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北海道 留萌ダム
令和2年

2月14日～2月15日

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】
2.14 スノーキャンドル制作、スノーシュー体験
2.15 スノーシュー体験、スノーキャンドル点灯

-

岩手県 四十四田ダム 令和2年1月

主催：四十四田ダム水源地域ビジョン
　　　推進会議事務局
問い合わせ先：同事務局
TEL：090-4551-8653

【水源地子供交流会（冬の自然観察）】
水源地域の学習、ミニゲーム、
施設内の林を散策、そり遊び

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

岩手県 湯田ダム 令和2年2月8日
主催：西和賀雪あかり実行委員会
問い合わせ先：同実行委員会
TEL：0197-82-2270

【雪あかり2020　in にしわが】
町内全域で雪像やかまくらの窓にロウソクを点灯、
湯田ダムライトアップ

西和賀雪あかり実行委員会
https://www.shokokai.com/nishiwaga/yukia
kari/

山形県 寒河江ダム
令和2年

2月21日～2月23日、
2月29日～3月1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

【六十里街道雪祭り 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、展示コーナー等

雪旅籠HP
http://gassan-
shizuonsen.net/yukihatago/index.html

山形県 白川ダム 令和2年2月22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

いいもんだ中津川（中津川むらづくり協議会）
https://www.iimonda-nakatugawa.com/

青森県 浅瀬石川ダム
令和2年

1月31日～2月9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
（「雪の振るさと2020」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

青森県 津軽ダム
令和2年

1月31日～2月16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）

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

群馬県 薗原ダム
令和2年

2月中旬～3月末

主催：利根町ふるさと活性化委員会（仮）
問い合わせ先：老神温泉観光協会
TEL：0278-56-3013

【老神温泉びっくりひな飾り】（仮）
薗原ダム上下流の南郷温泉、
老神温泉等で５０００体のひな人形を展示、
期間中、各種特別イベントが開催されます。

沼田市利根支所
http://www.city.numata.gunma.jp/event/ton
e/1006452.html

群馬県 薗原ダム
令和2年1月～2月

土・祝前日

主催：利根町ふるさと活性化委員会（仮）
問い合わせ先：老神温泉観光協会
TEL：0278-56-3013

【老神温泉雪ほたる】（仮）
老神温泉街にあちこちに作られた小さなかまくらに
キャンドルがともされ、神秘的な光が
雪の中に浮かび出されます。

沼田市利根支所
http://www.city.numata.gunma.jp/event/ton
e/1006452.html
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群馬県 藤原ダム 令和2年1月25日

主催：谷川岳エコツーリズム推進協議会
問い合わせ先：谷川岳エコツーリズム
　　　　　　　推進協議会事務局
TEL：0278-25-8228

【みなかみスノーシューフェスティバル２０２０】
スノーシューをはいて谷川岳のふもとの
もっふもふの雪を歩こう

みなかみ町観光協会
http://www.enjoy-
minakami.jp/event.php?itemid=1611

神奈川県 宮ヶ瀬ダム
令和2年

3月25日、27日、29日

主催：相模川水系広域ダム管理事務所
問い合わせ先：宮ヶ瀬ダム　水とエネルギー館
TEL：046-281-5171

【春休み観光放流】
大迫力の放流が間近で見れます。
放流時間：各日とも11:00～11:06、
　　　　　　　　　14:00～14:06

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

神奈川県 城山ダム 令和元年12月8日
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

【城山ダム見学会】
ダム施設見学

茨城県 霞ヶ浦導水 令和2年2月11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

【霞ヶ浦導水 春の特別見学会】
　事業概要説明、施設見学など

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

長野県
松川ダム

（小渋ダムと
合同）

令和２年１月～２月

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：長野県飯田建設事務所　松川ダム管
理事務所
TEL：0265-23-0622

南信州の複数ダムの見学ツアー（ダム堤体及びバイパスト
ンネル）

長野県飯田建設事務所　松川ダム管理事務所
https://www.pref.nagano.lg.jp/matsukawada
mu/index.html

長野県
美和ダム
小渋ダム

令和2年1月27日

主催：美和ダム６０周年・
　　　小渋ダム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６０周年記念碑除幕式】
美和ダムの風景を切り絵で制作し
陶板に焼き付けたものを美和ダム堤体右岸付近に
設置する除幕式

