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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 十勝ダム
平成27年10月1日

～14日

主催：国土交通省　北海道開発局　帯広開
発建設部　帯広河川事務所
問い合わせ先：十勝ダム管理支所　
TEL：０１５６-６５-３１２１

【十勝ダム３０周年記念パネル展】
新得町公民館１Fロビーにて十勝ダムに関するパネル及
び全国公式ダムカードパネル展示

十勝ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/tokachidam_hp/index.h
tml

北海道 十勝ダム
平成27年10月20日

～22日

主催：国土交通省　北海道開発局　帯広開
発建設部　帯広河川事務所
問い合わせ先：十勝ダム管理支所　
TEL：０１５６-６５-３１２１

【十勝ダム３０周年記念パネル展】
とかちプラザにて十勝ダム関係と全国公式ダムカードパ
ネル展示及び新得町ＰＲパネル展示

十勝ダム管理支所
http://www.ob.hkd.mlit.go.jp/hp/tokachidam_hp/index.h
tml

北海道 二風谷ダム 平成27年11月7日

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
ム管理所）
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：01457-2-4262

【にぶたに湖周辺自然観察会・秋】
「イオルの森」散策、オヒョウ苗の植樹等

室蘭開発建設部
http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

北海道 留萌ダム 平成27年8月30日

主催：留萌エコ村
問い合わせ先：留萌市役所都市環境部
都市整備課
ＴＥＬ：0164-42-2010

【留萌エコ村夏の陣】～ダム湖面で遊ぼう～
留萌ダム見学会、Ｅボート体験試乗会、いかだ作り及び
いかだ体験試乗会

留萌市役所　都市環境部　都市整備課
http://www.e-rumoi.jp/rumoi-
hp/03gyousei/16toshiseibi/16toshiseibi.htm

北海道 留萌ダム 平成27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

【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）

留萌ダム
http://www.rm.hkd.mlit.go.jp/kasen/dam/

北海道 桂沢ダム 平成27年10月18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

【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）

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

青森県 世増ダム
平成27年10月24日

～11月3日

主催：南郷観光協会
問い合わせ先：南郷観光協会
TEL：080-1800-8918

【青葉湖屋形船遊覧運行】
世増ダム湖「青葉湖」の遊覧運行

青森県 世増ダム 平成27年11月1日
主催：南郷観光協会
問い合わせ先：南郷観光協会
TEL：080-1800-8918

【第１３回青葉湖ウォーク】
紅葉の世増ダム湖「青葉湖」周辺のウォーク

宮城県 七ヶ宿ダム 平成27年１０月下旬
主催：七ヶ宿町、七ヶ宿町観光協会
問い合わせ先：七ヶ宿町観光協会
TEL：0224-37-21７７

【七ヶ宿湖一周ウォーキング】
七ヶ宿町
http://www.town.shichikashuku.miyagi.jp/

宮城県
花山ダム
小田ダム

平成27年9月16日

主催及び共催：迫川上流地区管理体制整備
推進協議会（宮城県・栗原市・宮城県土地
改良事業団体連合会）・迫川上流土地改良
区・真坂土地改良区
問い合わせ先：迫川上流土地改良区
ＴＥＬ：0228-32-7181

【伊豆野堰祭り】
迫川の歴史等についての学習会、ダムの見学会

宮城県 長沼ダム 平成27年9月20日
主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
問い合わせ先：登米市体育館
ＴＥＬ：0220-22-2323

【長沼レガッタ】
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
した一般参加型漕艇競技大会

秋田県 玉川ダム 平成27年10月15日

主催：みちのくダム湖サミット実行委員会
問い合わせ：仙北市企画政策課
ＴＥＬ：０１８７-43-1112
問い合わせ：玉川ダム管理所
TEL:0187-49-2170

【第7回みちのくダム湖サミットin玉川】
基調講演、仙北市市制10周年記念イベント、パネルディ
スカッション

仙北市役所田沢湖庁舎
www.city.semboku.akita.jp/
玉川ダム管理所
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J75401/homepage
/index.html

秋田県 森吉山ダム 平成27年10月18日

主催：森吉山ダム水源地域ビジョン実行委
員会
問い合わせ先：森吉山ダム広報館
TEL：0186-84-8590

【森吉四季美湖紅葉まつり】
ダム見学会、ウォーキング、カヌー体験、カヌートライ
アスロン、ステージイベント

森吉山ダム広報館
http://www.city.kitaakita.akita.jp/kankou/category/kan
kou_shisetsu/
森吉山ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/bumon/j75301/noshiro/kasen
/moriyoshi/

