別紙

平成30年度「水の日」関連行事（45都道府県、238行事） 平成30年6月29日時点

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

見学イベント

水道施設バス（ハイキング）見学会

北海道

苫小牧市
北大研究林・幌内取水場・高丘浄
水場・日の出公園

H30.7.29

北大研究林～幌内取水場～高丘浄水場をハイキングして施設見学を行い、日の出公
苫小牧市
園で応急給水体験を行う。

苫小牧市上下水道部総務課

0144-32-6628

見学イベント

施設見学会

岩手県

盛岡市、北上市、奥州市、八幡平
市、一戸町

H30.7.28

県民の皆様に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、水力発電施設等の公開を実施す
る。

岩手県企業局

経営総務室 経営企画担当

019-629-6388

http://www.pref.iwate.jp/kigyoukyoku/event/
055281.html

栃木県

①深山ダム（那須塩原市）
②中禅寺ダム（日光市）
②松田川ダム（足利市）
②寺山ダム（矢板市）
②東荒川ダム（塩谷町）
②西荒川ダム（塩谷町）
③塩原ダム（塩谷町）

「森と湖に親しむ旬間」の一環としてダムの見学会を行う。
ダム管理所において、ダムの構造や仕組み、ダムの働きなどについての説明や、普
段は見ることのできないゲート室内や水力発電機室内部等の公開を行う。

栃木県砂防水資源課
農地整備課（深山ダム）

栃木県砂防水資源課

028-623-2456

http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/dam_k
oukai/h30damukengakukai_annai.html

見学イベント

ダム見学会

①四之宮管理センター(平塚市四
之宮四丁目19番1号)、寒川浄水場
(寒川町宮山4271)
②扇町管理センター(小田原市扇
神奈川県 町六丁目819番地)
③酒匂管理センター(小田原市西
酒匂一丁目1番54号)
④柳島管理センター(茅ヶ崎市柳島
1900番地)

①H30.7.24
②H30.7.26
③H30.7.28

①H30.8.7
②H30.7.27
③H30.8.3
④H30.8.12

下水道の説明、顕微鏡による微生物の観察、下水処理場の見学等をとおして下水道
の役割や大切さを学んでもらう。①では、大切な水環境について、より一層理解と関心 公益財団法人 神奈川県下水道公社
が深まるよう、上・下水道を一体とした見学を実施する。

公益財団法人神奈川県下水道公
社総務部企画課

0463-55-7438

公社ホームページへ掲載予定
http://www.kanagawa-swf.or.jp

新潟県上越市
大字今泉字城山1511の1番地

H30.8.4（予定）

再生可能なクリーンエネルギーである水力発電の特徴や仕組みを理解していただくた
新潟県企業局
めの見学会とする。
（上越市ガス水道局と共催）
併せて公営電気事業や事業の地域振興への貢献を知っていただく機会とする。

上越利水事務所

025-524-4101

http://www.pref.niigata.lg.jp/risui_joetsu/

石川県

石川県白山市白山町３３６
手取川水道事務所

H30.7.31

水道水ができるまでの仕組みを学び、水の性質を調べてみる。

石川県手取川水道事務所

手取川水道事務所庶務課

076-273-1305

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/tedori/index.ht
ml

深城ダム見学

山梨県

山梨県大月市
深城ダム

H30.7.21～7.31
（土・日を除く）

・ダム見学者への施設説明
・ダム関連ビデオ上映等の実施
・ダム見学

深城ダム管理事務所

深城ダム管理事務所

0554-24-7062

http://www.pref.yamanashi.jp/damufk/index.html

見学イベント

荒川ダム見学

山梨県

山梨県甲府市
荒川ダム

H30.7.30～8.3

・ダム見学者への施設説明
・ダム関連ビデオ上映等の実施
・ダム見学

荒川ダム管理事務所

荒川ダム管理事務所

055-287-2006

http://www.pref.yamanashi.jp/damuarkw/damu_kengaku.html

見学イベント

親子ふれ愛・水源地探検ツアー

長野県

味噌川ダム等

H30.7.26

親子で水源地等を見学し、水の大切さを感じてもらい「水道」について関心と理解を深
愛知県企業庁水道計画課
めることを目的とした日帰りツアーを実施する。

愛知県企業庁水道計画課

052-954-6680

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyosuido/h30-suigenchitour.html

見学イベント

【親子ふれあい学級】身近な自然～水源地に
出かけよう♪～

長野県

長野県佐久市内

H30.7.27

水の大切さについて考えてもらうよう、佐久地域の水源を巡る。

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

見学イベント

豊川用水通水５０周年記念バスツアー

愛知県

宇連ダム等

H30.7.31

豊川用水は平成30年6月に通水50周年を迎えたため、これを機に豊川用水について
学んでいただく日帰りのバスツアーを実施する。

愛知県企業庁水道計画課

愛知県企業庁水道計画課

052-954-6680

http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyosuido/toyogawa-bus-tour.html

見学イベント

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

三重県

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

H30.8.5

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

三重県企業庁

三重県企業庁
企業総務課

059-224-2822

http://www.pref.mie.lg.jp/D1KIGYO/7306301
3206.htm

見学イベント

下水道施設見学会

京都府

京都市
伏見水環境保全センター

H30.7.31

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

総務部総務課

075-672-7810

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/

見学イベント

平成30年度 夏休み下水道教室

見学イベント

高田・新高田発電所見学会
（上越市城山浄水場見学会と合同開催）

新潟県

見学イベント

夏休み小学生水道教室

見学イベント

見学イベント

「お米をそだてよう！種まきから収穫まで～
吉野川分水ツアー２０１８」
（農業水利施設の見学）

奈良県

吉野郡大淀町
（下渕頭首工）

H30.7.31

○農業用水及び農業水利施設の役割、重要性を学ぶために地域の農業水利施設を
紹介

＜主催＞
奈良県農業協同組合、市民生活協同組合
ならコープ
市民生活協同組合ならコープ
＜協力＞
ＣＳＲ組織広報部
近畿農政局南近畿土地改良調査管理事
務所、
大和平野土地改良区、奈良新聞社

見学イベント

ダム見学会

広島県
山口県

広島県廿日市市浅原
小瀬川ダム管理事務所

H30.7.21～7.27

「森と湖に親しむ旬間」に合わせ，操作室・監査廊の見学を実施する。

小瀬川ダム管理事務所

見学イベント

夏休み浄水場施設見学会

広島県

広島県福山市
千田浄水場

H30.8.4

普段なにげなく使っている安全で良質な水道水が、どのような過程でつくられているか
学習し、水をより身近なものに感じてもらえる機会となるよう、浄水場の施設見学を実 福山市上下水道局
施する。

0742-34-8735

小瀬川ダム管理事務所

0827-56-0321

福山市上下水道局経営管理部上
下水道総務課

084-928-1525
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見学イベント

水道教室（夏休み特別編）

徳島県

徳島県徳島市
第十浄水場

H30.8.1

市内の小学生と保護者を対象に徳島市の水道施設等を見学してもらい,水道が家庭
に届くまでの課程を学んでいただきます。

徳島市水道局

徳島市水道局経営企画課

088-623-2419

見学イベント

交流体験inよしのがわ（上流編）
・早明浦ダム見学
・水難事故防止講習

徳島県

高知県土佐郡土佐町
※徳島市内からバス移動

H30.8.5

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

吉野川交流推進会議

徳島県県土整備部流域水管理課

088-621-2538

http://www.yoshinogawa.org/

見学イベント

夏休み親子下水道教室

福岡県

南部浄化センター・諏訪ポンプ場
(大牟田市)

H30.7.27～7.28
H30.8.3～8.4

市内の小学4年生から6年生までの児童とその保護者を対象に、処理場とポンプ場の
施設見学と簡単な実験を通して下水道について学ぶ機会を設け、下水道の役割や大 大牟田市企業局
切さをアピールし、下水道事業への関心、理解を得ることを目的に実施する。

大牟田市企業局 経営企画課

0944-41-2850

http://www.city.omuta.lg.jp/kigyoukyoku/

見学イベント

バスでめぐるダム探検

福岡県

寺内ダム(朝倉市)・ありあけ浄水場
(大牟田市) 等

H30.8.5

市内の小学生とその家族を対象に、水道用水と関連のあるダムを実際に見学し、浄
水場で水道水ができるまでの過程を学習し、水道の役割や大切さについて学ぶことを 大牟田市企業局
目的に実施する。

大牟田市企業局 経営企画課

0944-41-2850

http://www.city.omuta.lg.jp/kigyoukyoku/

見学イベント

筑後川水系における水資源開発施設の見学
会

福岡県

朝倉市
寺内ダム

H30.8.5

小学校４～６年生を対象として筑後川水系における水資源開発施設の見学会を行
い、水の貴重さや水資源の重要性について理解を深める。

佐賀県筑後川下流域環境協議会（佐賀県
佐賀県河川砂防課水資源調整室
河川砂防課内）

0952-25-7183

見学イベント

佐賀平野「水と歴史」の探検隊における農業
水利施設見学及びパネル展示

佐賀県

佐賀市
（北山ダム他）

H30.8.24

○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するととも
に嘉瀬川に棲息する魚を観察し、生物多様性機能や洪水防止、地下水かん養、気候
緩和など多くの機能を果たしていることをパネルを使って説明

＜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
水土里ネット佐賀
瀬川上流地区推進協議会
（佐賀土地改良区）総務課
＜協力＞
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

0952-22-4382

見学イベント

施設見学バスツアー

長崎県

大村市

H30.8.1

大村市給水開始９０周年を記念し、水の日に合わせ、ダムや浄水場等の施設見学を
小学生を対象にバスツアーを実施する。

大村市上下水道局

0957-53-1114

水道工務課

電話番号

イベントURL

今後掲載予定
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参加型イベント 北海幹線用水路ウォーキング

北海道

美唄市

H30.7.29

＜主催＞
北海土地改良区
北海土地改良区
○北海幹線用水路（疏水百選、北海道遺産）沿いを歩き、農業水利施設に関する理解 ＜共催＞
総務部総務課
を深める行事を実施
北海道開発局札幌開発建設部岩見沢農
「ウォーキング事務局」
業事務所、空知森林管理所、空知総合振
興局

参加型イベント 夏休み子ども体験デー

北海道

札幌市

H30.8.2～8.3

○農業農村整備事業に係るパネル展示

参加型イベント 十勝しかおい水鉄砲選手権大会

北海道

鹿追町
鹿追陸上競技場

H30.8.4

参加型イベント 水の週間キャンペーン

北海道

北海道釧路市観光国際交流ｾﾝﾀｰ

参加型イベント 日本最東端の田んぼの学校 観察会

北海道

参加型イベント 水道局サマーフェスティバル２０１８

電話番号

イベントURL

0126-22-2400

http://www.midorinethokkai.jp/manager/detail/301

北海道農政事務所
企画調整室

011-330-8801

今後掲載予定

チームに分かれて、相手選手のゼッケンなどを水鉄砲で撃ちあうトーナメント形式の試
第９回水鉄砲選手権大会実行委員会
合を開催。

水鉄砲選手権大会実行委員会
（鹿追町商工会青年部）

0156-66-2107

http://xn--1rwu9wb6u.com/

H30.8.4～8.5

水をきれいにする仕組みを学ぶコーナー、カラーマンホール・配水管模型展示コー
ナー、汚水をきれいにする仕組みを学ぶコーナー、きき水コーナー、子ども遊び場コー 釧路市上下水道部
ナーの開設、アンケートの実施、ポスター掲示等

