
─ 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

2017/2～3/ 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

2017/4 監査会 札幌市 対象：監事都市

道央地区
（0134）32-1171

2017/2/16・17 第４回指定給水装置工事
事業者合同研修会

札幌市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

道西地区
（0138）27-8711

2017/3/16 指定給水装置工事事業者
研修会

函館市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

道北地区
（0166）24-3160

2017/2/2 道北地区協議会災害時相
互応援情報伝達訓練

第１ブロッ
ク（被災想
定地：浜頓
別町）

対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/2/16・17 第48回各県支部事務担当
者会議

仙台市

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2017/2/10 第４回水質研究発表会運
営委員会

未定

2017/2/22 第２回事務・技術講習会 東京

2017/4/ 中旬 決算監査 足利市、甲
斐市

神奈川県支部
（044）200-3094

2017/4/ 下旬 神奈川県支部総会 横須賀市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/4 監査会 名古屋市

静岡県支部
（054）251-0710

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

2017/4/28 第１回役員会 静岡市 対象：支部役員

2017/4/28 第62回県支部総会 静岡市 対象：支部会員

長野県支部
（026）224-5070

2017/2/16 平成28年度水道技術管理
者等研修会

長野市 対象：支部会員、長野県水道協議会正会
員

新潟県支部
（025）232-7314

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

2017/3/1 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

2017/4/ 下旬 水道事業管理者協議会 新潟市 対象：県支部正会員等

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2017/2/13 実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

2017/3/16 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/4/ 未定 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2017/4/ 未定 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2017/4/28 第２回幹事会 八尾市 対象：幹事・監事

2017/4/28 支部総会 八尾市 対象：支部会員

京都府支部
（075）672-7706

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

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/2/7 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

2017/4/ 上旬 第59回監事会 川西市 対象：監事

2017/4/26 第231回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

2017/4/26 第60回総会 川西市 対象：全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/2 第３回水道関係研修会 未定

2017/4 滋賀県支部第１回幹事会 大津市

2017/4 滋賀県支部総会 甲賀市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/4/ 中旬 会計監査 広島市 平成28年度会計の監査

広島県支部
（0823）26-1603

2017/4/ 上旬 平成28年度会計の監査 呉市 対象：監事

2017/4 役員会 広島市 対象：幹事

2017/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2017/4/ 上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2017/4/ 下旬 県支部総会 笠岡市 対象：会員

鳥取県支部
（0859）32-6112

2017/4下旬 県支部監事会 倉吉市 対象：支部監事

2017/4下旬 県支部理事会 倉吉市 対象：支部役員

2017/4下旬 第64回県支部総会 倉吉市 対象：支部会員他

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/2/2 技術担当課長会議 北九州市 対象：県支部長都市

2017/2/16 事務担当者連絡会議 福岡市 対象：県支部長都市

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

宮﨑県支部
（0985）26-7506

2017/4/19 県支部監査会 宮崎市 対象：支部監事

2017/4/19 県支部総会 宮崎市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2017/4/7 監事会 熊本市 対象：監事都市

2017/4/27 第１回役員会・総会及び
研修会

熊本市 対象：正会員・独自会員

2017/4/28 県支部総会及び研修会 熊本市 対象：正会員・独自会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2017/4/14 県支部第１回役員会 鹿児島市 対象：役員都市

2017/4/14 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/2/10 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（京都府支部）

平成28年度日本水道協会京都府支部研修会について
平成28年12月22日（木）に、岩手中部水道企業団局長の菊池明敏氏を講師にお迎えし、「水道事業にお

ける運営基盤強化と広域化」と題して、日本の水道事業体が抱える管路の更新や施設利用の効率化等の
課題に対し、垂直・水平統合による広域化の経験談を交え、講義をしていただきました。
当日は京都府支部だけでなく、関西地方支部の各支部から、91名の参加があり、参加者からは、厳し

い状況である水道事業について、危機感を持って業務に励みたい等、多くの意見が寄せられました。

（中部地方支部）

熊本地震応援活動の派遣者によるワークショップ
今年の４月に発生した熊本地震にあたり、当支部管内の事業体からも多くの職員が応援活動のため、

被災地へ派遣されました。被災地に派遣された職員の貴重な経験を今後の相互応援活動につなげるべく、
応援活動を通して感じた具体的な課題や教訓を整理、分類し、支部内で共有し、また、重要な課題につ
いては、対応策を検討することを目的として、11月18日（金）に名古屋市でワークショップを開催しま
した。
ワークショップは、被災地に派遣された14事業体25名の応援隊の方を中心として、現地での活動内容

に応じて、「給水班」と「復旧班」とに分かれ、「熊本地震の応援派遣での課題や教訓」と「各都市が応
援を受ける場合の望ましい姿」の２点をテーマに話しあいました。各班とも、参加者同士で積極的な意
見交換がなされ、新たな気づきや再確認する事項もありました。また、今回の交流は、各事業体間の「顔
の見える」関係性作りにも有益な機会となりました。
ワークショップ全体として挙がった意見をまとめると６つのポイントに集約されました。
６つのポイント： ①事前準備、派遣計画②応援隊の体制と活動環境③応急活動④撤収計画⑤災害査定

⑥その他
今後は、ワークショップで出た意見を整理、分類したうえで、過去の経験や検討から参考になるもの

があればコメントをつけ、支部内で情報共有していきます。重要な課題については、支部で毎年開催す



る防災連絡協議会等で検討するとともに、「日水協中部地方支部災害時相互応援に関する協定」の見直し
や、合同防災訓練の内容の充実につなげていく予定です。
最後に、開催にあたりワークショップへの職員派遣にご協力いただいた各事業体および関係者の皆様

へ感謝申し上げます。

（ワークショップの様子）

（部長挨拶）

（議論の様子）

（全体の様子）

（発表の様子）


