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※ 行事は変更される場合がありますので、各関係機関へ問い合わ
せ確認の上おでかけ下さい。



直 轄 ダ ム

※ 備考は、林野関係部局との共同実施イベントを○で示す。



水資源開発公団ダム

※ 備考は、林野関係部局との共同実施イベ ントを○で示す。



補 助 ダ ム

※ 備考は、林野関係部局との共同実施イベントを○で示す。



利 水 ダ ム

※ 備考は、林野関係部局との共同実施イベントを○で示す。
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管内北海道開発局

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

桂沢ダム 北海道三笠市桂沢 桂沢 トムソーヤキャ ・ダム湖でのカヌー教室 ８月２日 三笠の湖・川・緑 ○ 桂沢ダム管理所 管理係
ンプ ・自然体験 ３日 を愛する会 TEL 01267-6-8272

（幾春別川を良く
する市民の会、北
村の川を愛し良く
する会）

金山ダム 北海道空知郡南富良 太陽と森と湖に親し ・ダム見学会 ７月２６日 かなやま湖太陽と ○ 金山ダム管理所 管理係
野町 む博覧会 ・水源地ツアー ２７日 森と湖に親しむ祭 TEL 0167-54-2131

・水族館、昆虫館 典 博覧会部会
（南富良野町、金
山ダム管理所、上
川南部森林管理
署、旭川土木現業
所富良野出張所、
北海道電力富良野
営業所）

かなやま湖太陽と ・野外コンサート ７月２６日 かなやま湖太陽と ○ 南富良野町 企画課
森と湖の祭典（かな ・花火大会 ２７日 森と湖の祭典実行 TEL 0167-52-2112
やま湖湖水まつり） ・カヌーフェスタ 委員会

・ウィンドサーフィン大会

大雪ダム 北海道上川町 ダム見学会 ダムの重要性、必要性を説明し、 ７月上旬 大雪ダム管理所 大雪ダム管理所
機械操作室・監査廊を見学するこ TEL01658-5-3141
とにより理解を深める。

釣り大会 一般住民を対象に釣りを通じて、 ９月下旬 大雪ダム管理所
水に親しむ。 上川町

漁川ダム 北海道恵庭市 漁川ダム見学会 ・ダム見学会 ７月２５日 漁川ダム管理所 ◯ 漁川ダム管理所
・植樹
・森林学習会

豊平峡ダム 札幌市南区定山渓 豊平峡ダム水源地 ・ダム・資料館見学 ７月３１日 豊平峡ダム水源地 ○ 豊平川ダム統合管理事務所
ツアー ・植樹 ツアー実行委員会 管理課

・水辺の生き物の観察会
・川遊び

定山渓ダム 札幌市南区定山渓 定山渓ダム水源地 ・森林教室 ７月２９日 定山渓ダム水源地 ○ 豊平川ダム統合管理事務所
ツアー ・ダム・発電所・水道見学 ツアー実行委員会 管理課

・親子ふれあいコンサート TEL 011-583-8110
・水質検査と微生物研究

滝里ダム 北海道芦別市滝里町 森と湖に親しむつど ・ダム見学会 ７月２５日 石狩川開発建設部 滝里ダム管理所
いin滝里 ・カヌー体験 滝里ダム管理所 TEL 01242-4-4111

・流木アート
・モータボートによる湖内見学
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管内北海道開発局

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

岩尾内ダム 北海道朝日町 全国森と湖に親しむ ・子どもフォーラム ７月２６日 森と湖に親しむ旬 ○ 岩尾内ダム管理所
つどい2003岩尾内セ ・パネルディスカッション ２７日 間全国実行委員会 TEL 016528-2301
ッション ・コンサート

・ダム・発電所・水源地見学ツア
ー

・カヌー試乗体験
・ミュージカル「リバーヘッド」

他

十勝ダム 北海道新得町 第１５回 ・地元小学生による写生会 ７月３０日 十勝ダム管理所 ○ 十勝ダム管理所管理係
十勝ダム写生会 TEL 01566-5-3121

十勝ダム・発電所 ・十勝ダム見学会 ７月３０日 十勝ダム管理所 ○ 十勝ダム管理所管理係
見学会 ・十勝発電所見学会 TEL 01566-5-3121

札内川ダム 北海道中札内村 リュウタンまつり ・スタンプラリー ７月２６日 札内川ダム管理所 ○ 札内川ダム管理所
・ヤマベ放流 TEL 0155－69－4666
・ニジマスつかみ取り URL www.satsudam.go.jp
・水質・河川生物調査
・風船配布 他

鹿ノ子ダム 北海道常呂郡置戸町 おけと湖水まつり ・ダム見学会 ７月２７日 おけと湖水まつり ○ 置戸町役場林務商工課
・釣り大会 実行委員会 TEL 0157-52-3311
・カヌー体験コーナー
・スタンプラリー
・ビンゴゲーム
・宝探し大会
・鹿ノ子ダムパネル展

二風谷ダム 北海道沙流郡平取町 二風谷ダムフェスタ 監査廊の開放 ７月２２日 二風谷ダム管理所 二風谷ダム管理所
字二風谷２４－４ ～３１日 TEL 01457-2-4262

(土日を除く)

二風谷ダム水源地 ・水源地見学 ７月２７日 二風谷ダム水源地 ○ 二風谷ダム管理所
たんけんツアー ・ダム堤体内見学 たんけんツアー実 TEL 01457-2-4262

行委員会

美利河ダム 北海道瀬棚郡今金町 ピリカ夏まつり ・郷土芸能発表 ７月２０日 ピリカ夏まつり ○ 美利河ダム管理所管理係
字美利河 ・キャラクターショー 実行委員会 TEL 01378-3-7335

・レイクコンサート (委員長：今金町
・ダム見学会 長)
・出店・飲食コーナー
・特産品展示販売コーナー 等

（予定）
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東北地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

浅瀬石川ダム 青森県黒石市 浅瀬石川ダム湖祭り ・ダム湖周遊船 ７月２７日 黒石クリエート２ 浅瀬石川ダム管理所
・ダム探検クイズラリー １トライアル実行 TEL 0172-54-8782
・ダム見学 委員会
・河川事業パネル展 浅瀬石川ダム管理
・○×クイズ 所
・宝探しゲーム
・いわなつかみどり

浅瀬石川ダム ・ダム見学 ７月２６日 浅瀬石川ダム管理 ○
水源地見学ツアー ・源流の森探訪 ２７日 所

・いわなの里ホタル観察会 津軽森林管理署
・浅瀬石川発電所見学 黒石クリエート２
・広域水道浄水場見学 １トライアル実行

委員会

四十四田ダム 岩手県盛岡市 第２７回北上川 ・ゴムボート川下り ７月２７日 北上川ゴムボート 北上川ゴムボート川下り大会
ゴムボート 川下り大会実行委 実行委員会事務局
川下り大会 員会 TEL 019-651-7699

御所ダム 岩手県盛岡市 第２２回盛岡つなぎ ・繋さんさ踊りパレ－ド ７月２７日 御所湖まつり実行 つなぎ温泉観光協会
温泉御所湖まつり ・三味線演奏 委員会 TEL 019-689-2109

・大御輿パレード つなぎ温泉観光協
・萪内縄文の炎 会
・繋さんさ太鼓
・盆踊り、花火大会 等

第１４回 ・学校紹介 ７月３０日 御所湖の清流を守 北上川ダム統合管理事務所
御所ダム交流会 ・ダム施設見学 る会 管理第三課

・湖上パトロール TEL 019-689-2216
・植物・野鳥観察
・貯水池周辺の汚染状況調査及び
清掃活動

田瀬ダム 岩手県和賀郡東和町 第１６回 ・水空中花火大会 ７月２６日 田瀬湖湖水まつり 東和町開発商工課
田瀬湖湖水まつり ・ウォ－タ－スポ－ツフェスティ ２７日 実行委員会 TEL 0198-42-2110

バル
・田瀬ダムパネル展
・親子釣り大会

岩手県上閉伊郡 柏木平 ・ダム流域対抗スポーツ大会 ７月２７日 柏木平リバ－サイ 宮守町商工労働観光室
宮守村 リバ－サイドまつり ・各種イベント（魚つかみどり ドまつり実行委員 TEL 0198-67-2111

等） 会
・田瀬ダムパネル展



- 4 -

東北地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

田瀬ダム 岩手県和賀郡東和町 田瀬ダム森林探検隊 ・ダム施設見学 ８月５日 北上川ダム統合管 ○ 北上川ダム統合管理事務所
上閉伊郡宮守村 ・東和発電所見学 理事務所 田瀬ダム管理支所

・学校紹介 岩手南部森林管理 TEL 0198-44-5211
・流域小学校交流会 署遠野支署

電源開発㈱

湯田ダム 岩手県和賀郡湯田町 第１４回湯田温泉峡 ゴムボート川下り ７月１３日 和賀川ゴムボート 和賀川ゴムボート川下り大会
和賀川ゴムボート川 （コース長約6.5㎞） 川下り大会実行委 実行委員会事務局
下り大会 員会 TEL 0197-82-2111

湯田ダム水源地 ・ダム施設見学 ７月２２日 湯田ダム水源地見 ○ 北上川ダム統合管理事務所
見学ツアー ・森林教室 学ツアー実行委員 湯田ダム管理支所

・発電所見学 会 TEL 0197-74-2011

石淵ダム 岩手県胆沢郡胆沢町 胆沢川自然塾 ・水辺の自然・環境観察 ８月上旬 胆沢川自然塾実行 ○ 北上川ダム統合管理事務所
胆沢ダム ・川遊び 委員会 石淵ダム管理支所

・胆沢川上流部見学 TEL 0197-49-2211
・胆沢ダム学習館 胆沢ダム工事事務所
・石淵ダム見学 調査設計課

TEL 0197-46-4717

四十四田ダム 岩手県盛岡市、 「岩手の水」 岩手県内の水循環に関する拠点の ７月下旬～ 「岩手の水」サマ 北上川ダム統合管理事務所
御所ダム 和賀郡東和町、 サマートラベル 広報施設等をスタンプラリー形式 ９月上旬 ートラベル実行委 調査課
田瀬ダム 和賀郡湯田町、 水のスタンプラリー で訪問していただき、水循環や水 員会 TEL 019-643-7973
湯田ダム 胆沢郡胆沢町 にかかわる仕事について理解して
石淵ダム 他 他 いただく。

※対象者は保護者同伴の小中学
生。

鳴子ダム 宮城県玉造郡鳴子町 あつまれ！鳴子ダム ・森林教室(天然杉見学) ７月２５日 鳴子ダム管理所 ○ 鳴子ダム管理所
２００３ ・水力発電教室 宮城北部森林管理 TEL 0229-82-2341

・簡易水質調査 署
・発泡スチロールいかだ体験 東北電力㈱宮城支

店

釜房ダム 宮城県柴田郡川崎町 レイクフェスタ ・湖上遊覧 ７月２６日 「森と湖に親しむ ○ 釜房ダム管理所
in釜房２００３ ・パネル展 旬間」イベント実 TEL 0224-84-2171

・森の音楽会 行委員会
・クイズラリー 他

七ヶ宿ダム 宮城県刈田郡 七ヶ宿ダム交流会 ダム上下流の人々のダム湖及び施 ７月下旬 「七ヶ宿ダム交流 七ヶ宿ダム管理所
七ヶ宿町 設を利用した交流会 会」実行委員会 TEL 0224-37-2122
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東北地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

玉川ダム 秋田県仙北郡 玉川ダム交流会 小学生を対象にダムの役割や森と ７月２４日 玉川ダム交流会実 ○ 玉川ダム管理所
田沢湖町 湖の大切さを知ってもらうと共 行委員会 TEL 0187-49-2170

に、お互いの交流を深めてもらう
・ダム施設見学
・ゲーム
・魚つかみ取り 等

寒河江ダム 山形県西村山郡 第１４回 ・ダム施設見学 ７月２６日 月山湖夏まつり実 最上川ダム統合管理事務所
西川町 月山湖夏まつり ・花火大会 行委員会 管理課