釧路市上下水道部経営企画課

0154-43-2169

美幌町

H30.8.5

○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

0152-73-2037

北海道

北海道小樽市
ウイングベイ小樽

H30.8.5

上下水道事業の役割について更なる理解と協力を求めるため、職業体験、製作体験
小樽市水道局
及びパネルの展示などを行うイベントを開催する。

小樽市水道局総務課

0134-32-1171

参加型イベント 札幌水源の森づくり2018

北海道

札幌市

H30.8.25

市民の力で水源の森を育み次世代へ引継ぐため、森林教室やブースの出展、ポット
苗の作成等を行い、森林の水源涵養機能について普及啓発。

石狩地域森林ふれあい推進セン
ター
札幌市環境局みどりの推進課活
用推進係

ふれあい推進セ
ンター
：011-533-6741
札幌市
：011-211-2522

参加型イベント しんとく節水の日

北海道

新得町 各小学校

Ｈ30.8.30 近辺
予定

台風災害により断水を経験したことをきっかけに、水の大切さを忘れないため、8月31
日を「しんとく節水の日」と定めています。
新得町役場施設課
町民への啓発活動の他に、小学生に向けて節水に係る講話と給水車を使用した給水
体験を実施します。

施設課上下水道係

0156-64-0529

参加型イベント 第１回ブナ林再生教室

青森県

西目屋村

H30.7.21

暗門川の周辺における広葉樹の植樹や森林散策を通じて、森林に親しむとともに、森
津軽白神森林生態系保全センター
林の水源涵養機能や保健休養機能等について普及啓発。

津軽白神森林生態系保全センター 0173-72-2931

参加型イベント 源流探訪親子バスツアー

青森県

青森県八戸市及び岩手県岩手郡
葛巻町

H30.8.11

八戸圏域水道企業団が供給する水道水の水源である馬淵川及び新井田川の源流
を、親子で探訪するバスツアーを実施する。

八戸圏域水道企業団総務課

0178-70-7022

中津川流域におけるあゆ釣り解禁日（平成30年７月１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 盛岡市役所
釣りマナーの啓発を図るもの。

商工観光部観光交流課

019-626-7539

北海道開発局、北海道森林管理局、
北海道農政事務所

網走川土地改良区

北海道森林管理局、札幌市

八戸圏域水道企業団

参加型イベント 第43回あゆ釣り教室

岩手県

岩手県盛岡市
中津川

H30.7.1

参加型イベント いざ、打ち水じゃ！伊達に涼もう、仙台の夏

宮城県

仙台市青葉区一番町四丁目商店
街

H30.8.13 14:00
電力に頼りすぎず、身近な方法で夏を快適に過ごす知恵の一つ「打ち水」。夏の節電
せんだいE-Action実行委員会
～15:00
を呼びかけるため、中心商店街で「打ち水イベント」を実施します。
（雨天時中止）

仙台市環境局環境共生課

022-214-0007

参加型イベント 水道フェア2018

宮城県

市町村名：仙台市
施設名：せんだいメディアテーク

H30.7.24

市民の皆さまに水道への理解・関心を深めていただくために実施する。

仙台市水道局

仙台市水道局総務課

022-304-0007

参加型イベント 第１回白神森林講座

秋田県

藤里町

H30.7上旬

田苗代湿原の散策や藤里駒ヶ岳の登山を通して、森林の水源涵養機能や保健休養
機能等について普及啓発。

藤里森林生態系保全センター

藤里森林生態系保全センター

0185-79-1003

参加型イベント 夏休み親子森林教室

秋田県

秋田市

H30.7.24

仁別森林博物館において、親子を対象とした森林教室を実施し森林の持つ公益的機
東北森林管理局
能や水の循環について普及啓発。

参加型イベント 夏休み親子水めぐりの旅

秋田県

秋田市仁井田字新中島221-2
仁井田浄水場ほか

H30.7.29

川の水がどのように飲み水になり、使った水がどのようにきれいになるかを夏休みに
合わせ親子で学習する。

秋田市上下水道局

参加型イベント 「山の日」記念 森林体験学習

秋田県

秋田市

H30.8.11

仁別森林博物館の来場者を対象に、体験学習を実施し森林の持つ公益的機能や水
の循環について普及啓発。

東北森林管理局

参加型イベント せせらぎスクール指導者養成講座（初級編）

福島県

福島県会津若松市
会津若松市文化センター／湯川

H30.7.1

水生生物を用いた水質調査「せせらぎスクール」の指導者等を対象とした講座を開催
することにより、県民が水に親しむ機会を広げるとともに、水環境保全の意識の高揚 福島県
を図ることを目的に実施する。

福島県環境創造センター

参加型イベント 河川清掃

福島県

塙町内に存在する河川周辺

H30.7.1(予定）

町内の河川周辺の河川愛護団体で清掃を行う。

塙町役場 生活環境課 生活安全
0247-43-2148
係

参加型イベント せせらぎスクール指導者養成講座（上級編）

福島県

福島県郡山市
郡山市河内ふれあいセンター／逢
瀬川

H30.7.28

水生生物を用いた水質調査「せせらぎスクール」の指導者等を対象とした講座を開催
することにより、県民が水に親しむ機会を広げるとともに、水環境保全の意識の高揚 福島県
を図ることを目的に実施する。

河川愛護団体

東北森林管理局技術普及課

秋田市上下水道局総務課

東北森林管理局技術普及課

福島県環境創造センター

https://www.city.otaru.lg.jp/simin/sumai/suid
ou/ibentojouhou.html

http://www.city.morioka.iwate.jp/kankou/kan
kouinfo/1022907.html

018-836-2214

018-823-8434

018-836-2214

0247-61-6128

0247-61-6128

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/ses
eragi-school-shidousya.html

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/298/ses
eragi-school-shidousya.html

別紙

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

開催日

参加型イベント 茂庭っ湖まつり

福島県

福島市

H30.7.29

参加型イベント 若郷湖さわやかフェスティバル２０１８

福島県

会津若松市

H30.8.4

福島県

猪苗代町
上戸浜

H30.8.5

参加型イベント

平成３０年度猪苗代湖岸一斉クリーンアップ
作戦

概要

主催者

お問い合わせ先

茂庭っ湖まつり実行委員会（国交省摺上
川ダム管理署、福島森林管理署、福島
市、伊達市、二本松市、桑折町、国見町、 福島森林管理署森林技術指導官
川俣町、福島地方水道用水供給企業団、
東北電力、NPO茂庭っ湖の郷、NPOいい
ざかサポーターズクラブ）
森と湖に親しむ旬間実行委員会（構成委
員：会津若松市、下郷町、会津美里町、会
木工作、丸太切り体験を通じて森林に親しむことにより、森林の水源涵養機能や木材 津坂下町、湯川村、国土交通省阿賀川河
会津若松市建設部花と緑の課
利用の意義等について普及啓発。
川事務所、電源開発（株）、東北電力
（株）、（社）北陸地域づくり協会、会津森林
管理署）
本県にとってかけがえのない財産である猪苗代湖を、猪苗代町・会津若松市・郡山市
猪苗代町役場企画財務課企画調
が連携、協力し、湖岸のクリーンアップ作戦（湖岸清掃活動）を行い、猪苗代湖の環境 猪苗代湖環境保全推進連絡会
整係
保全及び水質保全対策を推進することを目的としています。
丸太切りやクラフトを通して林業の体験と木材のぬくもりをＰＲし、森林の水源涵養機
能や木材利用の意義等について普及啓発。

電話番号

イベントURL

024-535-0121

0242-39-1262

0242-62-2112

福島県

福島県河沼郡柳津町
圓藏寺・只見川河畔

H30.8.10

8月10日、亡き霊やご先祖の霊を弔い、感謝するために圓藏寺の菊光堂で祈願祭が
行われます。その後に流灯を手にしたお稚児さん達が、虚空蔵菩薩から魚淵まで稚
霊まつり流灯花火大会実行委員会
児行列を行い町内を練り歩きます。只見川に流される五百基もの流灯は幻想的です。
この夜には只見川に映える美しい花火大会も行われます。

参加型イベント 猪苗代湖の水を守りたい事業

福島県

郡山市内

H30.8.18

水環境保全の重要性や水道・下水道に対する理解を深めてもらうため、水道施設・下
郡山市上下水道局
水道施設の見学や猪苗代湖岸清掃を実施します。

郡山市上下水道局 総務課

024-932-7643

http://www.city.koriyama.fukushima.jp/kuras
hi/jogesuido/suido/oshirase/index.html

参加型イベント 夏休み親子水道教室

茨城県

茨城県鹿嶋市
茨城県鹿行水道事務所

H30.8.4

８月１日から７日の「水の週間」に合わせ，小学生とその保護者を対象に，水づくり実
験，浄水場見学，水に親しむイベント等を実施する。

公益財団法人茨城県企業公社

029-301-1133

http://www.mizudasu.or.jp/kids/summerscho
ol/

森と湖に親しむ旬間
上下流交流会

栃木県

日光市

H30.7.27

国土交通省鬼怒川ダム統合管理事務所、
丸太切り体験、メダル作り、しおり作り体験を通じて森林に親しむことにより、森林の水 日光市、宇都宮市、公益財団法人利根
日光森林管理署業務グループ森
源涵養機能や木材利用の意義等について普及啓発。
川・荒川水源地域対策基金、日光森林管 林ふれあい担当
理署

0288-22-1069

参加型イベント 平成３０年度「ぐんまウォーターフェア」

群馬県

群馬県太田市
ぐんまこどもの国児童会館

H30.7.27～7.29

会場を訪れた小学生等がさまざまな実験や観察などを体験し、水の大切さについて理
解を深める。
群馬県
濁った水をきれいにする実験、ダム模型による実演等

群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室

027-226-2362

埼玉県企画財政部土地水政策課

048-830-2189

http://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/jokaryukoryu/index.html

参加型イベント

参加型イベント

霊まつり大法要・稚児行列
流灯花火大会

参加型イベント 水源わくわくセミナー2018

茨城県企業局

群馬県

長野原町

H30.7.31～8.1

水源地の方々との親睦や相互理解を進めるため、県内及び群馬県長野原町の小学
生を対象に浦和レッズハートフルクラブの指導によるサッカー入門教室等を開催する
埼玉県・埼玉県企業局
とともに、水の大切さやダム事業への理解を深めるため、建設中の八ッ場ダムの見学
などを行う。（今年度の参加者受付は6/1～6/15）

霊まつり流灯花火大会実行委員会 0241-42-2346

http://hanabi.aizu-yanaizu.com

参加型イベント

利根川水系上下流交流事業
「夏休み水のふるさと体験会」

群馬県

群馬県長野原町・中之条町
八ッ場ダム、チャツボミゴケ公園

H30.8.21～8.22

夏休みに群馬県と東京都の皆さんが一緒に、利根川上流域の「水のふるさと」を体験
します。
利根川水系上下流交流実行委員会
ダムの見学や水源地域の素晴らしい自然に触れながら、水や水を育む森林の大切さ （群馬県・東京都）
について学びます。

