
─ 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

2015/4/ 予定 監査会 札幌市 対象：監事都市

2015/5/ 予定 第217回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

道央地区
（0126）23-4111

2015/5/ 予定 第73回道央地区協議会総
会

北広島市 対象：地区協議会内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2015/5/25 第55回道東地区協議会総
会

根室市 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2015/5/ 予定 第83回道南地区協議会 室蘭市 対象：地区協議会内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2015/5/14 第79回道西地区協議会 乙部町 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2015/5/ 予定 第81回道北地区協議会総
会

上川町 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/4/8 第58回会計監査 仙台市 対象：監事

2015/4/10 第197回幹事会 仙台市 対象：幹事

2015/5/21・22 第55回労務担当者会議 福島市 対象：東北地方支部主要都市

2015/6/5 第10回防災協議会 仙台市 対象：各県支部長都市

2015/6/25・26 第46回水道技術管理者協
議会

鶴岡市 対象：東北地方支部主要都市

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2015/4/16・17 決算監査会 栃木県、千
葉県

2015/5/ 下旬 水質研究発表会運営委員
会①

未定

2015/6/ 中旬 第１回幹事会 未定

神奈川県支部
（044）200-3094

2015/4/24 平成27年度日本水道協会
神奈川県支部総会

横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2015/4 監査会 名古屋市

2015/6～11 技術技能研修 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2015/5/29 支部役員会 豊橋市 対象：役員

2015/5/29 支部総会 豊橋市 対象：正会員…参加費無料、賛助会員…
資料代1,000円

静岡県支部
（054）354-2704

2015/4/24 第１回役員会 磐田市 対象：支部役員

2015/4/24 第60回県支部総会 磐田市 対象：支部会員

2015/6 防災担当者連絡会議 御殿場市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2015/5/22 役員会 山県市 対象：役員都市

2015/5/22 県支部総会 山県市 対象：会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 長野県支部
（026）224-5070

2015/4/23 日本水道協会長野県支部
（長野県水道協議会）役
員会

長野市 対象：役員都市

新潟県支部
（025）266-9311

2015/4/28 水道事業管理者協議会 新潟市 対象：支部正会員等

2015/5/29 第58回新潟県支部総会 上越市 対象：支部会員

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2015/4/ 下旬 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2015/5/ 下旬 事務担当者連絡会議 大阪市 対象：府県支部事務担当者

大阪府支部
（06）6858-2911

2015年4/ 未定 表彰審査委員会 大阪市内 対象：表彰審査委員

2015年4/ 未定 第１回幹事会 大阪市内 対象：幹事・監事

2015/5/28 第２回幹事会 高槻市 対象：幹事・監事

2015/5/28 支部総会 高槻市 対象：支部会員

京都府支部
（075）672-7706

2015/5/22 平成27年度支部第１回幹
事会

向日市

2015/5/22 第60回支部総会 向日市

兵庫県支部
（079）427-3617

2015/4/9 第57回監事会 加古川市 対象：監事会構成者

2015/4/28 第225回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者

2015/4/28 第58回総会 加古川市 対象：全会員、参加費無料

滋賀県支部
（077）528-2601

2015/4 滋賀県支部幹事会 大津市

2015/4 滋賀県支部総会 東近江市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2015/4/ 中旬 会計監査 広島市 平成26年度会計の監査

2015/5/ 中旬 第193回幹事会 下関市 対象：幹事

2015/6/ 中旬 県支部事務担当者連絡協
議会

松山市 対象：県支部長都市事務担当者

広島県支部
（0823）26-1603

2015/4/8 平成26年度会計の監査 呉市 対象：監事

2015/4/16 役員会 広島市 対象：幹事

2015/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2015/5/20 県支部総会 三原市 対象：支部会員

2015/6 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2015/4/7 役員会 岡山市 対象：役員都市

2015/4/23 県支部総会 玉野市 対象：会員

鳥取県支部
（0857）53-7952

2015/4/22 監事会 米子市

2015/4/22 理事会 米子市

2015/4/22 第62回総会 米子市

2015/6 第57回水道週間

徳島県支部
（088）623-2090

2015/4 第１回幹事会 徳島市 対象：幹事

2015/5/21・22 第60回県支部総会 三好市 対象：正会員

2015/6 県支部合同防災訓練 徳島市 対象：支部会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2015/4/16 監査会 那覇市 対象：事務局・総会開催県の支部役員

