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

北海道

見学ダム

金山ダム

開催時期

令和元年7月27日
～28日

北海道

鹿ノ子ダム

令和元年7月28日
（予定）

北海道

十勝ダム

令和元年7月28日

北海道

忠別ダム

令和元年8月23日,
24日

企画会社
問い合わせ先
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
主催：おけと湖水まつり実行委員会（置戸
町・北見河川事務所・網走中部森林管理
署・置戸町観光協会）
問い合わせ先：置戸町役場産業振興課商工
観光係
TEL：0157－52－3313
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
主催：大雪SEA TO SUMMIT実行委員会
問い合わせ先：ひがしかわ観光協会
TEL:0166-82-3761

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
平成30年7月27日
問い合わせ先：定山渓ダム管理支所
TEL：011-598-4095

イベント内容

WEBサイト

【第４８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/

【おけと湖水まつり】
ダム見学、流木アート体験、Eボート試乗、コンサート
等（予定）

置戸町役場
http://www.town.oketo.hokkaido.jp/

【森と湖に親しむ旬間】
第31回十勝ダム・発電所見学

-

【大雪SEA TO SUMMIT】
カヤック、バイク、登山

-

【森と湖とダムに親しむまつり】
定山渓ダム管理支所
ダム見学、発電所見学、ボート体験試乗、スタンプラ
http://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohira_damu
リー、ポット苗とコースターづくり、クイズ大会、ダム
/kluhh40000009mei.html
カレー販売

北海道

定山渓ダム

北海道

美利河ダム

令和元年8月4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】
クアプラザピリカ
ダム見学会、マラソン大会、ダム湖カヌー体験、木工体
http://kurplazapirika.net/
験、ピリカ遺跡各種体験等

北海道

美利河ダム

令和元年8月4日

主催：総合型地域スポーツクラブいまかね
問い合わせ先：今金町教育委員会
TEL：0137-82-3488

【ピリカふれあいマラソン大会】
マラソン大会

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

北海道

豊平峡ダム

令和元年7月下旬
予定

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
管理課
TEL：011-583-8110

【豊平峡ダム見学デー】
ダム見学

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

北海道

夕張シューパロダム

流木の無料配布

夕張川ダム総合管理事務所
https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/yuubari_damu
/kluhh4000000iii1.html

北海道

札内川ダム

【札内川ダム特別開放 10時～16時を予定】
ダム・発電所見学、ダム湖巡視体験を予定

札内川ダム管理支所
http://www.hkd.mlit.go.jp/ob/obihiro_kasen/
ctll1r0000000biu.html

主催：夕張川ダム総合管理事務所
令和元年7月下旬の 問合せ先：夕張川ダム総合管理事務所管理
1日間
課
TEL：0123-55-5151
令和元年7月7日

問い合わせ先：札内川ダム管理支所
TEL：0155-69-4666

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

北海道

二風谷ダム

令和元年７月下旬

主催：室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所
問い合わせ先：二風谷ダム管理所
TEL：０１４５７-２-４２６２

【「森と湖に親しむ旬間」二風谷ダムフェスタ】
二風谷ダム見学、流木配布、流木工作

室蘭開発建設部
http://www.hkd.mlit.go.jp/mr/

北海道

留萌ダム

令和元年８月下旬

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

【るもいエコ村 夏の陣】
Eボートの体験試乗会、ダム見学

留萌ダムHP
https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/rumoi_kaihatu
/f6h4sv00000007m7.html

北海道

留萌ダム

令和元年9月中旬

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

ダム周辺の自然環境観察(昆虫、底生動物等)及びダム下
流広場において植樹体験

留萌開建HP
https://www.hkd.mlit.go.jp/rm/kouhou/f6h4
sv0000000z1u.html

浦河ダム

令和元年7月6日
又は7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
課
TEL；0146-22-5000

・ダム説明
・釣り大会
・木工教室
・ヤマベ稚魚放流

-

令和元年7月13日
～14日

主催：様似町子ども会育成連絡協議会
問い合わせ：様似町教育委員会生涯学習課
社会教育係
TEL：0146-36-2521

・ダム説明
・魚釣り
・木工教室
・川遊び
・ゲーム大会

-

令和元年7月2日

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：函館市土木部公園河川管理課
TEL：0138-21-3432

・ダムと森林見学
・花植え
・記念工作

-

令和元年7月20日

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：留萌総合振興局留萌建設管理
部事業室地域調整課
TEL：0164-42-8352

・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

-

令和元年7月27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 北上川ダム統合管理事務所
電力所の見学（発電所探検）、管理支所脇の遊歩道見学 http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html
（森林探検）を実施

北海道

北海道

北海道

北海道

岩手県

様似ダム

新中野ダム

小平ダム

田瀬ダム

イベント内容

WEBサイト

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

岩手県

岩手県

岩手県

岩手県

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

田瀬ダム

主催：田瀬湖湖水まつり実行委員会
令和元年7月27日～ 問い合わせ先：花巻市東和総合支所地域振
28日
興課
TEL：0198-42-2111

【第32回田瀬湖湖水まつり】
花火大会やカヌー・ヨット体験、Eボートレース、親子
釣り大会

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所
令和元年7月27日～
問い合わせ先：北上川ダム統合管理事務所
28日
湯田ダム管理支所
TEL：0197-74-2011

