
打ち水大作戦2010　取り組み予定表
タイトル 日　時 場　所 主　催 お問合せ先 URL 一般参加の可否

市内あちこち打ち水大作戦in
あしや２０１０

７月１日～

市内各所
（市内各団体・学校園・保育所等に呼び
かけ打ち水を行う。環境課は用品の貸
出等で協力する）

芦屋市環境課・市内各団体
芦屋市都市環境部環境課
０７９７－３８－２０５１

○

打ち水大作戦！2010 7月15日（木）12:30~13:00
駒沢大学駒沢キャンパス　大学会館前
（東京都世田谷区）

総務部広告課 ×

福岡打ち水大作戦 7月16日（金）～8月23日（月） 福岡市内各所（詳細はHP参照） 福岡打ち水大作戦
http://www.f-
uchimizu.jp/index.html

○

エコパまつり2010
「うち水作戦！」

7月18日（日）15:45 かごしま環境未来館（鹿児島市）

環境パートナーシップかごしま（エコ
パかごしま）
鹿児島県地球温暖化防止活動推
進センター

○

名古屋駅地区打ち水大作戦
（仮称）

7月20日（火）15:25 名古屋駅前一帯 名古屋駅地区街づくり協議会
名古屋駅地区街づくり協議会事務局：藤
井　　　　電話（052）527-8552

×

打ち水大作戦2010開幕いっせ
い打ち水

7月23 日(金)正午
港区エコプラザ（東京都港区） 打ち水大作戦本部

担当：松村
TEL: 03-5645-8045
uchimizu@waterforum.jp

http://www.uchimizu.jp/ ○

集まろう　浅草寺！
「浅草打ち水イベント」

7月23 日(金)正午
浅草寺　五重の塔前広場

浅草法人会主催
台東区後援

担当：山下
TEL：03-5246-1281
kankyou@city.taito.tokyo.jp

http://www.asakusa-
houjinkai.or.jp

http://www.city.taito.tokyo.j
p/index/064576/089235.htm
l

○

各区有施設・区内公衆浴場で
の打ち水実施

7月23 日(金)～8月23日(月)
区内各施設・区内公衆浴場 台東区

担当：山下
TEL：03-5246-1281
kankyou@city.taito.tokyo.jp

http://www.city.taito.tokyo.j
p

×

http://www.f-uchimizu.jp/index.html�
http://www.uchimizu.jp/�


区内打ち水実施団体への用具
貸し出し

7月23 日(金)～8月23日(月)
区内各実施団体 台東区

担当：山下
TEL：03-5246-1281
kankyou@city.taito.tokyo.jp

http://www.city.taito.tokyo.j
p

×

「打ち水大作戦しながわ2010」
7月23日(金)～8月23日(月)
時間は、各自任意

品川区内全域で期間内、随時実施 各実施主体
担当：佐々木
TEL: 03-5742-6949
kankyo@city.shinagawa.tokyo.jp

http://www.City.Shinagawa.t
okyo.jp/

○

横浜打ち水大作戦 7月23日（金）13:30～
中華街大通り
（横浜市）

横浜市水道局
横浜市地球温暖化対策事業本部

横浜市地球温暖化対策事業本部
045-671-2681
ks-ondanka2@city.yokohama.jp

○

「松阪市市民活動センター・打
ち水大作戦2010」

7月23 日(金)14:00
三重県松阪市日野町788　カリヨンプラ
ザ１F　「ひのまち　カフェ」前にて実施

松阪市市民活動センター（NPO法
人Ｍブリッジ）

担当：澤
TEL: 0598-26-0108
katsudou@ma.mctv.ne.jp

http://katsudou.com/jigyou-
info/08eco/eco.html

○

打ち水大作戦イン織物感謝祭
一宮七夕まつり

7月23日（金）16:00 駅前特設会場 織物感謝祭一宮七夕まつり
名古屋打ち水大作戦本部
担当：藤倉
電話（052）262-3837

○

「中央大通り打ち水大作戦
2010」出陣式

（「みどりの風を感じる大都市・
大阪」キックオフイベント　内）

7月23 日(金)１３：３０～
（時間は予定）

NHK大阪放送局ホールアトリウム
難波宮跡公園（NHK大阪放送局　南側）
（大阪市中央区）

大阪府
東大阪市
阪神高速株式会社

担当：大阪府　都市整備部　交通道路室
道路環境課　環境整備グループ　小原
TEL: 06-6944-9291
OharaAk@mbox.pref.osaka.lg.jp

