
   
  

                                平成２７年７月１５日 
 

 お 知 ら せ 
 
■同時発表先：合同庁舎記者クラブ、鳥取県政記者会、島根県政記者会、岡山県政記者会 

広島県政記者クラブ、山口県政記者会、山口県政記者クラブ、山口県政滝町記者クラブ 

中国地方建設記者クラブ 
  

 

～ダムカードの配布全数が増えました！～ 

「中国地方ダムマニア認定書」の 

コンプリートコースは全７２種類となります。 
 

平成２７年７月１０日付けで記者発表を致しました「中国地方ダムマ

ニア認定書」の発行イベントにつきまして、７月２１日から新たに４種

類の「ダムカード」配布が開始されるのを受け、コンプリートコース交

付対象カードの種類を全７２種類（前回６８種類）として開催します。 

 

  ○変更内容 「中国地方ダムマニア認定書」の「コンプリートコース」交付

対象カードの種類を全６８種類から全７２種類に変更してイベ

ントを開催します。 

 

○交付期間 平成2７年７月２１日（火）～平成２７年８月３１日（月） 

（変更ありません。） 

  

○追加されたカード 

生見川ダム、厚東川ダム、大坊ダム、湯免ダム（山口県管理ダム） 

※なお上記４種のカードは７月２１日より各ダムで配布を開始します。

  

○そ の 他 詳細は「ダムカード関連イベント開催要領」をご覧下さい。 

  
                     問 い 合 わ せ 先 

国土交通省中国地方整備局 （０８２）２２１－９２３１（代表） 

 【 担 当 】 

河川部 広域水管理官      梅田
う め だ

 敏之
としゆき

（内３５１６） 

            河川管理課 課長補佐  清水
し み ず

 信夫
の ぶ お

（内３７５６） 

【広報担当窓口】 
       

広報広聴対策官     平川
ひらかわ

 雅文
まさふみ

（内２１１７） 

企画部  
     

環境調整官  田尾
た お

 和也
かずなり

（内３１１４） 

 



ダムカード関連イベント開催要領

～今年もやります！～

ダムカードを収集して
「中国地方ダムマニア認定書」

をゲットしよう！

１．目 的
・夏期期間中にダムカード収集を目的として各ダム等を訪れて頂き、

ダムのファン（ダムマニア）の裾野を広げ、ダムに興味を持って頂
くと共に、併せてダム事業、ダム効果の幅広い層へのＰＲを行う事
を目的として、「森と湖に親しむ旬間（7/21～31）」の開始に併
せて、中国地方ダムマニア認定書の発行を行います。

２．主 催
国土交通省 中国地方整備局

３．内 容
・中国地整管内の国土交通省管理、県管理（補助、利水）のダム、堰、

水門で配布されているダムカードを規定枚数集めて頂き、集めたカ
ード枚数により「中国地方ダムマニア認定書（名前入）」を交付し
ます。

【コース設定】
NEW！ コンプリートコース （配布全７２種類）・・7/21時点

レインボー（超級）コース（５０種類以上）
ゴールド（上級）コース （２０種類以上）
シルバー（中級）コース （１０種類以上）
ブロンズ（初級）コース （ ５種類以上）

※ コンプリートコース、レインボーコース の認定書を希望される
方は、事前に「７．問い合わせ先」へ、ご連絡をお願いいたし
ます。
コンプリートコース、レインボーコース認定者の方は、御了解
を頂ければ中国地整ＨＰ等でご紹介させて頂きます。

４．期 間
・平成２７年７月２１日（火）～平成２７年８月３１日（月）
・来年度以降も同時期に同内容での開催を予定しています。

中国地方整備局



５．交付場所及び方法
以下の交付場所に収集した枚数が確認出来る資料をご持参下さい。

・交付場所（下記の１５ヶ所で交付）
【ダム】１１ヶ所

菅沢ダム管理支所（鳥取県日野郡日南町菅沢字川西山112-10）
殿ダム管理支所（鳥取県鳥取市国府町殿206-4）
志津見ダム管理支所（島根県飯石郡飯南町角井1891-20）
尾原ダム管理支所（島根県雲南市木次町平田211-5）
苫田ダム管理所（岡山県苫田郡鏡野町久田下原15９2-4）
八田原ダム管理所（広島県世羅郡世羅町大字小谷字苦谷山1100-1）
温井ダム管理所（広島県山県郡安芸太田町大字加計1956-2）
灰塚ダム管理支所（広島県三次市三良坂町仁賀1575）
土師ダム管理所（広島県安芸高田市八千代町土師369-24）
弥栄ダム管理所（広島県大竹市小方町小方813-1）
島地川ダム管理支所（山口県周南市大字高瀬257）

