
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 道南地区
（0143）44-6117

2018/1 第２回幹事会 室蘭市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2018/1/12 第205回幹事会 仙台市 対象：幹事

2018/2 
（二日間）

第49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

2017/12/5・6 事務・技術講習会 東京都

2018/2/2 第４回水質研究発表会運
営委員会

東京都

神奈川県支部
（044）200-3096

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

2018/1/ 下旬 神奈川県支部第１回幹事
会

県内

2018/2/1 指定給水装置工事事業者
研修会

川崎市

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

2018/1 支部役員会 豊橋市 対象：役員

静岡県支部
（054）251-0710

2018/1 第２回役員会 静岡市 対象：支部役員

2018/2/2 水道技術管理者研修会 静岡市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2018/1/29 役員会 岐阜市 対象：支部役員

新潟県支部
（025）232-7314

2018/1/ 中旬 災害対策会議 新潟市 対象：メンバー都市

2018/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

2018/2/2 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

2018/2/8 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

2018/2/28 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

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

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

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

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

2017/12/1 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

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

2018/2 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、参加費無料

兵庫県支部
（06）6489-7411

2018/1/ 中旬 事務担当者連絡会 尼崎市 対象：幹事会構成者

2018/1/ 下旬 第233回幹事会 尼崎市 対象：幹事会構成者

2018/2/ 上旬 第74回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：正会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/12/11 第１回水道関係研修会 大阪市内 対象：滋賀県支部正会員

2018/1 第２回幹事会 大津市内

2018/2 水道事業協議会 未定

2018/2 第２回水道関係研修会 未定

中国四国 岡山県支部
（086）234-5906

2018/1/ 中旬 役員会 新見市 対象：役員都市

鳥取県支部 
（0859）32－6112

2018/1 役員会 書面会議

2018/1～2 凍結防止テレビ広報 地元地上波スポット広告

香川県支部
（087）839-2711

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

2018/1/ 下旬 指定給水工事事業者講習
会

高松市 対象：指定給水装置工事事業者

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2018/1/25 第３回役員会 福岡市 対象：役員都市

佐賀県支部
（0952）33-1330

2018/2/ 未定 技術管理者研修会 未定 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

宮崎県支部
（0985）26-7506

2018/2/12 事務担当者会議 宮崎市

沖縄県支部
（098）941-7840

2018/2/ 未定 水道事業管理者協議会 那覇市



─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

平成29年度全会員講習会（川西市：９月27日）
平成29年度全会員講習会は、９月27日（水）に

川西市のアステ川西市民プラザ「アステホール」
で独立行政法人水資源機構の牧　慎太郎理事をお
迎えして「水資源の現状と展望」と題する講演会
を開催しました。この全会員講習会は、正会員の
ほか、賛助会員・純賛助会員・特別会員あわせ68
名の参加のもと行いました。
講演では水資源に関わる奥深く、かつ、内容の

濃い貴重なお話を受講し、知識が深まるととも
に、途中のコーヒータイムでは会員相互の意見交
換も実施でき有意義な講習会となりました。

第58回業務調査会（横浜市・川崎市）
第58回業務調査会は、10月11日（水）から12日

（木）にかけて、事務局を含み30名の参加のもと
実施しました。
11日は、横浜市水道局川井浄水場を訪問し、川

井浄水場の概要のほか、同浄水場の PFIによる再
整備事業や膜処理施設など先進施設の見学を行い
ました。
翌12日は、川崎市上下水道局を訪問し、川崎市

上下水道局の概要のほか、水道事業の再構築計画
や水道施設の更新・耐震化について先進的取り組
みのご教示をいただきました。
両日にわたり、参加者からは積極的な質問も相

次ぎ、内容の濃い有意義な視察研修を行うことが
できました。



第232回幹事会（川西市：10月17日）
第232回幹事会は10月17日（火）川西市のアス

テ川西市民プラザ「アステホール」で開催しまし
た。
事務局から、日本水道協会運営会議の報告や兵

庫県支部の平成29年度事業実施状況の経過報告な
どあわせて10件の報告を行いました。
兵庫県支部では、支部長市が２年ごとに交代す

ることになっており、現支部長市の川西市は今年
度の日本水道協会全国会議最終日をもって任期満
了となり、次回の幹事会は新支部長市の尼崎市に
おいて開催されます。

危機管理訓練「応急給水実務訓練」（豊岡市：10月20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」を締結しています。
この協定の下、10月20日に豊岡市において応急

給水実務訓練を実施し、32事業体、75名が参加し
ました。
豊岡市佐野浄水場で訓練説明や給水車への注

水、応急資機材の設置を、豊岡市立日高小学校で
は６年生を対象に、給水袋への体験を行い、訓練
を通じて有事の際における対応を確認しました。


