10月から12月頃にかけて実施予定のイベント状況
都道府県

北海道

見学ダム

新桂沢ダム

北海道

庶路ダム

青森県

浅瀬石川ダム

青森県

開催時期

平成30年10月14日

企画会社
問い合わせ先
主催：三笠市
問い合わせ先：
三笠市観光協会
TEL：01267-3-2828
三笠市商工観光課
TEL：01267-2-3997

主催：ウェルカム白糠プロジェクト
実行委員会
平成30年10月21日 問い合わせ先：白糠町役場企画財政課内
ウェルカム白糠プロジェクト実行委員会
TEL：01574-2-2171

イベント内容
【第31回みかさ桂沢紅葉まつり】
水めぐりツアー（電源開発、ダム見学）、
ステージショー、特産品が当たる輪投げ大会、
木こり選手権、秋の味覚コーナー
（三笠高校調理部も出店）等

WEBサイト

三笠市
http://www.city.mikasa.hokkaido.jp/sig
htseeing/detail/00007655.html

釧路総合振興局
http://www.kushiro.pref.hokkaido.lg.jp
/kk/kkk/jigyougaiyou/kasenjigyou_f.ht
m

【ぐるっと庶路ダム紅葉ウオーク】
ウオークは次の２種目とする。
紅葉の時季にダム湖周辺の大自然を満喫しながら、
マイペースでウオークを楽しむ。
白糠町役場企画財政課
Ａコース（一般） １３．２ｋｍ
http://www.town.shiranuka.lg.jp/web/
Ｂコース（ハード） １６．８ｋｍ
PD_Cont.nsf/0/86A5F1AE63651CA
B49257A70002F8140?OpenDocu
ment

主催：浅瀬石川ダム管理支所
平成30年10月10日
問い合わせ先：
～平成30年11月4日
浅瀬石川ダム管理支所管理第一係
(予定)
TEL：0172-54-8782

浅瀬石川ダムライトアップ
（管理開始30周年及び近傍で開催中の
「黒石市中野もみじ山ライトアップ」に併せて
開催）

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

津軽ダム

主催：岩木川ダム統合管理事務所
平成30年10月10日
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
～平成30年11月4日
調査課
(予定)
TEL：０１７２－８５－３０３５

【津軽ダムライトアップ】
秋の津軽ダムライトアップを実施

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

秋田県

成瀬ダム

共催：成瀬ダム工事事務所・東成瀬村
平成30年10月27日 問合せ先：成瀬ダム工事事務所 調査設計課
TEL：0182-23-8438

【成瀬ダム特別見学会】
同日開催される、東成瀬村産業祭に合わせて実施。
産業祭会場では、成瀬ダムに関するパネル展を
成瀬ダム工事事務所
実施。
http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/
特別見学会では、普段立ち入る事の出来ない
ダム建設現場内の見学を予定しています。

秋田県

協和ダム

平成30年10月7日

主催：美山湖フェスティバル実行委員会
問い合わせ先：
大仙市協和支所市民ｻｰﾋﾞｽ課内
TEL：018-892-2111

【第２０回美山湖フェスティバル】
美山湖ウォーキング（ダム見学）、
ステージショー、釣り、魚つかみ取り、
出店コーナー、抽選会

胆沢ダム

平成30年10月20日
～21日

主催：胆沢ダム水源地域活性化協議会、
田瀬地域コミュニティ会議
問い合わせ先：
胆沢ダム管理支所管理第一係
TEL：0197-49-2981

【胆沢ダムフェス2018in秋】
湖面巡視体験、カヌー体験＆バーベキュー会、
ダム堤体ヨガ、ダムカフェ＆物販

岩手県

田瀬ダム

主催：田瀬地域生涯学習推進委員会
共催：田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議会
（花巻市、遠野市、
北上川ダム統合管理事務所ほか
関係機関・団体)
平成30年10月28日
問い合わせ先：
田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議会事務局
(北上川ダム統合管理事務所
田瀬ダム管理支所内)
TEL：0198-44-5211

【第8回 田瀬湖さわやかウォーキング】
田瀬湖畔の約10ｋmのコースを紅葉を
楽しみながらウォーキング

福島県

三春ダム

主催：三春の郷サイクリング大会実行委員会
平成30年10月14日 問い合わせ先：三春まちづくり公社/観光部
TEL：0247-62-3690

【三春の郷エイド＆サイクリング】
さくら湖（三春ダム）の心地よい秋風・
ロケーションにふれながら、自転車を通じて
「三春」の秋を実感しながらのサイクリング大会

三春まちづくり公社
http://miharukoma.com/event/5979

福島県

摺上川ダム

平成30年10月21日

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17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、
摺上川ダム監査廊・管理用発電所見学会