【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 北上川ダム統合管理事務所
遊覧体験、魚釣り体験、薪割り体験、貯砂ダムライト
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html
アップ鑑賞、などの無料体験。
西和賀町の観光施設で関連イベントも開催予定

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
令和元年7月27日～
問い合わせ先：カヌージャパンカップ奥州
28日
市実行委員会
TEL：0197-24-2111

四十四田ダム

【2019カヌーワイルドウォータージャパンカップ 、
2019カヌースラロームジャパンカップ キョクヨーシ
リーズ】

（一社）花巻観光協会
https://www.kankohanamaki.ne.jp/event/event_detail.php?id=4
33

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

令和元年7月28日

主催：盛岡・北上川ゴムボート川下り大会
実行委員会
問い合わせ先：盛岡・北上川ゴムボート川
下り大会実行委員会事務局
TEL：019-613-2542

【第4３回北上川ゴムボート川下り大会】
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
http://www.kawakudari-morioka.jp/
し北上川を１１ｋｍ下る。（タイムレースは約８ｋｍ）

【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】
（一社）遠野市観光協会
田瀬湖上流の柏木平地区にて、”魚のつかみどり大会” http://www.tonojikan.jp/event/0722-2/
や”やぶさめ大会”等を開催

岩手県

田瀬ダム

令和元年7月28日

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 0198-67-2111

岩手県

御所ダム

令和元年7月28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38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

【第31回湖上フェスティバル】
公益財団法人岩手県スポーツ振興事業団
カヌー３０分体験試乗・ボート（ナックルフォア）体験
(Web掲載はこれからの予定)
試乗
http://sposhin.echna.ne.jp/
ボート練習用マシーンに挑戦

【御所ダム特別見学会・ライトアップ】
ダム見学、ダムライトアップ

岩手県

御所ダム

令和元年7月28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

岩手県

御所ダム

令和元年7月28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
管理第三課
TEL：019-689-2216

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

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

岩手県

岩手県

岩手県

山形県

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

令和元年7月

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

胆沢ダム

令和元年8月4日

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
問い合わせ先：カヌージャパンカップ奥州
市実行委員会
TEL：0197-24-2111

胆沢ダム

令和元年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
胆沢ダム管理支所
TEL：0197-49-2981

【胆沢ダムフェス2019in夏】
堤体登山、ダムカフェ、カヌー体験会等

令和元年7月21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

【月山サマーフェスタ】
月山朝日観光協会
寒河江ダム特別見学会、魚つかみどり大会、月山湖大噴
http://www.gassan-info.com/
水特別打ち上げ、クワガタ釣り、パネル展

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/

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

長井市観光協会
http://kankou-nagai.jp/

【（仮称）津軽白神湖まつり】
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飛ばし、カヌー
http://www.thr.mlit.go.jp/tugaru/
巡視体験

【浅瀬石川ダム ダム湖まつり】
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、利水
浅瀬石川ダム管理支所
者によるパネル展など
http://www.thr.mlit.go.jp/aseishi/index.html

胆沢ダム

寒河江ダム

山形県

白川ダム

令和元年7月27日

山形県

長井ダム

令和元年8月3日

青森県

津軽ダム

令和元年7月21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

青森県

浅瀬石川ダム

令和元年7月28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
浅瀬石川ダム管理支所
TEL：0172-54-8782

【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

【2019カヌーフリースタイルジャパンカップ】

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

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

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

イベント内容

WEBサイト

宮城県

鳴子ダム

令和元年7月27日

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2019】
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
を開催するとともに、鳴子ダムに親しんでもらうイベン 東北地方整備局 鳴子ダム管理所
トを開催予定
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html
＜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

釜房ダム

令和元年7月20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】
東北地方整備局 釜房ダム管理所
ダム内部探検、湖上巡視体験、ペーパークラフト工作、
http://www.thr.mlit.go.jp/kamafusa/
流木工作

令和元年９月８日

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

【川崎レイクサイドマラソン】
マラソン大会

玉川ダム

令和元年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

仙北市役所田沢湖庁舎
【玉川ダム交流会】
www.city.semboku.akita.jp/
玉川ダム施設見学、交流フリータイム、○×ダムクイズ 玉川ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/tamagawa/

宮城県

七ヶ宿ダム

8月24日
9月7日
10月27日
11月23日
12月22日
令和2年1月25日
令和2年2月24日
令和2年3月29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/05kengak
u/kyuujitu.html

宮城県

七ヶ宿ダム

令和元年７月～８月
の
七ヶ宿ダム管理所
平日及び
TEL：0120-167-877
休日見学会開催日

【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/05kengak
u/illumination.html

宮城県

七ヶ宿ダム

令和元年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 七ヶ宿ダム管理所
ソーアート、流木工作
http://www.thr.mlit.go.jp/shichika/index.html
※イベント内容は予定。天候による変更あり

山形県

月山ダム

令和元年7月21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

宮城県

秋田県

釜房ダム

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

月山ダム管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/gassan/index.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

