
4月から6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 二風谷ダム
2019年5月

予定

主催：二風谷ダム流域治山・治水連絡協議会
　　　公益財団法人アイヌ文化振興・
　　　研究推進機構
問い合わせ先：二風谷ダム管理所管理係
TEL：01457-2-3481

【にぶたに湖周辺自然観察会・春
（同時開催：キナアカラ体験（山菜採り）交流事業）】
伝統的作法、山菜採取体験、伝統料理試食会

－

北海道 忠別ダム 2019年6月9日

主催：キトウシサイクリング実行委員会
問い合わせ先：株式会社東川振興公社内
　　　　　　　キトウシサイクリング実行委員会
TEL：0166-82-2228

【第２回キトウシ国際サイクリング】
大雪山連峰のふもと「写真の町」東川町で
サイクリングを楽しみながら、交通ルールとマナーを
守り、健康増進を目的に忠別湖を経由するコースなど
３コース（63km,48km,24km）をサイクリング。
定員５００名

(株)東川振興公社キトウシ森林公園家族旅行村
http://www.kazokuryokoumura.jp/

青森県 浅瀬石川ダム
2019年4月26日

～27日
（予定）

主催：浅瀬石川ダム管理支所
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
　　　　　　　浅瀬石川ダム管理支所
TEL:０１７２－５４－８７８２

クレストゲートからの放流。
岩木川ダム統合管理事務所
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J72
401/index.html

青森県 浅瀬石川ダム
2019年4月26日

～27日
（予定）

主催：浅瀬石川ダム管理支所
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
　　　　　　　浅瀬石川ダム管理支所
TEL:０１７２－５４－８７８２

浅瀬石川ダムライトアップを実施
岩木川ダム統合管理事務所
http://www1a.thr.mlit.go.jp/Bumon/J72
402/index.html

青森県 津軽ダム 2019年5月8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
TEL：0172－８５－３０３５

【津軽ダムレッドライトアップ】
ダムレッド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 玉川ダム 2019年5月中旬
主催：玉川ダム管理所
問い合わせ先：玉川ダム管理所
TEL：0187-49-2170

【みちのく桜放流　in　玉川ダム】
玉川ダムでは、例年4月末から5月上旬にかけて
雪解け水が流れ込んでくる時期にダム湖の水位を
維持するため、ダムからの放流を実施します。
5月中旬頃には桜とともにダム放流を
お楽しみいただけます。

玉川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

秋田県 成瀬ダム 2019年6月下旬
共催：成瀬ダム工事事務所、東成瀬村
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】
ダム建設現場内での特別見学を東成瀬村で行われる
イベントにあわせて開催します。

成瀬ダム工事事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/

岩手県 御所ダム
2019年4月20日

～21日

主催：御所湖inしずくいし桜まつり実行委員会
問い合わせ先：雫石商工会
TEL：019-692-3321

【御所湖inしずくいし桜まつり】
・唄のステージショー
・雫石商工会女性部による踊り
・チャグチャグ馬コ写真撮影会
・桜並木ライトアップ

雫石商工会
http://www．
Shokokai.com/shizukuishi/index.html

岩手県 湯田ダム
2019年4月20日

～21日

共催：北上川ダム統合管理事務所湯田ダム管理支
所、西和賀町、西和賀町観光協会、（株）西和賀
産業公社、企業局、東北自然エネルギー（株）
問い合わせ先：湯田ダム管理支所、西和賀町、
西和賀町観光協会
TEL:0197-74-2011 , 0197-82-3290 ,
0197-81-1135

【錦秋湖スプリング放流inにしわが2019】
クレストゲート点検放流、ダム見学、取水塔見学等

平成30年度　実施状況
北上川ダム統合管理事務所
https://www.facebook.com/kitakato.thr.
mlit/videos/2036270823094844/?typ
e=3&theater

岩手県 田瀬ダム
2019年4月21日

（予定）

主催：田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会実行委員会
問合せ先：田瀬ダム水源地域ビジョン推進協議会
TEL：0198-44－5211

【第７回　田瀬湖一斉清掃＆ごみ川柳大会(予定)】
田瀬湖周辺においてゴミ拾いを行う他、
ごみをテーマとした川柳大会を開催

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

岩手県 御所ダム 2019年4月27日

主催：雫石園地ウォーキング＆ミニマラソン大会
実行委員会
問い合わせ先：実行委員会
TEL：080-5551-9611
TEL：090-2365-7137

【雫石園地ウォークラリー】
コース　野菊公園→野菊通り散策路→雫石川園地
参加費　大人1000円　小中学生500円

雫石町
http://www．Town.shizukuishi.iwate.jp/

岩手県 四十四田ダム 2019年4月29日

主催：四十四田ダムさくらまつり実行委員会
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所管理第
二課
TEL：０１９-６４３-７９７２

