
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

北海道 留萌ダム 平成29年2月下旬 主催：るもいエコ村
【ダムを灯す　雪灯り】
スノーキャンドル制作、ダム周辺散策

青森県 津軽ダム 平成28年２月（予定） 主催：目屋観光協会
【ニシメヤ冬フェスティバルｎ２０１７】
雪あかり、雪の巨大すべり台、雪像の展示スノーモービル体験、かまくらレストラン等を予定

青森県 津軽ダム 平成28年２月（予定） 主催：津軽ダム工事事務所
【津軽ダムライトアップ】
ライトアップ実施時間：日没～２１：００頃まで

青森県 浅瀬石川ダム
平成29年2月4日

～12日(予定)
主催：小嵐山・黒石温泉郷活性化協議会、
（株）ツガルサイコー

【雪の降るさと２０１7】
2016年は「冬花火」、「雪だるまワールド」、「雪のすべり台」、「1,000本ロウソク」、「山菜バイキング」、
「こけしコン」、など

青森県 浅瀬石川ダム
平成29年2月4日

～14日(予定)
主催：浅瀬石川ダム管理所

【冬の浅瀬石川ダムライトアップ】
ライトアップ実施時間：日没～２１：００頃まで

青森県 浅瀬石川ダム 平成29年2月4日(予定) 主催：浅瀬石川ダム管理所
【冬の浅瀬石川ダム特別見学会】
浅瀬石川ダム管理所主催の四季を通じたダム見学。これまでの特別見学会に無い内容を検討中。

岩手県 湯田ダム 平成2８年2月上旬 主催：西和賀雪あかり実行委員会
【雪あかり　in西和賀】
町内の各家々または各地区で、趣向を凝らして作られた雪像やミニかまくらにろうそくをともした、雪深い西和賀な
らではのイベントです。湯田ダムでも雪像（灯籠）を作り参加している。

山形県 白川ダム
平成２９年２月２５日

主催：中津川村づくり協議会
【中津川雪祭り】
雪像展示や豊作祈願祭、雪上餅つき、紙風船打ち上げ、雪上花火打ち上げ、ヤハハエロ、白川ダム巨大すべり台大会

山形県 寒河江ダム
平成２９年２月２４～２６

日
平成２９年３月３～５日

主催：月山志津温泉雪旅籠の灯り実行委員会
【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

山形県 月山ダム 平成2９年２月下旬
主催：月山あさひ雪まつり実行委員会
　　　（事務局：鶴岡市朝日庁舎産業課内）

雪遊びや雪国衣装体験、いろり端での昔語りなど、昔の雪国文化体験をはじめ、朝日地域の山の幸満載の鍋などを味
わえるイベントです。

埼玉県 二瀬ダム
平成29年1月14日(土)～2

月12日(日)
主催：（一社）秩父観光協会大滝支部

【大滝氷まつり】
「三十槌の氷柱」ライトアップ

栃木県 中禅寺ダム 平成29年2月11日、12日 主催：中禅寺温泉カマクラまつり実行委員会 【中禅寺温泉カマクラまつり】

栃木県 三河沢ダム
平成29年1月28日

～3月5日
主催：（一社）日光市観光協会 【湯西川温泉かまくら祭り】

栃木県 寺山ダム
平成28年11月25日～

平成29年1月13日
主催：矢板まちづくり研究会 矢板駅前イルミネーション

栃木県 寺山ダム
平成29年3月31日～

4月2日
主催：ＮＰＯ法人ツール･ド･とちぎの会 【第１回「ツール･ド･とちぎ」】

栃木県 西荒川ダム
平成29年

3月下旬～４月上旬
主催：栃木県鬼怒川漁業協同組合

東古屋の釣り大会
～スーパーレインボートラウトトーナメント～

千葉県 高滝ダム 平成29年1月14日 主催：市原高滝湖マラソン実行委員会
【第43回市原高滝湖マラソン】
2.5km、5km、10km、ハーフマラソン　但し、参加受付終了

新潟県 大石ダム 平成29年2月11日 主催：大石・山と川に親しむ会
【第１２回おおいし・どもんこ祭り】
関川村の冬の代表イベント。どもんことは、大きな「かまくら」のこと。子供と一緒にどもんこを作ったり、スノー
モービル体験やかんじきでの散策などイベント盛りだくさん。餅つき大会や、抽選会も予定しています。