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30年11月4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
（NPO法人いいざかサポーターズクラブ内）
TEL：024-529-6125

【第11回 湯のまち飯坂・茂庭っ湖マラソン】
大会オフィシャルWEBサイト
フルマラソン、ハーフマラソン、10kmマラソン、
http://iizaka.kilo.jp/
ウォーキング(10km、6km)

山形県

月山ダム

山形県

田沢川ダム

平成30年10月21日

神奈川
県

宮ヶ瀬ダム

神奈川
県

宮ヶ瀬ダム

岩手県

神奈川
県

宮ヶ瀬ダム

平成30年10月27,28 問い合わせ先：あさひむら観光協会
日
TEL：0235-53-3411

－

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/inde
x.html

北上川ダム統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/inde
x.html

【梵字川渓谷紅葉まつり】
※詳細は未定

あさひむら観光協会
http://www.asahi-kankou.jp/kankou/

主催：田沢川ダムまつり実行委員会
問い合わせ先：酒田市平田総合支所
建設産業課
TEL：023４-５２-3914

【田沢川ダムまつり】
ダム見学、魚つかみ捕り、ステージショー、
木工教室、軽食販売など

酒田観光物産協会WEBサイト
http://sakata-kankou.com/event/277

平成30年4月～11月
毎週水曜日、
毎月第2日曜日、
毎月第2第4金曜日、
その他不定期日

国土交通省 相模川水系広域ダム管理事務所
TEL:046-281-6911

ダムの目の前で６分間にわたり、落差約70mの
ダイナミックな放流が見れます。
晴れた日には美しい虹がかかることもある
壮大なショーです。

相模川水系広域ダム管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/saga
mi00118.html

平成30年10月26日
平成30年11月22日

国土交通省 相模川水系広域ダム管理事務所
TEL:046-281-6911

普段は入れないダム管理用の階段を
一般開放します。
510段、高低差１２５ｍの階段の登り降りに
挑戦してみてはいかがですか？
宮ヶ瀬ダム登頂記念カードを発行しています。

相模川水系広域ダム管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/
content/000670775.pdf

【第３３回 宮ケ瀬クリスマスみんなのつどい】
高さ約３０ｍ、自生のモミの木を
イルミネーションでライトアップ。
また、長さ３１５ｍの水の郷大つり橋や
ロードトレイン『ミーヤ号』もイルミネーションで
飾られるなど、宮ヶ瀬が幻想的な光に包まれます。

宮ケ瀬水の郷イベント実行委員会
http://www.miyagase.com/
＊イベント内容の詳細が決まりましたら
ページを随時、更新いたします。

平成30年11月下旬～ 宮ケ瀬水の郷イベント実行委員会
12月下旬
TEL:046-288-1340

10月から12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

群馬県

相俣ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

主催：利根川ダム統合管理事務所
平成30年11月3日、
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
4日
TEL:027８－６６－００３４

WEBサイト

【赤谷湖流木アートコンテスト】
利根川ダム統合管理事務所
夏の木工教室で作成した流木アートを表彰します。
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/to
みなかみ町の文化祭と合わせて開催予定。
nedamu00030.html
4日に表彰式を予定。

主催：
薗原ダム水源地域ビジョン薗原地区懇談会、
老神温泉観光協会、
利根町ふるさと活性化委員会
問い合わせ先：老神温泉観光協会
TEL：0278-56-3013