【四十四田ダムさくらまつり】
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、
フリーマーケット

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

岩手県 田瀬ダム 2019年6月23日
主催：東北馬力大会馬の里遠野大会実行委員会
問い合わせ先：遠野市役所産業振興部商工観光課
TEL：0198－62－2111

【第4３回東北馬力大会馬の里遠野大会】
田瀬湖上流の柏木平地区にて、
直線１５０ｍのコースを人馬一体となって疾走し
技量を競う馬力大会を開催

遠野市観光協会
http://www.tonojikan.jp/event/0626-2/

山形県 荒沢ダム 2019年5月26日

主催：第34回タキタロウまつり実行委員会
問合せ先：山形県鶴岡市朝日庁舎産業課・
総務企画課
TEL：０２３５-５３-２１１１
共催：山形県庄内総合支庁建設部荒沢ダム管理課
TEL：０２３５-５５-２０２１

【第34回タキタロウまつり】
（主会場）魚のつかみどり、カヌー・
ダッキースクール・ボート遊び、ツリークライミング、
スラックライン体験、森のおんがくかい、
森のクラフトコーナー、地元語り部によるお話し会、
寿岡発電所見学会、展示コーナー、パン焼き体験、
山菜直売・朝日地域特産品販売
（荒沢ダム）ダム施設見学（管理用トンネル探検）、
資料室開放、ダム湖（荒沢湖）水域及び周辺の開放

山形県鶴岡市朝日庁舎産業課
http://www.tsuruokakanko.com/cate/p
0441.html

山形県 月山ダム
2019年5月下旬

（予定）

主催：タキタロウまつり実行委員会
　　　（事務局：鶴岡市朝日庁舎産業課・
　　　　総務企画課内）
問い合わせ先：TEL0235-53-2111（代表）

魚の掴みどり、カヌー体験、木工クラフト体験、など －

宮城県 釜房ダム
2019年4月中旬

～5月上旬
主催・問い合わせ先：釜房ダム管理所
TEL：0224-84-2171

鯉のぼり掲揚
釜房ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/

宮城県 鳴子ダム
2019年5月2日
～5日（予定）

主催：すだれ放流実行委員会
問い合わせ先：鳴子ダム管理所
ＴＥＬ：０２２９－８２－２３４１

【鳴子ダムすだれ放流】５月２日～５日
2日オープニングセレモニー

鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/

宮城県
鳴瀬川総合開発
(筒砂子ダム)

2019年5月26日

主催：加美町・尾花沢市
事務局：加美町観光まちづくり協会
問い合わせ先：加美町観光まちづくり協会
TEL：0229-63-8008

【「宮城・山形「絆」ツール・ド・３４７」】
筒砂子ダム建設予定地の、国道347号沿いの加美町、
尾花沢市の自然やグルメを楽しめる
サイクリングイベント。

加美町観光まちづくり協会
http://www.k-tap.org/event/

群馬県

矢木沢ダム
奈良俣ダム
下久保ダム
草木ダム

2019年4月1日
～6月30日

群馬プレディスティネーションキャンペーン
特別企画

問い合わせ先：
独立行政法人水資源機構
　沼田総合管理所　TEL0278-24-5711
　下久保ダム管理所　TEL0274-52-2746
　草木ダム管理所　TEL0277-97-2131

【キャンペーン期間中に記念ダムカードの配布】
　水資源機構が管理する群馬県内のダムで、
特別なダムカードを配布します.
　なお、配布時間や土日祝日の配布については
各ダムにより異なります。

沼田総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/numata/

下久保ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/simokubo
/

草木ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/kusaki/



4月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況

群馬県 草木ダム
2019年4月6日

～7日

主催：わたらせ渓谷鐵道（株）、
神戸駅花桃まつり実行委員会
後援：わたらせ渓谷鉄道連絡協議会、桐生市、
みどり市、日光市
協力：わたらせ渓谷鐵道市民協議会ほか
お問い合わせ先：わたらせ渓谷鐵道(株)
問い合わせ先：同上
TEL：0277-73-2110

【同時開催】
・ダム見学(毎日12時～15時）
（予約不要でダム中央エレベータにてダム直下に案内）

【第１５回神戸（ごうど）駅花桃まつり】
・軌道自転車「レールスター」体験乗車
・ミニトレイン体験乗車
・わ鐵のわっしーも来るよ！
・呈茶
・尺八と三味線、オカリナ、和太鼓の各演奏（6日）
・マジック、アコーディオン演奏（7日）
上記は無料
・お子様向けのイベント
・鉄道グッズ販売、模擬店

