7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先
問い合わせ先：札内川ダム管理支所
TEL：0155-69-4666

イベント内容

ＨＰアドレス

【札内川ダム20周年記念行事～ダム特別開放 10時～
札内川ダム管理支所
16時】
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/obihiro_kas
ダム・発電所見学、災害対策用機械展示、ダム湖巡視体験
en/ctll1r0000000biu.html
（６名/回×６回）、ダムカレー販売（当日限定６０食）

北海道

札内川ダム

平成30年7月1日

北海道

浦河ダム

平成30年7月1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：浦河町教育委員会社会教育 【アドベンチャーinうらら湖】
課
ダム説明、釣り大会、木工教室、ヤマベ稚魚放流
TEL 0146-22-5000

－

北海道

様似ダム

平成30年7月7日,
8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
生涯学習課社会教育係
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」】
ダム説明、魚釣り、木工教室、川遊び、ゲーム大会

－

北海道

美利河ダム

平成30年7月22日

主催：ピリカまつり実行委員会事務局
問い合わせ先：クアプラザピリカ
TEL：0137-83-7111

【ピリカまつり】
ダム見学会、マラソン大会、ダム湖カヌー体験、
木工体験、ピリカ遺跡各種体験等

北海道

美利河ダム

平成30年7月22日

主催：総合型地域スポーツクラブいまかね
【ピリカふれあいマラソン大会】
問い合わせ先：今金町教育委員会
マラソン大会
TEL：0137-82-3488

今金町教育委員会
http://www.town.imakane.lg.jp/edu/

北海道

豊平峡ダム

平成30年7月26日

主催：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 【豊平峡ダム見学デー】
管理課
ダム見学
TEL：011-583-8110

豊平川ダム統合管理事務所
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_da
mu/kluhh40000009mei.html

北海道

金山ダム

平成30年7月28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

【第４７回かなやま湖 湖水まつり】
ダム見学、ステージショー、花火大会等

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

北海道

定山渓ダム

平成30年7月28日

主催：定山渓ダム森と湖とダムに親しむ
まつり実行委員会
問い合わせ先：定山渓ダム管理支所
TEL：011-598-4095

【森と湖とダムに親しむまつり】
ダム見学、発電所見学、ボート体験試乗、
謎解きスタンプラリー、ポット苗とコースターづくり、
きき水大会、ダムカレー販売

定山渓ダム管理支所
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_da
mu/kluhh40000009mei.html

北海道

十勝ダム

平成30年7月28日

主催：十勝ダム森と湖に親しむつどい
実行委員会
問い合わせ先：十勝ダム管理支所
TEL：0156-65-3121

【森と湖に親しむ旬間】
第30回十勝ダム・発電所見学

北海道

二風谷ダム

平成３０年7月28日
（予定）

主催：室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所
【「森と湖に親しむ旬間」二風谷ダムフェスタ】
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
二風谷ダム見学、流木配布、流木工作
TEL：０１４５７-２-４２６２

北海道

忠別ダム

平成30年8月19日

主催：大雪SEA TO SUMMIT実行委員会
【大雪SEA TO SUMMIT】
問い合わせ先：ひがしかわ観光協会
カヤック、バイク、登山
TEL:0166-82-3761

北海道

留萌ダム

平成30年8月
上旬・下旬

北海道

留萌ダム

平成30年8月下旬

北海道

留萌ダム

平成30年９月
上旬・下旬

主催：留萌ダム
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

植樹会・苗観察会（ダム下流堤体広場への植樹、ポット苗
作り）
～地元の緑丘小学校の児童等と共に実施～

主催：留萌エコ村
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

【留萌エコ村 夏の陣】
ダム見学、湖面Eボート体験

主催：留萌ダム
問い合わせ先：留萌ダム管理支所
TEL：0164-46-8111

・タネの採取会（ダム周辺に在来する樹木の種の採取）
～地元の緑丘小学校の児童等と共に実施
・植樹会（ダム下流堤体広場への植樹）
～地元の潮静小学校の児童等と共に実施

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：留萌振興局留萌建設管理
部、
事業室地域調整課
TEL 0164-42-8352
主催：北海道函館建設管理部（後援：函館
市、(社)北海道土木協会、函館市企業局）
問い合わせ先：函館市土木部公園河川整備
課
TEL 0138-21-3436

【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、小平太鼓演奏、地域貢献コーナ、
物産品販売、ビンゴ大会、ゲーム大会、もちまき大会、
飲み物食べ物コーナー、食品販売

北海道

小平ダム

平成30年7月21日

北海道

新中野ダム

平成30年7月26日

青森県

浅瀬石川ダム

平成30年7月21日
～31日

主催：岩木川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所 【浅瀬石川ダムライトアップ】
浅瀬石川ダム管理支所
浅瀬石川ダムにおいてライトアップを実施予定
TEL：０１７２－５４－８７８３

青森県

津軽ダム

平成30年7月21日
～22日

主催：白神山地ビジターセンター
問い合わせ先：白神山地ビジターセンター
TEL：０１７２－８５－２８１０

青森県

津軽ダム

平成30年7月22

青森県

浅瀬石川ダム

平成30年7月29日

青森県

津軽ダム

平成30年8月11日
～20日

【第３2回「水と緑の祭典」】
ダム・森林見学、花植え、記念工作、パネル展示、
サクラマス稚魚放流

【第２２回白神山地ビジターセンターふれあいデー】
白神ダーツ大会、白神山地大声大会、ジャンケン大会、
イワナつかみ取り体験、こけし絵付け教室、流しそうめん振る
舞い、
クイズラリー、津軽ダム見学会、ミニ四駆体験＆走行コー
ナー、

クアプラザピリカ
http://kurplazapirika.net/

室蘭開発建設部
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/

－

北海道 函館建設管理部 事業部 新中野ダム
http://www.pref.hokkaido.jp/kensetu/kn
-hakdg/contents/chisui/sn-yahomepage-s/sn-top.htm
岩木川ダム統合管理事務所
浅瀬石川ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.ht
ml

白神山地ビジターセンター
http://www.shirakami-visitor.jp/

主催：岩木川ダム統合管理事務所
【来いHEY津軽ダム】
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所 津軽ダム見学会、ダムの上から紙飛行機とばし、
調査課
カヌー巡視体験
TEL：０１７２－８５－３０３５

岩木川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/kisya.ht
ml

主催：岩木川ダム統合管理事務所
【浅瀬石川ダム ダム湖まつり】
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
ダム特別見学会、湖面巡視体験、ステージショー、
浅瀬石川ダム管理支所
利水者によるパネル展など
TEL：０１７２－５４－８７８２

岩木川ダム統合管理事務所
浅瀬石川ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.ht
ml

主催：岩木川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所 【津軽ダムライトアップ】
調査課
津軽ダムライトアップを実施予定
TEL：０１７２－８５－３０３５

岩木川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/kisya.ht
ml

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

青森県

津軽ダム

平成30年9月15日

秋田県

玉川ダム

秋田県

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

ＨＰアドレス

主催：西目屋村
問い合わせ先：西目屋村
TEL：０１７２－８５－２１１１

【津軽白神湖まつり】
内容未確定

西目屋村
http://www.nishimeya.jp/

平成30年7月25日

主催：玉川ダム交流会実行委員会
問い合わせ：仙北市役所田沢湖庁舎
TEL0187-43-1112
問い合わせ：玉川ダム管理所
TEL:0187-49-2170

【玉川ダム交流会】
玉川ダム施設見学、交流フリータイム、○×ダムクイズ

仙北市役所田沢湖庁舎
www.city.semboku.akita.jp/
玉川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

成瀬ダム

平成30年８月下旬

主催：成瀬ダム工事事務所
問い合わせ先：成瀬ダム工事事務所
調査設計課
TEL：0182-23-8438

【成瀬ダム特別見学（ナイトツアー）と星空観察】
成瀬ダム工事事務所
成瀬ダム初の開催となる夜間の特別見学と、平成11年度
http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/ind
に
ex.html
「美しい星空日本一」に認定された東成瀬村の星空観察。

岩手県

胆沢ダム

平成30年7月8日

主催：岩手県カヌー協会・奥州カヌー愛好
会
問い合わせ先：奥州カヌー愛好会事務局
TEL：090-4044-6760

【第70回岩手県民体育大会カヌー競技、
みちのくひめかゆカップ2018】
カヌー競技（スラローム・ワイルドウォーター）のほか、
ラフティングやフリースタイルのデモンストレーション

岩手県

田瀬ダム

平成30年7月21日
～22日

主催：田瀬湖湖水まつり実行委員会
【第31回田瀬湖湖水まつり】
問い合わせ先：花巻市東和総合支所地域振
花火大会やカヌー・ヨット体験、Eボートレース、親子釣
興課
り大会
TEL：0198-42-2111

（一社）花巻観光協会
https://www.kankohanamaki.ne.jp/event/event_detail.php?i
d=433

平成30年7月21日

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：北上川ダム統合管理事務所
田瀬ダム管理支所
TEL：0198-44-5211

