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政府は、水の貴重さや水資源開発の重要性に対する国民の関心を高め、理解を深めるため

に、毎年８月１日を「水の日」とし、この日を初日とする一週間を「水の週間」として定め

（昭和 52 年（1977 年）５月 31 日閣議了解）、水に関する各種の活動を国、地方公共団体及

び関係諸団体の緊密な協力のもとに実施している。 

また、平成 26 年７月に施行された水循環基本法において、「水の日」は８月１日と定めら

れ、国民の間に広く健全な水循環の重要性についての理解や関心を深める日として、法定化

された。 

水の恵みや健全な水循環の重要性について広く国民の理解と関心を深めるため、「水の日」

及び「水の週間」を中心に次の活動が実施された（表５－１－１～４）。 

 

表５－１－１  「水の日」「水の週間」に関する行事の概要（202１年度） 

 

  

行事名 開催日 開催場所 主催・共催 人　数 内　　　　　　　　　　　　　　容

水の週間中央行事
「水を考えるつどい」

R3.8.2
パークタワーホール
（東京都新宿区）

水循環政策本部、国土
交通省、東京都、水の
週間実行委員会

約70名
基調講演、全日本中学生水の作文コンクール最優秀賞受
賞者のオンライン表彰、作文の朗読、パネルディスカッショ
ンを実施した。

第43回全日本中学生
水の作文コンクール

- 全国各地
水循環政策本部、国土
交通省、都道府県

-
「水について考える」をテーマとして、中学生を対象に水の
作文コンクールを実施した。令和３年度は351校より総数
13,025編の応募があった。

令和３年度
水資源功績者表彰

- - 国土交通省 -

水資源行政の推進に関し、特に顕著な功績のあった個人
及び団体に対して、国土交通大臣表彰を授与した（表彰
式は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点
から取りやめた）。

第36回水とのふれあい
フォトコンテスト

- - 水の週間実行委員会 -

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
とに資する写真作品を募集し、フォトコンテストを実施し
た。また、若年層も含めてより広く作品を募集するSNS部
門コンテストを実施した。

その他 - 全国各地 都道府県等 -
全国各地で①講演会、②展示会など多彩な催しを実施し
た
（詳細は表5-1-3参照）。
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表５－１－２  第 45 回「水の週間」（2021 年度）都道府県等行事一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）「ポスター」欄の○は、全国共通版（国土交通省作成）を配布したことを示し、◎は都道府県等で独自に作成したものも配布したことを示す。 
「パンフレット」欄の◎は都道府県等で独自に作成したものを配布したことを示す。 
「水の作文コンクール」欄の◎は、都道府県レベルでの「地方表彰」を行っていることを示す。 
それ以外の○は、都道府県が独自に取り組んでいることを示し、◎は都道府県に加え市町村等が独自に取り組んでいることを示し、 
☆は市町村等のみが独自に取り組んでいることを示す。 
 

テ
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懸
垂
幕
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横
断
幕

