
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2020/8/25 令和２年度東北地方支部
合同訓練（南東北地区）

― 対象：山形県支部、宮城県支部、福島県
支部
８月25日情報連絡訓練：実施
８月26日参集訓練：中止

2020/9/23 令和２年度配管実技講習会 山形市 対象：山形県支部内

2020/9/24 令和２年度配管実技講習会 仙台市 対象：宮城県支部内

2020/9/25 令和２年度配管実技講習会 郡山市 対象：福島県支部内

関 東 関東地方支部
（045）671-3105

2020/6～随時 技術継承研修 東京都
横浜市

2020/ 7/ 中旬～  
8/ 上旬

関東地方支部総会 横浜市 ※代表議決で対応

2020/10/ 中旬 事務担当者会議 未定

神奈川県支部
（044）200-3094

2020/8/25 令和２年度第２回神奈川
県支部講習会

横浜市

2020/8 神奈川県支部事務担当者
会議

― ※書面審議で対応

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2020/9 第46回各県支部協会事務
担当者連絡会議

名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2020/10/1 事務講習会 岡崎市 対象：正会員

2020/10/20 水質担当者講習会 東海市 対象：正会員

三重県支部
（059）237-5811

2020/10 水道事業担当者研修会 津市 対象：正会員

静岡県支部
（054）251-0710

2020/9 水道技術者実務講習会 富士市 対象：県支部正会員、参加費無料

2020/10 水道主管課長研修会 静岡市 対象：県支部正会員、参加費無料

新潟県支部
（025）232-7314

2020/10/27 第131回実務（事務）
講習会

新潟市 対象：全会員、参加費2,000円

関 西 兵庫県支部
（078）918-5064

2020/8/27 第144回水道協議会
（事務関係）

伊丹市 対象：正会員

2020/10/ 中旬 第61回業務調査会 未定 対象：正会員

2020/10/ 下旬 第241回幹事会 明石市 対象：幹事・監事

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2020/9/29・30 事務講習会 山口市 対象：支部正会員

2020/10/ 中旬 第209回幹事会 広島市 対象：幹事

2020/10/26・27 管理職講習会 徳島市

広島県支部
（0823）26-1603

2020/8 役員会 広島市 対象：幹事

2020/10 県支部合同防災訓練 竹原市 対象：正会員

2020/10 技術講習会 廿日市市 対象：正会員

2020/10 事務講習会 大竹市 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

中国四国 岡山県支部
（086）234-5906

2020/8/6 技術講習会 岡山市 対象：正会員

2020/9/ 上旬 事務講習会 倉敷市 対象：正会員

2020/9/16・17、
23

指定給水装置工事事業者
研修会

岡山市

2020/9/24・25 指定給水装置工事事業者
研修会

倉敷市

2020/9/29・30 指定給水装置工事事業者
研修会

新見市

2020/10/1・2 指定給水装置工事事業者
研修会

津山市

2020/10/ 下旬 相互応援参集受入訓練 津山市
美咲町

2020/10/ 下旬 技能講習会 倉敷市

鳥取県支部
（0857）53-7912

2020/10 県支部水道技術管理者
協議会

県東部地区 対象：県支部会員

2020/10 県支部講習会 県東部地区 対象：県支部会員ほか

九 州 福岡県支部
（093）582-3131

2020/10/7 事務・技術研究会 筑後市 対象：正会員

大分県支部
（097）538-2403

2020/8/ 未定 第65回事務研究会 杵築市 対象：正会員

2020/8/ 未定 第65回技術研究会 豊後大野市 対象：正会員

2020/9/ 未定 職員研修事業 未定 対象：正会員

2020/10/ 未定 第２回課長会 大分市 対象：正会員

長崎県支部
（095）829-1203

2020/8/20・21 県支部幹事会・総会 大村市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2020/8/ 未定 技術研究会 佐賀市 対象：支部会員

2020/10/ 未定 水道課長会 唐津市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2020/10/ 未定 県支部講習会 熊本市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2020/8/4・5 水道関係経理講習会 鹿児島市 対象：正会員

2020/10/ 未定 第２回役員会 未定 対象：役員都市

2020/10/ 未定 課長会 未定 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2020/8/ 未定 水道技術管理者協議会 那覇市 対象：正会員

2020/10/ 未定 事務研修会 宜野湾市 対象：正会員

2020/10/ 未定 事務・技術研修運営委員会 那覇市 対象：運営委員

※今後、新型コロナウイルス感染症拡大により、やむを得ず開催を中止・延期する場合があります。



─ 地 域 の 話 題 ─

（秋田県支部）

令和２年度日本水道協会秋田県支部災害時相互応援連絡訓練
６月19日に、「日本水道協会秋田県支部水道施設の災害に伴う相互応援計画」および「災害時における

水道施設復旧応援に関する協定」に基づき、秋田県、県支部28会員とともに関係機関と災害を想定した
情報連絡訓練を行いました。これは、災害時の相互応援活動が迅速かつ円滑にできるようにすることな
どを目的に、毎年６月に行っているものです。
なお、今年度の訓練より、昨年度構築した水道災害情報伝達システムを活用し、各会員が断水戸数の

入力やチャットによる給水車の要請等を行い、これを県支部が集約し、県への報告や応援要請等の調整
を行いました。
この結果、事前に手順を確認していたため、スムーズに進めることができたものの、実際の災害では、

混乱することが想定されるため、引き続き訓練を実施し、適切な対応ができるよう準備していきたいと
考えています。

【訓練時の水道災害情報伝達システムの画面】

（関東地方支部）

令和２年度日本水道協会関東地方支部水質研究発表会開催中止
本年度当支部主催の水質研究発表会の開催につきまして、今般の新型コロナウイルス感染症の流行状

況を鑑み、運営委員会において慎重に検討した結果、参加者・関係者の健康、安全を最優先すべきであ
ると判断し、今年度についてはやむなく中止とさせていただくことを決定いたしました。


