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第５９回中部地方下水道協会 総会の開催について 

 
 

 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

 日頃より、当協会の事業運営につきまして格別のご協力を賜り、厚く御礼  

申し上げます。 

 さて、当協会では、標記総会を来たる５月２６日（木）に別紙日程により、

富山県高岡市において開催する運びとなりました。 

 つきましては、ご多端の折、誠に恐縮に存じますが、何卒ご出席ください  

ますようご案内申し上げます。 

出席につきましては、別紙ご案内によりご連絡くださいますようお願い申し

上げます。 
 なお、新型コロナウイルス感染拡大状況等により、中止等する場合がありま

す。 
 

 

 

 

 

 

中部地方下水道協会事務局 

担当：永井・古川 

電話 052-972-3607 



 

第５９回中部地方下水道協会 総会開催について 

 

 

１．期 日    令和４年５月２６日（木） 

 

２．会 場    ホテルニューオータニ高岡 ４階 「鳳凰の間」 

         富山県高岡市新横町１番地 

         電話 ０７６６－２６－１１１１ 

 

３．日 程  ※ 新型コロナウイルス感染拡大状況等により、変更する場合が

あります 

 受 付     １３時００分 ～ １４時００分 

 開 会     １４時００分 

  (1) 開会のことば 

  (2) 開催地代表あいさつ   

  (3) 中部地方下水道協会会長あいさつ 

  (4) 来賓祝辞 

  (5) 来賓紹介     

 

 表彰式 

  (1) 受賞者代表表彰 

 

 報 告  ※ 現在の予定であり、変更となる場合があります 

  (1) 国土交通省 

  (2) 総務省 

  (3) 公益社団法人日本下水道協会 

 

 会 議 

  (1) 議長推挙 

  (2) 会務報告 

  (3) 議事  ※ 下記議題以外に議題が追加されることがあります 

   認定案第１号 

    令和３年度中部地方下水道協会収支決算 

   第１号議案 

    令和４年度中部地方下水道協会事業計画 

   第２号議案 

    令和４年度中部地方下水道協会収支予算 



 

第３号議案 

    会員提出議題 

   第４号議案 

    次回中部地方下水道協会総会開催地の決定 

     

閉 会  １７時３０分 

    中部地方下水道協会会長あいさつ 

    閉会のことば 

 

 ※意見交換会については、中止とさせていただきます。会員の皆様との連携を

より一層深めるため、会員様同士が交流できる時間を設ける予定ですので、ぜ

ひご参加ください。 



 

令和 4 年 3 月吉日 

第 59 回中部地方下水道協会総会 
【総会・宿泊のご案内】 

 

拝啓、時下益々のご清祥のこととお慶び申し上げます。 
この度、高岡市におきまして「第 59 回中部地方下水道協会総会」が開催されますことを心からお祝い申し上げます。 
ご参加の皆様の参加・宿泊手配のお手伝いを「㈱JTB 富山支店」が担当させて頂くこととなりました。 
皆様のお申し込みを心よりお待ちしております。                            敬具 

 

株式会社 JTB 富山支店 
支店長 杉浦孝典 

●総会参加のご案内 

 ●日  時： 令和 4 年 5 月 26 日（木） 14：00～17：30（予定） 

 ●開催場所： ホテルニューオータニホテル高岡 4 階「鳳凰の間」 

 ●住  所： 〒933-0035 富山県高岡市新横町１ 

 ●T E L： 0766-26-1111 

 ●参 加 費： 無料 

 

●意見交換会について 

 ※新型コロナウイルス感染防止のため中止となりました。 
 

●宿泊プラン（募集型企画旅行） 

 ●宿泊期間設定日：令和 4 年 5 月 25 日（水）・26 日（木） 
 ●下記料金は１名様あたりの料金で、1 泊朝食・税金・サービス料が含まれています。 
 ●宿 泊 条 件：サービス料税金込、お一人様当たりの料金、食事条件は下記の＜食事＞の欄をご覧ください。 

ご利用ホテル 
部屋タイプ 

（1 名 1 室利用） 
募集部屋数 利用日 

旅行代金 

（宿泊プラン） 
食事 アクセス 

高岡マンテン

ホテル駅前 

シングル 

バス・トイレ付 

20 25 日(水) 7,800 円 
朝食付 

高岡駅から 

徒歩 1 分 40 26 日(木) 7800 円 

●上記旅行代金（宿泊プラン）は、それぞれのお部屋タイプご利用時のお一人様あたりの料金（税込）です。 
●お申込みは成立順とさせて頂きます。定員に達し次第、募集を終了いたします。 
●朝食は不要の場合でも、料金は同額となります。 
●個人勘定および、これに伴うサービス料金と諸税は各自ご精算願います。 
●添乗員は同行致しません。ホテル到着時にフロントにてお名前を確認を上、チェックインをお願いします。 
●ご旅行開始日の７日目までにご宿泊のご案内（確定書面）を交付致します。 
●最小催行人員は１名。 

