
― 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

2011/10 平成23年度水道事務・技
術講習会

北見市 対象：正会員

2011/11/17
(予定)

第207回北海道地方支部
理事会

函館市 対象：支部役員都市 (監事都市を除く
13都市)

事務委員長
(0138) 27-8711

2011/10/20 第105回常設事務委員会 旭川市 対象：常設事務委員会都市

技術委員長
(0154) 43-1308

2011/11/9 第114回常設技術委員会 小樽市 対象：常設技術委員会都市

水質委員長
(0143) 55-1807

2011/10/27～28 第28回常設水質委員会 帯広市 対象：常設水質委員会都市

道央地区協議会
(011) 385-1213

2011/9/30 道央地区災害時相互応援
訓練

未定 対象：地区協議会内正会員

2011/10/21 第18回道央地区協議会実
務担当者会議

石狩市 対象：地区協議会内正会員

2011/11 第21回道央地区協議会運
営委員会

小樽市 対象：地区協議会内正会員

道北地区協議会
(0166) 24-3160

2011/10/13 道北地区災害時相互応援
情報伝達訓練

道北地区第
１ブロック

対象：地区協議会内正会員

2011/10/17～18 第14回地区協議会担当者
会議

深川市 対象：地区協議会内正会員

道東地区協議会
(0154) 43-2164

2011/10～
2012/2

道東地区協議会指定給水
装置工事事業者合同研修
会

釧路市
(釧根管内)
帯広市
(十勝管内)
北見市
(オホーツク管内)

対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

地区３管内で実施
釧根管内 (10月21日予定)
十勝管内 (未定)
オホーツク管内 (未定)

2011/11/7 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

帯広市 対象：地区協議会内正会員

2011/11/17 道東地区協議会事務・技
術研修会

白糠町 対象：地区協議会内正会員

道西地区協議会
(0138) 27-8711

2011/10/下旬 研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
(022) 249-2302

2011/9/16 第６回防災協議会 仙台市 対象：各県支部長都市

2011/11/10～11 第33回東北主要都市経営
研究会

山形市 対象：東北主要都市､ 参加費5,000円

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

６月から随時開
催

技術継承研修 横浜市

2011/9/8 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2011/10/中旬予
定

第２回幹事会 東京都

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

2011/11/15 合同防災訓練 名古屋市

2011/11/17～18 第36回研究発表会 富山市 対象：正会員､ 賛助会員

岐阜県支部
(058) 259-7523

2011/9/30 水道主管者会議 各務原市 対象：正会員

富山県支部
(076) 432-8740

2011/10/6 水道事業実務研修会 富山市 対象：正会員

2011/10/6 中部地方支部災害応援マ
ニュアル説明会

富山市 対象：正会員

2011/11/8 水道技術講習会 射水市 対象：正会員

2011/11/15 中部地方支部合同防災訓
練

名古屋市 中部地方支部事業

2011/11/17～18 中部地方支部研究発表会 富山市 中部地方支部事業

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2011/9/27 給水装置工事事業者研修
会担当者会議

大阪狭山市 対象：委員

2011/11/中旬 秋季研修会 未定 正会員

2011/11/下旬 第２回幹事会 大阪市 幹事・監事

2011/11/下旬 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者 (責任者) 特別会員
賛助会員

兵庫県支部
(079) 443-9048

2011/10/6・7 第52回業務調査会 富山県 対象：正会員職員 (40会員)

2011/10/17 全会員講習会 高砂市 対象：正・賛助・特別会員 (90会員)

2011/10/21 第214回幹事会 高砂市 対象：幹事会構成者

2011/11/11 第52回事務研究会 赤穂市 対象：正会員職員 (40会員)