薗原ダムと薗原湖湖畔よくばりウォーク
（ダム見学付き）

老神温泉旅館組合
http://www.oigami.net/

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

【地元在住ガイドご案内見学会】
地元在住ガイドの案内によるダム見学

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/
content/000706941.pdf

群馬県

薗原ダム

平成30年11月9日

群馬県

八ッ場ダム

平成30年
10月6日
11月7日
12月6日

群馬県

八ッ場ダム

平成30年10月28日

主催：「道の駅八ッ場ふるさと館」
問い合わせ先：道の駅八ッ場ふるさと館
ＴＥＬ：0279-83-8088

【吾妻渓谷紅葉エコツアー】
地元企業や地元団体が主催となり、四季折々変わる
風景を楽しみつつ、ダム建設の工事現場を見学する
ことのできる季節限定見学会

http://naganoharakankou.com/wp/wpcontent/uploads/2018/04/2018八ッ
場ふるさとエコツアー.pdf

群馬県

八ッ場ダム

H30.11.4

主催：「道の駅八ッ場ふるさと館」
問い合わせ先：道の駅八ッ場ふるさと館
ＴＥＬ：0279-83-8088

【山里パワースポット紅葉エコツアー】
地元企業や地元団体が主催となり、四季折々変わる
風景を楽しみつつ、ダム建設の工事現場を見学する
ことのできる季節限定見学会

http://naganoharakankou.com/wp/wpcontent/uploads/2018/04/2018八ッ
場ふるさとエコツアー.pdf

群馬県

道平川ダム

平成30年11月17日

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

ダム施設見学会

富岡土木事務所
http://www.pref.gunma.jp/06/k1141
0001.html

群馬県

草木ダム

平成30年10月27日

主催：Blow Easterly実行委員会
問い合わせ先：
みどり市東（あずま）町づくり協議会
TEL：0277ー76-2124

【Blow Easterly】（ﾌﾞﾛｳｲｰｽﾀﾘｰ）
～風が東（あずま）から吹く～
会場 みどり市東運動公園（草木ダム直下）
グルメ 地域資源 防災 他

実行委員会WEBサイト
https://blow-easterly.jimdo.com/

【第17回世界湖沼会議（いばらき霞ヶ浦
2018）】
基調講演、政策フォーラム、湖沼セッション、
霞ヶ浦セッション、分科会（口頭・ポスター）、
展示会、エクスカーション、ワークショップ、
学生会議等

第17回世界湖沼会議
（いばらき霞ヶ浦2018）
http://www.wlc17ibaraki.jp/index.html

【霞ヶ浦導水特別見学会】
事業概要説明、施設見学

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

茨城県

霞ヶ浦導水

茨城県

霞ヶ浦導水

埼玉県

権現堂調節池

企画政策課

主催：茨城県、
平成30年10月15日～ 公益財団法人国際湖沼環境委員会（ILEC）
19日
問い合わせ先：茨城県生活環境部環境対策課
TEL : 029-301-2995

未定

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
総務課
ＴＥＬ：029-822-3007

主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員会
平成30年10月28日 問い合わせ先：権現堂調節池管理所
TEL：０４８０-４３-２８９５

【行幸湖浮きウキフェスタ３０】
浮島作り体験、カヌー体験、ライブ、
http://bit.ly/ukiukuki30
ちんどんパフォーマンス、
協力団体の環境に関する取組紹介、食品等の販売等

主催：埼玉県、河川協会
問い合わせ先：飯能県土整備事務所
平成30年11月14日
（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
http://www.pref.saitama.lg.jp/soshiki/
b1005/index.html

君津市観光協会亀山支部
http://www.kazusakameyama.com/

埼玉県

有間ダム

千葉県

亀山ダム

平成30年11月1日
～平成30年12月初め

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（放流は11月23日のみ）

千葉県

片倉ダム

未定

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１０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

－

千葉県

高滝ダム

平成30年10月14日

主催：高瀧神社
問い合わせ先：高瀧神社社務所
TEL：0436-98-0472

【高瀧神社秋季大祭】
流鏑馬、神輿

－

千葉県

黒部川貯水池

平成30年10月6日
～平成30年10月8日

主催：東京都水上スキー連盟
問い合わせ先：東京都水上スキー連盟事務局
TEL：090-3401-7990

【第60回東京都水上スキー大会】
水上スキーによるスラロームやジャンプなど
各種競技大会

https://sites.google.com/site/tokyowsa
/

千葉県

東金ダム

平成30年10月8日

主催：環境ｳｫｰｸinときがね湖実行委員会
問い合わせ先：房総導水路事業所
総務用地課
TEL：０４７５－７３－６５０４㈹

【第14回 環境ｳｫｰｸinときがね湖2018】
スタンプラリー（湖岸歩道3.6ｋｍ）、
取水塔開放（当日のみ）

房総導水路事業所
http://www.water.go.jp/kanto/bouso/
00home/home.htm

長野県

浅川ダム

H30.11.23

主催：長野県長野建設事務所
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/asakaw
a/

石川県

手取川ダム

平成30年11月11日

主催・問い合わせ先：
手取湖げんき団カヌーカヤック倶楽部
TEL ０７６－２５９－２０３０

手取湖紅葉狩りツーリング
（ダム湖面をカヤックにより散策：15名程度）

http://outdoor.geocities.jp/tedoriko_g/

新潟県

大石ダム

平成30年10月13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
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
大石ダム管理支所
増した山々の中を、森林・草花の説明を聞きながら http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/conte
トレッキング！！秋に親しみ、学びながら、
nts/dam/ooishi/index.html
一緒にリフレッシュしませんか？