【田瀬ダム・森林探検隊】
田瀬ダム堤体内の見学（ダム探検）のほか、
下流の東和電力所の見学（発電所探検）、
管理支所脇の遊歩道見学（森林探検）を実施

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.h
tml

主催：柏木平リバーサイド祭り実行委員
会、
全国やぶさめ競技遠野大会実行委員会
問い合わせ先：
柏木平リバーサイドまつり実行委員会、
全国やぶさめ競技遠野大会実行委員会
TEL: 0198-67-2111

【柏木平リバーサイドまつり・全国やぶさめ競技大会
第12回遠野大会】
田瀬湖上流の柏木平地区にて、”魚のつかみどり大会”
や”
やぶさめ大会”等を開催

（一社）遠野市観光協会
http://www.tonojikan.jp/event/0722-2/

【もりみず旬間 in 胆沢ダム】
取水設備見学、管理庁舎屋上開放等

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.h
tml

【「森と湖・in綱取」2018！】
植物観察と森林浴、木工教室、魚のつかみ捕り、
ダム施設見学会、ダム湖巡航、簗川ダムPRコーナー

盛岡広域振興局土木部綱取ダム管理事務所
http://www.pref.iwate.jp/morioka/tsunat
ori/index.html

【「遊・YOU・入畑・201８！」】
ダム施設一般公開、湖面パトロール、発電所施設一般公
開、
浄水場施設一般公開、森林教室、四会場スタンプラリー
（入畑ダム、入畑発電所、岩手中部浄水場、夏油高原）

県南広域振興局土木部北上土木センター
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan
/011361.html

【「日向ダム湖畔の集い」】
ダム施設一般公開、木工教室、ダム湖面パトロール、
子供ニジマスつかみ取り大会、ダムライトアップ

沿岸広域振興局土木部
http://www.pref.iwate.jp/engan/doboku/
index.html

岩手県

田瀬ダム

岩手県

田瀬ダム

平成30年7月22日

岩手県

胆沢ダム

平成30年7月25日

岩手県

綱取ダム

平成30年7月26日

岩手県

入畑ダム

平成30年7月28日

岩手県

日向ダム

平成30年7月28日

岩手県

遠野第二ダム

平成30年7月28日

主催：北上川ダム統合管理事務所
胆沢ダム管理支所
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所
胆沢ダム管理支所
TEL：0197-49-2981
主催：「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会盛岡地区分科会
問い合わせ先：盛岡広域振興局
土木部綱取ダム管理事務所
TEL：019-654-4055
主催：「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会北上地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局
土木部北上土木センター治水環境課
TEL：0197-65-2738
主催：「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会釜石地区分科会
問い合わせ先：沿岸広域振興局
土木部河川港湾課
TEL：0193-27-5572
主催：「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会遠野地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局
土木部遠野土木センター工務課
TEL：0198-62-9938

岩手県

湯田ダム

主催：西和賀町観光協会、
北上川ダム統合管理事務所湯田ダム管理支
平成30年7月28日～29 所
日
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

岩手県

胆沢ダム

主催：（公社）日本カヌー連盟・
カヌージャパンカップ奥州市実行委員会
平成30年7月28日～29
問い合わせ先：カヌージャパンカップ
日
奥州市実行委員会
TEL：0197-24-2111

岩手県

鷹生ダム

平成30年7月29日

主催：「森と湖に親しむ旬間」岩手県実行
委員会大船渡地区分科会
問い合わせ先：沿岸広域振興局土木部大船
渡土木センター河川港湾課
TEL：0192-27-9919

【森と湖に親しむ「遠野第二ダム」の集い・201８】
県南広域振興局土木部遠野土木センター
ダム施設見学、ダム湖面巡視点検、木工教室、ひとふでん
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan
ず
/011358.html
（建設機械等の絵を一筆書きする）
【錦秋湖大滝 サマー LIGHT フェスティバル in にしわ
が】
貯砂ダムカード配布、迫力ある滝の中の歩行体験、
湖上遊覧体験、魚釣り体験、薪割り体験、
貯砂ダムライトアップ鑑賞、などの無料体験。
抽選で天然クワガタを配布。
西和賀町の観光施設で関連イベントも開催予定
【2018カヌーワイルドウォータージャパンカップ 第5
戦、2018カヌースラロームジャパンカップ キョクヨー
シリーズ
第5戦】

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.h
tml

（公社）日本カヌー連盟
https://www.canoe.or.jp/events/informat
ion/national/2018national_14/

【第10回 五葉湖畔の集い「げんきです！
水と緑の鷹生ダム」】
沿岸広域振興局土木部大船渡土木センター
ダム施設見学、ボート体験、木工教室、森の工作館・
http://www.pref.iwate.jp/engan/ofuna_d
エコカーゴ展示、グラウンドゴルフ大会、気仙スギ積み木 oboku/index.html
競争、魚のつかみ取り、クッブ体験

岩手県

四十四田ダム

平成30年7月29日

主催：盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
実行委員会
【第42回北上川ゴムボート川下り大会】
問い合わせ先：北上川ゴムボート川下り大
盛岡・北上川ゴムボート川下り大会実行委員会
ゴムボートに２人ペアで乗船し、ダム地点をスタートとし
会
http://www.kawakudari-morioka.jp/
北上川を１１ｋｍ下る。（タイムレースは約８ｋｍ）
実行委員会事務局
TEL：019-613-2542

岩手県

御所ダム

平成30年7月29日

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

【第37回つなぎ温泉御所湖まつり】
花火大会、つなぎ伝統さんさ他

つなぎ温泉観光協会
Web掲載はこれからの予定
http://www.tsunagionsen.com/

岩手県

御所ダム

平成30年7月29日

主催：岩手県教育委員会、
公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
問い合わせ先：公益財団法人
岩手県スポーツ振興事業団振興課
TEL：019-641-1129

【第30回湖上フェスティバル】
カヌー３０分体験試乗・ボート（ナックルフォア）体験
試乗ボート練習用マシーンに挑戦

公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
http://sposhin.echna.ne.jp/

岩手県

御所ダム

平成30年7月29日

主催：北上川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所 【御所ダム特別見学会・ライトアップ】
管理第三課
ダム見学、ダムライトアップ
TEL：019-689-2216

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.h
tml

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
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

岩手県

早池峰ダム

平成30年8月2日

主催：「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会花巻地区分科会
問い合わせ先：県南広域振興局
土木部花巻土木センター治水環境課
TEL：0198-22-4971

岩手県

滝ダム

平成30年8月5日

主催：「森と湖に親しむ旬間」
岩手県実行委員会久慈地区分科会
問い合わせ先：県北広域振興局
土木部滝ダム管理事務所
TEL：0194-59-3838

岩手県

胆沢ダム

平成30年8月11日
～12日

主催：胆沢ダム水源地域活性化協議会
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所 【胆沢ダムフェス2018in夏】
胆沢ダム管理支所
堤体登山、ダムカフェ、カヌー体験会等
TEL：0197-49-2981

山形県

月山ダム

平成30年7月22日

問い合わせ先：月山ダム管理事務所
TEL：０２３５－５４－６７１１

【月山ダムの集い】（森と湖に親しむ旬間イベント）
・月山ダム堤体内見学、
・あさひ月山湖湖面巡視体験、
・月山発電所見学 等

月山ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/tudoi/t
udoi2018-2.jpg

山形県

白川ダム

平成30年7月28日

主催：最上川ダム統合管理事務所
白川ダム管理支所
問い合わせ先：白川ダム管理支所
TEL：0238-75-2131

【ダムとのふれあいの日】
監査廊探検とダム登山、貯水池巡視体験

白川ダム管理支所
http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/

【月山サマーフェスタ】
寒河江ダム特別見学会、魚つかみどり大会、
月山湖大噴水特別打ち上げ、クワガタ釣り、パネル展

月山朝日観光協会
http://www.gassan-info.com/

【第25回「早池峰ダム」森と湖に親しむ子どもまつり】
県南広域振興局土木部花巻土木センター
ダム堤体内及び発電所公開、湖面パトロール、木工細工教
http://www.pref.iwate.jp/soshiki/kennan
室、
/011352.html
魚のつかみ取り、ダムライトアップ、わくわくゲーム
【久慈・長内川の「滝ダム学習」と「川まつり」】
ダム施設見学、滝発電所公開、魚のつかみ捕り、
カヌー・カヤック体験

県北広域振興局土木部滝ダム管理事務所
http://www.pref.iwate.jp/kenpoku/taki/i
ndex.html

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.h
tml

山形県

寒河江ダム

平成30年7月29日

主催：森と湖に親しむ旬間、
月山サマーフェスタ実行委員会
問い合わせ先：月山サマーフェスタ
実行委員会事務局
TEL：0237-74-4119

山形県

綱木川ダム

平成30年7月29日

主催：山形県
問合せ先：山形県置賜総合支庁建設部
河川砂防課ダム管理担当
TEL：0238-26-2231

綱木川ダムホームページ
http://www.pref.yamagata.jp/ou/kendos
【第11回綱木川ダム探訪 親子体験学習】
eibi/180006/damkanri/dammap/tunaki.
発電所及びダム堤体内部の見学、ダム巡視船の体験搭乗
html
（左記情報は６月下旬にHP掲載予定）

