
平成28年度「水の日」関連行事（39都道府県、157行事）

行事種別 行事名 都道府県 開催場所 開催日 概要 主催者 お問い合わせ先 イベントURL

見学イベント 農業水利施設（穂別ダム等）見学会 北海道 むかわ町 H28.7～8 農業水利施設の見学会を開催する。
北海道開発局
室蘭開発建設部

室蘭開発建設部
胆振東部農業開発事業所
0145-22-2521

http://www.mr.hkd.mlit.go.jp/jyoho_sien/genb
akengaku/ichiran.html

見学イベント 水と岩見沢　バスツアー 北海道
岩見沢市
桂沢ダムほか

H28.8.3
小学生を主な対象に、普段使用している水道水に関する施設や、水源の環境等を学
んでもらう機会を提供する。

岩見沢市
水道部業務課管理係
森田
0126-23-4111内231

-

見学イベント 再生可能エネルギー施設見学会 山形県 未定 未定 再生可能エネルギー施設の見学、環境学習を行う。 山形県企業局 未定 -

見学イベント ダム公開 栃木県 県管理ダム（７箇所） H28.7.21～7.23
平成28年度「森と湖に親しむ旬間」のイベントとして、ダムの天端や堤体内部等の一般
公開を行う。

栃木県 028-623-2565 -

見学イベント 施設見学会 新潟県 新潟 H28.7.30 水力発電所等施設見学会を開催する。 新潟県企業局
上越利水事務所
025-524-4101

http://www.pref.niigata.lg.jp/kigyosomu/1194
279078708.html

見学イベント 県政バス教室「とやまの名水めぐり」コース 富山県 富山県東部 H28.8.3
県東部の名水百選に選定された湧水地や水関連施設、ミネラルウォーター工場を見学
する。

富山県 076－444－3126 -

見学イベント 第27回　奥野ダム一日ダム教室 静岡県
伊東市
奥野ダム

H28.7.27 ダム見学、施設公開、木工教室、小型建設機械展示、ザリガニ釣り、竹炭配布を行う。 静岡県・伊東市
熱海土木事務所　伊東支所　ダム
管理班　0557－38－0711

http://www.okunodam.jp/

見学イベント
太田川ダム親と
子のダム見学会

静岡県
森町
太田川ダム

H28.8.19 ダム見学、施設公開を行う。 静岡県
袋井土木事務所　河川改良課　ダ
ム管理班　0538－42－3211

http://www.doboku.pref.shizuoka.jp/desaki/f
ukuroi

見学イベント 県民の日イベント 静岡県

磐田市
寺谷浄水場
浜松市
都田浄水場

H28.8.19 浄水場の施設見学を行う。 静岡県企業局西部事務所 0538－38－1271 -

見学イベント 県民の日 静岡県
富士市
静岡県企業局東部事務所

H28.8.19 工業用水浄水施設の一般開放等を行う。 静岡県企業局東部事務所 0545－81－1360 -

見学イベント 県民の日 静岡県
三島市
静岡県企業局東部事務所
柿田川支所

H28.8.19 水道施設の一般開放を行う。 静岡県企業局東部事務所柿田川支所 055－977－2724 -

見学イベント 水に親しむ研修会 愛知県 大府市 H28.8.19 小学校4年生と保護者を対象に、ダムと浄水場の見学を行う。 大府市水道事業 0562-47-2111

見学イベント
三重県企業庁の浄水場施設同時公開　～
浄水場へ行って、水道水のことをもっと知ろ
う！～

三重県

桑名市大字播磨字焼尾１７９８
播磨浄水場
津市一志町高野１９９６中勢水道事
務所内
高野浄水場
多気郡多気町相可１７１０　南勢水
道事務所内
多気浄水場

H28.8.7

浄水施設見学（所要時間２０～３０分）、水処理体験（にごり水からきれいな水をつくる
実験）、応急給水車見学、防災啓発車による地震体験（播磨浄水場のみ）、オリジナル
ボトルウォータープレゼント、防災グッズ等が当たる抽選会（アンケートにお答えいただ
いた方が対象）など各種イベントを実施する。

三重県企業庁
企業総務課

059-224-2822　
http://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/7306301
3206.htm

見学イベント 夏休み自由研究講座 滋賀県
野洲市
吉川浄水場

H28.7.22～7.28
（土日除く）

浄水場でどのようにして飲み水ができるかを、実験と見学で理解していただく。 滋賀県企業庁
企業庁浄水課
077-589-4595

http://www.pref.shiga.lg.jp/n/kigyo/

見学イベント 下水浄化センター親子見学会 滋賀県
草津市
湖南中部浄化センター

H28.7.26～7.28
汚水がどのようにしてきれいになるのか、浄化センターの見学と実験、観察をしなが
ら、親子で楽しく学んでいく。

滋賀県　南部流域下水道事務所
滋賀県南部流域下水道事務所
湖南中部施設管理係
077-564-1901

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/konanryuiki/ind
ex.html

見学イベント 夏休み親子自由研究 滋賀県
彦根市
北部流域下水道事務所

H28.8.2～8.3
小学生とその親を対象として、下水流入水、処理水、微生物を実際に目で見て勉強し
ていただく。

滋賀県　北部流域下水道事務所
北部流域下水道事務所
0749-26-6634

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/tohokubu-
g/index.html

見学イベント 下水道施設見学会の開催 京都府
京都市
鳥羽水環境保全センター

H28.8.3
下水処理過程の見学をはじめ，水質実験など下水道の役割を身近に体験でき，子ども
から大人まで楽しく学んでいただける企画を実施し，下水道事業への関心を高めてい
ただく。

京都市上下水道局 075-672-7810 -

見学イベント
吉野川分水ツアー
（夏休み親子体験分水ツアー）における農
業水利施設見学

奈良県
吉野郡大淀町、新住川原
下渕頭首工

H28.8.5
農業用水及び農業水利施設の役割、吉野川分水の歴史、健全な水循環を構築する上
での農業・農村の多面的機能や水源林保全等を紹介する。

JAならけん、ならコープ - -

見学イベント 「水の週間」親子ダム見学会 奈良県
宇陀市、奈良市
室生ダム、布目ダム、
宇陀川浄化センター

H28.8.3

　「水の週間」(８月１日～７日)の行事として、県民のみなさまを対象に、上水道の水源
であるダムの見学会を開催する。ダムを管理する水資源機構のご協力により、普段は
入ることの出来ないダム内部の見学も予定しており、ダム上流域の水質改善を担う下
水処理施設も合わせて見学する。

奈良県地域政策課、水資源機構関西吉野
川支社

奈良県地域振興部地域政策課
水循環推進係
0742－27－8029

www.pref.nara.jp/20345.htm
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見学イベント
交流体験inよしのがわ（上流編）
・早明浦ダム見学
・水難事故防止講習

徳島県
高知県土佐郡土佐町
※徳島市内からバス移動

H28.8.7
ダムの中を見学し、ダムの仕組みや役割を学ぶ。
川で水難事故防止講習会を行い、川で遊ぶ時の注意、緊急時の対応などを学ぶ。

吉野川交流推進会議 088-621-2538 http://www.yoshinogawa.org/

見学イベント 親子上下水道教室 香川県
高松市鶴市町
香東川浄化センター　御殿浄水場

H28.8.5
上下水道に関する講義や実験、施設見学等を通して、貴重な資源である水の大切さを
学ぶ。

高松市上下水道局　企業総務課 087-839-2711
https://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12006.
html

