ダム周辺で行われるイベント一覧【２８．８】
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

【エクステラ・ジャパン・チャンピオンシップin南富良 XTERRAジャパン事務局ルナークス・ランニング・カンパ
野２０１６】
ニー内
トライアスロン（スイム1200m、ＭＴＢ25km、トレ
イルラン10km）
http://info@xterrajapan.net

【新しいチバベリの森をつくろう！】
植樹会（植樹作業終了後に留萌ダム見学会）

イベント内容

北海道

金山ダム

平成28年9月2日
～9月4日

主催：エクステラ・ジャパンin北海道実行委員
会
問い合わせ先：XTERRAジャパン事務局ル
ナークス・ランニング・カンパニー内
TEL：０４８－２３５－０８１７

北海道

留萌ダム

平成28年9月9日

主催：留萌開発建設部 留萌開発事務所
留萌ダム管理支所
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
ＴＥＬ：0164-46-8111

北海道

二風谷ダム

北海道

豊平峡ダム

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
【にぶたに湖周辺自然観察会・秋】
平成28年10月29日 ム管理所）
「イオルの森」散策、植樹等
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262
【夜の豊平峡ダム「星空観測旅」日帰りモニターツ
主催：一般社団法人定山渓観光協会
アー】
平成28年9月1日、 問い合わせ先：一般社団法人定山渓観光協
通常16時まで入場のところ特別に夜間開放し、音楽を
4日、7日
会
バックに「星空観察」「トンネル熟成ワインの試飲」
TEL：０１１-５９８-２０１２
「エコケータリングの試食」を楽しむ
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
平成28年10月6日、 会 TEL：０１１-５９８-２０１２
【紅葉かっぱバスで行く「定山渓ダム・小樽内発電所見
1３日、１９日
又は
学会」】ダム見学、発電所見学
豊平川ダム統合管理事務所 管理課
ＴＥＬ：０１１－５８３－８１１０

ＨＰアドレス

留萌ダム
http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/

室蘭開発建設部
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

定山渓観光協会公式サイト
http://jozankei.jp/houheikyouhoshizora/2874
定山渓観光協会公式サイト
http://jozankei.jp/koyokappa_bus/1758

北海道

定山渓ダム

北海道

桂沢ダム

主催：三笠市観光協会
問い合わせ先：三笠市商工会
平成28年10月16日 TEL：01267-2-2249
三笠市役所 商工観光課 商工観光係
TEL：01267-3-3997

北海道

桂沢ダム

平成28年10月16日

青森県

津軽ダム

主催：白神山地ビジターセンター
平成28年10月中旬 問い合わせ先：同上
TEL：０１７２-８５-２８１０

【白神山地ビジターセンター ふれあいデー】
白神山地ビジターセンター
映画上映、親子木工教室、ダムパネル展、ダムの役割ジ
http://www.shirakami-visitor.jp/
グソーパズル等を予定

青森県

浅瀬石川ダム

主催：黒石市
平成28年10月13日
問合せ先：黒石市商工観光課
～11月６日
TEL：0172-52-2111

【中野もみじ山ライトアップ 秋の紅葉ライトアップ「光 黒石市
のファンタジー」】
http://www.city.kuroishi.aomori.jp/Sight_Seeing/Sig_Na
ライトアップ実施時間 ： 夕暮れ～２１：００頃まで
kano_02.html#kouyou_rightup

青森県

浅瀬石川ダム

主催：浅瀬石川ダム管理所
平成28年10月13日
問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
～11月６日
TEL：0172-54-8782

管理係

【浅瀬石川ダム秋のライトアップ】
中野もみじ山の秋のライトアップ開催に合わせて浅瀬石
川ダム堤体のライトアップを行います。
浅瀬石川ダム管理所
クレストゲートの照明は、点灯時間内で点灯、消灯を繰 http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/
り返す予定です。
実施時間：17時00分～21時00分

青森県

浅瀬石川ダム

主催：浅瀬石川ダム管理所
平成28年10月29日 問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
TEL：0172-54-8782

管理係

【浅瀬石川ダム"秋"の特別見学会】
平成28年度３回目となる特別見学会を行います。

秋田県

成瀬ダム

平成28年11月3日

秋田県

鳥海ダム

平成28年10月中旬 主催・問い合わせ先：由利本荘市鳥海総合
【鳥海高原法体の滝紅葉まつり】
～10月下旬
支所産業課（商工観光班）
法体園地内で歌謡ショー、郷土芸能、ナベッコ
（予定）
TEL：0184-57-2205

なし

秋田県

玉川ダム

主催：玉川ダム管理所
平成28年１０月下旬 問い合わせ先：玉川ダム管理所管理係
TEL:0187-49-2170

【玉川ダム見学会（仮称）】
ダム見学、中和処理施設見学

玉川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

秋田県

玉川ダム

【玉川ダム秋のライトアップ】
ダム堤体ライトアップ

玉川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

平成28年１０月

【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）

豊平川ダム統合管理事務所（掲載予定）
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/08isiken/02genba/
26damtokan/index.html

