ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
都道府県

見学ダム

企画会社
問い合わせ先

開催時期

イベント内容

ＨＰアドレス

主催：かなやま湖太陽と森と湖の祭典実行委員
会
【かなやま湖湖水祭り】
問い合わせ先：NPO法人南富良野
ダム見学、ステージショー、花火大会
まちづくり観光協会
TEL:0167-39-7000

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

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/

【定山渓温泉開湯150周年記念行事「森と湖とダムに親
しむまつり」】
物産品などの販売、ダム見学会、パネル展、クイズ大
会、かっぱおどり

北海道

金山ダム

【予定】
平成２８年７月下旬

北海道

二風谷ダム

【予定】
平成２８年７月３１日

北海道

定山渓ダム

平成28年7月23日

主催：森と湖とダムに親しむまつり実行委員会
問い合わせ先：豊平川ダム統合管理事務所定山
渓ダム管理支所
TEL：011-598-4095

北海道

豊平峡ダム

【予定】
平成28年7月下旬

【豊平峡ダム見学デー】
主催・問い合わせ先：豊平川ダム統合管理事務
ふだんはダム関係者しか行くことのできない豊平峡ダム
所
の管理用通路を通り、放流バルブの近くから放流を間近
TEL：011-583-8110
で見ることができます。

北海道

豊平峡ダム

主催・問い合わせ先：一般社団法人

平成28年7月1日～31日
光協会
に3回程度

定山渓観

TEL：011-598-2012

【豊平峡 ダム夜景＆星空見学ツアー】
「星空観察」と「ダム夜景見学」と「貯蔵ワインの試
飲」を定山渓温泉に宿泊した方に楽しんでもらえるツ
アー。

北海道

岩尾内ダム

【予定】
平成２８年7月中旬

主催：岩尾内湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：名寄河川事務所岩尾内ダム管理 【第39回岩尾内湖水まつり】
支所 管理係
未定
TEL：0165-28-2301

北海道

美利河ダム

【予定】
平成28年７月下旬

主催：ピリカまつり実行委員会
【ピリカまつり】
問い合わせ先：今金河川事務所美利河ダム管理
ダム見学会、ダム湖カヌー体験、マラソン大会、木工体
支所
験、旧石器文化体験など ※内容は変更の場合あり
TEL：0137-83-7335

鹿ノ子ダム管理支所
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/kanoko/

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

北海道

鹿ノ子ダム

【予定】
平成2８年７月下旬

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
【おけと湖水まつり】
戸町観光協会）
ダム見学、流木アート体験、コンサート、Eボート試乗
問い合わせ先：置戸町役場産業振興課商工観光
等
係
TEL：０１５７－５２－３３１３

北海道

上ノ国ダム

平成28年6月25日

主催：「上ノ国ダム水と緑に親しむ親子のつど 【上ノ国ダム水と緑に親しむ親子のつどい】
い」実行委員会
ダムの話、森の生き物の話、渓流釣り体験

北海道

様似ダム

平成28年7月9～10日

北海道

浦河ダム

平成28年7月17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28年7月23日

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

平成28年7月27日

主催：北海道
後援：函館市、(社)北海道土木協会、函館市
【第２9回「水と緑の祭典」】
企業局
ダム・森林見学、花植え、記念工作、サクラマス稚魚放
協賛：（財）函館市住宅都市施設公社
流
問い合わせ先：函館市土木部河川課
TEL：0138-21-3436

北海道

青森県

新中野ダム

浅瀬石川ダム

平成28年5月22日

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

主催：様似町子ども会育成連絡協議会
【親しもう僕とわたしの様似ダム「ふれあい少年少女
問い合わせ先：様似町教育委員会生涯学習課社
キャンプ大会」】
会教育係
ダム説明、魚釣り、木工教室、川遊び、ゲーム大会
TEL：0146-36-2521

北海道 函館建設管理部 事業部 新中野ダム
http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/knhakdg/contents/chisui/sn-ya-homepage-s/sntop.htm

【虹の湖デュアスロンin黒石】
2016年で4回目となり、年々参加者が増加中。
主催・問い合わせ先：黒森チャリンコスポーツ 浅瀬石川ダム及び周辺で競技が行われ、堤体天端や周辺
大会URL(黒森アドベンチャーフェスタ2016)
実行委員会
の道路を使用し、第1ラン5km、自転車35km、第2ラ
http://kuromori-ride.info/
TEL：090-4633-8640
ン3.8kmで行われる。（トライアスロンのスイムが無い
競技）
2015は先着50名が2日で終了。2016は先着80名。

【浅瀬石川ダム試験放流】
クレストゲートによる試験放流を実施。
各種試験を行う為、２日間の実施を予定。
浅瀬石川ダム管理所
30日は特別見学会を実施。
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/
4/23～5/8 18:30～21:00にライトアップを実施。
詳細については、管理所HPへ。

青森県

浅瀬石川ダム

平成28年4月27日、
29日、30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

青森県

浅瀬石川ダム

平成28年6月12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
黒石市（津軽伝承工芸館）
生のチームや、各地の走友会などが参加。ダム直下流の
www.city.kuroishi.aomori.jp
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。

青森県

浅瀬石川ダム

【予定】
平成２８年7月３１日

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】
浅瀬石川ダム管理所
ダム見学、資料館見学、巡視船による湖面巡視体験、カ
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html
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

青森県

浅瀬石川ダム

【予定】
平成２８年7月下旬

主催：浅瀬石川ダム「路上落書きアート」実行
【路上落書きアート全国大会（仮称）】
浅瀬石川ダム管理所
委員会（仮称）
ダムの天端舗装打ち替え前に、天端舗装への落書きによ http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理所 管理係
る参加型イベント
TEL：０１７２－５４－８７８２

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
都道府県

秋田県

見学ダム

玉川ダム

開催時期

平成28年7月26日

企画会社
問い合わせ先
主催：玉川ダム交流会実行委員会
問い合わせ：仙北市役所田沢湖庁舎
TEL0187-43-1112
問い合わせ：玉川ダム管理所
TEL:0187-49-2170

イベント内容

ＨＰアドレス

仙北市役所田沢湖庁舎
www.city.semboku.akita.jp/
【玉川ダム交流会】
玉川ダム管理所
玉川ダム施設見学、交流フリータイム、○×ダムクイズ
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75401/homepag
e/index.html

秋田県

森吉山ダム

平成28年6月26日

森吉山ダム広報館
http://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/k
主催：森吉山ダム水源地域ビジョン実行委員会 【森吉四季美湖カヌーまつり】
ankou_shisetsu/moriyoshi/2014-0515-02.html
問い合わせ先：森吉山ダム広報館
ダム見学会、ダム堤体のぼり、カヌー体験、カヌーマラ
森吉山ダム管理支所
TEL：0186-84-8590
ソン、ステージイベント
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j75301/noshiro/kas
en/moriyoshi/

秋田県

森吉山ダム

平成２８年７月下旬

主催：森吉山ダム管理支所
問い合わせ先：森吉山ダム管理支所
TEL：0186-60-7231

岩手県

四十四田ダム

平成28年4月20日
～5月８日

主催：北上川ダム統合管理事務所 管理第二課 【四十四田ダムのライトアップ】
東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：東北地方整備局 北上川ダム統
下記期間中に、ダム堤体のライトアップを
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.ht
合管理事務所 管理第二課
実施予定。
期間：平成28年4月2０日～5月8日
ml
TEL：019-６４３-７９７２
時間：18：30～2２：00