山形県 白川ダム 平成27年9月下旬
主催：白川ダムビジョン推進会議 事務局
（飯豊町商工観光課内）
TEL：０２３８－８７－０５２３

【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。

山形県 寒河江ダム 平成27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27年10月下旬
主催：長井ダム水源地域ビジョン推進会議 
事務局（野川まなび館内）
TEL：０２３８－８7－0605

【ながい百秋湖まつり】
長井ダム及び新野川第1発電所見学をはじめとして、野
川まなび館を基点とした紅葉のながい百秋湖を楽しむ。

山形県 月山ダム 平成27年10月下旬
問い合わせ先：あさひむら観光協会
TEL：0235-53-3411

【梵字川渓谷紅葉まつり】
あさひむら観光協会
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/index.html

山形県 月山ダム 平成27年11月中旬
問い合わせ先：月山ダム管理事務所
TEL：0235-54-6711

【月山ダム体験学習会】
放流管内見学、監査廊等普段入らない・入れないところ
の見学、操作室見学等

月山ダム管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.html
※詳細が決まりしだい掲載

福島県 三春ダム 平成27年9月26日

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
要）
福島民友新聞社事業局
TEL：０２４-５２３-１３３４

【うつくしま・みずウオーク２０１５　三春大会】
ウォーキングイベント

福島民友新聞社
http://www.minyu-net.com/event/2015mizu/mizu.html
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福島県 三春ダム
平成27年10月中旬

（予定）

主催：さくら湖自然環境フォーラム実行委
員会
問い合わせ先：三春町教育委員会生涯教育
課
TEL：0247-62-3837

【さくら湖自然環フォーラム】
基調講演、研究発表

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

福島県 摺上川ダム 平成27年10月中旬
主催：森づくり大作戦実行委員会
問い合わせ先：摺上川ダム管理所管理係
TEL：024-596-1275

【第14回　摺上川ダム森づくり大作戦】
摺上川ダム工事用地への苗木植え付け、監査廊見学、ダ
ム湖周回道路周遊

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

福島県 摺上川ダム 平成27年11月1日

主催：飯坂マラソン実行委員会
問い合わせ先：飯坂マラソン実行委員会事
務局
TEL：024-597-6065

【第８回　湯のまち飯坂茂庭っ湖マラソン】
フルマラソン(個人、団体)、ハーフマラソン(個人、団
体)、10kmマラソン(一般、高校生、ペア)、ウォーキン
グ(8km、14km)

大会オフィシャルホームページ
http://iizaka.kilo.jp/

福島県 こまちダム 平成27年9月6日
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

【こまちダムまつり】
ダム施設見学、湖面巡視体験、スタンプラリー、地元出
店食べ物コーナー

三春土木事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41320a/komachi.h
tml

福島県 田島ダム
平成27年11月1日

（予定）

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
問い合わせ先：福島県南会津会津建設事務
所管理課官庁調整担当
TEL：0241-62-5318

【田島ダム施設見学会】
ダム管理所内説明、監査廊（地下通路）説明、
田島ダムカード配布

福島県南会津建設事務所
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41360a/

栃木県 東荒川ダム
平成27年10月25日

（予定）

主催：塩谷町産業振興課
問い合わせ先：塩谷町産業振興課
TEL：0287-45-2211

【収穫祭】
尚仁沢はーとらんど（東荒川ダム公園内）野菜直売、
ゲーム他

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

栃木県 西荒川ダム
平成27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
所
TEL：0287-47-1150

東古屋湖釣り大会（西荒川ダム湖）
スーパーレインボートラウトトーナメント

http://www.kinugawa-
gyokyou.com/higasigoyako/taikai/

栃木県 塩原ダム
平成２７年１０月

（実施予定）

主催：たかはら森林組合森林の駅
問い合わせ先：森林の駅
TEL：0287-34-1037

秋の大感謝祭 http://www.takahara-shinrin.or.jp/src/mori/index.htm

栃木県 中禅寺ダム 平成27年9月5日
主催：スワンボートレース実行委員会
問い合わせ先：日光二荒山神社中宮祠
TEL：0288-55-0017

中禅寺湖スワンボートレース
http://www.city.nikko.lg.jp/nikko-
kankou/kankou/nikko/event/swan_boat.html