なし

主催：三笠市
【秋の桂沢エリアまるごと満喫ツアー】
問い合わせ先：三笠ジオパーク推進協議会
三笠ジオパーク
桂沢ダム見学、原石山での地層・化石説明会、三笠市紅
事務局
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/geopark/
葉祭り会場で秋の味覚を味わってもらいます。
TEL：01267-2-3997

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

主催：東成瀬源流シンポジウム実行委員会 【東成瀬源流シンポジウム】
問い合わせ先：(一財)東北地域づくり協会 地域児童による和太鼓上下流交流、有識者による基調講 なし
TEL：022-268-4611
演、パネルディスカッション

主催：玉川ダム管理所
問い合わせ先：玉川ダム管理所管理係
TEL:0187-49-2170

主催：森吉山ダム水源地域ビジョン実行委
【森吉四季美湖紅葉まつり】
員会
平成28年10月16日
ダム見学会、ウォーキング、カヌー体験、カヌートライ
問い合わせ先：森吉山ダム広報館
アスロン、ステージイベント
TEL：0186-84-8590

秋田県

森吉山ダム

秋田県

協和ダム

平成28年10月2日

岩手県

田瀬ダム

主催：田瀬地域生涯学習推進委員会
共催：田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議
会（花巻市、遠野市、北上川ダム統合管理
平成28年10月下旬 事務所ほか関係機関・団体)
田瀬湖畔の約10ｋmのコースを紅葉を楽しみながら
～11月上旬
問い合わせ先：田瀬ダム水源地域ビジョン ウォーキング
推進協議会事務局(北上川ダム統合管理事
務所 田瀬ダム管理支所内)
TEL：0198-44-5211

宮城県

長沼ダム

平成28年9月25日

山形県

長井ダム

主催：美山湖ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会
問い合わせ先：大仙市協和支所市民ｻｰﾋﾞｽ
課内
TEL：018-892-3706

森吉山ダム広報館
http://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kan
kou_shisetsu/moriyoshi/2014-0515-02.html
森吉山ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/moriyoshi/ind
ex.html

【第18回美山湖フェスティバル】
美山湖ウォーキング（ダム見学）、ステージショー、釣 なし
り、魚つかみ取り、出店コーナー、抽選会

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

主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
【第２７回長沼レガッタ】
登米市
問い合わせ先：長沼レガッタ実行委員会事
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 http://www.city.tome.miyagi.jp/oshirase/shogaigakushu
務局
した一般参加型漕艇競技大会
/h28naganumaregattta1.html
TEL：０２２０－２３－７６３３

【ながい百秋湖まつり】
主催：長井ダム水源地域ビジョン推進会議 長井ダム及び新野川第1発電所見学をはじめとして、野
平成28年10月30日 事務局（野川まなび館内）
川まなび館を基点とした紅葉のながい百秋湖を楽しむ。
TEL：０２３８－８7－0605
（三淵渓谷参詣、清流ウォーキング、ダム湖周ウォーキ
ング、長井ダム特別見学会,、新野川第１発電所見学）

ダム周辺で行われるイベント一覧【２８．８】
都道府県

見学ダム

開催時期

山形県

月山ダム

平成28年10月下旬

山形県

田沢川ダム

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

問い合わせ先：あさひむら観光協会
TEL：0235-53-3411

平成28年9月24日
(予定)

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
【うつくしま・みずウオーク２０１６
要）
ウォーキングイベント
福島民友新聞社事業局
TEL：０２４-５２３-１３３４

三春ダム

福島県

三春ダム

福島県

摺上川ダム

主催：森づくり大作戦実行委員会
平成28年10月中旬 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

福島県

摺上川ダム

福島県

こまちダム

福島県

田島ダム

相俣ダム

【梵字川渓谷紅葉まつり】
※詳細は未定

あさひむら観光協会
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/

主催：百年の森づくり第１５回「田沢川ダ
ムまつり」実行委員会
【田沢川ダムまつり】
平成28年10月16日 問い合わせ先：酒田市平田総合支所建設産 ダム堤体内部見学、魚のつかみ捕り、木工教室、ステー
業課
ジショー、来場者プレゼント、軽食販売
TEL：０２３４-５２-３９１４

福島県

群馬県

ＨＰアドレス

三春大会】

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】
平成28年10月12日 問い合わせ先：三春町教育委員会生涯教育
基調講演、研究発表
課
TEL：0247-62-3837

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

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

【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、摺上川ダム見学
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/
会

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

主催：摺上川ダム管理所
平成28年11月27日 問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
TEL：024-596-1275

平成28年9月4日

酒田市平田総合支所建設産業課
http://www.city.sakata.lg.jp/ou/hirata/kensetsu/kense
tsu/tazawagawadamumatsuri.html
※昨年度のまつり紹介HP、今年度分は今後アップ予
定

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

【摺上川ダム管理移行１０周年講演（仮称）】
管理移行10周年記念講演

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

【こまちダムまつり】
三春土木事務所
ダム施設見学、湖面巡視体験、スタンプラリー、地元出 http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/komachi.h
店食べ物コーナー
tml