電
光
掲
示
板
・
立
看
板

全国 47 7 2 6 2 19 47 2 8 7 15 38 12

北海道 ○ ☆ ◎ ◎ ○

青森県 ○ ☆ ◎ ○

岩手県 ○ ◎ ○

宮城県 ○ ○ ◎ ○

秋田県 ○ ○

山形県 ○ ○ ☆ ☆

福島県 ○ ◎ ◎

茨城県 ○ ◎ ○ ○ ○

栃木県 ○ ◎ ◎ ○ ○ ○ ○

群馬県 ○ ◎ ○

埼玉県 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

千葉県 ○ ○ ◎ ◎ ○ ○

東京都 ○ ○ ◎ ○ ○

神奈川県 ○ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆ ◎ ◎ ☆

新潟県 ○ ◎ ○ ○

富山県 ○ ◎ ○

石川県 ○ ◎

福井県 ○ ○ ○ ☆

山梨県 ○ ○ ☆ ☆

長野県 ○ ◎ ○

岐阜県 ○ ◎ ◎ ○

静岡県 ◎ ◎ ☆ ◎ ◎ ◎

愛知県 ○ ☆ ◎ ◎ ○

三重県 ○ ◎ ○

滋賀県 ○ ◎ ○ ○

京都府 ○ ◎ ◎ ◎

大阪府 ○ ☆ ☆ ☆ ☆ ◎ ☆ ☆

兵庫県 ○ ◎ ◎ ◎ ◎ ☆

奈良県 ○ ◎ ◎ ○

和歌山県 ○ ◎ ○

鳥取県 ○ ○

島根県 ○ ◎ ○ ○ ○

岡山県 ○ ○ ☆ ☆ ☆

広島県 ○ ◎ ◎

山口県 ○ ◎ ○

徳島県 ○ ○ ○ ◎ ○

香川県 ○ ◎ ○ ◎ ○ ○ ○

愛媛県 ○ ☆ ◎ ◎ ○ ◎ ◎

高知県 ○ ◎ ◎ ○

福岡県 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

佐賀県 ○ ○ ◎ ○

長崎県 ○ ◎ ☆ ◎

熊本県 ○ ☆ ○ ○ ☆ ○

大分県 ○ ◎ ○ ○

宮崎県 ○ ◎ ○ ○ ○ ○

鹿児島県 ○ ◎ ☆ ☆

沖縄県 ○ ◎ ◎ ○

広報・ＰＲ活動等　　　項目
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表５－１－３  全国各地で行われた水に関する地域行事（2021 年度） 

 

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 人　数

1 見学イベント 愛知県 夏休み水の教室 R3.8.3
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。）

豊橋市上下水道局 20

2 見学イベント 神奈川県
１００周年記念見学会～水とかがやく
未来館～

第1回：R3.8.12
第2回：R3.8.19

水とかがやく未来館（長沢浄水場広報施設
川崎水道100周年の歴史と、水道水ができるまでをわかりやすく
解説する見学会です。

川崎市 53

3 見学イベント 神奈川県 夏休み下水道教室 R3.8.10
入江崎水処理センター
入江崎総合スラッジセンター

川崎市の下水道広報施設を見学することができます。 川崎市 16

4 見学イベント 愛知県 水道施設一般公開 R3.8.1～8.7
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。

豊橋市上下水道局 114

5 見学イベント 大阪府
親子施設見学バスツアー
つかった水がきれいになるまで

R3.7.30、8.2
豊中市原田西町1-1
（猪名川流域下水道原田処理場）

小学生と保護者を対象に、施設見学や微生物の観察を通して下
水の処理過程を学んでもらうほか、大阪国際空港を見渡せるス
カイランドHARADAへ案内。

豊中市上下水道局 20

6 参加型イベント 岩手県
第302回例会・少年少女ホタルウオッ
チング

R3.7.10 岩手県雫石町
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 5

7 参加型イベント 岩手県 第45回あゆ釣り教室 R3.7.4 中津川（岩手県盛岡市）

中津川流域におけるあゆ釣り解禁日（令和３年７月４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の提供するとともに釣りマナーの啓発を図
るもの。

盛岡市 40

8 参加型イベント 岩手県
第303回例会・少年少女虫壁川水生
物ウオッチング

R3.8.7 岩手県盛岡市
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 7

9 参加型イベント 埼玉県 さいたま打ち水大作戦２０２１ R3.7.17 コクーンシティ　コクーン２　コクーンひろば
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 300

10 参加型イベント 千葉県 やさしいカヌー基礎編 R3.7.4、8.1 千葉県立水郷小見川青少年自然の家 施設内カヌー練習施設「ミニハーバー」でカヌーの体験会を行う 千葉県立水郷小見川青少年自然の家 41

11 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 R3.7.22～23 千葉県立鴨川青少年自然の家
鴨川青少年自然の家の特色であるシーカヤックをとおして、マリ
ンスポーツを楽しむとともに、親子の絆を深める。

千葉県立鴨川青少年自然の家 22

12 参加型イベント 千葉県 親子見学会 R3.7.28 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 12

13 参加型イベント 千葉県 真夏のウォータースプラッシュ R3.8.10 千葉県立鴨川青少年自然の家
塩ビ管の特性を生かしたオリジナルな水鉄砲を作り、その水鉄
砲を使ってゲームを楽しむ。

千葉県立鴨川青少年自然の家 26

14 参加型イベント 東京都
第36回水とのふれあいフォトコンテス
ト

R3.8.1(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 －

15 参加型イベント 神奈川県 秦野名水巡りスタンプラリー R3.7.22～R3.8.29 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５
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 －

16 参加型イベント 神奈川県 第５回秦野名水フェスティバル R3.8.1
クアーズテック秦野カルチャーホール（秦野
市文化会館）

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、名水水族館ツアー等を開
催。

秦野市 94

17 参加型イベント 富山県 うおづの田んぼ親子体験会 R3.7.17 魚津市
小学生の親子10組が、魚津の水循環遺産をバスでめぐり、米づ
くりに直結する魚津の自然や水の豊かさを学ぶ。