主催：南魚沼サイクルフェスタ実行委員会
問い合わせ先：実行委員会WEB

【第5回南魚沼グルメライド】
広大な自然に囲まれた南魚沼で、三国川ダム等の
景観を楽しみながらのロングライド
（100km・60km）を地元グルメを
味わいながら走るグルメライド。

新潟県

三国川ダム

平成30年9月30日

南魚沼サイクルフェスタ実行委員会
http://minamiuonuma-cyclefesta.com/

10月から12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

新潟県

三国川ダム

新潟県

三国川ダム

平成30年10月下旬

新潟県

三国川ダム

平成30年4月下旬～
11月下旬予定

新潟県

内の倉ダム

平成30年6月1日
から11月15日

福島県

大川ダム

平成30年11月4日

福島県

大川ダム

岐阜県

小里川ダム

岐阜県

阿木川ダム

平成30年11月3日

岐阜県

企画会社
問い合わせ先

開催時期

イベント内容

WEBサイト

【第3回・第4回JBCF南魚沼ロードレース】
JBCF(全日本実業団自転車競技連綿)の
トップカテゴリーのJプロツアーを
三国川ダム湖畔の周回道路を使用し
開催されます。

南魚沼サイクルフェスタ実行委員会
http://minamiuonuma-cyclefesta.com/

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ー７７４－３０７６

【しゃくなげ湖畔紅葉ウォーク】
ダム湖周辺の散策

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

主催：三国川ダム管理所
問い合わせ先：三国川ダム管理所
TEL：０２５ー７７４ー３０１５
FAX：０２５ー７７４ー３０９２

【「ダムの中」を探検!!】
ダム点検用トンネル（監査廊）の見学

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

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

【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_s
eibi/1356869128854.html

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

【大川ダム完成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/ag
agawa/

平成30年10月6日・7 主催：南魚沼サイクルフェスタ実行委員会
日
問い合わせ先：実行委員会WEB

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

【大川ダム完成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、
http://www.hrr.mlit.go.jp/agagawa/ag
大川ダム公園駅他２駅のスタンプ押印達成者には、
agawa/
特別のダムのカードを贈呈

主催：小里川ダム里山教室
平成30年11月11日 問い合わせ先：同上
TEL：0572-65-3502

小里川ダム湖周ウォーキング
ダム見学、ウォーキング、地元産食材の振る舞い

庄内川河川事務所WEB内に9月末頃から
記事掲載予定
http://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/chiiki
renkei/adapt/ivent/index.html

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/agiga
wa/index.html

徳山ダム

平成30年10月13日
平成30年10月28日
平成30年11月4日

主催：揖斐川町
問合せ先：揖斐川町水源地域ビジョン
推進事務所
ＴＥＬ０５８５－５２－０１６６

【徳山湖自然環境観察会】
自然豊かな徳山湖周辺の山々を湖上から船で
揖斐川町
観察します。
http://www.town.ibigawa.lg.jp/kankou
出航時間 11時～（50分）、
jyouhou/0000005736.html
12時45分～（50分）、14時～（70分）
受付場所 徳山会館（徳山ダムから上流約４ｋｍ）

大島ダム

平成30年11月10日

主催：水資源機構豊川用水総合事業部
問い合わせ先：豊川用水総合事業部
総務課
TEL：0532-54-6501

第９回「秋満載」大島ダム・ウオーク
・豊川用水の水がめ「大島ダム」を歩きます
・地元特産品の販売や地元小学校の合唱などあり
・普段は見学できない大島ダム内部見学

豊川用水総合事業部

愛知県

静岡県

長島ダム

平成29年11月17日

主催：長島ダム水源地域ビジョン推進会議
共催：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

【奥大井接岨湖もみじまつり】
ダム見学、湖面巡視体験、物産市、
（仮）ミニトロッコ乗車体験

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

三重県

蓮ダム

平成30年11月11日

主催：奥香肌ふれあいフェスティバル
実行委員会
問い合わせ先：松阪市（飯高地域振興局）
TEL：０５９８-４６-７１１１

【奥香肌ふれあいフェスティバル】
ダム見学、湖面巡視体験、あまご釣り、出店

松阪市 飯高地域振興局
https://www.city.matsusaka.mie.jp/site
/sinkoukyoku/2018fureaifestival.html