岩手県

田瀬ダム

平成28年6月26日

主催：東北馬力大会馬の里遠野大会実行委員会 【第41回東北馬力大会馬の里遠野大会】
問い合わせ先：遠野市役所産業振興部商工観光 田瀬湖上流の柏木平地区にて、直線１５０ｍのコースを 遠野市観光協会
課
人馬一体となって疾走し技量を競う馬力大会を開催
http://www.tonojikan.jp/event/0626-2/
TEL：0198－62－2111

岩手県

田瀬ダム

平成28年7月下旬

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(予定)】
北上川ダム統合管理事務所
田瀬ダム堤体内の見学(ダム探検)のほか、下流の東和電
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.ht
力所の見学(発電所探検)、管理支所脇の遊歩道見学(森林
ml
探検)を実施

岩手県

田瀬ダム

平成28年7月下旬

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(予定)】
花巻観光協会
田瀬湖の各地で花火大会やヨット・カヌー・Ｅボート体 http://www.kanko験、親子釣り大会等を開催
hanamaki.ne.jp/index.html

岩手県

田瀬ダム

平成28年7月下旬

主催：柏木平リバーサイドまつり実行委員会
【柏木平リバーサイドまつり(予定)】
問い合わせ先：遠野市 宮守総合支所 地域振
遠野市観光協会
田瀬湖上流の柏木平地区にて、“魚つかみとり”や“ち
興課
http://www.tonojikan.jp/event/0731/
びっこ宝さがし”等を開催
TEL：0198-67-2111

岩手県

湯田ダム

平成28年4月28日
～5月１日

主催：湯田ダム管理支所
問い合わせ先：東北地方整備局 北上川ダム統
合管理事務所 湯田ダム管理支所
TEL：019７-７４-２０１１

岩手県

湯田ダム

平成28年5月29日

【第３６回河北新報錦秋湖マラソン】
主催：河北新報錦秋湖マラソン大会実行委員会
錦秋湖が新緑に染まるさわやかな風の中、全国から
問い合わせ先：西和賀町 観光商工課
2,000人超のランナーが出場し、健脚を競います。30
TEL：0197-82-3290
㎞、ハーフ、10㎞の種目があります

岩手県

湯田ダム

平成28年5月28日

主催：錦秋湖湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：西和賀商工会
TEL：0197-82-2270

【錦秋湖湖水まつり】
西和賀商工会
錦秋湖マラソンの前夜祭として行われる湖水まつり。神
http://www.shokokai.com/nishiwaga/sche
輿渡御や湯本鬼剣舞のほか、湖面を活用した水中花火が
dule/
メインの花火大会などが開催される。

岩手県

胆沢ダム

平成28年4月28日
～5月８日

主催：胆沢ダム管理支所
問い合わせ先：東北地方整備局 北上川ダム統
合管理事務所 胆沢ダム管理支所
TEL：019７-４９-２９８１

【胆沢ダムのライトアップ】
下記期間中に、ダム堤体のライトアップを実施予定。
期間：平成28年4月28日～5月8日（11日間）
時間：18：30～21：00

東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.ht
ml

山形県

月山ダム

平成28年7月31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.htm
l

平成28年5月8日

主催:飯豊町
問い合わせ先：全国白川ダム湖畔マラソン大会
事務局
TEL：0238-72-３111

【全国白川ダム湖畔マラソン大会】
飯豊連峰の豊かな自然の中行われる本大会は、今年で32
飯豊町
回目を迎え、白川ダム湖を臨む周辺道路に設定された10
http://www.town.iide.yamagata.jp/index.ht
㎞・5㎞・2㎞のコースでタイムを競います。開催日は例
ml
年5月の第2週目の日曜日、参加申込受付は3月上旬～4
月上旬まで。

平成28年5月29日

主催：第31回タキタロウまつり実行委員会
問い合わせ先：山形県鶴岡市朝日庁舎産業課・
総務企画課
TEL：０２３５-５３-２１１１
共催：山形県庄内総合支庁建設部荒沢ダム管理
課
TEL：０２３５-５５-２０２１

【第31回タキタロウまつり】
（主会場）魚のつかみどり、カヌー・ダッキースクー
ル・ボート遊び、ツリークライミング、スラックライン
体験、森のおんがくかい、森のクラフトコーナー、地元
語り部によるお話し会、寿岡発電所見学会、展示コー
ナー、パン焼き体験、山菜直売・朝日地域特産品販売
（荒沢ダム）監査廊見学、資料室開放

【予定】
平成28年5月2日
～5月5日

主催：鳴子ダムすだれ放流実行委員会
問合せ先：鳴子ダム管理所（すだれ放流関係）
TEL：0229-82-2341
大崎市鳴子総合支所地域振興課
（セレモニー、こいのぼり関係）
TEL:0229-82-2026

【鳴子ダムすだれ放流と鯉のぼりの設置及びセレモ
ニー】
・天端付近の非常用洪水吐を利用した融雪放流
東北地方整備局 鳴子ダム管理所
・手作り鯉のぼり約５ ０ 本を設置
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.htm
・５月２日（月）１０：００～オープニングセレモニー
l
鳴子まちづくり協議会代表挨拶
鳴子踊り（鳴子伝統踊り保存会）
※工事・天候の都合により中止の場合有り

山形県

山形県

宮城県

宮城県

白川ダム

荒沢ダム

鳴子ダム

鳴子ダム

平成28年７月２日

【森吉山ダム一日ダム探検】
森吉山ダム管理支所
ダム施設見学（操作室、係船庫、取水塔）、巡視船によ http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j75301/noshiro/kas
る湖面巡視
en/moriyoshi/

【湯田ダム 錦秋湖スプリング放流】
下記日時に融雪放流をクレストゲートから行います。 東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
日時：平成２８年４月２９日（金）13時～１５時 http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.ht
４月３０日（土）１０時～１５時 ml
５月 １日（日）１０時～１５時
西和賀町役場
http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm
/13,2215,57,41,html

山形県鶴岡市朝日庁舎産業課
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p0441.html
山形県庄内総合支庁建設部荒沢ダム管理課
http://www.pref.yamagata.jp/ou/sogoshicho/shonai/
337081/

主催：みやぎ大崎鳴子温泉郷奥の細道ツーデー
マーチ実行委員会
【ウォーキングイベント】
問合せ先：みやぎ大崎鳴子温泉郷奥の細道ツー
一般財団法人みやぎ大崎観光公社
・今年度から鳴子ダムコースが新設され、鳴子ダム管理
デーマーチ実行委員会（一般財団法人みやぎ大
http://mo-kankoukousya.jp/top..html
所を折り返し地点とする１０ｋｍをウォーキングする。
崎観光公社内）
TEL：0229-２５-９６２０

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
都道府県

宮城県

宮城県

見学ダム

鳴子ダム

釜房ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

平成28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
TEL：0229-８２-２３４１

荒雄湖畔公園をフィールドに親子参加型の各種イベント
を開催するとともに、鳴子ダムに親しんでもらうイベン 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
トを開催予定
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.htm
＜内容未定：以下前回内容＞
l
親子木工教室、ダム探検ツアー、紙すき手作り体験、ス
ナックゴルフ、森の音楽演奏会、イワナのつかみどり等

