
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 支部事務局
（011）211-7007

2015/11/19 第219回北海道地方支部
理事会

室蘭市 対象：支部役員

2015/11/25 平成27年度水道事務・技
術講習会

小樽市 対象：支部内正会員

技術委員会
（0138）27-8743

2015/11/5・6 第118回常設技術委員会 稚内市 対象：支部内委員都市

道央地区
（0134）32-1171

2015/11/19 第25回道央地区協議会運
営委員会

岩見沢市 対象：地区協議会内委員都市

道東地区
（0154）43-2164

2015/11/12 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

幕別町 対象：地区協議会内正会員

2015/11/19 道東地区協議会事務・技
術・水質研修会

釧路市 対象：地区協議会内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2015/11/ 下旬
 予定

地区協議会研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2015/11/ 予定 道北地区災害時相互応援
（初期活動）訓練

第５ブロッ
ク

対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/11/5・6 第37回経営研究会 秋田市 対象：東北地方支部主要都市

2015/11/18 配管実技講習運営委員会 仙台市 対象：委員

2016/1/15 第199回幹事会 仙台市 対象：幹事

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2015/11/25・26 技術継承研修 横浜市

2015/11/5・6、
13、16

技術継承研修 東京都

2015/11/25 水質研究発表会 東京都

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2015/11/12・13 合同防災訓練 伊勢市

2015/11/18・19 水道事務講習会 上田市

静岡県支部
（054）354-2704

2015/11/10・11 先進都市視察研修会 金沢市 対象：県支部正会員、参加費5,000円／
人

新潟県支部
（025）232-7314

2016/1/ 中～
 下旬

災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2016/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2016/2/3 指定給水装置工事事業者
講習会（新潟会場）

新潟市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2016/2/10 指定給水装置工事事業者
講習会（上越会場）

上越市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2015/11/5 管理者講習会 大阪市 対象：正会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2015/11/26 秋季研修会 和泉市 対象：正会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2015/12/～
 2016/1/ 中旬

第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2015/12/～
 2016/1/ 中旬

管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）、賛助会
員

京都府支部
（075）672-7706

2015/11/6 支部合同訓練 京都市

2015/12/22 研修会 京都市 講師：岩手県矢巾町上下水道課
　　　上水道係長　吉岡律司氏

兵庫県支部
（079）427-3617

2015/11/10 （技術連携）応急給水実
務訓練

未定 対象：正会員（41会員）

2015/11/12 （技術連携）情報伝達検
討会

未定 対象：正会員（41会員）

2016/1/ 中旬 事務担当者連絡会 川西市 対象：事務担当者連絡会構成者

2016/1/ 下旬 第227回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

滋賀県支部
（077）528-2601

2016/1 水道関係研修会 未定

2016/1 滋賀県支部第２回幹事会 大津市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2015/11/10～12 第２回合同防災訓練 松山市、新
居浜市、宇
和島市

対象：支部正会員

2015/11/19・20 管理職講習会 今治市 対象：支部正会員

2015/11/26・27 技術講習会 福山市 対象：支部正会員

2015/12/ 中旬 県支部事務担当者連絡協
議会

広島市 対象：県支部長都市事務担当者

2016/1/21・22 第15回水道事例発表会 徳島市 対象：支部正会員

広島県支部
（0823）26-1603

2015/11/9 事務講習会 竹原市 対象：正会員

2015/12/3・4 施設見学研修会 枚方市、尼
崎市

対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2015/11/17～19 技能講習会 倉敷市 対象：正会員

2016/1/ 中旬 役員会 倉敷市（岡
山県南部水
道企業団）

対象：役員都市

鳥取県支部
（0859）32-6112

2015/11/ 未定 県支部連絡協議会 東部地区 対象：支部会員

2016/1/ 予定 県支部役員会 書面会議 対象：支部会員

香川県支部
（087）839-2711

2015/11/7 第13回水源地保全活動 高知県（土
佐町）

正会員等

2015/11/ 下旬 平成27年度第２回役員会 高松市 県支部役員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2015/11/5 事務研究会 都城市 対象：正会員

2015/11/6 事務研究会 都城市 対象：正会員

2015/11/12 技術研究会 福岡市 対象：支部長都市他

2015/11/13 技術研究会 福岡市 対象：支部長都市他

2015/11/17 事務担当課長会議 福岡市 対象：支部長都市他

2015/11/19 漏水防止講習会 長崎市 対象：支部長都市他

2015/11/20 漏水防止講習会 長崎市 対象：支部長都市他

2016/1/21・22 第３回役員会 阿蘇市 対象：支部役員

福岡県支部
（093）582-3131

2015/10/9 県支部事務技術研究会 福岡市 対象：正会員



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

九 州 熊本県支部
（096）381-4061

2016/1/29 平成27年度第２回役員会 熊本市 対象：熊本県支部役員

大分県支部
（097）538-2403

2015/10/15 第１回課長会 宮崎市 対象：正会員

2015/10/15・16 職員視察研修 宮崎市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2015/11/12・13 情報交換会 石垣市 対象：正会員

