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1 見学イベント 北海道 水道局バスツアー R4.8.4 北海道千歳市
健全な水循環の仕組み、安心安全な水資源の重要性と千歳市水
道局の取り組みについて、市民の方々に広く知ってもらうため、千
歳市の上下水道施設を巡るバスツアーを実施する。

千歳市水道局
北海道千歳市水道局経営管理課
総務係

0123-24-3270
https://www.cit
y.chitose.lg.jp/d
ocs/25917.html

2 見学イベント 青森県 「旧制木造中学校講堂」ライトアップ R4.8.1
旧制木造中学校講堂（青森県木
造）

「水の日」において、つがる市民の間に広く健全な水循環の重要
性についての理解と関心を深めるため普及啓発活動の一環とし
て「旧制木造中学校講堂」をライトアップする。

つがる市教育委員会 つがる市教育員会文化財課 0173-49-1194

3 見学イベント 岩手県 ホタル観察会 R4.7.15 中小川地区「ワッカラ淵」（釜石市）
きれいな水と豊かな自然が一体となった優れた自然環境に生息
するといわれる夏の風物詩『ホタル』の観察を通じて、水環境保全
の重要性を市民に啓発することを目的とし実施する。

釜石市市民生活部生活環境課
釜石市市民生活部生活環境課環
境保全係

0193-27-8453

4 見学イベント 岩手県 施設見学会 R4.7.23 盛岡市、一戸町、奥州市
県民の皆様に水の持つエネルギーや環境への関心を高めていた
だくとともに、企業局の事業内容及び社会的役割を広く理解して
いただくため、水力発電施設等の見学会を実施するもの。

岩手県企業局 経営総務室　経営企画担当 019-629-6389

https://www.pr
ef.iwate.jp/kigy
oukyoku/10487
62/1048764.ht
ml

5 見学イベント 福井県 御清水ライトアップ R4.7.1～8.31
名水百選「御清水」（福井県大野
市明倫町）

名水百選「御清水」を和紙でできた名水をイメージさせるブルー提
灯でライトアップします。水面にはライトアップされた提灯が浮か
び上がり幻想的な世界を楽しむことができます。

大野市 大野市（観光交流課） 0779-64-4817

6 見学イベント 長野県 身近な自然～水源地に出かけよう♪～ R4.7.27 長野県佐久市内 水の大切について考えてもらうよう、佐久地域の水源地を巡る。 佐久市
佐久市環境部環境政策課、社会
教育部浅科公民館

0267-62-2917

7 見学イベント 静岡県
水道施設と大井川環境管理センターをめ
ぐる親子見学会

R4.8.5
祢宜島配水場（静岡県焼津市）
他

「焼津の水」の循環について理解を深めてもらうため、水道水をつ
くっている祢宜島配水場と、し尿や浄化槽汚泥を処理する大井川
環境管理センターの親子見学会を開催する。

焼津市上下水道部　水道総務課 焼津市上下水道部　水道総務課 054-624-0111 作成中

8 見学イベント 愛知県 夏休み水の教室～水の博士になろう～ R4.8.2と8.9
愛知県豊橋市（浄水場、下水処理
場）、新城市（頭首工）

浄水場・頭首工・下水処理場などを見学して、楽しく水循環の大
切さを学びます。（新型コロナウイルスの影響により変更となる可
能性があります。）

豊橋市 豊橋市上下水道局 営業課 0532-51-2761
https://www.city.toyo
hashi.lg.jp/46110.htm

9 見学イベント 愛知県 水道施設一般公開 R4.8.6～8.7
愛知県豊橋市（小鷹野浄水場、多
米配水場展望台、下条取水場）

大切な水道施設をより身近に感じていただくため、水道施設（小
鷹野浄水課、多米配水場展望台、下条取水場）を一般公開する。

豊橋市 豊橋市上下水道局　浄水課 0532-61-8761
https://www.city.toyo
hashi.lg.jp/42221.htm

10 見学イベント 佐賀県 佐賀平野「水と歴史」の探検隊 R4.8.26予定
佐賀市（川上頭首工、北山ダム
外）

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
うイベント

＜主催＞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＜協
力＞北部九州土地改良調査管理事務所

水土里ネット佐賀（佐賀土地改良
区）総務課

0952-22-4382
http://www.sa-
tochi.jp/event.h
tml

令和4年7月22日現
在

令和４年度「水の日」関連行事（45都道府県、200行事）

https://www.city.chitose.lg.jp/docs/25917.html
https://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/1048762/1048764.html
https://www.city.toyohashi.lg.jp/46110.htm
https://www.city.toyohashi.lg.jp/42221.htm
http://www.sa-tochi.jp/event.html
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11 参加型イベント 北海道 森と湖とダムに親しむまつり R4.7.30 定山渓ダム園地（北海道札幌市）

森林や湖に親しむことにより、心身をリフレッシュしながら、森林
やダム等のもっている自然豊かな空間や社会生活に果たしてい
る役割について理解を深めていただくことを目的とし、ダム見学と
併せて、降雨体験やコースター作成等を実施。

森と湖とダムに親しむまつり実行委員会

森と湖とダムに親しむまつり実行
委員会（定山渓ダム管理支所）
北海道森林管理局石狩地域森林
ふれあい推進センター

011-598-4095

https://www.rin
ya.maff.go.jp/ho
kkaido/koho/ev
ent/douou.html

12 参加型イベント 北海道 札幌水源の森づくり2022 R4.8.27
札幌市創成川公園・狸二条広場
（北海道札幌市）

市民の参加を得て、水や森の働きを身近に感じていただくことを
目的とし、植林用ポット苗木の作成体験を実施。

北海道森林管理局他
北海道森林管理局石狩地域森林
ふれあい推進センター

011-622-5114

https://www.rin
ya.maff.go.jp/ho
kkaido/koho/ev
ent/douou.html

13 参加型イベント 北海道 日本最東端の田んぼの学校　観察会 R4.8.7予定 北海道美幌町
田んぼでの生きもの観察や土地改良施設での水辺の生きもの探
し等を実施し、田んぼの多面的機能等について地域住民への理
解を図る。地元小学生とその保護者を対象。

網走川土地改良区 網走川土地改良区 0152-73-2037 －

14 参加型イベント 北海道 夏休み子ども体験デー R4.8.5予定 北海道札幌市 農業農村整備事業に係るパネル展示。
北海道開発局、北海道森林管理局、北海
道農政事務所

北海道農政事務所企画調整室 011-330-8801 今後掲載予定

15 参加型イベント 青森県 森と湖に親しむ集い 8月31日 下湯ダム（青森市）
国民に森林や湖に親しんでいただき、心と体をリフレッシュしなが
ら、森林やダム、河川等の重要性について理解を深めていただ
く。

青森市、東青地域県民局地域整備部、青
森森林管理署

東青地域県民局駒込ダム建設所 017-777-3812

16 参加型イベント 青森県 水道わくわくワークショップ R4.8.6
八戸市水産科学館マリエント5階
(青森県八戸市)

主に小学生やその保護者を対象に、水の大切さについて関心を
高め、理解を深める日にしてもらうため、実際に手作業を伴うもの
(ワークショップ)と模型やパネルを用いて学習するイベントであ
る。

八戸圏域水道企業団
八戸圏域水道企業団　総務課　広
報文書グループ

0178-70-7022

17 参加型イベント 岩手県
第307回例会・少年少女ホタルウオッチン
グ

R4.7.9 雫石町
無農薬、無肥料にて米作りを行う雫石町の篤農家の田んぼを訪
れ、その田んぼにだけ飛翔するホタルを観賞する

岩手自然ガイド協会設立準備会
岩手自然ガイド協会設立準備会
事務局　高橋良和

080-6040-2443

18 参加型イベント 岩手県
第308回例会・少年少女虫壁川水生物ウ
オッチング

R4.8.6 盛岡市
蛇紋岩で覆われた黒森山を源とする清流、虫壁川は水生生物の
宝庫だ。子どもたちとともに清流のなかで生きる多くの水生生物を
確認し、生き物の多様性を考えよう。

岩手自然ガイド協会設立準備会
岩手自然ガイド協会設立準備会
事務局　高橋良和

080-6040-2443

19 参加型イベント 岩手県 第46回あゆ釣り教室 R4.7.3 盛岡市　中津川

中津川流域におけるあゆ釣り解禁日（令和４年７月３日）に合わ
せ、初心者を対象にあゆ釣り教室を開催することにより、市民や
観光客にレジャーの場を提供するとともに釣りマナーの啓発を図
るもの。

盛岡市 交流推進部観光課 019-626-7539

http://www.city.morio
ka.iwate.jp/kankou/ka
nkou/1025686/10256
19.html

20 参加型イベント 岩手県
毒沢川の水生生物調査
浮田地区コミュニティ会議共催事業

2022/07/23予定 下浮田地区の毒沢川 水生生物調査
東和地区教育振興運動実践協議会浮田
支部

花巻市東和町上浮田2-140 0198-42-1681

21 参加型イベント 岩手県 第1学年　川体験にむけての講演会 2022/07/07予定 盛岡市立下橋中学校　体育館 水生生物調査事前学習 盛岡市立下橋中学校 盛岡市馬場町1-1 019-623-4337

22 参加型イベント 岩手県 第1学年　川体験にむけての講演会 2022/07/08予定 盛岡市立下橋中学校　体育館 水生生物調査事前学習 盛岡市立下橋中学校 盛岡市馬場町1-1 019-623-4337

23 参加型イベント 岩手県 第1学年　川体験にむけての講演会 2022/07/11予定 盛岡市立下橋中学校　体育館 水生生物調査事前学習 盛岡市立下橋中学校 盛岡市馬場町1-1 019-623-4337

24 参加型イベント 岩手県 川の生き物を調べよう 2022/07/17予定 東和町落合　毒沢川 水生生物調査 とうわ野鳥の会 花巻市東和町百ノ沢8-35 090-2974-8158

25 参加型イベント 岩手県 放課後子ども教室 2022/08/03予定
『真湯温泉』付近の沢（桂沢）及び
いちのせき健康の森

水生生物調査 一関学習交流館 一関市赤荻字桜町240 0191-25-5262

26 参加型イベント 岩手県 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 2022/07/04予定 奥州市立衣川小学校 水生生物調査 奥州市生活環境課環境係 奥州市水沢大手町一丁目1番地 0197-34-2340