TEL 0237-75-2311
西川町商工観光課( )花火大会
TEL 0237-74-2111

寒河江ダム ・ダム施設見学 ７月２４日 最上川ダム統合管 最上川ダム統合管理事務所
一日管理所長 ・貯水池巡視等体験 理事務所 管理課

TEL 0237-75-2311

白川ダム 山形県西置賜郡 ＳＮＯＷえっぐ ・雪上運動会 ７月２６日 実行委員 飯豊町フェスティバル
飯豊町 ２００３ ・雪上宝さがし ２７日 会 TEL 0238-72-2111フェスティバル

・コンサート
・真夏の雪合戦
・花火大会

白川ダムとの ・ダム施設見学 ７月２７日 最上川ダム統合管 最上川ダム統合管理事務所
ふれあいの日 ・ダム登山 理事務所 白川ダム管理支所

TEL 0238-75-2131

月山ダム 山形県東田川郡 月山ダムの集い ダム堤体内及び貯水池見学会 ７月２０日 月山ダム管理所 月山ダム管理所
朝日村 TEL 0235-54-6711

三春ダム 福島県田村郡三春町 さくら湖自然教室 ・ダム施設見学 ７月２７日 森と湖実行委員会 三春ダム管理所
２００３ ・小学生の親子参加による自然観 TEL 0247-62-3145

察会

小川原湖 青森県三沢市 小川原湖 ・ミニ水族館とパネル展 ７月２０日 三沢市商工観光課 三沢市観光協会
湖水まつり ・地引き網大会 三沢市観光協会 TEL 0176-59-2311

（三沢市） ・ホバークラフトによる河川パト
ロール
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東北地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

小川原湖 青森県上北郡上北町 小川原湖 ・ミニ水族館とパネル展 ７月２６日 上北町商工観光課 上北町商工観光課
湖水まつり ・地引き網大会 ２７日 上北町観光協会 TEL 0176-56-3111

（上北町） ・宝さがし大会 上北町商工会
・花火大会
・ＲＡＢ杯カラオケ選手権
・ホバークラフトによる河川パト
ロール

青森県上北郡東北町 東北町湖水まつり ・ミニ水族館とパネル展 ７月２６日 東北町商工観光課 東北町商工観光課
・地引き網大会 ２７日 東北町教育委員会 TEL 0175-63-2111
・わかさぎマラソン大会 東北町商工会
・いかだレース 東北町観光協会
・カラオケ大会
・ホバークラフトによる河川パト
ロール

長井ダム 山形県長井市 夏休み体験学習 ダムの役割について理解を深める ７月下旬 長井ダム工事事務 長井ダム工事事務所
ため地元小学校を対象としたイベ 所 調査設計課
ントを実施する。 TEL 0238-88-5181
・ダム現場見学
・自然環境調査（水生生物）
・発電所見学会
※市内小学４年生を対象

摺上川ダム 福島県福島市 摺上川ダム ダム現場見学 ７月２２日～ 摺上川ダム工事事 摺上川ダム工事事務所
特別現場見学会 ３１日 務所 調査設計課

TEL 024-542-8546
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地方整備局管内関東

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

藤原ダム 群馬県利根郡 奥利根水源地 ･ﾀﾞﾑ見学 ７月２９日 ｢奥利根水源地 ○ 奥利根水源地見学ツアー実行
水上町 見学ツアー 見学ツアｰ｣実行委 委員会事務局(藤原ﾀﾞﾑ､矢木沢ﾀﾞﾑ､奈良俣ﾀﾑ)

員会 利根川ダム統合管理事務所調･ﾀﾞﾑ堤体内探索
･ﾀﾞﾑ湖上探査 ・利根川ﾀﾞﾑ統合 査課内

０２７－２５１－２２７２･森林教室 管理事務所 TEL
･丸太切り体験 ・利根沼田森林管
･発電所見学 理署
･資料館見学 ・水資源開発公団

沼田総合管理所
・群馬県 利根発
電事務所
・水上町
・東京電力(株)奥
利根工務所

相俣ダム 群馬県利根郡 赤谷湖 ｢ｶｯﾊﾟ祭り｣ ･ｶｯﾊﾟ地蔵神事(安泰雨乞い祈願) ７月２７日 ・新治村企画観光 ○ 新治村企画観光課
０２７８－６４－０１１１新治村 ･魚のつかみ取り、丸太切り体験 課 TEL

･ｽｲｶ割り大会、ｹﾞｰﾄﾎﾞｰﾙ大会 ・利根川ﾀﾞﾑ統合
･ｶﾇｰﾎﾟﾛ競技大会、ﾊﾟﾈﾙ展示 管理事務所
･子供相撲大会、宝探し ・利根沼田森林管

理署
・新治観光協会

五十里ダム 栃木県塩谷郡藤原町 森と湖に親しむ旬間 ・吹奏バンド ７月２１日 「森と湖に親しむ ○ 鬼怒川ダム統合管理事務所
川治ダム 鬼怒川温泉駅前 開催式 ・郷土芸能 等 旬間鬼怒川実行委 管理課
川俣ダム 員会」 TEL 028-661-1342

・鬼怒川ダム統合
管理事務所
・湯西川ダム工事
事務所
・日光森林管理署
・藤原町
・栗山村

五十里ダム 栃木県塩谷郡藤原町 水源地森林浴ツアー ・ダムダム見晴台散策 ７月２２日 「森と湖に親しむ ○ 鬼怒川ダム統合管理事務所
川治ダム 栗山村 ・五十里・川治ダム見学 ～２４日 旬間鬼怒川実行委 管理課
川俣ダム ・テプコ鬼怒川ランド見学 員会」 TEL 028-661-1342

川治ダム 栃木県塩谷郡藤原町 ダム見学会 堤体見学 ７月２３日 「森と湖に親しむ 鬼怒川ダム統合管理事務所
現地集合１０時、１３時、１５時 旬間鬼怒川実行委 管理課

員会」 TEL 028-661-1342
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地方整備局管内関東

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

五十里ダム 栃木県塩谷郡藤原町 ダム見学会 わくわくダムダム広報館見学 ７月３１日 「森と湖に親しむ 鬼怒川ダム統合管理事務所
現地集合１０時、１３時、１５時 旬間鬼怒川実行委 管理課

員会」 TEL 028-661-1342

川俣ダム 栃木県塩谷郡栗山村 ダム見学会 瀬戸合峡見学 ７月２５日 「森と湖に親しむ 鬼怒川ダム統合管理事務所
現地集合 １３時 旬間鬼怒川実行委 管理課

員会」 TEL 028-661-1342

五十里ダム 栃木県塩谷郡藤原町 第３５回龍王祭 ２５日 前夜祭 ７月２５日 「森と湖に親しむ 鬼怒川ダム統合管理事務所
川治ダム ２６日、２７日 ～２８日 旬間鬼怒川実行委 管理課
川俣ダム 鬼怒川温泉 員会」 TEL 028-661-1342

龍王太鼓、本神輿、姫万灯神輿 鬼怒川・川治温泉 藤原町観光課
２７日、２８日 観光協会 TEL 0288-76-4111
川治温泉 鬼怒川・川治温泉観光協会
男女神輿、子供みこし、花火 TEL 0288-77-2052

五十里ダム 栃木県塩谷郡藤原町 千葉県栗山村藤原町 ・ダムダム見晴台散策 ７月２８日 「森と湖に親しむ ○ 鬼怒川ダム統合管理事務所
川治ダム 上下流交流会 ・鬼怒川上流ダム群連携事業見学 ～３０日 旬間鬼怒川実行委 管理課
川俣ダム ・魚のつかみどり 員会」 TEL 028-661-1342

・川治ダム堤体見学

宮ヶ瀬ダム 神奈川県津久井郡 どきどき・わくわく ・通常では入れないダム堤体内の ７月下旬 相模川水系広域 相模川水系広域ダム管理事務
津久井町青山字南山 宮ヶ瀬ダム探検 探検を行う。 ダム管理事務所 所広域水管理課
２１４５－５０ ・観光放流の実施。 TEL 046-281-6911

二瀬ダム 埼玉県秩父郡大滝村 上下流交流会「森と ・魚つかみ ７月下旬 ・二瀬ダム管理所 ○ 水資源開発公団荒川ダム総合
湖に親しむ旬間」 ・バーベキュー ・埼玉森林管理事 事業所総務課

・紙芝居 務所 TEL 0494-23-1431
・水公団荒川ダム
総合事業所
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地方整備局管内北陸

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

大石ダム 新潟県岩船郡関川村 おおいしダム湖畔ま ・ﾀﾞﾑ堤体内及び発電所見学会 ８月２日 森と湖に親しむ旬 ○ 羽越河川国道事務所
つり ・ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄによるﾀﾞﾑ湖見学 間「大石ダム湖畔 大石ダム管理支所

・木工教室、丸太切り まつり」実行委員 TEL 0254-64-2251
・魚のつかみどり 会
・カヌー体験
・フリーマーケット

・かじかとりまつり ８月３日 関川村観光協会

手取川ダム 石川県石川郡尾口村 手取湖さわやかフェ ・管理支所一般開放 ７月２７日 森と湖に親しむ旬 ○ 金沢河川国道事務所
スティバル ・流木展示プレゼント 間実行委員会 手取川ダム管理支所

・保育園児ダム見学 TEL 0761-96-7310
・魚つかみ取り
・手取湖パトロール体験
・流木輪投げコーナー
・手取川第一発電所施設一般公開
・木製キーホルダー作り 等

大町ダム 長野県大町市 高瀬渓谷フェスティ ・吹奏楽演奏 ７月２６日 森と湖に親しむ旬 ○ 大町ダム管理所
バル2003 ・ダム内部見学 間実行委員会 TEL 0261-22-4511

・龍神湖散策スタンプラリー
・流木腐葉土配布
・魚つかみ取り
・丸太切り体験
・ミニＳＬ 等

大川ダム 福島県会津若松市 若郷湖さわやかフェ ・オープニングアトラクション ７月１９日 森と湖に親しむ旬 阿賀川河川事務所
スティバル2003 ・ドリンク早飲み大会 間実行委員会 大川ダム管理支所

・ジャンケン大会 TEL 0242-26-6441
・キャラクターショー
・マジックバルーンショー
・ダム・発電所・公園周辺魚つか
みどり大会

・スタンプラリー
・模擬店
・ミニＳＬ
・工作教室
・ダム湖巡視体験
・郷土芸能
・カブトムシ配布
・流木チップ配布 等
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地方整備局管内北陸

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

三国川ダム 新潟県南魚沼郡六日 しゃくなげ湖まつり ・ダム見学会 ７月２７日 しゃくなげ湖まつ ○ 三国川ダム管理所
町 ・ラフティング・カヌー体験試乗 り実行委員会 TEL 025-774-3015

・木工教室
・魚つかみ取り
・模擬店
・よさこい踊り
・ロックコンサート

宇奈月ダム 富山県下新川郡 宇奈月ダム湖フェス ・ダム、監査廊見学 ８月２日 宇奈月ダム湖フェ ○ 黒部河川事務所ダム課
宇奈月町 ティバル ・木工教室 スティバル実行委 TEL 0765-62-9071

・流木アート 員会
・流木を堆肥化して配布
・ダム湖遊覧

中部地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

長島ダム 静岡県榛原郡本川根 長島ダム見学会 流域小学生・親子を対象に長島ダ ７月２６日 長島ダム管理所 長島ダム管理所管理係
町犬間 ムの監査廊・機械操作室等の見学 ８月２日 大井川長島ダム流 TEL 0547-59-1021

会を開催する。 域連携協議会

接岨湖遊覧船 流域小学生を対象に船に乗っても ７月２６日 長島ダム管理所
らい、長島ダム貯水池（接岨湖） ８月２日 大井川長島ダム流
を案内する。 域連携協議会

新豊根ダム 愛知県北設楽郡豊根 一日ダム大学 地元の小学生を対象に巡視船によ ７月７日 国土交通省 新豊根ダム管理支所
村 るダム湖の遊覧・ダム堤内の見学 TEL 0536-76-1103

