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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

2013/9/10 第57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

2013/11/ 予定 平成25年度水道事務・技
術講習会

函館市 対象：支部正会員

2013/11/ 予定 第213回北海道地方支部
理事会

旭川市 対象：支部役員

事務委員長
（0138）27-8711

2013/10/ 予定 第107回常設事務委員会 函館市 対象：常設事務委員会都市

技術委員長
（0126）23-4111

2013/10/ 予定 第116回常設技術委員会 函館市 対象：常設技術委員会都市

水質委員長
（0166）57-5003

2013/10/ 予定 第30回常設水質委員会 小樽市 対象：常設水質委員会都市

道東地区
（0154）43-2164

2013/9/2 道東地区災害時相互応援
情報伝達訓練

別海町 対象：地区協議会内正会員

2013/10/ 上旬 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

厚岸町 対象：地区協議会内正会員

2013/11/ 予定 道東地区協議会事務・技
術研修会

釧路市 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2013/10/ 予定 平成25年度地区協議会技
術職員養成研修会

室蘭市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2013/10/ 予定 第16回地区協議会担当者
会議

東神楽町 対象：地区協議会内正会員

2013/10/ 予定 道北地区災害時相互応援
情報伝達訓練

第３ブロッ
ク

対象：地区協議会内正会員

道央地区
（0126）23-4111

2013/11/ 予定 第23回道央地区協議会運
営委員会

江別市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2013/9/20 第８回防災協議会 仙台市

2013/9/24 配管技術・技能力維持向
上講習会

秋田市

2013/9/25 配管技術・技能力維持向
上講習会

青森市

2013/9/26 配管技術・技能力維持向
上講習会

盛岡市

2013/10/31 平成25年度事務・技術研
究部会

仙台市

2013/11/7・8 第35回東北主要都市経営
研究会

盛岡市

2013/11/20 配管技術・技能力維持向
上講習会運営委員会

仙台市

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2013/11/27～28 平成25年度事務・技術講
習会

仙台市

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2013/9/12 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2013/9/ 中旬 事務担当者会議 横浜市

2013/10/ 中旬 第２回幹事会 東京都

2013/10/ 中旬 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2013/11/18、
19、21、28

技術継承研修 東京都

2013/11/27 水質研究発表会 東京都

2013/11/ 下旬 第１回事務・技術講習会 横浜市

神奈川県支部
（044）200-3094

2013/9/25・26 平成25年度日本水協会神
奈川県支部第２回講習会

横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2013/10/24～25 合同防災訓練 岡崎市

2013/10/31 ～
11/1

同上 越前市

2013/11/6～7 同上 長岡市

2013/11/14～15 水道事務講習会 高山市

静岡県支部
（054）354-2704

2013/9/6 防災担当者連絡会議 静岡市 対象：県支部正会員、参加費無料

2013/9/19・20 水道技術者実務講習会 富士市 対象：県支部正会員、参加費無料

2013/10/8 水道主管課長会議 伊東市 対象：県支部正会員、参加費無料

2013/11/14～15 先進都市視察研修会 仙台市 対象：県支部正会員、参加費5,000円／人

新潟県支部
（025）266-9311

2013/10/ 中・
下旬

第117回実務（事務）講
習会

新潟市 対象：支部会員、参加費：2,000円

2013/11/29 指定給水装置工事事業者
講習会（佐渡会場）

佐渡市

2013/11/ 下旬 第34回水道技術管理者協
議会

燕市 対象：正会員・準正会員

関 西 京都府支部
（0773）62-1633

2013/10/10 平成25年度管理職研修会 京都市 対象：正会員

兵庫県支部
（0797）38-2356

2013/9/13 第54回事務研究会 尼崎市 対象：正会員（40会員）

2013/10/ 平成25年度全会員講習会 芦屋市 対象：正会員（40会員）

2013/10/ 第54回業務調査会 東日本 対象：正会員（40会員）

2013/10/ 幹事会 芦屋市 対象：正会員（40会員）

滋賀県支部
（077）528-2601

未定 水道事業協議会 大津市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2013/10/3・4 事務講習会 玉野市 対象：支部正会員

2013/10/ 中旬 第188回幹事会 広島市 対象：幹事

2013/11/7・8 管理職講習会 坂出市 対象：支部正会員

2013/11/21・22 技術講習会 松江市 対象：支部正会員

広島県支部
（0823）26-1603

2013/10/30～31 合同防災訓練 高知県 対象：正会員

2013/10/ 下旬 事務講習会 尾道市 対象：正会員

2013/10/ 下旬 技術講習会 東広島市 対象：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

2013/11/ 中旬 施設見学研修会 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2013/10/8～9 県支部相互応援参集・受
入訓練

新見市・高
梁市

対象：正会員

2013/10/18 事務講習会 井原市 対象：正会員

2013/11/21・22 県外視察会 福岡方面 対象：正会員

鳥取県支部
（0857）53-7952

2013/10 支部水道技術管理者協議
会

米子市

2013/10 支部技術（事務）講習会 米子市

2013/11 支部連絡協議会 中部地区

九 州 大分県支部
（097）538-2403

2013/10/10 第１回課長会 松山市 対象：正会員

2013/10/10・11 職員視察研修 松山市 対象：正会員　参加費２万円

鹿児島県支部
（099）213-8502

2013/10/28 鹿児島県支部第２回役員
会

曽於市 対象：役員都市

2013/10/28・29 鹿児島県支部第２回課長
会

曽於市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

平成25年度水道職員講習会（たつの市：７月19日）

たつの市の国民宿舎新舞子荘において、平成25
年度水道職員講習会が開催され、県内23会員、40
名の参加がありました。当日は、たつの市の小西
千之副市長の挨拶の後、たつの市出身の和歌山放
送ラジオパーソナリティ 小林睦郎氏より「ことば・
その大切なもの」というテーマでご講演を頂きま
した。
小林氏は、現在パーソナリティとしてラジオや

新聞、各種セレモニーの司会やコマーシャルなど
多岐に渡って活躍され、当日はその貴重な経験等
についてご講演いただきました。講演の終盤には、
普段使っている身近な日本語について改めて見つ
め直すこともでき、参加者一同熱心に聴き入って
おりました。



第67回水道技術管理者協議会（姫路市：７月23日）

姫路市において、第67回水道技術管理者協議会
が開催され、県内29会員、38名の参加がありました。
三間 壽 姫路市水道局次長の挨拶の後、エコパーク
あぼし、香寺浄水場、姫路城大天守修理見学施設
の視察を行いました。
資源循環型社会の形成が求められている昨今、

エコパークでの視察はごみ処理場の見学をとおし
て身近な環境問題について再認識していただく貴
重な機会となりました。
香寺浄水場では膜沪過施設の概要について説明

を受け、見学後は各自で活発に質疑応答がなされ
ていました。



第42回管理者研修会（鹿児島県：８月８～９日）

第42回管理者研修会は、８月８日～９日の２日
間にわたり、鹿児島県で開催され、県内17会員、
19名の参加がありました。
８日は鹿児島市水道局を訪問し、「事業概要」及

び「豪雨対策」について説明を受けた後、水道応
急維持管理センターの見学を行いました。桜島噴
火による火山灰の影響など、鹿児島市ならではの
問題について、質疑応答がなされました。その後、
平川浄水場の視察を実施しました。
９日は桜島へ渡り、はじめにビジターセンター

にて桜島の全体像を把握した後、桜島国際火山砂
防センターにおいて出前講座という形で、「桜島の
土石流対策について」説明を受けました。今回の研修をとおして、参加者にとっては防災意識の更なる
向上のための貴重な体験となりました。


