ダム周辺で行われるイベント一覧【2014 秋】
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

主催：三笠市観光協会
問い合わせ先：三笠市観光協会
平成26年10月中旬 TEL：01267-3-2828
三笠市役所 商工観光課 商工観光係
TEL：01267-3-3997

【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、水めぐりツ
アー、ステージショー

三笠市役所
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/

【紅葉かっぱバスで行く「定山渓ダム・小樽内発電所見
学会」】
発電所見学、ダム見学（堤体内、ゲート室・支所操作
室・支所屋上）、資料館・下流園地見学

豊平川ダム統合管理事務所 （HＰ公開10月初旬予
定）
http://www.sp.hkd.mlit.go.jp/kasen/08isiken/02genba/
26damtokan/

北海道

桂沢ダム

北海道

定山渓ダム

主催：一般社団法人 定山渓観光協会
問い合わせ先：
平成26年10月
豊平川ダム統合管理事務所管理課
10日・16日・20日
TEL：011-583-8110

秋田県

森吉山ダム

主催：森吉山ダム水源地域ビジョン実行委員会
【森吉四季美湖紅葉ウォーキングまつり】
問い合わせ先：森吉山ダム管理支所
森吉山ダム管理支所
平成26年10月19日 TEL：0186-60-7231
ウォーキング、ダム見学、カヌー体験、ステージイベン
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/moriyoshi/
森吉山ダム広報館
ト、うまいもの物販
TEL：0186-84-8590

山形県

月山ダム

山形県

月山ダム

福島県

【梵字川渓谷紅葉まつり】
（仮）梵字川渓谷バスツアー（月山ダム見学含む）、
六十里越街道紅葉トレッキング、ウォーキングスタンプ
ラリー

－

平成26年11月中旬 問い合わせ先：月山ダム管理所 管理係
～下旬（月日未定） TEL：0235-54-6711

【月山ダム体験学習会】
コンジット放流管内巡視体験、監査廊階段巡視昇降体
験、ダム見学

－

摺上川ダム

主催：森づくり大作戦実行委員会
平成26年10月19日
問い合わせ先：摺上川ダム管理所
（予定）
ＴＥＬ：024-596-1275

【摺上川ダム茂庭っ湖 森づくり大作戦】
ドングリの種まき、植樹、ダム見学（監査廊）など

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

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

問い合わせ先：
平成26年11月24日
相模川水系広域ダム管理事務所広域水管理課
～28日
TEL：046-281-6911

観光放流
Ｈ２６ファイナル５days

相模川水系広域ダム管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/sagami_00000022.html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成26年11月29日 問い合わせ先：
宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
～12月25日
TEL：046-288-1340
（予定）

宮ヶ瀬クリスマスイベントみんなのつどい

宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
Http://www.miyagase.com./xmas/index.html

栃木県

松田川ダム

平成26年10月26日

栃木県

東荒川ダム

主催及び問い合わせ先：
平成26年10月26日 尚仁沢はーとらんど
TEL：0287-41-1080

埼玉県

有間ダム

埼玉県

合角ダム

埼玉県

権現堂調節池

千葉県

亀山ダム

主催：亀山オータムフェスティバル実行委員会
亀山湖紅葉狩りクルーズ、フリーハイキング、山の幸物 君津市観光協会亀山支部
平成26年11月中旬
問い合わせ先：君津市観光協会亀山支部
～12月上旬
産市場、フォトコンテスト、オリジナルクラフト制作体 http://www.kazusakameyama.com/
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26年11月下旬 問い合わせ先：
笹川湖畔もみじまつり実行委員会
～12月上旬
TEL：0439-39-3113

【笹川湖畔もみじまつり】
地元芸能及び歌謡ショー、湖畔公園フリーハイキング、 なし
大声大会、物産販売

新潟県

大石ダム

主催：大石・山と川に親しむ会
平成26年10月18日 問い合わせ・申し込み先：事務局
TEL： 0254-64-2170

【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。

新潟県

三国川ダム

監査廊案内

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

新潟県

三国川ダム

紅葉ウォーク

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

静岡県

長島ダム

静岡県

佐久間ダム

岐阜県

横山ダム

福井県

河内川ダム

平成26年11月15日

京都府

大野ダム

平成26年11月
15日～16日

鳥取県

殿ダム

島根県

志津見ダム

平成26年10月
25日・26日

平成26年11月14日

主催：梵字川渓谷再発見！
プロジェクト行委員会
問い合わせ先：あさひむら観光協会
TEL：0235-53-3411

管理係

主催及び問い合わせ先：
公益財団法人足利市みどりと文化・スポーツ財
コンサート開催
団 緑化推進課(渡良瀬グリーンプラザ)
TEL：0284-40-1787

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）

主催：秩父４ダム連携推進協議会
平成26年10月5日 問い合わせ先：合角ダム管理所
TEL：0494-78-0285
主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員会
平成26年10月18日 問い合わせ先：権現堂調節池管理所
TEL：0480-43-2895

