】
ダム施設見学、湖面巡視体験、スタンプラリー、地元出
店食べ物コーナー

三春土木事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/komachi.h
tml

福島県 小玉ダム 平成27年7月26日
主催：小玉ダム管理事務
問い合わせ先：小玉ダム管理事務
TEL：0246-83-2861

【小玉ダム体験ツアー】
ダム見学、ダム湖巡視体験

小玉ダム管理事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41380a/kodamada
m-top.html

福島県 四時ダム 平成27年7月26日
主催：四時川流域ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所
TEL：0246-63-2155

【四時ダムまつり】
監査廊見学、貯水池巡視体験、ステージイベント、フ
リーマーケット、ほか

鮫川水系ダム管理事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41383a/

栃木県

川俣ダム
川治ダム

湯西川ダム
五十里ダム

平成27年7月26日

主催：「森と湖に親しむ旬間」鬼怒川実行
委員会
問い合わせ先：鬼怒川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：028-661-1342

ダム見学会
鬼怒川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成27年7月25日

～26日

主催：相模川水系広域ダム管理事務所
問い合わせ先：広域水管理課
TEL：046-281-6911

【森と湖に親しむ旬間】
観光放流、堤体内見学
（H26年度の様子）
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/sagami00326.ht
ml

相模川水系広域ダム管理事務所
  http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成27年8月15日

（予定）
未定 花火大会（宮ケ瀬湖畔園地） 未定

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成27年8月22日
～23日（予定）

公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
宮ヶ瀬水の郷観光協同組合

宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソン http://miyagaseko24h.jp/index.shtml

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成27年9月20日

（予定）
未定 宮ヶ瀬フェスタ２０１５夏の陣 未定

栃木県 松田川ダム 平成27年6月14日

主催：公益財団法人足利市みどりと文化・
スポーツ財団／足利市
問い合わせ先：花とみどりの課
TEL：0284-40-1787

【松田川ダムふれあいフェスティバル】
ふれあいコンサート、マスのつかみ取り、自然観察会、
ヨガ教室、工作教室、ジョギング教室

公益財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財団
http://midori.ashikaga-mbs.or.jp/

群馬県 道平川ダム 平成27年7月26日
主催：群馬県富岡土木事務所
問い合わせ先：群馬県富岡土木事務所
TEL：0274-63-2255

【道平川ダム施設見学会】
ダム施設見学

富岡土木事務所
http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/chiiki/tomioka/in
dex.htm

群馬県 四万川ダム 平成27年7月26日

主催：四万温泉協会
共催：群馬県中之条土木事務所
問い合わせ先：四万温泉協会
TEL：0279-64-2329

【奥四万湖散歩ツアー】
奥四万湖一周散歩（自然観察）、奥四万湖湖上散歩（カ
ヌー体験）、ダム施設見学

群馬県 桐生川ダム 平成27年7月26日
主催：群馬県桐生土木事務所
問い合わせ先：群馬県桐生土木事務所
TEL：0277-53-0121

【桐生川ダム施設見学会】
ダム施設見学

埼玉県 有間ダム 平成27年8月2日
主催：飯能市
問い合わせ先：環境緑水課　自然環境担当
TEL：042-973-2125

【夏休み親子水辺教室】
　ダム施設見学等
（定員：30人　事前申込必要）
（対象：飯能市内在住の小学生と保護者）

飯能市
http:/www.city.hanno.saitama.jp/

埼玉県 有間ダム 平成27年9月12日

主催：飯能市
問い合わせ先：水道業務課　庶務・料金担
当
TEL：042-973-3661

【水道サポーター事業】
　源流と有間ダム見学
 (定員：１５組)
 (対象：飯能市内在住の小学生と保護者)

飯能市
http:/www.city.hanno.saitama.jp/

埼玉県 合角ダム外 平成27年8月29日
主催：秩父４ダム連携推進協議会
問い合わせ先：荒川ダム総合管理所
TEL：0494-23-1431

【秩父４ダム探検隊が往く】
秩父４ダム（浦山、二瀬、滝沢、合角）の見学

水資源機構 荒川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html
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千葉県 亀山ダム
平成27年8月1日
雨天の場合
平成27年8月9日