福島県

摺上川ダム

令和元年7月28日

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

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】
摺上川ダム管理所
ダム施設（監査廊、取水塔等）の一般公開、湖面巡視体
http://www.thr.mlit.go.jp/surikami/
験、パネル展示、カヤック体験教室等
【森吉四季美湖まつり】
湖畔を歩くファミリーウォーク、ダム見学、堤体のぼ
り、カヌー体験、クラフト体験、ステージショー他

森吉山ダム管理支所 イベント情報
http://www.thr.mlit.go.jp/noshiro/kasen/mori
yoshi/dam_i.html
-

秋田県

森吉山ダム

令和元年9月1日

主催：森吉山ダム水資源地域ビジョン実行
委員会
問い合わせ先：森吉山ダム管理所
TEL：0186-60-7231

宮城県

長沼ダム

令和元年8月1日
～８月末頃

主催：(一社)登米市観光物産協会
問い合わせ先：(一社)登米市観光物産協会
℡0220-52-4648

【第1７回長沼はすまつり】
長沼湖面に咲く、はす鑑賞のための小型遊覧船の運航

宮城県

長沼ダム

令和元年8月1３日

主催：長沼花火実行委員会
問い合わせ先：登米市産業経済部商業観光
課
℡0220-34-2734

【第3２回ふるさと花火in長沼】
長沼の湖面にうつる内陸ではめずらしい、水中・水上ス ターマイン等の花火大会

宮城県

長沼ダム

令和元年9月22日

主催：登米市教育委員会・とめ漕艇協会
問い合わせ先：登米市レガッタ実行委員会
℡0220-23-7633

【第３０回長沼レガッタ】
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 した一般参加型漕艇競技大会

秋田県

成瀬ダム

令和元年7月下旬
予定

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

【個人の方対象 成瀬ダム現場見学】
成瀬ダム工事事務所
通常、団体を対象に受け付けている現場見学に、個人で
http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/index.h
参加できる機会を増やす試みとして実施。
tml
展望台事業説明、工事現場内案内
【成瀬ダム特別見学と星空観察】
成瀬ダム工事事務所
夜間のダム工事現場の見学と、平成11年度に「美しい星 http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam/index.h
空日本一」に認定された東成瀬村の星空観察。
tml
【八ッ場語り部ツアー（仮）】
八ッ場ダム工事事務所
チームやんばが主催となり、地元を知り尽くした地元在
http://www.ktr.mlit.go.jp/yanba/yanba_tours
住ガイドや語り部が長野原町の歴史、ふるさとの思い出
_h310401.html
やこれからの想いを熱く語ります。

秋田県

成瀬ダム

令和元年８月予定

共催：成瀬ダム工事事務所・東成瀬村
問い合わせ先：成瀬ダム工事事務所調査設
計課
TEL：0182-23-8438

群馬県

八ッ場ダム

令和元年
7月17日（予定）
8月21日（予定）
9月18日（予定）

主催：チームやんば
問い合わせ先：長野原町企画政策課
TEL： 0279-82-2229

茨城県

霞ヶ浦導水

令和元年7月27日

茨城県

霞ヶ浦導水

令和元年8月24日

群馬県

相俣ダム

令和元年8月30日

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：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
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
(昨年度webサイト)

【霞ヶ浦導水 夏休み特別見学会】
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/

【霞ヶ浦ＥＣＯフェスティバル2019】
茨城県霞ヶ浦環境科学センター
環境や科学にまつわる実験や工作、生物に触れられる体 https://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/seikatsuk
験、研究室の一般公開、物産品の販売
ankyo/kasumigauraesc/index.htm

「赤谷湖上花火大会」
祈願祭他・盆踊り大会

猿ヶ京温泉 赤谷湖上花火大会
http://www.sarugakyo-hanabi.com/
(昨年度webサイト)

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

群馬県

群馬県

群馬県

群馬県

見学ダム

藤原ダム

奈良俣ダム

草木ダム

草木ダム

開催時期

WEBサイト

令和元年8月25日

「第62回 デサント藤原湖マラソン」

令和元年７月下旬

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

【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、カヌー体験、ネイチャークラフト（流木アー
※作成中
ト）、オフロードバギー、ステージイベント、模擬店
（出店）

令和元年7月13日,
14日

主催：もみじの会
会場：「沢入（そうり）駅」構内及び周辺
問い合わせ先
わたらせ渓谷鐵道（株）
TEL：0277-73-2110

【第16回 沢入（そうり）駅 あじさい祭り】
・会場周辺の2,200株のあじさいが見頃
・模擬店やお子様向けイベントも同時開催

令和元年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

主催：草木湖マラソン実行委員会
問い合わせ先
令和元年9月中旬 みどり市社会教育課
（例年第3日曜日） TEL：0277-76-9846
草木ダム管理所
TEL：0277-97-2131

草木ダム

栃木県

鬼怒川上流4ダム
（五十里ダム、川俣
ダム、川治ダム、湯
西川ダム、連携施設
）

令和元年7月28日

埼玉県

二瀬ダム

宮ヶ瀬ダム

イベント内容

主催：デサント藤原湖マラソン実行委員会
問い合わせ先：みなかみ町役場観光商工課
ＤＣ推進室
TEL：0278-25-5028

群馬県

神奈川県

企画会社
問い合わせ先

http://www.lap.co.jp/fujiwarako/

わたらせ渓谷鐵道（株）
http://www.watetsu.com/

【第42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
みどり市観光ガイド
車、特設ステージにてダンス、和太鼓などのショー、出 http://www.city.midori.gunma.jp/www/conte
店
nts/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
【第4１回 草木湖マラソン大会】予定
※詳細はプログラムが決定次第、右記HPなどに掲載予
定