【堰】３ヶ所
坂根分室（岡山県備前市坂根字土井520-3）
芦田川河口堰管理支所（広島県福山市箕島町字釣ヶ端山367－3）
高瀬分室（広島県広島市安佐南区八木5-31-1）

【水門】１ヶ所
百間川出張所（岡山県岡山市中区沖元地先）

・交付時間
平日の下記時間に交付します。（休日は交付致しません。）

９：１５～１６：１５

【郵送での交付の方法】
・収集した枚数が確認出来る資料（コピー等）と必要額の切手を貼っ

た返信用封筒を下記住所宛送付して下さい。
・認定書はＡ－４版の大きさですので、返信用封筒はＡ－４版が入る

大きさの封筒でお願いします。

中国地方整備局河川部河川管理課宛て
〒730-8530

広島県広島市中区上八丁堀６－３０

６．その他
・「森と湖に親しむ旬間（7/21～31）」の期間を中心に、管内各ダ
ムでは様々なイベントやダム見学会が開催されます。（別添「イベン
トカレンダー」参照）

７．問い合わせ先
国土交通省 中国地方整備局 河川部

河川管理課 ダム管理係
（担当：清水・木屋・高原）

℡082-221-9231

中国地方整備局



・平成19年度の「森と湖に親しむ旬間」（7月21日～31日）から国土交通省・水資源機構の
管理するダム等で配布を開始

・H27.7.21 現在、全国の国、水機構、補助ダム等の４２２施設で配布中（更に増加中）

・中国管内では国、鳥取県・島根県、岡山県・広島県・山口県のダム等７２施設で配布中

おもて面 ・ダムの写真

・右上のアルファベットはダムの目的

うら面

・ダムの型式や諸元

・ダムでの技術紹介

など

中国管内ダムカード配布ダム （H27.7.21  現在 ７２ダム等で配布中）
国 （16） ： 菅沢、土師、島地川、弥栄、八田原、温井、苫田、灰塚、志津見、尾原、殿、高瀬堰、芦田川河口堰、坂根堰、

百間川河口水門（昭和水門）、百間川河口水門（平成水門）
鳥 取（ 5） ： 百谷、佐治川、東郷、賀祥、朝鍋
島 根（11） ： 布部、山佐、三瓶、八戸、浜田、大長見、御部、益田川、銚子、三成、木都賀
岡 山（14） ： 旭川、鳴滝、竹谷、河平、湯原、河本、高瀬川、千屋、三室川、楢井、八塔寺川、津川、黒木、小阪部川
広 島（12） ： 魚切、梶毛、野呂川、椋梨、福富、仁賀、御調、山田川、野間川、四川、庄原（建設中）、小瀬川
山 口（14） ： 菅野、向道、川上、佐波川、木屋川、阿武川、黒杭川、黒杭川上流、湯の原、屋代、生見川、厚東川、大坊、湯免

