
― 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

2011/7/7 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

2011/7/20・21 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

2011/8/25 水質管理担当者会議 北見市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
(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

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

2011/7/12 第79回支部総会 東京都

2011/6～
随時開催

技術継承研修 横浜市

2011/9/8 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

神奈川県支部
(044) 200-3094

2011/7/11 第１回幹事会 川崎市 対象：幹事・監事都市

中 部 富山県支部
(076) 432-8740

2011/10/中旬 水道事業実務研修会 富山市 対象：正会員

2011/10/中旬 中部地方支部災害応援マ
ニュアル説明会

富山市 対象：正会員

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2011/7/21・22 水道施設見学研修会及び
研修会

鳥取市・
岡山市

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

兵庫県
(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)

2011/7/26 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)

2011/8/4・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)

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)

滋賀県支部
(077) 528-2601

2011/8/10
(予定)

水道技術管理者協議会 大津市 対象：県支部 正会員

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

中国四国 中国四国
(082) 511-6806

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
(0823) 26-1603

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

2011/7/11 技術講習会 里庄町 対象：正会員

2011/7/15 役員会 岡山市 対象：役員都市

2011/8/4・5 役員先進都市視察 鹿児島市 対象：役員都市

島根県支部
(0852) 55-4849

2011/6～8 広報誌 ｢県支部だより｣
刊行

対象：島根県支部会員

九 州 大分県支部
(097) 538-2403

2011/10/上旬 第１回課長会 未定 対象：正会員

2011/10/上旬 職員視察研修 未定 対象：正会員 参加費２万円

鹿児島県支部
(099) 213-8502

2011/7/13～15 平成23年度水道関係経理
講習会

鹿児島市 対象：正会員
負担金：2,500円 (１日目､ ２日目)

500円 (３日目)



― 地 域 の 話 題 ―

(関東地方支部)

平成23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｡

� 応募資格 日本水道協会関東地方支部正会員

� 発表申込期間
発表申し込みは､ 平成23年７月１日 (金) から平成23年８月１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でお願い致します｡

� 発表原稿の提出期間
発表原稿は､ 平成23年８月２日 (火) から平成23年８月31日 (水) までに運営委員会事務局に送付

してください｡

� 発表方法 デジタルプロジェクターによる口頭発表とします｡

� 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版縦用紙で､ 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23年11月25日 (金) に新宿明治安田生命ホールにて開催することを予
定しています｡

(連絡先)
東京都水道局水質センター監視課 (運営委員会事務局) 八木
TEL：(03) 5802-9032､ FAX：(03) 5802-9034
E-mail: yagi-yoshiki＠waterworks.metoro.tokyo.jp



(大阪府支部)

日水協大阪府支部総会を開催

大阪府支部では､ ｢平成23年度日本水道協会大阪府支部総会｣を４月28日､ 池田市のアゼリアホールで
開催しました｡
開催担当市は､ 北大阪ブロックの池田市｡ 大阪府

をはじめ日水協関西地方支部､ 大阪支所など関連機
関や池田市議会からの来賓をはじめ､ 会員等約130人
の参加がありました｡
はじめに､ この度の東日本大震災の犠牲者を追悼

し､ 黙とう後､ 開催地の池田市長から安全で安心な
水供給の必要性についての挨拶がありました｡ また､
次に大阪府支部長 (豊中市長) から､ 水道事業予算
については､ ｢地域自主戦略交付金｣により対応し､
来年度から市町村分も対象となる､ また､ この４月
１日より大阪広域水道企業団が設立され､ さらなる
経営の充実と用水供給料金の値下げを求めていく必
要があるなど､ 多くの重要課題の解決に向け､ 会員相互の連携を深めなければならないとの挨拶があり
ました｡
来賓の方々からも､ 大阪府支部の被災地支援活動に対する激励と､ また､ 大阪広域水道企業団の設立

により､ より身近で緻密な水道事業が行われることへの期待､ さらには水道技術の継承､ 災害に強い施
設整備等､ 総会において充分な議論を期待する旨の祝辞をいただきました｡
会議に先立ち､ 功労賞､ 奨励賞､ 勤続賞の各表彰を行い､ 水道事業の発展に尽くされた受賞者の方々

に対し､ 参加者からの大きな拍手が寄せられました｡
会議は､ 池田市長の議長の進行で始まり､ 会務報告では､ 各種会議､ 研修会開催等の報告があり､ 続

く議事では､ 22年度決算・23年度予算・23年度事業計画の審議を行い原案どおり可決しました｡ また､
会員提出問題については､ 水道施設震災対策､ 地下水利用専用水道対策､ 官民連携による水道事業の海
外展開の推進の３題の提起があり､ いずれも水道事業推進のためには重要な問題であることから､ 関西
地方支部に提案することとなりました｡ 次期総会の開催地については､ 河南ブロックの大阪狭山市と決
定し､ 大阪狭山市上下水道事業管理者から歓迎の挨拶をいただきました｡ 報告案件では､ 日本水道協会
総務部羽根田次長から平成25年度公益社団法人に向けての経過説明と府支部事務局から東日本大震災派
遣についての説明があり､ 総会は閉幕しました｡
この度の総会の開催にあたり､ 池田市の皆さまをはじめ､ 関係者の方々に多分なご配慮をいただき､

総会が滞りなく終了できましたことを､ この場をお借りし厚く御礼申し上げます｡



臨時幹事会を大阪市にて開催

５月25日､ 大阪市中央区のシティプラザ大阪にお
いて臨時幹事会を開催しました｡
関西地方支部事務局の大阪市水道局総務部総務課

総務担当畠山係長から被災地での応急給水支援の経
過報告と今後の見通しについての説明を伺った後､
意見交換が行われました｡ その後､ 事務局から災害
支援活動状況の報告を行い､ 臨時幹事会を終了いた
しました｡


