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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 十勝ダム
平成27年10月1日

～14日

主催：国土交通省　北海道開発局　帯広開
発建設部　帯広河川事務所
問い合わせ先：十勝ダム管理支所
TEL：０１５６-６５-３１２１

【十勝ダム３０周年記念パネル展】
新得町公民館１Fロビーにて十勝ダムに関するパネル及
び全国公式ダムカードパネル展示

十勝ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/tokachidam_hp/index.h
tml

北海道 十勝ダム
平成27年10月20日

～22日

主催：国土交通省　北海道開発局　帯広開
発建設部　帯広河川事務所
問い合わせ先：十勝ダム管理支所
TEL：０１５６-６５-３１２１

【十勝ダム３０周年記念パネル展】
とかちプラザにて十勝ダム関係と全国公式ダムカードパ
ネル展示及び新得町ＰＲパネル展示

十勝ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/tokachidam_hp/index.h
tml

北海道 二風谷ダム 平成27年11月7日

二風谷ダム流域治山・治水連絡協議会
（日高北部森林管理署、平取町、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

【にぶたに湖周辺自然観察会・秋】
「イオルの森」散策、オヒョウ苗の植樹等

室蘭開発建設部
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

北海道 桂沢ダム 平成27年10月18日

主催：三笠市観光協会
問い合わせ先：三笠市商工会
TEL：01267-2-2249
三笠市役所　商工観光課　商工観光係
TEL：01267-3-3997

【みかさ桂沢紅葉まつり】
紅葉まんじゅうまき、特産品輪投げ大会、ステージ
ショー、水めぐりツアー（ダム・発電所・浄水場）

三笠市役所
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/

北海道 十勝ダム 平成27年10月22日

主催：国土交通省　北海道開発局　帯広開
発建設部
問い合わせ先：十勝ダム管理支所
TEL：０１５６-６５-３１２１

【十勝ダム３０周年記念講演】
帯広市　『とかちプラザ』
13:30～17:00  定員100名
ダムマイスター、新得町長による講演他

十勝ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/tokachidam_hp/index.h
tml

北海道 定山渓ダム
平27年10月15日

～20日

主催：一般社団法人定山渓観光協会
問い合わせ先：一般社団法人定山渓観光協
会
TEL：０１１-５９８-２０１２
豊平川ダム統合管理事務所　管理課
ＴＥＬ：０１１－５８３－８１１０

【紅葉かっぱバスで行く「定山渓ダム・小樽内発電所見
学会」】
ダム見学、発電所見学

豊平川ダム統合管理事務所
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/event/index_2015.html

北海道 庶路ダム 平成27年10月18日
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：01574-2-2171

【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

白糠町役場企画財政課
http://www.town.shiranuka.lg.jp/web/PD_Cont.nsf/0/8
6A5F1AE63651CAB49257A70002F8140?OpenDocumen
t

青森県 浅瀬石川ダム
平成27年10月15日

～11月8日

主催：黒石市
問合せ先：黒石市商工観光課
TEL：0172-52-2111

中野もみじ山ライトアップ・紅葉床
ライトアップ実施時間 ： 夕暮れ～２１：００頃まで

黒石市
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Sight_Seeing/Sig_Na
kano_02.html#kouyou_rightup

青森県 浅瀬石川ダム
平成27年10月15日

～11月8日

主催：浅瀬石川ダム管理所
問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
TEL：0172-５４－８７８２

秋の浅瀬石川ダムライトアップ
ライトアップ実施時間：日没～２１：００頃まで

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

宮城県 七ヶ宿ダム 平成27年10月31日
主催：七ヶ宿町、七ヶ宿町観光協会
問い合わせ先：七ヶ宿町観光協会
TEL：0224-37-21７７

【七ヶ宿湖一周ウォーキング２０１５】
　歩く道程には鮮やかに色づく紅葉と七ヶ宿の秋の澄ん
だ空気を楽しめます。
　先着250名

七ヶ宿町
http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/

秋田県 玉川ダム 平成27年10月15日

主催：東北ダム事業促進連絡協議会管理研
究部会
問い合わせ：仙北市企画政策課
ＴＥＬ：０１８７-43-1112

【第7回みちのくダム湖サミットin玉川】
基調講演、仙北市市制10周年記念イベント、パネルディ
スカッション

仙北市役所田沢湖庁舎
www.city.semboku.akita.jp/
玉川ダム管理所
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75401/homepage
/index.html

