
─ 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

2020/3/10 第70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

2020/4 監査会 札幌市 対象：支部監事都市

2020/5 第232回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員都市

2020/5 千島海溝沿い超巨大地震
検討小委員会　第３回
検討会

釧路市 対象：小委員会委員

道央地区協議会
（0126）23-4111

2020/5 第78回道央地区協議会総会 岩内町 対象：地区内正会員

道東地区協議会
（0154）43-2164

2020/5 第60回道東地区協議会総会 北見市 対象：地区内正会員

道南地区協議会
（0143）44-6117

2020/5 第88回道南地区協議会総会 室蘭市 対象：地区内正会員

道西地区協議会
（0138）27-8711

2020/5 第84回道西地区協議会総会 知内町 対象：地区内正会員

道北地区協議会
（0166）24-3160

2020/5 第87回道北地区協議会総会 豊富町 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2020/4/6 第63回会計監査 仙台市 対象：監事

2020/4/10 第212回幹事会 仙台市 対象：幹事

2020/4/10 功績者審査委員会 仙台市 対象：幹事

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2020/3/ 下旬 第３回防災連絡協議会 未定

2020/4/ 中旬 決算監査 羽村市
甲斐市

2020/5/ 中旬 水質研究発表会運営委員会 東京都

2020/5/ 中旬 第１回事務担当者会議・
防災連絡協議会

横浜市

神奈川県支部
（044）200-3094

2020/4/23 神奈川県支部総会 横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2020/4 監査会 名古屋市

三重県支部
（059）237-5811

2020/5/ 未定 第１回役員会 津市 対象：支部役員

2020/5/ 未定 第66回県支部総会 鳥羽市 対象：支部会員

静岡県支部
（054）251-0710

2020/4/24 第１回役員会 島田市 対象：支部役員

2020/4/24 第65回県支部総会 島田市 対象：支部会員

岐阜県支部
（058）259-7523

2020/5/21 県支部役員会 下呂市 対象：県支部役員

2020/5/21 第65回県支部定時総会 下呂市 対象：県支部会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 福井県支部
（0776）20-5615

2020/5/21 役員会 福井市 対象：役員都市

2020/5/21 県支部総会 福井市 対象：支部会員

新潟県支部
（025）232-7314

2020/3/5 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

2020/3/12 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

2020/3/19 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

2020/4/ 下旬 監事会 新潟市 令和元年度決算等会計監査

2020/4/27・28 水道事業管理者協議会 新発田市 対象：県支部正会員等

2020/5/ 下旬 第１回役員会 長岡市 対象：支部役員

2020/5/ 下旬 第62回総会 長岡市 対象：支部会員

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2020/3/2 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

2020/3/23 第３回災害対策検討委員会 奈良市 対象：災害対策検討委員

2020/4/ 下旬 令和２年度第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

大阪府支部
（06）6858-2911

2020/4/ 未定 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2020/4/ 未定 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2020/4/24 第２回幹事会 羽曳野市 対象：幹事・監事

2020/4/24 支部総会 羽曳野市 対象：支部会員

兵庫県支部
（06）6489-7411

2020/4/ 上旬 第62回監事会 明石市 対象：監事

2020/4/27 第240回幹事会 丹波篠山市 対象：幹事会構成員

2020/4/27 日本水道協会兵庫県支部
第63回総会

丹波篠山市 対象：全会員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2020/4/ 中旬 会計監査 広島市 令和元年度会計の監査

2020/5/ 中旬 第208回幹事会 松山市 対象：幹事

広島県支部
（0823）26-1603

2020/4/ 上旬 令和元年度会計の監査 呉市 対象：監事

2020/4/ 中旬 役員会 広島市 対象：幹事

2020/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2020/5/15 県支部総会 東広島市 対象：支部会員

岡山県支部
（086）234-5906

2020/4/ 上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2020/4/28 県支部総会 倉敷市 対象：会員

