
─ 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

2015/4 監査会 札幌市 対象：監事都市

2015/5/ 予定 第217回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

道央地区
（0126）23-4111

2015/5/ 予定 第73回道央地区協議会総
会

北広島市 対象：地区協議会内正会員

道東地区
（0155）65-4216

2015/3/4 道東地区協議会指定給水
装置工事事業者合同研修
会（十勝地区）

帯広市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

2015/5/ 予定 第55回道東地区協議会総
会

根室市 対象：地区協議会内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2015/5/ 予定 第79回道西地区協議会定
期総会

乙部町 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2015/5/ 予定 第81回道北地区協議会総
会

上川町 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2015/5/ 予定 第83回道南地区協議会 室蘭市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2015/4/8 第58回会計監査 仙台市 対象：監事

2015/4/10 第197回幹事会 仙台市 対象：幹事

2015/5/21・22 第55回労務担当者会議 福島市 対象：東北地方支部主要都市

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2015/4/ 上旬 決算監査会 横浜市

2015/5/ 下旬 水質研究発表会運営委員
会①

東京都

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2015/4 監査会 名古屋市

静岡県支部
（054）354-2704

2015/4/24 第１回役員会 磐田市 対象：支部役員

2015/4/24 第60回県支部総会 磐田市 対象：支部会員

新潟県支部
（025）266-9311

2015/3/4 指定給水装置工事事業者
講習会（長岡会場）

長岡市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2015/4/ 下旬 水道事業管理者協議会 新潟市 対象：県支部正会員等

2015/5/ 中・下
旬

県支部総会 上越市 対象：支部会員

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2015年4/ 未定 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2015年4/ 未定 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2015/5/28 第２回幹事会 高槻市 対象：幹事・監事

2015/5/28 支部総会 高槻市 対象：支部会員

京都府支部
（075）672-7706

2015/5/22 平成27年度支部第１回幹
事会

向日市

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 京都府支部
（075）672-7706

2015/5/22 第60回支部総会 向日市

兵庫県支部
（079）427-3617

2015/4/9 第57回監事会 加古川市 対象：監事会構成者

2015/4/28 第225回幹事会 加古川市 対象：幹事会構成者

2015/4/28 第58回総会 加古川市 対象：全会員、参加費無料

滋賀県支部
（077）528-2601

2015/4 滋賀県支部幹事会 大津市

2015/4 滋賀県支部総会 東近江市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2015/4/ 中旬 会計監査 広島市 平成26年度会計の監査

2015/5/ 中旬 第193回幹事会 下関市 対象：幹事

広島県支部
（0823）26-1603

2015/4/ 上旬 平成26年度会計の監査 呉市 対象：監事

2015/4/ 中旬 役員会 広島市 対象：幹事

2015/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2015/5/20 県支部総会 三原市 対象：支部会員

岡山県支部
（086）234-5906

2015/4/7 役員会 岡山市 対象：役員都市

2015/4/23 県支部総会 玉野市 対象：会員

鳥取県支部
（0857）53-7952

2015/4/22 監事会 米子市

2015/4/22 理事会 米子市

2015/4/22 第62回総会 米子市

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2015/4/16 監査会 那覇市 対象：事務局・総会開催県の支部役員

2015/5/26 第１回役員会 福岡市 対象：支部役員

福岡県支部
（093）582-3131

2015/4/23 県支部役員会 久留米市 対象：支部役員

2015/4/23 県支部総会 久留米市 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2015/4/23 第60回幹事会 竹田市 対象：幹事都市

2015/4/23 第60回県支部総会 竹田市 対象：正会員

2015/5/ 未定 技術管理者協議会 未定 対象：正会員

長崎県支部
（095）829-1203

2015/4/23 幹事会 西海市 対象：幹事都市

2015/4/23 県支部総会 西海市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2015/5/ 未定 第１回役員会 唐津市 対象：役員都市

2015/5/ 未定 県支部総会 唐津市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2015/4/10 平成27年度監事会 熊本市 対象：監事都市

2015/4/30 平成27年度第１回役員会 菊池市 対象：支部役員

2015/4/30 平成27年度県支部総会 菊池市 対象：支部会員

2015/5/1 平成27年度県支部研修会 菊池市 対象：支部会員

宮崎県支部
（0985）26-7506

2015/4/23 県支部監査会 宮崎市 対象：支部監事

2015/4/23 県支部総会 宮崎市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2015/4/ 未定 第１回役員会 鹿児島市 対象：幹事都市

2015/4/ 未定 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2015/4/ 未定 役員会 那覇市 対象：支部役員

2015/4/24 県支部総会 浦添市 対象：支部会員

2015/5/ 未定 水道基礎講座 那覇市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─
（大阪府支部）
第２回幹事会を大阪市にて開催
１月20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。
平成27年度府支部事業計画案など、提出されたすべて

の案件が原案のとおり承認されました。

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。
今年度は、新日本有限責任監査法人　公認会計士の谷

口　信介氏を講師にお迎えし、「人口減少時代に求められ
る経営戦略について」をテーマに、１月20日、大阪市中
央区の「シティプラザ大阪」において43会員、63名の出
席のもと開催しました。
経営戦略の必要性や財政計画の立て方など、水道事業

における経営戦略についてご講演いただき、実り多い研
修となりました。

（兵庫県支部）
平成26年度事務担当者連絡会（加古川市：１月19日）
加古川プラザホテルおいて、平成26年度事務担当者連

絡会が開催されました。
事務局より、平成26年度の事業実施状況及び歳入歳出

決算見込並びに、平成27年度の事業計画（案）及び歳入
歳出予算（案）について報告を行い、それぞれの議案に
ついて事務担当者間で協議を行いました。

第224回幹事会（加古川市：１月26日）
加古川プラザホテルにおいて、第224回兵庫県支部幹事

会が開催されました。
事務局から報告事項４件についての説明がなされた後、

議案８件の審議を行いました。
「平成26年度歳入歳出決算見込」、「平成27年度事業計

画（案）」、「平成27年度歳入歳出予算（案）」などについて、
それぞれ事務局から資料に基づく説明を行い、審議の結
果、原案どおり承認されました。