秋田県 森吉山ダム 平成27年10月18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

【森吉四季美湖紅葉まつり】
ダム見学会、ウォーキング、カヌー体験、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/

秋田県 鳥海ダム

平成27年10月17日
～25日

イベント開催日は
10月18日（日）

主催・問い合わせ先：由利本荘市鳥海総合
支所産業課（商工観光班）
TEL：0184-57-2205

【鳥海高原法体の滝紅葉まつり】
法体園地内で歌謡ショー、郷土芸能

山形県 長井ダム 平成27年11月1日
主催：長井ダム水源地域ビジョン推進会議
事務局（野川まなび館内）
TEL：０２３８－８7－0605

【ながい百秋湖まつり】
長井ダム及び新野川第1発電所見学をはじめとして、野
川まなび館を基点とした紅葉のながい百秋湖を楽しむ。

（特）最上川リバーツーリズムネットワーク（野川まなび
館内）
http://samidare.jp/229km/

山形県 月山ダム
平成27年10月24日

～25日
問い合わせ先：あさひむら観光協会
TEL：0235-53-3411

【梵字川渓谷紅葉まつり】
・ウォーキングスタンプラリー
・なびら雪つり橋シャッターサービス
・梵字川渓谷みちくさバスツアー　※要予約
・六十里越街道トレッキング　※要予約
・梵字川渓谷紅葉写真コンテスト 作品募集
・梵字川渓谷吊り橋イルミネーション

あさひむら観光協会
http://event.asahi-kankou.jp/?eid=99

山形県 月山ダム 平成27年11月14日
問い合わせ先：月山ダム管理所
TEL：0235-54-6711

【月山ダム体験学習会】
放流管内見学、監査廊等普段入らない・入れないところの見
学、操作室見学等

ダムライトアップ特別見学会

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

山形県 田沢川ダム 平成27年10月18日

主催：田沢川ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：酒田市平田総合支所建設産
業課
TEL：0234-52-3914

【田沢川ダムまつり】
ダム内部見学、ステージイベント、魚のつかみどり、特
産品販売等

酒田市
http://www.city.sakata.lg.jp/ou/hirata/kensetsu/kense
tsu/tazawagawadamumatsuri.html

福島県 三春ダム 平成27年10月14日

主催：さくら湖自然環境フォーラム実行委
員会
問い合わせ先：三春町教育委員会生涯教育
課
TEL：0247-62-3837

【さくら湖自然環フォーラム】
基調講演、研究発表

三春町
http://www.town.miharu.fukushima.jp
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福島県 摺上川ダム 平成27年10月18日
主催：森づくり大作戦実行委員会
問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
TEL：024-596-1275

【第14回　摺上川ダム森づくり大作戦】
摺上川ダム工事用地への苗木植え付け、ダム湖周回道路
周遊

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

福島県 摺上川ダム 平成27年11月1日

主催：飯坂マラソン実行委員会
問い合わせ先：飯坂マラソン実行委員会事
務局
TEL：024-597-6065

【第８回　湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン】
フルマラソン(個人、団体)、ハーフマラソン(個人、団
体)、10kmマラソン(一般、高校生、ペア)、ウォーキン
グ(8km、14km)

大会オフィシャルホームページ
http://iizaka.kilo.jp/

栃木県 東荒川ダム 平成27年10月24日
主催：塩谷町産業振興課
問い合わせ先：塩谷町産業振興課
TEL：0287-45-2211

【収穫祭】
尚仁沢はーとらんど（東荒川ダム公園内）野菜直売、
ゲーム他

http://www.town.shioya.tochigi.jp/forms/info/info.aspx
?info_id=8922

栃木県 西荒川ダム
平成27年11月

（予定）

主催：栃木県鬼怒川漁業協同組合
問い合わせ先：東古屋湖特別漁場管理事務
所
TEL：0287-47-1150

東古屋湖釣り大会（西荒川ダム湖）
スーパーレインボートラウトトーナメント

http://www.kinugawa-
gyokyou.com/higasigoyako/taikai/

栃木県 寺山ダム 平成27年11月8日
主催：矢板市教育委員会、
問い合わせ先：矢板市生涯学習課
TEL：0287-43-6218

第26回矢板たかはらマラソン大会
https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/syougaigakusy
u/takaharamarason26.html

