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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

2014/9/18 第59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

2014/10/ 予定 平成26年度水道事務・技
術講習会

士別市 対象：支部正会員

2014/11/18 第216回北海道地方支部
理事会

釧路市 対象：支部役員

事務委員長
（0138）27－8711

2014/10/30 第108回常設事務委員会 札幌市 対象：常設事務委員会委員都市

水質委員長
（0166）57－5003

2014/11/6・7 第31回常設水質委員会 函館市 対象：常設水質委員会委員都市

技術委員長
（0126）23－4111

2014/11/6・7 第117回常設技術委員会 帯広市 対象：常設技術委員会委員都市

道北地区
（0166）24－3160

2014/9/4・5 第17回地区協議会担当者
会議

剣淵町 対象：地区協議会内正会員

2014/10/ 下旬 第17回地区協議会主管課
長会議

旭川市 対象：地区協議会内正会員

2014/11/ 中旬 道北地区災害時相互応援
情報伝達訓練

第４ブロッ
ク

対象：地区協議会内正会員

道央地区
（0126）23－4111

2014/10/9 第19回地区協議会実務担
当者会議

岩見沢市 対象：地区協議会内正会員

2014/11/ 予定 第24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

道西地区
（0138）27－8711

2014/10/ 予定 地区協議会研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

道東地区
（0154）43－2164

2014/11/13 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

北見市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249－2302

2014/9/25・26 平成26年度事務講習会 青森市 対象：全正会員

2014/9/30 配管技術・技能力維持向
上講習会

酒田市 対象：山形県支部内の正会員

2014/10/1 配管技術・技能力維持向
上講習会

石巻市 対象：宮城県支部内の正会員

2014/10/2 配管技術・技能力維持向
上講習会

郡山市 対象：福島県支部内の正会員

2014/10/9・10 平成26年度技術講習会 秋田市 対象：全正会員

2014/11/6・7 第36回経営研究会 塩竈市 対象：東北地方支部主要都市

2014/11/19 配管技術・技能力維持向
上講習会運営委員会

仙台市 対象：委員

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

2014/9/5 技術継承研修 横浜市

2014/9/11 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2014/9/ 中旬 事務担当者会議 未定

2014/10/ 中旬 第３回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2014/10/ 中旬 第２回幹事会 未定

