
─ 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

2017/9/19 第65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

2017/10・11 平成29年度水道事務・技
術講習会

室蘭市 対象：支部内正会員

2017/11 第225回北海道地方支部
理事会

小樽市 対象：支部役員

事務委員長
（0154）43-2164

2017/10 第111回常設事務委員会 釧路市 対象：支部内委員都市

水質委員長
（0134）51-2562

2017/10 第34回常設水質委員会 名寄市 対象：支部内委員都市

技術委員長
（0143）44-6117

2017/11/1・2 第120回常設技術委員会 中空知（企）
※滝川市

対象：支部内委員都市

道央地区
（0123）24-3270

2017/11 第27回道央地区協議会運
営委員会

小樽市 対象：地区内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2017/11 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

釧路市 対象：地区内正会員

2017/11 道東地区協議会事務・技
術・水質研修会

釧路市 対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2017/9/21・22 平成29年度道南地区協議
会技術職員養成研修会

岩見沢市 対象：地区内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2017/11 道西地区協議会研修会 函館市 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2017/9/26 第20回地区協議会担当者
会議

枝幸町 対象：地区内正会員

2017/10 第20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

2017/11 災害時相互応援情報伝達
訓練

被災地
上川町

対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/9/14・15 平成29年度事務講習会 福島市 対象：全会員

2017/9/26 平成29年度配管実技講習
会

弘前市 対象：青森県支部内

2017/9/27 平成29年度配管実技講習
会

秋田市 対象：秋田県支部内

2017/9/28 平成29年度配管実技講習
会

盛岡市 対象：岩手県支部内

2017/10/5・6 平成29年度技術講習会 石巻市 対象：全正会員

2017/11/9・10 第39回経営研究会 米沢市 対象：東北地方支部主要都市

支  部  だ  よ  り



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

2017/11/15 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

随時 技術継承研修 横浜市

2017/9/6 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2017/10/ 上旬 事務担当者会議 横浜市

2017/10/ 上旬 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2017/10/ 下旬 第２回幹事会 横浜市

2017/11/21 平成29年度水質研究発表
会

埼玉県 参加費無料

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2017/10/17・18 合同防災訓練 金沢市

2017/10/19・20 合同防災訓練 松本市

2017/11/1・2 水道事務講習会 静岡市

2017/11/6・7 合同防災訓練 多治見市

愛知県支部
（0532）51-2702

2017/10/18 事務講習会 あま市 対象：正会員

2017/11/21 技術講習会 知多市 対象：正会員

静岡県支部
（054）270-9117

2017/9 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

2017/10/4 水道主管課長研修会 掛川市 対象：県支部正会員、参加費無料

2017/11 先進都市視察研修会 未定 対象：県支部正会員、参加費５千円／人

岐阜県支部
（058）259-7523

2017/11/15 水道主管者会議 郡上市 対象：岐阜県支部会員

新潟県支部
（025）232-7314

2017/10/19 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

2017/10/31 第125回実務（事務）講
習会

新潟市 対象：全会員、参加費 ２千円

2017/11/ 下旬 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

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2017/11/ 下旬 秋季研修会 京都市 対象：正会員

京都府支部
（075）672-7706

2017/11 支部合同防災訓練 南丹市 対象：正会員、参加費無料

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/9/27 全会員講習会 川西市 対象：全会員

2017/10/11・12 第58回業務調査会 横浜市・川
崎市

対象：正会員

2017/10/17 第232回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/11/28～30 指定給水装置工事事業者
研修会

栗東市 対象：県内指定給水装置工事事業者

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/10/5・6 事務講習会 高知市 対象：支部正会員

2017/10/ 中旬 第201回幹事会 広島市 対象：幹事

2017/11/8・9 管理職講習会 岩国市 対象：支部正会員

2017/11/13・14 技術講習会 徳島市 対象：支部正会員

2017/11/28・29 第17回水道事例発表会 松江市 対象：支部正会員



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中国四国 広島県支部
（0823）26-1603

2017/10/25 技術講習会 尾道市 対象：正会員

2017/11/7・8 県支部合同防災訓練 広島市 対象：正会員

2017/11/ 下旬 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

2017/9/ 下旬 事務講習会 新庄村 対象：正会員

2017/9/27～29 指定給水装置工事事業者
研修会

岡山市

2017/10/2・3 指定給水装置工事事業者
研修会

倉敷市

2017/10/6 指定給水装置工事事業者
研修会

新見市

2017/10/11・12 指定給水装置工事事業者
研修会

津山市

2017/10/19・20 相互応援参集受入訓練 倉敷市

2017/10/ 下旬 技能講習会 倉敷市

2017/11/ 下旬 県外視察会 未定

香川県支部
（087）839-2711

2017/9/26 第72回技術講習会 綾川町 対象：正会員

2017/11/11 第15回香川用水水源地保
全活動

土佐町 対象：正会員等

九 州 福岡県支部
（093）582-3131

2017/10/13 県支部事務・技術研究会 直方市 対象：支部役員

大分県支部
（097）538-2403

2017/10/ 未定 第１回課長会 未定 対象：正会員

2017/10/ 未定 職員視察研修 未定 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/10/ 未定 水道課長会 多久市 対象：正会員

