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

北海道

二風谷ダム

令和元年10月26日

北海道

定山渓ダム

令和元年10月3日
令和元年10月10日
令和元年10月17日

山形県

長井ダム

令和元年10月27日予定

福島県

三春ダム

令和元年10月6日

宮城県

鳴子ダム

令和元年
10月25日～27日

秋田県

山瀬ダム

令和元年10月27日

山形県

田沢川ダム

令和元年10月20日

秋田県

成瀬ダム

令和元年10月下旬

茨城県

霞ヶ浦導水

令和元年12月中旬

茨城県

飯田ダム
小山ダム

令和元年11月7日

千葉県

亀山ダム

令和元年
11月20日～12月8日

千葉県

高滝ダム

令和元年度10月20日

千葉県

黒部川貯水池

令和元年10月12日～14日

埼玉県

有間ダム

令和元年11月14日

埼玉県

権現堂調節池

令和元年10月27日

山梨県

深城ダム

令和元年10月26日
令和元年11月9日

長野県

松川ダム

令和元年11月18日（予定）

神奈川県

城山ダム

令和元年12月8日

群馬県

相俣ダム

令和元年年11月2日、3日

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

令和元年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

企画会社
問い合わせ先
主催：二風谷ダム流域治山・治水連絡協議会
問い合わせ先：二風谷ダム管理所管理係
TEL：01457-2-4262
主催：定山渓温泉観光協会
問い合わせ先：豊平川ダム管理事務所
TEL：011-583-8110
主催：長井ダム水源地域ビジョン推進会議
問い合わせ先：長井ダム管理支所
TEL：0238-88-5741
主催：三春の郷サイクリング大会実行委員会
問い合わせ先：三春まちづくり公社/観光部
TEL：0247-62-3690
主催：鳴子ダム管理所
問合せ先：鳴子ダム管理所
TEL：0229-82-2341
主催：第２８回五色湖まつり実行委員会
問い合わせ先：事務局：大館市田代総合支所
地域振興係
TEL：0186-43-7103
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
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
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
問い合わせ先：飯田ダム管理事務所
小山ダム管理事務所
TEL：0296-72-7950（飯田ダム）
0293-20-3501（小山ダム）
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
主催：高瀧神社
問い合わせ先：高瀧神社社務所
TEL：0436-98-0472
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
主催：埼玉県、河川協会
問い合わせ先：飯能県土整備事務所
（有間ダム管理所）
TEL：042-973-2274
（042-979-0914）

イベント内容
【にぶたに湖周辺自然観察会・秋】
「イオルの森」散策、苗の植樹等
【紅葉かっぱバスで行く定山渓ダム小樽内発電所見学会】
ダム見学、発電所見学、美しい紅葉を眺めながら
定山渓ダム周辺の自然を満喫するバスを利用した見学会
【ながい百秋湖まつり】
長井ダム探検隊
⇒通常のダム見学とは違う特別なコースでの見学
※ながい百秋湖まつりの中でも長井ダムとしての
イベントのみを記載しております。
【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
また、エイドステーションでは三春の名産品を味わえます。
【鳴子ダム ライトアップ】
堤体ライトアップ、本山トンネルライトアップ
【五色湖まつり】
大鰐町登山ばやし、ホラ吹きトーク、ドッグステージ、
ペットとのミニゲーム、カヌー体験、
山瀬ダム地下ウォーキング
【田沢川ダムまつり】
ダム見学、ダム湖遊覧、魚つかみ捕り、
ステージショー、木工教室、軽食販売など
【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見学会を実施。
産業祭会場では、成瀬ダムに関するパネル展を実施。
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。

WEBサイト
室蘭開発建設部（今後掲載予定）
https://www.hkd.mlit.go.jp/mr/index.
html
豊平川ダム統合管理事務所(今後掲載予
定）
https://www.hkd.mlit.go.jp/sp/toyohi
最上川ダム統合管理事務所
http://www1a.thr.mlit.go.jp/bumon/j
76501/mogami/index.html
三春まちづくり公社
http://miharukoma.com/event/889
5
東北地方整備局 鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/ind
ex.html
秋田県大館市 五色湖まつり
http://www.city.odate.akita.jp/event/
t-tiiki/118-7936.html
酒田観光物産協会ウェブサイト
http://sakatakankou.com/event/277
成瀬ダム工事事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/narusedam
/

