ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.2】
都道府県

青森県

見学ダム

浅瀬石川ダム

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

平成28年5月22日

虹の湖デュアスロンin黒石
2016年で4回目となり、年々参加者が増加中。
主催・問い合わせ先：黒森チャリンコスポーツ 浅瀬石川ダム及び周辺で競技が行われ、堤体天端や周辺
大会URL(黒森アドベンチャーフェスタ2016)
実行委員会
の道路を使用し、第1ラン5km、自転車35km、第2ラ
http://kuromori-ride.info/
TEL：090-4633-8640
ン3.8kmで行われる。（トライアスロンのスイムが無い
競技）
2015は先着50名が2日で終了。2016は先着80名。

主催：浅瀬石川ダム管理所
問合せ先：浅瀬石川ダム管理所
TEL：0172-５４－８７８２

浅瀬石川ダム試験放流
クレストゲートによる試験放流を実施。
各種試験を行う為、実施日程については、数日間の実施
浅瀬石川ダム管理所
を予定。
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/
期間中の休日に特別見学会、夜間については、ライト
アップを予定。
詳細については、管理所HP、ダム便覧等で公表予定。

青森県

浅瀬石川ダム

平成28年4月下旬
～5月上旬

岩手県

四十四田ダム

平成２８年4月29日
（予定）

主催：四十四田ダムさくらまつり実行委員会
【四十四田ダムさくらまつり】
東北地方整備局 北上川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：東北地方整備局 北上川ダム統
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、フリーマー http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.ht
合管理事務所 管理第二課
ケット
ml
TEL：019-643-7972

岩手県

田瀬ダム

平成28年4月下旬

主催：田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会実行委員
北上川ダム統合管理事務所
会
【第４回 田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会(予定)】
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.ht
問合せ先：田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議 田瀬湖周辺においてゴミ拾いを行う他、ごみをテーマと
ml
会
した川柳大会を開催
TEL：0198-44－5211

岩手県

湯田ダム

平成28年5月29日

【第３６回河北新報錦秋湖マラソン】
主催：河北新報錦秋湖マラソン大会実行委員会
錦秋湖が新緑に染まるさわやかな風の中、全国から
問い合わせ先：西和賀町 観光商工課
2,000人超のランナーが出場し、健脚を競います。30
TEL：0197-82-3290
㎞、ハーフ、10㎞の種目があります

岩手県

湯田ダム

平成28年5月28日

主催：錦秋湖湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：西和賀商工会
TEL：0197-82-2270

平成28年2月28日

雪遊びや雪国衣装体験、いろり端での昔語りなど、昔の
雪国文化体験をはじめ、朝日地域の山の幸満載の鍋など
を味わえるイベントです。
（参考：前回内容）
◆雪んこちゃんに大変身！
問い合わせ先：月山あさひ雪まつり実行委員会
◆“かんじき”づくり体験
（鶴岡市朝日庁舎産業課内）
◆いろりで昔語りとあられ煎り体験
TEL：0235-53-2111
◆あつあつメニュー満載！あさひ屋台村
◆ゴジラ坂けっつすべりコーナー
◆幸福のフキまじないつき梵字川渓谷 雪つり橋さんぽ
◆ウェルカム雪だるま
◆「月山あさひみちくさツアー」

【全国白川ダム湖畔マラソン大会】
飯豊連峰の豊かな自然の中行われる本大会は、今年で32
飯豊町
回目を迎え、白川ダム湖を臨む周辺道路に設定された10
http://www.town.iide.yamagata.jp/index.ht
㎞・5㎞・2㎞のコースでタイムを競います。開催日は例
ml
年5月の第2週目の日曜日、参加申込受付は3月上旬～4
月上旬まで。

山形県

月山ダム

西和賀町役場
http://www.town.nishiwaga.lg.jp/index.cfm
/13,2215,57,41,html

【錦秋湖湖水まつり】
西和賀商工会
錦秋湖マラソンの前夜祭として行われる湖水まつり。神
http://www.shokokai.com/nishiwaga/sche
輿渡御や湯本鬼剣舞のほか、湖面を活用した水中花火が
dule/
メインの花火大会などが開催される。

月山あさひ雪まつり実行委員会
http://www.city.tsuruoka.lg.jp/index.html
あさひむら観光協会
http://www.asahikankou.jp/kankou/index.html