草木ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/kusaki/

わたらせ渓谷鐵道（株）
https://www.watetsu.com/

群馬県 草木ダム
2019年4月13日

～14日

主催：花桃の里づくり実行委員会、
大畑しだれ桃の会
協力：みどり市
問い合わせ先：みどり市観光課
　　TEL：0277-76-1270　又は
　東町地域づくり協議会（みどり市東支所内）
　　TEL：0277-76-2124

【同時開催】
・ダム見学(毎日12時～15時）
（予約不要でダム中央エレベータにてダム直下に案内）

【小夜戸（さやど）・大畑（おおはた）花桃まつり】
・花桃植樹体験（両日で150本会場周辺）
・あかがね太鼓による演奏（13日）
・イトーブラザーズによるコンサートなど（14日）

草木ダム管理所
http://www.water.go.jp/kanto/kusaki/

みどり市観光ガイド
https://www.city.midori.gunma.jp/www/
contents/1000000001029/index.html

群馬県 八ッ場ダム
2019年4月29日

主催：八ッ場ふるさとエコツアー実行委員会/
林地区八ッ場ダム対策委員会
問い合わせ先：道の駅八ッ場ふるさと館
ＴＥＬ：0279-83-8088

【吾妻渓谷八ッ場エコツアー】
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

道の駅八ッ場ふるさと館
http://yambamichinoeki.com/

群馬県 藤原ダム 2019年5月上旬

主催：藤原桜の里実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町観光商工課
TEL：0278-62-5017
みなかみ町観光協会
TEL：0278-62-0401

【みなかみ藤原桜の里まつり】
毎年少しずつ桜を植えて現在では1200本以上の桜が
植えられています。
 桜コンサート、ぜひお楽しみください。

みなかみ藤原桜の里まつり
http://sakurafest.com/

群馬県
藤原ダム

矢木沢ダム
奈良俣ダム

2019年5月11日
～12日

問い合わせ先：
（一社）みなかみ町観光協会
　TEL：0278-62-0401
国土交通省　利根川ダム統合管理事務所　管理課
TEL：027-251-2021
水資源機構　沼田総合管理所　管理課
TEL：0278-22-5711

【２０１９年みなかみ３ダム春の点検大放流】
みなかみ町の奥利根地域にある、３つのダム
（藤原・矢木沢・奈良俣ダム）では、年に一度、
洪水期を迎える前にダムの放流設備が安全に
作動するか確認するため「点検放流」が行われます。
普段見られない場所の見学や地域イベントも
予定されておりますので、皆さんお楽しみに！

（一社）みなかみ町観光協会
http://www.enjoy-minakami.jp/
国土交通省利根川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/
水資源機構沼田総合管理所
http://www.water.go.jp/kanto/numata/

群馬県 薗原ダム
2019年5月18日

～19日

主催：薗原ダム水源地域ビジョン実行委員会
問い合わせ先：
老神温泉観光協会
TEL：０２７８-３６-３０１３
利根川ダム統合管理事務所管理課
TEL：０２７-２５１-２０２１

【薗原湖堰堤まつり２０１９】
前夜プレミアムイベントを含めて地域色豊かな
プログラムを企画中です。前夜祭では、宮島咲さんを
お迎えします。前回好評頂いた特性皿付きダムカレーも
登場します。

老神温泉旅館組合
http://www.oigami.net/cal.html
利根川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.go..jp/tonedamu/

群馬県 相俣ダム
2019年5月25日

～26日

主催：猿ヶ京温泉観光情報協会
問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL:027８－２５－４７７７

【赤谷湖Eボート大会２０１９】
5月2５日　土曜日　【自然満喫レース】
5月2６日　日曜日　【スプリントレース】
毎年５月最終の土日、赤谷湖でEボート大会が盛大に
開催されます。
県内外から約３００人が集い、２日間で自然満喫レー
ス、
スプリントレースを競います。
お昼は会場にてバーベキューを楽しんだり、
各種イベントもたくさん！

猿ヶ京温泉観光情報協会
https://sarugakyo-navi.jp/event/e-boat

群馬県 相俣ダム
2019年5月下旬

～5月末

主催：猿ヶ京温泉観光情報協会
問い合わせ先：猿ヶ京温泉観光情報協会
TEL:027８－２５－４７７７

【赤谷湖新緑そよ風鯉のぼり 】
　毎年４月後半〜５月末まで赤谷湖上を鯉のぼりが
元気に泳ぎます。
　使われなくなった鯉のぼりを有志で集め、
再利用しており湖の湖面を泳ぐ姿は毎年の観光名物と
なっております。
　湖、桜、鯉のぼり、新緑、カヤック・・・の見事な
競演をお楽しみください。