三重県

蓮ダム

主催：蓮ダム管理所
平成30年11月17日 問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：０５９８-４５-０３７１

【秋の山歩き～秋深まる局ヶ岳を歩こう～】
櫛田川の水源地である局ヶ岳を歩く

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

福井県

九頭竜ダム
（長野発電所）

平成30年10月27,
28日

主催：大野市・九頭竜まつり実行委員会
問い合わせ先：大野市商工観光振興課
TEL：0779-66-1111

【九頭竜紅葉まつり】
長野発電所見学ツアー、ステージショー、
大野市役所
フリーマーケット、化石発掘体験、縁日コーナー、 https://www.city.ono.fukui.jp/
トロッコ列車乗車体験

福井県

河内川ダム

平成30年11月4日

主催：ふるさと若狭駅伝大会実行委員会
問い合わせ先：若狭町野木公民館
TEL：0770-62-1469

【完成プレイベント ふるさと若狭 ダムRUN】
完成間近のダム周辺をジョギングで散策
（1～5km）
参加賞はイベント限定ダムカード

河内川ダム建設事務所
http://www.pref.fukui.lg.jp/doc/koutid
am/index.html

京都府

大野ダム

【第３０回大野ダムもみじ祭り】
秋の美山スイーツフェア、じゃんけん大会、
太鼓披露、ふるさと鍋、
地元特産品販売（予定）

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

京都府

天ヶ瀬ダム

京都府

高山ダム

主催：大野ダムもみじ祭り実行委員会
平成30年11月17日～
問い合わせ先：美山町大野振興会
11月18日
TEL：０７７１－７５－９１１０

平成30年11月3日

主催：JTB
協力：土木学会

主催：南山城村
平成30年11月23日 問い合わせ先：南山城村産業生活課
TEL：0743-93-0105

http://www.water.go.jp/chubu/toyoka
wa/index.html

【（タイトル未定）天ヶ瀬ダム・
再開発インフラツーリズム】
天ヶ瀬ダムと再開発事業を見学し、
ダムの役割を学び身近に感じてもらう。

－

【むら活き生きまつり】
南山城村の特産物や農林産物を利用した
加工品の即売、ステージや
テントブースでのイベント、
高山ダム見学、湖面巡視体験など

京都府観光連盟公式サイト
http://www.kyotokankou.or.jp/info_search/?event_id=8
312&r=1536230185.6312

10月から12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

京都府

日吉ダム

平成30年10月28日
（予定）

大阪府

兵庫県

和歌山
県

安威川ダム

一庫ダム

切目川ダム

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

【ひよし水の杜フェスタ２０１８】
日吉ダム直下での模擬店、
ご当地キャラクターショー、
ダム施設見学会、他

南丹市
http://www.city.nantan.kyoto.jp

【安威川フェスティバル2018】
ダム工事現場見学、生きもの展示、
缶バッジづくり、
サイクリストミーティング、
有料＝踊ってつくろう！ペットボトルピザ、
アマゴのつかみ捕りと塩焼き、
安威川ダムケーキ等

安威川ダム建設事務所
http://www.pref.osaka.lg.jp/aigawa/iv
ent/index.html

平成30年10月6日

主催：一庫ダム水源地域ビジョン推進協議会
問い合わせ先：一庫ダム管理所
TEL：０７２－７９４－６６７１

【川の耕し隊】
一庫ダム貯水池に定着している
アユの産卵場を保全し、アユの再生産に
寄与することを目的として、
一庫大路次川における産卵場の整備を行います。
また、併せて周辺の清掃活動を行い、
美しい猪名川・知明湖の再生を目指します。

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

平成30年11月4日

主催：
印南町・いなみまめダムマラソン実行委員会
問い合わせ先：
いなみまめダムマラソン実行委員会
TEL:0738-42-1700
（印南町教育委員会内）

【第4回いなみまめダムマラソン】
切目川ダム周辺で開催されるマラソン大会
〈1kmコース、2.4kmコース、3kmコース、
5kmコースがある（各コース年齢制限有）〉
申込締切は平成30年9月25日(火)まで