等を行う

横山ダム 岐阜県揖斐郡藤橋村 森と湖に親しむ旬間 ・ダム堤体内見学 ７月２１日 横山ダム工事事務 横山ダム工事事務所
東横山1330 ・ダム湖周遊、 ７月２６日 所 TEL 0585-52-2211（代表）

・ダム事業紹介ビデオ上映 ７月２７日
・パネル展示 等
（天候等により一部内容に変更の
場合あり）

矢作ダム 愛知県東加茂郡旭町 矢作ダム探検隊 ・矢作ダム提体内の見学 ７月２９日 矢作ダム管理所 矢作ダム管理所
大字閑羅瀬 ～８月５日 TEL 0565-68-2321
字東畑６７ パネル展 ・矢作ダムを紹介したパネルの展

示会
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中部地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

蓮ダム 三重県飯南郡飯高町 ダム見学 地元の小学４年生を対象にダム見 未定 蓮ダム管理所 蓮ダム管理所
学・湖上見学・発電所見学等を行 TEL 0598-45-0371
う。

自然体験学習 櫛田川下流の小学生と、地元小学 ７月２７日 蓮ダム水源地域ビ 蓮ダム管理所
生の交流を深め、ダム湖周辺の自 ジョン実行委員会 TEL 0598-45-0371
然を観察し、体験をしてもらう。 （地元NPO２団

体、飯高町、飯高
町商工会、三重県
蓮ダム管理所）

美和ダム 長野県上伊那郡長谷 三峰川サマーピクニ 周辺自治体及び官公庁共催で行う ７月２７日 ｻﾏｰﾋﾟｸﾆｯｸ2003実 ○ 天竜川ダム統合管理事務所
村 ック 三峰川サマーピクニックイベント 行委員会 美和ダム管理支所

の一つとして、湖上巡視体験・ダ （天上・天ダム・ TEL 0265-98-2111
ム内部探検を実施する。 三峰総・長谷村・

高遠町・伊那市・
長野県企業局・南
信森林管理所）

小渋ダム 長野県上伊那郡中川 小渋湖まつり 湖上巡視体験・ダム内部案内等イ ７月１９日 天竜川ダム統合管 天竜川ダム統合管理事務所
村 ベントを行う。 理事務所 建設監督官

TEL 0265-88-3743

丸山ダム 岐阜県加茂郡 丸山ダム森と湖の旬 ・パネル展示 ７月２２日 丸山ダム管理所 丸山ダム管理所管理係
八百津町鵜の巣 間 ・湖上見学 ～３１日 TEL 0574-43-1108
１４２２－５ ・ダム提体観察
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近畿地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

天ヶ瀬ダム 京都府宇治市金井戸 サマ－フェスティバ ・コンサート（嘉門達夫） ７月２７日 天ヶ瀬ダム「森と 淀川ダム統合管理事務所管理
１５ ル２００３ 天ヶ瀬 ・アマチュア団体によるステージ 湖に親しむ旬間行 課

アドベンチャーワー ・お宝抽選会 事」 TEL 072-856-3131
ルド ・物産市・模擬店

・フリーマーケット
・魚つかみ取り
・ラフティング
・水生生物観察
・川のプール
・川の運動会（アヒル人形レース
等）

・自然生物観察・自然工作教室
・ＰＲコーナー（パネル展示）
・紙芝居
・巡視船試乗（水質調査）
・関西電力施設見学

猿谷ダム 奈良県吉野郡大塔村 ｻﾏｰﾚｲｸﾌｪｽﾁﾊﾞﾙ2003 ｽﾃｰｼﾞ催事、縁日ｺｰﾅｰ、森と水のｺ ７月２６日 ｻﾏｰﾚｲｸﾌｪｽﾁﾊﾞﾙ実 ○ 紀ノ川ダム統合管理事務所
ｰﾅｰ 行委員会 管理課

TEL 07472-5-3013

九頭竜ダム 福井県大野郡和泉村 ・九頭竜ダムパネル ・九頭竜ダムの工事、管理等のパ ７月２６日 森と湖に親しむ旬 ○ 九頭竜川ダム統合管理事務所
長野 展 ネル展示 間行事運営連絡会 管理課

【国土交通省、林 TEL 0779-66-5300
野庁福井森林管理

７月２６日 署、福井県、大野
福井県大野郡和泉村 ・長野地下発電所見 ・電源開発㈱長野地下発電所施設 市、和泉村、電源
長野 学会 見学会 開発㈱、北陸電力

㈱、関西電力㈱】
和泉村九頭竜湖「下 ・自然楽校・九頭竜 ・九頭竜湖でのカヌー体験 ７月２６日
半原ふれあい湖畔」 ２００３ ・楽農体験 ２７日
キャンプ場 ・渓流フィッシング

・ダッチオーブン講座
・炭焼き小屋作り
・ウッドクラフト講座
・大きなバーベキュー大会
・焚き火塾
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近畿地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

真名川ダム 福井県大野市下若生 ・おおのネイチャー ・ガキ大将わんぱくキャンプ ７月２６日 森と湖に親しむ旬 ○ 九頭竜川ダム統合管理事務所
子 フィールド２００ ・魚のつかみ取りと料理教室 ２７日 間行事運営連絡会 管理課

３ ・熱気球体験フライト 【国土交通省,林 TEL 0779-66-5300
・おもしろ実験室 野庁福井森林管理
・森の音楽会 署、福井県、大野
・流木プレゼント 市、和泉村、電源

開発㈱、北陸電力
・ダム見学会 ダム施設見学会 ７月２６日 ㈱、関西電力㈱】

加古川大堰 兵庫県加古川市八幡 水と緑の両荘夏まつ ・鼓笛隊パレード ８月３日 加古川まつり実 加古川市両荘公民館
町中西条地先 り（加古川まつり） ・ビンゴゲーム 行委員会（両荘会 TEL 0794-28-3133

・民踊輪踊り等 場実行委員会）

・河川敷清掃 ８月４日

加古川市市民レガッ ・レガッタレース ８月３日 加古川レガッタ実 加古川市漕艇センター
タ ４日 行委員会 TEL 0794-28-2277
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中国地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

菅沢ダム 鳥取県日野郡日南町 菅沢ダム見学会 ・ダム内部一般公開 ７月２１日 日野川河川事務所 日野川河川事務所菅沢ダム管
菅沢 ・ダム湖遊覧 ～３１日 菅沢ダム管理支所 理支所 前田

・生物教室（昆虫） 鳥取県 TEL 0859-87-0311
日南町
日野町

土師ダム 広島県高田郡八千代 土師ダム見学会 ・ダム内部一般開放 ７月２７日 土師ダム管理所 土師ダム管理所 管理係
町大字土師字新開 ・スタンプラリー TEL 0826-52-2455

・ヨーヨー釣り
・パネル展示

島地川ダム 山口県周南市大字高 森と湖に親しむつど ・親と子の水辺教室 ７月３１日 島地川ダム周辺環 周南市新南陽総合支所産業振
瀬 い （水辺の生物観察） 境整備地区管理協 興課

・やまめの放流 議会 TEL 0834-61-3056
・巡視船によるクルージング

ダム見学会 ・ダム管理施設の一般開放 ７月２１日 山口河川国道事務 山口河川国道事務所島地川ダ
～３１日 所島地川ダム管理 ム管理支所

支所 TEL 0834-67-2878

弥栄ダム 広島県大竹市小方町 弥栄湖スポーツフェ ・レガッタ大会 ７月２７日 弥栄ダム活用連絡 弥栄湖情報センター
小方 スティバル ・パークゴルフ大会 協議会 TEL 0827-95-1123

・ミックスダブルステニス大会
・軟式野球大会
・ジュニアサッカー大会
・グランドゴルフ大会
・カヌー教室
・遊覧船
・水上スキー体験

八田原ダム 広島県世羅郡甲山町 夢吊橋サマーフェス ・芦田湖手漕ぎボートレース大会 ８月中旬 八田原ダム 八田原ダム管理所総務係
大字小谷 タ ・八田原ダムの紹介 芦田湖周辺活用連 TEL 0847-24-0490

絡協議会

温井ダム 広島県山県郡加計町 龍姫湖清流まつり ・ダムのライトアップ ７月２６日 龍姫湖まつり実行 加計町産業観光課
・地域特産品のテント村開催 委員会 TEL 0826-22-1111
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地方整備局管内四国

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

石手川ダム 松山市宿野町乙69-3 河原で遊ぼう 幼稚園児の親子を対象にダムの自 ７月２８日 国土交通省 松山河川国道事務所
然の中でイベントを行う。 石手川ダム管理支所

TEL 089-977-0021
ダム見学会 普段見られないダムの内部の見 ７月２９日 国土交通省
一日支所長 学。

親子交歓会 小学生の親子を対象に、浄水場及 ７月３０日 松山市 ○
びダム施設の見学、ダムの公園で 北条市
木工品の製作等を行う。 愛媛県

林野庁
国土交通省

野村ダム 愛媛県東宇和郡野村 森湖親善 野村ダム受益地区（宇和島市等２ ７月２１日 野村ダム水源地受 宇和町役場保険福祉課内
町大字野村8-153-1 クロッケー・ゲート 市８町）と水源地地区（野村町等 ～３１日 益地交流会実行委 宇和町老人クラブ連合会

ボール大会 ３町）の老人クラブによる交流ク （未定） 員会 TEL 0894-62-6402
ロッケー・ゲートボール大会。

朝霧湖遊覧 小学生とその父兄を対象にしたダ ７月２１日 野村ダム管理所 野村ダム管理所 管理係
ム巡視船「朝霧号」によるダム湖 ～３１日 TEL 0894-72-1211
周辺見学会。１日４組（５人／ （未定）
組）程度実施。

ダム見学説明会 希望者全員を対象としたダム施設 ７月２１日 野村ダム管理所 野村ダム管理所 管理係
の案内。１日４回程度実施。 ～３１日 TEL 0894-72-1211

（未定）

水生生物調査 ダム上流の河川流入地点とダム下 ７月２１日 野村ダム管理所
流地点において小学生を対象に水 ～３１日 野村ダム管理所 管理係
生生物調査を実施。 （未定） TEL 0894-72-1211

大渡ダム 高岡郡仁淀村高瀬38 写生会 「森と湖のある風景画コンクー ５月２０日 国土交通省 ○ 大渡ダム管理所管理第２係
15 ル」に参加し、大渡ダムを描くこ TEL 0889-32-2120

とによって表現力を伸ばす。

中筋川ダム 高知県宿毛市平田町 中筋川ダム「蛍湖ま ・蛍湖ゴルフ大会 ７月２７日 中筋川ダム「蛍湖 中筋川総合開発工事事務所
黒川櫛ヶ崎山5312-4 つり」 ・蛍湖ゲートボール大会 まつり」実行委員 管理課
8 ・キャラクターショー 会 TEL 0880-66-2501

・和太鼓
・ダム見学会
・ウナギのつかみ取り
・アメゴのつかみ取り
・うまいもの市
・カラオケ大会
・もちなげ
・児童作品展
・映画上映（明日をつくった男）
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九州地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

耶馬渓ダム 大分県下毛郡耶馬溪 耶馬溪湖畔祭り ・ダム探検クイズ ７月２６日 (主) ○ 祭りやばけい実行委員会
町 ・魚のつかみ取り 祭りやばけい実行 （耶馬溪町）

・カブトムシの虫かご作り 委員会(耶馬溪町) TEL 0979-54-3111
・花火大会 (共)

山国川河川事務所
(共)
大分西部森林管理
署中津事務所

松原ダム 大分県日田郡大山町 第16回森と湖の祭典 ・釣り教室 ７月２６日 森と湖の祭典実行 ○ 筑後川ダム統合管理事務所
下筌ダム ・カヌー教室 委員会 管理第一課

・水質教室 TEL 0942-39-6651
・測量教室
・湖面遊覧
・ウナギのつかみ取り

厳木ダム 佐賀県東松浦郡厳木 第16回厳木ダム 地元市町村の少年野球チームがト ７月１３日 厳木ダムさよの湖 厳木ダム管理所 総務係、
町 さよの湖旗争奪 ーナメント方式で競う大会 １９日 旗争奪少年軟式野 管理係