○

中央大通り打ち水大作戦２０１０
７月２３日（金）
　～
８月２３日（月）

中央大通り沿線住民及び企業
（大阪市中央区～東大阪市荒本）

中央大通り沿道住民及び企業

担当：大阪府　都市整備部　交通道路室
道路環境課　環境整備グループ　小原
TEL: 06-6944-9291
OharaAk@mbox.pref.osaka.lg.jp

○

「マンション打ち水大作戦2010」
7月23 日(金)～8月23日(月)の期
間で各ﾏﾝｼｮﾝ管理組合毎に設定

各マンション敷地内
㈱長谷工コミュニティ　　　　　　　　㈱
長谷工スマイルコミュニティ
㈱長谷工コミュニティ九州

担当：飯塚
TEL: 03-3457-1223
http://www.haseko-hcm.co.jp/(対外的に公開
しているアドレスはないため、ＨＰ上の問合せフォームと
なります。)

http://e-suteki.net/uchimizu/ ×



打ち水大作戦iｎあしや２０１０
（芦屋サマーカーニバル２０１０
（花火大会）との共催）

７月２４日（土）１５時３０分～
芦屋市総合公園
兵庫県芦屋市陽光町

芦屋市環境課
芦屋市都市環境部環境課
０７９７－３８－２０５１

http://www.city.ashiya.hyog
o.jp/handbook/kankyo/kank
yo25.html
http://www.ashiya-
hanabi.com/