主催：福島県南会津建設事務所、南会津町
共催：福島県治水協会
【田島ダム施設見学会】
南会津建設事務所
平成28年10月23日 問い合わせ先：福島県南会津建設事務所
ダム管理所内説明、監査廊（地下通路）説明、田島ダム
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/
管理課 管理調整担当
カード配布
ＴＥＬ：０２４１－６２－５３２１

平成28年9月3日

平成28年9月11日

主催：利根川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
TEL:027８－６６－００３４

主催：みどり市・草木湖マラソン実行委員
会
問い合わせ先：みどり市・草木湖マラソン
実行委員会
TEL：０３－６４２７－５３３３

群馬県

草木ダム

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成28年11月下旬 相模川水系広域ダム管理事務所
（予定）
TEL：046-281-6911

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成28年11月3日

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成28年11月下旬 宮ヶ瀬ダム水の郷イベント実行委員会
～12月下旬
TEL:046-288-1340

（公財）宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
TEL:046-288-3600

【赤谷湖流木アートコンテスト】
ダムには毎年多くの流木が流れ込みます。ダムに流れ込
んだ流木は管理の支障になるため撤去する必要がありま
すが、この処分には毎年多くの費用が必要となります。 なし
そのため、流木を活用することで処分費の削減を図り、
また、多くの人にダムについて知ってもらえるよう「流
木アートコンテスト」を実施しています。
【第３８回草木湖一周マラソン全国大会】
初秋の草木湖沿道を走る全国大会。
みどり市社会教育課
高低差150mもあるアップダウンコースが魅力。また、
http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/10000
小学生コースや年齢層に応じたコース多数あり。
00002191/index.html
みどり市の特産物や豪華景品が当たる抽選会も開催。
【１１月下旬６日間（予定）観光放流実施！！】
目の前で大量の”水”
身近で見られる”ダム放流”
～6分間のダイナミックショー～

【みやがせフェスタ秋ｉｎ鳥居原】
地元活動団体による演舞披露、ジャグリングショーなど
http://miyagase.or.jp/index.html
様々なステージショーが開かれます。地域物産展、伝統
工芸等体験もあります！
【第31回宮ヶ瀬クリスマスみんなのつどい】
高さ約３０ｍのモミの木をイルミネーションでライト
アップ。
http://miyagase.or.jp/index.html
また、長さ３１５ｍの水の郷大つり橋やロードトレイン
『ミーヤ号』もイルミネーションで飾られるなど、宮ヶ
瀬が幻想的な光に包まれます。
詳細未定
【奥秩父大滝紅葉まつり】今年の詳細はまだ未定※ブー 秩父観光なび
ス参加
http://navi.citychichibu.lg.jp/
ダム広報、アンケート調査、ダムカード、流木配布
秩父観光協会
http://www.citychichibuji.gr.jp/

埼玉県

二瀬ダム

平成28年11月

主催：奥秩父大滝紅葉まつり実行委員会
問い合わせ先：同上
TEL：０４９４－５５－０７０７

栃木県

西荒川ダム

平成28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 東古屋湖釣り大会（西荒川ダム湖）
所
スーパーレインボートラウトトーナメント
ＴＥＬ：028-47-1150

栃木県

寺山ダム

主催：矢板市教育委員会
平成28年11月13日 問い合わせ先：矢板市生涯学習課
ＴＥＬ：0287-43-6218

栃木県

中禅寺ダム

平成28年10月8日

栃木県

松田川ダム

平成28年11月23日

埼玉県

有間ダム

平成28年9月10日

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

第27回矢板たかはらマラソン大会

http://www.kinugawagyokyou.com/higasigoyako/index.html

https://www.city.yaita.tochigi.jp/soshiki/syougaigakusy
u/takaharamarathon27.html

主催：日光けっこうフェスティバル実行委
員会
問い合わせ先：日光けっこうフェスティバ 日光けっこうフェスティバル・日光秋の花火
ル実行委員会
ＴＥＬ0288-53-3795

https://www.city.nikko.lg.jp/nikkokankou/kankou/nikko
/event/nikkoukekko.html

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
足利学校さままつり
員会
ＴＥＬ：0284-43-8788

http://www.ashikagakankou.jp/event/ashikagagakkousama

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

飯能市
http://www.city.hanno.saitama.jp/

庶務・料金担

【H28水道サポーター事業】
有間ダム見学＆清掃活動
(定員：１５組)
(対象：飯能市内在住の小学生と保護者)

ダム周辺で行われるイベント一覧【２８．８】
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

埼玉県

有間ダム

主催：埼玉県、河川協会
問い合わせ先：飯能県土整備事務所
平成28年11月14日
（有間ダム管理所）
TEL：042-973-2274
（042-979-0914）

埼玉県

合角ダム

平成28年11月14日

埼玉県

権現堂調節池

埼玉県

滝沢ダム

千葉県

黒部川貯水池

平成28年11月3日
～６日

主催：東京都水上スキー連盟
【第５８回東京都水上スキー大会】
問い合わせ先：東京都水上スキー連盟事務
東京都水上スキー連盟
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
局
https://sites.google.com/site/tokyowsa/
会
TEL：090-3043-3079