見学イベント 「浄水場見学＆水の実験」イベント 愛媛県
松山市
市之井手浄水場

H28.7.31 浄水場見学会や水を使った実験教室を実施する。 松山市
松山市公営企業局　水道サービス
課　089-998-9885

-

見学イベント
筑後川水系における水資源開発施設の見
学会

佐賀県
朝倉市
江川ダム他

H28.8.6
佐賀県内在住の小学校4・5・6年生を対象に筑後川の水資源開発施設等の見学会を
開催する。
※7月1日から募集・HP掲載

佐賀県筑後川下流域環境協議会（佐賀県
河川砂防課内）

0952-25-7183
https://www.pref.saga.lg.jp/web/cyumoku/bo
syuu.html

見学イベント 夏休み野外学習会 沖縄県
糸満市及び八重瀬町内の国営土
地改良施設
米須地下ダム、慶座地下ダム　他

H28.7.28～7.29
糸満市、八重瀬町の小中学生とその保護者を対象として、毎年夏休みに開催。
地下ダム施設等の現場に足を運び、地下ダムの仕組みや役割など、水の大切さにつ
いて学習する。

土地改良総合事務所、沖縄本島南部土地
改良区

土地改良総合事務所
098-856-6868

-

見学イベント 宮古用水めぐりバスツアー 沖縄県
宮古島の国営土地改良施設
地下ダム資料館、中央管理所　他

H28.7.30
ツアー参加者と地下ダム工事及びパイプライン工事の各現場に立ち寄り、概要を紹介
する。（※昨年までは、宮古水まつりのイベントの一環として行っていたが、今年からは
独立して実施。）

宮古土地改良区
宮古土地改良区
0980-73-1253

-



行事種別 行事名 都道府県 開催場所 開催日 概要 主催者 お問い合わせ先 イベントURL

参加型イベント 北海幹線用水路ウォーキング 北海道 美唄市 H28.7.31
北海幹線用水路（疎水百選、北海道遺産）沿いを歩き、農業水利施設に関する理解を
深める行事を実施する。

北海土地改良区
北海土地改良区　総務部総務課
「ウォーキング事務局」
0126-22-2400

http://www.midorinet-
hokkai.jp/manager/detail/290

参加型イベント
標津町民まつり
水キラリ

北海道
標津郡標津町
サーモンパーク特設会場他

H28.8.6～8.7
3部構成で行われ、第１部（１日）は儀式・前夜祭、第２部（２日）は産業と食・遊び文化
の伝承祭　　第３部（２日）は曳山巡行（山車運行、踊り、おはやし等）花火、フィナーレ
は水柱の儀（真上垂直20m）を行う。

標津町民祭り　水・キラリ実行委員会 0153－82－2131 -

参加型イベント 「札幌水源の森づくり2016」 北海道 札幌市 H28.8.27
市民の力で水源の森を育み次世代へ引継ぐため、森林教室やブースの出展、ポット苗
の作成等を行い、森林の水源涵養機能について普及啓発を行う。

北海道森林管理局、札幌市

石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
011-533-6741
札幌市環境局みどりの推進課活用
推進係　011-211-2522

-

参加型イベント 第１回ブナ林再生教室 青森県 西目屋村 H28.7.23
暗門川の周辺の森林を散策し森林に親しむことで、森林の水源涵養機能や保健休養
機能等について普及啓発を行う。

津軽白神森林生態系保全センター
津軽白神森林生態系保全センター
0173-72-2931

http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/syo/tuga
rusirakami/ibent/index.html

参加型イベント 麓山浄水場利き水会 宮城県
大崎市
イオン古川店

H28.7.5 麓山浄水場の水についてのPRを行う。 宮城県大崎広域水道事務所
企業局大崎広域水道事務所
0229-67-6512

-

参加型イベント 仙台七夕まつり“こどもに夢を” 宮城県
仙台市
勾当台公園市民広場

H28.8.6～8.8
農業農村整備事業に関するパネルや田んぼの生き物の展示、子どもを対象としたクイ
ズやザリガニ釣り体験等の実施

「仙台七夕まつり農業農村整備広報活動」
推進協議会

農林水産部　農村振興課
022-211-2863

-

参加型イベント
第２回白神森林講座
「深緑の眺望！藤里駒ケ岳」

秋田県 藤里町 H28.7.9
藤里駒ヶ岳の登山を通して、森林に親しむとともに、森林の水源涵養機能や素波里ダ
ムの歴史・事業概要等を紹介することにより、森林の働きや水の循環について普及啓
発を行う。

一般社団法人　秋田白神コミュニケーション
センター、藤里森林生態系保全センター

一般社団法人　秋田白神コミュニ
ケーションセンター
0185-88-8220
藤里森林生態系保全センター
0185-79-1003

http://www.shirakamicc.com/2016/05/27/p
ost240/

参加型イベント 茂庭っ湖まつり（林業体験学習） 福島県 福島市 H28.7中（予定）
丸太切り等を通して林業の体験と木材のぬくもりをＰＲし、森林の水源涵養機能や木材
利用の意義等について普及啓発を行う。

茂庭っ湖まつり実行委員会（国交省摺上川
ダム管理所、福島森林管理署、福島市、伊
達市、二本松市、桑折町、国見町、川俣町、
福島地方水道用水供給企業団、東北電力、
NPO茂庭っ湖の郷、NPOいいざかサポー
ターズクラブ）

福島森林管理署森林技術指導官
024-535-0121

-

参加型イベント
森と湖に親しむ旬間
（森と湖に親しむ教室）

栃木県 日光市 H28.7.22
水の浄化実験により森林の水源涵養機能を学習するとともに、丸太切り体験、メダル
作り、しおり作りにより、木材や森林の産物に親しんでもらい、森林整備の必要性等に
ついて普及啓発を行う。

国土交通省鬼怒川ダム統合管理事務所、
日光市、公益財団法人利根川・荒川水源地
域対策基金、日光森林管理署

日光森林管理署業務グループ森
林ふれあい担当
0288-22-1069

-

参加型イベント
水源わくわく
セミナー2016

埼玉県 群馬県長野原町 H28.8.2～8.3
埼玉県内の小学生と保護者が八ッ場ダム建設地を訪問し、ダム見学を行うとともに、
長野原町の小学生とともにサッカー入門教室に参加し交流を深める。

埼玉県企業局 048-830-2189
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/jokaryu
-koryu/index.html

参加型イベント 水のワークショップ・展示会 東京都
東京都千代田区
東京国際フォーラム

H28.8.16～8.18
小学校の親子を対象として、水にまつわる様々なワークショップやパネル展示を実施
する。

水循環政策本部、国土交通省、東京都、水
の週間実行委員会

水の週間実行委員会事務局
048-600-6513

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/to
chimizushigen_mizsei_tk1_000017.html

参加型イベント

水のワークショップ・展示会
「田んぼの水はどこから来るの？何をして
るの？－農業用水のさまざまなはたらき
－」

東京都
東京都千代田区
東京国際フォーラム

H28.8.16～8.18
小学校の親子を対象として、疏水や水田に係る様々なパネル展示やゲーム・クイズ
等、ワークショップを実施。

公益社団法人農業農村工学会、全国水土
里ネット

公益社団法人農業農村工学会
03ｰ3436ｰ3418（代表）

-

参加型イベント 第３１回水とのふれあいフォトコンテスト 東京都 - H28.8.1公表
健全な水循環の重要性や水資源の有限性、水の貴重さ、水資源開発の重要性につい
て広く理解と関心を深めることに作品を募集する。

