【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事名

行事種別

都道府県

開催日

開催場所

概要

主催者

お問い合わせ先

電話番号

イベントURL

1 見学イベント

ホタル観察会

岩手県

中小川地区「ワッカラ淵」（岩手県
R3.7.9
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 釜石市市民生活部生活環境課
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環
0193-27-8453
境保全係

2 見学イベント

夏休み水の教室

愛知県

愛知県豊橋市（浄水場、下水処理
R3.8.3
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 豊橋市上下水道局
能性があります。）

豊橋市上下水道局 営業課

0532-51-2761

https://www.city.toyo
hashi.lg.jp/item/34987
.htm

3 見学イベント

水道施設一般公開

愛知県

愛知県豊橋市（小鷹野浄水場、多
R3.8.1～8.7
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
豊橋市上下水道局
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 浄水課

0532-61-8761

https://www.city.toyo
hashi.lg.jp/secure/760
99/R3mizunoshuukankoukai.pdf

4 見学イベント

夏休み親子水道教室

三重県 三重県鈴鹿市上下水道局

R3.8.23、8.24

小学校４年生及び５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」をテーマに開催する。送水場及び配水池，上下
水道局庁舎内設備の見学，説明等を実施する。

鈴鹿市上下水道局

鈴鹿市上下水道局上下水道総務
059-368-1696
課

http://www.city.suzuk
a.lg.jp/suido/index.ht
ml

R3.8.27予定

○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
○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
等を見学していただくとともに嘉瀬川に棲息する魚を観察してもら
い、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

＜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
水土里ネット佐賀（佐賀土地改良
0952-22-4382
合会、嘉瀬川上流地区推進協議会、＜協
区）総務課
力＞九州農政局農村環境課、北部九州
土地改良調査管理事務所

5 見学イベント

佐賀平野「水と歴史」の探検隊

佐賀市（川上頭首工、北山ダム
佐賀県
外）

http://www.satochi.jp/event.html
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令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事名

都道府県

第302回例会・少年少女ホタルウオッチン
グ

岩手県

行事種別

6 参加型イベント

7 参加型イベント 第45回あゆ釣り教室

8 参加型イベント

第303回例会・少年少女虫壁川水生物ウ
オッチング

9 参加型イベント さいたま打ち水大作戦２０２１

開催日

開催場所

概要

岩手県雫石町

R3.7.10

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

岩手県 中津川（岩手県盛岡市）

R3.7.4

岩手県 岩手県盛岡市

R3.8.7

埼玉県

コクーンシティ コクーン２ コクー
R3.7.17
ンひろば

主催者

お問い合わせ先

電話番号

岩手自然ガイド協会設立準備会
事務局 高橋良和

080-6040-2443

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
盛岡市
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。

盛岡市交流推進部観光課

019-626-7539

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 岩手自然ガイド協会設立準備会
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
事務局 高橋良和

080-6040-2443

岩手自然ガイド協会設立準備会

イベントURL

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

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
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
全員で一斉に行い、涼しさを体感します。

048-829-1325

https://www.city.saita
ma.jp/001/009/001/p
059386.html

子供向け自然観察会で、魚とりをしたりボートに乗ったりしなが
ら、
越戸川について学ぶイベント

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.l
g.jp/home/kurashi/ka
nkyou/yuusuiseibutu/j
abu.html

10 参加型イベント 夏休みジャブジャブ大会

埼玉県 越戸川・赤池親水公園

11 参加型イベント やさしいカヌー基礎編

千葉県

千葉県立水郷小見川青少年自然
R3.7.4、8.1
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

千葉県立水郷小見川青少年自然
0478-82-1343
の家

http://suigouomigawa.com/event/p
age/2/

12 参加型イベント 親子でスキルアップシーカヤック

千葉県

千葉県立鴨川青少年自然の家

R3.7.22～23

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

千葉県立鴨川青少年自然の家

04-7093-1666

http://www.echibasports.org/kamo/wp/
event/0305-2/

13 参加型イベント 親子見学会

千葉県 佐倉草ぶえの丘・佐倉市観光船

R3.7.28

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
なりた環境ネットワーク
船し印旛沼の植物や生物等を学ぶ

成田市環境計画課

0476-20-1533

-

14 参加型イベント SUP体験

千葉県

千葉県立水郷小見川青少年自然
R3.8.1、8.15
の家

黒部川において、SUP（スタンドアップパドル・サーフィン）の体験
会を実施する。

千葉県立水郷小見川青少年自然
0478-82-1343
の家

http://suigouomigawa.com/event/p
age/2/

15 参加型イベント 真夏のウォータースプラッシュ

千葉県

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
千葉県立鴨川青少年自然の家
を使ってゲームを楽しむ。

千葉県立鴨川青少年自然の家

04-7093-1666

www.echibasports.org/kamo/wp/
event/0307-2/

16 参加型イベント 小見川ネイチャーチャレンジ

千葉県

千葉県立水郷小見川青少年自然
R3.8.28～29
の家

青少年自然の家に宿泊（１泊２日）し、みんなでいかだを作って川に出る。
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
0478-82-1343
の家

http://suigouomigawa.com/event/p
age/2/

17 参加型イベント 第36回水とのふれあいフォトコンテスト

東京都

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 水の週間実行委員会
する。

水の週間実行委員会事務局

http://www.mizunohi.j
p/intro/intro05.html

R3.7.17

町の身近な自然から環境について考える契機とするため、葛川
の水生生物を観察する。

大磯町

大磯町 産業環境部 環境課 環
0463-72-4438
境・エネルギー係

―

神奈川県 秦野市全域

R3.7.22～R3.8.29

「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

秦野市環境共生課秦野名水担当 0463-82-9618

―

神奈川県 金目川流域

R3.7.27

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。
秦野市
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。

