
─ 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

2013/11/19 第213回北海道地方支部
理事会

旭川市 対象：支部役員

2013/11/26 平成25年度水道事務・技
術講習会

函館市 対象：支部正会員

水質委員長
（0166）57-5003

2013/10/17・18 第30回常設水質委員会 小樽市 対象：常設水質委員会都市

事務委員長
（0138）27-8711

2013/10/30・31 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

2013/10/30・31 第116回常設技術委員会 函館市 対象：常設技術委員会都市

道北地区
（0166）24-3160

2013/10/17・18 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

2013/11/7 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

道東地区
（0154）43-2164

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

2013/10/31 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

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

2013/10/7
 以降随時

技術継承研修 横浜市

2013/10/9 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2013/10/ 中旬 第２回幹事会 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

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2013/12/ 上旬 第１回事務・技術講習会 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

越前市

2013/11/6・7 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

2013/10/8 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

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2013/11/ 初旬 秋季研修会 未定 正会員

2013/12～
 2014/1/ 中旬

第１回幹事会 大阪市 幹事・監事

2013/12～
 2014/1/ 中旬

管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）・賛助会
員

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

2013/10/10・11 第54回業務調査会 静岡市、沼
津市

対象：正会員（40会員）

2013/10/15 平成25年度全会員講習会 芦屋市 対象：全会員（87会員）

2013/10/ 下旬 幹事会 芦屋市 対象：正会員（40会員）

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

2013/10/8 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

2013/12/3・4 水道事例発表会 松山市 対象：支部正会員

広島県支部
（0823）26-1603

2013/10/25 技術講習会 東広島市 対象：正会員

2013/10/28 事務講習会 尾道市 対象：正会員

2013/10/30・31 合同防災訓練 広島市 対象：正会員

2013/11/14・15 施設見学研修会 神戸市・大
阪市

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

2013/11/1 支部水道技術管理者協議
会

米子市

2013/11/1 支部講習会 米子市

2013/11 支部連絡協議会 中部地区

九 州 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）

兵庫県支部第137回水道協議会（西脇市：８月30日）

西脇市西脇ロイヤルホテルにおいて、第137回水
道協議会（技術関係）が開催され、県内会員34会
員60名の参加がありました。大前悟 西脇市上下水
道部長の挨拶の後、西脇市上下水道部工務課主幹 
長谷川氏が座長となり、提出議題①給水管の寄付
承諾について（稲美町）、②配水管からの分岐方法
について（高砂市）、③入札時の業種区分及び公共
工事の瑕疵担保保証期間について（高砂市）、④短
期間の工事用開栓について（芦屋市）、⑤小規模貯
水槽水道の維持管理状況の把握や所有者への啓発
活動について（伊丹市）、⑥配水用ポリエチレン管
の採用状況について（太子町）、⑦配水管布設に伴
う水圧検査について（播磨町）、⑧配水池区域の変更による給水圧変化（増圧0.2Mpa）に対するお客様へ
の対応について（西脇市）、⑨配水池内部の塗装工事に伴う防塵対策について（三田市）、の９議題につ
いて、各事業体の事例を参考に、活発な意見交換が行われました。