群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室

027-226-2362

http://www.tonegawa-joukaryuu.jp/

参加型イベント

「水道のしくみ「彩」発見！ダム・浄水場見学
ツアー」

埼玉県

下久保ダム・利根大堰・吉見浄水
場

H30.7.26
H30.8.21

県内在住の親子を対象に、河川上流の「水源施設」及び下流の「浄水場施設」を見学
するツアーを実施し、水資源の大切さや安全・安心な水道水を送る仕組みについて理 埼玉県企業局
解を深める。

埼玉県企業局水道企画課

048-830-7064

http://www.pref.saitama.lg.jp/c1304/90d0001yousui/event.html

参加型イベント SUP体験

千葉県

千葉県立水郷小見川少年自然の
家

H30.7.16
H30.8.5

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少年自然の
家

0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/event/page/2/

参加型イベント 夏休み「水の旅めぐり」～水道施設見学会～

千葉県

（見学場所）北千葉広域水道企業
団浄水場（流山市)

H30.7.25

毎日使う水道水について学ぶ為に、親子で体験する水道水作りや浄水場及び取水場
の見学会を実施する。
我孫子市水道局

我孫子市水道局経営課経営担当

04－7184－0114

参加型イベント カヌー体験教室

千葉県

横芝光町 栗山川ふれあい橋付近

H30.7.29
H30.8.26

水に親しむとともに体力の向上を図るため、カヌー体験を実施する。また、汽水域の栗
千葉県立東金青年の家
山川の魚、植生について学ぶ。

千葉県立東金青年の家

0475-54-1301

http://www.tougane-youth.jp

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少年自然の
家

Ｈ30.8.16～8.19

少年自然の家に宿泊（３泊４日）し、黒部川でのカヌー体験等を実施する。

千葉県立水郷小見川少年自然の家

千葉県立水郷小見川少年自然の
家

0478-82-1343

http://suigou-omigawa.com/event/page/2/

Ｈ30.7.1～8.31

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作品をSNSにより募集する。

水の週間実行委員会

水の週間実行委員会事務局

048-600-6513

http://www.mizunohi.jp/intro/intro05.html

参加型イベント

第３３回水とのふれあいフォトコンテスト（SNS
部門）

東京都

-

千葉県立水郷小見川少年自然の家

参加型イベント 水の週間一斉打ち水大作戦

東京都

東京都千代田区霞が関
国土交通省

H30.8.3

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

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

http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/toc
himizushigen_mizsei_tk1_000023.html

参加型イベント こども霞が関見学デー

東京都

東京都千代田区霞が関

H30.8.1～8.2

子どもたちに水道水のおいしさや水の大切さを認識してもらうとともに、日常生活を支
厚生労働省
える水道に興味をもってもらう。

医薬・生活衛生局 水道課

03-3595-2368

http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouh
ou_shuppan/kids/

こども霞が関見学デー
参加型イベント （イベント：田んぼの水はどこからやってく
る？）

東京都

東京都千代田区霞が関
（農林水産省７階「研修室」）

H30.8.1～8.2

○「水の恵みカード」の配布。
○その他、農業水利施設の紹介、VR動画による農業水利施設見学体験、パネル展
示など
○小・中学生・幼児等（原則として保護者同伴）

農林水産省 農村振興局
整備部 水資源課

03-3502-8111
（代）

今後掲載予定

参加型イベント 第2回 雨水検定（初級）

東京都

千代田区立日比谷図書文化館
セミナールームA

H.30.8.6

雨水活用や水循環についてのお話のあと、３択式の検定問題に挑戦いただく。採点・
NPO法人雨水まちづくりサポート
解説を行い、正解率に応じて検定証書を授与する。

NPO法人雨水まちづくりサポート

amemachi.supo@g
https://amemachi.org/blog/
mail.com

農林水産省

別紙

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

開催日

概要

主催者

電話番号

丸の内キッズジャンボリー
【すごいな！いのち育てる農業用水】

東京都

東京都千代田区
（東京国際フォーラム）

H30.8.14～8.16

○小学生の親子を対象として、農業用水の重要な役割について、パネル展示やワー
クショップを通じた紹介とゲーム・クイズ等について実施する

参加型イベント

利根川水系上下流交流事業
「夏休み水のふるさと体験会」

東京都

群馬県吾妻郡長野原町
(八ッ場ダム建設現場他）

Ｈ30.8.21～8.22

上流の群馬県に住む人たちと、下流の東京都に住む人たちが、水の大切さや水源地
利根川水系上下流交流実行委員会
の役割について、理解を深めるためにダムの建設現場見学や自然観察会を実施す
（東京都・群馬県）
る。

東京都都市整備局都市づくり政策
03-5388-3289
部広域調整課水資源担当

http://www.tonegawa-joukaryuu.jp/

神奈川県 青野原オートキャンプ場

H30.7.1

神奈川県の水源としての母なる川、道志川を未来の世代に末永く継承していくため、
より良い河川環境づくりへの参加と交流・体験の場としてのイベントを通じ、多くの
人々に川とふれあう機会を提供するとともに、地域の魅力の向上と活性化を図ること
を目的とし開催している。

相模原市津久井地域環境課

042-780-1404

http://www.city.sagamihara.kanagawa.jp/eve
nt/event_all/1014469.html

神奈川県 江の島ヨットハーバー

H30.7.15～8.9

小・中学生及び障がいのある方を対象とした体験会を実施し、セーリング競技の次世
神奈川県
代を担う若年層の興味・関心を高める。

セーリング体験事務局

045-232-4925

http://sailing2020.jp/

神奈川県高座郡寒川町
神奈川県 目久尻川親水護岸（寒川広域リサ
イクルセンター西側）

H30.7.21

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。

寒川町環境経済部環境課

0467-74-1111

http://www.town.samukawa.kanagawa.jp/sos
hiki/kankyokeizai/kankyo/kankyohozen/even
t/ikimono/1470720933453.html

H30.7.24

身近な河川に生息する水生生物の採集及び観察を通じて、河川の水質調査を実施す
るとともに、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 秦野市環境保全課
普及及び高揚を図るもの。

秦野市環境保全課 地下水・環境
0463-82-9618
指導担当

H30.7.25

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３年生以上の生徒とその保護者を対象とした施設見学会を実施する。 川崎市上下水道局サービス推進課
入江崎水処理センター、入江崎総合スラッジセンターを見学する。

川崎市上下水道局サービス推進
課

044-200-3097

http://www.city.kawasaki.jp/800/page/00000
97514.html

川崎市上下水道局サービス推進課

川崎市上下水道局サービス推進
課

044-200-3097

http://www.city.kawasaki.jp/800/page/00000
97509.html

神奈川県

セーリング体験事務局

045-232-4925

http://sailing2020.jp/

参加型イベント

セーリング海上体験会 （対象：小・中学生、
障がいのある方）

参加型イベント 川の生き物調査隊

参加型イベント 平成30年度水生生物教室「川から学ぼう！」 神奈川県 金目川流域

入江崎水処理センター、入江崎総
合スラッジセンター

参加型イベント 夏休み下水道教室

神奈川県

参加型イベント 山北町―川崎市交流事業

神奈川県 山北町共和のもりセンター

参加型イベント

セーリング海上体験会 （対象：中学生・高校
神奈川県 八景島マリーナ
生）

第１回 H30.7.27 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、小学生(３年生以
第２回 H30.8.17 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。
H30.7.28～7.29

中学生・高校生を対象とした体験会を実施し、セーリング競技の次世代を担う若年層
の興味・関心を高める。

中道志川あゆまつり実行委員会

寒川町
（共催 さむかわエコネット）

公益社団法人農業農村工学会

03ｰ3436ｰ3418
（代）

イベントURL

参加型イベント

参加型イベント 中道志川あゆまつり

公益社団法人農業農村工学会、
全国水土里ネット

お問い合わせ先

http://www.tif-kids.jp/2018/

参加型イベント 夏休み環境教室

神奈川県 青野原オートキャンプ場

H30.7.29

河川上流域の清流において夏休みの市民親子が、川とのふれあい体験を通じて楽し 中道志川トラスト協会・さがみはらの環境
く水源環境保全の意識の醸成を図る。
を良くする会

相模原市津久井地域環境課

042-780-1404

参加型イベント 夏休み水道教室

神奈川県 宮ヶ瀬ダム、相模大堰

H30.8.1

水道事業に対する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３年生以上の生徒とその保護者を対象とした水に親しむツアーを実 川崎市上下水道局サービス推進課
施する。 神奈川県の水源である宮ヶ瀬ダム、相模大堰を見学する。

川崎市上下水道局サービス推進
課

044-200-3097

参加型イベント 8月1日は「水の日」

神奈川県

H30.8.1
11時～16時

水関連事業を行っている水道局、環境創造局、道路局の３局合同で、水の大切さや水
横浜市水道局、環境創造局、道路局
環境について学べるイベント（パネル展示）を開催する。

横浜市水道局公民連携推進課

045-633-0157

参加型イベント 秦野名水フェスティバル

神奈川県 秦野市文化会館

H30.8.2

「秦野名水」をより多くの人に知っていただき、名水の里、秦野に暮らすことの豊かさに
改めて気づいていただくことを目的に、水について学ぶ講座や展示ブースを設置し、 秦野市環境保全課
開催するもの。

秦野市環境保全課 地下水・環境
0463-82-9618
指導担当

参加型イベント 夏休み水道教室

神奈川県 相模大堰・有馬浄水場

Ｈ30.8.2
Ｈ30.8.3

川の水がどのように水道水に変わっていくのかを相模大堰、有馬浄水場の見学及び
水質実験を通して知ってもらい、水資源の有限性及び水の貴重さなど、生活に欠かす
横須賀市上下水道局
ことのできない水に対する関心を高め、理解を深めてもらうもの。対象は市内小学４～
６年生とその保護者。

横須賀市上下水道局経営部
総務課広報係

参加型イベント 川の生きものを調べよう！

神奈川県茅ヶ崎市
茅ヶ崎市役所（集合）
神奈川県
駒寄川せせらぎ公園付近（現地調
査）

H30.8.3

駒寄川の水生生物を調べる。

参加型イベント やどりき水源林のつどい

神奈川県 神奈川県足柄上郡松田町

H30.8.4

水源林トレッキングや、丸太切り、木工クラフト等の森林交流会を通して、水源の森林 県民との協働による森林づくり実行委員
づくり事業への理解を深める。
会

神奈川県水源環境保全課

参加型イベント カヌー&ガサガサ魚取り

神奈川県 神川橋（平塚市田村）

H30.8.5

カヌー体験と魚取りを同時に楽しむことができる。

平塚市都市整備部みどり公園・水
0463-21-9852
辺課

参加型イベント 第42回足柄金太郎まつり（お水送り）

神奈川県

H30.8.5

金太郎が産湯につかったとされる「夕日の滝」の水を汲んで桶に入れ、子どもたちが
14㎞走ってまつり会場までお水送りを行う。その際、参加者は沿道から、枡やひしゃく
足柄金太郎まつり実行委員会
で子どもたちに水掛けをする。まつり会場で届けられた水を参加者に撒きながら健康
祈願を行う。

足柄金太郎まつり実行委員会事務
http://www.city.minamiashigara.kanagawa.jp/
局
0465－74－2111
kankou/matsuri/
（南足柄市役所商工観光課内）