http://midori.ashikaga-mbs.or.jp/index.php/

【秋の収穫祭】
地元で採れた野菜等の販売、餅つき＆試食、その他

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

【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

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

【秩父４ダム探検隊が往く】
ダム見学

合角ダム管理所
http://www.pref.saitama.lg.jp/site/k-dam

浮島（ビオトープ）作り体験、カヌー・ドラゴンボート
杉戸県土整備事務所
体験、アマチュアバンド演奏、協力団体の環境に関する
http://www.pref.saitama.lg.jp/page/kawanosaisei取組紹介、
ibento.html
食品等（ローズポークまん、焼きそば等）の販売その他
【亀山オータムフェスティバル】
亀

験、亀山ダムウォッチング（11月23日のみ）

島根県

尾原ダム

岡山県

苫田ダム

高橋

三国川ダム管理所
平成26年5月～11月 問い合わせ先：三国川ダム管理所総務課
TEL：025-774-3015
主催：紅葉ウォーク実行委員
平成26年10月下旬 問い合わせ先：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
TEL：025-774-2200
（予定）
FAX：025-774-3076

平成26年11月15日

主催：長島ダム水源地ビジョン推進会議
問い合わせ先：長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021
FAX：0547-59-1026

主催：佐久間ダム竜神まつり実行委員会
平成26年10月26日 問い合わせ先：佐久間観光協会
TEL：053-965-1651

【奥大井接岨湖もみじまつり開催】
長島ダム管理所
紅葉ハイキング、接岨湖巡視体験、カヌー体験、ダム見
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/index.html
学など
【佐久間ダム竜神まつり】
佐久間観光協会
竜神の舞、湖上打ち上げ花火（昼花火）、堰堤探検（ダ
http://sakuma-kanko.net/
ム見学）、物産展

主催：横山ダム50周年地域交流事業事務局
（国土交通省機中部地方整備局木曽川上流河川
【横山ダム50周年地域交流事業】
平成26年8月8日～
事務所）
平成26年11月30日
揖斐川流域スタンプラリー、よことくダムカレー
問い合わせ先：木曽川上流河川事務所調査課
TEL：058-251-1125

横山ダム50周年記念事業
http://www.yokoyamadam-50th.jp

主催：公益社団法人土木学会関西支部
【ダムとトンネルの土木工事現場見学会 in ふくい】
公益社団法人土木学会関西支部
協力：福井県
ダム工事現場見学、北陸新幹線トンネル工事現場見学
問い合わせ先：公益社団法人土木学会関西支部
http://www.jscekc.civilnet.or.jp/
重要伝統的建造物群保存地区である熊川宿での昼食休憩
TEL：06-6271-6686
主催：大野ダムもみじ祭り実行委員会
問い合わせ先：大野振興会
TEL：0771-75-9110

【第２６回大野ダムもみじ祭り】
※現在検討中（H25:虹の湖ウォーク、じゃんけん大
美山町大野振興会
会、太鼓、サバイバルクイズ、フォークソング、ふるさ http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/
と鍋、美山町音頭大踊り）

主催：殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会
実行委員会
【殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会】
平成26年10月26日 問い合わせ先：殿ダム因幡万葉湖ウォーキング
殿ダム周辺ウォーキング、地元特産品抽選会
大会実行委員会
TEL：0857-58-0085
平成26年10月12日

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

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 【２０１４尾原ダムさくらおろち湖祭り】
平成26年10月19日
ダム見学、ステージイベント、シーカヤック体験など
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）
平成26年11月中
（予定）