猿ヶ京温泉情報協会
https://sarugakyo-
navi.jp/event/koinobori

群馬県
埼玉県

下久保ダム 2019年6月30日

主催：下久保ダム管理所、神流川流域きらり☆に
ぎわい観光会議
問い合わせ先：下久保ダム管理所
TEL：０２７４－５２－２７４６

【下久保ダム放流設備点検】
ダム見学、点検放流

－

埼玉県 権現堂調節池 2019年4月3日

主催：幸手市及び五霞町合同祝賀花火大会
推進協議会
問い合わせ先：幸手市役所政策課
TEL：0480-43-1111（内線242）
問い合わせ先：五霞町役場政策財務課
TEL：0280-84-1111（内線220）

【幸手市・五霞町合同祝賀花火大会 in 権現堂】
権現堂調節池を会場とし、下記を記念した花火大会
幸手市：幸手駅橋上駅舎東西自由通路完成記念
　　　　第27回全国さくらサミット開催記念
五霞町：五霞誕生130周年記念

幸手市役所WEBサイト
https://www.city.satte.lg.jp/sitetop/life_ci
tyadmin/event_recruit/5869.html

五霞町役場WEBサイト
https://www.town.goka.lg.jp/page/page
002643.html

埼玉県 浦山ダム 2019年4月14日

主催：秩父いってんべぇウオーキング2Days実
行委員会事務局（秩父市観光課内）
問い合わせ先：秩父市観光課
TEL：0494-25-5209

【第１５回いってんべえウォーク】
「荒川しだれ桜・浦山ダム内部見学」コースとして、
浦山ダム堤内見学及び事業概要説明を行います。

秩父いってんべぇウオーキング2Days実行委
員会事務局（秩父市観光課内）
https://navi.city.chichibu.lg.jp/p_walk/59
7/

埼玉県 浦山ダム 2019年4月21日
主催・問い合わせ先：秩父商業青年者研究会
進撃の浦山ダム実行委員会
WEBサイトより確認・問い合わせ

【進撃の浦山ダム～第九章～（痛車・コスプレイベン
ト】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自慢
の痛車が浦山ダムに集結。アニメキャラクターに
扮したコスプレイヤーと痛車との撮影会などを
予定しています。

秩父商業青年者研究会　進撃の浦山ダム実行
委員会
https://www.chichibu.events/2019/02/
4715/

栃木県 渡良瀬遊水池
2019年4月5日

～7日

主催：渡良瀬バルーンレース実行委員会
問い合わせ先：栃木市産業振興部藤岡産業振興課
TEL：０２８２－６２－０９０７

【栃木市・渡良瀬バルーンレース２０１９】
熱気球ホンダグランプリシリーズの開幕戦
ステージイベント、係留体験など様々な催しがありま
す。

https://www.city.tochigi.lg.jp/soshiki/66/
2622.html

栃木県 渡良瀬遊水池 2019年4月13日
主催：利根川上流河川利用者協議会
問い合わせ先：利根川上流河川事務所　管理課
TEL：０４８０－５２－３９５７

【渡良瀬遊水地クリーン作戦】
渡良瀬遊水地のゴミ拾い

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

栃木県 渡良瀬遊水池 2019年4月14日

主催：おやま思川ざくらマラソン大会実行委員会
問い合わせ先：小山市教育委員会　生涯スポーツ
課
TEL：０２８５－２１－２６９５

【おやま思川ざくらマラソン大会】
5km、フルマラソン　フルマラソンが小山総合公園か
ら
堤防上を通り、谷中湖で折り返し

http://omoigawa-zakuramarathon.com

千葉県 亀山ダム 2019年5月3日
問い合わせ先：亀山・片倉ダム管理事務所
TEL：0439-39-2400

[亀山ダム特別放流]
観光放流及び施設内見学を2回実施予定

亀山・片倉ダム管理事務所
https://www.pref.chiba.lg.jp/d-
kameyama/event.html
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神奈川
県

城山ダム 2019年4月14日
主催：神奈川県企業庁相模川水系ダム管理事務所
問い合わせ先：相模川水系ダム管理事務所管理課
TEL：042-782-2831

地元が開催する「第22回津久井湖さくらまつり」に
参画することで、水源地域の振興に大きく寄与するもの

ＤＶＤ上映、情報管理室見学、ダム施設見学
（120名予定）

http://www.pref.kanagawa.jp/docs/bi2/
evt/0414shiroyamadamu.html

神奈川
県

宮ヶ瀬ダム
2019年4月6日

～14日

問い合わせ：宮ケ瀬水の郷観光協同組合
TEL： 046-288-1223
FAX：046-205-3777
清川村産業観光課
TEL：046-288-3864
FAX：046-288-1909