水の週間実行委員会
水の週間実行委員会事務局
048-600-6513

http://www.water.go.jp/honsya/honsya/torik
umi/waterweek/event/photo/index.html

参加型イベント 水の週間一斉打ち水大作戦 東京都
東京都千代田区
国土交通省

H28.8.4
参加者に涼しさ（効果）を体感してもらうことで、水の有効利用、水について考える機会
となるよう、雨水や風呂の残り水などを使って打ち水を実施する。

国土交通省
国土交通省水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
03-5253-8386

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/to
chimizushigen_mizsei_tk1_000023.html

参加型イベント 子ども霞ヶ関デー 東京都
東京都千代田区
中央合同庁舎第５号館

H28.7.27～7.28 水道水のおいしさについて普及啓発を行う。 -
医薬・生活衛生局生活衛生・食品
安全部水道課　03-3595-2368

-

参加型イベント 第58回水の写真コンテスト 東京都 東京
H28.6.1～9.10
（作品応募の期間）

「水」問題に関心を持ち活動する様々な団体・企業が出会い繋がる「場」を提供する。 水道産業新聞社 イベントＵＲＬ参照 http://www.suidou.co.jp/syasinkan_index.htm

参加型イベント
水循環ってなあに？楽しく学べる「水の日
イベント」（仮）

神奈川県
横浜市
横浜公園

H28.8.1 水の大切さや水環境を知ってもらえるブースや打ち水を実施する。 横浜市環境創造局下水道事業推進課　他 045-671-2941 -

参加型イベント おおいしダム湖畔まつり（木工教室） 新潟県 関川村 H28.7.30
木工教室（木製プランターづくり等）を実施し、森林の水源涵養機能や木材利用の意義
等について普及啓発を行う。

関川村、村上市、新潟県村上地域振興局、
北陸地方整備局羽越河川国道事務所、下
越森林管理署村上支署等

下越森林管理署村上支署総括森
林整備官
0254-53-2151

-

参加型イベント 有峰森林文化村開村の日「有峰で遊ぼう」 富山県
富山市大字有峰
有峰森林文化公園

H28.8.6 ダムミステリーツアー（その他昆虫採集、木工クラフトづくり等）を開催する。  （社）富山県農林水産公社、北陸電力（株）
有峰ビジターセンター
（有峰ハウス）
076-481-1758

http://www.arimine.net/index.html

参加型イベント
森と湖に親しむ旬間（真名川ダム）（パネル
展示、木工教室）

福井県 大野市 H28.7.30（予定）
森林学習（パネル展示）や木工教室を通じて森林に親しむことで、森林の水源涵養機
能等について普及啓発を行う。

国土交通省近畿地方整備局九頭竜川ダム
統合管理事務所、福井森林管理署、福井
県、大野市、電源開発(株)、北陸電力(株)、
関西電力(株)、大野漁業協同組合、福井河
川国道事務所

福井森林管理署業務グループ
050-3160-6105

-

参加型イベント 高瀬渓谷フェスティバル２０１６（木工教室） 長野県 大町市 H28.7.16
丸太切り体験や木工品作り等を通じて森林に親しむことで、森林の水源涵養機能や木
材利用の意義等について普及啓発を行う。

国土交通省北陸地方整備局大町ダム管理
所

中信森林管理署業務グル－プ
050-3160-6050

-

参加型イベント 善光寺「打ち水」 長野県
長野市
善光寺

H28.8.5 井戸水を利用した「打ち水」を実施する。 長野商工会議所女性会　他 026-227-2428 -
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参加型イベント 打ち水大作戦2016 長野県
松本市
松本城公園（黒門前付近）

H28.8.5 市内高校生ボランティア、観光客、一般市民による打ち水を実施する。 松本市地球温暖化防止市民ネットワーク
松本市環境政策課
0263-34-3268

-

参加型イベント 打ち水大作戦2016 長野県
上田市
上田駅前

H28.8.1 駅前で打ち水を実施する 上田市　他 0268-23-5120 -

参加型イベント
一斉打ち水
ｉｎ市民交流ひろば

長野県
佐久市
市民交流ひろば

H28.8.1
10：00～11：00

　打ち水を行うとともに、8月1日「水の日」PR及び水資源の有限性、水の貴重さ等を周
知するため、その旨のチラシを付けて佐久水道企業団・浅麓水道企業団製造のペット
ボトルを配布する。
　打ち水によって、ヒートアイランド対策や、冷房機器の使用減少による温室効果ガス
排出量の削減効果も期待できるとともに、打ち水によって蒸発した水がやがて地上に
戻り、配布するペットボトルの水になるという「水循環」をもPRする。

佐久市環境部環境政策課 0267-62-2917 -

参加型イベント 打ち水大作戦in佐久 長野県
佐久市
市内６商店街

H28.7.25～8.5
　市内６商店街が当該期間一斉に打ち水を行うことによって、ヒートアイランド対策や、
冷房機器の使用減少による温室効果ガス排出量の削減を目指す。

佐久市環境部環境政策課 0267-62-2917 -

参加型イベント
きそネイチャーマイスター養成講座実習Ｃ
川の虫に聴く、水の中の住みごこち！

長野県 木曽町内 H28.7.30 木曽町内河川にてせせらぎサイエンスを行う。 木曽町環境協議会 0264-22-4281 -

参加型イベント 全日本中学生水の作文コンクール 岐阜県 -
募集期間：H28.5.6ま
で

水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重要性について国民の関心を高め、
理解を深めるために次代を担う中学生を対象に「全日本中学生水の作文コンクール」
を実施している。

水循環政策本部、国土交通省、岐阜県 058-272-8830 -

参加型イベント 平成28年度水都まつり 岐阜県
大垣市
大垣駅通り、本町

H28.8.4～8.7
良質で豊富な地下水の恵みへの感謝の気持ちを込めると共に、「水の都おおがき」の
ＰＲと観光客の誘客促進を目的に実施し、まちづくりのための賑わいの創出を図る各
種行事を開催する。

水都まつり実行委員会
大垣市観光協会
0584-77-1535

-

参加型イベント 親子ふれ愛・水源地探検ツアー 愛知県
豊田市
矢作ダム等

H28.7.27
親子で水源地等を見学し、水の大切さを感じてもらい「水道」について関心と理解を深
めることを目的とした日帰りツアーを開催する。

愛知県企業庁水道計画課 052-954-6680
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyo-
suido/tanken.html

参加型イベント 木曽川さんありがとう 愛知県 長野県木曽郡木祖村 H28.8.11
水源地である長野県木祖村を名古屋市給水区域のお客さまが訪ね、水源地保全活動
等を行う。