山形県

長井ダム

平成30年8月4日

主催：ながい水まつり実行委員会
問い合わせ先：長井市観光協会
TEL：0238-88-5279

【ながい水まつり・最上川花火大会】
かわとぴあinながい、カヌー体験、魚つかみどり大会、
長井ダム特別見学会＆湖面巡視体験、最上川花火大会

宮城県

長沼ダム

長井市観光協会
http://kankou-nagai.jp/

主催：(公財)日本スポーツ協会・東北各県 【平成３０年度国民体育大会東北ブロック大会
他
兼第４５回東北総合体育大会】
平成30年7月13日～15日 問い合わせ先：第４５回東北総合体育大会 長沼ボート場で行われる、東北地区のスポーツ振興に寄与

宮城県実行委員会事務局
℡022-211-3668

し、
各県との親善交流を深めるボート競技会

宮城県

七ヶ宿ダム

平成３０年
７月～８月の
平日及び休日
見学会開催日

七ヶ宿ダム管理所
TEL：０１２０－１６７－８７７

【七ヶ宿ダム夏のイルミネーション】
ダムの点検用通路（監査廊）のイルミネーション

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/05ken
gaku/illumination.html

宮城県

七ヶ宿ダム

平成30年7月15日,
8月4日,18日,
9月17日,
10月13日,28日

七ヶ宿ダム管理所
TEL：０１２０－１６７－８７７

【七ヶ宿ダム休日見学会】
ダム見学

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/05ken
gaku/kyuujitu.html

宮城県

釜房ダム

平成30年7月21日

主催：水・森・人 in 釜房 実行委員会
問い合わせ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

【わく☆ドキ釜房ダム】
ダム内部探検、湖上巡視体験、ペーパークラフト工作、
流木工作

東北地方整備局 釜房ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

宮城県

七ヶ宿ダム

平成30年7月28日

七ヶ宿ダム管理所
TEL：０２２４－３７－２１２２

【七ヶ宿ダム探検隊】
ダム見学、湖上巡視体験、ダムクライミング、
チェーンソーアート、流木工作
※天候による変更あり

七ヶ宿ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/index.h
tml

主催：鳴子ダム「森と湖に親しむ旬間」
行事実行委員会
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-８２-２３４１

【あつまれ！鳴子ダム2018】
荒雄湖畔公園をフィールドに親子参加型の各種イベントを
東北地方整備局 鳴子ダム管理所
開催するとともに、鳴子ダムに親しんでもらうイベントを
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.ht
開催予定
ml
＜内容未定：以下前回内容＞
親子木工教室、ダム探検ツアー、紙すき手作り体験、
スナックゴルフ、森の音楽演奏会、イワナのつかみどり等

宮城県

鳴子ダム

平成30年7月28日

宮城県

長沼ダム

平成３０年8月1日
～31日

主催：(一社)登米市観光物産協会
【第1７回長沼はすまつり】
問い合わせ先：(一社)登米市観光物産協会
長沼湖面に咲く、はす鑑賞のための小型遊覧船の運航
℡0220-52-4648

宮城県

長沼ダム

平成30年8月13日

主催：長沼花火実行委員会
【第3１回ふるさと花火in長沼】
問い合わせ先：登米市産業経済部商業観光
長沼の湖面にうつる内陸ではめずらしい、
課
水中・水上スターマイン等の花火大会
℡0220-34-2734

宮城県

鳴子ダム

平成30年9月7日
～8日

主催：鳴子ダム管理所
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-８２-２３４１

宮城県

釜房ダム

平成30年9月9日

主催：川崎町・川崎町教育委員会・
川崎町体育協会
【川崎レイクサイドマラソン】
問い合わせ先：川崎レイクサイドマラソン
マラソン大会
実行委員会事務局
TEL：0224-84-2111

宮城県

長沼ダム

平成30年9月23日

【第2９回長沼レガッタ】
主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
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
問い合わせ先：登米市レガッタ実行委員会
た
℡0220-23-7633
一般参加型漕艇競技大会

三春ダム

平成30年5月12日
～8月24日

主催：三春ダム20周年記念事業実行委員
会
問い合わせ先：三春ダム管理所
TEL：0247 -62 - 3145

福島県

【鳴子ダム ツーデーズライトアップ（仮称）】
堤体ライトアップ、インクラインによるダム直下見学、
ミニコンサートほか

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

川崎町
http://www.town.kawasaki.miyagi.jp/

【三春ダム巡回パネル展】
20周年記念事業の一環で、20年間の歩みなどをパネル化
し
三春ダム20周年特設サイト
各地（郡山市、三春町、福島市、二本松市、本宮市、田村 http://www.thr.mlit.go.jp/miharu/20th/
市）
で巡回展示を実施。

7月から9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

福島県

堀川ダム

平成30年7月21日

主催：堀川ダム祭実行委員会
問い合わせ先：県南建設事務所
TEL：０２４８-２３-１６０３

【堀川ダム祭】
ダム監査廊見学、ダム操作室見学、ほか

福島県

日中ダム

平成30年7月22日

主催：日中ひざわ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：福島県日中ダム管理所
TEL：０２４１-３６-２０１４

【日中ひざわ湖まつり】
日中ダム管理所
ダム監査廊見学、ダム操作室見学、ひざわ湖巡視体験、ほ http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec/413
か
53a/nittyuutop.html

福島県

小玉ダム

平成30年7月22日

主催：いわき建設事務所
問い合わせ先：いわき建設事務所
TEL：０２４６-２４-６１２１

【小玉ダム体験ツアー】
小玉ダム管理事務所
監査廊見学、こだま湖巡視体験、ペーパークラフト制作、 http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec/413
スタンプラリー、ほか
80a/kodamadam-top.html

福島県

三春ダム

平成30年7月29日

主催：森と湖実行委員会
問い合わせ先：三春ダム管理所
TEL：0247 -62 - 3145

【さくら湖自然教室 ２０１８】
自然観察会、ダム見学

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

福島県

摺上川ダム

平成30年7月29日

主催：茂庭っ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：摺上川ダム管理所
TEL：０２４－５９６－１２７５

【摺上川ダム茂庭っ湖まつり】
ダム施設（監査廊、取水塔等）の一般公開、湖面巡視体
験、
パネル展示、カヤック体験教室等

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

福島県

四時ダム

平成30年7月29日

主催：四時川流域ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：鮫川水系ダム管理事務所
TEL：０２４６-６３-２１５５

【四時ダムまつり】
監査廊見学、貯水池巡視体験、ステージイベント、
フリーマーケット、ほか

鮫川水系ダム管理事務所
http://cms.pref.fukushima.lg.jp/sec/413
83a/

福島県

こまちダム

平成30年7月28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
TEL：０２４７-６２-３１５１

【こまちダムまつり】
ダム施設見学、ダム湖巡視体験、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/41
320a/komachi.html

福島県

摺上川ダム

平成３０年８月
（予定）

主催及び問い合わせ先
NPO法人いいざかサポーターズクラブ
TEL:０２４－５２９－６１２５

【キャンプしようぜ！夏モニカツ】
NPO法人いいざかサポーターズクラブ
冒険遊び場プレパーク、川遊び、バンド演奏、打ち上げ花
http://iizakasupporters.com
火等

群馬県

八ッ場ダム

平成30年7月7日

主催：チームやんば事務局
問い合わせ先：長野原町役場
企画制作課
ＴＥＬ：0279-82-2244

【水辺で乾杯2018on八ッ場大橋】
ミズベリング協賛 午後7時7分7秒に一斉に乾杯

ミズベリングプロジェクト事務局
https://mizbedekanpai.mizbering.jp/seng
en/

群馬県

藤原ダム

平成30年7月14日
,15日

「利根川上下流交流宝台樹ジュニアカップサッカー」
７月１４日、１５日

宝台樹民宿組合
http://houdaigi.com/event

群馬県

四万川ダム

平成30年7月22日

主催：（一社）四万温泉協会
問い合わせ先：（一社）四万温泉協会
TEL：0279-64-2321

【奥四万湖散歩・ダム見学会】
奥四万湖散策・ダム見学

（一社）四万温泉協会
http://shimaonsen.com/store/kyoukai

群馬県

道平川ダム

平成30年7月24日
,31日

主催：富岡土木事務所
問い合わせ先：富岡土木事務所 ダム管理
係
TEL：0274-63-2255

【道平川ダム施設見学会】
ダム内部見学 等

富岡土木事務所
http://www.pref.gunma.jp/06/k114100
01.html

群馬県

相俣ダム

平成30年7月28日

主催：相俣ダム管理支所
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
TEL:027８－６６－００３４

「赤谷湖流木工作教室」
流木の活用による処理費削減と、多くの人にダムを
知ってもらうことを目的として、「流木工作教室」を開
催。

利根川ダム統合管理事務所相俣ダム資料室
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/tone
damu00030.html