魚津市農林水産課 20

18 参加型イベント 福井県 思いっきり川遊び R3.8.1 打波川
川に親しむ体験活動を通して、子どもたちに古里の自然環境や
地球の水循環の仕組みを学んでもらう。

大野市環境・水循環課 16

19 参加型イベント 福井県 ダックレース R3.8.1 木瓜川
住民に水や水辺環境に目を向けてもらうため、ダックレースを実
施

下庄を楽しむプロジェクト事務局 366

20 参加型イベント 長野県 森と水に親しむ旬間 R3.7.21～7.31 伊那市ほか５か所
ダム、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 170

21 参加型イベント 愛知県 水に関する標語の募集
R3.6.25～7.20（募集
期間）　R3.8.2～
8.13(展示期間)

（優秀作品の展示）尾張旭市役所１階ロ
ビー

「水の日」や「水の週間」にちなみ、水資源の有限性や水の大切
さに対する関心を高め理解を深めていただくことを目的として、
「水」の貴重さや「水」の大切さ、ありがたみ等を主なテーマとした
水に関する標語を募集します。

尾張旭市 95

22 参加型イベント 滋賀県 びわこルールキッズ２０２１ R3.7.1～10.31 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
246

23 参加型イベント 大阪府 自然楽習会in大正川 R3.7.22 大正川（大阪府茨木市） 親子で川に入り、淡水魚を中心に捕獲し観察を行う。 茨木市産業環境部環境政策課 38

24 参加型イベント 大阪府
生きもの調査員養成連続講座　第４
回「街を流れる川の生きもの観察」

R3.7.31 安威川・茨木川合流地（大阪府茨木市） 川に入って生きものを捕獲し、観察を行う。 茨木市産業環境部環境政策課 19

25 参加型イベント 大阪府
夏休み自由研究　上下水道まなび隊
オンライン！

R3.8.8 オンライン形式（参加者宅）

例年開催している上下水道まなび隊史上初のオンラインで実
施。メインテーマは‘身近な水環境を知ろう！’大阪府立大学・中
桐准教授とのコラボ開催で、水環境保全の大切さについて小学
生向けにお伝えする。

堺市上下水道局 －

26 参加型イベント 大阪府 みんなで打ち水 R3.7.23～R3.8.23 枚方市内各所

打ち水による涼を体験してもらい、各家庭での打ち水普及や、市
民の環境保全意識の高揚を図るため、市ホームページや広報紙
などで市内各家庭や事業所での打ち水の実施を呼びかける。ま
た、期間内に市役所前のふれあい通りにて打ち水を行う。

枚方市 6

27 参加型イベント 大阪府
クールダウン・枚方～みんなで打ち
水大作戦～

R3.8.2 枚方市内の公共施設・事業所等
枚方市公共施設や、枚方市内の事業所で同時刻に一斉に打ち
水を行う。

枚方市 －

28 参加型イベント 兵庫県 夏休み　みんなで打ち水！2021

R3.7.27
R3.7.28
R3.8.4
R3.8.10
R3.8.13（中止）
R3.8.29（中止）

中央北生涯学習プラザ
立花庁舎
武庫西生涯学習プラザ
園田西生涯学習プラザ
小田南生涯学習プラザ
大庄元気むら～コープさんとこ～

参加者が水や大気について関心をもち考える機会となるよう、
ヒートアイランド現象や地球温暖化対策の誰でもできる取り組み
として打ち水を行う。同時に地球温暖化についての講話も行う。

尼崎市、あまがさき環境オープンカレッジ実行
委員会

300

29 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 R3.8.5 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＞川上村水源地課、大和平野土地改良
区、＜協力＞森と水の源流館、奈良県農村振
興課

18

30 参加型イベント 奈良県 第1回津風呂湖カヌー大会 R3.7.11 吉野郡吉野町津風呂湖

津風呂ダムにおいて、来年5月に開催予定の「ワールドマスター
ズゲーム ズ2021関西」カヌースプリント競技大会を控え、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 して大会を開催する。

津風呂湖カヌークラブ 100

31 参加型イベント 山口県 親と子の水辺の教室 R3.8.7 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。

宇部市 22

32 参加型イベント 徳島県 交流体験inよしのがわ　上流編 R3.7.25
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 19

33 参加型イベント 徳島県 交流体験inよしのがわ　中流編
①R3.7.22
②R3.8.1

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 39

34 参加型イベント 徳島県 交流体験inよしのがわ　下流編 R3.8.6
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 14

35 参加型イベント 愛媛県 水と親しむ青空教室 R3.7.25 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 15

