
1月から3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 WEBサイト

北海道 留萌ダム
平成31年2月下旬

（予定）

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

【ダムを灯す　雪灯り】
スノーキャンドル制作、ダム周辺散策

-

青森県 浅瀬石川ダム
平成3１年2月2日

～11日

主催：浅瀬石川ダム管理支所
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理支所
管理第一係
TEL：0172-54-8782

浅瀬石川ダムライトアップ
（「雪のふるさと2019」に併せて開催）

http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.ht
ml

青森県 津軽ダム
平成３１年2月2日

～17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
調査課
TEL：0172-85-3035

【津軽ダムライトアップ】
冬の津軽ダムライトアップを実施
（冬の乳穂ヶ滝氷祭に合わせて開催）

http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/

山形県 白川ダム 平成31年2月23日
主催:中津川むらづくり協議会
問合せ先：中津川雪祭り実行委員会事務局
TEL：0238-77-2020

【中津川雪祭り】
雪像展示、豊作祈願祭、雪中田植え、雪上宝探し、
雪上餅つき、雪上花火、スカイランタン、ヤハハエロ
（さいと焼き）、フォークダンス、白川ダム巨大滑り台

https://www.iimonda-nakatugawa.com/

山形県 寒河江ダム

平成31年2月22日
～24日

平成31年3月2日
～3日

主催：月山志津温泉雪旅籠の灯り実行委員会
問い合わせ先：月山朝日観光協会
TEL：0237-74-4119

【月山志津温泉雪旅籠の灯り】
四百年の時を経て三山行者が訪れた
昔の志津の街並みを雪で再現
雪旅籠、売店、アイスバー

http://www.gassan-
shizuonsen.net/yukihatago/

山形県 月山ダム 平成31年2月（予定）
主催：月山あさひ雪まつり実行委員会
問い合わせ先：鶴岡市朝日庁舎 建設産業課
TEL：0235-53-2111（代表）

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。

-

山形県 横川ダム
平成31年2月
（詳細未定）

主催：横川ダム水源地域ビジョン推進会
問い合わせ先：小国わかさぎ会

わかさぎ釣り体験
白い森おぐに湖でわかさぎ釣りを実施します。
釣り竿、仕掛け、エサ等は無料で貸し出しを
予定していますが、漁協権の購入が必要となります。

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents
/dam/yokokawa/index.html

埼玉県
二瀬ダム

（見学無し）
平成31年1月12日

～2月11日

主催：（一社）秩父観光協会大滝支部
問い合わせ先：（一社）秩父観光協会大滝支部
TEL：0494-55-0707

【大滝氷まつり】
「三十槌の氷柱」ライトアップ

https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_flower/1
403/

群馬県 薗原ダム
平成31年2月中旬

～3月末

主催：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

【２０１９老神温泉びっくりひなまつり】
薗原ダム上下流の南郷温泉、老神温泉等で
４５００体のひな人形を展示、
各種協賛各社によるイベントが期間中予定されています。

http://www.city.numata.gunma.jp/event/
tone/1006452.html

群馬県 藤原ダム 平成３１年３月

主催：みなかみ町
問い合わせ先：みなかみスノーフェスティバル
事務局（みなかみ町役場　観光商工課内）
ＴＥＬ：０２７８－２５－５０１７

【第18回　みなかみスノーフェスティバル】
歩くスキー&スノーシューで白銀の世界を歩こう http://www.enjoy-minakami.jp/

栃木県 渡良瀬遊水池 平成31年3月16日
主催：渡良瀬遊水池ヨシ焼き連絡会
問い合わせ先：　栃木市役所（遊水地課）
TEL：0282-62-0919

【ヨシ焼き】
ヨシ焼き見学

https://watarase.or.jp/

http://www.ktr.mlit.go.jp/tonejo/tonejo00
081.html

神奈川県 宮ヶ瀬ダム 平成31年1月13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

【新春　観光放流、ダム内部見学会】
観光放流、堤体内見学、その他
（類似イベント：H29年度森と湖に親しむ旬間の資料）
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/sagami_
00000042.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/

千葉県 矢那川ダム 平成31年1月1日
主催：木更津市・木更津市教育委員会
問い合せ先：木更津市市民部スポーツ振興課
TEL：0438-23-5319

【第４０回市民元旦マラソン】
1.0km、3.0km、5km、10km
参加申込み締切り平成29年12月8日
矢那川ダム周辺道路でのマラソン大会

http://www.city.kisarazu.lg.jp/news/detail
.12.71774.html

千葉県 高滝ダム 平成31年1月12日

主催：市原高滝湖マラソン実行委員会
問合わせ先：市原高滝湖
　　　　　　マラソン実行委員会事務局
TEL：0436-42-7712

「第45回市原高滝湖マラソン」
高滝湖畔周回コース　2.5km/5km/10km/ハーフマラソン

http://takataki.ichispo.com/

新潟県 大石ダム 平成30年2月9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
TEL： 0254-64-2170

第１４回おおいし・どもんこ祭り
関川村の冬の代表イベント。どもんことは、
大きな「かまくら」のこと。
子供と一緒にどもんこを作ったり、スノーモービル体験や
かんじきでの散策などイベント盛りだくさん。
餅つき大会や、抽選会も予定しています。

http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents
/dam/ooishi/index.html
※開催案内のチラシは、間近になりましたら
WEBに
アップする予定です。