○

開幕いっせい打ち水 CBCラジ
オまつり

7月25日（日）16:00 久屋広場 中部日本放送ラジオ局
CBCクリエイション
担当：山本
電話（052）251-1181

○

おおどおりの打ち水大作戦
2010

7月25日（日）13:30
8月1日（日）13:30

札幌市中央区南一条西４丁目
歩行者天国４丁目交差点付近

札幌大通まちづくり（株） ○

区役所　打ち水イベント
7月27 日(火)
12:00~12:15 台東区役所　正面玄関 台東区

担当：山下
TEL：03-5246-1281
kankyou@city.taito.tokyo.jp

http://www.city.taito.tokyo.j
p

○

第6回きたまち打ち水大作戦
7月28日（水）～8月4日（水）午
後４時（１日１回、7月31日（土）
のみ午後５時

きたまち商店街（東京都ニュー北町商
店街　練馬区　北一商店街）

きたまち商店街
ニュー北町商店街
北一商店街

担当：若山
TEL：03-3981-2588
marutoshi@snow.ocn.ne.jp

http://www.kitamachi.or.jp/e
vent3.htm

○

すぎなみ打ち水２０１０ ７月３０ 日(金)正午
杉並区役所本庁舎　南側広場
（東京都杉並区）

杉並区
環境清掃部環境都市推進課
電話：03-3312-2111内線3735

○

｢打ち水大作戦inあまがさき
2010｣

7月30日（金）

市役所本庁での実施は16時～

兵庫県尼崎市
・市役所本庁舎周辺
・神埼浄水場他、市施設
・コープ塚口店
・環境保全協定締結事業所他、市内事業
所等

あまがさき環境オープンカレッジ実行
委員会・尼崎市

担当：久保田
TEL：06-6489-6301
ama-kankyo-
seisaku@city.amagasaki.hyogo.jp

市役所本庁周辺
で実施の場合、○

一斉打ち水イベント
7月31日(土)
午後3時から

メイン会場：宮前商店街
区内各商店街

メイン会場：品川区
区内各商店街

担当：佐々木
TEL: 03-5742-6949
kankyo@city.shinagawa.tokyo.jp

http://www.City.Shinagawa.t
okyo.jp/

○



打ち水大作戦2010「夏のエコ
は　打ち水から」

7月31日（土）16:00
※雨天時は8/7に延期

北千住駅西口　ペデストリアンデッキ 足立区
担当：加藤、佐藤
TEL：03-3880-5860
ondan@city.adachi.tokyo.jp

http://www.city.adachi.tokyo
.jp/008/d06400396.html

○

名称未定
8月1日（日）～8月7日（土）
各日5時～5時15分（15分程度）

豊島区役所本庁舎玄関前
（東京都豊島区）

環境政策課
担当：横田
TEL：03-3981-1592
sachiko-01-yokota@city.toshima.lg.jp

×

打ち水大作戦２０１０ ７月３１日（土）１３：３０～
大阪府立中央図書館前及び東大阪市役
所前
（東大阪市荒本）

大阪府
東大阪市

担当：東大阪市役所　環境部　環境企画課
TEL：０６－４３０９－３１９８
kankyokikaku@city.higashiosaka.lg.jp

○

銀座千人涼風計画 8月1日（火）14:00~14:45
東京都　中央区　銀座
第一会場：銀座通り３～４丁目
第二会場：銀座通り５～６丁目

全銀座会
銀座通連合会
東京国道事務所

全銀座会催事事務局
http://www.ginza.jp/select/
event/10/08_1.html

○

うち水っ娘大集合！2010 8月１日（日）11:00 秋葉原駅前　西口交通広場
NPO法人秋葉原で社会貢献を行う市
民の会リコリタ

http://uchimizukko.chu.jp/ ○

広尾打ち水大作戦2010 ８月１日（日）１３時～ 広尾商店街（東京都渋谷区広尾）
聖心女子大学MSSS（ボランティア
サークル）、学生有志

○

打ち水大作戦！2010
8月1日（火）～７日（土）
9:30~16:00 (１日２回）

富山県南砥市内
女性部員事業所
商店街店頭、など

南砥市商工会女性部
担当：藤田節子
TEL：0763－52－2038
setsuko0228@shokoren-toyama.or.jp

http://www.shokoren-
toyama.or.jp

○

「水の週間一斉打ち水大作戦in
国土交通省」

８月２日（月）12:30～ 中央合同庁舎３号館 玄関前駐車場 主催：国土交通省

国土交通省　土地・水資源局　　水資源部
「水の日」「水の週間」　ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/miz
sei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000012.htm
l

国土交通省　土地・水資源局
水資源部　「水の週間一斉打
ち水大作戦」ＨＰ
http://www.mlit.go.jp/tochimiz
ushigen/mizsei/tochimizushig
en_mizsei_tk1_000023.html

×



新宿打ち水大作戦 ８月２日（水）１０時４０分 高田馬場駅前ロータリー広場 新宿区環境清掃部環境対策課
担当：田中
TEL: 03-5273-4267
kankyo@city.shinjuku.lg.jp

http://www.city.shinjuku.lg.jp
/seikatsu/file10_01_00011.ht
ml

○

あらかわ打ち水クール作戦 8月3日（火）

荒川区役所正面玄関（正午開始）・大
門小学校校庭（11：30開始）・各区民事
務所（正午開始）・区立保育園庭（正午
開始）、あらかわエコセンター駐車場
（13：00開始）

荒川区
荒川区役所環境課
TEL:03-3802-3111（内線482）
kankyou@city.arakawa.tokyo.jp

http://www.city.arakawa.tok
yo.jp

○

「打ち水大作戦２０１０」

８月３日（火）１２時３０分～（１回
目）、１４時～（２回目）
　　雨天の場合は中止。予備日
はありません。

(1)　打ち水大作戦会場
さいたま新都心駅西口歩行者デッキ
（明治安田生命ビル北側）
(2)　下水道施設見学会会場
さいたま新都心上落合雨水調整池（さ
いたま新都心西大通り）

主催：さいたま市下水道部
共催：さいたま市環境会議
後援：国土交通省関東地方整備
局、独立行政法人水資源機構、埼
玉県下水道公社

担当：さいたま市建設局下水道部下水道
総務課　齋藤
TEL：０４８－８２９－１５５３
FAX：０４８－８２９－１９７５
e-mail：gesuido-somu@city.saitama.lg.jp

