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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

2019/5 第229回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

2019/7 第230回北海道地方支部
理事会

室蘭市 対象：支部役員

2019/7/18 第90回北海道地方支部
総会

室蘭市 対象：支部全会員

2019/7 第25回水道配管技術
研修会

函館市 対象：支部正会員

道央地区
（0123）24-3270

2019/5/16 第77回道央地区協議会
総会

美唄市 対象：地区内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2019/5/16 第59回道東地区協議会
総会

中標津町 対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2019/5/16 第87回道南地区協議会
総会

室蘭市 対象：地区内正会員

道西地区
（0138）27-8711

2019/5/9 第83回道西地区協議会
総会

函館市 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2019/5/16・17 第86回道北地区協議会
総会

東川町 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2019/5/23・24 第59回労務担当者会議 青森市 対象：東北地方支部主要都市

2019/6/7 第14回防災協議会 仙台市 対象：各県支部長都市

2019/7/4 第210回幹事会 いわき市 対象：幹事

2019/7/5 第88回東北地方支部総会 いわき市 対象：全会員

2019/7/11・12 第50回水道技術管理者
協議会

石巻市 対象：東北地方支部主要都市

2019/7/18 令和元年度東北地方支部
合同訓練（北東北地区）

秋田市 対象：青森県支部、秋田県支部、
　　　岩手県支部
７月17日 情報連絡訓練
７月18日 参集訓練

2019/7/26 令和元年度東北地方支部
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
７月25日 情報連絡訓練
７月26日 参集訓練

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2019/5/ 中旬 水質研究発表会運営
委員会

東京都

2019/5/ 中旬 第１回事務担当者会議
第１回防災連絡協議会

横浜市

2019/6/ 中旬 第１回幹事会 横浜市

2019/6～随時 技術継承研修 横浜市
東京都

支  部  だ  よ  り
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関 東 神奈川県支部
（044）200-3094

2019/7/ 未定 令和元年度第１回神奈川
県支部講習会

横浜市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2019/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2019/6 防災連絡協議会 名古屋市 対象：各県支部長都市

2019/6/27・28 水道技術講習会 一宮市

2019/7/25 中部地方支部総会 静岡市 対象：支部会員

愛知県支部
（0532）51-2702

2019/5/27 支部役員会 豊橋市 対象：役員

2019/5/27 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

2019/7 水質担当者講習会 愛知中部
水道企業団
管内

対象：正会員

三重県支部
（059）237-5811

2019/5/10 第１回役員会 津市 対象：支部役員

2019/5/22 第65回県支部総会 四日市市 対象：支部会員

静岡県支部
（054）270-9117

2019/6/28 防災担当者連絡会議 牧之原市 対象：県支部正会員、参加費無料

福井県支部
（0776）20-5615

2019/5/17 県支部総会 坂井市 対象：支部会員

2019/5/17 役員会 坂井市 対象：役員都市

長野県支部
（026）224-5070

2019/5/21 日本水道協会長野県支部
総会（長野県水道協議会
第50回定時総会）

駒ヶ根市 対象：支部会員、
　　　長野県水道協議会正会員

新潟県支部
（025）232-7314

2019/5/30 第１回役員会 新潟市 対象：支部役員

2019/5/30 第62回総会 新潟市 対象：支部会員

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2019/6/ 上旬 第１回事務担当者
連絡会議

大阪市 対象：府県支部担当者

2019/6/ 下旬 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2019/7/24 関西地方支部総会 豊中市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2019/6/ 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

大阪市 対象：各協議会会長市他
　　　事務担当者

2019/7/ 未定 水道施設見学研修会及び
研修会

未定 対象：正会員・賛助会員

京都府支部
（075）672-7706

2019/5/30 第２回幹事会 久御山町 対象：支部役員

2019/5/30 第64回京都府支部総会 久御山町 対象：支部会員（無料）
　　　支部以外の会員（有料）

2019/6/ 下旬～
7/ 中旬

水道技術研修 京都市 対象：支部正会員（無料）

兵庫県支部
（06）6489-7411

2019/6/ 下旬 研究会 たつの市 対象：全会員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2019/5/28 第205回幹事会 松山市 対象：幹事

2019/6/ 中旬 県支部事務担当者
連絡協議会

徳島市 対象：県支部長都市事務担当者

2019/7/30 第206回幹事会 下関市 対象：幹事

2019/7/30 第88回総会 下関市 対象：支部会員
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中国四国 広島県支部
（0823）26-1603

2019/5/17 県支部総会 三次市 対象：支部会員

2019/6 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2019/5/ 下旬 事務・技術会議 岡山市 対象：正会員

2019/7/ 中旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2019/7/ 下旬 技術講習会 美咲町 対象：正会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2019/5/22 第１回役員会 福岡市 対象：役員都市

2019/5/28 事務担当課長会議 福岡市 対象：県支部長都市

大分県支部
（097）538-2403

2019/5/1 第１回課長会 大分市 対象：正会員

2019/5/1 水道技術管理者協議会 別府市 対象：正会員

2019/7/ 未定 事務研究会 佐伯市 対象：正会員

2019/7/ 未定 技術研究会 宇佐市 対象：正会員

長崎県支部
（095）829-1203

2019/7/ 未定 事務・技術研究会 波佐見市 対象：支部会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2019/5/23 第１回役員会 武雄市 対象：役員都市

2019/5/23 県支部総会 武雄市 対象：支部会員

2019/7/ 未定 事務研究会 佐賀市 対象：支部会員

鹿児島県支部
（099）213-8502

2019/7/ 未定 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

2019/7/ 未定 技術研究会 うるま市 対象：正会員