栃木県 塩原ダム
平成２７年１０月

（実施予定）

主催：たかはら森林組合森林の駅
問い合わせ先：森林の駅
TEL：0287-34-1037

秋の大感謝祭 http://www.takahara-shinrin.or.jp/src/mori/index.htm

栃木県 三河沢ダム
平成２７年10月

（実施予定）

主催：湯西川商店街
問い合わせ先：湯西川商店街
TEL：0288-98-0422

湯西川温泉　秋祭り

栃木県 松田川ダム

平成27年
11月14日～15日、

20日～23日

６日間

主催：足利学校さままつり実行委員会
問い合わせ先：足利学校さままつり実行委
員会
TEL：0284-43-8788

足利学校さままつり
http://www.ashikaga-
kankou.jp/event/ashikagagakkousama

群馬県 草木ダム
平成27年11月22日

（予定）

主催：みどり市観光課
　　　花桃の里づくり実行委員会
問い合わせ先：
　　みどり市観光課
　　TEL：0277-76-1270

【花桃の植樹祭】（仮称）
みどり市では今秋からみどり市東町地区で「花桃の里づ
くり」を始め、10年間で1万本を植える計画で地区全体
をハナモモの名所にする。

埼玉県 有間ダム 平成27年11月14日

主催：埼玉県、河川協会
問い合わせ先：飯能県土整備事務所
　　　　　　　（有間ダム管理所）
TEL：042-973-2274
　　（042-979-0914）

【有間ダムと名栗湖探検隊】
ダム見学、名栗湖カヌー試乗体験など

埼玉県飯能県土整備事務所
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1005/hannokendo-
damu-osirase.html

埼玉県 合角ダム 平成27年11月14日

主催：埼玉県秩父県土整備事務所ダム管理
担当
問い合わせ先：合角ダム管理所
TEL:0494-78-0285

埼玉県民の日　合角ダム見学会
埼玉県秩父県土整備事務所
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1007/k-dam/index.html

埼玉県 権現堂調節池 平成27年10月24日
主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員会
問い合わせ先：権現堂調節池管理所
TEL：0480-43-2895

浮島(ビオトープ)作り体験、カヌー・ドラゴンボート体
験、アマチュアバンド演奏、協力団体の環境に関する取
組紹介、食品等の販売、その他

埼玉県杉戸県土整備事務所
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1012/gongendoukanri.ht
ml

千葉県 亀山ダム
平成27年11月14日

～12月6日

主催：君津市観光協会亀山支部
問い合わせ先：君津市観光協会亀山支部
TEL：0439-39-2535

【亀山オータムフェスティバル】
紅葉狩りクルーズ、フリーハイキング
ダム施設の見学（放流は11月23日のみ）

http://www.kazusakameyama.com/

千葉県 片倉ダム
平成27年11月21日

～12月6日

主催：笹川湖畔もみじまつり実行委員会
問い合わせ先：笹川湖畔もみじまつり実行
委員会
TEL：0439-39-3113

【第７回笹川湖畔もみじまつり】
フラダンス等アトラクション、フリーハイキング

なし

千葉県 黒部川貯水池
平成27年10月10日

～12日

主催：東京都水上スキー連盟
問い合わせ先：東京都水上スキー連盟事務
局
TEL：090-3043-3079

【第57回東京都水上スキー大会】
水上スキーによるスラロームやジャンプなど各種競技大
会

https://sites.google.com/site/tokyowsa/

新潟県 大石ダム 平成27年10月17日
主催：大石・山と川に親しむ会
問い合わせ・申し込み先：事務局
電話 0254-64-2170

【秋の「立烏帽子」探訪会】
山の達人の案内で、紅葉で色づき、その美しさを増した
山々の中を、森林・草花の説明を聞きながらトレッキン
グ！！秋に親しみ、学びながら、一緒にリフレッシュし
ませんか？

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/ooishi/i
ndex.html
※開催案内のチラシは、間近になりましたらＨＰにアッ
プする予定です。

新潟県 三国川ダム 平成27年10月25日

主催：紅葉ウォーク実行委員
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
TEL　０２５－７７４－２２００
FAX　０２５-７７４－３０７６