http://www.city.saitama.jp/
www/contents/1246932852
033/index.html

○

８月4日(水) 新宿京王プラザ前 新宿区企業ボランティア 新宿区環境対策課

打ち水大作戦2010inいいづか
8月5日（木）17時30分
雨天時：8月9日（月）同時刻

飯塚市役所本庁舎玄関前 いいづか環境会議

担当：相川
TEL:0948-22-5500
　　　（内線259）
k-seibi@city.iizuka.lg.jp

http://www.city.iizuka.lg.jp/ ○

打ち水大作戦
8月5日（木）17時30分
雨天時：8月9日（月）同時刻

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事務
所前

福岡県嘉穂・鞍手保健福祉環境事
務所

担当：地域環境課
TEL:0948-21-4975

http://www.pref.fukuoka.lg.jp
/f18/22uchimizu.html

○

打ち水大作戦2010iｎかま
8月5日（木）17時30分
雨天時：8月9日（月）同時刻

嘉麻市役所碓井庁舎玄関前 嘉麻市環境課

担当：洞ノ上
TEL:0948-62-5663
　

○

「としまエコライフフェア」での打
ち水実施

8月5日（木）　15時30分より実施
予定

生活産業プラザ１階（玄関前）
（東京都豊島区）

環境政策課
担当：横田
TEL：03-3981-1592
sachiko-01-yokota@city.toshima.lg.jp

※豊島区公式ホームページに
て公開予定

○



白金高輪打ち水大作戦 8月6日(金) 15時～15時30分 白金アエルシティ

主催：みなと環境にやさしい事業者会
議
協力：日経ＢＰ、打ち水大作戦本部
後援：港区

担当：中村（みなと環境にやさしい事業者会
議）
TEL：03－6806－9280

http://eco-
plaza.net/mecc/?p=1294#m
ore-1294

○

ビアパーティーの前に打ち水大
作戦

8月6日（金）17:45 ㈱タニタハウジングウェア 総務チーム ×

よこはま打ち水
8月6日（金）
午前

寿町総合労働福祉会館広場
（横浜市中区寿町）

寿地区自治体、（財）寿町勤労者福
祉協会、ことぶき花いっぱい運
動サポーターの会

横浜市地球温暖化対策事業本部
045-671-2681
ks-ondanka2@city.yokohama.jp

○

東京タワー打ち水大作戦 8月7日(土) 13時30分～14時 東京タワー正面玄関前・特設会場

主催：みなと環境にやさしい事業者会
議、らでぃっしゅぼーや
協力：東京タワー、打ち水大作戦本
部
後援：港区

担当：中村（みなと環境にやさしい事業者会
議）
TEL：03－6806－9280

http://eco-
plaza.net/mecc/?p=1294#m
ore-1294

○

「まちなかカフェ」（まちなか緑化
支援事業お披露目イベント）で
の打ち水実施

8月7日（土）　15時より実施予定 御嶽北公園（東京都豊島区） 環境政策課
担当：横田
TEL：03-3981-1592
sachiko-01-yokota@city.toshima.lg.jp