平成28年7月下旬

主催：水・森・人 in 釜房 実行委員会
問合せ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

【わく☆ドキ釜房ダム】
森と湖に親しむ旬間にあわせ、施設見学、湖上巡視体験
等を実施。
＜参考：昨年の内容＞
東北地方整備局 釜房ダム管理所
○ダム内部探検
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/
○湖上巡視体験
○ペーパークラフト工作
○流木工作
○七夕短冊に願いを 等

【第23回水と森と風のくにまつり】
漆沢ダム見学会、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、漆沢ダムで造った炭無料配布

イベント内容

ＨＰアドレス

宮城県

漆沢ダム

【予定】
平成28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
大崎地方ダム総合事務所
TEL:0229-63-2845

福島県

三春ダム

平成28年5月22日

主催：三春藩Cub主総会実行委員会
問い合わせ先：三瓶文博
TEL：0247-62-7776

【三春藩Cub主総会】
ホンダのオートバイ「スーパーカブ」のオーナーが一同 三春藩Ｃｕｂ主総会
に集うイベント。三春ダム（さくら湖）周辺のツーリン http://miharuhan.blog.fc2.com/
グなど

福島県

三春ダム

平成28年6月12日

主催：さくら湖マラソン大会実行委員会
問い合わせ先：sann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

【予定】
平成28年7月下旬

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/

福島県

三春ダム

平成28年9月24日

主催：うつくしま・みずウオーク実行委員会
【問い合わせ】
〒960－8648（住所不要）福島民友新聞社
事業局（電話０２４・５２３・１３３４）

【うつくしま・みずウオーク２０１５
ウォーキングイベント

福島県

三春ダム

【予定】
平成28年10月中旬

主催：さくら湖自然環境フォーラム実行委員会
【さくら湖自然環フォーラム】
問い合わせ先：三春町教育委員会生涯教育課
基調講演、研究発表
TEL：0247-62-3837

福島県

摺上川ダム

平成28年7月下旬

福島県

摺上川ダム

平成28年10月中旬

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

福島県

摺上川ダム

平成28年11月5日

主催：飯坂マラソン実行委員会
【第９回 湯のまち飯坂茂庭っ湖マラソン】
大会オフィシャルホームページ
問い合わせ先：飯坂マラソン実行委員会事務局 フルマラソン(個人、団体)、10kmマラソン(一般、高校
http://iizaka.kilo.jp/
TEL：024-597-6065
生、ペア)、ウォーキング(8km、14km)

福島県

摺上川ダム

平成28年10～11月

主催：摺上川ダム管理所
問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
TEL：024-596-1275

【（仮称）摺上川ダム管理移行１０周年式典】
摺上川ダム管理所
管理移行10周年報告会、記念植樹、監査廊他摺上川ダム
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/
見学

群馬県

藤原ダム

平成２８年５月４日
平成２８年５月５日

主催：藤原桜の里実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町観光商工課
TEL：0278-62-5017
みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401

【藤原桜の里まつり】
5月４日 キャンドルナイト
5月５日 コンサート

藤原桜の里まつり
http://sakurafest.com/

群馬県

藤原ダム

平成２８年７月１１日
平成２８年７月１２日

【利根川上下流交流宝台樹ジュニアカップサッカー】
７月１１日、１２日

宝台樹民宿組合
http://houdaigi.com/

群馬県

相俣ダム

平成28年5月21日

群馬県

相俣ダム

平成２８年５月２８日
平成２８年５月２９日

群馬県

相俣ダム

平成28年7月23日

三春大会】

福島民友新聞社
http://www.minyunet.com/event/2015mizu/mizu.html

三春町
http://www.town.miharu.fukushima.jp

主催：「摺上川ダム茂庭っ湖まつり｣実行委員
【第１０回摺上川ダム茂庭っ湖まつり】
会
摺上川ダム管理所
ダム施設〔監査廊等）の一般公開、カヤック体験、SUP
問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/
体験、各種出展
TEL：024-596-1275

主催：みなかみ町宝台樹民宿組合
問い合わせ先：宝台樹民宿組合
TEL：0278-75-2310

【第1５回 摺上川ダム森づくり大作戦】
摺上川ダム管理所
摺上川ダム工事用地への苗木植え付け、監査廊見学、ダ
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/
ム湖周回道路周遊

主催：日本アドベンチャーレース協会
【第２戦 ARJSみなかみ大会】
問い合わせ先：日本アドベンチャーレース協会 トレッキング、MTB、ラフティング、
http://www.adventurerace.jp/2016_minakami/index.h
ARJSみなかみ大会事務局
オリエンテーリング、その他
tml
TEL:027８－７２－９２９２
全３戦でレースを行いシリーズチャンピオンを決定す
メールアドレス info@adventure-race.net る。
主催：猿ヶ京温泉観光情報協会
問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL:027８－２５－４７７７

【赤谷湖Eボート大会 2016】
猿ヶ京温泉観光情報協会
今回は自然満喫レース、スプリントレースを一日ずつに http://www.sarugakyo-navi.jp/eboat.html
分け、計二日間の開催です。

主催：相俣ダム管理支所
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
TEL:027８－６６－００３４

【赤谷湖流木工作教室】
利根川ダム統合管理事務所相俣ダム資料室
流木の活用による処理費削減と、多くの人にダムを
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tonedamu00030.
知ってもらうことを目的として、「流木工作教室」を開
html
催。

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
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
絶景ローカル線わたらせ渓谷鐡道
日帰りツアー

群馬県

草木ダム

平成28年４月１日
～７月２３日
（毎日）
開催中

主催：阪急交通社、モンテディオ総合企画株式
会社水沼温泉センター
問い合わせ先：モンテディオ総合企画株式会社
水沼温泉センター
TEL：0277-96-2500

ＨＰアドレス
神戸草木ウォーク

・民間旅行会社が東京浅草で集合・解散の日帰りウォー
キングツアーを開催中。
・当該ツアーはわたらせ渓谷鐵道のレトロ風の列車で渡 http://www.hankyu良瀬渓谷を楽しみ、神戸（ごうど）駅降車、ダム下流公 travel.com/tour/detail_d.php?p_course_id=A6060&
園（水の広場）～不動滝を往復する歩行距離約3.8kmの
コース。
・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、自然豊かな
地元の魅力やダムを語って頂いています。

＜ハイキング入門＞『草木ダムの見学も楽しみ！お振る
舞い付き♪新緑の草木湖と旧足尾鉄道ハイキング』 日
帰りツアー
・民間旅行会社が首都圏主要都市からの集合・解散の日
帰りウォーキングツアーを募集中。

群馬県

草木ダム

平成28年６月１５、１ 主催：クラブツーリズム、モンテディオ総合企 ・このウォーキングツアーはわたらせ渓谷鐵道のレトロ http://tour.clubt.com/vstour/WEB/web_tour3_tour_tmp.aspx?p_baitai
７、２２、２３、２４、２ 画株式会社 水沼温泉センター
風の列車で渡良瀬渓谷を楽しみ、神戸（ごうど）駅に降
８日
問い合わせ先：モンテディオ総合企画株式会社
_web=CTOP&ToCd=TD&p_from=800000&p_company_
募集中

