
─ 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

2016/2/4 第55回水道実務発表会 中空知広域
水道企業団
（滝川市）

対象：支部内全会員

2016/3/ 予定 第62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

2016/4 監査会 札幌市 対象：監事都市

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2016/2/15・16 第47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

2016/2/5 第４回水質研究発表会運
営委員会

未定

2016/4/ 中旬 決算監査 茂原市・足
利市

神奈川県支部
（044）200-3094

2016/4/21 神奈川県支部総会 川崎市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2016/4 監査会 名古屋市

静岡県支部
（054）354-2704

2016/4/28 第１回役員会 伊東市 対象：支部役員

2016/4/28 第61回県支部総会 伊東市 対象：支部会員

長野県支部
（026）224-5070

2016/2/10 平成27年度水道技術管理
者等研修会

長野市 対象：支部会員、長野県水道協議会正会
員

新潟県支部
（025）232-7314

2016/2/3 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

2016/2/10 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

2016/3/9 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

2016/4/ 下旬 水道事業管理者協議会 新潟市 対象：県支部正会員等

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2016/2/23・24 関西地方支部第59回研究
発表会

草津市 対象：支部会員

2016/3/4 実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

2016/3/ 上旬 実務講習会（事務） 大阪市 対象：支部会員

2016/3/ 上旬 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2016/4/ 未定 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2016/4/ 未定 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

京都府支部
（075）672-7706

2016/2 第４回幹事会 京都市

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

2016/2/22 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 報告：城陽市

2016/4 第１回幹事会 京都市

兵庫県支部
（072）740-1111

2016/2/2 第71回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：水道技術管理者

2016/4/5 第58回監事会 川西市 対象：監事

2016/4/27 第228回幹事会 明石市 対象：幹事会構成者

2016/4/27 第59回総会 明石市 対象：全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2016/2 水道関係研修会 神戸市

2016/4 滋賀県支部第１回幹事会 大津市

2016/4 滋賀県支部総会 米原市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2016/4/ 中旬 会計監査 広島市 平成27年度会計の監査

広島県支部
（0823）26-1603

2016/4/ 上旬 平成27年度会計の監査 呉市 対象：監事

2016/4 役員会 広島市 対象：幹事

2016/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2016/4/ 上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2016/4/ 下旬 県支部総会 備前市 対象：会員

鳥取県支部
（0859）32-6112

2016/4/ 未定 県支部監事会 東部地区 対象：支部監事

2016/4/ 未定 県支部理事会 東部地区 対象：支部役員

2016/4/ 未定 第63回県支部総会 東部地区 対象：支部会員他

九 州 佐賀県支部
（0952）33-1330

2016/2 技術管理者研究会 佐賀市 対象：正会員

2016/2 第２回役員会 佐賀市 対象：正会員

宮崎県支部
（0985）26-7506

2016/2/12 県支部事務担当者会議 宮崎市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2016/2 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：県内協議会メンバー



─ 地 域 の 話 題 ─

（京都府支部）

平成27年度日本水道協会京都府支部研修会の開催
平成27年12月22日（火）に岩手県矢巾町上下水道課上水道係長　吉岡　律司　氏を講師にお迎えし、

平成27年度日本水道協会水道イノベーション賞大賞を受賞された「社会的ジレンマを乗り越えた住民参
加型水道事業ビジョン策定とフューチャーデザイン」の講演を行っていただきました。
当日は京都府支部だけでなく、関西地方支部の各支部から、80名の参加がありました。
吉岡係長の３時間にわたる熱のこもった講演後、参加者からは、矢巾町のホームページへのアクセス

数が多いことへの驚きや、住民参加のための広報・コミュニケーションの失敗事例が、自分たちにも当
てはまっていたなど、様々な反応がありました。
今後も、京都府支部では、水道事業の最前線で活躍されている水道に携わる方を講師にお迎えするな

どし、実践的で実りある研修を実施していきたいと考えております。



（岡山県支部）

平成27年度相互応援参集・受入訓練（岡山県総社市：平成27年10月21日～22日）
当県支部では、県支部内の一層の防災体制の充実を図るため、県支部相互応援要綱に基づき、情報伝

達、応援派遣及び受入体制の確保並びに応急給水等の訓練を実施しています。今年度は岡山県総社市を
受入事業体（応援要請都市）として訓練を行いました。
当日は、岡山県南部で発生した地震により、総社市内で約8,000世帯に及ぶ断水が発生したと想定し、
県内事業体から応援隊35名、車両22台が、参集場所となった総社市消防署に参集しました。
応援隊の参集後、総社市職員により、応援隊の受入れ、作業指示、食事・宿泊準備といった本部運営

訓練が行われました。
２日目は、総社市内の小学校で、非常用水袋を使用した応急給水訓練を行いました。参加した児童か

ら、給水車や水袋について多くの質問が出ました。
参集した応援隊にとっても、災害時の対応確認や他の事業体職員との情報交換などを行い、たいへん

有意義な訓練となりました。

（受入式：総社市長の挨拶） （応急給水訓練：水袋を背負う児童）