しゃくなげ湖畔紅葉ウォーク
三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

新潟県 内の倉ダム 平成27年10月17日
主催：「ダムを奏でる会」
問い合わせ先：代表世話人　若月　学
TEL：0254-31-4111

【　演奏会　】　ダムの中での演奏会
演奏者募集期間　平成２７年６月１６日(火)～７月３１日
(金)
E-mail:kajikawa886@yahoo.co.jp

石川県 大日川ダム
平成27年10月中旬

（予定）

主催：特定非営利活動法人（ＮＰＯ）とりごえ
問い合わせ先：ＮＰＯとりごえ事務局
ＴＥＬ／ＦＡＸ：076-254-2586

平成２７年度（秋編）
大日川ダム施設見学＆湖畔ウォーキング

長野県 味噌川ダム
平成27年8月

～10月

主催：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
問い合わせ先：ＮＰＯ法人木曽川・水の始
発駅
TEL：0264-36-2772

【奥木曽湖カヌー体験】
奥木曽湖（味噌川ダム）でのカヌー体験

ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
http://www.482eki.com/

長野県 味噌川ダム
平成27年10月

（予定）

主催：味噌川ダム管理所
問い合わせ先：味噌川ダム管理所
TEL：0264-36-3111

【味噌川ダム施設見学会】
ダム見学（操作室、取水棟及び監査廊（ダムの中のトン
ネル）など）

独立行政法人水資源機構
味噌川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/

長野県 味噌川ダム
平成27年10月

（予定）

主催：味噌川ダム管理所
問い合わせ先：味噌川ダム管理所
TEL：0264-36-3111

【奥木曽湖一周ウォーキング】
紅葉を満喫しながら味噌川ダムを一周（９.2ｋｍ）する
ウォーキング（ダム湖巡視体験も実施予定）

独立行政法人水資源機構
味噌川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/
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岐阜県 丸山ダム
平成27年11月６

～７日
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

岐阜県 小里川ダム
平成27年11月

～12月
（日時未定）

主催：いやす里づくりの会
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
TEL：0573-59-0056

【小里川ダム いやす里学びウォーク】
ガイド付きダム湖１周ウォーキング、地域の自然・歴
史。産業学習

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

岐阜県 小里川ダム 平成27年11月1日
主催：小里川ダム里山教室
TEL：０５７２－６５－３５０２

【秋の小里川ダム湖周ウォーキング】
里山や地域の農業について学ぶダム湖１周ウォーキン
グ。太鼓演奏、地元食材でのおもてなし、クイズ等を予
定。

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

岐阜県 徳山ダム 平成27年11月3日

主催：特定非営利法人　揖斐自然環境レン
ジャー　生命の水と森の活動センター協議会
問い合わせ先：生命の水と森の活動センター
TEL：０５８５－５２－０１６６

【実のなる木を植えよう大作戦】
徳山ダム上流　コア山にて実のなる木を植えて、野生動
物と共生する生物多様性豊かな森林つくりを行う。

生命の水と森の活動センター
http://www.inochinomizutomori.or.jp/

岐阜県 阿木川ダム 平成27年11月3日

主催：明知鉄道、石畳グループ 他
問い合わせ先：明知鉄道、石畳グループ
TEL：0573-54-4101(明知鉄道)、
0573-65-3534(石畳グループ)

【メモリアルマーチ】
恵那市役所から阿木川ダムを経て岩村駅までのウォーキ
ング

明知鉄道
http://www.aketetsu.co.jp/
阿木川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/index.html

静岡県 佐久間ダム 平成27年10月25日

主催：佐久間ダム竜神まつり実行委員会
問い合わせ先：佐久間ダム竜神まつり実行
委員会（佐久間観光協会内）
TEL：053-965-1651

【佐久間ダム竜神まつり】
伝統芸能（竜神の舞、飛龍太鼓）、物産展、湖上打上花
火（昼花火）

佐久間観光協会
http://sakuma-kanko.net/

静岡県 長島ダム
平成27年11月14日
※荒天時の場合、順

延又は中止

主催：川根本町
共催：長島ダム水域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理所
※ダム見学や湖面巡視体験等の問い合わせ
先は長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

ダム見学会、湖面巡視体験、軽トラ市、ストーンペイン
ティング、ぬりえコーナー、流木配布（予定）、つる籠
作り体験（予定）など

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

三重県 蓮ダム 平成27年11月7日
主催：蓮ダム管理所
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0371

