
─ 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

2015/2/5 第54回水道実務発表会 室蘭市 対象：支部内全会員

2015/2/ 予定 第60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

道東地区
（0154）43-2164

2015/1/29 道東地区協議会指定給水
装置工事事業者合同研修
会（オホーツク地区）

北見市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/1/16 第196回幹事会 仙台市 対象：幹事

2015/2/12・13 第46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

2015/2/6 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2015/2下旬 第２回事務・技術講習会 横浜市

神奈川県支部
（044）200-3094

2015/1/14 平成27年指定給水装置工
事事業者研修会

横浜市 神奈川県民ホール

2015/1/20 平成27年指定給水装置工
事事業者研修会

平塚市 平塚市民センター

2015/1/22 平成27年指定給水装置工
事事業者研修会

川崎市 川崎市教育文化会館

2015/1・2 神奈川県支部第１回幹事
会

未定 調整中

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2015/1/20 役員会 愛知県名古
屋市

静岡県支部
（054）354-2704

2015/1/9 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2015/1/30 水道技術管理者研修会 島田市 対象：県支部正会員、参加費無料

長野県支部
（026）224-5070

2015/1/26 日本水道協会長野県支部
（長野県水道協議会上水
部会）役員会

長野市 対象：役員都市

新潟県支部
（025）266-9311

2015/1/16 災害対策会議 新潟市

2015/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市

2015/1/28 指定給水装置工事事業者
講習会（新潟会場）

新潟市

2015/2/13 指定給水装置工事事業者
講習会（上越会場）

上越市

2015/3/4 指定給水装置工事事業者
講習会（長岡会場）

長岡市

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2015/2/3 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

2015/2/17・18 研究発表会 尼崎市 対象：正会員、特別会員、賛助会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2015/1/20 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2015/1/20 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

2015/1/ 予定 第３回幹事会 京都市

2015/2/20 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

兵庫県支部
（079）427-3617

2015/1/19 事務担当者連絡会 加古川市 対象：事務担当者連絡会構成者

2015/1/26 第224回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者

2015/2/9 第69回水道技術管理者協
議会

姫路市 対象：水道技術管理者

滋賀県支部
（077）528-2601

2015/1 水道関係研修会 未定

中国四国 鳥取県支部
（0857）53-7952

2015/1 役員会

岡山県支部
（086）234-5906

2015/1/23 役員会 井原市 対象：役員都市

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2015/1/22・23 第３回役員会 那覇市 対象：支部役員

大分県支部
（097）538-2403

2015/2/19 第２回課長会 大分市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2015/2/ 未定 技術管理者研究会 武雄市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2015/2/ 未定 第２回役員会 佐賀市 対象：支部役員

熊本県支部
（096）381-4061

2015/1/15 平成26年度第２回理事会 熊本市 対象：支部役員

宮崎県支部
（0985）26-7506

2015/2/ 未定 事務担当者連絡会議 宮崎市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2015/2/ 未定 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：協議会都市



─ 地 域 の 話 題 ─

（中部地方支部支部）

中部地方支部合同防災訓練
中部地方支部では、「日本水道協会中部地方支部災害時相互応援に関する協定」に基づく相互応援活動

の円滑化を目指し、11月上旬に合同防災訓練を開催しました。
中部地方支部９県支部を３ブロックに分け、長野県飯田市（11月６～７日）、岐阜県大垣市（11月11日

～12日）、石川県小松市（11月13～14日）にて開催し、正会員71事業体の応援隊・見学者をはじめ、地元
の事業者組合、関係機関、地元小学校などにご協力・ご参加いただきました。
訓練はそれぞれの地域での大規模地震による発災を想定し、１日目に被災県支部内及び地方支部と各

県支部間での情報伝達を、２日目に応援隊の受入、応援本部の設置・運営、応急活動を確認しました。
開催地事業体のご尽力により、どのブロックでもスムーズな運営が行われました。作業従事者にとっ

ては、他の事業体職員や市民の前で、緊張感に包まれた中での作業となりましたが、日ごろの鍛錬の成
果を十二分に発揮されました。
応援派遣や受入作業の手順の確認・改善のためや日ごろの成果の発揮の場として、今後とも訓練を行

う意義は大いにあると感じられました。

応急給水訓練（飯田市） 応援隊受入訓練（小松市）

応急復旧訓練（大垣市） 本部運営訓練（大垣市）



（関西地方支部）

平成26年度管理者講習会
関西地方支部では、毎年、正会員所属の水道事業管理者を対象に講習会を開催しています。本年は、

11月６日にヴィアーレ大阪おいて、作家の童門冬二氏を講師として「歴史に学ぶ激動期のリーダーシッ
プ」をテーマにご講演いただきました。
水道事業管理者64名のご参加をいただき、歴史上の人物から現代にも通じるリーダー像についてのお

話に熱心に聞き入っておられました。

（岡山県支部）

平成26年度事務講習会（岡山県都窪郡早島町：11月28日）
当県支部では正会員の事務職員に対し、水道事業、その他幅広い知識を修得し、ひいては水道事業の

円滑な運営に資することを目的に、事務講習会を毎年開催しており、今年度は45名の出席がありました。
講習会は午前、午後と各１題ご講演いただきました。
午前は「日本水道協会国際研修の報告について」と題して、岡山市水道局経営管理課　桜井副主査に

日本水道協会が実施するイギリス水道事業研修の報告を行っていただきました。
午後は「東日本大震災を経験して伝えたいこと」と題して、気仙沼市ガス水道部施設整備課　成田技

術主任に東日本大震災における気仙沼市の被害状況、当時の水道担当者の対応と問題点、水道職員とし
て対応や今後の課題等をご講演いただきました。



（香川県支部）

第13回水道技術管理者連絡会議（綾川町：11月27日）
日本水道協会「水道技術管理者協議会」及び「中小規模水道問題協議会」協議事項の報告の場として、

県支部において水道技術管理者連絡会議を開催したところ、正会員職員36名の参加がありました。１題
目は、東かがわ市事業部上下水道課　課長　尾﨑　弘　様から、「日本水道協会中小規模水道問題協議会
協議事項」の報告を受け、２題目は、高松市上下水道局企業総務課（前局長）多田　弘二　様から、「水
道技術管理者協議会協議事項」の報告を受けました。
また、午後からは、地元水道機器製造企業の工場視察を行い有意義な会義になりました。