－

【殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会】
殿ダム及び因幡万葉湖周辺で行われる
ウォーキング大会
（コースは約３．５ｋｍ及び約８．０ｋｍ）

－

主催：ひよし水の杜フェスタ実行委員会
問い合わせ先：南丹市日吉支所地域推進課
TEL：０７７１－６８－００３０

主催：安威川ダムファンづくり会
平成30年10月14日 問い合わせ先：安威川ダム建設事務所
TEL：072-626-6083

主催：
殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会
実行委員会
平成30年10月21日
TEL：0８５７－５８－０５７０
（※受付期間10月6日（土）～
10月1５（月））

鳥取県

殿ダム

鳥取県

菅沢ダム

平成30年11月11日
予定

国土交通省 中国地方整備局
日野川河川事務所
菅沢ダム管理支所
電話：0859-87-0311

菅沢ダム完成50年記念式
内容：記念式＋見学会

島根県

尾原ダム

平成30年10月14日

主催：
さくらおろち湖祭り２０１８実行委員会
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４－４８－０７８０

尾原ダム管理事務所
【さくらおろち湖祭り２０１８】
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokase
ダム見学、ステージショー、展示、各種体験、出店
n/index.html

島根県

尾原ダム

主催：島根県高体連ボート専門部
平成30年10月20日～
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
10月21日
TEL：０８５４－４８－０７８０

島根県

尾原ダム

島根県

菅沢ダム管理支所ウェブサイト
http://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa/s
ugesawa/

【県高校ボート新人戦】
ダム湖を活用した県内高校のボート競技の新人戦

尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokase
n/index.html

主催：奥出雲商工会青年部
平成30年10月21日 問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４－４８－０７８０

【奥出雲サイクリング】
ダム周辺道路を活用した子どもから
大人までが楽しめるサイクリング

尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokase
n/index.html

尾原ダム

主催：島根県高体連ボート専門部
平成30年11月3日～
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
11月4日
TEL：０８５４－４８－０７８０

【ボート全国高校競技会】
ダム湖を活用した高校の競技会

尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokase
n/index.html

島根県

尾原ダム

主催：
さくらおろち湖ロゲイニング大会実行委員会
平成30年11月11日
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：０８５４－４８－０７８０

【第４回さくらおろち湖ロゲイニング大会＆
スコアオリエンテーリング】
ダム周辺の史跡、名所など様々な場所にある
チェックポンイントを制限時間内に
多く通過しポイントの得点を
競うナビゲーションスポーツ

尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokase
n/index.html

島根県

志津見ダム

平成30年10月14日

島根県

志津見ダム

平成30年10月下旬～ 主催：(有)志津の里（うぐいす茶屋）
11月上旬
TEL：0854-73-0002

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/

島根県

山佐ダム

平成30年11月18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１０回

山佐ダム

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

岡山県

苫田ダム

主催：
第２７回 東三瓶コスモス祭実行委員会
TEL：0854-76-2864
（飯南町役場 地域振興課）

主催：
平成30年10月13日～ 岡山 鏡野 SEA TO SUMMIT実行委員会
14日
問い合わせ先：鏡野町役場 産業観光課
TEL０８６８－５４－２９８７

第２8回東三瓶コスモス祭
ステージイベント、志津見ダム見学会、
飯南町の特産品の販売・食事、国土交通省・
島根県治水事業のＰＲコーナー（パネル展示）

－

紅葉祭り
うまいものテント市
紅葉のライトアップ
志津見ダムライトアップ

－

グラウンドゴルフ大会

【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
主体となって開催される苫田ダム湖畔を含む
総距離30㎞のコースをカヤック・自転車・
ハイキング（登山）で行われる大会。

SEA TO SUMMIT公式WEB
http://www.seatosummit.jp/

10月から12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

広島県

土師ダム

平成30年11月23日

広島県

八田原ダム

平成30年11月3日

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

主催：八千代町湖畔祭実行委員会
問い合わせ先：
八千代町湖畔祭実行委員会事務局
TEL：0826-52-2811

【土師ダム湖畔マラソン大会】
土師ダム貯水池周辺を周回するマラソン大会。
コースは親子ペア
（1km）、3km、10km、ハーフがある。

土師ダムサイクリングターミナル
http://www.yachiyoko.com/

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議会
問合せ先：夢吊橋ウォーク実行委員会
（国道交通省 八田原ダム管理所）
TEL：0847-24-0490