主催：亀山湖上祭・君津市民花火大会実行
委員会　君津ふれあい祭実行委員会
問い合わせ先：君津市観光協会亀山支部
TEL：0439-39-2535

【第３５回亀山湖上祭・君津市民花火大会】
ステージショー、湖上安全祈願祭、花火大会

http://www.kazusakameyama.com/

神奈川県 三保ダム 平成27年7月19日

主催：山北町
問い合わせ先：生涯学習課生涯学習スポー
ツ班
TEL：0465-75-3649

【第15回カヌーマラソンＩＮ丹沢湖】
１０ｋｍコース、５ｋｍコース

山北町
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

神奈川県 三保ダム 平成27年8月10日
主催：山北町
問い合わせ先：商工観光課
TEL：0465-75-3646

【第33回丹沢湖花火大会】
各種イベントあり

山北町
http://www.town.yamakita.kanagawa.jp/

山梨県 広瀬ダム 平成27年8月16日
主催：山梨市源流まつり実行委員会
問い合わせ先：山梨市役所　観光課
TEL：0553-22-1111（代）

【笛吹川源流まつり】
ステージショー、魚のつかみ取り、ボート乗船、探検ツ
アー等

山梨市役所
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

新潟県 大石ダム 平成27年7月25日
主催：おおいしダム湖畔まつり実行委員会
問い合わせ先：大石ダム管理支所
TEL：0254-64-2251

【おおいしダム湖畔まつり】
ウォーキングラリー、カヌー体験、大石ダム見学、大石
発電所見学、フリーマーケット、ステージイベント、魚
のつかみ取り、木工教室

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/ooishi/i
ndex.html

長野県 大町ダム
平成27年7月18日

（予定）

主催：高瀬渓谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2015実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷フェスティバル２０１５】
ダム内部見学、湖面巡視体験、丸太切り体験、木工品作
り、スタンプラー、砂防事業パネル・模型展示、サンド
アート作り、ペンダント作り等を予定

大町ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/

福島県 大川ダム 平成27年8月1日

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
問い合わせ先：阿賀川河川事務所
　　　　　　　大川ダム管理支所
TEL：0242-92-2839

【若郷湖さわやかフェスティバル2015】
ダム見学会、湖面巡視体験、魚つかみ取り体験、下郷発
電所見学会、和太鼓・よさこい

阿賀川河川事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/

新潟県 三国川ダム 平成27年5月31日

主催：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
共催：三国川ダム管理所、しゃくなげ湖畔
開発公社　後援：南魚沼市教育委員会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：025-774-2200

【しゃくなげ湖畔新緑ウォークと花植えボランティア】
ダム湖周辺の散策、プランターの花植え

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

新潟県 三国川ダム
平成27年7月28日

（予定）

主催：しゃくなげ湖祭り実行委員会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：025-774-2200

【しゃくなげ湖祭り】
三国川ダム操作室及び監査廊案内、野外ステージイベン
ト、魚のつかみ取り、巡視船乗船

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

山形県 横川ダム 平成27年8月2日

主催：横川ダム水源地域ビジョン推進会
問い合わせ先：小国町役場　総務企画課、
TEL:0238-62-2264
北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 横川
ダム管理支所 TEL:0238-65-2363

【白い森おぐに湖体験】
ダム見学、パークゴルフ体験教室、カヌー体験、森林林
業トレッキング、クライミングウォ－ル体験教室、木工
クラフト体験、ツリーイング体験、そば打ち体験、釣り
堀