【秋の山あるき】
蓮ダム流域、三峰山にてハイキングを実施

蓮ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

愛知県 新豊根ダム
平成27年11月1日

（予定）

主催：豊根村、とよね・みどり湖ハーフマ
ラソン実行委員会
共催：中日新聞社
問い合わせ先：豊根村観光協会
TEL：0536-87-2525

ハーフマラソン、10kmマラソン、5kmマラソン

※新豊根ダムとしてはイベント会場にパネル展示を行う
予定。

豊根村観光協会
http://www.toyonemura-kanko.jp/

京都府 大野ダム
平成27年11月14日

～15日

主催：大野ダムもみじ祭り実行委員会
問い合わせ先：美山町大野振興会
TEL：0771-75-9110

【第２７回大野ダムもみじ祭り】
じゃんけん大会、大野ふるさと太鼓、大野にじの子太鼓
、吹奏楽団演奏、ふるさと鍋（無料）、フォークソング

美山町大野振興会
http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/

京都府 日吉ダム 平成27年10月25日

主催：ひよし水の杜フェスタ実行委員会
場所：日吉ダム・スプリングスひよし周辺
TEL：0771-68-0030
問い合わせ先：南丹市役所日吉支所地域総務課
施設見学会問い合わせ先：日吉ダム管理所
TEL：0771-72-0171

【ひよし水の杜フェスタ２０１５】
・なかよし太鼓、ご当地キャラクターショー、南丹市
　いいとこやでＰＲコーナー等（詳細未定）
・施設見学会（ダム・貯水池内予定）

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

大阪府 安威川ダム 平成27年10月31日

主催：安威川ダムファンづくり会
問い合わせ先：大阪府安威川ダム建設事務
所
TEL：072-626-6083

【安威川フェスティバル２０１５】
ダムの工事現場見学や、ダム建設地周辺の自然や文化に
親しむイベント（アマゴののつかみどりや丸太切り体験
等）を実施予定

大阪府安威川ダム建設事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/

安威川ダムおよび周辺のファンづくり会情報サイト
http://www.aigawa.jp/

鳥取県 殿ダム 平成27年10月25日
主催・問い合わせ先：殿ダム因幡万葉湖
ウォーキング大会実行委員会
TEL：０８５７－５８－０００５

【殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会２０１５】
殿ダム周辺ウォーキング、地元特産品抽選会

―

島根県 志津見ダム 平成27年10月17日 明剣神社（志津見地区） 【例祭】はやしこ

島根県 志津見ダム
平成27年10月24日

～25日
角井八幡宮（角井地区） 【例祭】24日はやしこ、25日神楽

島根県 志津見ダム 平成27年10月31日 飯南町企画財政課
【企業CSR】
彩の森の整備（草刈り、ごみ拾い、側溝清掃等）

島根県 志津見ダム 平成27年11月1日

主催：(有)志都の里
TEL：0854-73-0002

共催：飯南町
TEL：0854-76-2864

【紅葉祭】モミジの手入れ、うまいものテント市

島根県 志津見ダム 平成27年11月28日
主催：飯南町志々公民館（さつき会館）
問い合わせ先：志々公民館
TEL：0854-73-0001

【家庭の味まつり】
自慢の家庭の味を披露

島根県 尾原ダム 平成27年10月18日
主催：さくらおろち湖祭り実行委員会
問い合わせ先：ＮＰＯ法人さくらおろち
TEL：0854-４８-０７２９

【さくらおろち湖祭り２０１５】
ダム堤体一般開放等

さくらおろち湖周辺を１００％楽しむサイト
http://www.sakura-orochi.jp/

島根県 山佐ダム 平成27年11月4日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
（NPO法人やまびこ）
問い合わせ先：山佐交流センター
TEL：0854-35-0129　080-5623-
9734（平日 8:30～17:00）

第７回　山佐ダム　グラウンドゴルフ大会
山佐ダム体験交流施設「やまびこ」
http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html
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岡山県 苫田ダム 平成27年11月18日