静岡県 長島ダム 平成29年3月12日（予定） 主催：流域協議会 芝桜の植栽、ダム見学

三重県 蓮ダム 平成29年2月4日（予定）
主催：水資源地域ビジョン推進会議25 周年
事業実行委員会

【地域の宝おこしセミナー　香肌峡 櫛田川の恵みを後世に】
　講師による講演とパネリストによる対談　（会場はダムではないためダム見学はありません）

静岡県 秋葉ダム
平成29年

3月下旬～4月上旬頃
主催：浜松市龍山観光協会

【秋葉ダムさくらまつり】
地元特産品販売、夜桜ライトアップ

大阪府 狭山池ダム
平成2８年11月1日

～平成29年1月31日
主催：桜まつり実行委員会

「大阪狭山イルミネーション」
狭山池北堤の桜並木をイルミネーションで彩ります。約４万球のＬＥＤが夜に浮かぶ幻想的な光の華を咲かせます。

鳥取県 殿ダム 平成29年2月11日 主催：殿ダム周辺広場指定管理者
【殿ダム雪祭り】
特設ゆきやまコーナー、スノーフラッグ等予定

島根県 尾原ダム
平成29年3月4日

(予定)
主催：尾原ダム管理支所

【尾原ダム放流見学会】
ダム点検放流見学、堤体内見学など

愛媛県 野村ダム
平成28年11月18日
～平成29年1月9日

主催：西予市　野村支所　産業建設課内
　朝霧ロード イルミネーション実行委員会

朝霧ロード イルミネーション

高知県 中筋川ダム
平成29年 1月28日、

25日、3月25日
主催：中筋川総合開発工事事務所管理課

【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

大分県 大分川ダム 平成29年1月,2月,3月 主催：大分川ダム工事事務所
【大分川ダムサファリパーク】
大分川ダム工事見学バスツアー

佐賀県 嘉瀬川ダム 平成29年3月5日 主催：嘉瀬川ダム感謝祭実行委員会
「嘉瀬川ダム感謝祭」
嘉瀬川ダムで開催される祭りで、当日は白石町餅つき・六府方子供浮立・富士町郷土芸能の奉納、一般参加者による
バーベキュー等の交流会が行われる。

熊本県 緑川ダム 平成29年1月1日 主催：美里町
「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。

熊本県 緑川ダム 平成29年1月8日 主催：美里町
「みどりかわ湖どんど祭り」
・緑川ダムイベント広場（補助ダム）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3基のやぐらを設置し点火します。

熊本県 緑川ダム 平成２９年３月下旬 主催：美里町
「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。

福岡県 日向神ダム
平成29年3月中旬

から4月上旬
主催：八女市役所矢部支所産業観光係

【しゃくなげ祭】
250種・2万鉢のしゃくなげ、花の販売、特撮物の販売

群馬県
埼玉県

神水ダム
平成28年12月下旬から

（予定）
主催：神流川流域きらり☆にぎわい観光会議

【神水ダムぬり絵コンテスト】
「ダムマンガ」でおなじみの井上よしひさ先生が原画を作成。神水ダムを楽しく塗りましょう。（画材は何でも可）

福岡県 寺内ダム 平成28年3月下旬(予定) 主催：水の里フェスタ実行委員会
【水源地あさくら桜ウォッチング】
・桜が咲いている、周辺施設とダム周辺の約6kmのコースを、スタンプラリーをしながらを散策する