秦野市環境共生課環境総務担当 0463-82-9618

―

神奈川県高座郡寒川町 目久尻
神奈川県 川親水護岸(寒川公域リサイクル
センター西側)

R3.7.31

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 寒川町(共催 さむかわエコネット)
調査する。

寒川町環境経済部環境課

18 参加型イベント

親子環境ワークショップ「大磯の川を観察
神奈川県 大磯プリンスホテル北側 葛川
してみよう」

19 参加型イベント 秦野名水巡りスタンプラリー

20 参加型イベント

-

水生生物教室「夏休み自然教室in金目
川」

21 参加型イベント 川の生き物調査隊

R3.8.24

R3.8.10

千葉県立水郷小見川青少年自然の家

048-600-6513

0467-74-1111

http://www.town.samu
kawa.kanagawa.jp/sos
hiki/kankyokeizai/kan
kyo/kankyohozen/eve
nt/ikimono/14707209
33453.html
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No.

行事名

行事種別

都道府県

開催日

開催場所

22 参加型イベント 打ち水

神奈川県 藤沢市役所本庁舎サンセット広場 R3.7.31

23 参加型イベント 第５回秦野名水フェスティバル

神奈川県

クアーズテック秦野カルチャー
ホール（秦野市文化会館）

概要

主催者

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、中水を使用するこ
藤沢市環境総務課総務・温暖化対策担
とで環境への負荷の少ないかたちで行う。
当職員
この体験を通し、水について考える機会とする。

お問い合わせ先

藤沢市環境総務課総務・温暖化
対策担当職員

電話番号

0466-50-3529

R3.8.1

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 秦野市
催。

秦野市環境共生課秦野名水担当 0463-82-9618

魚津市農林水産課

24 参加型イベント うおづの田んぼ親子体験会

富山県 魚津市

R3.7.17予定

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
魚津市農林水産課
りに直結する魚津の自然や水の豊かさを学ぶ。

25 参加型イベント 森と水に親しむ旬間

長野県 伊那市ほか５か所

R3.7.21～7.31

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
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
とする。

026-235-7375

26 参加型イベント 打ち水大作戦2021

長野県 長野県上田市 上田駅前お城口

R3.8.5

駅前において参加型で打ち水を実施し、市民の環境問題への関
上田市 他
心を深めるための啓発とする。

上田市生活環境課

0268-71-6428

27 参加型イベント 上下水道フェア2021

静岡県

静岡市上下水道局庁舎（静岡県
静岡市葵区）

R3.8.13

上下水道の仕組みや仕事等について学べる展示、体験ブース、
静岡市
庁内見学などを実施する。 ※屋内実施

静岡市水道総務課・下水道総務
課

054-270-9121・
054-270-9203

28 参加型イベント 水に関する標語の募集

愛知県

「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
R3.6.25～7.20（募集
（優秀作品の展示）尾張旭市役所
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」
尾張旭市
期間） R3.8.2～
１階ロビー
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
8.13(展示期間)
関する標語を募集します。

29 参加型イベント 森林体験と水源地交流会

愛知県

設楽町田峯区

30 参加型イベント びわこルールキッズ２０２１

0765-23-1034

蒲郡市民（親子25名）を水源地である設楽町田峯区にお連れし、
水の大切さ、森林の大切さを学ぶ。（川遊び、間伐材での工作、 蒲郡市
上流域文化体験等）

蒲郡市企画政策課

0533-66-1162

滋賀県 滋賀県内全域

R3.7.1～10.31

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、
滋賀県琵琶湖保全再生課
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

077-528-3485

31 参加型イベント 自然楽習会in大正川

大阪府 大正川（大阪府茨木市）

R3.7.22

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

072-620-1644

32 参加型イベント 夏休み めざせ！水道マイスター

大阪府

吹田市水道部泉浄水所（大阪府
吹田市）

R3.7.31

浄水所見学や実験を通じて水道について楽しく学び、水道事業へ
吹田市水道部
の理解や関心を深めていただくことを目的に実施する。

吹田市水道部総務室
総務グループ

06-6384-1251

安威川・茨木川合流地（大阪府茨
R3.7.31
木市）

茨木市産業環境部環境政策課

072-620-1644

33 参加型イベント

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」

大阪府

34 参加型イベント

夏休み自由研究 上下水道まなび隊 オ
ンライン！

大阪府 オンライン形式（参加者宅）

R3.8.8

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
堺市上下水道局
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。

経営企画室 危機管理・広報広聴
072-250-9208
グループ

大阪府 安威川（大阪府茨木市）

R3.8.21

親子で川に入り、魚や水生生物を捕獲し観察を行う。見つかった
茨木市産業環境部環境政策課
生きものの種類から川の水質判定を行う。

茨木市産業環境部環境政策課

35 参加型イベント 親子で探してみよう！川の生きもの

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

―

http://www.city.uozu.j
p/guide/svGuideDtl.as
px?servno=18499&cdk
b=ctg&cd=3403&topkb
=B

現在作成中

尾張旭市役所都市整備部上水道
0561-76-8168
課

R3.8.1

茨木市産業環境部環境政策課

イベントURL
https://www.city.fujis
awa.kanagawa.jp/kank
yous/machizukuri/kankyo
/kehatsu/uchimizu.ht
ml

072-620-1644

https://www.city.suita
.osaka.jp/home/soshik
i/divsuido/somu/_75879/s
uidoumaisuta.html

7月掲載予定
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令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事種別

