
─ 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

2016/10/6 平成28年度水道事務・技
術講習会

帯広市 対象：支部内正会員

2016/11/15 第222回北海道地方支部
理事会

函館市 対象：支部役員都市

事務委員長
（0166）24-3160

2016/10/20 第110回常設事務委員会 旭川市 対象：支部内委員都市

技術委員長
（0138）27-8743

2016/11/1・2 第119回常設技術委員会 小樽市 対象：支部内委員都市

水質委員長
（0154）36-9562

2016/10/6・7 第33回常設水質委員会 紋別市 対象：支部内委員都市

道央地区
（0134）32-1171

2016/10/
 下旬予定

第20回地区協議会実務担
当者会議

小樽市 対象：地区協議会内正会員

2016/11/ 予定 第26回道央地区協議会運
営委員会

岩見沢市 対象：地区協議会内委員都市

道東地区
（0154）43-2164

2016/11/ 予定 道東地区協議会事務・技
術・水質研修会

釧路市 対象：地区協議会内正会員

2016/11/30 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

中標津町 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2016/10/ 予定 第19回地区協議会主管課
長会議

旭川市 対象：地区協議会内主管課長

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2016/10/6・7 平成28年度技術講習会 郡山市 対象：全正会員

2016/10/27・28 第38回経営研究会 青森市 対象：東北地方支部主要都市

2016/11/16 配管実技講習会運営委員
会

仙台市 対象：委員

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2016/10・11 技術継承研修 横浜市

2016/10/5 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2016/10/28 第２回幹事会 横浜市

2016/11/ 中旬 事務・技術講習会 横浜市

2016/11/22 水質研究発表会 東京都

神奈川県支部
（044）200-3094

2016/11/ 下旬 神奈川県支部災害対策情
報伝達訓練

県内 電話、FAX、メールによる訓練

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2016/10/27・28 合同防災訓練 敦賀市

2016/10/31・
 11/1

合同防災訓練 一宮市

2016/11/1・2 合同防災訓練 上越市

2016/11/17・18 水道事務講習会 南砺市

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 静岡県支部
（054）251-0710

2016/10/7 水道主管課長研修会 三島市 対象：県支部正会員、参加費無料

2016/11 先進都市視察研修会 （調整中） 対象：県支部正会員、参加費5,000円／
人

岐阜県支部
（058）259-7523

2016/10/28 水道技術管理者会議 本巣市 対象：正会員

新潟県支部
（025）232-7314

2016/10/
 中・下旬

第123回実務（事務）講
習会

新潟市 対象：全会員、参加費2,000円

2016/11/1 県支部応援要請等情報伝
達訓練

エリア代表
都市

対象：県支部正会員等

2016/11/21 指定給水装置工事事業者
講習会（佐渡会場）

佐渡市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2016/11/29・30 第37回水道技術管理者協
議会

新潟市 対象：県支部正会員等、参加費2,000円

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2016/11/1 管理者講習会 大阪市 対象：支部会員

2016/11/ 下旬 実務講習会（事務） 大阪市 対象：支部会員

2016/12/ 上旬 第2回事務担当者会議 大阪市 対象：府県支部担当者

2016/12/ 中旬 実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2016/11/ 初旬 秋季研修会 未定 対象：正会員

京都府支部
（075）672-7706

2016/11/9～11 日本水道協会平成28年度
全国会議

京都市

2016/12/22 研修会（事務） 京都市 対象：正会員、参加費無料

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2016/10/6 第58回技術研究会 小野市 対象：正会員

2016/10/12・13 第57回業務調査会 広島市・岡
山県

対象：正会員

2016/11/14 第229回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

2016/11/15 全会員講習会 川西市 対象：全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2016/11 第２回水道関係研修会 未定

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2016/10/11 第198回幹事会 広島市 対象：幹事

2016/10/26・27 管理職講習会 倉敷市 対象：支部正会員

2016/11/17・18 技術講習会 高松市 対象：支部正会員

2016/11/29・30 第16回水道事例発表会 鳥取市 対象：支部正会員

広島県支部
（0823）26-1603

2016/10/7 役員会 広島市 対象：幹事

2016/10/18・19 県支部合同防災訓練 庄原市 対象：正会員

2016/10/28 技術講習会 呉市 対象：正会員

2016/11/2 事務講習会 廿日市市 対象：正会員

2016/11/24・25 施設見学研修会 枚方市、尼
崎市

対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2016/10/5・6 相互応援参集受入訓練 美作市 対象：正会員