栃木県 三河沢ダム
平成２７年10月

（実施予定）

主催：湯西川商店街
問い合わせ先：湯西川商店街
TEL：0288-98-0422

湯西川温泉　秋祭り

群馬県 相俣ダム 平成27年8月22日
主催：猿ヶ京温泉まつり実行委員会
問い合わせ先：まんてん星の湯　内
TEL：0278-66-1126

【赤谷湖上花火大会】
猿ヶ京温泉まつりと併せて開催される納涼花火大会

http://sarugakyo.sakura.ne.jp/

群馬県 藤原ダム 平成27年8月23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：みなかみ町役場観光課内　デサ
ント藤原湖マラソン実行委員会事務局
TEL：0278-25-5017

【デサント藤原湖マラソン】
一般（小学生４年生以上）を対象とした藤原ダム完成を
記念したマラソン大会で、今年は58回目。3km～
15kmのコースがある。〆切り6月30日で終了。

http://www.lap.co.jp/fujiwarako/index.html

群馬県 草木ダム 平成27年9月13日

主催：草木湖マラソン実行委員会
問い合わせ先：
みどり市教育委員会　社会教育課内
TEL：0277-76-9846

【第37回草木湖一周マラソン全国大会】
草木ダム下の東運動公園を発着点として、利根川の第一
の支流、渡良瀬川に建設された草木ダムにせき止められ
てできたダム湖沿道を走ります。

みどり市
http://www.city.midori.gunma.jp/www/contents/10000
00001014/index.html

埼玉県 有間ダム 平成27年9月12日

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

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

飯能市
http:/www.city.hanno.saitama.jp/

埼玉県 有間ダム 平成27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）

【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
https://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/b1005/kasen/ar
imadamu/index.html

埼玉県

浦山ダム
二瀬ダム
滝沢ダム
合角ダム

平成27年8月29日
主催：秩父４ダム連携検討会
問い合わせ先：荒川ダム総合管理所
TEL：0494-23-1431

【秩父４ダム探検隊が往く！】
秩父４ダム（浦山、二瀬、滝沢、合角）の見学

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

埼玉県 権現堂調節池 平成27年10月24日
主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員会
問い合わせ先：権現堂調節池管理所
TEL：0480-43-2895

浮島(ビオトープ)作り体験、カヌー・ドラゴンボート体
験、アマチュアバンド演奏、協力団体の環境に関する取
組紹介、食品等の販売、その他

埼玉県杉戸県土整備事務所
http://www.pref.saitama.lg.jp/b1012/gongendoukanri.ht
ml

千葉県 亀山ダム
平成27年11月14日
～平成27年12月6
日

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

【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
ダム施設の見学

http://www.kazusakameyama.com/

千葉県 片倉ダム
平成27年11月21日
～平成27年12月6
日

主催：笹川湖畔もみじまつり実行委員会
問い合わせ先：笹川湖畔もみじまつり実行
委員会
TEL：0439-39-3113

【第７回笹川湖畔もみじまつり】
フラダンス等アトラクション、フリーハイキング

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
平成27年8月22日

～23日

公益財団法人 宮ヶ瀬ダム周辺振興財団
宮ヶ瀬水の郷観光協同組合
TEL : 046-288-3600

宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソン http://miyagaseko24h.jp/index.shtml

神奈川県 宮ヶ瀬ダム 平成27年9月20日
主催者：公益財団法人　宮ヶ瀬ダム周辺振
興財団
TEL： 046-288-3600

宮ヶ瀬フェスタ２０１５夏の陣
イベント情報（2015年9月20日）｜公益財団法人　宮ヶ
瀬ダム周辺振興財団
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新潟県 大石ダム 平成27年10月24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　高橋
電話 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
平成27年10月下旬

予定

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
TEL　０２５－７７４－２２００
FAX　０２５-７７４－３０７６