【霞ヶ浦導水 冬季特別見学会】
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/

【ダム施設見学会】
ダム監査郎見学、クイズラリー、
ヨーヨーすくい（飯田ダム）、
ダムに関するパネル展示等

未掲載（近日県ウェブサイトに掲載予
定）

【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）

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

【高瀧神社秋季大祭】
流鏑馬、神輿

-

【第59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/tokyow
sa/

【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

【浮きウキフェスタ2019】
浮島作り体験、カヌー体験、
マーチングバンド演奏、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

権現堂調節池管理所
https://www.pref.saitama.lg.jp/b101
2/gongendoukanri.html

【深城ダム秋の見学会】
休日のダム内見学対応。予約不要、希望者が集まり次第随時対応予定。

山梨県深城ダム管理事務所
https://www.pref.yamanashi.jp/dam
u-fk/index.html

【土木の日 インフラ探訪in南信州】
小渋ダム土砂バイパス施設、松川ダム土砂バイパス施設、
その他大規模工事現場見学

後日掲載予定

【城山ダム見学会】
ダム施設見学

-

主催：利根川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：相俣ダム管理支所
TEL:027８－６６－００３４

【赤谷湖流木アートコンテスト】
夏の木工教室で作成した流木アートを表彰します。
みなかみ町の文化祭と合わせて開催予定。
3日に表彰式を予定。

利根川ダム統合管理事務所
http://www.ktr.mlit.go.jp/tonedamu/
tonedamu00030.html

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/sagam
i00118.html

主催：行幸湖浮きウキフェスタ実行委員会
問い合わせ先：権現堂調節池管理所
TEL：0480-43-2895
主催：深城ダム管理事務所
問い合わせ先：深城ダム管理事務所
TEL：0554-24-7062
主催：国土交通省 天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：長野県松川ダム管理事務所
TEL：0265-23-0622
主催：相模川水系ダム管理事務所
問合せ先：相模川水系ダム管理事務所管理課
TEL：042-782-2831

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
神奈川県

見学ダム
宮ヶ瀬ダム

開催時期
平成31年4月～令和元年11月の
第2第4金曜日、その他不定期

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

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。
約500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？

相模川水系広域ダム管理事務所

宮ケ瀬水の郷イベント実行委員会
TEL:046-288-1340

【第３４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。

主催：手取湖げんき団カヌー・カヤック倶楽部
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

【手取湖紅葉狩ツーリング】
手取湖にカヌーを浮かべて紅葉狩りを湖上からしてみませんか？

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。
手取湖げんき団
http://tedorikogccc.g1.xrea.com/ind
ex.html

http://www.ktr.mlit.go.jp/ktr_content/c
ontent/000670775.pdf

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

令和元年11月下旬～12月下旬

石川県

手取川ダム

令和元年11月10日

新潟県

三国川ダム

令和元年10月6日

主催：南魚沼サイクルフェスタ実行委員会
問い合わせ先：実行委員会ウェブサイト

【第6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・65km）を
地元グルメを味わいながら走るグルメライド。

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

新潟県

三国川ダム

令和元年10月下旬

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 025-774-3076

【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/inde
x.html

新潟県

三国川ダム

平成31年4月下旬
～令和元年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

【「ダムの中」を探検!!】
ダム点検用トンネル（監査廊）の見学

新潟県

大石ダム

令和元年11月10日（予定）

主催：羽越河川国道事務所
問い合わせ先：羽越河川国道事務所

荒川の治水の歴史に関連する地を巡る「あらかわ治水巡り」
（発電所、羽越水害痕跡・殉職碑・記念碑など）

岐阜県

小里川ダム

令和元年11月10日

主催：小里川ダム里山教室
問い合わせ先：小里川ダム里山教室
TEL：0572-65-3502

岐阜県

小里川ダム

令和元年
12月17日～25日

主催：小里川ダム管理支所
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
TEL：0573-56-0056