2014/11/13・14、
17、21

水質研究発表会 東京都

2014/11/26 水質研究発表会 東京都

中 部 中部地方支部
（052）972－3607

2014/11/6・7 合同防災訓練 飯田市

2014/11/11・12 合同防災訓練 大垣市

2014/11/13・14 合同防災訓練 小松市

2014/11/27・28 水道事務講習会 豊田市

静岡県支部
（054）354－2704

2014/9/18・19 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

2014/10/10 水道主管課長会議 浜松市 対象：県支部正会員、参加費無料

2014/11/ 先進都市視察研修会 調整中 対象：県支部正会員、参加費5,000円 /人

新潟県支部
（025）266－9311

2014/10/
 中・下旬

第119回実務（事務）講
習会

新潟市 対象：正会員・賛助会員・準正会員・準
賛助会員

2014/11/28 指定給水装置工事事業者
講習会（佐渡会場）

佐渡市

2014/11/ 下旬 第35回水道技術管理者協
議会

田上町 対象：正会員・賛助会員・準正会員

関 西 大阪府支部
（06）6858－2911

2014/11/ 初旬 秋季研修会 未定 対象：正会員

京都府支部
（075）672－7706

2014/9/8 第２回幹事会 京都市 定例

兵庫県支部
（079）427－3617

2014/9/ 下旬 第55回事務研究会 加西市 対象：正会員（40会員）

2014/10/ 上旬 第223回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者

2014/10/ 中旬 第55回業務調査会 熊本市 対象：正会員（40会員）

2014/11/ 上旬 全会員講習会 加古川市 対象：正会員・賛助会員、準賛助会員・
特別会員

2014/11/ 中旬 （技術連携）情報伝達・
応援給水実務訓練

神戸市・三
木市

対象：正会員（40会員）

滋賀県支部
（077）528－2601

2014/11/18・19 指定給水装置工事事業者
研修会

栗東市

2014/11/26・27 指定給水装置工事事業者
研修会

米原市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511－6806

2014/9/25・26 事務講習会 徳島市 対象：支部正会員

2014/10/ 中旬 第192回幹事会 広島市 対象：幹事

2014/10/23・24 管理職講習会 高知市 対象：支部正会員

2014/11/13・14 技術講習会 岩国市 対象：支部正会員

2014/11/18・19 水道事例発表会 岡山市 対象：支部正会員



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

2014/10/22・23 合同防災訓練 三原市 対象：正会員

2014/10/ 上旬 技術講習会 広島市 対象：正会員

2014/11/ 上旬 事務講習会 福山市 対象：正会員

2013/11/ 中旬 施設見学研修会 対象：正会員

岡山県支部
（086）234－5906

2014/9/3・4 指定給水装置工事事業者
研修会

岡山市

2014/9/8・9 指定給水装置工事事業者
研修会

倉敷市

2014/9/12 指定給水装置工事事業者
研修会

新見市

2014/10/21 技術講習会 美作市 対象：正会員

2014/10/24、28、
31

技能講習会 岡山市 対象：正会員

2014/11/11・12 相互応援参集受入訓練 笠岡市・井
原市

2014/11/28 事務講習会 早島町 対象：正会員

鳥取県支部
（0857）53－7952

2014/10 支部水道技術管理者協議
会

東部地区

2014/10 支部講習会 東部地区

2014/11 支部連絡協議会 西部地区

九 州 九州地方支部
（092）483－3104

2014/10/23・24 合同防災訓練 宮崎市 対象：支部長都市他

2014/11/6・7 事務研究会 中津市 対象：正会員

2014/11/11 第15回事務担当課長会議 福岡市 対象：支部長都市

2014/11/13・14 漏水防止講習会 八代市 対象：正会員、賛助会員、賛助員

2014/11/20・21 技術研究会 鳥栖市 対象：正会員、賛助会員、賛助員

福岡県支部
（093）582－3131

2014/10/10 事務技術研究会 行橋市 対象：正会員

大分県支部
（097）538－2403

2014/10/2 第１回課長会 唐津市 対象：正会員

2014/10/2・3 職員視察研修 唐津市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33－1330

2014/10/ 未定 水道課長会 佐賀市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381－4061

2014/9/ 未定 県支部講習会：事務 熊本市 対象：支部会員

2014/9/ 未定 県支部講習会：技術 熊本市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213－8502

2014/10/ 未定 平成26年度第２回役員会 指宿市 対象：幹事都市

2014/10/ 未定 平成26年度第２回課長会 指宿市 対象：正会員　２日間開催

沖縄県支部
（098）941－7840

2014/10/ 未定 事務・技術研修運営委員
会

那覇市 対象：運営委員

2014/11/ 未定 事務研修会 沖縄市 対象：正会員

2014/11/ 未定 情報交換会 久米島町 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

平成26年度水道職員講習会（豊岡市：７月29日）
豊岡市役所２階大会議室において、平成26年度水道職員講習会が開催されました。当日は、開催市と

して豊岡市上下水道部長の挨拶の後、グローバルウォータ・ジャパン代表 吉村 和就氏より「世界と日本
の水問題」というテーマでご講演をいただきました。
吉村氏は、現在、国連テクニカルアドバイザー・国際水ジャーナリストとしてテレビや新聞・講演等、

多岐に渡って活躍され、当日は、今後の水問題についてご講演いただきました。

第138回水道協議会（姫路市：８月４日）
姫路市のホテル日航姫路において、第138回水道協議会（事務関係）が開催されました。開催市として

姫路市水道局次長の挨拶の後、提出議題①指定給水装置工事事業者のレベルアップ方策について（神戸
市）、②省エネ法にかかる定期報告書について（姫路市）、③経営改善策（収益確保策・コスト削減策）
の実施内容について（阪神水道企業団）、④水道事業における個人情報保護について（豊岡市）、⑤債権
管理に関する条例等の整備について（たつの市）、⑥閉栓場所における無断使用・漏水等の把握について
（三田市）、⑦「徴収事務」または「収納事務」の業務委託について（三田市）、⑧送配水管老朽化による
漏水事故等における赤水等への対応について（加古川市）の計８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。