山形県

白川ダム

平成28年5月上旬

主催:飯豊町
問い合わせ先：全国白川ダム湖畔マラソン大会
事務局
TEL：0238-72-３111

宮城県

鳴子ダム

平成28年5月1日
～5月5日（予定）

主催：鳴子ダムすだれ放流実行委員会
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-82-2341

【鳴子ダムすだれ放流】
天端付近の非常用洪水吐を利用した融雪放流
※工事・天候の都合により中止の場合有り

東北地方整備局 鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.htm
l

宮城県

長沼ダム

平成28年4月23,24日

エムスポエントリー東北風土マラソンデスク
TEL：042-370-7431
一般社団法人登米市観光物産協会
TEL：0220−52−4648

東北風土マラソン＆フェスティバル２０１６

http://tohokumarathon.com/

福島県

三春ダム

平成28年4月9日

群馬県

草木ダム

平成28年4月9日
平成28年4月10日

主催：わたらせ渓谷鐵道
問い合わせ先：わたらせ渓谷鐵道
TEL:0277-73-2110

わたらせ渓谷鐵道

群馬県

草木ダム

平成28年4月16日
平成28年4月17日

主催：花桃の里づくり実行委員会
問い合わせ先：みどり市観光課
TEL：0277-76-1270

小夜戸・大畑地区花桃まつり

群馬県・
埼玉県

下久保ダム

平成28年3月２日
～3月１８日

主催：神流川流域きらり☆にぎわい観光会議
問い合わせ先：藤岡市鬼石総合支所にぎわい観 道の駅上州おにし藤岡市体験学習館にて、下久保ダムぬ
光課
り絵コンテストの作品を展示します。
TEL：0274-52-3111

群馬県・
埼玉県

下久保ダム

平成28年3月6日

主催：神流川流域きらり☆にぎわい観光会議
問い合わせ先：藤岡市鬼石総合支所にぎわい観 道の駅上州おにし藤岡市体験学習館にて、下久保ダムぬ http://www.water.go.jp/kanto/simokubo/n
光課
り絵コンテストの表彰式を行います。
ews/guide/detail/0535.html
TEL：0274-52-3111

栃木県

中禅寺ダム

平成27年12月1日
～平成28年3月31日

問い合わせ先：奥日光湯元温泉旅館協同組合
TEL：0288-62-2570

奥日光湯元温泉雪まつり（湯巡りスタンプラリー）

http://www.nikkoyumoto.com/winter/

栃木県

三河沢ダム

平成２８年1月23日
～3月6日

主催：（一社）日光市観光協会
問い合わせ先：（一社）日光市観光協会
TEL：0288-22-1525

湯西川温泉かまくら祭り

http://www.nikko-kankou.org/

主催：さくら湖流域協働ネットワーク
問い合わせ先：同事務局（三春ダム管理所
理係）
TEL 0247-62-3145

管 第7回 さくらの里クリーンアップ作戦
河川清掃、ダム見学

神戸駅花桃まつり

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

http://www.watetsu.com/event.php?EVEN
T_ID=685

http://www.city.midori.gunma.jp/kankoguid
e/

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.2】
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

主催：塩谷町産業振興課
平成28年4月3日（予定）
問い合わせ先：塩谷町産業振興課
風見の神楽
（毎年4月の第1日曜日）
TEL：0287-45-2211
主催：塩原温泉湯けむりマラソン全国大会事務
局
平成28年 4月29日
問い合わせ先：塩原温泉湯けむりマラソン全国 第39回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会
大会事務局
TEL：0287-32-4000
主催：NPO法人塩原温泉観光協会
平成28年５月中旬
問い合わせ先：塩原温泉観光協会
塩原妙雲寺ぼたんまつり
～下旬
TEL：0287-32-4000