主催：みなかみ町宝台樹民宿組合
問い合わせ先：宝台樹民宿組合
TEL：0278-75-2310

イベント内容

群馬県

桐生川ダム

平成30年7月29日

主催：桐生土木事務所
問い合わせ先：桐生川土木事務所ダム管理
係
【桐生川ダム見学会】
TEL：0277-53-0121
ダム内部見学
（ダム管理係）
TEL：0277-32-0566
（桐生川ダム管理事務所）

群馬県

奈良俣ダム

平成30年7月29日

主催：利根川源流まつり実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町観光協会
TEL：０２７８-６２-０４０１

平成30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
みどり市商工会
TEL：0277-73-6611
草木ダム管理所
TEL：0277-97-2131

群馬県

群馬県

草木ダム

藤原ダム

ＨＰアドレス
県南建設事務所
https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41
330a/damukengakukai.html

桐生土木事務所
http://www.pref.gunma.jp/07/n076000
02.html

【利根川源流まつり】
奈良俣ダム内部探索、ならまた湖巡視体験、魚のつかみ取
り、
※作成中
カヌー体験、ネイチャークラフト（流木アート）、
オフロードバギー、ステージイベント、模擬店（出店）
【第41回 草木湖まつり】
草木ダム探訪
（ふだん見ることが出来ないダム内部や直下への案内）
ますのつかみどり、打ち上げ花火、わ鐵LEカー体験乗
車、
特設ステージにてダンス、和太鼓などのショー、出店

みどり市観光ガイド
http://www.city.midori.gunma.jp/www/c
ontents/1000000001013/index.html

※詳細はプログラムが決定次第、右記HPなどに掲載予定

平成30年8月18日

主催：地元有志

藤原湖花火大会
（藤原湖マラソン前夜祭）

藤原湖花火大会
http://fujiwarahanabi.com/
（掲載予定）

藤原ダム完成記念 第61回
デサント藤原湖マラソン実行委員会
（ＰＲポイント）
アップダウンあり、トンネルあり、ダム上を走ったり、
変化に富んだコースです。
標高600mの木漏れ日の中を走ってみませんか?

デサント藤原湖マラソン実行委
http://www.lap.co.jp/fujiwarako2018/

群馬県

藤原ダム

平成30年8月19日

主催：デサント藤原湖マラソン実行委員会
共催：みなかみ町、みなかみ町教育委員会
問い合わせ先：大会事務局
TEL：0278-25-5017

群馬県

薗原ダム

平成30年8月19日

主催：とねふるさと風のまつり実行委員会 風から農産物を守る伝統的なまつり
問い合わせ先：利根町観光協会
魚のつかみどりや消防の放水体験、ステージ発表、
TEL:0278-20-5050
神輿の渡御等
午後8時からは、老神温泉納涼花火大会が開催されます

老神温泉観光協会
http://www.oigami.net/
（掲載予定）

7月から9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

群馬県

相俣ダム

平成30年8月25日

主催：猿ヶ京温泉まつり実行委員会
まんてん星の湯内
問い合わせ先：まんてん星の湯
TEL：0278-66-1126

茨城県

霞ヶ浦導水

平成30年7月16日

主催：泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル
実行委員会
【第２３回泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル】
問い合わせ先：一般社団法人霞ヶ浦市民協 カヌーやクルーザー試乗など水辺で楽しめるイベント、
会
フードコーナー、ステージイベント
TEL：029-821-0552

第２３回泳げる霞ヶ浦市民フェスティバル
http://www.kasumigaura.com/festival/

茨城県

霞ヶ浦導水

平成30年8月25日

主催：茨城県霞ヶ浦環境科学センター
問い合わせ先：茨城県霞ヶ浦環境科学セン
ター
TEL：029-828-0960

茨城県霞ヶ浦環境科学センター
https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikat
sukankyo/kasumigauraesc/index.htm

茨城県

霞ヶ浦導水

未定

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成30年7月29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】
観光放流、堤体内見学
相模川水系広域ダム管理事務所
（H2９年度の資料）
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/sagami_00000042.
html

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成30年8月15日

主催：宮ヶ瀬ふるさとまつり実行委員会
問い合わせ先：宮ヶ瀬ふるさとまつり
実行委員会
TEL：046-288-2888

宮ヶ瀬ふるさとまつり
花火大会（宮ケ瀬湖畔園地）

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

平成30年8月19日
,20日

主催：公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財
団
問い合わせ先：宮ヶ瀬湖24時間
第９回宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソン
リレーマラソン大会事務局
yokohama@runners.co.jp

http://www.miyagaseko24h.jp/

埼玉県

浦山ダム
二瀬ダム
滝沢ダム
合角ダム

平成30年7月26日

主催：秩父４ダム連携検討会
問い合わせ先：水資源機構荒川ダム総合管
理所
TEL：０４９４－２３－１４３１
（応募期間は６月２６日まで）

【秩父４ダム探検隊が往く４！】
秩父４ダム（浦山ダム、二瀬ダム、滝沢ダム、合角ダム）
を巡る無料バスツアー
（参加は小学生とその保護者に限る）

水資源機構荒川ダム総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/
パンフレット
http://www.water.go.jp/kanto/arakawa/
topics/2018/pdf/180601_4damtanken.
pdf

埼玉県

秩父４ダム
（二瀬ダム・
浦山ダム・
滝沢ダム・
合角ダム）

平成30年7月28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

【４ダム探検隊が往く４】
ダム見学

荒川ダム総合管理所
arakawasoukan@arakawadam.org

埼玉県

二瀬ダム

平成３０年８月中旬

主催：二瀬ダム管理所、秩父漁業協同組合
問い合わせ先：二瀬ダム管理所総務係
【二瀬ダム見てんべぇツアー】
TEL：０４９４－５５－０００１
ダム見学（事業説明、内部見学）、魚釣り体験
（応募開始は７月中旬を予定）

二瀬ダム管理所
http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/

平成30年7月24日

問い合わせ先：那須広域ダム管理事務所
（那須農業振興事務所）
TEL：（0287-69-0101）
0287-23-3141

【ダム見学会】
深山ダム施設見学

栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml

平成30年7月26日

問い合わせ先：中禅寺ダム管理事務所
（栃木県日光土木事務所）
TEL：0288-98-0194
（0288-53-1213）

【ダム見学会】
中禅寺ダム施設見学

栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml
栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml

栃木県

栃木県

深山ダム

中禅寺ダム

イベント内容

「赤谷湖上花火大会」
祈願祭他・盆踊り大会

【霞ヶ浦環境科学センター夏まつり】
環境や科学にまつわる実験や工作、生物に触れられる体
験、
研究室の一般公開、物産品の販売

主催：霞ヶ浦導水工事事務所
問い合わせ先：霞ヶ浦導水工事事務所総務 【霞ヶ浦導水特別見学会】
課
事業概要説明、施設見学
ＴＥＬ：029-822-3007

ＨＰアドレス

猿ヶ京温泉 赤谷湖上花火大会
http://www.sarugakyo-hanabi.com/

霞ヶ浦導水工事事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/dousui/

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/event/1066.html

栃木県

西荒川ダム

平成30年7月26日

問い合わせ先：西荒川ダム管理事務所
（栃木県矢板土木事務所）
TEL：0287-45-0141
（0287-43-6350）

【ダム見学会】
西荒川ダム施設見学

栃木県

寺山ダム

平成30年7月26日

問い合わせ先：寺山ダム管理事務所
（栃木県矢板土木事務所）
TEL：0287-43-5431
（0287-43-6350）

【ダム見学会】
寺山ダム施設見学

栃木県

東荒川ダム

平成30年7月26日

問い合わせ先：東荒川ダム管理事務所
（栃木県矢板土木事務所）
TEL：0287-45-1426
（0287-43-6350）

【ダム見学会】
東荒川ダム施設見学

栃木県

松田川ダム

平成30年7月26日

問い合わせ先：松田川ダム管理事務所
（栃木県安足土木事務所）
TEL：0284-41-4100
（0284-61-1597）

【ダム見学会】
松田川ダム施設見学

栃木県

塩原ダム

平成30年7月28日

問い合わせ先：塩原ダム理事務所
（栃木県矢板土木事務所）
TEL：0287-35-2626
（0287-43-6350）

【ダム見学会】
塩原ダム施設見学

栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml

千葉県

亀山ダム

平成30年8月4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3７回亀山湖上祭・君津市民花火大会】
湖上安全祈願祭、花火大会、君津ふれあい祭
（フラダンス・芸能祭）

君津市観光協会亀山支部
www.kazusakameyama.com
主催者側から開催については、まだ公式に発表
していませんので取扱に配慮願います。

山梨県

塩川ダム

平成30年7月29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

【森と湖に親しむつどい】
ダム内見学、ダム関連ビデオ上映、モーターボート乗船
大門・塩川ダム管理事務所
（原則小学生対象）、木工教室、地域特産品・軽飲食品の （H30.6.13時点：未掲載）
販売等

山梨県

広瀬ダム

平成30年8月19日

主催：笛吹川源流まつり実行委員会
問い合わせ先：山梨市役所観光課
観光企画担当 笛吹川源流まつり
実行委員会事務局
TEL.：0553-22-1111 内線2148