名古屋市上下水道局
広報サービス課
052-972-3608

http://www.water.city.nagoya.jp/category/ev
ent/13504.html

参加型イベント
木曽三川水源林
保全体験

愛知県 岐阜県揖斐川郡揖斐川町 H28.8.19
水源林の間伐作業体験等を通して、子どもたちに水源林保全の大切さや大変さを学ん
でいただく。

名古屋市上下水道局
水道計画課
052-972-3655

http://www.water.city.nagoya.jp/category/ev
ent/index.html

参加型イベント 水辺まつり2016 愛知県
岩倉市
八剱憩いの広場・五条川

H28.7.31
岩倉のシンボル五条川でいかだ下りやウォータースライダーなど水に親しむ様々な企
画を行う。

岩倉の水辺を守る会、岩倉市
市民部環境保全課
0587-38-5808

参加型イベント 川の通信簿をつけよう 愛知県 身近な川等 H28.8.7 身近な川についての水環境調査を行う。 岡崎市環境保全課 0564-23-6861

参加型イベント
夏休み！水道水源探訪親子バスツアー～
水はどこからやってくる？～

愛知県
岡崎市内
（男川浄水場～くらがり渓谷～ホタ
ル学校他）

H28.8.4
市民公募による親子30名が岡崎市内の約50％の水道水を供給している男川浄水場
の施設見学やその水源地への探訪を行い、環境教育プログラムと水質検査体験など
を通して、水循環及び水と私たちの暮らしとの関係について理解を深める。

岡崎市上下水道局、岡崎市環境部
男川浄水場
0564-22-1101

参加型イベント
親子で行く
木曽川上下流交流

愛知県
木祖村
味噌川ダム等

H28.8.5 尾張旭市と水源地との交流を深め、水に対する理解と関心の高揚を図る。 尾張旭市都市整備部上水道課 0561-76-8168

参加型イベント 利き水 京都府

京都市
三条名店街商店街 、
新京極商店街、
祇園祭宵宵山、宵山（イベント開催
場所未定）、
京の七夕　堀川会場
西京極総合運動公園
東本願寺門前
伏見大手筋商店街

H28.7.1
H28.7.9
H28.7.15～7.16
H28.8.6～8.12
H28.8.14
H28.8.20
H28.8.27

市民や観光客に京都の水道水のおいしさを実感していただくため，イベント会場や商
店街等で水道水とミネラルウォーターを飲み比べていただく。

京都市上下水道局 075-672-7810 -

参加型イベント 水道水の「振る舞い」 京都府
京都市
京都市役所前広場
出町商店街

H28.7.17、H28.7.24
H28.8.16

冷やした水道水を，来場された市民や観光客に飲んでいただき，水道水のおいしさを
実感していただく。

京都市上下水道局 075-672-7810 -

参加型イベント
映画「明日をつくった男～田辺朔郎と琵琶
湖疏水～」の上映会

京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館

H28.7.24、H28.7.31、
H28.8.7、H28.8.11、
H28.8.14，H28.8.21

映画「明日をつくった男～田辺朔郎と琵琶湖疏水～」の上映会を開催する。 京都市上下水道局 075-752-2530 -

参加型イベント 学芸員が語る 京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館

H28.7.30、H28.8.13
琵琶湖疏水にまつわる貴重なエピソードを語る。
7月30日（土）：「京都の未来を見すえて～インクラインと水力発電所の誕生秘話～」
8月13日（土）：「田邉朔郎こぼれ話」

京都市上下水道局 075-752-2530 -
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参加型イベント 「探検！発見！琵琶湖疏水」の実施 京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館

H28.7.23～8.24
子どもたちに琵琶湖疏水記念館に訪れていただき，楽しみながら琵琶湖疏水や，水道
事業について学んでいただく。

京都市上下水道局 075-752-2530 -

参加型イベント 京（みやこ）の駅ミスト 京都府
京都市
京都駅前市バスのりば

H28.6.24～9.30
ミストの涼しさを体感していただくことを通じて，水道水の環境にやさしい特性と新たな
利用方法を広く知っていただく。

京都市上下水道局
京都市交通局

075-672-7709
075-863-5116

-

参加型イベント 打ち水大作戦 京都府
上下水道局
本庁舎前他

H28.8.1
　近隣の協力事業者他と共に，下水の高度処理水及び雨水貯留タンクにたまった雨水
を使用し打ち水を実施

京都市上下水道局 ０７５－６７２－７８３８ -

参加型イベント 拡大打ち水 京都府
上下水道局
本庁舎前他

H28.8.2～8.31
　下水の高度処理水及び雨水貯留タンクにたまった雨水を使用し，本庁舎前にて，門
掃き時に打ち水を実施
　営業所前他では，週１回程度打ち水を実施

京都市上下水道局 ０７５－６７２－７８３８ -

参加型イベント 京（みやこ）のにぎわいミスト 京都府

京都市
市役所前広場（祇園祭）
堀川遊歩道（京の七夕）
出町商店街(五山送り火)

H28.7.17, 7.24
H28.8.6～8.12
H28.8.16

ミストの涼しさを体感していただくことを通じて，水道水の環境にやさしい特性と新たな
利用方法を広く知っていただく。

京都市上下水道局 075-672-7709 -

参加型イベント 京（みやこ）のまちなかミスト 京都府
京都市
四条通バス停（四条高倉，四条河
原町）

H28.6.24～9.30
ミストの涼しさを体感していただくことを通じて，水道水の環境にやさしい特性と新たな
利用方法を広く知っていただく。

京都市上下水道局
京都市交通局

075-672-7709
075-863-5154

-

参加型イベント 蹴上浄水場で自由研究 京都府 蹴上浄水場 H28.7.24

蹴上浄水場では，夏休みを利用して，次代を担う子供たちに水道事業への関心を持っ
ていただくため「蹴上浄水場で自由研究」を開催します。当日は，水道水のつくられる
仕組みが学べる実験を行うなど，夏休みの自由研究テーマに役立てるよう，楽しく学ん
でいただきます。

京都市上下水道局 075-771-3102 -

参加型イベント 親と子の水辺の教室 山口県
厚東川
木田橋下流

H28.8.5
親と子が一緒に水生生物などを観察し、水への理解を深め、水源のかん養について考
察する。

宇部市 0836‐34‐8249
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizuku
ri/kankyouhozen/kankyoukyouiku/mizubekyo
ushitsu.html

参加型イベント 夏休み子ども水道教室 山口県

長門市俵山
木屋川源流
下関市菊川町
湯ノ原ダム

H28.8.6
水産大学校の協力により木屋川の生息生物の捕獲観察(観察後、生息生物放流）を行
い、水質と生息生物の関係と魚道のしくみや役割について学習する。また下関市の主
要取水ダムである湯の原ダムの見学をする。

下関市上下水道局 083-231-8754
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/genr
e/0000000000000/1361868347318/index.ht
ml

参加型イベント
とくしま「打ち水」
大作戦

徳島県
徳島市
アミコビル2階時計前広場
徳島駅クレメントプラザ前

H28.7.30

打ち水は，原則として，お風呂の残り湯や下水再生水などといった二次利用水を活用
するため，水資源の有効利用に結びつくだけでなく，ヒートアイランド対策にも貢献する
取り組みとして近年見直され，注目を浴びています。そこで，徳島県では，徳島駅前大
型店舗協議会などとともに「一斉打ち水」を実施します。

徳島駅前大型店協議会、JR徳島駅、徳島
県

088-621-2625 -

参加型イベント
交流体験inよしのがわ（下流編）
・お魚観察会
・水難事故防止講習

徳島県
徳島市入田町
鮎喰川・梁瀬橋付近

H28.8.9
川魚などを観察し、川に棲む生物について学ぶ。
川で水難事故防止講習会を行い、川で遊ぶ時の注意、緊急時の対応などを学ぶ。

吉野川交流推進会議 088-621-2538 http://www.yoshinogawa.org/

参加型イベント
交流体験inよしのがわ（中流編）
・カヌー体験
・水難事故防止講習

徳島県
美馬市美馬町
AMEMBO

H28.8.11
カヌー体験を行い、川遊びを通じて川に親しんでもらう。
川で水難事故防止講習会を行い、川で遊ぶ時の注意、緊急時の対応などを学ぶ。

吉野川交流推進会議 088-621-2538 http://www.yoshinogawa.org/

参加型イベント
「自然と遊ぼＤＡＹ！」（木工教室、森林教
室、観察会等）

愛媛県 松山市 H28.7.25
木工教室、森林教室、昆虫・野鳥観察、水中生物観察、水難救助教室を通じて、森林
に親しむことで、森林の公益的機能について普及啓発を行う。

