
─ 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

2015/9/9 第61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

2015/11/ 予定 平成27年度水道事務・技
術講習会

小樽市 対象：支部内正会員

2015/11/ 予定 第219回北海道地方支部
理事会

室蘭市 対象：支部役員

事務委員会
（0138）27-8711

2015/10/22 第109回常設事務委員会 室蘭市 対象：支部内委員都市

技術委員会
（0126）23-4111

2015/11/5・6 第118回常設技術委員会 稚内市 対象：支部内委員都市

水質委員会
（0166）57-5003

2015/10/22・23 第32回常設水質委員会 苫小牧市 対象：支部内委員都市

道央地区
（0126）23-4111

2015/11/ 予定 第25回道央地区協議会運
営委員会

岩見沢市 対象：地区協議会内委員都市

道東地区
（0154）43-2164

2015/9/2 道東地区災害時相互応援
訓練

津別町 対象：地区協議会内正会員

2015/11/ 予定 道東地区協議会事務・技
術・水質研修会

釧路市 対象：地区協議会内正会員

2015/11/12 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

幕別町 対象：地区協議会内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2015/10/ 予定 地区協議会研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2015/10/9 平成27年度地区協議会技
術職員養成研修会

苫小牧市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2015/9/3・4 第18回地区協議会担当者
会議

羽幌町 対象：地区協議会内担当者

2015/10/ 予定 第18回地区協議会主管課
長会議

旭川市 対象：支部内委員都市

2015/11/ 予定 道北地区災害時相互応援
情報伝達訓練

第５ブロッ
ク

対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/9/24・25 平成27年度事務講習会 盛岡市 対象：正会員

2015/9/29 平成27年度配管実技講習
会

秋田市 対象：秋田県支部内の正会員

2015/9/30 平成27年度配管実技講習
会

八戸市 対象：青森県支部内の正会員

2015/10/1 平成27年度配管実技講習
会

盛岡市 対象：岩手県支部内の正会員

2015/10/8・9 平成27年度技術講習会 青森市 対象：全正会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/11/5・6 第37回経営研究会 秋田市 対象：東北地方支部主要都市

2015/11/18 配管実技講習運営委員会 仙台市 対象：委員

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2015/9/10 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2015/9/ 中旬 事務担当者会議 未定

2015/10・11 技術継承研修 横浜市

2015/10/ 中旬 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2015/10/ 中旬 第２回幹事会 未定

2015/11 技術継承研修 東京都

2015/11/25 水質研究発表会 東京都

神奈川県支部
（044）200-3094

2015/9/16 平成27年度第２回神奈川
県支部講習会

横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2015/10/15・16 合同防災訓練 富山県射水
市

2015/10/27・28 合同防災訓練 静岡県沼津
市

2015/11/12・13 合同防災訓練 三重県伊勢
市

2015/11/18・19 水道事務講習会 長野県上田
市

静岡県支部
（054）354-2704

2015/9/29・30 水道技術者実務講習会 富士市 対象：県支部正会員、参加費無料

2015/10/9 水道主管課長研修会 藤枝市 対象：県支部正会員主管課課長、参加費
無料

2015/11 先進都市視察研修会 （調整中） 対象：県支部正会員、参加費5,000円／
人

新潟県支部
（025）232-7314

2015/10/
 中・下旬

第121回実務（事務）講
習会

新潟市 対象：正会員・賛助会員・準正会員・準
賛助会員

2015/11/ 下旬 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

2015/11/ 下旬 第36回水道技術管理者協
議会

新潟市 対象：県支部正会員等

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2015/11/ 初旬 秋季研修会 未定 対象：正会員

京都府支部
（075）672-7706

2015/9/ 初旬 第２回幹事会 京都市

2015/9/ 下旬 第２回支部合同訓練小委
員会

京都市

2015/11 支部合同訓練 京都市

兵庫県支部
（079）427-3617

2015/9/29 第56回事務研究会 西播磨水道
企業団

対象：正会員（41会員）

2015/10/6・7 第56回業務調査会 東京都外 対象：正会員（41会員）

2015/10/19 全会員講習会 加古川市 対象：正会員・賛助会員・特別会員・準
賛助会員

2015/10/28 第226回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者



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

2015/10/8・9 事務講習会 米子市 対象：支部正会員

2015/10/ 中旬 第195回幹事会 広島市 対象：幹事

2015/11/10～12 第２回合同防災訓練 松山市、新
居浜市、宇
和島市

対象：支部正会員

2015/11/19・20 管理職講習会 今治市 対象：支部正会員

2015/11/26・27 技術講習会 福山市 対象：支部正会員

広島県支部
（0823）26-1603

2015/10/14・15 県支部合同防災訓練 東広島市 対象：正会員

2015/10 技術講習会 大竹市 対象：正会員

2015/10 事務講習会 竹原市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2015/9/ 中旬 事務講習会 岡山市 対象：正会員

