
NPO法人

おおいたの水と生活を考える会

大分県には、山間地などに地域独自で運営している小さな水道がたくさんあります。

地域の人が独自につくり、守ってきたこれらの施設。これからも地域で暮らしつづけ

ていくうえでは、これらの施設をうまく管理して、良質な水の供給を維持することがと

ても大切なことになってきます。

みなさんもこのセミナーに参加して、水に関する知識を楽しく学びませんか？

セミナー（第1回）in 豊後高田

テーマ 水道（給水施設）として大切なことってなんだろう

場 所 スパランド真玉 豊後高田市城前156-1

現場見学 ： 豊後高田市 黒土地区 給水施設

日 時 平成２５年３月２日（土） ９：３０～１３：４０

参加費 無料

セミナー（第２回）in 宇佐・中津

参加費 無料

※昼食の注文が必要な方は実費にて負担願います

このセミナーは、

地域やテーマをかえて、全３回で実施します。

３回すべてに参加して、おおいたのアクアマスターを目指そう！

（もちろん１回のみの参加でも、大歓迎です！）

場 所

テーマ 公営水道に学ぼう！

（ 現場見学 ： 中津市 宮永浄水場 ）

日 時 平成２５年３月６日（水） ９：３０～１３：４０

参加費 無料

宇佐市 かんぽの郷

セミナー（第３回）in 別府

場 所

テーマ 小規模給水施設の特徴を考えてみよう！

日 時 平成２５年３月９日（土） ９：３０～１３：４０

参加費 無料

（ 現場見学 ： 別府市 椿地区 ）
別府市 大分県立社会教育総合センター

★ セミナー各回の詳細と、参加申し込みは、別紙をご覧ください。 ★

NPO法人

おおいたの水と生活を考える会
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大分県大分市新町７番１号 エポックセントラル１０１おおいたの水と生活を考える会 大分県大分市新町７番１号 エポックセントラル１０１

