
─ 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

2018/7/5 第12回災害時相互応援訓
練

帯広市 対象：地区内正会員

2018/7/18 第227回北海道地方支部
理事会

釧路市 対象：支部役員

2018/7/18 第89回北海道地方支部総会 釧路市 対象：支部内正会員　ほか

2018/7 第24回水道配管技術研修会 札幌市 対象：支部内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2018/8/24 平成30年度道南地区協議
会技術職員養成研修会

小樽市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2018/6/8 第13回防災協議会 仙台市 対象：各県支部長都市

2018/7/5・6 第49回水道技術管理者協
議会

青森市 対象：東北地方支部主要都市

2018/7/12 第207回幹事会 山形市 対象：幹事

2018/7/12 第87回東北地方支部総会 山形市 対象：全会員

2018/7/18・19 平成30年度東北地方支部
合同訓練（北東北地区）

秋田市 対象：青森・秋田・岩手県支部
７月18日情報連絡訓練
７月19日参集訓練

2018/7/26・27 平成30年度東北地方支部
合同訓練（南東北地区）

石巻市 対象：山形・宮城・福島県支部
７月26日情報連絡訓練
７月27日参集訓練

2018/8/23・24 第21回水道技術事例発表会 鶴岡市 対象：全会員

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2018/6～随時 技術継承研修 横浜市
東京都

2018/6/ 下旬 幹事会 横浜市

2018/8/2 関東地方支部総会 甲府市

神奈川県支部
（044）200-3096

2018/7/5 平成30年度第１回神奈川
県支部講習会

横浜市

2018/8/29 平成30年度第２回神奈川
県支部講習会

横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2018/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2018/6 防災連絡協議会 名古屋市 対象：各県支部長都市

2018/7/12・13 水道技術講習会 岐阜市

2018/7/27 中部地方支部総会 松本市 対象：支部会員

2018/8/22・23 第43回研究発表会 新潟市

2018/8/28・29 第67回中小規模水道問題
協議会

富山市

愛知県支部
（0532）51-2702

2018/6/4 支部役員会 豊橋市 対象：役員

2018/6/4 支部総会 豊橋市 対象：正会員…参加費無料、賛助会員…
参加費1,000円

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 愛知県支部
（0532）51-2702

2018/8/3 管理者・管理職会議及び
講演会

名古屋市 対象：正会員

2018/8/28 水質担当者講習会 一宮市 対象：正会員

静岡県支部
（054）270-9117

2018/6/20 防災担当者連絡会議 三島市 対象：県支部正会員、参加費無料

2018/7/25 水道講習会 湖西市 対象：県支部正会員、参加費無料

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2018/6/ 上旬 第１回事務担当者連絡会
議

大阪市 対象：府県支部担当者

2018/6/ 下旬 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2018/7/11 関西地方支部総会 長岡京市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2018/6/ 未定 日本水道協会大阪府支部
及び各水道協議会事務担
当者連絡会議

大阪市 対象：各協議会会長市他、事務担当者

2018/7/5・6 水道施設見学研修会及び
研修会

群馬県 対象：支部正会員

京都府支部
（075）672-7706

2018/8 視察 神戸市 対象：支部正会員（参加費無料）

2018/8/31 研修会及び京都市上下水
道局水道技術研修施設見
学

京都市 対象：支部正会員（参加費無料）

兵庫県支部
（06）6489-7411

2018/7/ 中旬 水道職員講習会 芦屋市 対象：正会員

2018/8/ 上旬 第47回管理者研修会 未定 対象：正会員

2018/8/ 中旬 第142回水道協議会 宍粟市 対象：正会員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2018/6/ 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

2018/7/25 第203回幹事会 松山市 対象：幹事

2018/7/25 第87回総会 松山市 対象：支部会員

広島県支部
（0823）26-1603

2018/7 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2018/7/ 上旬 技術講習会 美咲町 対象：正会員

2018/7/13 役員会 岡山市 対象：役員都市

2018/8/ 上旬 役員先進都市視察 未定 対象：役員都市

香川県支部
（087）826-6112

2018/8/ 下旬 第80回事務講習会 高松市 対象：正会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2018/7/5 第２回役員会 福岡市 対象：役員都市