【笛吹川源流まつり】
山梨市役所ＨＰ
ダム見学（広瀬ダム）、イベントブース（道の駅みとみ） （H30.6.13時点：未掲載）

栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml
栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml
栃木県県土整備部砂防水資源課（ダム見学会特
設ページ）
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/d
am_koukai/h30damukengakukai_annai.h
tml

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

平成30年7月14日

企画会社
問い合わせ先

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL:0261-22-4511

イベント内容

ＨＰアドレス

【高瀬渓谷フェスティバル】
丸太切り体験・木工品づくり、スタンプラリー、
龍神湖巡視体験、ダム内部見学、降雨体験車による降雨体
大町ダム管理所
験、
http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
土砂災害体験装置による土砂災害体験、サンドアート作
り・
石器（ペンダント）作り、大町発電所内部見学、
親子テンカラ釣り体験、ダムカレーコーナー、等

長野県

大町ダム

長野県

湯川ダム

長野県

金原ダム

平成30年7月21日

長野県

箕輪ダム

長野県

美和ダム

長野県

松川ダム

長野県

古谷ダム

平成30年7月28日

主催：長野県佐久建設事務所
問い合わせ先：維持管理課
TEL：0267-82-8271

【古谷ダム見学会】
ダム見学

佐久建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/

長野県

内村ダム

平成30年7月28日

主催：長野県上田建設事務所
問い合わせ先：維持管理課
TEL：0268-25-7164

【内村ダム見学会】
ダム見学

上田建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/ueken/inde
x.html

長野県

小渋ダム

平成30年 7月28日

主催：天竜川ダム統合管理事務所、
長野県企業局南信発電管理事務所、外
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所
総務課
TEL：0265-88-3729

【小渋ダム開放ＤＡＹ】
ダム見学、土砂バイパストンネル見学、
トンネル内でお絵かき、小渋第三発電所見学、
地元３町村観光パネル展示

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

長野県

片桐ダム

長野県

横川ダム

平成30年7月31日

長野県

奈良井ダム

長野県

主催：長野県佐久建設事務所
平成30年7月20日～25 佐久北部事務所
日
問い合わせ先：維持管理課
TEL：0267-63-3172

【湯川ダムパネル展】
「エコールみよた」にて湯川ダムのパネル展示

佐久建設事務所 佐久北部事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/in
dex.html

主催：長野県上田建設事務所
問い合わせ先：維持管理課
TEL：0268-25-7164

【金原ダム見学会】
ダム見学

上田建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/ueken/inde
x.html

平成30年7月21日

主催：長野県伊那建設事務所
問い合わせ先：維持管理課
TEL：0265-76-6847

【箕輪ダム見学会】
ダム見学

伊那建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/inaken/

平成30年 7月21日

主催：天竜川ダム統合管理事務所、
三峰川総合開発工事事務所、
【美和ダム体感ＤＡＹ】
天竜川ダム統合管理事務所
長野県企業局南信発電管理事務所、外
ダム見学、土砂バイパストンネル見学、美和発電所見学、
http://www.cbr.mlit.go.jp/tendamu/
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所 流木工作、流木配布、美和ダムパネル展示
TEL：0265-88-3729

主催：長野県飯田建設事務所
平成30年7月23日～27 松川ダム管理事務所
日
問い合わせ先：松川ダム管理事務所
℡：0265-23-0622

主催：長野県飯田建設事務所
平成30年7月30日～31 松川ダム管理事務所
日
問い合わせ先：松川ダム管理事務所
℡：0265-23-0622

松川ダム管理事務所
【松川ダム見学会】
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsukaw
ダム見学と再開発事業の紹介（パネル展示・バイパス水路
adamu/index.html
見学)

【片桐ダム見学会】
ダム施設見学

松川ダム管理事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsukaw
adamu/index.html

主催：長野県伊那建設事務所
問い合わせ先：維持管理課
TEL：0265-76-6847

【横川ダム見学会】
ダム見学

伊那建設事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/inaken/

平成30年7月31日

主催：長野県松本建設事務所
奈良井川改良事務所
問い合わせ先：ダム係
TEL：0263-40-1982

【奈良井ダム見学会】
ダム見学

奈良井川改良事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/naraigaw
a/index.html

北山ダム

平成30年7月28日

主催：長野県松本建設事務所
奈良井川改良事務所
問い合わせ先：ダム係
TEL：0263-40-1982

【北山ダム見学会】
ダム見学

奈良井川改良事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/naraigaw
a/index.html

長野県

奥裾花ダム

平成30年７月28日
,29日

主催：長野県長野建設事務所
裾花ダム管理事務所
問い合わせ先：管理第二課
TEL：026-256-2937

【奥裾花ダム見学会】
ダム見学（ダム操作室、監査廊を含む）

裾花ダム管理事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/susobanad
amu/index.html

長野県

浅川ダム

平成30年7月28日

主催：長野県長野建設事務所 浅川改良事
【浅川ダムまつり】
務所
ダム見学、パネル展示、動画上映、ダム周辺自然散策、
問い合わせ先：浅川改良事務所
レゴブロックによる模型造り、農産物販売など
TEL：026-234-9548

浅川改良事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/asakawa/

長野県

裾花ダム

平成30年7月28日
,29日

主催：長野県長野建設事務所
裾花ダム管理事務所
問い合わせ先：管理第一課
TEL：026-233-4361

【裾花ダム見学会】
ダム見学（ダム操作室を含む）

裾花ダム管理事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/susobanad
amu/index.html

【豊丘ダムまつり】
須坂建設事務所
ダム見学、ダムの水質検査体験、建設体験、地元農産物販 http://www.pref.nagano.lg.jp/suzakaken
売
n/jimusho/toyokadam.html

長野県

豊丘ダム

平成30年7月29日

主催：長野県須坂建設事務所、須坂市、
長野県長野地域振興局、長野保健福祉事
務所
問い合わせ先：長野県須坂建設事務維持管理
課
TEL：026-245-1671

長野県

大町ダム

平成30年8月上旬

主催：大町ダム管理所
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL:0261-22-4511

【高瀬渓谷 夏の３ダムめぐり】
高瀬ダム、七倉ダム、大町ダム
高瀬渓谷の３つのダムを巡るバスツアー

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

長野県

浅川ダム

平成30年8月11日

主催：長野県長野建設事務所
浅川改良事務所
問い合わせ先：浅川改良事務所
TEL：026-234-9548

【浅川ダム見学会】
ダム見学、農林産物販売

浅川改良事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/asakawa/

長野県

浅川ダム

平成30年9月24日

主催：長野県長野建設事務所 浅川改良事
務所
【浅川ダム見学会】
問い合わせ先：浅川改良事務所
ダム見学、農林産物販売
TEL：026-234-9548

浅川改良事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/asakawa/

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

石川県

見学ダム

手取川ダム

企画会社
問い合わせ先

開催時期

平成３０年７月下旬
（予定）

イベント内容

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
事務局：金沢河川国道事務所 河川管理課
TEL：076-264-9916
FAX：076-233-9612
問い合わせ先：金沢河川国道事務所
手取川ダム管理支所
TEL：076-256-7310

石川県

九谷ダム

主催：石川県大聖寺土木事務所
問い合わせ先：石川県大聖寺土木事務所
平成30年８月９日（未確 維持管理課
定）
TEL：0761-72-0491
大聖寺川ダム統合管理事務所
TEL：0761-78-0769

福島県

大川ダム

主催：阿賀川河川事務所
平成30年4月28日～11
問い合わせ先：大川ダム管理支所
月30日
TEL：0242-92-2839

福島県

大川ダム

平成30年8月4日

福島県

大川ダム

平成30年8月11日

平成３０年度
手取川ダム見学会＆流木無料配付

ＨＰアドレス

金沢河川国道事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/kanazawa/inde
x.html
※開催案内のチラシは、間近になりましたらＨ
Ｐにアップする予定です。

ダム見学（監査廊案内、新枯淵発電所案内）

【大川ダム30周年記念スタンプラリー】
阿賀川河川事務所
大川ダム資料館、下郷発電所展示館、大川ダム公園駅他２
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/agag
駅の
awa/
スタンプ押印達成者には、特別のダムのカードを贈呈

主催：森と湖に親しむ旬間実行委員会
問い合わせ先：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、湖面巡視体験、ステージイベント、魚つかみ

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

主催：阿賀川河川事務所
問い合わせ先：大川ダム管理支所
TEL：0242-92-2839

【大川ダム30周年特別見学会】
ダム見学

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

山形県

横川ダム

平成30年8月5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、
【白い森おぐに湖体験】
横川ダム管理支所
TEL:0238-62-2264
ダム・発電所見学、パークゴルフ体験教室、カヌー体験、 http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents
北陸地方整備局 羽越河川国道事務所
釣り堀、木工教室、トレッキング体験、特産品販売等
/dam/yokokawa/index.html
横川ダム管理支所
TEL:0238-65-2363

新潟県

内の倉ダム

平成30年6月1日
～11月15日

主催：新発田地域振興局
問い合わせ先：
新発田地域振興局地域整備部計画調整課
TEL：0254-26-9653

新潟県

大石ダム

平成30年7月28日

主催：おおいしダム湖畔まつり実行委員会 【おおいしダム湖畔まつり】
問い合わせ先：関川村農林観光課
ウォーキングラリー、カヌー体験、大石ダム見学、
TEL：0254-64-1478
フリーマーケット、魚のつかみ取り、木工教室等

