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見学イベント 水道施設バス見学会 北海道
北海道苫小牧市
七条大滝、高丘浄水場 H29.7.23

七条大滝及び高丘浄水場の見学を行う。
予定人数80名、参加料無料、申込締切日6月23日

苫小牧市 苫小牧市上下水道部総務課 0144-32-6628 －

見学イベント 水の週間バスツアー 北海道 桂沢ダム、積水化学北海道㈱ H29.8.2
桂沢ダム施設及び、積水化学北海道㈱の見学を行う。
対象者：小学４年生以上、定員：40人 ※ 参加人数多数の場合は、小学生とその保護
者を優先する、参加料：無料

岩見沢市 岩見沢市水道部業務課
0126-23-4111
(231)

－

見学イベント 土地改良施設見学会 北海道 むかわ町 H29.7.27 土地改良施設見学、パネル展示 鵡川土地改良区 鵡川土地改良区 0145-42-2021 －

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 Ｈ29.7.22 企業局が管理する水力発電所等の見学会を開催する。 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/index.
html

見学イベント 夏休み下水道教室 神奈川県
綾瀬市
浄水管理センター H29.8.2

下水道の仕組みや必要性などの知識を深めてもらうことを目的として、浄水場の施設
見学を行う。

綾瀬市　下水道課 綾瀬市浄水管理センター 0467-77-1414 市HPに掲載予定

見学イベント
広神発電所見学会
（広神ダム見学会と合同開催）

新潟県
新潟県魚沼市
小平尾字曲淵2909番の7 H29.7.26

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
ための見学会とする。
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。

新潟県企業局
（新潟県土木部と共催）

発電管理センター 0254-62-6688
http://www.pref.niigata.lg.jp/hatsuden_cente
r/

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
新潟県上越市
大字今泉字城山1511の1番地 H29.8.5

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
ための見学会とする。
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。

新潟県企業局
（上越市ガス水道局と共催）

上越利水事務所 025-524-4101 http://www.pref.niigata.lg.jp/risui_joetsu/

見学イベント 荒川ダム紹介 山梨県 荒川ダム
H29.8.1～8.7
（土日は除く）

・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

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/damu-
arkw/damu_kengaku.html

見学イベント 親子ふれ愛・水源地探検ツアー 岐阜県 岩屋ダム等 H29.7.26
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
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 愛知県企業庁水道計画課 052-954-6680
http://www.pref.aichi.jp/soshiki/kigyo-
suido/h29-suigenchitour.html

見学イベント 上下水道を見てみよう 岐阜県 岐阜県関市 水源地 H29.8.9
水道事業、下水道事業の仕組みを理解をしてもらうために、水道、下水道施設見学
会を実施する。

関市役所 関市役所　水道部　水道課 0575-23-6776 －

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）

H29.8.6

・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 －

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 H29.8.1

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
いただく。

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-672-7810 今後HP掲載予定

見学イベント
「おいしい奈良のお米を探る。夏休み親子
体験　吉野川分水ツアー２０１７」
（農業水利施設の見学）

奈良県
吉野郡大淀町
（下渕頭首工）

H29.8.4
H29.9.1

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

奈良県農業協同組合、市民生活協同組
合ならコープ
（協力）
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、森と水の源
流館、奈良新聞社、(株)北岡本店

市民生活協同組合ならコープ
ＣＳＲ組織広報部

0742-34-8735 －

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 H29.8.6

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
徳島県県土整備部河川整備課流
域水管理推進室

088-621-2538 http://www.yoshinogawa.org/

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
小石原川ダム、江川ダム他 H29.8.5

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
河川砂防課内）

佐賀県河川砂防課水資源調整室 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） H29.8.25

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。
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
瀬川上流地区推進協議会
＜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

水土里ネット佐賀
（佐賀土地改良区）総務課

0952-22-4382 今後掲載予定
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参加型イベント みんなで調べる復元河川の環境・2017夏 北海道 釧路川茅沼地区 H29.7.15

　過去に直線化工事が行われた部分の蛇行が復元された釧路川の流域（標茶町茅
沼地区）での生態系調査を実施している。
参加対象は地域の市民等で、堆積土壌、水生生物、河岸の植生の変化を調査し、記
録に残す作業を行う。

釧路国際ウェットランドセンター 釧路国際ウェットランドセンター 0154-31-4594 http://www.kiwc.net/

参加型イベント 駒生川の生き物を探そう 北海道 美幌町駒生川 H29.7.22 網走川流域の会が主催する、「流域学習事業」美幌町の駒生川で行う活動 網走川流域の会
北海道e－水プロジェクト事務局
（公益財団法人北海道環境財団）

011-218-7811 http://www.heco-spc.or.jp/emizu

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 H29.7.30
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
を深める行事を実施

＜主催＞
北海土地改良区
＜共催＞
北海道開発局札幌開発建設部岩見沢農
業事務所、空知森林管理所、空知総合振
興局

北海土地改良区
総務部総務課
「ウォーキング事務局」

0126-22-2400
＜北海土地改良区＞
http://www.midorinet-
hokkai.jp/manager/detail/297

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 H29.8.5

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
試合を開催。

第８回水鉄砲選手権大会実行委員会
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/

参加型イベント 水の週間キャンペーン 北海道
釧路市
釧路市観光国際交流センター
（北海道釧路市幸町３－３）

H29.8.5～8.6
水をきれいにする仕組みを学ぶ、送配水管の展示、汚水をきれいにする仕組みを学
ぶ、きき水、子ども向けコーナーの開設、アンケート実施、ポスター掲示

主催：釧路市上下水道部
（共催：釧路市管工事業協同組合）

釧路市上下水道部経営企画課 0154-43-2169 －

参加型イベント 標津町民祭り　水・キラリ 北海道 サーモンパーク特設会場他 H29.8.5～8.6
3部構成で行われ、第１部（５日）　儀式・前夜祭　　第２部（６日）　産業と食・遊び文化
の伝承祭　　第３部（６日）　曳山巡行（山車運行、踊り、おはやし等）花火　フィナーレ
は水柱の儀（真上垂直20m）

標津町民祭り　水・キラリ実行委員会
標津町民祭り　水・キラリ実行委員
会

0153-82-2131 －

参加型イベント 札幌水源の森づくり2017 北海道 札幌市創成川公園・狸二条広場 H29.8.26
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。

北海道森林管理局・札幌市

①石狩地域森林ふれあい推進セ
ンター
②札幌市環境局みどりの推進課
活用推進係

①011-533-6741
②011-211-2522

－

参加型イベント
津別町ノンノの森で探検隊！
　川の始まりを探そう

北海道 津別町 H29.8.27 網走川流域の会が主催する「流域学習事業」の第2弾目の事業 網走川流域の会
北海道e－水プロジェクト事務局
（公益財団法人北海道環境財団）

011-218-7811 http://www.heco-spc.or.jp/emizu

参加型イベント 第１回ブナ林再生教室 青森県 西目屋村暗門 H29.7.22
暗門川の周辺の森林を散策し森林に親しむことにより、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。