横川ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/yokoka
wa/index.html

岐阜県 小里川ダム 平成27年7月26日
主催：小里川ダム管理支所
TEL：0573-59-0056

ダム堤体内等の見学
小里川ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

岐阜県
愛知県

小里川ダム
丸山ダム
矢作ダム

阿木川ダム
大井ダム

平成27年7月29日

主催：小里川ダム管理支所・矢作ダム管理
所・丸山ダム管理所・（独）阿木川ダム管
理所
問い合わせ先：小里川ダム管理支所　外
TEL：0573-59-0056　外

日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水系の複数ダムを見学
するツアー

小里川ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

長野県 小渋ダム 平成27年8月1日
主催：天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88-3729

【小渋ダム開放ＤＡＹ】
小渋ダム開放（自由見学）、パネル等展示

天竜川ダム統合管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

愛知県 新豊根ダム 平成27年7月7日

主催・問い合わせ先：
　浜松河川国道事務所　新豊根ダム管理支
所
TEL：0536-85-1336

【１日ダム大学】
豊根小学校の児童を招いて、新豊根ダムの見学会を実施

新豊根ダム管理支所（浜松河川国道事務所）
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/inde
x.html

愛知県 新豊根ダム 平成27年7月25日

主催・問い合わせ先：
　浜松河川国道事務所　新豊根ダム管理支
所
TEL：0536-85-1336

【森と湖に親しむ旬間　新豊根ダム一般公開】
ダム見学、湖面巡視体験、DVD（ダム建設時）の上映、
流木チップ化実演・配布（予定）

新豊根ダム管理支所（浜松河川国道事務所）
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/inde
x.html

静岡県 長島ダム H27.8.1

主催：長島ダム管理所
共催：長島ダム水域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理事務所
TEL：0547-59-1021

【森と湖に親しむ旬間】
通常ダム見学、湖面巡視体験、語り部による講話
（仮）、ダムナイトツアー（仮）など

長島ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/index.html

長野県 美和ダム 平成27年7月25日

主催：天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
総務課
TEL：0265-88-3729

【森と湖に親しむ旬間イベント】
ダム探検ツアー、湖面巡視体験

天竜川ダム統合管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/

岐阜県 横山ダム 平成27年7月25日
主催・問い合わせ先：木曽川上流河川事務
所　横山ダム管理支所
TEL：0585-52-2211

ダム見学、ダム建設当時のビデオ放映　ほか
木曽川上流河川事務所　横山ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/index.html

岐阜県 丸山ダム
平成27年8月上旬

（予定）
主催・問い合わせ先：丸山ダム管理所
TEL：0574-43-1108

【丸山ダム蘇水湖まつり】
ダム見学、湖面巡視体験

丸山ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/index.html

京都府 天ヶ瀬ダム 平成27年7月26日

主催：（公社）宇治市観光協会
問い合わせ先：宇治観光ボランティアクラ
ブ
TEL：0774-22-5083

【行ってこ！見てこよ！天ヶ瀬ダムと地下トンネル】
宇治川沿いを散策しながら、関西電力天ヶ瀬発電所、
天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬再開発トンネルの見学を実施

淀川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/yodoto/

奈良県 大滝ダム 平成27年7月26日

主催：紀の川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：紀の川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：0747-25-3013

【大滝ダム体験ツアー】
森と湖に親しむ旬間（奈良県山の日・川の日）に関連づ
けた大滝ダムの見学会

紀の川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/
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福井県 真名川ダム 平成27年7月25日

主催：森と湖に親しむ旬間行事運営連絡会
問い合わせ先：森と湖に親しむ旬間運営連
絡会事務局（九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：0779-66-5300（代））

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学会、ダムなどのパネル展示、流木などの工作教
室
、流木等の無料配布

九頭竜川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

福井県 九頭竜ダム 平成27年7月26日

主催：森と湖に親しむ旬間行事運営連絡会
問い合わせ先：森と湖に親しむ旬間運営連
絡会事務局（九頭竜川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：0779-66-5300（代））

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学会、ダムなどのパネル展示
流木などの工作教室、流木等の無料配布、水上巡視体験
ダム