水沼温泉センター
TEL：0277-96-2500

車、ダム下流公園（水の広場）～不動滝～草木ダムまで
cd=1002000&link_id=sCnS&p_course_no2=46270&p_ba
を山々の新緑に囲まれて歩きます。
itai=919&x=72&y=19#scheduleArea
・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、自然豊かな
地元の魅力やダムを語って頂いています。また、草木ダ
ム見学会（ダム管理所職員による案内）もあります。
・ツアー参加者にはダムカードを配布することになって
います。

主催：もみじの会
協賛：わたらせ渓谷鐵道、サンレイク草木、水 【わたらせ渓谷鐵道 沢入駅あじさい祭り】
沼温泉センター等
模擬店、ミニトレイン体験乗車、子供向きイベント（当 現在、工事中
問い合わせ先：あじさい祭り実行委員会
日のお楽しみ）等
TEL:0277-95-6316

群馬県

草木ダム

平成28年７月９日
～１０日の土・日曜日

群馬県・
埼玉県

下久保ダム

平成28年3月19日
～5月20日

主催：神流川流域きらり☆にぎわい観光会議
問い合わせ先：神川町くらり観光室
TEL：０４９５－７７－２１１１（代）

群馬県・
埼玉県

下久保ダム

平成28年6月26日

主催：神流川流域きらり☆にぎわい観光会議、
下久保ダムを活用した活性化行事を実施します。ダムの
神流川ビジョン推進協議会、下久保ダム管理所
貯水状況に応じてゲート点検を実施します。
TEL：０２７４－５２－２７４６

【桐生川ダム施設見学会】
ダム堤内を巡る見学会を行います。

http://www.pref.gunma.jp/06/h4010161.html

【奥四万湖散歩ツアー】
ダム見学と奥四万湖の散歩、及びカヌー体験を行いま
す。

http://www.pref.gunma.jp/07/m04310043.html

群馬県

桐生川ダム

平成28年7月24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ダム管理係
TEL:0277-53-0121
桐生川ダム管理事務所
TEL:0277-32-0566

群馬県

四万川ダム

平成2８年7月24日

主催:群馬県中之条土木事務所
問い合わせ先:群馬県中之条土木事務所ダム管
理係
TEL:0279-75-3047

千葉県

黒部川貯水池

平成28年5月22日

千葉県

黒部川貯水池

平成28年7月3日

千葉県

亀山ダム

平成28年3月27日
～5月8日

栃木県

中禅寺ダム

平成28年7月31日
～8月7日

栃木県

三河沢ダム

平成２８年６月４日～５日

栃木県

塩原ダム

神川町中央公民館にて、下久保ダムぬり絵コンテストの
入賞・入選作品を展示しています。

主催：水郷小見川観光協会（香取市商工観光課
内）
第35回水郷おみがわふな釣り大会
TEL 0478-50-1212

http://suigo-omigawa.wix.com/kanko

主催：香取市・香取市教育委員会
TEL 0478-83-0101

第11回香取市民レガッタ

https://www.city.katori.lg.jp/culture_sport/regatta/regatta.html

主催：君津市観光協会亀山支部
TEL 0439-39-2535

亀山スプリングフェスティバル
内容 亀山フリーハイキング、遊覧ボート

http://www.kimikan.servershared.com/ivent/kimikan-ivent-03kameyamaspring-fes.html

問い合わせ先：日光二荒山神社中宮祠
TEL：0288-55-0071

男体山登拝大祭

http://www.futarasan.jp/cgibin/imgsys/category2.cgi?6

問い合わせ先：（一社）日光市観光協会
TEL：0288-97-1126

平家大祭

http://www.nikko-kankou.org/event/65/

塩原妙雲寺ぼたんまつり

http://www.siobara.or.jp/botan.htm

主催：NPO法人塩原温泉観光協会

平成28年5月8日～5月31
問い合わせ先：塩原温泉観光協会
日

TEL：0287-32-4000

栃木県

寺山ダム

平成28年４月上旬
～５月中旬

主催：花まつり実行委員会
問い合わせ先：矢板市観光協会
TEL：0287-43-0272

つつじの郷矢板長峰公園つつじまつり

http://www.yaita-kankou.com/event1.html

栃木県

東荒川ダム

平成28年5月中旬
（日曜日）を予定

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

新緑と楽しむ「新緑まつり」
緑薫る5月を多くの方々と共有し、楽しんでいただく企
画として「新緑まつり」を開催します。

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

栃木県

塩田調整池

平成28年4月9日
～5月8日

問い合わせ先：市貝町企画振興課
TEL：0285-68-1118

芝ざくらまつり

http://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/inf
o/info.aspx?info_id=28429

栃木県

小網ダム

平成28年7月23、24日

問い合わせ先：日光市観光協会
TEL：0288-22-1525

龍王祭

http://www.tochigiji.or.jp/event/7671/

栃木県

庚申ダム

平成28年5月3日

主催：日光市足尾総合支所観光課
問い合わせ先：日光市足尾総合支所観光課
TEL：0288-93-3417

足尾まつり

http://www.nikko-kankou.org/

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

【予定】
平成28年7月30、31日

長野県

大町ダム

平成28年7月16日

富山県

宇奈月ダム

平成２８年４月２２日
～５月３１日

<予定＞『森と湖に親しむ旬間』イベントの一環として、
主催：相模川水系広域ダム管理事務所
宮ヶ瀬ダムの内部見学会を開催します。普段は通行出来
問い合わせ先：相模川水系広域ダム管理事務所 ないフーチング階段からの眺め、ダム内部の監査廊を歩 http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/
TEL：046-28１－６９１１
いてダムの管理施設の見学ができます。（同日、観光放
流も実施します。）
主催：高瀬渓谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2016実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL：0261-22-4511

主催：（一社）黒部・宇奈月温泉観光局
問い合わせ先：（一社）黒部・宇奈月温泉観光局

TEL:0７６５-５７-２８５０

【高瀬渓谷フェスティバル２０１６】
ダム内部見学、湖面巡視体験、丸太切り体験、木工品作 大町ダム管理所
り、スタンプラー、砂防事業パネル・模型展示、サンド http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
アート作り、ペンダント作り等を予定

【ボートクルーズ】
新緑のうなづき湖をめぐるボートクルーズ

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
都道府県

企画会社
問い合わせ先

見学ダム

開催時期

イベント内容

石川県

手取川ダム

【予定】
平成２８年７月下旬

石川県

手取川ダム

平成28年5月22日

石川県

手取川ダム

平成28年7月24日

石川県

手取川ダム

平成28年11月13日

福島県

大川ダム

【予定】
平成２８年６月後半

主催：阿賀川河川事務所
大川ダム管理支所
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

【大川ダム花いっぱい運動】
大川ダム周辺地域にお住まいの方、公園の共同管理者で 阿賀川河川事務所
ある会津若松市、大川ダム関係者により、マリーゴール http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/
ドなど５種類の花の苗を植えます。

福島県

大川ダム

【予定】
平成２８年8月6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2016】
阿賀川河川事務所
ダム見学会、湖面巡視体験、魚つかみ取り体験、下郷発
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/
電所見学会、和太鼓・よさこい