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。

新潟県 内の倉ダム 平成27年10月17日
主催：「ダムを奏でる会」　
問い合わせ先：代表世話人　若月　学
TEL：0254-31-4111

【　演奏会　】　ダムの中での演奏会
演奏者募集期間　平成２７年６月１６日(火)～７月３１日
(金)
E-mail:kajikawa886@yahoo.co.jp

富山県 和田川ダム 平成27年9月27日
主催：増山城戦国祭り実行委員会
問い合わせ先：TEL:0763-37-2056

【第７回増山城戦国祭り】
武者行列、狼煙リレー、芸能発表、茶会、釣り大会、農
産物販売　等
（26日　前夜祭　太鼓演奏、竹を使ったライトアップ）

石川県 大日川ダム
平成２７年１０月中旬

（予定）

主催：特定非営利活動法人（ＮＰＯ）とりごえ
問い合わせ先：ＮＰＯとりごえ事務局
ＴＥＬ／ＦＡＸ：076-254-2586

平成２７年度（秋編）
大日川ダム施設見学＆湖畔ウォーキング

長野県 美和ダム 平成27年10月中旬

主催：南アルプスふるさと祭り実行委員会
問い合わせ先：伊那市役所
TEL：0265-78-4111

【第32回南アルプスふるさと祭り】
地場特産品の販売、花火大会

伊那市役所
http://inashi-kankoukyoukai.jp/cms2/

長野県 味噌川ダム
平成27年8月～10

月

主催：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
問い合わせ先：ＮＰＯ法人木曽川・水の始
発駅
TEL：0264-36-2772

【奥木曽湖カヌー体験】
奥木曽湖（味噌川ダム）でのカヌー体験

ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
http://www.482eki.com/

長野県 味噌川ダム
平成27年8月23日
平成27年9月20日

主催：ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
問い合わせ先：ＮＰＯ法人木曽川・水の始
発駅
TEL：0264-36-2772

【鉢盛山登山】
木曽川源流「鉢盛山登山」（味噌川ダム上流）

ＮＰＯ法人木曽川・水の始発駅
http://www.482eki.com/

長野県 味噌川ダム
平成27年10月

（予定）

主催：味噌川ダム管理所
問い合わせ先：味噌川ダム管理所
TEL：0264-36-3111

【味噌川ダム施設見学会】
ダム見学（操作室、取水棟及び監査廊（ダムの中のトン
ネル）など）

独立行政法人水資源機構
味噌川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/

長野県 味噌川ダム
平成27年10月

（予定）

主催：味噌川ダム管理所
問い合わせ先：味噌川ダム管理所
TEL：0264-36-3111

【奥木曽湖一周ウォーキング】
紅葉を満喫しながら味噌川ダムを一周（９.2ｋｍ）する
ウォーキング（ダム湖巡視体験も実施予定）

独立行政法人水資源機構
味噌川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/misogawa/

岐阜県 丸山ダム
平成27年11月上旬

（予定）
主催・問い合わせ先：丸山ダム管理所
TEL：0574-43-1108

【丸山ダム蘇水湖まつり】
ダム見学、湖面巡視体験

丸山ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/maruyama/index.html

岐阜県 小里川ダム
平成27年9月下旬～
10月上旬（日時未

定）

主催：いやす里づくりの会
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
TEL：0573-59-0056

【小里川ダム いやす里学びウォーク】
ガイド付きダム湖１周ウォーキング、地域の自然・歴
史。産業学習

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27年11月1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
について学ぶダム湖１周ウォーキング。太鼓演奏、地元
食材でのおもてなし、クイズ等を予定。

小里川ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/index.html

岐阜県 徳山ダム 平成27年11月3日

主催：特定非営利法人　揖斐自然環境レン
ジャー　生命の水と森の活動センター協議会
問い合わせ先：生命の水と森の活動センター
TEL：０５８５－５２－０１６６

【実のなる木を植えよう大作戦】
徳山ダム上流　コア山にて実のなる木を植えて、野生動
物と共生する生物多様性豊かな森林つくりを行う。

生命の水と森の活動センター
http://www.inochinomizutomori.or.jp/

岐阜県 阿木川ダム 平成27年8月22日

主催：ココロうすおす水と緑と歴史のパ
ティオ推進協議会
問い合わせ先：阿木川ダム管理所
TEL：0573-25-5295

【阿木川サマーフェスティバル】
ダム堤体内見学、湖面巡視体験、さかなの放流、地域物
産販売（テント村）、カヌー体験教室、ミニSL運行　他
（予定）

阿木川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/agigawa/index.html

岐阜県 阿木川ダム 平成27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)

【メモリアルマーチ】
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

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

静岡県 佐久間ダム 平成27年10月25日

主催：佐久間ダム竜神まつり実行委員会
問い合わせ先：佐久間ダム竜神まつり実行
委員会（佐久間観光協会内）
TEL：053-965-1651

【佐久間ダム竜神まつり】
伝統芸能（竜神の舞、飛龍太鼓）、物産展、湖上打上花
火（昼花火）

佐久間観光協会
http://sakuma-kanko.net/

静岡県 長島ダム
平成27年11月14日
※荒天時の場合、順
延又は中止

主催：川根本町
共催：長島ダム水域連携協議会
問い合わせ先：長島ダム管理所
※ダム見学や湖面巡視体験等の問い合わせ
先は長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