九頭竜川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kuzuryu/

奈良県 天理ダム 平成27年7月26日

主催：天理ダム管理センターあおがき探検
隊事務局
問い合わせ先：天理ダム管理センター
TEL：0743-63-2505

【第１６回あつまれ！あおがき探検隊】
ダム堤内部見学、リバーウォッチング、展示等

岡山県 （苫田ダム） 平成27年8月1日

主催：鏡野町
問い合わせ先：鏡野町産業観光課
TEL：0868-54-2987
FAX：0868-54-3662
※苫田ダム管理所は共催

【鏡野町大納涼祭】
･花火大会
･物産展
･苫田ダム管理所による奥津湖遊覧船体験

鏡野町役場
http://www.town.kagamino.lg.jp/

岡山県 （苫田ダム）
平成27年8月22日

～23日

主催： 岡山県スキー連盟・ローラース
キーかがみの大会実行委員会
問い合わせ先：鏡野町教育委員会 生涯学
習課
全日本選抜ローラースキーかがみの大会事
務局
TEL：0868-54-7733
FAX：0868-54-3335
※苫田ダム管理所は共催

【第１０回 全日本選抜ローラースキーかがみの大会】
･奥津湖畔におけるローラースキー大会

第１０回全日本選抜ローラースキーかがみの大会
http://kagamino-marathon.com/

広島県 温井ダム 平成27年9月20日

主催：安芸太田しわいマラソン実行委員会
問い合わせ先：川・森・文化・交流セン
ター
TEL：0826-22-2126

【しわいマラソン】
温井ダムをスタート地点・ゴール地点とした100ｋｍ，
88ｋｍのウルトラマラソン

第6回 安芸大田しわいマラソン2015
http://www.shiwai-m.com/

広島県 土師ダム 平成27年8月末日
主催・問い合わせ先：安芸高田市商工観光
課
ＴＥＬ：0826-47-4024

【第１２回　安芸高田市花火大会】
約2、000発の花火

安芸高田市HP
http://www.akitakata.jp/ja/

広島県 八田原ダム
平成27年7月12日

（予定）

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議
会
問い合わせ先：八田原ダム管理事務所
TEL：0847-24-0490

【夢吊橋サマーフェスタ2015】
ダム見学（堤体内部）、ダム湖クルージング

八田原ダム管理事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/hattabara_page_00.
htm

広島県 灰塚ダム 平成27年7月下旬
主催・問い合わせ先：灰塚ダム管理支所
TEL：0824-44-4360

【ウェットランド笑湖（エコ）楽校】
ダム周辺湿地帯の生物観察
【灰塚ダム探検ツアー】
ダム見学

三次河川国道事務所　灰塚ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/haizuka/index.html

山口県 島地川ダム 平成27年7月下旬

主催：島地川ダム周辺環境整備地区管理協
議会
問い合わせ先：周南市役所新南陽総合支所
地域政策課
TEL：0834-61-4108

【森と湖に親しむ集い】
ダム堤体内見学、水生生物調査、アマゴ放流

周南市役所新南陽総合支所　地域政策課
http://www.city.shunan.lg.jp/section/si-chiiki/index.jsp

島根県 志津見ダム 平成27年6月14日
主催：東三瓶ポピー祭り実行委員会
問い合わせ先：飯南町産業振興課
TEL：0854-76-2214

【ポピーまつり】
ダム見学、湖面巡視体験等

飯南町さとやまにあ
http://www.satoyamania.net/

鳥取県 殿ダム 平成27年8月2日
主催・問い合わせ先：殿ダム管理支所
TEL：0857-58-0581

【森と湖に親しむ旬間【殿（との）ダム　】
ダム見学、湖面巡視体験、ケーブルカー開放等

殿ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/

香川県 門入ダム
平成27年9月頃

（予定）

主催：さぬき市観光協会
問い合わせ先：さぬき市商工観光課
TEL：087-894-1114

【門入よさこい2015】（予定）
よさこい演舞、各種バザー

さぬき市観光協会
http://sanuki-kanko.jp/event

愛媛県 石手川ダム
平成27年7月21日
～31日の間の1日

主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委
員会
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：089-977-0021