 

●行程表 

目次 行程（往復の交通費は含まれていません。） 食事条件 

１日目 自宅または前泊または各地→（交通はお客様負担）→宿泊（高岡） 朝：× 昼：× 夕：× 

２日目～３日目 宿泊（高岡）→（交通はお客様負担）→自宅または後泊または各地 朝：〇 昼：× 夕：× 

 

 

 

 

 



 

●お申込み・お問合わせ先 

 (株)JTB 富山支店 

 TEL：076-431-7581   FAX：076-441-1320   メールアドレス：toyama-taikai1@jtb.com 

 （受付時間 平日 9:30～17:30 土曜・日曜・祝日休業） 
 

●お申込み方法について 

●下記の①から③をご確認の上、WEB 上の申込サイト又は FAX にてお申込みください。 

申込サイトログイン URL： https://amarys-jtb.jp/jswa-chubu59th/ 

右記 QR コードからもログイン可能です。 

 

  ①申込締切後、4 月下旬頃に受付内容・振込先を記載した確認書（確定書面）・請求書をお送りいたします。 

    万一、期間を過ぎても届かない場合は、急ぎ当社までご一報願います。  

  ②請求書に記載の振込先へ期日までに銀行振込にてお支払いください。振込手数料は各自ご負担いただきますよう、

お願い申し上げます。 

  ③領収書の代わりとなり金融機関発行の振替控とは別に、さらに領収書の発行を希望される方は、あらかじめ申込書に

その旨をご記入ください。 

事務処理上、当日にお申出の場合、その場でのお渡しはできませんのでご了承願います。 

 

●お申込締切日 

令和 4 年 4 月 22 日（金）23:59 

ご登録いただきました個人情報に関しましては、当大会（第 59 回中部地方下水道協会総会）に関わる目的以外での利用

は行いません。個人情報の管理には当社個人旅行情報保護方針に基づき、適切な体制で臨んでおります。 

 

●お申込後の変更・取消 

●変更・取消の場合は、お申し込みの方法（WEB 上の申込サイト又は FAX）にてご連絡をお願いいたします。 

なお、申込期限後の変更につきましては出席者名簿の変更・登載等が出来ないことがありますので予めご了承ください。 

●お取り消しの場合、1 名様につき下記の取消料が適用されますのでご了承ください。 

土・日・祝日受付時間外の変更・取消は翌営業日扱いになりますのでご注意ください。 

●お取り消し後のご返金は、取消料ならび振込手数料の実費を差引き、総会終了後、清算いたします。 

事務処理上、概ね 1 ケ月以内に対応させていただきますので予めご了承ください。 

 

●宿泊プラン取消料について 

旅行契約成立後、お客様の都合で、契約を解除されるときは、ご一泊あたり次の金額を申し受けます。 

複数泊の場合でも旅行開始日が取消料の基準日となります。 

取消日 旅行開始日の前日から 

起算してさかのぼって 

9 日目 

旅行開始日の 

前日 

当日 

及び 

無連絡不参加 

取消基準 10％ 50％ 100％ 

 

※新型コロナウイルス感染症拡大状況等により、開催中止等となる場合があります。 

 

 

 

 

 



 

ご旅行条件（要約）【このパンフレットは、旅行業法大 12 条の４に定める取引条件の説明書面及び同法 12 条の 5 に定める契約書面の一部となります。】 

■ご旅行条件書 要約（募集型企画旅行契約） 
お申込みの際には、必ず旅行条件書（全文）をお受け取りいただき、事前に内容をご確認の上お申し込みください。 

旅行条件書（全文）はこちらよりご確認いただけます。【 http://www.jtb.co.jp/operate/jyoken/acedom.asp 】  

 

●募集型企画旅行契約 
この旅行は（株）JTB（東京都品川区東品川二丁目 3 番 11 号 観光庁長官登録旅行業大 64 号。以下「当社」という）が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお

客様は当社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行条件書（全文）、出発前にお渡しす

る最終日程表と称する確定書面および当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。 

●旅行のお申込みおよび契約成立時期 
（1）所定の申込書に所定の事項を記入し、お申し込みください。 

（2）旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込金を受領したときに成立するものとします。 

但し、本契約に関しましては、後日送付する請求書に基づく旅行代金のお振込が完了した時点で、旅行契約が成立したものとします。 

●旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日からさかのぼって 7 日前にあたる日より前（もしくは当社が指定する期日までに）お支払いください。 