ダムカード



＜中国地方でダムカードを配付しているダム・堰＞ 直轄ダム・堰 補助ダム・利水ダム

平成２７年　７月２１日現在

湯の原

向道

黒木

小阪部川

三成

木都賀

百間川河口水門（平成水門）

百間川河口水門（昭和水門）

7月21日
配布開始

7月21日
配布開始

7月21日
配布開始 7月21日

配布開始



※ダムカード収集時のチェックリストとしてご利用下さい。

チェック 管理者 ダム名 設置場所 配布日時
ダム
所在
県名

設置場所の住所

国 菅沢ダム 菅沢ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

鳥取県日野郡日南町菅沢字川西山
１１２－１０

国 殿ダム 殿ダム管理支所
８:３0～17:１５
（土・日・祝日を含む）

鳥取県鳥取市国府町殿
206-4

鳥取県鳥取県土整備事
務所 維持管理課

9:00～17:00
（土・日・祝日除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

鳥取県鳥取市立川町
６－１７６

佐治川ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

鳥取県鳥取市佐治町尾際
１２１１－３

鳥取県 佐治川ダム 佐治川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日含む）

鳥取県鳥取市佐治町尾際
１２１１－３

鳥取県 東郷ダム
鳥取県中部総合事務所
県土整備局河川砂防課

9:00～17:00
（土・日・祝日除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

鳥取県倉吉市東巌城町２

鳥取県 賀祥ダム 賀祥ダム管理事務所
8:30～17:30
（土・日・祝日含む）

鳥取県西伯郡南部町下中谷
３８６－９

鳥取県 朝鍋ダム 賀祥ダム管理事務所

8:30～17:30
（土・日・祝日含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

鳥取県西伯郡南部町下中谷
３８６－９

国 志津見ダム 志津見ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県飯石郡飯南町角井
1891-20

国 尾原ダム 尾原ダム管理支所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県雲南市木次町平田
２１１－５

島根県 布部ダム 布部ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県安来市広瀬町布部
2845-18

島根県 山佐ダム 山佐ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県安来市広瀬町上山佐
3036-11

島根県 三瓶ダム 三瓶ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県大田市三瓶町野城イ
849-24

島根県 八戸ダム 八戸ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県江津市桜江町八戸
1661-55

島根県 浜田ダム 浜田ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市河内町
3222-4

島根県 大長見ダム 大長見ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市長見町
934-14

島根県 御部ダム 御部ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市三隅町黒沢
2368-6

島根県 益田川ダム 益田川ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県益田市久々茂町イ
1352-1

島根県 銚子ダム 銚子ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県隠岐郡隠岐の島町原田一ツ木
985-8

ダムカードチェックリスト（平成２７年７月２１日現在）

鳥取県 百谷ダム

島根県

鳥取県



チェック 管理者 ダム名 設置場所 配布日時
ダム
所在
県名

設置場所の住所

島根県 三成ダム 三成ダム操作所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県仁多郡奥出雲町三成
1393-1

島根県 木都賀ダム 木都賀ダム操作所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

島根県浜田市弥栄町木都賀
１９８４－３

国 苫田ダム 苫田ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県苫田郡鏡野町久田下原
１５９２－４

国 坂根堰
岡山河川事務所 坂根分
室

9:00～17:15
（土・日・祝日を含む）

岡山県備前市坂根字土井
５０２－３

国
百間川河口水門
（昭和水門）

国
百間川河口水門
（平成水門）

岡山県 旭川ダム
旭川ダム統合管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県岡山市北区建部町鶴田
９３１

旭川ダム統合管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田
９３１

楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事
務所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県高梁市落合町近似
２８６－１

旭川ダム統合管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田
９３１

楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事
務所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県高梁市落合町近似
２８６－１

旭川ダム統合管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田
９３１

楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事
務所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県高梁市落合町近似
２８６－１

岡山県 湯原ダム 湯原ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県真庭市湯原温泉３番地

岡山県 河本ダム 河本ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県新見市金谷
１２６－２

高梁川ダム統合管理事
務所
(備中県民局 新見地域事
務所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県新見市高尾
２４００

千屋ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県新見市菅生
７９４３－８

岡山県 千屋ダム 千屋ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県新見市菅生
７９４３－８

高梁川ダム統合管理事
務所
(備中県民局 新見地域事
務所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県新見市高尾
２４００

河本ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県新見市金谷
１２６－２

島根県

岡山県岡山市中区沖元地先

岡山県 鳴滝ダム

岡山県 三室川ダム

岡山県 高瀬川ダム

岡山河川事務所
　百間川出張所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県

岡山県 竹谷ダム

岡山県 河平ダム



チェック 管理者 ダム名 設置場所 配布日時
ダム
所在
県名

設置場所の住所

楢井ダム管理事務所
(備中県民局 高梁地域事
務所内)

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県高梁市落合町近似
２８６－１

旭川ダム統合管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県岡山市北区建部町鶴田
９３１

岡山県 八塔寺川ダム
八塔寺川ダム管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県備前市吉永町高田
３６１－２

