支 部 だ よ り
― 行 事 予 定 ―
地 方
北 海 道

支 部 名

日 時

北海道地方支部

2007/10/18

第101回常設事務委員会

2007/10/25

平成19年度水道事務・技 苫小牧市
術講習会

対象：支部内正会員

2007/10/下旬

第110回常設技術委員会

函館市

対象：常設技術委員会都市

2007/10/下旬

第24回常設水質委員会

旭川市

対象：常設水質委員会都市

2007/11/中旬

第195回北海道地方支部 滝川市
理事会

対象：支部役員都市 (監事都市を除く
13都市)

2007/10/12

第16回道央地区協議会実 栗山町
務担当者会議

対象：地区協議会内正会員

2007/11/下旬

第17回道央地区協議会運 岩見沢市
営委員会

対象：地区協議会内正会員

2007/10/11

道東地区協議会事務・技 釧路市
術研修会

対象：地区協議会内正会員

2007/10/4

道東地区協議会水道技術 帯広市
管理者研修会

対象：地区協議会内正会員

2007/10/以降

研修会

対象：地区協議会内正会員

2007/10/上旬

道北地区災害時相互応援 未定
訓練

対象：地区協議会内正会員

2007/10/下旬

第10回地区協議会担当者 枝幸町
会議

対象：地区協議会内正会員

2007/9/4

事務担当課長会

幹事都市事務担当課長

2007/9/5

水質研究発表会第２回運 東京都
営委員会

2007/10

第３回幹事会

2007/10/3

水質研究発表会第３回運 横浜市
営委員会

(011) 211‑7007

道央地区
(0134) 32‑1171

道東地区
(0154) 43‑2164

道西地区

行 事 名

開催地
網走市

函館市

備

考

対象：常設事務委員会都市

(0138) 27‑8711
道北地区
(0166) 24‑3160

関

東

関東地方支部
(045) 671‑3055

中

部 静岡県支部
(054) 354‑2703

石川県支部
(076) 220‑2611
富山県支部
(076) 432‑8740

東京都

水質研究発表会運営委員会構成都市

東京都
水質研究発表会運営委員会構成都市

2007/11/8

事務・技術講習会

横浜市

正会員 参加費：無料

2007/11/28

水質研究発表会

東京都

全会員 参加費：無料

2007/9/5

事務講習会

袋井市

対象：正会員､ 参加費無料

2007/10/12

水道主管課長研修会

磐田市

対象：正会員､ 参加費無料

2007/11/15〜16 先進都市視察研修

岡山市

対象：正会員､ 参加費：5,000円

2007/9/28

技術講習会

金沢市

対象：正会員､ 参加費：5,000円

2007/10/12

事務講習会

金沢市

対象：正会員

2007/9/28

平成19年度水道事業実務 富山市
研修会

対象：正会員
(富山県水道協会と共催事業)

地 方
中

支 部 名

部 新潟県支部

日 時

西 大阪府支部
(06) 6858‑2911

京都府支部
(075) 955‑9538

兵庫県支部
(079) 221‑2790

中

国 広島県支部
(0823) 26‑1603

岡山県支部
(086) 224‑5411
鳥取県支部

開催地

備

考

2007/9/7

第104回
講習会

実務 (技術)

新潟市

対象：
正会員及び賛助会員の技術系職員

2007/10/上旬

第105回
講習会

実務 (事務)

新潟市

対象：
正会員及び賛助会員の事務系職員

2007/11/下旬

第28回水道技術管理者協
議会

(025) 266‑9311

関

行 事 名

対象：正会員の水道技術管理者

2007/9〜11

ブロック別研修会

2007/11/未定

秋季研修会

未定

正会員

2007/11/未定

第３回幹事会

未定

幹事・監事

2007/11/未定

管理者研修会

未定

管理者 (責任者)

2007/９/下旬

平成19年度 事務研修会 京都市

対象:正会員

2007/11/中旬

平成19年度 第３回幹事 京都市
会

対象:府支部役員

2007/10/上旬

第48回業務調査会

東日本

対象：正会員職員 (43会員)