ダム見学会、湖面巡視体験、軽トラ市、ストーンペイン
ティング、ぬりえコーナー、流木配布（予定）、つる籠
作り体験（予定）など

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

三重県 青蓮寺ダム

平成27年7月２８日
～8月2７日の毎週火
曜日と木曜日
10:00～11:30
(※8月20日除く）

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

モノレールで移動しダムの下流側中腹に設置された
キャットウオークを歩ける体験型見学会
※事前予約必要

青蓮寺ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/syourenji.htm

三重県 蓮ダム 平成27年11月上旬
主催：蓮ダム管理所
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0371

【秋の山あるき】
蓮ダム流域、宮の谷にてハイキングを実施(予定)

蓮ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/
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京都府 大野ダム
平成２７年１１月中

旬の土日

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

・大野ふるさと太鼓
・じゃんけん大会
・フォークソングなど（詳細未定）

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

京都府 日吉ダム 平成27年10月25日

主催：ひよし水の杜フェスタ実行委員会
場所：日吉ダム・スプリングスひよし周辺
TEL：0771-68-0030
問い合わせ先：南丹市役所日吉支所地域総
務課

施設見学会問い合わせ先：日吉ダム管理所
TEL：0771-72-0171

【ひよし水の杜フェスタ２０１５】
・なかよし太鼓、ご当地キャラクターショー、南丹市い
いとこやでＰＲコーナー等（詳細未定）

・施設見学会（ダム・貯水池内予定）

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

大阪府 安威川ダム 平成27年10月31日

主催：安威川ダムファンづくり会
問い合わせ先：大阪府安威川ダム建設事務
所　
TEL：072-626-6083

【安威川フェスティバル２０１５】
ダムの工事現場見学や、ダム建設地周辺の自然や文化に
親しむイベント等を教育関係者、NPO団体、デザイナー
やアーティストなど、様々な立場の方々と企画中

大阪府安威川ダム建設事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/

安威川ダムおよび周辺のファンづくり会情報サイト
http://www.aigawa.jp/

大阪府 滝畑ダム
平成27年８月２２、

２３日
主催：大阪府南河内農と緑の総合事務所

ダム監査廊探検、ダムの役割についての学習、磨崖仏紙
芝居鑑賞、ダム周辺観光案内

大阪府南河内農と緑の総合事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawachinm/m_index
/d_caps27.html

兵庫県 一庫ダム
平成27年8月22

日、23日

主催：水資源機構一庫ダム管理所、能勢電
鉄株式会社
問い合わせ先：能勢電鉄株式会社鉄道営業
課
TEL：072-792-7716

【夏でもひ～んやり！一庫ダム内部見学＆説明会】
一庫ダム最寄り駅からのハイキングの後、ダム内部の見
学。

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

鳥取県 殿ダム 平成27年9月20日
主催・問い合わせ先：まちづくり・いきい
き成器の会
TEL：０８５７－７７－４６０７

【第2回　響け！殿ダム野外音楽祭】
音楽ステージ等

島根県 志津見ダム 平成27年8月29日
主催：飯南町志々公民館（さつき会館）
問い合わせ先：志々公民館
TEL：0854-73-0001

【八福神まつり】
志々地域の公民館まつり。各種発表や、文化伝承として
取組んでいるはやしこ※（田植囃子）の披露

飯南町役場
http://www.iinan.jp/

島根県 志津見ダム 平成27年9月12日
主催：飯南町役場
問い合わせ先：飯南町役場
TEL：0854-76-2211(代)

【稲刈り体験】
ダム見学、志津見ダム周辺施設での稲刈り体験、トマト
の収穫作業等

飯南町役場
http://www.iinan.jp/

島根県 志津見ダム 平成27年10月3日
主催：飯南町役場
問い合わせ先：飯南町役場
TEL：0854-76-2211(代)

