四十四田ダム（岩手県）

定山渓ダム（北海道）

民間ツアー会社と連携したダムツアー！！
し つ

み

①志津見ダム（島根県）

【催行日】
平成26年3月26日（水）
【場所】島根県出雲市
JR出雲市駅(北口)集合
【問合せ先】
トラベルクリエイト
【連絡先】0853-22-3045
う れ

②宇連ダムほか（愛知県）

あぎがわ

やはぎ

阿木川ダム

矢作ダム

ついに登場ダムツアー
しんとよね

うれ

新豊根ダム

宇連ダム

◇設 定 日
◇場
所
◇問合せ先
◇連 絡 先

：
：
：
：

平成26年6月21日（土）～
愛知県北設楽群豊根村
財団法人休暇村協会
0536-87-2334

日本はダム再生技術の総合展示場
・現在、既存施設の有効利用を図る観点から、既設ダムの一層の活用が求められており、国
土交通省では、「ダム再生」を推進しています。ダム再生とは、既設ダムを改築などして、
ダムの容量の拡大、放流能力の拡大、運用の変更、堆砂対策や水質対策など既設ダムの有効
活用を図るものです。
・全国各地で「ダム再生」の計画・工事を行っているので、是非お近くのダムへ出かけて見
ませんか？

東北
エリア
美和ダム（長野県）

津軽ダム（青森県）

四国
エリア
長安口ダム（徳島県）

玉川ダム(秋田県）
胆沢ダム(岩手県）

佐久間ダム
小渋ダム(長野県） （静岡県・愛知県）

中部
エリア

鹿野川ダム（愛媛県）

ダムと桜に出逢う旅

平成 26年
平成26
年4月5日～
日～13
13日
日
場所：京都府南丹市美山町（大野ダム）

平成 26年
平成26
年4月29
29日（火）
日（火） （予定）
場所：岩手県盛岡市（四十四田ダム）

ダム湖には桜がいっぱい！！
ダイナミックなダムと
きれいな桜を見に行こう！！
平成 26年
平成26
年4月6日（日）
場所：大分県日田市（下筌ダム付近）
11:00～
11:00
～14:00

平成 26年
平成26
年4月上旬（予定）
場所：山口県岩国市美和町（弥栄ダム）
11:00～
11:00
～16:00
16:00（予定）
（予定）

○ダム周辺で行われるイベント！
見学ダム

夕張シューパロダム

二風谷ダム

忠別ダム

開催時期

Ｈ２６

イベント内容

ＨＰアドレス

札幌開発建設部
夕張シューパロダム総合建設事業所
ＴＥＬ：０１２３－５５－２１２１

大夕張ダムの下流に建設した夕張シューパロダムは、完成す
れば湛水面積が全国第2位となります。3月4日より、ダムや
夕張シューパロダム総合建設事業所：
周辺地盤の安全性を確認する”試験たん水”を実施してお
http://w ww.sp.hkd.mlit.go.jp/ kasen /0 8isiken /02 gen ba/3 3yu bari/ in dex.h tml
り、その状況もご覧になれます。水位の詳細は、右のＨＰよ
りご覧になれます。

５月上旬

室蘭開発建設部 二風谷ダム管理所
ＴＥＬ：01457-2-4262

にぶたに湖周辺自然観察会・春

３月上旬

主催 忠別ダム水源地域ビジョン
「遊ing忠別」
問い合わせ先 忠別ダム管理支所
ＴＥＬ：0166-82-5391

スノートレッキング、バナナボート試乗、タイヤチューブ遊
なし
び、雪の中から町の特産品を探そう

Ｈ２6.3.4より
公開中

Ｈ２６

企画会社
問い合わせ先

http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/

主催：四十四田ダムさくらまつり実行委員会
【四十四田ダムさくらまつり】
問い合わせ先：東北地方整備局 北上川ダム
東北地方整備局 北上川ダム 統合管理事務所
ダム見学、湖面巡視体験、ステージショー、フリーマーケッ
http://www.thr.mlit.go.jp/kitakato/index.html
統合管理事務所 管理第二課
ト
TEL：019-643-7972

