
ダム周辺で行われるイベント一覧【2014 夏】　

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 札内川ダム 平成26年7月6日
主催：帯広河川事務所
問い合わせ先：札内川ダムダム管理支所
TEL：0155-69-4666

ダム特別開放（ダム見学）、災害対策車両展示
帯広河川事務所札内川ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/satsudam_
hp/index.htm

北海道 豊平峡ダム
平成26年7月26日
平成26年7月29日

主催：国土交通省 北海道開発局 札幌開発建
設部 豊平川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：豊平川ダム統合管理事務所
管理課　TEL：011-583-8110

【豊平峡ダム見学デー】
ダム見学、ダム放流を目前で体験他

豊平川ダム統合管理事務所
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/08isiken
/02genba/26damtokan/index.html
（６月下旬より予定）

北海道 鹿ノ子ダム
平成26年７月27日

（予定）

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・置戸町観光協会）
問い合わせ先：置戸町役場産業振興課商工
観光係　TEL：0157-52-3313

【おけと湖水まつり】
ダム見学、流木アート体験、コンサート、Eボート試乗
等

鹿ノ子ダム管理事務所
http://www.ab.hkd.mlit.go.jp/kasen/kanoko/

北海道 岩尾内ダム
平成26年7月27日

（予定）

主催：岩尾内湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：北海道開発局旭川開発建設
部名寄河川事務所岩尾内ダム管理支所　管
理係
TEL：0165-28-2301

【第37回岩尾内湖　湖水まつり】
（未定）

―

北海道 金山ダム 平成26年7月27日

主催：かなやま湖太陽と森と湖の祭典実行
委員会
問い合わせ先：NPO法人南富良野まちづく
り観光協会　TEL：0167-39-7000

かなやま湖湖水祭り
ダム見学、ステージショー

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

北海道 美利河ダム
平成26年7月27日

（予定）

主催：ピリカまつり実行委員会
問い合わせ先：美利河ダム管理支所　管理
係
TEL：0137-83-7335

【ピリカまつり】
ダム見学会、ダム湖カヌー体験、マラソン大会、木工体
験、旧石器文化体験など　※内容は変更の場合あり

美利河ダム管理支所
http://www.hk.hkd.mlit.go.jp/water/pirika/in
dex.html

北海道 浦河ダム 平成26年7月13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
TEL：0146-22-5000

【アドベンチャー　in うらら湖】
ダム見学、ヤマベ稚魚放流、魚釣り

―

北海道 様似ダム 平成26年7月12～13日
主催：様似町子ども会育成連絡協議会
問い合わせ先：様似町教育委員会
TEL：0146-36-2521

【親しもう僕とわたしの様似ダム　ふれあい少年少女
キャンプ大会】
ダム見学、魚釣り、木工教室、キャンプ

―

北海道 新中野ダム 平成26年7月30日

主催：北海道
後援：函館市、(社)北海道土木協会、函館
市企業局
協賛：（財）函館市住宅都市施設公社
問い合わせ先：函館市土木部河川課
TEL：0138-21-3436

【第２８回「水と緑の祭典」】
ダム・森林見学、花植え、記念工作、サクラマス稚魚放
流

―

北海道 小平ダム
平成26年7月26日

（予定）

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

―

青森県 浅瀬石川ダム
平成26年7月27日

（予定）

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】
ダム見学、資料館見学、カ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

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

岩手県 四十四田ダム 平成26年7月27日

主催：盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
実行委員会
問い合わせ先：盛岡市役所(運営事務局)
TEL：電話019-613-2542

【第３８回盛岡・北上川ゴムボート川下り大会】
ゴムボート川下り（コース延長８km） ―

岩手県 御所ダム 平成26年7月27日

つなぎ温泉観光協会　御所湖まつり実行委
員会
問い合わせ先：
TEL：019-689-2109

【第３３回盛岡つなぎ温泉御所湖まつり】
花火大会、つなぎ伝統さんさ他

―

岩手県 田瀬ダム
平成26年7月下旬～8月

上旬

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】
ダム探検、発電所探検、森林探検

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

岩手県 田瀬ダム
平成26年8月2日～

3日

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】
２日：花火大会、ヨット・カヌー・Ｅボート体験
３日：Ｅボートレース、モーターボート遊覧、親子釣り
大会