津軽白神森林生態系保全センター
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 第42回あゆ釣り教室 岩手県
岩手県盛岡市
中津川 H29.7.2

　中津川流域におけるあゆ釣り解禁日（平成29年７月２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。

盛岡市役所 商工観光部観光交流課 019-626-7539
http://www.city.morioka.iwate.jp/kankou/ka
nkouinfo/1019362.html

参加型イベント 第２回白神森林講座 秋田県 藤里町 H29.7.8
藤里駒ヶ岳の登山を通して森林に親しむとともに、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。

一般社団法人　秋田白神コミュニケーショ
ンセンター、藤里森林生態系保全セン
ター

一般社団法人秋田白神コミュニ
ケーションセンター(0185-88-
8220)、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 秋田市仁別 H29.7.28
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
能や水の循環について普及啓発。

東北森林管理局 東北森林管理局技術普及課 018-836-2214 －

参加型イベント 「山の日」記念　森林体験学習 秋田県 秋田市仁別 H29.8.11
仁別森林博物館の来場者を対象に、森林教室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 東北森林管理局技術普及課 018-836-2214 －

参加型イベント 三城潟ヒシ刈り作業 福島県
猪苗代町
三城潟

H29.7.20～9.14
（毎週木曜）

猪苗代湖では湖水中の窒素やリン成分を吸収して成長したヒシが繁殖しているが、
湖岸付近はヒシの枯死堆積によるヘドロ化で、水質汚濁が進んでいることから水環
境保全対策としてヒシの回収を実施しております。

猪苗代湖・裏磐梯湖沼水環境保全対策推
進協議会 他

福島県生活環境部 水・大気環境
課

024-521-7258 －

参加型イベント 茂庭っ湖まつり（林業体験学習） 福島県 福島市 H29.7.30
丸太切り等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。

茂庭っ湖まつり実行委員会（国土交通省
摺上川ダム管理所、福島森林管理署、福
島市、伊達市、二本松市、桑折町、国見
町、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）

福島森林管理署森林技術指導官 024-535-0121 －

参加型イベント 若郷湖さわやかフェスティバル2017 福島県 会津若松市 H29.8.5
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
利用の意義等について普及啓発。

森と湖に親しむ旬間実行委員会（会津若
松市、下郷町、会津美里町、会津坂下
町、湯川村、阿賀川河川事務所、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）

会津若松市建設部花と緑の課 0242-39-1262 －

参加型イベント
平成２９年度猪苗代湖岸一斉クリーンアッ
プ作戦

福島県
猪苗代町
上戸浜 H29.8.6

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
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。

猪苗代湖環境保全推進連絡会
猪苗代町役場企画財務課企画調
整係

0242-62-2112 －

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 H29.8.19
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
水道施設の見学や猪苗代湖岸清掃を実施する。

郡山市上下水道局 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
茨城県那珂市
県中央水道事務所 H29.8.6

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，水に親しむアトラクション等を実施する。

茨城県企業局 （公財）茨城県企業公社 029-301-1133
http://www.mizudasu.or.jp/kids/summersch
ool/
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参加型イベント 県営ダムの一般公開 栃木県 県管理ダム H29.7.26～7.29
平成29年度「森と湖に親しむ旬間」のイベントとして、ダムの天端や堤体内部等の一
般公開を行う。

栃木県 県土整備部 砂防水資源課
栃木県 県土整備部 砂防水資源
課

028-623-2565
http://www.pref.tochigi.lg.jp/h07/dam/dam_k
oukai/h29damkoukai_annai.html

参加型イベント 上下流交流会 栃木県 日光市 H29.7.28
森林教室での水の浄化実験や、丸太切り体験、メダル作り、しおり作りを通じて、森
林の水源涵養機能等について普及啓発。

国土交通省鬼怒川ダム統合管理事務
所、日光市、宇都宮市、公益財団法人利
根川・荒川水源地域対策基金、日光森林
管理署

日光森林管理署業務グループ森
林ふれあい担当

0288-22-1069 －

参加型イベント 水の日・水の週間ＰＲイベント 栃木県 道の駅しもつけ H29.8.1 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 －

参加型イベント
第39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 H29.8.4 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 028-623-2453 －

参加型イベント 平成２９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 H29.7.28～7.30

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。
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
群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室

027-226-2362 －

参加型イベント 水源わくわくセミナー2017 群馬県 長野原町 H29.8.1～8.2
水源地の方々との親睦や相互理解を進めるため、浦和レッズハートフルクラブによる
サッカー入門教室等を開催するとともに、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終了）

埼玉県・埼玉県企業局 埼玉県企画財政部土地水政策課 048-830-2189
http://www.pref.saitama.lg.jp/a0108/jokaryu
-koryu/index.html

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
群馬県みなかみ町
矢木沢ダム、奥利根水源の森 H29.8.17～8.18

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。
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
について学びます。

利根川水系上下流交流実行委員会
（群馬県・東京都）

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
行田浄水場

H29.7.25
H29.8.22

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
理解を深める。

埼玉県企業局 埼玉県企業局水道企画課 048-830-7064
http://www.pref.saitama.lg.jp/c1304/90d00-
01yousui/90d00-
02kengakukai29boshuu.html

参加型イベント 子ども霞ヶ関デー 東京都 千代田区霞ヶ関 H28.8.2～8.3
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
える水道に興味をもってもらう。

－
医薬・生活衛生局生活衛生・食品
安全部水道課

03-3595-2368
昨年度
http://www.mhlw.go.jp/houdou_kouhou/kouh
ou_shuppan/kids/h28_info.html

参加型イベント
丸の内キッズジャンボリー
【いのち育む農業用水】

東京都
東京都千代田区
東京国際フォーラム H29.8.15～8.17

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。

公益社団法人農業農村工学会、
全国水土里ネット

公益社団法人農業農村工学会
03ｰ3436ｰ3418
（代）

http://www.tif-kids.jp/2017/

参加型イベント セーリング海上体験会　（高校生対象） 神奈川県 横浜市八景島マリーナ
H29.7.16または
7.17

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。

神奈川県オリンピック・パラリンピック課 セーリング体験事務局 045-232-4925 https://sailing2020.jp/

参加型イベント 川の生き物探検 神奈川県 松田町　川音川 H29.7.22 川音川の水生生物を調べる 松田町　自然館
松田町　自然館0465-82-7345
松田町　観光経済課　公園係
0465-83-1228

0465-82-7345 －

参加型イベント 夏休み下水道教室 神奈川県
入江崎水処理センター、入江崎総
合スラッジセンター等 H29.7.26

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。　入江崎水処理センター、入江崎総合スラッジセンター等を見学する。

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/0000
087275.html

参加型イベント 山北町―川崎市交流事業 神奈川県 山北町一円
第１回　H29.7.28
第２回　H29.8.26

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
以上)・中学生とその保護者を対象に、神奈川県・山北町と協働して交流事業を実施
する。

