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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

2020/11 第233回支部理事会 － 対象：支部役員
※書面審議で対応

2021/1/26 第60回水道実務発表会 小樽市 対象：支部全会員
※Web配信を併用

道央地区
（0126）23-4111

2020/11 第29回道央地区協議会
運営委員会

千歳市 対象：地区運営委員

道東地区
（0154）43-2164

2020/11 道東地区協議会事務・
技術・水質研修会

－ 対象：地区内正会員
※テキスト配布で対応

道南地区
（0143）44-6117

2021/1 令和２年度第２回幹事会 室蘭市 対象：地区幹事

道北地区
（0166）24-3160

2020/11 災害時相互応援情報伝達
訓練

沼田町 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2020/12/23 配管実技講習会運営委員会 仙台市 対象：委員

2021/1/8 第215回幹事会 仙台市 対象：幹事

2021/1/21・22 第42回経営研究会 塩竈市 対象：東北地方支部主要都市

関 東 関東地方支部
（045）671-3105

2020/6～随時 技術継承研修 横浜市
東京都

2020/11/ 中旬 第２回幹事会 未定

2020/12/ 中旬 第２回防災連絡協議会 横浜市

2021/1/中・下旬 事務・技術講習会 横浜市 参加費無料

2021/1/ 中旬 関東地方支部情報伝達訓練 各事業体

神奈川県支部
（044）200-3094

2020/11 神奈川県支部災害対策
情報伝達訓練

神奈川県 メール等による訓練

2021/1/ 下旬 神奈川県支部第１回幹事会 神奈川県

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2020/11～
2021/3

技術技能研修 名古屋市

2020/11 第２回防災連絡協議会 名古屋市

2020/11 水道事務講習会 日進市

2020/12 役員都市担当課長会議 名古屋市

2021/1 役員会 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2020/11/5 技術講習会 春日井市 対象：正会員

2021/1 支部役員会 豊橋市 対象：役員

三重県支部
（059）237-5811

2020/11 管理職会議 津市

2021/1 役員会 津市

静岡県支部
（054）251-0710

2020/11 水道事務講習会 富士市 対象：県支部正会員、参加費無料

2020/12 水道技術管理者研修会 静岡市 対象：県支部正会員、参加費無料

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中 部 静岡県支部
（054）251-0710

2021/1 令和２年度第２回役員会 静岡市 対象：県支部役員

岐阜県支部
（058）259-7523

2020/12/16 水道技術管理者会議 岐阜市 対象：正会員

2021/1/27 役員会 岐阜市 対象：役員

新潟県支部
（025）232-7314

2021/1/ 中旬 水道災害対策会議 新潟市 対象：県支部会員
（各エリア代表及びエリア内当番都市）

2021/1/ 下旬 第２回役員会 新潟市 対象：県支部役員

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2020/11 管理者講習会 大阪市 対象：支部会員

2020/12 第２回事務担当者会議 大阪市 対象：各府県支部事務局担当者

2020/12 水道実務講習会（事務） 大阪市 対象：支部会員

2021/1 水道実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

2021/1 第３回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

大阪府支部
（06）6858-2911

2020/11/18・19 災害対策訓練 未定 対象：正会員

2021/1/20 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2021/1/20 管理者研修会 大阪市 対象：正会員管理者（責任者）・
　　　賛助会員

兵庫県支部
（078）918-5064

2021/1/ 中旬 事務担当者連絡会 未定 対象：幹事会構成員

2021/1/ 下旬 第242回幹事会 未定 対象：幹事会構成員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2020/12/1・2 第20回水道事例発表会 － ※Web会議で対応

岡山県支部
（086）234-5906

2020/11/18 事務講習会 倉敷市 対象：正会員

2021/1/ 中旬 役員会 備前市

2021/1/ 下旬 事務・技術会議 岡山市

鳥取県支部
（0857）53-7912

2020/11 県支部講習会 県東部地区 対象：県支部会員

2020/11 県支部連絡協議会 県東部地区 対象：県支部会員

2021/1 県支部役員会 未定 対象：県支部役員

九 州 熊本県支部
（096）381-4061

2021/1/ 未定 第２回役員会 熊本市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2020/11/ 未定 事務研修会 宜野湾市 対象：支部会員
※テキスト配布で対応

※今後、新型コロナウイルス感染症拡大により、やむを得ず開催を中止・延期する場合があります。


