
  
 

内閣官房同時発表                                          令 和 ３ 年 ７ 月 2 7 日 

水 管 理 ・ 国 土 保 全 局 

              水 資 源 部 水 資 源 政 策 課 

 

８月１日「水の日」に全国各地でブルーライトアップ！ 

～日本を青く染めて、「水の大切さ」を考えよう～ 
 

 

 

 

「水の日」（８月１日）は、平成 26 年に制定された水循環基本法において、国民の間に広く健全な水循

環の重要性についての理解と関心を深める日として位置づけられました。 

「水の日」・「水の週間」（８月１日～７日）には、国・地方公共団体・事業者・民間の団体が連携して、

例年、水の大切さに関する普及啓発活動を全国的に実施しています。 

 

○ この取組は、地方公共団体・事業者・民間の団体等の協力を得て、昨年度から行っています。 

今年度は、昨年度の 10 施設から大きく増え、全国各地の 52 施設で下記のとおり実施します。 

 

記 

 

１．日 付：令和３年８月１日（日） 

２．施 設：別紙のとおり（52 箇所） 

３．内 容：施設をブルーにライトアップ 

 

詳細は、国土交通省 HPに掲載しています（以下 URL、QR コードより）。 

URL：https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/mizukokudo_mizsei_tk1_000080.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【問い合わせ先】                                         

水管理・国土保全局 水資源部 水資源政策課 担当 金井、宿南 

TEL：03-5253-8111 [内線：31143、31155] 03-5253-8386(直通) FAX：03-5253-1581 

 

「健全な水循環」 

ロゴマーク 

ブルーライトアップの様子 

国土交通省は、８月１日「水の日」に、より多くの人が「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、地方公共団体・事業者・民間の団体等の協力を得なが

ら、全国各地の施設を、「水」を連想させるブルーにライトアップします。 

国土交通省 HP 



別紙

実施日：令和３年８月１日（日）

No. 都道府県名 施設名
点灯時間
（予定）

施設管理者名 所在地

1 北海道 さっぽろテレビ塔 19：00～21：00 株式会社さっぽろテレビ塔
北海道札幌市中央区大通西１
丁目

2 北海道 白い恋人パーク 19：00～22：00 石屋製菓株式会社
北海道札幌市西区宮の沢２条
２丁目１１−３６

3 青森県
つがる市指定文化財
「旧制木造中学校講堂」

18：30～22：00 つがる市教育委員会 青森県つがる市木造若緑52

4 岩手県 マイクロ無線鉄塔 18：00～22：00
東北電力ネットワーク株式会社
岩手支社

岩手県盛岡市紺屋町1-25

5 岩手県 金ヶ崎町役場 19：00～21：00 金ケ崎町
岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南
町22－1