主催：苫田ダム管理所
問い合わせ先：苫田ダム管理所管理係
TEL：0868-52-2151

-

【 土木の日」記念 特別見学会】
【「土木の日」記念
ダム見学
（内容：普段は入れないダム堤体内部等の見学）

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

苫田ダム管理所
http://tomata@cgr.mlit.go.jp/

ダム周辺で行われるイベント一覧【2014 秋】
広島県

八田原ダム

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議会
平成26年11月9日 問い合わせ先：八田原ダム管理所
TEL：0847-24-0490

主催：龍姫湖まつり実行委員会
平成26年10月19日 問い合わせ先：安芸太田町商工観光課
TEL 0826-28-1961

【第7回 秋の夢吊橋ウォーク2014】
八田原ダム（芦田湖）周辺のウォーキング
※ファミリーコース(5.5km)、ふれあいコース
(10km)、ダム湖1周コース(15km)
【龍姫湖まつり】※以下は昨年度実施例
・ステージショー
・しわい階段一般開放
・カヌー体験
・森林ヨガ体験
・抽選会

広島県

温井ダム

山口県

島地川ダム

平成26年11月中
（予定）

千葉県

東金ダム

平成26年10月13日

京都府

日吉ダム

主催：ひよし水の杜フェスタ実行委員会
平成26年10月26日 問い合わせ先：日吉ダム管理所総務グループ
TEL：0771-72-0171

【ひよし水の杜フェスタ】
ダム探検ツアー、ステージショー、フリーマーケット

徳島県

長安口ダム

主催：那賀川アフターフォーラム
平成26年10月26日 問い合わせ先：那賀川河川事務所
TEL：0884-22-6562

愛媛県

鹿野川ダム

主催：肱川ふれあいまつり実行委員会
平成26年11月中旬 問い合わせ先：大洲市肱川支所
TEL：0893-34-2311

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
に四季美谷温泉前広場において「那賀川源流コンサー
ト」を開催します。
【肱川ふれあいまつり】（未定）
例年：ステージイベント、特産品販売、各種団体による
出店

愛媛県

野村ダム

高知県

中筋川ダム

平成26年10月25日
中筋川総合開発工事事務所
平成26年11月22日
TEL：0880-66-2502
平成26年12月27日

高知県

中筋川ダム

平成26年10月26日

熊本県

竜門ダム

九州各県

鶴田ダム
緑川ダム
松原ダム
下筌ダム
耶馬渓ダム
厳木ダム
竜門ダム
嘉瀬川ダム

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：（事務局）周南市新南陽総合支 【紅葉の高瀬湖クリーンウオーク】
所地域政策課
高瀬湖周辺清掃活動、ダム堤体内見学
TEL：0834-61-4108

http://www.akioota-navi.jp/html/kankou_event_ryukikomaturi.html

周南市新南陽総合支所
http://www.city.shunan.lg.jp

主催：環境ウォークinときがね湖実行委員会
【環境ウォークinときがね湖】
問い合わせ先：環境ウォークinときがね湖実行
ときがね湖畔のウォーキングイベント。各出展団体ブー 無し
委員会
スをめぐるスタンプラリーを実施。
e-mail：ecowalktogane@gmail.com

調査課

主催：朝霧ロードイルミネーション実行委員会
問い合わせ先：
平成26年11月中旬
西予市役所 野村支所 産業建設課内
野村ダム左岸公園及び周辺施設のイルミネーション
～１月中旬
朝霧ロード イルミネーション実行委員会
TEL：0894-72-1115

中筋川総合開発工事事務所
TEL：0880-66-2502

管理課

管理課

主催：班蛇口湖活性化推進協議会
平成26年11月16日 問い合わせ先：菊池市役所 土木課
TEL：0968-25-7241

通年

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

各ダム管理所（支所）

日吉ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/hiyoshi/
那賀川河川事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/nakagawa/
大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/
西予市観光協会ＨＰ
http://www.seiyo1400.jp/

【なかすじ川ダムの日】
中筋川総合開発工事事務所
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/index.html
アップ
【第１９回蛍湖まつり】
ダム見学会、防災環境教育ブース、他各種イベント

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

菊池市役所
【竜門ダムフェスタ】
http://www.city.kikuchi.lg.jp/
ダムおなか探検（ダム見学）、ダムウォーキング、ふる
竜門ダム管理支所
さと祭り等
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

ダム見学（ダムへの正しい理解や関心を深めてもらうた 各ダムＨＰ
めに、ダム内部や制御室などへの案内や、ダムの役割等 九州地整ＨＰ（関連リンク集）
の説明を実施）
http://www.qsr.mlit.go.jp/n-link/