新潟県

大石ダム

平成28年7月30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】
大石ダム管理支所
ウォーキングラリー、カヌー体験、大石ダム見学、大石 http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/ooishi
発電所見学、魚のつかみ取り、木工教室
/index.html

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

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

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
事務局：金沢河川国道事務所 河川管理課
TEL：076-264-9916
FAX：076-233-9612
問い合わせ先：金沢河川国道事務所 手取川ダ
ム管理支所 TEL：076-256-7310

平成２８年度
手取川ダム見学会＆流木無料配付

主催・問い合わせ先：手取湖げんき団カヌーカ
ヤック倶楽部
手取湖新緑ツーリング（ダム湖面をカヤックにより散
TEL ０７６－２５９－２０３０
策：15名程度）

ＨＰアドレス

金沢河川国道事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/index.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。

http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/

主催・問い合わせ先：手取湖げんき団カヌーカ
ヤック倶楽部
夏休みカヤック体験（ダム湖面をカヤックにより散策：
http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/
TEL ０７６－２５９－２０３０
15名程度）

主催・問い合わせ先：手取湖げんき団カヌーカ
ヤック倶楽部
手取湖紅葉狩りツーリング（ダム湖面をカヤックにより
http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/
TEL ０７６－２５９－２０３０
散策：15名程度）

新潟県

三国川ダム

平成28年5月29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
【しゃくなげ湖畔新緑ウォーク】
公社 後援：南魚沼市教育委員会
ダム湖周辺の散策
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：025-774-2200

新潟県

三国川ダム

【予定】
平成28年6月上旬

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
【花植えボランティア】
公社 後援：南魚沼市教育委員会
プランターの花植え
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：025-774-2200

新潟県

三国川ダム

平成28年7月24日

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】
三国川ダム管理所
三国川ダム案内、野外ステージイベント、魚のつかみ取
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html
り、巡視船乗船

山形県

横川ダム

平成28年7月31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 横川ダム管理支所
業トレッキング、クライミングウォ－ル体験教室、木工 http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/yokok
クラフト体験、ツリーイング体験、そば打ち体験、釣り awa/index.html
堀

新潟県

内の倉ダム

平成28年6月4日

主催：「ダムを奏でる会」
問い合わせ先：代表世話人
TEL：0254-31-4111

若月

学

【

演奏会

】

ダムの中での演奏会

募集期間 平成２８年５月９日(火)～６月３日(金)
E-mail:kajikawa886@yahoo.co.jp

富山県

境川ダム

平成28年5月27日

主催：上平観光開発株式会社
問い合わせ先：上平観光開発株式会社
TEL：非積雪期（４月下旬から１１月下旬）
0763-67-3120
積雪期（１１月下旬から４月下旬）
0763-67-3766

静岡県

長島ダム

平成28年７月下旬

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議
問い合わせ先：長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

【森と湖に親しむ旬間イベント】
ダム見学、湖面巡視体験 など

静岡県

奥野ダム

平成28年7月27日

主催：静岡県・伊東市
問い合わせ先：熱海土木事務所
管理班
TEL：0557-38-0711

【第27回 奥野ダム一日ダム教室】
奥野ダム管理所
ダム見学、施設公開、木工教室、小型建設機械展示、ザ
http://www.okunodam.jp/
リガニ釣り、竹炭配布

岐阜県

小里川ダム

【予定】
平成28年７月下旬

主催：小里川ダム管理支所
TEL：0573－59－0056

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28年7月26日

主催：小里川ダム管理支所・矢作ダム管理所・
小里川ダム管理支所
丸山ダム管理所・（独）阿木川ダム管理所
日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水系の複数ダムを見学
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
するツアー
TEL：0573－59－0056

岐阜県

矢作ダム

平成28年7月16日

主催：矢作水源フォレストランド協議会
問い合わせ先：矢作ダム管理所
ＴＥＬ：0565-68-2321

【奥矢作森林フェスティバル】
矢作ダム見学、魚つかみどり体験、カブトムシふれあい
体験、
間伐材で箸作り、ＡＥＤ講習会、物産展 など

矢作ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/index.php
矢作水源フォレストランド
http://shinrinj.enat.jp/yahagi-forestland/index.html

岐阜県

横山ダム

平成28年7月23日

主催：国土交通省 横山ダム管理支所
TEL：0585-52-2211

【森と湖に親しむ旬間イベント】
ダム見学、災害対策用車両展示 など

http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/

岐阜県

横山ダム

平成28年7月23日

主催：揖斐川町坂内観光協会
TEL：0585-53-2111

【夜叉ヶ池伝説道中まつり】
龍神道中舞
バザー・展示・体験コーナー
ステージイベント

伊東支所ダム

【白山国立公園・桂湖湖面開き】
・関係者による安全祈願祭
・カヌーの無料体験会

掲載予定
http://www.gokayama-kankou.com/

長島ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

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

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

イベント内容

ＨＰアドレス

岐阜県

横山ダム

平成28年7月23日
～24日

主催：神戸町教育委員会
教育部生涯学習課スポーツ振興係
TEL：0584-27-3111

愛知県

新豊根ダム

平成２８年７月下旬

【森と湖に親しむ旬間 新豊根ダム一般公開】
主催：
新豊根ダム管理支所（浜松河川国道事務所）
ダム見学、湖面巡視体験、DVD（ダム建設時）の上
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shintoyone/ind
浜松河川国道事務所 新豊根ダム管理支所
映、
ex.html
TEL：0536-85-1336
流木チップ化実演・配布（予定）

三重県

蓮ダム

平成28年5月29日

主催：蓮ダム水源地域ビジョン推進会議
問合せ先：蓮ダム管理所
ＴＥＬ：0598-45-0371

【2016夜叉ヶ池伝説マラニック】

http://homepage2.nifty.com/yasyagengorou/

【春の山歩き】
松阪市飯高町の三峰山を飯高山岳会のご協力のもと http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/event.html#event17
春の山歩きの開催

長野県

美和ダム

平成28年7月23日

共催：天竜川ダム統合管理事務所、三峰川
総合開発工事事務所、天竜川上流河川事務
所、長野県企業局南信発電管理事務所
【森と湖に親しむ旬間】
・湖上巡視体験
・ダム見学
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所 ・洪水バイパストンネルの見学
美和支所
TEL：0265-98－2111

長野県

小渋ダム

平成28年7月30日

主催：天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88－3729

【森と湖に親しむ旬間】
・ダム見学
・洪水バイパストンネルの見学
・パネル写真展

長野県

味噌川ダム

平成28年5月12日

主催：木祖村・日進市・味噌川ダム管理所
問い合わせ先：木祖村役場 農林課
TEL：0264-36-2001

【木祖村・日進合同育樹祭、味噌川ダム管理所開始２０
木祖村役場
周年記念桜植樹式】
http://www.vill.kiso.nagano.jp/
森林整備・桜植樹

長野県

味噌川ダム

平成28年5月14日

主催：味噌川ダム管理所・南信発電管理事務所 【味噌川ダム洪水吐きゲート点検放流・奧木曽発電所見 独立行政法人水資源機構
問い合わせ先：味噌川ダム管理所
学会】
味噌川ダム管理所
TEL：0264-36-3111
洪水吐きゲート点検放流、発電所見学会
http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/