新潟県

三国川ダム

平成30年7月29日

主催：しゃくなげ湖まつり実行委員会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：０２５－７７４－２２００

【しゃくなげ湖まつり】
三国川ダム管理所
三国川ダム監査廊案内、巡視船乗船、野外ステージイベン
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.ht
ト、
ml
魚のつかみ取り、木工教室

愛知県

新豊根ダム

平成30年8月18日

主催：浜松河川国道事務所
新豊根ダム管理支所
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

【新豊根ダム一般公開】
ダム見学、湖面巡視体験、堤体巡視体験、流木チップ化見 新豊根ダム管理事務所
学、
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shi
新豊根ダム抜水（試験放流）、災害対策車展示 等
ntoyone/
※内容変更の可能性あり

岐阜県

徳山ダム

揖斐川町

揖斐川町水源地域ビジョン推進事務所
【徳山湖自然環境観察会】
http://www.town.ibigawa.lg.jp/kankoujyo
現地ガイドによる生解説付き！
uhou/0000007483.html
「とくまる」（連絡船）に乗りダム湖を眺める見学ツアー

岐阜県

丸山ダム

平成30年7月14日
～8月26日

主催：美濃加茂市民ミュージアム
問合せ先：同上
TEL:０５７４－２８－１１１０

【木曽川・飛騨川ダム展】
木曽川･飛騨川にあるダムに関する展示及びトーク
ショー、
ダム見学

岐阜県

横山ダム

平成30年7月21日

木曽川上流河川事務所 横山ダム管理支所 ダム見学（中部電力発電所含む）、災害対策用車両紹介
TEL：0585-52-2211
など

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/yokoya
ma/

岐阜県

小里川ダム

平成30年7月29日
,30日

主催：小里川ダム管理支所
協力：小里川ダム里山教室
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
TEL：０５７３-59-0058

【ひんやりダム探検&わくわく里山ワークショップ】
ダム見学、転流工跡地見学、里山ワークショップ/工作体
験

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

岐阜県

徳山ダム

平成30年8月1日

独立行政法人水資源機構
徳山ダム管理所 総務課
TEL：０５８５－５２－２９１０

【徳山ダム特別見学会】
普段見ることの出来ない徳山ダム内部を特別に
お見せいたします。

岐阜県

阿木川ダム

平成30年8月25日

主催：中津川・恵那広域行政推進協議会
問い合わせ先：阿木川ダム管理所
TEL：０５７３－２５－５２９５

【平成３０年度阿木川サマーフェスティバル】

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

岐阜県

徳山ダム

平成30年8月29日

名古屋市上下水道局
水道計画課

【名古屋市上下水道局親子見学会】
徳山ダム見学と間伐体験

名古屋市上下水道局
http://www.water.city.nagoya.jp/category
/event/14128.html

岐阜県

新丸山ダム

平成30年9月

スタンプラリーによる転流工記念石の配布（予定）

※開催に向け調整中

三重県

蓮ダム

平成30年7月21日

【もりみず旬間in蓮2018 １日ダム探検】
・蓮ダム操作室、ダム堤体内の見学
・巡視船に乗ってダム湖のパトロール体験

蓮ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/index.
html

平成30年7月7日,
22日,8月11日,
19日,9月1日,23日

問い合わせ先：新丸山ダム工事事務所
査課
ＴＥＬ：０５７４－４３－４１７３

主催：蓮ダム管理所
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0371

【内の倉ダムバーチャル体験カードスタンプラリー】
・360°体感動画・特別映像が視聴できる
バーチャル体験カードを配布
・新発田地域振興局管内３ダムのほか４市町村16施設が
参加

新発田地域振興局
http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seib
i/1356869128854.html

大石ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents
/dam/ooishi/index.html

みのかも文化の森 美濃加茂市民ミュージアム
http://www.forest.minokamo.gifu.jp/tenr
ankai/30/2018_06.cfm

徳山ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/tokuyam
a/index.html

調

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
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
【自然交流体験会】
・蓮ダム操作室、ダム堤体内の見学
・巡視船に乗ってダム湖のパトロール体験
・アマゴつかみ取り
・炭窯見学
・流木アート作成

ＨＰアドレス

三重県

蓮ダム

平成30年7月28日

主催：蓮ダム管理所
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0371

静岡県

奥野ダム

平成30年7月25日

主催：静岡県・伊東市
問い合わせ先：静岡県熱海土木事務所
伊東支所ダム管理班
TEL：0557-38-0711

【奥野ダム一日ダム教室】
静岡県熱海土木事務所奥野ダムHP
ダム底アドベンチャー（ダム監査廊）、小水力発電設備の
www.okunodam.jp
公開、木工教室、機械操作室見学

静岡県

長島ダム

平成30年7月29日

国土交通省中部地方整備局
所
TEL：0547ｰ59ｰ1021

【7月29日、長島ダムがおもしろい】
長島ダム内部探検ツアー、ダム湖巡視体験

長島ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima/ind
ex.html
（6月末頃を予定）

三重県

青蓮寺ダム

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

長島ダム管理

蓮ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hachisu/index.
html

平成30年7月24日～
8月30日(木）の
毎週火曜日木曜日
10:00～11:30

主催：独立行政法人水資源機構
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
TEL０５９５-６３-１２８９

【青蓮寺ダム施設見学会】
事前予約必要
モノレールで移動し、ダムの下流側中腹に設置された
キャットウォークを歩ける体験型見学会

主催：木津川ダム総合管理所比奈知ダム管
理所
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
TEL：0595-68-7111

ダム探検、貯水池巡視体験、名張水害の歴史学習会、
地震体験車、はたらく車大集合、水風船釣り・バルーン
比奈知ダム管理所
アート、
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa
天端側水路チョークアート、Ecoフェア・特産品販売、
/hinati.htm
河川レンジャー防災展示・学習会、比奈知ダム工作体験、
AR体験

三重県

比奈知ダム

平成30年8月5日

静岡県

太田川ダム

平成30年8月17日

主催：静岡県
問合せ先：袋井土木事務所
河川改良課 ダム管理班
ＴＥＬ：0538-42-3211

【太田川ダム見学会】
ダム見学、施設公開

静岡県袋井土木事務所太田川ダムHP
http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki/oo
tagawa1/

奈良県

大門ダム

平成30年7月22日

主催：奈良県
問い合わせ先：奈良県河川課
TEL：0742-27-7504

【第19回あつまれ！あおがき探検隊】
ダム見学、リバーウォッチング、森とダムに関する展示

奈良県河川課
http://www.pref.nara.jp/14568.htm

主催：独立行政法人水資源機構
木津川ダム総合管理所布目ダム管理
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】
布目ダム管理所
ダム見学、水源地紹介、水生昆虫観察、飲食物販売、木工
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa
教室、消防車・救急車の展示、ヘリコプターの啓発活動・
/nunome.htm
訓練・展示、サイクルテクニック指導

奈良県

布目ダム

平成30年7月22日

京都府

日吉ダム

平成30年7月15日
（予定）

主催：日吉町観光協会
問い合わせ先：日吉町観光協会
TEL：０７７１－７２－０１９６

【ひよし夏祭り２０１８花火大会】
日吉ダム直下での花火大会、ひよし屋台村、魚つかみ大
会、
ダム施設見学会、他

主催：宇治市観光協会
共催：京都府山城教育局、
宇治観光ボランティアガイドクラブ、
淀川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：淀川ダム統合管理事務所
TEL：072-856-3131

【もりみずの旬間イベント＋京都府山城教育局サイエンス
ラリー（タイトル未定）】
天ヶ瀬ダム・天ヶ瀬ダム再開発事業・天ヶ瀬発電所の見学

日吉町観光協会
http://www.hiyoshikanko.com

京都府

天ヶ瀬ダム

平成30年8月5日

福井県

真名川ダム

平成30年7月28日

主催：森と水と湖に親しむ旬間行事運営連
絡会
森と湖に親しむ旬間「ダム見学会」
問い合わせ先：九頭竜川ダム統合管理事務 ダム堤体内見学、パネル展示、工作教室、
所管理課
流木でつくった堆肥無料配布
TEL：0779－66－5300

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

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30年7月29日

主催：森と水と湖に親しむ旬間行事運営連
絡会
森と湖に親しむ旬間「ダム見学会」
問い合わせ先：九頭竜川ダム統合管理事務
ダム天端見学、パネル展示、工作教室、流木無料配布、
所
水上巡視体験、カヌー体験
管理課
TEL：0779－66－5300

大阪府

滝畑ダム

平成30年7月25日
～8月24日まで
計１０回

主催：大阪府南河内農と緑の総合事務所
滝畑ダム分室
問い合わせ先：滝畑ダム管理事務所
TEL：0721-62-3672

クール＆パワースポット「滝畑ダム探検」
ダム見学、監査廊、磨崖仏紙芝居等

滝畑ダム管理事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/minamikawa
chinm/m_index/d_damtankenh29.html