―

岩手県 田瀬ダム 平成26年7月27日

主催：
柏木平リバーサイドまつり実行委員会
問い合わせ先：
遠野市　宮守総合支所　地域振興課
TEL：0198-67-2111

【柏木平リバーサイドまつり】
魚つかみとり、ちびっこ宝さがし、ぽにーふれあい広
場、など

―

岩手県 湯田ダム 平成26年7月下旬

湯田ダム水源地見学ツアー実行委員会
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所
　　　　　　　湯田ダム管理支所
TEL：0197-74-2011

【湯田ダム水源地見学ツアー】
ダム施設見学、発電所施設見学、親水体験など

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j73201/index.html

宮城県 釜房ダム 平成26年7月26日
主催：水・森・人in釜房2014実行委員会
問い合わせ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

ダム探検、ボート体験（詳細未定）
釜房ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

山形県 白川ダム 平成26年7月下旬
主催：SNOWえっぐﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会事務局

問い合わせ先：飯豊町基幹集落センター内
TEL：0238-77-2020

【SNOWえっぐフェスティバル】
冬の雪を貯蔵しておき、雪中バレーボールや雪上宝探し
など、夏に雪をメインとして行うイベント。会場には白
川ダムパネル展を実施。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 白川ダム 平成26年7月下旬
主催：白川ダム管理支所
TEL：0238-75-2131

【ダムとのふれあいの日】
森と湖に親しむ旬間関連行事としてダム見学、巡視船に
よる巡視体験を行う。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 白川ダム 平成26年8月上旬
主催：白川ダム管理支所
TEL：0238-75-2131

【１日管理所長】
　白川ダムに関係する市町村の小学生を対象にダムに関
する体験学習を行う。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/
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都道府県 見学ダム 開催時期
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イベント内容 ＨＰアドレス

山形県 白川ダム 平成26年9月上旬
主催：白川ダム管理支所
TEL：0238-75-2131

【ビジョン自然観察会】
　白川ダム周辺を歩きながら各季節のダム湖畔自然を観
察する。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 寒河江ダム 平成26年７月下旬
主催：最上川ダム統合管理事務所
TEL：0237-75-2311

【月山湖夏祭り（寒河江ダム特別見学会）】
　森と湖に親しむ旬間関連行事としてダム見学、巡視船
試乗を行う。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 寒河江ダム 平成26年９月上旬
主催：最上川ダム統合管理事務所
TEL：0237-75-2311

【１日管理所長】
　寒河江ダムに関係する市町村の小学生を対象にダムに
関する体験学習を行う。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 長井ダム 平成26年８月上旬
主催：長井ダム管理支所
TEL：0238-88-5741

【ながい水まつり（長井ダム特別見学会）】
　森と湖に親しむ旬間関連行事としてダム見学、巡視船
試乗を行う。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

山形県 長井ダム 平成26年7月下旬
主催：長井ダム管理支所
TEL：0238-88-5741

【１日管理所長】
　長井ダムに関係する市町村の小学生を対象にダムに関
する体験学習を行う。

最上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

福島県 三春ダム 平成26年7月27日
主催：森と湖実行委員会
問い合わせ先：三春町三春交流館
0247-62-3837

（参加者限定）
昆虫観察教室・植物水生生物観察教室・水上探検教室、
ダム見学

三春ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/

群馬県 八ッ場ダム

平成26年  6月28日
平成26年  7月  5日
平成26年10月26日
平成26年11月  1日

主催：
八ッ場ふるさとエコツアー実行委員会
問い合わせ先：
長野原町商工会（長野原町観光協会）
TEL:0279-82-2208

道陸神峠越え　新緑エコツアー
ホタル鑑賞エコツアー
王城山紅葉エコツアー
紅葉エコツアー

株式会社　八ッ場ふるさと館
http://yambamichinoeki.com/

群馬県 品木ダム
平成26年7月下旬

（予定）

主催、問い合わせ先：
　 品木ダム水質管理所 管理係
　 林野庁 吾妻森林管理署
TEL：0279-88-5677

森と湖に親しむ旬間イベント（予定）
中和工場見学、百年石作り、森林セラピーツアー

品木ダム水質管理所
http://www.ktr.mlit.go.jp/sinaki/

群馬県 藤原ダム
平成26年7月12日
平成26年7月13日

主催：みなかみ町宝台樹民宿組合
問い合わせ先：みなかみ町商工会
TEL：0278-62-1155

【利根川上下流交流宝台樹ジュニアカップサッカー大
会】
藤原湖畔公園横山グランドにおいて地元や埼玉県などの
少年サッカーチームによる大会。

http://houdaigi.com/2014houdaigisoccer

群馬県 藤原ダム
平成26年8月23日
平成26年8月24日

主催：デサント藤原湖マラソン実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町　観光課
TEL：0278-25-5017

