
― 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
(0134) 32-1174

2012/2/15 第51回水道実務発表会 帯広市 対象：全会員

支部事務局
(0134) 32-1173

2012/2 第54回支部事務担当者会
議

札幌市 対象：区長都市事務担当者

道東地区
(0154) 43-2164

2012/2/24
(オホーツク管内)
2012/2/28
(十勝管内)

道東地区協議会指定給水
装置工事事業者合同研修
会

北見市
(オホーツク管内)
帯広市
(十勝管内)

対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

地区３管内で実施
釧根管内は､ 平成23年10月21日に実施済み

道西地区
(0138) 27-8711

2012/1/以降 研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

2012/1/17 事務・技術講習会
(第１回)

横浜市

2012/1/19・20 技術継承研修 東京都

2012/2/2・3 事務・技術講習会
(第２回)

横浜市

神奈川県支部
(044)200-3094

2012/1/17 指定給水装置工事事業者
研修会

横浜市

2012/1/19 指定給水装置工事事業者
研修会

海老名市

2012/1/24 指定給水装置工事事業者
研修会

平塚市

2012/1/31 指定給水装置工事事業者
研修会

川崎市

2012/2 第２回幹事会 未定

中 部 中部地方支部
(052) 972-3607

2012/2/7 役員会 名古屋市 対象：役員都市

静岡県支部
(054)354-2704

2012/1/下旬 防災担当者連絡会議 静岡市 対象：正会員､ 参加費無料

2012/2/3 水道技術管理者研修会 焼津市 対象：正会員､ 参加費無料

2012/3/下旬 第２回役員会 静岡市 対象：県支部幹事都市

富山県支部
(076) 432-8740

2012/2/10 水道事業研究発表会 富山市 対象：正会員

2012/2/16 23年度第２回役員会 富山市 対象：役員

2012/4/中旬 24年度第１回役員会 富山市 対象：役員

2012/5/11 24年度県支部総会 滑川市 対象：正会員・賛助会員等

長野県支部
(026) 224-5070

2012/1/31 長野県水道協議会上水部
会 (日本水道協会長野県
支部) 役員会

長野市 対象：役員都市

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2012/2/未定 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2012/3/未定 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2012/3/未定 第４回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

京都府支部
(0773)62-1633

2012/2/下旬 平成23年度
水道技術管理者協議会

長岡京市 対象：府支部正会員

2012/3/下旬 平成23年度 第５回幹事
会

京都市 対象：府支部役員

兵庫県支部
(0797) 38-2356

2012/2/上旬 第65回水道技術管理者協
議会

姫路市 対象：正会員 (水道技術管理者)

2012/2/上旬 事務担当者連絡会 芦屋市 対象：事務担当者会構成者

2012/2/中旬 第215回幹事会 芦屋市 対象：幹事会構成者

滋賀県支部
(077) 528-2601

2012/1/18､ 19､
26､ 27

指定給水装置工事事業者
研修会

栗東市
彦根市

対象：県内指定給水装置工事事業者

2012/2/3 水道関係研修会 神戸市
淡路市

対象：県内正会員

中国四国 岡山県支部
(086)234-5906

2011/1/13 役員会 高梁市 対象：役員都市

2012/2/中旬 管理職研修会 岡山市 対象：正会員

九 州 大分県支部
(097) 538-2403

2012/2/上旬 技術管理者協議会 大分市 対象：正会員

2012/2/下旬 第２回課長会 大分市 対象：正会員

鹿児島県支部
(099) 213-8502

2012/4/下旬 第１回役員会 鹿児島市 対象：役員都市

2012/4/下旬 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員 負担金：2,000円



― 地 域 の 話 題 ―

(関東地方支部)

｢若手職員をブラッシュアップ！｣ 技術継承研修を実施

当支部では､ 例年､ 経験年数の少ない水道事業体
職員を対象とした ｢技術継承研修｣ を実施していま
す｡ 本年度は､ 横浜ウォーター株式会社の協力のも
と､ より研修の意義を発揮できるよう､ 年度前半の
６月から実施することとしました｡
内容としては､ 主に技術系職員を対象とし､ 配管
技術､ 浄水処理など実務に即したコースを設けてい
ます｡ 前期受講者アンケートでは ｢講師の体験談を
踏まえた説明が分かりやすい｣ ｢事故や失敗を再現
しており､ ためになった｣ など､ ご好評をいただい
ています｡
来年度も､ 受講者ニーズに応えられるような各種
研修を用意しておりますので､ 関東地方支部の水道事業体の職員の皆様は､ 是非受講をご検討ください｡



(大阪府支部)

第２回幹事会を大阪市にて開催

11月28日､ 大阪市中央区の ｢シティプラザ大阪｣ において第２回幹事会を開催しました｡
事務局から支部総会等の会計報告と東日本大震災支援報告及び台風12号支援報告について､ また､ 公
益法人制度改革に関する報告事項の説明の後､ 原案どおり了承されました｡

管理者研修会を大阪市にて開催

大阪府支部では､ 毎年､ 会員トップ級の方を対象に現代社会が直面する諸課題への認識を深めていた
だくことを目的に ｢管理者研修会｣ を開催しています｡
近年ゲリラ豪雨災害が多い中､ 今年の９月には､ 近畿圏内において､ 台風12号の豪雨被害がありました｡
温暖化の影響を受け気候が不安定になっており､ 早期に災害を防ぐためにも ｢自然の脅威・豪雨と災害｣
をテーマに設定し､ 11月28日､ 大阪市中央区の ｢シティプラザ大阪｣ において会員44会員､ 55名の出席
のもと開催しました｡ 講師には､ 京都大学防災研究所教授の中北英一氏をお迎えし､ ｢豪雨と災害につ
いて｣ と題し､ ご講演をいただきました｡
最新型の気象レーダーによる豪雨予測により､ 災害の軽減を図るための研究が進められているとのお
話に期待し､ 講演を終了いたしました｡