27 参加型イベント 岩手県 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 2022/07/08予定 奥州市立羽田小学校 水生生物調査 奥州市生活環境課環境係 奥州市水沢大手町一丁目1番地 0197-34-2340

28 参加型イベント 岩手県 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 2022/07/12予定 奥州市立木細工小学校 水生生物調査 奥州市生活環境課環境係 奥州市水沢大手町一丁目1番地 0197-34-2340

https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/koho/event/dou
https://www.rinya.maff.go.jp/hokkaido/koho/event/dou
http://www.city.morioka.iwate.jp/kankou/kankou/1025686/1025619.html
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29 参加型イベント 岩手県 奥州市環境学習事業（水生生物調査） 2022/08/02予定 奥州市立水沢南中学校 科学部 水生生物調査 奥州市生活環境課環境係 奥州市水沢大手町一丁目1番地 0197-34-2340

30 参加型イベント 岩手県 水質調査 2022/07/17予定 盛岡市　中津川 水生生物調査 ボーイスカウト盛岡5団カブ隊 盛岡市西見前12-197-12 090-6607-7197

31 参加型イベント 宮城県 あつまれ！鳴子ダム2022 7月下旬頃（予定） 鳴子ダム（大崎市） 水源地域の森林と水環境を学ぶ環境学習イベント

国土交通省東北地方整備局鳴子ダム管
理所、宮城北部森林管理署、東北電力
（株）宮城支店、宮城県北部土木事務所、
大崎市ほか

国土交通省東北地方整備局鳴子
ダム管理所

0229-82-2341

32 参加型イベント 埼玉県 さいたま打ち水大作戦２０２２ R4.7.23
コクーンシティ　コクーン２　コクー
ンひろば（埼玉県さいたま市）

夏を涼しく過ごすための昔ながらの工夫である打ち水を、参加者
全員で一斉に行い、涼しさを体感します。

市民活動団体「さいたま市環境会議」　他 さいたま市環境創造政策課 048－829-1325

https://www.cit
y.saitama.jp/00
1/009/001/p05
9386.html

33 参加型イベント 埼玉県 あつまれ！くらかけっこ！ 8月開催予定 くらかけ清流の郷

市内小学生の親子を対象とし、都幾川の鞍掛橋周辺（くらかけ清
流の郷）において、もんどり網で捕獲した水生生物の観察、親子
で網を持って水辺の生物を捕獲する体験学習（通称ガサガサ）を
実施し、子ども達が自然とふれあい、その大切さを学ぶイベントを
実施する。

東松山市、比企の川づくり協議会、比企
自然学校

東松山市環境政策課 0493-63-5006 なし

34 参加型イベント 埼玉県 夏休みジャブジャブ大会 ８月下旬予定 越戸川・赤池親水公園
子ども向け自然観察会。魚とりやボート乗りを行って、越戸川につ
いて学ぶ。

和光市
和光自然環境を守る会

和光市役所　環境課 048-464-1111

http://www.city
.wako.lg.jp/hom
e/kurashi/kank
you/yuusuiseib
utu/jabu.html

35 参加型イベント 東京都 自然史セミナー「東京の水草を楽しみ、守る」R4.7.16
国立科学博物館附属自然教育園
（東京都港区）

陸上から水中へと進化した植物が水草です。その生態、進化、現
状について、東京の水草も交えながら、水草を楽しむ視点で紹介
する講座です。

国立科学博物館附属自然教育園 国立科学博物館附属自然教育園 03-3441-7176
https://ins.kaha
ku.go.jp/

36 参加型イベント 東京都
自然史セミナー「自然教育園の微細藻類
の研究」

R4.8.20
国立科学博物館附属自然教育園
（東京都港区）

自然教育園で古くから調べられてきた微細藻類（プランクトンや付
着藻類）について観察（解説）する講座です。

国立科学博物館附属自然教育園 国立科学博物館附属自然教育園 03-3441-7176
https://ins.kaha
ku.go.jp/

37 参加型イベント
東京都

（オンライ
ン開催）

水はめぐるオンライン講座 R4.8.3～8.4 オンライン

Web動画コンテンツ「ぼくたちわたしたちの水はめぐる」
（https://mizuhameguru.jp/）を活用した水循環に関する環境教育
イベントです。動画を活用しながら、みんなで水の大切さについて
考えます。

環境省 環境省水・大気環境局水環境課 03-5521-8312

https://www.en
v.go.jp/water/p
roject/pdf/onlin
e_mizuwamegur
u_2208.pdf

38 参加型イベント 東京都 地下水適正管理協議会第2回技術セミナーR4.8.4 オンライン開催（会場参加者なし）
地下水協議会会員や産官学の皆様を対象に、地下水の水質・用
途に応じた適正な処理技術や、関連情報を広く周知、提供する。

地下水適正管理協議会

問合せ先：地下水適正管理協議
会
事務局
gwtekisei@wrpc.jp

03-5644-7565
https://gwma.g
roup/2022/06/
17/seminar2/

39 参加型イベント 千葉県 わくわくカヌーミニツーリング R4.7.18
千葉県立水郷小見川青少年自然
の家（千葉県香取市）

季節ごとに変わる自然を感じながら黒部川をカヌーで漕いでいき
ます。カヌー経験者が対象です。

千葉県立水郷小見川青少年自然の家
千葉県立水郷小見川青少年自然
の家

0478-82-1343
http://suigou-
omigawa.com/e
vent/page/2/

40 参加型イベント 千葉県 やさしいカヌー基礎編 R4.8.14
千葉県立水郷小見川青少年自然
の家（千葉県香取市）

季節ごとに変わる自然を感じながら黒部川をカヌーで漕いでいき
ます。カヌー経験者が対象です。

千葉県立水郷小見川青少年自然の家
千葉県立水郷小見川青少年自然
の家

0478-82-1343
http://suigou-
omigawa.com/e
vent/page/2/

41 参加型イベント 千葉県
ネイチャーチャレンジ
～いかだで川に繰り出そう～

R4．8.18～21
千葉県立水郷小見川青少年自然
の家（千葉県香取市）

イカダをみんなで一緒に作って川に出ます。新しい友達や初めて
な事など、挑戦します。

千葉県立水郷小見川青少年自然の家
千葉県立水郷小見川青少年自然
の家

0478-82-1343
http://suigou-
omigawa.com/e
vent/page/2/

42 参加型イベント 千葉県 楽しもう！　カヌー体験教室 R4.7.10
栗山川ふれあい橋付近（千葉県山
武郡横芝光町）

小学生に喫水域の川で、カヌー体験をとおして水と自然に親しん
でもらう。

千葉県立東金青少年自然の家 千葉県立東金青少年自然の家 0475-54-1301
https://forms.gl
e/kt6LEWzkMh
S2ZzkD7

https://www.city.saitama.jp/001/009/001/p059386.html%20
http://www.city.wako.lg.jp/home/kurashi/kankyou/yuusuiseibutu/jabu.html
https://ins.kahaku.go.jp/
https://www.env.go.jp/water/project/pdf/online_mizuw
https://gwma.group/2022/06/17/seminar2/
http://suigou-omigawa.com/event/page/2/
http://suigou-omigawa.com/event/page/2/
http://suigou-omigawa.com/event/page/2/
https://forms.gle/kt6LEWzkMhS2ZzkD7
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43 参加型イベント 千葉県 楽しもう！　カヌー体験教室 R4.7.24
栗山川ふれあい橋付近（千葉県山
武郡横芝光町）

小学生に喫水域の川で、カヌー体験をとおして水と自然に親しん
でもらう。

千葉県立東金青少年自然の家 千葉県立東金青少年自然の家 0475-54-1301
https://forms.gl
e/kt6LEWzkMh
S2ZzkD7

44 参加型イベント 千葉県 楽しもう！　カヌー体験教室 R4.8.21
栗山川ふれあい橋付近（千葉県山
武郡横芝光町）

小学生に喫水域の川で、カヌー体験をとおして水と自然に親しん
でもらう。

千葉県立東金青少年自然の家 千葉県立東金青少年自然の家 0475-54-1301
https://forms.gl
e/kt6LEWzkMh
S2ZzkD7

45 参加型イベント 千葉県 磯の生き物を観察しよう R4.7.16 鵜原理想郷（千葉県勝浦市）
海の博物館周辺の海岸で磯の生き物を観察する。また、博物館
の展示物を見学する。

千葉県立鴨川青少年自然の家 千葉県立鴨川青少年自然の家 04-7093-1666

http://www.ech
iba-
sports.org/kam
o/wp/event04/
0405-2/

46 参加型イベント 千葉県 親子でスキルアップシーカヤック R4.7.30～31 八岡海岸（千葉県鴨川市）
初日にカヤックの基本操作、2日目には基本操作を応用した動き
を学び、2日間を通し親子で協力してシーカヤックのスキルアップ
を体験する。

千葉県立鴨川青少年自然の家 千葉県立鴨川青少年自然の家 04-7093-1666

http://www.ech
iba-
sports.org/kam
o/wp/event04/
0407-2/

47 参加型イベント 千葉県 真夏のウオータースプラッシュ２０２２ R4.8.11
千葉県立鴨川青少年自然の家
（千葉県鴨川市）

塩ビ管を使ってオリジナルな水鉄砲を作り、チームに分かれて水
鉄砲を使ったゲームを行う。

千葉県立鴨川青少年自然の家 千葉県立鴨川青少年自然の家 04-7093-1666

http://www.ech
iba-
sports.org/kam
o/wp/event04/
0409-2/

48 参加型イベント 千葉県 シーカヤック大冒険～内房編～ R4.8.28
勝山海水浴場（千葉県安房郡鋸
南町）

カヤックで滑走しながら海の中の地形や生き物を観察する。みん
なで探検隊になり、どんな生き物がいるのか探しに出かける。

千葉県立鴨川青少年自然の家 千葉県立鴨川青少年自然の家 04-7093-1666

http://www.ech
iba-
sports.org/kam
o/wp/event04/
0410-2/

49 参加型イベント 千葉県 親子見学会 R4.7.28 佐倉草ぶえの丘・佐倉市観光船
佐倉草ぶえの丘にて印旛沼の水質を学習し、佐倉市観光船に乗
船し印旛沼の植物や生物等を学ぶ

