
─ 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

2019/1/24 第58回水道実務発表会 名寄市 対象：支部内全会員

道南地区
（0143）44-6117

2019/1 平成30年度第２回幹事会 室蘭市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2019/1/11 第208回幹事会 仙台市 対象：幹事

2019/2/ のうち
の二日間

第50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

2018/12 第３回防災連絡協議会

2019/1/ 中下旬 事務・技術講習会 東京都 参加費無料

2019/2/1 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2019/2/4・5 南関東ブロック合同防災
訓練

川崎市

神奈川県支部
（044）200-3096

2019/1/ 下旬 第１回幹事会 県内

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2018/12 役員都市担当課長会議 名古屋市

2019/1 役員会 名古屋市

2019/1 中部地方支部情報伝達訓
練

愛知県支部
（0532）51-2702

2019/1/29 支部役員会 豊橋市 対象：役員

静岡県支部
（054）251-0710

2019/1 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2019/2/8 水道技術管理者研修会 熱海市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2019/1/29 第２回役員会 岐阜市 対象：支部役員

新潟県支部
（025）232-7314

2019/1/ 中旬 水道災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2019/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2019/2/13 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

2019/2/21 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

2019/3/4 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

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2018/12 実務講習会（事務部門） 大阪市 対象：支部会員

2018/12 第２回事務担当者連絡会
議

大阪市 対象：府県支部担当者

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2018/12 第２回災害訓練検討委員
会

大阪市 対象：支部内委員都市

2019/１ 実務講習会（技術部門） 大阪市 対象：支部会員

2019/１/ 下旬 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2019/2 災害対策研修会 大阪市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2019/1/17 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2019/1/17 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）、賛助会
員

京都府支部
（075）672-7706

2019/2 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 対象：正会員、参加費無料

兵庫県支部
（06）6489-7411

2019/1/ 中旬 事務担当者連絡会 尼崎市 対象：幹事会構成員

2019/1/ 下旬 第236回幹事会 尼崎市 対象：幹事会構成員

2019/2/ 上旬 第75回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：正会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2018/12/ 未定 水道事業協議会 大津市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2018/12/4・5 第18回水道事例発表会 高知市 対象：支部正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2018/12/5・6 県外視察会 神戸方面

2019/1/ 中旬 役員会 総社市

2019/2/ 上旬 事務・技術会議 岡山市

香川県支部
（087）826-6112

2018/12/ 中旬 第２回県支部役員会 高松市 対象：正会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2019/1/ 未定 第３回役員会 熊本市 対象：役員都市

2019/2/ 未定 技術担当課長会議 宮崎市 対象：県支部長都市

佐賀県支部
（0952）33-1330

2019/2/ 未定 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

大分県支部
（097）538-2403

2019/1 第２回課長会 大分市 対象：正会員

熊本県支部
（096）381-4061

2019/1/25 第２回役員会 熊本市 対象：熊本県支部役員

沖縄県支部
（098）941-7840

2019/2/ 未定 水道事業管理者協議会 那覇市



─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

第59回技術研究会
10月２日に朝来市の和田山ジュピターホールに

於いて、第59回技術研究会を18事業体、33名の参
加のもと開催しました。
「水道事業ガイドライン（PI）を活用した現状
分析手法について」と題し、公益財団法人水道技
術研究センターの栗田翔氏から、PIによる分析・
評価手法についてご講演をいただきました。
現状分析・評価の重要性を再認識するととも

に、PI活用法への視野を広げる機会となりまし
た。

第59回業務調査会
10月18日から19日にかけて、第59回業務調査会

を24名の参加のもと、島根県松江市上下水道局へ
訪問し実施しました。
18日は、松江市水道事業の概要、簡易水道の統

合及び IoTを活用した遠隔監視システムによる広
域的水道施設の運転維持管理への取組みについて
説明を受けました。
翌19日は、松江市の水道専用ダムである「千本

ダム」、使用水量の約４分の１を給水する「忌部
浄水場」、配水池である「新乃白ポンプ場」、これ
ら施設を IoTを活用し監視等を行う「中央管理セ
ンター」を見学し、各施設の概要や小水力発電事
業について説明を受けました。
両日とも参加者から多くの質問が寄せられ、活

発な意見交換が行われました。



平成30年度応急給水実務訓練
「兵庫県水道災害相互応援に関する協定」及び日本水道協会兵庫県支部の技術連携の取組みとして平

成30年度応急給水実務訓練を、10月30日に尼崎市にある阪神水道企業団尼崎浄水場に於いて、28事業体、
76名が参加して実施しました。
浄水場給水装置からの給水車注入訓練、給水車運転訓練、小型浄水装置での実演などを通して、災害

時における対応を確認しました。