四十四田ダム

H26.4.29（予定）

湯田ダム

5月最終土曜日

主催：錦秋湖湖水まつり実行委員会
問い合わせ先：西和賀商工会内 錦秋湖湖水 【錦秋湖湖水まつり 】
まつり実行委員会
湖上体験、御神輿、花火
TEL：0197-82-2270

西和賀商工会
http://www.shokokai.com/nishiwaga/

鳴子ダム

H26.5.2～5.6

東北地方整備局 鳴子ダム管理所
TEL：0229-82-2341

【すだれ放流】
天端付近の非常用洪水吐を利用した融雪放流

東北地方整備局 鳴子ダム管理所
http://www.thr.mlit.go.jp/naruko/index.html

西川町建設水道課
TEL：0237-74-4120

【高さ日本一の噴水を打ち上げ】
毎年4月下旬に月山湖大噴水の打ち上げを再開します。平日
は10時から16時まで、休日は10時から17時まで、1時間
おきに10分間打ち上がります。

西川町
http://www.town.nishikawa.yamagata.jp/index.html

寒河江ダム

毎年4月下旬

白川ダム

H26.5.11

長井ダム

天ヶ瀬ダム
殿ダム

例年4月上旬
～5月下旬

H26.6.8
9:30～14:30

尾原ダム

尾原ダム
＜さくらおろち湖＞

尾原ダム
＜さくらおろち湖＞

【融雪越流】
東北地方整備局 最上川ダム統合管理事務所
融雪による常用洪水吐からの越流が、例年４月上旬から５月 東北地方整備局 最上川ダム 統合管理事務所
長井ダム管理支所
下旬まで見学できます。残雪の残る時期から、新緑の時期ま http://www.thr.mlit.go.jp/mogami/index.html
TEL：0238-88-5741
でご覧頂けます。
主催 宇治観光ボランティアガイドクラブ
TEL：0774-22-5083

【直下で見る天ヶ瀬ダムと深緑の鳳凰湖（予定）】
ダム湖を含む宇治の名所を巡るウォーキングツアー

－

国府マスつりフェスタ実行委員会
（事務局：鳥取市国府町総合支所産業建設課）
TEL：0857-39-0560

国府マスつりフェスタ2 01 4
ダム湖上流袋川でのマスつりやマスのつかみ取り

http://houdou.city.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=1890

雲南市ウォーキング協会事務局
090-8718-3158

さくらおろち湖ウォーク

－

H26.4.27（日）

さくらおろち湖トレイルラン実行委員会
雲南市ダム対策課：0854-40-1012
奥出雲町地域振興課：0854-54-2524

第2 回さくらおろち湖トレイルラン！

http://user.kkm.ne.jp/jouhou/

H26.5.11（日）

斐伊川さくらボート協会

さくらおろち湖お花見レガッタ

－

ダム湖の水位低下に伴う放流

http://www.cgr.mlit.go.jp/nukui/

H26

＜因幡万葉湖＞

＜さくらおろち湖＞

【全国白川ダム湖畔マラソン大会】
主催:飯豊町
飯豊連峰の豊かな自然の中行われる本大会は、今年で32回
飯豊町
問い合わせ先：全国白川ダム湖畔マラソン大
目を迎え、白川ダム湖を臨む周辺道路に設定された10㎞・5
http://www.town.iide.yamagata.jp/index.html
会実行委員会 事務局 飯豊町
㎞・2㎞のコースでタイムを競います。開催日は例年5月の
TEL：0238-72-2111
第2週目の日曜日、参加申込受付は3月上旬～4月中旬まで。

5月下旬の
日曜

H26.4.6（日）

H26

温井ダム
＜龍姫湖＞

4月中旬～
5月末
国土交通省温井ダム管理所
15:00～15:10
TEL：0826-22-1501
（月～金）
（※ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸは
実施）
島地川ダム周辺環境整備地区管理協議会
事務局：周南市新南陽総合支所地域政策課
TEL：0834-61-4108