千葉県

亀山ダム

平成28年11月1日
～12月11日

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

千葉県

片倉ダム

主催：笹川湖畔もみじまつり実行委員会
平成28年11月20日 問い合せ先：笹川湖畔もみじまつり実行委 【第８回笹川湖畔もみじまつり】
～12月11日
員会
フラダンス等アトラクション、フリーハイキング
TEL：0439-39-3113

千葉県

東金ダム

平成28年10月10日

神奈川県

城山ダム

主催：つくい湖湖上祭実行委員会
【つくい湖湖上祭】
平成28年11月20日 問い合わせ先：つくい湖湖上祭実行委員会 防災減災対策事業、飲食ブース出展、ステージイベン
なし
TEL:042-685-0880
ト、地元特産品の販売及びPR、津久井湖面での花火大会

新潟県

大石ダム

主催：大石・山と川に親しむ会
平成28年10月15日 問い合わせ・申し込み先：事務局
電話 0254-64-2170

石川県

手取川ダム

長野県

大町ダム

主催：大町ダム管理所
平成28年11月19日 問い合わせ先：同上
TEL：０２６１ー２２ー４５１１

大町ダム完成30周年記念シンポジウム

大町ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
※開催案内チラシは、間近になりましたらHPにアップす
る予定です。

長野県

大町ダム

主催：大町ダム管理所
平成28年10月10日 問い合わせ先：同上
TEL：０２６１ー２２ー４５１１

秋のダム水源地めぐり

大町ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
※開催案内チラシは、間近になりましたらHPにアップす
る予定です。

長野県

牧尾ダム

【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

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

合角ダム見学会

埼玉県飯能県土整備事務所
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1005/index.html

埼玉県秩父県土整備事務所
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1007/k-dam/index.html

【行幸湖浮きウキフェスタ２８】
主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員会
浮島(ビオトープ)作り体験、カヌー・ドラゴンボート体
平成28年10月30日 問い合わせ先：権現堂調節池管理所
http://bit.ly/ukiuki
験、アマチュアバンド演奏、協力団体の環境に関する取
TEL：0480-43-2895
組紹介、食品等の販売、その他
主催：奥秩父大滝紅葉まつり実行委員会
平成28年10月30日 問い合わせ先：同上
TEL：０４９４－５５－０７０７

平成28年11月13日

平成28年10月9日

【第40回奥秩父大滝紅葉まつり】
滝沢ダムを会場とし、紅葉まつりイベント（ハイキン
グ、郷土芸能披露、特産品販売他）を開催

【亀山オータムフェスティバル】
紅葉狩りクルーズ、フリーハイキングなど
ダム特別放流は11月２３日予定

なし

君津市観光協会亀山支部
http://www.kazusakameyama.com/

なし

【2016環境ウォークinときがね湖】
主催：環境ウォークinときがね湖実行委員 小学生を対象とし、各団体が出展するブースで環境に関
なし
会
するクイズに回答しながら東金ダム湖（ときがね湖）の
管理用道路を周回するスタンプラリー。

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
TEL ０７６－２５９－２０３０

【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。

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/
散策：15名程度）

主催：王滝森林鉄道フェスティバル2016 【第６回 王滝森林鉄道フェスティバル2016】
実行委員会
森林鉄道体験乗車会、運材列車でも走行、資料展示
共催：王滝村、木曽森林管理署、水資源機
等
王滝観光総合事務所
構愛知用水総合管理所、王滝観光総合事務
特徴：王滝森林鉄道廃止から４０年が経過し、木曽
http://www.ontake.jp/
所
谷の歴史遺産である森林鉄道の保存復活運動
問い合わせ先：王滝観光総合事務所
の一環として催されるイベント。今回で第５
TEL：０２６４－４８－２２５７
回目となる。

主催：おんたけ湖ハーフマラソン実行委員 【第６回 おんたけ湖ハーフマラソン】
会
種目：ハーフ、１０km、５km
共催：王滝村体育協会、独立行政法人水資
特徴：人口約800人の王滝村が村民総出で運営する
公式ホームページ（おんたけ湖ハーフマラソン実行委
源機構愛知用水総合管理所、（公財）おん
アットホームな大会
平成28年10月30日
員会）
たけ休暇村、ＪＡ木曽王滝支所、長野朝日
愛知用水の水源である御岳湖（牧尾ダム）の
http://ontakeko-run.com
放送株式会社
周回道路・ダム堤体及び管理用道路をコース
問い合わせ先：王滝観光総合事務所
とした、エメラルドグリーンの湖や紅葉、御
TEL：０２６４－４８－２２５７
嶽山の冠雪など景色を楽しみながらの大会

長野県

牧尾ダム

新潟県

三国川ダム

平成28年10月30日

富山県

宇奈月ダム

主催：（一社）黒部・宇奈月温泉観光局
平成28年 9月24日
問い合わせ先・申し込み先
～11月23日
TEL ０７６５－５７－２８５０

岐阜県

小里川ダム

平成28年11月3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
小里川ダム管理支所
について学ぶダム湖１周ウォーキング。太鼓演奏、地元
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html
食材でのおもてなし、クイズ等を予定。

岐阜県

阿木川ダム

平成28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)