長野県

味噌川ダム

平成2８年７月～10月

長野県

味噌川ダム

平成28年５月２８日
～２９日

長野県

味噌川ダム

長野県

天竜川ダム統合管理事務所

・発電所見学
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendam/
・パネル写真展

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

主催：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
【奥木曽湖カヌー体験】
問い合わせ先：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
奥木曽湖（味噌川ダム）でのカヌー体験
TEL：0264-36-2772

ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
http://www.482eki.com/

主催：長野県自転車競技連盟
問い合わせ先：長野県自転車競技連盟
TEL：0261-62-2553

【２ ｄａｙｓ ｒａｃｅ
自転車ロードレース

長野県自転車競技連盟
http://homepage2.nifty.com/nagano-cf/

平成28年6月11日
～12日

主催：日本学生自転車競技連盟
問い合わせ先：日本学生自転車競技連盟
TEL：03-3481-2369

【全日本学生選手権】
自転車ロードレース

日本学生自転車競技連盟
http://jicf.info/

味噌川ダム

平成28年6月18日

主催：味噌川ダム防災資料館
問い合わせ先：味噌川ダム防災資料館
TEL：0264-36-3111

【味噌川ダム一周ウォーキング】
ウォーキング

味噌川ダム防災資料館
http://www.fureaikan.jp/

長野県

味噌川ダム

平成28年6月19日
平成28年7月24日

主催：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
【鉢盛山登山】
問い合わせ先：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
木曽川源流「鉢盛山登山」（味噌川ダム上流）
TEL：0264-36-2772

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28年7月16日

主催：やぶはら高原イベント実行委員会
問い合わせ先：木祖村役場 商工観光課
TEL：0264-36-2766

木祖村役場
http://www.vill.kiso.nagano.jp/

平成28年7月26日

主催：小里川ダム管理支所、丸山ダム管理所、
矢作ダム管理所、(独)阿木川ダム管理所
日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水系の複数ダムを見学
問い合わせ先：小里川ダム管理
するツアー
支所 外
ＴＥＬ：0573-590056 外

岐阜県
愛知県

岐阜県

岐阜県

小里川ダム
丸山ダム
矢作ダム
阿木川ダム
大井ダム

徳山ダム

平成28年4月29日、30日 揖斐川町役場 水源地域ビジョン推進事務所
5月1日、3日、4日
TEL： 0585-52-0166

徳山ダム

平成28年5月5、14、28
日 6月11、25 7月9、
揖斐川役場 水源地域ビジョン推進事務所
23 8月11、13、27 9
月10、18、24 10月 TEL： 0585-52-0166
8、9、22 11月12、19

岐阜県

徳山ダム

平成28年5月28日

NPO法人いびがわミズみずエコステーション
TEL：090-8950-2493

滋賀県

天ヶ瀬ダム

平成28年5月28日

主催：淀川ダム統合管理事務所、NPO法人瀬
田川リバプレ隊
問い合わせ先：淀川ダム統合管理事務所
TEL：072-856-3131

ｉｎ

木祖村】

【やぶはら高原ハーフマラソン大会】
マラソン大会（ハーフ、10ｋｍ、5ｋｍ）

【春の徳山ダムで観光放流を行います】
徳山ダムでは、新緑のシーズンに合わせ、洪水
吐きゲートからの放流がおこなわれます。
放流に用いるゲートは、常用洪水吐きゲートと呼ばれて
いるもので、洪水調節をおこなう際に使用されます。
https://www.town.ibigawa.lg.jp/kankoujyouhou/00000
普段は、洪水吐きゲートからの放流は見ることができま 02084.html
せん。この機会にぜひおでかけください。
※観光放流の期間中は、徳山ダムサイト公園駐車場は利
用できません。藤橋城駐車場(鶴見)および徳山会館駐車
場(開田)からのシャトルバスをご利用ください。
【徳山湖自然環境観察会を開催】
連絡船「とくまる」に乗り、徳山湖周辺の緑豊かな山々
などを観察することができます。
受付場所 岐阜県揖斐郡揖斐川町開田 「徳山会館」下 https://www.town.ibigawa.lg.jp/kankoujyouhou/00000
※天候により出航を中止させて頂く場合があります。
05736.html
晴天でも、風が強く波が高い場合は、船が揺れ大変危険
なため中止となる場合があります。

【揖斐川流域の河川清掃を開催】
揖斐川流域などをブロックに分け、それぞれの会場で一
斉清掃を行います。清掃終了後には、成魚の放流（魚の http://ibigawamizueco.com/
マークのある会場のみ）を行います。

【みんなで創る！大石かわべ物語】
環境保全の取り組みの核となるイベント「自然観察会」 淀川ダム統合管理事務所
を中心に、地元の方々やNPOの皆さんが行うミニイベン http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/
トを実施

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
都道府県

見学ダム

京都府

日吉ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

イベント内容
【天若アートプロジェクト２０１６】

主催、問い合わせ先：天若湖アートプロジェク
【予定】
ダム湖に沈んだ５つの村の広がりをあかりで蘇る、全長
平成２８年７月２日、３日 ト実行委員会
４㎞にわたる巨大なインスタレーションです。

ＨＰアドレス
天若湖アートプロジェクト実行委員会
https://www.facebook.com/AmawakakoAr
tProject

京都府

日吉ダム

【予定】
平成２８年７月１７日

主催：日吉町観光協会
問い合わせ先：日吉町観光協会
TEL：０７７１－７２－０１９６

【ひよし夏祭り201６花火大会】
日吉町観光協会
日吉ダム直下での花火大会、ひよし屋台村、魚つかみ大
http://www.hiyoshikanko.com
会、ダム施設見学会、他

京都府

高山ダム

平成28年7月31日

主催：京・村まつり実行委員会
問い合わせ先：南山城村商工会
TEL０743-93-0100

【京・村まつり】
南山城村やまなみホール及び河川敷において開催される 南山城村役場
地域の催し。工作、体験交流コーナー、特産品販売、模 http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/
擬店等

京都府

天ヶ瀬ダム

平成28年6月12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

【宇治川の水と天ヶ瀬ダム・自然を満喫】
（公社）宇治市観光協会
琵琶湖の出口宇治川の自然を満喫、天ヶ瀬ダムの役割を
http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/
知り、浄水場の水利用を見学

京都府

天ヶ瀬ダム

平成28年8月7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】
淀川ダム統合管理事務所
宇治川沿いを散策しながら、天ヶ瀬ダム、天ヶ瀬再開発
http://www.kyoto-uji-kankou.or.jp/
トンネルの見学を実施

大阪府

狭山池ダム

平成28年7月16日

大阪府富田林土木事務所
TEL:0721-25-1131

【狭山池再発見】
小学生を対象とし、①狭山池博物館ツアー、②狭山池ダ
6月中旬ＨＰ作成予定
ムツアー、③副池ツアー（生き物との触れ合いツアー）
を実施するイベントです。

奈良県

初瀬ダム

平成28年7月24日

主催：奈良県
事務局：奈良県中和土木事務所初瀬ダム管理係
問い合わせ先：奈良県河川課
TEL：0742-27-7504

奈良県

大滝ダム

平成28年7月31日

主催：紀の川ダム統合管理事務所
【大滝ダム体験ツアー】
問い合わせ先：紀の川ダム統合管理事務所管理
紀の川ダム統合管理事務所
森と湖に親しむ旬間（奈良県山の日・川の日）に関連づ
課
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/
けた大滝ダムの見学会
TEL:０７４７ー２５－３０１３

