
― 行 事 予 定 ―

地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

北 海 道 道北地区
(0166) 24-3160

2011/6/2・3 第78回道北地区協議会総
会

美深町 対象：地区協議会内正会員

支部事務局
(011) 211-7007

2011/7/7 第５回北海道地方支部災
害時相互応援訓練

名寄市 対象：地区協議会内正会員

2011/7/14 第206回北海道地方支部
理事会

江差町 対象：支部役員都市 (15都市)

2011/7/14 第82回北海道地方支部総
会

江差町 対象：全会員

2011/7/下旬 第17回水道配管技術研修
会

釧路市 対象：正会員

2011/8 第53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

2011/8/下旬 水質管理担当者会議 北見市 対象：地区協議会内正会員

東 北 秋田県支部
(018) 863-3757

2011/6/3 第59回総会 秋田市 全会員

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

2011/7/12 第79回支部総会 東京都

６月から随時開
催

技術継承研修 横浜市

中 部 中部地方支部
(052) 972-3607

2011/7/7・8 水道技術講習会 福井県勝山
市

対象：正会員・賛助会員
会費：参加無料

2011/7/22 中部地方支部総会 新潟県新潟
市

対象：全会員
会費：参加無料

2011/8/18・19 中小規模水道問題協議会 愛知県岡崎
市

対象：委員都市
会費：参加無料

富山県支部
(076) 432-8740

2011/7/22 県内水道問題協議会 富山市 対象：正会員

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2011/6/未定 日本水道協会大阪府支部
及び各水道協議会事務担
当者連絡会議

未定 対象：各協議会会長市､ 関西地方支部事
務担当者

2011/7/未定 水道施設見学研修会及び
研修会

未定 対象：支部会員

2011/8/未定 技術者等養成委員会 豊中市 対象：委員

京都府支部
(0774) 62-0414

2011/7/下旬 平成23年度 管理職研修
会

未定 対象：正会員

2011/9/下旬 平成23年度 事務研修会 未定 対象：正会員

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

関 西 兵庫県支部
(079) 443-9048

2011/7/6 第53回技術研究会 三木市 対象：正会員職員 (40会員)

2011/7/下旬 第64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)

2011/7/下旬 第40回管理者研修会 西日本方面 対象：正会員 (主務担当責任者)

滋賀県支部
(077) 528-2601

2011/8/未定 水道技術管理者協議会 大津市 対象：県支部 正会員

中国四国 中国四国
(082) 511-6806

2011/6/中旬 県支部事務担当者連絡協
議会

広島市 対象：県支部長都市担当者

2011/7/28 第178回幹事会 福山市 対象：幹事

2011/7/28 第79回総会 福山市 対象：支部会員

2011/8/25・26 第11回水道事例発表会 丸亀市 対象：支部正会員

広島県支部
(0823) 26-1603

2011/6/22 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

2011/7/8 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2011/8/中旬 役員会 呉市 対象：幹事

岡山県支部
(086) 234-5906

2011/7/上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2011/7/中旬 技術講習会 未定 対象：正会員

島根県支部
(0852) 55-4849

2011/6～8 広報誌 ｢県支部だより｣
刊行

島根県支部会員

九 州 大分県支部
(097) 538-2403

2011/7/14 事務研究会 宇佐市 対象：正会員

2011/7/22 技術研究会 中津市 対象：正会員

鹿児島県支部
(099) 213-8502

2011/7 平成23年度水道関係経理
講習会

鹿児島市 対象：正会員



― 地 域 の 話 題 ―

兵庫県支部 (関西)

第213回兵庫県支部幹事会 (高砂市：４月26日)

鹿島殿において､ 第213回兵庫県支部幹事会が開催
されました｡ 事務局及び幹事から報告事項の説明が
なされた後､ 議案の審議に入りました｡ 第１号議案
｢平成22年度兵庫県支部歳入歳出決算｣､ 第２号議案
｢平成23年度兵庫県支部事業計画 (案) 及び歳入歳出
予算 (案)｣､ 第３号議案 ｢公益法人制度改革に関す
る基本的事項｣､ 第４号議案 ｢日本水道協会兵庫県支
部会計規則の廃止｣､ 第５号議案 ｢県支部第54回総会
の運営｣ について､ それぞれ事務局から資料に基づ
き説明があり､ また､ 第３号議案については日本水
道協会大阪支所より説明を受け､ 慎重審議の結果､
原案どおり承認されました｡

兵庫県支部第54回総会 (高砂市：４月26日)

鹿島殿において､ 兵庫県支部第54回総会が開催さ
れ､ 支部会員97名が出席しました｡ 開会にあたり､
県支部長都市として冨田康雄高砂市副市長から挨拶
があり､ 次いて高砂市議会議長 池本晃氏､ 兵庫県健
康福祉部生活消費局参事兼生活衛生課長 村上和典氏､
日本水道協会大阪支所次長 岡 正氏からの来賓祝辞
がありました｡
続いて表彰式が行われ､ 支部永年勤続表彰として

85名の受賞者に対し表彰状と記念品が贈られ､ 受賞
者を代表し､ 南 孝司氏 (加古川市水道局浄水課長)
から謝辞が述べられました｡
会議では､ 平成22年度支部事業の活動状況につい

ての会務報告の後､ 議案の審議に入り､ 第１号議案 ｢平成22年度歳入歳出決算｣ について､ 事務局の説
明､ 監事の監査報告の後､ 原案どおり承認されました｡ 続いて第２号議案 ｢平成23年度事業計画｣､ 第３
号議案 ｢平成23年度歳入歳出予算｣､ 第４号議案 ｢会員提出問題｣､ 第５号議案 ｢公益法人制度改革に関
する基本的事項｣､ 第６号議案 ｢日本水道協会兵庫県支部会計規則の廃止｣､ 第７号議案 ｢平成23年度兵
庫県支部幹事の選任｣､ 第８号議案 ｢平成23・24年度日本水道協会兵庫県支部長の推薦｣､ 第９号議案
｢平成23・24年度日本水道協会関西地方支部幹事及び監事の推薦｣ について､ 順次上程し､ 原案どおり可
決されました｡
また､ 第10号議案 ｢兵庫県支部第55回総会開催地｣ については丹波市に決定しました｡