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/0000
087210.html

参加型イベント
セーリング海上体験会　（子ども・障がい
のある方対象）

神奈川県
藤沢市湘南港、横浜市横浜ベイサ
イドマリーナ

H29.7.30～10.15
の中で計5回

小中学生及び特別支援学校に通う児童生徒、18歳以下の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代を担う若年層の興味・関心を高める。

神奈川県オリンピック・パラリンピック課 セーリング体験事務局 045-232-4925 https://sailing2020.jp/

参加型イベント 夏休み水道教室 神奈川県 宮ヶ瀬ダム、相模大堰等 H29.8.2
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
施する。　神奈川県の水源である宮ヶ瀬ダム、相模大堰等を見学する。

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/0000
087275.html

参加型イベント
秦野名水フェスティバル～秦野名水で、
日々の生活を贅沢に暮らす～

神奈川県 秦野市文化会館 H29.8.2
本市の水の豊かさを再認識してもらうため講演会を開催。
水循環、水道の歴史などを学んでもらうため展示コーナー、体験コーナーを設置。

秦野市
秦野市環境産業部環境保全課地
下水・環境指導担当

0463-82-9618 －

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 H29.8.5
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
づくり事業への理解を深める。

県民との協働による森林づくり実行委員
会

神奈川県水源環境保全課
045-210-1111
（内線4367）

http://ktm.or.jp/

参加型イベント カヌー体験 神奈川県 馬入水辺の楽校 H29.8.5 相模川でカヌー体験を行う。 ＮＰＯ法人・暮らしつながる森里川海
平塚市都市整備部みどり公園・水
辺課

0463-21-9852 http://banyumizube.info

参加型イベント 水の週間イベント 神奈川県
新都市プラザ（横浜そごう地下2
階）

H29.8.5
11:00～15:00

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
水環境について楽しく学べるイベントを開催する。

横浜市水道局、環境創造局、道路局 横浜市水道局公民連携推進課 045-633-0157 －

参加型イベント こども環境教室（海岸編） 神奈川県 平塚市 H29.8.19 市内小中学生を対象に、海岸の動植物についての講義、海浜植物等の観察を行う。 平塚市 平塚市環境部環境政策課 0463-21-9762 －
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参加型イベント 自然体験学習会～「ダム」を学ぼう！～ 神奈川県 宮ヶ瀬ダム・水とエネルギー館 H29.8.23
水資源の利用と保全の必要性・重要性を学ぶとともに、自然との触れ合いを通して、
環境保全活動や環境学習につなげる。

あやせ環境ネットワーク
あやせ環境ネットワーク事務局（綾
瀬市環境保全課）

0467-70-5620 市HPに掲載予定

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 南魚沼市 7月中旬
丸太切り体験や木工教室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
ダム管理所、（一財）しゃくなげ湖畔開発
公社）

中越森林管理署業務グループ 025-772-2143 －

参加型イベント おおいしダム湖畔まつり 新潟県 関川村 H29.7.29
木工教室（木製プランターづくり等）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。

関川村、村上市、新潟県村上地域振興
局、国土交通省羽越河川国道事務所、下
越森林管理署村上支署等（全１７団体）

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 8月下旬
丸太切り体験や木工教室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 中越森林管理署業務グループ 025-772-2143 －

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 富山県東部 H29.8.3
県東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

富山県 富山県　広報課 076-444-8909
http://www.pref.toyama.jp/cms_sec/1118/kj
00001675.html

参加型イベント 有峰森林文化村開村の日「有峰で遊ぼう」 富山県
富山市大字有峰
有峰森林文化公園 H29.8.5

ダムミステリーツアー（有峰ダム見学）
（その他木工クラフトづくり、昆虫採集・植物観察等）

[主催]公益社団法人富山県農林水産公
社
[共催]有峰森林文化村会議（富山市、富
山県、北陸電力）

有峰ビジターセンター
（有峰ハウス）

076-481-1758 http://www.arimine.net/index.html

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 H29.7.30
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により、森林の水源涵
養機能等について普及啓発。

国土交通省近九頭竜川ダム統合管理事
務所、福井森林管理署、福井県、大野
市、電源開発(株)、北陸電力(株)、関西電
力(株)、大野漁業協同組合、福井河川国
道事務所

福井森林管理署業務グループ 050-3160-6105 －

参加型イベント 森と湖に親しむつどい 山梨県 大月市 H29.7.30
丸太切り体験や小枝のキーホルダーづくり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。

山梨県、国土交通省、大月市、上野原
市、小菅村、山梨森林管理事務所等

深城ダム管理事務所 0554-24-7062 －

参加型イベント
高瀬渓谷フェスティバル２０１７（木工教
室）

長野県 大町市 H29.7.15
丸太切り体験や木工品作り等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

国土交通省大町ダム管理所 中信森林管理署総務グル－プ 050-3160-6050 －

参加型イベント
佐久市の「水源地」巡り～第1弾：佐久水
道企業団の水源地を巡ろう～

長野県
長野県佐久市
大石水源地ほか H29.7.28

佐久水道企業団及び佐久圏域水道水質検査協議会の施設説明。水源地までバスで
行き、佐久水道企業団職員による説明を行う。

佐久市 佐久市　環境部　環境政策課 0267-62-2917 －

参加型イベント 夏休み・水の研究お助け隊 長野県
長野県松本市
両島浄化センター H29.7.28-30

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。

松本市上下水道局 松本市上下水道局下水道課 0263-27-4465
http://www.city.matsumoto.nagano.jp/jouges
uidou/konnakoto/natsu_mizu.html

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 H29.7.29

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。 木曽町環境協議会

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

参加型イベント 第17回親子木曽川源流探検隊 長野県 長野県木曽郡木祖村 H29.7.29
木曽川の源流域を訪ね、自然の中での様々な体験、作業を通して、森林のはたらき
や森林保護の大切さ、水資源の重要性について理解を深めるとともに、今後より一層
木曽川上下流域の交流を深めるため開催する。

いちのみやリバーサイドフェスティバル運
営協議会

一宮市まちづくり部公園緑地課 0586-28-8636 6月下旬UP予定

参加型イベント
平成29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 H29.7.31～8.6

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
然観察会を実施する。

中野市 中野市くらしと文化部環境課 0269-22-2111
http://www.city.nakano.nagano.jp/docs/201
5052700028/