参加型イベント 秦野名水探検隊

神奈川県 秦野市（曽屋地区）

H30.8.7

小学生を対象に湧水地を巡り、「秦野名水」の秘密を探検するもの。

秦野市環境保全課 地下水・環境
0463-82-9618
指導担当

参加型イベント セーリング海上体験会 （対象：親子）

神奈川県 八景島マリーナ

H30.8.10～8.11

小学生から高校及び障がいのある方とその保護者を対象とした体験会を実施し、セー
神奈川県
リング競技の次世代を担う若年層の興味・関心を高める。

セーリング体験事務局

045-232-4925

神奈川県 西武東戸塚店

未定
（8月開催予定）

神奈川県の森や水を守る取組についての情報発信を行い、アンケートにより県民意
見を幅広く収集する。水源環境保全・再生イメージキャラクター「かながわ しずくちゃ
ん」も登場！

神奈川県水源環境保全課調整グ
ループ

045-210-4352

参加型イベント

第40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）

横浜市営地下鉄センター北駅３階
スペース

夕日の滝
～富士フイルム辻下グラウンド

茅ヶ崎地区相模川をきれいにする協議会
茅ヶ崎市役所 環境保全課
他

NPO法人 湘南いきもの楽校

秦野市環境保全課

水源環境保全・再生かながわ県民会議

http://www.city.kawasaki.jp/800/page/00000
97514.html

046-822-8607

0467-82-1111

045-285-0336

http://ktm.or.jp/

https://shonanikimonogakkou.wordpress.com
/

http://sailing2020.jp/

別紙

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

新潟県

十日町市

H30.7.14
H30.7.28

○用水の一連の流れに沿って施設を見学し、農業用水利施設や農業について理解を
深める
新潟県
・7月14日開催（川西コース）ダム～ファームポンド～田んぼ～貯蔵施設
十日町地域振興局農業振興部
・7月28日開催（中里コース）頭首工～揚水機場～田んぼ～貯蔵施設
○小学生とその保護者を対象（一般募集）

新潟県

南魚沼市

H30.7中旬

丸太切り体験や木工教室体験を通じて森林に親しむことにより、森林の水源涵養機
能や木材利用の意義等について普及啓発。

しゃくなげ湖まつり実行委員会（南魚沼
市、中越森林管理署、国土交通省三国川
中越署業務グループ
ダム管理所、（一財）しゃくなげ湖畔開発公
社）

025-772-2143

参加型イベント 大石ダム湖畔まつり

新潟県

関川村

H30.7.28

木工教室を実施し、森林の水源涵養機能や木材利用の意義等について普及啓発。

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

下越森林管理署村上支署総括森
林整備官

0254-53-2151

参加型イベント 上田ふれあい祭り

新潟県

南魚沼市

H30.8下旬

丸太切り体験や木工教室体験を通じて森林に親しむことにより、森林の水源涵養機
能や木材利用の意義等について普及啓発。

上田ふれあい実行委員会

中越署業務グループ

025-772-2143

井田川水系土地改良区

井田川水系土地改良区

076-454-2458

富山県

富山県 広報課

076-444-8909

参加型イベント 子ども探検隊2018

参加型イベント

しゃくなげ湖まつり
（森と湖に親しむ旬間）

新潟県
十日町農業振興部
農村計画課

025-757-5519

参加型イベント 地域をうるおす井田川施設見学会

富山県

富山市八尾町

H30.7月中
（※日程調整中）

○井田川水系にある頭首工や取水口等を見学し、農業用水利施設の役割について
理解を深める
○小学生を対象

参加型イベント 県政バス教室「とやまの名水めぐり」コース

富山県

富山県西部

H30.8.7

県西部の名水百選に選定された湧水地や水関連施設、ミネラルウォーター工場を見
学

参加型イベント 森と湖に親しむ旬間（真名川ダム）

福井県

大野市

H30.7.28

国土交通省近畿地方整備局九頭竜川ダ
ム統合管理事務所、福井森林管理署、福
森林学習（パネル展示）や木工教室を通じて森林に親しむことで、森林の水源涵養機
福井森林管理署
井県、大野市、電源開発(株)、北陸電力
能等について普及啓発。
業務グループ
(株)、関西電力(株)、大野漁業協同組合、
福井河川国道事務所

050-3160-6105

福井県

福井市
ハピテラス（全面）

H30.7.29

施設見学やステージイベント、展示等を通し、上水道と下水道が「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ＰＲするとともに、理解を深め関心を 福井市企業局
持ってもらう。

福井市企業局経営管理課

0776-20-5615

大門・塩川ダム管理事務所
塩川ダム管理課

0551-45-0789

参加型イベント

福井市上下水道展～くらしをささえるめぐる
水～

参加型イベント 森と湖に親しむつどい

参加型イベント

参加型イベント

高瀬渓谷フェスティバル
2018（木工教室）
西浦ダム（小諸発電所）見学と川の生き物に
ついて学ぼう！

参加型イベント 夏休み・水の研究お助け隊

参加型イベント

みず

水と親しむつどい～南箕輪の水道イベント

山梨県

山梨県北杜市
塩川ダム

H30.7.29

丸太切り体験やダム地下探検などを通じて、森林や湖に親しむことにより、心と体をリ
フレッシュしながら、森林やダム等の重要性について理解して頂くことを目的に実施す 山梨県
る。

長野県

大町市

H30.7.14

丸太切り体験や木工品作り等を通じて森林に親しむ事で森林の水源涵養機能や木材 国土交通省北陸地方整備局大町ダム管
利用の意義等について普及啓発。
理所

中信森林管理署総務グループ

050-3160-6050

H30.7.27

河川の水質汚濁防止および自然環境保護のための啓発活動として、水力発電施設
の見学および川の生物の観察会を実施する。

信濃川を守る協議会佐久ブロック
事務局
（小諸市環境水道部生活環境課）

0267-22-1700

松本市上下水道局下水道課

0263-27-4465

南箕輪村建設水道課上水道係

0265-72-2326

木曽町環境協議会事務局
（木曽町役場町民課環境政策室
内）

0264-22-4218

長野県

長野県小諸市

信濃川を守る協議会佐久ブロック

長野県

長野県松本市
両島浄化センター

H30.7.27～29

水道水がどのようにして作られ家庭や工場に届けられているか、また、そこから排出さ
れ汚れた水が、どのようにして下水道処理施設で浄化されるのかを知ることにより、水
松本市上下水道局
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
た講座を実施する。

長野県

長野県南箕輪村
大芝公園

H30.7.28

水資源の有限性、水の貴重さと水資源の重要性について村民の関心を高め、理解を
南箕輪村
深めていただくため、水源水の試飲や水を利用したゲームなどを実施する。
木曽町内を流れる野上川の「源流部」、「中間部」、「木曽川」の３ヶ所にてせせらぎサ
イエンスを行う。

参加型イベント

きそネイチャーマイスター養成講座実習Ｃ
川の虫に聴く、水の中の住みごこち！

長野県

長野県木曽郡
木曽町内

H30.7.28

参加型イベント

平成30年度 自然観察会「千曲川ラフティン
グ」

長野県

長野県中野市
千曲川

H30.7.29～8.3

多様な野生植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トで下りながら行う体験型の自然 中野市
観察会を実施する。

中野市くらしと文化部環境課

0269-22-2111

参加型イベント 打ち水大作戦2018

長野県

長野県上田市
上田駅前

H30.8.1

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心を深めるための啓
上田市 他
発とする。

上田市生活環境課

0268-23-5120

参加型イベント 打ち水大作戦2018

長野県

長野県松本市
松本城公園、商店街・事業所、保
育園・幼稚園

H30.8.3

高校生ボランティア、商工会議所女性会、協力団体・事業者等が市内各所で一斉に打
松本市地球温暖化防止市民ネットワーク
ち水を実施し、観光客や一般市民への参加協力も呼びかける。

松本市環境部環境政策課

0263-34-3268

参加型イベント おやこ木曽川源流探検ツアー

長野県

味噌川ダム 他

H30.8.3

尾張旭市と水源地との交流を深め、水に対する理解と関心の高揚を図る。

尾張旭市水道事業

尾張旭市都市整備部
上水道課

0561-76-8168

長野県

長野県中野市
市街地中央通り

H30.8.6

省エネ意識の高揚を図るため、七夕まつり開催中の中央通りを会場に打ち水を行う。

信州中野商工会議所女性会

信州中野商工会議所

0269-22-2191

長野県

長野県木曽郡木祖村

H30.8.11

水源地である長野県木祖村を名古屋市給水区域のお客さまが訪ね、水源地保全活
動等を行う。

名古屋市上下水道局

名古屋市上下水道局
広報サービス課

052-972-3608

岐阜県

大垣市役所

H30.8.1～8.7

水資源の大切さを次世代に引き継いでいくことを目的として、市内の小中学生を対象
として節水啓発ポスターを募集し、その入賞作品の展示会を開催する。
大垣市
また、最優秀作品についてはポスター化し、公共施設等へ配布し、広く啓発を行う。

大垣市 環境衛生課

0584-47-8563

参加型イベント

信州クールシェアイベント”みんなで打ち水～
浴衣で夕涼み～”

参加型イベント 木曽川さんありがとう

参加型イベント

第42回「水の節水啓発ポスター」
入賞作品展示会

木曽町環境協議会

イベントURL

＜2017年度 開催状況＞
http://www.pref.niigata.lg.jp/tokamachi_nogyo
/1356874503423.html

http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1118/kj
00001675.html

http://www.pref.yamanashi.jp/damdmskkn/92021224905.html

http://www.city.matsumoto.nagano.jp/jouges
uidou/konnakoto/natsu_mizu.html

http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/2018
052300038/

http://www.water.city.nagoya.jp/category/ev
entoshirase/141281.html

別紙

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

参加型イベント 夏休み親子教室「水で遊ぼう！」

岐阜県

岐阜県関市小瀬１４７
小瀬水源地

H30.8.21

豊かな人間性や社会性を培い、自ら学び自ら考える力を育てるために、親子や子供
同士でペットボトルロケット、浮沈子を作る体験教室を開催。

関市役所生涯学習課

関市役所生涯学習課

0575-23-7777

参加型イベント 木曽三川水源林保全体験

岐阜県

岐阜県揖斐川郡揖斐川町

H30.8.28

水源林の間伐作業体験等を通して、子どもたちに水源林保全の大切さや大変さを学
んでいただく。

名古屋市上下水道局

名古屋市上下水道局
水道計画課

052-972-3655

参加型イベント 富士山水まつり

静岡県

富士宮市
神田川ふれあい広場

H30.7.29

芝川・神田川の水生生物調査やラフティングボードによる川下り、水道水配布等を通
じ、水の大切さや楽しさ、おいしさを伝える。また同時開催のにじます祭りでは、にじま 富士宮市役所
すのつかみ取りや釣り、バーバキューなどを通じ、自然と触れ合う体験ができる。

富士宮市役所
花と緑と水の課

0544-22-1169

参加型イベント 親子水道教室

静岡県

静岡県島田市相賀1300

H30.8.1

水道水ができる行程や水質検査の実験を中心とした体験教室、浄水場内の沈でん
池・ろ過池などの見学

静岡県大井川広域水道企業団

静岡県大井川広域水道企業団
総務経理班

0547-32-0136

http://www.oigawakoiki.or.jp/

参加型イベント 上下水道フェア2018

静岡県

静岡県葵区
青葉シンボルロード

H30.8.3

水道と下水道の仕組み等について学べる体験スペース、ポスター展など

静岡市

静岡市水道企画課

054-270-9124

http://www.city.shizuoka.jp/268_000099.html

静岡県

静岡県川根本町
長島ダム

H30.8.7

掛川市の水道事業に対する利用者の理解と関心を深めるために実施する。水源地や
浄水場を見学してもらい、遠くから水が運ばれてくることが料金に大きく影響している 掛川市
ことや、安全・安定した供給が図られていること等の理解を深めてもらう。