【宮ヶ瀬さくらまつり】
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。

http://www.miyagase.com/sakura.html
https://www.town.kiyokawa.kanagawa.j
p/Sightseeing/event/miyagasekohanenc
hi/718.html

神奈川
県

宮ヶ瀬ダム 2019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

【あいかわ公園つつじまつり】
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。

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

富山県 宇奈月ダム 2019年4月13日
主催：スパマラソンうなづき事務局
問い合わせ先：主催と同じ
ＴEL：0765-62-1202

【ＳＰＡマラソンｉｎうなづき】
宇奈月温泉街周辺及び宇奈月ダム天端をコースとした
マラソン

http://spamara.jugem.jp/

新潟県 三国川ダム
2019年4月下旬
～11月下旬予定

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.ht
ml

新潟県 三国川ダム
2019年5月中旬
～6月上旬予定

主催：新緑ウォーク実行委員
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

【しゃくなげ湖畔新緑ウォーク】
　ダム湖周辺の散策

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

新潟県 三国川ダム
2019年5月中旬
～6月上旬予定

主催：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL　０２５－７７４－２２００
FAX　０２５ー７７４－３０７６

【花植えボランティア】
　プランターの花植え

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

長野県 大町ダム
2019年4月25日

～6月16日

主催：長野県・松本市・大町市・塩尻市・安曇野
市・公益財団法人都市緑化機構
問い合わせ先：第36回全国都市緑化信州フェア
実行委員会事務局
TEL：０２６３－８８－１１８１

【信州花フェスタ2019】
ダム周辺の景色を散策

https://shinshu-hanafesta2019.jp/gs-
spot/%e5%a4%a7%e7%94%ba%e3%8
3%80%e3%83%a0

長野県 味噌川ダム 2019年6月30日

主催：やぶはら高原イベント実行委員会
お問合せ
やぶはら高原イベント実行委員会事務局
（木祖村役場商工観光課内）
ＴＥＬ：0264-36-2766
ＦＡＸ：0264-36-3344
Ｅ－mail：yabuhara-event@kisomura.com

【第３２回やぶはら高原はくさいマラソン大会】
木曽川の源流の里　木祖村で行われるマラソン大会
ハーフ、１０ｋｍ（陸連公認コース）、５ｋｍに加え
３ｋｍのファミリー・ペア部門の計４種目２８部門で
開催します。
今大会限定の記念Ｔシャツや木祖村生誕１３０周年に
ちなんだ特別賞などをご用意し、ランナーの皆様と
一緒に木祖村生誕１３０周年を盛り上げます！
また大会の行われる６月は白菜の収穫時期で、
ハーフコースおよび３ｋｍコースは白菜畑のど真ん中
を、
ハーフ・１０ｋｍコースは味噌川ダムの湖畔、
天端道路を走るコースとなっています。

やぶはら高原イベント実行委員会
http://yabuhara-half.jp/

愛知県 矢作ダム 2019年6月1日
主催：矢作水源フォレストランド協議会
問い合わせ先（事務局）：矢作ダム管理所
TEL：０５６５－６８－２３２１

【奥矢作森林フェスティバル】
矢作ダム見学、魚つかみ取り体験、物産展等を予定

今後WEBサイトに掲載予定

岐阜県 徳山ダム
2019年5月3日

～4日

主催：揖斐川町
協力：徳山ダム管理所
問合せ先：水源地域ビジョン推進事務所
ＴＥＬ：０５８５－５２－０１６６

徳山ダム観光放流
徳山ダムの洪水吐きからの点検放流の様子を
ご覧いただけます。午前10時～午後3時迄の間、
30分毎徳山ダムへは、手前約４ｋｍにある藤橋城、
又はダム上流約４ｋｍにある徳山会館から運行する
シャトルバス（有料）に乗車して来訪いただきます。