参加型イベント 打ち水大作戦2017 長野県
長野県上田市
上田駅前 H29.8.1

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
発を行う。

上田市　他 上田市生活環境課 0268-23-5120 －

参加型イベント 打ち水事業 長野県
長野県長野市
善光寺（8.4）、篠ノ井駅前（8.7）、真
田邸（8.11）

Ｈ29.8.4、8.7、
8.11

「さわやか信州省エネ大作戦」クールシェアイベントの一環として、井戸水を利用した
「打ち水」を実施する。

長野商工会議所女性会　 長野商工会議所 026-227-2428 －

参加型イベント 打ち水大作戦2017 長野県
長野県松本市
松本城公園黒門前付近 H29.8.4 市内高校生ボランティア、観光客、一般市民による打ち水を行う。

松本市地球温暖化防止
市民ネットワーク

事務局：松本市環境政策課 0263-34-3268 －

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～夕涼み～”(仮名称）

長野県
長野県中野市
 市街地中央通り H29.8.6

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 －

参加型イベント 水循環教室 長野県
長野県佐久市
佐久市下水道管理センター、佐久
市子ども未来館

H29.8.7
小学生を対象に、下水道管理センター及び子ども未来館の見学及び特別実験を実
施する。

佐久市 佐久市　環境部　環境政策課 0267-62-2917 －

参加型イベント
佐久市の「水源地」巡り～第２弾：浅麓水
道企業団の水源地を巡ろう～

長野県
長野県北佐久郡軽井沢町
新滝水源地ほか H29.8.7 水源地までバスで行き、浅麓水道企業団職員による説明を行う。 信濃川を守る協議会佐久ブロック

信濃川を守る協議会佐久ブロック
事務局（佐久市　環境部　環境政
策課）

0267-62-2917 －
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参加型イベント おやこ木曽川源流体験ツアー 長野県 味噌川ダム他 H29.8.7
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。
（７/１～７/７に参加者募集）

尾張旭市役所都市整備部上水道課
尾張旭市役所都市整備部上水道
課経営係

0561-76-8168 －

参加型イベント 木曽川さんありがとう 長野県 長野県木曽郡木祖村 H29.8.11
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 広報サービス課 052-972-3608
http://www.water.city.nagoya.jp/category/e
vent/14122.html

参加型イベント
第41回「水の節水啓発ポスター」
入賞作品展示会

岐阜県 大垣市立図書館 H29.8.1～8.7

水資源の有限性、水の貴重さ等に対する市民の意識を高め、理解を深めるとともに、
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。
また、最優秀作品についてはポスター化し、公共施設及び市内事業所に配布し、広く
啓発を行う。

大垣市 大垣市役所環境衛生課 0584-47-8563 －

参加型イベント 水道の仕事を体験してみよう 岐阜県 岐阜県関市　水源地 H29.8.24 参加者に水道の仕事を直接体験することで、水道事業への理解を深めてもらう。 関市役所 関市役所　水道部　水道課 0575-23-6776 －

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 H29.8.29
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 水道計画課 052-972-3655
http://www.water.city.nagoya.jp/category/e
vent/14128.html

参加型イベント 水生生物調査 愛知県
日進市米野木町
天白川 H29.8.3

天白川に生息する昆虫や魚を観察しながら環境保護の大切さを学び、自然保護の意
識を高める。

日進市 日進市環境課 0561-73-2896 7/1頃公開予定

参加型イベント
ミズベリング事業「夏休み 集まれ！木曽
川ミズベの勇者たち」

愛知県
尾西歴史民俗資料館及び木曽川
左岸 H29.8.5

親子（小学１年生～中学３年生）で木曽川の魚を捕獲・観察し、自然との関わりを学ぶ
とともに、木曽川に対する関心や愛着を持つ心を育てることを目的に開催する。

一宮市・一宮市教育委員会 一宮市まちづくり部公園緑地課 0586-28-8635 7月上旬UP予定

参加型イベント 川の通信簿をつけよう 愛知県
身近な川など
（岡崎市内） H29.8.6 身近な川についての水環境調査 岡崎市環境部環境保全課 岡崎市環境部環境保全課 0564-23-6861 －

参加型イベント 平成29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』

H29.7.9 7.23 7.30
　10:00～11：30

「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
題を見つめ直す３回の連続講座です。

主催：滋賀県、共催：立命館大学 滋賀県琵琶湖保全再生課 077-528-3453
http://www.pref.shiga.lg.jp/hodo/e-
shinbun/dl00/20170512.html

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 H29.7.23
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
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。

滋賀県琵琶湖政策課 滋賀県琵琶湖政策課 077-528-3485
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/leisure/index.h
tml

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） H29.7.26～7.28

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
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
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/in
dex.html

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）
H29.7月下旬（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。 滋賀県企業庁 滋賀県企業庁浄水課 077-589-4595 http://www.pref.shiga.lg.jp/n/kigyo/

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 H29.8.1～8.2
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
てもらう。

滋賀県北部流域下水道事務所 北部流域下水道事務所 0749-26-6634
http://www.pref.shiga.lg.jp/d/tohokubu-
g/index.html

参加型イベント
マザーレイクフォーラム　びわコミ会議
2017

滋賀県 コラボしが21
H29.8.26
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
賀県

マザーレイクフォーラム運営委員
会事務局
滋賀県琵琶湖環境部琵琶湖保全
再生課

077-569-5301
077-528-3451

http://mlf.shiga.jp

参加型イベント 利き水 京都府

京都市
新京極商店街
祇園祭宵宵山、宵山（東洞院綾小
路下る西側）
京の七夕　堀川会場
東本願寺門前

H29.6.1
H29.7.15,7.16

H28.8.5～8.11
H28.8.26

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 京都市上下水道局 075-672-7810 今後HP掲載予定

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

H29.7.17～7.24
H29.8.16

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
ただく。

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-672-7810 今後HP掲載予定

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

京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館

H29.7.22,23,29,30
H29.8.5,6,11,12,13,19,
20（計11回）
土・日・祝日（夏休
み）

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 京都市上下水道局 075-752-2530 今後HP掲載予定

参加型イベント 「探検！発見！琵琶湖疏水」 京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館

H28.7.22～8.24
（夏休み）

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
道事業について学んでいただく。

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-752-2530 今後HP掲載予定

参加型イベント 打ち水大作戦 京都府 上下水道局本庁舎前他 H29.8.1
近隣の協力事業者他と共に，下水の高度処理水及び雨水貯留タンクにたまった雨水
を使用し打ち水を実施

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-672-7838 7月下旬HP掲載予定
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参加型イベント 拡大打ち水 京都府 上下水道局本庁舎前他 H29.8.2～8.31
　下水の高度処理水及び雨水貯留タンクにたまった雨水を使用し，本庁舎前にて，門
掃き時に打ち水を実施
　営業所前他では，週１回程度打ち水を実施

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

参加型イベント 京（みやこ）の水カフェ in 二条城 京都府
京都市
二条城 H29.8.5～8.12

京都の水道水で作ったアイスコーヒー，グリーンティー，かき氷などを安価に提供する
カフェを期間限定でオープンする。

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-672-7810 今後HP掲載予定

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）

H29.7.25,
H29.8.9

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
等を行う。

池田市上下水道部 上下水道部経営企画課
072-752-1111
（内線723）

http://www.ikedashi-
suido.jp/kikakuhoukoku/1440553945565.html

参加型イベント 池田打ち水大作戦 大阪府
池田市城南１－１－１（池田市役所
前） H29.8.4

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
等のPRを目的に、水処理場で高度処理された水を使用し打ち水を行う。