2015/11/25 事務研修会 南部水道企
業団

対象：正会員

─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

第56回事務研究会（西播磨水道企業団：９月29日）
ラヴィーナ相生において、第56回事務研究会を

開催しました。当日は、開催地として西播磨水道
企業団企業長の挨拶の後、日本水道協会調査部調
査役から「新公営企業会計制度による経理処理に
ついて」というテーマで、ご講演をいただきまし
た。
パワーポイントの資料を基に、新会計制度によ

る経理処理について具体的事例を示しながら、従
来との変更点を主に詳細な説明がありました。

（香川県支部）

第70回技術講習会（土庄町：10月８日）
技術習会を開催し、正会員職員等33名の参加が

ありました。午前中は、一般社団法人水道運営管
理協会から「水道施設（浄水施設等）の維持管理
について」と題した講義を受け、午後からは、水
道用管更生・更新工法協会から「ノーディパイプ
工法による管路更生について」の講義と配水用ポ
リエチレンパイプシステム協会から「水道配水用
ポリエチレン管による管路の耐震化について」の
講義を受けました。
また、午後から御講義いただいた２協会から、

キャラバンカーによるデモンストレーションも実
施されました。
本講習会を通じて、今後、水道施設の維持管理

を適切に行う上で、大変参考になりました。



（関東地方支部）

平成27年度日本水道協会関東地方支部水質研究発表会開催告知

１．日　　　時　　平成27年11月25日（水）午前10時00分開会（午前９時30分受付開始）
２．場　　　所　　新宿明治安田生命ホール
　　　　　　　　　東京都新宿区西新宿１－９－１（JR新宿駅西口正面　明治安田生命新宿ビル B１F）
　　　　　　　　　03-3342-6705（ホール専用）
３．参　加　費　　無料
４．発　表　等　　発表論文　12編、発表時間　15分（質疑応答含む）
　　　　　　　　　詳細は６．プログラム参照
５．挨拶者（予定）　　厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長

６．プログラム
時刻 分類 内　　　容 挨拶者／発表者
10：00 開会
10：02 挨拶 支部長挨拶、来賓挨拶
10：15 講演 「水道水質管理に関する最近の動き（仮題）」 厚生労働省　水道水質管理官
11：05 （11：05～11：15）　　　会場準備　　　　　　　　　　　　
11：15 発表１ 水質汚染物質流下シミュレーションの改良 東京都水道局
11：30 発表２ 白石貯水池における硝酸態窒素の挙動と管理 銚子市水道課
11：45 発表３ 小雀浄水場原水における2-MIB濃度と気象データとの関連性評価 横浜市水道局
12：00 休憩　60分
13：00 発表４ 相模川・酒匂川の水道原水における農薬検出状況の推移 神奈川県内広域水道企業団
13：15 発表５ 相模川水系における遺伝子検出法を用いた原虫調査 神奈川県企業庁
13：30 発表６ 非イオン界面活性剤検査における定量下限値の検討 茨城県企業局
13：45 休憩　15分

14：00 発表７
高速液体クロマトグラフによる陰イオン界面活性剤の分析方法における迅速
化の検討

東京都水道局

14：15 発表８ 高度浄水施設稼働に伴う残留塩素濃度に係る調査 北千葉広域水道企業団
14：30 発表９ 川井浄水場（セラロッカ）の稼動 横浜市水道局
14：45 休憩　15分
15：00 発表10 浄水処理対応困難物質の水質検査方法開発及び浄水処理過程における挙動評価 東京都水道局
15：15 発表11 要検討項目農薬類の浄水処理特性調査 千葉県水道局
15：30 発表12 水質管理センターにおける水質検査20年データ（20年報）の整理と活用について 埼玉県企業局
15：45 閉会

（連絡先）
千葉県水道局
水質センター　豊田（運営委員会事務局）
TEL：043-296-8100　FAX：043-296-0157
E-mail：w-center-3@mz.pref.chiba.lg.jp



（京都府支部）

日本水道協会京都府支部第２回支部合同訓練小委員会の開催について
日本水道協会京都府支部（以下「支部」という。）では、「支部水道災害相互応援に関する覚書」に基

づく災害発生時の相互応援体制について、一層実効性のあるものにするため、11月５日、６日に支部水
道災害合同訓練の実施を予定している。その実施に当たっての事前準備として、第２回目となる各会員
都市の担当者で構成する小委員会を、９月30日に京都市上下水道局資器材・防災センターで開催した。
内容は２部構成で、前半は、７月２日に開催した第１回小委員会の総括及び11月に行う訓練の概要説

明、並びに京都市の漏水事故等への平時の備えの紹介を行った。
後半は、資器材・防災センター内に設置している応急給水槽と緊急遮断弁の見学、給水車・資器材の

紹介、仮設給水栓を用いた応急給水訓練を実施した。
なお、京都市を除く19会員都市から、合計35名の参加があった。