なりた環境ネットワーク 成田市環境計画課 0476-20-1533

50 参加型イベント 神奈川県
第46回水源環境保全・再生かながわ県民
フォーラム（もり・みずカフェ）

R4.8.6 足柄上郡松田町
神奈川県の水源環境保全に係るこれまでの取組・成果につい
て、リーフレットの配付、パネルの展示等により情報発信を行うと
ともに、アンケートを実施し県民意見を幅広く収集する。（予定）

神奈川県水源環境保全・再生かながわ
県民会議

神奈川県水源環境保全課　水源
企画グループ

045-210-4358 -

51 参加型イベント 神奈川県 やどりき水源林のつどい R4.8.6 足柄上郡松田町寄地内
水源林トレッキング、水生生物観察、丸太切り、森林癒し体験等
の森林交流会を通して、水源の森林づくり事業への理解を深め
る。

県民との協働による森林づくり実行委員
会

神奈川県水源環境保全課 045-285-0336
https://ktm.or.j
p/

52 参加型イベント 神奈川県 YOKOHAMA Save The Water 2022 R4.8.3 横浜市庁舎1階アトリウム

「水循環」とともに「水と森」をテーマに水源保全の大切さをＰＲす
るイベント

出展内容（予定）・水循環啓発のためのブース出展・間伐材を使
用したコースター作り・間伐材ウッドチップ配布・水道事業ＰＲパネ
ル、パネルボックスの展示・横浜市水道局キャラクター「はまピョ
ン」登場・複数の企業によるブース出展・横浜の水源地である山
梨県道志村による物産展・打ち水

横浜市水道局 横浜市水道局広報課 045-671-3084 -

53 参加型イベント 神奈川県 山北町―川崎市交流事
R4.7.26（第1回）
R4.8.5（第2回）

山北町立共和のもりセンター
水源地域に対する理解の促進と活力ある水源地域づくりを目指
し、川崎市内在住の小学生(３年生以上)・中学生とその保護者を
対象に、山北町で環境保全活動を行う。

川崎市上下水道局サービス推進課
[広報サービス]

川崎市上下水道局サービス推進
課
[広報サービス]

044-200-3097

https://www.cit
y.kawasaki.jp/8
00/page/00001
39939.html

54 参加型イベント 神奈川県 夏休み水道教室 R4.8.10 宮ヶ瀬ダム、水とかがやく未来館

水道事業への関心と理解を深めていただくため、学校の夏休み
を利用して、川崎市内在住の小学生（３年生以上）とその保護者
を対象とした水に親しむツアーを実施する。　神奈川県の水源で
ある宮ヶ瀬ダム、市内の広報施設を見学する。

川崎市上下水道局サービス推進課
[広報サービス]

川崎市上下水道局サービス推進
課
[広報サービス]

044-200-3097

https://www.cit
y.kawasaki.jp/8
00/page/00001
39939.html

https://forms.gle/kt6LEWzkMhS2ZzkD7
https://forms.gle/kt6LEWzkMhS2ZzkD7
http://www.echiba-sports.org/kamo/wp/event04/0405-2/
http://www.echiba-sports.org/kamo/wp/event04/0407-2/
http://www.echiba-sports.org/kamo/wp/event04/0409-2/
http://www.echiba-sports.org/kamo/wp/event04/0410-2/
https://ktm.or.jp/
https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.ht
https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.ht
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55 参加型イベント 神奈川県 夏休み下水道教室 R4.8.15
かわさき下水道広報施設ワクワク
アクア

下水道事業への関心と理解を深めていただくため、学校の夏休
みを利用して、川崎市内在住の小学生（３年生以上）とその保護
者を対象とした施設見学会を実施する。　かわさき下水道広報施
設わくわくアクアクアほかを見学する。

川崎市上下水道局サービス推進課
[広報サービス]

川崎市上下水道局サービス推進
課
[広報サービス]

044-200-3097

https://www.cit
y.kawasaki.jp/8
00/page/00001
39939.html

56 参加型イベント 神奈川県 水とかがやく未来館夏休み見学会 R4.8.18 水とかがやく未来館
水道事業に対する関心と理解を深めていただくことを目的に、学
校の夏休みを利用して、川崎市内在住の小学生（３年生以上）と
その保護者を対象に実施する。水とかがやく未来館を見学する。

川崎市上下水道局サービス推進課
[広報サービス]

川崎市上下水道局サービス推進
課
[広報サービス]

044-200-3097

https://www.cit
y.kawasaki.jp/8
00/page/00001
39939.html

57 参加型イベント 神奈川県 打ち水 R4.8.1
藤沢市役所　本庁舎　サンセット
広場

雨水などを二次利用し、バケツ・ひしゃくを使って水を撒く。打ち水
は外の気温を下げるのに効果的であり、環境負荷の低減を目的
として中水を使用して行う。この体験を通し、水について考える機
会とする。

藤沢市 環境総務課 総務・温暖化対策担
当 職員

藤沢市　環境総務課 総務・温暖
化対策担当

0466-50-3529

https://www.cit
y.fujisawa.kanag
awa.jp/kankyou
-
s/machizukuri/
kankyo/kehatsu
/uchimizu.html

58 参加型イベント 神奈川県 第６回秦野名水フェスティバル R4.8.6
クアーズテック秦野カルチャー
ホール

「名水の里　秦野」の魅力を広く知ってもらうことを目的に、チャリ
ティーコンサート、名水科学実験教室等を開催。

秦野市 秦野市環境共生課 0463-82-9618 -

59 参加型イベント 神奈川県 秦野名水巡りスタンプラリー R4.7.21～8.31 秦野市全域
「秦野名水」をより多くの人に知ってもらうことを目的に、市内を数
地区に分けたスタンプラリーを実施。スタンプを集めた方には景
品を贈呈。

秦野市 秦野市環境共生課 0463-82-9618 -

60 参加型イベント 神奈川県
水生生物教室「夏休み自然教室in金目
川」

R4.7.22 金目川流域
身近な河川に生息する水生生物の採集及び観察を行い、河川の
水質調査を実施。調査を通じて次世代に豊かな自然環境を引き
継ぐための河川浄化思想の普及啓発を図る。

秦野市 秦野市環境共生課 0463-82-9618 -

61 参加型イベント 神奈川県 川の生き物調査隊 R4.7.23
高座郡寒川町　目久尻川親水護
岸(寒川公域リサイクルセンター西
側)

子どもや親子を対象に、座学で川の生き物について学習した後、
実際に目久尻川に入って魚類や水生生物を採取し、その生態を
調査する。

寒川町(共催　さむかわエコネット) 寒川町環境経済部環境課 0467-74-1111

http://www.tow
n.samukawa.kan
agawa.jp/soshik
i/kankyokeizai/
kankyo/kankyo
hozen/event/ik
imono/1470720
933453.html

62 参加型イベント 新潟県 魚沼　田んぼの水はどこから来るのツアー R4.7ごろ（未定） 魚沼市内
農業農村整備事業の役割や重要性、また田んぼや土地改良施
設が持つ多面的機能などについて、小学生の理解を深める。

新潟県　魚沼地域振興局
新潟県　魚沼地域振興局　農村計
画担当

025-792-7825 －

63 参加型イベント 福井県
福井市上下水道展～くらしをささえるめぐ
る水～

R4.7.24
ハピリン　ハピテラス(福井県福井
市）

ステージイベントや水に関する工作コーナー、上下水道のお仕事
体験コーナーやパネル展示等により、上下水道が「きれいな水の
循環」に対して果たしている重要な役割や仕組みなどを楽しみな
がら学んでもらうイベントを実施する。

福井市企業局
企業局上下水道経営部経営管理
課

0776-20-5615

64 参加型イベント 福井県
自然ふれあい探検隊～水生生物調査と
川遊び～

R4.8.1
麻那姫湖青少年旅行村（福井県
大野市中島）

川遊びや水生生物調査など身近な自然とふれあう体験型環境学
習会の開催を通じ、子どもたちに河川環境や健全な水循環の重
要性について考える機会を提供する。

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・大野市

大野市環境・水循環課 0779-64-4828

65 参加型イベント 山梨県 山梨の水に関する環境教育（仮）
7月下旬～8月中旬
※期間中に４回実施
予定

未定
フィールドワークと座学（講師からの話）により、山梨の水と水を育
む環境を体感しながら学ぶことで、水の大切さや水の恵みを未来
へつなぐ意識と関心を高める環境教育イベントか実施する。

山梨県
山梨県環境・エネルギー部自然共
生推進課

055-223-1634 未定

66 参加型イベント 長野県 川の生きもの観察会 R4.7.30 車屋せぎ（長野県松本市島内）
松本市生物多様性地域戦略でモデル地区となっている車屋せぎ
で川の生きものを観察します。

松本市環境・地域エネルギー課 松本市環境・地域エネルギー課 0263-34-3268

https://www.cit
y.matsumoto.na
gano.jp/soshiki/
51/4545.html

67 参加型イベント 長野県 オンライン「夏休み・水の研究お助け隊」 R4.8.4 -

水に関する簡単な実験や観察などをとおし、水の大切さを学び環
境について考える機会を提供するための小学生の親子を対象と
したオンライン講座を実施する。（参加者には、自宅で簡単な実験
をしていただく。）

松本市上下水道局 松本市上下水道局下水道課 0263-27-4465

https://www.cit
y.matsumoto.na
gano.jp/site/jou
gesuidou/78489
.html

68 参加型イベント 長野県 [水の日」イベント2022 R4.8.2 佐久市子ども未来館
ろ過実験や打ち水体験を通じて水資源の重要性ついての周知・
啓発を行う。

佐久市・佐久市子ども未来館 佐久市環境部環境政策課 0267-62-2917

https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.ht
https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.ht
https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou-s/machizukuri/kankyo/kehatsu/uchimizu.html
http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/ikimono/1470720933453.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/4545.html
https://www.city.matsumoto.nagano.jp/site/jougesuidou/78489.html
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69 参加型イベント 長野県 せせらぎサイエンス R04.07.30 飯山市　岡山地区　寒川
飯山市公民館主催の夏休みの体験事業の一環として、市内小学
生を対象に、市内の清流での水生生物観察、川遊びを行い、川
を体験する。