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

静岡県 長島ダム
令和元年12月

～
令和2年1月

国土交通省中部地方整備局　長島ダム管理所
TEL：0547-59-1021

【長島ダムライトアップ】
期間中、毎日１７時～２１時に
長島ダム天端のライトアップを行います。
（ダム正面のライトアップは通年行っています。）

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

兵庫県 引原ダム
令和2年

3月下旬～4月上旬

主催：兵庫県西播磨県民局光都土木事務所
問い合わせ先：光都土木事務所ダム管理課
TEL：0791-58-2247

［雪解け観光放流］
ジェットフローゲートからの放流、夜間ライトアップ
※貯水位等の条件によっては不実施

兵庫県西播磨県民局光都土木事所ダム管理課
http://web.pref.hyogo.lg.jp/whk12/event/hik
ihara.html

鳥取県 殿ダム 令和2年2月9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5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

殿ダム交流館
https://www.facebook.com/tottori.tonodam
u/

岡山県 苫田ダム
令和元年12月27日

～
令和2年1月5日

問い合わせ先：苫田ダム管理所
TEL：0868-52-2151

【苫田ダムライトアップ】
期間中の17：30～21：00（年越しは明け方まで）
ダム下流面を照らす照明装置の点灯試験を行います。
点灯時間には普段見られない苫田ダムの
幻想的な姿を見ることができます。

苫田ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/index.html
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高知県 中筋川ダム 令和2年1月
主催・問合せ先：中筋川総合開発工事事務所
　　　　　　　　管理課
TEL：0880-66-2501

【中筋川ダム探鳥会（バードウォッチング）】
中筋川ダム湖に生息する鳥類を観察し、
ダム周辺の自然に親しむ。

-

高知県 中筋川ダム
令和2年1月25日、
2月22日、3月28日

主催・問合せ先：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/

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/smartkairo
_tokushima

熊本県 緑川ダム 令和2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。

美里町役場
https://www.town.kumamoto-
misato.lg.jp/q/aview/7/6395.html

熊本県 緑川ダム 令和2年1月12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。

美里町役場
https://www.town.kumamoto-
misato.lg.jp/q/aview/7/6458.html

熊本県 緑川ダム 令和2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。

美里町役場
http://www.town.kumamoto-misato.lg.jp/

熊本県 竜門ダム 令和2年1月28日
問い合わせ先：竜門ダム管理支所
TEL：0968-27-1120

【竜門ダムおなか探検デラックス】
コンジットゲート点検放流、ダム見学

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

佐賀県 嘉瀬川ダム 令和2年3月1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

未掲載

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/mizunoue/school_canoe
/
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熊本県 市房ダム 令和2年1月19日

主催：（一財）熊本県陸上競技協会、
　　　水上村、湯前町、多良木町
問い合わせ先：水上村教育委員会、
　　　　　　　湯前町教育委員会、
　　　　　　　多良木町教育委員会
TEL：0966-44-0333
          0966-43-4555
          0966-42-1267

第8回 公認奥球磨ロードレース

水上村ＨＰ
https://www.vill.mizukami.lg.jp/q/aview/31/
1419.html
大会ＨＰ
https://universal-field.com/event/okukuma-
road/

熊本県 市房ダム
令和2年

3月28日、29日

主催：水上村、水上村観光協会
問い合わせ先：水上村観光協会、
　　　　　　　水上村役場産業振興課
TEL：0966-46-0800（水上村観光協会）
　　　0966-44-0314（産業振興課）

28日：花より団子マラソン、
　　　  第49回湯山温泉桜まつり前夜祭
29日：第49回桜まつり本祭り

水上村観光協会
http://mizukami.net/
水上村ＨＰ
https://www.vill.mizukami.lg.jp/

福岡県 寺内ダム 令和2年3月下旬
主催：朝倉総合事業所　寺内ダム管理所
問い合わせ先：寺内ダム管理所
TEL：0946-22-6713

【寺内ダム　夜桜ライトアップ　】
ダム堤体下流広場の桜をライトアップします。

寺内ダム管理事務所
https://www.water.go.jp/chikugo/terauchi/