2018/7/5・6 総会 佐賀市 対象：全会員

大分県支部
（097）538-2403

2018/7/10 第63回技術研究会 豊後高田市 対象：正会員

2018/7/19 第63回事務研究会 中津市 対象：正会員

長崎県支部
（095）829-1203

2018/7/ 未定 事務・技術研究会 対馬市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2018/7/ 未定 事務研究会 嬉野市 対象：支部会員

2018/8/ 未定 技術研究会 唐津市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2018/7/ 未定 水道関係経理講習会 鹿児島市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2018/7/ 未定 技術研修会 宜野湾市 対象：正会員

2018/8/ 未定 水道技術管理者協議会 那覇市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

第１回幹事会を大阪市にて開催
４月17日、大阪市中央区のシティプラザ大阪において第１回幹事会を開催しました。
事務局から本幹事会に先立ち開催しました表彰審査委員会の報告とあわせて、平成29年度事業報告、

平成31年度大阪府支部総会などの報告事項の説明の後、平成29年度支部会計決算の認定（監査報告を含
む。）、平成30年度支部会計予算（案）、平成30年度支部総会会員提出問題を審議し、原案どおり承認され
ました。

日水協大阪府支部総会を開催
大阪府支部では、「平成30年度日本水道協会大阪府支部総会」を４月27日、和泉シティプラザで開催し

ました。
開催担当市は、阪南ブロックの和泉市。大阪府をはじめ日水協関西地方支部、大阪支所など関連機関

や和泉市議会からの来賓をはじめ、会員等約170人の参加がありました。
はじめに、開催地の辻　宏康和泉市長から挨拶があり、次に、淺利敬一郎大阪府支部長（豊中市長）

から、水道事業において多くの課題を抱えているなか、日本水道協会の活動を通じて相互の関係を密に
することが重要であるとの挨拶がありました。
来賓の方々からも、広域連携を推進するにあたり、相互の連携を強めることを期待する旨の祝辞をい

ただきました。
会議に先立ち、功労賞、奨励賞、勤続賞の各表彰を行い、水道事業の発展に尽くされた受賞者の方々

に対し、参加者からの大きな拍手が寄せられました。
会議は、森下　幸彦和泉市上下水道部長の議長就任で始まり、平成29年度の各会議、研修会開催等の

事業報告があり、続く議事では、平成29年度決算、平成30年度事業計画、平成30年度予算の審議を行い
原案どおり可決しました。また、会員提出問題については、水道事業に対する財政支援の拡充及び補助
要件の緩和をはじめ７題の提起があり、いずれも重要な問題であることから、関西地方支部総会に提案
することとなりました。次期総会の開催地については、北大阪ブロックの摂津市と決定し、山口　猛摂
津市上下水道部長から歓迎の挨拶をいただき、総会は終了しました。
この度の総会の開催にあたり、和泉市の皆さまをはじめ、関係者の方々に多分なご配慮をいただき、

総会が滞りなく終了できましたことを、この場をお借りし厚く御礼申し上げます。



（兵庫県支部）

第61回総会
総数103人の出席のもと、４月25日宍粟市の宍

粟防災センターに於いて、午前中に第234回幹事
会を実施し、引き続き、午後から第61回総会を開
催しました。
開催地の宍粟市長、県支部長の尼崎市長からの

あいさつの後、宍粟市議会議長、兵庫県健康福祉
部健康局長、日本水道協会大阪支所長から来賓祝
辞を受けました。
続いて、支部長市尼崎市長から水道事業に20年

従事された43名の方に兵庫県支部永年勤続表彰状
が授与されました。
その後の会議では、まず、平成29年度支部事業

の活動状況について会務報告がなされ、続いて、議案の審議に入り、第１号議案「平成29年度歳入歳出
決算について」説明があり、監事の阪神水道企業団から監査報告の後、原案どおり認定されました。続
いて、第２号議案「平成30年度幹事及び監事の選任について」、第３号議案「平成30年度事業計画につい
て」、第４号議案「平成30年度歳入歳出予算ついて」、第５号議案「会員提出問題について」、第６号議案
「平成31年度第62回総会の開催地について」が順次上程され、いずれも原案どおり可決されました。