※豊島区公式ホームページに
て公開予定

○

「えんがわ市」（フリーマーケッ
ト）での打ち水実施

8月7日（土）　13時30分より実施
予定

池袋第二公園（東京都豊島区） 環境政策課
担当：横田
TEL：03-3981-1592
sachiko-01-yokota@city.toshima.lg.jp

※豊島区公式ホームページに
て公開予定

○

くまがや打ち水大作戦 8月7日（土）

12:30　熊谷駅東ロータリー
13:00　星川通り商店街（若者広場）
14:15　八木橋百貨店街（西口）
15:00　一番街商店街
15:20　朝日湯前

NPO法人エコネットくまがや ○

名称未定
8月7日（土）・8月8日（日）
時刻未定

中区
（横浜市中区）

横浜市
横浜市地球温暖化対策事業本部
045-671-2681
ks-ondanka2@city.yokohama.jp

○

http://eco-plaza.net/mecc/?p=1294#more-1294�


名称未定
8月7日（土）・8月8日（日）・8月21
日（土）
時刻未定

瀬谷区
（横浜市瀬谷区）

横浜市
横浜市地球温暖化対策事業本部
045-671-2681
ks-ondanka2@city.yokohama.jp

○

平成打ち水　夏の陣２０１０
8月７日（土）１５：００～
１６：００
（時間は予定）

佐賀城本丸歴史館（佐賀県佐賀市） 佐賀環境フォーラム
担当：田川
TEL: 0952-40-7202
kankyo@city.saga.lg.jp

http://net.pd.saga-
u.ac.jp/saga-
forum/mission_uchimizu/mis
sion_uchimizu.html

○

打ち水大作戦イン星が丘界隈 8月8日（日）時間未定 星が丘界隈
星が丘テラス、中部電力、名古屋
三越

名古屋打ち水大作戦本部
担当：藤倉
電話（052）262-3837

○

御代田町一斉「打ち水大作戦
2010」inみよた

8月8日（日）正午 ハートピアみよた（御代田町御代田） 御代田町社会福祉協議会 ○

打ち水大作戦イン清須まつり 8月８日（日）時間未定 清洲城公園 清須市商工会青年部
名古屋打ち水大作戦本部
担当：藤倉
電話（052）262-3837

○

まるはちの日中央イベント 8月8日（日）時間未定 清洲城公園 名古屋市上下水道局
名古屋打ち水大作戦本部
担当：藤倉
電話（052）262-3837

○

名称未定
8月10日（火）
時刻未定

旭土木事務所
（横浜市旭区）

横浜市
横浜市地球温暖化対策事業本部
045-671-2681
ks-ondanka2@city.yokohama.jp

○

桜川打ち水大作戦
8月11日（水）
午前10時～

中央区立女性センター「ブーケ21」
東京都下水道局桜橋第二ポンプ所

　【主催】中央区環境保全ネットワー
ク
　【共催】中央区女性ネットワーク
　【後援】東京都下水道局
　　　　　　中央区環境部

東京都下水道局桜橋第二ポ
ンプ所
TEL：03-3552-5614

http://genki365.net/gnkc09/
pub/sheet.php?id=1740

○

http://genki365.net/gnkc09/pub/sheet.php?id=1740�


あかし打ち水大作戦２０１０
8月12日（木）
午後4時50分～5時15分
受付：午後4時30分より

明石市立天文科学館（兵庫県明石市）
明石市地球環境課

担当:明石市地球環境課計画係
TEL 078-918-5029
plan-ems@city.akashi.lg.jp

http://www.city.akashi.hyogo.
jp/kankyou/earth_kankyou_ka
/ecoist/index.html
7月下旬以降掲載予定

○

箱崎町会　親子揃って大打ち
水大会

8月14日（土）
午後3時
～午後3時30分

中央区立箱崎公園
（東京都中央区）

【主催】
　箱崎町箱四町会
【協賛】
　箱崎北新堀町会
　箱崎二・三町会
　中央区環境部

箱四町会事務所
TEL：03-3667-5667

http://hakozaki-
tokyo.hp.infoseek.co.jp/

○

うながっぱの打ち水大作戦 8月14日（土）16:00
多治見橋パーキング（岐阜県多治見市
本町）

多治見市
多治見市　市民環境部　環境課
担当：富士
電話（0572）22-1111

　 ○

打ち水大作戦イン星が丘界隈 8月15日（日）時間未定 星が丘界隈
星が丘テラス、中部電力、名古屋
三越

名古屋打ち水大作戦本部
担当：藤倉
電話（052）262-3837

○

武蔵野打ち水大作戦2010
8月16日（月）～20日（金）
10:15~10:30

武蔵野市役所 武蔵野市環境政策課
担当：森本
TEL：0422-60-1841
sec-kankyou@city.musashino.lg.jp

○

打ち水大作戦inあしや２０１０
＠芦屋市役所

８月１８日（水）17:40
芦屋市精道町
芦屋市役所北側花壇周辺

芦屋市環境課
芦屋市都市環境部環境課
０７９７－３８－２０５１

○

六本木ヒルズ打ち水大作戦
8月20日(金) 15時30分～15時50
分

六本木ヒルズ

主催みなと環境にやさしい事業者
会議
特別協力：森ビル
協力：打ち水大作戦本部
後援：港区

担当：中村（みなと環境にやさしい事業者
会議）
TEL：03－6806－9280

http://eco-
plaza.net/mecc/?p=1294#m
ore-1294

○

旧加藤家夏の宵祭り
古民家打ち水大作戦

8月20日（金）17:00 旧加藤家住宅 北名古屋市 ○

打ち水大作戦インなごや広小
路夏まつり

8月21日（土）17:00 名古屋広小路通り 名古屋打ち水大作戦本部
名古屋市環境局
担当：河野
電話（052）972-2675

○



お台場打ち水大作戦 8月23日(月) 15時～15時30分
お台場
ペディストリアデッキ自由の女神前広場

主催：みなと環境にやさしい事業者
会議、お台場打ち水大作戦実行委
員会
協力：打ち水大作戦本部
後援：港区

担当：中村（みなと環境にやさしい事業者
会議）
TEL：03－6806－9280

http://eco-
plaza.net/mecc/?p=1294#m
ore-1294

○
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