【藤原ダム完成記念
　第57回デサント藤原湖マラソン大会及び前夜祭】
24日は藤原湖運動広場（横山グランド脇）を発着点にし
て年齢・性別・距離でクラス分けしたマラソン大会。23
日には西公園において花火大会もある前夜祭が行われ
る。

http://www.town.minakami.gunma.jp/55sosiki/kankou/
2013-0510-1620-48.html

群馬県 相俣ダム 平成26年8月23日
主催：猿ヶ京温泉まつり実行委員会
問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL：.0278-25-4777

【猿ヶ京温泉まつり】
赤谷湖上花火大会、流木工作教室、太々神楽等

猿ヶ京温泉観光情報協会（今後、掲載予定）
http://www.sarugakyo-navi.jp/

群馬県 道平川ダム 平成26年7月27日
主催：群馬県富岡土木事務所
問い合わせ先：群馬県富岡土木事務所
TEL：0274-63-2255

【森と湖に親しむ旬間　道平川ダム施設見学会】
ダム施設見学

群馬県富岡土木事務所
http://www.kendoseibi.pref.gunma.jp/chiiki/tomioka/

群馬県 四万川ダム 平成26年7月27日

主催：四万温泉協会、群馬県中之条土木事
務所
問い合わせ先：四万温泉協会
TEL：0279-64-2321

【森と湖に親しむ旬間　奥四万湖散歩ツアー】
奥四万湖一周散歩、ダム施設見学

四万温泉協会
http://www.shimaonsen.com/

群馬県 桐生川ダム 平成26年7月27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
TEL：0277-53-0121

【森と湖に親しむ旬間　桐生川ダム施設見学会】
ダム施設見学

―

群馬県 奈良俣ダム 平成26年7月27日
主催：利根川源流まつり実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町商工会
TEL：0278-62-1155

【利根川源流まつり】
ならまた湖巡視体験、ダム内探検、ステージイベン
ト、地元産料理の出店など

みなかみ町商工会
http://www.minakami.or.jp/

群馬県 草木ダム 平成26年8月15日

主催：草木湖まつり実行委員会
問い合わせ先：みどり市観光課
TEL：0277-76-1270
問い合わせ先：東町商工会
TEL：0277-97-2201

【草木湖まつり】
ダム建設に伴い移転された方を迎え、上下流の交流
を目的に、ステージの各種催し物、マスのつかみ取
り、草木ダム探訪（ダム堤体内外の見学会）などを
実施。ダム直下からの打ち上げ花火は迫力満点で
す。

みどり市
http://www.city.midori.gunma.jp/www/toppage/000000
0000000/APM03000.html
東町商工会
http://www.azumasyoko.org/

栃木県

五十里ダム
川俣ダム
川治ダム

湯西川ダム

平成26年7月27日

主催：鬼怒川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：鬼怒川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：028-661-1342