【第１１回 秋の夢吊橋ウォーク２０１８】
八田原ダム湖畔を豊かな自然を感じながらの
ウォーキング

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

http://www.akiootanavi.jp/html/kankou_event_ryukikoma
turi.html

広島県

温井ダム

平成30年10月21日

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

【龍姫湖まつり】
温井ダム周辺を舞台とした温井ダム周辺の
観光推進、地域活性化を寄与することを
目的とした祭り。温井ダム湖
「龍姫湖（りゅうきこ）」を活用した、
カヌー体験の特別実施。
キャットウォークの一般解放及び中位放流設備
からの放流等。

広島県

弥栄ダム

平成30年10月28日

大竹市公衆衛生推進課意義
問い合わせ先：同上
Ｔel:0827-59-2112

【市民ふれあい親子ハイキング】
ダム見学、ウォーキング大会

山口県

弥栄ダム

平成30年10月21日

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
Ｔel:0827-96-0132

【サンチャロウまつり】
ダム見学会、ステージショー、
ウォーキング大会、物産展

http://www.miwa-kankou.com

愛媛県

柳瀬ダム

平成30年11月4日

主催：
てらの・金砂湖畔広場感謝祭実行委員会
問い合わせ先：
四国中央市役所経済部観光交通課
TEL：0896－28-6187

【秋の感謝祭】
産直市、サイクリング

四国中央市観光協会
http://www.shikochu-kankou.jp/

愛媛県

石手川ダム

愛媛県

石手川ダム

平成30年11月11日

主催：
石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
TEL：０８９-９７７-００２１

【竹を使おうＤＡＹ！】
竹林の間伐体験，竹加工教室（予定）

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12月

主催：
石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会
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】
オシドリなどの冬鳥の観察、ダム見学(予定)

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8月１日～
12月28日

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

【石手川ダムフォトコンテスト】
フォトコンテスト、写真の展示

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

愛媛県

玉川ダム

主催：公益社団法人 今治地方観光協会
平成30年11月11日 問い合わせ先：今治地方観光協会
TEL：0898-22-0909

【第５回ツール・ド・玉川】
ダム周辺道路をコースの一部とする完走型の
サイクリング大会

第５回ツール・ド・玉川 今治地方観光協会
http://www.oideya.gr.jp/t-tamagawa/

高知県

中筋川ダム

平成30年10月27日
平成30年11月24日
平成30年12月22日

主催・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

【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

中筋川ダム

平成30年10月28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23回蛍湖まつり】
ダム見学会、防災環境教育ブース、
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

大渡ダム

平成30年9月30日

主催・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】
マラソン大会（大渡ダム貯水池周辺）

仁淀川町
http://kuishinbo-marathon.jp/

高知県

和食ダム

平成30年11月18日
（予定）

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2018】
和食ダム見学

芸西村
http://www.vill.geisei.kochi.jp

徳島県

長安口ダム

主催：スマート回廊地域創造事業実行委員会
平成30年4月～平成
（那賀町・徳島県企業局）
31年2月の毎月第四日
問い合わせ：
曜日（H30.4月は、第
徳島県企業局経営企画戦略課経営戦略担当
五日曜日予定）
TEL：088-621-3256

【スマート回廊カードラリー】
ダム見学、カードラリー、ツアーパス

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

香川県

田万ダム

主催：
かがわ・山なみ芸術祭2018AYAGAWA
実行委員会
平成30年11月3日～ 特定非営利活動法人かがわ・ものづくり学校
18日
問い合わせ先：
かがわ・山なみ芸術祭2018AYAGAWA
実行委員会事務局
TEL：080-8633-4313

【かがわ・山なみ芸術祭2018AYAGAWA】
芸術祭

かがわ・山なみ芸術祭2018 AYAGAWA
実行委員会事務局
http://www.monohouse.org/yamanam
i/

佐賀県

嘉瀬川ダム

主催：
富士しゃくなげ湖ハーフマラソン実行委員会
平成30年11月11日 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:080-8894-5010

