
─ 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

2015/8/ 予定 第61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

2015/8/27 第９回北海道地方支部災
害時相互応援訓練

伊達市 対象：道南地区協議会内正会員

2015/10/ 予定 平成27年度水道事務・技
術講習会

小樽市 対象：支部内正会員

事務委員長
（0138）27-8711

2015/10/ 予定 第109回常設事務委員会 室蘭市 対象：支部内委員都市

水質委員長
（0166）57-5003

2015/10/ 予定 第32回常設水質委員会 苫小牧市 対象：支部内委員都市

技術委員長
（0126）23-4111

2015/10/ 予定 第118回常設技術委員会 稚内市 対象：支部内委員都市

道東地区
（0154）43-2164

2015/10/ 予定 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

幕別町 対象：地区協議会内正会員

2015/8/ 予定 道東地区災害時相互応援
訓練

津別町 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2015/10/ 予定 平成27年度地区協議会技
術職員養成研修会

苫小牧市 対象：地区協議会内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2015/10/ 予定 地区協議会研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2015/8/ 下旬 第18回地区協議会担当者
会議

羽幌町 対象：地区協議会内担当者

2015/10/ 予定 第18回地区協議会主管課
長会議

旭川市 対象：地区協議会内担当者

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/8/19～20 第18回水道技術事例発表
会

大崎市 対象：全会員

2015/9/24・25 平成27年度事務講習会 盛岡市 対象：正会員

2015/9/29 平成27年度配管実技講習
会

秋田市 対象：秋田県支部内の正会員

2015/9/30 平成27年度配管実技講習
会

八戸市 対象：青森県支部内の正会員

2015/10/1 平成27年度配管実技講習
会

盛岡市 対象：岩手県支部内の正会員

2015/10/8・9 平成27年度技術講習会 青森市 対象：全正会員

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2015/8/19 第83回関東地方支部総会 神奈川県

実施中 技術継承研修 横浜市、東
京都

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2015/9/10 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2015/9/ 中旬 事務担当者会議 未定

2015/10/7 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2015/10/ 中旬 第２回幹事会 未定

神奈川県支部
（044）200-3094

2015/9/16 平成27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

2015/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：正会員

2015/8/18・19 第40回研究発表会 福井市

2015/8/27・28 第64回中小規模水道問題
協議会

新潟市

静岡県支部
（054）354-2704

2015/8/27 不当要求防止責任者講習
会

浜松市 対象：県支部正会員、参加費無料

2015/9/17・18 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

2015/10/9 水道主管課長研修会 藤枝市 対象：県支部正会員、参加費無料

関 西 京都府支部
（075）672-7706

2015/8 第３回幹事会 京都市

2015/9 第２回支部合同訓練小委
員会

京都市

2015/10 研修会 京都市

兵庫県支部
（079）427-3617

2015/8/4・5 第44回管理者研修会 長崎市 対象：正会員（主務担当責任者）

2015/9/ 下旬 第56回事務研究会 未定 対象：正会員（41会員）

2015/10/ 上旬 第56回業務調査会 東日本 対象：正会員（41会員）

2015/10/ 中旬 全会員講習会 加古川市 対象：正会員・賛助会員・特別会員・準
賛助会員

2015/10/ 下旬 第226回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2015/10/8・9 事務講習会 米子市 対象：支部正会員

2015/10/ 中旬 第195回幹事会 広島市 対象：幹事

広島県支部
（0823）26-1603

2015/8/ 中旬
 ～下旬

役員会 広島市 対象：幹事

2015/10/14・15 県支部合同防災訓練 東広島市 対象：正会員

2015/10 技術講習会 大竹市 対象：正会員

2015/10 事務講習会 竹原市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2015/8/6・7 役員先進都市視察 静岡市 対象：役員都市

2015/9/ 中旬 事務講習会 岡山市 対象：正会員

2015/10/21・22 相互応援参集受入訓練 総社市 対象：正会員

鳥取県支部
（0859）32-6112

2015/10 県支部水道技術管理者協
議会

中部地区

2015/10 県支部講習会 中部地区

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2015/10/13 合同防災訓練 佐賀市 対象：支部長都市他

