
─ 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

2019/9/26 第69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

2019/10/7 第13回北海道地方支部
災害時相互応援訓練

北広島市 対象：地区正会員ほか

2019/10 令和元年度水道事務・
技術講習会

深川市 対象：支部正会員

2019/11/14 第231回北海道地方支部
理事会

釧路市 対象：支部役員

常設事務委員会
（0126）23-4111

2019/10 第113回常設事務委員会 小樽市 対象：支部委員都市

常設技術委員会
（0166）24-3166

2019/ 10/31・ 
11/1

第122回常設技術委員会 釧路市 対象：支部委員都市

常設水質委員会
（0138）46-3031

2019/10/17 第36回常設水質委員会 小樽市 対象：支部委員都市

道央地区
（0126）23-4111

2019/11 第29回道央地区協議会
運営委員会

千歳市 対象：地区運営委員

道東地区
（0154）43-2164

2019/11 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

帯広市 対象：地区内正会員

2019/11 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

2019/10/10 令和元年度道南地区協議会
技術職員養成研修会

札幌市 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2019/10 第22回地区協議会主管
課長会議

旭川市 対象：地区内正会員

2019/11 災害時相互応援情報伝達
訓練

富良野市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2019/9/19・20 令和元年度事務講習会 大仙市 対象：全正会員

2019/9/25 令和元年度配管実技
講習会

青森市 対象：青森県支部内

2019/9/26 令和元年度配管実技
講習会

秋田市 対象：秋田県支部内

2019/9/27 令和元年度配管実技
講習会

盛岡市 対象：岩手県支部内

2019/10/3・4 令和元年度技術講習会 山形市 対象：全正会員

2019/11/13 配管実技講習会運営委員会 仙台市 対象：委員

2019/11/21・22 第40回経営研究会 盛岡市 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

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

随時 技術継承研修 横浜市

2019/9/5 第２回水質研究発表会
運営委員会

東京都

2019/10/7 第３回水質研究発表会
運営委員会

川崎市

2019/10/ 中旬 事務担当者会議 横浜市

2019/10/18・19 北関東ブロック合同防災
訓練

さいたま市

2019/ 10/31・ 
11/1

南関東ブロック合同防災
訓練

甲府市

2019/11/20 令和元年度水質研究発表会 川崎市 参加費無料

2019/11/ 中旬 第２回幹事会 未定

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2019/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2019/10/23・24 合同防災訓練 上田市

2019/10/30・31 合同防災訓練 鯖江市

2019/11/5・6 合同防災訓練 高山市

2019/11/21・22 事務講習会 新潟市

愛知県支部
（0532）51-2702

2019/10/4 事務講習会 半田市 対象：正会員

2019/11/8 技術講習会 豊川市 対象：正会員

三重県支部
（059）237-5811

2019/10/ 上旬 水道事業担当者研修会 津市 対象：支部正会員

2019/11/ 未定 管理職会議 津市 対象：支部正会員

新潟県支部
（025）232-7314

2019/10/3・4 第40回水道技術管理者
協議会

村上市 対象：県支部正会員等

2019/10/25 第129回実務（事務）
講習会

新潟市 対象：全会員、参加費：2,000円

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2019/11/22 管理者講習会 大阪市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2019/10/ 下旬 秋季研修会 未定 対象：正会員・賛助会員

京都府支部
（075）672-7706

2019/9/6 工場見学 明石市 対象：支部正会員（無料）

2019/11/1 合同防災訓練 宮津市 対象：支部正会員（無料）

2019/11/22 研修会 京都市 対象：支部正会員（無料）

兵庫県支部
（06）6489-7411

2019/10/17・18 第60回業務調査会 新潟市 対象：正会員、参加費：10,000円

2019/10/25 危機管理訓練
（情報伝達訓練）

神戸市 対象：正会員

2019/10/29 危機管理訓練
（応急給水実務訓練）

川西市 対象：正会員

2019/11/ 上旬 第238回幹事会 尼崎市 対象：幹事会構成員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2019/9/18・19 事務講習会 高松市 対象：支部正会員

2019/10/9・10 技術講習会 津山市 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 中国四国地方支部
（082）511-6806

2019/10/ 中旬 第207回幹事会 広島市 対象：幹事

2019/10/24・25 管理職講習会 松江市 対象：支部正会員

2019/11/12～14 第３回合同防災訓練 徳島市
鳴門市
阿南市

対象：支部正会員

2019/11/26・27 第19回水道事例発表会 福山市 対象：支部正会員

広島県支部
（0823）26-1603

2019/10/2 技術講習会 三原市 対象：正会員

2019/10/16・17 県支部合同防災訓練 府中市 対象：正会員

2019/10 事務講習会 広島市 対象：正会員

2019/11/15 施設見学研修会 姫路市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2019/10/8 事務講習会 総社市 対象：正会員

2019/10/17・18 役員先進都市視察 宮城県 対象：正会員

2019/10/30・31 相互応援参集受入訓練 岡山市

2019/11/21・22 県外視察会 未定

2019/11/25～28 技能講習会 岡山市 対象：正会員

鳥取県支部
（0857）53-7912

2019/10 県支部水道技術管理者
協議会

県中部地区 対象：県支部会員

2019/10 県支部講習会 県中部地区 対象：県支部会員ほか

2019/11 県支部連絡協議会 県中部地区 対象：県支部会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2019/ 10/31・ 
11/1

事務研究会 長崎市 対象：正会員

2019/11/7・8 技術研究会 那覇市 対象：正会員、賛助会員ほか

2019/11/14・15 漏水防止講習会 日向市 対象：正会員、賛助会員ほか

福岡県支部
（093）582-3131

2019/10/9 事務・技術研究会 糸島市 対象：正会員

大分県支部
（097）538-2403

2019/10/ 未定 第２回課長会 大分市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2019/10/ 未定 水道課長会 鹿島市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2019/9/ 未定 事務講習会 熊本市 対象：正会員

2019/10/ 未定 技術講習会 熊本市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2019/10/ 未定 第２回役員会 未定 対象：役員都市

2019/10/ 未定 課長会 未定 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2019/10/ 未定 事務・技術研修運営
委員会

那覇市 対象：運営委員

2019/11/ 未定 事務研修会 豊見城市 対象：正会員

2019/11/ 未定 事務・技術担当課長会議 石垣市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

支部だより（大阪府支部）

水道施設見学及び研修会を広島県及び岡山県にて開催
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『平成30年７月豪雨に対する災害対応に

ついて』『環境負荷低減に向けた取組みについて』
を研修テーマに、７月４日・５日の両日にかけて、
26会員31名の参加のもと広島県及び岡山県に赴き
ました。
初日は、広島市水道局のご協力により、平成30

年７月豪雨による水道施設の被害状況の説明や復
旧に至るまでの経緯、及びその間の応急給水活動
についてご講義いただきました。また、机上の説
明だけでなく、現場を見学する機会を設けていた
だき、より理解を深めることができました。
二日目は、岡山市水道局のご協力により、小水

力発電所の事業経緯と現状について、また、浄水
発生土の有効利用についてご講義いただきまし
た。岡山市では創設当初の設備を現在も使用して
おり、当時の施設を見学できる貴重な機会も設け
ていただきました。
災害対策や環境への配慮は大阪府下の水道事業

体にとっても重要な課題であり、両市の説明は大
変興味深く、受講者からの質問にも一つ一つ丁寧
にご教示いただき、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広島市水道局及び岡山市水道局の皆さまにおかれましては、この場をお借りし

て改めてお礼申し上げます。