岐阜県 新丸山ダム
平成31年2月

～3月上旬

主催：新丸山ダム工事事務所
問い合わせ先：新丸山ダム工事事務所調査課
TEL：0574-43-4173

新丸山ダム転流工「記念石」スタンプラリー
http://www.cbr.mlit.go.jp/shinmaru/index.
html

静岡県 長島ダム
平成31年3月2日

（予定）

主催：大井川長島ダム流域連携協議会
問い合わせ先：川根本町観光商工課
TEL：0547-58-7077

【植栽イベント】
植栽活動、ダム見学

https://www.town.kawanehon.shizuoka.j
p
（予定）

京都府 高山ダム 平成31年3月23日

主催：相楽東部「ひと・企業」誘致促進協議会
企画会社：現在選定中
問い合わせ先：現在選定中の企画会社
TEL：現在選定中の企画会社

【相楽東部ネイチャースポーツフェスタ（仮）】
ダム湖面においてカヌ・スタンドアップパドルボート・
Ｅボートの体験イベントを実施する。
また、周辺地域で食べ物ブース・ドローン体験等を
実施する。

-

兵庫県 引原ダム
平成31年３月下旬
～4月上旬（予定）

問い合わせ先：兵庫県光都土木事務所
ダム管理課　TEL：0791-58-2100
引原ダム管理所　TEL：0790-73-0436

融雪観光放流
JFGゲートからの放流、夜間ライトアップ

-

鳥取県 殿ダム 平成31年2月17日
主催：殿ダム周辺広場指定管理者
問い合わせ先：殿ダム交流館
TEL：0857-77-4607

【第４回殿ダム雪まつり】
創作雪だるま、キックターゲット、そり遊び、
ビンゴ大会、等々

https://www.facebook.com/tottori.tonod
amu/?__xts__%5B0%5D=68.ARClWSlvJ-
qWfUy5AHV5xXEL1lTF-
SAqYHymZ4AzSNgtRJ66czk7sjnnyLis6
a_L7sbw2I0HAEduuER9k1sU0VYND5M
F0zrp-
Accok3xa09AFyQDzj3XjD4nmEzZihZ6
mOilASOQBrMJ&__tn__=-UK-R
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広島県 土師ダム 平成31年3月3日

主催：桜守プロジェクト
問い合わせ先：桜守プロジェクト事務局
　　　　　　　（はじまる館）
TEL：0826-52-28１1

桜守プロジェクト
土師ダム（八千代湖）周辺の清掃作業や、
桜の台帳作成を行い、桜を守る活動

http://www.cgr.mlit.go.jp/haji/

広島県 灰塚ダム 平成30年２月～３月
主催：里山を楽しむ町イベント実行委員会
問い合わせ先：庄原市観光協会
TEL：0824-75-0173

【節分草祭】
総領町（灰塚ダム貯水池上流端）にある日本有数の
自生地の公開、山野草写真コンテスト、フリーマーケット

-

愛媛県 石手川ダム 平成30年2月
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】
フォトコンテストの応募写真の展示

http://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam

高知県 中筋川ダム
平成31年1月26日
平成31年2月23日
平成31年3月23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
※11月19日～1月31日：設備点検のため、
噴水、洗浄放水は休止

http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/

徳島県 長安口ダム
平成30年4月～
平成31年2月
毎月第四日曜日

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）
問い合わせ：徳島県企業局
経営企画戦略課経営戦略担当
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

https://tokushima.mypl.net/article/smartk
airo_tokushima

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成31年3月3日
主催：NPO法人嘉瀬川交流軸
問い合わせ先：さが水ものがたり館
TEL：0952-62-1277

【嘉瀬川ダム感謝祭】
　神事、伝統芸能による奉納、炊き出し等

-

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成31年3月3日
主催：水源地域連携・活性化促進協議会
問い合わせ先：佐賀市企画政策課
TEL：0952-40-7043

【上下流交流会】
　ダム見学、カヌー・ボート体験会、カヌー・
ボートマッチレース等

-

熊本県 竜門ダム 平成３１年３月下旬
問い合わせ先：竜門ダム管理支所
TEL：0968-27-1120

【ダムライトアップ】
・通年開催されている菊池桜マラソンの開催とあわせて
期間限定でダムのライトアップを実施。

http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

熊本県 緑川ダム 平成31年1月1日
主催：美里町
問い合わせ先：美里町教育委員会
ＴＥＬ：0964-46-2038

「美里町新春霊台橋マラソン大会」
新春にふさわしく、家庭の“ふれあい”と
地域仲間の連帯性を深めることを目的として、
クラス別に行われる緑川ダム湖を中心とした
マラソン大会です。

http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/

熊本県 緑川ダム 平成31年1月13日
主催：美里町
問い合わせ先：美里町林務観光課
ＴＥＬ：0964-47-1111

「みどりかわ湖どんど祭り」
緑川ダムイベント広場（脇ダム）で開催される、
日本最大級のどんどやを目指して始めたイベントです。
流木や孟宗竹などを組んだ４基のやぐらを
設置し点火します。

http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/

熊本県 緑川ダム 平成３１年３月下旬
主催：美里町
問い合わせ先：美里町林務観光課
ＴＥＬ：0964-47-1111

「さくら健康フェスタ」
緑川ダム湖の周りを自分のペースに合わせ
ウォーキング又はジョギング。

http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/

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

【市房湖でカヌーの学校】
カヌー体験 http://www.vill.mizukami.lg.jp

熊本県 市房ダム 平成31年３月中旬
主催：水上村観光協会・水上村
問い合わせ先：水上村観光協会
TEL：０９６６－４６－０８００

【第４８回湯山温泉桜まつり】
花火大会、木ん馬レース、抽選会等ステージイベント

http://mizukami.net/

大分県 大山ダム
平成31年2月16日

～3月17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】
ダム堤体のライトアップ（17時30分～21時）

http://www.water.go.jp/chikugo/oyama/i
ndex.html


