1月から3月頃にかけて実施予定のイベント状況
企画会社
問い合わせ先

都道府県

見学ダム

開催時期

北海道

留萌ダム

平成30年2月下旬

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

青森県

浅瀬石川ダム

平成30年2月3日

主催：浅瀬石川ダム管理支所
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理支 【浅瀬石川ダム冬の特別見学会】
所管理第一係
ダム堤体内見学
TEL：0172-54-8782

山形県

白川ダム

山形県

寒河江ダム

平成３０年２月２３～
２５日
平成３０年３月２～
４日

宮城県

七ヶ宿ダム

～平成30年3月30日 主催・問い合わせ先：
（年末年始・土日祝日 七ヶ宿ダム管理所
除く）
TEL：0224-37-2122

群馬県

薗原ダム

群馬県

藤原ダム

平成30年3月21日

主催：みなかみ町
問い合わせ先：みなかみスノーフェ
スティバル事務局（みなかみ町役場
観光商工課内）
ＴＥＬ：0278-25-5017

群馬県

藤原ダム

平成30年3月10日

【みなかみかまくら祭り＆キャンドルナイト】
冬後半の思い出を、みなかみの雪でつくっちゃおう
主催・問い合わせ先：藤原村おこし
みなかみ藤原村おこしプロジェクト
かまくらを作り自由に楽しんでいただくイベント。リサ
プロジェクト
http://snowfs.com/
イクルキャンドルでかまくらを点灯して会場をライトアッ
プ。

群馬県

矢木沢・奈良俣ダム

平成30年2月上旬

【ダム冬期見学会】
主催･問合せ先：独立行政法人 水資 ダム天端・ダム堤体内等の見学
源機構 沼田総合管理所
沼田総管ホームページで募集
TEL：0278-24-5711
（平成29年12月以降にアップ）
※募集人数等の制限があります。

新潟県

大石ダム

平成30年2月10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
TEL 0254-64-2170

第１３回おおいし・どもんこ祭り
関川村の冬の代表イベント。どもんことは、大きな「かま
くら」のこと。子供と一緒にどもんこを作ったり、スノー
モービル体験やかんじきでの散策などイベント盛りだくさ
ん。餅つき大会や、抽選会も予定しています。

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/o
oishi/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。

三重県

青蓮寺ダム

平成30年2月25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

【青蓮寺湖駅伝競走大会】
湖畔のマラソン大会

後日掲載予定

大阪府

狭山池ダム

平成30年3月10日
～4月8日

主催：大阪府立狭山池博物館・大阪
狭山市立郷土資料館協働運営委員会
（大阪府・大阪狭山市・狭山池まつ
り実行委員会）
問い合わせ先：府立狭山池博物館
TEL：0723678891

狭山池博物館 特別展示「関西のダムめぐり」
関西の主なダムにスポットを当て、事業に携わった人々の
様々な苦労や熱意を知ることで、先人の仕事に敬意を持
狭山池博物館
ち、将来の土木技術の発展に期待するとともに本館の設置 http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.j
目的のひとつである「土木事業の歴史的役割に関する府民 p/_opsm/
の理解を深める」ために当博物館においてダム遺産の展示
を行う。

大阪府

狭山池ダム

平成30年3月17日

主催：大阪府立狭山池博物館・大阪
狭山市立郷土資料館協働運営委員会
（大阪府・大阪狭山市・狭山池まつ
り実行委員会）
問い合わせ先：府立狭山池博物館
TEL：0723678891

狭山池博物館 講演会「水の土木遺産をたどって神戸・布
引へ～水道から見たローマ、イギリス、そして神戸～」
狭山池博物館
神戸市水道局経営企画部計画調整課 担当課長 松下 眞
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.j
氏
p/_opsm/
神戸の水道についてローマ、イギリスの水の土木遺産と比
較しながら歴史を読み解く。

主催：大阪府立狭山池博物館・大阪
狭山市立郷土資料館協働運営委員会
（大阪府・大阪狭山市・狭山池まつ
り実行委員会）
問い合わせ先：府立狭山池博物館
TEL：0723678893

狭山池博物館 講演会「ダムを知る、楽しむ、行ってみよ
う」
富田林土木事務所建設課河川砂防G 谷 和音氏、ダム愛
狭山池博物館
好家 松澤 俊一氏
http://www.sayamaikehaku.osakasayama.osaka.j
一般のダムが好きな人を対象として、ダムの魅力について
p/_opsm/
講演いただく。開催中のダム展 展示内容に沿った内容を
含めたもの。

平成30年2月24日

イベント内容

【ダムを灯す 雪灯り】
スノーキャンドル制作、ダム周辺散策

主催：月山志津温泉雪旅籠の灯り実
行委員会
問い合わせ先：月山朝日観光協会
TEL：0237-74-4119

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

【六十里街道雪祭り月山志津温泉雪旅籠の灯り】
四百年の時を経て三山行者が訪れた昔の志津の街並みを雪 雪旅籠
で再現
http://www.gassan.shizuonsen.net/yukihatago/
雪旅籠、売店、アイスバー
【七ヶ宿ダム冬のイルミネーション】
七ヶ宿ダム管理所
今話題の『インスタ映え』する写真撮影スポットも！！
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/05kengak
日中から楽しめるイルミネーションを見に、ぜひお越し下
u/illumination.html
さい。

【２０１８老神温泉びっくりひなまつり】
主催：利根町ふるさと活性化委員会
沼田市利根支所
平成３０年２月１７日
薗原ダム上下流の南郷温泉、老神温泉等で４５００体のひ
問い合わせ先：老神温泉観光協会
http://www.city.numata.gunma.jp/event/tone/1
～４月１日
な人形を展示、各種協賛各社によるイベントが期間中予定
TEL：0278-56-3013
006452.html
されています。