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

問い合わせ先：鬼怒川ダム統合管理事務所
TEL：028-661-1342

【鬼怒川上流４ダム見学会】
ダム見学、ダムカード配布、スタンプラリーなど

鬼怒川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/kinudamu/

夏に予定

主催：二瀬ダム管理所
問い合わせ先：二瀬ダム管理所総務係
TEL：0494-55-0001

二瀬ダム見てんべぇツアー
（ダム見学会）

http://www.ktr.mlit.go.jp/futase/index.htm

令和元年7月28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
（H３０年度の資料）
http://www.ktr.mlit.go.jp/sagami/
http://www.ktr.mlit.go.jp/kisha/sagami_0000005
4.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

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

令和元年8月15日

宮ヶ瀬ダム

令和元年7月27日
～28日

神奈川県

栃木県

渡良瀬遊水池

令和元年7月28日

栃木県

渡良瀬遊水池

令和元年8月3日

長野県

余地ダム

令和元年7月27日

長野県

湯川ダム

長野県

内村ダム

令和元年7月21日

長野県

金原ダム

長野県

長野県

企画会社
問い合わせ先
主催【予定】：宮ヶ瀬ふるさとまつり実行
委員会
問い合わせ先：右記ホームページをご確認
ください。

イベント内容

WEBサイト

宮ヶ瀬ふるさとまつり
花火大会（宮ケ瀬湖畔園地）

http://www.town.kiyokawa.kanagawa.jp/eve
nt/1066.html

主催：一般財団法人アールビーズスポーツ
財団、公益財団法人宮ヶ瀬ダム周辺振興財
団、宮ヶ瀬水の郷観光協同組合
問い合わせ先：右記ホームページをご確認
ください。

第１０回宮ヶ瀬湖24時間リレーマラソン

http://www.miyagaseko24h.jp/

主催：渡良瀬遊水地フェスティバル実行委
員会
問い合わせ先：栃木市役所遊水地課
TEL：0282-62-0919

【渡良瀬遊水地フェスティバル２０１９】
「空・水・大地と遊ぶ」をテーマに、渡良瀬遊水地とそ
の周辺で楽しまれているレジャー・スポーツが大集合。
各種スポーツ体験・展示の他に、遊水地産のミニよしず 渡良瀬遊水地フェスティバル実行委員会
作り体験や、ガイド付きミニツアー、ステージイベント http://watafes.com/
等があり、様々な世代の方に楽しんでいただけるイベン
トとなっています。第9回JBCFタイムトライアルチャ
ンピオンシップも同時開催！

主管：古河花火大会実行委員会
問い合わせ先：古河市役所観光物産課
TEL：0280-22-5111

【第１４回古河花火大会】
打ち上げ発数は約２万発、最大打上は３０号玉（３尺
玉）

主催：佐久建設事務所
問い合わせ先：佐久建設事務所維持管理課
TEL：0267-82-8271
e-mail : sakukenijikanri@pref.nagano.lg.jp

【余地ダム見学会】
佐久建設事務所
ダム内部見学、管理事務所操作室見学、パトロールカー
http://www.pref.nagano.lg..jp/sakuken/
乗車体験、ダムカード配布等

主催：佐久建設事務所 佐久北部事務所
令和元年7月23日～
問い合わせ先：維持管理課 管理係
26日
TEL：0267-82-3172

古河市役所
https://www.city.ibarakikoga.lg.jp/lifetop/event/8094.html

【湯川ダム】
パネル展

佐久建設事務所 佐久北部事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/sakuken/index.
htl

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

【内村ダム見学会】
ダム見学

上田建設事務所維持管理課
http://www.pref.nagano.lg.jp/ueken/index.ht
ml

令和元年7月27日

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

【金原ダム見学会】
ダム見学

上田建設事務所維持管理課
http://www.pref.nagano.lg.jp/ueken/index.ht
ml

横川ダム

令和元年7月下旬

主催：伊那建設事務所
問い合わせ先：伊那建設事務所 維持管理
課 管理係TEL：0265-76-6847

ダム見学会

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

箕輪ダム

令和元年7月中旬

主催：伊那建設事務所
問い合わせ先：伊那建設事務所 維持管理
課 管理係TEL：0265-76-6847

ダム見学会

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

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

WEBサイト

長野県

松川ダム

令和元年7月下旬

主催：長野県松川ダム管理事務所
問い合わせ先：長野県松川ダム管理事務所
TEL：0265-23-0622

【森と湖に親しむ旬間】ダム見学会
ダム見学、土砂バイパス施設見学

松川ダム管理事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawada
mu/index.html

長野県

片桐ダム

令和元年7月下旬

主催：長野県松川ダム管理事務所
問い合わせ先：長野県松川ダム管理事務所
TEL：0265-23-0622

【森と湖に親しむ旬間】ダム見学会
ダム見学

松川ダム管理事務所
http://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawada
mu/index.html

