
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 北海道地方支部
（011）211-7007

2018/2/1 第57回水道実務発表会 函館市 対象：支部内全会員

2018/2～3/ 予定 第66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

道南地区
（0143）44-6117

2018/1 第２回幹事会 室蘭市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2018/1/12 第205回幹事会 仙台市 対象：幹事

2018/2/15・16 第49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

2018/1/29～31 合同防災訓練（南関東ブ
ロック）

千葉県

2018/1/26 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2018/2/2 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

神奈川県支部
（044）200-3096

2018/1/11 指定給水装置工事事業者
研修会

横浜市

2018/1/17 神奈川県支部第１回幹事
会

川崎市

2018/1/23 指定給水装置工事事業者
研修会

横浜市

2018/1/30 指定給水装置工事事業者
研修会

海老名市

2018/2/1 指定給水装置工事事業者
研修会

川崎市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2018/1 役員会 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2018/1/25 支部役員会 豊橋市 対象：役員

静岡県支部
（054）251-0710

2018/1/19 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2018/2/2 水道技術管理者研修会 藤枝市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2018/1/29 役員会 岐阜市 対象：支部役員

新潟県支部
（025）232-7314

2018/1/17 災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2018/1/30 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2018/2/2 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

2018/2/8 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

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 新潟県支部
（025）232-7314

2018/2/28 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

2018/1/23 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

大阪府支部
（06）6858-2911

2018/1/22 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2018/1/22 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

2018/2 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、参加費無料

兵庫県支部
（06）6489-7411

2018/1/15 事務担当者連絡会 尼崎市 対象：幹事会構成員の事務担当者

2018/1/25 第233回幹事会 尼崎市 対象：幹事会構成員

2018/2/ 上旬 第74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

2018/1 第２回幹事会 大津市内

2018/3 水道事業協議会 未定

2018/3 第２回水道関係研修会 未定

中国四国 岡山県支部
（086）234-5906

2018/1/19 役員会 新見市 対象：役員都市

鳥取県支部 
（0859）32－6112

2018/1 役員会 書面会議

2018/1～2 凍結防止テレビ広報 地元地上波スポット広告

香川県支部
（087）839-2711

2018/1/ 下旬 第16回水道技術管理者連
絡会議

仲多度
ブロック

対象：正会員等、会費不要

2018/1/31、2/1 指定給水工事事業者講習
会

高松市 対象：指定給水装置工事事業者

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2018/1/25 第３回役員会 福岡市 対象：役員都市

佐賀県支部
（0952）33-1330

2018/2/ 未定 技術管理者研修会 未定

2018/2/ 未定 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

熊本県支部
（096）381-4061

2018/1/26 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

2018/2/12 事務担当者会議 宮崎市

沖縄県支部
（098）941-7840

2018/2/9 水道事業管理者協議会 那覇市



─ 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月中旬から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。石川県金沢市（10月17日・18日）、長野県松本市（10月19日・20日）、岐阜県多治
見市（11月６日・７日）を開催地として、正会員事業体や地元の事業者組合から３ブロック総勢約470名
の応援隊・見学者、18台の給水車が参集しました。また、地元小学校などにもご協力・ご参加いただき
ました。
訓練では、大規模な地震により断水被害が発生したという想定のもと、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、２日目に応援隊の受入訓練、支援拠点水道事業体での取水訓
練、応援本部の設置・運営訓練、応急活動訓練を実施しました。
訓練の従事者にとっては、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し、いずれの訓練もスムーズに実施することができました。
今後も訓練内容の充実、発展を図り、相互応援体制をより強化していきたいと考えています。

応援本部運営訓練（松本市） 応急復旧活動訓練（金沢市） 小学生による給水体験（多治見市）

（大阪府支部）

秋季研修会を京都府内にて開催
大阪府支部では、毎年、近畿地区の先進的な水道事業体の取り組みを学ぶとともに、会員相互間の情

報交換の機会を提供する「秋季研修会」を開催しています。本年は研修テーマを『水の歴史について』
とし、11月29日に、正会員25水道事業体、45名の参加のもと、京都市上下水道局蹴上浄水場に赴きました。
午前中は蹴上浄水場内で講義及び明治45年に建設された第一高区配水池のレンガ建屋を見学しました。
午後からは、京都市上下水道局の案内で、浄水場周辺の疏水関連施設を徒歩で見学しました。後世に

