
― 行 事 予 定 ―

地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

北 海 道 道東地区
(0154) 43-2164

2012/5/9 第52回道東地区協議会総
会

網走市 対象：地区協議会内正会員

道西地区
(0138) 27-8711

2012/5/9 第76回道西地区協議会 八雲町 対象：地区協議会内正会員

道南地区
(0143) 44-6117

2012/5/10 第80回道南地区協議会 苫小牧市 対象：地区協議会内正会員

道央地区
(011) 385-1213

2012/5/31 第70回道央地区協議会総
会

江別市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
(0166) 24-3160

2012/6/5・6
予定

第79回道北地区協議会総
会

上富良野町 対象：地区協議会内正会員

支部事務局
(011) 211-7007

2012/5/24 第208回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員都市 (15都市)

2012/7/1 第６回北海道地方支部災
害時相互応援訓練

網走市 対象：地区協議会内正会員

2012/7/12 第209回北海道地方支部
理事会

深川市 対象：支部役員都市 (15都市)

2012/7/12 第83回北海道地方支部総
会

深川市 対象：全会員

東 北 東北地方支部
(022) 249-2302

2012/5/24～25 第52回東北主要都市労務
担当者会議

秋田市 対象：東北主要都市､ 参加費5,000円

2012/7/5 第189回幹事会､ 第81回
東北地方支部総会

酒田市 対象：全会員､ 参加費6,000円

2012/7/26～27 第43回東北主要都市水道
技術管理者協議会

青森市 対象：東北主要都市､ 参加費5,000円

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

2012/5/25 第１回幹事会・表彰審査
委員会

東京都

2012/5/予定 第１回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2012/6/開始 技術継承研修 横浜市

2012/7/10 関東地方支部総会 水戸市

中 部 中部地方支部
(052) 972-3607

2012/7/12～13 水道技術講習会 長野県松本
市

対象：正会員・賛助会員

2012/7/20 中部地方支部総会 岐阜県岐阜
市

対象：全会員

静岡県
(054) 354-2704

2012/6/中旬 第１回役員会 静岡市 対象：県支部幹事都市

2012/7/中旬 技術講習会 伊豆の国市 対象：正会員､ 参加費無料

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

中 部 富山県支部
(076) 432-8740

2012/5/11 第57回富山県支部総会 富山市 対象：会員

2012/5/22 技術管理部会 富山市 正会員・技術管理部員

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2012/6/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

2012/7/未定 水道施設見学研修会及び
研修会

未定 対象：支部会員

〃 技術者等養成委員会 未定 対象：委員

京都府支部
(0773) 62-1633

2012/5/21 平成24年度 第１回幹事
会

綾部市 対象:府支部役員

2012/5/21 第57回日本水道協会京都
府支部総会

綾部市 対象:府支部会員

兵庫県支部
(0797) 38-2356

2012/6/予定 第54回技術研究会 西播磨
ブロック

対象：正会員

滋賀県支部
(077) 528-2601

2012/5/22 滋賀県支部 総会 長浜市 対象：県支部 正会員､ 賛助会員

中国四国 中国四国地方支部
(082) 511-6806

2012/5/16 第181回幹事会 松江市 対象：幹事

2012/5/30 第182回幹事会 高松市 対象：幹事

2012/7/19 第183回幹事会 山口市 対象：幹事

2012/7/19 第81回総会 山口市 対象：支部会員

広島県支部
(0823) 26-1603

2012/5/11 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

2012/5/21 県支部総会 大竹市 対象：支部会員

2012/6/上旬 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

岡山県支部
(086) 234-5906

2012/7/上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

鳥取県支部
(0857) 53-7952

2012/5/11 監事会 米子市

2012/5/11 理事会 米子市

2012/5/11 第59回支部総会 米子市

2012/6/1 第54回水道週間

九 州 大分県支部
(097) 538-2403

2012/7/18 事務研究会 豊後大野市 対象：正会員

2012/7/20 技術研究会 佐伯市 対象：正会員

鹿児島県支部
(099) 213-8502

2012/7/1 平成24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 ―

(大阪府支部)

第４回幹事会を大阪市にて開催

３月26日､ 大阪市中央区のシティプラザ大阪にお
いて第４回幹事会を開催しました｡
事務局から本幹事会に先立ち開催しました表彰審
査委員会の報告とあわせて､ 平成23年度会務報告､
平成25年度大阪府支部総会などの報告事項の説明の
後､ 平成23年度支部会計決算の認定 (監査報告を含
む｡)､ 平成24年度事業計画 (案)､ 平成24年度支部
会計予算 (案)､ 平成24年度支部総会会員提出問題
を審議いたしました｡
つづいて､ 公益法人移行に伴う府支部運営につい
て､ 府支部規則等の設定等についての審議に入り､
事務局から資料に基づき説明があり､ 慎重なる審議
の結果､ 原案どおり承認されました｡


