
─ 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

2017/3/2 第64回支部事務担当者連
絡会議

札幌市 対象：区長都市事務担当者

2017/4 監査会 札幌市 対象：監事都市

2017/5 第223回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

道央地区
（0134）32-1171

2017/5 第75回道央地区協議会総
会

倶知安町 対象：地区内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2017/5 第57回道東地区協議会総
会

幕別町 対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2017/5/25 第85回道南地区協議会総
会

室蘭市 対象：地区内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2017/3/16 指定給水装置工事事業者
研修会

函館市 対象：地区内事業体登録指定給水装置工
事事業者

2017/5 第81回道西地区協議会 長万部町 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2017/5 第84回道北地区協議会総
会

増毛町 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/4/11 第60回会計監査 仙台市

2017/4/14 第203回幹事会 仙台市

2017/5/25・26 第57回労務担当者会議 盛岡市

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2017/4/ 中旬 決算監査 足利市、甲
斐市

2017/5/ 下旬 水質研究発表会運営委員
会

東京都

神奈川県支部
（044）200-3094

2017/4/27 神奈川県支部総会 横須賀市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/4 監査会 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2017/5/29 支部役員会 豊橋市 対象：役員

2017/5/29 支部総会 豊橋市 対象：正会員…参加費無料、賛助会員…
資料代1,000円

静岡県支部
（054）251-0710

2017/4/28 第１回役員会 静岡市 対象：支部役員

2017/4/28 第62回県支部総会 静岡市 対象：支部会員

岐阜県支部
（058）259－7523

2017/5/26 支部役員会 飛騨市 対象：支部役員

2017/5/26 県支部定時総会 飛騨市 対象：会員

長野県支部
（026）224-5070

2017/4 日本水道協会長野県支部
（長野県水道協議会上水
部会）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

中 部 長野県支部
（026）224-5070

2017/5/23 日本水道協会長野県支部
総会（長野県水道協議会
第48回定時総会）

塩尻市 対象：支部会員、長野県水道協議会正会
員

新潟県支部
（025）232-7314

2017/3/1 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

2017/4/ 下旬 水道事業管理者協議会 新潟市 対象：県支部正会員等

2017/4/ 下旬 水道事業管理者協議会 新潟市 対象：県支部正会員等

2017/4/ 下旬 監事会 新潟市 H28年度決算等会計監査

2017/5/30 第１回役員会 長岡市 対象：支部役員

2017/5/30 第60回総会 長岡市 対象：支部会員

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2017/3/16 災害対策研修会 大阪市 対象：正会員

2017/4/ 下旬 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/4/ 未定 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2017/4/ 未定 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2017/4/28 第２回幹事会 八尾市 対象：幹事・監事

2017/4/28 支部総会 八尾市 対象：支部会員

京都府支部
（075）672-7706

2017/4 第１回幹事会 京都市 対象：支部役員

2017/5/16 第２回幹事会 宇治市 対象：支部役員

2017/5/16 第62回日本水道協会京都
府支部総会

宇治市 対象：支部会員（無料）、支部以外の会
員（有料）

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/4/ 上旬 第59回監事会 川西市 対象：監事

2017/4/26 第231回幹事会 川西市 対象：幹事会構成者

2017/4/26 第60回総会 川西市 全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/3/21 第３回水道関係研修会 大津市

2017/4 滋賀県支部第１回幹事会 大津市

2017/4 滋賀県支部総会 甲賀市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/4/ 中旬 会計監査 広島市 平成28年度会計の監査

2017/5/ 中旬 第199回幹事会 松江市 対象：幹事

広島県支部
（0823）26-1603

2017/4/ 上旬 平成28年度会計の監査 呉市 対象：監事

2017/4/ 中旬 役員会 広島市 対象：幹事

2017/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2017/5 県支部総会 廿日市市 対象：支部会員

岡山県支部
（086）234-5906

2017/4/11 役員会 岡山市 対象：役員都市

2017/4/28 県支部総会 笠岡市 対象：会員

2017/5/ 下旬 水道技術管理者会議 未定

鳥取県支部
（0859）32-6112

2017/4下旬 県支部監事会 倉吉市 対象：支部監事

2017/4下旬 県支部理事会 倉吉市 対象：支部役員

2017/4下旬 第64回県支部総会 倉吉市 対象：支部会員他

香川県支部
（087）839-2711

2016/4 第60回県支部総会 高松市 正会員及び賛助会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/4/14 監査会 長崎市 対象：長崎市、佐世保市