少年軟式野球大会 ２０日 球大会実行委員会 TEL 0955-63-2500
（厳木ダム管理
所、厳木町）

厳木ダム湖水祭 厳木ダム湖の安全を祈願する。 ７月２０日 厳木町 厳木町役場 企画課
TEL 0955-63-3111

第19回きゅうらぎ川 厳木町の名産であるあゆを食べ河 ７月２０日 厳木町 厳木町役場 企画課
あゆまつり 川に親しむ祭り TEL 0955-63-3111

厳木ダムのライトア 地元住民や帰省客に対してダムの ７月２０日 厳木ダム管理所 厳木ダム管理所 管理係
ップ ライトアップを行う。 ～９月３０日 TEL 0955-63-2500

厳木ダムと天山発電 ・堤体内見学 ７月２７日 厳木ダム探検クラ 厳木ダム管理所 管理係
所の１日体験学習 ・発電所見学 ブ協議会（厳木ダ TEL 0955-63-2500

・水鉄砲作り ム管理所、唐津
・シャボン玉作り 市、多久市、相知

町、厳木町）
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九州地方整備局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

鶴田ダム 鹿児島県薩摩郡鶴田 森と湖に親しむ集い ・ダム堤体内及び発電所見学 ７月２５日 鶴田町 ○ 鶴田町役場鶴田町企画開発課
町 ・森林教室・ｳｯﾄﾞｸﾗﾌﾄ 観光商工係

・ｿｰﾗｰｶｰ工作 等 TEL 0996-59-3111
鶴田ダム管理所鶴田ダム管理
所管理係
TEL 0996-59-2030

竜門ダム 熊本県菊池市 '03 竜門ダムフェス ・森と湖○×クイズ ７月２７日 班蛇口湖活性化協 ○ 菊池市経済部商工観光課イベ
タin菊池 ・斑蛇口湖水上見学 議会 ント誘致係(中野・出口)

・木工教室 ・菊池市 TEL 0968-25-1111
・魚のつかみ取り ・菊池川河川事務
・観光コーナー 所
・特産品まつり ・熊本森林管理署
・水上大声コンテスト ・菊池郵便局

・熊本県菊池地域
振興局
・菊池川漁業協同
組合
・龍門区長会
・竜門ふるさと
振興会
・菊池市商工会
・菊池温泉観光
旅館協同組合
・㈲きくち観光
物産館

緑川ダム 熊本県下益城郡砥用 緑川ダムフェスタin 国民に森や湖に親しみ、心身をリ ７月２６日 緑川ダムフェスタ ○ 砥用町役場 企画観光課
町 ともち フレッシュしながら森林やダムな inともち実行委員 TEL 0964-47-1111

どの重要性について理解を深めて 会
（緑川ダム管理所、もらうことを目的に下記イベント
熊本森林管理所矢部を開催予定
事務所、熊本県企業・ダム・発電所の見学
局発電所、緑川流域・ダム湖遊覧
林業活性化センタ・花火大会 等
ー、砥用町、砥用町主な対象
活性化研究会により熊本市などの流域住民
構成）予定参加数 約9,000人

遠賀川河口堰 福岡県遠賀郡水巻町 河口堰体験学習会 ・チャレンジ！水質試験 ８月７日 遠賀川河川事務所 河口堰管理支所
・チャレンジ！投網体験 ８日 TEL 093-201-1675
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沖縄総合事務局管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

漢那ダム 沖縄県国頭郡宜野座 漢那ダムまつり ・カヌー体験 ７月２７日 漢那ダムまつり実 ○ 北部ダム統合管理事務所管理
村字漢那中山原 ・うなぎつかみ取り 行委員会 課

・風車工作コーナー TEL 0980-53-2442
・ダム観測コーナー
・自然体験クイズ
・親子木工教室
・樹種名当てクイズ
・丸太切り体験
・竹細工教室
・ターゲットバードゴルフ大会
・スーパーサッカー
・花火

福地ダム 沖縄県国頭郡東村字 福地ダム夏休み自然 ・ダム湖面自然観察 ８月１７日 福地ダムまつり実 ○ 北部ダム統合管理事務所管理
川田中上原 体験会 ・カヌー体験 行委員会 課

・玉辻山散策 TEL 0980-53-2442
・福地川遊び
・ダム施設見学

辺野喜ダム 沖縄県国頭郡国頭村 辺野喜ダムまつり ・ダム施設見学 ３月７日 辺野喜ダムまつり ○ 北部ダム統合管理事務所管理
字辺野喜大川山 ・カヌー体験 実行委員会 課

・乗馬体験 TEL 0980-53-2442
・トリムマラソン大会
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管内水資源開発公団

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

矢木沢ダム 群馬県利根郡水上町 利根川源流まつり ・利根川源流讃歌 ７月２６日 利根川源流まつり ○ 水資源開発公団
奈良俣ダム （奈良俣ダムにて ・大利根源流太鼓 実行委員会 沼田総合管理所総務課

合同開催予定） ・カヌー教室 TEL 0278-24-5711
・森林教室
・流木ネイチャークラフト
・渓流魚の塩焼き
・パネル・写真の展示 等

下久保ダム 埼玉県児玉郡神泉村 水源地下久保ダムを ・ダムの役割、必要性等の説明 ７月 水資源開発公団 水資源開発公団
大字矢納1356-3 たずねてみよう ・貯水池内プランクトンを顕微鏡 下久保ダム管理所 下久保ダム管理所総務課

で観察する TEL 0274-52-2746
・ダム施設見学
・貯水池内巡視体験
（地元小学４年児童対象）

浦山ダム 埼玉県秩父郡荒川村 秩父さくら湖まつり ・各種コンサート ８月３日 （有）秩父浦山 （有）秩父浦山ダム振興セン
・フリーマーケット ダム振興センター ター
・各種体験コーナー 水資源開発公団 TEL 0494-23-3333
・湖上花火 等 荒川ダム

総合事業所

岩屋ダム 岐阜県益田郡金山町 岩屋ダム水まつり ・湖上パトロール体験 ８月２日 水資源開発公団 岩屋ダム管理所総務課
卯野原 ・概要パネル展示 岩屋ダム管理所 TEL 0576-35-2339

ふるさと ・岩屋ダム堤体登頂 ８月３日 金山町 金山町総合政策室
フレンドリーフェア ・弓掛川にて自然体験イベント （共催） TEL 0576-32-2203

・受益地区の春日井市の小学生を 中部電力
招待して、水源地への理解と水 水資源開発公団
への感謝の気持ちを持ってもら
う。

阿木川ダム 岐阜県恵那市 ダム見学会 ・ダム堤体内見学 ７月２６日 水資源開発公団 水資源開発公団
中津川市 ・スタンプラリー ～２７日 阿木川ダム管理所 阿木川ダム管理所管理課
岩村町 ・魚つかみ大会 TEL 0573-25-5295

・ビデオ放映他

inｻﾏｰ'03 地元音楽愛好家によるコンサート ７月２７日 恵那音楽振興会えんじょい

水道水親子探検 ダム湖巡り、ダム堤体 内見学 ７月２８日 岐阜県水道事業課
ツアー

味噌川ダム 長野県木曽郡木祖村 2003サマーキャンプ 上下流の小学生による交流キャン ７月３０日 上下流のふれあい 水資源開発公団
大字小木曽 in kisogawa プ ～８月１日 を推進する会 味噌川ダム管理所管理課

・ふれあい収穫体験 TEL 0264-36-3111
・筏つくりと筏遊び
・水やダムのことを学ぼう
・ネイチャートレッキング



- 20 -

管内水資源開発公団

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

牧尾ダム 長野県 木曽郡 愛知用水上下流 ・施設見学会及び交流会 ８月１日 水資源開発公団愛 水資源開発公団
王滝村、三岳村 交流会 ・ 知用水総合事業部 愛知用水総合事業部総務課水源地と受益地の小学生の交流会

（協力） TEL 052-804-2111
愛知用水受益市町
連絡会議
王滝村、三岳村

宇連ダム 愛知県南設楽郡鳳来 宇連ダム見学会 豊橋市内小学生を対象としたダム ７月下旬 水資源開発公団 水資源開発公団
町川合 見学会及び森林浴等 豊川用水総合事業 豊川用水総合事業部総務課

部 TEL 0532-54-6501

室生ダム 奈良県宇陀郡室生村 室生村民まつり ・パネル展示 ８月１０日 室生村 村民まつり実行委員会
大野 ・グッズ、パンフッレト配布 TEL 0745-92-2001

・金魚すくい

布目ダム 奈良県奈良市北野山 大和川・淀川流域連 ・ダム湖水質調査 ８月３日 大和川・淀川流域 大和川・淀川流域連携水環境
町 携水環境交流会 ・Ｅボート体験乗船、レース 連携水環境交流会 交流会実行委員会

実行委員会 TEL 072-839-9124

比奈知ダム 三重県名張市上比奈 ダム施設見学会 堤内通廊、放流設備等を一般に公 ７月２７日 水資源開発公団 水資源開発公団
知 開 木津川ダム総合 木津川ダム総合管理所総務課

管理所 TEL 0595-64-8961

一庫ダム 兵庫県川西市一庫 水源地域まつり 水源地の子供たちに、水の大切さ ８月の第１週 一庫ダム水源祭り 水資源開発公団
字唐松 とダム周辺の豊かな自然を知って 実行委員会（予 一庫ダム管理所総務課

もらう事を目的とし、地元の小学 定） TEL 072-794-6671
生約40名を招待し、ダム見学、自 （水公団、川西
然観察教室、工作教室、魚のつか 市、一庫公園、川
み取り等を実施する。 西青年会議所）

日吉ダム 京都府船井郡日吉町 スプリングスフェス 日吉ダム下流公園で親子魚釣り大 ７月２０日 日吉町 水資源開発公団
字中 タ「水の週間行事」 会、ちびっ子魚つかみ大会、花火 （公団：協力） 日吉ダム管理所総務課

大会等を実施予定。 TEL 0771-72-0171

富郷ダム 愛媛県伊予三島市 水源地見学ツアー ・ダム見学 ７月３１日 伊予三島市 水資源開発公団池田総合管理
富郷町津根山 （ふれあい交流in富 ・魚のつかみ取り 水資源開発公団 所富郷ダム管理所

郷ダム） ・記念植樹 池田総合管理所

江川ダム 福岡県甘木市大字江 江川ダム施設見学会 ダム施設見学会 ８月上旬 水資源開発公団 水資源開発公団
川 両筑平野用水管理 両筑平野用水管理所総務課

所 TEL 0946-25-0113

寺内ダム 福岡県甘木市大字荷 ダム施設見学会 寺内ダム施設見学会 ７月下旬 水資源開発公団 水資源開発公団
原 寺内ダム管理所 寺内ダム管理所総務課
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管内北海道

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

様似ダム 北海道様似郡様似町 親しもう僕とわたし ・ダム施設見学 ７月１２日 様似町 様似町教育委員会
の様似ダム ・各種イベント １３日 TEL 01463-6-2521
《ふれあい少年少女 （クイズ大会、川遊び等）
キャンプ大会》

佐幌ダム 北海道上川郡新得町 狩勝高原「サホロ湖 ・ダム施設見学 ８月３日 狩勝高原「サホロ 帯広土木現業所企画調整係
＆サホロフェスティ ・カヌー体験 湖＆サホロフェス TEL 0155-24-3111
バル」 ・写生会 ティバル」実行委

員会

小平ダム 北海道留萌郡小平町 おびらしべ湖水と緑 ・ダム施設見学 ７月２０日 おびらしべ湖観光 留萌土木現業所企画調整係
に親しむつどい ・パネル展 イベント実行委員 ○ TEL 0164-42-1511

・そば打ち 会
・ゲーム

朝里ダム 北海道小樽市 小樽のダムと親しむ ・ダム施設見学 ７月３１日 小樽市水道局 小樽土木現業所企画調整係
親子見学会 ・奥沢水源地 小樽土木現業所 TEL 0134-25-2195