【2019秋の小里川ダム湖周ウォーキング】
地域案内人が同行して、自然に関するクイズなどを
楽しみながらダム湖畔をウォーキングします。
【おりがわダムライトアップ】
期間中の18:00～20:00の時間帯に、ダム堤体をライトアップします。
また21日（土）には特別に、夜間ダム内部開放を実施します。
期間中は隣接する道の駅でもライトアップを行います。

長野県

美和ダム

令和元年10月13日

主催：美和ダム完成60周年・
小渋ダム完成50周年事業実行委員会
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

植樹式、パネル展示、ＶＲ体験、防災クイズ、流木工作

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

長野県

松川ダム
小渋ダム

令和元年11月中

天竜川ダム統合管理事務所
TEL：0265-88-3729

ダム堤体及びバイパストンネル見学

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

長野県

美和ダム
小渋ダム

令和元年12月8日

主催：美和ダム完成60周年・
小渋ダム完成50周年事業実行委員会
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

【美和ダム完成６０周年・小渋ダム完成５０周年記念シンポジウム】
基調講演、ダム歩み講演、ドローン撮影及びインタビュー上映、記念品披露

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

愛知県

矢作ダム

令和元年10月7日～11日

主催：矢作ダム管理所
TEL：0565-68-2321

【矢作ダム放流見学会】
普段見られないゲート放流を間近で見学
各日１回ずつ、先着20名まで
募集期間は9/18～10/1

矢作ダム管理所
http://www.cbr.mlit.go.jp/yahagi/ind
ex.php

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 in蓮ダム
ダム見学、湖面巡視体験、わんわんふれあい広場、
香肌峡ふれあい市、蓮ダムオーケストラ

三重県

蓮ダム

令和元年11月10日

三重県

蓮ダム

令和元年11月16日

静岡県

長島ダム

令和元年11月中旬
（後日、Twitter・
ウェブサイドで発表）

静岡県

太田川ダム

令和元年11月23日（土、祝）

滋賀県

大戸川ダム
付替県道大津信楽線

令和元年
11月下旬～12月中旬

福井県

九頭竜ダム

令和元年10月26、27日

京都府

大野ダム

令和元年11月16日～17日

主催：蓮ダム水源地域ビジョン推進会議
問い合わせ先：蓮ダム管理所
TEL：0598-45-0371
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
主催：太田川ダム管理10周年記念イベント実行委員会
問い合わせ先：静岡県袋井土木事務所河川改良課
TEL：0538-42-3211

三国川ダム管理所
http://www.hrr.mlit.go.jp/saguri/inde
x.html
羽越河川国道事務所
http://www.hrr.mlit.go.jp/uetsu/inde
x.html
小里川ダム管理支所
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/ori
gawa/
小里川ダム管理支所
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/ori
gawa/

香肌峡.com
https://kahadakyo.com/
松阪市
https://www.city.matsusaka.mie.jp/

秋の山歩き
奥香肌峡を代表する景勝地「宮の谷・高滝」歩こう

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

【奥大井接岨湖もみじまつり】
ダム見学、湖面巡視体験、（詳細なプログラムは、Twitter・ウェブサイトで発表します。）

長島ダム管理事務所
http://www.cbr.mlit.go.jp/nagashima
/

【太田川ダム管理10周年記念イベント】
ダム湖遊覧、サイクリング、ウォーキング、地元特産品の販売、
ドローンによる写真撮影、遠州広域水道用水供給事業の紹介 など

主催：大戸川ダム工事事務所
問い合わせ先：大戸川ダム工事事務所工務課
TEL：077-545-5849

【DaidoTour_R-1】
付替県道大津信楽線概成区間のウォーキング、工事現場見学

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
主催：大野ダムもみじ祭り実行委員会
問い合わせ先：美山町大野振興会
TEL：0771-75-9110

【九頭竜紅葉まつり】
ステージショー、フリーマーケット、化石発掘体験、
縁日コーナー、トロッコ列車乗車体験
【第３１回大野ダムもみじ祭り】（予定）
虹の湖紅葉狩りウォーク、じゃんけん大会、和太鼓演奏、
無料ふるさと鍋、地元特産品販売

太田川ダム
http://doboku.pref.shizuoka.jp/desa
ki/ootagawa1/
大戸川ﾀﾞﾑ工事事務所ウェブサイトに
掲載予定
https://www.kkr.mlit.go.jp/daido/ind
ex.html
大野市役所
https://www.ono-kankou.jp/
美山町大野振興会
http://www.kyoto.zaq.jp/miyama_oo
no/