飯山市公民館・飯山市 飯山市市民環境課 0269-67-0726

70 参加型イベント 長野県
令和４年度　自然観察会「千曲川」ラフティ
ング

R4.7.29からＲ4.8.2
長野県中野市千曲川
大俣地籍から古牧橋近辺

多様な野生動物が生育できる自然環境の大切さ、また、これらを
保護する活動の必要性を理解してもらうため、千曲川をラフティン
グボードで下りながら行う体験型の自然観察会を実施する。

中野市
中野市くらしと文化部生活環境課
環境係

0269-22-2111

https://www.cit
y.nakano.nagan
o.jp/docs/2021
052100010/

71 参加型イベント 長野県 森と湖に親しむ旬間 R3.7.23～7.30 伊那市ほか５か所
ダム及び水力発電所について関心を高め、理解を深めることを目
的とする。

国土交通省、長野県、長野県企業局　他 長野県企業局電気事業課 026-235-7375

72 参加型イベント 岐阜県 清流の国ぎふ水辺防災こどもセミナー R4.7下旬（予定） 岐阜管内（予定）

次世代を担う子供たちに水辺環境との触れ合い体験を通して、近
年増加する水害や、川遊び中の水難事故といった危険への意識
を持てるように、河川に関する防災知識を学べる体験型セミ
ナー。

岐阜県　他 岐阜県河川課 058-278-2753 作成中

73 参加型イベント 岐阜県 第6回郡上市清流フォトコンテスト R4.6.1～R4.8.31 -
郡上市の豊かな清流を次世代に継承し保存していくため、市民お
よび観光客への理解および関心を深めることを目的に作品を募
集する。

郡上市 郡上市清流フォトコンテスト事務局 0575-67-1833 なし

74 参加型イベント 岐阜県 カワゲラウオッチング 2022/8/6 可児川 可児川の水質調査・水生生物調査 可児市めだかの楽校　他 可児市環境課 0574-62-1111
無（7/1公開予
定）

75 参加型イベント 静岡県 生活環境フェスタ R4.7.23 菊川文化会館アエル
・環境や水道について楽しく知ってもらい、未来の子どもたちに向
けた環境啓発イベント

アエル、ぽれぽれ、環境推進課、水道
課、下水道課

菊川市役所環境推進課 0537-35-0916

76 参加型イベント 静岡県 水生生物観察会 8月8日
来光川（静岡県田方郡函南町桑
原大橋付近）

町内在住の小学４年生～６年生が実際に川に入り生物を採取し
て、それを分類し集計する。川に棲む生物を調べることで水質の
程度を知り、調査を通して身近な川に関心を持ち、水質保全、環
境保護の意識啓発を図る。

函南町 函南町役場厚生部環境衛生課 055-979-8112

77 参加型イベント 静岡県
市政施行８０周年記念事業「水の日記念
事業」

8月11日 富士宮市役所（静岡県富士宮市）
有識者による基調講演、小学生以上を対象とした水のふしぎ体
験教室、富士山の湧水に係るパネル展示を行う。

富士宮市 富士宮市環境部花と緑と水の課 0544-22-1169
現時点では未
掲載

78 参加型イベント 静岡県 親子水生生物調査 7月23日 中央公園（静岡県裾野市）
狩野川水系である黄瀬川に生息している水生生物の観察をし、
親子で河川の水質を調査を行う。この調査を通じて、河川美化意
識の構築につなげる。

狩野川水系水質保全協議会裾野長泉支
部、裾野市

静岡県裾野市役所生活環境課 055-995-1816

79 参加型イベント 長野県 木曽川さんありがとう R4.7.23 長野県木曽郡木祖村
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、現地での活動を通して水環境の大切さを学ぶ。

名古屋市
名古屋市上下水道局広報サービ
ス課

052-972-3608

https://www.water.cit
y.nagoya.jp/category/
eventoshirase/145156
.html

80 参加型イベント 愛知県 夏休み親子上下水道探検隊
R4.8.2,3,5
（予定）

豊田市矢作ダムあすけ水の館（下
水処理施設）水源の森

上下水道に関係する各施設を見学し、普段何気なく使っている水
道水がどこからどのようにして各家庭に送られ、汚水がどのよう
に処理されているか水の循環について学ぶ。

豊田市
豊田市上下水道局総務課

0565-34-6653

81 参加型イベント 長野県 おやこ木曽川源流探険ツアー R4.8.4 味噌川ダム他
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向
上を図るため、市内の小学生（４～６年生）及びその保護者を対
象に水源地見学を行う。

尾張旭市
尾張旭市役所都市整備部上水道
課

0561-76-8168

https://www.city.owar
iasahi.lg.jp/kurasi/seik
atu/jousui/mizunoyuk
oriyo.html

82 参加型イベント 三重県 令和４年度　親子水道教室 R4.8.18 三重県鈴鹿市上下水道局
市内小学校４年生の児童とその保護者を対象とし，「水道水がで
きるまで」をテーマに，水道施設の概要や水質実験，市内の水道
施設見学等，実体験型の教室を開催する。

鈴鹿市上下水道局 鈴鹿市上下水道局経営企画課 059-368-1696

83 参加型イベント 滋賀県 びわこルールキッズ２０２２ R4.7.1～10.31 滋賀県内全域

釣りを通して雄大な琵琶湖の自然に触れてもらうとともに、琵琶湖
の生態系保全について考えてもらう１つのきっかけづくりとして、
期間中に釣り上げた外来魚の匹数を報告してもらうイベントを実
施します。

滋賀県琵琶湖保全再生課
滋賀県琵琶湖保全再生課 077-528-3485

84 参加型イベント 滋賀県 「びわ湖の日」環境啓発イベント R4.06.25～26 ブランチ大津京
７月１日の「びわ湖の日」に向け、びわ湖とのつながりや環境のた
めに自分ができることを楽しみながら考える機会として、環境イベ
ントを開催します

滋賀県環境政策課 滋賀県環境政策課 077-528-3453
https://www.pref.shig
a.lg.jp/biwakatsu/

https://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2021052100010/
https://www.water.city.nagoya.jp/category/eventoshirase/145156.html
https://www.city.owariasahi.lg.jp/kurasi/seikatu/jousui/mizunoyukoriyo.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/biwakatsu/
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85 参加型イベント 大阪府 夏休み めざせ！水道マイスター R4.7.30
吹田市水道部泉浄水所（大阪府
吹田市）

浄水所見学や、ろ過実験、応急給水体験を通じて水道について
楽しく学び、水道事業への理解や関心を深めていただくことを目
的に実施する。

吹田市水道部
吹田市水道部総務室総務グルー
プ

06-6384-1251

https://www.cit
y.suita.osaka.jp
/home/soshiki/
div-
suido/somu/_75
879/suidoumais
uta.html

86 参加型イベント 兵庫県 夏休み　みんなで打ち水！2022 R4.7.28～8.19
立花南生涯学習プラザ　他　（尼
崎市内全6箇所）

水の利用と地球温暖化対策について考えるきっかけとなることを
ねらい、尼崎市内6箇所で、二次利用水（雨水）を利用して打ち水
体験を行う。打ち水体験とあわせて、地球温暖化のミニ講座やミ
ニ縁日も行う。

尼崎市　他 尼崎市経済環境局　環境創造課 06-6489-6301

https://www.cit
y.amagasaki.hyo
go.jp/kurashi/k
ankyo/hozen/0
33aoce/100950
9/index.html

87 参加型イベント 兵庫県
令和４年度加古川市カヌーイベント「いつ
もの加古川でカヌー体験！」

R4.7.2-3
加古川市立漕艇センター前河川
敷及び水域

日頃から親しみのある加古川でカヌー体験をすることで、気軽に
遊べるカヌーの魅力を知り、水辺に親しみを持ってもらう機会とす
る。

加古川市 加古川市スポーツ・文化課 079-427-9180

88 参加型イベント 兵庫県
ワールドマスターズゲームズ関西加古川
市オープン競技ボート大会（兼）第29回加
古川市民レガッタ

R4.7.30-31
加古川市立漕艇センター前河川
敷及び水域

市の中央部を流れる「加古川」を活用し、市民が水と親しむイベン
トとして加古川大堰上流でボート競技を行い、大会の開催を通し
てまちの活性化及び絆づくりを図る。

加古川市レガッタ事業実行委員会 加古川市立漕艇センター 079-428-2277
http://www.kk-
acc.jp/regatta/

89 参加型イベント 奈良県
「山」と「川」の学校
～五感で楽しむ奈良の水めぐり旅～

R4.7.17及びR4.8.21 明日香村、川上村、吉野町
県内在住の小学生を対象に、森林・山岳や河川などにおいて自
然体験学習を実施し、「山」や「川」の役割・重要性を再認識してい
ただき、山や川を守るという意識を醸成します。

奈良県 奈良県水資源政策課 0742-27-8489
https://www.pr
ef.nara.jp/1456
8.htm

90 参加型イベント 奈良県 第13回夏休みこども下水道教室 R4.7.29
奈良県流域下水道センター(奈良
県大和郡山市)

子どもたちに下水処理の仕組みや水質保全の重要性を伝える。
浄化センターの施設見学、水質実験、微生物観察等を実施する。

奈良県
奈良県流域下水道センター業務
課水質環境係

0743-56-2830
https://www.pr
ef.nara.jp/2051
9.htm

91 参加型イベント 奈良県 吉野川分水源流トレッキングツアー R4.8.5 吉野郡川上村

吉野川分水の源流である川上村三之公原生林を辿り、自然の雄
大さや美しさを肌で体感する。一方、鳥獣被害等により荒廃した
森の現状を知ってもらい、森の維持・再生の難しさを知ってもら
い、水を育む森の大切さを学習します。

＜共催＞川上村、大和平野土地改良区、
奈良県＜協力＞森と水の源流館

大和平野土地改良区 0744-22-2052
http://www.ya
matoheiya.or.jp
/

92 参加型イベント 奈良県 第2回津風呂湖カヌー大会 R4.7.2 吉野郡吉野町津風呂湖
津風呂ダムにおいて、水とふれあい、カヌーを楽 しみ、将来的に
は津風呂湖に多くの方々に足を運んでいただくため、継続 して大
会を開催します。

