
─ 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

2019/11/14 第231回北海道地方支部
理事会

釧路市 対象：支部役員

2020/1/30 第59回水道実務発表会 室蘭市 対象：支部全会員

常設技術委員会
（0166）24-3166

2019/ 10/31・ 
11/1

第122回常設技術委員会 釧路市 対象：支部委員都市

道央地区
（0126）23-4111

2019/11 第29回道央地区協議会
運営委員会

千歳市 対象：地区運営委員

道東地区
（0154）43-2164

2019/11/20 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

2019/11/27 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

帯広市 対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2020/1 令和元年度第２回幹事会 室蘭市 対象：地区幹事

道北地区
（0166）24-3160

2019/11 災害時相互応援情報伝達
訓練

富良野市 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2019/11/13 配管実技講習会運営委員会 仙台市 対象：委員

2019/11/21・22 第41回経営研究会 盛岡市 対象：東北地方支部主要都市

2020/1/10 第211回幹事会 仙台市 対象：幹事

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2019/ 10/31・ 
11/1

南関東ブロック合同防災
訓練

甲府市

2019/11/20 令和元年度水質研究発表会 川崎市 参加費無料

2019/11/21 第２回幹事会 横浜市

2020/1/中・下旬 事務・技術講習会 東京都 参加費無料

2020/1/ 下旬 関東地方支部情報伝達訓練 各事業体

神奈川県支部
（044）200-3094

2019/11/ 下旬 神奈川県支部災害対策
情報伝達訓練

神奈川県 メール等による訓練

2020/1/ 下旬 神奈川県支部第１回幹事会 神奈川県

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2019/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2019/11/5・6 合同防災訓練 高山市

2019/11/21・22 事務講習会 新潟市

2019/11/28 第２回防災連絡協議会 名古屋市

2019/12 役員都市担当課長会議 名古屋市

2020/1 役員会 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2019/11/8 技術講習会 豊川市 対象：正会員

2020/1 支部役員会 豊橋市 対象：役員

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 三重県支部
（059）237-5811

2019/11/ 未定 管理職会議 津市 対象：支部正会員

2020/1/ 未定 役員会 津市 対象：支部役員

岐阜県支部
（058）259-7523

2019/11/8 水道主管者会議 海津市 対象：支部会員

2020/1/ 下旬 第２回役員会 岐阜市 対象：支部役員

新潟県支部
（025）232-7314

2020/1/ 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）

2020/1/ 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

2019/11/22 管理者講習会 大阪市 対象：正会員

2020/1/22・23 研究発表会 堺市 対象：支部会員

京都府支部
（075）672-7706

2019/11/1 合同防災訓練 宮津市 対象：支部正会員（無料）

2019/11/22 研修会 京都市 対象：支部正会員（無料）

兵庫県支部
（06）6489-7411

2019/11/ 上旬 第238回幹事会 尼崎市 対象：幹事会構成員

2020/1/ 中旬 事務担当者連絡会 未定 対象：幹事会構成員

2020/1/ 下旬 第239回幹事会 未定 対象：幹事会構成員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2019/11/12～14 第３回合同防災訓練 徳島市
鳴門市
阿南市

対象：支部正会員

2019/11/26・27 第19回水道事例発表会 福山市 対象：支部正会員

2019/12/ 中旬 県支部事務担当者連絡
協議会

広島市 対象：県支部長都市事務担当者

広島県支部
（0823）26-1603

2019/11/15 施設見学研修会 姫路市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2019/11/21・22 県外視察会 福岡県
佐賀県

2019/11/25～28 技能講習会 岡山市 対象：正会員

2020/1/17 役員会 倉敷市

2020/1/ 下旬 事務・技術会議 岡山市

鳥取県支部
（0857）53-7912

2019/11/1 県支部講習会 倉吉市 対象：県支部会員ほか

2019/11 県支部連絡協議会 県中部地区 対象：県支部会員

2019/12/2 県支部水道技術管理者
協議会

倉吉市 対象：県支部会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2019/ 10/31・ 
11/1