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

大阪府

安威川ダム

令和元年11月4日

兵庫県

生野ダム

令和元年11月16日

和歌山県

切目川ダム

令和元年11月3日

鳥取県

殿ダム

令和元年10月27日

鳥取県

菅沢ダム

企画会社
問い合わせ先
主催：安威川ダムファンづくり会
問い合わせ先：安威川ダム建設事務所
TEL：072-626-6083
主催：兵庫県
問合せ先：中播磨県民センター
姫路土木事務所 企画調整担当
電話：079-281-9434
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）
主催：殿ダム因幡万葉湖ウォーキング大会
実行委員会
TEL：0857-58-0570
（※受付期間10月12日（土）～10月21（月））

令和元年11月10日

主催：菅沢ダム完成50年記念行事実行委員会
問い合わせ先：日野川河川事務所総務課
TEL：0859-27-5484

鳥取県

菅沢ダム

令和元年11月10日

主催：菅沢ダム完成50年記念行事実行委員会
問い合わせ先：日野川河川事務所菅沢ダム管理支所
TEL：0859-27-0311

島根県

志津見ダム

令和元年10月13日

主催：第29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）

島根県

志津見ダム

令和元年
10月下旬～11月上旬

島根県

尾原ダム

令和元年10月20日

島根県

尾原ダム

令和元年10月18日～19日

島根県

尾原ダム

令和元年10月13日

島根県

尾原ダム

令和元年11月10日

岡山県

苫田ダム

令和元年10月12～13日

広島県

八田原ダム

令和元年11月17日

広島県

土師ダム

令和元年11月23日

広島県

灰塚ダム

令和元年11月16日

広島県

温井ダム

令和元年10月20日

主催：(有)志津の里（うぐいす茶屋）
TEL：0854-73-0002
主催：さくらおろち湖祭り2019実行委員会
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：0854-48-0780
主催：島根県高体連ボート専門部
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：0854-48-0780
主催：奥出雲商工会青年部
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：0854-48-0780
主催：さくらおろち湖ロゲイニング大会実行委員会
問い合わせ先：尾原ダム管理支所
TEL：0854-48-0780
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
TEL：0868-54-2987
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
（国土交通省 八田原ダム管理所）
TEL：0847-24-0490
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
主催：ハイヅカ湖畔ウォーク大会2019実行委員会
問い合わせ先：
三良坂コミュニティセンター
（0824）44-2749
三次市三良坂支所
（0824）44-4511
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：0826-32-7080

イベント内容

WEBサイト

【安威川フェスティバル2019】
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

AIGAWA.jp
http://www.aigawa.jp/

【小学生現場見学バスツアー】
生野ダムを含む姫路土木管内のインフラ施設見学

https://web.pref.hyogo.lg.jp/town/ca
te3_259.html

【第5回いなみまめダムマラソン】
切目川ダム周辺における４種目１１競技のマラソン大会

-

【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）

-

【菅沢ダム完成50年記念式】※入場無料
時間：10:00～11:30(予定) (受付開始9:30)
場所：日南町総合文化センター「さつきホール」(鳥取県日野郡日南町霞785)
内容：「大蛇退治」(上演：日南神楽 神光社)／菅沢ダム建設当時の記録映像上映／
流域の中学生等によるビデオメッセージ｢これからの菅沢ダム・日野川へ｣ ／
町主催の食のイベント等
※内容は今後変更となる場合がございます。
【菅沢ダム他インフラ施設と王子製紙のバス見学会】※先着40名
時間：12:30～16:30(予定)
見学コース：日南町総合文化センター⇒菅沢ダム⇒王子製紙⇒日南町総合文化センター
申込方法：10月4日(金)から10月18日(金)の間に国土交通省菅沢ダム管理支所
(TEL 0859-87-0311
＜受付時間：平日9:00～17:00＞)まで電話にてお申し込み下さい。
後日、乗車券を郵送し、ご案内いたします。
※定員に達した場合、期限内でも申し込みを締め切らせていただきます。
第２９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、巡視艇体験、
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）、
降雨体験機による豪雨体験
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
【さくらおろち湖祭り２０１９】
ダム見学、ステージショー、展示、各種体験、出店
【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
【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
【第5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
【岡山 鏡野 SEA TO SUMMIT 2019】
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３３㎞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。

