
─ 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

2017/1/31 第56回水道実務発表会 釧路市 対象：支部内全会員

2017/2～3/ 予定 第64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

道央地区
（0134）32-1171

2017/2/16～17 第４回指定給水装置工事
事業者合同研修会

札幌市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

道西地区
（0138）27-8711

2017/3/16 指定給水装置工事事業者
研修会

函館市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/1/13 第202回幹事会 仙台市 対象：幹事

2017/2/16・17 第48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

2017/1/16～18 合同防災訓練（南関東ブ
ロック）

東京

2017/2/3 第４回水質研究発表会運
営委員会

未定

2017/2/22 第２回事務・技術講習会 東京

神奈川県支部
（044）200-3094

2017/1/ 下旬 神奈川県支部第１回幹事
会

県内

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/1/26 役員会 名古屋市

静岡県支部
（054）251-0710

2017/1/20 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2017/2/3 水道技術管理者研修会 浜松市 対象：県支部正会員、参加費無料

新潟県支部
（025）232-7314

2017/1/19 災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2017/1/31 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2017/2/2 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

2017/2/9 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

2017/3/1 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

2017/1/ 中旬 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2017/2/ 下旬 実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

2017/3/ 中旬 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/1/17 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事、監事

2017/1/17 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）、賛助会
員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 京都府支部
（075）672-7706

2017/2 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 対象：正会員

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/1/16 事務担当者連絡会 川西市 対象：幹事会構成者

2017/1/30 第230回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

2017/2/ 上旬 第72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

2017/1/ 下旬 第３回水道関係研修会 未定

中国四国 岡山県支部
（086）234-5906

2017/1/20 役員会 岡山市 対象：役員都市

鳥取県支部
（0859）32－6112

2017/1 県支部連講習会 米子市 対象：支部会員ほか

2017/1 県支部水道技術管理者協
議会

米子市 対象：支部会員

2017/1 県支部役員会 書面会議

香川県支部
（087）839-2711

2017/1/ 下旬 第15回水道技術管理者連
絡会議

東讃ブロッ
ク

対象：正会員等

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/1/26 第３回役員会 長崎市 対象：役員都市

2017/2/2 技術担当課長会議 北九州市 対象：県支部長都市

2017/2 事務担当者連絡会議 福岡市 対象：県支部長都市

大分県支部
（097）538-2403

2017/2 第２回課長会 大分市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/2 技術管理者研究会 佐賀市 対象：支部会員

2017/2 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

熊本県支部
（096）381-4061

2017/1/27 第１回役員会 熊本市 対象：役員都市

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/2 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：正会員



─ 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」に基づく相互応援活動

の円滑化を目指し、10月下旬から11月上旬にかけて、支部内の９県支部を３ブロックに分け、合同防災
訓練を開催しました。福井県敦賀市（10月27～28日）、愛知県一宮市（10月31日～11月１日）、新潟県上
越市（11月１～２日）が開催地となり、正会員事業体、地元の事業者組合から３ブロック総勢約330名の
応援隊・見学者が参加しました。関係機関、地元小学校などにもご協力・ご参加いただきました。また、
給水車は合計19台が参集しました。
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

伝達訓練を実施しました。一部のブロックでは、応援隊が中継水道事業体の浄水場へ実際に立ち寄り、
休憩スペースや貸出設備の確認を行う受入訓練を実施しました。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、応急活動訓練を確認しました。
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。作業従事者にとっ

ては、他の事業体職員や市民の前で、緊張感に包まれた中での作業となりましたが、日ごろの鍛錬の成
果を十二分に発揮されました。
来るべき地震等の自然災害に向けて、各種作業の手順を確認するとともに、日ごろの成果を発揮する

場となりました。
今後も訓練内容の充実、発展を目指し、取組を進めてまいりたいと考えています。

応援隊整列（一宮市）

地元小学生による給水体験（敦賀市）

本部運営訓練（敦賀市）

支援拠点水道事業体【稲沢市】での取水訓練（一宮市）



（京都府支部）

日本水道協会平成28年度全国会議の開催について
平成28年11月９日（水）から11日（金）にかけて日本水道協会平成28年度全国会議及び水道展を、京

都市にて開催いたしました。
京都府支部における独自の取組として、全国会議の地元開催を機会に、学生等若い世代にも幅広く水

道への関心を高め、将来の水道事業を担う人材の育成を目的に、全国会議への参加費助成を行う「全国
会議大学生等参加支援制度」を設けました。この助成制度を利用して138名の参加がありました。
助成制度の概要については、次の表のとおりです。

大学生・大学院生 高専生、高校生 備　　考

通常の学生参加費 8,000円

京都府支部助成金 7,500円 8,000円 京都府支部負担

京都府下
学生等参加費

500円 ０円（招待） 各自負担

※高専生や高校生については、引率の先生の参加費や交通費についても負担

加えて、参加のあった京都大学・立命館大学・舞鶴工業高等専門学校・洛陽工業高校・伏見工業高校
の学生・生徒については、職員が水道展を御案内し、参加者・企業の双方から好評を頂きました。
また、開催都市だけで全国会議の運営を行うことが通例となっていますが、平成28年度全国会議では、

京都府支部の正会員の皆様に水道研究発表会における座長・司会・受付の職員派遣の協力を依頼し、支
部一体となって全国会議を盛り上げることができました。

応急復旧訓練（上越市） 中継水道事業体【長野市】の受入訓練（上越市）
※�受入スペースや貸出設備について、現地担当者よ
り説明を受けている様子



（兵庫県支部）

兵庫県支部　情報伝達検討会（神戸市　11月８日）
兵庫県水道事業技術連携の危機管理訓練の一環

として、情報伝達検討会を神戸市のラッセホール
において開催しました。
内容は、日本水道協会大阪支所の宮内支所長か

ら「水道の災害応援対応について」の講演と、神
戸市水道局の松田係長による「熊本地震の災害派
遣報告」があった後、県の水道災害相互応援体制
に基づくブロックに分かれ情報伝達訓練を実施し
ました。
当日発表されたブロックごとの被害認定に基づ

き、受援事業体は必要応急給水量と給水車両数を
算出し、自事業体で対応できない分をブロック代
表市を通じて他市町に応援を求める訓練で、30事
業体、56名の参加者は意欲的に訓練に参加してい
ました。

兵庫県支部　第229回幹事会（川西市　11月14日）
川西市のアステ市民プラザにおいて兵庫県支部

第229回幹事会を開催しました。
支部を代表して、川西市上下水道事業管理者の

あいさつの後、本部水道事業管理者協議会報告外
９件の報告と、日本水道協会本部各種メンバー都
市の推薦についての議題について、審議の結果、
原案どおり承認されました。



兵庫県支部　全会員講習会（川西市　11月15日）
正会員、賛助会員、特別会員、準賛助会員を対

象にした全会員講習会を70名参加のもと川西市の
アステ市民プラザで開催しました。
開催市および支部長市の川西市上下水道事業管

理者のあいさつの後、毎日放送お天気キャスター
を長年勤められた今出東二氏による「お天気よも
やま話」と題する講演をしていただきました。
講師のこれまでの豊富な知識と経験に基づく貴

重なお話を聞くとともに、休憩時間にはコーヒー
を飲みながら会員相互の情報交換ができました。

（香川県支部）

第14回香川用水水源地保全活動（高知県土佐郡土佐町：11月12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14回目を迎え
ました。当日は、一般市民の方も含め総勢156名
（県支部14正会員32名（家族含む。））が参加し、
翌日開催された「第32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
葉掃きを行いました。