事務研究会 長崎市 対象：正会員

2019/11/7・8 技術研究会 那覇市 対象：正会員、賛助会員ほか

2019/11/14・15 漏水防止講習会 日向市 対象：正会員、賛助会員ほか

2020/1/ 未定 第３回役員会 大分市 対象：役員都市

熊本県支部
（096）381-4061

2020/1/24 第２回役員会 熊本市 対象：県支部役員

沖縄県支部
（098）941-7840

2019/11/ 未定 事務研修会 豊見城市 対象：正会員

2019/11/ 未定 事務・技術担当課長会議 石垣市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（関東地方支部）

令和元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　　令和元年11月20日（水）午前10時00分開会（午前９時30分受付開始）
２．場　　　所　　川崎市中原市民館　ホール
　　　　　　　　　神奈川県川崎市中原区新丸子東３－1100－12
　　　　　　　　　パークシティ武蔵小杉ミッドスカイタワー２階
　　　　　　　　　（最寄駅：JR南武線、横須賀線、東急東横線　武蔵小杉駅）
３．参　加　費　　無料
４．発　表　等　　発表論文　14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
10：15 講演 45分程度 厚生労働省　水道水質管理官
11：00 設営 （11：00～11：15）　　準備
11：15 発表１ 高塩基度 PACを用いた４水源の浄水処理試験 千葉県企業局
11：30 発表２ 高塩基度 PACの適用可能性に関する基礎調査 東京都水道局
11：45 発表３ 帯磁性イオン交換樹脂による有機物の除去 茨城県企業局
12：00 休憩 昼　食
13：00 発表４ 谷ケ原浄水場における「連続全有機炭素（TOC）計」導入による水質管理の向上 神奈川県企業庁
13：15 発表５ 谷ケ原浄水場における「ピコプランクトンカウンタ」の導入による水質管理の向上 神奈川県企業庁
13：30 発表６ 横浜市水道局における TOCの水質管理基準の検証 横浜市水道局
13：45 発表７ 地下水を水源とする浄水場における塩素酸の現状と課題 越谷・松伏水道企業団
14：00 休憩 10分　休憩
14：10 発表８ 山間部膜ろ過処理浄水所における原水ピークカット値の検証 東京都水道局
14：25 発表９ 浄水処理及び送配水時のハロ酢酸類生成能 神奈川県企業庁
14：40 発表10 相模川・酒匂川の水道原水における農薬検出状況と対応 神奈川県内広域水道企業団
14：55 発表11 水源流域のため池におけるかび臭発生状況に関する調査 東京都水道局
15：10 休憩 10分　休憩
15：20 発表12 自動滴定装置を用いた過マンガン酸カリウム消費量の測定に関する検討 北千葉広域水道企業団
15：35 発表13 新たなオンライン固相抽出 -ガスクロマトグラフ質量分析計による農薬類の測定の検討 神奈川県企業庁
15：50 発表14 粉末活性炭の次亜添加による簡易品質試験の検討 横浜市水道局
16：05 閉会

（連絡先）
川崎市上下水道局
水管理センター水道水質課　藤瀬（運営委員会事務局）
TEL：044-911-3005　FAX：044-900-9545
E-mail：80suisi@city.kawasaki.jp



（香川県支部）

第81回事務講習会（高松市：８月30日）
香川県支部事務講習会を当県支部の会員である

香川県広域水道企業団の会議室にて開催し、正会
員職員18名の参加がありました。
名古屋大学減災連携研究センター准教授の平山

修久様をお招きし、「近年の災害から考える危機
管理」について御講演をいただき、その後、グ
ループに分かれてワークショップを行いました。
ワークショップでは、香川県広域水道企業団を

例として、広域化したことによる強みや弱みを
「SWOT分析」の手法を用いて分析し、今後どの
ように事業を運営し、何を行っていくべきか、危
機に対する備えをどうしていくか等についてグ
ループ討議を行い、最後に、グループごとに成果を発表して事務講習会を終了しました。


