
─ 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

2016/2/4 第55回水道実務発表会 中空知広域
水道企業団
（滝川市）

対象：支部内全会員

2016/2/ 予定 第60回支部事務担当者連
絡会議

札幌市 対象：区長都市事務担当者

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2016/1/15 第199回幹事会 仙台市 対象：幹事

2016/2/15・16 第47回各県支部事務担当
者会議

仙台市 対象：県支部事務局担当者

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2016/2/5 第４回水質研究発表会運
営委員会

未定

神奈川県支部
（044）200-3094

2016/1/22 神奈川県支部第１回幹事
会

川崎市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2016/1/20 役員会 愛知県名古
屋市

静岡県支部
（054）354-2704

2016/1/14 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2016/1/29 水道技術管理者研修会 富士市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2016/1/26 役員会 岐阜市 対象：役員都市

長野県支部
（026）224-5070

2016/1/27 日本水道協会長野県支部
（長野県水道協議会上水
部会）役員会

長野市 対象：役員都市

2016/2/10 平成27年度水道技術管理
者等研修会

長野市 対象：支部会員、長野県水道協議会正会
員

新潟県支部
（025）232-7314

2016/1/18 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

2016/3/9 指定給水装置工事事業者
講習会（長岡会場）

長岡市 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

2016/1/ 下旬 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2016/2/ 上旬 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

2016/2/23・24 関西地方支部第59回研究
発表会

草津市 対象：支部会員

2016/3/ 上旬 実務講習会（事務・技術） 大阪市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2016/1/18 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

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

2016/1/18 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

2016/1 第４回幹事会 京都市

2016/2/22 水道技術管理者協議会報
告会及び水道技術意見交
換会

京都市 報告：城陽市

兵庫県支部
（072）740-1261

2016/1/18 事務担当者連絡会 川西市 対象：事務担当者連絡会構成者

2016/1/25 第227回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

2016/2/ 上旬 第71回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：水道技術管理者

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 岡山県支部
（086）234-5906

2016/1/22 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

2016/1未定 県支部役員会 書面会議 対象：支部会員

香川県支部
（087）839-2711

2016/1/28 第14回水道技術管理者連
絡会議

宇多津町 正会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2016/1/21・22 第３回役員会 阿蘇市 対象：支部役員

2016/1/28 技術担当課長会議 福岡市 対象：支部長都市

大分県支部
（097）538-2403

2016/1/27 第２回課長会 大分市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2016/2 技術管理者研究会 佐賀市 対象：正会員

2016/2 第２回役員会 佐賀市 対象：正会員

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

宮崎県支部
（0985）26-7506

2016/2/12 県支部事務担当者会議 宮崎市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2016/2 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：県内協議会メンバー



─ 地 域 の 話 題 ─

（中部地方支部）

中部地方支部合同防災訓練
中部地方支部では、「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」に基づき、合同防災訓

練を開催しました。中部地方支部９県支部を３ブロックに分け、富山県射水市（10月15～16日）、静岡県
沼津市（10月27日～28日）、三重県伊勢市（11月12～13日）にて開催し、正会員事業体、地元の事業者組
合の３ブロック総勢約350名の応援隊・見学者をはじめ、関係機関、地元小学校などにご協力・ご参加い
ただきました。
今年度より上記協定において、広域災害時に有効に機能する「中継水道事業体」「支援拠点水道事業体」

の設置が盛り込まれたため、それらを訓練内容に新たに取り込みました。
訓練では大規模地震による発災を想定し、１日目に被災県支部内及び地方支部と各県支部間での情報

伝達と中継水道事業体受入訓練を、２日目に応援隊の受入、支援拠点水道事業体での取水訓練、応援本
部の設置・運営、応急活動を確認しました。
開催地事業体のご尽力により、どのブロックでもスムーズな運営が行われました。
近い将来に発生が想定される大規模地震に向けて、各種作業の手順確認と日ごろの成果を発揮する場

として、また、防災意識を高める場として、有益な機会となりました。

本部運営訓練（射水市）

復旧訓練（沼津市）

給水訓練（伊勢市）

復旧訓練（伊勢市）



（香川県支部）

第13回香川用水水源地保全活動（高知県土佐郡土佐町：11月７日）
県支部事業として、香川用水水源地保全活動「早

明浦ダム周辺ボランティア清掃」を実施しました。
本清掃活動は、水源地域と利水地域の相互交流及び
水資源の大切さに対する意識啓発を図ることを目的
として、高松市上下水道局が実施している「早明浦
ダム周辺ボランティア清掃」に平成15年度から参画
しているもので、本年で13回目を迎えました。当日
は、一般市民の方も含め総勢144名（県支部14正会
員29名（家族含む。））が参加し、翌日開催される「第
31回早明浦の郷湖畔マラソン」のコースとなるダム
周辺道路のゴミ拾いや落葉掃きを実施しました。