長野県

奈良井ダム

令和元年7月下旬

主催：奈良井川改良事務所
問い合わせ先：奈良井川改良事務所ダム係
TEL：0263-40-1982

【奈良井ダム 森と湖に親しむ旬間 ダム見学会】
ダム見学

長野県
http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/

長野県

小仁熊ダム

令和元年7月下旬

主催：奈良井川改良事務所
問い合わせ先：奈良井川改良事務所ダム係
TEL：0263-40-1982

【小仁熊ダム 森と湖に親しむ旬間 ダム見学会】
ダム見学

長野県
http://www.pref.nagano.lg.jp/naraigawa/

長野県

豊丘ダム

主催：須坂建設事務所
令和元年７月28日 問い合わせ先：須坂建設事務所維持管理課
TEL：026-245-1671

長野県

裾花ダム

令和元年7月27日
～7月28日

主催：裾花ダム管理事務所
問い合わせ先：裾花ダム管理事務所管理第
一課
TEL：026-233-4361

【ダム見学会】
ダム見学、缶バッチ配布、パネル展

裾花ダム管理事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/susobanada
mu/index.html

長野県

奥裾花ダム

令和元年7月27日
～7月28日

主催：裾花ダム管理事務所
問い合わせ先：裾花ダム管理事務所管理第
二課
TEL：026-256-2937

【ダム見学会】
ダム見学、缶バッチ配布、パネル展

裾花ダム管理事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/susobanada
mu/index.html

長野県

浅川ダム

令和元年7月27日

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

【浅川ダムまつり（森と湖に親しむ旬間）】
浅川改良事務所
ダム見学、パネル展示、動画上映、農産物販売、他イベ
http://www.pref.nagano.lg.jp/asakawa/
ント計画中

長野県

浅川ダム

令和元年7月20日

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/asakawa/

長野県

浅川ダム

令和元年8月12日

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/asakawa/

長野県

浅川ダム

令和元年9月21日

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/asakawa/

【豊丘ダムまつり】
須坂建設事務所
ダム探検、水質検査体験、建設機械展示、農産物販売な
http://www.pref.nagano.lg.jp/suzakaken/
ど

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

WEBサイト

新潟県

三国川ダム

令和元年7月28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
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/index.html
ント、魚のつかみ取り、木工教室

長野県

大町ダム

令和元年7月13日

主催：高瀬渓谷ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ201９実行委員会
問い合わせ先：大町ダム管理所
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷フェスティバル２０１９】
ダム内部見学、湖面巡視体験、丸太切り体験、木工品作 大町ダム管理所
り、スタンプラリー、砂防事業パネル・模型展示、サン http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
ドアート作り、ペンダント作り等を予定

長野県

大町ダム

令和元年8月6日
（予定）

主催：大町ダム管理所
問い合わせ先：同上
TEL：0261-22-4511

【高瀬渓谷 夏の3ダムめぐり】
大町ダム管理所
高瀬ダム、七倉ダム、大町ダム 高瀬渓谷の３つのダム http://www.hrr.mlit.go.jp/omachi/
をめぐるバスツアー

石川県

手取川ダム

令和元年7月下旬

森と湖に親しむ旬間実行委員会
金沢河川国道事務所 手取川ダム管理支所
TEL：076-256-7310

森と湖に親しむ旬間
手取川ダム見学会＆流木無料配付

-

新潟県

大石ダム

令和元年７月末
（予定）

主催：おおいしダム湖畔祭り実行委員会
問い合わせ先：関川村農林課
TEL：0254-64-1478

【おおいしダム湖畔祭り】
ダム見学、カヌー体験

関川村
http://www.vill.sekikawa.niigata.jp/

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】
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
北陸地方整備局 羽越河川国道事務所 横川ダ 験、釣り堀、木工教室、特産品販売等
ム管理支所 TEL:0238-65-2363

横川ダム管理支所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/contents/da
m/yokokawa/index.html

山形県

横川ダム

令和元年8月4日
（予定）

新潟県

内の倉ダム
胎内川ダム

令和元年７月12日
～
令和元年９月13日

主催：新発田地域振興局
問い合わせ先：
新発田地域振興局企画振興部地域振興課
TEL：0254-22-8612

「スタンプラリー」WEBサイトは作成中
【にいがたダムスタンプラリー】（柏崎、上越と共同開
催）
新発田地域振興局地域整備部ダム管理課
・「限定ダムカード」の配布 及び スタンプラリー達
http://www.pref.niigata.lg.jp/shibata_seibi/da
成者に「プレミアムカード」の配布。
mu-top.html

鯖石川ダム

令和元年７月12日
～
令和元年９月13日

主催：柏崎地域振興局
問い合わせ先：
柏崎地域振興局企画振興部地域振興課
TEL：0257-21-6208

「スタンプラリー」WEBサイトは作成中
【にいがたダムスタンプラリー】（新発田、上越と共同
開催）
柏崎地域振興局地域整備部ダム管理課
・「限定ダムカード」の配布 及び スタンプラリー達 （鯖石川ダム）
成者に「プレミアムカード」の配布。
http://www.pref.niigata.lg.jp/kashiwazaki_sei
bi/damkanri.html