【４ダム見学会】
ダム見学（一般開放していないダム内部の見学も行いま
す）

鬼怒川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成26年7月26日
平成26年7月27日

主催：相模川水系広域ダム管理事務所
問い合わせ先：広域水管理課
TEL：046-281-6911

【森と湖に親しむ旬間】
堤体内見学

相模川水系広域ダム管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

神奈川県 相模ダム 平成26年7月21日

主催：相模湖ダム祭実行委員会
問い合わせ先：相模湖まちづくりセンター
TEL：042-684-3240
（事前申込制6月30日必着）

【相模湖ダム祭】
ダム見学、水力発電所見学、エアレーション見学、魚類
の生態系の説明

一般社団法人　相模原市観光協会ホームページ
http://www.e-sagamihara.com/

神奈川県 城山ダム 平成26年7月23日
主催：神奈川県企業庁水道部
問い合わせ先：経営課管理広報グループ
TEL：045-210-7215

【水源地をめぐるバスツアー】
城山ダム見学、浄水場の見学　など

神奈川県企業庁　広報誌「さがみの水」
http://www.pref.kanagawa.jp/uploaded/attachment/71
1696.pdf

千葉県 亀山ダム
平成26年8月2日
（雨天の場合）

平成26年8月9日

主催：亀山湖上祭・君津市民花火大会実行
委員会　君津ふれあい祭実行委員会
問い合わせ先：君津市観光協会亀山支部
TEL：0439-39-2535

【第３４回亀山湖上祭君津市民花火大会】
ステージショー、湖上安全祈願祭、花火大会

―
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http://www.town.minakami.gunma.jp/55sosiki/kankou/2013-0510-1620-48.html�
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千葉県 高滝ダム 平成26年8月14日
主催：社団法人市原市観光協会
問い合わせ先：社団法人市原市観光協会
TEL：0436-96-0055

花火大会 ―

埼玉県 浦山ダム 平成26年8月3日
主催：荒川ダム総合管理所
問い合わせ先：荒川ダム総合管理所
TEL：0494-23-1431

【浦山ダム体験見学会】
ダム内見学、乗船体験、パネル展示

荒川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html

山梨県 琴川ダム 平成26年6月22日
主催：山梨市観光協会
問い合わせ先：山梨市役所　観光課
TEL：0553-22-1111(代)

【乙女湖高原つつじ祭り】
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、軽食販売等

山梨市観光協会
http://www.yamanashishi-kankou.com/
山梨市役所観光課
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

山梨県 広瀬ダム 平成26年8月17日
主催：山梨市源流まつり実行委員会
問い合わせ先：0553－22－1111
　　　　　　　(内2147)

【笛吹川源流まつり】
ステージショー、魚のつかみ取り、ボート乗船、探検ツ
アー等

山梨市役所
http://www.city.yamanashi.yamanashi.jp/

山梨県 深城ダム
平成26年8月
（日時未定）

問い合わせ先：深城ダム管理事務所
TEL：0554-24-7062

【深城ダム夏休みイベント】
ダム内見学会、ボート乗船会

深城ダム管理事務所
http://www.pref.yamanashi.jp/damu-
fk/youkoso_fukashirodam_new.html/

山梨県 塩川ダム 平成26年7月27日

主催：山梨県
問い合わせ先：大門・塩川ダム管理事務所
　　　　　　　塩川ダム管理課
ＴＥＬ：0551-45-0789

【塩川ダム　森と湖に親しむつどい】
ダム見学、ボート乗船、カヌー体験等

大門・塩川ダム管理事務所　塩川ダム管理課
http://www.pref.yamanashi.jp/dam-
dmskkn/92021224905.html

新潟県 三国川ダム 平成26年6月15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
開発公社　後援：南魚沼市教育委員会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：025-774-2200

【しゃくなげ湖畔新緑ウォークと花植えボランティア】
ダム湖周辺の散策、プランターの花植え

※三国川ダム管理所HPに掲載予定
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

福島県 大川ダム 平成26年7月19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】
ダム見学会、湖面巡視体験、木工作教室、電気教室、降
雨体験車など

阿賀川河川事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/

富山県 和田川ダム 平成26年7月20日

主催：富山県B＆G財団地域海洋センター連
絡協議会
問い合わせ先：砺波市B&G海洋センター
TEL：0763-37-1580

【第26回B&Gマリーナフェスティバル】
ボート搭乗体験等、各種スポーツ体験他

砺波市B&G海洋センター
http://tonamikaiyo.web.fc2.com/

長野県 大町ダム 平成26年7月19日
主催：高瀬渓谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ2014実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷フェスティバル２０１４】
ダム内部見学、湖面巡視体験、丸太切り体験、木工品作
り、スタンプラー、砂防事業パネル・模型展示、サンド
アート作り、ペンダント作り等を予定

