
内　容

内　容

内　容

主　催 神奈川県水源環境保全・再生かながわ県民会議

連絡先 神奈川県水源環境保全課　水源企画グループ

TEL 045-210-4358

URL -

参加型イベント 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）

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）

開催日 R4.8.6

場　所 足柄上郡松田町

主　催 神奈川県水源環境保全課

連絡先 神奈川県水源環境保全課　水源企画グループ

TEL 045-210-4358

URL -

展示イベント 森や水を守る取組を知ろう！（仮）

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）

開催日 R4.6.29～R4.7.30

場　所 かながわ県民センター

主　催

連絡先

TEL

URL

 神奈川県土地水資源対策課水政室水政グループ

 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 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

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。

開催日

場　所

神奈川県①

R4.7.27

神奈川県庁本庁舎４階正庁



内　容

内　容

内　容

主　催  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

連絡先  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

TEL 044-200-3097

URL  https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.html

参加型イベント 山北町―川崎市交流事

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。

開催日  R4.7.26（第1回）R4.8.5（第2回）

場　所 山北町立共和のもりセンター

主　催 横浜市水道局

連絡先 横浜市水道局広報課

TEL 045-671-3084

URL -

参加型イベント YOKOHAMA Save The Water 2022

「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

開催日 R4.8.3

場　所 横浜市庁舎1階アトリウム

主　催 県民との協働による森林づくり実行委員会

連絡先 神奈川県水源環境保全課

TEL 045-285-0336

URL https://ktm.or.jp/

神奈川県②

参加型イベント やどりき水源林のつどい

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。

開催日 R4.8.6

場　所 足柄上郡松田町寄地内



内　容

内　容

内　容

主　催  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

連絡先  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

TEL 044-200-3097

URL https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.html

参加型イベント 水とかがやく未来館夏休み見学会

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。

開催日 R4.8.18

場　所 水とかがやく未来館

主　催  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

連絡先  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

TEL 044-200-3097

URL  https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.html

参加型イベント 夏休み下水道教室

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。

開催日 R4.8.15

場　所 かわさき下水道広報施設ワクワクアクア

主　催  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

連絡先  川崎市上下水道局サービス推進課[広報サービス]

TEL 044-200-3097

URL  https://www.city.kawasaki.jp/800/page/0000139939.html

神奈川県③

参加型イベント 夏休み水道教室

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。

開催日 R4.8.10

場　所 宮ヶ瀬ダム、水とかがやく未来館



神奈川県④

R4.8.1

藤沢市役所　本庁舎　サンセット広場

主　催

連絡先

TEL

URL

藤沢市　環境総務課 総務・温暖化対策担当

藤沢市 環境総務課 総務・温暖化対策担当 職員

0466-50-3529

https://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/kankyou-s/machizukuri/kankyo/kehatsu/uchimizu.html

参加型イベント 打ち水

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。

開催日

場　所

内　容

主　催 藤沢市 環境総務課 総務・温暖化対策担当 職員

連絡先 藤沢市　環境総務課 総務・温暖化対策担当

TEL 0466-50-3529

URL -

展示イベント 啓発パネル展

「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。

開催日 R4.8.1～R4.8.5

場　所 藤沢市役所　本庁舎　１階ラウンジ

内　容

主　催 秦野市

連絡先 秦野市環境共生課

TEL 0463-82-9618

URL -

参加型イベント 第６回秦野名水フェスティバル

「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。

開催日 R4.8.6

場　所 クアーズテック秦野カルチャーホール

内　容



神奈川県⑤

参加型イベント 秦野名水巡りスタンプラリー

「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。

開催日 R4.7.21～8.31

場　所 秦野市全域

内　容

参加型イベント 水生生物教室「夏休み自然教室in金目川」

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。

開催日 R4.7.22

場　所 金目川流域

主　催 秦野市

連絡先 秦野市環境共生課

TEL 0463-82-9618

URL -

内　容

主　催 秦野市

連絡先 秦野市環境共生課

TEL 0463-82-9618

URL -

主　催 寒川町(共催　さむかわエコネット)

連絡先 寒川町環境経済部環境課

TEL 0467-74-1111

URL http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/soshiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/event/ikimono/1470720933453.html

参加型イベント 川の生き物調査隊

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。

開催日 R4.7.23

場　所 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)

内　容



神奈川県⑥

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）

主　催

連絡先

TEL

URL

神奈川県土地水資源対策課

神奈川県

045-285-0049

-

PRイベント 「水の日」ブルーライトアップ【神奈川県庁本庁舎】

「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。

開催日

場　所

主　催 高座クリーンセンター

連絡先 高座クリーンセンター

TEL 046-238-2094

URL -

PRイベント 「水の日」ブルーライトアップ【高座クリーンセンター】

「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。

開催日 R4.8.1～R4.8.7（日没～20:00）

場　所 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）

主　催 名水はだの富士見の湯

連絡先 名水はだの富士見の湯

TEL 0463-82-1026

URL -

PRイベント 「水の日」ブルーライトアップ【名水はだの富士見の湯】

「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。

開催日 R4.8.1～R4.8.7（日没～22:00）

場　所 名水はだの富士見の湯（神奈川県秦野市曽根4553－１）

内　容

内　容

内　容



神奈川県⑦

PRイベント ブルーライトアップ【江の島シーキャンドル】

「水の週間」を含む7月～8月は、毎日、施設が「水」を連想させるブルーにライトアップされま
す。

開催日 R4.7.1～R4.8.31（18:00～22:00）

場　所 江の島シーキャンドル（神奈川県藤沢市江の島2丁目3-28）

PRイベント 「水の日」ブルーライトアップ【小田原城天守閣】

「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。

開催日 R4.8.1（20:00～20:30）

場　所 小田原城天守閣（神奈川県小田原市城内6-1）

主　催 藤沢市 

連絡先 藤沢市　環境総務課

TEL 0466-50-3529

URL -

PRイベント 「水の日」ブルーライトアップ【アミューあつぎ】

「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。

開催日 R4.8.1（18:30～22:00）

場　所 アミューあつぎ（神奈川県厚木市中町2丁目12-15）

主　催 小田原市上下水道局経営総務課

連絡先 小田原市上下水道局経営総務課

TEL 0465-41-1202

URL -

主　催 厚木市文化生涯学習課

連絡先 厚木市文化生涯学習課

TEL 046-225-2833

URL -

内　容

内　容

内　容



神奈川県⑧

PRイベント 「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」】

「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。

開催日 R4.8.1（日没～22:00）

場　所 平塚駅南口広場（神奈川県平塚市八重咲町２）

※令和4年度初実施のためイメージ

主　催 平塚市土木部道路管理課

連絡先 平塚市土木部道路管理課

TEL 0463-21-8794

URL -

内　容