桜の高瀬湖クリーンウォーク
水源地である高瀬湖周辺の環境保全のため、地域の人々によ －
る清掃活動を桜を見ながら行う。

H26 4月上旬
11:00～16:00
（予定）

岩国市美和総合支所地域振興課
TEL：0827-96-1115

桜に囲まれた（約500本の桜の木が植えてある）明神原な
ごみ広場で神楽、太鼓などのステージ。バザーや地元農産品
の販売あり。

長安口ダム

H26.5.17～18

徳島県南部総合県民局産業交流部
交流連携担当 TEL：0884-74-7355

【ワイルドウォーク Z ERO→1955】
那賀川の河口海抜ゼロｍから出発し、那賀川沿いに遡上しな
がら標高１９５５ｍの剣山山頂を目指すイベント。H25年
http://shikokunomigishita.jp/docs/2013060700023/
に開催されたイベントでは、長安口ダムがチェックポイント
になっており、ダム天端にて昼食を食べたり、希望者にはダ
ム見学を実施したり等を行っている。

きゅ うらぎ

３月下旬
～４月上旬頃

厳木ダム管理支所
0955-63-2500

【厳木ダム：桜見頃情報】
ダム貯水池「さよの湖（うみ）」の上流端にあるスポーツ公
園・親水護岸周辺には、多くの桜の木があり、暖かい日には 武雄河川事務所厳木ダム管理支所；
水遊びをしながら桜を楽しめます。ここには、「佐用の湧水 http://www.qsr.mlit.go.jp/kyuragi/
（さよのみず）」という湧水くみ場もあり、おいしい水も楽
しめます。ダム下流の桜もきれいです。

H26.4.6（日）
11:00～14:00

蜂ノ巣湖桜まつり実行委員会
0973-54-3120（下筌ダム管理支所）

【第26回蜂ノ巣湖桜まつり】
筑後川ダム統合管理事務所
紅白餅まき、福引き抽選会、民謡、カラオケ、バンド演奏、
http://www.qsr.mlit.go.jp/toukan/
魚のつかみとり

3月下旬
～4月初旬頃

中津市耶馬溪支所総務課
0979-54-3111

【耶馬溪ダム記念公園「溪石園」：桜見頃情報】
耶馬溪ダムの完成記念に造られた広さ約２万平方メートルの
日本庭園です。数万個の石、ダムの水を利用して耶馬溪の渓 中津市役所：
流を再現し、１００種３万１０００本以上の樹木に池、岩、 http://www.city-nakatsu.jp
滝、などが四季折々に、見事な調和を見せる公園です。光と
影が織りなす自然の美しさを堪能して下さい。

島地川ダム
＜高瀬湖＞

弥栄ダム
＜弥栄湖＞

厳木ダム

しもう け

下筌ダム

やばけい

耶馬溪ダム

つ るだ

鶴田ダム

毎年4月上旬頃

３月中旬
～下旬頃

鶴田ダム管理所
0996-59-2030

地域・振興係

http://www.oidemas e.or.jp/db/a/detail.php?id_num=35208aa0000016640

【鶴田ダム：桜見頃情報】
ダム左岸にあるダム公園で、ダムと一緒にみる満開の桜はき
れいです。上流には東洋のナイアガラといわれる曽木の滝、 鶴田ダム管理所
周辺には温泉施設も多数あります。また、現在実施中である http://www.qsr.mlit.go.jp/turuta/
日本最大規模の鶴田ダム再開発事業も必見ですのでぜひお越
し下さい。

“各イベントについては企画会社等に問い合わせをお願いします“
“パンフレットに関するお問い合わせは下記のとおりです”
国土交通省 水管理・国土保全局 治水課
〒１００－８９１８
東京都千代田区霞が関２－１－３ 中央合同庁舎３号館１階
ＴＥＬ：０３－５２５３－８４５３

H26.3