大町ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/

新潟県 大石ダム 平成26年7月26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

【おおいしダム湖畔まつり】
ウォーキングラリー、カヌー体験、大石ダム見学、大石

大石ダム管理支所
htt // h lit j / t / t t /d / i hi/i新潟県 大石ダム 平成26年7月26日 問い合わせ先：大石ダム管理支所

TEL：0254-64-2251

ウォ キ グラリ 、 ヌ 体験、大 ダム見学、大
発電所見学、フリーマーケット、ステージイベント、魚
のつかみ取り、木工教室

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/ooishi/i
ndex.html

新潟県 三国川ダム 平成26年7月27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】
三国川ダム操作室及び監査廊案内、野外ステージイベン
ト、魚のつかみ取り、巡視船乗船

※三国川ダム管理所HPに掲載予定
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html

山形県 横川ダム 平成26年8月3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、ウォ－
キング教室、クライミングウォ－ル体験教室、木工クラ
フト体験、ツリーイング体験、そば打ち体験、釣り堀

横川ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/dam/yokoka
wa/index.html

長野県 美和ダム 平成26年7月26日
主催：天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：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イベント】
ダム探検ツアー、湖上巡視体験

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

長野県 小渋ダム 平成26年7月21日
主催：天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88-3729

【小渋ダム解放DAY】
小渋ダム解放（自由見学）、パネル展示

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

静岡県 佐久間ダム 平成26年7月2日
主催・問い合わせ先：
浜松河川国道事務所　新豊根ダム管理支所
TEL：0536-85-1336

【１日ダム大学】
豊根小学校の児童を招いて、佐久間ダムの見学会を実施

新豊根ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_dam/toyon
e.html

愛知県 新豊根ダム 平成26年7月27日
主催・問い合わせ先：
浜松河川国道事務所　新豊根ダム管理支所
TEL：0536-85-1336

【森と湖に親しむ旬間　新豊根ダム一般公開】
ダム見学、湖面巡視体験、DVD（ダム建設時）の上映、
流木チップ化実演・配布（予定）

新豊根ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_dam/toyon
e.html

愛知県
岐阜県

矢作ダム 平成26年7月19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】
ダム見学、炭の無料配布、魚つかみ取り、地元市町物産
展等

矢作ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/

岐阜県 横山ダム
平成26年7月20日

（予定）

問い合わせ先：木曽川上流河川事務所
　　　　　　　横山ダム管理支所
TEL：0585-52-2211

【５０周年記念イベント】
ダム天端の一般開放、ダム見学、パネル展示、建設記録
DVD上映会等々

木曽川上流河川事務所横山ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/index.html

岐阜県 横山ダム
平成26年7月21日～
平成26年7月31日

問い合わせ先：木曽川上流河川事務所
　　　　　　　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

木曽川上流河川事務所横山ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/index.html

岐阜県 徳山ダム 平成26年8月1日
主催：徳山ダム管理所
問い合わせ先：徳山ダム管理所
TEL：0585-52-2910

【徳山ダム見学会】
ダム堤体内（利水放流ゲート室、監査廊）見学

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

http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/index.html�
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三重県 蓮ダム 平成26年7月19日
主催：国土交通省蓮ダム管理所
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45－0371

【もりみず旬間in蓮201４　～1日ダム探検～】
ダム見学、湖面巡視体験

蓮ダムHP
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/

三重県 青蓮寺ダム
平成26年7月22日

　　　　 ～8月28日
の毎週火曜日と木曜日

主催：木津川ダム総合管理所
問い合わせ先：青蓮寺ダム管理所
TEL：0595-63-1289

【青蓮寺ダム見学会】
市民を対象としたダムの見学会

木津川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.htm
青蓮寺ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/syourenji.htm

三重県 比奈知ダム 平成26年8月3日
主催：木津川ダム総合管理所
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
TEL：0595-68-7111

【比奈知ダム見学会】
市民を対象としたダムの見学会

木津川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.htm
比奈知ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hinati.htm

静岡県 長島ダム
平成26年7月25～

31日（予定）

主催：
国土交通省長島ダム管理所、長島ダム水源
地域ビジョン、川根本町、南アルプスアプ
トセンター、川根本町エコツーリズムネッ
トワーク、中部電力株式会社大井川電力セ
ンター、林野庁大井川治山センター、静岡
県大井川広域水道企業団、東遠工業用水道
企業団、牧之原畑地総合整備土地改良区、
大井川長島ダム流域連携協議会
（詳細調整中）
問い合わせ先：長島ダム管理所　管理係
TEL：0547-59-1021