日野川河川事務所
https://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa
/
※イベント情報については事務所ウェブ
サイトに掲載予定です

日野川河川事務所
https://www.cgr.mlit.go.jp/hinogawa
/
※イベント情報については事務所ウェブ
サイトに掲載予定です

-

尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokas
en/index.html
尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokas
en/index.html
尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokas
en/index.html
尾原ダム管理事務所
http://www1.cgr.mlit.go.jp/izumokas
en/index.html
http://www.seatosummit.jp/

【第１２回 秋の夢吊橋ウォーク２０１９】
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/

第42回 土師ダム湖畔マラソン大会
親子ペア（１ｋｍ）、３ｋｍ、１０ｋｍ、ハーフのコースがあり、
１０ｋｍとハーフは公認コースになっている。

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

【ハイヅカ湖畔ウォーク大会2019】
・ダム湖湖畔ウォーク大会
ダム湖周辺を３コース設定し、ウォーキングする
・灰塚ダム堤体内見学

後日掲載予定

【龍姫湖まつりｉｎ温井ダム】
龍姫湖ウォーキング、龍姫湖スタンプラリー、
ダム放流、ステージイベント、ＳＵＳ体験、カヤック体験

https://akiootanavi.jp/html/kankou_event_index.ht
ml

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
山口県

弥栄ダム

令和元年11月3日

島根県

山佐ダム

令和元年10月5日

島根県

山佐ダム

令和元年11月17日

愛媛県

鹿森ダム

令和元年12月8日

愛媛県

玉川ダム

令和元年12月1日

愛媛県

柳瀬ダム

令和元年10月27日

愛媛県

石手川ダム

令和元年11月10日

愛媛県

石手川ダム

令和元年12月

高知県

大渡ダム

令和元年10月6日

高知県

中筋川ダム

令和元年10月26日
令和元年11月23日
令和元年12月28日

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

大分県

大分川ダム

令和元年11月3日（予定）

熊本県

竜門ダム

令和元年11月17日

佐賀県

中木庭ダム

令和元年11月17日

熊本県

市房ダム

通年

熊本県

市房ダム

令和元年11月24日

群馬県

草木ダム

令和元年11月3日

千葉県

東金ダム

令和元年10月14日

岐阜県

阿木川ダム

令和元年11月3日

企画会社
問い合わせ先
主催：美和サンチャロウまつり実行委員会
問い合わせ先；弥栄ダム管理所
ＴＥＬ：0827-57-3135
主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
問い合わせ先：山佐交流センター
TEL：0854-35-0129
（平日 8:30～17:00）
主催：山佐ダム体験交流施設管理組合
問い合わせ先：山佐交流センター
TEL：0854-35-0129
（平日 8:30～17:00）
主催：あかがねマラソン実行委員会・
新居浜市・新居浜市教育委員会
問い合わせ先：新居浜市教育委員会スポーツ振興課
TEL：0897-65-1303
主催：鈍川地区都市農村共生･対流協議会事務局
問い合わせ先：今治市玉川支所
TEL：0898-55-2211
主催：別子・翠波はな街道サイクリング実行委員会
問い合わせ先：四国中央市役所 観光交通課内
TEL：0896－28-6187
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：松山市 水資源対策課
TEL：089-948-6223
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
主催・問い合わせ先：
くいしんぼマラソン大会事務局
TEL：0889-35-0019

イベント内容

WEBサイト

【美和サンチャロウまつり】
みちゃろう芸能大会、くうちゃろうコーナー、
あるいちゃろう10,000歩ラリー大会、弥栄ダム見学会

弥栄ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/yasaka/

山佐ダム

きのこ狩りの集い

https://www.city.yasugi.shimane.jp/k
ouryu/yamasacs/oshirasae/yamabikojouhou/

第１１回

山佐ダム

https://www.pref.shimane.lg.jp/infra
/river/kikan/hamadakasen/jigyoush
oukai/tsuchikawachisuidamu/damu
kojiken.html

