10月から12月頃にかけて実施予定のイベント状況
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
【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）

ＨＰアドレス

北海道

桂沢ダム

平成29年10月15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

http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/sightseei
ng/detail/00006919.html

北海道

定山渓ダム

平成29年10月4日、
11日、18日

主催：（一社）定山渓観光協会
【紅葉かっぱバスで行く定山渓ダム・小樽内発電所見学会】
問い合わせ先：（一社）定山渓観光協会 ダム見学、発電所見学
TEL：０１１-５９８-２０１２
又は
豊平川ダム統合管理事務所 管理課
ＴＥＬ：０１１－５８３－８１１０

定山渓観光協会公式サイト
http://jozankei.jp/koyokappa_bus/1758
札幌開発建設部
https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/kouhou/gbur
oi000000aanv.html

北海道

二風谷ダム

平成29年10月28日

二風谷ダム流域治山・治水連絡協議会
【にぶたに湖周辺自然観察会・秋】
（日高北部森林管理署、平取町、二風谷 「イオルの森」散策、植樹等
ダム管理所）
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262

室蘭開発建設部
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/

北海道

留萌ダム

平成29年12月中旬

主催：るもいエコ村
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

【クリスマスリース教室】
クリスマスリース製作

URL記載なし

北海道

庶路ダム

平成29年10月15日

主催：ウェルカム白糠プロジェクト実行
委員会
問い合わせ先：白糠町役場企画財政課内
ウェルカム白糠プロジェクト実行委員会
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/kk
k/jigyougaiyou/kasenjigyou_f.htm

【成瀬ダム特別見学会】
同日開催される、東成瀬村産業祭の開催に合わせて実施を予定。産業
祭の会場では、ダムに関するパネル展示を予定。
特別見学では、普段立ち入ることのできない、ダム建設現場内の見学
を予定しています。

成瀬ダム工事事務所
www.thr.mlit.go.jp/narusedam/

白糠町役場企画財政課
http://www.town.shiranuka.lg.jp/web/PD_C
ont.nsf/0/86A5F1AE63651CAB49257A7
0002F8140?OpenDocument

秋田県

成瀬ダム

平成29年10月28日

主催：成瀬ダム工事事務所
問い合わせ先：成瀬ダム工事事務所調査
設計課
TEL：0182-23-8438

山形県

田沢川ダム

平成29年10月15日

主催：百年の森づくり第１６回「田沢川 【田沢川ダムまつり】
ダムまつり」実行委員会
ダム堤体内部見学、魚のつかみ捕り、ダム湖遊覧、ヨット・カヌー教
問い合わせ先：酒田市平田総合支所建設 室、木工教室、ステージショー、来場者プレゼント、軽食販売
産業課
TEL：０２３４-５２-３９１４

酒田市平田総合支所建設産業課
http://www.sakata-kankou.com/event/277
山形県酒田観光物産協会サイトでダムまつりを紹
介

茨城県

霞ヶ浦導水

平成29年10月14日

主催：茨城県
【りんりんフェスタ～つくば霞ヶ浦サイクリング～】
問い合わせ先：茨城県企画部地域計画課 サイクリングイベント、自転車教室、利用促進PRイベント
プロジェクト推進G
TEL : 029-301-2735

Tsukuba-Kasumigauraサイクリング
http://www.tour-denippon.jp/series/tsukuba-kasumigaura/

茨城県

霞ヶ浦導水

平成29年10月29日

主催：建設フェスタ実行委員会
【建設フェスタ2017】
問い合わせ先：一般社団法人茨城県建設 いばらきづくりコーナー、ゲーム等コーナー、機械体験等コーナー、
業協会
無料配布・その他コーナー、実演等体験コーナー、ステージイベント
TEL: 029-221-5126

（一社）茨城県建設業協会 建設未来協議会
http://www.miraikyo.com/

群馬県

相俣ダム

平成29年
11月3日、4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

利根川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/toneda
mu00030.html

群馬県

八ッ場ダム

平成29年10月23日
～11月17日

主催：八ッ場ダム工事事務所
【やんば紅葉狩りツアー】
問い合わせ先：八ッ場ダム工事事務所 地 八ッ場ダムの本体工事現場見学会
域振興課
ＴＥＬ：０２７９ー８２－２３１７

