[様式-2] 11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

主催：置戸町観光協会
問い合わせ先：置戸町観光協会事務局
令和3年１月下旬予定 （置戸町役場 産業振興課 商工観光
係）
TEL：0157-52-3313

北海道

鹿ノ子ダム

北海道

滝里ダム

令和2年11月26日～29日

岩手県

湯田ダム

2021年2月
（予定）

山形県

寒河江ダム

山形県

白川ダム

青森県

浅瀬石川ダム

青森県

津軽ダム

青森県

青森県

津軽ダム

浅瀬石川ダム

企画会社
問い合わせ先

イベント内容
【おけと湖氷上釣り大会】
ワカサギ釣り
※新型コロナウイルス感染状況により中止の可能性あり

問い合わせ先：札幌開発建設部 空知川河 【滝里ダム20周年記念】
川事務所 滝里ダム管理支所
芦別市道の駅となり 星の降る里百年記念館
TEL０１２４－２４－４１１１
ダムリニューアルパネル、新ダムカード配布

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

主催：月山志津温泉雪旅籠の灯り実行委員
未定
会
（開催するかどう
問い合わせ先：月山朝日観光協会
かも含めて）
TEL：0237－74－4119

新型コロナの影響で開催するか未確定（11月頃に実施
判断）のため現時点ではなし

－

【雪あかり2021 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/yukiakari/

【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

【中津川雪祭り】
未定
主催:中津川むらづくり協議会
雪像展示、豊作祈願祭、雪中田植え、雪上宝探し、雪上
（開催するかどう 問合せ先：中津川雪祭り実行委員会事務局
餅つき、雪上花火、スカイランタン、ヤハハエロ（さい
かも含めて）
TEL：0238-77-2020
と焼き）、フォークダンス、白川ダム巨大滑り台
令和2年10月17日
～
令和2年11月8日
(金･土･日･祝日)
令和2年11月2日
令和2年10月17日
～
令和2年11月8日
(金･土･日･祝日)
令和2年11月2日

WEBサイト

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

主催：浅瀬石川ダム管理支所
【浅瀬石川ダムライトアップ】
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理支所管理
秋の浅瀬石川ダムライトアップを実施
第一係
11/1(日)､11/3(祝日)であるため11/2も実施する。
TEL：0172-54-8782

岩木川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/

主催：岩木川統合管理事務所
【津軽ダムライトアップ】
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
秋の津軽ダムライトアップを実施
調査課
11/1(日)､11/3(祝日)であるため11/2も実施する。
TEL：0172-85-3035

岩木川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/

【津軽ﾀﾞﾑ埋蔵文化財調査出土品展示】
主催：岩木川統合管理事務所
令和2年11月1日
津軽ﾀﾞﾑ展示室にダム建設時に発掘調査した出土品を青森
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
岩木川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
～
県埋蔵文化財調査センターの協力を頂き、一部出土品を
調査課
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/
令和2年11月3日
を展示する。
TEL：0172-85-3035
※チラシ作成中

令和3年2月上旬

主催：浅瀬石川ダム管理支所
【浅瀬石川ダムライトアップ】
問い合わせ先：浅瀬石川ダム管理支所管理
冬の浅瀬石川ダムライトアップを実施
第一係
(｢雪の降るさと2021｣に併せて開催)
TEL：0172-54-8782

岩木川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/
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青森県

津軽ダム

令和3年2月上旬

主催：岩木川統合管理事務所
【津軽ダムライトアップ】
問い合わせ先：岩木川ダム統合管理事務所
冬の津軽ダムライトアップを実施
調査課
(冬の乳穂ｹ滝氷祭に併せて開催)
TEL：0172-85-3035

問合せ先：

神奈川県

宮ヶ瀬ダム

山形県

横川ダム

新潟県

三国川ダム

岐阜県

小里川ダム

令和2年11月28日 宮ケ瀬水の郷観光協同組合
～12月27日
TEL:046-288-1223

令和３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

主催：しゃくなげ湖畔を楽しむ会
令和2年11月1日 問い合わせ先：しゃくなげ湖畔開発公社
TEL：025-774-2200

主催：小里川ダム管理支所
令和2年12月17日
問い合わせ先：小里川ダム管理支所
～12月25日
TEL：0573-59-0056

岩木川ﾀﾞﾑ統合管理事務所
http://www.thr.mlit.go.jp/iwakito/

【宮ケ瀬クリスマスみんなのつどい】
今年度は新型コロナウイルス感染防止のため、イベント及び会
場内のイルミネーションは中止としますが、新型コロナウイル 宮ケ瀬水の郷観光協同組合
スとたたかう全ての皆様への応援メッセージの気持ちを込め
http://miyagasekankou.com/
て、高さ30mを超える、自生したもみの木のクリスマスツ
詳細は改めてHPに掲載いたします。
リーのみ点灯します。（吊り橋やプロムナードに設置しており
ますイルミネーションは点灯しません。）