【第17回 みなかみスノーフェスティバル】
歩くスキー&スノーシューで白銀の世界を歩こう
みなかみ町観光協会
クロスカントリースキー／スノーシュー（初心者体験、１
http://www.enjoy-minakami.jp/
㎞、３㎞、５㎞、１０㎞）、宝探し大会、お楽しみ抽選会

狭山池ダム

平成30年3月24日

京都府

高山ダム

平成30年2月4日

京都府

高山ダム

平成30年2月18日

主催：月ヶ瀬地域振興協議会
問い合わせ先：奈良市 月ヶ瀬行政 【月ヶ瀬梅渓早春マラソン大会】
センター 大会事務局
月ヶ瀬湖畔のマラソン大会
TEL：0743-9２－０１３１

島根県

尾原ダム

平成30年3月上旬

問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：0854-48-0780

高知県

中筋川ダム

平成30年1月27日
平成30年2月24日
平成30年3月24日

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

長安口ダム

後日掲載予定

主催：中津川村づくり協議会
【中津川雪祭り】
やまがた観光情報センター
問い合わせ先：中津川雪祭り実行委
雪像展示や豊作祈願祭、雪上餅つき、紙風船打ち上げ、雪 http://yamagatakanko.com/eventdetail/?data_id
員会
上花火打ち上げ、ヤハハエロ、白川ダム巨大すべり台大会 =3092
TEL：0238-77-2020

大阪府

徳島県

WEBサイト

主催：南山城村社会体育振興会他
問い合わせ先：大会事務局
TEL：0７４３－９３－０５８０

【高山ダム駅伝大会】
湖畔のマラソン大会

【尾原ダム点検放流】
ダム見学

主催：スマート回廊地域創造事業実
行委員会（那賀町・徳島県企業局）
平成２９年9月24日～
【スマート回廊カードラリー】
問い合わせ：徳島県企業局経営企画
平成30年2月18日
ダム見学、カードラリー、ツアーパス
戦略課経営戦略担当
TEL：088-621-3256

沼田総合管理所HP
http://www.water.go.jp/kanto/numata/

http://myvillage-sc.com/takayama/index.html

尾原ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/enjoydam/dam-obara/index.html

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

まいぷれ徳島（スマート回廊探訪ツアーデイ）
https://tokushima.mypl.net/article/smartkairo_tok
ushima
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/201709190
0131/

1月から3月頃にかけて実施予定のイベント状況
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

WEBサイト

熊本県

緑川ダム

平成30年1月1日

主催：美里町
問い合わせ先：美里町教育委員会
ＴＥＬ：0964-46-2038

「美里町新春霊台橋マラソン大会」
新春にふさわしく、家庭の“ふれあい”と地域仲間の連帯 美里町役場
性を深めることを目的として、クラス別に行われる緑川ダ http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/
ム湖を中心としたマラソン大会です。

熊本県

緑川ダム

平成30年1月14日

主催：美里町
問い合わせ先：美里町林務観光課
ＴＥＬ：0964-47-1111

「みどりかわ湖どんど祭り」
・緑川ダムイベント広場（脇ダム）で開催される、日本最 美里町役場
大級のどんどやを目指して始めたイベントです。流木や孟 http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/
宗竹などを組んだ４基のやぐらを設置し点火します。

熊本県

緑川ダム

平成30年3月下旬

主催：美里町
問い合わせ先：美里町林務観光課
ＴＥＬ：0964-47-1111

「さくら健康フェスタ」
美里町役場
・緑川ダム湖の周りを自分のペースに合わせウォーキング
http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/
又はジョギング。

熊本県

市房ダム

平成30年3月18日

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

【第４７回湯山温泉桜まつり】
花火大会、木ん馬レース、抽選会等ステージイベント

熊本県

市房ダム

平成30年4月1日

熊本県

市房ダム

通年

佐賀県

嘉瀬川ダム

平成30年3月4日

主催：NPO法人嘉瀬川交流軸
【嘉瀬川ダム感謝祭】
問い合わせ先：さが水ものがたり館
神事、伝統芸能による奉納、炊き出し等
TEL：0952-62-1277

佐賀県

嘉瀬川ダム

平成30年3月4日

主催：水源地域連携・活性化促進協
【上下流交流会】
議会
ダム見学、カヌー・ボート体験会、カヌー・ボートマッ 現時点では未掲載
問い合わせ先：佐賀市企画政策課
チレース等
TEL：0952-40-7043

大分県

大山ダム

平成30年２月１８日
～３月１８日

大分県

大山ダム

平成30年2月24日

水上村観光協会 HP
http://mizukami.net/

主催：水上村観光協会・水上村
【第４７回日本一の桜の里健康マラソン大会】
問い合わせ先：水上村役場 教育委
３ｋｍ、５ｋｍ、ダム１周（約13ｋｍ）の３つのコース
員会
によるマラソン大会。
TEL：0966-44-0333

水上村 HP
http://www.vill.mizukami.lg.jp/

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

主催：大山まつり実行委員会
問い合わせ先：日田市大山振興局
TEL：0973-52-3101

【市房湖でのカヌー学校】
カヌー体験

現時点では未掲載

【第38回日田おおやま梅まつり】
日田市観光協会
ダムライトアップ、豊作祈願祭、梅娘認承式、野点、短歌
https://www.oidehita.com/28643.html
会、観梅散策

主催：大山ダム水源地域上下流交流
事業
【大山ダム水源地域上下流交流事業（植樹祭）in田来原美 福岡地区水道企業団
実行委員会
しい森づくり公園】
http://www.f-suiki.or.jp/go-chikugo/
問い合わせ先：日田市大山振興局
ダム見学、植樹祭、交流会
TEL：0973-52-3101