行事名

36 参加型イベント 夏休み みんなで打ち水！2021

都道府県

開催日

開催場所

中央北生涯学習プラザ
立花庁舎
武庫西生涯学習プラザ
兵庫県
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～

R3.7.27
R3.7.28
R3.8.4
R3.8.10
R3.8.13
R3.8.29

概要

主催者

お問い合わせ先

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、
尼崎市、あまがさき環境オープンカレッジ
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
尼崎市 環境創造課
実行委員会
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。

電話番号

イベントURL

06-6489-6301

https://www.city.amag
asaki.hyogo.jp/kurashi
/kankyo/hozen/033ao
ce/1009509/1011486.
html

0744-22-2052

－

カワカミムラサンノコゲンセイリン

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
37 参加型イベント 吉野川分水源流トレッキングツアー

奈良県 吉野郡川上村

R3.8.5予定

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

＜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 大和平野土地改良区
良県農村振興課

い、水を育む森の大切さを学習します。
38 参加型イベント

「山」と「川」の学校
～５感で楽しむ奈良の水めぐり旅～

奈良県 未定

山口県宇部市 厚東川木田橋下
流

未定

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 奈良県
ただき、山や川を守るという意識を醸成します。

奈良県水資源政策課

0742-27-8489

http://www.pref.nara.j
p/14568.htm

R3.8.7

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。

宇部市市民環境部環境政策課

0836-34-8248

https://www.city.ube.
yamaguchi.jp/kurashi/
kankyouhozen/kankyo
ukyouiku/1002771.ht
ml

子どもを対象に、川遊びなどをとおして、川や水と共生することの
元気わくわく川まつり実行委員会
大切さを再確認してもらうイベント。

39 参加型イベント 親と子の水辺の教室

山口県

40 参加型イベント 元気わくわく川まつり

愛媛県 小田川河川敷（予定）

R3.7.18

41 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

R3.7.25
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
西条市
※雨天時はR3.8.1に
をする。
延期

42 参加型イベント 自然と遊ぼうDAY！

愛媛県 松山市玉谷町 せせらぎ公園

R3.7.27

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 石手川ダム水源地域ビジョン推進委員会
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 (松山河川国道事務所・松山市・愛媛森林 石手川ダム管理支所
て、市民の関心を高め、理解を深めることを目的とする。
管理署・愛媛県)

089－977－0021

43 参加型イベント 面河ダム公園周辺清掃活動

愛媛県 愛媛県久万高原町笠方

R3.7.31予定

道前・道後平野の農業用水の水源である面河ダムへの感謝の気
持ちを込め、利水者等による面河ダム公園周辺の清掃活動を実 道前道後土地改良区連合
施

道前道後土地改良区連合

089-934-6353

44 参加型イベント 石手川＆森の探検隊

愛媛県 石手川周辺

R3.8.1

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
松山市
行ってもらい、水源地保全に対する意識を高めてもらう。

松山市水資源対策課

089-948-6223

45 参加型イベント 第３4回島原水まつり

長崎県

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 島原水まつり実行委員会
の水まつりを予定。

島原水まつり実行委員会事務局
（島原青年会議所内）

0957-62-3621

http://www.city.shima
bara.lg.jp/page3023.ht
ml

R3.8.1

①無印良品と連携した水に関するワークショップ
②商店街の若手経営者と連携したまちなか水クイズ等

①㈱良品計画
②くまもと・まち魅力向上協議会
他

①096-351-6264
②096-354-6688

作成中

大分市古国府浄水場・弁天水資
源再生センター

R3.8.4～8.5

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 大分市上下水道局
を見学し、水質実験などを行うイベントを実施する。

大分市上下水道局経営企画課

097-538-2404

なし

かごしま環境未来館

099-806-6666

46 参加型イベント

第4回アジア・太平洋水サミット開催記念
まちなかイベント

島原市新町周辺（清流亭、中央公
R3.8.3〜8.7
園）

熊本県 中心市街地 他

他

宇部市

①㈱良品計画
②くまもと・まち魅力向上協議会 他

元気わくわく川まつり実行委員会 0893-43-1221

西条市環境政策課

0897-52-1382

47 参加型イベント わくわく上下水道たんけん隊

大分県

48 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

R3.7.17、7.18

甲突川を使用した参加体験型イベント

鹿児島県

鹿児島市
かごしま環境未来館

R3.8.6

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
鹿児島市
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。

鹿児島市環境保全課

099-216-1297

県民に森と湖に親しむ機会を提供することによって、心身をリフ
レッシュし明日の活力を養い、森林やダム、河川等の重要性につ
漢那ダムまつり実行委員会
いて県民の関心と理解を深めさせるとともに、宜野座村の観光産
業の振興及び地域活性化に寄与する。

宜野座村役場 観光商工課

098-968-5125

49 参加型イベント

かごしま水環境ラボ（研究室）
～水の自由研究～

50 参加型イベント 第28回漢那ダムまつり

沖縄県

沖縄県宜野座村漢那ダム湖畔公
R3.8.15
園

公益財団法人かごしま環境未来財団

－

http://www.vill.ginoza.
okinawa.jp/

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事種別

行事名

都道府県

開催日

開催場所

概要

主催者

お問い合わせ先

電話番号

イベントURL

51 シンポジウム

水を考えるつどい

東京都

パークタワーホール（東京都新宿
R3.8.2
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
水循環政策本部 他
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。

水の週間実行委員会事務局

048-600-6513

https://www.mlit.go.jp
/mizukokudo/mizsei/t
ochimizushigen_mizsei
_tk1_000024.html