池田市上下水道部 上下水道部経営企画課
072-752-1111
（内線723）

http://www.ikedashi-
suido.jp/kikakuhoukoku/1439268979581.html

参加型イベント 夏休み自由研究上下水道まなび隊！ 大阪府
アリオ鳳　１階アリオコート
（堺市西区鳳南町３丁１９９番地１
２）

H29.8.11
上下水道に関する実験や工作コーナーで、楽しみながら上下水道を学び、また、夏休
みの宿題・自由研究にも役立つイベントです。

堺市上下水道局 経営企画室 072-250-9208

http://water.city.sakai.lg.jp/soshikikarasagas
u/keieikikaku/shoukai/torikumi/kouhou/eve
nt/manabitai.html
（７月下旬公開予定）

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 H29.8.11,8.12

琵琶湖疏水にまつわる貴重なエピソードを語る。
内容未定

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-752-2530 今後HP掲載予定

参加型イベント 夏休みこども下水道教室 奈良県 奈良県浄化センター H29.7.28
子どもたちに下水処理の仕組みや水質保全の重要性を伝える。浄化センターの施設
見学、水質実験、微生物観察等を実施

奈良県流域下水道センター
奈良県流域下水道センター業務
課水質環境係

0743-56-2830 http://www.pref.nara.jp/20519.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 H29.8.1

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
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
域の水質改善を担う下水処理施設も合わせて見学。

奈良県地域政策課
水資源機構関西吉野川支社

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
夏休み小学生の水道施設・水源地体験ツ
アー

奈良県
御所浄水場、大滝ダム、森と水の
源流館 H29.8.4 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 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 らんま先生 こどもウォーターカレッジ 鳥取県
鳥取県米子市
米子コンベンションセンター H29.8.6

鳥取県と鳥取県持続可能な地下水利用協議会が主催する参加型イベント。eco実験
パフォーマーである「らんま先生」を講師とし、参加型実験や多彩なパフォーマンスを
通して親子で楽しく「水環境の保全」や「鳥取県の地下水」などについて学ぶ。

鳥取県
鳥取県持続可能な地下水利用協議会

鳥取県生活環境部水・大気環境課 0857-26-7197 https://www.pref.tottori.lg.jp/267706.htm

参加型イベント
平成２９年度島根県中学生「水の作文コン
クール」

島根県 -
応募期間 H29.5.19ま
で
H29.7.3 入賞者発表

水に対しての認識を深めてもらうために、中学生を対象とした水の作文コンクールを
実施している。

島根県 島根県土木部河川課 0852-22-5499
http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/river/ka
sen/contest/

参加型イベント 第36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 H29.7.29

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
演芸や花火を実施し、住民の交流促進を図る。

山佐ダム体験交流施設管理組合
（NPO法人やまびこ）

山佐ダム交流センター 0854-35-0129 http://www.yamabiko-yamasa.jp/

参加型イベント 森林とのふれあい2017 岡山県 勝央町植月中 H29.8.6
水源をかん養する水源林の役割、造成の必要性等について、パネル展示やリーフ
レット配布等を行うことによりPR。

国立研究開発法人森林研究・整備機構森
林総合研究所林木育種センター関西育種
場

連絡調整課 0868-38-5138 －

参加型イベント 親と子の水辺の教室 山口県
宇部市
厚東川木田橋下流 H29.8.4

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
宇部市市民環境部
環境政策課

0836-34-8249
http://www.city.ube.yamaguchi.jp/machizuku
ri/kankyouhozen/kankyoukyouiku/mizubeky
oushitsu.html

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） H29.8.5

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 下関市上下水道局企画総務課 083-231-8754
http://www.city.shimonoseki.lg.jp/www/secti
on/0000000000000/1172146195577/index.h
tml

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） H29.8.19～8.20

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
ることを目的としたイベントの開催。

下関市 下関市環境部環境政策課 083-252-7115 －

参加型イベント
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

H29.7.29

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
「一斉打ち水」を実施します。

徳島駅前大型店協議会、JR徳島駅、徳島
県

徳島県県土整備部河川整備課流
域水管理推進室

088-621-2661 －

参加型イベント
交流体験inよしのがわ（下流編）
・お魚観察会
・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 H29.8.25

川魚などを観察し、川に棲む生物について学ぶ。
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
徳島県県土整備部河川整備課流
域水管理推進室

088-621-2538 http://www.yoshinogawa.org/

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

徳島県
美馬市美馬町
AMEMBO H29.8.27

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
徳島県県土整備部河川整備課流
域水管理推進室

088-621-2538 http://www.yoshinogawa.org/

参加型イベント 平成２９年度親子上下水道教室 香川県
香東川浄化センター（高松市香西
本町７６２）、御殿浄水場（高松市
鶴市町１３６２）

H29.8.4
市内在住の小学４～６年生とその保護者を対象に、上下水道施設の見学や実験（ろ
過、ＣＯＤパックテスト等）、応急給水体験等を行う体験型親子教室を実施し、上下水
道事業及び水資源の保全への理解を深める機会を提供する。

高松市上下水道局 高松市上下水道局企業総務課 087-839-2711
http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/12006.
html

参加型イベント 節水展 香川県
香川用水記念公園
（香川県三豊市財田町） H29.8.6

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
（事務局香川県）

香川県政策部水資源対策課 087-832-3127 －

参加型イベント 「自然と遊ぼDAY！」 愛媛県 松山市玉谷町
未定
（例年7月下旬）

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の体験を通じて、木の
良さをPR。

石手川ダム水源地域ビジョン推進委員
会、愛媛県、松山市、国土交通省松山河
川国道事務所、愛媛森林管理署

愛媛森林管理署治山グループ 089-924-0550 －
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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 H29.7.24
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
する。

西条市 西条市役所環境衛生課 0897-52-1382
https://www.city.saijo.ehime.jp/soshiki/kank
yoeisei/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 H29.7.30 浄水場見学会や水を使った実験教室を実施 松山市公営企業局
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/H29jousuijou_kengaku.h
tml

参加型イベント 夏休み「水を大切にする日」イベント 愛媛県 水道管路管理センター H29.8.2 漏水調査体験や応急給水体験などを実施 松山市公営企業局
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/H29mizu_ibento.html

参加型イベント 石手川＆森の探検隊 愛媛県 石手川周辺 H29.8.6
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
る意識を高めてもらう

松山市 松山市水資源対策課 089-948-6223 6/19開設予定URL未定

参加型イベント 第10回水のみち親子見学バスツアー 長崎県
長崎市内のダム、浄水場、下水処
理場 H29.7.29

水道・下水道について理解を広めるため、親子での上下水道施設見学会を開催し、
ダムから浄水場、下水処理場まで、水の流れに沿った施設見学会を開催する。

長崎市上下水道局 長崎市上下水道局総務課 095-829-1203 －

参加型イベント 島原水まつり 長崎県 島原市、白土湖 H29.8.5

島原水まつりは、水に感謝するまつりとして毎年開催され、今年で30回目を迎えま
す。
「水に感謝」「水を育む」「水との共生」の3つをコンセプトとしており、地元市民はもちろ
ん他地域から島原を訪れる人にも実感できるまつりです。