岡山県 津川ダム 津川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県津山市加茂町下津川
９９８－８

岡山県 黒木ダム 黒木ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

岡山県津山市加茂町黒木
６２６－１０

小阪部川ダム管理事務
所

9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

岡山県新見市上熊谷
６９６１

河本ダム管理事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

岡山県新見市金谷
１２６－２

国 八田原ダム 八田原ダム管理所
9:00～16:00
（土・日・祝日を含む）

広島県世羅郡世羅町大字小谷字苦谷
山
１１００－１

国 温井ダム
温井ダム管理所

9:00～16:30
（土・日・祝日を含む）
休日は管理所玄関のインターホンを押し
てください。

広島県山県郡安芸太田町大字加計
１９５６－２

国 灰塚ダム
灰塚ダム管理支所 9:00～16:00

（土・日・祝日を含む）
広島県三次市三良坂町仁賀
１５７５

土師ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

広島県安芸高田市八千代町土師
３６９－２４

土師ダムサイクリング
ターミナル

9:00～17:00
（不定休）

広島県安芸高田市八千代町土師
１１９４－１

国 芦田川河口堰 芦田川河口堰管理支所
８:３0～1７:00
（土・日・祝日および年末年始を除く）

広島県福山市箕島町釣ヶ端山
３６７－３

国 高瀬堰
太田川河川事務所　管
理第二課（高瀬分室）

9:30～18:00
（土・日・祝日を含む）

広島県安佐南区八木5丁目
31－1

広島県 魚切ダム 魚切ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県広島市佐伯区五日市町上河内
998-7

広島県 梶毛ダム 梶毛川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県広島市佐伯区五日市石内
2208

広島県 野呂川ダム 野呂川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県呉市安浦町中畑
641－11

広島県 椋梨ダム 椋梨ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県東広島市河内町小田渡原
4096

広島県 福富ダム 福富ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県東広島市福富町久芳
1-1

岡山県 小阪部川ダム

国 土師ダム

広島県

岡山県

岡山県 楢井ダム



チェック 管理者 ダム名 設置場所 配布日時
ダム
所在
県名

設置場所の住所

広島県 仁賀ダム 仁賀ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県竹原市仁賀町
1685－2

広島県 御調ダム 御調ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県尾道市御調町津蟹
127－3

広島県 山田川ダム 山田川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県世羅郡世羅町別迫
251－4

広島県 野間川ダム 野間川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県三原市久井町吉田字大久保
562－5

広島県 四川ダム 四川ダム管理事務所 8:30～17:15（土･日･祝日を含む）
広島県福山市加茂町北山
3006－4

広島県
庄原ダム
（建設中）

広島県北部建設事務所庄原支所
8:30～17:15（土･日･祝日及び年末年
始は配布していません）

広島県庄原市東本町一丁目
4－1

国 弥栄ダム 弥栄ダム管理所

８:３0～1７:１５（平日）
9:00～16:30（土・日・祝日）
休日は管理所玄関のインターホンを押し
てください。

広島県大竹市小方町小方
８１３－１

広島県
山口県

小瀬川ダム 小瀬川ダム管理事務所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

広島県廿日市市浅原
1030-27

国 島地川ダム 島地川ダム管理支所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）
平日・休日共に管理所玄関のインターホ
ンを押してください。

山口県周南市大字高瀬
２５７番地

山口県 湯の原ダム
山口県企業局西部利水
事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日は除く）

山口県下関市菊川町西中山
３８４－１

山口県 菅野ダム
山口県菅野ダム管理事
務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県周南市大字中須北字川平
194-3

山口県 向道ダム
山口県向道ダム管理事
務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県周南市大字大道理
260-7

山口県 川上ダム
山口県川上ダム管理事
務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県周南市大字川上猿岩
13-1

山口県 佐波川ダム
山口県佐波川ダム管理
事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県山口市徳地野谷字掛の平
620番地

山口県 木屋川ダム
山口県木屋川ダム管理
事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県下関市豊田町大字大河内字切
石

山口県 阿武川ダム
山口県阿武川ダム管理
事務所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県萩市川上なんかけ
2343-1