熊本県支部
（096）381-4061

2017/9/29 県支部講習会：事務 熊本市 対象：正会員

2017/10/6 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

鹿児島県支部
（099）213-8502

2017/10/23・24 第２回役員会 霧島市 対象：幹事都市

2017/10/23・24 県支部課長会 霧島市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/10/ 未定 事務・技術研修運営委員
会

那覇市 対象：運営委員

2017/11/ 未定 事務研究会 名護市 対象：正会員

2017/11/ 未定 情報交換会 久米島町 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

水道施設見学及び研修会を熊本県及び福岡県にて開催
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『地震における受援側の対応について』『日本の水回りの変遷について』を研修テーマに、７月

10日、11日の両日にかけて、正会員17会員22名、賛助会員６会員７名の参加のもと熊本県熊本市および
福岡県北九州市に赴きました。
初日は、熊本市上下水道局のご協力により、平成28年４月に発生した熊本地震での被害状況や受援側

としての対応についてご講義いただきました。大阪府内の事業体にとっても「災害時の受援側としての
対応」は喫緊の課題であり、それを乗り越えられた熊本市さんの説明は大変興味深く、受講者からの質
問に対しましても一つ一つ丁寧にご教示いただきました。
二日目は、TOTO株式会社及び TOTOアクアテクノ株式会社のご協力により、TOTOミュージアムで

水回りの変遷について見学し、また、小倉工場では、近年の水道事情に合わせた水栓金具の製造工程を
見学することにより、今後の水需要のあり方を考える機会となりました。
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熊本市上下水道局及び TOTO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）

平成29年度日本水道協会京都府支部研修会の開催
平成29年７月24日（月）に、名古屋大学減災連携研究センター准教授　平山修久氏、熊本市上下水道

局維持管理部管路維持課長　白岩武樹氏及び同総務部総務課主任主事　田代一洸氏の３名をお招きし、
災害対策についての研修会を開催しました。
当日は京都府支部だけでなく、関西地方支部の各府県支部にもお声掛けをし、総勢73名の参加があり

ました。
平山先生からは、「目標による管理での災害対応と連携を考える」と題し、過去の災害や海外の事例を

用い、BCPの策定や受援体制の構築等、災害対応の強化について御講義いただきました。
熊本市上下水道局からは、「熊本地震から１年　復興に向けて」と題し、熊本地震から得た教訓や課題

等について、実体験をもとに御講義いただきました。
参加者からは、災害対策や災害対応の重要性を再認識するとともに、難しさや課題を感じた等の御意

見が寄せられました。今後も京都府支部では、11月の合同防災訓練をはじめ、大地震等の災害に備え、
災害対策の強化に努めてまいります。



（兵庫県支部）

第73回水道技術管理者協議会（西宮市：７月13日）
第73回水道技術者協議会は水道技術管理者等を

対象に先進技術や高度で充実した施設を参加者43
名で視察しました。
午前中は開催市である西宮市を出発し、西宮市

水道技術管理者と支部長市の川西市水道技術管理
者のあいさつの後、株式会社クボタ阪神工場にお
いてダクタイル鉄管の製造工程や品質保証体制な
どを３班に分かれて見学し、午後からは大阪市水
道局体験型研修センターを訪問し、平常時はもと
より異常時の緊急対応も含め取水から浄水、配
水、給水にいたるトータルの運営ノウハウを体験
しながら研修を行いました。

平成29年度水道職員講習会（高砂市：７月28日）
平成29年度水道職員講習会は講師に兵庫県立人

と自然の博物館館長の中瀬　勲さんを招いて参加
者43名のもと開催しました。
演題は「水風景・今昔」と題し、水が織りなす

日本の四季の水風景や日本人の風景観の変遷など
興味深い講演でした。
日頃、水道の経営から施設の耐震化維持管理な

どに取り組んでいる水道職員が少し違った視点で
今回の講演を受講できたことは視野を広げ幅広い
知識習得にもなり、意義のあるものでした。


