
― 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

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

2011/10 平成23年度水道事務・技
術講習会

北見市 対象：正会員

事務委員長
(0134) 32-1171

2011/10 第105回常設事務委員会 旭川市 対象：常設事務委員会都市

技術委員長
(0166) 24-3166

2011/10 第114回常設技術委員会 小樽市 対象：常設技術委員会都市

水質委員長
(0138) 46-3031

2011/10 第28回常設水質委員会 帯広市 対象：常設水質委員会都市

道央地区協議会
(0134) 32-1171

2011/10 第19回道央地区協議会実
務担当者会議

石狩市 対象：地区協議会内正会員

道北地区協議会
(0166) 24-3160

2011/8/下旬
(予定)

第14回地区協議会主管課
長会議

旭川市 対象：地区協議会内正会員

2011/10/中旬 道北地区災害時相互応援
情報伝達訓練

道北地区第
１ブロック

対象：地区協議会内正会員

2011/10/下旬
(予定)

第14回地区協議会担当者
会議

深川市 対象：地区協議会内正会員

道東地区協議会
(0154) 43-2164

2011/8/25 水質管理担当者会議 北見市 対象：地区協議会内正会員

2011/10/下旬 道東地区協議会水道技術
管理者研修会

帯広市 対象：地区協議会内正会員

2011/10/下旬 道東地区協議会事務・技
術研修会

白糠町 対象：地区協議会内正会員

道西地区協議会
(0138) 27-8711

2011/10/下旬 研修会 函館市 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
(022) 249-2302

2011/8/31 第187回幹事会､ 第80回
東北地方支部総会

仙台市 対象：全会員､ 参加費 無料

2011/9/16 第６回防災協議会 仙台市 対象：各県支部長都市

2011/11/10～11 第33回東北主要都市経営
研究会

山形市 対象：東北主要都市､ 参加費5,000円

秋田県支部
(018) 863-3757

2011/9/27 平成23年度技術講習会 秋田市 全会員

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

６月から随時開
催

技術継承研修 横浜市

2011/8/予定 事務担当者会議 横浜市

2011/9/8 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2011/8/上旬 技術者等養成委員会 豊中市 対象：委員

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
(0774) 62-0414

2011/9/下旬 平成23年度事務研修会 京都市 対象：正会員

兵庫県支部
(079) 443-9048

2011/8/4・5 第40回管理者研修会 福岡県・佐
賀県

対象：正会員 (主務担当責任者)

関 西 兵庫県支部
(079) 443-9048

2011/8/11 第135回水道協議会 (技
術関係)

朝来市 対象：正会員職員 (40会員)

2011/8/23 水道職員講習会 川西市 対象：正会員職員 (40会員)

2011/10/初旬 第52回業務調査会 未定 対象：正会員職員 (40会員)

2011/10/17 全会員講習会 高砂市 対象：正・賛助・特別会員 (90会員)

2011/10/21 第214回幹事会 高砂市 対象：幹事会構成者

2011/11/11 第52回事務研究会 赤穂市 対象：正会員職員 (40会員)

滋賀県支部
(077) 528-2601

2011/8/18
(予定)

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 中国四国地方支部
(082) 511-6808

2011/8/25・26 第11回水道事例発表会 丸亀市 対象：支部正会員

2011/9/29・30 技術講習会 高知市 対象：支部正会員

広島県支部
(0823) 26-1603

2011/8/22 役員会 呉市 対象：幹事

2011/10/12・13 合同防災訓練 呉市 対象：正会員

2011/10/下旬 技術講習会 廿日市市 対象：正会員

2011/10/下旬 事務講習会 大竹市 対象：正会員

岡山県支部
(086) 234-5906

2011/8/4・5 役員先進都市視察 鹿児島市 対象：役員都市

2011/10/18・19 県支部相互応援参集・受
入訓練

玉野市 対象：正会員

山口県支部
(083) 231-3121

2011/10/中旬 技術講習会 下関市 対象：技術職員 会費：無料

2011/10/中旬 共同見学研修会 未定 対象：中堅職員 会費：未定

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 鹿児島県支部
(099) 213-8502

2011/10 鹿児島県支部第２回役員
会

霧島市 対象：役員都市

2011/10 鹿児島県支部課長会 霧島市 対象：正会員



― 地 域 の 話 題 ―

事務担当者連絡会議を大阪市にて開催

７月５日､ 大阪市中央区のシティプラザ大阪において事務担当者連絡会議を開催しました｡
平成22年度・23年度大阪府支部及び各水道協議会並びに関西地方支部の行事実施状況､ 行事予定等の
ほか､ ｢東北地方太平洋沖地震に伴う水道応援経費に関する説明会｣ の報告を行いました｡

兵庫県支部第53回技術研究会 (三木市：７月６日)

三木市の三木市立教育センターにおいて､ 第53回
技術研究会が開催され､ 県内34会員､ 66名の参加が
ありました｡ 当日は､ 三木市上下水道部長の挨拶の
後､ 神戸市水道局技術部の熊木 芳宏 主幹から ｢水
道事業体の災害に対する備えと災害時の対応｣ につ
いてご講演いただきました｡
熊木主幹は３.11の東日本大震災発生直後から､ 現
地で長期間にわたって応急給水､ 復旧活動等に取り
組まれました｡ また､ 阪神淡路大震災も経験されて
います｡ それらの経験から写真・地図等の豊富な資
料をもとに､ 実際に遭遇した事例を中心に大変わか
りやすく説明していただきました｡
参加者の皆様は､ いつ自分の地域で発生するかもしれない問題だけに､ 予定時間を超えて大変熱心な
質疑がありました｡