福井県

真名川ダム

平成28年7月30日

主催：森と湖に親しむ旬間行事運営連絡会
【森と湖に親しむ旬間】
問い合わせ先：森と湖に親しむ旬間運営連絡会
ダム見学会、ダムなどのパネル展示、木工工作教室、
事務局（九頭竜川ダム統合管理事務所管理課
堆肥の無料配布
TEL:0779-66-5300（代））

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28年7月31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 【森と湖に親しむ旬間】
事務局（九頭竜川ダム統合管理事務所管理課 ダム見学会、ダムなどのパネル展示、流木の無料配布
TEL:0779-66-5300（代））

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

福井県

笹生川ダム

河川砂防グループ

【第１７回あつまれ！あおがき探検隊】
普段は見られないダムの堤体内を探検！近くの川でリ
http://www.yamatoバーウォッチングを行い、水辺の生き物や川の水質につ river.net/new_event_contents_174.html
いても学びます。

主催：笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：笹生川ダム監視所
TEL：0779-64-1355

笹生川ダム施設見学会

主催：福井県土木部砂防防災課
問い合わせ先：福井県土木部砂防防災課
TEL：0776-20-0482

福井県管理ダムパネル展

主催：船坂地区安室ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：船坂公民館
TEL：０７９１－５５－１０６０

【第24回安室ダムまつり】
ダム見学会、ダム湖面巡視体験、ダムクイズラリー、絵
画コンクール、夏祭りなど

平成28年7月30日

兵庫県

安室ダム

平成28年7月18日

兵庫県

引原ダム

平成28年7月23日

主催：音水湖カヌーまつり実行委員会
問合せ先：龍野土木事務所
TEL：0791-63-5206

【音水湖カヌーまつり】
カヌー体験、湖面遊び、湖面探索、観光放流、ダム
堰堤見学会等

兵庫県

一庫ダム

平成２８年４月２２日
～５月１５日

主催：一庫ダム管理所
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：０７２－７９４－６６７１

【一庫ダムに泳ぐ鯉のぼり】
一庫ダム管理所
ダム堤体から左右岸にかけて約１００匹の鯉のぼりを掲 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/in
揚
dex.html

兵庫県

一庫ダム

平成28年6月5日

主催：猪名川漁業協同組合、一庫ダム管理所
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：０７２－７９４－６６７１

【環境学習を兼ねた稚アユ放流体験】
一庫ダム管理所
河川環境改善の確認と環境学習を兼ねてダム直下流で児 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/in
童による稚アユ放流体験
dex.html
【森と湖に親しむ旬間ｉｎ笑湖（エコ）ハイヅカ２０１６】
・灰塚ダム探検ツアー
灰塚ダム堤体内見学
・ダム湖巡視体験
ダム湖を船による湖面巡視体験
・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

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

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

広島県

灰塚ダム

平成28年7月下旬

主催：灰塚ダム管理支所
問い合わせ先：灰塚ダム管理支所
（０８２４）４４－４３６０

広島県

八田原ダム

平成28年7月上旬

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：八田原ダム管理所
TEL：0847-24-0490

【夢吊橋サマーフェスタ2016】
ダム見学（堤体内部）、ダム湖クルージング

島根県

志津見ダム

平成28年5月3日～5日

主催：有限会社志都の里
TEL：0854-73-0002
0854-76-2864
（飯南町役場企画財政課）

【ちびっこ集まれ！ゴールデンウィークイベント】
うぐいす茶屋・ヤマメの釣り堀周辺でテント村が出現。
http://shizunosato.jp/
手打ちそばや杵つき餅、ヤマメの炭焼き、金魚すくいな
ど

島根県

志津見ダム

平成28年6月12日

主催：第２５回 東三瓶ポピー祭実行委員会
TEL：0854-76-2864
（飯南町役場 地域振興課）

【第２５回東三瓶ポピー祭】
ステージイベント、ゲートボール大会、モデル撮影会、
やまめのつかみ取り、志津見ダム見学会、飯南町の特産
品の販売・食事、国土交通省・島根県治水事業のＰＲ
コーナー（パネル展示）

島根県

尾原ダム

平成28年5月15日

主催：斐伊川さくらボート協会
問い合わせ先：斐伊川さくらボート協会事務局
TEL：090-8065-7017、090-4140第5回さくらおろち湖お花見レガッタ
2084
参加申し込み終了（4月15日）

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
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

島根県

尾原ダム

平成28年5月15日

主催：さくらおろち湖ウォーク大会実行委員会
問い合わせ先：さくらおろち湖ウォーク大会実
行委員会事務局
第4回さくらおろち湖ウォーク大会
TEL：090-8718-3158（加納）、0908991-0811（藤原）
参加申し込み4月30日

島根県

尾原ダム

平成28年7月29日
～8月1日

（公財）全国高等学校体育連盟
（公社）日本ボート協会
島根県、雲南市、奥出雲町ほか

鳥取県

殿ダム

平成28年5月29日

国府マスつりフェスタ実行委員会
国府マスつりフェスタ2016
（事務局：鳥取市国府町総合支所産業建設課）
ダム湖上流袋川でのマスつりやマスのつかみ取り
TEL：0857-39-0560

山口県

島地川ダム

平成28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 【森と湖に親しむ集い】
問い合わせ先：周南市新南陽総合支所
小学生とその保護者を対象に水辺の教室（水生生物調
TEL：0834-63-0001
査）、アマゴの放流、ダム見学を実施（予定）。

島根県

山佐ダム

平成28年6月5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（平日 8:30～
17:00）

第9回

島根県

山佐ダム

平成28年7月23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（平日 8:30～
17:00）

山佐ダムキャンプ場祭り

http://www.yamabikoyamasa.jp/index.html

岡山県

三室川ダム

平成28年5月1日

主催：三室観光組合
問い合わせ先：新見市神郷支局地域振興課
TEL：０８６７－９２－６１１１

２０１６年

http://www.niimi.gr.jp/event/detail.php?id=383

岡山県

湯原ダム

平成２８年４月１日
～６月30日

湯原観光情報センター
TEL０８６７－６２－２５２６

【湯原ダムライトアップ】
http://www.okayama露天風呂・砂湯の正面にそびえる、高さ74ｍ、長さ
kanko.jp/modules/kankouinfo/pub_plan_d
194ｍの巨大な湯原ダムを赤や青など虹色のＬＥＤ光線
etail_dc.php?m=1&id=59
でライトアップ。

岡山県

湯原ダム

平成28年6月26日

湯原町旅館協同組合
TEL０８６７－６２－３０２４

【湯原温泉６．２６「露天風呂の日」】
温泉感謝デーとして遊び心たっぷりの趣向を凝らしたイ
http://www.yubara.com/
ベントを開催
旅館・入浴施設のお風呂（内湯）を無料開放

広島県

仁賀ダム

平成28年5月8日（日）

主催：竹原市立仁賀小学校ＰＴＡ
賀茂川の源流を守るネットワークにか
問合せ先：仁賀小学校
TEL：0846-29-0307

【仁賀小まつり】
ニジマス（賀茂川の水で小学校のプールにて飼育）のつ 仁賀小学校
かみ取り・釣り堀・塩焼きや，親水公園での川遊び等を http://www.tanet.ne.jp/nikasho/
行います。