6 宮城県 伊達政宗像 日　没～22：00 仙台市
宮城県仙台市青葉区川内１−
２

7 宮城県 大河原町にぎわい交流施設 17：00～22：00 大河原町中央公民館
宮城県柴田郡大河原町字町
196

8 宮城県 KIBOTCHA 19：00～21：00 貴凛庁株式会社 宮城県東松島市野蒜字亀岡80

9 秋田県
道の駅あきた港ポートタ
ワー・セリオン

日　没～22：00 株式会社秋田SDIサービス
秋田県秋田市土崎港西1丁目9
番1号

10 茨城県 水戸芸術館 19：00～22：00 公益財団法人水戸市芸術振興財団 茨城県水戸市五軒町1-6-8

11 茨城県 水戸市水道低区配水塔 18：30～21：00 水戸市 茨城県水戸市北見町126-14

12 群馬県 草津温泉「湯畑」 日　没～24：00 草津町 群馬県吾妻郡草津町草津414

13 群馬県 未来MiRAi 18：00～21：00 邑楽町
群馬県邑楽郡邑楽町中野２６
３９−１

14 東京都 アサヒグループ本社ビル 日　没～20：00
アサヒグループホールディングス
株式会社

東京都墨田区吾妻橋1-23-1

15 神奈川県 神奈川県本庁舎 18：30～20：00 神奈川県
神奈川県横浜市中区日本大通
１

16 神奈川県 高座クリーンセンター 日　没～20：00 高座清掃施設組合
神奈川県海老名市本郷１番地
の１

17 神奈川県 名水はだの富士見の湯 17：00～21：00 日本メックス株式会社 神奈川県秦野市曽根4553－１

18 新潟県 田上町交流会館 日  没～夜明け 田上町
新潟県南蒲原郡田上町大字
原ヶ崎新田3072番地

19 富山県 富岩運河環水公園 日  没～22：00 公益財団法人富山県民福祉公園 富山県富山市湊入船町

20 石川県 石川門、鼠多門 日  没～22：00 石川県 石川県金沢市丸の内

21 福井県 越前大野駅前中央広場 日　没～23：00 大野市 福井県大野市弥生町3

22 岐阜県 JR岐阜駅北口駅前広場 18：30～22：00 岐阜市 岐阜県岐阜市橋本町1丁目

23 岐阜県 岐阜関ケ原古戦場記念館 19：00～22：00 岐阜県
岐阜県不破郡関ケ原町大字関
ケ原894-55

24 岐阜県 ソフトピアジャパンセンター 18：00～21：00 岐阜県 岐阜県大垣市加賀野4－1－7

25 静岡県 大観覧車　Fuji　Sky　View 日没　～22：00 泉陽興業株式会社　東京直営部 静岡県富士市岩淵1500

８月１日「水の日」ブルーライトアップ実施施設一覧（令和３年度）



別紙

実施日：令和３年８月１日（日）

No. 都道府県名 施設名
点灯時間
（予定）

施設管理者名 所在地

８月１日「水の日」ブルーライトアップ実施施設一覧（令和３年度）

26 愛知県 東山スカイタワー 19：00～22：00 サンエイ株式会社
愛知県名古屋市千種区田代町
瓶杁1-8

27 愛知県 ツインアーチ138 19：00～21：30 国土交通省、一宮市
愛知県一宮市光明寺字浦崎
21-3

28 京都府 京都テルサ 18：00～22：00
一般財団法人
京都府民総合交流事業団

京都府京都市南区東九条下殿
田町７０

29 兵庫県 モザイク大観覧車 19：00～23：30 神戸ハーバーランドumie
兵庫県神戸市中央区東川崎町
1-6-1

30 兵庫県 人と防災未来センター 18：45～21：00
公益財団法人ひょうご震災記念21
世紀研究機構

兵庫県神戸市中央区脇浜海岸
通1-5-2

31 兵庫県
カリヨン塔
「フランドルの鐘」

日　没～23：00 伊丹市国際・平和課 兵庫県伊丹市千僧1-1

32 兵庫県 太子町役場 19：00～21：00 太子町 兵庫県揖保郡太子町鵤280-1

33 島根県 出雲日御崎灯台 18：30～21：00 第八管区海上保安部
島根県出雲市大社町日御碕
1478

34 山口県 海峡ゆめタワー 19：15～21：45
一般財団法人山口県国際総合セン
ター

山口県下関市豊前田町3-3-1

35 山口県
下関市消防局・中央消防署合
同庁舎

19：00～21：45 下関市消防局
山口県下関市岬之町１７番１
号

36 山口県 はい！からっと横丁観覧車 17：00～22：00 泉陽興業株式会社
山口県下関市あるかぽーと1-
40

37 香川県 高松シンボルタワー 19：00～23：00 高松シンボルタワー管理協議会 香川県高松市サンポート2-1

38 愛媛県 愛媛県庁本館ドーム
日　没～22：00
(8/1～8/7)

愛媛県
愛媛県松山市一番町四丁目４
－２

39 愛媛県 松山城 日　没～23：00 松山市 愛媛県松山市丸之内１

40 愛媛県
いよてつ髙島屋大観覧車くる
りん

日　没～21：00 株式会社伊予鉄髙島屋
愛媛県松山市湊町五丁目１番
地１

41 愛媛県 あかがねミュージアム 19：30～21：00
あかがねミュージアム運営グルー
プ

愛媛県新居浜市坂井町二丁目
８－１

42 愛媛県 西条市役所庁舎 日　没～21：00 西条市 愛媛県西条市明屋敷164番地

43 愛媛県
しこちゅ～ホール
（四国中央市市民文化ホー
ル）

19：00～21：30
ＮＰＯ法人四国中央市公共施設管
理運営センター

愛媛県四国中央市妻鳥町
1830ー１

44 愛媛県 中田井浄水場 19：00～21：30 四国中央市水道局 愛媛県四国中央市中曽根町25

45 高知県 高知城 日  没～22：00 高知城管理事務所
高知県高知市丸ノ内1丁目2－
1

46 高知県 鏡ダム
19：00～21：00

(8/1～8/7)
高知県 土木部 高知土木事務所鏡
ダム管理事務所

高知県高知市鏡今井2552番1
号

47 熊本県 熊本城天守閣
日  没～23：00

(8/1～8/7)
熊本市

熊本県熊本市中央区本丸１−
１

48 熊本県
SAKURA MACHI Kumamoto
-サクラマチ クマモト-

日  没～23：00
(8/1～8/7)

九州産交ランドマーク株式会社
熊本県熊本市中央区桜町３−
１０

49 大分県 別府タワー 18：30～25：00 開世通商株式会社 大分県別府市北浜3-10-2



別紙

実施日：令和３年８月１日（日）

No. 都道府県名 施設名
点灯時間
（予定）

施設管理者名 所在地

８月１日「水の日」ブルーライトアップ実施施設一覧（令和３年度）

50 大分県 大山ダム 19：00～22：00 独立行政法人水資源機構
大分県日田市大山町西大山
2008-1

51 鹿児島県 観覧車　アミュラン 18：30～23：00 株式会社JR鹿児島シティ
鹿児島県鹿児島市中央町1番
地１

52 鹿児島県 鶴丸城跡
20：10～21：00

(8/1～8/7)
鹿児島県歴史・美術センター
黎明館

鹿児島県鹿児島市城山町7－2

※本取組は、上記施設のほか、都道府県・市区町村・公益社団法人日本青年会議所にご賛同頂き、
　実施しています。
※なお、各施設の判断において点灯時間の変更や実施を取りやめる場合がありますので、ご了承下さい。
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８/ １～７は水の週間