島原水まつり実行委員会 島原市青年会議所 0957-62-3621 http://mizumatsuri.shimabarajc.com/

参加型イベント 第29回水フェスタ 長崎県
長崎市常盤町1-60
長崎水辺の森公園 H29.8.19

「水の日」及び「水の週間」の主旨を踏まえ、水資源の有限性、水および健全な水循
環の重要性について市民の関心を高めるとともに、水道事業及び下水道事業の理解
を深め、並びに「下水道の日」の主旨を踏まえ、下水道の役割を学習してもらうことを
目的とし、多くの市民、特に児童生徒が参加し楽しむために、「水と遊び、親しめるよ
うな各種イベント」を実施する。

長崎市上下水道局 長崎市上下水道局総務課 095-829-1203 －

参加型イベント 水の日プレイベント 熊本県
熊本市
サンロード新市街アーケード H29.7.29 水の飲み比べ、水に関するクイズラリーを実施する。 （公財）熊本市上下水道サービス公社

（公財）熊本市上下水道サービス
公社

096-288-7462 －

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 H29.8.5～8.6 水鉄砲による合戦形式で打ち水を行う。 熊本市水の科学館 熊本市水の科学館 096-346-1100 －

参加型イベント 水のクイズ王決定戦 熊本県
熊本市
水の科学館 H29.8.5～8.6 子どもを対象とした、水に関するクイズ大会を開催する。 熊本市水の科学館 熊本市水の科学館 096-346-1100 －

参加型イベント 第３２回水とのふれあいフォトコンテスト 大分県 －
H29.7月上旬以降
（予定）

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 水の週間実行委員会事務局 048-600-6513
http://www.water.go.jp/honsya/honsya/tori
kumi/waterweek/event/photo/index.html

参加型イベント
水辺で乾杯inかごしまwith明治維新150周
年

鹿児島県 鹿児島市甲突川南州橋 H29.7.7
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。甲突川河畔の維新ふるさと館（歴史資料館）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。

鹿児島県河川課 鹿児島県土木部河川課 099-286-3596 －

参加型イベント 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 H29.7.23 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 －

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 H29.7.29～7.30 甲突川を使用した体験イベント （公財）かごしま環境未来財団 かごしま環境未来館 099-806-6666 －

参加型イベント 平成29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 H29.8.2

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
鹿児島湾奥地域生活排水対策協
議会事務局

0995-66-3189 －

参加型イベント 水環境フォーラム 鹿児島県
鹿児島市
かごしま環境未来館 H29.8.4

市民が水循環への関心を深め，環境にやさしい水の使い方を考える機会となるよう
に，水環境に関わる活動を行う企業，市民団体及び行政による取組紹介等を実施す
る。

鹿児島市 鹿児島市環境保全課 099-216-1297 －

参加型イベント
第５回水フェスタ～水をめぐる水のめぐみ
in霧島～

鹿児島県
霧島市
国分シビックセンター１Ｆ市民ロ
ビー

H29.8.4

市販されているミネラルウォーターと水道水を飲み比べる「利き水」を行う。水道につ
いてのクイズやアンケートを設ける。水質検査や水道修繕の実演、霧島茶の振る舞
いなどを行う。「霧島ジオパーク」や「関平鉱泉水」といったアプローチを通して水を知
る。夏休みの自由研究の宿題サポートコーナーを設ける。

霧島市上下水道部　外 霧島市上下水道部水道管理課 0995-42-3500 https://www.city-kirishima.jp/

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 H29.8.5
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。
（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 鹿児島市水道局　経営管理課 099-213-8507
https://www.city.kagoshima.lg.jp/suido/sou
mu/sdkeieikanri/suido.html

参加型イベント 第15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 H29.8.6

池田湖周辺の史跡等の見学や湖水の水質調査を行うことで，池田湖と市民との関わ
りの深さを知り，水の大切さを学ぶ機会となるイベントを開催する。

池田湖水質環境保全対策協議会
池田湖水質環境保全対策協議会
事務局

0993-22-2111 －

参加型イベント 宮古水まつり　２０１７ 沖縄県
沖縄県宮古島市城辺皆福
皆福地下ダム公園 H29.7.2

地下ダム及び関連施設において水鉄砲バトルやパネル展など｢地下水」をテーマにし
た地域参加型のイベントを実施する。

宮古水まつり2017　実行委員会 宮古土地改良区事務局 0980-73-1253 －

参加型イベント 石垣島ダムまつり 沖縄県
沖縄県石垣市
名蔵ダム H29.7.2

農業用ダムの持つ多面的機能のPR・農業農村整備事業の広報・地域間交流を目的
として平成１８年から開催しており、農産物販売や地域住民によるステージイベントな
どを行い地域振興に寄与する。

石垣島ダムまつり実行委員会
沖縄県八重山農林水産振興セン
ター

0980-82-2342
http://www.pref.okinawa.jp/site/norin/norin
-yaeyama-nosui/index.html
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参加型イベント 福地ダム夏休み自然体験会 沖縄県 東村 H29.7.16
森林のパネル展示や木工教室等を実施し、森林の水源涵養機能等について普及啓
発。

福地ダム実行委員会 沖縄森林管理署業務グループ 098-918-0210 －

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）

H29.7.27～7.28
糸満市、八重瀬町の小中学生とその保護者を対象として、毎年夏休みに開催。
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、水の大切さにつ
いて学習。

土地改良総合事務所
沖縄本島南部土地改良区

土地改良総合事務所 098-856-6868

イベント開催後の報告の記事は、下記URL
に掲載されております。
＜Ⅲ、「夏休み野外学習会」の開催について
（2014～2016年分）＞
http://ogb.go.jp/nousui/nns/totikairyou/p7.
htm
※今年度の開催案内については、これから
掲載予定です。

参加型イベント 漢那ダムまつり 沖縄県 宜野座村 H29.7.30
森林のパネル展示や木工教室等を実施し、森林の水源涵養機能等について普及啓
発。

漢那ダム実行委員会 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 H29.8.6
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
上、地下ダムの仕組み等の概要を紹介。

宮古土地改良区 宮古土地改良区 0980-73-1253 －
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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 H29.8.6～8.8

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。

東北農政局、宮城県、水土里ネットみやぎ 宮城県農林水産部　農村振興課 022-211-2863 今後掲載予定

展示イベント 森林管理局内パネル等展示 秋田県 秋田市中通 H29.6.1～7.31
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 東北森林管理局総務課 018-836-2173 －

展示イベント 第２２回四時ダムまつり 福島県 いわき市 H29.7.30 パネル「絵で見る日本の森林」を展示し、森林の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 いわき市立川部公民館 0246-64-7645 －

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 H29.8.1～8.7
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 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

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 茨城県庁2階県政広報コーナー H29.7.31-8.8
・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