石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会、
愛媛県、松山市、松山河川国道事務所、愛
媛森林管理署

愛媛森林管理署治山グループ
089-924-0550

-

参加型イベント 石手川＆森の探検隊 愛媛県
松山市
石手川周辺

H28.8.7 子供たちに実験や体験を通して水源地保全に対する意識を高めてもらう。 松山市
松山市水資源対策課
089-948-6223

-

参加型イベント 夏休み「水を大切にする日」イベント 愛媛県
松山市
水道管路管理センター

H28.8.3 漏水調査体験や応急給水体験などを実施する。 松山市
松山市公営企業局　水道サービス
課
089-998-9885

-

参加型イベント 水と親しむ青空教室 愛媛県
西条市
加茂川トリム公園

H28.7.25
小中学生とその保護者を対象に、簡単な水質調査や、水の中に棲む生き物の観察を
する。

西条市
西条市環境衛生課
0897-52-1382

-

参加型イベント 島原水まつり 長崎県
島原市
島原文化会館・島原城菖蒲園跡

H28.8.6
島原水まつりは、水に感謝するまつりとして毎年開催され、今年で29回目を迎える。
「水に感謝」「水を育む」「水との共生」の3つをコンセプトとしており、地元市民はもちろ
ん他地域から島原を訪れる人にも実感できるまつりである。

島原水まつり実行委員会
島原市青年会議所
0957-62-3621

http://mizumatsuri.shimabarajc.com/

参加型イベント
水のクイズ王決定戦
～夏の陣～

熊本県
熊本市
水の科学館

H28.8.6～8.7 子どもを対象とした、水に関するクイズ大会を開催する。 熊本市水の科学館 096-346-1100 -

参加型イベント
八景水谷の合戦
（打ち水大作戦）

熊本県
熊本市
水の科学館

H28.8.6～8.7 水鉄砲による合戦形式で打ち水を実施する。 熊本市水の科学館 096-346-1100 -

参加型イベント 三京川での生きもの観察会 鹿児島県
三京川
（鹿児島県徳之島ダム上流）

H28.7.8

徳之島ダムの建設に当たり、過年度より秋利神川流域において希少動植物等の環境
調査を実施しており、その一環として三京川でシマヨシノボリやテナガエビなどの生息
調査を行う。この調査の機会をとらえ、子供たちが身近な川に生息する生き物につい
て知り、考えてもらう環境学習となる様、生きもの観察会を実施する。（小・中学生を対
象）

九州農政局徳之島用水農業水利事業所
徳之島用水農業水利事業所調査
設計課
0997-85-5221

-
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参加型イベント 第１４回池田湖水フェスティバル 鹿児島県
指宿市
池田湖周辺

H28.8.6 池田湖の環境保全に係る普及啓発事業を行う。 池田湖水質環境保全対策協議会 099－286－2624 -

参加型イベント 甲突川リバーフェスティバル 鹿児島県
鹿児島市
かごしま環境未来館

H28.8.6～8.7 甲突川を活用した体験イベントを開催する。 （公財）かごしま環境未来財団 099－806－6666 kankyo@kagoshima-miraikan.jp

参加型イベント 海水ってどんな水？ 鹿児島県
鹿児島市
かごしま環境未来館

H28.7.18 海水を通して海流のメカニズムや海洋汚染について学ぶ講座を開催する。 （公財）かごしま環境未来財団 099－806－6666 kankyo@kagoshima-miraikan.jp

参加型イベント 水環境保全セミナー 鹿児島県
鹿児島市
かごしま環境未来館

H28.8.4 水環境に関わるテーマを複数設けて、取組みの紹介や保全意識の啓発を行う。 鹿児島市 099－216－1297 -

参加型イベント 夏休み親子水教室 鹿児島県
鹿児島市
平川浄水場

H28.8.6
水道のしくみの説明、施設見学、水の飲みくらべ、水道水に関する実験等を通して、本
市水道水の安全性や良質性への理解と関心を深める。
（対象：鹿児島市内に住む小中学生と保護者）

鹿児島市水道局 099-213-8507 -

参加型イベント
福地ダム夏休み自然体験会（パネル展示・
木工教室・森林教室）

沖縄県 東村 H28.7.17
森林のパネル展示や木工教室等を実施し、森林の水源涵養機能等について普及啓発
を行う。

羽地ダム鯉のぼり実行委員会
（沖縄森林管理署等）

沖縄森林管理署業務グループ
098-918-0210

-

参加型イベント
漢那ダムまつり（パネル展示・木工教室・森
林教室）

沖縄県 宜野座村 H28.7.31
森林のパネル展示や木工教室等を実施し、森林の水源涵養機能等について普及啓発
を行う。

漢那ダムまつり実行委員会
（沖縄森林管理署等）

沖縄森林管理署業務グループ
098-918-0210

-

参加型イベント 石垣島ダムまつり 沖縄県
石垣市
石垣島名蔵ダム

H28.7.3

農業用ダムが持つ農業用水の安定的な供給はもとより、良好な景観形成、親水機能と
いった多面的機能を広く伝えるとともに、ダム本体や周辺施設を活用した地域住民参
加型のイベントを行うことにより、地元基幹産業を担う農業の振興と、地域交流を図る。
沖縄総合事務局は、農業用ダムの役割を伝えるためのパネルや農業用水路に生息す
る生き物を展示する。

石垣島ダムまつり実行委員会
(構成：石垣市農林水産部むらづくり課、石
垣島土地改良区、沖縄県八重山農林水産
振興センター農林水産整備課)

石垣島土地改良区
企画管理課
0980-83-7210

＜内閣府 沖縄総合事務局　農林水産部
「石垣島ダムまつり」について＞
http://ogb.go.jp/nousui/nouson/nns_info/16
0621_2/160621_1.pdf

参加型イベント 宮古水まつり 沖縄県
宮古島市城辺福東周辺
地下ダム資料館、中央管理所、地
下ダム周辺　他

H28.7.3

「水はすべての命の源、水への感謝の心を」をテーマに、水に苦労した歴史、水の大切
さ、水へ感謝する心を次世代に継承することなどを目的に、福里地下ダムをメイン会場
として開催しており、水まつり絵画コンテスト、地域の伝統芸能の披露、農業用水生活
用水歴史パネル展の開催、などを実施する。

宮古水まつり実行委員会
（構成：宮古土地改良区、宮古島市農林水
産部、沖縄県宮古農林水産振興センター農
林水産整備課、沖縄県土地改良事業団体
連合会宮古支所、宮古伊良部農業水利事
業所）

宮古土地改良区
0980-73-1253

＜内閣府 沖縄総合事務局　農林水産部
「宮古水まつり2016」の開催について＞
http://ogb.go.jp/nousui/nouson/nns_info/16
0621_1/160621_1.pdf
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展示イベント 企業局パネル展 宮城県
大崎市
イオン古川店