TEL/FAX：０９７－５７４－８９３３ E-MAIL npo@water-and-life.biz



小集落などの小さな水道（給水施設）向け

テーマ 水道（給水施設）として大切なことってなんだろう

開催日時 3月2日（土）

9:30～受付） 10:00（開講）～13:30（閉講）

講習会場

現場見学

内 容
開始時 終了時 時間（分）

10:00 ～ 10:10 10

10:10 ～ 10:30 20

10:30 ～ 10:50 20

10:50 ～ 11:00 10

11:00 ～ 11:30 30

11:30 ～ 11:45 15

11:45 ～ 12:15 30

12:15 ～ 12:25 10

12:25 ～ 12:55 30

12:55 ～ 13:05 10

13:05 ～ 13:30 25

ＮＰＯ法人 おおいたの水と生活を考える会
電話 097-574-8933 FAX 097-574-8933

電子メール npo@water-and-life.biz

維持管理セミナー担当 加崎 史啓

お名前 住所

所属 電話番号
受講希望 □ 3月2日(土) 維持管理セミナー（ｉｎ豊後高田） 昼食の注文 要・不要

と □ 3月6日（水）維持管理セミナー（ｉｎ宇佐・中津） 昼食の注文 要・不要

昼食の手配 □ 3月9日（土）維持管理セミナー（ｉｎ別府） 昼食の注文 要・不要

※昼食代については別途実費（１,０５０円）が必要です。

お電話、メールまたはFAXで下記の内容をご連絡ください。

受講の申し込みはこちら ↓

会場案内

維持管理セミナー（第１回）in豊後高田

～（移動）～

・閉講挨拶

～（移動）～

・現場見学

・現場見学地の紹介

～昼食～

・水道（給水施設）として大切なこと

～休憩～

・水をきれいにする仕組み

・開講挨拶・受講概要

・小規模給水施設とは？

豊後高田市 黒土地区 給水施設

講義内容

スパランド真玉 豊後高田市城前156-1

人の生活する場に水を届ける施設を「水道（給水施設）」と呼んでいます。

大都市であろうと、山間地の小集落であろうと、「水」というものは、人が近代的な生活する上では、絶

対必要なものです。

そこで、この「水道（給水施設）」というものについて、もう一度皆さんと一緒に考えてみましょう！。

このセミナーは、きっとあなたが、地域の水について新しい認識を持ち、地域の「水の知恵者」となる

手助けになることでしょう。

参加費 無料

スパランド真玉



小集落などの小さな水道（給水施設）向け

テーマ 公営水道に学ぼう！

開催日時 3月6日（水）

9:30～受付） 10:00（開講）～14:10（閉講）

講習会場

現場見学

内 容
開始時 終了時 時間（分）

10:00 ～ 10:10 10

10:10 ～ 10:25 15

10:25 ～ 11:10 45 ・水質の確認とその意味について

11:10 ～ 11:20 10

11:20 ～ 11:40 20

11:40 ～ 12:00 20

12:00 ～ 12:30 30

12:30 ～ 13:00 30

13:00 ～ 13:30 30

13:30 ～ 14:00 30

14:00 ～ 14:10 10

ＮＰＯ法人 おおいたの水と生活を考える会
電話 097-574-8933 FAX 097-574-8933

電子メール npo@water-and-life.biz

維持管理セミナー担当 加崎 史啓

お名前 住所

所属 電話番号
受講希望 □ 3月2日(土) 維持管理セミナー（ｉｎ豊後高田） 昼食の注文 要・不要

と □ 3月6日（水）維持管理セミナー（ｉｎ宇佐・中津） 昼食の注文 要・不要

昼食の手配 □ 3月9日（土）維持管理セミナー（ｉｎ別府） 昼食の注文 要・不要

※昼食代については別途実費（１,０５０円）が必要です。

JR日豊本線柳ヶ浦駅から車で約8分

電車でお越しの場合

講義内容

受講の申し込みはこちら ↓
お電話、メールまたはFAXで下記の内容をご連絡ください。

会場案内

車でお越しの場合

維持管理セミナー（第２回）in宇佐・中津

宇佐別府道路宇佐ICから国道10号経由で約6km(約10分)

～（移動）～

・閉講挨拶

～（移動）～

・現場見学

・現場見学地の紹介

～昼食～

～休憩～

・事業経営と水道料金

・開講挨拶・受講概要

・公営水道に学ぼう！

中津市 宮永浄水場

宇佐市 かんぽの郷 大分県宇佐市大字川部1571-1

大分県には、山間地などの小集落で、小規模な給水施設を自前で管理・運営している地区が多くあります。

どの地区でも、その維持管理には苦労をされていることと思います。

そのような問題に対して、まずお手本にすべきは、都市部などで実際に稼働している公営水道の事例で

はないでしょうか？

もちろん、規模や、財政的な体力もちがいますので、そのままというわけにはいきませんが、まず、「公

営水道ではこうやっている！」ということを知り、小規模な施設への応用を考えられる基礎をつくりましょう。

参加費 無料

かんぽの郷 宇佐



小集落などの小さな水道（給水施設）向け

テーマ 小規模給水施設の特徴を考えてみよう！

開催日時 3月9日（土）

9:30（受付）～10:00（開講）～13:30（閉講）

講習会場

現場見学

内 容
開始時 終了時 時間（分）

10:00 ～ 10:10 10

10:10 ～ 10:25 15

10:25 ～ 11:00 35 ・小規模給水施設の事例紹介

11:00 ～ 11:10 10

11:10 ～ 11:40 30

11:40 ～ 11:50 10

11:50 ～ 12:20 30

12:20 ～ 12:55 35

12:55 ～ 13:25 30

13:25 ～ 14:00 35

14:00 ～ 14:10 10

徒歩の場合

バスの場

ＮＰＯ法人 おおいたの水と生活を考える会
電話 097-574-8933 FAX 097-574-8933

電子メール npo@water-and-life.biz

維持管理セミナー担当 加崎 史啓

お名前 住所

所属 電話番号
受講希望 □ 3月2日(土) 維持管理セミナー（ｉｎ豊後高田） 昼食の注文 要・不要

と □ 3月6日（水）維持管理セミナー（ｉｎ宇佐・中津） 昼食の注文 要・不要

昼食の手配 □ 3月9日（土）維持管理セミナー（ｉｎ別府） 昼食の注文 要・不要

※昼食代については別途実費（１,０５０円）が必要です。

扇山団地行き（3番）、スギノイパレス行き（8番）
境行き（34番）、湯布院行き（36番）
くじゅう、牧ノ戸峠行き（37番） …約6分

※ﾋﾞｰｺﾝﾌﾟﾗｻﾞ・ﾆｭｰﾗｲﾌﾌﾟﾗｻﾞバス停にて下車

会場案内

JR九州日豊線別府駅西口から約25分（約2km）

別府駅西口 (番号は路線番号です)

維持管理セミナー（第３回）in別府

受講の申し込みはこちら ↓
お電話、メールまたはFAXで下記の内容をご連絡ください。

～（移動）～

・閉講挨拶

～（移動）～

・現場見学

・現場見学地の紹介

～昼食～

～休憩～

・小規模給水施設の維持管理について(まとめ)

・開講挨拶・受講概要

・小規模給水施設の特徴について

別府市 椿地区

講義内容

社会教育総合センター 別府市大字別府字野口原3030-1

参加費 無料

小規模な集落ごとの水道（給水施設）には、その地域、場所、施設の形態などによって、様々な特徴

が個々にあります。

このセミナーで、小規模施設として概ね共通にみられる特徴や、注目すべき点などを学ぶことで、あ

なたが「地域の水」とうまくつきあっていく、いい方法が見えてきます。

大分県内のいろんな事例を学ぶことで、あなたの地域の水に活かせるアイデアをみつけてください。

そして、よりよい維持管理のための知識を身につけてください。

社会教育総合センター