茨城県企画部水・土地計画課 茨城県企画部水・土地計画課 029-301-2625
http://www.pref.ibaraki.jp/soshiki/kikaku/mi
zuto/index.html

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 H29.8.1～8.7

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
に関するパネルを展示する。

群馬県
群馬県企画部地域政策課
土地・水対策室

027-226-2362 －

展示イベント 農業土木展示室第36回展示 埼玉県
川口市
（関東農政局　土地改良技術事務
所）

H29.8月中
※平日のみ開催

パネル展示（田んぼの多面的機能等）
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　土地改良技術事務所
関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-600-
0600（代）

－

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

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）

H29.8.1～9.1
※平日のみ開催

パネル展示（田んぼの多面的機能等）
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
関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-600-
0600（代）

http://www.maff.go.jp/kanto/syo_an/seikats
u/index.html

展示イベント
農業用水に関するＰＲ
「農業用水の大切さ」

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）

H29.8.1～9.1
※平日のみ開催

ポスター掲示（農業用水に関する事項）
パンフレット配布（「田んぼのいろいろなはたらき」等）

関東農政局
関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-600-
0600（代）

－

展示イベント 水の週間パネル展示 千葉県
千葉市中央区
千葉県庁 H29.8.1～8.7

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 東京都千代田区霞ヶ関 H29.7.24～8.4
森林の水源涵養機能の解説パネル、水源の森百選の紹介パネル、水源の森林百選
の所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 林野庁治山課水源地治山対策室
03-3502-8111(代
表)

－

展示イベント
下水道、くらしを支え、未来を拓く
下水道展’１７東京

東京都 東京ビッグサイト東展示棟 H29.8.1～8.4
下水道展’17東京において、キッズスペースを設け下水道の役割等について紹介。ま
た、会場には下水道関連企業の最新技術等を展示。

公益社団法人　日本下水道協会
公益社団法人　日本下水道協会
広報課

03-6206-0205 http://www.gesuidouten.jp/

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

H29.8.15～
H29.8.17

パネル展示とワークショップ
水循環政策本部・国土交通省・東京都・水
の週間実行委員会

東京都都市整備局水資源担当 03-5388-3289 －

展示イベント セーリング写真展 神奈川県 藤沢市湘南港 H29.8.1～8.13
1964年の東京大会から引き続き２度目のセーリング競技大会となった江の島ヨット
ハーバーで、リオデジャネイロオリンピックや江の島で開催されたセーリング競技等
の写真を展示し、セーリングの迫力と魅力を発信する。

神奈川県オリンピック・パラリンピック課／
藤沢市

藤沢市東京オリンピック・パラリン
ピック開催準備室　0466-50-3549
／神奈川オリンピック・パラリンピッ
ク課　045-285-0787

045-285-0787
http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/games
2020/index.html

展示イベント 平成29年度手取川ダム見学会 石川県 白山市 7月下旬（予定）
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（国土交
通省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、北陸電力（株）、手取湖げんき
団、(社)北陸建設弘済会）

石川森林管理署業務グループ 050-3160-6100 －

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 H29.7.31～8.4 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 「消費者の部屋」特別展示 愛知県
名古屋市中区
（東海農政局「消費者の部屋」）

H29.7.28～8.8
※平日のみ開催

「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
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
東海農政局
農村振興部設計課

052-223-4635

＜消費者の部屋 平成29年度の展示予定＞
http://www.maff.go.jp/tokai/shohi/seikatsu/
heya/attach/pdf/index-4.pdf
＜東海農政局　消費者の部屋＞
http://www.maff.go.jp/tokai/shohi/seikatsu/
heya/

展示イベント あいちの農業用水展 愛知県
安城市御幸本町
アンフォーレ H29.8.4～8.6

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
農林水産部農林基盤局
農地計画課計画G

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 H29.7.24～7.28 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 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」）

H29.7.10～7.28
※平日のみ開催

展示テーマを「さあ、出かけよう！農山漁村へ」として、中国四国地域のグリーンツー
リズムや農山漁村での各種交流イベント情報などを紹介

中国四国農政局
農村振興部農村計画課

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29年度「消費者の部屋」特別展示計画
http://www.maff.go.jp/chushi/heya/170401.
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

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 H29.8.1～8.7
「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
するパネルを展示し、節水型社会づくりの推進を図る。

愛媛県 愛媛県水資源対策課 089-912-2680 －

展示イベント 「水」への絵はがき表彰式 愛媛県 松山市役所 Ｈ29.8.1～8.31 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 089-948-6223
https://www.city.matsuyama.ehime.jp/bosyu
/mizuhenoehagaki.html

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 H29.8.1～8.7

「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。

佐賀県筑後川下流域環境協議会（佐賀県
河川砂防課内）

佐賀県河川砂防課水資源調整室 0952-25-7183 －
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PＲイベント
北海道営工業用水道事業紹介パネル展
示及び幌別ダム見学会

北海道 北海道登別市川上公園 H29.7.22～7.23
「のぼりべつ夏まつり」の開催にあわせ、北海道営工業用水道事業をわかりやすく紹
介するパネル展示と工業用水専用ダムである幌別ダムの見学会を実施する。

北海道企業局 北海道企業局工業用水道課 011-204-5677 －

PRイベント とまこまい港まつりとまチョップ水販売 北海道
北海道苫小牧市
若草公園 Ｈ29.8.4～8.6 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 上下水道局情報発信事業 福島県 郡山市内 H29.8.1発行 上下水道局発行の広報紙を活用し、情報提供を行います。 郡山市上下水道局 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

PRイベント 水フェスin佐久2017 長野県
長野県佐久市
市民交流ひろば H29.8.1

水に関する様々なブースを設け、水資源の有限性、水の貴重さ及び水資源開発の重
要性について、市民の関心を高め、理解を深める。

佐久市 佐久市　環境部　環境政策課 0267-62-2917 －

PRイベント 平成29年度水都まつり 岐阜県 大垣駅通り、本町
H29.8.3～
H29.8.6

良質で豊富な地下水の恵みへの感謝の気持ちを込めると共に、「水の都おおがき」
のPRと観光客の誘客促進を目的に実施し、まちづくりのための賑わいの創出を図る
行事を実施するもの。

水都まつり実行委員会 大垣観光協会 0584-77-1535 －

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）

H29.7.21
H29.7.22

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
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。

国土交通省那賀川河川事務所、農林水
産省那賀川農地防災事業所、徳島県

徳島県県土整備部河川整備課流
域水管理推進室

088-621-2661 －

PRイベント
「水の週間」
ｉｎ徳島

徳島県
徳島市
ＪＲ徳島駅前 H29.7.29

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
野川河口堰管理所

徳島県県土整備部河川整備課流
域水管理推進室

088-621-2661 －

PRイベント まちかど・水・キャンペーン2017 高知県
高知市
イオンモール高知 H29.8.3

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４１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 H29.8.1 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４１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（予定） H29.8.1 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 －
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表彰式
第39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 H29.7.28
第39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
第３９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 H29.8.7