H28.7.2～H28.7.8 企業局の事業についてのPRを行う。 宮城県企業局
企業局　公営事業課
022-211-3413

-

展示イベント 企業局パネル展 宮城県
仙台市
宮城県庁

H28.8.1～H28.8.5 企業局の事業についてのPRを行う。 宮城県企業局
企業局　公営事業課
022-211-3413

-

展示イベント 森林管理局内パネル等展示 秋田県 秋田市 H28.6.1～7.31
治山事業、東日本大震災からの復興の取り組み等についてのパネルや写真を展示
し、森林の公益的機能や治山事業の重要性等について普及啓発を行う。

東北森林管理局
東北森林管理局総務課
018-836-2173

-

展示イベント 「水の週間」パネル展 秋田県 秋田市 H28.7.22～8.8
山～川～海への水の循環を支える森林の働き等について、パネル展示等を行い、水
源涵養機能を始めとした森林の公益的機能について普及啓発を行う。

東北森林管理局
東北森林局技術普及課
018-836-2211

-

展示イベント
水の週間に係る全日本中学生水の作文コ
ンクール茨城県審査受賞作品展示及び水
に関するポスター展示

茨城県
水戸市
茨城県庁2階県政広報コーナー

H28.7.29～8.10
全日本中学生水の作文コンクール茨城県審査受賞作品展示および水に関する啓発ポ
スター展示を行う。

茨城県企画部水・土地計画課 029-301-2625
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/miz
uto/index.html

展示イベント 水の日ＰＲイベント 栃木県
小山市
道の駅思川

H28.7.30 啓発チラシ、県内ペットボトル水の配布等を行う。 栃木県、栃木県水の週間実行委員会 028-623-2452 -

展示イベント ぐんまウォーターフェア 群馬県
太田市
ぐんまこどもの国児童会館

H28.7.29～7.31
森林、ダム、水力発電所、川、水質、群馬の魚などについて、展示や実験を通し、水の
大切さを紹介する。

群馬県 027－226－2362 -

展示イベント 『水の日』『水の週間』パネル展 群馬県
前橋市
群馬県庁

H28.8.1～8.5
節水や渇水に関するパネル、群馬県内のダムの紹介、水の作文コンクールの優秀作
品等の展示をする。

群馬県 027－226－2362 -

展示イベント 農業用水に関するＰＲ 埼玉県
さいたま市
さいたま新都心合同庁舎２号館（1
階、2階)大型スクリーン

H28.8中旬
ポスター掲示（農業用水に関する事項）およびパンフレット配布（「田んぼのいろいろな
はたらき」等）を行う。

関東農政局
関東農政局
農村振興部設計課
TEL:048-600-0600（代）

-

展示イベント 農業土木展示室第32回展示 埼玉県
川口市
関東農政局　土地改良技術事務所

H28.8中旬
パネル展示（田んぼの多面的機能等）およびパンフレット配布（「田んぼのいろいろな
はたらき」「農業用水と、私たちの暮らし」等）を行う。

関東農政局　土地改良技術事務所
関東農政局
農村振興部設計課
TEL:048-600-0600（代）

-

展示イベント 「消費者の部屋」特別展示 埼玉県
さいたま市
関東農政局「消費者の部屋」
（さいたま新都心合同庁舎２号館）

H28.8中旬
パネル展示（田んぼの多面的機能等）およびパンフレット配布（「田んぼのいろいろな
はたらき」「農業用水と、私たちの暮らし」等）を行う。

関東農政局
関東農政局
農村振興部設計課
TEL:048-600-0600（代）

-

展示イベント 展示会等 千葉県
千葉市
千葉県庁

H28.7.29～8.5
水資源や節水に係るパネル展示および作文コンクール地方審査会入賞作文の掲示を
する。

千葉県 043－223－2688 -

展示イベント 広報・ＰＲ活動 千葉県
千葉市
千葉県庁

H28.7.29～8.5 電光掲示板による広報をする。 千葉県 043－223－2688 -

展示イベント WaterDayFESTIVAL（仮称） 東京都 東京 H28.8.1 水循環に関する普及啓発を行う。 環境省
水・大気環境局水環境課
03-5521-8312

-

展示イベント 林野庁内パネル展示 東京都 東京都千代田区 H28.7.25～8.5
水源の森百選等の紹介パネルや、水源の森林百選の所在する流域で採取されたペッ
トボトル水等を展示する。

林野庁
林野庁治山課水源地治山対策室
03-3502-8111(代表)

-

展示イベント
平成28年度手取川ダム見学会（パネル展
示）

石川県 白山市 H28.7中（予定）
森林の公益的機能等に関するパネル展示を行い、森林の水源涵養機能等について普
及啓発を行う。

森と湖に親しむ旬間実行委員会（金沢河川
国道事務所、石川森林管理署、石川県、金
沢市、小松市、白山市、加賀市、北陸電力
（株）、手取湖げんき団、(社)北陸建設弘済
会）

石川森林管理署業務グループ
076-261-7191

-

展示イベント 水の週間パネル展 福井県
福井市
福井県庁県庁ホール

H28.8.1～8.5 水資源についてのパネルを展示する。 福井県土木部河川課 0776-20-0480 -

展示イベント 水資源・水循環パネル展 岐阜県
岐阜市
岐阜県図書館、ふれあい福寿会館

H28.7.30～8.9（岐阜
県図書館）
H28.8.8～8.14（ふれ
あい福寿会館）

身近な水問題として、平成6年の異常渇水の記録や、水の大切さや水循環の仕組みな
どを紹介するパネル展を実施する。

岐阜県都市建築部水資源課 058-272-8830 -

展示イベント
第４０回「水の節水啓発ポスター」入賞作品
展示会

岐阜県
大垣市
大垣市役所

H28.8.1～8.7

水資源の有限性、水の貴重さ等に対する市民の意識を高め、理解を深めるとともに、
水資源の大切さを次世代に引き継いでいくことを目的として、市内の小中学生を対象と
して節水啓発ポスターを募集し、その入賞作品の展示会を開催する。また、最優秀作
品についてはポスター化し、公共施設及び市内事業所に配布し広く啓発を行う。

大垣市
大垣市役所環境衛生課
0584-47-8563

-

展示イベント 下水道展'16 名古屋 愛知県
名古屋市
ポートメッセなごや

H28.7.26～7.29
全国の下水道関連企業（団体）の技術開発の成果等に基づき、下水道に関する設計・
測量、建設、管路資器材、下水処理（機械・電気）、維持管理および測定機器等の最新
の技術・機器等を展示紹介する。

公益社団法人　日本下水道協会
公益社団法人　日本下水道協会
広報課
03-6206-0205

http://www.gesuidouten.jp/
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展示イベント 「消費者の部屋」特別展示 愛知県
名古屋市中区
東海農政局　「消費者の部屋」

H28.8.2～8.15
「魅力発見”農山漁村の宝”～農山漁村の多面的な役割を知っていますか～」をテーマ
に「消費者の部屋」特別展示を実施する中で、水に関連するパネルを展示する。

東海農政局
東海農政局
農村振興部設計課
052-223-4635

＜東海農政局 消費者の部屋＞

http://www.maff.go.jp/tokai/shohi/sei

katsu/heya/

展示イベント
「水の週間」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにおける農業農村
PR

愛知県 小牧市公民館(予定) H28.8.4
木津用水水管理対策協議会（小牧市他７市３町及び木津用水土地改良区）が主催す
る「水の週間」シンポジウムの会場において、水に関連するパネルを展示する。