ハーフマラソン
ジョギング

大会公式facebook
https://www.facebook.com/fujishaku
nageko.halfmarathon/

熊本県

竜門ダム

主催：石手川ダム活性化協議会
平成30年10月7日・8
問い合わせ先：石手川ダム活性化協議会
日
mail：ishite@stu.ehime-u.ac.jp

平成30年11月18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

【親子でダムで遊ぼう！学ぼう！ 】
流しそうめん、竹炊飯、キャンプ、宝探しゲーム

【竜門ダムウォーキング】
ダム湖周辺ウォーキング

－

－

－

10月から12月頃にかけて実施予定のイベント状況
見学ダム

熊本県

竜門ダム

福岡県

日向神ダム

平成30年10月8日

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

大杣公園祭

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年11月4日

主催及び問い合わせ：
八女市役所黒木支所産業経済課商工観光係
TEL：0943-42-1116

八女くろぎふるさと祭り

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年11月11日

主催及び問い合わせ：
八女市役所黒木支所総務課総務係
TEL：0943-42-1111

奥八女黒木ハ－フマラソン大会

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年11月18日

主催：笠原まつり実行委員会
問い合わせ：
八女市役所黒木支所産業経済課商工観光係
TEL：0943-42-1115

笠原まつり「だっでん祭」

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年11月18日

問い合わせ：
八女市役所矢部支所建設課産業観光係
TEL：0943-47-3111

もみじ祭り

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

日向神ダム

平成30年12月8日

主催及び問い合わせ：
八女市役所黒木支所産業経済課商工観光係
TEL：0943-42-1116

田代の風流

八女市役所
http://www.city.yame.fukuoka.jp

福岡県

五ケ山ダム

平成30年11月25日

主催及び問い合わせ：
一般社団法人 那珂川町体育協会
TEL:092-953-2112
平日AM8:30~PM5:00
（定休：毎月第三月曜日）

五ケ山クロスマラソン

那珂川町体育協会
http://www.mspo.jp/gokayamacross

大分県

大分川ダム

主催：ななせの里まつり実行委員会
平成30年11月4日予
問い合わせ先：野津原町商工会
定
TEL：０９７－５８８－０１０１

大分県

大分川ダム
玉来ダム
稲葉ダム

大分県

玉来ダム

佐賀県

中木庭ダム

熊本県

市房ダム

熊本県

市房ダム

開催時期

企画会社
問い合わせ先

都道府県

主催：龍門ふるさとまつり実行委員会
平成30年11月18日 問い合わせ先：竜門ダム管理支所
TEL：０９６８ー２７ー１１２０

主催：国土交通省 大分川ダム工事事務所
大分県 土木建築部
問い合わせ先
平成30年11月18日予 大分川ダム：大分川ダム工事事務所
定
玉来、稲葉ダム：大分県 河川課
TEL
大分川ダム：０９７－５３８－３３９１
大分県河川課：０９７－５０６－４５９６

平成30年11月
16～18日
予定

主催：NPO法人里山保全竹活用百人会
大分県竹田市
問合せ先：玉来ダム建設事務所
TEL：０９７４－６２－４１２３

主催：中木庭ダムフェスタ実行委員会
平成30年11月18日 問い合わせ先：のごみふれあい楽習館
TEL：０９５４－６２－３３７３

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

主催：水上村観光協会
平成30年11月25日 問い合わせ先：水上村観光協会
TEL：0966-46-0800

イベント内容
【龍門ふるさとまつり】
ダム見学、地域の野菜や穀物のセリ市や
弁当・総菜の販売

【ななせの里まつり】
大分川ダム：ダムツアー、ダム模型説明、
パネル展示、その他多数出展ブース有

WEBサイト

－

－

【大分県内3ダム同時見学ツアー】
大分川ダム：試験湛水状況見学
玉来ダム：施工中状況見学
稲葉ダム：監査廊内見学

大分川ダム工事事務所
http://www.qsr.mlit.go.jp/oitagawa/
大分県
http://www.pref.oita.jp/
（今後、両WEBへアップ予定）

【竹楽】※竹灯籠による町並みのライトアップ
広報活動（展示ブース出店）

大分県玉来ダム建設事務所
https://www.pref.oita.jp/site/876/
竹楽
https://www.city.taketa.oita.jp/tikurak
u/pdf/chirashi.pdf

【2018年晩秋の中木庭ダムフェスタinのごみ】
ダム内部・発電所見学、
中木庭ダム一周ウォーキング、
出し物(郷土芸能等)、木工教室、銘酒の試飲、
お楽しみ抽選会、特産品販売等

【市房湖でのカヌー学校】
カヌー体験

－

水上村観光協会http://mizukami.net/

【秋フェスタinみずかみ】
ダム湖内の親水公園で実施するイベント
水上村観光協会http://mizukami.net/
オールドカーフェスティバル・農林業祭り（予定）