【自然と遊ぼDAY！】
生物探検隊、木工品製作、水難救助指導、川と遊ぶ

松山河川国道事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

愛媛県 石手川ダム
平成27年7月21日
～31日の間の2日

主催・問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：089-977-0021

「石手川ダム見学会」
操作室ダム・堤体内の監査廊・ホロージェットバルブか
らの放水などの見学

松山河川国道事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/

愛媛県 野村ダム 平成27年7月下旬
主催：野村ダム管理所
問い合わせ先：野村ダム管理所管理係
TEL：0894-72-1211

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、水生生物調査

野村ダム管理所
http://www.skr.mlit.go.jp/nomura/

愛媛県 野村ダム 平成27年8月中旬
主催：西予市、西予市観光協会野村支部
問い合わせ先：西予市観光協会野村支部
TEL：0894-72-1111

【野村納涼花火大会】
花火大会（約5,000発）

西予市、西予市観光協会野村支部　TEL：0894-72-
1111
https://www.city.seiyo.ehime.jp/
http://www.seiyo1400.jp/

高知県 大渡ダム 平成27年8月16日
主催：仁淀川町茶霧湖まつり実行委員会
問い合わせ先：仁淀総合支所地域振興課
TEL：0889-32-1113

茶霧湖祭り（降雨体験）
仁淀川町
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnK
ey=780

高知県 大渡ダム 平成27年７月下旬
主催・問い合わせ先：大渡ダム管理所
TEL：0889-32-120

森と湖に親しむ旬間（大渡ダム見学）
大渡ダム管理所
http://www.skr.mlit.go.jp/oodo/
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熊本県 竜門ダム
平成27年7月25日

（予定）

主催：班蛇口湖活性化推進協議会
問い合わせ先：菊池市役所　土木課
TEL:　0968-25-7241

【竜門ダムフェスタ】（予定）
ダムのおなか探検、バシャバシャプール、やまめのつか
みどり,ステージイベント等

菊池市役所
http://www.city.kikuchi.lg.jp/

竜門ダム管理支所
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

福岡県 耶馬渓ダム
平成27年8月2日

（予定）

主催：祭り耶馬渓実行委員会
問い合わせ先：山国川河川事務所ダム管理
課
TEL：0979-54-3136

【耶馬渓湖畔まつり】
ダム見学、ダム湖面巡視、水上スキー大会、ステージイ
ベント、打上げ花火

山国川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/yamakuni/
※７月に掲載予定

鹿児島県 鶴田ダム
平成27年7月26日

及び8月23日

主催・問い合わせ先：川内川河川事務所
開発工務課
TEL：0996-22-3271

鶴田ダム再開発事業夏休み見学会
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※７月に掲載予定

熊本県 市房ダム
平成27年7月下旬

～8月上旬
主催・問い合わせ先：水上村教育課
TEL：0966-44-0333

ふるさと塾（カヌー体験）

熊本県 市房ダム 通年
主催・問い合わせ先：水上村企画観光課
TEL：0966-44-0312

市房湖でのカヌーの学校
水上村企画観光課
http://www.vill.mizukami.lg.jp/

沖縄県 大保ダム 平成27年7月11日
主催：大保ダムまつり実行委員会
問い合わせ：大宜味村企画観光課
TEL：0980-44-3007

【第６回　大保ダムまつり】
湖面カヌーツアー、ダム堤内見学会、学習の川遊び、木
工教室、キャンドルナイト等
※キャンドルナイトは大宜味村塩屋湾内で７月４日先行
実施