新潟県

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

WEBサイト
「スタンプラリー」WEBサイトは作成中

上越地域振興局地域整備部治水課
【にいがたダムスタンプラリー】（新発田、柏崎と共同
正善寺ダム
開催）
http://www.pref.niigata.lg.jp/jouetsu_seibi/1
・「限定ダムカード」の配布 及び スタンプラリー達
356814967887.html
成者に「プレミアムカード」の配布。
柿崎川ダム
http://www.pref.niigata.lg.jp/jouetsu_seibi/1
356817336561.html

新潟県

正善寺ダム
柿崎川ダム

令和元年７月12日
～
令和元年９月13日

主催：上越地域振興局
問い合わせ先：
上越地域振興局企画振興部地域振興課
TEL：025-526-9326

新潟県

（新潟県管理）
破間川ダム
広神ダム
（利水ダム）
奥只見ダム
黒又川第一ダム
薮神ダム
黒又ダム

令和元年７月13日
～
令和元年９月1日

主催：（一社）魚沼市観光協会
問い合わせ先：（一社）魚沼市観光協会
TEL：025-526-9326

新潟県

（新潟県管理）
大野川ダム
久知川ダム
新保川ダム
（利水ダム）
佐和田ダム
藤津川ダム
新穂ダム
小倉ダム
外山ダム

令和元年７月13日
～
令和元年９月1日
（予定）

主催：佐渡地域振興局
問い合わせ先：
佐渡地域振興局企画振興部地域振興課
TEL：0259-74-3129

（仮題）【佐渡島内の８ダムを巡るスタンプラリー】
・スタンプラリー達成者に記念品を贈呈

H30参考
ダム見学（監査廊案内、新枯淵発電所案内）

「スタンプラリー」WEBサイトは作成中
【魚沼市内ダム施設スタンプラリー】
（一社）魚沼市観光協会
・スタンプラリー達成者に「オリジナルダムカード」の
https://www.iine-uonuma.jp/
配布など。
魚沼地域振興局
http://www.pref.niigata.lg.jp/uonuma/

「スタンプラリー」WEBサイトは作成中
佐渡地域振興局
http://www.pref.niigata.lg.jp/sado/

石川県

九谷ダム

未定

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維
持管理課TEL：0761-72-0491
（大聖寺川ダム統合管理事務所TEL：
0761-78-0769）

岐阜県

横山ダム

令和元年7月27日

木曽川上流河川事務所 横山ダム管理支所
TEL：0585-52-2211

ダム見学（中部電力発電所含む）、災害対策用車両紹介 木曽川上流河川事務所 横山ダム管理支所
など
http://www.cbr.mlit.go.jp/kisojyo/yokoyama/

岐阜県

小里川ダム

令和元年7月28日
令和元年7月29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：0573-59-0056

【ひんやりダム探検】
ダム内部見学
【わくわく里山ワークショップ】
ネイチャークラフト、しおり製作など

-

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

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

岐阜県

岩屋ダム

令和元年7月28日

岐阜県

徳山ダム

令和元年8月1日

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

主催：岩屋ダムロックフィルダムフェス
（仮称）実行委員会
問い合わせ先：岩屋ダム管理所
TEL:0576-35-2339

【岩屋ダムロックフィルダムフェス（仮称）】
日本最大級クレストラジアルゲート動作点検
岩屋ダム管理所
建設記録映画上映、ダム直下特別解放、管理用階段解放 https://www.water.go.jp/chubu/iwaya/
地域特産品販売、お楽しみ抽選会

主催：徳山ダム管理所
問い合せ先：総務課
TEL：0585-52-2910

【徳山ダム特別見学会】
徳山ダム管理所
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 http://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/in
たします。
dex.html
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/
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 徳山ダム管理所
航します。
https://www.water.go.jp/chubu/tokuyama/i
ndex.html

【令和元年 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/ind
ex.html
新豊根ダム管理支所
http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/shinto
yone/

岐阜県

徳山ダム

令和元年9月15日,
21日,29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

岐阜県

阿木川ダム

令和元年8月24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

愛知県

新豊根ダム

令和元年7月～8月 主催：新豊根ダム管理支所
詳細日程は後日発表 ＴＥＬ：0536-85-1336

【新豊根ダム一般公開】
ダム見学、湖面巡視体験等

静岡県

長島ダム
（接岨湖）

問い合わせ先：（ 一社）エコティかわね
令和元年4月～11月
TEL：0547-58-7000

（一社）エコティかわね
【自然の学び舎！南アルプスエコパーク カヤック体験】
http://kawanehon-eco.com/
南アルプスの大自然の中で、新緑の芽吹きを感じながら
静岡県デスティネーションキャンペーン
45分のカヤックツーリング。
http://hellonavi.jp/detail/page/detail/41577

静岡県

長島ダム

令和元年7月

国土交通省中部地方整備局 長島ダム管理
所
TEL：0547-59-1021

【森と湖に親しむ旬間】
本年度の内容は未定

長島ダム管理所
cbr-nagashima-dam＠mlit.go.jp
（7月末頃を予定）
太田川ダム
http://doboku.pref.shizuoka.jp/desaki/ootag
awa1/