津風呂湖カヌークラブ 津風呂湖カヌークラブ 0746-39-9085 －

93 参加型イベント 鳥取県 令和４年度　水の冒険隊 R4.7.30
東郷ダム（湯梨浜町）、円谷町水
源地（倉吉市）、天神浄化センター
（湯梨浜町）

水の関連施設の見学・水質実験等を通じて、鳥取県の豊かな水
資源や健全な水循環についての理解と関心を深める。

鳥取県持続可能な地下水利用協議会、
鳥取県

鳥取県持続可能な地下水利用協
議会事務局(鳥取県生活環境部く
らしの安心局水環境保全課)

0857-26-7197
https://www.pr
ef.tottori.lg.jp/3
05864.htm

94 参加型イベント 島根県 山佐ダムキャンプ場祭り R4.7.30
安来市
山佐ダムキャンプ場

山佐ダムキャンプ場のおいて、家族連れなどを対象に、タイムカ
プセルの開封と植樹、マルシェを実施し、住民の交流促進を図
る。

山佐ダム体験交流施設管理組合 山佐ダム体験交流施設管理組合 080-5623-9734

95 参加型イベント 岡山県 小阪部川ダム見学バスツアー R4.7.31 小阪部川ダム
小学４年生と保護者を対象に、倉敷市の水道水の水源となってい
る小阪部川ダムの見学バスツアーを実施する。

倉敷市、高梁川用水土地改良区
倉敷市水道局
水道総務課企画検査室

086-426-3654

https://www.cit
y.kurashiki.okay
ama.jp/38987.ht
m

96 参加型イベント 広島県 リバーサイドフェスティバル R4.8.7
椋梨川河川敷（広島県東広島市
河内町）

椋梨川河川敷に放流された鮎を掴み取りし、その場で焼き鮎にし
て味わう。自然との戯れで河内の良い面を知ってもらう。

リバーサイドフェスティバル実行委員会
リバーサイドフェスティバル実行委
員会

082-437-2228
https://www.cit
y.higashihiroshi
ma.lg.jp/

97 参加型イベント 山口県 親と子の水辺の教室 R4.8.6 山口県宇部市厚東川木田橋下流
水生生物を採取し、指標生物による水質判定を行うことで、身近
な川に親しむとともに、水質保全意識の向上を図る。

主催：宇部市、共催：里山ビオトープ二俣
瀬をつくる会、山口県宇部健康福祉セン
ター

宇部市市民環境部
環境政策課

0836-34-8249

https://www.cit
y.ube.yamaguch
i.jp/kurashi/kan
kyouhozen/kan
kyoukyouiku/10
02771.html

98 参加型イベント 徳島県 交流体験inよしのがわ　上流編 R4.8.7
三好市池田町
池田湖水際公園

専門家の指導のもとラフティング体験を実施し、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、国土交通省 徳島県県土整備部水管理政策課 088-621-2636

https://www.city.suita.osaka.jp/home/soshiki/div-suido/somu/_75879/suidoumaisuta.html
https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/kankyo/hozen/033aoce/1009509/index.html
http://www.kk-acc.jp/regatta/
https://www.pref.nara.jp/14568.htm
https://www.pref.nara.jp/20519.htm
http://www.yamatoheiya.or.jp/
https://www.pref.tottori.lg.jp/305864.htm
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/38987.htm
https://www.city.higashihiroshima.lg.jp/
https://www.city.ube.yamaguchi.jp/kurashi/kankyouhozen/kankyoukyouiku/1002771.html
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99 参加型イベント 徳島県 交流体験inよしのがわ　中流編
①R4.7.23
②R4.8.20

美馬市美馬町中鳥
AMEMBO事務局周辺

専門家の指導のもとカヌー体験を実施し、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、国土交通省 徳島県県土整備部水管理政策課 088-621-2636

100 参加型イベント 徳島県 交流体験inよしのがわ　下流編 R4.7.23
徳島市入田町
鮎喰川・梁瀬橋付近

専門家の指導のもと川に入って魚を捕り、川魚の生態ついて学
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、国土交通省 徳島県県土整備部水管理政策課 088-621-2636

101 参加型イベント 香川県 香川用水記念公園　水辺の納涼祭 R4.8.7 三豊市（香川用水記念公園）
水とふれあえる公園施設を利用した夏季イベント。水に親しむとと
もに香川用水の水源地域との交流を通じて水の大切さをアピー
ルする。

（公財）かがわ水と緑の財団 （公財）かがわ水と緑の財団 0875-67-3760
https://www.mi
zupark.com

102 参加型イベント 愛媛県 石手川＆森の探検隊 8月7日 石手川周辺
松山市の水源である石手川上流域で、子供たちに実験や体験を
行ってもらい、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

103 参加型イベント 愛媛県 水と親しむ青空教室
7月25日
※雨天時は7月29日
に延期

西条市加茂川トリム公園
小中学生とその保護者を対象に、水の中に棲む生きものの観察
をする。

西条市 西条市環境政策課 0897-52-1382

104 参加型イベント 愛媛県 元気わくわく川まつり 7月17日 小田川河川敷（予定）
子どもを対象に、釣堀やさかなのつかみ取り、川遊びなどをとおし
て、川や水と共生することの大切さを再確認してもらうイベント。

元気わくわく川まつり実行委員会 元気わくわく川まつり実行委員会 0893-43-1221

105 参加型イベント 大分県 わくわく上下水道たんけん隊 R4.8.3～8.4
大分市古国府浄水場・弁天水資
源再生センター

上下水道の果たす役割や水質管理の重要性、水の大切さなどへ
の理解を深めるため、日頃見ることのできない浄水場などの施設
を見学し、水質実験などを行うイベントを実施する。（事前募集）

大分市上下水道局 大分市上下水道局経営企画課 097-538-2404

https://www.cit
y.oita.oita.jp/o2
23/2022wakuw
aku.html

106 参加型イベント 宮崎県 水てっぽうフェス　in　カテリエ R4.8.7
椎葉村交流拠点施設Katerie（か
てりえ）

【大人も子供も水びたしになろう！】をコンセプトに小学生から大
人まで参加ができるイベント。個人戦（小学生）10名～20名と団体
戦（中学生以上）約40名でそれぞれの頭に付けた「ポイ」を水鉄砲
で打ち合う。日本三大秘境と呼ばれる椎葉村の大自然の中で、
多くの大人や子供が触れ合い交流を図り、また自然や水の感謝
の気持ちを育んでもらう。

宮崎県椎葉村
宮崎県椎葉村地域振興課交流拠
点施設グループ

0982-67-2177
https://katerie.j
p/

107 参加型イベント 鹿児島県 令和４年度　干潟の生き物観察会 R4.8（予定）
鹿児島県霧島市
小浜海岸（予定）

干潟に生息する生き物の観察を通し，干潟生物の持つ干潟の浄
化作用や生物多様性について学び，水質保全意識の高揚を図る
ための観察会を実施する。

鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会
鹿児島湾奥地域生活排水対策協
議会事務局

0995-64-0950 －

108 参加型イベント 鹿児島県 第18回池田湖水フェスティバル R4.8.7
鹿児島県指宿市
池田湖

池田湖周辺の南薩土地改良区関連施設等の見学や湖水の水質
調査を行うことで，池田湖と市民との関わりの深さを知り，水の大
切さを学ぶ機会となるイベントを開催する。

池田湖水質環境保全対策協議会
池田湖水質環境保全対策協議会
事務局

0993-22-2111 －

109 参加型イベント 鹿児島県 甲突川リバーフェスティバル R4.7.16-17
鹿児島市
かごしま環境未来館

甲突川を使用した参加体験型イベント 公益財団法人かごしま環境未来財団 かごしま環境未来館 099-806-6666

110 参加型イベント 鹿児島県
かごしま水環境ラボ（研究室）
～水の自由研究～

R4.8.5
鹿児島市
かごしま環境未来館

水環境保全意識の向上を図るため、川や海の生き物と人のつな
がりに関する教室や水の実験を行う水環境イベントを開催

鹿児島市 鹿児島市環境保全課 099-216-1297

https://www.mizupark.com
https://www.city.oita.oita.jp/o223/2022wakuwaku.html
https://katerie.jp/
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111 シンポジウム 山形県 第26回水シンポジウム2022inやまがた R4.7.21～R4.7.22 山形テルサ（山形市双葉町）

「未来へ引き継ぐ母なる川最上川」をテーマに、流域治水や河川
の環境保全・文化継承活動などについて、学識経験者、行政、民
間団体がそれぞれの立場で議論し、人々の暮らしと水との持続
可能なかかわり方について全国に発信するもの。

第26回水シンポジウム2022inやまがた
（土木学会・国土交通省・山形県）

山形県県土整備部河川課 023-630-26111
https://mizushi
npo2022.com/

https://mizushinpo2022.com/
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112 PRイベント 北海道 水の週間キャンペーン R4.8.6～8.7（予定）
釧路市観光国際港交流センター
（北海道釧路市）

上下水道事業の仕組や取り組み等を広く周知する目的で「くしろ
港まつり」の関連イベントとして、展示などを実施する。

釧路市上下水道部
北海道釧路市上下水道部経営企
画課

0154-43-2169

113 PRイベント 栃木県 水の日イベント R4.8.5
湯西川水の郷（栃木県日光市湯
西川473-1)

啓発チラシ、県産ペットボトル水等の配布を行う。 栃木県水の週間実行委員会 栃木県県土整備部砂防水資源課 028-623-2452
７月下旬頃栃木
県HPにて公開
予定

114 PRイベント 東京都 水の週間打ち水大作戦2022 R4.8.1 飯野ビルディング敷地内 下水再生水（東京都下水道局提供）を使用して打ち水を実施。
内閣官房水循環政策本部
水の週間実行委員会

内閣官房水循環政策本部事務局 03-5253-8386

115 PRイベント 長野県 打ち水大作戦 R4.8.5 松本城公園（長野県松本市）

地球温暖化防止、環境意識高揚の観点から、市民運動「打ち水
大作戦」を実施します。世代を超えた地域コミュニケーションの活
性化にもつながる活動として市内事業所、保育施設、学校等も参
加します。