vol.16

宇奈月ダム（富山県）
うなづき

まるやま

丸山ダム（岐阜県）

○各イベントの詳細については下記ＨＰ
「ダム周辺で行われるイベント一覧」をご参照ください。

http://www.mlit.go.jp/river/dam/dam_tourism.html

※「工事中の見学が可能なダム」等の情報も掲載しています

○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 H28.１２

冬のダムイベント紹介 好評実施中



湯野川温泉郷（川内ダム）
繋温泉（御所ダム）

ひめかゆ（胆沢ダム）
黒石温泉郷（浅瀬石川ダム）

川尻温泉（湯田ダム）
東和温泉（田瀬ダム）
五葉温泉（鷹生ダム）
玉川温泉（玉川ダム）

小安峡温泉（皆瀬ダム）
鳴子温泉郷（鳴子ダム）
小原温泉（七ヶ宿ダム）
温湯温泉（花山ダム）

鬼首温泉（上大沢ダム）
志津温泉（寒河江ダム）
茂庭の湯（摺上川ダム）
飯坂温泉（摺上川ダム）
東山温泉（東山ダム）

母畑温泉（千五沢ダム）
芦ノ牧温泉（大川ダム）

東北地方

湯西川温泉（湯西川ダム）
川治温泉

（五十里ダム・川治ダム）
川俣温泉（川俣ダム）

川原湯温泉（八ッ場ダム）
四万温泉（四万川ダム）
猿ヶ京温泉（相俣ダム）
老神温泉（薗原ダム）
草津温泉（品木ダム）

湯ノ小屋温泉
（矢木沢ダム・奈良俣ダム）

宝川温泉（矢木沢ダム・
奈良俣ダム・藤原ダム）
八塩温泉（下久保ダム）
亀山温泉（亀山ダム）

さわらびの湯（有間ダム）
大滝温泉（二瀬ダム）

秩父の温泉
（浦山ダム・滝沢ダム）

ホロルの湯（藤井川ダム）
中禅寺温泉（中禅寺ダム）

塩原温泉（塩原ダム）
寺山鉱泉（寺山ダム）

関東地方

山中温泉（我谷ダム）
小川温泉元湯（朝日小川ダム）

宇奈月温泉（宇奈月ダム）
えちごせきかわ温泉郷（大石ダム）

五十沢温泉（三国川ダム）
大町温泉郷（大町ダム）
小渋湖温泉（小渋ダム）

いび川温泉藤橋の湯（横山ダム）
恵比寿之湯（丹生川ダム）
飛騨金山温泉（岩屋ダム）
恵那峡温泉（阿木川ダム）

湯～らんど パルとよね（新豊根ダム）
接岨峡温泉（長島ダム）
寸又峡温泉（長島ダム）

北陸・中部地方

湯盛温泉（大滝ダム）
大塔温泉夢乃湯（猿谷ダム）

二川温泉（二川ダム）
滝原温泉（広川ダム）
美山温泉（椿山ダム）

美女湯温泉（七川ダム）
黒川温泉（生野ダム）

近畿地方

杖立温泉（松原ダム）
天ヶ瀬温泉（松原ダム）
西谷温泉（耶馬溪ダム）

深耶馬温泉（耶馬溪ダム）
湯山温泉（市房ダム）
菊池温泉（竜門ダム）

古湯温泉（嘉瀬川ダム）
厳木温泉（厳木ダム）

宮之城温泉（鶴田ダム）
紫尾温泉（鶴田ダム）

祝子川温泉（祝子ダム）
高岡温泉（瓜田ダム）
日田温泉（大山ダム）

美奈宜の杜温泉（寺内ダム）

九州地方

温井温泉（温井ダム）
奥津温泉（苫田ダム）
湯原温泉（湯原ダム）

三瓶温泉（志津見ダム）
佐白温泉（尾原ダム）
コワ温泉（御部ダム）

美都温泉（御部ダム・益田川ダム）
大谷温泉（益田川ダム）

鹿野川温泉（鹿野川ダム）
小藪温泉（鹿野川ダム）
道後温泉（石手川ダム）
カロト温泉（野村ダム）
游の里温泉（野村ダム）

別子温泉～天空の湯～（鹿森ダム）
石鎚山温泉（黒瀬ダム）
鈍川温泉（玉川ダム）

海洋温浴施設（台ダム）
津島やすらぎの里（山財ダム）

中国・四国地方

層雲峡温泉（大雪ダム）
ピリカ温泉（美利河ダム）

トムラウシ温泉（十勝ダム）
夕張温泉（夕張シューパロダム）

北海道地方

びらとり和牛・ニシパの恋人トマトの
名産地である平取町にある温泉。

祝 北陸新幹線
黒部宇奈月温泉駅が開業!

四万温泉は四万（よんまん）
の病に効用があると言われる名湯

菊池温泉は湯量・質ともに良質で、
肌に吸い付くような濃厚な湯は別名

「化粧の湯」と呼ばれるほど。

２月下旬から３月上旬に当時の
旅籠を雪により再現した幻想的

な雪旅籠を体験できます。

萱葺き屋根の民家が立ち並び、大自然に
囲まれた湯西川温泉。平家の落人が隠れ

住んだという伝説が残る土地。

夏目漱石や正岡子規も通っていた
3000年を越える歴史ある温泉。

ダ ム 周辺の 温 泉 を紹介します!