山口県

末武川ダム

平成28年7月23日

主催:米泉湖サマージャンボリー実行委員会
問い合わせ先：米川公民館
TEL：0833-53-0001

米泉湖野外音楽ステージ「ビッグウイング」で開催され
ます。ステージイベントとしてバンド演奏などが行わ
れ、そのほかバザーなど多数催し物があります。また、
祭りのフィナーレには、花火が打ち上げられる予定で
す。

徳島県

長安口ダム

平成28年5月8日

主催：那賀川アフターフォーラム
問合先：那賀川アフターフォーラム
TEL：0884-22-8100

【那賀川源流碑開き】
流域の安全祈願、上下流の小学生による交流会、源流
碑周辺清掃活動、源流の水質調査（詳細未定）

愛媛県

柳瀬ダム

平成２８年６月下旬

主催・問い合わせ先：嶺南あじさい会
TEL：0896-28-6069

【嶺南あじさい鑑賞会】
あじさい鉢植えの販売やバザーなど

愛媛県

石手川ダム

平成28年度全国高等学校総合体育大会

山佐ダムやまびこ

ボート競技

グランド・ゴルフ大会

三室峡しゃくなげまつり

http://www.yamabikoyamasa.jp/index.html

四国中央市観光協会
http://www.shikochu-kankou.jp

平成28年6月4日

【自然観察会「カジカガエルの観察」】
主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会
講師の先生方による講義の後、石手川上流でカジカガ
問合せ先：松山河川国道事務所石手川ダム管理
松山河川国道事務所
エルやその他の生物を観察する。
支所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/
対象は小中学生とその家族。事前申込みが必要。詳細
TEL：089-977-0021
については、松山河川国道事務所ＨＰで公表予定。
【第２５回 四国せいよ 朝霧湖マラソン大会 】
毎年５月３日に開催されている１０ｋｍロード・ハーフ
朝霧湖マラソン／大会公式ホームページ
マラソンコース（２０．０９７５km）のレース。
http://www.e2年連続で全国ランニング大会100撰に選ばれており、
marathon.jp/asagiriko/index.php
全国からの参加者・出店などで地元の活性にもつながっ
ている。

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、水生生物調査

愛媛県

野村ダム

平成28年5月3日

主催：愛媛県西予市・西予市観光協会・四国せ
いよ朝霧湖マラソン大会実行委員会
問い合わせ先：四国せいよ朝霧湖マラソン大会
事務局
TEL：0894-72-1117

愛媛県

野村ダム

平成28年7月下旬

主催・問い合わせ先：野村ダム管理所
TEL：0894-72-1211

愛媛県

鹿野川ダム

平成28年5月15日

主催：春の鹿野川湖周遊企画部会
問い合わせ先：大洲市肱川支所
ドラゴンボート大会
地域振興課内 地域づくり係
TEL：0893－34－2311

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

大洲市
http://www.city.ozu.ehime.jp/soshiki/hijika
wash/16245.html

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.4】
都道府県

見学ダム

開催時期

愛媛県

玉川ダム

平成28年7月24日

愛媛県

新宮ダム

平成28年6月5日

愛媛県

富郷ダム

愛媛県

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

ＨＰアドレス

愛顔つなぐえひめ国体・えひめ大会実行委員会 【愛顔つなぐえひめ国体競技別リハーサル大会】
〒790-8570 松山市一番町四丁目4番地2
第71回国民体育大会第37 回四国ブロック大会（競技種 URL http: //www.ehimekokutai2017.jp/
TEL 089-947-5622
目：ボート）

主催：株式会社やまびこ（霧の森本部）
問い合わせ先：霧の森本部事務局
ＴＥＬ：00896-72-3111

【第１５回霧の森お茶まつり】
新茶の即売、各種バザー及びギャラリー、茶そばわんこ
大会

平成２８年５月中旬
（時期詳細未定）

主催：森林ボランティア実行委員会
問い合わせ先：宇摩森林組合
ＴＥＬ：0896-24-2775

貯水池周辺での植樹活動、草刈りなど

富郷ダム

平成28年6月26日

主催：嶺南あじさい会
問い合わせ先：嶺南公民館
ＴＥＬ：0896-28-6069

あじさい鑑賞会、地域産品の即売会など

四国中央市観光協会
http://www.shikochu-kankou.jp/

高知県

大渡ダム

平成28年7月下旬

主催・問い合わせ先：大渡ダム管理所
TEL：0889-32-2120

【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/

高知県

中筋川ダム

平成28年 5月28日
平成28年 6月25日
平成28年 7月23日

主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務 【なかすじ川ダムの日】
中筋川総合開発工事事務所
所管理課
ダム見学会、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライト
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/
TEL：0880-66-2501
アップ

福岡県

寺内ダム

平成28年5月22日

主催：甘木漁業協同組合
問い合わせ先：甘木漁業協同組合
ＴＥＬ：0946-22-8656

【寺内ダムブラックバス・ブルーギル釣り大会】
寺内ダム管理所ＨＰ
在来魚保全のため､ブラックバスやブルーギルの駆除を目
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/chiiki/chi_e
的とした釣り大会
vent.html
同時に釣り場のクリーンアップキャンペーンも実施

福岡県

寺内ダム

平成28年6月5日

主催：寺内ダム管理所
問い合わせ先：寺内ダム管理所
ＴＥＬ：0946-22-6713

【寺内ダム流木配布会】
ダム貯水池に流れ込んできた倒木の無料配布

沖縄県

羽地ダム

平成28年4月30日
～5月1日

主催：羽地ダム鯉のぼり祭り実行委員会
問い合わせ先：名護市商工観光課
TEL：0980-53-1212

沖縄総合事務局開発建設部
【羽地ダム鯉のぼり祭り】
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuum
カヌー体験、羽地大川川遊び、ダム施設体験、キッズス i/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
ポーツコーナー、親子手作り玩具教室等
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

大保ダム

平成28年7月2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

沖縄総合事務局開発建設部
【大保ダムまつり】
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuum
湖面カヌーツアー、森に学ぼう、ダム堤内見学会、陶芸
i/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
教室、キャンドルナイト等
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

福地ダム

平成28年7月17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：0980-43-2265

沖縄総合事務局開発建設部
【福地ダム夏休み自然体験会】
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuum
カヌー体験、自然観察船、ダム施設見学、ザリガニ釣り i/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
体験、福地川川遊び等
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

金武ダム

平成28年7月23日

主催：金武ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：金武町 企画課
TEL：098-968-6262

沖縄総合事務局開発建設部
【金武ダムまつり】
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuum
カヌー体験、湖面遊覧、水牛体験、紙トンボ作り、ダム i/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html
施設見学･宿道案内等
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28年7月31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

【漢那ダムまつり】
カヌー体験、親子木工教室、漢那ダムまるごと体験ツ
アー、セグウェイ試乗体験等

沖縄県

倉敷ダム

平成28年8月7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
園課
TEL：098-939-1212

建築・公 【倉敷ダムまつり】
植樹祭、ダム施設見学会

※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。

寺内ダム管理所HP
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/c
hiiki/chi_event.html

沖縄総合事務局開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuum
i/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
沖縄総合事務局開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_to_mizuum
i/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mizuumi.html