主催･問い合わせ先：かがみのツーリズム
研究会
TEL：0868-54-7655
FAX：0868-54-7657

【苫田ダム探検ツアー】
・提体内見学、操作室見学等
※参加人数が定員に達しない場合は実施しない

かがみの里山旅マルシエ
http://satoyama.holiday/

広島県 土師ダム 平成27年11月23日
八千代町湖畔祭実行委員会　事務局
（財団法人　八千代開発公社）
（０８２６）５２－２８１１

【第３８回　土師ダム湖畔マラソン大会】
親子ペア（１km）・3km・10km（公認コース）・
ハーフ（公認コース）

-

広島県 八田原ダム 平成27年11月8日

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

【第8回　秋の夢吊橋ウォーク2015】
ダム貯水池周辺のウォーキング大会

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

広島県 椋梨ダム 平成27年10月18日

主催：だいわ元気祭り実行委員会
問い合わせ先：三原市大和支所地域振興課
内だいわ元気まつり実行委員会
TEL：0847-33-0222

【だいわ元気まつり】
食と芸能の祭典。伝統芸能の神楽や音楽・太鼓・踊りの
ステージイベントまた大和の新鮮野菜・特産物の販売，
郷土料理の伝承コーナーもある。

だいわ元気まつり
http://www.mihara-kankou.com/event/1564

広島県 仁賀ダム 平成27年10月18日

主催:　竹原市，竹原市教育委員会，竹原
市体育協会，豊田竹原市中学校体育連盟
問い合わせ先：竹原市市民生活部まちづく
り推進課　文化生涯学習室
TEL：0846-22-7757

【第61回竹原駅伝競走大会・第15回豊田竹原中学校駅
伝競走大会】
都市の部，一般の部，中学校の部による駅伝競走大会。
竹原中学校がスタート・ゴール(概ね賀茂川沿道を走り，
ダム上流約2km地点を折り返し)

広島県 椋梨ダム 平成27年11月1日

主催：白竜湖ふれあいグリーンマラソン大
会実行委員会
問い合わせ先：三原市教育委員会スポーツ
振興課内白竜湖ふれあいグリーンマラソン
大会実行委員会事務局
TEL：0848-64-7219

【白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会】
白竜湖スポーツ村公園をスタート・ゴールとした20㎞・
10㎞・5㎞・3㎞のマラソンコース。また，ふれあい
ウォークの4㎞コース。

https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionD
etailAction.do?raceId=109016&div=1&tabFlg=5

山口県 島地川ダム 平成27年11月21日

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：（事務局）周南市新南陽総
合支所地域政策課
TEL：0834-61-4108

【紅葉の高瀬湖クリーンウオーク】
高瀬湖周辺清掃活動、ダム堤体内見学

周南市新南陽総合支所
http://www.city.shunan.lg.jp

山口県 弥栄ダム 平成27年11月1日

主催：美和サンチャロウまつり実行委員会
問い合わせ先：やましろ商工会青年部美和
支所部内
TEL：0827-96-0449

【美和サンチャロウまつり】
・パネル展示（ダム効果等）
・木材チップ配布

やましろ商工会
http://e-yamashiro.com/

徳島県 長安口ダム 平成27年11月1日
主催：那賀川アフターフォーラム
問い合わせ先：那賀川河川事務所　調査課
TEL：０８８４－２２－６５６２

那賀川の上流から下流までの流域住民の交流促進を目的
に那賀川源流において「那賀川源流コンサート」を開催
します。

那賀川河川事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/

愛媛県 石手川ダム 平成27年11月下旬
主催・問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：089-977-0021

「自然観察会＆ダム見学」
ダム堤体よりオシドリなど野鳥観察とダム操作室ダム・
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 鹿野川ダム 平成27年11月15日
主催：肱川ふれあいまつり実行委員会
問い合わせ先：大洲市肱川支所
TEL：0893-34-2311

【肱川ふれあいまつり】
歌謡ショー、お楽しみ大富くじ、北海道えりも町物産販
売など

大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/

愛媛県 野村ダム
平成27年11月中旬
～平成28年1月中旬

主催・問い合わせ先：
西予市　野村支所　産業建設課内
朝霧ロード イルミネーション実行委員会
TEL：0894-72-1115

朝霧ロード イルミネーション
西予市HP
http://www.seiyo1400.jp/

高知県 中筋川ダム 平成27年10月25日

主催：蛍湖まつり実行委員会
問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務所
管理課
TEL：0880-66-2501