明知鉄道
【メモリアルマーチ】
http://www.aketetsu.co.jp/
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
阿木川ダム管理所
ング
http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/index.html

岐阜県

徳山ダム

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
しゃくなげ湖畔紅葉ウォーク
TEL ０２５－７７４－２２００
FAX ０２５-７７４－３０７６

平成２８年９月10
日、18日、24日、 揖斐川町役場 企画部
10月8日、9日、 水源地域ビジョン推進事務所
22日、
電話：0585－52－0166
11月12日、19日

うなづき湖ボートクルーズ

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html
※開催案内チラシは、間近になりましたらHPにアップす
る予定です。
（一社）黒部・宇奈月温泉観光局
http://www.kurobe-unazuki.jp/
※開催案内チラシは、間近になりましたらHPにアップす
る予定です。

【徳山湖自然環境観察会】
徳山湖遊覧 連絡船「とくまる」に乗って徳山湖を巡ろ http://www.inochinomizutomori.or.jp/
う！

ダム周辺で行われるイベント一覧【２８．８】
開催時期

企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

岐阜県

徳山ダム

主催：揖斐川町役場水源地域ビジョン推進
揖斐川町役場
平成28年11月初旬
【徳山ダム観光放流】徳山ダムで、紅葉シーズンに合わ
事務所
https://www.town.ibigawa.lg.jp/kankoujyouhou/index.ht
（予定）
せ、洪水吐きゲートからの観光放流が開催予定です。
TEL：（０５８５）５２－０１６６
ml

愛知県

矢作ダム

主催：矢作ダム管理所
平成28年12月上旬 問い合わせ先：矢作ダム管理所
TEL：0565-68-2321

三重県

蓮ダム

平成28年10月30日

主催：水源地域ビジョン推進会議25周年
事業実行委員会
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：０５９８-４５-０３７１

【放流体感ツアー、木場公園ふれあいまつり】
ビデオ上映、放流操作体験・ＣＣＴＶカメラ操作体験・ 蓮ダム管理事務所
監視、ゲート室見学、ます釣り・塩焼き、グランドゴル http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/
フ、出店

三重県

蓮ダム

平成28年11月5日

主催：水源地域ビジョン推進会議25周年
事業実行委員会
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：０５９８-４５-０３７１

【秋の山歩き～秋深まる高見山を歩こう～】
櫛田川の水源地である高見山を歩く

静岡県

長島ダム

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議
【奥大井接岨湖もみじまつり】
平成28年11月中旬 問い合わせ先：長島ダム管理所
未定
TEL：0547-59-1021

京都府

大野ダム

主催：大野ダムもみじ祭り実行委員会
平成28年11月12日
問い合わせ先：美山町大野振興会
～13日
TEL：０７７１－７５－９１１０

【第２８回大野ダムもみじ祭り】
美山町大野振興会
虹の湖紅葉狩ウォーク、じゃんけん大会、太鼓披露、ふ
http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/
るさと鍋、特産品販売（予定）

京都府

高山ダム

主催：南山城村
平成28年11月23日 問い合わせ先：産業生活課
TEL：０７４３－９３－０１０５

【むら活き生きまつり】
ダム見学、ステージショー、物産展

大阪府

安威川ダム

平成28年10月16日

大阪府

狭山池ダム

主催：南海電気鉄道株式会社、
狭山池築造1400年記念リレーガイド
平成28年9月10日 ウォーク実行委員会
平成28年11月19日 問い合わせ先：狭山池築造1400年記念事
平成28年12月10日 業実行委員会事務局
（大阪狭山市役所企画グループ内）
TEL：072-366-0011

鳥取県

殿ダム

鳥取県

殿ダム

島根県

志津見ダム

平成28年10月9日

島根県

志津見ダム

主催：(有)志津の里（うぐいす茶屋）
平成28年10月下旬
TEL：0854-73-0002
～11月上旬

平成28年9月18日

イベント内容

総務係

【矢作ダム臨時放流見学会】
ダム見学

ＨＰアドレス

矢作ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/

蓮ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

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

南山城村
http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/index.php

安威川ダムファンづくり会
主催：安威川ダムファンづくり会
http://www.aigawa.jp/
問い合わせ先：安威川ダム建設事務所建設 ダム見学ツアー、丸太切り体験、アマゴつかみ歩取り な
課企画G
ど
安威川ダム建設事務所
TEL:072-626-6164
http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/shokai.html

主催：まちづくりいきいき成器の会
問い合わせ先：殿ダム交流間
TEL：0８５７－７７－４６０７

リレーガイドウォーク＜第4回＞（平成28年9月10日）
リレーガイドウォーク＜第5回＞（平成28年11月19
日）
狭山池築造1400年記念公式サイト
リレーガイドウォーク＜第6回＞（平成28年12月10
http://sayamaike1400th.jp/event/
日）
内容：地元ガイドならではの話を聞きながら、摂河泉を
うるおす狭山池歴史が体感できるイベントです。

【殿ダム野外音楽祭】
野外音楽祭、スパーカー展示等

なし

主催：殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会 【殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会】
平成28年10月23日 実行委員会
殿ダム及び因幡万葉湖周辺で行われるウォーキング大会 なし
問い合わせ先：0８５７－５８－１５６１ （コースは約３．５ｋｍ及び約８．０ｋｍ）

