
― 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

2011/11/17
(予定)

第207回北海道地方支部
理事会

函館市 対象：支部役員都市
(監事都市を除く 13都市)

2011/11/下旬
(予定)

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
(0138) 27-8711

2011/10/20 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
(0154) 43-1308

2011/11/9 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
(0143) 55-1807

2011/10/27・28 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
(011) 385-1213

2011/10/21 第18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

2011/11 第21回道央地区協議会運
営委員会

小樽市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
(0166) 24-3160

2011/10/13 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

2011/10/17・18 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
(0154) 43-2164

2011/10～
2012/2

道東地区協議会指定給水
装置工事事業者合同研修
会

釧路市
(釧根管内)
帯広市
(十勝管内)
北見市
(オホーツク管内)

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 (10月21日予定)
十勝管内 (未定)
オホーツク管内 (未定)

2011/11/７ 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

2011/11/17 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
(0138) 27-8711

2011/11/以降 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

2011/11/10・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

2011/11/24 配管技術・技能力維持向
上講習会運営委員会

仙台市 対象：委員

2011/12/8・9 第42回水道技術管理者協
議会

秋田市 対象：東北主要都市､ 参加費5,000円

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

2011/6～
随時開催

技術継承研修 横浜市

2011/10/6 水質研究発表会第３回運
営委員会

東京都

2011/10/14 第２回幹事会 東京都

2011/11/25 水質研究発表会 東京都

2011/12
(予定)

事務・技術講習会 (第１
回)

横浜市

中 部 中部地方支部
(052) 972-3607

2011/11/15 合同防災訓練 名古屋市

2011/11/17・18 第36回研究発表会 富山市 対象：正会員､ 賛助会員

静岡県支部
(054) 354-2703

2011/10/４ 事務講習会 島田市 対象：正会員､ 参加費無料

2011/10/21 水道主管課長研修会 磐田市 対象：正会員､ 参加費無料

2011/11/10・11 先進都市視察研修会 横須賀市 対象：正会員､ 参加費無料

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2011/11/中旬 秋季研修会 未定 対象：正会員

2011/11/下旬 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2011/11/下旬 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者 (責任者) 特別会員
賛助会員

京都府支部
(0774) 62-0414

2011/11/下旬 平成23年度第４回幹事会 京都市 対象：府支部役員

兵庫県
(079) 443-9048

2011/10/6・7 第52回業務調査会 富山県 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

2011/11/未定 水道事業代表者協議会 大津市 対象：県支部 正会員

中国四国 中国四国
(082) 511-6806

2011/11/10・11 管理職講習会 徳島市 対象：支部正会員

2011/11/16・17 事務講習会 山口市 対象：支部正会員

広島県
(0823) 26-1603

2011/10/12・13 合同防災訓練 呉市 対象：正会員

2011/11/11 事務講習会 大竹市 対象：正会員

2011/11/29 技術講習会 廿日市市 対象：正会員

2011/11/17・18 施設見学研修会 対象：正会員

岡山県支部
(086) 234-5906

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

2011/10/21 事務講習会 津山市 対象：正会員

2011/10/26～28 指定給水装置工事事業者
研修会

岡山市

2011/11/2～4 指定給水装置工事事業者
研修会

津山市

2011/11/10・11 指定給水装置工事事業者
研修会

倉敷市

2011/11/15 指定給水装置工事事業者
研修会

新見市

2011/11/16・17 技能講習会 倉敷市 対象：正会員



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

中国四国 島根県支部
(0852) 55-4849

2011/11/上旬 第３回役員会 松江市 対象：役員都市

2011/11/下旬 水道技術管理者会議 松江市 対象：特別会員・正会員

2011/11/下旬 技術講習会 松江市 対象：支部会員

九 州 鹿児島県支部
(099) 213-8502

2011/10/12 鹿児島県支部第２回役員
会

霧島市 対象：役員都市

2011/10/12～13 鹿児島県支部課長会 霧島市 対象：正会員



― 地 域 の 話 題 ―

(関西地方支部)

兵庫県支部平成23年度水道職員講習会 (川西市：８月23日)

川西市アステホールにおいて､ 平成23年度水道職
員講習会が開催され､ 県内29会員の職員43名の参加
がありました｡ 角田幸雄 川西市上下水道事業管理者
の挨拶の後､ 日本ダクタイル鉄管協会 技術広報グルー
プ主幹 田中貴久氏から ｢管路の地震被害と耐震管に
ついて｣ のテーマで､ 東日本大震災による水道管路
の被害状況､ 管路の耐震化､ 新耐震管等について講
演をいただきました｡
東日本大震災における構造物の被害状況､ 管路の

被害事例を多数の写真をもとにパワーポイントで詳
細な説明を受けました｡ また､ 信頼できる水道管路
の構築について提言をいただきました｡