掛川市水道課水道総務係

0537-27-0711

参加型イベント 元気ッス！へきなん 打ち水大作戦

愛知県

碧南市役所庁舎前道路

H30.7.28

市のイベントの開催に合わせ、雨水を使って打ち水をし、温度等を測定して掲示する。
参加者に涼しさ（効果）を体感してもらうことで、省エネや雨水の再利用について考え へきなん市民環境会議
る機会となることを目的としている。

碧南市環境課

0566-41-3311

参加型イベント 夏休み親子上下水道探検隊

愛知県

あすけ水の館（下水処理施設）、水
源の森、矢作ダム

H30.7.30
H30.8.1,2,6

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 豊田市上下水道局
ぶ。

豊田市上下水道局総務課

0565-34-6653

参加型イベント 水生生物観察会に参加しよう！

愛知県

幸田町大字菱池字三保田 尾浜
川
幸田町大字大草字検行 光明寺
川

H30.8.8

川の中にいる水生生物を観察することによって、川の性質・状態を調査する。また、そ
幸田町環境課
の調査を通して、川の水質・環境について考える機会をつくる。

幸田町環境課環境保全グループ

0564-62-1111
（内線272）

参加型イベント 夏休み親子水道教室

三重県

三重県鈴鹿市
上下水道局

H30.8.1

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，鈴鹿のおいしい水を使っ 鈴鹿市上下水道局
て特産物のお茶をおいしく飲んでもらう「お茶のおはなし会」の体験等を実施する。

鈴鹿市上下水道局上下水道総務
課

059-368-1696

http://www.city.suzuka.lg.jp/suido/index.html

077-528-3485

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/leisure/index.ht
ml

077-589-4595

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

滋賀県北部流域下水道事務所

0749-26-6634

http://www.pref.shiga.lg.jp/d/tohokubug/index.html

滋賀県南部流域下水道事務所
湖南中部施設管理係

077-564-1901

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

参加型イベント

夏休み親子社会見学 ～水道水ができるまで
～

ＨＰは現在作成中。
申込みフォームは以下のとおり。
https://www.shinsei.e-aichi.jp/city-toyotaaichiu/offer/offerList_detail.action?tempString=oy
akotanken

参加型イベント びわこルールキッズ釣り大会

滋賀県

大津港

H30.7.21

釣りを通して、琵琶湖に触れていただき、外来魚を釣り上げることで琵琶湖の生態系
滋賀県琵琶湖政策課
保全にご協力いただきたく、「びわこルールキッズ」登録会を兼ねた釣り大会を実施し
ます。

参加型イベント 夏休み自由研究講座

滋賀県

吉川浄水場（野洲市）

H30.7下旬
（予定）

浄水場でどのようにして飲み水ができるかを、実験と見学で理解していただきます。

参加型イベント 夏休み親子自由研究講座

滋賀県

北部流域下水道事務所

H30.8.1～8.2

小学生とその親を対象として、下水流入水、処理水、微生物を実際に目で見て勉強し
滋賀県北部流域下水道事務所
てもらう。

参加型イベント 下水浄化センター親子見学会

滋賀県

湖南中部浄化センター（滋賀県草
津市矢橋町字帰帆2108番地）

H30.8.2～8.3、8.6 ら、親子で楽しく学んでいく。

滋賀県南部流域下水道事務所

参加型イベント マザーレイクフォーラム びわコミ会議2018

滋賀県

コラボしが21

H30.8.26
10:00～16:30

琵琶湖とその流域に何らかの形で関わっている人や関わりたい人が、琵琶湖の現状
や将来について話し合うイベントです。

マザーレイクフォーラム運営委員会／滋賀 マザーレイクフォーラム運営委員
県
会事務局（淡海環境保全財団内）

077-569-5301

http://mlf.shiga.jp

参加型イベント 利き水

京都府

京都市
祇園祭宵宵山、宵山・
京の七夕

H30.7.15～7.16
H30.8.4～8.10

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

京都市上下水道局

総務部総務課

075-672-7810

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/

参加型イベント 水道水の「振る舞い」

京都府

京都市
京都市役所前・
出町商店街

H30.7.17，7.24
H30.8.16

冷やした水道水を，市民や観光客に飲んでいただき，水道水のおいしさを実感してい
京都市上下水道局
ただく。

総務部総務課

075-672-7810

http://www.city.kyoto.lg.jp/suido/

参加型イベント 「探検！発見！琵琶湖疏水」の実施

京都府

京都市
琵琶湖疏水記念館

H30.7.24～8.26

子どもたちに琵琶湖疏水記念館に訪れていただき，楽しみながら琵琶湖疏水や，水道
京都市上下水道局
事業について学んでいただく。

総務部総務課

075-672-7810

https://biwakososui-museum.jp/

参加型イベント 蹴上浄水場で自由研究

京都府

蹴上浄水場

H30.7.29

蹴上浄水場では，夏休みを利用して，次代を担う子供たちに水道事業への関心を持っ
てもらうため「蹴上浄水場で自由研究」を開催する。当日は，水道水のつくられる仕組
京都市上下水道局
みが学べる実験を行うなど，夏休みの自由研究テーマに役立てるよう，楽しく学べる
機会をつくる。

075-771-3102

075-771-3102

京都府

京都市
琵琶湖疏水記念館

Ｈ30.8.4～8.5,
8.25～8.26

映画「明日をつくった男～田辺朔郎と琵琶湖疏水～」の上映会を開催する。

京都市上下水道局

総務部総務課

075－672-7810

https://biwakososui-museum.jp/

京都府

京都市
琵琶湖疏水記念館

H30.8.5,8.18

外部講師を招き，琵琶湖疏水の歴史を子どもにも分かりやすい内容で紙芝居として上
京都市上下水道局
演する。また，模型を使用して，インクラインが動く仕組みも解説する。

総務部総務課

075-672-7810

https://biwakososui-museum.jp/

参加型イベント

映画「明日をつくった男～田辺朔郎と琵琶湖
疏水～」の上映会

参加型イベント 紙芝居上演

汚水がどのようにしてきれいになるのか、浄化センターの見学と実験、観察をしなが

滋賀県企業庁

滋賀県琵琶湖政策課

http://www.water.city.nagoya.jp/category/ev
entoshirase/141263.html

滋賀県企業庁浄水課

別紙

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

開催日

概要

参加型イベント 学芸員が語る

京都府

京都市
琵琶湖疏水記念館

H30.8.11～8.12

琵琶湖疏水にまつわる貴重なエピソードを語る。
・第２代京都市長 西郷菊次郎の生涯 ～京都の西郷どん～
・近代京都を支えた「水の路」 ～疏水舟運とその歴史～

参加型イベント 池田市下水処理場 体験見学会

大阪府

池田市ダイハツ町３－１（下水処理
場）

H30.7.23,
H30.7.31

参加型イベント 池田打ち水大作戦2018

大阪府

池田市城南１－１－１（池田市役所
前）

参加型イベント 第44回まつばら市民まつり

大阪府

参加型イベント 夏休みこども下水道教室

主催者

電話番号

イベントURL

総務部総務課

075－672-7810

https://biwakososui-museum.jp/

市内の小学生を対象に、夏休みに下水処理場について学習する体験見学会を開催
する。顕微鏡を使った微生物の観察や、通常の社会見学では見れない施設の見学等 池田市上下水道部
を行う。

上下水道部経営企画課

072-752-1111
（内線73-723）

http://www.ikedashisuido.jp/kikakuhoukoku/1440553945565.html

H30.8.3

国土交通省では、毎年８月１日から７日を水の週間として定め、全国で水に関する啓
発行事を実施している。その一環として下水道で処理した水や雨水などの有効利用等 池田市上下水道部
のPRを目的に、下水処理場で高度処理された水を使用し打ち水を行う。

上下水道部経営企画課

072-752-1111
（内線73-723）

http://www.ikedashisuido.jp/kikakuhoukoku/1439268979581.html

松原中央公園

H30.8.4

大阪広域水道企業団と合同で水道水と市販のペットボトル水の飲み比べをする利き
水会のほか、パネル展示、上下水道にまつわる相談会を実施する。

松原市上下水道部

072-334-1550

奈良県

奈良県浄化センター

H30.7.27

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
奈良県流域下水道センター
見学、水質実験、微生物観察等を実施

奈良県流域下水道センター業務課
0743-56-2830
水質環境係

http://www.pref.nara.jp/20519.htm

奈良県

御所浄水場、大滝ダム、森と水の
源流館

H30.8.3

御所浄水場、大滝ダム、森と水の源流館を見学。ネイチャークラフトも実施。

奈良県水道局総務課総務契約係

0742-20-4621

http://www.pref.nara.jp/11846.htm

参加型イベント 「水の週間」親子ダム見学会

奈良県

室生ダム、布目ダム、宇陀川浄化
センター

H30.8.7

県民を対象に、上水道の水源であるダムの見学会を開催。ダムを管理する水資源機
奈良県地域政策課
構の協力により、普段は入ることの出来ないダム内部の見学も予定。また、ダム上流
水資源機構関西吉野川支社
域の水質改善を担う下水処理施設も合わせて見学。

奈良県地域振興部地域政策課
水循環・県域水道推進係

0742-27-8489

http://www.pref.nara.jp/20345.htm

参加型イベント 夏休みこども水道教室

鳥取県

鳥取県鳥取市横枕485-1
江山浄水場

H30.8.5

ふだん何気なく使っている水や水道について改めて考える機会を提供するため、小学
鳥取市水道局
校3～6年生を対象に浄水場の案内、水を使った簡単な実験等を行っている。

鳥取市水道局経営企画課

0857-53-7953

https://www.water.tottori.tottori.jp/event/

参加型イベント 第37回山佐ダムキャンプ場まつり

島根県

安来市
山佐ダムキャンプ場

H30.7.28

山佐ダムキャンプ場において、家族連れなどを対象に、焼肉を囲みながら民謡などの 山佐ダム体験交流施設管理組合
演芸や花火を実施し、住民の交流促進を図る。
（NPO法人やまびこ）

山佐ダム交流センター

0854-35-0129

参加型イベント 夏休み子ども水道教室

山口県

木屋川源流（長門市俵山）、湯の
原ダム（下関市菊川町）

H30.8.4

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

下関市上下水道局企画総務課

083-231-8754

参加型イベント 水辺の教室

山口県

深坂自然の森・森の家下関（下関
市蒲生野）

H30.8.4

子どもたちが水生生物などの自然と楽しみながら触れ合うなかで、自然の多様性や私
たちの暮らしとの関わりなどを学ぶことによって、環境問題に関心を持つ機会をつくる 下関市
ことを目的としたイベントの開催。