2016/10/14 事務講習会 赤磐市 対象：正会員

2016/10/26・28、
11/1

技能講習会 岡山市 対象：正会員

2016/11/ 下旬 県外視察会 視察地未定



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中国四国 香川県支部
（087）839-2711

2016/10/17 第71回技術講習会 三豊市 正会員　会費不要

2016/11/12 第14回香川用水水源地保
全活動

高知県土佐
郡土佐町

正会員等



─ 地 域 の 話 題 ─

（東北地方支部）

平成28年度合同訓練
東北地方支部では、災害時における東北地方支

部内の相互応援の実効性を高めることを目的とし
て、「日本水道協会東北地方支部災害時相互応援
に関する協定書」に基づき、合同訓練を実施しま
した。今回の合同訓練は、北東北地区（青森県、
秋田県、岩手県）と南東北地区（山形県、宮城県、
福島県）に分けて、合同訓練を行いました。
北東北地区では、岩手県盛岡市において災害が

発生したという想定で、７月５日に情報連絡訓練
を行い、その情報に基づいて、６日に岩手県支部、
青森県支部、秋田県支部から合計25台の給水車
が、盛岡市新庄浄水場に参集する訓練を行いまし
た。また、一部の給水車は、支援拠点として設定
した矢巾町東部浄水場と滝沢市柳沢低区浄水場で
補給をしてから参集しました。参集後、受水槽や
仮設水槽への給水訓練を行いました。
南東北地区では、山形県山形市において災害が

発生したという想定で、７月21日に情報連絡訓練
を行い、22日に山形県支部、宮城県支部、福島県
支部から合計26台の給水車が山形市上下水道部に
参集する訓練を行いました。参集後、山形市の災
害対策についての説明があり、非常時の体制につ
いて参考となる情報を提供していただきました。

（大阪府支部）

臨時幹事会を開催
８月23日、大阪市中央区のシティプラザ大阪に

おいて臨時幹事会を開催しました。
本年４月に発生した熊本地震での応援体制に対

する反省を踏まえて作成した『要領』を審議し、
原案どおり承認されました。また、災害に備えて
毎年購入している備蓄品の保管場所についても審
議し、事務局での一括保管から分散して保管する
ことになりました。

北東北地区合同訓練（盛岡市新庄浄水場）

南東北地区合同訓練（山形市上下水道部）



（京都府支部）

平成28年度日本水道協会京都府支部研修会の開催
平成28年９月２日（金）に、元北海道公営企業

管理者で、現在全国簡易水道アドバイザーの小笠
原紘一氏を講師にお迎えし、「これからの水道事
業の危うさと浄水管理の関係」と題して講義をし
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、55名の参加がありました。
人口や職員数、浄水場数の変動による水道事業

の環境変化、浄水処理の仕組み、災害対策のお話
など、幅広い分野について熱のこもった講義をし
てくださいました。参加者からは、多くの質問が
寄せられ、貴重な機会となりました。
なお、今年度の12月にも京都府支部では研修会

を予定しており、今後も水道事業の最前線で活躍
されている方を講師にお迎えし、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。

（兵庫県支部）

第45回管理者研修会（宮城県　８月４日～５日）
第45回管理者研修会は８月４～５日の２日間にわ
たり事務局を含め22名の参加のもと実施しました。
阪神淡路大震災を経験した兵庫県内の事業体と

して、４日は「仙台市水道局」を訪問し、水道局
の概要や地域協働で取り組んでいる給水活動、そ
れに東日本大震災による水道施設の災害状況や復
興事業について説明を受けました。
５日は「宮城県仙南仙塩広域水道事務所」を訪

問し、施設の概要説明を受けた後、管路強靭化事業
や小水力発電事業など工事現場における実地研修
を受け、内容の濃い意義ある視察研修を行いました。



第140回水道協議会（事務関係）（西宮市　８月23日）
西宮市のノボテル甲子園において第140回水道

協議会（事務関係）を開催しました。
開催地として、西宮市上下水道事業管理者、支

部長市として川西市上下水道事業管理者の挨拶の
後、提出議題「①水道料金改定に係る考え方等に
ついて」外５議題について各議題ごとにそれぞれ
の事業体の取り組みを紹介し知識を深め、今後の
解決策を見い出すための意見交換を行いました。

（香川県支部）

第78回事務講習会（小豆島町：９月２日）
事務講習会を開催し、正会員職員20名の参加が

ありました。
午前は、四国一の堤頂長を誇る内海ダム（香川

県小豆総合事務所）において、施設及び整備状況
を見学しました。
午後は、公益社団法人日本水道協会調査部調査

課　調査専門監　藤村　誠様をお招きし、平成27
年２月に改訂した「水道料金算定要領」について、
料金算定の理論を踏まえ、他市の事例を交えつつ
料金制度の最適化に向けた実務について講義を受
けました。