・豊倉浄水場施設見学 北海道土木協会

高見ダム 北海道静内郡静内町 はぐくもう森と湖、 ・ダム施設見学 ７月３０日 静内町、静内町教 静内町
つなげよう流域の輪 ・学習会 育委員会 ○ TEL 0134-25-2195

・各種イベント 静内町教育委員会
（ニジマス釣り等）

新中野ダム 北海道函館市亀田大 第１７回「水と緑の ・ダム施設見学 ７月３０日 函館市 函館市土木部
森町 祭典」 ・家族オリエンテーリング 道路河川課河川係

・森林見学会 TEL 0138-21-3425

浦河ダム 北海道浦河郡浦河町 発見・探検－浦河ダ ・ダム施設見学 ７月１２日 浦河町ふれあい体 浦河町
ムとうらら湖の大自 ・自然観察会 験活動実行委員会 TEL 01462-2-2311
然２００３ ・魚釣り、ｱｳﾄﾄﾞｱｸｯｷﾝｸﾞ、ｹﾞｰﾑ
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青森県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

下湯ダム 青森県青森市 森と湖に親しむ旬間 ・森林教室 ７月２４日 青森県(青森県土 ○ 青森県土整備事務所駒込ダム
・記念植樹 （予定） 整備事務所駒込ダ 建設所
・鯉の放流 ム建設所) TEL 017-777-3812
・丸太切体験

飯詰ダム 青森県五所川原市 森と湖に親しむ集い 未 定 ９月２２日 青森県（五所川原 ○ 五所川原県土整備事務所河川
（予定） 県土整備事務所） 砂防管理課

TEL 0173-35-2105

川内ダム 青森県下北郡川内町 第９回森と湖に親し ・森林教室 ７月上旬 青森県(むつ県土 ○ むつ県土整備事務所河川砂防
むつどい ・ダム見学会等（川内町の小学生 整備事務所) 管理課

対象としている） TEL 0175-22-1231
川内町建設管理課
TEL 0175-42-2111

久吉ダム 青森県南津軽郡 森と湖に親しむ集い ・ダムの役割 ７月９日 青森県（弘前県土 ○ 弘前県土整備事務所遠部･久
碇ヶ関村 ・ダムの探検コーナー 整備事務所遠部･ 吉ダム管理所

・森林教室 久吉ダム管理所） TEL 0172-46-2014
・岩魚の放流
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管内岩手県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

綱取ダム 岩手県盛岡市 花いっぱい運動 花苗の植栽、周辺の清掃 ７月２日 綱取ダムの環境と 綱取ダム
清流を守る会 管理事務所

TEL 019-654-4055
モーターボートで 近郊の児童による湖面のパトロー ７月２７日 「森と湖に親しむ
湖面パトロール！！ ル体験 旬間」

岩手県実行委員会

森と湖・in綱取 ・植物観察 ７月３０日 「森と湖に親しむ ○
２００３！ ・森林浴 旬間」

・カワニナの放流 岩手県実行委員会
・ウナギのつかみ取り
・ダム施設および水道施設の見学

滝ダム 岩手県久慈市 滝ダムの自然と景観 水棲生物の観察、木工工芸などの ７月２５日 「森と湖に親しむ ○ 滝ダム管理事務所
学ぼう･遊ぼう！心 自然体験学習 旬間」 TEL 0194-59-3838)

育むヤマセの里 青 岩手県実行委員会
空塾（滝ダム）

滝ダム一般公開 ダム施設の一般公開 ７月３０日

入畑ダム 岩手県北上市 遊・YOU・入畑2003！ ・森林教室 ７月２７日 「森と湖に親しむ ○ 北上地方振興局土木部
・木工工作 (予定) 旬間」 TEL 0197-65-2738
・カヌー教室 岩手県実行委員会
・ダム探検
・湖面パトロール

早池峰ダム 岩手県大迫町 森と湖に親しむ子ど ・ダム、発電所の見学 ８月３日 「森と湖に親しむ ○ 花巻地方振興局土木部
もまつり ・ウォークラリー 旬間」 TEL 0198-22-4971

・湖面パトロール 岩手県実行委員会
・木工教室
・魚のつかみ取り
・稚魚放流

日向ダム 岩手県釜石市 日向ダム湖畔の集い ・ダム一般公開 ７月２１日 「森と湖に親しむ ○ 釜石地方振興局土木部
・鳥の巣箱作り 旬間」 TEL 0193-25-2708
・魚釣り 岩手県実行委員会
・湖面パトロール
・グランドゴルフ

綾里川ダム 岩手県大船渡市 綾里川ダム湖畔の集 ・自然散策 ６月４日 「森と湖に親しむ ○ 大船渡地方振興局土木部
い ・施設見学 旬間」 TEL 0192-27-9919

・郷土芸能披露 岩手県実行委員会
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管内宮城県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

大倉ダム 仙台市青葉区大倉 焼き板で樹名板を 焼き板、樹名板作り ７月３日 大倉ダム管理事務 大倉ダム管理事務所
作ろう（仮） 所 TEL 022-392-2211

日本へら鮒釣り研究会 日本へら鮒釣り研究会宮城地区岩沼支部樽水ダム 名取市高舘 樽水ダム湖畔清掃 ・ダム湖畔清掃 ７月２０日
・釣り大会 清野敏之宮城地区岩沼支部

TEL 0223-24-0327

化女沼ダム 古川市小野字遠沢 バスを釣って バス釣り大会 ７月２１日 古川市、大崎地方 化女沼ダム観光資料館
資料館に集合 ダム総合事務所他 TEL 0229-28-1353

漆沢ダム 加美郡加美町漆沢 水と森と風のくに ・ダム見学 ７月２７日 加美町、大崎地方 ○ 加美町企画財政課
まつり ・大声大会 ダム総合事務所、 TEL 0229-63-3115

・丸太切り大会 宮城北部森林管理
・木工工作教室 所、東北地方整備
・イワナつかみ取り、無料試食他 局鳴瀬川総合開発

調査事務所ほか

化女沼ダム 古川市小野字遠沢 手芸教室 手芸教室 ７月２７日 古川市、大崎地方 化女沼ダム観光資料館
ダム総合事務所他 TEL 0229-28-1353

南川ダム 黒川郡大和町吉田 吉田川流域施設 南川ダム、宮床ダム施設見学 ７月下旬 嘉太神ダム建設促 大和町企画調整課
宮床ダム 黒川郡大和町宮床 見学会 進協力会 TEL 022-345-1115

樽水ダム 名取市高舘 公共施設見学会 樽水ダム施設見学 ８月 名取市 名取市総務課
TEL 022-384-2111 内327
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山形県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

荒沢ダム 山形県 荒沢ダム見学会 ・ダム施設見学 ５月２４日 庄内総合支庁 庄内総合支庁荒沢ダム管理課
東田川郡朝日村 ・ダム湖遊覧 (毎年開催さ 荒沢ダム管理課 TEL 0235-55-2021

れるタキタロ
ウまつりと合
わせて実施）

高坂ダム 山形県 高坂ダム見学会 ・ダム施設見学 ７月２２日 最上総合支庁 最上総合支庁高坂ダム管理課
最上郡真室川町 ・ダム湖遊覧 ～３１日 高坂ダム管理課 TEL 0233-63-2344

（期間中の平
日）

温海川ダム 山形県 奥温海湖まつり ・ダム施設見学 ７月２７日 庄内総合支庁 庄内総合支庁温海支所
西田川郡温海町 ・ダム湖遊覧 温海支所 TEL 0235-43-3515

・凧上げ

月光川ダム 山形県 月光川ダム見学会 ・ダム施設見学 ７月２７日 庄内総合支庁 庄内総合支庁河川砂防課
飽海郡遊佐町 ・ダムクイズ 河川砂防課 TEL 0234-66-2111(内474)

前川ダム 山形県上山市 前川ダム親子の集い ・ダム施設見学 ９月７日 村山総合支庁山形 村山総合支庁山形統合ダム管
・ダム湖遊覧 統合ダム管理課 理課

TEL 023-631-3626

神室ダム 山形県 神室ダム見学会 ・ダム施設見学 ９月 ・最上総合支庁 最上総合支庁河川砂防課
最上郡金山町 ・ダム湖遊覧 河川砂防課 TEL 0233-28-7758

・魚つかみどり ・金山町

田沢川ダム 山形県 田沢川ダムまつり ・ダム施設見学 １０月５日 田沢川ダム「水と 庄内総合支庁河川砂防課
飽海郡平田町 ・ダム湖遊覧 緑」推進協議会 TEL 0234-66-2111(内474)

・魚つかみどり (平田町,松山町,
・地元物産即売会 酒田市）等
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管内福島県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

四時ダム いわき市川部町 ダム見学会/ ・ダム施設見学 ７月２１日 鮫川水系ダム管理 ○ 鮫川水系ダム管理事務所
字大沢 四時ダムまつり ・写真等の展示 ～３１日 事務所/四時ダム TEL 0246-63-2155

・郷土芸能 （四時ダムま まつり実行委員会 いわき市川部公民館
・バンド演奏 つり７月２７ TEL 0246-64-7645
・出店 日）

真野ダム 相馬郡飯舘村 はやま湖まつり ・ダム施設見学 ７月２６日 真野ダムに親しむ ○ 真野ダム管理事務所
大字大倉 ・森林教室 ２７日 運営委員会/真野 TEL 0244-42-1065

・はやま湖巡視体験 ダム管理事務所
・郷土芸能
・丸太切り大会
・ポニー乗馬 等

小玉ダム いわき市小川町 ダム見学会 ・ダム施設見学 ７月２７日 小玉ダム管理事務 小玉ダム管理事務所
高萩 (市立草野心平記念文 ・監査廊内見学 所（小川地域振興 TEL 0246-83-2861

学館開館５周年記念 ・パネル展示 協議会） (小川地域振興協議会長)
イベント同時開催) ・地場産品販売 (TEL0246-83-1111)

・フリーマーケット
・詩の発表会

堀川ダム 西白河郡西郷村 ダム湖祭り ・ダム施設見学 ７月２７日 県南建設事務所 県南建設事務所地域保全グル
大字真船 ・監査廊内見学 ープ

・特産物販売 TEL 0248-23-1526

東山ダム 会津若松市東山町 ダム見学会 ダム施設見学 ７月２１日 東山ダム管理事務 東山ダム管理事務所
大字湯本 ～３１日 所 TEL 0242-27-9400

(土日曜除く)

日中ダム 耶麻郡熱塩加納村 日中ダム見学会 ・ダム施設見学 ７月２６日 日中ダム管理所 日中ダム管理所
大字熱塩 ・監査廊内見学 TEL 0241-36-2014

田島ダム 南会津郡田島町 田島ダムサマーフェ ・ダム施設見学 ７月２７日 南会津建設事務所 南会津建設事務所
大字高野 スティバル ・風景画ｺﾝｸｰﾙ /森と湖に親しむ 管理計画グループ

・測量体験 等 旬間実行委員会 TEL 0241-62-5319
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茨城県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

十王ダム 十王町友部 ダム見学会 ・ダム監査廊見学 ７月２７日 茨城県 茨城県河川課ダム砂防室日向
・パネル展示 等 久慈水系ダム 野

建設事務所 TEL 029-301-4495

飯田ダム 笠間市飯田 ダム見学会 ・ダム監査廊見学会 ７月２７日 茨城県 茨城県河川課ダム砂防室日向
・パネル展示 等 那珂水系ダム 野

建設事務所 TEL 029-301-4495

栃木県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

東荒川ダム 塩谷町上寺島 『森と湖に親しむ旬 魚のつかみ取り 他 ７月２０日 塩谷町役場 塩谷町産業課
間』イベント 那珂川水系ダム管 TEL 0287-45-2211

理事務所 那珂川水系ダム管理事務所
TEL 0287-43-5224

西荒川ダム 塩谷町上寺島 ダム見学会 ダム一般公開（管理所内案内） ７月２３日 那珂川水系ダム管 那珂川水系ダム管理事務所
理事務所 TEL 0287-43-5224