52 シンポジウム

「びわ湖の日」40周年記念シンポジウム

滋賀県

琵琶湖博物館（オンライン配信も
併せて行う。）

R3.7.11

「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 滋賀県
う。

滋賀県環境政策課

077-528-3453

https://www.pref.shig
a.lg.jp/biwakatsu/

53 シンポジウム

第4回アジア・太平洋水サミット開催記念
イベント

熊本県 ホテル日航熊本

R3.8.1

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

第4回アジア・太平洋水サミット熊
096-328-2437
本市運営委員会

作成中

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事名

行事種別

都道府県

開催日

開催場所

概要

主催者

お問い合わせ先

電話番号

イベントURL

R3.8.6～8.8予定

仙台七夕まつりに併せた農業農村整備のＰＲ活動（農業農村整
備事業及び震災復興事業に関するパネル展示等）

東北農政局・宮城県・水土里ネットみやぎ

東北農政局農村振興部設計課事
022-263-1111(代)今後掲載予定
業調整室

R3.8.5

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

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 埼玉県地球温暖化防止活動推進セン
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 ター（特定非営利活動法人環境ネット
掲載・告知する。
ワーク埼玉） 他

埼玉県地球温暖化防止活動推進
048-749-1217
センター

JITリサイクルインクスタジアム（小
R3.8.21（予定）
瀬スポーツ公園）

サッカーJ2 ヴァンフォーレ甲府ホーム試合に併せて、山梨の水
をPRするブースを出店する。

山梨県環境・エネルギー部自然共
055-223-1634
生推進課

イオンモール新瑞橋（愛知県名古
R3.8.1～8.7
屋市南区）

「水の日」、及びこの日を初日とする１週間(8月1日～7日)の「水の
木曽三川流域自治体連携会議・名古屋
週間」に合わせ、木曽三川流域連携及び安心・安全でおいしい水
市上下水道局
道水のPRを行う。

兵庫県

姫路港飾万津臨港公園周辺

R3.7.22

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、水に関するパネルの展示、パンフレットの配布を行うととも
に、水道水と市販飲料水との飲み比べ等を行うイベントを開催。
（姫路港ふれあいフェスティバルへの出展）

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
兵庫県企画県民部ビジョン局ビ
（姫路港ふれあいフェスティバル主催：兵
ジョン課エネルギー対策班
庫県中播磨県民センター姫路港管理事
務所）

078-362-3294

－

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）

兵庫県

リフレッシュパーク市川

R3.8.1

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、水に関するパネルの展示、パンフレットの配布を行うととも
に、水道水と市販飲料水との飲み比べ等を行うイベントを開催。
（リフパーまつりへの出展）

兵庫県企画県民部ビジョン局ビジョン課
兵庫県企画県民部ビジョン局ビ
エネルギー対策班（リフパーまつり主催：
ジョン課エネルギー対策班
市川町地域振興課）

078-362-3294

https://www.town.ichi
kawa.lg.jp/info/1267

61 ＰＲイベント

懸垂幕による啓発

岡山県

倉敷市役所本庁舎
および６支所

R3.8.1～.8.7

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
倉敷市
の大切さを訴えかける。

倉敷市水道局
水道総務課企画検査室

086-426-3654

62 PRイベント

懸垂幕の掲示

四国中央市水道局庁舎
愛媛県 新宮配水管理事務所
富郷配水管理事務所

R3.8.1～8.7

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

63 PRイベント

第４５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 JR博多駅

R3.8.2(月）

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

64 PRイベント

第４５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

R3.8.2(月）

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

54 PRイベント

仙台七夕まつり農業農村広報活動

宮城県 勾当台公園市民広場（仙台市）

55 PRイベント

水の日イベント

栃木県

56 PRイベント

埼玉打ち水の環2021

埼玉県

57 PRイベント

「名水の地」やまなしPRイベント

山梨県

58 PRイベント

木曽三川流域連携及び安心・安全でおい
しい水道水のPR

愛知県

59 PRイベント

兵庫県「水の日・水の週間イベント」（姫路
港ふれあいフェスティバルへの出展）

60 PRイベント

道の駅はが（栃木県芳賀郡芳賀
町）

―

西鉄久留米駅バスセンター（予
定）

山梨県

名古屋市上下水道局経営企画課 052-972-3615

https://www.kannetsai.org/coolchoice/ac
tivity/2021/uchimizu2
021.html

https://www.water.cit
y.nagoya.jp/kisosanse
n/index.html

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事種別

行事名

都道府県

開催日

開催場所

概要

主催者

お問い合わせ先

電話番号

イベントURL

富山県 県民生活課

076-444-3126

https://www.pref.toya
ma.jp/1711/kurashi/k
ankyoushizen/kankyo
u/kj00020752/index.h
tml

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、
静岡県
水に関する体験教室を実施する。

静岡県水利用課

054-221-2256

http://www.pref.shizu
oka.jp/kankyou/ka060/sakubunn1.html

R3.8月上旬

「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 京都府府民環境部公営企画課
ル」の入賞者を表彰する。

京都府府民環境部公営企画課

075-414-4373

7月下旬
HP掲載予定

R3.8月上旬

「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 京都府府民環境部公営企画課
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

075-414-4373

7月下旬
HP掲載予定

第43回全日本中学生水の作文コンクール
和歌山県 和歌山県庁
表彰式

R3.8.4

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.pref.wak
ayama.lg.jp/prefg/020
200/mizu/sakubun.ht
ml

70 表彰式

「水」への絵はがき 表彰式及び展示

愛媛県 松山市役所

R3.8月第1週～8.31

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.matsu
yama.ehime.jp/bosyu/
mizuehagakibosyuu.ht
ml

