
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 北海道地方支部
（011）211-7007

2017/11/9 平成29年度水道事務・技
術講習会

室蘭市 対象：支部内正会員

2017/11/14 第225回北海道地方支部
理事会

小樽市 対象：支部役員

技術委員長
（0143）44-6117

2017/11/1・2 第120回常設技術委員会 中空知（企）
※滝川市

対象：支部内委員都市

道央地区
（0123）24-3270

2017/11 第27回道央地区協議会運
営委員会

小樽市 対象：地区内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2017/11/16 道東地区協議会事務・技
術・水質研修会

釧路市 対象：地区内正会員

2017/11/30 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

釧路市 対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2018/1 平成29年度第２回幹事会 室蘭市 対象：地区内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2017/11/6 道西地区協議会研修会 函館市 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2017/11 災害時相互応援情報伝達
訓練

被災地
上川町

対象：地区内正会員

2017/11/1 第20回地区協議会主管課
長会議

旭川市 対象：地区協議会内主管課長

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/11/9・10 第39回経営研究会 米沢市 対象：東北地方支部主要都市

2017/11/15 配管実技講習会運営委員
会

仙台市 対象：委員

2018/1/12 第205回幹事会 仙台市 対象：幹事

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

随時 技術継承研修 横浜市

2017/11/21 水質研究発表会 埼玉県

2017/12/5・6 事務・技術講習会 東京都

神奈川県支部
（044）200-3096

2017/11/ 下旬 神奈川県支部災害対策情
報伝達訓練

県内 電話、FAX、メールによる訓練

2018/1/11 指定給水装置工事事業者
研修会

横浜市

2018/1/23 指定給水装置工事事業者
研修会

横浜市

2018/1/30 指定給水装置工事事業者
研修会

海老名市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2017/11/1・2 水道事務講習会 静岡市

2017/11/6・7 合同防災訓練 多治見市

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/12 役員都市担当課長会議 名古屋市

2018/1 役員会 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2017/11/21 技術講習会 知多市 対象：正会員

2018/1 支部役員会 豊橋市 対象：役員

静岡県支部
（054）251-0710

2017/11/9・10 先進都市視察研修会 新潟市 対象：県支部正会員、参加費５千円／人

2018/1 第２回役員会 静岡市 対象：静岡県支部役員

岐阜県支部
（058）259-7523

2017/11/15 水道主管者会議 郡上市 対象：岐阜県支部会員

福井県支部
（0776）20-5615

2017/11/9 主管課長会議 越前町 対象：正会員、準正会員

新潟県支部
（025）232-7314

2017/11/22 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

2018/1/ 中旬 水道災害対策会議 新潟市 対象：県支部会員（各エリア代表及びエ
リア内当番都市）

2018/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2017/11/6 管理者講習会 大阪市 対象：支部会員

2017/11/16 災害訓練検討委員会 大阪市 対象：支部内委員都市

2017/12 実務講習会（事務） 大阪市 対象：支部会員

2017/12 第２回事務局担当者会議 大阪市 対象：府県支部担当者

2018/1 実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

2018/1/ 下旬 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/11/21 水道技術・工法研究会 大阪市 対象：正会員・賛助会員

2017/11/27 指定給水装置工事事業者
研修会

柏原市 府統一型ブロック別研修（河南）

2017/11/28 指定給水装置工事事業者
研修会

寝屋川市 府統一型ブロック別研修（東部大阪）

2017/11/29 秋季研修会 京都市 対象：正会員

2017/11/30 指定給水装置工事事業者
研修会

高槻市 府統一型ブロック別研修（北大阪）

2017/12/1 指定給水装置工事事業者
研修会

岸和田市 府統一型ブロック別研修（阪南）

2018/1/22 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2018/1/22 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）、賛助会
員

2018/1/24 情報伝達訓練 対象：正会員

京都府支部
（075）672-7706

2017/11/6・7 支部合同防災訓練 南丹市 対象：正会員、参加費無料

2017/12/14 研修会（広域化・耐震化） 京都市 対象：正会員、参加費無料

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/11/28～30 指定給水装置工事事業者
研修会

栗東市 対象：県内指定給水装置工事事業者

2017/12/ 上旬 第１回水道関係研修会 未定

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/11/8・9 管理職講習会 岩国市 対象：支部正会員

2017/11/13・14 技術講習会 徳島市 対象：支部正会員

2017/11/28・29 第17回水道事例発表会 松江市 対象：支部正会員



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中国四国 広島県支部
（0823）26-1603

2017/11/7・8 県支部合同防災訓練 広島市 対象：正会員

2017/11/ 下旬 施設見学研修会 枚方市、尼
崎市

対象：正会員

2017/11/ 下旬 事務講習会 三原市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2017/11/21・22 県外視察会 岐阜・名古
屋方面