兵庫県

引原ダム

平成30年5月
～11月

主催：兵庫県
問い合わせ先：龍野土木事務所
TEL：0791-63-5205

開催日：第４日曜
観光放流：１２時から１２時１０分（１０分間）
監査廊見学：観光放流終了後の12:10から約20分

兵庫県
https://web.pref.hyogo.lg.jp/whk13/even
t/hikihara.html

兵庫県

安室ダム

平成30年7月16日

安室ダムまつり
住民サークルのステージ発表、バザー・フリーマーケッ
主催：船坂地区安室ダムまつり実行委員会
ト、
問い合わせ先：船坂公民館
絵画コンクール、湖上カヌー教室 ほか
TEL：(0791)55-1060
（県）絵画コンクール・ダムクイズラリー・ダム見学会・
巡視船による湖面散策
主催：音水湖カヌーまつり実行委員会
問い合わせ先：波賀市民局 まちづくり推
進課
電話番号：0790-75-2220

音水湖カヌー祭り
（市）カヌー体験、アクアチューブ体験、アイス早食い競 宍粟市役所
争、
http://www.city.shiso.lg.jp/boshujoho/ko
氷とかし競争、魚とのふれあいコーナーなど
uzakyousitu/1468461706043.html
（県）ダム見学会・巡視船による湖面散策

兵庫県

引原ダム

平成30年7月21日

兵庫県

一庫ダム

平成30年8月5日

主催：一庫ダム水源地域ビジョン推進協議
【流木ペインティング】
会
流木を素材に思い思いにペインティングを。
問い合わせ先：一庫ダム管理所
終了後は会場周辺の清掃も。
TEL：０７２－７９４－６６７１

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

兵庫県

三宝ダム

平成29年8月中旬

主催：丹波土木事務所
問い合わせ先：丹波土木事務所河川課
TEL：0795-73-3846

なし

兵庫県

一庫ダム

平成30年8月25日

主催：水資源機構一庫ダム管理所、能勢電
鉄株式会社
【夏でもひ～んやり！一庫ダム内部見学＆説明会】
問い合わせ先：能勢電鉄株式会社鉄道営業 一庫ダム最寄り駅からのハイキングの後、ダム内部の見
課
学。
TEL:０７２－７９２－７７１６

三宝ダム見学会
ダム瑚周遊道路のウォーキング及び監査廊解放、
記念品配布等

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

7月から9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

鳥取県

菅沢ダム

平成30年7月29日

主催：大宮里山まつり実行委員会
問い合わせ先①：大宮地域振興センター
TEL：０８５９－８７－０９１１
問い合わせ先②：菅沢ダム管理支所
TEL：０８５９－８７－０３１１

【大宮里山まつり】
・屋台、野菜市、竹細工体験等
・菅沢ﾀﾞﾑ見学会(堤体内部及び湖内見学)等
※催し内容は未確定

日野川河川事務所
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/
※イベント1週間前に地元新聞折り込みと記者
発表予定

鳥取県

殿ダム

平成30年8月5日

主催：殿ダム管理支所
問合せ先：殿ダム管理支所
TEL：０８５７－５８－０５８１

【森と湖に親しむ旬間【殿(との)ダム】】
ダム見学、湖面巡視体験、ケーブルカー開放等

殿ダム管理支所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/

鳥取県

殿ダム

平成30年9月16日

主催：まちづくり・いきいき成器の会
問合せ先：殿ダム交流館
TEL：０８５７－７７－４６０７

【殿ダム野外音楽祭】
野外音楽祭、スーパーカー展示等

殿ダム交流館
https://jajp.facebook.com/tottori.tonodamu/

島根県

志津見ダム

平成30年7月6日

主催：国土交通省 出雲河川事務所
問い合わせ先：志津見ダム管理支所
TEL:0854-73-0222

【水辺で乾杯】
ダム管理支所前広場で午後７時７分に乾杯

志津見ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/i
ndex.html

島根県

尾原ダム

平成30年7月7日

主催：ＮＰＯ法人さくらおろち
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４-４８-０７８０

【水辺で乾杯】
ダム下流広場で午後７時７分に乾杯

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/i
ndex.html

島根県

尾原ダム

平成30年7月8日

主催：島根県自転車競技連盟
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４-４８-０７８０

【国体県予選自転車大会】
ダム周辺道路を活用した国体の自転車大会

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/i
ndex.html

島根県

山佐ダム

平成30年7月28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）

山佐ダムキャンプ場祭り

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

島根県

尾原ダム

平成30年8月4日

主催：斐伊川さくらボート協会
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４-４８-０７８０

【子どもボート教室】
子どもを対象としたボート教室

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/i
ndex.html

主催：（一社）飯南町観光協会
運営：特定非営利活動法人サイクリスト
ビュー
TEL:0852-21-3920

イベント内容

ＨＰアドレス

【やまなみ街道 クライムライド2018】
広域サイクリングルート「やまなみ街道」を舞台に、
激しいアップダウンが待ち受ける3コース
（１４０ｋｍ。１１０ｋｍ、６６ｋｍ)が用意されている
やまなみ街道クライムライド2018公式サイト
ロングヒルクライムサイクリング大会。、140kmコー
http://plusvalue.co.jp/climbride/
ス・110kmコースでは、志津見ダムを望みながらサイク
リングを
楽しむことがでいる。

島根県

志津見ダム

平成30年8月19日

島根県

山佐ダム

平成30年8月25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３回

島根県

尾原ダム

平成30年9月1日

主催：ＮＰＯ法人さくらおろち
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４-４８-０７８０

【遠足ウィーク】
幼稚園、保育園を対象としたダム周辺への遠足を誘致

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/i
ndex.html

島根県

尾原ダム

平成30年9月2日

【さくらおろち湖トライアスロン】
一般参加のトライアスロン

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/i
ndex.html

島根県

山佐ダム

平成30年9月16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５回

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

島根県

山佐ダム

平成30年10月8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）

山佐ダム

きのこ狩りの集い

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

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１０回

山佐ダム

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

山佐ダム

ナイターＧＧペア大会

主催：さくらおろち湖トライアスロン大会実行委
員会

問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４-４８-０７８０

山佐川

グラウンドゴルフ大会

島根県

山佐ダム

平成30年11月18日

広島県

八田原ダム

平成30年7月8日

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議
【夢吊橋サマーフェスタ２０１８】
会
八田原ダム管理所
ダム見学、湖面巡視体験（クルージング）、ハンドメイド
問い合わせ先：八田原ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/
教室
TEL：0847-24-0490

広島県

土師ダム

平成30年7月21日

主催：土師ダム管理所、三次河川国道事務
所
【森と湖に親しむ旬間イベント】
問い合わせ先：土師ダム管理所
ダム見学、ゲート開放、湖面巡視体験、スタンプラリー
TEL：0826-52-2455

平成30年7月21日

【森と湖に親しむ旬間ｉｎ笑湖（エコ）ハイヅカ２０１
８】
・灰塚ダムライトアップ
灰塚ダム堤体の夜間ライトアップ
・灰塚ダム探検ツアー
灰塚ダム堤体内見学
・ダム湖巡視体験
ダム湖を船による湖面巡視体験
・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

広島県

灰塚ダム

主催：灰塚ダム管理支所
問い合わせ先：灰塚ダム管理支所
（０８２４）４４－４３６０

グラウンドゴルフ大会

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

土師ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/haji/

三次河川国道事務所（灰塚ダム管理支所）
http://www1.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/index.
html

7月から9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

ＨＰアドレス

岡山県

苫田ダム

平成30年8月4日

主催：鏡野町・鏡野町大納涼祭
花火協賛実行委員会
問い合わせ先：鏡野町役場 産業観光課
TEL０８６８－５４－２９８７

【２０１8鏡野町大納涼祭】
大花火大会、奥津湖遊覧船

岡山県

苫田ダム

平成30年8月18
～19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：ローラースキー
かがみの大会実行委員会
TEL０８６８－５４－０５７３

【第１３回ローラースキーかがみの大会】
ローラースキーかがみの大会ＨＰ
奧津湖畔を競技コースとして、ローラースキー大会を開催 http://kagamino-marathon.com/

【ファンライド鏡野 2018】
苫田ダム湖畔を含む120㎞、60㎞、30㎞のコースで行わ ファンライド鏡野公式ＨＰ
れる
https://www.funride-kagamino.com/
サイクリング大会。

かがみの観光ナビ
http://kanko.town.kagamino.lg.jp/event/

岡山県

苫田ダム

平成30年9月2日

主催：ファンライド鏡野 2018実行委員
会
問い合わせ先：ファンライド鏡野
2018実行委員会事務局（鏡野町商工会
内）
TEL０８６８－５４－３３１１

岡山県

苫田ダム

平成30年10月13
～14日

主催：岡山 鏡野 SEA TO SUMMIT実行
委員会
問い合わせ先：鏡野町役場 産業観光課
TEL０８６８－５４－２９８７

【岡山 鏡野 SEA TO SUMMIT 2018】
アウトドアメーカー㈱モンベルと鏡野町が主体となって
SEA TO SUMMIT公式ＨＰ
開催される苫田ダム湖畔を含む総距離45.2㎞のコースを
http://www.seatosummit.jp/
カヤック・自転車・ハイキング（登山）で行われる大会。