【稲刈り体験】
ダム見学、志津見ダム周辺施設でのそば打ち体験、野菜
の収穫作業等

飯南町役場
http://www.iinan.jp/

島根県 志津見ダム 平成27年10月11日
主催：東三瓶コスモス祭り実行委員会
問い合わせ先：飯南町産業振興課
TEL：0854-76-2214

【コスモスまつり】
ダム見学、湖面巡視体験等

飯南町さとやまにあ
http://www.satoyamania.net/

島根県 尾原ダム 平成27年10月18日
主催：さくらおろち湖祭り実行委員会
問い合わせ先：ＮＰＯ法人さくらおろち
TEL：0854-４８-０７２９

【さくらおろち湖祭り２０１５】
ダム堤体一般開放等

さくらおろち湖周辺を１００％楽しむサイト
http://www.sakura-orochi.jp/

島根県 山佐ダム 平成27年9月13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　080-5623-
9734（平日 8:30～17:00）

第２回　山佐川杯　グラウンドゴルフ大会
山佐ダム体験交流施設管理組合
http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

島根県 山佐ダム 平成27年10月11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　080-5623-
9734（平日 8:30～17:00）

きのこ狩りの集い
山佐ダム体験交流施設管理組合
http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

島根県 山佐ダム 平成27年11月4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　080-5623-
9734（平日 8:30～17:00）

第７回　山佐ダム　グラウンドゴルフ大会
山佐ダム体験交流施設管理組合
http://www.yamabiko-yamasa.jp/index.html

島根県 志津見ダム 平成27年8月22日
主催：飯南町役場
問い合わせ先：飯南町役場
TEL：0854-76-2211(代)

【親子で自然と遊ぼう】
ダム見学、志津見ダム周辺施設でのヤマメのつかみ取
り、トマトの収穫作業等

飯南町役場
http://www.iinan.jp/

岡山県 （苫田ダム）
平成27年8月22、

23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
※苫田ダム管理所は共催

【第１０回 全日本選抜ローラースキーかがみの大会】
･奥津湖畔におけるローラースキー大会

第１０回全日本選抜ローラースキーかがみの大会
http://kagamino-marathon.com/

岡山県 苫田ダム 平成27年8月26日

主催･問い合わせ先：かがみのツーリズム
研究会
TEL：0868-54-7655
FAX：0868-54-7657

【苫田ダム探検ツアー】
・提体内見学、操作室見学等
※参加人数が定員に達しない場合は実施しない

かがみの里山旅マルシエ
http://satoyama.holiday/

岡山県 湯原ダム
平成２７年７月１日

～９月３０日

主催：一般社団法人湯原観光協会
問合せ先：湯原観光情報センター
TEL：0867-62-2526

【湯原ダムライトアップ　『晴れの国おかやまデスティ
ネーションキャンペーン』プレキャンペーン】
湯原ダム完成後６１年を記念し、ライトアップ（還暦祝
いの『赤』を基調としたライトアップ）

http://www.yubara.com/

岡山県 湯原ダム
平成27年8月18日

～8月21日

主催：湯原っしぃ実行委員会
問合せ先：湯原温泉ミュージアム
TEL：0867-62-3485

【湯原ダムバックヤードツアー】
ダム堤体内見学（事前申込必要）

http://www.yubarassyi.com/
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広島県 温井ダム 平成27年9月20日

主催：安芸太田しわいマラソン実行委員会
問い合わせ先：川・森・文化・交流セン
ター
TEL：0826-22-2126

【しわいマラソン】
温井ダムをスタート地点・ゴール地点とした100ｋｍ，
88ｋｍのウルトラマラソン

第6回 安芸大田しわいマラソン2015
http://www.shiwai-m.com/

広島県 土師ダム 平成27年8月29日
主催・問い合わせ先：安芸高田市商工観光
課
ＴＥＬ：0826-47-4024

【第１２回　安芸高田市花火大会】
約2、000発の花火

安芸高田市HP
http://www.akitakata.jp/ja/

広島県 八田原ダム 平成27年11月8日

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

【第8回　秋の夢吊橋ウォーク2015】
ダム貯水池周辺のウォーキング大会

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

広島県 椋梨ダム 平成27年8月23日
主催:問い合わせ先：三原本郷ライオンズ
クラブ
TEL：0848-86-6080

【沼田川いかだ下り＆クリーンアップ】
沼田川の自然環境の保全を目的とした，いかだ下りと清
掃活動を行う

―

広島県 椋梨ダム 平成27年9月13日
主催・問い合わせ先：三原白竜湖トレイル
ランレース実行委員会
ＴＥＬ：082-961-4002

【白竜湖トレイルランレース大会】
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
路を35ｋｍ・19ｋｍのコースを制限時間内に走破する
大会。申込期限：6月30日