36 参加型イベント 愛媛県 自然と遊ぼうDAY！ R3.7.27 松山市玉谷町　せせらぎ公園
7月21日から31日の｢森と湖に親しむ旬間｣の行事として｢自然と
遊ぼうDAY！｣を開催し、森林ダムと水道との関わり、重要性に
ついて、市民の関心を高め、理解を深めることを目的とする。

石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会(松山河川国道事務所60
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37 参加型イベント 愛媛県 石手川＆森の探検隊 R3.8.1 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 26

38 参加型イベント 長崎県 第３4回島原水まつり R3.8.3〜8.6 島原市新町周辺（清流亭、中央公園）
番傘オブジェを中心に、過去３２回の水まつりをパネルとその
時々で使用された物（レプリカ）などを合わせて展示する、観覧型
の水まつりを開催。

島原水まつり実行委員会 1200

39 参加型イベント 大分県 わくわく上下水道たんけん隊 R3.8.4～8.5
8月4日：古国府浄水場（大分市花園）
8月5日：弁天水資源再生センター（大分市
弁天）

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。

大分市上下水道局 32

40 参加型イベント 鹿児島県 甲突川リバーフェスティバル R3.7.17、7.18
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 4800

41 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～

R3.8.6
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、水の川と生き物と人のつな
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する。

鹿児島市 44

42 参加型イベント 東京都
水はめぐるオンラインツアー
～水はどこからきて、どこへ行くの？
～

R3.8.22 オンライン開催
オンラインで水の循環を学ぶセミナーを開催し、水源池（水源林、
貯水池）→浄水場→水再生センターを録画映像で紹介しながら、
クイズや質問タイムをはさんで、水の循環を学んでもらう。

環境省 34

43 シンポジウム 東京都 水を考えるつどい R3.8.2 パークタワーホール（東京都新宿区）
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　他 －

44 シンポジウム 滋賀県
「びわ湖の日」40周年記念シンポジ
ウム

R3.7.11
琵琶湖博物館（オンライン配信も併せて行
う。）

「びわ湖の日」40周年を記念し、琵琶湖に関するこれまでの取組
を振り返り、今を見つめ直し、これからを考えるシンポジウムを行
う。

滋賀県 432

45 シンポジウム 熊本県
第4回アジア・太平洋水サミット開催
記念イベント

R3.8.1 ホテル日航熊本
地下水保全顕彰制度認定書交付式、パネルディスカッション等を
実施する。

（公財）くまもと地下水財団、
第4回アジア・太平洋水サミット熊本市運営委員
会　他

－

46 シンポジウム 東京都
シンポジウム「健全な水循環と新た
な地域づくり」

R3.8.26 オンライン開催

地域資源としての水に着目し、健全な水循環と地域づくりに関す
る取組について、有識者からの話題提供や地方公共団体の先
進的事例を紹介すると共に、地域における健全な水循環の取組
を推進していくために必要な視点や要素等について意見交換し
ます。

環境省 272

47 PRイベント 栃木県 水の日イベント R3.8.5 道の駅はが（栃木県芳賀郡芳賀町） 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 200

48 PRイベント 埼玉県 埼玉打ち水の環2021 R3.7.1～8.31 ―
「埼玉打ち水の環2021」ホームページにて、打ち水を行う個人や
団体を募集。登録いただいた打ち水の開催情報を、同ページ上
で掲載・告知する。

埼玉県地球温暖化防止活動推進センター（特定
非営利活動法人環境ネットワーク埼玉）　他

273

49 PRイベント 神奈川県
株式会社サンオータスとのコラボ企
画
（水の日キャンペーン）

R7/31～8/7
株式会社サンオータスが展開するガソリン
スタンド、レンタカー、ほけんの窓口など市
内25か所

来場者への水源林間伐材で作ったウッドチップ、ペットボトル水
「はまっ子どうしthe　water」の配布とパネルの展示

横浜市 －

50 PRイベント 愛知県
木曽三川流域連携及び安心・安全で
おいしい水道水のPR

R3.8.1～8.7 イオンモール新瑞橋（名古屋市南区）
木曽三川流域フォトコンテスト2020入賞作品の展示、啓発グッズ
の配布、なごやのおいしい水道水PR用「名水」缶の配布等を行
う。

木曽三川流域自治体連携会議・名古屋市上下
水道局

－

51 PRイベント 兵庫県
兵庫県「水の日・水の週間イベント」
（リフパーまつりへの出展）

R3.8.1 リフレッシュパーク市川 水資源に関する広報、水道水の美味しさや安全性をＰＲするため、
兵庫県企画県民部ビジョン局ビジョン課エネル
ギー対策班（リフパーまつり主催：市川町地域
振興課）