揖斐川町水源地域ビジョン推進事務所
http://www.town.ibigawa.lg.jp/

徳山ダム管理所
https://www.water.go.jp/chubu/tokuya
ma/index.html

岐阜県 徳山ダム
2019年5月8日、

15日

主催：揖斐川町、徳山ダム管理所
問合せ先：揖斐川町徳山会館（担当：中村）
ＴＥＬ：０５８５－５２－００３３

徳山湖自然風景写真撮影会
徳山湖周辺の美しい自然風景を船に乗船して
撮影いただけます。
（事前申込みが必要です。定員先着６０名迄）

揖斐川町商工観光課
http://www.town.ibigawa.lg.jp/

岐阜県 徳山ダム
2019年5月26日
6月9日、23日

主催：揖斐川町
問合せ先：水源地域ビジョン推進事務所
ＴＥＬ：０５８５－５２－０１６６

徳山湖自然環境観察会
徳山湖周辺の美しい自然環境を観察し、ダム湖に沈んだ
旧徳山村の歴史や文化などが紹介される船を一日２便運
航します。

揖斐川町水源地域ビジョン推進事務所
http://www.town.ibigawa.lg.jp/

徳山ダム管理所
https://www.water.go.jp/chubu/tokuya
ma/index.html

三重県 君ヶ野ダム 2019年4月7日
主催：君ヶ野ダム公園桜まつり実行委員会
問い合わせ先：同上
TEL：059-262-3014

【君ヶ野ダム公園桜まつり】
ステージショー

http://www.tsukanko.jp/event/362/

三重県 比奈知ダム ゴールデンウィーク
問い合わせ先：比奈知ダム管理所
TEL：０５９５－６８－７１１１

鯉のぼりの掲揚 －

三重県 蓮ダム
2019年5月中旬

（予定）

主催：蓮ダム水源地域ビジョン推進会議実行委員
会
問い合わせ先：蓮ダム管理所
ＴＥＬ：０５９８-４５－０３７１

【春の山歩き】
蓮ダム流域内の山歩きを予定

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

福井県 足羽川ダム
2019年4月以降

（予定）
問い合わせ先：足羽川ダム工事事務所調査設計課
TEL：０７７６ー２７－０６４２(代表）

ダム見学
足羽川ダム工事事務所
https://www.kkr.mlit.go.jp/asuwa/

京都府 大野ダム
2019年4月6日

～14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３４回大野ダムさくら祭り】
花火打ち上げ、じゃんけん大会、太鼓披露、吹奏楽演
奏、ふるさと鍋ふるまい、特産品販売　ほか

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

京都府 日吉ダム 2019年7月頃
主催、問い合わせ先：天若湖アートプロジェクト
実行委員会

【天若湖アートプロジェクト２０１９】
ダム湖に沈んだ５つの村の広がりをあかりで蘇る、
全長４㎞にわたる巨大なインスタレーションです。

天若湖アートプロジェクト実行委員会
https://www.facebook.com/Amawakako
ArtProject

大阪府 狭山池ダム
2019年3月下旬

～4月上旬

主催：桜まつり実行委員会
問い合わせ先：同上（大阪狭山市商工会館内）
TEL：072-365-3194

【狭山池桜まつり】
桜のライトアップ

－

大阪府 狭山池ダム
2019年4月27日

～28日

主催：狭山池まつり実行委員会
問い合わせ先：同上（大阪狭山市商工会館内）
TEL：072-360-3805

【狭山池まつり】
手漕ぎボート、ガレージセール、竜神舞台、
池の周りをロウソクの灯で囲み池の誕生を祝う灯火輪

－
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和歌山
県

七川ダム 2019年3月31日
主催：桜まつり実行委員会
問い合わせ先：古座川町観光協会
TEL：０７３５-７２-０１８０

【桜まつり】場所：七川ダム湖畔
餅まき・菓子まき、物産販売、その他イベント多数
その他（提灯点灯 3月2２日～4月７日 毎日18時～21
時 ただし雨天時除く）

古座川町観光協会
https://www.facebook.com/kozagawak
anko

島根県 尾原ダム 2019年4月13日

主催：奥出雲ウルトラおろち100km遠足
実行委員会
問い合わせ先：奥出雲町役場　商工観光課
TEL：０８５４－５４－２５０４

【第５回奥出雲ウルトラおろち100km遠足
（とおあし）】
60km、100kmのコースを午前５時
（60km：午前11時）から午後９時までの間に
走破した参加者に完走証が授与される。

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/
enjoy-dam/dam-obara/index.html

島根県 山佐ダム 2019年4月14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　やまびこ桜杯
グラウンドゴルフ大会

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

島根県 尾原ダム 2019年4月21日

主催：さくらおろち湖トレイルランニングレース
実行委員会
問い合わせ先：さくらおろち湖トレイルランニン
グ実行委員会

【第７回トレイルランニングレース】
15km、27kmの道なき道を走破する過酷なレース。

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/
enjoy-dam/dam-obara/index.html

島根県 尾原ダム 2019年4月22日
主催：第８回さくらおろち湖お花見レガッタ
問い合わせ先：斐伊川さくらボート協会
TEL：０９０－８０６５－７０１７

【第８回さくらおろち湖お花見レガッタ】
雲南男子の部、雲南女子の部、一般男子の部、
一般女子の部、シニアの部、ミックスの部で
約400mのコースで実施する競技。

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/
enjoy-dam/dam-obara/index.html

