
─ 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

2017/1/31 第56回水道実務発表会 釧路市 対象：支部内全会員

2017/2～3/
 予定

第64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

2016/12/1 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

中標津町 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/1/13 第202回幹事会 仙台市 対象：幹事

2017/2/16・17 第48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

2017/2/3 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2017/2/ 下旬 第２回事務・技術講習会 東京都

神奈川県支部
（044）200-3094

2017/1/ 下旬 神奈川県支部第１回幹事
会

県内

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2016/12/20 役員都市担当課長会議 名古屋市

2017/1/24 役員会 名古屋市

静岡県支部
（054）251-0710

2017/1/20 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2017/2/3 水道技術管理者研修会 浜松市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2017/1/31 役員会 岐阜市 対象：支部役員

新潟県支部
（025）232-7314

2017/1/19 災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2017/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2017/2/2 指定給水装置工事事業者
講習会（新潟会場）

新潟市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2017/2/9 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

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2016/12/12 第２回事務担当者会議 大阪市 対象：府県支部担当者

2016/12/16 実務講習会（事務） 大阪市 対象：支部会員

2017/1/ 下旬 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2017/2/ 下旬 実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/1/17 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2017/1/17 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

2016/12/22 研修会（事務） 京都市 対象 :正会員、参加費無料

2017/2 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 対象：正会員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/1/16 事務担当者連絡会 川西市 対象：幹事会構成者

2017/1/30 第230回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

2017/2/ 上旬 第72回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：水道技術管理者

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/2/ 上旬 第３回水道関係研修会 未定

中国四国 岡山県支部
（086）234-5906

2016/12/12・13 県外視察会 北九州市 対象：正会員

2017/1/ 中旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/1/26 第３回役員会 長崎市 対象：役員都市

2017/2 技術担当課長会議 福岡市 対象：県支部長都市

大分県支部
（097）538-2403

2017/2 第２回課長会 大分市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/2 技術管理者研究会 佐賀市 対象：支部会員

2017/2 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

熊本県支部
（096）381-4061

2017/1/27 第２回役員会 熊本市 対象：役員都市

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/2 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

秋季研修会を大阪府内にて開催
大阪府支部では、毎年、近畿地区の先進的な水

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「秋季研修会」を開
催しています。本年は研修テーマを『水道の地震
等災害対策について』とし、10月26日に、正会員
17水道事業体、26名の参加のもと、神戸市の２施
設に赴きました。
午前に訪問した『人と防災未来センター』では

「自然災害を無くすことはできないが、必要な知
識を学ぶことで被害を最小限に抑えることは可能
だ」という考えを持っており、会員は阪神淡路大
震災の被害を映像で再確認したり、東日本大震災
の被害状況との比較や、ハザードマップの有効性
などを学びました。
午後からは、神戸市水道局奥平野浄水場を訪問

し、阪神淡路大震災の経験からルートを変更し20
年という歳月をかけて築造された大容量送水管の
立坑内部を見学しました。立坑内部を降りた階ご
とにパネルによる工事風景が掲示されており、神
戸市の職員から一つずつ説明いただきました。事
業体にとって、防災は大変重要なテーマであり、
有意義な研修となりました。
府支部では、今後におきましても会員のニーズ

に沿った研修を行ってまいりますので、その折に
は積極的なご参加をお待ちいたしております。



（兵庫県支部）

第58回技術研究会（小野市　10月６日）
小野市のうるおい交流館において、第58回技術

研究会を開催しました。
開催地として小野市水道部長、支部長市として

川西市上下水道局長のあいさつの後、神戸市水道
局配水課の西馬担当係長から「熊本地震における
支援及び近年の災害から学んだこと」と題し、実
際に熊本地震など災害時に給水活動や復旧作業に
あたられた貴重な生の話を聞くことができ、今後
の災害対策にあたって応援、受援双方に大いに参
考になりました。

第57回業務調査会（広島県・岡山県　10月12日～13日）
第57回業務調査会は10月12日～13日の２日にわたり、事務局を含み27名参加のもと実施しました。
初日は広島市水道局を訪問し、平成26年８月豪雨による被害の復旧状況等について視察を行いました。
２日目は岡山積水工業株式会社を訪問し製品説明を受けた後、水道用管更生・更新工法協会によるノー

ディパイプ工法による水道管路の更生・更新技術の説明と工事のデモンストレーションを通じて先進技
術の見学を行いました。



水道事業技術連携応急給水実務訓練（篠山市　11月２日）
兵庫県下の水道事業体は、地震、異常渇水、そ

の他水道災害に備えて「兵庫県水道災害相互応援
に関する協定」を締結しているところです。
この協定のもと、11月２日に篠山市において応

急給水実務訓練を実施し、32事業体73名が参加し
ました。篠山市西新町浄水場で訓練説明や給水車
への充水、設置型組立式給水タンク設置の実演等
を、兵庫医科大学篠山医療センターや市立篠山中
学校では貯水槽への給水訓練や給水袋の配布など
を行い、訓練を通じて有事の際における対応を確
認しました。

（香川県支部）

第71回技術講習会（三豊市　10月17日）
技術講習会を開催し、正会員職員32名の参加が

ありました。
午前は、公益社団法人日本水道協会大阪支所

長 宮内　潔様をお招きし、「水道の災害時応援
対応と早期復旧について」と題して、過去の応援
対応事例と課題を踏まえ、今後想定される被害の
応急対策について具体的な説明及び組織間の連携
強化を図る取組みについての講義を受けました。
午後は、ナルコート工業会様をお招きし、「水

道用コンクリート水槽内面ポリエチレン塗料につ
いて」の講義を受け、長期使用かつ安全・安心な
水道水の供給を行うために、水道施設における内
面塗装の重要性について学びました。