八ッ場ダム工事事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba_index
059.html

千葉県

大網揚水機場 平成29年11月11日
東金ダム
（長柄ダム）

主催：独立行政法人 水資源機構 房総導 ※寄附者のうち応募者（抽選）対象
水路事業所
【特別施設見学会】
問い合わせ先：房総導水路事業所 総務 機場見学、ダム巡視体験、地下水路内見学
用地課
TEL：０４７５－７３－６５０４㈹

房総導水路事業所
http://www.water.go.jp/kanto/bouso/00ho
me/home.htm

千葉県

亀山ダム

平成29年11月1日、
12月10日

主催：君津市観光協会亀山支部
【亀山オータムフェスティバル】
問い合わせ先：君津市観光協会亀山支部 紅葉狩りクルーズ、フリーハイキング
TEL：0439-39-2535
ダム施設の見学（放流は11月23日のみ）

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

千葉県

片倉ダム

平成29年11月25日、
12月3日

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

なし

千葉県

高滝ダム

平成29年10月15日

主催：高瀧神社
問い合わせ先：高瀧神社社務所
TEL：0436-98-0472

なし

埼玉県

浦山ダム

平成29年10月22日

主催：秩父商業青年経営者研究会・秩父 【進撃の浦山ダム】
サブカルチャー実行委員会
痛車ミーティング、コスプレイベント、施設見学等
※浦山ダムの天端全体が痛車・コスプレのイベント会場になります。
ダム内部の見学もお楽しみ頂けます。

秩父商業青年経営者研究会・秩父サブカルチャー
実行委員会
http://www.chichibu.events/

埼玉県

二瀬ダム

平成29年10月29日

主催：奥秩父大滝紅葉まつり実行委員会 【奥秩父大滝紅葉まつり（10月20日～11月19日）】
問い合わせ先：二瀬ダム管理所総務係
メインイベント（平成29年10月29日）に二瀬ダムが出店
TEL：０４９４-５５-０００１
パネル展示、二瀬ダムぬりえ、二瀬ダムペーパークラフトなど

二瀬ダム管理所
http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/

埼玉県

二瀬ダム

平成29年10月20日
～平成29年11月19日

主催：二瀬ダム管理所
問い合わせ先：二瀬ダム管理所総務係
TEL：０４９４-５５-０００１

二瀬ダム管理所
http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/

埼玉県

滝沢ダム

平成29年10月29日

主催：奥秩父大滝紅葉まつり実行委員会 【第41回奥秩父大滝紅葉まつり メインイベント】
秩父観光ナビ（秩父市公式HP）
郷土芸能披露、ダム見学（湖上巡視体験、施設見学等）、特産品販売 https://navi.city.chichibu.lg.jp/
※第41回奥秩父大滝紅葉まつりは10月20日～11月19日の間、大滝
地区全体で開かれています。

埼玉県

有間ダム

平成29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）

埼玉県

合角ダム

平成29年11月14日

主催：秩父県土整備事務所合角ダム管理 【合角ダム見学会】
所
普段は入ることができない合角ダムの堤体内部を見学し、ダムの構造
問い合わせ先：合角ダム管理所
や役割を紹介します。
TEL：0494-78-0285

合角ダム管理所
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1007/kdam/

埼玉県

権現堂調節池 平成29年10月29日

主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員 【浮島づくりと水に親しむ体験】
会
浮島を製作し、行幸湖に浮かべたり、カヌーやドラゴンボードで行幸
問い合わせ先：権現堂公園管理事務所
湖をとおして水に親しむ体験を実施
TEL：0480-43-2895

権現堂公園管理事務所
https://www.pref.saitama.lg.jp/b1012/gong
endoukanri.html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成29年11月25日
～12月25日

宮ケ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL:046-288-1340

宮ケ瀬水の郷イベント実行委員会
http://www.miyagase.com/xmas/index.html
＊イベント内容の詳細が決まりましたらページを
随時、更新いたします。

新潟県

三国川ダム

平成29年10月29日

主催：しゃくなげ湖を楽しむ会
【しゃくなげ湖畔紅葉ウオーク】
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社 三国川ダムの堤体内（点検用トンネル）を抜けて、紅葉のダム湖畔約
TEL：０２５－７７４-２２００
１０km歩くイベント。