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 漢那ダム 平成27年7月26日

主催：漢那ダムまつり実行委員会
お問い合わせ先：宜野座村役場　観光商工
課
ＴＥＬ：098-968-5125

「第２２回漢那ダムまつり」
カヌー体験、ダム見学会、植栽体験、親子木工教室等

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 倉敷ダム 平成27年8月2日

主催：倉敷ダム祭り実行委員会
問い合わせ先：沖縄市役所　建設部　建
築・公園課
TEL：098-939-1212（内線2659）

【倉敷ダムまつり】
倉敷ダム植樹祭、ダム施設見学会

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
沖縄県
http://www.pref.okinawa.jp/site/kikaku/chiikirito/damu
maturi.htmll

沖縄県 福地ダム 平成27年8月29日
主催：福地ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：東村役場　企画観光課
TEL：0980-42-2101

【福地ダム夏休み自然体験会】
自然観察船、カヌー体験、自然観察船、ダム施設見学、
福地川川遊び、生き物観察会等

沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

沖縄県 安波ダム 平成27年9月12日
主催：安波ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：国頭村企画商工観光課
TEL：0980-41-2101

【安波ダムくいなまつり】
ダム湖面遊覧、ダム施設見学、ジャングルカヌー、
丸太切り体験等

国頭村役場
http://ｗｗw.vill.kunigami.okinawa.jp/
沖縄総合事務局開発建設
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuumi/
mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/30kouhou/30-1.htm

埼玉県 下久保ダム 平成27年6月28日
主催：下久保ダム管理所
問い合わせ先：下久保ダム管理所管理班
TEL:0274-52-2746

【下久保ダム点検放流】
・４門同時放流
・ドラマ撮影で使用された場所の見学

下久保ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/index.html

埼玉県 下久保ダム
平成27年9月頃

（予定）

主催：下久保ダム管理所
問い合わせ先：下久保ダム管理所管理班
TEL:0274-52-2746

【下久保ダムフラッシュ放流】 下久保ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/index.html

群馬県 草木ダム 平成27年8月15日

主催：草木湖まつり実行委員会
問い合わせ先：
みどり市観光課TEL：0277-76-1270
みどり市商工会東支所TEL：0277-97-
2201

【第38回草木湖まつり】
ステージの各種催し物、マスのつかみ取り、草木ダム探
訪（ダム堤体内外の見学会）の実施。ダム直下からの打
ち上げ花火は迫力満点です。

みどり市
http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/10000
00001013/index.html

埼玉県 浦山ダム 平成27年8月2日

主催：水資源機構荒川ダム総合管理所
共催：秩父市水道部、荒川商工会
問い合わせ先：荒川ダム総合管理所
TEL：0494-23-1431

【水の週間イベント　浦山ダム見学会　～大切な水を知
る一日にしよう～】
浦山ダム内見学、ダム湖巡視体験、フリーマーケットな
ど

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

岐阜県 徳山ダム 平成27年8月3日
主催：徳山ダム管理所
問い合わせ先：徳山ダム管理所総務課
TEL：0585-52-2910

徳山ダム見学会
利水放流ゲート室、監査廊内見学

徳山ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/

岐阜県 阿木川ダム
平成27年8月22日

（予定）

主催：ココロうすおす水と緑と歴史のパ
ティオ推進協議会
問い合わせ先：阿木川ダム管理所
TEL：0573-25-5295

【阿木川サマーフェスティバル】
ダム堤体内見学、湖面巡視体験、さかなの放流、地域物
産販売（テント村）、カヌー体験教室、ミニSL運行　他
（予定）

阿木川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/index.html

三重県 比奈知ダム 平成27年8月2日

主催：木津川ダム総合管理所比奈知ダム管
理所
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
TEL：0595-68-7111