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、湖面巡視体験、ナイトツアー、パネル展示等
（詳細検討中）

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

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26年7月24日

主催：小里川ダム管理支所・矢作ダム管理
所・丸山ダム管理所・（独）阿木川ダム管
理所
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
TEL：0573－59－0056

日帰りで庄内川・矢作川・木曽川水系の複数ダムを見学
するツアー

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26年7月26日
主催：小里川ダム管理支所
TEL：0573－59－0056

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

福井県 真名川ダム 平成26年7月26日

主催：九頭竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：九頭竜川ダム統合管理事務
所
TEL：0779-66-5300

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、パネル展示、流木配布等

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26年7月27日

主催：九頭竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：九頭竜川ダム統合管理事務
所
TEL：0779-66-5300

【森と湖に親しむ旬間】
ダム見学、パネル展示、水上巡視体験、流木配布等

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

奈良県 大滝ダム 平成26年7月27日

主催：紀の川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：紀の川ダム統合管理事務所
管理課
TEL：0747-25-3013

【森と湖に親しむ旬間】（奈良県山の日・川の日）
に関連づけた大滝ダム見学会　当日受付順１００名まで

紀の川ダム統合管理事務所
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/index.php

奈良県 布目ダム 平成26年7月22日
主催：木津川ダム総合管理所
問い合わせ先：布目ダム管理所
TEL：0742-94-0231

【布目ダム見学会】
一般の方を対象としたダムの見学会、水生昆虫見学
会（予約要）、自転車テクニックに挑戦、木工教
室、シールラリーなど地域連携型イベント

木津川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/index.htm
布目ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/nunome.htm

京都府 日吉ダム 平成26年7月20日
主催：日吉ダム管理所
問い合わせ先：日吉ダム管理所
TEL：0771-72-0171

【ひよし夏祭り】
日吉町の夏祭りでダム堤体内見学会

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

兵庫県 一庫ダム
平成26年8月23日
　　　　　～24日

主催：能勢電鉄（株）・一庫ダム管理所
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：072-794-6671

【夏でもひ～んやり！一庫ダム内部見学＆説明会】
ダム堤体内部の見学（説明）会

一庫ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hitokura/

鳥取県 殿ダム
平成26年7月27日

（予定）

主催：国土交通省　鳥取河川国道事務所
問い合わせ先：殿ダム管理支所
TEL：0857-58-0581

【森と湖に親しむ旬間（殿ダム見学会）】
ダム監査廊内見学、湖面巡視体験等

鳥取河川国道事務所　殿ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/

島根県 志津見ダム 平成26年10月

主催：東三瓶コスモス祭実行委員会
問い合わせ先：コスモス祭実行委員会事務
局
TEL：0854-76-2214
（飯南町役場　産業振興課内）

【第２４回コスモス祭】
ダム見学、ダム湖巡視艇体験、写真撮影会、ステージイ
ベントなど

飯南町役場　さとやまにあ
http://www.satoyamania.net/

島根県 尾原ダム 平成26年10月

主催：尾原ダム・さくらおろち湖祭り実行
委員会
問い合わせ先：尾原ダム・さくらおろち湖
祭り実行委員会事務局
TEL：0854-48-0729
（NPO法人さくらおろち事務局内）

【２０１４尾原ダムさくらおろち湖祭り】
ダム見学、ステージイベント、シーカヤック体験など

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

岡山県 苫田ダム 平成26年8月2日

主催：鏡野町
問い合わせ先：鏡野町産業観光課
TEL：0868-54-2987
FAX：0868-54-3662

【鏡野町大納涼祭】
 大花火大会、鏡野町グルメ、湖面巡視体験、苫田ダムパ
ネル展示

苫田ダム管理事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/index.html
鏡野町
http://www.town.kagamino.lg.jp/

岡山県 苫田ダム 平成26年8月17日

主催：岡山県スキー連盟・ローラースキー
かがみの大会実行委員会
問い合わせ先：鏡野町教育委員会 生涯学習
課
全日本選抜ローラースキーかがみの大会事
務局
TEL：0868-54-7733
FAX：0868-54-3335