（一社）しゃくなげ湖畔開発公社
http://www.syakunage.info/

新潟県

内の倉ダム

平成29年6月1日～11
月15日

企画：新潟件新発田地域振興局地域整備 内の倉ダムプレミアムダムカード発行スタンプラリー
部計画調整課
TEL：0254-26-9653

http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/1
356869128854.html

新潟県

大石ダム

平成29年10月14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

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/da
m/ooishi/index.html

【赤谷湖流木アートコンテスト】
夏の木工教室で作成した流木アートを表彰します。
みなかみ町の文化祭と合わせて開催予定。
4日に表彰式を予定。

【高瀧神社秋季大祭】
流鏑馬、神輿

二瀬ダムライトアップ
上記の「奥秩父大滝紅葉まつり」期間に合わせ、17時～21時の間、
ダムのライトアップを実施

【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

【第３２回 宮ケ瀬クリスマスみんなのつどい】
高さ約３０ｍ、自生のモミの木をイルミネーションでライトアップ。
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。

【秋の「立烏帽子」探訪会と「牛道（旧鉱山道）整備完了記念」】
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？

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

10月から12月頃にかけて実施予定のイベント状況
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

石川県

手取川ダム

平成29年11月12日

主催・問い合わせ先：手取湖げんき団カ 【手取湖紅葉狩りツーリング】
ヌーカヤック倶楽部
ダム湖面をカヤックにより散策：15名程度
TEL ０７６－２５９－２０３０

手取湖げんき団カヌー・カヤック倶楽部
http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/

岐阜県

小里川ダム

平成29年10月29日

主催：小里川ダム里山教室
問い合わせ先：同上
TEL：0572-65-3502

主催者HPは存在しない→
庄内川河川事務所HP内に記事掲載有り
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/chiikirenkei
/adapt/ivent/index.html

岐阜県

阿木川ダム

平成29年11月3日

主催：明知鉄道、石畳グループ 他
【メモリアルマーチ】
問い合わせ先：明知鉄道、石畳グループ 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
TEL：0573-54-4101(明知鉄道)、
0573-65-3534(石畳グループ)

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

岐阜県

徳山ダム

平成29年11月4日、5
日

主催：揖斐川町
【徳山ダム観光放流】
問い合わせ先：揖斐川町水源地域ビジョ ダム洪水吐きからの点検放流の様子を観賞
ン推進事務所
電話０５８５－５２－０１６６

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

静岡県

長島ダム

平成29年11月18日

【奥大井接岨湖もみじまつり】
ダム見学、湖面巡視体験、物産市、（仮）ミニトロッコ乗車体験

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

愛知県

矢作ダム

平成29年10月22日、
11月12日、18日

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会
議
共催：大井川長島ダム流域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021
主催：矢作水源フォレストランド協議会
問い合わせ（事務局）：矢作ダム管理所
TEL:0565-68-2321

秋の奥矢作森林フェスティバス
周辺地域の秋のイベントと一緒に楽しむダム見学（ダム見学は、要予
約）

矢作水源フォレストランド協議会
http://shinrinj.enat.jp/yahagiforestland/index.html

愛知県

大島ダム

平成29年11月26日

主催：独立行政法人水資源機構 豊川用
水総合事業部
問い合わせ先：独立行政法人水資源機構
豊川用水総合事業部総務課
TEL：０５３２－５４－６５０１

【第８回「秋を満喫」大島ダム・ウォーク（仮称）】
・大島ダム周辺のウォーキング
・セレモニーイベント
・地元の皆様等による出店
・大島ダムの説明、ダム内の見学
・ウォーキング参加者による清掃・ゴミ収集

独立行政法人水資源機構 豊川用水総合事業部
http://www.water.go.jp/chubu/toyokawa/in
dex.html

三重県

蓮ダム

平成29年10月29日

主催：香肌峡ふれあいフェスティバル実 【香肌峡ふれあいフェスティバル】
行委員会
蓮ダム探検ウォーク、ダム巡視体験、あまご釣り、香肌峡ふれあい
問い合わせ先：松阪市飯高地域振興局
市、愛犬イベント 等
地域振興課
TEL：０５９８－４６－７１１１

松阪市
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/sinko
ukyoku/fureai-festival.html