山口県 黒杭川ダム

山口県
黒杭川上流
ダム

山口県 屋代ダム 日本ハワイ民族資料館

9:30～16:30
（月曜（月曜が祝日の場合はその翌日）
及び12/29～1/3を除く）
※配布には、ダムへ行った証明（写真
等）が必要となります

山口県大島郡周防大島町東屋代

山口県柳井市柳井森ヶ迫
1031-4

広島県
山口県

山口県黒杭川ダム管理
所

9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

広島県

山口県



チェック 管理者 ダム名 設置場所 配布日時
ダム
所在
県名

設置場所の住所

山口県 生見川ダム 山口県生見川ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県岩国市美川町南桑小郷
1701-3

山口県 厚東川ダム 山口県厚東川ダム管理事務
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県宇部市木田落畑
144-4

山口県 大坊ダム 山口県大坊ダム管理所
9:00～17:00
（土・日・祝日を含む）

山口県長門市油谷河原坂根

山口県 湯免ダム 長門市役所三隅支所
9:00～17：00
（12/29～1/3を除く）

長門市三隅中1473番地

　　7月21日より配布開始

山口県



●中国地方整備局各ダムイベントカレンダー（７月、８月、９月）
開催日 イベント名 実施内容 対象 一般参加の可否 開催場所 主催 問合せ先

7月12日 夢吊橋サマーフェスタ2015
●ダム見学（堤体内）
●ダム湖クルージング

一般 一般参加可能 八田原ダム周辺 八田原ダム芦田湖周辺活用連絡協議会
八田原ダム管理事務所
TEL：0847-24-0490
HP：http://www.cgr.mlit.go.jp/hattabara/hattabara_page_00.htm

7月25日 ウエットランド笑湖（エコ）学校
●ダム周辺湿地帯の生物観察
●ダム見学

一般 一般参加可能 灰塚ダム周辺 灰塚ダム管理支所
灰塚ダム管理支所
TEL：0824-44-4360
HP：http://www1.cgr.mlit.go.jp/miyoshi/haizuka/index.html

7月29日 森と湖に親しむ集い
●ダム堤体内見学
●水性生物調査
●アマゴ放流

小学生親子
水性生物調査、
アマゴ放流は
事前申込み必要

島地川ダム
（新平ヶ原公園）

島地川ダム周辺環境整備地区管理協議会
周南市役所新南陽総合支所　地域政策課
TEL：0834-61-4108
HP：http://www.city.shunan.lg.jp/section/si-chiiki/index.jsp

8月1日 土師ダム見学会

●ダム堤体内見学
●100mm降雨体験機
●親水避難体験
●川の水生生物展示　等

一般 一般 土師ダム下流グラウンド 土師ダム管理所

土師ダム管理所
TEL：0826－52－2455
FAX：0826－52－2457
HP：http://www1.cgr.mlit.go.jp/haji/index.htm

8月1日 鏡野町大納涼祭
●花火大会
●物産展
●苫田ダム管理所による奥津湖遊覧船体験

一般 一般参加可能
苫田ダム
奥津湖総合案内所
みずの郷奥津湖周辺

鏡野町

鏡野町産業観光課
TEL：0868-54-2987
FAX：0868-54-3662
HP：http://www.town.kagamino.lg.jp/

8月2日 森と湖に親しむ旬間【殿ダム】
●ダム見学
●湖面巡視体験
●ケーブルカー解放　等

一般 一般参加可能 殿ダム周辺 殿ダム管理所
殿ダム管理支所
TEL：0857-58-0581
HP：http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/tono/

8月22日
8月23日

第１０回全日本選抜
ローラースキーかがみの大会

●奥津湖におけるローラースキー大会 選抜選手 一般参加不可
苫田ダム
２２日　鏡野町ペスタロッチ館
２３日　奥津湖湖畔コース

岡山県スキー連盟
ローラースキーかがみの大会実行委員会

鏡野町教育委員会
生涯学習課全日本選抜ローラースキーかがみの大会事務局
TEL：0868－54－7733
FAX：0868－54－3335
HP：http://kagamino-marathon.com/

8月29日 第１２回　安芸高田市花火大会
●土師ダム貯水池より
　 約2，000発の花火打ち上げ

一般 一般参加可能 土師ダムのどごえ公園周辺 安芸高田市商工観光課
安芸高田市商工観光課
ＴＥＬ：0826-47-4024
HP：http://www.akitakata.jp/ja/

