
─ 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

2018/2/1 第57回水道実務発表会 函館市 対象：支部内全会員

2018/2～3/ 予定 第66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

2018/4 監査会 札幌市 対象：監事都市

道央地区
（0123）24-3270

2018/2/ 予定 道央地区災害時相互応援
訓練（情報伝達訓練）

千歳市 対象：地区内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2018/2/27 指定給水装置工事事業者
合同研修会

帯広市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2018/2/15・16 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

2018/4/ 中旬 決算監査 足利市
甲斐市

神奈川県支部
（044）200-3096

2018/2/1 指定給水装置工事事業者
研修会

川崎市

2018/4/26 神奈川県支部総会 横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2018/4 監査会 名古屋市

静岡県支部
（054）251-0710

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

2018/4 第１回役員会 浜松市 対象：支部役員

2018/4 第63回県支部総会 浜松市 対象：支部会員

福井県支部
（0776）20-5615

2018/2/20 第２回研修会 福井市 対象：正会員、準正会員

新潟県支部
（025）232-7314

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 京都府支部
（075）672-7706

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

2018/2/7 第74回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：水道技術管理者

2018/4/ 上旬 第60回監事会 尼崎市 対象：監事

2018/4/ 下旬 第234回幹事会 宍粟市 対象：幹事会構成員

2018/4/ 下旬 第61回総会 宍粟市 対象：全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2018/3 水道事業協議会 未定

支  部  だ  よ  り
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関 西 滋賀県支部
（077）528-2601

2018/3 第２回水道関係研修会 未定

2018/4 第１回幹事会 大津市

2018/4 総会 野洲市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2018/4/ 中旬 会計監査 広島市 平成29年度会計の監査

岡山県支部
（086）234-5906

2018/4/ 上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2018/4/ 下旬 県支部総会 総社市 対象：会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2018/2/6 技術担当課長会議 大分市 対象：県支部長都市

福岡県支部
（093）582-3131

2018/4/23 県支部役員会 宮若市 対象：支部役員

2018/4/23 県支部総会 宮若市 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2018/4/ 未定 第63回幹事会 豊後大野市 対象：幹事都市

2018/4/ 未定 第63回県支部総会 豊後大野市 対象：正会員

長崎県支部
（095）829-1203

2018/4/19・20 県支部幹事会・総会 長崎市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/2/ 未定 技術管理者研修会 未定

2017/2/ 未定 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

熊本県支部
（096）381-4061

2018/4/6 監事会 熊本市 対象：監事都市

2018/4/26 第１回役員会 熊本市 対象：役員都市

2018/4/26・27 県支部総会及び研修会 熊本市 対象：支部会員

宮﨑県支部
（0985）26-7506

2018/4/ 未定 県支部総会 宮崎市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2018/4/ 未定 県支部総会 鹿児島市

沖縄県支部
（098）941-7840

2018/2/9 水道事業管理者協議会 那覇市

2018/4/6 役員会 那覇市 対象：支部役員

2018/4/27 県支部総会 宮古島市 対象：支部会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（京都府支部）

平成29年度日本水道協会京都府支部研修会の開催
平成29年12月14日（木）に、八戸圏域水道企業団古川副企業長及び同企業団内宮工務課長をお招きし、

今年度２回目の京都府支部研修会を開催いたしました。
当日は京都府支部だけでなく、関西地方支部の各府県支部にもお声掛けをし、総勢67名の参加があり

ました。
まず、古川副企業長からは「八戸圏域水道企業団の広域化事業－新たな水道広域化への取組み－」と

題し、企業団設立の経緯をはじめ、八戸圏域だけではなく、更なる広域化の検討状況について先進事例
を交え御講義いただきました。
次に内宮工務課長からは、「八戸圏域水道企業団における耐震化の取組みについて」と題し、耐震管の

開発やループ幹線の採用、今後の管路更新計画等、企業団の耐震化への取組みについて御講義いただき
ました。
参加者からは、広域化、耐震化共に常に将来を見据えた眼をもって業務に取り組んでいくことの重要

性を改めて感じた等の感想が寄せられ、実りある研修会となりました。


