
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 事務委員長
（0138）27-8711

2012/11/1 第106回常設事務委員会 根室市 対象：常設事務委員会都市

支部事務局
（011）211-7007

2012/11/15 平成24年度水道事務・技
術講習会

室蘭市 対象：正会員

2012/11/
 下旬予定

第210回北海道地方支部
理事会

江別市 対象：支部役員都市（監事を除く13都市）

水質委員長
（0143）55-1807

2012/11/1・2 第29回常設水質委員会 旭川市 対象：常設水質委員会都市

道北地区
（0166）24-3160

2012/10/31・
11/1

第15回地区協議会担当者
会議

枝幸町 対象：地区協議会内正会員

2012/11/13 道北地区災害時相互応援
情報伝達訓練

第２ブロッ
ク

対象：地区協議会内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2012/11/
 上旬予定

道東地区協議会事務・技
術研修会

紋別市 対象：地区協議会内正会員

2012/11/
 中旬予定

道東地区協議会水道技術
管理者研修会

根室市 対象：地区協議会内正会員

道央地区
（011）385-1213

2012/11 第22回道央地区協議会運
営委員会

小樽市 対象：地区協議会内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2012/12/ 予定 研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2012/11/8・9 第34回東北主要都市経営
研究会

いわき市 対象：東北主要都市、参加費5,000円

2012/11/20 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

2013/1/18 平成24年度事務・技術研
究部会

仙台市 対象：委員

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2012/11/20 第１回事務・技術講習会 横浜市

2012/11/27 水質研究発表会 東京都

随時開催（12月
まで）

技術継承研修 横浜市・東
京都

2013/1/ 下旬 第２回事務・技術講習会 横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2012/11/1・2 合同防災訓練 四日市市

2012/11/15・16 研究発表会 柏崎市 対象：正会員、賛助会員

2013/1/
 中旬～下旬

役員会 名古屋市

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 静岡県支部
（054）354-2704

2012/11/8・9 先進都市視察研修会 神戸市 対象：正会員、参加費5,000円

新潟県支部
（025）266-9311

2012/11/21・22 第33回水道技術管理者協
議会

三条市 対象：支部正会員

2012/11/9 指定給水装置工事事業者
講習会（上越会場）

上越市

2012/11/27 指定給水装置工事事業者
講習会（佐渡会場）

佐渡市

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2013/1/ 未定 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

京都府支部
（0773）62-1633

2012/11/8 平成24年度事務研修会 京都市 対象 :正会員

兵庫県支部
（0797）38-2356

2012/11/16 第53回事務研究会 丹波市 対象：正会員（40会員）

2012/11/ 予定 第53回業務調査会 西日本 対象：正会員職員（40会員）

2012/12/ 予定 全会員講習会 芦屋市 対象：全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

未定 幹事会 未定

未定 水道事業協議会 未定

未定 臨時総会 未定

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2012/11/8・9 管理職講習会 呉市 対象：支部正会員

2012/11/ 上旬 県支部事務担当者連絡協
議会

広島市 対象：県支部長都市担当者

2012/11/21・22 技術講習会 米子市 対象：支部正会員

2013/1/ 中旬 第185回幹事会 倉敷市 対象：幹事

広島県支部
（0823）26-1603

2012/11/2 技術講習会 竹原市 対象：正会員

2012/11/15・16 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

2012/11/13・14 県支部相互応援参集・受
入訓練

備前市・瀬
戸内市

対象：正会員

2012/11/29・30 県外視察会 兵庫県・京
都府

対象：正会員

2013/1/18 役員会 津山市 対象：役員都市

鳥取県支部
（0857）53-7952

2012/11/26 支部正会員会議 鳥取市

九 州 大分県支部
（097）538-2403

2013/2/ 上旬 技術管理者協議会 未定 対象：正会員

2013/2/ 上旬 第２回課長会 大分市 対象：正会



─ 地 域 の 話 題 ─

（関東地方支部）

平成24年度日本水道協会関東地方支部水質研究発表会開催案内

１．日　　時　　平成24年11月27日（火）午前10時00分開会（午前９時30分受付開始）
２．場　　所　　新宿明治安田生命ホール
　　　　　　　　東京都新宿区西新宿１－９－１（JR新宿駅西口正面　明治安田生命新宿ビル B１F）
３．参 加 費　　無料
４．発 表 等　　発表論文　13編、発表時間　15分（質疑応答含む）
　　　　　　　　詳細は５．プログラムを参照
５．プログラム

10：00 開会
10：02 挨拶 支部長・来賓挨拶

10：15 講演 「水道水質管理を巡る最近の動向」（仮題）
厚生労働省健康局水道課
水道水質管理官　尾川　毅氏

（11：00～11：10）　　　準備　　　　　　　
11：10 発表１ 霞ヶ浦（西浦）におけるかび臭発生と粒状活性炭による処理状況 茨城県企業局
11：25 発表２ 多摩川上流でのかび臭産生藍藻の発生状況とかび臭産生条件に関する調査 東京都水道局
11：40 発表３ リアルタイム RT-PCR法によるクリプトスポリジウムの定量方法の検討 埼玉県企業局
11：55 休憩 昼食　　　
13：00 発表４ ホルムアルデヒドの簡易測定法に関する検討 北千葉広域水道企業団
13：15 発表５ LC-MS/MSによるヘキサメチレンテトラミンの測定方法の検討 埼玉県企業局
13：30 発表６ 浄水工程におけるヘキサメチレンテトラミンの挙動調査 千葉県水道局
13：45 休憩 10分休憩　　　
13：55 発表７ 水質検査結果を用いた越谷・松伏水道企業団水道水の配水状況の推定 越谷・松伏水道企業団
14：10 発表８ 多摩地区における残留塩素管理の現状と課題 東京都水道局
14：25 発表９ 大場川上流排水機場運転時のトリクロラミン低減化に関する検討 東京都水道局
14：40 発表10 「横浜独自の水質目標」（消毒に伴う臭気を含む臭気強度4TON以下）の検証 横浜市水道局
14：55 休憩 10分休憩　　　
15：05 発表11 多摩川流域におけるタミフルの実態調査 川崎市上下水道局
15：20 発表12 LC/MS導入による酒匂川農薬監視体制の強化 神奈川県内広域水道企業団
15：35 発表13 オンライン前処理法を用いた水道原水中の農薬監視 神奈川県企業庁
15：50 閉会

（連絡先）
東京都水道局水質センター企画調査課
計画調整係　高木、冨永（運営委員会事務局）
TEL：03-5802-9024　FAX：03-5802-9023
E-mail：tominaga-kazuki@waterworks.metro.tokyo.jp



兵庫県支部第136回水道協議会（芦屋市：10月５日）

芦屋市ホテル竹園芦屋において、第136回水道協議会（事務関係）が開催され、県内会員34会員の事務
系職員55名の参加があった。安田孝芦屋市水道部長の挨拶の後、芦屋市水道部三井幸裕水道管理課長が
座長となり、提出議題①遠隔式メーター検満交換の取扱いについて（篠山市）、②分納誓約者に対する未
収金の回収について（篠山市）、③施設の清掃等の軽作業の委託について（養父市）、④検針方法につい
て（芦屋市）、⑤リース資産（所有権移転）の本体価額と利息相当額の仕分方法について（高砂市）、⑥
地方公営企業新会計制度移行に係る事務について（福崎町）、⑦水道施設等の広告媒体としての活用によ
る広告掲載事業について（明石市）、⑧水道職員の技術継承、人材育成等について（明石市）の８議題に
ついて、それぞれ意見交換を行った。