ＨＰアドレス
https://www.town.shioya.tochigi.jp/forms/i
nfo/info.aspx?info_id=10033

栃木県

西荒川ダム

栃木県

塩原ダム

栃木県

塩原ダム

栃木県

寺山ダム

平成28年４月上旬
～５月中旬

主催：花まつり実行委員会
問い合わせ先：矢板市観光協会
TEL：0287-43-0272

つつじの郷矢板長峰公園つつじまつり

http://www.yaita-kankou.com/event1.html

栃木県

松田川ダム

平成28年4月1日

問い合わせ先：最勝寺
TEL：0284-21-8885

大岩毘沙門天春祭

http://www.ashikagakankou.jp/event/bishamonten_spring

栃木県

東荒川ダム

平成28年5月中旬
（日曜日）を予定

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

新緑と楽しむ「新緑まつり」
緑薫る5月を多くの方々と共有し、楽しんでいただく企
画として「新緑まつり」を開催します。

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

栃木県

深山ダム
板室ダム

平成28年4月29日

主催：那須塩原氏生涯学習課
問い合わせ先：那須塩原市生涯学習課
TEL：0287-37-5419

百村の百堂念仏舞

http://www.tochigiji.or.jp/event/7553/

主催：黒磯観光協会
問い合わせ先：黒磯観光協会
TEL：0287-62-7155

板室温泉

http://www.tochigiji.or.jp/event/7816/

http://www.city.nasushiobara.lg.jp/kankou/
2202/002582.html

http://www.siobara.or.jp/botan.htm

栃木県

深山ダム
板室ダム

平成28年1月1日
～4月24日

栃木県

菅又調整池

平成28年4月9・10日
桜の開花状況にあわせて、
イベント開催予定。
（開催日が前後する場合が
ございます。）

問い合わせ先：茂木町商工観光課
Teｌ：0285-65-5644
茂木町商工会
TEL：0285-53-0325

ふるさと茂木春まつり
場所：城山公園

栃木県

塩田調整池

平成28年3月13日
～3月27日

主催：観音山梅の里づくり協議会
問い合わせ先：市貝町企画振興課
TEL：0285-68-1118

観音山梅の里梅園梅まつり
http://www.tochigiji.or.jp/event/7509/
イベント日：３月２６日（土）※雨天時は２７日（日）

栃木県

塩田調整池

平成28年4月9日
～5月8日

問い合わせ先：市貝町企画振興課
TEL：0285-68-1118

芝ざくらまつり

http://www.town.ichikai.tochigi.jp/forms/inf
o/info.aspx?info_id=28429

栃木県

小網ダム

平成28年4月中旬予定

鬼怒川温泉夜桜まつり

http://www.kinugawa-kawaji.com/

栃木県

庚申ダム

平成28年5月3日

足尾まつり

http://www.nikko-kankou.org/

主催：日光市観光協会
問い合わせ先：日光市観光協会
TEL：0288-22-1525
主催：日光市足尾総合支所観光課
問い合わせ先：日光市足尾総合支所観光課
TEL：0288-93-3417

三大祈願祭

吉野桜をはじめとする1,000本の桜が華やかに咲き乱
れ、園地内に架かる全長315メートルの宮ケ瀬水の郷大
つり橋などを背景にした絶景がご覧いただけます。ま
た、宮ケ瀬水の郷商店街では、皆さんにご参加いただけ
るイベントも開催します。
40種、4万4千本を越えるツツジが満開の会場「県立あ
いかわ公園」で、楽しいゲーム、各種体験教室や地元生
産品の販売など、たくさんの催しがあります。宮ヶ瀬ダ
ムにて観光放流も実施予定。

http://motegi.shokokaitochigi.or.jp/other/tiiki/POP/harumaturi.htm
l

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

＜予定＞
平成２８年４月２日
～４月１０日

＜予定＞
主催：宮ヶ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL:046-288-1340

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成28年4月29日

主催：あいかわ公園つつじまつり実行委員会
問い合わせ先：愛川町観光協会
（愛川町商工観光課内）
TEL：046-285-2111

山形県

横川ダム

平成２８年３月６日
（予定）

主催：小国わかさぎ会
問い合わせ先：小国わかさぎ会
TEL：090-2607-7757

ワカサギ釣り体験 in白い森おぐに湖

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/d
am/yokokawa/topics/H27/tp160208.pdf

富山県

境川ダム

平成28年４月下旬
～５月中旬

主催：上平観光開発株式会社
問い合わせ先：上平観光開発株式会社
TEL：非積雪期（４月下旬から１１月下旬）
0763-67-3120
積雪期（１１月下旬から４月下旬）
0763-67-3766

【白山国立公園・桂湖湖面開き】
・関係者による安全祈願祭
・カヌーの無料体験会

掲載予定
http://www.gokayama-kankou.com/

静岡県

長島ダム

平成28年３月1２日

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議
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

【シバザクラ植栽イベント】
ダム見学、シバザクラ植栽 など

長島ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/

静岡県

佐久間ダム

平成28年3月下旬予定

主催：浜松市佐久間観光協会
TEL:053-965-1651

【佐久間地場産品市場「みにこいね」】
『みにこいね』は、季節に合わせ、土曜・日曜・祝日を 浜松市佐久間観光協会
中心に開催していますが、各グループが交代で出店しま http://sakuma-kanko.net
すので、日によって様々なものが楽しめます。