主催：第２６回 東三瓶コスモス祭実行委
員会
TEL：0854-76-2864
（飯南町役場 地域振興課）

主催：さくらおろち湖トライアスロン大会
実行委員会
問い合わせ先：0854-45-9222
（さくらおろち湖トライアスロン大会事務
局）

島根県

尾原ダム

平成28年9月4日

島根県

尾原ダム

平成28年10月16日

島根県

尾原ダム

主催：さくらおろち湖ﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ大会実行委
員会
平成28年11月13日 問い合わせ先：さくらおろち湖ﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ大
会実行委員会事務局
TEL：0854-45-9222

山口県

島地川ダム

11月頃予定

島根県

山佐ダム

島根県

山佐ダム

島根県

山佐ダム

【第２６回東三瓶コスモス祭】
ステージイベント、志津見ダム見学会、飯南町の特産品
なし
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）
紅葉祭り
うまいものテント市
紅葉のライトアップ
志津見ダムライトアップ

なし

【第１回さくらおろち湖トライアスロン大会】
観光庁のスポーツツーリズム推進プロジェクト「ラン
ナーズインフォメーション研究所」に日本で初めて選ば なし
れた認定サイクリングコースを有するさくらおろち湖周
辺を活かした初のトライアスロン大会。

主催：さくらおろち湖祭り2016実行委員
会
【さくらおろち湖祭り2016】
問い合わせ先：NPO法人さくらおろち
ステージイベント等
TEL：0854-48-9050

なし

【さくらおろち湖ﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ大会】
さくらおろち湖（尾原ﾀﾞﾑ）周辺の史跡や名所がﾁｪｯｸﾎﾟｲ
ﾝﾄとなっているﾛｹﾞｲﾆﾝｸﾞ（地図とコンパスを使用して行 なし
うﾅﾋﾞｹﾞｰｼｮﾝｽﾎﾟｰﾂ。制限時間内に多くの記録地点を通過
してその合計得点を競う。）大会です。

主催：島地川ダム周辺環境整備地区管理協
【紅葉の高瀬湖クリーンウオーク】
議会
島地川ダムのダム湖(高瀬湖)周辺での清掃活動を兼ねた
問い合わせ先：周南市新南陽総合支所
ウオーキング
TEL：0834-63-0001

なし

平成28年9月18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３回

http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

平成28年10月9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

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
（NPO法人やまびこ）
平成28年11月20日 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８回

山佐川

グラウンドゴルフ大会

きのこ狩りの集い

山佐ダム

グラウンドゴルフ大会

http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

ダム周辺で行われるイベント一覧【２８．８】
見学ダム

岡山県

苫田ダム

岡山県

苫田ダム

岡山県

高瀬川ダム

１０月上旬

主催：神郷デュアスロン実行委員会
デュアスロンinしんごう
問い合わせ先：神郷デュアスロン実行委員
会場：グリーンミュージアム神郷及び周辺
会

http://ww35.tiki.ne.jp/~okym-tri/

岡山県

高瀬川ダム

１１月上旬

主催：新見市しんごう湖畔マラソン大会実
行委員会
しんごう湖畔マラソン
問い合わせ先：新見市しんごう湖畔マラソ 会場：グリーンミュージアム神郷及び周辺
ン大会実行委員会

http://shingo-marathon.com/information/

岡山県

三室川ダム

１１月上旬

主催：三室観光組合
問い合わせ先：三室観光組合
TEL：０８６７-９５-７７７５

なし

広島県

椋梨ダム

平成28年9月18日

広島県

福富ダム

平成28年10月1日
、2日

広島県

仁賀ダム

主催：竹原市，竹原市教育委員会，竹原市
体育協会，豊田郡竹原市中学校体育連盟
平成28年10月23日 問い合わせ先・竹原市教育委員会文化生涯
学習課
ＴＥＬ：0846-22-7757

【第62回竹原駅伝競走大会・第16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。 なし
賀茂川中学校がスタート・ゴール（概ね賀茂川沿道を走
り，ダム上流約2㎞地点を折返し）

福富ダム

主催・問い合わせ先：ハッピーハロウィン
ランひろしま実行委員会(主管：一般社団
平成28年10月30日
法人東広島青年会議所）
ＴＥＬ：082-225-0388

【ハッピーハロウィンラン2016ｉｎ東広島】
全国的に盛り上がりを魅せるランイベントとハロウィンをつ
なぎあわせ，広島県央のまち東広島市福富町とその周辺で，
仮装あり，スイーツあり，ご当地フードのたのしい仕掛けあ
りの体感型ファンランイベントです。（キッズラン1.5km，
ファミリーラン1.5km，ファンラン3km，ラン10kmの4
コース）

広島県

椋梨ダム

平成28年11月6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

広島県

八田原ダム

平成28年10月30日

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議
会
【第9回 秋の夢吊橋ウォーク2016】
問い合わせ先：八田原ダム管理所
ダム貯水池周辺のウォーキング大会
TEL：0847-24-0490