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。

【紅葉ウォーク】
ダム湖周辺のウォーキングイベント、ダムカレー

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

－

【おりがわダムライトアップ】
小里川ダム管理支所
期間中の17:00～20:00の時間帯に、ダム堤体をライト
https://www.cbr.mlit.go.jp/shonai/origawa/
アップします。

長野県

美和ダム

主催：天竜川ダム統合管理事務所
令和2年11月3日 問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所 【美和ダム見学会】
令和2年11月8日 総務課
ダム見学ツアー
TEL：０２６５－８８－３７２９

長野県

小渋ダム

主催：天竜川ダム統合管理事務所
令和2年11月1日 問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所 【小渋ダム見学会】
令和2年11月7日 総務課
堤体内部見学
TEL：０２６５－８８－３７２９

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

主催：天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所 【美和ダム見学会】
総務課
ダム見学ツアー
TEL：０２６５－８８－３７２９

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

主催：天竜川ダム統合管理事務所
問い合わせ先：天竜川ダム統合管理事務所 【小渋ダム見学会】
総務課
堤体内部見学
TEL：０２６５－８８－３７２９

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

長野県

小渋ダム

令和３年2月

令和３年2月

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

矢作ダム

広島県

灰塚ダム

広島県

土師ダム

岡山県

苫田ダム

岡山県

苫田ダム

愛媛県

石手川ダム

愛媛県

石手川ダム

【地域の未来をまもる！！防災について考えよう！
主催：矢作水源フォレストランド協議会、
～水陸両用ブルドーザー・大雨体験・ドローンもある
令和2年11月17日
恵那建設業協会、稲武・旭防災協議会
よ～】
（火）～令和２年
問い合わせ先：矢作ダム管理所
降雨体験機・土石流模型実験、ダム事業・砂防事業につ
11月19日（木）
TEL：０５６５－６８－２３２１
いての説明、ドローン体験、重機体験、ダム見学、東海
（恵南）豪雨パネル展示・VR体験
主催：ハイヅカ湖畔ウォーク大会2020実
行委員会
問い合わせ先：三良坂コミュニティセン
【ハイヅカ湖畔ウォーク大会2020】
令和2年11月14日 ター
灰塚ダム周辺ウォーク（４km、９kmコース）
TEL：0824-44-2749※月曜日は休館
三次市三良坂支所
TEL：0824-44-4511
【土師ダム見学イベント】
主催：中国地方整備局土師ダム管理所
令和2年11月29日
ダム通廊開放、ゲート施設見学、湖面巡視体験、ダムク
問合せ先：０８２６－５２－２４５５
エスト（スタンプラリー・クイズ）、パネル展示等
【苫田ダムライトアップ】
令和２年1０月３
鏡野町の奥津もみじ祭り期間中の17：30～21：00、
問い合わせ先：苫田ダム管理所
１日(土)～１1月１
ダム下流面を照らす照明装置の点灯試験を行います。点
TEL：0868-52-2151
5日(日)
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。
【苫田ダムライトアップ】
令和２年12月2５
期間中の17：30～21：00（年越しは明け方まで）ダ
問い合わせ先：苫田ダム管理所
日(金)～令和３年1
ム下流面を照らす照明装置の点灯試験を行います。点灯
TEL：0868-52-2151
月３日(日)
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。
主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委
員会
【竹を使おうＤＡＹ！】
令和2年11月
問い合わせ先：松山市 水資源対策課
竹林の間伐体験，竹加工教室（予定）
TEL：０８９-９４８-６２２３
主催：石手川ダム水源地域ビジョン推進委
員会
【自然観察会&ダム見学】
令和2年12月
問い合わせ先：石手川ダム管理支所
オシドリなどの冬鳥の観察、ダム見学(予定)
TEL：０８９-９７７-００２１

矢作ダム管理所ホームページに掲載予定

－

土師ダム管理所
https://www.cgr.mlit.go.jp/haji/index.htm
鏡野町観光イベント
https://www.kagamino.holiday/event/siteseeing/
苫田ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/index.html
苫田ダム管理所
http://www.cgr.mlit.go.jp/tomata/index.html

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