引き継げるよう補強工事を行っていた水路閣近辺もきれいに整備され、間近で見学できるなど、貴重な
機会も設けていただきました。
琵琶湖に依存している事業体にとって、水の歴史を知ることは大変重要なテーマであり、有意義な研

修となりました。終日、研修にご協力いただいた京都市上下水道局の皆さまにおかれましては、この場
をお借りして御礼申し上げます。
府支部では、今後におきましても会員のニーズに沿った研修を行ってまいりますので、その折には積

極的なご参加をお待ちいたしております。



（京都府支部）

京都府支部水道災害相互応援に関する覚書に基づく合同防災訓練の実施について
日本水道協会京都府支部では、災害時に円滑な相互応援を図れるよう、平成27年度から合同防災訓練

を実施しています。
今年度の訓練では、西山断層帯を震源とする大規模地震が南丹市で発生し、水道管の破裂により市内

各地で断水など甚大な被害が発生しているとの想定の下、各会員（府市町）間の情報伝達訓練と南丹市
における実地訓練（応急給水訓練等）を11月６日、７日の２日間にわたって実施いたしました。
南丹市における実地訓練では、正会員20会員70名が参加し、被害状況の確認や給水車５台を用いた応

急給水訓練を実施しました。
訓練参加者から「他都市と交流する貴重な機会となった。」、「他都市の保有する機材を生で見ることが

でき、新たな機材の配備を検討する良い機会になった。」等の意見がありました。
今後も京都府支部では、災害時における更なる相互の連携を強化していけるよう取り組んでまいります。



（兵庫県支部）

情報伝達検討会
兵庫県水道災害相互応援協定及び日本水道協会

兵庫県支部の水道事業技術連携の取組みとして、
危機管理訓練の一環としての「情報伝達検討会」
を11月８日に神戸市内の兵庫県立のじぎく会館に
おいて開催しました。
検討会では、まず「日本水道協会の全国訓練に

ついて」と題し、日本水道協会の調査部広報係長
大澤理恵氏から講演を受け、その後、28事業体52
名の参加者による情報伝達訓練を、県内６ブロッ
クに班割りして行いました。
訓練は、訓練用に設定された応援依頼に基づ

き、必要給水車数の把握、必要派遣人員の算定、
派遣期間、派遣ローテーションなどの計画表作り
に取組み、その内容を各班が発表する形式で行わ
れ、活発な意見交換がありました。



（岡山県支部）

平成29年度県外視察会（岐阜県本巣市：11月21日）
当県支部では、正会員の主に若手職員を対象に、最先端技術で業界を牽引する水道資機材製造工場等

の視察を通じ、職員の知識の向上を図ることを目的として、毎年、県外視察会を実施しており、今回は
18名の参加がありました。
今年度は今年で創業70周年を迎えるステンレスタンクの世界的トップランナー、森松工業株式会社の

３工場にお邪魔をし、主にステンレス鋼材の切断・プレス・溶接を見学しました。
どの工程も迫力があり、切断機やプレス機は特殊な巨大マシンでしたが、微妙な曲げ作業や溶接作業

は人の手で行われており、職人の技というものの素晴らしさに感動し、技術継承の大切さを痛感したと
ころです。
工場内はよく整理整頓されており、安全衛生にも気を配っていることが伺え、それぞれの工程では配

布されたイヤホンを通して詳しい説明を受けながら見学させていただき、大変わかりやすい工場視察で
した。



（香川県支部）

第15回香川用水水源地保全活動（高知県土佐郡土佐町：11月11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15回目を迎え
ました。当日は、一般市民の方も含め総勢140名
（県支部内14事業体、正会員35名（家族含む。））
が参加し、翌日開催された「第33回さめうらの郷
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。