山口県

島地川ダム

平成30年7月21～31日
間の1日
（現時点では日時
未決定）

主催：島地川ダム周辺環境整備地区管理協議会
共催：国土交通省山口河川国道事務所、周南市
問い合わせ先：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】
水辺の教室（水生生物調査）、ダム見学会

山口県

末武川ダム

平成30年7月28日

主催:米泉湖サマージャンボリー実行委員
会
問い合わせ先：米川公民館
TEL：0833-53-0001

米泉湖野外音楽ステージ「ビッグウイング」で開催されま
す。
ステージイベントとしてバンド演奏などが行われ、
そのほかバザーなど多数催し物があります。また、
祭りのフィナーレには、花火が打ち上げられる予定です。

香川県

内場ダム

平成30年9月8日
,9日

主催：SHIKOKU WAKE BOARD
FESTIVAL
実行委員会
問い合わせ先：BAHATI（松本）
TEL：087-882-7751

【2018 SHIKOKU WAKE BOARD FESTIVAL(四国
祭)】
ウェイクボード

徳島県

長安口ダム

平成30年4月28日
～平成31年2月17日

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）
【スマート回廊カードラリー】
問い合わせ：徳島県企業局
ダム見学、カードラリー、ツアーパス
経営企画戦略課経営戦略担当
TEL：088-621-3256

周南市
http://www.city.shunan.lg.jp/

BAHATI
http://blog.livedoor.jp/bahati110/

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

【自然と遊ぼＤＡＹ！】
・昆虫、野鳥観察
・水生生物観察
・木工品の製作
・水難救助講習
・水難事故について
・川遊び

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

愛媛県

石手川ダム

平成30年7月26日

問い合わせ先：松山河川国道事務所
石手川ダム管理支所
TEL 089-977-0021

愛媛県

鹿野川ダム

平成30年7月29日

主催：山鳥坂ダム工事事務所
問い合わせ先：山鳥坂ダム工事事務所
事業計画課
TEL：０８９３－３４－２３５０

【鹿野川ダム夏休み見学会】
ダム、改造事業見学、ペーパークラフト作り

山鳥坂ダム工事事務所
http://www.skr.mlit.go.jp/yamatosa/

愛媛県

野村ダム

平成30年7月下旬

主催：野村ダム管理所
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】
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

石手川ダム

平成30年7月30日
,31日

問い合わせ先：松山河川国道事務所
石手川ダム管理支所
TEL 089-977-0021

【石手川ダム見学会】
操作室及びダム堤体内の見学

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

愛媛県

野村ダム

平成30年8月14日

主催：西予市観光協会野村支部
問い合わせ先：野村支所産業建設課
TEL：0894-72-1115

【野村納涼花火大会】
野村ダム朝霧湖での花火大会

西予市公式ホームページ
http://www.city.seiyo.ehime.jp/

高知県

中筋川ダム

平成30年7月28日
,8月25日
,9月22日

主催・問い合わせ先：
中筋川総合開発工事事務所
TEL：0880-66-2501

【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/

高知県

早明浦ダム

平成30年8月4日
,5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内やまびこカーニバル
実行委員会事務局
TEL：0887-70-9820
E-mail：r-npo@blue.ocn.jp

やまびこカーニバル
ダム直下ふれあい広場にてバーベキュー、
ステージアトラクション、花火大会を実施。
イベントの一環としてダム施設見学会を実施。

JAF
http://jafevent.jp/event/1802_37_007_
0.html

高知県

大渡ダム

平成30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：仁淀総合支所地域振興課
TEL:0889-32-1113

茶霧湖祭り（土石流シアター、降雨体験）、ダムライト
アップ

仁淀川町
http://www.town.niyodogawa.lg.jp/life/lif
e_dtl.php?hdnKey=780

福岡県

寺内ダム

平成30年8月5日

主催：独立行政法人水資源機構
問い合わせ先：朝倉総合事業所 寺内ダム
管理所
TEL：０９４６－２２－６７１３

【寺内ダム施設見学会（水の週間行事）】
ダム施設見学（操作室及び監査廊（ダムの中のトンネ
ル））
貯水池巡視体験など

独立行政法人 水資源機構
朝倉総合事業所 寺内ダム管理所
http://www.water.go.jp/chikugo/terauchi
/index.html

福岡県

江川ダム

平成30年8月5日

主催：（独）水資源機構両筑平野用水管理
所
【江川ダム施設見学会（水の週間行事）】
問い合わせ先：同上 総務班
ダム施設見学
TEL：0946-25-0113

福岡県

小石原川ダム

平成30年8月5日

主催：水資源機構朝倉総合事業所
問い合わせ先：朝倉総合事業所総務課
TEL：０９４６－２５－１１００

【水の週間行事＿小石原川ダム工事現場見学会】
・朝倉総合事業所からダム工事現場までマイクロバスで案 朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）
内
http://www.water.go.jp/chikugo/koishi/
・ダム工事現場見学、大型重機見学 など

大分県

大山ダム

平成30年7月21日
～31日

主催：（独）水資源機構
筑後川局大山ダム管理室
問い合わせ先：筑後川局大山ダム管理室
TEL：0973-52-2445

【ウォール大山ライトアップナイト 2018夏】
ダム堤体のライトアップ（20時～22時）

管理課

（独）水資源機構両筑平野用水管理所
http://www.water.go.jp/chikugo/ryochik
u/

（独）水資源機構 筑後川局大山ダム管理室
http://www.water.go.jp/chikugo/oyama/i
ndex.html

7月から9月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

見学ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

大分県

耶馬渓ダム

平成30年8月12日

主催：祭りやばけい実行委員会
問い合わせ先：
【まつり】中津市耶馬溪支所
TEL：0979-54-3111
【ダム見学・巡視体験】
山国川河川事務所ダム管理課
TEL：0979-54-3136

熊本県

市房ダム

通年

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

熊本県

緑川ダム

夏休み期間中

熊本県

竜門ダム

鹿児島県

鶴田ダム

沖縄県

沖縄県

沖縄県

大保ダム

福地ダム

金武ダム

【市房湖でのカヌー学校】
カヌー体験

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp

美里町砥用Ｂ＆Ｇ海洋センター
http://bg.town-misato.com/

平成30年7月22日

主催：班蛇口湖活性化推進協議会
問い合わせ先：竜門ダム管理支所管理係
TEL：０９６８－２７－１１２０

竜門ダム管理支所
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

平成30年7月21日

主催、問い合わせ先：鶴田ダム管理所管理
【夏休みダム見学会】
係
ダム見学
TEL：0996-59-2030

【2018竜門ダムフェスタ】
ダムのおなか探検、ヤマメのつかみ取り、
ブラックバスつり上げ大会等

鶴田ダム管理所
http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mo
ri_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mor
i_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism
/event.html

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９回 大保ダムまつり】
湖面カヌーツアー、湖面遊覧、ダム堤内見学会、学習の川
遊び、キャンドルナイトinサーベイ、森に学ぼうin大宜味
村等
※キャンドルナイトは大宜味村塩屋湾内

平成30年7月15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：0980-43-2265

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mo
ri_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mor
【福地ダム夏休み自然体験会】
i_to_mizuumi.html
自然観察船、カヌー体験、ダム施設見学、福地川川遊び等
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism
/event.html

平成30年7月22日

主催：金武ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：実行委員会事務局
TEL：098-968-6262

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mo
【第4回 金武ダムまつり】
ri_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mor
カヌー体験、ダム湖面遊覧、水牛車体験、ステンドグラス
i_to_mizuumi.html
工作、ダム施設見学、漆喰シーサー作り体験等
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism

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
TEL：098-968-5125

【第２５回漢那ダムまつり】
カヌー体験、漢那ダムまるごと体験ツアー、親子木工教
室、風車工作コーナー、宜野座村観光協会体験イベント
コーナー等

平成30年7月7日

漢那ダム

平成30年7月29日

沖縄県

漢那ダム
羽地ダム

平成30年8月8日

安波ダム

【耶馬溪湖畔まつり】
ステージイベント、打上げ花火、ダム見学、ダム湖面巡視
体験（イベント内容は予定のため、変わることがありま
す。）

ＨＰアドレス

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 【バナナボート＆カヌー体験会】
ター
ダム湖でバナナボート＆カヌーの体験会を開催
TEL：０９６４－４８－０５４６

沖縄県

沖縄県

イベント内容

平成30年9月22日

主催：北部ダム統合管理事務所 流域対策
課
【夏休み親子ダム環境体験学習会】
問い合わせ：北部ダム統合管理事務所
漢那ダム見学、ミニ講座、川の生き物観察会
流域対策課
ＴＥＬ ：0980-53-2442

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、
やんばる材木工作り体験、森林ガイドウォーク、
移動やんばる森のおもちゃ美術館等

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mo
ri_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mor
i_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism
/event.html

―

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mo
ri_to_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mor
i_to_mizuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism
/event.html