静岡県

秋葉ダム

平成28年3月26日
～4月3日

主催：浜松市龍山観光協会
TEL:053-966-2111

【秋葉ダムさくらまつり】
地元の特産品の販売や、桜の開花に合わせての夜間ライ 浜松市龍山観光協会
トアップ。4月3日には秋葉ダム湖畔で秋葉ダムさくらマ http://www.tatsuyama-kan.jp/
ラソンも開催。

京都府

大野ダム

平成２８年４月２日
～４月１０日

主催：大野ダムさくら祭り実行委員会
問い合わせ先：美山町大野振興会
TEL：０７７１－７５－９１１０

【第３１回大野ダムさくら祭り】
美山町大野振興会
花火打ち上げ、じゃんけん大会、太鼓披露、フォークグ
http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oono/
ループ演奏、吹奏楽演奏、特産品販売 ほか

大阪府

狭山池ダム

平成2８年４月２３日、
２４日

和歌山県

椿山ダム

平成28年4月下旬
～5月上旬

主催：ふじまつり実行委員会
問い合わせ先：ふじまつり実行委員会
TEL：０７３８－５７－０２４１

【ふじまつり】
長さ日本一（1,646ｍ）を誇る見ごたえのある藤棚ロー
日高川町観光協会
ドがあり、いろいろな種類の藤のお花を香りと一緒にお
http://kanko.hidakagawa.jp/
楽しみいただけます。イベント期間中はおたのしみくじ
や地元物産展、番茶サービスなどの催し物があります。

和歌山県

七川ダム

平成28年3月下旬
～4月上旬

主催：古座川町
問い合わせ先：古座川町役場産業建設課
ＴＥＬ：0735-72-0180

【平成28年 桜まつり】
提灯点灯、物産出店、催し物など

兵庫県

一庫ダム

平成２８年４月初旬
（時期詳細未定）

主催：一庫ダム管理所
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：０７２－７９４－６６７１

【ダム左岸広場一般開放】
一庫ダム管理所
桜の開花時期に合わせ、普段は立入禁止としている一庫
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/in
ダム直下流左岸広場を開放
dex.html
（桜開花時期の週末：土日の２日間のみ）

兵庫県

一庫ダム

平成２８年４月下
～５月中旬

主催：一庫ダム管理所
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：０７２－７９４－６６７１

【一庫ダムに泳ぐ鯉のぼり】
一庫ダム管理所
ダム堤体から左右岸にかけて約１００匹の鯉のぼりを掲 http://www.water.go.jp/honsya/honsya/in
揚
dex.html

予定:http://www.miyagase.com

愛川町観光協会：http://www.aikawakankoukyoukai.jp/index.html
あいかわ公園：http://www.aikawa-park.jp/

「狭山池まつり」
主催・問い合わせ先：狭山池まつり実行委員会
狭山池まつり
ライブパフォーマンスや模擬店、ガレッジセール等が行
ＴＥＬ：０７２－３６０－３８０５
http://www.mydoo.net/ikematuri/
われる、毎年恒例のイベントです。

古座川町役場
http://www.town.kozagawa.wakayama.jp/

ダム周辺で行われるイベント一覧【H28.2】
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

八千代町湖畔祭実行委員会 事務局
（財団法人 八千代開発公社）
（０８２６）５２－２８１１

【八千代町桜まつりステージショー 】
桜の名所であるのどごえ公園にて地元神楽団による公演
や出店、バザー等の催しが開かれます。
また、３月中旬～４月中旬は桜のライトアップがされま
す。

主催：有限会社志都の里
TEL：0854-73-0002
0854-76-2864
（飯南町役場企画財政課）

「ちびっこ集まれ！ゴールデンウィークイベント」
うぐいす茶屋・ヤマメの釣り堀周辺でテント村が出現。
手打ちそばや杵つき餅、ヤマメの炭焼き、金魚すくいな
ど

広島県

土師ダム

平成28年４月中旬

島根県

志津見ダム

平成28年5月3日～5日
※予定であり確定でない

島根県

尾原ダム

平成28年3月5日

主催：出雲河川事務所 尾原ダム管理支所
問い合わせ先：出雲河川事務所 尾原ダム管理
クレスト点検放流に併せた放流見学会
支所
TEL：0854－48－0780

鳥取県

殿ダム

平成28年5月下旬

国府マスつりフェスタ実行委員会
国府マスつりフェスタ2016
（事務局：鳥取市国府町総合支所産業建設課）
ダム湖上流袋川でのマスつりやマスのつかみ取り
TEL：0857-39-0560