200

52 ＰＲイベント 岡山県 懸垂幕による啓発 R3.8.1～.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 －

53 PRイベント 愛媛県 懸垂幕の掲示 R3.8.1～8.7
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 －

54 PRイベント 高知県
まちかど・水・キャンペーンin高知
2021

R3.8.4(10：00～16：
00)

イオンモール高知（高知市秦南町１丁目４
－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、
パネル展示やミニセミナー等を実施。

独立行政法人水資源機構吉野川本部、高知
県、高知市上下水道局、四国電力株式会社

150

55 表彰式 富山県
富山県中学生水の作文コンクール表
彰式

R3.8 富山県庁 第43回全日本中学生水の作文コンクールに係る富山県表彰 富山県 16

56 表彰式 静岡県
第44回静岡県小中学生水の作文コ
ンクール表彰式

R3.8.4 静岡県庁（静岡県静岡市葵区）
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 19

57 表彰式 京都府 中学生水の作文コンクール表彰式 R3.8.4 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 27

58 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

R3.8.4 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 27

59 表彰式 和歌山県
第43回全日本中学生水の作文コン
クール表彰式

R3.8.4 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 3

60 表彰式 愛媛県 「水」への絵はがき　表彰式及び展示 R3.8月第1週～8.31 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 11

61 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

R3.8.3～8.4 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」、「水
資源が育む北海道の魅力」等の発信・周知を目的に啓発パネル
展を実施する。

北海道 375

62 展示イベント 北海道 帯広の水を見る週間 R3.7.26～7.30 帯広市役所１階　市民ホール
水の大切さや災害対策の重要性について再認識していただくこ
とを目的とし、
上下水道部の業務内容などを紹介したパネル展示を実施した。

帯広市公営企業 －

63 展示イベント 青森県 「水の日」ポスター・写真展 R3.7.30～8.10
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』の入賞者の作品等
を展示する。

八戸圏域水道企業団 980

64 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

R3.9.9～9.16 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

茨城県県民生活環境部水政課 －

65 展示イベント 埼玉県 農業土木展示室展示
R3.8月
※平日のみ開催

関東農政局土地改良技術事務所
（川口市）

パネル掲示（農業用水に関する事項等） 関東農政局土地改良技術事務所 －

66 展示イベント 千葉県 水の作文コンクール受賞作品展示 R3.8.2～8.6 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 －

67 展示イベント 神奈川県 水の週間　パネル展示 R3.8.2～R3.8.6 藤沢市役所本庁舎1階ラウンジ
水の日ポスター、水の週間や打ち水の効用等の説明パネルの
展示。他に、COOL CHOICEの説明パネルも展示

藤沢市環境総務課総務・温暖化対策担当職員 －

68 展示イベント 福井県 水の週間パネル展 R3.8.10～8.13
福井県庁
県庁ホール

水資源についてのパネルを展示 福井県土木部河川課 －

69 展示イベント 福井県
御清水ライトアップと結楽座てぬぐい
回廊

R3.7.16～R3.10.3
御清水
結楽座及び平成大野屋洋館テラス

８月１日の水の日にちなんで、日々の名水の恵みへの感謝の気
持ちを表すとともに観光地としての魅力向上を目的に親水空間
である御清水と結楽座周辺を装飾し、鮮やかで涼やかな城下町
の風情を演出します。

大野市観光交流課 －

70 展示イベント 岐阜県 地下水に関するパネル展 R3.7.2～8.26
揖斐川町役場、山県市役所、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 －

71 展示イベント 岐阜県 水資源・水循環に関するﾊﾟﾈﾙ展 R3.7.28～8.15
ぎふメディアコスモス（岐阜市）、OKBふれ
あい会館（岐阜市）

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 －

72 展示イベント 愛知県 あいちの農業用水展 R3.8.1～8.9 イオンモール大高（名古屋市緑区）

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を
実施する。

愛知県　他 －

73 展示イベント 愛知県 「水の週間」PR展示 R3.8.1～8.7 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 －
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74 展示イベント 京都府 公営企業の事業紹介 R3.7.30～8.3 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。
その事業の一つである「水道事業」に関連した「水の週間」（８月
１日～８月７日）に３事業のパネル展示を行うことにより、各事業
の安心・安全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 540

75 展示イベント 京都府
特別展「琵琶湖疏水が支えた京都市
電～水力発電が果たした役割～」

R3.6.18～.9.26
京都市
琵琶湖疏水記念館

京都市電関係資料の京都市有形文化財指定及び京都市営地下
鉄開業40周年を記念し，琵琶湖疏水がいかに京都市電の発展
を支えたかを紹介するとともに，琵琶湖疏水を建設した先人たち
の偉業を伝える展示を行う。

