
─ 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

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

2014/11/26 平成26年度水道事務・技
術講習会

士別市 対象：支部正会員

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

2014/10/ 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

2014/12/ 中旬 道東地区協議会事務・技
術・水質研修会

釧路市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249－2302

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

関 東 関東地方支部
（045）633－0130

2014/10/6
 以降随時

技術継承研修 横浜市

2014/10/8 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 横浜市

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

2014/11/13・14、
17、21

技術継承研修 東京都

2014/11/26 水質研究発表会 東京都

2014/11/ 下旬 第１回事務・技術講習会 横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972－3607

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

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

2014/11/13・14 先進都市視察研修会 長岡市 対象：県支部正会員、参加費5,000円／人

新潟県支部
（025）266－9311

2014/11/12 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

2014/12～1/
 中旬

第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2014/12～1/
 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

兵庫県支部
（079）427－3617

2014/10/7 第223回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者

2014/10/15・16 第55回業務調査会 熊本市 対象：正会員（40会員）

2014/11/4 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

2014/10/9 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

2014/11/13・14 技術講習会 岩国市

2014/11/18・19 水道事例発表会 岡山市

岡山県支部
（086）234－5906

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 笠岡市

受入訓練 井原市 対象：正会員

2014/11/28 事務講習会 早島町 対象：正会員

2014/12/ 上旬 県外視察会 名古屋市 対象：正会員



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中国四国 鳥取県支部
（0857）53－7952

2014/10 支部水道技術管理者協議
会

鳥取市

2014/10 支部講習会 鳥取市

2014/11 支部連絡協議会 西部地区

香川県支部
（087）839－2711

2014/10/2 第69回技術講習会 琴平町 対象：正会員

2014/11/8 第12回香川用水水源地保
全活動

土佐郡土佐
町

対象：正会員

2014/11/ 下旬 第13回水道技術管理者連
絡会議

綾川町 対象：正会員

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

鹿児島県支部
（099）213－8502

2014/10/29 平成26年度第２回役員会 指宿市 対象：幹事都市

2014/10/29・30 平成26年度第２回課長会 指宿市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941－7840

2014/10/15 事務・技術研修運営委員
会

那覇市 対象：運営委員

2014/11/26 事務研修会 沖縄市 対象：正会員

2014/11/13・14 情報交換会 久米島町 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（大阪府支部）

水道施設見学及び研修会を東京都及び埼玉県にて開催
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『技術継承、人材育成について』及び『バルブや水道メータの仕組みについて』を研修テーマに、

８月21日、22日の両日にかけて、正会員18会員20名、賛助会員５会員６名、合計26名の参加のもと東京
都及び埼玉県に赴きました。
一日目は、東京都水道局　研修・開発センターのご協力により、センターの概要などについての説明

を受けた後、センター内の各施設を見学しました。各会員が抱えている後継者育成問題の解決の糸口と
なる『体験型研修施設』や『ナレッジバンクシステム』『水道技術エキスパート制度』についての説明は
大変興味深く、受講者から質問が相次ぎました。
二日目は埼玉県幸手市にある、前澤工業株式会社埼玉製造所にて、水道配管を形成する際の要となる

バルブに関する技術説明を受けた後、鋳造から出荷までの一連の作業現場を見学しました。製造工程を
見る機会はそうそうないため、どの会員も説明を聞き洩らさないよう真剣に見学しており、参加した会
員から「大変有意義であった」との感想が多数寄せられました。また、午後から訪問した同市の前澤給
装工業株式会社埼玉事業所では、使用者と直結している水道メータについて、最新の自動組立工場で製
造されるメータの仕組みや性能検査方法など、予定時間を大幅に延ばしての見学となりました。
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）

第43回管理者研修会（石川県：８月７～８日）
第43回管理者研修会は、８月７日～８日の２日間

にわたり、石川県金沢市を視察しました。７日は金
沢市企業局「末浄水場」を訪問し、企業局の事業概
要及び末浄水場の概要について説明を受けた後、施
設見学を行いました。
８日は「城北水質管理センター」を訪問し、施設

の概要及び発電設備の構造や効果等について説明を
受けました。



（香川県支部）

第76回事務講習会（さぬき市：９月５日）
事務講習会を開催し、正会員職員33名の参加がありました。高松市上下水道局企業総務課（前局次長）

飯田 誠司様から、「地方公営企業法及び新会計制度の基礎について」と題し、実務に即した内容の講義
を受けました。
また、午後からは、公益社団法人日本水道協会調査部調査課　調査役　向山　謙治　様をお招きし、

「今後の料金改定のあり方について」と題し、今後目指すべき、最適な料金制度のあり方について講義を
受けました。