松本市地球温暖化防止市民ネットワーク
（通称：エコネットまつもと）

松本市環境・地域エネルギー課
（エコネットまつもと事務局）

0263-34-3268

https://www.cit
y.matsumoto.na
gano.jp/soshiki/
51/4547.html

116 PRイベント 岡山県 懸垂幕による啓発 R4.8.1～.8.7
倉敷市役所本庁舎
および６支所

水の日に因んで懸垂幕を本庁舎及び支所に掲示し，来庁者へ水
の大切さを訴えかける。

倉敷市
倉敷市水道局
水道総務課企画検査室

086-426-3654

117 PRイベント 高知県 まちかど・水・キャンペーン R4.8.1 予定 高知市イオンモール高知
水資源開発の重要性や限りある｢命の大切さ｣について理解を深
めていただくため、パネル展示、啓発物品の配布等を実施する。

独立行政法人水資源機構吉野川本郷、
高知県、高知市

高知県土木部河川課 088-823-9839

118 PRイベント 福岡県
第46回福岡地区「水の日」及び「水の週
間」
節水街頭キャンペーン

R4.8.1(月) JR博多駅
県民に水の有効利用、節水等に対する認識を深めてもらうため
の啓発物品の配布。

福岡県　他 福岡県水資源対策課　 092-643-3205

119 PRイベント 福岡県
第46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

R4.8.1(月)
西鉄久留米駅バスセンター（予
定）

県民に水の有効利用、節水等に対する認識を深めてもらうため
の啓発物品の配布。

福岡県　他 福岡県水資源対策課　 092-643-3205

120 PRイベント 熊本県 世界に誇る地下水都市くまもとフェア R4.7.2 下通、びぷれす広場

特に水使用量が増える7月・8月を「夏季の節水重点期間」とし、7
月2日にオープニングセレモニー、パレードを開催。地下水の大切
さを再認識し、地下水保全活動への参画を促す。イベントでは、
地下水かん養域で生産された農産物や、それを食べて育った畜
産物等のPR、節水器具の紹介、無印良品ワークショップなども実
施予定。

熊本県熊本市 熊本市水保全課 096-328-2436

https://www.city.matsumoto.nagano.jp/soshiki/51/4547.html
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121 表彰式 福島県
第４４回「全日本中学生水の作文福島県
コンクール」表彰式

R4.8 杉妻会館（福島市）
入賞者への賞状及び副賞の授与、優秀賞受賞者による作品の
朗読等を行う。

福島県 福島県復興・総合計画課 024-521-7123 -

122 表彰式 埼玉県
令和４年度埼玉県水資源功績者及び第４
４回全日本中学生水の作文コンクール埼
玉県地方審査会入賞者表彰式

令和４年８月２日
埼玉県知事公館（埼玉県さいたま
市）

令和４年度埼玉県水資源功績者及び第44回「全日本中学生水の
作文コンクール」埼玉県地方審査会における入賞者の表彰を行
います。

埼玉県 埼玉県企画財政部土地水政策課 048-830-2191

https://www.pr
ef.saitama.lg.jp/
a0108/mizu-
sakubun/index.
html

123 表彰式 神奈川県
第44回「全日本中学生水の作文コンクー
ル」神奈川県表彰式

R4.7.27 神奈川県庁本庁舎４階正庁
第44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

神奈川県土地水資源対策課
水政室水政グループ

045-285-0049 -

124 表彰式 新潟県
「全日本中学生水の作文コンクール」表彰
式（地方審査会）

R4.8.3 新潟県自治会館（新潟県新潟市） 中央審査会へ推薦した作品を含む優秀作品を表彰する。 新潟県 新潟県土木部河川管理課水政係 025-280-5413

125 表彰式 富山県 富山県中学生水の作文コンクール表彰式 R4.8.5 富山県庁
第44回全日本中学生水の作文コンクールにかかる富山県表彰式
を実施する。

富山県 富山県県民生活課 076-444-3126

https://www.pr
ef.toyama.jp/17
11/kurashi/kan
kyoushizen/kan
kyou/kj0002075
2/index.html

126 表彰式 京都府 中学生水の作文コンクール表彰式 R4.8上旬 京都府公館
「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。

京都府府民環境部公営企画課 京都府府民環境部公営企画課 075-414-4772
7月下旬
HP掲載予定

127 表彰式 京都府
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール表
彰式

R4.8上旬 京都府公館

「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。

京都府府民環境部公営企画課 京都府府民環境部公営企画課 075-414-4772
7月下旬
HP掲載予定

128 表彰式 和歌山県
第44回全日本中学生水の作文コンクール
表彰式

R4.8.2 和歌山県庁 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 和歌山県地域政策課 073-441-2423

https://www.pr
ef.wakayama.lg.j
p/prefg/020200
/mizu/sakubun.
html

129 表彰式 愛媛県 「水」への絵はがき　表彰式及び展示 8月第1週～8月31日 松山市役所
水への思いを表現した絵はがきを募集し、入賞者の表彰式と入
賞作品の展示を行う。

松山市 松山市水資源対策課 089-948-6948

http://www.city
.matsuyama.ehi
me.jp/bosyu/mi
zuehagakibosyu
u.html

https://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/mizu-sakubun/index.html
https://www.pref.toyama.jp/1711/kurashi/kankyoushizen/kankyou/kj00020752/index.html
https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/020200/mizu/sakubun.html
http://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu/mizuehagakibosyuu.html
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130 展示イベント 北海道
「未来につなごう北海道の水資源。」パネ
ル展

R4.8.2～3 北海道本庁舎１階
「水の日に関連した情報（作文コンクール等）」、「水資源を未来に
つなぐ価値共創プロジェクト」、「水資源保全条例の制度」等の発
信・周知を目的に啓発パネル展を実施する。

北海道
北海道総合政策部計画局土地水
対策課

011-204-5178

131 展示イベント 青森県 水の日ポスター・写真展 R4.7.29～R4.8.8
八戸市水産科学館マリエント5階
(青森県八戸市)

八戸圏域水道企業団が主催する『水に関するポスター』コンクー
ル及び『水のある生活・風景フォトコンテスト』の入賞者の作品を
展示する。

八戸圏域水道企業団
八戸圏域水道企業団　総務課　広
報文書グループ

0178-70-7022

132 展示イベント 宮城県
水の作文コンクール宮城県地方審査会優
秀作品展示及び「水の日」関係ポスター
展示

R4.8.1～8.5 宮城県庁行政庁舎２階
第44回「全日本中学生水の作文コンクール」宮城県地方審査会
優秀作品及び「水の日」関係ポスターを展示する。

宮城県 宮城県環境生活部環境対策課 022-211-2667 該当なし

133 展示イベント 山形県
「里の名水・やまがた百選」に係る県政情
報発信展示

R4.7.29～R4.8.31
遊学館（山形県生涯学習セン
ター）（山形県山形市緑町）

地域の人々に育まれてきた優れた湧水を「里の名水・やまがた百
選」として選定する事業について、これまで選定した名水のポス
ター、パネル展示等による情報発信を実施する。

山形県環境エネルギー部水大気環境課
山形県環境エネルギー部水大気
環境課

023-630-2204

134 展示イベント 茨城県
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

R4.8.1～R4.8.7 茨城県庁県政広報コーナー１
・水の作文コンクール茨城県審査受賞作品展示
・水に関する啓発ポスター展示

茨城県政策企画部水政課 茨城県政策企画部水政課 029-301-2625

https://www.pref.ibara
ki.jp/kikaku/mizuto/m
izushi/mizu/r03sakub
unntennji.html

135 展示イベント 千葉県 水の作文コンクール受賞作品展示 R4.8.1～8.5
千葉市中央区
千葉県庁

水の作文コンクール千葉県入賞作文の掲示を行う。 千葉県 千葉県総合企画部水政課 043-223-2688

136 展示イベント 神奈川県 森や水を守る取組を知ろう！（仮） R4.6.29～R4.7.30 かながわ県民センター
神奈川県の森や水を守る取組に関するパネルや森に棲む生き物
の剥製を展示するほか、期間中に工作体験を開催。水源環境保
全・再生事業への理解を深めるための展示を行う。（予定）

神奈川県水源環境保全課
神奈川県水源環境保全課　水源
企画グループ

045-210-4358 -

137 展示イベント 神奈川県 啓発パネル展 R4.8.1～R4.8.5
藤沢市役所　本庁舎　１階ラウン
ジ

「水の週間」に合わせて水に関連するパネルの展示を行い、水に
ついて考える機会とする。

藤沢市 環境総務課 総務・温暖化対策担
当 職員

藤沢市　環境総務課 総務・温暖
化対策担当

0466-50-3529 -

138 展示イベント 福井県 越前大野感性はがき展（テーマ：水） R4.8.1～8.31 越前おおの水のがっこう
「越前大野感性はがき展」は、公募展スタイルの「ハガキアート・コ
ンクール」です。2017に「水」をテーマに公募した作品のうち、入選
作品やピックアップ作品を、水のがっこうに展示します。

大野市 大野市（環境・水循環課） 0779-64-4828

139 展示イベント 福井県 水の週間パネル展 R4.8.1～8.5 福井県庁１階ロビー
河川や水資源についてのパネルを展示し、水の日、水の週間に
ついての周知を図る。

福井県土木部河川課 福井県土木部河川課 0776-20-0480

140 展示イベント 山梨県 図書館連携展示「山梨の水」
R4.7月24日～8月7
日

山梨県立図書館
8月1日「水の日」に合わせて、山梨の水への理解を深める書籍等
の展示コーナーを設置する。

山梨県立図書館 山梨県立図書館 055-255-1040

141 展示イベント 岐阜県 地下水に関するパネル展

7/4～7/14,
7/15～7/28,
7/29～8/4,
8/10～8/24

大野町役場、瑞穂市役所、ぎふメ
ディアコスモス（岐阜市）、スイトピ
アセンター（大垣市）

岐阜県は、濃尾平野を中心に地下水が豊富に存在し、その恩恵
を受けて発展してきた。
地下水の恩恵を将来にわたって享受するため、パネル展を開催
し、地下水利用者である県民の理解や関心を高める。