寺山ダム 矢板市長井 ダム見学会 ダム一般公開（管理所内案内） ７月２３日 那珂川水系ダム管 那珂川水系ダム管理事務所
理事務所 TEL 0287-43-5224

東荒川ダム 塩谷町上寺島 ダム見学会 ダム特別公開（堤体内部案内） ７月３０日 那珂川水系ダム管 那珂川水系ダム管理事務所
理事務所 TEL 0287-43-5224

塩原ダム 塩原町金沢 ダム見学会 ダム特別公開（堤体内部案内） ７月２９日 那珂川水系ダム管 那珂川水系ダム管理事務所
理事務所 TEL 0287-43-5224

松田川ダム 足利市松田町 森と湖に親しむ旬間 ダム見学、写生会 ７月２３日 足利土木事務所 足利土木事務所河川砂防部
TEL 0284-41-4110
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群馬県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

・ダム堤体内見学会 ７月２０日 ･群馬県 安中土木事務所坂本ダム 松井田町坂本 碓氷湖まつり
・写生大会表彰式 ･松井田町 TEL 027-382-1350
・ダム湖ボート見学会
・防災ヘリ救助訓練
・マスつかみ捕り
・各種ゲーム

桐生土木事務所桐生川ダム 桐生市梅田町 梅田湖夏まつり ・ダム・発電所見学会 ７月２７日 ･群馬県
TEL 0277-53-0121・モーターボート周遊 ･桐生市

・子供八木節大会
・防災ヘリ救助訓練
・マスのつかみ捕り
・抽選会・ゲーム大会 など

富岡土木事務所道平川ダム 下仁田町南野牧 荒船湖サマーフェステ ・風景画コンクール ７月２７日 ･群馬県
TEL 0274-63-2255ィバル ・ダム堤体内見学会 ･下仁田町

・魚のつかみ捕り
・ダム湖の一般開放
・昔の遊び手作り体験
・防災ヘリ救助訓練
・各種ゲーム

中之条土木事務所四万川ダム 中之条町四万 奥四万湖夏まつり ・ダム堤体内見学会 ８月３日 ･群馬県
TEL 0279-75-3047・発電所見学会 ･中之条町

・ビンゴ大会
・マスのつかみ捕り
・丸太切り大会
・親と子の木工広場

千葉県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

黒部川貯水池 千葉県香取郡 第１４回小見川町民 レガッタ大会 ７月２０日 小見川町，小見川 小見川町スポーツ振興課
小見川町 レガッタ大会 町教育委員会 TEL 0478-83-0101

高滝ダム 千葉県市原市 市原市高滝ダム市民 花火大会 ８月１４日 （社）市原市観光 （社）市原市観光協会
花火大会 協会 TEL 0436-22-8355

亀山ダム 千葉県君津市 亀山湖上祭 花火大会 ８月１６日 亀山湖上祭君津市 亀山湖上祭君津市民花火大会
民花火大会実行委 実行委員会
員会 TEL 0439-39-3390
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神奈川県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

城山ダム 神奈川県津久井郡 ダムと湖の見学会 ビデオ上映、操作室・監査廊・遊 ７月２４日 相模川水系 神奈川県企業庁利水局
城山町城山2-9-1 覧船にて湖面より湖周辺の見学 ２５日 ダム管理事務所 相模川水系ダム管理事務所

管理課
TEL 042-782-2831

三保ダム 神奈川県足柄上郡 施設見学会 地元住民を対象とした関連施設の ７月２３日 酒匂川水系 神奈川県企業庁利水局
山北町神尾田734 見学 ダム管理事務所 酒匂川水系ダム管理事務所

管理課
TEL 0465-78-3711

新潟県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

下条川ダム 新潟県加茂市 へら鮒釣り大会 ダム湖でのへら鮒釣り大会 ７月２１日 下条川ダムへら鮒 三条土木事務所ダム管理課
釣り大会実行委員 下条分室
会・新潟県・加茂 TEL 0256-52-1307
市 加茂市役所都市計画課

TEL 0256-52-0080

鯖石川ダム 新潟県刈羽郡高柳町 ダム見学会 ダム施設見学会 ７月２２日 新潟県 柏崎土木事務所ダム管理課
鯖石分室
TEL 0257-41-2070

正善寺ダム 新潟県上越市 ダム見学会 ・パネル展示 ７月２７日 新潟県 上越土木事務所維持管理課
・ダム施設見学会 正善寺分室

TEL 025-525-8790
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県管内富山

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

境川ダム 富山県東砺波郡上平 県民ｽﾎﾟｰﾂﾚ ﾎﾞｰﾄ大会 ６月８日 富山県（上平村教 上平村教育委員会
村 ｸﾘｴｰｼｮﾝ祭 育委員会）

ﾎﾞｰﾄ種目

ﾌｨｯｼﾝｸﾞﾌｪｽﾀin桂湖20 釣り大会 ６月２２日 上平村農林観光課 上平村農林観光課
03

ﾎﾞｰﾄ教室 ﾎﾞｰﾄ（ﾅｯｸﾙﾌｫｱ）の講習と練習 ７月 ６日 上平村教育委員会 上平村教育委員会
１３日
１９日

村民ﾎﾞｰﾄ大会 村民によるﾎﾞｰﾄ大会 ７月２０日 上平村教育委員会 上平村教育委員会

桂湖周辺ﾄﾚｯｷﾝｸﾞ 未定 上平村農林観光課 上平村農林観光課

室牧ダム 富山県婦負郡八尾 ダム見学会 地元幼稚園によるダム見学 ５月下旬 地元各幼稚園 富山県室牧ダム管理事務所
町蒲谷41-3 TEL 076-458-1105

地元小学校によるダム見学 ６月中旬 地元各小学校

和田川ダム 富山県砺波市増山 砺波ﾏﾘｰﾅﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ マリンスポーツ体験等 ７月２０日 富山県地域海洋セ 砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター
ンター TEL 0763-37-1580

水上スポーツ教室 カヌー、ヨット等の教室 ６月下旬 砺波Ｂ＆Ｇ海洋セ 砺波市Ｂ＆Ｇ海洋センター
～８月 ンター TEL 0763-37-1580

上市川第二ダ 富山県中新川郡上市 第５回早乙女湖カヌ カヌ－競技大会（北信越大会） ６月１４日 富山県カヌ－協会 富山県カヌ－協会
ム 町 －フラットレーシン １５日

グジュニア大会

平成１５年度９歳の 上市町内の児童を対象にしたカヌ ７月２９日 上市町教育委員会 上市町教育委員会
挑戦 －教室 ～３１日

子撫川ダム 富山県小矢部市 ダム見学会 地元小学校によるダム見学会 ６月～１０月 地元各小学校 富山県子撫川統合ダム管理事
務所
TEL 0766-67-3107
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県管内石川

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

赤瀬ダム 石川県小松市 ダム一般開放 ・ダム管理棟の見学 ７月２７日 石川県 赤瀬ダム管理事務所
小松市 TEL 0761-46-1314

内川ダム 石川県金沢市 ダム一般開放 ・ダム堤体内等の見学 ７月２７日 石川県 内川ダム管理事務所
金沢市 TEL 076-242-7107

八ケ川ダム 石川県鳳至郡門前町 ダム一般開放 ・ダム管理棟等の見学 ７月２７日 石川県 輪島土木事務所維持管理課
TEL 0768-22-0567

小屋ダム 石川県珠洲市 ダム一般開放 ・ダム管理棟等の見学 ７月２７日 石川県 珠洲土木事務所維持管理課

管内山梨県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

広瀬ダム 山梨県東山梨郡 「森と湖に親しむ旬 ・ダム見学者への施設説明 ７月２１日 山梨県 広瀬・琴川ダム事務所
三富村上釜口 間」中のイベント ・ダム関係ビデオ上映等の実施 ～３１日 広瀬ダム管理課 広瀬ダム管理課
篠平１１７８－１ TEL 0553-39-2411

荒川ダム 山梨県甲府市 「森と湖に親しむ旬 ・ダム建設の記録、ダムの話等の ７月２１日 山梨県 荒川ダム管理事務所
川窪町浦の山９７２ 間」中のイベント ビデオ上映 ～３１日 TEL 055-287-2006荒川ダム管理事務所

・ダム写真パネルの展示
・パンフレットの配布

大門ダム 山梨県北巨摩郡 「森と湖に親しむ旬 ・ダム見学者への施設説明 ７月２１日 山梨県 大門・塩川ダム管理事務所
高根町 間」中のイベント ・ダム関係ビデオ上映等の実施 ～３１日 大門ダム管理課 大門ダム管理課
清里３６５４－７ TEL 0551-47-3799

塩川ダム 山梨県北巨摩郡 「森と湖に親しむつ ・みずがき湖巡視体験 ８月３日 山梨県 ○ 大門・塩川ダム管理事務所
須玉町 どい」の開催 ・ダム地下探検 須玉町 塩川ダム管理課
比志３７８３－１ ・発電所見学 TEL 0551-45-0789

・木工教室
・須玉町特産物販売
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長野県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

松川ダム 長野県 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２６日 長野県 松川ダム管理事務所
・排砂トンネル工事の現場見学 TEL 0265-23-0622飯田市 工事現場見学会

片桐ダム 長野県下伊那郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２８日 長野県 松川ダム管理事務所
TEL 0265-23-0622松川町

箕輪ダム 長野県上伊那郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２５日 長野県 伊那建設事務所
TEL 0265-78-2111箕輪町

横川ダム 長野県上伊那郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月３１日 長野県 伊那建設事務所
TEL 0265-78-2111辰野町

古谷ダム 長野県南佐久郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２６日 長野県 臼田建設事務所
TEL 0267-82-3101佐久町

湯川ダム 長野県北佐久郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月３０日 長野県 佐久建設事務所
TEL 0267-63-3111御代田町

内村ダム 長野県小県郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月３０日 長野県 上田建設事務所
TEL 0268-23-1260丸子町 ３１日

奈良井ダム 長野県木曽郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２４日 長野県 奈良井川改良事務所
TEL 0263-47-7800楢川村 ・パネル展

・ビデオ放映

北山ダム 長野県東筑摩郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２８日 長野県 奈良井川改良事務所
TEL 0263-47-7800麻績村 ・パネル展

・ビデオ放映

水上ダム 長野県東筑摩郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月３０日 長野県 奈良井川改良事務所
TEL 0263-47-7800四賀村 ・パネル展

・ビデオ放映

豊丘ダム 長野県 豊丘ダム施設解放 ・ダム施設の一般開放 ７月２６日 豊丘ダム施設開 須坂建設事務所
TEL 026-245-1670須坂市 ・魚のつかみどり大会 放実行委員会

・木工教室 （長野県、須坂
・自然観察会 市、豊丘地域づ
・物産販売 くり推進委員、
・ふれあい広場 豊丘地区５自治

会他）
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長野県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

裾花ダム 長野県 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２６日 長野県 裾花ダム管理事務所
TEL 026-233-4361長野市 ・パネル展 ２７日

奧裾花ダム 長野県上水内郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２６日 長野県 裾花ダム管理事務所
TEL 026-233-4361鬼無里村 ・パネル展 ２７日

松川ダム 長野県 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２６日 長野県 松川ダム管理事務所
・排砂トンネル工事の現場見学 TEL 0265-23-0622飯田市 工事現場見学会

片桐ダム 長野県下伊那郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２８日 長野県 松川ダム管理事務所
TEL 0265-23-0622松川町

箕輪ダム 長野県上伊那郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月２５日 長野県 伊那建設事務所
TEL 0265-78-2111箕輪町

横川ダム 長野県上伊那郡 ダム見学会 ・ダム施設の一般開放 ７月３１日 長野県 伊那建設事務所
TEL 0265-78-2111辰野町

岐阜県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

久々野 岐阜県大野郡 あららぎ湖 ・マラソン ７月２６日 上組農業観光組合 久々野町役場
防災ダム 久々野町大字無数河 フェスティバル ・魚釣り 0577-53-2824 農林商工課

・花火 TEL 0577-52-3904（直通）
・バザー
・ステージイベント
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県管内静岡