木津用水水管理対策協議会
東海農政局
農村振興部設計課
052-223-4635

-

展示イベント あいちの農業用水展 愛知県
犬山市
博物館明治村

H28.8.6 「水」の重要性について周知し、関心を高めてもらうことを目的としたパネル等の展示。 愛知県農林水産部農林基盤局農地計画課 052-954-6431 -

展示イベント パネル展示「なるほど大滝ダム」 奈良県
奈良市
奈良県庁内屋上ギャラリー

H28.8.1～8.5 大滝ダム（奈良県川上村）の概要と、必要性、効果等についてのパネル展示を行う。 奈良県、大滝ダム事業促進協議会
奈良県地域政策課
電話：0742-27-8029
FAX：0742-27-6395

http://www/pref.nara.jp/dd_aspx_menuid＝
5300

展示イベント 「消費者の部屋」特別展示 岡山県
岡山市
岡山第2合同庁舎
中国四国農政局「消費者の部屋」

H28.7.4～7.22
展示テーマを「さあ、出かけよう！農山漁村へ」として、中国四国地域のグリーンツーリ
ズムや農山漁村での各種交流イベント情報などを紹介する。

中国四国農政局農村振興部農村計画課
中国四国農政局
農村振興部設計課
086-224-9419

http://www.maff.go.jp/chushi/heya/2016040
1.html

展示イベント
森林とのふれあい2016（関西育種場一般
公開）

岡山県 勝央町 H28.8.7
水源を涵養する水源林の役割、造成の必要性等について、パネル展示やリーフレット
配布等を実施する。

森林総合研究所林木育種センター関西育
種場

連絡調整課
0868-38-5138

-

展示イベント 節水展 香川県
三豊市財田町
香川用水記念公園

H28.8.7
水道をはじめとして水の大切さについて理解を深めてもらうため、パネル展等を実施す
る。

節水型街づくり推進協議会 087-832-3128 -

展示イベント 水の週間パネル展 愛媛県
松山市
愛媛県庁第一別館1階ロビー

H28.8.1～8.5
「全日本中学生水の作文コンクール愛媛大会」の知事賞受賞作文をはじめ、水に関す
るパネルを展示し、節水型社会づくりの推進を図る。

愛媛県
愛媛県水資源対策課
089-912-2680

http://www.pref.ehime.jp/h41200/ehimenomi
zu/mizunokeihatu.html

展示イベント 「水」への絵はがき募集、展示 愛媛県
松山市
松山市役所

（募集〆切）H28.7.15
（展示）H28.8予定

水への思いを表現した絵はがきを募集し、松山市役所ロビーに展示するほか、優秀作
品を表彰をする。

松山市
松山市水資源対策課
089-948-6223

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/
H28mizu-ehagaki.html

展示イベント
佐賀平野「水と歴史」の探検隊における農
業水利施設見学及びパネル展示

佐賀県
佐賀市
北山ダム他

H28.8.26

小学４～６年生とその保護者を対象に、北山ダム、川上頭首工、石井樋で施設の探検
をとおして、歴史や役割について学んでもらう。
九州農政局では、川上頭首工において、農業水利施設や魚道等を見学するとともに嘉
瀬川に棲息する魚を観察し、生物多様性機能や洪水防止、地下水かん養、気候緩和
など多くの機能を果たしていることをパネルを使って説明する。

佐賀土地改良区、佐賀県、佐賀市、小城
市、佐賀県土地改良事業団体連合会、嘉瀬
川上流地区推進協議会

水土里ネット佐賀
（佐賀土地改良区）総務課
0952-22-4382

-

展示イベント
「筑後川の水」に関する図画・作文・パネル
展

佐賀県
上峰町
イオン上峰店

H28.8.1～8.7
「筑後川の恵み」をテーマにしたパネル、水道週間児童図画コンクール入賞作品、佐賀
県中学生水の作文コンクール優秀作品の展示を行う。

佐賀県筑後川下流域環境協議会（佐賀県
河川砂防課内）

0952-25-7183 -

展示イベント パネル展 熊本県
熊本市
サンロード新市街

H28.8.6 水道に関するパネルを展示する。 （公財）熊本市上下水道サービス公社 096-288-7462 -



行事種別 行事名 都道府県 開催場所 開催日 概要 主催者 お問い合わせ先 イベントURL

PRイベント
ボトルウォーター「芦屋の水」配布と水の飲
み比べ

兵庫県
芦屋市
芦屋市役所

H28.8.4
ボトルウォーター「芦屋の水」の配布と、各種水の飲み比べ、アンケート調査を実施す
る。

芦屋市上下水道部 0797-38-2080 -

PRイベント
ボトルウォーター「芦屋の水」配布と水の飲
み比べ

兵庫県
芦屋市
JR芦屋駅前

H28.8.5
ボトルウォーター「芦屋の水」の配布と、各種水の飲み比べ、アンケート調査を実施す
る。

芦屋市上下水道部 0797-38-2080 -

PRイベント
「水の週間」
ｉｎ徳島

徳島県
徳島市
ＪＲ徳島駅前

H28.7.30
ＪＲ徳島駅前において、パンフレット及びグッズの配付により、水の大切さ等の啓発を
する。

徳島県、独立行政法人水資源機構旧吉野
川河口堰管理所

088-621-2625 -

PRイベント
「水の週間」
in那賀川

徳島県
阿南市内
（夏祭り会場付近）（阿南市富岡町）

H28.7.22
H28.7.23

水資源の有限性，水の貴重さについて，県民に広く理解と関心を深めるため，徳島県
では国土交通省，農林水産省とともに「阿南の夏まつり」で啓発活動を実施する。

国土交通省那賀川河川事務所、農林水産
省那賀川農地防災事業所、徳島県

088-621-2625 -

PRイベント まちかど・水・キャンペーン2016 高知県
高知市
イオンモール高知

H28.8.2
水資源開発の重要性や限りある「命の水の大切さ」について理解を深めていただくた
め、パネルの展示、啓発物品の配布、着ぐるみによるＰＲ等を実施する。

高知県、高知市、独立行政法人水資源機構
高知県土木部河川課
088-823-9839

-

PRイベント
第40回福岡地区「水の日」及び「水の週
間」節水街頭キャンペーン

福岡県
福岡市
JR博多駅

H28.8.1
水の有効利用、節水等に対する県民に認識を深めてもらうための啓発物品の配布す
る。

福岡県　他 092-643-3205 -

PRイベント
第40回久留米地区「水の日」及び「水の週
間」節水街頭キャンペーン

福岡県
久留米市
西鉄久留米駅バスセンター（予定）

H28.8.1
水の有効利用、節水等に対する県民に認識を深めてもらうための啓発物品の配布す
る。

福岡県　他 092-643-3205 -

PRイベント 第28回水フェスタ 長崎県
長崎市
長崎水辺の森公園

H28.8.27 水（上水・下水道）について市民の理解を深めてもらうための広報イベントを開催する。 長崎市上下水道局 095-829-1203 -
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表彰式
第38回全日本中学生水の作文コンクール
表彰式

福島県
福島市
杉妻会館

H28.8.4
水の作文福島県コンクールにおける入賞者への賞状授与、優秀賞受賞者本人による
作品発表等を実施する。

福島県 024-521-7123
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tochimiz
u/