●取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、ネット記載の金額を取消料として申し受けします。 

別途記載の取消料区分をご確認ください。 

●旅行代金に含まれるもの 
各旅行日程およびご案内に明治した運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）、宿泊代、食事代、及び消費税等諸税。これらの費用は、お客様の都合により

一部利用されなくても原則として払い戻しいたしません。（コースに含まれない交通費等の諸費用及び個人的費用は含みません） 

●特別補償 
当社又は当社が手配を代行させた者の恋又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規程に基づき、募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来

の事故により、その体、生命又は手荷物城に被った一定の損害について、以下の金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

・死亡補償金:1500 万円 ・入院見舞金:2～20 万円 ・通院見舞金:1～5 万円 

・携行品損害補償金:お客様 1 名につき～15 万円（ただし、補償対象品 1 個にあたり 10 万円を限度とします。） 

身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収又は摂取した時に急激に生ずる中毒症状（継続的に吸入、吸収又は摂取した結果生ずる中毒症状を除き

ます。）を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません＜免責事項＞ 

●国内旅行保険への加入について 
旅行先において、ケガをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事項の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難であるのが実

情です。これらの治療費、移送費、また、死亡・後遺障害等を担保するため、お客様自身で充分な額の国内旅行保険に加入することをお勧めします。詳細については、お問合

せください。 

●事故等のお申出について 
旅行中に、事故などが生じた場合は、直ちに同行の添乗員・現地係員・運送・宿泊機関等旅行サービス提供機関、又は、お申込個所にご通知ください。（もし、通知できない事

情がある場合は、その事情がなくなり次第ご通知ください。） 

●個人情報の取り扱いについて 
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申込みいただいた旅行に

おいて運送。宿泊機関等の提供するサービス及び、それらのサービス受領のために手続に必要な範囲内で利用させていただきます。また、大会運営に伴い情報共有のため大

会主催事務局へ情報を提出し利用させていただきます。 

●旅行条件・旅行代金の基準 
この旅行条件は 2022 年 03 年 23 日現在を基準としています。又、旅行代金は、2022 年 03 年 23 日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しています。 

 

 【旅行企画・実施】 

株式会社 JTB 

観光庁長官登録旅行業第 64 号   

（一社）日本旅行業協会正会員 

〒140-8602 東京都品川区東品川 2-3-11 

 

【お申込み・お問い合せ先】  

株式会社 JTB 富山支店 

TEL: 076-431-7581／FAX：076-441-1320 

受付時間：月～金 10:00～17:00 土･日･祝祭日は休業 

〒930-0003 富山県富山市桜町 1-1-36 富山地鉄ビル 1 階 

観光庁長官登録旅行業第 64 号 

総合旅行業務取扱管理者：榊原 浩二 

 

《その他、総会運営に関することについてのお問合せ》 

【開催地事務局】 

 高岡市上下水道局総務課内 〔担当：永森（ながもり）・吉野（よしの）〕 

 〒933-0057 富山県高岡市広小路 7-50  TEL：0766-20-1621 

【中部地方下水道協会事務局】 

 名古屋市上下水道局総務部総務課内 〔担当：永井（ながい）・古川（ふるかわ）〕 

 〒460-8508 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目 1 番 1 号  TEL：052-972-3607 



第 59 回中部地方下水道協会総会会場案内図 

 

〇総会会場：ホテルニューオータニ高岡 ４階 「鳳凰の間」 

〒933-0035 富山県高岡市新横町１番地 

TEL：0766-26-1111 

 

〇宿泊に関するお問い合わせは 「高岡マンテンホテル駅前」 ※高岡駅から直通通路あり 

TEL：0766-27-0100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇総会会場へのアクセス方法 

・あいの風とやま鉄道高岡駅より徒歩約５分 

・JR 新高岡駅よりシャトルバス又は JR城端線であいの風とやま鉄道高岡駅まで約８分 

 ※シャトルバスの時刻表の URL はこちら 

 https://www.city.takaoka.toyama.jp/kotsu/shuttle6new.html 

・北陸自動車道小杉 ICよりお車で北西へ約 20 分 

・北陸自動車道高岡砺波スマート IC よりお車で北へ約 20 分 

・能越自動車道高岡 ICよりお車で北東に約 15 分 

 

・会場及び会場近辺の駐車場は有料となります。 

  

高岡駅 

高岡マンテン 

ホテル駅前 

ホテルニューオータニ高岡 



〇ホテルニューオータニ高岡４階 平面図 

 

※１階のエスカレーターでは、４階まで上がれません。 

１階からこのエレベーター 

をご利用ください 