2015/10/14 合同防災訓練 佐賀市 対象：支部長都市他

大分県支部
（097）538-2403

2015/10/ 未定 第１回課長会 未定 対象：正会員

2015/10/ 未定 職員視察研修 未定 対象：正会員
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九 州 佐賀県支部
（0952）33-1330

2015/10/ 未定 水道課長会 武雄市 対象：正会員

熊本県支部
（096）381-4061

2015/10/1 県支部講習会：技術 熊本市 対象：熊本県支部正会員、賛助会員、県
支部独自会員

2015/10/2 県支部講習会：事務 熊本市 対象：正会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2015/10/ 未定 第２回役員会 出水市 対象：幹事都市

2015/10/ 未定 県支部課長会 出水市 対象：正会員

福岡県支部
（093）582-3131

2015/10/ 未定 県支部事務技術研究会 福岡市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2015/10/ 未定 事務・技術研修運営委員
会

那覇市 対象：運営委員



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

水道施設見学及び研修会を佐賀県にて開催
大阪府支部では、毎年、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「水道施設見学及び研修会」を
開催しています。
本年は『企業団の設立から現在に至るまでの経

緯と事業概要について』及び『水道用資機材（鉄
蓋等）の研究開発及び製造について』を研修テー
マに、７月６日、７日の両日にかけて、正会員14
会員17名、賛助会員５会員６名、合計23名の参加
のもと佐賀県に赴きました。
一日目は、佐賀東部水道企業団のご協力によ

り、事業の広域化に関する説明や今後の事業運営
についてご教示いただきました。大阪府下の事業
体にとって「広域化」は喫緊の課題であり、既に
実施されている佐賀東部水道企業団さんの説明は
大変興味深く、受講者から質問が相次ぎました。

二日目は日之出水道機器株式会社佐賀工場に
て、水道用資機材である鉄蓋に関する技術説明を
受けた後、同敷地内にある R＆ D総合センター
で、鉄蓋の材質や滑り止加工に関する技術開発に
ついて見学しました。実際に製品をさわることが
できたため、資料を見るだけではわからない違い
が理解できました。また、午後からは鋳造から出
荷までの一連の作業現場を見学しました。製造工
程を見る機会は貴重なため、どの会員も説明を聞
き洩らさないよう真剣に見学しており、参加した
会員から「大変有意義であった」との感想が多数
寄せられました。
限られた時間内ではありましたが、受講者の積

極的な質問等があり、充実した二日間となりました。
ご協力いただきました「佐賀東部水道企業団」
及び「日之出水道機器株式会社」の皆さまにおか
れましては、この場をお借りして改めて御礼申し
上げます。



（京都府支部）

日本水道協会京都府支部第１回支部合同訓練小委員会の開催について
日本水道協会京都府支部（以下「支部」という。）では、「支部水道災害相互応援に関する覚書」に基

づく災害発生時の相互応援体制について、一層実効性のあるものにするため、本年度秋期に支部水道災
害合同訓練の実施を予定しており、その実施に当たって、７月２日に各会員都市の担当者で構成する小
委員会を開催し、研修及び訓練概要の協議を行った。
冒頭１時間程度、日本水道協会から山内主任調査役から「地震等緊急時対応の手引き」についての研

修を行っていただき、その後、６班に分かれて、ワークショップ形式にて、訓練概要の案を作成し、発
表を行った。
なお、支部会員である府・市・町からは21会員、46名の参加があった。

（研修） （ワークショップ）

各班からの訓練概要（案）としては、主に次のような発表があった。
○　事前準備
会員都市の受入箇所の周知を含めたマニュアルの整備、備蓄状況や備蓄計画の把握、機材の相互融通

が可能かの確認等
○　被災発生時
情報収集方法や応援に向けて道路状況の確認等

○　受入体制
指示命令系統、外部連絡の窓口一本化、食事の確保

○　相互応援
被災市町と応援市町との協力体制（ペアで動く）、京都市近隣市町への応援

○　給水活動：拠点給水や住民への広報
○　作業後の活動報告

これらを受けて、第２回支部合同訓練小委員会において計画を作成し、秋の合同訓練に向けた準備を
進めていく。