ダムの堤体内部など普段は見られない場所に入れる見学
会

比奈知ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hinati.htm

三重県 青蓮寺ダム

平成27年7月２８日
～8月2７日の毎週火
曜日と木曜日
10:00～11:30
(※8月20日除く）

主催：木津川ダム総合管理所青蓮寺ダム管
理所
問い合わせ先：青蓮寺ダム管理所
TEL：0595-63-1289

モノレールで移動しダムの下流側中腹に設置された
キャットウオークを歩ける体験型見学会
※事前予約必要

青蓮寺ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/syourenji.htm

奈良県 布目ダム 平成27年7月26日

主催：木津川ダム総合管理所布目ダム管理
所
問い合わせ先：布目ダム管理所
TEL：0742-94-0231

ダムの堤体内見学、水生昆虫見学会（要予約）、自転車
テクニックに挑戦、木工教室など地域連携型の見学会

布目ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/nunome.htm

奈良県 室生ダム
平成27年7月20日

9:30～15:30

主催：木津川ダム総合管理所室生ダム管理
所
問い合わせ先：室生ダム管理所
TEL：0745-92-2320

事前予約必要
奈良県山の陽・川の日「あつまれ！水・水探検隊７」
室生ダム＆桜井浄水場施設見学、竜鎮渓谷散策、水質調
査

室生ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/muro.htm



ダム周辺で行われるイベント一覧【H27.6】

都道府県 見学ダム 開催時期
企画会社

問い合わせ先
イベント内容 ＨＰアドレス

兵庫県 一庫ダム 平成27年8月1日

主催：一庫ダム水源地域ビジョン推進協議
会
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：０７２－７９４－６６７１

【流木ペインティング】
流木を素材に思い思いにペインティングを。終了後は会
場周辺の清掃も。

一庫ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/index.htm

兵庫県 一庫ダム
平成27年8月22日

～23日

主催：水資源機構一庫ダム管理所、能勢電
鉄株式会社
問い合わせ先：能勢電鉄株式会社鉄道営業
課
TEL：072-792-7716

【夏でもひ～んやり！】
一庫ダム最寄り駅からのハイキングの後、ダム内部の見
学。

一庫ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/index.htm

京都府 日吉ダム 平成27年7月19日

主催：日吉町観光協会
場所：日吉ダム・スプリングスひよし周辺
TEL：0771-72-0196
問い合わせ先：日吉町観光協会

施設見学会問い合わせ先：日吉ダム管理所
TEL：0771-72-0171

【ひよし夏祭り２０１５】
・おもしろスポーツ競技、子供魚つかみ大会、ひよし屋
台村、花火大会等
・施設見学会（貯水池内予定）

日吉町観光協会
http://www.hiyoshikanko.com

日吉ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/index.html

京都府 日吉ダム
平成２７年８月８日

～９日

主催：天若湖アートプロジェクト実行委員
会
場所：日吉ダム周辺
問い合わせ先：日吉ダム管理所
TEL：0771-72-0171

【あかりがつなぐ記憶】
・日吉ダム建設時に水没移転した天若集落（約１２０
戸）一軒一軒の位置にＬＥＤ証明を浮かべ、かつての夜
景を再現

天若湖アートプロジェクト実行委員会
http://amawakaap.exblog.jp/

日吉ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/index.html

高知県 早明浦ダム
平成27年8月1日

～2日

主催：やまびこカーニバル実行委員会
問い合わせ先：やまびこカーニバル実行委
員会事務局（特定非営利活動法人れいほく
活性化機構）
TEL：0887-70-9820
施設見学会問い合わせ先：早明浦ダム・高
知分水管理所
TEL：0887-82-0485

【やまびこカーニバル】
早明浦ダム施設見学会、花火大会、コンサート、いかだ
レース等（詳細未定）

特定非営利活動法人れいほく活性化機構
http://www.reihoku.org/index.html

早明浦ダム・高知分水管理所
http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/sameura/same_i
ndex.htm

福岡県 寺内ダム 平成27年8月2日

主催：独立行政法人水資源機構
問い合わせ先：朝倉総合事業所寺内ダム管
理所
TEL：0946-2２-6713

【寺内ダム施設見学会】
ダム見学（操作室及び監査廊（ダムの中のトンネル）な
ど）

独立行政法人水資源機構
朝倉総合事業所寺内ダム管理所
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/index.html

※各イベントの詳細（開催時期の変更含む）及び注意事項につきましては、イベント企画先へご確認をお願いします。


