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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

2017/5/16 第223回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

2017/6/22・23 第11回災害時相互応援訓
練

札幌市 対象：支部内正会員　ほか

2017/7/12 第224回北海道地方支部
理事会

札幌市 対象：支部役員

2017/7/12 第88回北海道地方支部総
会

札幌市 対象：支部内正会員　ほか

2017/7/19・20 第23回水道配管技術研修
会

札幌市 対象：支部内正会員　ほか

道央地区
（0134）32-1171

2017/5/12 第75回道央地区協議会総
会

倶知安町 対象：地区内正会員

2017/7 道央地区災害時相互応援
訓練（情報伝達訓練）

対象：地区内正会員

道東地区
（0154）43-2164

2017/5/24 第57回道東地区協議会総
会

幕別町 対象：地区内正会員

道南地区
（0143）44-6117

2017/5/25 第85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

2017/5/11 第81回道西地区協議会総
会

長万部町 対象：地区内正会員

道北地区
（0166）24-3160

2017/5/18 第84回道北地区協議会総
会

増毛町 対象：地区内正会員

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2017/5/25・26 第57回労務担当者会議 盛岡市 対象：東北地方支部主要都市

2017/6/9 第12回防災協議会 仙台市 対象：各県支部長都市

2017/6/27 第204回幹事会 青森市 対象：幹事

2017/6/27 第86回東北地方支部総会 青森市 対象：全会員

2017/7/20 平成29年度東北地方支部
合同訓練（南東北地区）

郡山市 対象：山形県支部、宮城県支部、福島県
支部

2017/7/26 平成29年度東北地方支部
合同訓練（北東北地区）

青森市 対象：青森県支部、秋田県支部、岩手県
支部

関 東 関東地方支部
（045）633-0130

2017/5/ 下旬 水質研究発表会運営委員
会

東京都

2017/5/ 下旬 第１回事務担当者会議 横浜市

2017/6/ 上旬 第１回防災連絡協議会 横浜市

2017/6/ 中旬 第１回幹事会 横浜市

神奈川県支部
（044）200-3094

未定 平成29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

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2017/5 防災連絡協議会 名古屋市 対象：各県支部長都市

2017/6～11 技術技能研修 名古屋市 対象：支部正会員

2017/7/13・14 水道技術講習会 上越市

2017/7/28 中部地方支部総会 富山市 対象：支部会員

愛知県支部
（0532）51-2702

2017/5/29 支部役員会 豊橋市 対象：役員

2017/5/29 支部総会 豊橋市 対象：正会員…参加費無料、賛助会員…
資料代1,000円

2017/7 水質担当者講習会 蒲郡市 対象：正会員

静岡県支部
（054）270-9117

2017/6/29 防災担当者連絡会議 磐田市 対象：県支部正会員、参加費無料

2017/7/21 水道講習会 裾野市 対象：県支部正会員、参加費無料

岐阜県支部
（058）259-7523

2017/5/26 役員会 土岐市 対象：役員都市

2017/5/26 県支部定時総会 土岐市 対象：会員

福井県支部
（0776）20-5615

2017/5/12 役員会 福井市 対象：役員都市

2017/5/12 県支部総会 福井市 対象：支部会員

長野県支部
（026）224-5070

2017/5/23 日本水道協会長野県支部
総会（長野県水道協議会
第48回定時総会）

塩尻市 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

2017/5/30 第１回役員会 長岡市 対象：支部役員

2017/5/30 第60回総会 長岡市 対象：支部会員

2017/7/20・21 第38回水道技術管理者
（局長・課長）協議会

佐渡市 対象：県支部正会員等、参加費 2,000円

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2017/6/ 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

2017/6/ 下旬 第２回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2017/7/20 関西地方支部総会 大津市 対象：支部会員

大阪府支部
（06）6858-2911

2017/6/ 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

未定 対象：各協議会会長市他事務担当者

2017/7/ 未定 水道施設見学研修会及び
研修会

未定 対象：支部会員・独自会員

京都府支部
（075）672-7706

2017/5/16 第１回幹事会 宇治市 対象：支部役員

2017/5/16 第62回日本水道協会京都
府支部総会

宇治市 対象：支部会員（無料）、支部以外の会
員（有料）

2017/7/11
 または12

学生向け研修会 大阪市 対象：京都府下の大学生

兵庫県支部
（072）740-1111
 （3655）

2017/7/ 中旬 水道職員講習会 高砂市 対象：正会員

2017/7/ 下旬 第73回水道技術管理者協
議会

西宮市 対象：正会員の水道技術管理者

滋賀県支部
（077）528-2601

2017/5 指定給水装置工事事業者
研修会に関する会議

大津市

2017/7 第86回関西地方支部総会 大津市

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/5/16 第199回幹事会 松江市 対象：幹事

2017/6/ 中旬 県支部事務担当者連絡協
議会

広島市 対象：県支部長都市事務担当者

2017/7/26 第200回幹事会 呉市 対象：幹事



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2017/7/26 第86回総会 呉市 対象：支部会員

広島県支部
（0823）26-1603

2017/5/18 県支部総会 廿日市市 対象：支部会員

2017/7 防災連絡会議 呉市 対象：正会員

徳島県支部
（088）623-2090

2017/5/19 第62回県支部総会 美馬市 対象：支部会員

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2017/5 第１回役員会 福岡市 対象：役員都市

2017/7/6・7 総会 長崎市 対象：全会員

長崎県支部
（095）829-1203

2017/7 事務・技術研究会 佐世保市 対象：支部会員

大分県支部
（097）538-2403

2017/5/17 技術管理者協議会 別府市 対象：正会員

2017/7/26 技術研究会 竹田市 対象：正会員

2017/8/4 事務研究会 別府市 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2017/5/19 第１回役員会 嬉野市 対象：役員都市

2017/5/19 県支部総会 嬉野市 対象：支部会員

2017/7 事務研究会 小城市 対象：役員都市

鹿児島県支部
（099）213-8502

2017/7 水道関係経理講習会 鹿児島市 対象：支部会員

沖縄県支部
（098）941-7840

2017/5 水道基礎講座・勉強会 那覇市 対象：正会員

2017/7 技術研修会 糸満市 対象：支部役員



─ 地 域 の 話 題 ─

（兵庫県支部）

水道技術連携全体会（神戸市　３月22日）
神戸市水道局たちばな職員研修センターにおい

て水道事業技術連携全体会を開催しました。
兵庫県生活衛生課から「兵庫県水道事業のあり

方懇話会の中間報告」ほか２題の講演を受講した
後、参加者40名が６班に分かれ、ワークショップ
を行いました。
ワークショップのテーマは、兵庫県の水道事業

体の人材面での広域化を観点に、大規模事業体の
講師が小規模事業体の職員に研修を行うことも広
域化の一つであろうとの思いから、職員研修の広
域化についての討議を行い、各事業体から現状や
課題を持ち寄り、解決策を模索しました。

第59回監事会（川西市　４月７日）
川西市上下水道局において第59回監事会を開催

しました。
事務局より平成28年度の事業と歳入歳出決算等

について報告を行い、監事の阪神水道企業団と西
播磨水道企業団から適正かつ、正確であるとの承
認を得ました。