9月20日 第6回安芸太田しわいマラソン
●温井ダムをスタート地点・ゴール地点とした
   88km、100kmのウルトラマラソン

申込み選手 申込み必要
温井ダム
広島県山県郡安芸太田町全域
（一部北広島町を通過）

安芸太田しわいマラソン実行委員会

安芸太田しわいマラソン実行委員会事務局
（川・森・文化・交流センター内）
TEL：0826-22-2126
HP：http://www.shiwai-m.com/

7月25日
第３４回 山佐ダム キャンプ場祭
り 【山佐（やまさ）ダム】

●山佐ダムキャンプ場に家族連れらが集いま
す。焼肉を囲みながら民謡などの演芸や花火
が楽しめます。

一般 一般参加可能
島根県安来市広瀬町上山佐
（山佐ダムキャンプ場）

山佐ダム体験交流施設管理組合（ＮＰＯ法人
やまびこ）

山佐交流センター TEL 0854-35-0129 （平日8:30～17:15）

9月13日
第２回 山佐川杯 グラウンドゴル
フ大会　【山佐（やまさ）ダム】

●自然に囲まれた山佐ダムやまびこにグラウ
ンドゴルフ愛好者が集い健康増進と交流を深
める。

一般 一般参加可能
島根県安来市広瀬町上山佐
（山佐ダムやまびこグラウンドゴ
ルフ場）

山佐ダム体験交流施設管理組合（ＮＰＯ法人
やまびこ）

山佐交流センター TEL 0854-35-0129 （平日8:30～17:15）

7月1日
～9月30日

湯原ダムライトアップ
『晴れの国おかやまデスティネー
ションキャンペーン』
プレキャンペーン

●湯原ダム完成後６１年を記念し、
 　ライトアップ
　（還暦祝いの『赤』を基調としたライトアップ）

一般 一般参加可能
湯原ダム
湯原温泉・露天風呂「砂湯」周
辺

一般社団法人湯原観光協会
湯原観光情報センター
TEL：0867-62-2526
HP：http://www.yubara.com/

8月18日
8月21日

湯原ダムバックヤードツアー ●ダム堤体内見学 一般
一般参加可能
(事前申込必要)

湯原ダム周辺 湯原っしぃ実行委員会
湯原温泉ミュージアム
TEL：0867-62-3485
HP：http://www.yubarassyi.com/

7月26日
第２回湯原温泉
トライアスロン大会

●下湯原温泉をスタート地点・ゴール地点
　　としたトライアスロン競技
●バイク（自転車）競技では、ダムえん堤
　　及びダム湖畔を周回

エントリー選手
事前エントリーが
必要

岡山県真庭市湯原地域全体 湯原温泉トライアスロン実行委員会
湯原温泉トライアスロン実行委員会事務局
TEL：0867-62-3024
HP：http://www.yubara.biz/

○島根県

○岡山県



開催日 イベント名 実施内容 対象 一般参加の可否 開催場所 主催 問合せ先

8月8日 第５４回湯原温泉はんざき祭り ●湯原ダムをバックに、花火打上 一般 一般参加可能
湯原ダム
湯原温泉・露天風呂「砂湯」周
辺

はんざき祭り実行委員会
はんざき祭り実行委員会事務局
TEL：0867-62-2526
HP：http://www.yubara.com/

7月21日
～7月31日

森と湖に親しむ旬間
●ダム見学会
(ダム操作室とダム堤体内のトンネル見学)

一般 一般参加可能 小瀬川ダム 小瀬川ダム管理事務所
小瀬川ダム管理事務所
ＴＥＬ:0827-56-0321

7月26日 リバーサイドフェスティバル

●鮎のつかみ取り
●焼き鮎
●宝探し　等
　(25日(土)は前夜祭)

一般 一般参加可能
椋梨ダム下流
(椋梨川親水公園)

リバーサイドフェスティバル実行委員会
(Ｙｏｕ愛Ｓｕｎこうち)