白竜湖トレイルランレース
http://www.mihara-trail.com/

広島県 福富ダム
平成27年9月19、

20日

主催・問い合わせ先：道の駅湖畔の里福富
運営協議会
ＴＥＬ：082-435-2110

各種イベント。
19日は，オラがまち演劇祭があります。

http://fukutomi.info/

広島県 福富ダム
平成27年10月3、

4日

主催・問い合わせ先：アクアフェスタin福
富2015実行委員会
ＴＥＬ：080-6333-9068

二級河川沼田川の源流地域にあたり，水が豊富で豊かな
自然に囲まれた福富では，毎年「水」をテーマにしたイ
ベント「アクアフェスタin福富」が開催されています。
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://aqua-festa.com/

広島県 椋梨ダム 平成27年10月18日

主催：だいわ元気祭り実行委員会
問い合わせ先：三原市大和支所地域振興課
内だいわ元気まつり実行委員会
TEL：0847-33-0222

【だいわ元気まつり】
食と芸能の祭典。伝統芸能の神楽や音楽・太鼓・踊りの
ステージイベントまた大和の新鮮野菜・特産物の販売，
郷土料理の伝承コーナーもある。

だいわ元気まつり
http://www.mihara-kankou.com/event/1564

広島県 仁賀ダム
平成27年10月18日

(予定)

主催:　竹原市，竹原市教育委員会，竹原
市体育協会，豊田竹原市中学校体育連盟
問い合わせ先：竹原市市民生活部まちづく
り推進課　文化生涯学習室
TEL：0846-22-7757

【第61回竹原駅伝競走大会・第15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。
竹原中学校がスタート・ゴール(概ね賀茂川沿道を走り，
ダム上流約2km地点を折り返し)

広島県 椋梨ダム 平成27年11月1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

【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㎞・5㎞・3㎞のマラソンコース。また，ふれあい
ウォークの4㎞コース。

https://runnet.jp/entry/runtes/user/pc/competitionD
etailAction.do?raceId=109016&div=1&tabFlg=5

山口県 島地川ダム
平成27年11月中

（予定）

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
合支所地域政策課
TEL：0834-61-4108

【紅葉の高瀬湖クリーンウオーク】
高瀬湖周辺清掃活動、ダム堤体内見学

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

山口県 弥栄ダム 平成27年11月上旬

主催：美和サンチャロウまつり実行委員会
問い合わせ先：やましろ商工会青年部美和
支所部内
TEL：0827-96-0449

【美和サンチャロウまつり】
・パネル展示（ダム効果等）
・木材チップ配布

やましろ商工会
http://e-yamashiro.com/

徳島県 長安口ダム
平成27年11月1日

（予定）

主催：那賀川アフターフォーラム
問い合わせ先：那賀川河川事務所　調査課
TEL：０８８４－２２－６５６２

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
に那賀川源流において「那賀川源流コンサート」を開催
します。

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

香川県 門入ダム 平成27年9月6日
主催：さぬき市観光協会
問い合わせ先：さぬき市商工観光課
TEL：087-894-1114

【門入よさこい2015】（予定）
よさこい演舞、各種バザー

さぬき市観光協会
http://sanuki-kanko.jp/event

愛媛県 石手川ダム 平成27年11月下旬
主催・問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：089-977-0021

「自然観察会＆ダム見学」
ダム堤体よりオシドリなど野鳥観察とダム操作室ダム・
堤体内の監査廊・ホロージェットバルブからの放水など
の見学

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

愛媛県 鹿野川ダム
平成2７年11月第3

日曜日

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

【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

大洲市HP
http://www.city.ozu.ehime.jp/

高知県 大渡ダム 平成27年10月4日

主催：仁淀川町合併10周年記念事業実行委員
会
問い合わせ先：くいしんぼマラソン大会事務
局
TEL：0889-35-1082

くいしんぼマラソンin仁淀川町
仁淀川町http://www.kuishinbo-
marathon.jp/index.shtml

高知県 中筋川ダム 平成27年10月25日

主催：蛍湖まつり実行委員会
問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務所
管理課
TEL：0880-66-2501

【第２０回蛍湖まつり】
ダム見学会、防災環境教育ブース、うまいもの市、地元
パフォーマーによるステージ、各種イベントほか

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

高知県 和食ダム
平成27年11月21日

～22日
主催・問い合わせ先：芸西村企画振興課
TEL：088７-3３-２１１４

みのりの王国芸西フェスタ2015（和食ダム見学）
芸西村役場公式HP
http://www.vill.geisei.kochi.jp/b10m00000026.html

