
― 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

2012/3/7 第54回支部事務担当者会
議

札幌市 対象：区長都市事務担当者

2012/4 第18回水道配管技術研修
会

札幌市 対象：正会員

2012/5/24
(予定)

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)

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 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

道東地区
(0154) 43-2164

2012/5 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 第76回道西地区協議会 八雲町 対象：地区協議会内正会員

道北地区
(0166) 24-3160

2012/5 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

東 北 東北地方支部
(022) 249-2302

2012/4/11
(予定)

第55回会計監査 仙台市 対象：監事

2012/4/13
(予定)

第188回幹事会､ 功績者
審査会

仙台市 対象：幹事

2012/5/24～25
(予定)

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

関 東 関東地方支部
(045) 671-3056

2012/4/予定 監査会 横浜市

2012/5/予定 第１回幹事会・表彰審査
委員会

東京都

神奈川県支部
(044) 200-3094

2012/4 監査会 未定

2012/4 県支部総会 未定

中部地方 愛知県支部
(0532) 51-2702

2012/5/24 支部役員会 豊橋市 対象：役員

2012/5/24 支部総会 豊橋市 対象：正会員…参加費無料
賛助会員…参加費1,000円

関 西 大阪府支部
(06) 6858-2911

2012/3/26 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2012/3/26 第４回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2012/4/27 第１回幹事会 大阪狭山市 対象：幹事・監事

2012/4/27 支部総会 大阪狭山市 対象：支部会員

兵庫県支部
(0797) 38-2356

2012/4/上旬 第54回監事会 芦屋市 対象：監事会構成者

2012/4/25 第216回幹事会 丹波市 対象：幹事会構成者

2012/4/25 第55回総会 丹波市 対象：全会員 (91会員)

支  部  だ  よ  り 



地 方 支 部 名 日 時 行 事 名 開催地 備 考

関 西 滋賀県支部
(077) 528-2601

2012/3/未定 平成23年度第２回幹事会 大津市 対象：県内正会員

2012/4/未定 会計監査 大津市 対象：県支部 幹事､ 監事

2012/4/未定 平成24年度第１回幹事会 大津市 対象：県支部 幹事､ 監事

2012/5/未定 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 広島県支部
(0823) 26-1603

2012/4/10 平成23年度会計の監査 呉市 対象：監事

2012/4/中旬 役員会 呉市 対象：幹事

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

岡山県支部
(086) 234-5906

2012/4/9 役員会 岡山市 対象：役員都市

2012/4/27 県支部総会 新見市 対象：会員

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

島根県支部
(0852) 55-4849

2012/4/上旬 会計監査
第１回役員会

松江市 役員都市

2012/4/27 第２回役員会 出雲市 役員都市

2012/4/27 第57回県支部総会 出雲市 支部会員

香川県支部
(087) 839-2711

2012/4/上旬 役員会 高松市 対象：県支部役員

2012/4/26 第56回 日本水道協会
香川県支部 総会

東かがわ市 対象：県支部会員

九 州 大分県支部
(097) 538-2403

2012/4/下旬 第57回総会・幹事会 臼杵市 対象：正会員・賛助会員

鹿児島県支部
(099) 213-8502

2012/4/中旬 第１回役員会 鹿児島市 対象：役員都市

2012/4/中旬 県支部総会 鹿児島市 対象：県支部会員 負担金：2,000円



― 地 域 の 話 題 ―

(兵庫県支部)

兵庫県支部第65回水道技術管理者協議会 (姫路市：２月９日)

姫路キャッスルホテルにおいて､ 第65回水道技術
管理者協議会が開催され､ 県内25会員､ 30名の参加
がありました｡ 山下姫路市水道事業管理者の挨拶の
後､ 日本水道協会水道技術管理者協議会 (第148回・
第149回・第150回) の報告を姫路市の兼近暁次長が
行いました｡ 続いて､ 神戸市水道局技術部 主幹 熊
木芳宏氏を迎え､ ｢耐震化のハードとソフト面にお
ける諸問題と対策｣ をテーマに､ ご講演いただきま
した｡ 参加者の皆様は大変熱心に聞き入っていまし
た｡

平成23年度兵庫県支部事務担当者連絡会 (芦屋市：２月10日)

ホテル竹園芦屋おいて､ 平成23年度事務担当者連
絡会が開催されました｡ 事務局より､ 平成23年度の
事業実施状況及び歳入歳出決算見込､ ならびに平成
24年度の事業計画 (案) 及び歳入歳出予算 (案) 等
について説明がなされ､ それぞれの議案について､
事務担当者間で連絡・協議を行いました｡



第215回兵庫県支部幹事会 (芦屋市：２月15日)

ホテル竹園芦屋において､ 第215回兵庫県支部幹
事会が開催されました｡ 事務局及び幹事から報告事
項の説明がなされた後､ 議案の審議に入りました｡
第１号議案 ｢平成23年度歳入歳出決算見込｣､ 第２
号議案 ｢平成24年度事業計画 (案)｣､ 第３号議案
｢平成24年度歳入歳出予算 (案)｣､ 第４号議案 ｢平
成24年度ブロック幹事及び代表幹事の選出｣､ 第５
号議案 ｢監事の選任｣､ 第６号議案 ｢兵庫県支部総
会開催地申合せ事項の改正 (案)｣､ 第７号議案 ｢第
55回兵庫県支部総会｣､ 第８号議案 ｢第56回兵庫県
支部総会｣ について､ それぞれ事務局から資料に基
づき説明があり､ 慎重審議の結果､ 原案どおり承認
されました｡