下関市環境部環境政策課

083-252-7115

参加型イベント

夏休み小学生の水道施設・水源地体験ツ
アー

京都市上下水道局

お問い合わせ先

（一社）松原青年会議所

奈良県水道局

打ち水は，お風呂の残り湯や下水再生水などの二次利用水を活用することで，水資
源の有効利用に結びつくだけでなく，ヒートアイランド対策にも貢献する取り組みとして
徳島県
徳島県県土整備部流域水管理課
近年見直されています。そこで，徳島県では，阿南の夏まつり開幕パレード前に「一斉
打ち水」を実施します。
打ち水は，お風呂の残り湯や下水再生水などの二次利用水を活用するため，水資源
の有効利用に結びつくだけでなく，ヒートアイランド対策にも貢献する取り組みとして近 徳島駅前大型店協議会、JR徳島駅、徳島
徳島県県土整備部流域水管理課
年見直されています。そこで，徳島県では，徳島駅前大型店舗協議会などとともに「一 県
斉打ち水」を実施します。

http://www.yamabiko-yamasa.jp/

http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/secti
on/0000000000000/1172146195577/index.ht
ml

参加型イベント 阿南の夏まつり「打ち水」大作戦

徳島県

阿南市富岡町
（阿南駅付近）

H30.7.20

とくしま「打ち水」
大作戦

徳島県

徳島市
アミコビル2階時計前広場
徳島駅クレメントプラザ前

H30.7.28

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

徳島県

美馬市美馬町
AMEMBO

H30.7.31

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

吉野川交流推進会議

徳島県県土整備部流域水管理課

088-621-2538

http://www.yoshinogawa.org/

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

徳島県

徳島市入田町
鮎喰川・梁瀬橋付近

H30.8.1

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

徳島県県土整備部流域水管理課

088-621-2538

http://www.yoshinogawa.org/

参加型イベント 節水展

香川県

香川県三豊市財田町
香川用水記念公園

H30.8.5

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

節水型街づくり推進協議会

香川県政策部水資源対策課

087-832-3127

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

H30.7.25

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

西条市役所環境衛生課

0897-52-1382

https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kanky
oeisei/aozorakyositu.html

参加型イベント 「浄水場見学＆水の実験」イベント

愛媛県

市之井手浄水場

H30.7.29

浄水場見学会や水を使った実験教室を実施する。

松山市公営企業局 管理部
水道サービス課

089-998-9885

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi
/kurashi/josuido/pr/H30jousuijou_kengaku.ht
ml

参加型イベント 「自然と遊ぼDAY！」

愛媛県

松山市

未定
（例年7月下旬）

石手川ダム水源地域ビジョン推進委員
森の恵みに親しむ観点から、作成した木工品を利用した遊びを体験させ、木の良さを
会、愛媛県、松山市、松山河川国道事務
PR。
所、愛媛森林管理署

愛媛森林管理署治山グループ

089-924-0550

参加型イベント 「水」への絵はがき表彰式及び展示

愛媛県

松山市役所

Ｈ30.8.1～8.31

応募された、水への思いを表現した絵はがきの表彰式と展示

松山市

松山市水資源対策課

089-948-6948

参加型イベント 石手川＆森の探検隊

愛媛県

石手川周辺

H30.8.5

松山市の水源石手川上流部で、子供たちに実験や体験を通して水源地保全に対する
松山市
意識を高めてもらう。

松山市水資源対策課

089-948-6223

愛媛県

水道管路管理センター

H30.8.5

漏水調査体験や応急給水体験などを実施する。

松山市公営企業局 管理部
水道サービス課

089-998-9885

参加型イベント

参加型イベント

水の週間イベント
「水漏れを探してみよう！」

松山市公営企業局

松山市公営企業局

088-621-2625

088-621-2625

https://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu
/H30ehagakibosyuu.html

http://www.city.matsuyama.ehime.jp/kurashi
/kurashi/josuido/pr/H30mizu_ibento.html

別紙

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

参加型イベント 第30回水フェスタ

長崎県

長崎市

H30.8.4

水道・下水道についての市民の理解を深めてもらうことを目的として、学習コーナーや
上下水道相談コーナー、ステージイベント等を行う市民参加型イベントを開催するも
長崎市上下水道局
の。

長崎市上下水道局業務部総務課

095-829-1203

参加型イベント 第３１回島原水まつり

長崎県

島原市
白土湖周辺

H30.8.4

清らかな湧水への感謝を込めて毎年開催。水風船を使った「水かけ祭」や白土湖の湖
島原水まつり実行委員会
面を走る「ゴザ走り」、「竹とうろうと番傘オブジェの点灯」などが行われる。

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

参加型イベント 町民一斉清掃

長崎県

東彼杵町 町内一円

H30.8.5

大村湾海岸線、河川周辺を中心に町民一斉清掃を実施する。

町民課 環境衛生係

0957-46-1111

参加型イベント 平成３０年度「水の週間」イベント

熊本県

熊本市動植物園（熊本市東区健軍
5丁目14-2 ）

H30.7.28

上下水道の役割や水循環に関するパネル展示、水の飲み比べ、水に関するクイズ等
を実施し、水資源の重要性やライフラインとしての上下水道事業への関心を高めるイ 公益財団法人 上下水道サービス公社
ベントを開催する。

公益財団法人熊本市上下水道
サービス公社 総務課

096-288-7462

参加型イベント 水のクイズ王決定戦～夏の陣～

熊本県

熊本市水の科学館（熊本市北区八
景水谷１丁目11-1）

Ｈ30.8.4～8.5

水に関するクイズ大会を実施。成績優秀者にはトロフィ、記念品を贈呈。

公益財団法人 上下水道サービス公社

公益財団法人 上下水道サービス
096-346-1100
公社

参加型イベント 八景水谷の合戦～打ち水大作戦～

熊本県

熊本市水の科学館（熊本市北区八
景水谷１丁目11-1）

Ｈ30.8.4～8.5

水鉄砲を使った水合戦を実施。打ち水による温度や湿度の変化などの効果を検証す
公益財団法人 上下水道サービス公社
る。

公益財団法人 上下水道サービス
096-346-1100
公社

参加型イベント わくわく上下水道たんけん隊

大分県

大分市古国府浄水場・弁天水資源
再生センター

H30.8.1～8.2

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、監視室や地下のポンプ室など日頃見ることのできない浄水場などの施設を見学
し、水の浄化に関する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

参加型イベント 水辺で乾杯inかごっまwith明治維新150周年 鹿児島県 鹿児島市甲突川南洲橋

H30.7.6

7月7日午後7時7分に，日本全国の水辺で同時に乾杯し，水辺を楽しむ社会実験が開
催される。今年度はフライングして前日の6日に，甲突川河畔の維新ふるさと館（歴史
鹿児島県河川課
資料館）前の南洲橋にて「水辺で乾杯」を行うとともに，FaceBookへ投稿し，明治維新
150周年を国内に向けて広報する。

鹿児島県土木部河川課

099-286-3596

参加型イベント 夏休み親子水教室

鹿児島県 鹿児島市 平川浄水場

H30.7.28

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

鹿児島市水道局 経営管理課

099-213-8507

参加型イベント 甲突川リバーフェスティバル

鹿児島県

H30.7.28～7.29

甲突川を使用した体験イベント

かごしま環境未来館

099-806-6666

H30.8.1

本市の水道水が100％地下水、湧水で賄われていることを周知すると共に水資源の大
切さなどを多角的角度（霧島ジオパークなどと連携）から訴え、また薬剤師会や管工事
霧島市
組合とも連携して夏休みの自由研究等の場を提供する。また給水車や給水タンクの
展示などを行い防災への意識を高める。

霧島市上下水道部水道管理課
水道政策グループ

0995-45-5111
内線5340

H30.8.3

市民が水のことを学び、関心を深める機会となるように、水環境に関わる企業、市民
団体などによる体験型イベントを実施する。

鹿児島市環境保全課

099-216-1297

H30.8.3

処理場の施設見学や微生物の観察等を通して、下水道の役割やしくみについて親子
で理解と関心を深める。
鹿児島市水道局
（対象：鹿児島市内に住む小中学生と保護者）

鹿児島市水道局 経営管理課

099-213-8507

参加型イベント

第６回水フェスタ
～生命の源 霧島の水宝～

鹿児島市
かごしま環境未来館

鹿児島県 霧島市国分シビックセンター

鹿児島市
かごしま環境未来館

東彼杵町

大分市上下水道局

（公財）かごしま環境未来財団

参加型イベント 水環境フォーラム

鹿児島県

鹿児島市

参加型イベント 水の再生工場探検

鹿児島県 鹿児島市 南部処理場

参加型イベント 第16回池田湖水フェスティバル

鹿児島県

鹿児島県指宿市
池田湖

H30.8.5

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
池田湖水質環境保全対策協議会
る。

池田湖水質環境保全対策協議会
事務局

0993-22-2111

参加型イベント 平成30年度 干潟の生き物観察会

鹿児島県

鹿児島県姶良市
重富海岸

H30.8.7

干潟に棲息する生物の観察を通し，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
議会事務局

0995-66-3189

鹿児島湾奥地域生活排水対策協議会

イベントURL

http://www.city.shimabara.lg.jp/page3023.ht
ml

http://wsc.kumamoto.jp

https://www.city.kagoshima.lg.jp/suido/soum
u/sdkeieikanri/suido.html

https：//www.citykirishima.jp/suidokanri/suido/suido/joho/eve
nt.html

http://www.city.kagoshima.lg.jp/suido/soumu
/sdkeieikanri/event/saiseikoujou.html

参加型イベント 宮古水まつり ２０１8

沖縄県

沖縄県宮古島市城辺皆福
皆福地下ダム公園

H30.7.1

地下ダム及び関連施設においてウォーターシューティングやパネル展など｢地下水」を
宮古水まつり2018 実行委員会
テーマにした地域参加型のイベントを実施する。

宮古土地改良区事務局

0980-73-1253

参加型イベント 福地ダム夏休み自然体験会

沖縄県

東村

H30.7.16

森林のパネル展示やクイズ、木製品の作成等を実施し、森林の公益的機能等につい
福地地ダム実行委員会
て普及啓発。

沖縄森林管理署業務グループ

098-918-0210

参加型イベント 第４回金武ダムまつり

沖縄県

金武ダム施設内

H30.7.22

森や湖に親しみ、自然とのふれあいを通して潤いある時間を共有することで地球環境
の保全と水資源への理解を深めた「環境づくり」を推進するためダムまつりを実施す 金武ダムまつり実行委員会
る。

金武ダムまつり実行委員会

098-968-6262

http://www.town.kin.okinawa.jp/

参加型イベント 夏休み野外学習会

沖縄県

糸満市及び八重瀬町
（米須地下ダム、慶座地下ダム他：
糸満市及び八重瀬町内の国営土
地改良施設）

H30.7.26～7.27

○地下ダム施設等の現場に足を運び、地下ダムの仕組みや役割など、水の大切さに
土地改良総合事務所
ついて学習
沖縄本島南部土地改良区
○糸満市、八重瀬町の小学生とその保護者を対象として、毎年夏休みに開催

土地改良総合事務所

098-856-6868

今後掲載予定

参加型イベント 第２５回 漢那ダムまつり

沖縄県

沖縄県宜野座村
漢那ダム湖畔公園

H30.7.29

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、森林やダ
ム、河川等の重要性について関心と理解を深めさせるとともに、宜野座村の観光産業
漢那ダムまつり実行委員会
の振興及び地域活性に繋げます。体験イベント実施（カヌー、風車・箸テッポウ作り、
ダム関連体験、水関連体験、村内体験）