岐阜県 岐阜県水資源課 058-272-8830

https://www.pr
ef.gifu.lg.jp/pag
e/187449.html
※R3年度版

142 展示イベント 岐阜県 水資源・水循環に関するﾊﾟﾈﾙ展
7/29～8/4,
8/8～8/14

ぎふメディアコスモス（岐阜市）、
OKBふれあい会館

水の恵みや健全な水循環の重要性についての理解と関心を深め
ることを目的に、身近な水問題である平成６年の異常渇水の記録
を通して、水の大切さや水循環のしくみなどを紹介します。

岐阜県 岐阜県水資源課 058-272-8830

https://www.pr
ef.gifu.lg.jp/pag
e/187449.html
※R3年度版

143 展示イベント 愛知県
健全な水循環再生に向けて　啓発パネル
展示

R4.8.1～R4.8.7
愛知県環境調査センター（愛知県
名古屋市北区）

健全な水循環に向けた取組を推進するため、啓発パネルを展示
する。

愛知県
愛知県環境局環境政策部水大気
環境課

052-954-6221 なし

144 展示イベント 愛知県 水の週間企画展示（仮） R4.8.1～R4.8.7
田原市中央図書館（愛知県田原
市）

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市民に広く関心を持ってもらうために、水
に関する図書などを特集した展示を実施する。

田原市 田原市企画部企画課 0531-23-3507

145 展示イベント 愛知県 あいちの農業用水展 R4.8.1～R4.8.7
イオンモールナゴヤドーム前（名
古屋市東区）

県内の農業用水の歴史と変遷等を紹介することにより、先人の努
力の積み重ねにより育まれてきた「水」の重要性について広く周
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　他
農林基盤局農地部農地計画課広
域調整G

052-954-6431 －

146 展示イベント 京都府
特別展「市民が写した琵琶湖疏水～昔泳
いだ疏水プールとなつかしの風景写真展
～」

R4.8.2～R4.9.25
京都市
琵琶湖疏水記念館

日本遺産関連事業の一つとして，琵琶湖疏水に関する資料を募
集したところ，市民の皆さまからたくさんのご寄贈を受けることが
できた。そこで今回の特別展では，多く寄せられた写真や資料を
元に，特に疏水の水を用いたプール，そして景観としての疏水に
視線を当てることで，琵琶湖疏水がどのように市民とともにあった
のかを紹介する。

京都市上下水道局 総務部総務課 075－672-7709
https://biwakos
osui-
museum.jp/

https://www.pref.ibaraki.jp/kikaku/mizuto/mizushi/mizu/r03sakubunntennji.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/187449.html
https://www.pref.gifu.lg.jp/page/187449.html
https://biwakososui-museum.jp/
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令和４年度「水の日」関連行事（45都道府県、200行事）

147 展示イベント 京都府 公営企業の事業紹介 R4.8.2～8.4 京都府庁２号館展示ロビー

公営企業においては、電気、水道及び工業用水道の３事業を営み、府民
及び府内事業所のライフラインの安心・安全を支えている。「水」に関連
する３事業のパネル展示を「水の週間」に行うことにより、各事業の安全・
安心に係る取組等について、広く府民にアピールする。

京都府府民環境部建設整備課 京都府府民環境部建設整備課 075-414-5486

148 展示イベント 徳島県 水の週間in那賀川　パネル展示 R4.7.23-24 阿南市役所
水の作文コンクール徳島地方審査優秀作品の展示及び
「水の日」関係ポスターの掲示を行う

水の週間in那賀川実行委員会 水の週間in那賀川実行委員会 088-621-2538

149 展示イベント 徳島県 水の週間in那賀川　パネル展示 R4.8(仮) 阿南市ひまわり会館
水の作文コンクール徳島地方審査優秀作品の展示及び
「水の日」関係ポスターの掲示を行う

水の週間in那賀川実行委員会 水の週間in那賀川実行委員会 088-621-2538

150 展示イベント 香川県 節水展 R4.8.4(12時～16時)
香川用水記念公園（香川県三豊
市）

香川用水記念公園で行われる「水辺の納涼祭」の一画において、
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
のパネル展等を実施する。

節水型街づくり推進協議会 香川県政策部水資源対策課 087-832-3127

151 展示イベント 愛媛県 水の週間パネル展 8月1日～8月7日 愛媛県庁第一別館１階ロビー

「全日本中学生水の作文コンクール愛媛大会」の優秀作文をはじ
め、水循環や節水型社会づくりの推進に関するパネル展示等を
行い、県民に水資源の有限性や水の貴重さなどについて考えて
いただく契機とする。

愛媛県 愛媛県河川課 089-912-2680

152 展示イベント 佐賀県
「筑後川の水」に関する図画・作文・パネ
ル展

R4.7.31～8.5（予定） モラージュ佐賀（佐賀市）
「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）

佐賀県河川砂防課
城原川ダム等対策室

0952-25-7183

153 展示イベント 長崎県 第35回島原水まつり R4.8.6
島原市新町周辺（清流亭・中央公
園・鯉の泳ぐまち）

これまでの水まつりのメインコンテンツである番傘オブジェを中心
に、水まつりの開催実績をパネルなどを展示する。

島原水まつり実行委員会
島原水まつり実行委員会（一般社
団法人　島原青年会議所内）

0957-62-3621

154 展示イベント 沖縄県 沖縄復帰50周年記念パネル展示「沖縄と水の歴史」 R4.7.9～R4.7.10
ANAフィールド浦添（沖縄県浦添
市）

沖縄の水道の歴史及び沖縄県企業局の事業に係るパネル展示
を行い、水確保に苦しんできた歴史や水源地域に対する認識を
深めていただく。

沖縄県企業局 沖縄県企業局総務企画課 098-866-2803
https://www.eb
.pref.okinawa.jp
/

https://www.eb.pref.okinawa.jp/
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令和４年度「水の日」関連行事（45都道府県、200行事）

155 その他 北海道
メールマガジン「ドゥ・ウォーター通信」へ
の関連記事掲載

R4.7.29(公表) -
「水の日」の趣旨等について解説した記事を掲載し、水循環の重
要性について周知を図る。

北海道 北海道企業局工業用水道課 011-204-5677
https://www.pref.ho
kkaido.lg.jp/kg/kgs/
61241.html

156 その他 岩手県 船っこ流し R4.8（予定） 盛岡市　北上川
幽玄な送り盆行事。読経の声の中、花や提灯で飾られた舟に火
が放たれ、夕闇の北上川へ流して精霊を見送る。

盛岡舟っこ流し協賛会 盛岡舟っこ流し協賛会
070－5621－
6210

http://moriokafunek
konagashi.com/

157 その他 岩手県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1
（19：00～21：00予
定）

金ケ崎町役場（胆沢郡金ケ崎町西
根南町22-1）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

金ケ崎町 金ケ崎町役場　生活環境課 0197-42-2111

158 その他 岩手県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1
（19：00～22：00予
定）

大船渡市防災観光交流センター
（大船渡市大船渡町字茶屋前7-
6）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

大船渡市
大船渡市役所　市民環境課環境
衛生係

0192－27-3111
（内線124）

159 その他 岩手県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1
（17：00～26：00予
定）

キャッセン大船渡（大船渡市大船
渡町字野々田12-33）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

大船渡市
大船渡市役所　市民環境課環境
衛生係

0192－27-3111
（内線124）

160 その他 岩手県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1
（19：00～22：00予
定）

マイクロ無線鉄塔(盛岡市紺屋町
1-25)

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

東北電力ネットワーク株式会社岩手支社
東北電力ネットワーク株式会社岩
手支社　総務広報グループ

019-623-5426

161 その他 宮城県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(日　没～22：
00)

大河原町にぎわい交流施設（宮城
県柴田郡大河原町字町196）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため，施
設を「水」を連想させるブルーにライトアップする。

一般社団法人大河原町観光物産協会
一般社団法人大河原町観光物産
協会

0224-53-2141

162 その他 宮城県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(19：00～21：
00)

KIBOTCHA（宮城県東松島市野蒜
字亀岡80）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため，施
設を「水」を連想させるブルーにライトアップする。

貴凛庁株式会社 貴凛庁株式会社 0225-25-7319

163 その他 宮城県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(18：00～21：
00)

松島離宮（ 宮城県宮城郡松島町
松島字浪打浜18番地）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため，施
設を「水」を連想させるブルーにライトアップする。

丸山株式会社 丸山株式会社 022-355-0330

164 その他 茨城県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(19：00～22：
00予定)

水戸芸術館(茨城県水戸市五軒町
1-6-8)

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため，
「水」を連想させるブルーで施設をライトアップする。

公益財団法人水戸市芸術振興財団 水戸芸術館 029-227-8111

165 その他 茨城県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(18：30～21：
00予定)

水戸市水道低区配水塔(茨城県水
戸市北見町2-11)

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため，
「水」を連想させるブルーで施設をライトアップする。

水戸市
水戸市教育委員会事務局教育部
歴史文化財課

029-306-8132

166 その他 茨城県 「水の日」ライトアップ
R4.8.1～R4.8.7(日没
～21:00)

高萩市庁舎（東側）

健全な水循環の重要性について理解と関心を深めるよう8月1日
の「水の日」から8月7日まで、市役所庁舎を水を連想させるブ
ルーにライトアップを実施する。併せて、市報やSNSにて「水の
日」のブルーライトアップを広報する。

高萩市 高萩市水道課 0293-22-3652

167 その他 群馬県 「水の日」ブルーライトアップ R4.8.1 富岡製糸場煙突
水の日として「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えてい
ただくため、市の中心にある富岡製糸場を「水」を連想させるブ
ルーでライトアップします。

富岡市 富岡市役所上下水道経営課 0274-64-1151

168 その他 群馬県 「水の日」ブルーライトアップ R4.8.1 西の河原公園
水の日として「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えてい
ただくため、西の河原公園を「水」を連想させるブルーでライトアッ
プします。

草津町 草津町上下水道課 0279-88-7183

169 その他 千葉県
ちば子ども大学「瑞沢川に鮭の稚魚を放
流する会」

R4.7.31 睦沢町河川
水辺の生き物調べ隊「睦沢町を流れる河川は、生き物が住みや
すい環境にあるかどうか、また、どのような生き物が生息している
のか、水質調査や捕獲調査を実施し実態を明らかにします。」