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

奥野ダム 静岡県伊東市 一日ダム教室 一般住民にダムの重要性を認識し ７月２７日 静岡県 静岡県熱海土木事務所ダム管
てもらい、身近なダムとして、親 伊東市 理課
しみ、集うイベント。 TEL 0557-38-0711
・ダム底アドベンチャー
・ダム管理所案内 伊東市役所観光課
・カブト虫プレゼント TEL 0557-36-0111
・竹炭プレゼント
・ゲームコーナー
・木工教室
・スタンプラリー
・ボート乗船体験

太田川ダム 静岡県周智郡森町 親と子のダム見学会 太田川流域の親子約５０名を対象 ７月２９日 静岡県 静岡県太田川ダム建設事務所
とした見学会。ダム建設現場の見 森町 TEL 0538-85-2025
学等を通してダムの役割や仕組み 森町役場建設課
を学ぶとともに、水源地の自然に TEL 0538-85-2111
親しむ催しを実施している。

太田川ダム見学会 県民約５０名を対象としたダム建 ８月２４日 静岡県 静岡県太田川ダム建設事務所
設現場の見学会。現場見学等によ TEL 0538-85-2025
りダムの役割や仕組みを知る機会
を提供している。

県管内三重

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

君ヶ野ダム 三重県一志郡美杉村 ダム施設見学会 一般希望者をダム堤体内へ案内 ７月２１日 三重県津地方県民 三重県津地方県民局
し、ダム施設及びダム効果等につ ～３１日 局久居建設部 久居建設部ダム管理チーム
いて説明を行う。 TEL 059-262-3248

ダム湖噴水 君ヶ野公園前の湖面に、高さ33m ７月２１日、 美杉村役場 美杉村役場産業振興課
の噴水を上げる。（但し、強風及 ２６日 TEL 059-272-8084
び雨天時には中止の場合有り） ２７日
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管内滋賀県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

余呉湖ダム 滋賀県伊香郡余呉町 森と湖に親しむ集い 未 定 ７月２１日 森と湖に親しむ 水資源開発公団丹生ダム建設
下余呉 ～３１日 実行委員会 所

余呉幼児園児、 の間の１日 余呉町役場 TEL 0749-86-3800
小学生と保護者 （未定） 水公団 滋賀県余呉川管理事務所

丹生ダム建設所 TEL 0749-86-3041
滋賀県
湖北地域振興局
木之本建設管理部
計画調整課
余呉川
管理事務所

日野川ダム 滋賀県蒲生郡日野町 森と湖に親しむ旬間 魚釣り大会 ７月２１日 （主催） 滋賀県日野川ダム管理事務所
村井 日野川ダム 日野町 TEL 0748-52-0833

魚釣り大会 漁業協同組合
（後援）
滋賀県
東近江地域振興局
建設管理部
計画調整課
日野川ダム
管理事務所

宇曽川ダム 滋賀県愛知郡湖東町 森と湖に親しむ旬間 ・写生大会 ７月１９日 秦荘町役場 滋賀県宇曽川ダム管理事務所
平柳 親子写生大会 ・ふうせん遊び 滋賀県 TEL 0749-45-0622

・魚つかみ 湖東地域振興局
建設管理部
計画調整課
宇曽川ダム
管理事務所

青土ダム 滋賀県甲賀郡土山町 森と湖に親しむ旬間 ・ウォークラリー ７月１７日 土山保育所 滋賀県青土ダム管理事務所
青土 親子夏の集い ・魚つかみ 保護者会 TEL 0748-66-0294

（財）土山町緑の
ふるさと振興会
滋賀県
甲賀地域振興局
建設管理部
計画調整課
青土ダム
管理事務所
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管内滋賀県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

姉川ダム 滋賀県坂田郡伊吹町 森と湖に親しむ旬間 未 定 ７月２１日 滋賀県 滋賀県姉川ダム管理事務所
曲谷 行事名：未定 ～３１日 湖北地域振興局 TEL 0749-59-0073

の間の１日 長浜建設管理部
（未定） 計画調整課

姉川ダム
管理事務所

大阪府内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

箕面川ダム 箕面市粟生間谷 箕面川ダム ・親子ウォーキングラリー ７月２１日 大阪府 大阪府 土木部河川室
親子ウォーキングラ ・箕面川ダム見学 ダム砂防課 ダムグループ
リー TEL 06-6944-6039

県管内兵庫

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

天王ダム 神戸市北区山田町 ダムライトアップ ・ダム本体下流面のライトアップ ７月１８日 神戸県民局 神戸土木事務所ダム課
～３１日 TEL 078-737-2158

第10回兵庫県天王ダ ・トーナメント方式による軟式野 ６月１５日 神戸北少年野球連 天王ダムスポーツガーデン
ム杯神戸北リーグ少 球大会 ～７月２０日 盟 TEL 078-592-3340
年野球大会
第18回兵庫県知事杯 ・テニス大会 ７月２７日 （財）兵庫県体育 （財）兵庫県体育協会総務課
天王ダムテニス大会 ２８日 協会 TEL 078-332-2344

石井ダム 神戸市北区山田町 ダム見学会 ・ダムコンクリート打設状況見学 ７月２１日 神戸県民局 神戸土木事務所ダム課
・メモリアルストーン TEL 078-737-2158
・記念撮影
・ダムパネル展示
・ビデオ放映
・小学生クイズ
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県管内兵庫

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

青野ダム 三田市加茂 森と湖のまつり ・ダム施設見学会 ７月１９日 阪神北県民局 三田土木事務所管理課
・クイズラリー TEL 0795-62-8876
・夏休みの宿題のお手伝い
・フリーマーケット
・ヨーヨー釣り
・スーパーボールすくい
・ビンゴゲーム
・パネル展示
・青野ダム記録ビデオの上映
・ゲートからの放流

生野ダム 朝来郡生野町 ダム一般開放 ダム見学会 ７月３０日 姫路土木事務所 姫路土木事務所管理第２課
TEL 0792-81-9460

菅生ダム 飾磨郡夢前町 菅生ダムまつり ・ダム学習会 ７月２４日 夢前町、姫路土木 夢前町建設課
・ダム見学会 （ 事務所 TEL 07933-6-0001予備日７月２

９日）・鮎のつかみどり

ダム一般開放 ・ダム見学会 ７月２５日 姫路土木事務所

安室ダム 赤穂郡上郡町 第11回安室ダムまつ ・親睦ゲートボール ７月２１日 安室ダムまつり実 船坂地区公民館
り ・アユつかみ 行委員会 TEL 0791-55-1060

・福引き
・フリーマーケット
・各種バザー
・子供くじ
・サークル、有志出演

湖上カヌー教室 ７月２１日 上郡町 上郡町企画管理課
TEL 0791-52-1112

・絵画コンクール展示、表彰式 ７月２１日 西播磨県民局 上郡土木事務所ダム課
・ダム見学会 TEL 0791-52-6889
・クイズラリー
・湖上巡視体験
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県管内兵庫

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

引原ダム 宍粟郡波賀町 引原ダム絵画展 ・引原ダム絵画展 ７月２１日 波賀町 波賀町町土整備課
～１０月上旬 西播磨県民局 TEL 0790-75-2977

森と湖のまつり ・レイクウォークラリー ７月２１日 波賀町 龍野土木事務所管理課
・魚のつかみ取り 西播磨県民局 TEL 0791-63-5207
・キックターゲットin音水湖
・笹船レース
・カヌー教室
・波賀町特産品販売

カヌー水上運動会 ・リレー ７月２１日 カヌークラブ 波賀町教育委員会
・綱引き TEL 0790-75-2220
・障害物競走 等

安富ダム 宍粟郡安富町 やすとみダムまつり ・ダム見学会 ７月２０日 西播磨県民局、安 龍野土木事務所管理課
・ダム写生大会、絵画展 富町 TEL 0791-63-5207
・あまごのつかみどり
・ヨーヨーつり大会
・うなぎリレー選手権大会
・焼きとうもろこし体験

炎と太鼓幻想の夕べ 五穀豊穣、安全祈願の伝統行事 ７月２０日 安富町
～伝統行事火祭り
まんど～

大路ダム 朝来郡和田山町 親子で楽しむ大路ダ 大路ダム及び大路浄水場を親子で ８月１０日 但馬県民局、和田 八鹿土木事務所管理課
ム 見学し、ダム周辺でリクレーショ 山町 TEL 0796-62-2126

ン大会を行う。

三宝ダム 氷上郡春日町 三宝ダムゲートボー ・ダム見学会 ７月１５日 春日町、春日町ゲ 春日町下水道課
ル大会 ・ゲートボール大会 ートボール協会 TEL 0795-74-0221
三宝ダムサマーフェ ・ダム見学会 ８月１４日 春日町上三井庄 柏原土木事務所管理課
スティバル ・夏祭り 区、柏原県民局、 TEL 0795-73-3835

・盆踊り 春日町
・アトラクション

諭鶴羽ダム 三原郡三原町 写生大会 町内小学４、５年生を対象にダム ５月１３日、 淡路県民局、三原 洲本土木事務所三原川水系ダ
の写生を行う。 １６日 町 ム統合管理所

森と湖のある風景画 上記写生大会での作品を審査、 ６月２５日 淡路県民局、三原 TEL 0799-52-2929
コンクール 講評 町 三原町建設課
森と湖のある風景画 上記写生大会での作品を三原町 ７月１日 淡路県民局、三原 TEL 0799-42-0122
展示 施設で展示 ～３１日 町
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県管内兵庫

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

成相ダム 三原郡三原町 成相ダムふれあいフ ・ウォークラリー 旬間のうち１ 淡路県民局、三原 洲本土木事務所三原川水系ダ
ェスタ ・うなぎのつかみどり 日 町 ム統合管理所

・ダム見学会 TEL 0799-52-2929
・ゲーム 三原町建設課

TEL 0799-42-0122

大日ダム 三原郡南淡町 写生大会、ダム見学 町内小学４年生を対象にダムの写 ６月１１日 淡路県民局、南淡 南淡町建設課
会 生を行う。 町 TEL 0799-52-0426

奈良県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

天理ダム 天理市長滝町14-7 第四回 あつまれ！ ・ダムの堤体内見学 ７月２６日 奈良県 ○ 白川ダム管理センター内
あおがき探検隊 ・操作室見学 「あおがき探検隊事務局」

・ダム・森林に関する展示 TEL 0743-65-1655
・リバーウォッチング FAX 0743-65-1657

（河川の生物観察）

和歌山県内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

椿山ダム 和歌山県 森と湖に親しむ ・火起こし体験 ７月（旬間 和歌山県 椿山ダム管理事務所
日高郡 美山村 旬間におけるイベン ・飯ごう炊さん体験 中） 椿山ダム管理 TEL 0738-57-0400

ト ・鮎つかみ 事務所
・オリエンテーリング
・ダムクイズゲーム
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県管内鳥取

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

賀祥ダム 鳥取県西伯郡 林間学校 都会の子供（宝塚市）と農村の子 ７月２１日 西伯町南さいはく 緑水園
西伯町下中谷 供の交流 ２２日 自然休養村 TEL 0859－66－5111

（緑水園）

釣り大会 釣りを通してダム湖周辺の豊かな ７月１日 西伯町南さいはく 緑水園
自然と親しむ ～３１日 自然休養村 TEL 0859－66－5111

（緑水園）

島根県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

山佐ダム 島根県広瀬町 山佐ダムキャンプ場 ・野外焼肉パーティ ７月２６日 山佐ダム野営場等 広瀬町役場山佐支所
祭り ・演芸会 雨天の場合 林間休養施設管理 TEL 0854-35-0129

・花火大会 ７月２７日 組合

三瓶ダム 島根県大田市 ダム堤体、ダム湖噴 19:00～21:00の間、ダム堤体及び ７月２１日 大田土木建築事務 大田土木建築事務所
水ライトアップ ダム湖噴水のライトアップ ～３１日 所維持管理課 維持管理課