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

広島県

土師ダム

平成28年11月23日

主催：八千代町湖畔祭実行委員会
【第39回土師ダム湖畔マラソン大会】
問い合わせ先：八千代町湖畔祭実行委員会
土師ダムダム湖周辺でのマラソン大会
事務局
（1km(親子ペア)、3km、10km、ハーフマラソン）
TEL:0826-52-2811

土師ダムサイクリングターミナル
http://www.yachiyoko.com/

広島県

温井ダム

平成28年9月18日

広島県

開催時期

企画会社
問い合わせ先

都道府県

主催：苫田ダム管理所
平成28年１０月中旬 問い合わせ先：0868-52-2151

主催：奥津もみじ祭り実行委員会
平成28年１０月下旬 問い合わせ先：(株)未来奥津
TEL：0868-52-2651

イベント内容

ＨＰアドレス

【秋季奥津湖クリーン大作戦】
苫田ダム管理所
苫田ダム奥津湖周辺を地域のボランティアと一緒に清掃
http://www1.cgr.mlit.go.jp/tomata/index.html
して回る一斉清掃。
【第９回奥津もみじ祭り】
・奥津渓観光ツアー（実行委員会企画）
・パネル展示（ダム効果等）
・木材チップ配布

三室峡紅葉まつり
会場：三室総合案内所（しゃくなげ展望台）

(株)未来奥津
http://www.mirakuru.ne.jp/

【白竜湖トレイルランレース大会】
主催・問い合わせ先：三原白竜湖トレイル 白竜湖スポーツ村を出発点とした登山道や林道の未舗装
白竜湖トレイルランレース
ランレース実行委員会
路を35ｋｍ・19ｋｍのコースを制限時間内に走破する
http://www.mihara-trail.com/
ＴＥＬ：082-961-4002
大会。申込期限：6月30日
【アクアフェスタｉｎ福富】
二級河川沼田川の源流地域にあたり，水が豊富で豊かな
主催・問い合わせ先：アクアフェスタin福
自然に囲まれた福富では，毎年「水」をテーマにしたイ
富2016実行委員会
http://aqua-festa.com/
ベント「アクアフェスタin福富」が開催されています。
ＴＥＬ：080-6333-9068
芸能発表やバンド演奏などのステージ，合鴨レースなど
のイベントや特産物の販売が行われます。

http://happyhalloweenrun.jp/

【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 http://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionDe
㎞・5㎞・3㎞のマラソンコース。また，ふれあいウォークの tailAction.do?raceId=124134&div=1
4㎞コース。

主催：安芸太田しわいマラソン実行委員会
【しわいマラソン】
問い合わせ先：川・森・文化・交流セン
第7回 安芸大田しわいマラソン2016
温井ダムをスタート地点・ゴール地点とした100ｋｍ，
ター
http://www.shiwai-m.com/
88ｋｍのウルトラマラソン
TEL：0826-22-2126

主催：龍姫湖まつり実行委員会
平成28年10月23日 問い合わせ先：安芸太田町商工観光課
TEL：0826-28-1961

【龍姫湖まつり】
温井ダム周辺を舞台とした温井ダム周辺の観光推進、地
域活性化を寄与することを目的とした祭り。温井ダム湖
「龍姫湖（りゅうきこ）」を活用した、カヌー体験の特 なし
別実施。
キャットウォークの一般解放及び中位放流設備からの放
流等。

広島県

温井ダム

徳島県

長安口ダム

徳島県

池田ダム

平成28年9月17日
～19日

主催：アジアウェイクボード協会
【第1回 WWAアジアウェイクボードチャンピオンシッ
問い合わせ先：アジアウェイクボード協会
プin池田湖】
TEL：－
ダム湖を会場としたウェイクボード大会。
E-mail：info@worldwakeboard.com

香川県

内場ダム

平成28年9月10日
～11日

主催：SHIKOKU WAKE BOARD
FESTIVAL実行委員会
問い合わせ先：BAHATI（松本）
TEL：087-882-7751

【2016 SHIKOKU WAKE BOARD FESTIVAL(四国
BAHATI
祭)】
http://blog.livedoor.jp/bahati110/
ウェイクボード

香川県

門入ダム

平成28年9月4日

主催：さぬき市観光協会
問い合わせ先：上記同じ
TEL：087-894-1114

門入よさこい（市内外から企業団体等が参加）

愛媛県

石手川ダム

平成28年1０月末
～11月初旬予定

主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委
【石手川ダム見学会＆自然観察会】
員会
松山河川国道事務所
操作室・ダム堤体内の監査廊・ホロージェットバルブか
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam/
らの放水などの見学・野鳥観察会
TEL：089-977-0021

主催：那賀川アフターフォーラム
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
那賀川河川事務所
平成28年10月予定 問い合わせ先：那賀川河川事務所 調査課 に那賀川源流において「那賀川源流コンサート」を開催
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
TEL：０８８４－２２－６５６２
します。