京都市上下水道局 －

76 展示イベント 大阪府 いばらきの生きもの博 R3.8.2～8.9 茨木市立中央図書館（大阪府茨木市）
市内で見られる生きものに関する啓発パネルや標本等の展示の
ほか、生きものをテーマにした親子向けワークショップを実施す
る。

茨木市産業環境部環境政策課 19

77 展示イベント 奈良県
パネル展示「なるほど大滝ダムと水
源地展」

R3.8.3～8.9 奈良県立図書情報館
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

奈良県、大滝ダム活用促進協議会 －

78 展示イベント 広島県 水の環境パネル展 R3.7.30～8.9
まなびの館ローズコム1階エントランスホー
ル(広島県福山市)

「水の貴重さ」や「河川環境の改善」などについて、理解と関心を
深めてもらうため、パネル展を実施する。

福山市上下水道局ほか －

79 展示イベント 徳島県 水の週間in那賀川　パネル展示 R3.8.5.～R3.8.20 阿南ひまわり会館
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 －

80 展示イベント 愛媛県 水の週間パネル展 R3.8.2～8.6 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 500

81 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

R3.7.31～8.10 ゆめタウン佐賀（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）

－

82 展示イベント 佐賀県
佐賀県中学生水の作文コンクール
優秀賞作品展示

R3.7.31～8.31
さが水ものがたり館
ダムの駅富士しゃくなげの里
佐賀東部水道企業団

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
めてもらうため、佐賀県中学生水の作文コンクールの優秀賞作
品５編を展示する。

佐賀県 －

83 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

R3.8.2～8.6 宮城県庁行政庁舎２階
第43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 －

84 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

R3.7.30(公表) -
「水の日」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 840

85 その他 北海道 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
00)

さっぽろテレビ塔(北海道札幌市中央区大
通西１丁目)

「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。

株式会社さっぽろテレビ塔 －

86 その他 北海道 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～22：
00)

白い恋人パーク(北海道札幌市西区宮の
沢２条２丁目１１−３６)

「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。

石屋製菓株式会社 －

87 その他 青森県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1～7(18：30～
22：00)

つがる市指定文化財「旧制木造中学校講
堂」（青森県つがる市木造若緑52）

「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。

つがる市教育委員会 －

88 その他 岩手県 根浜海岸再生事業 R3.7.12 岩手県釜石市
釜石市根浜海岸の海浜植物を再生させるために地元の中学生
が草抜きと海岸清掃、ごみ分類などを行う

根浜海岸再生実行委員会 96

89 その他 岩手県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：00～22：
00)

マイクロ無線鉄塔(岩手県盛岡市紺屋町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 －

90 その他 岩手県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
00)

金ヶ崎町役場(岩手県胆沢郡金ケ崎町西
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 －

91 その他 宮城県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～22：00)
伊達政宗像(宮城県仙台市青葉区川内１−
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、
施設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

仙台市 －

92 その他 宮城県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1（19：00～22：
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でライトアップする。

大河原町中央公民館 －

93 その他 宮城県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(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でライトアップする。

貴凛庁株式会社 －

94 その他 秋田県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1～8.31(日没～
22：00)

道の駅あきた港ポートタワー・セリオン(秋
田県秋田市土崎港西1丁目9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。

株式会社秋田SDIサービス －

95 その他 茨城県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～22：
00)

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、
施設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

公益財団法人水戸市芸術振興財団 －

96 その他 茨城県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：30～21：
00)

水戸市水道低区配水塔(茨城県水戸市北
見町126-14)

「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。

水戸市 －

97 その他 群馬県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～24：00)
草津町　草津温泉「湯畑」(群馬県吾妻郡草
津町草津414)

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、町の中心にある湯畑を「水」を連想させるブルーでラ
イトアップします。

草津町 －

98 その他 群馬県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：00～21：
00)

未来MiRAi(群馬県邑楽郡邑楽町中野２６３
９−１)

「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。

邑楽町 －

99 その他 埼玉県
第43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
発表

R3.7.26 -
第43回「全日本中学生水の作文コンクール」埼玉県地方審査会
における入賞者の発表を行う。

埼玉県 13

100 その他 千葉県
ちば子ども大学
「水辺のすこやかさ調べ隊（たい）～
みんなで川に行ってみよう～」

R3.8.8 千葉県睦沢町

睦沢町を流れる川（瑞沢川，長楽寺川）の水環境について調べる
①水・大気環境局水環境課水環境健全性指標（環境省）の５つ
の指標をもとに，瑞沢川の水環境を調べる。
②長楽寺川上流に住む生き物調査を行う。