三重県

比奈知ダム

平成29年11月19日

主催：三重県名張市
問い合わせ先：名張市体育協会
TEL：0595-62-4141

【名張ひなち湖紅葉マラソン大会】
湖畔のマラソン大会

http://www.city.nabari.lg.jp/s010/110/080/
1050/29000/12/20170921135841.html

京都府

大野ダム

平成29年11月18日、
19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２９回大野ダムもみじ祭り】
虹の湖紅葉狩ウォーク、じゃんけん大会、太鼓披露、ふるさと鍋、特
産品販売（予定）

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

京都府

高山ダム

平成29年11月23日

主催：京都府南山城村
問い合わせ先：南山城村産業生活課
TEL：0743-93-0105

【むら活き生きまつり】
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、物産展

南山城村役場
http://www.vill.minamiyamashiro.lg.jp/

奈良県

布目ダム

平成29年12月3日

主催：奈良県山添村
問い合わせ先：山添村教育委員会
TEL：0743-85-0049

【やまぞえ布目ダムマラソン大会】
湖畔のマラソン大会

山添村役場
http://www.vill.yamazoe.nara.jp/

島根県

志津見ダム

平成29年10月下旬～
11月上旬

主催：(有)志津の里（うぐいす茶屋）
TEL：0854-73-0002

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

URL記載なし

島根県

尾原ダム

平成29年10月15日

主催：さくらおろち湖祭り実行委員会
【さくらおろち湖祭り2017】
問い合わせ先：NPOさくらおろち事務局 ステージショー、ダム見学、レガッタ・カヤック試乗、馬車運行、テ
TEL：0854-48-9050
ント村出店、写真コンテスト作品展示

水の縁による新たな出雲の国づくり
http://www.mizunoenishi.com

島根県

尾原ダム

平成29年11月12日

主催：さくらおろち湖ロゲイニング大会
実行委員会
問い合わせ先：さくらおろち湖ロゲイニ
ング大会実行委員会事務局
TEL：0854-45-9222

【第３回 さくらおろち湖ロゲイニング大会】
ロゲイニング（ソロ：50名、チーム50チーム）
要事前申込：募集期間は平成29年10月15日まで
（注意）当日申込（参加）はできません

SPORTS ENTRY
http://sportsenty.ne.jp

岡山県

苫田ダム

平成29年10月14日、
15日

主催：岡山 鏡野 SEA TO SUMMIT実行
委員会
問い合わせ先：鏡野町役場 産業観光課
TEL０８６８－５４－２９８７

【岡山 鏡野 SEA TO SUMMIT 2017】
SEA TO SUMMIT公式ＨＰ
アウトドアメーカー㈱モンベルと鏡野町が主体となって開催される苫 http://www.seatosummit.jp/
田ダム湖畔を含む総距離40.5㎞のコースをカヤック・自転車・ハイキ
ング（登山）で行われる大会。

岡山県

苫田ダム

平成29年10月22日

主催：ファンライド鏡野 2017実行委員 【ファンライド鏡野 2017】
会
苫田ダム湖畔を含む120㎞、60㎞、30㎞のコースで行われるサイク
問い合わせ先：ファンライド鏡野 2017 リング大会。
実行委員会事務局（鏡野町商工会内）
TEL０８６８－５４－３３１１

ファンライド鏡野公式ＨＰ
https://www.funride-kagamino.com/

広島県

八田原ダム

平成29年11月19日

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協 【第10回 秋の夢吊橋ウォーク2017】
議会
ダム貯水池周辺のウォーキング大会
問い合わせ先：八田原ダム管理所
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29年11月23日

主催：八千代町湖畔祭実行委員会
問い合わせ先：土師ダムサイクリング
ターミナル
TEL：0826-52-2811

第40回土師ダム湖畔マラソン大会

安芸高田市観光協会
http://akitakata-kankou.jp/

広島県

土師ダム

H29.11月中旬

主催：広島県カヌー協会
問い合わせ先：同上
TEL：0829-31-3118

第10回八千代湖カヌースプリント秋季大会

URL記載なし

広島県

灰塚ダム

平成29年11月11日

主催：ハイヅカ湖畔ウォーク大会201７ 【灰塚ダム管理開始10 周年記念 ハイヅカ湖畔ウォーク大会2017】 今後掲載予定
実行委員会
問い合わせ先：
・ダム湖湖畔ウォーク大会
三良坂コミュニティセンター
ダム湖周辺を３コース設定し、ウォーキングする
（０８２４）４４－２７４９
・灰塚ダム堤体内見学
灰塚ダム管理支所
（０８２４）４４－４３６０