【第２０回蛍湖まつり】
ダム見学会、防災環境教育ブース、うまいもの市、地元
パフォーマーによるステージ、各種イベントほか

中筋川総合開発工事事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/

高知県 和食ダム
平成27年11月21日

～22日
主催・問い合わせ先：芸西村企画振興課
TEL：088７-3３-２１１４

みのりの王国芸西フェスタ2015（和食ダム見学）
芸西村役場公式HP
http://www.vill.geisei.kochi.jp/b10m00000026.html

福岡県 日向神ダム
平成27年11月21日

～11月22日

主催：八女市役所矢部支所　総務課
問い合わせ先：八女市役所矢部支所　総務
課
TEL：0943-47-3111

八女矢部祭り
八女市HP
http://www.city.yame.fukuoka.jp/

福岡県 寺内ダム 平成27年11月23日

主催：美奈宜湖畔ロードレース大会実行委員会
問い合わせ先：美奈宜湖畔ロードレース大会実
行委員会事務局（朝倉市教育委員会内）
TEL：0946-22-2348

【第2３回朝倉市美奈宜湖畔ロードレース大会】
　参加資格：小学4年生以上の男女
　種目：2km、3km、6kmコース
　その他：参加料が必要です。

朝倉市HP
http://www.city.asakura.lg.jp/

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成27年11月15日

主催：富士しゃくなげ湖ハーフマラソン実
行委員会
問い合わせ先：富士しゃくなげ湖ハーフマ
ラソン実行委員会事務局
TEL：0952-58-2882

【富士しゃくなげ湖ハーフマラソン】
ハーフマラソン（一般男女：高校生以上）、ジョギング
（フリー）

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成27年11月29日

主催・問い合わせ先：水源地域連携・活性
化促進協議会
TEL：0952-28-2860
（佐賀市富士支所産業振興課内）

【嘉瀬川ダム上下流域交流パークゴルフ大会】
・上下流域の市町住民の交流を目的としたパークゴルフ
大会

熊本県 竜門ダム 平成27年11月15日

主催：菊池市竜門ダムウォーキング実行委
員会事務局
問い合わせ先：（社）菊池観光協会
TEL:　0968-25-0513

【竜門ダムウォーキング】（予定）
ダム見学、ダム湖周辺ウォーキング

菊池観光協会
http://www.kikuchikanko.ne.jp/
竜門ダム管理支所
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/
※後日掲載予定

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
水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/index.php

熊本県 市房ダム 平成27年11月1日
主催・問い合わせ先：水上村総務課
TEL：0966-44-031１

水上村消防団　操法大会
※練習　9月下旬（予定）～



ダム周辺で行われるイベント一覧【H27.10】

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

熊本県 市房ダム 平成27年11月15日
主催：水上村観光協会・ＪＡくま水上
問い合わせ先：水上村観光協会
TEL：0966-44-0500

【秋フェスタinみずかみ】
水上村農林業祭り、オールドカーフェスティバル

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/index.php

大分県 大分川ダム 平成27年10月18日
主催：大分川ダム工事事務所
問い合わせ先：大分川ダム　ななせ館
TEL:097-586-4491

【大分川ダムサファリパーク】
大分川ダム工事見学バスツアー

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/news/h27/kisyahap
pyou.pdf
※参考（前回開催情報）。９月以降分は調整中。

大分県 大分川ダム 平成27年11月15日
主催：大分川ダム工事事務所
問い合わせ先：大分川ダム工事事務所
TEL:097-538-3391

【ななせ自然塾】
親子を対象とした体験学習講座

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/nanase/torikumi.ht
ml#shizenjuku

大分県 耶馬渓ダム
平成27年11月18日
平成27年12月9日

主催・問い合わせ先：読売旅行大分営業所
TEL:097-537-3200

平成筑豊鉄道本物の列車運転体験と耶馬渓ダム内部見学

読売旅行ＨＰ
http://www.yomiuri-
ryokou.co.jp/kokunai/detail.aspx?id=15013976&c1=950
&c2=0068&c3=

鹿児島県 鶴田ダム
平成27年11月下旬
～12月中旬（予定）

主催：さつま町旅館組合、さつま町、川内
川河川事務所・鶴田ダム管理所
問い合わせ先：さつま町内の各温泉旅館

秋の紅葉・温泉と鶴田ダム・再開発インフラツアー
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※11月に掲載予定

※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。