【第9回 全日本選抜ローラースキーかがみの大会】
鏡野町奥津湖畔におけるローラースキー大会

［ 男 子 ］ ［ 女 子 ］
① 成年 １０㎞（１８才以上） ⑤ 成年 ６㎞（１８才以上）
② 少年 １０㎞（１５才以上） ⑥ 少年 ６㎞（１５才以上）

③ 中学生 ６㎞ 　⑦ 中学生 ６㎞
④ 小学生 ３㎞ 　⑧ 小学生 ３㎞

苫田ダム管理事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/index.html
鏡野町
http://www.town.kagamino.lg.jp/

広島県 八田原ダム
平成26年7月13日

（予定）

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

【夢吊橋サマーフェスタ2014】
ダム見学（堤体内部）、ダム湖クルージング

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

広島県 灰塚ダム 平成26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
TEL：0824-44-4360

【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
【灰塚ダム探検ツアー】
ダム見学

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/index.html
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広島県 温井ダム 平成26年9月14日

主催：しわいマラソン実行委員会
問い合わせ先：しわいマラソン実行委員会
事務局
TEL：0826-22-2126

【第5回安芸太田しわいマラソン】
安芸太田町内１００ｋｍ・８８ｋｍを走破するウルトラ
マラソン

安芸太田しわいマラソン実行委員会
http://www.shiwai-m.com/

山口県 島地川ダム 平成26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
問い合わせ先：
周南市役所新南陽総合支所　地域政策課
TEL：0834-61-4108

【森と湖に親しむ集い】
ダム堤体内見学、水生生物調査、アマゴ放流

周南市役所新南陽総合支所　地域政策課
http://www.city.shunan.lg.jp/section/si-chiiki/index.jsp

山口県 末武川ダム 平成26年7月26日
主催：サマージャンボリー実行委員会
問い合わせ先：下松市米川公民館
TEL：0833-53-0001

【米泉湖サマージャンボリー】
ステージイベント、出店、バザー、花火、ダム見学など

―

徳島県 長安口ダム 平成26年8月6日
主催：ゆきかう那賀川推進会議
問い合わせ先：那賀川河川事務所　調査課
TEL：0884-22-6562

【那賀川探検バスツアー】
ダム見学、湖面巡視体験、水生生物調査など

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

愛媛県 鹿野川ダム 平成26年８月初旬

主催：ドラゴンボート大会実行委員会
問い合わせ先：大洲市肱川支所　地域振興
課
TEL：0893-34-2311

【鹿野川湖ドラゴンボート大会】
ドラゴンボート競争
鹿野川ダム・工事現場見学会（山鳥坂ダム工事事務所）

大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/

愛媛県 鹿野川ダム 平成26年８月初旬

主催：鹿野川夏まつり実行委員会
問い合わせ先：大洲市肱川支所　地域振興
課
TEL：0893-34-2311

【鹿野川花火大会】
花火大会

大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/

愛媛県 野村ダム
平成26年7月21日～

7月31日

問い合わせ先：
野村ダム管理所　管理係
TEL:0894-72-1211

【森と湖に親しむ旬間イベント】
ダム見学、水生生物調査

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

愛媛県 野村ダム
平成26年8月14日

（予定）

主催：
　西予市、西予市観光協会野村支部
問い合わせ先：
　西予市観光協会野村支部
　TEL:0894-72-0339
　西予市商工会野村支所
　TEL:0894-72-0339

【野村納涼花火大会】
花火大会

西予市役所
http://www.city.seiyo.ehime.jp/
西予市商工会
http://www.ssci.or.jp/index.html

愛媛県 柳瀬ダム 平成26年8月9日
主催：四国中央市湖水まつり実行委員会
（事務局：四国中央市水道局水道総務課）
TEL：0896-28-6452

【第２７回湖水まつり】
各種バザー、花火大会、カラオケ大会、クラシック演奏
など

―

高知県 大渡ダム 平成26年8月16日

主催：仁淀川町茶霧湖まつり実行委員会
問い合わせ先：仁淀川町仁淀総合支所　地
域振興課
TEL：0889-32-1112

【仁淀川町茶霧湖まつり】
毎年の8月に、大渡ダムの茶霧湖を見下ろす仁淀川町観
光センターを会場に、盆踊りや花火大会でにぎわうお盆
の夏祭り。太鼓の演奏や餅投げ、ゲームなどアトラク
ションも多数。