広島県

灰塚ダム

平成29年11月26日

主催：灰塚ダム管理開始10 周年記念
なかつくに公園「収穫祭」実行委員会
問い合わせ先：
庄原市総領支所
（０８２４）８８－２１１１
灰塚ダム管理支所
（０８２４）４４－４３６０

【灰塚ダム管理開始10 周年記念 なかつくに公園「収穫祭」】

小里川ダム湖周ウォーキング
ダム見学、ウォーキング、地元産食材の振る舞い

今後掲載予定

・１０周年記念餅つき
・灰塚ダムに関する記念報告（陸封アユ関係）
・なかつくに公園のワンドを利用した釣り大会（別日）
・各農家による野菜の販売及び地域団体によるバザーの出店 等

広島県

温井ダム

平成29年10月22日

主催：龍姫湖まつり実行委員会
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。

http://www.akiootanavi.jp/html/kankou_event_ryukikomaturi.ht
ml

山口県

弥栄ダム

平成29年10月29日

【サンチャロウまつり】
ウォークラリー大会、芸能大会、物産展等（弥栄ダム；ブース出店、
パネル展示で参加）

弥栄ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/yasaka/

広島県

仁賀ダム

平成29年10月22日

【第63回竹原駅伝競走大会・第17回豊田郡竹原市中学校駅伝競走大
会】
都市の部，一般の部，中学校の部による駅伝競走大会
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）

http://www.city.takehara.lg.jp/bunkashougai
/manabi/supotubunnkashougaigakushuu/takeharaekiden.html

広島県

福富ダム

平成29年10月29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 美和支
所
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
問い合わせ先：竹原市教育委員会文化学
習課
TEL：0846-22-7757
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2017ｉｎ東広島】
http://happyhalloweenrun.jp/
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1km・2km，ファミリーラン1km，ファンラ
ン2km，ラン10kmの5コース）

10月から12月頃にかけて実施予定のイベント状況
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

広島県

椋梨ダム

平成29年11月5日

主催：白竜湖ふれあいグリーンマラソン 【白竜湖ふれあいグリーンマラソン大会】
http://runnet.jp/runtes/raceDetail/top/l160
大会実行委員会
白竜湖スポーツ村公園をスタート・ゴールとした20㎞・10㎞・5㎞・ 713.html
問い合わせ先：三原市教育委員会スポー 3㎞のマラソンコース。また，ふれあいウォークの4㎞コース。
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

島根県

山佐ダム

平成29年11月19日

主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
第９回
（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）

徳島県

長安口ダム

平成29年9月24日～
平成30年2月18日

主催：スマート回廊地域創造事業実行委 【スマート回廊カードラリー】
員会（那賀町・徳島県企業局）
ダム見学、カードラリー、ツアーパス
問い合わせ：徳島県企業局経営企画戦略
課経営戦略担当
TEL：088-621-3256

まいぷれ徳島（スマート回廊探訪ツアーデイ）
https://tokushima.mypl.net/article/smartkair
o_tokushima

山佐ダム

グラウンドゴルフ大会

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

徳島県企業局(スマート回廊探訪ツアーデイ事業の
実施について)
http://www.pref.tokushima.jp/docs/201709
1900131/

愛媛県

石手川ダム

平成29年11月

主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進 【自然観察会&ダム見学】
委員会
オシドリなどの冬鳥の観察、ダム見学(予定)
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：０８９-９７７-００２１

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29年11月中旬
～平成30年1月中旬

URL記載なし

愛媛県

柳瀬ダム

平成29年11月5日

主催・問い合わせ先
朝霧ロード イルミネーション
：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
主催：てらの・金砂湖畔広場感謝祭実行 【秋の感謝祭】
委員会
産直市、サイクリング
問い合わせ先：四国中央市役所経済部観
光交通課
TEL：0896－28-6187