滋賀県支部
(077) 528-2601

2011/11/未定 水道事業代表者協議会 大津市 対象：県支部 正会員

中国四国 広島県支部
(0823) 26-1603

2011/10/12・13 合同防災訓練 呉市 対象：正会員

2011/11/上旬 事務講習会 大竹市 対象：正会員

2011/11/下旬 技術講習会 廿日市市 対象：正会員

2011/11/上旬 施設見学研修会 対象：正会員

岡山県支部
(086) 234-5906

2011/10/18・19 県支部相互応援参集・受
入訓練

玉野市 対象：正会員

2011/10/26～28 指定給水装置工事事業者
研修会

岡山市

2011/11/2・4 指定給水装置工事事業者
研修会

津山市

2011/11/10・11 指定給水装置工事事業者
研修会

倉敷市

2011/11/15 指定給水装置工事事業者
研修会

新見市

2011/11/16・17 技能講習会 倉敷市 対象：正会員

山口県支部
(083) 231-3121

2011/10/中旬 技術講習会 下関市 対象：技術職員 会費：無料

2011/10/中旬 共同見学研修会 未定 対象：中堅職員 会費：未定

2011/11/中旬 技術主管課長会議 宇部市 対象：技術担当責任者 会費：未定

島根県支部
(0852) 55-4849

2011/10/初旬 先進地視察 視察地未定

2011/11/下旬 水道技術管理者会議 松江市 事例発表､ 情報及び意見交換等

2011/11/下旬 技術講習会 松江市 技術職員対象､ 講習科目未定



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

中国四国 香川県支部
(087) 839-2711

2011/9/28 第73回事務講習会 観音寺市 対象：正会員

2011/10/12 第66回技術講習会 高松市 対象：正会員

2011/10/26～28 第40回管外研修 福岡県・佐
賀県

対象：正会員 会費：17,000円

2011/11/12 第９回香川用水水源地保
全活動

高知県土佐
郡土佐町

対象：正会員

2011/11/29・30 平成23年度指定給水装置
工事事業者研修会

高松市 対象：指定給水装置工事事業者

九 州 大分県支部
(097) 538-2403

2011/10/上旬 第１回課長会 未定 対象：正会員

2011/10/上旬 職員視察研修 未定 対象：正会員 参加費２万円

鹿児島県支部
(099) 213-8502

2011/10/12 鹿児島県支部
第２回役員会

霧島市 対象：役員都市

2011/10/12・13 鹿児島県支部課長会 霧島市 対象：正会員



― 地 域 の 話 題 ―

支部だより (大阪府支部)

水道施設見学及び研修会を鳥取市及び岡山市にて開催

大阪府支部では､ 毎年､ 先進的な水道事業体の取り
組みを学ぶとともに､ 会員相互間の情報交換の機会を
提供する ｢水道施設見学及び研修会｣ を開催していま
す｡
本年は安全で安心な水運用について､ また､ 渇水や

地震に強い水道づくりを研修課題として､ ７月21日､
22日の両日にかけて､ 正会員14会員16名､ 賛助会員４
会員６名､ 合計22名の参加のもと鳥取市と岡山市に赴
きました｡
１日目は､ 鳥取市江山浄水場を訪問し､ 鳥取市の水

道事業概要並びに安全で安心な水運用についての講義
を受けた後､ 国内最大の膜�過施設であります同浄水
場を見学させていただきました｡ ２日目は岡山市を訪
問し､ 午前中は三野浄水場において､ 岡山市の水道事
業概要及び水安全計画等についての講義を受けた後､
同浄水場を見学させていただきました｡ 午後からは旭
東浄水場内にあります水道技術研修所に場所を移し､
技術継承・人材育成についての講義を受けた後､ 研修
施設を見学し､ 研修実技も体験することができました｡
限られた時間内ではありましたが､ 受講者の積極的
な質問等があり､ 充実した二日間となりました｡

(兵庫県支部)

兵庫県支部第64回水道技術管理者協議会 (姫路市：７月26日)

第64回水道技術管理者協議会は､ ７月26日姫路市に
おいて開催され､ 県内27会員､ 32名の参加がありました｡
姫路駅からバスにて関西電力姫路第一発電所に移動
し､ 計画課重里係長よりスライド及びパンフレットに
よる説明を受けた後､ ビデオを鑑賞､ ２班に分かれて
発電所施設の内外を視察､ 詳細な説明を受けました｡
熱効率が従前型より飛躍的に高まっている日本で最初
の ｢再熱型｣ 発電とのことでした｡
その後､ 姫路城にて大天守修理見学施設､ また城内
に大正時代に設置され､ 現在も使用されている防火水
槽を見学しました｡



兵庫県支部第40回管理者研修会 (福岡市・佐賀市：８月４・５日)

第40回管理者研修会は､ ８月４日､ ５日の２日間に
わたり､ 福岡市及び佐賀市において開催され､ 県内15
会員､ 19名の参加がありました｡ 第１日目は福岡市水
道局を訪問し､ 福岡市水道事業の特質の説明を受けた
後､ 配水コントロールシステムの運用について現場に
てビデオとともに詳細な説明を受けました｡ その後､
福岡地区水道企業団海水淡水化センターを訪問 ｢まみ
ずピア｣ を視察しました｡
第２日目は､ 佐賀東部水道企業団を訪問､ 用水供給

事業と末端給水を同一団体で行っている大変珍しい事
業体ということで､ 設立から現在に至る経緯等につい
て説明を受けた後､ 参加者から活発な質疑があり､ 意
見交換が行われました｡

兵庫県支部第135回水道協議会 (朝来市：８月11日)

朝来市幸徳殿において､ 第135回水道協議会 (技術
関係) が開催され､ 県内会員35会員の技術系職員66名
の参加がありました｡ 多次勝昭 朝来市長の挨拶の後､
朝来市都市整備部 藤本守男上下水道担当部長が座長
となり､ 提出議題①配水管と給水管の耐久年数の違い
による更新計画について (丹波市) ②埋戻材料につ
いて (西脇市) ③配水管の異物対策と､ その効果的
な洗浄方法について (西宮市) ④配水管布設工事の
設計業務の委託化について (西宮市) ⑤水道工事の
積算に用いる設計単価・歩掛の情報公開について (淡
路広域水道企業団) ⑥水道管の増経について (たつ
の市) ⑦新築住宅建設工事に伴う給水管の増径につ
いて (加東市) ⑧工事の積算ソフトについて (高砂市) ⑨建築基準法に基づき指定される道路の給水
管の取扱について (朝来市) ⑩浄水汚泥の再利用について (朝来市) の10議題について､ それぞれ意見
交換を行いました｡