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
る作品発表等を実施する。

福島県 福島県土地・水調整課 024-521-7123
http://www.pref.fukushima.lg.jp/site/tochimi
zu/

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 H29.8.3

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

表彰式
第39回「全日本中学生水の作文コンクー
ル」神奈川県表彰式

神奈川県 神奈川県庁本庁舎３階大会議場 H29.7.27
第39回「全日本中学生水の作文コンクール」神奈川県審査会において選定された最
優秀賞１編、優秀賞４編、入選３編及び水源環境賞３編について、表彰式を実施す
る。

神奈川県政策局政策部土地水資源対策
課水政室

神奈川県土地水資源対策課水政
室水政グループ

045-285-0049 －

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 H29.8.10 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 H29.8.4 第39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/m
izu/topics/sakubun.html

表彰式
第40回水の週間記念作文コンクール表彰
式

静岡県
静岡県静岡市葵区
静岡県庁 H29.8.3

水の週間記念作文コンクール表彰式、知事賞受賞者による作文朗読、水を用いた体
験教室等を実施する。

静岡県
静岡県くらし・環境部環境局水利
用課

054-221-2256
http://www.pref.shizuoka.jp/kankyou/ka-
060/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 H29.8.8
「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。

京都府環境部公営企画課 京都府環境部公営企画課 075－414－4772 今後HP掲載予定

表彰式
琵琶湖・淀川流域水の作文コンクール表
彰式

京都府 京都府公館 H29.8.8

「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。

京都府環境部公営企画課 京都府環境部公営企画課 075－414－4772 今後HP掲載予定

表彰式
第39回全日本中学生水の作文コンクール
表彰式

和歌山県 和歌山県庁 H29.7.27 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
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/02020
0/mizu/sakubun.html

表彰式
シンポジウム

平成29年度くまもと水の週間記念式典 熊本県
熊本市
熊本テルサ（予定） H29.7.30

全日本中学生水の作文コンクール表彰式、優秀作文の朗読、記念講演等を実施す
る。

熊本県 熊本県環境立県推進課 096-333-2272 －
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シンポジウム 第５回水資源環境フォーラム 青森県
青森県北津軽郡板柳町
板柳町多目的ホール「あぷる」 H29.8.2

岩木川流域の自然や伝統的な文化・風習の保全・再生を目指し、行政・企業及びＮＰ
Ｏと連携した活動の一環として講演、トークセッションを行い、水資源についてより多く
の地域住民参加に理解を深める。

岩木川環境公共ネットワーク 岩木川環境公共ネットワーク 0173-34-5435 －

シンポジウム 農業用水シンポジウム 群馬県
高崎市
（高崎シティギャラリー） H29.8.4

８月１～７日の「水の週間」に、「農業用水」をテーマとしたシンポジウムを開催し、農
業用水の歴史とこの間果たしてきた役割を再認識し、将来にわたって農業者と地域で
支えてゆくことを考える。

＜主催＞関東農政局
＜後援＞群馬県、群馬県土連

関東農政局
農村振興部設計課

TEL:048-600-
0600（代）

今後掲載予定

シンポジウム
 第１回　シンポジウム
水循環の恩恵と千葉県

千葉県
千葉県
浦安市
明海大学　浦安キャンパス

H29.7.22

地球規模から身近な生活に係わる千葉県の水循環について、国連大学副学長や水
文地質学者などによる多角的な観点から、水循環のスペシャリストによる発表とパネ
ルディスカッションを行う。このシンポジウムによって水循環の大切さを普及させた
い。

NPO法人日本地質汚染審査機構 NPO法人日本地質汚染審査機構 043-213-8507 http://www.npo-geopol.or.jp/sympo.htm

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 H29.8.1

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・国土交通省・東京都・水
の週間実行委員会

東京都都市整備局水資源担当 03-5388-3289

シンポジウム （仮称）ウォータープロジェクト 東京都 都内 H29.8上旬 水循環に関する普及啓発を行う。 環境省 水・大気環境局水環境課 03-5521-8312 http://www.env.go.jp/water/project/

シンポジウム
農業水利施設を活用した小水力等発電事
例発表会

富山県
富山市
（富山県民会館） H29.7.26 農業水利施設を活用した再生エネルギー導入に関する事例発表会

＜主催＞新潟、富山、石川、福井県小水
力発電推進協議会
＜後援＞北陸農政局

農村振興部地域整備課
農村総合整備係

076-232-4726 －

シンポジウム 水の日記念シンポジウム 熊本県
熊本市
ホテルキャッスル H29.8.3 感謝状贈呈式、地下水保全顕彰制度認定証交付式、リレー講演会 （公財）くまもと地下水財団 （公財）くまもと地下水財団 096-227-6678 －

シンポジウム
「水の週間」ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑにおける農業農村
PR

愛知県
小牧市
（小牧市公民館） H29.8.4

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

木津用水水管理対策協議会
東海農政局
農村振興部設計課

052-223-4635 －
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その他 川遊び指導者研修会 北海道 美幌町もしくは津別町 H29.7.6 網走川流域の会が主催する研修会「川遊び指導者研修会」 網走川流域の会
北海道e－水プロジェクト事務局
（公益財団法人北海道環境財団）

011-218-7811 http://www.heco-spc.or.jp/emizu

その他 水ミーティング 北海道 北見市 H29.7.16 5月から調査を行ってきた結果をもとに、「水ミーティング」を開催
北海道北見北斗高等学校
サイエンスクラブ グローカルアクションプ
ロジェクト

北海道e－水プロジェクト事務局
（公益財団法人北海道環境財団）

011-218-7811 http://www.heco-spc.or.jp/emizu

その他 KODOMOラムサールin鶴居村 北海道 鶴居村 H29.8.4～8.6
全国の湿地保全活動を行う子どもたちが集合し、湿地を中心とたお宝探しを行い、
宣言をまとめる

KODOMOラムサールin鶴居村実行委員
会

北海道e－水プロジェクト事務局
（公益財団法人北海道環境財団）

011-218-7811 http://www.heco-spc.or.jp/emizu

その他 舟っこ流し 岩手県
岩手県盛岡市
北上川 H29.8.16

　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 H29.8.1～8.7 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 琵琶湖疏水記念館夏の夜間開館 京都府
京都市
琵琶湖疏水記念館 H29.8.11,8.12

岡崎地域で開催される京の七夕の開催に合わせて，開館時間を午後8時まで延長す
る。

京都市上下水道局 京都市上下水道局 075-752-2530 今後HP掲載予定

その他 「水の日」標語の募集 兵庫県 明石市役所 H29.7.24～8.7
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。

明石市水道部 明石市水道部総務課 078-918-5064 －

その他（ＰＲ活
動及び本イベン
トのサポート事
業）

夏祭りｉｎ那覇「一万人のエイサー踊り隊」
打ち水事業

沖縄県 那覇市国際通り

H29.8月第１日
曜日
（Ｈ29.8.6）

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 夏祭りｉｎ那覇実行委員会事務局 098-863-2755 －