71 表彰式

第43回「全日本中学生水の作文コンクー
ル」熊本県表彰式

熊本県 ホテル熊本テルサ

R3.8.1

受賞者への表彰状の授与、審査員による講評、県優秀賞受賞者
熊本県
による朗読を行う。

65 表彰式

富山県中学生水の作文コンクール表彰式

富山県 富山県庁

R3.8月

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

66 表彰式

第44回静岡県小中学生水の作文コンクー
ル表彰式

静岡県 静岡県庁（静岡県静岡市葵区）

R3.8.4

67 表彰式

中学生水の作文コンクール表彰式

京都府 京都府公館

68 表彰式

琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール
表彰式

69 表彰式

京都府 京都府公館

富山県

熊本県環境生活部環境局環境立
096-333-2272
県推進課

後日掲載予定

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

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

電話番号

イベントURL

R3.8.3～8.4

「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
北海道
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。

北海道計画局土地水対策課

011-204-5178

R3.7.30～8.10

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 八戸圏域水道企業団
を展示する。

八戸圏域水道企業団総務課
広報文書グループ

0178-70-7022

R3.9.9～9.16

・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

茨城県県民生活環境部水政課

029-301-2625

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

関東農政局農村振興部設計課

048-600-0600（代）

R3.8.2～8.6

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

R3.8.10～8.13

水資源についてのパネルを展示

福井県土木部河川課

福井県土木部河川課

0776-20-0480

山梨県立図書館

055-255-1040

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。
岐阜県
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。

岐阜県都市建築部水資源課

058-272-8830

https://www.pref.gifu.l
g.jp/page/157661.html

R3.7.28～8.15

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 岐阜県
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。

岐阜県都市建築部水資源課

058-272-8830

https://www.pref.gifu.l
g.jp/page/157661.html

名古屋市緑区
イオンモール大高

R3.8.1～8.9

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 愛知県 他
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

農林基盤局農地部
農地計画課広域調整G

052-954-6431

田原市中央図書館（愛知県田原
市）

R3.8.1～8.7

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 田原市
に関する図書などを特集した展示を実施する。

田原市企画部企画課

0531-23-3507

R3.8.2～8.6

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。
京都府府民環境部建設整備課
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

075-414-5486

72 展示イベント

「未来につなごう北海道の水資源。」パネ
ル展

北海道 北海道本庁舎１階

73 展示イベント

「水の日」ポスター・写真展

青森県

74 展示イベント

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 県政広報コーナー１

75 展示イベント

農業土木展示室展示

埼玉県

76 展示イベント

水の作文コンクール受賞作品展示

千葉県 千葉市中央区千葉県庁

77 展示イベント

水の週間パネル展

福井県

78 展示イベント

図書館連携展示「山梨の水」

山梨県 山梨県立図書館

79 展示イベント

地下水に関するパネル展

岐阜県

揖斐川町役場、山県市役所、スイ
R3.7.2～8.26
トピアセンター（大垣市）

80 展示イベント

水資源・水循環に関するﾊﾟﾈﾙ展

岐阜県

ぎふメディアコスモス（岐阜市）、
OKBふれあい会館（岐阜市）

81 展示イベント

あいちの農業用水展

愛知県

82 展示イベント

水の週間企画展示（仮）

愛知県

八戸市水産科学館マリエント5階
（青森県八戸市）

関東農政局土地改良技術事務所 R3.8月中を予定
（川口市）
※平日のみ開催

福井県庁
県庁ホール

R3.7月下旬～8月中 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
山梨県立図書館
旬
の展示コーナーを設置する。

83 展示イベント

公営企業の事業紹介

京都府 京都府庁２号館展示ロビー

84 展示イベント

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～」

京都府

京都市
琵琶湖疏水記念館

R3.6.18～.9.26

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
京都市上下水道局
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。

総務部総務課

075-672-7709

85 展示イベント

いばらきの生きもの博

大阪府

茨木市立中央図書館（大阪府茨
木市）

R3.8.2～8.9

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
茨木市産業環境部環境政策課
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

072-620-1644

86 展示イベント

水の環境パネル展

広島県

まなびの館ローズコム1階エントラ
R3.7.30～8.9
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。

福山市上下水道局経営管理部上
084-928-1525
下水道総務課

福山市上下水道局ほか

http://www.pref.ibarak
i.jp/soshiki/kikaku/mi
zuto/index.html

－

-

-

https://biwakososuimuseum.jp/

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

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

電話番号

87 展示イベント

水の週間パネル展

愛媛県 愛媛県庁第一別館１階ロビー

R3.8.2～8.6

「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
愛媛県
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。

愛媛県河川課

089-912-2680

88 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 ゆめタウン佐賀（佐賀市）

R3.7.31～8.10

「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
佐賀県筑後川下流域環境協議会
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
（佐賀県河川砂防課内）
展示を行う。

佐賀県河川砂防課
城原川ダム等対策室

0952-25-7183

89 展示イベント

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

宮城県 宮城県庁行政庁舎２階

R3.8.2～8.6

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。

宮城県環境生活部環境対策課

022-211-2667

宮城県

イベントURL

http://www.pref.ehime
.jp/h40600/mizushige
n/mizushyuukan/01mizunohi.html

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

90 その他

メールマガジン「ドゥ・ウォーター通信」へ
の関連記事掲載

北海道 -

91 その他

「水の日」ブルーライトアップ

北海道

92 その他

「水の日」ブルーライトアップ

北海道

93 その他

「水の日」ブルーライトアップ

94 その他

開催日

概要

主催者

お問い合わせ先

電話番号

「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
北海道
性について周知を図る。

北海道企業局工業用水道課

011-204-5677

さっぽろテレビ塔(北海道札幌市中 R3.8.1(19：00～21：
央区大通西１丁目)
00予定)

「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
株式会社さっぽろテレビ塔
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