グラウンドゴルフ大会

【第3回あかがねマラソン】
マラソン（ハーフ、5km、2km、1km）
※ハーフは、鹿森ダムに隣接した県道を走るコース
※鹿森ダムに駐車場はなし

あかがねマラソン
http://www.akagane-marathon.jp/

【第6回鈍川渓谷グルメマラソン】
コース延長18.1kmのグルメマラソン

鈍川地区都市農村共生･対流協議会
https://www.facebook.com/nibukyo

【てらの･金砂湖畔広場秋の感謝祭】
産直市、サイクリング

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

【竹を使おうＤＡＹ！】
竹林の間伐体験，竹加工教室（予定）
【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)

松山市役所
https://www.city.matsuyama.ehime.j
p/
松山河川国道事務所
https://www.skr.mlit.go.jp/matsuyam
/

マラソン大会（大渡ダム貯水池周辺）
ダム見学

仁淀川町
http://www.kuishinbo-marathon.jp/

【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/

【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/s
martkairo_tokushima

【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
ステージイベント、その他多数出展ブース有

-

主催：竜門ダムウォーキング実行委員会
問い合わせ先：菊池市観光協会
TEL：0968-25-0513

【竜門ダムウォーキング‘１９】
ダム湖周辺ウォーキング

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

【2019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

菊池観光協会
https://kikuchikanko.ne.jp/
菊池川河川事務所竜門ダム管理支所
http://www.qsr.mlit.go.jp/ryumon/

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
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
主催：ななせの里まつり実行委員会
問い合わせ先：野津原町商工会
TEL：097-588-0101

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
：JAくま水上店・水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会
TEL
：0966-46-0800
問い合わせ先：水上村役場産業振興課
TEL
：0966-44-0314
主催：BlowEasterly（ﾌﾞﾛｳｲｰｽﾀﾘｰ）
実行委員会
問い合わせ先：みどり市東（あずま）町
地域づくり協議会事務局
（みどり市東支所内）
TEL：0277ー76-2124
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㈹
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)

-

【市房湖でカヌーの学校】
カヌー体験

水上村観光協会
http://mizukami.net/mizunoue/scho
ol_canoe/

【秋フェスタinみずかみ 2019】
ダム湖内の親水公園で実施するイベント
農林業祭り＆オールドカーフェスティバル（予定）

水上村観光協会
http://mizukami.net/

【Blow Easterly 2019 ～風が東から吹く～】
会場
内容

みどり市東運動公園（草木ダム直下）
グルメ 地域資源 防災啓発 他

【第14回 環境ウォークinときがね湖2019】
スタンプラリー（湖岸歩道3.6ｋｍ）、取水塔開放（当日のみ）
【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

実行委員会ウェブサイト
https://blow-easterly.jimdo.com/
房総導水路事業所
http://www.water.go.jp/kanto/bous
o/00home/home.htm
明知鉄道
http://www.aketetsu.co.jp/
阿木川ダム管理所
http://www.water.go.jp/chubu/agig
awa/index.html

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

岐阜県

徳山ダム

令和元年
10月5日、12日、19日、
11月2日

愛知県

大島ダム

令和元年11月9日

京都府

高山ダム

令和元年11月23日

京都府

日吉ダム

令和元年10月27日（日）
（予定）

徳島県

池田ダム
（ダム見学なし）

令和元年10月5日～6日

企画会社
問い合わせ先

イベント内容

WEBサイト

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/tok
uyama/index.html

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10回「秋満載」大島ダム・ウォーク
・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生の合唱などあり
・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
http://www.water.go.jp/chubu/toyo
kawa/index.html

ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、物販

お茶の京都
https://ochanokyoto.jp/event/detail.
php?eid=377

【ひよし水の杜フェスタ２０１9】
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

ワールドマスターズゲームズ2021関西 ORF11

ワールドマスターズゲームズ2021関西
ORF11
https://wmg2021miyoshi.jp/homeorf

主催：南山城村
問い合わせ先：南山城村産業生活課
TEL：0743-93-0105
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：0771-68-0003
主催：大歩危ﾘﾊﾞｰﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ実行委員会
問い合わせ先：info@oboke-rf.com
TEL：