愛媛県

富郷ダム

平成29年11月5日

主催：別子・翠波はな街道サイクリング 【別子・翠波はな街道サイクリング2017】
2017実行委員会
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
問い合わせ先：四国中央市観光協会
ス。
TEL：0896-28-6187

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

愛媛県

鹿野川ダム

平成29年11月19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

大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/

愛媛県

石手川ダム

平成29年12月

主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進 【竹を使おうＤＡＹ！】
委員会
竹林の間伐体験，竹加工教室，ツイストパン作り（予定）
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：０８９-９７７-００２１

高知県

中筋川ダム

平成29年10月28日、 主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工 【なかすじ川ダムの日】
11月25日、12月23日 事事務所管理課
ダム見学会、噴水、洗浄放水、堤体と噴水の夜間ライトアップ
TEL：0880-66-2501

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

高知県

中筋川ダム

平成29年10月22日

主催：蛍湖まつり実行委員会
【第２２回蛍湖まつり】
問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務 ダム見学会、防災環境教育ブース、各種イベントほか
所管理課
TEL：0880-66-2501

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

高知県

早明浦ダム

平成29年11月12日

主催：湖畔マラソン実行委員会
問い合わせ先：土佐町教育委員会
TEL：0887-82-0483

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

高知県

和食ダム

平成29年11月19日

主催・問い合わせ先：芸西村企画振興課 みのりの王国芸西フェスタ2017（和食ダム見学）
TEL：0887-33-2114

芸西村
http://www.vill.geisei.kochi.jp/pages/m0003
72.php

福岡県

日向神ダム

平成28年10月16日

主催：矢部村地域づくり協議会
問い合わせ：八女市役所矢部支所
TEL：0943-47-3111

矢部地区体育祭

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成28年11月19日、
20日

主催：八女市役所矢部支所建設経済課
問い合わせ：八女市役所矢部支所
TEL：0943-47-3111

八女市矢部村源流公園 矢部まつり

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

大分県

大分川ダム

平成29年10月～11月

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/bosyusaf
ari.html

佐賀県

厳木ダム

平成29年10月15日

主催：厳木ダム水源地域ビジョン推進協 【厳木ダム管理30周年記念】
議会
湖水祭（神事）、浮立（伝統芸能）、ダム見学
問い合わせ先：厳木ダム管理支所
TEL:０９５５－６３－２５００

厳木ダム管理支所
http://www.qsr.mlit.go.jp/kyuragi/

佐賀県

厳木ダム

平成29年11月19日

主催：風のふるさとまつり実行委員会
【風のふるさとまつり】
問い合わせ先：厳木市民センター産業課 ダム見学
TEL:0955-53-7115
別会場にてステージショー、フリーマーケット、駅伝大会など

唐津市役所
https://www.city.karatsu.lg.jp/top.html

佐賀県

中木庭ダム

平成29年11月5日

主催：中木庭ダムフェスタ実行委員会
問い合わせ先：のごみふれあい学習館
TEL：０９５４－６２－３３７３

http://www.asobosaga.jp/event/detail.html?id=2273

熊本県

竜門ダム

平成29年11月19日

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

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：水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会
TEL：0966-46-0800

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp

熊本県

氷川ダム

平成29年10月29日

主催：次世代のためにがんばろ会
【氷川ダム親子環境学習デイキャンプ】
問い合わせ先：次世代のためにがんばろ 野鳥観察会、ダム見学、ダムについての学習会等
会 代表（松浦）
TEL：080-5253－5081

次世代のためにがんばろ会
http://www.ganbarokai.com/

大分県

大山ダム

平成29年10月28日

主催：椿ヶ鼻水源の森づくり実行委員会 【家族で満喫！水源地「椿ヶ鼻」】
問い合わせ先：日田市前津江振興局産業 ダム見学、植樹、森林保全活動体験、バーベキュー、登山
建設課
TEL：０９７３－５３－２１１１

日田市前津江振興局産業建設課
http://www.city.hita.oita.jp/soshiki/kikakushi
nko/
maetsueshinko/

【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

【第33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。

【2017年晩秋の中木庭ダムフェスタinのごみ】
ダム見学、中木庭ダム一周ウォーキング、出し物、体験コーナー、飲
食コーナー、特産品販売等

【市房湖でのカヌー学校】
カヌー体験

四国中央市観光協会
mishima-kankou@arion.ocn.ne.jp

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