011-241-1131

白い恋人パーク(北海道札幌市西 R3.8.1(19：00～22：
区宮の沢２条２丁目１１−３６)
00予定)

「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
石屋製菓株式会社
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

011-666-1481

つがる市指定文化財「旧制木造中
R3.8.1(18：30～22：
青森県 学校講堂」（青森県つがる市木造
00予定)
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
つがる市教育委員会
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

0173-49-1194

根浜海岸再生事業

岩手県 岩手県釜石市

R3.7.12

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

環境学習交流センター

019-606-1752

95 その他

「水の日」ブルーライトアップ

岩手県

マイクロ無線鉄塔(岩手県盛岡市
紺屋町1-25)

R3.8.1(18：00～22：
00予定)

「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
東北電力ネットワーク株式会社岩
019-623-5426
東北電力ネットワーク株式会社岩手支社
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
手支社 総務広報グループ

96 その他

「水の日」ブルーライトアップ

岩手県

金ヶ崎町役場(岩手県胆沢郡金ケ R3.8.1(19：00～21：
崎町西根南町22－1)
00予定)

97 その他

「水の日」ブルーライトアップ

宮城県

98 その他

「水の日」ブルーライトアップ

99 その他

R3.7.30(公表)

根浜海岸再生実行委員会

「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
金ケ崎町
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

イベントURL

http://www1.hokkaido
-jin.jp/mail/magazine/

金ケ崎町 生活環境課

0197-42-2111

伊達政宗像(宮城県仙台市青葉区 R3.8.1(日没～22：00 「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
仙台市
川内１−２)
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

仙台市 文化観光局観光課

022-214-8260

宮城県

大河原町にぎわい交流施設(宮城 R3.8.1(17：00～22：
県柴田郡大河原町字町196)
00予定)

「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
大河原町中央公民館
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

0224-53-4050

「水の日」ブルーライトアップ

宮城県

KIBOTCHA(宮城県東松島市野蒜 R3.8.1(19：00～21：
字亀岡80)
00予定)

「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
貴凛庁株式会社
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

0225-25-7319

100 その他

「水の日」ブルーライトアップ

道の駅あきた港ポートタワー・セリ
R3.8.1(日没～22：00 「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
秋田県 オ(秋田県秋田市土崎港西1丁目9
株式会社秋田SDI
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
番1号)

株式会社秋田SDI

018-857-3381

101 その他

「水の日」ブルーライトアップ

茨城県

水戸芸術館(茨城県水戸市五軒町 R3.8.1(19：00～22：
1-6-8)
00予定)

「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
公益財団法人水市芸術復興財団
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

水戸芸術館

029-227ｰ8111

https://www.city.mi
to.lg.jp/000271/000
273/000284/bunka/
p019913_d/fil/geijut
ukanntou.pdf

102 その他

「水の日」ブルーライトアップ

茨城県

水戸市水道低区配水塔(茨城県水 R3.8.1(18：30～21：
戸市北見町126-14)
00予定)

「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
水戸市
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

水戸市教育委員会事務局教育部
029-306-8132
歴史文化財課

https://www.city.mi
to.lg.jp/000271/000
273/000284/bunka/
p019913_d/fil/suido
uteikuhaisuitou.pdf

103 その他

「水の日」ブルーライトアップ

群馬県

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
草津町 草津温泉「湯畑」(群馬県 R3.8.1(日没～24：00
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
吾妻郡草津町草津414)
予定)
イトアップします。

104 その他

「水の日」ブルーライトアップ

群馬県

未来MiRAi(群馬県邑楽郡邑楽町
中野２６３９−１)

105 その他

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

埼玉県 -

草津町

草津町役場上下水道課

0279-88-7183

R3.8.1(18：00～21：
00予定)

「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
邑楽町
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

邑楽町 商工振興課 商工労政係 0276-47-5026

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。

埼玉県企画財政部土地水政策課 048-830-2191

埼玉県

https://www.pref.saita
ma.lg.jp/a0108/mizusakubun/index.html

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事名

行事種別

都道府県

開催日

開催場所

概要

主催者

お問い合わせ先

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 さわやかちば県民プラザ、瑞沢川に鮭の
さわやかちば県民プラザ
指標をもとに，瑞沢川の水環境を調べる
稚魚を放流する会
②長楽寺川上流に住む生き物調査を行う

電話番号

106 その他

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～」

107 その他

「水の日」ブルーライトアップ

108 その他

水循環学習動画の放映

109 その他

「水の日」ブルーライトアップ

神奈川県

神奈川県本庁舎(神奈川県横浜市 R3.8.1(18：30～20：
中区日本大通１)
00予定)

110 その他

「水の日」ブルーライトアップ

神奈川県

高座クリーンセンター(神奈川県海 R3.8.1(日没～20：00 「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
高座清掃施設組合
老名市本郷１番地の１)
予定)
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

046-238-2094

111 その他

「水の日」ブルーライトアップ

神奈川県

名水はだの富士見の湯(神奈川県 R3.8.1(17：00～22：
秦野市曽根4553－１)
00予定)

「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
名水はだの富士見の湯
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

0463-82-1026

112 その他

「水の日」ブルーライトアップ

新潟県

田上町交流会館(新潟県南蒲原郡 R3.8.1(日没～夜明
田上町大字原ヶ崎新田3072番地) け予定)

「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
田上町
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

田上町地域整備課施設整備係

0256-47-1201

113 その他

「水の日」ブルーライトアップ

富山県

富岩運河環水公園（富山県富山
市湊入船町）

（公財）富山県民福祉公園

076-432-5073

114 その他

「水の日」ブルーライトアップ

石川県

石川門、鼠多門（石川県金沢市丸 R3.8.1(日没～22:00
の内）
予定)