さわやかちば県民プラザ
さわやかちば県民プラザ事業振興
課

04-7140-8615

https://www.sk
plaza.pref.chiba.
lg.jp/kodomodai
gaku/

170 その他 神奈川県
「水の日」ブルーライトアップ【神奈川県庁
本庁舎】

R4.8.1（19:00～
21:00）

神奈川県庁本庁舎（神奈川県横
浜市中区日本大通１）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

神奈川県 神奈川県土地水資源対策課 045-285-0049 -

171 その他 神奈川県
「水の日」ブルーライトアップ【高座クリーン
センター】

R4.8.1～R4.8.7（日没
～20:00）

高座クリーンセンター（神奈川県海
老名市本郷１番地の１）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

高座クリーンセンター 高座クリーンセンター 046-238-2094 -

172 その他 神奈川県
「水の日」ブルーライトアップ【名水はだの
富士見の湯】

R4.8.1～R4.8.7（日没
～22:00）

名水はだの富士見の湯（神奈川
県秦野市曽根4553－１）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

名水はだの富士見の湯 名水はだの富士見の湯 0463-82-1026 -

https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kg/kgs/61241.html
http://moriokafunekkonagashi.com/
https://www.skplaza.pref.chiba.lg.jp/kodomodaigaku/


【別紙】

No. 行事種別 都道府県 行事名 開催日 開催場所 内容 主催・共催 お問い合わせ先 電話番号 イベントURL

令和4年7月22日現
在
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173 その他 神奈川県 江の島シーキャンドルブルーライトアップ R4.8.1～R4.8.7 江の島シーキャンドル
国から協力依頼のある「８月１日の水の日に合わせて施設をブ
ルーにライトアップする」ことの一環として、江の島島内にある展
望灯台を青色にライトアップするもの。

藤沢市 環境総務課 総務・温暖化対策担
当 職員

藤沢市　環境総務課 総務・温暖
化対策担当

0466-50-3529 -

174 その他 神奈川県
「水の日」ブルーライトアップ【小田原城天
守閣】

R4.8.1（20:00～
20:30）

小田原城天守閣（神奈川県小田
原市城内6-1）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

小田原市上下水道局経営総務課 小田原市上下水道局経営総務課 0465-41-1202 -

175 その他 神奈川県
「水の日」ブルーライトアップ【アミューあつ
ぎ】

R4.8.1（18:30～
22:00）

アミューあつぎ（神奈川県厚木市
中町2丁目12-15）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

厚木市文化生涯学習課 厚木市文化生涯学習課 046-225-2833 -

176 その他 神奈川県
「水の日」ブルーライトアップ【平塚駅南口
広場　人魚像「海の賛歌」】

R4.8.1（日没～
22:00）

平塚駅南口広場（神奈川県平塚
市八重咲町２）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、南
口広場の噴水中央に設置された文化勲章受賞の澤田政廣氏に
よって制作された人魚像「海の讃歌」を「水」を連想させるブルー
でライトアップいたします。

平塚市土木部道路管理課 平塚市土木部道路管理課 0463-21-8794 -

177 その他 新潟県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(18：00～1：00
予定)

田上町交流会館(新潟県南蒲原郡
田上町）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

田上町 田上町地域整備課施設整備係 0256-47-1201

178 その他 石川県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(日没～22:00
予定)

金沢城　石川門
「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

石川県 石川県土木部公園緑地課 076-225-1772

179 その他 石川県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1(日没～21:30
予定)

石川県西田幾多郎記念哲学館
「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

かほく市 かほく市上下水道課 076-283-7106

180 その他 長野県 河川を美しくする運動 R04.07.01～08.31 飯山市内全域（地区ごとに実施）
各地区が地区内の小河川、水路の草刈り、泥上げ、ごみ拾い等
を行う。

飯山市 飯山市市民環境課 0269-67-0726

181 その他 長野県 のぼり旗、横断幕設置 R4.7.29～8.7 長野県佐久市役所
佐久市役所に訪れる住民が見やすい位置にのぼり旗や横断幕を
設置することで、水の日及び水の週間についての周知・啓発を行
う。

佐久市 佐久市環境部環境政策課 0267-62-2917

182 その他 静岡県
第45回静岡県小中学生水の週間記念作
文コンクール表彰式

R4.8.3 静岡県庁別館８階第１会議室
静岡県小中学生水の作文コンクール表彰式、知事賞作品朗読、
水に関する体験教室を実施する。

静岡県
静岡県くらし・環境部環境局水資
源課

054-221-2256

183 その他 静岡県 水の出前教室 R4.6～10 県内小学校
次代を担う小学生に対し、水資源の重要性や水質保全の認識を
啓発するため、職員を派遣し、水の出前教室を実施する。

静岡県
静岡県くらし・環境部環境局水資
源課

054-221-2256

184 その他 三重県 伊賀上野城ブルーライトアップ R4.8.1 伊賀上野城（伊賀市上野丸之内）
８月１日「水の日」に、より多くの人が「水の大切さ」や「健全な水
環境」について考えていただくため伊賀上野城をブルーライトアッ
プする

伊賀市 伊賀市建設部建設管理課 0595-22-9723
https://www.cit
y.iga.lg.jp/00000
10363.html

185 その他 滋賀県 びわ湖の日連続講座 7月～8月末 オンライン配信
「びわ湖の日」をテーマに琵琶湖と人の様々な関わりから、琵琶
湖の価値や課題を見つめ直す連続講座を行う。

滋賀県環境政策課 滋賀県環境政策課 077-528-3453
https://www.pref.shig
a.lg.jp/biwakatsu/

186 その他 京都府 打ち水大作戦 R4.8.1
京都市南区
京都市上下水道局本庁舎前他

雨水タンクにたまった雨水や下水の高度処理水を使い，周辺気
温を下げる効果のある「打ち水」を実施予定。ヒートアイランド対
策や雨水の利用促進，環境意識の向上の取組としている。
※例年，近隣の協力事業者，京都学生祭典実行委員と共に実施
しているが，新型コロナウイルス感染拡大防止のため，令和2年
度から上下水道局職員のみで実施している。

京都市上下水道局 下水道部管理課 075-672-7838
7月下旬
ＨＰ掲載予定

187 その他 京都府
８月１日「水の日」にブルーライトアップ！
～日本を青く染めて、「水の大切さ」を考
えよう～

R4.8.1 京都府庁　旧館

国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解と関心を
深めるための普及啓発活動の一環として、８月１日「水の日」に主
要な施設においてブルーライトアップ（青色の光でのライトアップ）
を行う。

京都府府民環境部公営企画課 京都府府民環境部公営企画課 075-414-4772

188 その他 奈良県 津風呂湖 夏の清掃活動 R4.7.3 吉野郡吉野町津風呂湖
津風呂湖を地域住民と一般保養者及び観光客のために清浄に
保ち、水と親しむ健康的な憩いの場とすることを目的に実施。

津風呂湖自然を守る会 津風呂湖自然を守る会 0746-32-8201 －

189 その他 奈良県 丹生津風呂神社例祭 R4.7.10 吉野郡吉野町河原屋
大和、紀伊両平野の安定した農業に不可欠な豊かな水の確保の
ため、津風呂の湖が永遠に湛えられることを祈願して、毎年、丹
生津風呂神社にて例祭を執り行っています。

丹生津風呂神社奉賛会 大和平野土地改良区 0744-22-2052 －

190 その他 岡山県 水の日記念式 未定（8/1前後） 倉敷市船穂町高梁川取水口
米と浄水を供え、水道事業の安全を祈念するとともに、自然の恵
みに感謝の意を表す。

笠岡市上下水道部水道課 笠岡市上下水道部水道課 0865-63-0702

https://www.city.iga.lg.jp/0000010363.html
https://www.pref.shiga.lg.jp/biwakatsu/
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令和４年度「水の日」関連行事（45都道府県、200行事）

191 その他 香川県 「水の日」ブルーライトアップ R4.8.1(19時～23時)
高松シンボルタワー（香川県高松
市）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

高松シンボルタワー管理協議会、香川県
他

香川県政策部水資源対策課 087-832-3128

192 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ 8月1日 松山城（愛媛県松山市丸之内１）
「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーにライトアップする。

松山市 松山市水資源対策課 089-948-6947

193 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ 8月1日
あかがねミュージアム(愛媛県新
居浜市坂井町二丁目８－１)

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

あかがねミュージアム運営グループ
あかがねミュージアム運営グルー
プ

0897-31-0305

194 その他 愛媛県 懸垂幕の掲示 8月1日～8月7日
四国中央市水道局庁舎、
新宮配水管理事務所、
富郷配水管理事務所

懸垂幕を掲示し、市民に水の貴重さを啓発する。 四国中央市水道局 四国中央市水道局 0896-28-6452

195 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ 8月1日 しこちゅ～ホール
「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

NPO法人四国中央市公共施設管理運営
センター

NPO法人四国中央市公共施設管
理運営センター

0896-59-4510

196 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ 8月1日 愛媛県庁本館ドーム
「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

愛媛県 愛媛県河川課 089-912-2680

197 その他 高知県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1（日没後～
22:00予定）

高知城（高知県高知市丸ノ内１丁
目２－１）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

高知県 高知県土木部河川課 088-823-9839

198 その他 高知県 「水の日」ブルーライトアップ
R4.8.1～R4.8.7
（19:00～21:00）

鏡ダム（高知県高知市鏡今井
2552番１号）

「水の大切さ」や「健全な水循環」について考えていただくため、施
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

高知県 高知県土木部河川課 088-823-9839

199 その他 鹿児島県 自然探究講座　海水ってどんな水？ R4.7.23
鹿児島市
かごしま環境未来館

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 公益財団法人かごしま環境未来財団 かごしま環境未来館 099-806-6666

200 その他 鹿児島県
あこがれの海上保安官と一緒に～未来に
残そう青い海！～

R4.7.26
鹿児島市
かごしま環境未来館

海の安心・安全や豊かな海はどうやって保たれているのか、海上
保安庁の仕事を通じて知る講座

公益財団法人かごしま環境未来財団 かごしま環境未来館 099-806-6666