島根県 志津見ダム
2019年5月3日
～5日（予定）

主催：有限会社　志津の里
TEL：0854-73-0088

【新緑祭】
杵つき餅・炭火焼き やまめの塩焼き等の屋外販売。

－

島根県 尾原ダム 2019年5月12日

主催：さくらおろち湖ウォーク大会実行委員会
問い合わせ先：さくらおろち湖ウォーク大会
実行委員会
TEL：０８５４－４８－９０５０

【第７回さくらおろち湖ウォーク大会】
5.4km、12.5km、20.0kmのコースを周辺の名所を
見ながら歩きます。

尾原ダム管理支所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/
enjoy-dam/dam-obara/index.html

島根県 山佐ダム 2019年6月2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１２回　山佐ダムやまびこ　　グランドゴルフ大会 http://www.yamabiko-yamasa.jp/

島根県 志津見ダム 2019年6月9日
主催：第２８回　東三瓶ポピー祭実行委員会
TEL：0854-76-2864
　　（飯南町役場　地域振興課）

【第２８回東三瓶ポピー祭】
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）

－

広島県 椋梨ダム
2019年4月6日

（荒天の場合7日）

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

【第５回白竜湖花火inだいわ】
広島で一番早い花火大会が今年も開催されます。例年の
音楽と合わせた花火のほか全国有名花火師10社の花火
の打ち上げもあります。また，お昼12時から地元有志
による露店が開かれます。

－

広島県 温井ダム
2019年4月15日

～6月2日
問い合わせ先：温井ダム管理所
TEL：0826-22-1501

【水位低下放流】
　平　　　日：１日１回　午後２時から約１５分
　休日・祝日：１日３回　午前１１時から約１０分
　　　　　　　　　　　　午後１時から約１０分
　　　　　　　　　　　　午後３時から約１０分

温井ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/index.ht
m

広島県 温井ダム 2019年4月22日
主催：温井ネットワーク協議会
問い合わせ先：安芸太田町商工観光課
TEL：0826-28-1961

【第11回自然観察&春の山菜を食す会】
自然観察、ダム放流見学、交流昼食会、小物作り

※現時点未掲載
あき太田ナビ
http://www.akioota-navi.jp/

広島県 温井ダム
2019年6月29日

～30日

主催：龍姫湖アクアスロン実行委員会
問い合わせ先：龍姫湖アクアスロン事務局
TEL：090-4801-0481

【2019龍姫湖ｱｸｱｽﾛﾝ･ｵｰﾌﾟﾝｳｫｰﾀｰｽｲﾑin温井ﾀﾞﾑ】
6月29日(土)パドラーズ(パドルを使った競技)
6月30日(日)水泳競技
　アクアスロン　スイム（1.5km）、ラン（11km）
　オープンウォータスイム　1.5km、3.0km

※H31.3.1更新予定
龍姫湖アクアスロン実行委員会
http://ryukiaqua.com/

香川県 前山ダム 2019年4月14日
主催：前山地区いきいき事業協議会
問い合わせ先：道の駅「ながお」
TEL：０８７９－５２－１０２２

道の駅ながおさくらまつり
前山ダム周辺での花見、産直市販売、ミニ88ヶ所巡拝
ウォークなど

さぬき市観光協会
http://sanuki-kanko.jp

徳島県 長安口ダム

2019年4月～
2020年2月

毎月第四日曜日
（現在調整中）

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

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

愛媛県 石手川ダム
2019年6月頃

（予定）

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「カジカガエルの観察」】
カジカガエルとホタルの観察

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

愛媛県 野村ダム 2019年5月3日

主催：
愛媛県西予市・西予市観光協会・四国せいよ朝霧
湖マラソン大会実行委員会
問合せ先：
四国せいよ朝霧湖マラソン大会事務局
TEL：0894-72-111７

第28回 四国せいよ 朝霧湖マラソン
ハーフマラソン、10kmロードレース
ゲストランナー：山下克尚
スペシャルサポーター：土佐礼子

第28回四国せいよ朝霧湖マラソン2019
http://asagirikomarathon.com/

愛媛県 鹿野川ダム 2019年5月26日
主催：鹿野川湖周遊企画部会
問い合わせ先：大洲市肱川支所　地域振興課
TEL：0893－34－2311

ドラゴンボート大会
こぎ手8人、かじ取り1人、太鼓をたたく伴奏1人の
合わせて10人が1チームとなり、
450メートルのコースで速さを競います。
（大洲市ＷＥＢより）