宜野座村役場 観光商工課

098-968-5125

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

参加型イベント 漢那ダムまつり

沖縄県

宜野座村

H30.7.30

森林のパネル展示やクイズ、木製品の作成等を実施し、森林の公益的機能等につい
漢那ダム実行委員会
て普及啓発。

沖縄森林管理署業務グループ

098-918-0210

参加型イベント 宮古用水めぐりバスツアー

沖縄県

未定

H30.8.5

○一般からツアー参加者を公募し、地下ダム施設、工事現場等の現場見学を実施の
宮古土地改良区
上、地下ダムの仕組み等の概要を紹介

宮古土地改良区

0980-73-1253

別紙

行事種別

行事名

参加型イベント 第１回ウッカガー水まつり

都道府県

沖縄県

開催場所

金武大川及び大川児童公園

開催日

H30.8.19

概要

主催者

周辺湧水の水にふれあうイベント等を実施し、参加者へ地域資源の歴史、文化的な価
ウッカガー水まつり実行委員会
値の再認識を促すと共に、地域活性化を図る。

お問い合わせ先

ウッカガー水まつり実行委員会

電話番号

098-968-2102

イベントURL

http://www.town.kin.okinawa.jp/

別紙

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

展示イベント

「北海道水資源の保全に関する条例」パネル
展

北海道

北海道庁本庁舎１階

H30.8.2～8.3

「北海道水資源の保全に関する条例」等についてのパネル展示

北海道

北海道総合政策部政策局
土地水対策課

011-204-5178

展示イベント

「水の日」ポスター・写真展

青森県

八戸市
八戸ポータルミュージアムはっち

H30.8.1～8.4

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

0178-70-7022

展示イベント

仙台七夕まつり“こどもに夢を”

宮城県

仙台市
勾当台公園市民広場

H30.8.6～8.8

東日本大震災からの復旧・復興に関するパネル展示や田んぼの生き物とのふれあい
東北農政局、宮城県、水土里ネットみやぎ 農林水産部 農村振興課
体験などを通じ，農業農村の果たす役割や農業用水の大切さについて紹介する。

022-211-2863

展示イベント

東北森林管理局内パネル等展示

秋田県

秋田市

H30.6.1～7.31

治山事業、東日本大震災からの復興の取り組み等についてのパネルや写真を展示
し、森林の公益的機能や治山事業の重要性等について普及啓発。

東北森林管理局

018-836-2173

展示イベント

第23回四時ダムまつり

福島県

いわき市

H30.7.29

パネル「絵で見る日本の森林」を展示し、水源涵養機能等の大切さをPR。

四時川流域ダムまつり実行委員会

展示イベント

上下水道事業パネル展開催

福島県

郡山市上下水道局

H30.8.1～8.7

お客様に上下水道事業について理解と関心を深めていただくため、水の週間（８月１
日～７日）にあわせ、上下水道局庁舎内にパネル等を展示します。

郡山市上下水道局

展示イベント

「水の日」「水の週間」パネル展

群馬県

群馬県前橋市
群馬県庁

H30.8.1～8.7

県民の皆様に水の重要性についての理解と関心を深めていただくことを目的に、水に
群馬県
関するパネルを展示する。

展示イベント

「消費者の部屋」特別展示
＜農業・農村の持つ多面的機能の紹介①＞

埼玉県

さいたま市
（さいたま新都心合同庁舎2号館1
階エントランスホール）

展示イベント

「消費者の部屋」特別展示
＜農業・農村の持つ多面的機能の紹介②＞

埼玉県

展示イベント

農業土木展示室第38回展示

展示イベント

東北森林管理局総務課

いわき市立川部公民館

電話番号

イベントURL

0246-64-7645

http://www.city.koriyama.fukushima.jp/kuras
hi/jogesuido/suido/oshirase/index.html

郡山市上下水道局 総務課

024-932-7643

群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室

027-226-2362

○パネル掲示（田んぼの多面的機能、農業用水に関する事項等）
H29.8.1～9.1
○パンフレット配布（「田んぼのいろいろなはたらき」「農業用水と、私たちの暮らし」等 関東農政局
※平日のみ開催 を予定）

関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-6000600（代）

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu
/tenji/tokubetutennji.html

＜予定＞
さいたま市（埼玉県男女共同参画
推進センター交流サロン（ブリラン
テ武蔵野３Ｆ））

○パネル掲示（田んぼの多面的機能、農業用水に関する事項等）
H29.8.1～9.1
○パンフレット配布（「田んぼのいろいろなはたらき」「農業用水と、私たちの暮らし」等 関東農政局
※平日のみ開催 を予定）

関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-6000600（代）

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikatsu
/tenji/tokubetutennji.html

埼玉県

川口市
（関東農政局土地改良技術事務
所）

H29.8月中
○パネル掲示（農業用水に関する事項等）
※平日のみ開催

関東農政局
土地改良技術事務所

関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-6000600（代）

水の週間パネル展示

千葉県

千葉市中央区
千葉県庁

H30.8.1～8.7

水資源や、節水に関するパネル展示を行う。
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

展示イベント

林野庁内パネル展示

東京都

千代田区霞が関

H30.7.21～8.3

森林の水源涵養機能の解説や水源の森百選のパネルを配置し、水源の森百選の所
林野庁
在する流域で採取されたペットボトル水等を展示。

林野庁治山課水源地治山対策室

03-3502-8111
（代）

展示イベント

水の展示会

東京都

東京都千代田区
東京国際フォーラム

Ｈ30.8.14～8.16

パネル等の展示及びワークショップ

H30.7.14～7.29

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
神奈川県環境農政局緑政部水源環境保
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
全課
展示を行う。

展示イベント

森や水を守る取組を知ろう！

神奈川県 かながわ県民センター

水循環政策本部・国土交通省・東京都・水
水の週間実行委員会事務局
の週間実行委員会
神奈川県水源環境保全課調整グ
ループ

048-600-6513

045-210-4352

展示イベント

平成30年度手取川ダム見学会

石川県

白山市

H30.7下旬

森林の公益的機能等に関するパネル展示を行い、森林の水源涵養機能等について
普及啓発。

森と湖に親しむ旬間実行委員会（金沢河
川国道事務所、石川森林管理署、石川
県、金沢市、小松市、白山市、加賀市、北 石川森林管理署業務グループ
陸電力（株）、手取湖げんき団、(社)北陸
建設弘済会）

展示イベント

水の週間パネル展

福井県

福井県庁県庁ホール

H30.8.6～8.9

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

展示イベント

水フェスin佐久2018

長野県

長野県佐久市
市民交流ひろば及び佐久平交流
センター

H30.7.22

軟水・硬水の利き水、佐久水道企業団及び浅麓水道企業団製造のペットボトル水の
配布など

佐久市

佐久市環境部環境政策課

0267-62-2917

展示イベント

「消費者の部屋」特別展示
＜魅力発見”農山漁村の宝”～農山漁村へ
訪ねてみませんか＞

愛知県

名古屋市中区
（東海農政局「消費者の部屋」）

H30.7.27～8.8
○「魅力発見”農山漁村の宝”～農山漁村へ訪ねてみませんか～」をテーマに「消費者
東海農政局
※平日のみ開催 の部屋」特別展示を実施する中で、水に関連するパネルを展示

東海農政局
農村振興部設計課

052-223-4635

展示イベント

あいちの農業用水展

愛知県

豊橋市松葉町
こども未来館ここにこ

H30.8.4～8.10

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

愛知県農林水産部農林基盤局
農地計画課計画グループ

052-954-6431

展示イベント

パネル展示「なるほど大滝ダム」

奈良県

県庁内屋上ギャラリー

H30.7.30～8.3

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、大滝ダム事業促進協議会

奈良県地域振興部地域政策課
水循環・県域水道推進係

0742-27-8489

http://www/pref.nara.jp/5300.htm

展示イベント

「消費者の部屋」特別展示
＜新発見！農山漁村の魅力＞

岡山県

岡山市
（岡山第2合同庁舎：中国四国農政
局「消費者の部屋」）

H30.7.9～7.27
○展示テーマ「新発見！農山漁村の魅力」として、親子(子ども）を対象とした農山漁村 中国四国農政局
農村振興部農村計画課・農村環境課
※平日のみ開催 の民泊や体験学習などを紹介

中国四国農政局
農村振興部設計課

086-224-9419

＜中国四国農政局 消費者の部屋＞
平成30年度「消費者の部屋」特別展示計画
http://www.maff.go.jp/chushi/heya/180401.h
tml

050-3160-6100

＜消費者の部屋 平成30年度の展示予定＞
http://www.maff.go.jp/tokai/shohi/seikatsu/
heya/tokubetsu/attach/pdf/index-1.pdf
＜東海農政局 消費者の部屋＞
※今後掲載予定

別紙

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

開催日

概要

主催者

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

H30.8.1～8.7

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

展示イベント

「筑後川の水」に関する図画・作文・パネル展

佐賀県

上峰町
イオン上峰店

H30.8.1～8.7

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

お問い合わせ先

愛媛県水資源対策課

佐賀県筑後川下流域環境協議会（佐賀県
佐賀県河川砂防課水資源調整室
河川砂防課内）

電話番号

089-912-2680

0952-25-7183

イベントURL

別紙

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

PRイベント

北海道企業局幌別ダム見学会及び工業用
水道事業紹介パネル展

北海道

北海道登別市川上公園

H30.6.30～7.1

「のぼりべつ夏祭り」の開催にあわせ、工業用水専用ダムである幌別ダムの見学会を
北海道企業局
実施するとともに北海道営工業用水道事業をわかりやすく紹介するパネル展を開催。

北海道企業局工業用水道課

011-204-5677

PRイベント

とまチョップ水販売

北海道

苫小牧市
出光カルチャーパーク

H30.7.28～7.29

とまこまいアートフェスティバル2018でとまチョップ水販売ブースを出店し、水の日をPR
苫小牧市
する。

苫小牧市上下水道部総務課

0144-32-6628

PRイベント

とまチョップ水販売

北海道

苫小牧市
若草公園

H30.8.3～8.5

第63回とまこまい港まつりでとまチョップ水販売ブースを出店し、水の日をPRする。

苫小牧市

苫小牧市上下水道部総務課

0144-32-6628

PRイベント

水の日・水の週間PRイベント

栃木県

みぶハイウェーパーク・道の駅み
ぶ

H30.7.31

啓発チラシ、県産ペットボトル水の配布を行う。

栃木県水の週間実行委員会

栃木県水の週間実行委員会

028-623-2452

PRイベント

第60回水の写真コンテスト

東京都

東京都港区西新橋

H30.6.1～9.10（作
品応募の期間）、 「水」問題に関心を持ち活動する様々な団体・企業が出会い繋がる「場」。
H30.10上旬発表

株式会社水道産業新聞社

株式会社水道産業新聞社

03-6435-7644

PRイベント

水の環境パネル展

広島県

広島県福山市
まなびの館ローズコム１階エントラ
ンスホール

H30.8.1～8.7

「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
福山市上下水道局 他
ネル展を実施する。

福山市上下水道局経営管理部上
下水道総務課

084-928-1525

PRイベント

「水の週間」
in那賀川

徳島県

阿南市富岡町
（夏祭り会場付近）

H30.7.20 ～7.21

水資源の有限性，水の貴重さについて，県民に広く理解と関心を深めるため，徳島県 国土交通省那賀川河川事務所、農林水産
徳島県県土整備部流域水管理課
では国土交通省，農林水産省とともに「阿南の夏まつり」で啓発活動を実施する。
省那賀川農地防災事業所、徳島県