2017/5/25 第１回役員会 福岡市 対象：役員都市



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

九 州 福岡県支部
（093）582-3131

2017/4 県支部役員会 筑紫野市 対象：支部役員

2017/4 県支部総会 筑紫野市 対象：支部会員

長崎県支部
（095）829-1203

2017/4 県支部幹事会・総会 壱岐市 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2017/4/25 第62回幹事会 宇佐市 対象：幹事都市

2017/4/25 第62回県支部総会 宇佐市 対象：正会員

2017/5 技術管理者協議会 別府市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/5 第１回役員会 嬉野市 対象：役員都市

2017/5 県支部総会 嬉野市 対象：支部会員

宮崎県支部
（0985）26-7506

2017/4/19 県支部監査会 宮崎市 対象：支部監事

2017/4/19 県支部総会 宮崎市 対象：支部会員

熊本県支部
（096）381-4061

2017/4/7 監事会 熊本市 対象：監事都市

2017/4/27 第１回役員会・総会及び
研修会

熊本市 対象：正会員・独自会員

2017/4/28 県支部総会及び研修会 熊本市 対象：正会員・独自会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2017/4/14 県支部第１回役員会 鹿児島市 対象：役員都市

2017/4/14 県支部総会 鹿児島市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/4/7 役員会 那覇市 対象：支部役員

2017/4/28 県支部総会 宮古島市 対象：支部会員

2017 水道基礎講座 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

平成28年度事務担当者会議（川西市　１月16日）
兵庫県支部の事務担当者連絡会を川西市のアス

テ川西市民プラザで開催しました。
会員の入会・退会や平成28年度事業実施状況、

決算見込の報告のほか、平成29年度事業計画案や
予算案の説明など11件の案件を説明し、幹事会で
審議することにしました。

第230回幹事会（川西市　１月30日）
川西市のアステ市民プラザにおいて、兵庫県支

部第230回幹事会を開催しました。
兵庫県支部を代表し、川西市上下水道事業管理

者のあいさつの後、事務局から平成28年度第３回
運営会議や関西地方支部第３回幹事会など日本水
道協会本部や関西地方支部における会議内容４件
の報告のあと、兵庫県支部における平成28年度事
業実施状況や決算見込の説明など、あわせて報告
事項６件と議題８件を提案し、審議の結果、原案
どおり承認されました。

第72回水道技術管理者協議会（西宮市　２月７日）
西宮市のノボテル甲子園において、第72回水道

技術管理者協議会を開催しました。
開催都市の西宮市及び支部長市の川西市から上

下水道事業管理者のあいさつの後、本部水道技術
管理者協議会メンバー都市の西宮市から、第163
回～第165回水道技術管理者協議会の報告を受け
ました。
その後、阪神水道企業団浄水管理事務所長兼水

質試験所長の「浄水場の運転管理と技術継承」と
題する講演会を開催しました。



（香川県支部）

第15回水道技術管理者連絡会議（東かがわ市：１月30日）
（公社）日本水道協会「水道技術管理者協議会」

及び「中小規模水道問題協議会」協議事項の報告
の場として、水道技術管理者連絡会議を開催し、
正会員職員24名の参加がありました。
午前は、三豊市水道局水道課長　真鍋　芳和様

から、「日本水道協会中小規模水道問題協議会の
協議事項」を、高松市上下水道局次長　野田　員
生様から、「水道技術管理者協議会の協議事項」
をそれぞれ報告いただきました。
午後は、（公社）日本水道協会水道技術総合研

究所　主任研究員　鈴木　顯様をお招きし、「地
震等の緊急時対応について」の講義を受け、今後
予想される地震について、事業体毎での現在の状
況や課題を踏まえた上での対応策を学ぶことがで
きました。また、緊急時対応の手引きへの理解を
深め、周知することの重要性を改めて確認するこ
とができ、大変貴重な講義となりました。