さわやかちば県民プラザ、瑞沢川に鮭の稚魚を
放流する会

－

101 その他 東京都 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～20：00)
アサヒグループ本社ビル（東京都墨田区吾
妻橋1-23-1）

「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。

アサヒグループホールディングス株式会社 －

102 その他 神奈川県 水循環学習動画の放映
地下鉄：R3.7.26～
8.1、YouTube：
R3.7.19～8.15

―

横浜市の小学４年生を対象にした水循環の教材動画を制作。横
浜市営地下鉄トレインビジョンでの放映や、YouTubeでの広告表
示、実際の教育現場でも使っていただくよう教育委員会への共
有を行う。

横浜市 －

103 その他 神奈川県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：30～20：
00)

神奈川県本庁舎(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 －

104 その他 神奈川県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(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。

高座清掃施設組合 －

105 その他 神奈川県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(17：00～22：
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 －

106 その他 新潟県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(日没～夜明
け)

田上町交流会館(新潟県南蒲原郡田上町
大字原ヶ崎新田3072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でライトアップする。

田上町 －

107 その他 富山県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～22：00)
富岩運河環水公園（富山県富山市湊入船
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。

（公財）富山県民福祉公園 －

108 その他 福井県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～23：00)
越前大野駅前中央広場(福井県大野市弥
生町3)

「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。

大野市 －

109 その他 岐阜県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：30～22：
00)

JR岐阜駅北口駅前広場(岐阜県岐阜市橋
本町1丁目)

「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。

岐阜市 －

110 その他 岐阜県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～22：
00)

岐阜関ケ原古戦場記念館(岐阜県不破郡
関ケ原町大字関ケ原894-55)

「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。

岐阜県 －
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111 その他 岐阜県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：00～21：
00)

ソフトピアジャパンセンター(岐阜県大垣市
加賀野4－1－7)

「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。

岐阜県 －

112 その他 静岡県 水の出前教室 R3.6～11 県内各小学校
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 5808

113 その他 静岡県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～22：00)
大観覧車　Fuji　Sky　View(静岡県富士市
岩淵1500)

「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。

泉陽興業株式会社 －

114 その他 愛知県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
30)

ツインアーチ138(愛知県一宮市光明寺字
浦崎21-3)

「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。

国土交通省、一宮市 －

115 その他 愛知県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～22：
00)

東山スカイタワー(愛知県名古屋市千種区
田代町瓶杁1-8)

「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、
施設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

サンエイ株式会社 －

116 その他 滋賀県 琵琶湖への思い募集・展示
作品募集：R3.7月～
11月末
作品展示：R4.2月

琵琶湖の為にできることや、琵琶湖に対する思いなどを書いた絵
手紙を募集する。

滋賀県 122

117 その他 滋賀県 びわ湖の日連続講座 R3.7月～8月末 オンライン配信
「びわ湖の日」40周年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。

主催：滋賀県、共催：立命館大学 90

118 その他 京都府 打ち水大作戦 R3.7.30
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，昨年度
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 50

119 その他 京都府 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：00～22：
00)

京都テルサ（京都市南区東九条下殿田町
７０）

「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。

一般財団法人京都府民総合交流事業団 －

120 その他 兵庫県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～23：
30)

モザイク大観覧車(兵庫県神戸市中央区東
川崎町1-6-1)

「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。

神戸ハーバーランドumie －

121 その他 兵庫県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：45～21：
00)

人と防災未来センター(兵庫県神戸市中央
区脇浜海岸通1-5-2)

「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、
施設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研究機
構

－

122 その他 兵庫県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(日　没～23：
00)

カリヨン塔「フランドルの鐘」(兵庫県伊丹市
千僧1-1)

「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。

伊丹市国際・平和課 －

123 その他 兵庫県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
00)

太子町役場(兵庫県揖保郡太子町鵤280-
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。

太子町 －

124 その他 奈良県 津風呂湖 夏の清掃活動 R3.7.4 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 50

125 その他 奈良県 丹生津風呂神社例祭 R3.7.10 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 20

126 その他 島根県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：30～21：
00)

出雲日御崎灯台(島根県出雲市大社町日
御碕1478)

「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。

第八管区海上保安部 －

127 その他 山口県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：15～21：
45)

海峡ゆめタワー(山口県下関市豊前田町3-
3-1)