2015/10/21・22 相互応援参集受入訓練 総社市 対象：正会員

2015/11/17～19 技能講習会 倉敷市 対象：正会員

鳥取県支部
（0859）32-6112

2015/10/ 未定 県支部水道技術管理者協
議会

中部地区 対象：県支部会員

2015/10/ 未定 県支部講習会 中部地区 対象：県支部会員ほか

2015/11/ 未定 県支部連絡協議会 東部地区 対象：県支部会員

香川県支部
（087）839-2711

2015/9/1 第77回事務講習会 琴平町 正会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2015/10/13・14 合同防災訓練 佐賀市 対象：支部長都市他

2015/11/5・6 事務研究会 都城市 対象：支部長都市他

2015/11/12・13 技術研究会 福岡市 対象：支部長都市他

2015/11/17 事務担当課長会議 福岡市 対象：支部長都市他

2015/11/19・20 漏水防止講習会 長崎市 対象：支部長都市他

大分県支部
（097）538-2403

2015/10/ 未定 第１回課長会 未定 対象：正会員

2015/10/ 未定 職員視察研修 未定 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2015/10/ 未定 水道課長会 武雄市 対象：正会員

熊本県支部
（096）381-4061

2015/10/1 県支部講習会：技術 熊本市 対象：熊本県支部正会員、賛助会員、県
支部独自会員

2015/10/2 県支部講習会：事務 熊本市 対象：正会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2015/10/28 第２回役員会 出水市 対象：幹事都市

2015/10/28・29 県支部課長会 出水市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2015/10/ 未定 事務・技術研修運営委員
会

那覇市 対象：運営委員

2015/11/12 情報交換会 石垣市 対象：正会員

福岡県支部
（093）582-3131

2015/10/9 県支部事務技術研究会 福岡市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（東北地方支部）

平成27年度合同訓練
東北地方支部では、災害時における東北地方支

部内の相互応援の実効性を高めることを目的とし
て、「日本水道協会東北地方支部災害時相互応援
に関する協定書」に基づき、７月21～22日に初め
ての合同訓練を実施しました。
今回の合同訓練は、仙台市を震源とする震度６

強の地震が発生し、この地震により仙台市内で大
規模な断水が発生したという想定に基づき、宮城
県支部からの応援要請に基づき岩手県支部と山形
県支部が給水応援を行うというものです。
１日目は情報連絡訓練を行い、２日目は応急給

水隊参集訓練及び応急給水訓練を行いました。２
日目の訓練では、宮城県支部、岩手県支部及び山
形県支部から、給水車22台が被災会員の仙台市に
参集しました。また、支援拠点会員として塩竈市
の梅の宮浄水場の協力をいただき、注水補給訓練
（一部の給水車のみ）も実施しました。
この訓練を通じて、応援派遣や受入の手順を再

確認することができました。来年度以降も同様の
訓練を継続し、東北地方支部内の協力体制の強化
を図っていく予定です。

応援給水隊受入訓練

給水車参集状況
（京都府支部）

平成27年度日本水道協会京都府支部工場見学及び研修会について
平成27年７月31日（金）に、大成機工株式会社の御協力を得て、同社三田工場にて工場見学及び研修

会を開催し、支部正会員（府・市・町）11会員（42名）の参加がありました。
当日の内容は、ヤノジョイント及びソケット用フクロジョイントの漏水下での取付や耐震補強金具及

びフランジサポートの取付実演を行うとともに、展示ルームにおいて、展示製品の用途や構造の説明を
受けました。参加者からは多くの質問が寄せられ、意識の高さが感じられました。

（展示ルーム） （集合写真）



（兵庫県支部）

第57回技術研究会（加東市：７月９日）
加東市役所において、第57回技術研究会を開催

しました。当日は、開催地として加東市上下水道
部長の挨拶の後、神戸市水道局事業部配水課配水
係長から「神戸市におけるアセットマネジメント
的手法を活用した配水管の更新について」という
テーマでご講演をいただきました。
講演では、水道事業体が抱える課題、アセット

マネジメントの概要、そして都市の将来像を見据
えた安定的な更新工事の実施等について、具体的
な実例をもとにお話をいただきました。

平成27年度水道職員講習会（宝塚市：７月15日）
宝塚ホテルにおいて、平成27年度水道職員講習

会を開催しました。当日は、開催地として宝塚市
上下水道事業管理者の挨拶の後、毎日放送人事局
キャリア推進部長の大谷邦郎氏より「危機対応に
おける広報の基本について」というテーマでご講
演をいただきました。
大谷氏は、情報発信をテーマにした講演や、コ

ンサルタントやプロデューサーとして多岐に渡っ
て活躍され、その豊富な経験から、危機対応の基
本的事項、平時からの心構え、準備すべき内容や
優先順位などについて、参加者の役割演技や理解
度を確認しながら、終始熱心に、そしてわかりや
すくお話をいただきました。