アジアウェイクボード協会
http://worldwakeboard.com/

さぬき市観光協会
http://sanuki-kanko.jp/event/summer/post-891.html

ダム周辺で行われるイベント一覧【２８．８】
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

愛媛県

石手川ダム

平成28年11月末
～12月初旬予定

愛媛県

野村ダム

平成28年11月中旬
～平成29年1月中旬

愛媛県

鹿野川ダム

愛媛県

鹿野川ダム

平成28年11月4日
～6日

主催：公益社団法人日本カヌー連盟 大洲
市 大洲市教育委員会 愛顔つなぐえひめ国
体・えひめ大会大洲市実行委員会
問い合わせ先：国体推進係
TEL：0893-57-9995

愛媛県

富郷ダム

平成28年11月3日

主催：別子・翠波はな街道サイクリング
2016実行委員会
問い合わせ先：四国中央市観光協会
TEL：0896-28-6187

高知県

大渡ダム

平成28年10月2日

主催・問い合わせ先：くいしんぼマラソン
大会事務局
くいしんぼマラソンin仁淀川町
TEL：0889-35-1082

高知県

中筋川ダム

平成28年 9月24日
主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工事 【なかすじ川ダムの日】
平成28年10月22日
中筋川総合開発工事事務所
事務所管理課
ダム見学会、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライト
平成28年11月26日
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/
TEL：0880-66-2501
アップ
平成28年12月24日

高知県

中筋川ダム

平成28年10月23日

高知県

和食ダム

高知県

主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委
員会
【竹を使おうDAY!】
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
竹の伐採加工体験
TEL：089-977-0021

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

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

西予市HP
http://www.seiyo1400.jp/

主催：肱川ふれあいまつり実行委員会
平成28年11月20日 問い合わせ先：大洲市肱川支所
TEL：0893-34-2311

朝霧ロード イルミネーション

【肱川ふれあいまつり】
大洲市HP
歌謡ショー、お楽しみ大富くじ、北海道えりも町物産販
http://www.city.ozu.ehime.jp/
売など

西日本カヌースプリント大会

【別子・翠波はな街道サイクリング2016】
ダム湖周辺を会場としたサイクリング大会。50km、
7kmの２コース。

大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/

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

仁淀川町
http://www.kuishinbo-marathon.jp/contact.shtml

主催：蛍湖まつり実行委員会
【第２１回蛍湖まつり】
問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務所
中筋川総合開発工事事務所
ダム見学会、防災環境教育ブース、うまいもの市、各種
管理課
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/
イベントほか
TEL：0880-66-2501

平成28年11月20日 主催・問い合わせ先：芸西村企画振興課
（予定）
TEL：0887-33-2114

みのりの王国芸西フェスタ2016（和食ダム見学）

芸西村
http://www.vill.geisei.kochi.jp/b10m00000026.html

早明浦ダム

主催：湖畔マラソン実行委員会
平成28年11月13日 問い合わせ先：土佐町教育委員会
TEL：0887-82-0483

【第32回さめうらの郷湖畔マラソン大会】
ダム湖周辺を会場としたマラソン大会。ハーフ、
11km、4.6kmの３コース。

イーマラソン
http://www.e-marathon.jp/sameura/

福岡県

日向神ダム

主催：八女市役所矢部支所建設経済課
平成28年11月19日
問い合わせ：八女市役所矢部支所
～20日
TEL：0943-47-3111

八女市矢部村源流公園

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

寺内ダム

佐賀県

嘉瀬川ダム

佐賀県

嘉瀬川ダム

熊本県

竜門ダム

大分県

大分川ダム

沖縄県

安波ダム

矢部まつり

主催：美奈宜湖ロードレース大会実行委員
【寺内ダム】
平成28年11月下旬 会
寺内ダム貯水池である美奈宜湖周辺を走るロードレース なし
(未定)
問い合わせ先：福岡県朝倉市生涯学習課
大会
TEL：0946-22-2348

平成28年9月11日

主催：水源地域連携・活性化促進協議会
問い合わせ先：佐賀市富士支所総務地域振
興グループ
TEL:0952-58-2111

【富士しゃくなげ湖マッチ！】
カヌー・ボート体験会
嘉瀬川ダム見学会
カヌー・ボートマッチレース

主催：富士しゃくなげ湖ハーフマラソン実
行委員会
ハーフマラソン
平成28年11月20日 問い合わせ先：富士しゃくなげ湖ハーフマ
ジョギング
ラソン実行委員会事務局
TEL:080-5206-6674

平成28年11月20日

主催：菊池市竜門ダムウォーキング実行委
員会事務局
【竜門ダムウォーキング】（予定）
問い合わせ先：（社）菊池観光協会
ダム見学、ダム湖周辺ウォーキング
TEL: 0968-25-0513

主催：大分川ダム工事事務所
平成28年9月、
問い合わせ先：大分川ダム ななせ館
10月、11月、12月
TEL:097-586-4491

平成28年9月17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

佐賀市役所
https://www.city.saga.lg.jp/main/33231.html

佐賀市役所
https://www.city.saga.lg.jp/main/32604.html
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

【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/damtua1
2.1%20.pdf

【安波ダムクイナまつり】
ダム湖面遊覧、ダム施設見学、ジャングルカヌー、
やんばる材木工作り体験、森林ガイドウォーク、移
動やんばる森のおもちゃ美術館等

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