静岡県

太田川ダム

令和元年8月16日

主催：静岡県
問い合わせ先：袋井土木事務所河川改良課
TEL：0538-42-3211

【夏休み見学会】
① ダムの仕組みや役割の説明
② ダムの諸設備の見学

静岡県

奥野ダム

令和元年7月31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】
ダム施設見学（ダム監査廊、機械操作室、小水力発電設 奥野ダム
備）、木工教室、各種小型建設機械展示、竹炭配布、測 http://www.okunodamu.jp/
量機器観測体験ほか

福井県

真名川ダム
九頭竜ダム

【真名川】
令和元年7月27日
【九頭竜】
令和元年7月28日

主催：森と湖に親しむ旬間行事運営連絡会
問い合わせ先：九頭竜川ダム統合管理事務
所管理課
TEL：０７７９－６６－５３００

パネル展、ダム見学、湖面巡視体験、流木配布

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

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

奈良県

見学ダム

布目ダム

開催時期

令和元年7月21日

企画会社
問い合わせ先
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

イベント内容

WEBサイト

【布目ダム施設見学会】
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
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/nu
工教室、消防車・救急車の展示、ヘリコプターの啓発活
nome.htm
動・訓練・展示

奈良県

大滝ダム

令和元年8月3日

主催：紀の川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：大滝ダム・学べる防災ス
テーション
TEL：０７４７－５３－２３７２

鳥取県

殿ダム

令和元年8月4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

令和元年9月15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/

令和元年7月28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

令和元年9月1日

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：出雲河川事務所尾原ダム管
理支所
TEL：0854-48-0780

【さくらおろち湖トライアスロン大会】
尾原ダム管理支所
スイム1.5km、バイク40km、ラン10kmの個人又はリ http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokasen/enjo
レーで行うトライアスロン。今年で４回目。
y-dam/dam-obara/index.html

苫田ダム

令和元年8月3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

【２０１９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

令和元年8月17日
～18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１4回ローラースキーかがみの大会】
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

広島県

八田原ダム

令和元年7月14日
（予定）

主催：八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議
会
問い合わせ先：八田原ダム管理所
TEL：0847-24-0490

【夢吊橋サマーフェスタ２０１９】
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
http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/
ド教室

鳥取県

島根県

岡山県

菅沢ダム

尾原ダム

【大滝ダム体験ツアー ｉｎ 2019】
紀の川ダム統合管理事務所
カスケード点検放流、ダム堤内見学（コンジットゲート
http://www.kkr.mlit.go.jp/kinokawa/index.ph
室）、ダイナミック広場で記念撮影、ダムのライトアッ
p
プ、など

https://www.kagamino.holiday/event/sitesee
ing/entry-190.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

イベント内容

WEBサイト

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

【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
三次河川国道事務所（灰塚ダム管理支所）
・灰塚ダム探検ツアー
http://www1.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/index.htm
灰塚ダム堤体内見学
l
・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

令和元年７月

主催：土師ダム管理所、三次河川国道事務
所
問い合わせ先：土師ダム管理所
TEL：0826-52-2455

【森と湖に親しむ旬間イベント】
土師ダム管理事務所
ダム見学、ゲート開放、湖面巡視体験、スタンプラリー http://www1.cgr.mlit.go.jp/haji/

土師ダム

令和元年８月

主催：安芸高田市商工観光課
問合せ先：安芸高田市商工観光課
TEL：0826-47-4024

【第16回 安芸高田市花火大会】
ステージ公演、約2,000発の花火

安芸高田市HP
http://www.akitakata.jp/ja/

広島県

温井ダム

令和元年9月15日

主催：安芸太田しわいマラソン実行委員会
問い合わせ先：実行委員会事務局
TEL：090-2801-0481

【安芸太田しわいマラソン】
100km部門,88km部門,42km部門

http://www.shiwai-m.com/

香川県

内場ダム

令和元年8月3日,
4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

【2019 SHIKOKU WAKE BOARD FESTIVAL(四国
BAHATI
祭)】
http://ameblo.jp/bahati110/
ウェイクボード

令和元年7月28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/

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

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

広島県

灰塚ダム

令和元年7月20日

広島県

土師ダム

広島県

愛媛県

鹿野川ダム

愛媛県

石手川ダム

令和元年7月頃

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

【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

愛媛県

石手川ダム

令和元年7月頃

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

高知県

中筋川ダム

令和元年7月27日
令和元年8月24日
令和元年9月28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】
中筋川総合開発工事事務所
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/
アップ

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

WEBサイト

中筋川ダム

令和元年8月25日

（予定）
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

徳島県

長安口ダム

平成31年4月～
令和2年2月の
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

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

愛媛県

柳瀬ダム

令和元年6月30日

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

-

愛媛県

柳瀬ダム

令和元年８月３日

主催：四国中央市湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：四国中央市水道総務課
TEL：0896-28-6452

バザー、花火、（詳細未定）

-

バザー、（詳細未定）

-

【バナナボート＆カヌー体験会】
ダム湖でバナナボート＆カヌーの体験会を開催

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

高知県

愛媛県

柳瀬ダム

令和元年8月25日

熊本県

緑川ダム

夏休み期間中

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：四国中央市観光交通課
TEL：0896-28-6187
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
ター
TEL：0964-48-0546