大洲市役所
http://www.city.ozu.ehime.jp/site/kanko/
1183.html

愛媛県 新宮ダム
2019年6月

第一日曜日（予定）

主催：株式会社やまびこ（霧の森内）
問い合わせ先：
TEL:0570-07-3111

【霧の森お茶まつり】
新茶の即売、各種バザー及びギャラリー、
茶そばわんこ大会

霧の森
http://www.kirinomori.co.jp/

愛媛県 富郷ダム
2019年6月中旬

～下旬

主催：嶺南あじさい鑑賞会
問い合わせ先：嶺南公民館
ＴＥＬ：0896-28-6069

【嶺南あじさい観賞会】
あじさい鑑賞会、地域産品の即売会など

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

愛媛県 柳瀬ダム 2019年6月下旬頃
主催・問い合わせ先：嶺南あじさい会
TEL：0896-28-6069

【嶺南あじさい鑑賞会】
あじさい鉢植えの販売やバザーなど

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

高知県 鏡ダム 2019年3月31日
主催：鏡さくらまつり実行委員会
問い合わせ先：鏡さくらまつり実行委員会
TEL：080-6391-7691

【かがみ桜まつり】
さくらマーケット、カラオケタイム、ダム湖・お花見
舟、
鏡ダム探検隊

－

高知県 和食ダム 2019年4月6日

主催：土佐くろしお鉄道株式会社

TEL：0887-34-8805（平日）
　　　0887-34-8800（土・日・祝）
MAIL：a-event@tosakuro.co.jp

【太平洋を一望（超健脚）考える村と和食ダム見学
ウオーク】
・考える村で特製ランチ
・和食ダム建設現場見学
・筒井美術館見学
・総歩距離13km、高低差３百m
・土佐くろしお鉄道西分駅発、和食駅着

土佐くろしお鉄道株式会社
https://www.tosakuro.com/event



4月から6月頃にかけて実施予定のイベント状況

高知県 中筋川ダム
2019年4月27日
2019年5月25日
2019年6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/

福岡県 油木ダム 2019年4月7日

主催：津野地域活性化実行委員会
問い合わせ先：添田町役場まちづくり課瀬策推進
係
TEL：０９４７-８２-１２３６

【油木ダム桜ウォーキング大会】
ダム湖周辺のウォーキング大会、地元物産の販売

添田町役場
https://www.town.soeda.fukuoka.jp/

福岡県 牛頸ダム 2019月4月14日

主催：
公益財団法人大野城市体育協会
問い合わせ先：
大野城いこいの森ロードレース大会事務局
TEL：０９２－５０３－９５００

【第２８回大野城いこいの森ロードレース】
中長距離競走

公益財団法人大野城市体育協会
HOME >> イベント情報 >> イベント案内
http://www.onojo-
sports.or.jp/eventjyouhou.html

佐賀県 伊岐佐ダム
2019年6月頃

（予定）

唐津市観光協会　相知観光案内所
ＴＥＬ：0955-51-8312

H3１予定イベント（未定）
（参考：Ｈ３０イベント）
　あじさい祭り
　・伊岐佐和太鼓　鼓響
　・あじさい俳句
　・あじさいフォトコンテスト
　・JR九州ウオーキング　など

－

佐賀県 中木庭ダム
2019年6月２2日
～23日（予定）

能古見公民館
　ＴＥＬ：0954-62-3373

H3１予定イベント
あじさい祭り
・ダム湖畔のあじさい見学
・あじさい苗木の提供（数に限り有り）
・地元の軽食コーナー
・ダム湖周辺ウォーキング
・ダム見学会

－

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

【市房湖でのカヌー学校】
カヌー体験

水上村観光協会
http://mizukami.net/experience/school/

熊本県 下筌ダム 2019年4月7日

主催：蜂ノ巣湖桜まつり実行委員会
問い合わせ先：筑後川ダム統合管理事務所
　　　　　　　下筌ダム管理支所
TEL：0973-54-312０

【蜂ノ巣湖桜まつり】
ダム見学、植樹、交流会

－

熊本県 竜門ダム
2019年3月25日

～年4月5日

主催：竜門ダム管理支所
問い合わせ先：竜門ダム管理支所管理係
ＴＥＬ：０９６８－２７－１１２０

【竜門ダムライトアップ】
既存の照明施設を活用し、地元主催の
「桜マラソン」とあわせて、堤体のライトアップを実施

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

沖縄県 羽地ダム
2019年5月4日

～5日

主催：羽地ダム鯉のぼり祭り実行委員会
問い合わせ先：北部ダム統合管理事務所
流域対策課
ＴＥＬ：０９８０－５３－２４４２

【第２６回羽地ダム鯉のぼりまつり】
ダム施設見学、カヌー体験、手作り鯉のぼり総選挙、
うなぎつかみ取り大会、手作りおもちゃ教室

北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/