088-621-2625

PRイベント

「水の週間」
ｉｎ徳島

徳島県

徳島市
ＪＲ徳島駅前

H30.7.28

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

徳島県、独立行政法人水資源機構旧吉野
徳島県県土整備部流域水管理課
川河口堰管理所

088-621-2625

PRイベント

まちかど・水・キャンペーン2018

高知県

高知市
イオンモール高知

H30.8.2

水資源開発の重要性や限りある「命の水の大切さ」について理解を深めていただくた
め、パネル展示、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部、
高知県、高知市

高知県土木部河川課

088-823-9839

PRイベント

第４２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

H30.8.1

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

PRイベント

第４２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

西鉄久留米駅バスセンター

H30.8.1

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

PRイベント

おおむらの水ペットボトル製作

長崎県

大村市

H30.8.1

大村の水源からの水を活用しペットボトルを製作する。ラベルには、フォトコンテストの
大村市上下水道局
入賞者の写真を利用する。

浄水課

0957-53-5105

イベントURL

http://www.suidou.co.jp/syasinkan_index.htm

別紙

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

表彰式

第40回全日本中学生水の作文
福島県コンクール表彰式

福島県

福島県福島市
杉妻会館

H30.8.7

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

福島県土地・水調整課

024-521-7123

表彰式

第４０回「全日本水の作文コンクール」
栃木県審査会表彰式

栃木県

栃木県公館

H30.8.3

栃木県審査会の表彰式を実施する。

栃木県水の週間実行委員会

栃木県水の週間実行委員会

028-623-2452

表彰式

第40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

埼玉県

知事公館

H30.7.26

第40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
彰を行う。

埼玉県

埼玉県企画財政部土地水政策課

048-830-2191

表彰式

中学生水の作文コンクール
千葉県地方審査会 表彰式

千葉県

千葉市中央区
千葉県庁

H30.8.3

中学生水の作文コンクール千葉県地方審査会で選出された入賞作文及び学校を表
彰する。

千葉県

千葉県総合企画部水政課

043-223-2688

表彰式

第40回「全日本中学生水の作文コンクール」
神奈川県庁本庁舎３階大会議場
神奈川県
神奈川県表彰式
（予定）

H30.7.27

第40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 神奈川県政策局政策部土地水資源対策
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。 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

表彰式

「全日本中学生水の作文コンクール」表彰式
（地方審査会）

新潟県

新潟県庁

H30.8.7

中央審査会へ推薦した作品を含む優秀作品の表彰。

新潟県

新潟県土木部河川管理課水政係

025-280-5413

表彰式

富山県中学生水の作文コンクール表彰式

富山県

富山県庁

H30.8.3

第40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

富山県 県民生活課

076-444-3126

http://www.pref.toyama.jp/sections/1711/mi
zu/topics/sakubun.html

表彰式

第41回静岡県小中学生水の作文コンクール
表彰式

静岡県

静岡県葵区
静岡県庁

H30.8.2

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 静岡県

静岡県水利用課

054-221-2256

http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka060/sakubunn1.html

表彰式

全国日本中学生水の作文コンクール表彰式

京都府

京都府公館

H30.8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
京都府環境部公営企画課
実施する「中学生水の作文コンクール」の入賞者を表彰する。

京都府環境部公営企画課

075－414－4772 今後HP掲載予定

H30.8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
京都府環境部公営企画課
点から審査する、「琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール」を実施し、「流域賞」の受賞
者を表彰する。

京都府環境部公営企画課

075－414－4772 今後HP掲載予定

和歌山県地域政策課

073-441-2423

表彰式

琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール表彰
式

表彰式

第40回全日本中学生水の作文コンクール表
和歌山県 和歌山県庁
彰式

H30.7.23

水の作文コンクール県審査の優秀賞３名を表彰する。

表彰式

大村市給水開始９０周年記念事業
おおむら水のある風景フォトコンテスト表彰
式

長崎県

大村市

H30.8.3(予定）

おおむらの水のある風景のフォトコンテスト（～５月２５日まで募集）の表彰式を実施す
大村市上下水道局
る。

業務課

0957-53-1116

表彰式

くまもと水の週間記念式典

熊本県

熊本市
ホテル熊本テルサ

H30.7.29

全日本中学生水の作文コンクール熊本県表彰式、水の作文大賞受賞者による作文
朗読、講演

熊本県環境立県推進課

096-333-2272

京都府

京都府公館

和歌山県

熊本県

http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tochimiz
u/

https://www.pref.chiba.lg.jp/suisei/sakubun/i
ndex.html

https://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/0202
00/mizu/sakubun.html

別紙

行事種別

行事名

都道府県

開催場所

開催日

概要

シンポジウム

グローカルでいこう！ 水環境保全意識の向
上をめざす「水ミーティング2018」

北海道

北海道北見市

H30.7.15

ミーティング2018は，市民とともに常呂川のことを知って，水環境の保全を考えるイベ
ント。午前は常呂川流域で活動してる方々のお話を聞き，午後は北見工業大学留学
生から世界の国や町の水事情についてのお話を聞く。

シンポジウム

水を考えるつどい

東京都

東京都千代田区
イイノホール

H30.8.1

シンポジウム

「水の週間」シンポジウムにおける農業農村
PR

愛知県

小牧市

H30.8.1

主催者

お問い合わせ先

北海道北見北斗高等学校サイエンスクラ
北海道北見北斗高等学校
ブ グローカルアクションプロジェクト

電話番号

イベントURL

0157-24-3195

https://kitamihokutosc.amebaownd.com/

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 水循環政策本部・国土交通省・東京都・水
水の週間実行委員会事務局
演、パネルディスカッション等を実施する。
の週間実行委員会

048-600-6513

http://www.mizunohi.jp/intro/intro02.html

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

052-223-4635

東海農政局
農村振興部設計課

別紙

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

その他

第4回自然戦隊マガレンジャー活動

北海道

北海道美唄市（宮島沼）

H30.7.1

水質調査(酪農学園大学と協働)、生きもの調査など

宮島沼の会

その他

常呂川調査

北海道

北海道北見市

H30.7.10

置戸町の鹿の子ダム下から北見市常呂町の日吉橋までの計14地点において、硝酸
態窒素やリン酸イオンなど５項目の化学物質や溶存酸素濃度，透視度などを調べま
す。

北海道北見北斗高等学校サイエンスクラ
北海道北見北斗高等学校
ブ グローカルアクションプロジェクト

その他

高橋ピートモス工業社有地（新篠津村）探索
会

北海道

北海道新篠津村

H30.7.23

未調査湿地の調査。

新篠津ツルコケモモを守る会（石狩川流域 石狩川流域 湿地・水辺・海岸ネット
011-200-0973
湿地・水辺・海岸ネットワーク）
ワーク

http://ishikarigawa-net.com/

その他

北海道ラムサールネットワーク子ども交流会

北海道

北海道根室市

H30.8.4～8.5

湿地帯が所在する市町村の子どもたちの交流。

宮島沼の会

宮島沼の会

0126-66-5066

https://miyajimanuma.wixsite.com/miyatomo

その他

石狩UMIBEキッズクラブと交流

北海道

北海道石狩市

H30.8.18

キッズクラブの子どもたちと浜で化石さがしをします。

宮島沼の会

宮島沼の会

0126-66-5066

https://miyajimanuma.wixsite.com/miyatomo

その他

宮島沼カントリーフェス

北海道

北海道美唄市（宮島沼）

H30.8.26

手作りの農業祭「カントリーフェス」出展。

宮島沼の会

宮島沼の会

0126-66-5066

https://miyajimanuma.wixsite.com/miyatomo

その他

舟っこ流し

岩手県

岩手県盛岡市
北上川

H30.8.16

幽玄な送り盆行事です。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ります。

盛岡舟っこ流し協賛会

盛岡舟っこ流し協賛会
会長 佐藤 修

070-5621-6210

http://moriokafunekkonagashi.com/

その他

電光掲示板による広報

千葉県

千葉市中央区
千葉県庁

H30.8.1～8.7

水の週間について電光掲示板を用いて広報啓発をする。

千葉県

千葉県総合企画部水政課

043-223-2688

その他

水の出前教室

静岡県

県内各小学校

H30.6月～9月

水に関する啓発授業(出前講座)

静岡県

静岡県水利用課

054-221-2256

その他

平成30年度「びわ湖の日」連続講座

滋賀県

立命館大学びわこ･くさつキャンパ
ス
『ラルカディア1階 R101教室』

H30.7.8、7.22、
「琵琶湖と人の様々な関わり」をテーマに、様々な角度から琵琶湖の多様な価値や課
主催：滋賀県、共催：立命館大学
8.25
題を見つめ直す３回の連続講座です。
いずれも10:00～

その他

打ち水大作戦

京都府

京都市南区
京都市上下水道局本庁舎前他

H30.8.1

近隣の協力事業者，京都学生祭典実行委員と共に，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。

京都市上下水道局

京都市上下水道局下水道部管理
課

075－672－7838

その他

「水の日」標語の募集

兵庫県

明石市役所

H30.8.1～8.7

水道への関心を高めるための啓発活動として、市内小学4年生を対象に標語の募集
を行い、最優秀作品を横断幕にして掲げる。

明石市水道局

明石市水道局総務・管理係

078-918-5064

その他

水の日記念式

岡山県

岡山県倉敷市船穂町高梁川取水
口

H30.8.1

笠岡市水道事業及び岡山県西南水道企業団水道用水供給事業は，高梁川からの共
同導水路により水道事業に供する十分な水を受水(取水)し，市内(域内)への水の供給 岡山県西南水道企業団
が可能となっています。水道事業の安全と発展を祈念するため，水の日記念式を実施 笠岡市水道事業
しているものです。

岡山県西南水道企業団
庶務課

0865-64-3274

http://okaseinansuidou.org/%E6%B1%BA%E7%AE%97%E6
%A6%82%E8%A6%81/kessanngaiyou/h27kessa
nngaiyou.pdf

その他

海水ってどんな水？

鹿児島県

鹿児島市
かごしま環境未来館

H30.7.22

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

（公財）かごしま環境未来財団

かごしま環境未来館

099-806-6666

http://www.kagoshimamiraikan.jp/event/26496/?instance_id=46485

その他

あこがれの海上保安官と一緒に

鹿児島県

鹿児島市
かごしま環境未来館

H30.8.2

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
（公財）かごしま環境未来財団
て知る講座

かごしま環境未来館

099-806-6666

http://www.kagoshimamiraikan.jp/event/26698/?instance_id=46500

その他

夏祭りｉｎ那覇「一万人のエイサー踊り隊」打
ち水事業

那覇市国際通り

H30.8.5

路面に打ち水をして涼を演出するとともに、エイサー踊り隊の演舞の暑さ対策を講じ
る。

夏祭りｉｎ那覇実行委員会事務局

098-863-2755

沖縄県

夏祭りｉｎ那覇実行委員会

宮島沼の会

滋賀県琵琶湖保全再生課

0126-66-5066

https://miyajimanuma.wixsite.com/miyatomo

0157-24-3195

https://kitamihokutosc.amebaownd.com/

http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka060/keihatsu.html

077-528-3453
7月下旬
ＨＰ掲載予定