Ｙｏｕ愛Ｓｕｎこうち
ＴＥＬ:082-437-2228
ＨＰ：http://higashihiroshima.genki365.net/gnkh12/mypage/index.php?gid=Ｇ0000006

7月21日
  ～7月31日

小瀬川ダム
●ダム見学会
(ダム操作室とダム堤体内のトンネル見学)

一般 一般参加可能 小瀬川ダム 小瀬川ダム管理事務所
小瀬川ダム管理事務所
ＴＥＬ　0827-56-0321
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日
～7月31日

生見川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 生見川ダム 生見川ダム管理所
生見川ダム管理所
ＴＥＬ　0827-77-0331
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月27日

中山川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 中山川ダム 中山川ダム管理所
岩国土木建築事務所　ＴＥＬ　0827-29-1539
中山川ダム管理所　ＴＥＬ　0827-84-2552
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日
～7月31日

黒杭川上流ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 黒杭川上流ダム 黒杭川ダム管理所
黒杭川ダム管理所
ＴＥＬ　0820-22-2711
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日
～7月26日

屋代ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 屋代ダム 屋代ダム管理所
柳井土木建築事務所　ＴＥＬ　0820-22-0501
屋代ダム管理所　ＴＥＬ　0820-74-4400
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月26日

末武川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 末武川ダム 末武川ダム管理所
周南土木建築事務所　ＴＥＬ　0834-33-6485
末武川ダム管理所　ＴＥＬ　0833-43-9119
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日 米泉湖サマージャンボリー2015
●ステージイベント
●バザー
●花火大会

一般 一般参加可能 米泉湖公園内 米泉湖サマージャンボリー実行委員会
下松市米川公民館
ＴＥＬ　0833-53-0001
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月30日

菅野ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 菅野ダム 菅野ダム管理事務所
菅野ダム管理事務所
ＴＥＬ　0834-86-2331
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月30日

川上ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 川上ダム 川上ダム管理事務所
川上ダム管理事務所
ＴＥＬ　0834-62-2982
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月21日
～7月27日

佐波川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 佐波川ダム 佐波川ダム管理事務所
佐波川ダム管理事務所
ＴＥＬ　0835-56-0020
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日
～7月26日

一の坂ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 一の坂ダム 一の坂ダム管理所
防府土木建築事務所　ＴＥＬ　0835-22-0982
一の坂ダム管理所　ＴＥＬ　083-922-5639
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月30日

厚東川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 厚東川ダム 厚東川ダム管理事務所
厚東川ダム管理事務所
ＴＥＬ　0836-62-0666
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月25日

今富ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 今富ダム 今富ダム管理所
宇部土木建築事務所　ＴＥＬ　0836-21-7125
今富ダム管理所　ＴＥＬ　0836-67-1517
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月26日
～7月27日

真締川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 真締川ダム 真締川ダム管理所
宇部土木建築事務所　ＴＥＬ　0836-21-7125
真締川ダム管理所　ＴＥＬ　0836-37-0177
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

○広島県

○山口県



開催日 イベント名 実施内容 対象 一般参加の可否 開催場所 主催 問合せ先

7月21日
～7月27日

木屋川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 木屋川ダム 木屋川ダム管理事務所
木屋川ダム管理事務所
ＴＥＬ　083-766-0122
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月21日
～7月27日

湯の原ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 湯の原ダム 西部利水事務所
西部利水事務所
ＴＥＬ　083-287-1122
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日
～7月29日

大坊ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 大坊ダム 大坊ダム管理所
大坊ダム管理所
ＴＥＬ　0837-32-0960
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月25日
～7月26日

湯免ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 湯免ダム 湯免ダム管理所
長門土木建築事務所　ＴＥＬ　0837-22-2949
湯免ダム管理所　ＴＥＬ　0837-43-2990
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月24日
～7月26日

見島ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 見島ダム 見島ダム管理所
萩土木建築事務所　ＴＥＬ　0838-22-0092
見島ダム管理所　ＴＥＬ　0838-23-5201
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html

7月21日
～7月26日

阿武川ダム ●ダム施設見学 一般 一般参加可能 阿武川ダム 阿武川ダム管理事務所
阿武川ダム管理事務所
ＴＥＬ　0838-54-2055
HP：http://www.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/a18600/dam/morimizu_2015.html




