
─ 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

2016/7/12 第221回北海道地方支部
理事会

函館市 対象：支部役員都市

2016/7/12 第87回北海道地方支部総
会

函館市 対象：支部内全会員

2016/8/25 第10回北海道地方支部災
害時相互応援訓練

留萌市 対象：地区協議会内会員

2016/8～9/
 予定

第63回支部事務担当者連
絡会議

札幌市 対象：区長都市事務担当者

道央地区
（0134）32-1171

2016/7/ 予定 道央地区災害時相互応援
訓練（情報伝達訓練）

道央地区 対象：地区協議会内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2016/8～9/
 予定

道東地区災害時相互応援
訓練

芽室町 対象：地区協議会内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2016/8/26 平成28年度道南地区協議
会技術職員養成研修会

苫小牧市 対象：地区協議会内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2016/8～9/
 予定

第19回地区協議会担当者
会議

沼田町 対象：地区協議会内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2016/7/6 平成28年度東北地方支部
合同訓練（北東北地区）

盛岡市 対象：青森県支部、秋田県支部、岩手県
支部

2016/7/22 平成28年度東北地方支部
合同訓練（南東北地区）

山形市 対象：山形県支部、宮城県支部、福島県
支部

2016/8/25・26 第19回水道技術事例発表
会

横手市 対象：全会員

2016/9/15・16 平成28年度事務講習会 酒田市 対象：全会員

2016/9/27 平成28年度配管実技講習
会

山形市 対象：山形県支部内

2016/9/28 平成28年度配管実技講習
会

仙台市 対象：宮城県支部内

2016/9/29 平成28年度配管実技講習
会

郡山市 対象：福島県支部内

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2016/7/ 随時 技術継承研修 横浜市

2016/8/ 随時 技術継承研修 東京都

2016/8/5 第84回関東地方支部総会 神奈川県

2016/9/9 第２回水質研究発表会運
営委員会

東京都

2016/9/ 中旬 事務担当者会議 未定

神奈川県支部
（044）200-3094

2016/7/6・7 平成28年度第１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

関 東 神奈川県支部
（044）200-3094

2016/8/31 平成28年度第２回神奈川
県支部講習会

横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2016/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：正会員

2016/7/7・8 水道技術講習会 静岡市

2016/7/21 中部地方支部総会 四日市市 対象：全会員

2016/8/18・19 第41回研究発表会 多治見市

2016/8/25・26 第65回中小規模水道問題
協議会

輪島市

静岡県支部
（054）270-9117

2016/7/15 水道講習会 島田市 対象：県支部正会員、参加費無料

新潟県支部
（025）232-7314

2016/8/
 中・下旬

第122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

2016/7/26 関西地方支部総会 西宮市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2016/7/14・15 水道施設見学研修会及び
研修会

八戸市 対象：支部正会員

京都府支部
（075）672-7706

2016/7/7・8 支部合同防災訓練 京都市

2016/8/5 工場見学及び研修会 栗東市

2016/9/2 研修会（技術向け） 京都市

兵庫県支部
（072）740-1261

2016/7/15 平成28年度水道職員講習
会

赤穂市 対象：正会員

2016/8/4・5 第45回管理者研修会 仙台市 対象：正会員

2016/8/23 第140回水道協議会（事
務関係）

西宮市 対象：正会員

2016/9/ 下旬 第58回技術研究会 小野市 対象：正会員

滋賀県支部
（077）528-2601

2016/7 水道事業協議会 大津市

2016/7 第１回水道関係研修会 大津市

中国四国 中国四国地方支部
（082） 511-6806

2016/7/28 第197回幹事会 米子市 対象：幹事

2016/7/28 第85回総会 米子市 対象：支部会員

広島県支部
（0823）26-1603

2016/7/ 中旬 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

2016/8/ 中旬 役員会 広島市 対象：幹事

岡山県支部
（086）234-5906

2016/7/ 上旬 技術講習会 久米南町 対象：正会員

2016/7/ 中旬 役員会 瀬戸内市 対象：役員都市

2016/8/ 上旬 役員先進都市視察 金沢市

2016/9/ 上旬 事務講習会 赤磐市

徳島県支部
（088）623-2090

2016/7 技術講習会 徳島市 対象：支部会員

九 州 長崎県支部
（095）829-1203

2016/7/7・8 事務・技術研究会 島原市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2016/7 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

2016/7 技術研修会 那覇市 対象：正会員



─ 地 域 の 話 題 ─

（関東地方支部）

平成28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28年７月１日（金）から平成28年７月29日（金）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。
⑶　発表原稿の提出期間
発表原稿は、平成28年８月１日（月）から平成28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。
⑷　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。
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28年11月22日（火）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）
千葉県水道局　水質センター（運営委員会事務局）金敷
TEL：（043）296-8100、FAX：（043）296-0157
E-mail：w-center-3@mz.pref.chiba.lg.jp