2015/5/26 第１回役員会 福岡市 対象：支部役員

福岡県支部
（093）582-3131

2015/4/23 県支部役員会 久留米市 対象：支部役員

2015/4/23 県支部総会 久留米市 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2015/4/23 第60回幹事会 竹田市 対象：幹事都市



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

九 州 大分県支部
（097）538-2403

2015/4/23 第60回県支部総会 竹田市 対象：正会員

2015/5/ 未定 技術管理者協議会 未定 対象：正会員

長崎県支部
（095）829-1203

2015/4/23 幹事会 西海市 対象：幹事都市

2015/4/23 県支部総会 西海市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2015/5/ 未定 第１回役員会 唐津市 対象：役員都市

2015/5/ 未定 県支部総会 唐津市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2015/4/10 平成27年度監事会 熊本市 対象：監事都市

2015/4/30 平成27年度第１回役員会 菊池市 対象：支部役員

2015/4/30 平成27年度県支部総会 菊池市 対象：支部会員

2015/5/1 平成27年度県支部研修会 菊池市 対象：支部会員

宮﨑県支部
（0985）26-7506

2015/4/23 県支部監査会 宮崎市 対象：支部監事

2015/4/23 県支部総会 宮崎市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2015/4/16 第１回役員会 鹿児島市 対象：幹事都市

2015/4/16 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2015/4/10 役員会 那覇市 対象：支部役員

2015/4/24 県支部総会 浦添市 対象：支部会員

2015/5/ 未定 水道基礎講座 那覇市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（長野県支部）

平成26年度水道技術管理者等研修会（長野県長野市：２月10日）
当県支部では正会員の職員に対し、水道事業が直

面している様々な課題について、全国的な動向や国
の方針などを討議・研究する場として、また、技術
力の向上と事故発生時の迅速な対応を図るため、事
業体同士が情報を共有することを目的に、毎年開催
しており、今年度は64名の出席がありました。
研修会は「官民連携の経緯と現在位置」と題して、

富山県生活環境文化部　熊谷和哉次長（元厚生労働
省健康局水道課水道計画指導室長）に水道事業の現
在位置と将来についてご講演いただきました。

長野県神城断層地震への対応
平成26年11月22日に発生した長野県北部を震源とする長野県神城断層地震は、地震の規模がマグニ

チュード6.7、最大震度６弱で、白馬村及び小谷村を中心に重傷者10名を含む負傷者36名、住宅損壊は一
部損壊も含め1,426棟という甚大な被害をもたらしました。被災された皆様に対し心よりお見舞い申し上
げます。
地震による水道施設への影響も大きく、水道管の破損などにより、県内では最大時断水戸数が1,462戸

となり、地震の揺れに伴う水道水の濁りも広範囲で発生いたしました。
長野県支部では、地震発生直後から、長野県と協力しながら被害状況の把握に努め、特に被害の大き

かった白馬村、小谷村、小川村に対し、「長野県水道協議会水道施設災害等相互応援要綱」に基づき、応
急給水活動及び応急復旧活動を実施いたしました。
また、白馬村での応急復旧活動については、県内事業体だけでは対応が間に合わず、「中部地方支部災

害時相互応援に関する協定」に基づき、県外事業体の皆様に９日間に渡り、６事業体、延べ245人のご支
援をいただきました。
お陰をもって12月15日には県内の断水は全て解消されました。ご支援いただいた事業体の皆様には、

改めて御礼申し上げます。



（関西地方支部）

日本水道協会関西地方支部第58回研究発表会
関西地方支部では、支部会員を対象として、水道

事業の持続性に寄与する様々な研究と成果を発表す
る場として研究発表会を毎年開催しています。
今年度は平成27年２月17日・18日の２日間にわた

り、兵庫県尼崎市の都ホテルニューアルカイックに
て開催しました。
２日間でのべ400名を超えるご参加をいただき、

参加者は49題の多岐にわたる研究成果の発表に熱心
に耳を傾けておられました。また、発表後の質疑も
活発に行われ、水道事業に関する課題の解決に向け
た有効な情報共有の場となりました。

（兵庫県支部）

第69回水道技術管理者協議会（姫路市：２月９日）
姫路市において、第69回水道技術管理者協議会を

開催しました。加古川市水道局長及び姫路市水道事
業管理者の挨拶の後、日本水道協会水道技術管理者
協議会（第157回・第158回・第159回）の報告を行
いました。続いて、阪神水道企業団技術部浄水計画
課長より、「阪神水道企業団における水安全計画の
策定とその運用」をテーマにご講演いただきまし
た。