2020/5/ 下旬 事務・技術会議 岡山市

鳥取県支部
（0857）53-7912

2020/4 監事会 三朝町 対象：県支部監事

2020/4/27 役員会 倉吉市 対象：県支部役員

2020/4/27 第67回総会 倉吉市 対象：県支部会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2020/5/20 第１回役員会 福岡市 対象：役員都市

2020/5/27 事務担当課長会議 福岡市 対象：県支部長都市

福岡県支部
（093）582-3131

2020/5/12 県支部役員会 岡垣町 対象：支部役員

2020/5/12 県支部総会 岡垣町 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2020/4/ 下旬 第65回幹事会 玖珠町 対象：正会員

2020/4/ 下旬 第65回総会 玖珠町 対象：正会員

2020/5 第１回課長会 大分市 対象：正会員

2020/5 水道技術管理者協議会 大分市 対象：正会員



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

九 州 長崎県支部
（095）829-1203

2020/4/16・17 県支部幹事会・総会 大村市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2020/5/ 未定 第１回役員会 鳥栖市 対象：役員都市

2020/5/ 未定 県支部総会 鳥栖市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2020/4/3 監事会 熊本市 対象：監事都市

2020/4/23 第１回役員会 上天草市 対象：役員都市

2020/4/23・24 県支部総会及び研修会 上天草市 対象：支部会員

宮崎県支部
（0985）26-7506

2020/4/24 県支部監査 宮崎市 対象：支部会員

2020/4/24 県支部総会 宮崎市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2020/4/ 未定 県支部役員会 鹿児島市 対象：役員都市

2020/4/ 未定 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2020/4/8 役員会 那覇市 対象：支部役員

2020/4/28 県支部総会 うるま市 対象：支部会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（道西地区協議会）

令和元年度全国会議を終えて
〇　はじめに
令和元年度全国会議は、昨年11月６日から８日の日程で、函館市の函館アリーナ、花びしホテルにお

いて開催されました。例年約3,000名の参加者が集まる全国会議の開催にあたっては、多数の運営スタッ
フの配置など、これまでの開催地と比較して職員数の少ない函館市にとっては懸案事項もありましたが、
北海道地方支部をはじめ多くの方々の応援をいただいたほか、局内検討組織や地元の大学等との連携に
より参加者をお迎えする準備を進め、成功裡に終了することができました。今回は、これらの内容につ
いて報告いたします。

〇　局内検討組織
函館市企業局は、水道事業のほかに下水道事業、路面電車事業も行っており、全国会議の函館開催に

向けては、全ての部門の職員が参加するプロジェクトチームを設置して、全国から集まる参加者をお迎
えする企画の立案を進めました。侃

かん

々
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諤
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の議論を重ねて、北海道・函館の特色を活かした昼食や懇親
会のメニュー、函館水道の歴史に触れていただく視察コースなどを決定いたしました。

〇　北海道地方支部会員の協力
会議開催期間は、多くの運営スタッフを配置する必要

があることから、早い段階から北海道地方支部長や各地
区協議会区長、函館市が区長を務める道西地区協議会各
会員に、主に研究発表会の会場スタッフの配置につい
て、協力要請を行いました。会議期間中は約50名の応援
をいただき、函館市の職員とあわせ十分なマンパワーを
確保することができました。
また、北海道内各地から集まるスタッフの連絡調整を

担当する職員を各会場に配置するなど工夫をしながら、
円滑な会場運営に努めました。

〇　地元大学との連携
全国会議に関する各種デザインについては、公立はこだて未来大学の協力

をいただき、制作いたしました。デザインを担当する学生に水道施設の見学
や函館水道についての説明を受けていただいた後、函館市企業局職員と学生
で協議をしながら、制作を進めました。写真の幾何学模様は、「函」と「水」
を組み合わせた旧函館市水道局の記章を基本パターンに、水道管が張り巡ら
されている様子をイメージしてデザインしたものです。全国会議函館開催の
メインビジュアルとして、各会場の看板や資料袋、スタッフジャンパーなど
さまざまなものに使用しました。

