
─ 行 事 予 定 ─

地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

北 海 道 北海道地方支部
（011）211-7007

2017/7/12 第224回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

2017/7/12 第88回北海道地方支部総
会

札幌市 対象：支部内正会員　ほか

2017/7/19・20 第23回水道配管技術研修
会

札幌市 対象：支部内正会員　ほか

道央地区
（0134）32-1171

2017/7 道央地区災害時相互応援
訓練（情報伝達訓練）

対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2017/9 平成29年度道南地区協議
会技術職員養成研修会

苫小牧市 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2017/9 第20回地区協議会担当者
会議

枝幸町 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/7/5・6 第48回水道技術管理者協
議会

秋田市 対象：東北地方支部主要都市

2017/7/20 平成29年度東北地方支部
合同訓練（南東北地区）

郡山市 対象：山形県支部、宮城県支部、福島県
支部

2017/7/26 平成29年度東北地方支部
合同訓練（北東北地区）

青森市 対象：青森県支部、秋田県支部、岩手県
支部

2017/8/24・25 第20回水道技術事例発表
会

八戸市 対象：全会員

2017/9/14・15 平成29年度事務講習会 福島市 対象：全会員

2017/9/26 平成29年度配管実技講習
会

弘前市 対象：青森県支部内

2017/9/27 平成29年度配管実技講習
会

秋田市 対象：秋田県支部内

2017/9/28 平成29年度配管実技講習
会

盛岡市 対象：岩手県支部内

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2017/7/ 随時 技術継承研修 横浜市

2017/8/ 随時 技術継承研修 東京都

2017/8/4 第85回関東地方支部総会 宇都宮市

2017/9/6 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2017/9/ 中旬 事務担当者会議 未定

神奈川県支部
（044）200-3096

2017/7/5・6 平成29年度第１回神奈川
県支部講習会

横浜市

2017/8/30 平成29年度第２回神奈川
県支部講習会

横浜市

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2017/7/13・14 水道技術講習会 上越市

2017/7/28 中部地方支部総会 富山市 対象：支部会員

2017/8/17・18 第66回中小規模水道問題
協議会

豊田市

2017/8/24・25 第42回研究発表会 松阪市

愛知県支部
（0532）51-2702

2017/8/4 管理者・管理職会議及び
講演会

名古屋市 対象：正会員

2017/8/18 水質担当者講習会 蒲郡市 対象：正会員

静岡県支部
（054）270-9117

2017/7/21 水道講習会 裾野市 対象：県支部正会員、参加費無料

2017/9 水道技術者実務講習会 富士市 対象：県支部正会員、参加費無料

新潟県支部
（025）232-7314

2017/7/20・21 第38回水道技術管理者協
議会

佐渡市 対象：県支部正会員等、参加費 ２千円

2017/8/31 第124回実務（技術部門）
講習会

新潟市 対象：全会員、参加費 ２千円

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2017/7/20 関西地方支部総会 大津市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/7/10・11 水道施設見学研修会及び
研修会

熊本市・小
倉市

対象：支部会員・準賛助（独自）会員

京都府支部
（075）672-7706

2017/7/11 学生向け研修会 大阪市 対象：京都府下の大学生・大学院生

2017/7/24 研修会（大規模地震等災
害における備え）

京都市 対象：正会員
参加費無料

2017/8/30 工場見学及び研修会（水
道メーター）

名古屋市 対象：正会員
参加費無料

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/7/13 第73回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：正会員の水道技術管理者

2017/7/28 水道職員講習会 高砂市 対象：正会員

2017/8/3・4 第46回管理者研修会 松山市 対象：正会員

2017/8/9 第141回水道協議会 養父市 対象：正会員

2017/8/22 第57回事務研究会 川西市 対象：正会員

2017/9 全会員講習会 川西市 対象：全会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/7 第86回関西地方支部総会 大津市 （主催）関西地方支部

2017/8 水道技術工法研究会・滋
賀

未定 （後援事業）主催：水道産業新聞社

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/7/26 第200回幹事会 呉市 対象：幹事

2017/7/26 第86回総会 呉市 対象：支部会員

広島県支部
（0823）26-1603

2017/7/7 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

2017/8/ 下旬 役員会 広島市 対象：幹事

岡山県支部
（086）234-5906

2017/7/14 役員会 岡山市 対象：役員都市

2017/7/28 技術講習会 倉敷市 対象：正会員

2017/8/9・10 役員先進都市視察 熊本市

2017/9/ 下旬 事務講習会 新庄村 対象：正会員

香川県支部
（087）839-2711

2017/8/ 下旬 第79回事務講習会 三観地区 対象：正会員

2017/9/ 下旬 第72回技術講習会 高松市 対象：正会員



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/7/6・7 九州地方支部総会 長崎市 対象：全会員

長崎県支部
（095）829-1203

2017/7/31、8/1 事務・技術研究会 佐世保市 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2017/7/26 技術研究会 竹田市 対象：正会員

2017/7/31 事務研究会 別府市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/7/18 事務研究会 小城市 対象：正会員

2017/8/ 未定 技術研究会 鹿島市 対象：正会員

熊本県支部
（096）381-4061

2017/9/29 県支部講習会：事務 熊本市 対象：正会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2017/7/18・19 水道関係経理講習会 鹿児島市 対象：正会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/7/28 技術研修会 糸満市 対象：支部役員

2017/8/ 未定 水道技術管理者協議会 那覇市 対象：支部役員



─ 地 域 の 話 題 ─

（関東地方支部）

平成29年度日本水道協会関東地方支部水質研究発表会　発表論文募集等の概要
本年度当支部主催の水質研究発表会を次のとおり開催することになりました。

⑴　応募資格　日本水道協会関東地方支部正会員
　　　　　　　（賛助会員との共同研究の場合は、発表者が正会員であること。）
⑵　発表申込期間

発表申し込みは、平成29年７月３日（月）から平成29年７月31日（月）までに、記入様式（事前に
配布）により運営委員会事務局まで電子メールまたは FAXでお願いいたします。

⑶　発表原稿の提出期間
発表原稿は、平成29年８月１日（火）から平成29年８月31日（木）までに運営委員会事務局に送付

してください。
⑷　発表方法　プロジェクターによる口頭発表とします。
⑸　発表原稿について（概要）

原稿は原稿作成要領（発表申込者には送付）に従って、A４判縦用紙で、図 ･表 ･写真等を含めて
３頁とします。１行の文字数は40～50字程度、行数は35～55行程度で横書きとします。本文に使用す
る文字のフォントはMS明朝（または同等）、大きさは８ポイント以上で、用紙の上下左右に各25mm
の余白を残します。

なお、水質研究発表会は、平成29年11月21日（火）に浦和コミュニティーセンター多目的ホールにて
開催することを予定しています。

（連絡先）
埼玉県企業局　水質管理センター（運営委員会事務局）寺中
TEL：（048）558-1051、FAX：（048）558-3550
E-mail：k581051@pref.saitama.lg.jp