（予定）
【蛍湖まつり】
中筋川総合開発工事事務所
ダム見学会、こどもキャンプ、野外音楽会、手づくり市 http://www.skr.mlit.go.jp/nakasuji/
（BBQ）ほか

主催：美里フットパス協会
問い合わせ先：美里フットパス協会
TEL：0964-53-9662

【美里フットパス 遠野コース】
フットパスとは、里山や田園地帯、古い町並みなど、昔
からその地域に残るありのままの風景の中を心身で感じ 美里フットパス協会
ながら歩くことです。遠野コースは、緑川ダムを望む高 https://misatofp.jimdo.com/
台のコースで、手入れの行き届いた彼岸花ロードや、集
落の中の小道を歩きます。

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

【2019竜門ダムフェスタ】
竜門ダム管理支所
ダムのおなか探検、ヤマメのつかみ取り、ブラックバス
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/
つり上げ大会等

熊本県

緑川ダム

令和元年9月21日

熊本県

竜門ダム

令和元年7月

鹿児島県

鶴田ダム

令和元年7月28日

問い合わせ先：鶴田ダム管理所 管理係
TEL:0996-59-2030

夏休みダム見学会

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

熊本県

市房ダム

令和元年7月20日

主催：水上村役場教育課
問い合わせ先：水上村役場教育課
TEL：0966-44-0333

【ふるさと塾（カヌー体験）】
地元小学生を対象としたイベント内でのカヌー体験
自然観察＆ダム湖で遊ぼう

水上村役場
http://www.vill.mizukami.lg.jp

熊本県

市房ダム

令和元年9月1日

主催：水上村
問い合わせ先：水上村役場教育課
TEL：0966-44-0333

【MIZUKAMI MOUNTAIN PARTY】
第３回目の開催となる、水上村のトレイルラン。

Mizukami Mountain Party実行委員会
https://universal-field.com/event/mmp/

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

熊本県

市房ダム

通年

沖縄県

沖縄県

沖縄県

大保ダム

金武ダム

漢那ダム

令和元年7月6日

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

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/mizunoue/school_canoe
/

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

【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

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_t
o_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mi
zuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/ev
ent.html
沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_t
o_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mi
zuumi.html
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/ev
ent.html

令和元年7月21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

【金武ダムまつり】
カヌー体験、ダム湖面遊覧、水牛車体験、歴史文化体
験、流しもずく等

令和元年7月28日

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

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_t
【漢那ダムまつり】
o_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mi
カヌー体験、漢那ダムまるごと体験ツアー、遊具コー
zuumi.html
ナー、親子木工教室、森林クイズ、宜野座村観光協会体
北部ダム統合管理事務所
験イベントコーナー等
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/ev
ent.html

令和元年9月21日

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

沖縄総合事務局 開発建設部
http://www.dc.ogb.go.jp/Kyoku/mizu/mori_t
【安波ダムくいなまつり】
o_mizuumi/mori_to_mizuumi_H25/mori_to_mi
ダム湖面遊覧、ダム施設見学、ジャングルカヌー、森林 zuumi.html
ガイドウォーク、移動やんばる森のおもちゃ美術館等
北部ダム統合管理事務所
http://www.dc.ogb.go.jp/toukan/tourism/ev
ent.html
【夏休み親子ダム環境体験学習会】
漢那ダム見学、ミニ講座、川の生き物観察会

-

沖縄県

安波ダム

沖縄県

漢那ダム
羽地ダム

令和元年８月７日

主催：北部ダム統合管理事務所 流域対策
課
問い合わせ：北部ダム統合管理事務所 流
域対策課
ＴＥＬ ：0980-53-2442

三重県

比奈知ダム

令和元年8月4日

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

比奈知ダム管理所
http://www.water.go.jp/kansai/kizugawa/hi
nati.htm

青蓮寺ダム

令和元年7月24日
から8月28日の
毎週水曜日
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

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

三重県

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

兵庫県

一庫ダム

令和元年8月4日

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

【流木ペイント】
廃棄物として捨てられる流木をすてきなアート作品にし 適宜関係HPにて掲載
よう。ペイント終了後は周辺の清掃活動をします。

令和元年8月3日
～4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。

高知県

早明浦ダム

イベント内容

福岡県

寺内ダム

令和元年7月28日

主催：独立行政法人水資源機構
【寺内ダム施設見学会】
問い合わせ先：朝倉総合事業所 寺内ダム管 ダム施設見学（操作室及び監査廊（ダムの中のトンネ
理所
ル））、
TEL：0946-22-6713
貯水池巡視体験などを予定

福岡県

小石原川ダム
江川ダム

令和元年7月28日

主催：水資源機構朝倉総合事業所
両筑平野用水管理所
問い合わせ先：朝倉総合事業所総務課
TEL：0946-25-1100

WEBサイト

-

朝倉総合事業所（小石原川ダム建設）
【小石原川ダム・江川ダム見学会】
http://www.water.go.jp/chikugo/koishi/
・建設中の小石原川ダムの工事現場と江川ダムの内部等
両筑平野用水管理所
を見学できます。
https://www.water.go.jp/chikugo/ryochiku/