表彰式
第38回「全日本中学生水の作文コンクー
ル」栃木県審査会表彰式

栃木県
宇都宮市
栃木県公館

H28.8.3 栃木県審査会入賞者の表彰式を行う。 栃木県、栃木県水の週間実行委員会 028-623-2452 -

表彰式
水資源功績者・
中学生水の作文コンクール入賞者
表彰式

埼玉県
さいたま市
埼玉県庁

H28.7.26
埼玉県水資源功績者及び中学生水の作文コンクール埼玉県地方審査入賞者
の表彰を行う。

埼玉県 048-830-2189 -

表彰式
中学生水の作文コンクール
千葉県地方審査会　表彰式

千葉県
千葉市
千葉県庁

H28.8.3 地方審査会で選定された入賞作文及び学校賞を表彰する。 千葉県 043－223－2688 -

表彰式 水資源功績者表彰 東京都
東京都千代田区
科学技術館

H28.8.1
水資源行政の推進に関し、特に顕著な功績のあった者に国土交通大臣表彰を授与す
る。

国土交通省
国土交通省水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
03-5253-8386

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/to
chimizushigen_mizsei_tk1_000015.html

表彰式
第３８回全日本中学生水の作文コンクール
表彰

東京都
東京都千代田区
科学技術館

H28.8.1 「水について考える」をテーマとして、中学生を対象に作文コンクールを実施する。
水循環政策本部、国土交通省、東京都、水
の週間実行委員会

国土交通省水管理・国土保全局水
資源部水資源政策課
03-5253-8386

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/to
chimizushigen_mizsei_tk1_000010.html

表彰式
第38回全日本中学生水の作文コンクール
神奈川県表彰式

神奈川県
横浜市
神奈川県庁

H28.7.26
第38回全日本中学生水の作文コンクール神奈川県審査会において選定された最優秀
賞１編、優秀賞４編、入選３編及び水源環境賞３編について、表彰式を実施する。

神奈川県政策局政策部土地水資源対策課
水政室

045-285-0049 -

表彰式
「全日本中学生水の作文コンクール」表彰
式（地方審査会）

新潟県
新潟市
新潟県庁

H28.8.19 中央審査会へ推薦した作品を含めた優秀作品の表彰をする。（開催日予定） 新潟県 025-280-5413 -

表彰式 富山県中学生水の作文コンクール表彰式 富山県
富山市
富山県庁

H28.8.5 第38回全日本中学生水の作文コンクールに係る富山県表彰をする。 富山県 076－444－3126 -

表彰式 水の作文コンクール表彰式 静岡県
静岡市
静岡県庁

H28.8.4 水の作文コンクール表彰式及び水の実験 静岡県くらし・環境部水利用課 ０５４－２２１－２２５６ -

表彰式 中学生水の作文コンクール表彰式 滋賀県
大津市
滋賀県庁

H28.8.2 中学生水の作文コンクールの入賞者の表彰式を実施する。 滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖政策課 077-528-3461 -

表彰式 全日本中学生水の作文コンクール表彰式 京都府
京都市
京都府公館

H28.8.4
「水の週間」の行事の一環として、広く水への関心を高め、理解を深めることを目的に
実施する「中学生水の作文コンクール」の入賞者を表彰する。

京都府環境部公営企画課 075-414-4772 -

表彰式
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール表彰
式

京都府
京都市
京都府公館

H28.8.4

「琵琶湖・淀川流域ネットワーク推進会議」では、流域府県の連携事業として、「全日本
中学生水の作文コンクール」の各府県審査において優秀であった作品を「流域」の視
点から審査する、「琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール」を実施し、「流域賞」の受賞
者を表彰する。

京都府環境部公営企画課 075-414-4772 -

表彰式
水の作文コンクール
表彰式

和歌山県
和歌山市
和歌山県庁内

H28.7.28 水の作文コンクール県審査の優秀賞３名を表彰する。 和歌山県地域政策課 073-441-2943
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/02020
0/mizu/sakubun.html

表彰式 水の週間記念式典 熊本県
熊本市
熊本テルサ

H28.7.31 中学生水の作文コンクール熊本県表彰式等を行う。 熊本県 096-333-2272 -



行事種別 行事名 都道府県 開催場所 開催日 概要 主催者 お問い合わせ先 イベントURL

シンポジウム 湧水保全フォーラムinみたね 秋田県 美郷町公民館 H28.7.1 水環境保全活動について学ぶため、講演、パネルディスカッション等を行う。
美郷町、美郷町湧水保全フォーラム実行委
員会

0187-84-4903
http://www.town.misato.akita.jp/kankyo/296
4.html

シンポジウム 水を考えるつどい 東京都
東京都千代田区
科学技術館

H28.8.1
全日本中学生水の作文コンクール表彰式、最優秀賞受賞者による作文朗読、基調講
演、パネルディスカッション等を実施する。

水循環政策本部、国土交通省、東京都、水
の週間実行委員会

水の週間実行委員会事務局
048-600-6513

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/to
chimizushigen_mizsei_tk1_000024.html

シンポジウム
第９回 雨水ネットワーク全国大会2016in東
京

東京都
東京都市大学 二子玉川 夢キャン
パス

H28.8.5～8.7 雨水活用やグリーンインフラの普及啓発
雨水ネットワーク全国大会in東京実行委員
会

雨水貯留浸透技術協会
03-5275-9591

http://www.rain-net.jp/z-taikai.html

シンポジウム
農業水利施設を活用した小水力等発電事
例発表会

新潟県 新潟市内（予定） H28.7.26 農業水利施設を活用した再生エネルギー導入に関する事例発表会を開催する。
新潟、富山、石川、福井県小水力発電推進
協議会

農村振興部地域整備課
農村総合整備係
076-232-4726

-

シンポジウム 農業用水シンポジウム 長野県
安曇野市
スイス村サンモリッツ中ホール

H28.8.1～8.2
８月１日の「水の日」に合わせて、「農業用水」をテーマとしたシンポジウムを開催し、農
業用水の歴史とこの間果たしてきた役割を再認識し、将来にわたって農業者と地域で
支えてゆくことを考える。

関東農政局

関東農政局
農村振興部設計課
TEL:048-600-0600（代）
長野県農政部農地整備課
安曇野市農林部耕地林務課

http://www.maff.go.jp/kanto/press/index.ht
ml

シンポジウム
マザーレイクフォーラム
第6回びわコミ会議

滋賀県
大津市
コラボしが２１

H28.8.20
びわ湖流域に関わる様々な主体が、お互いの立場や経験、意見の違いを尊重しつつ、
思いや課題を共有し、びわ湖の将来のために話し合う場。「マザーレイク21計画」の進
行管理の一部を担い、評価や提言も行う。

マザーレイクフォーラム運営委員会、滋賀県
琵琶湖環境部琵琶湖保全再生課

滋賀県琵琶湖保全再生課
077-528-3450

http://mlf.shiga.jp/biwacomi
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その他 琵琶湖疏水記念館夏の夜間開館 京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館

H28.8.11～8.14
岡崎地域で開催される京の七夕の開催に合わせて，開館時間を午後8時まで延長す
る。

京都市上下水道局 075-752-2530 -

その他 森と湖に親しむ旬間 全国各地 H28.7～8 「水の日」や「森と湖に親しむ旬間」にちなんだ各種行事の開催する。
農林水産省、国土交通省、都道府県、市町
村等

-