石川県土木部公園緑地課

076-225-1772

115 その他

「水の日」ブルーライトアップ

福井県

越前大野駅前中央広場(福井県大 R3.8.1(日没～23：00 「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
大野市
野市弥生町3)
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

大野市くらし環境部環境・水循環
課

0779-64-4813

116 その他

「水の日」ブルーライトアップ

岐阜県

JR岐阜駅北口駅前広場(岐阜県
岐阜市橋本町1丁目)

R3.8.1(18：30～22：
00予定)

「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
岐阜市
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

岐阜市環境部環境保全課

058-214-2153

117 その他

「水の日」ブルーライトアップ

岐阜関ケ原古戦場記念館(岐阜県
R3.8.1(19：00～22：
岐阜県 不破郡関ケ原町大字関ケ原89400予定)
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
岐阜県
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

岐阜関ケ原古戦場記念館企画課
0584-47-6070
企画連携係

118 その他

「水の日」ブルーライトアップ

岐阜県

ソフトピアジャパンセンター(岐阜県 R3.8.1(18：00～21：
大垣市加賀野4－1－7)
00予定)

「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
岐阜県
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

岐阜県 商工労働部 産業技術課

058-272-8379

119 その他

水の出前教室

静岡県 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
静岡県
啓発するため、職員を派遣し、水の出前教室を実施する。

静岡県水利用課

054-221-2256

120 その他

「水の日」ブルーライトアップ

静岡県

大観覧車 Fuji Sky View(静岡県 R3.8.1(日没～22：00 「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
泉陽興業株式会社
富士市岩淵1500)
予定)
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 東京直営部

03-3252-3951

121 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛知県

ツインアーチ138(愛知県一宮市光 R3.8.1(19：00～21：
明寺字浦崎21-3)
30予定)

「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
国土交通省、一宮市
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

138タワーパーク

0586-51-7105

122 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛知県

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
サンエイ株式会社
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

052-781-5586

千葉県

千葉県睦沢町

R3.8.8

R3.8.1(日没～22：30
アサヒグループ本社ビル（東京都 予定(緊急事態宣言 「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 アサヒグループホールディングス株式会
墨田区吾妻橋1-23-1）
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
社
発出時は20：00ま
で))
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
地下鉄：R3.7.26～
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
横浜市
神奈川県
―
8.1、YouTube：
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
R3.7.19～8.15
を行う。
東京都

「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
神奈川県
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

R3.8.1(日没～22：00 「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
（公財）富山県民福祉公園
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

R3.6～10

R3.8.1(19：00～22：
00予定)

「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
石川県
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

04-7140-8615

アサヒグループホールディングス
株式会社

03-5608-5218

横浜市水道局公民連携推進課

045-671-3084

イベントURL

https://www.skplaza.p
ref.chiba.lg.jp/kodomo
daigaku/

―

神奈川県政策局政策部土地水資
045-285-0049
源対策課

http://www.pref.shizu
oka.jp/kankyou/ka060/keihatsu.html

https://www.kisosans
enkoen.jp/~tower138/
m138twinarch_about.h
tml#tenki

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事名

行事種別

都道府県

開催場所

開催日

概要

主催者

123 その他

琵琶湖への思い募集・展示

滋賀県

作品募集：R3.7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
滋賀県
11月末
手紙を募集する。
作品展示：R4.2月

124 その他

びわ湖の日連続講座

滋賀県 オンライン配信

R3.7月～8月末

「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

お問い合わせ先

電話番号

滋賀県環境政策課

077-528-3453

https://www.pref.shig
a.lg.jp/biwakatsu/

滋賀県環境政策課

077-528-3453

https://www.pref.shig
a.lg.jp/biwakatsu/

下水道部管理課

075-672-7838

7月下旬
ＨＰ掲載予定

125 その他

打ち水大作戦

京都府

京都市南区
R3.7.30
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
京都市上下水道局
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。

126 その他

「水の日」ブルーライトアップ

京都府

京都テルサ（京都市南区東九条下 R3.8.1(18：00～22：
殿田町７０）
00予定)

「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
一般財団法人京都府民総合交流事業団 京都テルサ
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

075-692-3400

127 その他

「水の日」ブルーライトアップ

兵庫県

モザイク大観覧車(兵庫県神戸市 R3.8.1(19：00～23：
中央区東川崎町1-6-1)
30予定)

「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
神戸ハーバーランドumie
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

078-360-3223

128 その他

「水の日」ブルーライトアップ

兵庫県

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)

R3.8.1(18：45～21：
00予定)

「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 公益財団法人ひょうご震災記念21世紀研
人と防災未来センター・運営課
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
究機構

129 その他

「水の日」ブルーライトアップ

兵庫県

カリヨン塔「フランドルの鐘」(兵庫
県伊丹市千僧1-1)

R3.8.1(日 没～23：
00予定)

「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
伊丹市国際・平和課
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

伊丹市 市民自治部 環境政策室
072-784-8054
環境保全課

130 その他

「水の日」ブルーライトアップ

兵庫県

太子町役場(兵庫県揖保郡太子町 R3.8.1(19：00～21：
鵤280-1)
00予定)

「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
太子町
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

太子町役場経済建設部上下水道
079-277-3241
事業所

131 その他

「水の日」ブルーライトアップ

島根県

出雲日御崎灯台(島根県出雲市大 R3.8.1(19：00～22：
社町日御碕1478)
00予定)

「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
出雲観光課
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

出雲観光課

132 その他

「水の日」ブルーライトアップ

山口県

海峡ゆめタワー(山口県下関市豊 R3.8.1(19：15～21：
前田町3-3-1)
45予定)