研究発表会場受付

宿泊・視察のご案内



〇　管工事組合との連携
地元の函館管工事業協同組合とも連携を図りました。全国会議が函館で開催されるにあたり、ぜひと

も一緒に歓迎ムードを盛り上げたいとの組合の意向を踏まえ、開催地 PRコーナーにスタッフを配置し
ていただいたほか、観光アンケート回答者に配付したイカめしなどの記念品を提供していただきました。

〇　函館水道130周年記念事業
令和元年は、函館に近代水道が創設されて130周年の

節目の年であり、「未来へつなぐ水のみち」をテーマに
さまざまな記念事業を実施しました。この記念事業の一
環として、市内の工業高等専門学校の学生等を全国会議
や水道展へ招待し、参加者からは「貴重な体験ができ
た」、「今後の進路を考える参考になった」というような
感想をいただきました。
また、路面電車に水道が行き渡る様子を描いたラッピ

ングを施し、全国会議の期間中も街なかを運行したほ
か、視察コース参加者には実際に乗車いただきました。
なお、このラッピングデザインについても、公立はこだて未来大学の協力をいただき、制作したもの

です。

〇　結び
長い準備期間を経て、多くの人が関わり、全国会議は無事に開催され、随所に函館らしさも感じられ

るすばらしい会議となりました。全国会議の準備、運営に携わったスタッフは一丸となって取り組みを
進めることで一層絆が深まり、また、今回の取り組みを通じてたくさんの新たな絆も生まれました。
水道に関わる最新の知見に触れることにより、地域の水道関係者には非常に良い刺激となったほか、

学生等が水道事業に興味を持つきっかけにもなったことと思います。
また、観光、歴史等まちの魅力を発信する効果や、宿泊・飲食をはじめとした地域経済への波及効果

も非常に大きなものがあるなど、多岐にわたって有意義な催しであると実感いたしました。これまで、
全国会議は比較的大きな都市での開催が多かったですが、今後、さまざまな都市で開催されることを願っ
ております。
あらためまして、全国会議の函館開催にご尽力いただいた皆様、そして、ご参加いただいた皆様に心

から感謝いたします。誠にありがとうございました。

ラッピング路面電車



（大阪府支部）

第１回災害対策訓練を実施
阪神淡路大震災から25年経った、令和２年１月16日・17日の両日に大阪府支部として初めての災害対

策訓練を実施しました。
初日の情報伝達訓練では、堺市の協力のもと、合同で事務処理を行いました。二日目の応急給水訓練

では、堺市・和泉市の協力により両会場で給水活動を実施後、大阪広域水道企業団の会議室を利用して
総括を行いました。堺市・和泉市を含めた全参加事業体へは16日夕方に行先をお知らせすることで、実
際の災害時に即対応できる訓練といたしました。初めての訓練ということで問題点もありましたが、実
りある内容となりました。
訓練にご協力いただいた堺市・和泉市・大阪広域水道企業団の皆さまにはこの場をお借りして御礼申

し上げます。

第２回幹事会を大阪市にて開催
１月20日、大阪市中央区の「シティプラザ大阪」において第２回幹事会を開催しました。
令和２年度府支部事業計画案など、提出されたすべての案件が原案のとおり承認されました。



管理者研修会を大阪市にて開催
大阪府支部では、毎年、会員トップ級の方を対象に現代社会が直面する諸課題への認識を深めていた

だくことを目的に「管理者研修会」を開催しています。
近年、巨大地震の発生リスクの上昇が課題となっている他、水道事業の維持・更新を支えるための人

材不足も深刻な課題となっています。これまで支えてきた経験者が退職する中、前向きなモチベーショ
ンを持ちながら人材を確保し育成していくことが大切です。
このようなことから、今年度は、同志社大学政策学部教授の太田肇氏を講師にお迎えし、「モチベー

ションマネジメントのすすめ」をテーマに、１月20日、大阪市中央区の「シティプラザ大阪」において
37会員、58名の出席のもと開催しました。
研修会では、認めてあげることの大切さや失敗しない叱り方、またモチベーションの高い人に共通す

る特徴など興味深い事例を交えてお話ししていただき、大変参考になりました。