対象：正会員

2018/1/ 中旬 役員会 新見市

鳥取県支部
（0859）32-6112

2017/11/8 県支部水道技術管理者協
議会

鳥取市 対象：県支部会員

2017/11/8 県支部講習会 鳥取市 対象：県支部会員ほか

2017/11未定 県支部連絡協議会 米子市 対象：県支部会員

香川県支部
（087）839-2711

2017/11/11 第15回香川用水水源地保
全活動

土佐郡土佐
町

対象：正会員等

2018/1/ 下旬 第16回水道技術管理者連
絡会議

仲 多 度 ブ
ロック

対象：正会員
会費不要

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/11/1・2 事務研究会 那覇市 対象：正会員

2017/11/9・10 技術研究会 延岡市 対象：正会員、賛助会員、独自会員

2017/11/16・17 漏水防止講習会 北九州市 対象：正会員、賛助会員、独自会員

2018/1/25 第３回役員会 福岡市 対象：役員都市

熊本県支部
（096）381-4061

2018/1/26 第２回役員会 熊本市 対象：熊本県支部役員

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/11/9・10 情報交換会 久米島町 対象：正会員

2017/11/22 事務研究会 名護市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（関東地方支部）

平成29年度日本水道協会関東地方支部水質研究発表会開催告知

１．日　　　時　　平成29年11月21日（火）午前10時00分（９時30分受付開始）
２．場　　　所　　浦和コミュニティーセンター　多目的ホール
　　　　　　　　　埼玉県さいたま市浦和区東高砂町11－１
　　　　　　　　　（JR浦和駅東口正面浦和 PARCO・コムナーレ10F）
　　　　　　　　　電話　048-887-6565
３．参　加　費　　無料
４．発　表　等　　発表論文　12編、発表時間　15分（質疑応答含む）
　　　　　　　　　詳細は下記プログラム参照
５．挨拶者（予定）　　厚生労働省医薬・生活衛生局水道課長
　　　　　　　　　日本水道協会関東地方支部長

６．プログラム
時刻 分類 内　　　容 挨拶者／発表者
10：00 開会
10：02 挨拶 支部長挨拶①　来賓挨拶②　事務局挨拶③
10：20 講演 講演「最近の水道水質管理の動向について」 厚生労働省　水道水質管理官
11：05 設営 　　　　　　　（11：05～11：15）　　準備
11：15 発表1 道志川水系におけるかび臭（２-MIB）障害の発生と浄水処理等について 横浜市水道局
11：30 発表2 平成28年度夏期の原水水質悪化と朝霞浄水場及び三園浄水場における対応 東京都水道局
11：45 発表3 生物活性炭の再利用を含む運用方針の検討 茨城県企業局
12：00 休憩 　　　　　　　昼食（委員、応援者及び発表者はお弁当）
13：00 発表4 水質事故時のホルムアルデヒド分析法の検討 埼玉県企業局
13：15 発表5 シアン化物イオンと塩化シアンの混合標準液の調製及び一斉分析の検討 神奈川県企業庁
13：30 発表6 最近の異物検査 東京都水道局
13：45 休憩 　　　　　　　15分休憩
14：00 発表7 水質変動から見る矢切取水場付近における江戸川流下状況 千葉県水道局
14：15 発表8 利根川・荒川水系水道事業者合同事故訓練 東京都水道局
14：30 発表9 水源水質事故迅速対応に向けた情報の見える化への取組み 神奈川県内広域水道企業団
14：45 休憩 　　　　　　　15分休憩
15：00 発表10 横浜市水道局における水質検査の精度保証体制の見直し 横浜市水道局
15：15 発表11 職場内スキルアップのための取組 東京都水道局
15：30 発表12 お客さまからの水質相談の傾向と対応 川崎市上下水道局
15：45 閉会

（連絡先）
埼玉県企業局
水質管理センター　寺中（運営委員会事務局）
TEL：048-558-1051　FAX：048-558-3550
E-mail：k581051@pref.saitama.lg.jp