島根県

山佐ダム

平成28年4月10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（平日 8:30～
17:00）

第７回
会

広島県

椋梨ダム

平成28年4月3日

主催: 三原市大和町自治振興連合会
問い合わせ先：三原市大和町自治振興連合会
TEL：0847-33-0223
参加申し込み：3月末

【第６回白竜湖ウォーキング大会】
健脚自慢コース・周辺お花見コース，“身近なしぜんや
文化を歩いて発見”

広島県

椋梨ダム

平成28年4月16日(土）
荒天の場合17日(日）

主催：白竜湖花火実行委員会
問い合わせ先:大和花火大会実行委員会
TEL：0847-33-0222

【白竜湖花火inだいわ】
長野産・岐阜産・鹿児島産・秋田産外の花火と夜桜の共
演を楽しめる贅沢な花火大会です。「道の駅よがんす白
竜」では，屋外音楽イベント「YOGANSU YAON」
を開催します。（11:00～19:30，花火打ち上げ開始時
間迄）

広島県

椋梨ダム

平成28年3月5日

主催: 三原市スポーツ少年団
問い合わせ先：三原市教育委員会スポーツ振興
課
TEL：0848-64-7219

【三原市スポーツ少年団ロードレース】
三原市内のスポーツクラブ所属の小学生によるマラソン
大会。白竜湖スポーツ村公園総合運動場を発着点とする
1,000mと2,000mの2コース。

徳島県

長安口ダム

平成28年5月8日
（予定）

主催：那賀川アフターフォーラム
問合先：那賀川アフターフォーラム
TEL：0884-22-8100

【那賀川源流碑開き】
流域の安全祈願、上下流の小学生による交流会、源流
碑周辺清掃活動、源流の水質調査（詳細未定）

高知県

中筋川ダム

平成28年 3月26日
平成28年 4月23日
平成28年 5月28日

高知県

鏡ダム

平成28年4月3日

佐賀県

嘉瀬川ダム

平成28年3月13日

熊本県

竜門ダム

平成２８年５月２１日
～２２日

大分県

大分川ダム

平成28年3月6日

熊本県

市房ダム

通年

熊本県

市房ダム

熊本県

緑川ダム

山佐ダム

やまびこ桜杯

尾原ダムファンクラブ Facebook
http://www.facebook.com/cgr.mlit.obarada
m

グラウンドゴルフ大 http://www.yamabikoyamasa.jp/index.html

主催・問い合わせ先：中筋川総合開発工事事務 【なかすじ川ダムの日】
中筋川総合開発工事事務所
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
http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/
TEL：0880-66-2501
アップ
もち投げ
主催・問い合わせ先：鏡さくらまつり実行委員 カラオケ大会
会
出店
TEL：080-6391-7691
ダム湖・お花見舟
鏡ダム探検隊
「嘉瀬川ダム感謝祭」
嘉瀬川ダムの水の恵みが白石平野、佐賀平野にもたらさ
れたことに感謝し、両平野で収穫された秋の実りと、白
主催：嘉瀬川ダム感謝祭実行委員会
石町の個性的文化である餅つき（餅すすり）と六府方子
さが水ものがたり館
問い合わせ先：さが水ものがたり館事務室
供浮立及び富士町の郷土芸能を富士しゃくなげ湖畔に建
http://www.sagamizu.jp/
TEL：0952-62-1277
つ「水恵無限」の碑の前で神様に奉納し、嘉瀬川ダムに
感謝するお祭り。
また、一般参加者によるバーベキュー等の交流会も行わ
れます。
主催：（公社）日本ボート協会、菊池市役所、
菊池市教育委員会
第９回全日本マスターズレガッタ
問い合わせ先：（公社）日本ボート協会
TEL：03-3481-2326

（公社）日本ボート協会HP
http://www.jara.or.jp/
菊池市役所
http://www.city.kikuchi.lg.jp/
大分川ダム工事事務所ＨＰ
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/news/h
27/damtua12.1%20.pdf

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

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

平成28年3月19日
～20日

主催：水上村・水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会事務局
TEL：0966-44-0500

【第４５回湯山温泉桜まつり】
健康マラソン大会、花火大会、ステージショー

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp/

平成28年3月27日

主催：美里町
問い合わせ先：美里町総合体育館(元気・夢ク
ラブ事務局)
ＴＥＬ：0964-46-4141

「さくら健康フェスタ２０１６in美里」
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
http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/
グ又はジョギング。

※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。