三瓶ダム管理係 三瓶ダム管理係
TEL 0854-84-9753

県管内広島

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

椋梨ダム 賀茂郡河内町小田 河内ゆかた祭り ゆかた姿で楽しめるイベント ７月２６日 まちおこしイベン 河内町企画課
・ステージイベント ト実行委員会 TEL 0824-37-1110
・屋台コーナー
・鮎のつかみどり等

リバーサイドフェス 子供からお年寄りまで楽しめる ７月２７日 まちおこしイベン 河内町企画課
ティバル イベント ト実行委員会 TEL 0824-37-1110

・鮎のつかみどり
・水中宝さがし
・水上競技等

小瀬川ダム 広島県廿日市市浅原 ダム見学会 「森と湖に親しむ旬間」の一環行 ７月２２日 小瀬川ﾀﾞﾑ管理事 小瀬川ﾀﾞﾑ管理事務所
山口県玖珂郡美和町 事としてﾀﾞﾑ堤体内部の見学会 ～３１日 務所 TEL 0827-56-0321

野呂川ダム 広島県豊田郡安浦町 ダム見学会 ダム湖周辺及び監査廊内の見学会 ７月２１日 野呂川ダム管理事 野呂川ダム管理事務所
中畑 ～３１日 務所 TEL 0823-84-3116
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県管内山口

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

小瀬川ダム 広島県佐伯町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 広島県 小瀬川ダム管理事務所
山口県美和町 ～３１日 山口県 TEL 0827-56-0321

生見川ダム 玖珂郡美川町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 生見川ダム管理事務所
～２５日 TEL 0827-77-0331
２８日
～３１日

中山川ダム 玖珂郡周東町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２５日 山口県 玖珂土木事務所 工務第２課
～２８日 TEL 0827-82-2531

屋代ダム 大島郡大島町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２５日 山口県 大島土木事務所 工務第２課
～２９日 TEL 0820-72-0030

黒杭川ダム 柳井市 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 黒杭川ダム管理事務所
～３１日 TEL 0820-22-2711

工務第３課末武川ダム 下松市 ダム見学会 ダム見学会 ７月２１日 山口県 周南土木建築事務所
～２２日 TEL 0834-21-3593
２５日
～２６日

米泉湖ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ 各種イベント ７月２６日 米川公民館米泉湖ｻﾏｰｼﾞｬﾝﾎﾞﾘｰ
TEL 0833-53-0001実行委員会

菅野ダム 周南市 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 菅野ダム管理事務所
～２８日 TEL 0834-86-2331

発電所見学会 発電所見学会 ７月２２日 山口県企業局 東部発電事務所
～２８日 TEL 0834-32-6070

川上ダム 周南市 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 川上ダム管理事務所
～２８日 TEL 0834-62-2982

佐波川ダム 佐波郡徳地町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 佐波川ダム管理事務所
～３１日 TEL 0835-56-0020

発電所見学会 発電所見学会 ７月２２日 山口県企業局 佐波川利水事務所
～３１日 TEL 0835-22-5196
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県管内山口

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

工務第３課一の坂ダム 山口市 ダム見学会 ダム見学会 ７月２１日 山口県 山口土木建築事務所
～３１日 TEL 083-922-3954

21世紀の森ﾊﾟﾈﾙ展示 パネル展示 ７月２１日 山口県 ○ 森林整備課 河川開発課、
TEL083-933-3491 083-933-3790～３１日 ,

厚東川ダム 宇部市 ダム見学会 ダム見学会 ７月２１日 山口県 厚東川ダム管理事務所
～３１日 TEL 0836-62-0666

工務第３課今富ダム 厚狭郡楠町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２１日 山口県 宇部土木建築事務所
～３１日 TEL 0836-21-7125

木屋川ダム 豊浦郡豊田町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 木屋川ダム管理事務所
～３１日 TEL 0837-66-0122

発電所見学会 発電所見学会 ７月２２日 山口県企業局 木屋川利水事務所
～２５日 TEL 0832-87-1122
２８日
～３１日

大坊ダム 大津郡油谷町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２１日 山口県 大坊ダム管理事務所
～３１日 TEL 0837-32-0960

阿武川ダム 阿武郡川上村 ダム見学会 ダム見学会 ７月２２日 山口県 阿武川ダム管理事務所
～３１日 TEL 0838-54-2055

発電所見学会 発電所見学会 ７月２２日 山口県企業局 新阿武川発電所
～３１日 TEL 0838-54-2159

湯の原ダム 豊浦郡菊川町 ダム見学会 ダム見学会 ７月２１日 山口県企業局 木屋川利水事務所
工業用水施設見学会 ～３１日 TEL 0832-87-1122

見島ダム 萩市見島 ダム見学会 ダム見学会 ７月２３日 山口県 萩土木建築事務所
２６日 TEL 0838-22-0043
２７日
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徳島県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

長安口ダム 那賀郡上那賀町長安 ダム見学会 ・ダム資料館（ビーバー館）見学 ７月２１日 徳島県長安口ダム 徳島県長安口ダム管理事務所
・ダム及び周辺見学 ～３１日 管理事務所 TEL 08846-6-0121

ウルトラクイズ（つ つらら祭りのメインステージでウ ７月末 つらら祭り実行委 つらら祭り実行委員会
らら祭りの一行事と ルトラクイズのコーナーを設けて （日時未定） 員会
して実施） ダムや森等に関する問題を出す。

老人と子供のつどい ゲートボール、あめごのつかみ取 ８月６日 上那賀町教育委員 上那賀町教育委員会
り、宝探し、伝承文化伝道、記念 会 TEL 08846-6-0116
植樹等

川口ダム 那賀郡相生町川口 ダム見学会 ダム及びダム周辺の見学 ７月２１日 徳島県企業局 徳島県企業局
～３１日 総合管理事務所ダム管理課

TEL 0884-62-0010

ソフトテニス大会 町内テニス愛好者によるソフトテ ７月２２日 相生町教育委員会 相生町教育委員会
ニス大会 TEL 0884-62-1111

いかだ祭り ・ダム湖でのいかだ競争で順位を ８月１５日 あじさい湖いかだ あじさい湖いかだ祭
競う 祭実行委員会 実行委員会

・バス釣り大会 TEL 0884-62-1128

正木ダム 勝浦郡上勝町正木 ダム見学会 ダム操作室及び提体内部の一部公 ７月２１日 徳島県徳島土木事 ○ 徳島県徳島土木事務所
開 ～３１日 務所 ダム管理課

TEL 08854-5-0311

森林パネル展 ダム管理所内での森林に関するパ ７月２１日 徳島県徳島農林事 ○ 徳島県徳島農林事務所
ネル展示 ～３１日 務所 林務課森林環境係

TEL 088-626-8582

福井ダム 阿南市福井町鉦打 ダム見学会 ダム、ダム資料館及びダム周辺の ７月２１日 徳島県 徳島県阿南土木事務所
見学会 ～３１日 阿南土木事務所 維持管理課

TEL 0884-34-2141

管内香川県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

五郷ダム 三豊郡大野原町 ダム見学会 地元小学生を対象とした見学会 ７月１４日 香川県西讃土木 西讃土木事務所維持課
事務所 TEL 0875-25-1001



- 44 -

管内香川県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

前山ダム さぬき市前山 写生展示 地元小学生によるダム湖周辺の写 ７月２１日 香川県長尾土木 長尾土木事務所建設第２課
生展示 ～３１日 事務所 TEL 0879-52-2585

粟井ダム 観音寺市粟井町 ダム見学会 地元小学生を対象とした見学会 ７月２９日 香川県西讃土木 西讃土木事務所維持課
事務所 TEL 0875-25-1001

管内愛媛県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

玉川ダム 愛媛県越智郡玉川町 クリーン清掃 住民による貯水池周辺の清掃 未定 玉川町 玉川町役場
TEL 55-2211

鹿野川ダム 愛媛県喜多郡肱川町 ドラゴンボート大会 鹿野川ダム湖面を利用して、１０ ８月１０日 ドラゴンボート大 肱川町産業おこし課
人乗りのドラゴンボート協議を行 会実行委員会 TEL 0893-34-2311
う

管内（水資源公団の場合は、水資源開発公団管内、補助ダムの場合は、○○県管内）熊本県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

市房ダム 熊本県球磨郡水上村 水の湧まれる里で遊 ・カヌー教室 ７月２６日 水上村 水上村企画観光課
岩野３－６ ぶ学校 ・魚釣り 等 ～２８日 TEL 0966- 44-0312

http://mizukami.kichi.com/

管内（水資源公団の場合は、水資源開発公団管内、補助ダムの場合は、○○県管内）大分県

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

安岐ダム 大分県東国東郡 平成１５年度 ・ダムの仕組み説明 ７月３０日 大分県 大分県国東土木事務所
安岐町矢川 「森と湖に親しむ ・宝さがし 安岐町 総務課・河港砂防課

旬間イベント」 ・稚魚（鯉）の放流 大田村 TEL 0978-72-1321
・ウナギのつかみ取り FAX 0978-72-3107
・ゲートボール大会
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宮崎県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

岩瀬ダム 宮崎県西諸県郡 第１９回のじり湖祭 ・女尻相撲大会 ８月３０日 のじり湖祭実行 野尻町役場
野尻町、高崎町 ・花火大会 委員会 経済課 担当 月野

TEL 0984-44-1100

野尻湖クロスカント クロスカントリー ５月１１日 中神（代表）
リー大会 (3km, 5km, 10km)

日南ダム 宮崎県日南市 河川プール開き 安全祈願祭 ７月１８日 ダム湖周辺管理連
絡協議会

「せせらぎの里酒 未定 ８月１７日 酒谷村おこし推進
谷」祭 協議会

綾南ダム 宮崎県西諸県郡須木 すきむらんどアコー アコースティックライブ ８月下旬 すきむらんど振興 すきむらんど振興協会
村 スティックライブ 協会 TEL 0984-48-2480

須木村役場企画商工課
TEL 0984-48-3111

すきむら栗まつり ・栗狩り ９月下旬 すきむらんど振興 すきむらんど振興協会
・特産品販売 協会 TEL 0984-48-2480

須木村役場企画商工課
TEL 0984-48-3111

瓜田ダム 宮崎県東諸県郡高岡 瓜田自然プールオー 安全祈願 等 ７月９日 高岡町観光協会 高岡町観光協会事務局
町 プニングセレモニー TEL 0985-82-1111

沖縄県管内

問い合わせ先ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と
の共催等

倉敷ダム 沖縄県石川市楚南、 倉敷ダム「森と湖に ・記念植樹 ７月１６日 倉敷ダムまつり実 沖縄県ダム事務所倉敷ダム管
沖縄市倉敷 親しむ旬間」 行委員会 理所

・グランドゴルフ大会 ８月３日 TEL 098-938-9325
・ウナギつかみ取り大会
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（利水ダム）

ダ ム 名 所 在 地 行 事 名 内 容 実施予定日 主 催 者 林野庁と 問い合わせ先
の共催等

高遠ダム 長野県上伊那郡高遠 三峰川ｻﾏｰﾋﾟｸﾆｯｸ ダム資源の活用により、上下流 ７月２７日 三峰川ｻﾏｰﾋﾟｸﾆｯｸ2 ○ 高遠町産業課
（湖畔） 町 2003 の交流を促進し、水源地域の重要 003実行委員会 TEL 0265-94-2551

東高遠花畑 466 性及び水と緑に対する関心を高め （構成団体）
る等に必要な行事を行う。 天竜川上流河川事

務所
（「森と緑に親しむ旬間」関連行 天竜川ダム統合管
事と位置付） 理事務所

三峰川総合開発工
〈催事概要〉 事事務所
・三峰川ｶｯﾌﾟ第2回Ｅﾎﾞｰﾄ長野県 南信森林管理署
大会 南信発電管理事務
・三峰川ｲﾒｰｼﾞｿﾝｸﾞｺﾝｻｰﾄ 所
・ｷｬﾗｸﾀｰｼｮｰ 伊那市
・国交省ﾀﾞﾑ等ＰＲｺｰﾅｰ 高遠町
・ﾀﾞﾑ探検 長谷村
・体験ｱﾄﾗｸｼｮﾝ （上記８団体）
・地元PRｺｰﾅｰ
・子供広場
・抽選会 他