「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
一般財団法人山口県国際総合センター
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
083-231-5877
ンター 総務部

133 その他

「水の日」ブルーライトアップ

下関市消防局・中央消防署合同
R3.8.1(19：00～21：
山口県 庁舎(山口県下関市岬之町１７番１
45予定)
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
下関市消防局
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

下関市消防局総務課 経理係

083-233-9111

134 その他

「水の日」ブルーライトアップ

山口県

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
泉陽興業株式会社
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

下関市総合政策部企画課

083-231-1480

135 その他

「水の日」ブルーライトアップ

香川県

高松シンボルタワー（香川県高松 R3.8.1(19：00～23：
市）
00予定)

「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 高松シンボルタワー管理協議会、香川県
香川県政策部水資源対策課
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
他

136 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛媛県

愛媛県庁本館ドーム(愛媛県松山 R3.8.1～8.7(日没～
市一番町四丁目４－２)
22：00予定)

「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
愛媛県
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

愛媛県土木部河川港湾局河川課
089-912-2680
水資源・ダム政策グループ

137 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛媛県 松山城(愛媛県松山市丸之内１)

R3.8.1(日没～23：00 「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
松山市
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

松山市総合政策部水資源対策課 089-948-6947

138 その他

「水の日」ブルーライトアップ

いよてつ髙島屋大観覧車くるりん
R3.8.1(日没～21：00 「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
愛媛県 (愛媛県松山市湊町五丁目１番地
株式会社伊予鉄グループ
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
１)

139 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛媛県

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)

R3.8.1(17：00～22：
00予定)

R3.8.1(19：30～21：
00予定)

「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
あかがねミュージアム運営グループ
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

イベントURL

神戸ハーバーランドumie

株式会社伊予鉄髙島屋

078-262-5502

0853-21-2211

087-832-3128

089-948-2102

あかがねミュージアム運営グルー
0897-31-0305
プ

【別紙】

令和３年度「水の日」関連行事（42都道府県、152行事）
No.

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

開催日

概要

主催者

西条市役所庁舎(愛媛県西条市明 R3.8.1(日没～21：00 「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
西条市
屋敷164番地)
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

お問い合わせ先

電話番号

140 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛媛県

141 その他

「水の日」ブルーライトアップ

しこちゅ～ホール（四国中央市市
愛媛県 民文化ホール）(愛媛県四国中央
市妻鳥町1830ー１)

142 その他

「水の日」ブルーライトアップ

愛媛県

中田井浄水場(愛媛県四国中央市 R3.8.1(19：00～21：
中曽根町25)
30予定)

143 その他

「水の日」ブルーライトアップ

高知県

高知城(高知県高知市丸ノ内1丁
目2－1)

144 その他

「水の日」ブルーライトアップ

高知県

鏡ダム(高知県高知市鏡今井2552 R3.8.1(18：30～21：
番1号)
00予定)

145 その他

「水の日」ブルーライトアップ

佐賀県

佐賀県庁 旧館（佐賀県佐賀市城 R3.8.1(日没～22：00 「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
佐賀県
内1丁目1-59）
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

146 その他

熊本城天守閣及びサクラマチ
ブルーライトアップ

熊本県 熊本城 他

147 その他

「水の日」ブルーライトアップ

大分県

別府タワー（大分県別府市北浜3- R3.8.1(18：30～25：
10-2）
00予定)

「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
開世通商株式会社
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

148 その他

「水の日」ブルーライトアップ

大分県

大山ダム（大分県日田市大山町
西大山2008-1）

R3.8.1(19：00～22：
00予定)

「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
独立行政法人水資源機構
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 筑後川
0946-25-0113
上流総合管理所・総務課

149 その他

自然探究講座 海水ってどんな水？

鹿児島市
かごしま環境未来館

R3.7.24

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

150 その他

あこがれの海上保安官と一緒に～未来に
鹿児島市
鹿児島県
残そう青い海！～
かごしま環境未来館

R3.7.27

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
公益財団法人かごしま環境未来財団
保安庁の仕事を通じて知る講座

かごしま環境未来館

099-806-6666

151 その他

「水の日」ブルーライトアップ

鹿児島県

鶴丸城跡（鹿児島県鹿児島市城
山町7－2）

152 その他

「水の日」ブルーライトアップ

鹿児島県

観覧車 アミュラン（鹿児島県鹿児 R3.8.1(18：30～23：
島市中央町1番地１）
00予定)

鹿児島県

R3.8.1(19：00～21：
30予定)

0897-52-1382

「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 ＮＰＯ法人四国中央市公共施設管理運営 ＮＰＯ法人四国中央市公共施設管
0896-59-4510
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
センター
理運営センター
「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
四国中央市水道局
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

R3.8.1(日没～22：00 「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
高知城管理事務所
予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。

R3.8.1～8.7

西条市環境政策課

イベントURL

「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 高知県 土木部 高知土木事務所鏡ダム
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
管理事務所

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

R3.8.1～8.7(20：10～ 「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
鹿児島県歴史・美術センター黎明館
21：00予定)
設を「水」を連想させるブルーでライトアップする。
「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
株式会社JR鹿児島シティ
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

0896-28-6458

高知県土木部河川課

088-823-9839

高知県土木部河川課

088-823-9839

佐賀県河川砂防課
城原川ダム等対策室

0952-25-7183

第4回アジア・太平洋水サミット熊
096-328-2437
本市運営委員会

0977-21-3939

鹿児島県歴史・美術センター黎明
099-222-5100
館

株式会社JR鹿児島シティ

作成中

099-254-0300

https://www.kagoshim
amiraikan.jp/event/398
33/