福岡県 日向神ダム
平成27年11月21日

～11月22日

主催：八女市役所矢部支所　総務課
問い合わせ先：八女市役所矢部支所　総務
課
TEL：0943-47-3111

八女矢部祭り
八女市HP
http://www.city.yame.fukuoka.jp/

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成27年11月15日

主催：富士しゃくなげ湖ハーフマラソン実
行委員会
問い合わせ先：富士しゃくなげ湖ハーフマ
ラソン実行委員会事務局
TEL：0952-58-2882

【富士しゃくなげ湖ハーフマラソン】
ハーフマラソン（一般男女：高校生以上）、ジョギング
（フリー）
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佐賀県 嘉瀬川ダム 平成27年9月6日

主催・問い合わせ先：水源地域連携・活性
化促進協議会
TEL：0952-28-2860
（佐賀市富士支所産業振興課内）

【カヌーとボートの体験会＆嘉瀬川ダム見学　富士しゃ
くなげ湖を遊ぼう！】
・嘉瀬川ダム湖面でのカヌー・ボート体験、ダム見学会

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成27年11月29日

主催・問い合わせ先：水源地域連携・活性
化促進協議会
TEL：0952-28-2860
（佐賀市富士支所産業振興課内）

【嘉瀬川ダム上下流域交流パークゴルフ大会】
・上下流域の市町住民の交流を目的としたパークゴルフ
大会

熊本県 緑川ダム 8月23日

主催：美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター
問い合わせ先：美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋セン
ター
ＴＥＬ：0964-48-0546

バナナボート、カヌーなどのウォータースポーツ体験
美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター
http://bg.town-misato.com/

熊本県 竜門ダム 平成27年11月15日

主催：菊池市竜門ダムウォーキング実行委
員会事務局
問い合わせ先：（社）菊池観光協会
TEL:　0968-25-0513

【竜門ダムウォーキング】（予定）
ダム見学、ダム湖周辺ウォーキング

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・問い合わせ先：水上村企画観光課
TEL：0966-44-0312

市房湖でのカヌーの学校
水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/index.php

熊本県 市房ダム
８月３０日
（予定）

主催：水上村体育協会湯山支部
問い合わせ先：事務局(水上村税務課　井
上)
TEL：0966-44-031６

カヌー体験

熊本県 市房ダム 11月1日
主催・問い合わせ先：水上村総務課
TEL：0966-44-031１

水上村消防団　操法大会
※練習　9月下旬（予定）～

熊本県 市房ダム
１１月１５日

（予定）

主催：水上村観光協会・ＪＡくま水上
問い合わせ先：水上村観光協会
TEL：0966-44-0500

【秋フェスタinみずかみ】
水上村農林業祭り、オールドカーフェスティバル

大分県 大分川ダム
平成27年9月13日
、10月18日

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/news/h27/kisyahap
pyou.pdf
※参考（前回開催情報）。９月以降分は調整中。

大分県 大分川ダム
平成27年8月22日
、11月15日

主催：大分川ダム工事事務所
問い合わせ先：大分川ダム工事事務所
TEL:097-538-3391

【ななせ自然塾】
親子を対象とした体験学習講座

大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/nanase/torikumi.ht
ml#shizenjuku

鹿児島県 鶴田ダム 8月23日
主催・問い合わせ先：川内川河川事務所　
開発工務課
TEL：0996-22-3282

鶴田ダム再開発事業夏休み見学会
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/

鹿児島県 鶴田ダム
平成27年7月18日
～平成27年8月31

日

主催：さつま町旅館組合、さつま町、川内
川河川事務所・鶴田ダム管理所
問い合わせ先：さつま町内の各温泉旅館

奥さつま夏休み旅行と鶴田ダム・再開発インフラツアー
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/works/osirase/image
s/150717.pdf

鹿児島県 鶴田ダム
平成27年11月下旬
～平成27年12月中

旬（予定）

主催：さつま町旅館組合、さつま町、川内
川河川事務所・鶴田ダム管理所
問い合わせ先：さつま町内の各温泉旅館

秋の紅葉・温泉と鶴田ダム・再開発インフラツアー
川内川河川事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/sendai/
※11月に掲載予定

沖縄県 福地ダム 平成27年8月29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】
自然観察船、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

沖縄県 安波ダム 平成27年9月12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】
ダム湖面遊覧、ダム施設見学、ジャングルカヌー、
丸太切り体験等

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

※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。