2007/10/中旬

全会員講習会

姫路市

対象：正会員・賛助会員・特別会員

2007/10/下旬

第202回幹事会

姫路市

対象：幹事会構成者

2005/11/中旬

支部長事務引継会

宝塚市

2007/10/18〜19 合同防災訓練

呉市

対象：正会員

2007/10/25

技術講習会

呉市

対象：正会員

2007/11/1

事務講習会

廿日市市

対象：正会員

2007/11/8〜9

施設見学研修会

大阪市

対象：正会員

2007/11/上旬

事務講習会

高梁市

2007/11/中旬

県外視察会

未定

2007/9

水道技術管理者協議会

米子市

水道技術管理者対象

技術 (事務) 講習会

米子市

正会員対象

2007/10

業務調査研修

未定

正会員対象

2007/11

正会員会議

倉吉市

正会員対象

(0857) 53‑7912

― 地 域 の 話 題 ―
豊中市 (関西地方支部)
水道施設見学及び研修会を熊本市にて開催
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｡ 本年は水道事業体・民間企業における水
の PR 活動を研修課題として､ ７月19日､ 20日の両日にかけて､ 正会員18会員､ 特別会員２会員､ 賛助
会員３会員27名の参加のもと熊本市に赴きました｡
第１日目は､ 熊本市水道局を訪問し､ ペットボトル水の販売・水の科学館の指定管理者制度導入手法
と現況等についての概要説明の受講と健軍水源池の現地視察を行い､ 第２日目は､ 熊本市水の科学館を
訪問し概要説明と現地視察を､ 後にサントリー株式会社九州熊本工場を訪問し､ 水環境への取組みにつ
いての概要説明と工場内の視察を行いました｡
豊富な地下水に恵まれたご当地ならでは双方の取組みに､ 受講者との間で活発な意見交換が図られま
した｡

姫路市 (関西地方支部)
兵庫県支部第49回技術研究会 (淡路市：７月４日)
兵庫県立淡路夢舞台国際会議場アンフィシアター
において､ 第49回技術研究会が開催され､ 県内29会
員､ 58名の参加があった｡ 当日は､ 門康彦淡路市長
の挨拶の後､ 株式会社東京設計事務所本社業務管理
部総務チーム参事の松本毅氏を迎え､ ｢水道事業に
おける民間活力の活用について｣ をテーマに､ 第三
者委託や PFI､ 指定管理者制度などの民間的経営手
法の導入について､ 各手法の解説や運営上の課題な
どをご講演いただいた｡

兵庫県支部第48回事務研究会 (尼崎市：７月20日)
尼崎市中小企業センター401会議室において､ 第
48回事務研究会が開催され､ 県内30会員､ 44名の参
加があった｡ 当日は､ 尼崎市水道局の栗田総務部長
の挨拶の後､ 社団法人日本水道協会調査部の新井康
之調査役を迎え､ ｢水道事業の現状と水道料金制度
のあり方について｣ をテーマに､ 水道事業が直面す
る課題や水道料金に関する諸問題を踏まえた水道料
金の算定についてご講演いただいた｡

兵庫県支部第58回水道技術管理者協議会 (尼崎市：７月27日)
第58回水道技術管理者協議会は､ 県内26会員､ 30
名の参加があった｡ 阪神水道企業団尼崎浄水場を訪
問し､ はじめに本部水道技術管理者協議会メンバー
都市である尼崎市水道局の森部長の挨拶の後､ 阪神
水道企業団の森管理部長より企業団の概要説明､ 納
庄尼崎浄水場長より浄水場における取組みについて
説明があった｡ その後､ 浄水場内のオゾン処理設備
や活性炭吸着層等の高度浄水処理設備を視察し､ 意
見交換を行った｡
また､ 浄水場視察後､ 阪神・淡路大震災記念 人
と防災未来センターを見学した｡

兵庫県支部第36回管理者研修会 (香川県・愛媛県：８月１・２日)
第36回管理者研修会は､ ８月１日､ ２日の２日間
に亘り､ 香川県と愛媛県松山市において開催され､
県内13会員､ 17名の参加があった｡ 第１日目は (独)
水資源機構香川用水総合事業所の東西分水工と建設
中の調整池を視察し､ 香川用水の現状と調整池建設
事業の概要について説明があり､ 意見交換を行った｡
第２日目は､ 松山市公営企業局を訪問､ 松山市公
営企業局の尾崎管理部長の挨拶の後､ ｢かきつばた
浄水場・高井神田浄水場過施設整備事業｣ におけ
る DBO 導入についての詳細な説明を聞き､ 活発な
意見交換を行った｡
兵庫県支部第127回水道協議会 (豊岡市：８月９日)
豊岡市ホテル幸祥において､ 第127回水道協議会
(事務関係) が開催され､ 県内会員33会員の事務系
職員58名の参加があった｡ 中貝宗治豊岡市長の挨拶
の後､ 豊岡市企業部の中貝稔水道課長が座長となり､
提出議題①生活保護世帯などへの滞納対策 (洲本市)､
②賃貸住宅等での滞納水道料金徴収方法 (小野市)､
③水道料金債権放棄に係る条例化 (加古川市・小野
市)､ ④地方公営企業繰出金内､ 消火栓等に関する
経費の積算 (篠山市)､ ⑤郵便局での納付書による
収納の取扱 (西播磨水道企業団)､ ⑥電子入札の導
入状況 (姫路市)､ ⑦資産の取得価格に算入する人
件費の取扱 (播磨町) の７議題について､ それぞれ
意見交換を行った｡