「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。

一般財団法人山口県国際総合センター －

128 その他 山口県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
45)

下関市消防局・中央消防署合同庁舎(山口
県下関市岬之町１７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。

下関市消防局 －

129 その他 山口県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(17：00～22：
00)

はい！からっと横丁観覧車(山口県下関市
あるかぽーと1-40)

「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。

泉陽興業株式会社 －

130 その他 香川県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～23：
00)

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 －

131 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1～8.5(日没～
22：00)

愛媛県庁本館ドーム(愛媛県松山市一番町
四丁目４－２)

「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、
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 －

132 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～23：00) 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でライトアップする。

松山市 －

133 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～21：00)
いよてつ髙島屋大観覧車くるりん(愛媛県
松山市湊町五丁目１番地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。

株式会社伊予鉄グループ －

134 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：30～21：
00)

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 －

135 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
30)

しこちゅ～ホール（四国中央市市民文化
ホール）(愛媛県四国中央市妻鳥町1830ー
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。

ＮＰＯ法人四国中央市公共施設管理運営セン
ター

－

136 その他 愛媛県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～21：
30)

中田井浄水場(愛媛県四国中央市中曽根
町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。

四国中央市水道局 －

137 その他 高知県 「水の日」ブルーライトアップ R3.8.1(日没～22：00) 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。

高知城管理事務所 －

138 その他 高知県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1～7(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 土木部 高知土木事務所鏡ダム管理事
務所

－

139 その他 熊本県
熊本城天守閣及びサクラマチ
ブルーライトアップ

R3.8.1～8.7 熊本城　他 熊本城天守閣及びサクラマチ（商業施設等）を青くライトアップ
第4回アジア・太平洋水サミット熊本市運営委員
会

－

140 その他 大分県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：30～25：
00)

別府タワー（大分県別府市北浜3-10-2）
「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、
施設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

開世通商株式会社 －

141 その他 大分県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(19：00～22：
00)

大山ダム（大分県日田市大山町西大山
2008-1）

「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。

独立行政法人水資源機構 20

142 その他 鹿児島県 自然探究講座　海水ってどんな水？ R3.7.24
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 39

143 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！～

R3.7.27
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 13

144 その他 鹿児島県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1～8.7(20：10～
21：00)

鶴丸城跡（鹿児島県鹿児島市城山町7－
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、
施設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

鹿児島県歴史・美術センター黎明館 －

145 その他 鹿児島県 「水の日」ブルーライトアップ
R3.8.1(18：30～23：
00)

観覧車　アミュラン（鹿児島県鹿児島市中
央町1番地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。

株式会社JR鹿児島シティ －

全行事数 145 
＜主催者別行事数＞ 

国、独立行政法人  9 
都道府県     38 
市区町村     54 
その他団体     59 
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表５－１－４  水の週間打ち水大作戦（2021 年度）実施状況 

                       
           ※実施主体別件数は、実施主体欄に記載されている団体を振り分けたもの（延べ数）である。 
                             ※その他団体とは公益法人、改良区、組合、ＮＰＯ、学校、協議会、実行委員会などを指す。 

 

 

全件数  8 
＜実施主体別件数＞ 
  国       0 

都道府県    1 
市区町村    4 
その他団体   3 

開始 終了

さいたま市

埼玉県

さいたま市環境会議

コクーンシティ

パリクラブ２１埼玉

京都府 京都市 R3.7.30 17:15 17:45 庁舎前他  下水再生水雨水 約400リットル 職員 約50人

R3.7.26 16:00 16:15 ニッペパーク岡東中央 雨水・水道水 約100L 職員 6人

R3.8.2 16:00 16:15
枚方市内の公共施設・事

業所等
地下水・雨水・水道

水など
事業者・職員・園児

等

R3.8.26 16:00 16:15 ニッペパーク岡東中央 雨水・水道水 約100L 職員 5人

R3.7.27 16:30 17:00 中央北生涯学習プラザ 雨水 ４００リットル 市民 64

R3.7.28 16:30 17:00 立花庁舎 雨水 200リットル 市民 139

R3.8.4 16:30 17:00 武庫西生涯学習プラザ 雨水 200リットル 市民 53

R3.8.10 16:30 17:00 園田東生涯学習プラザ 雨水 200リットル 市民 43

約300人

大阪府 枚方市

兵庫県 尼崎市

埼玉県 R3.7.17

都道府県名 実施主体 実施日

時刻

実施場所
使用した
水の種類

使用した
水の量

主な
参加者

参加人数
効果等

11:00 16:00 コクーンシティ 雨水再生水 約500リットル 市民