仁淀川町
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/life_dtl.php?hdnK
ey=780

高知県 中筋川ダム
平成26年7月19日
　　　　　～31日

中筋川総合開発工事事務所　管理課
TEL：0880-66-2501

【中筋川ダム　児童絵画作品展】地元の小学生たちが描
いた「中筋川ダムの絵」を、森と湖に親しむ旬間に合わ
せて開催。

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

高知県 中筋川ダム
平成26年7月26日
平成26年8月23日
平成26年9月27日

中筋川総合開発工事事務所　管理課
TEL：0880-66-2502

【なかすじ川ダムの日】
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

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

高知県 早明浦ダム 平成26年8月3日

主催：早明浦ダム・高知分水管理所
問い合わせ先：早明浦ダム・高知分水管理
所
TEL：0887-82-0485

【早明浦ダム施設見学会】
ダム堤体内外の施設見学

池田総合管理所早明浦ダム・高知分水管理所
http://www.water.go.jp/yoshino/ikeda/sameura/same_i
ndex.htm

高知県 早明浦ダム 平成26年8月16日

主催：やまびこカーニバル実行委員会
問い合わせ先：特定非営利活動法人れいほ
く活性化機構
TEL：0887-70-9820

【やまびこカーニバル】
「四国のいのち」早明浦ダム直下のふれあい広場に
て開催。

特定非営利活動法人れいほく活性化機構
http://www.reihoku.org/

福岡県 寺内ダム 平成26年8月3日
主催：朝倉総合事業所
問い合わせ先：朝倉総合事業所
TEL：0946-25-1100

【寺内ダム施設見学会】
ダム内部のトンネルなどの見学会

朝倉総合事業所
http://www.water.go.jp/chikugo/koishi/
寺内ダム管理所
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/

福岡県 江川ダム 平成26年8月3日
主催：両筑平野用水総合事業所
問い合わせ先：両筑平野用水総合事業所
TEL：0946-25-0113

【江川ダム見学会】
ダム内部のトンネルなどの見学会

両筑平野用水総合事業所
http://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

大分県 大山ダム 平成26年8月3日
主催：筑後川局
問い合わせ先：筑後川局
TEL：0942-34-7001

【大山ダム施設見学会】
平成25年4月1日から管理を開始した新しいダムで
す。ダム内部のトンネルや発電施設などの見学会

筑後川局
http://www.water.go.jp/chikugo/chikugo/
大山ダム管理室
http://www.water.go.jp/chikugo/oyama/

鹿児島県 鶴田ダム
（予定）夏休み期間中
（7月末～8／31）

<土日も実施>

主催：さつま町内・伊佐市内の旅館、さつ
ま町、伊佐市、川内川河川事務所、鶴田ダ
ム管理所
問い合わせ先：宿泊される旅館

「夏休みだ！鶴田ダム・再開発インフラツアー」
ダム見学（ダム内部含む）（企画調整中）

―

沖縄県 大保ダム 平成26年7月5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

【第５回　大保ダムまつり】
湖面カヌーツアー、ダム堤内見学会、学習の川遊び、木
工教室、キャンドルナイト
※キャンドルナイトは大宜味村塩屋湾内

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

沖縄県 漢那ダム 平成26年7月20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（仲

間）

ＴＥＬ：098-968-5125

「第２１回漢那ダムまつり」
ステージイベント、カヌー体験、ダム見学会、その他の
体験イベント

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

沖縄県 福地ダム 平成26年8月16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：0980-42-2101

【福地ダム夏休み自然体験会】
カヌー体験、自然観察船、ダム施設見学、福地川川遊
び、生き物観察会

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

http://www.city.ozu.ehime.jp/�
http://www.city.ozu.ehime.jp/�
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沖縄県 安波ダム 平成26年9月13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

【安波ダムくいなまつり】
ダム見学、湖面遊覧体験、ジャングルカヌー

国頭村役場
http://ｗｗw.vill.kunigami.okinawa.jp/
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

沖縄県 倉敷ダム 平成26年8月3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　建
築・公園課
TEL：098-939-1212（内線2659）

【倉敷ダムまつり】
グランドゴルフ大会、ダム施設見学会

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

※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。
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