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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

2023/2/8～22 第62回水道実務発表会 － 動画配信形式にて開催
対象：正会員

2023/2～3 第76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

2023/4 監査会 札幌市 対象：支部監事都市

東 北 東北地方支部
（022）249-2302

2023/2/21・22 第54回県支部事務担当者
会議

仙台市 対象：県支部事務局担当者

2023/4/10 第66回会計監査 仙台市 対象：監事

2023/4/14 第221回幹事会 仙台市 対象：幹事

2023/4/14 功績者審査委員会 仙台市 対象：幹事

関 東 関東地方支部
（045）671-3105

2023/2/8 事務・技術講習会 － 参加費無料
※オンライン開催

2023/3/ 下旬 第３回防災連絡協議会 未定

2023/4/ 中旬 決算監査 水戸市
横須賀市

中 部 中部地方支部
（052）972-3607

2023/2/10 協働学習会（第２回） 名古屋市

2023/4 監査会 名古屋市

愛知県支部
（0532）51-2702

2023/2/8 支部役員会 豊橋市 対象：役員

三重県支部
（059）237-5811

2023/2 管理職会議 津市

2023/3 役員会 津市

福井県支部
（0776）20-5615

2023/2/8 第２回研修会 福井市 対象：正会員、準正会員

新潟県支部
（025）232-7314

2023/2/2 指定給水装置工事事業者
講習会（上越会場）

上越市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2023/2/16 指定給水装置工事事業者
講習会（新潟会場）

新潟市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2023/3/3 指定給水装置工事事業者
講習会（長岡会場）

長岡市 対象：支部会員指定の給水装置工事事業
者

2023/4/ 下旬 監事会 新潟市 令和４年度決算等会計監査

2023/4/ 下旬 水道事業管理者協議会 未定 対象：県支部正会員等

関 西 関西地方支部
（06）6616-5401

2023/2 水道実務講習会（技術） 大阪市 対象：支部会員

2023/4 令和５年度第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

大阪府支部
（06）6858-2911

2023/4/ 中旬 表彰審査委員会 大阪市 対象：表彰審査委員

2023/4/ 中旬 第１回幹事会 大阪市 対象：幹事・監事

2023/4/28 第２回幹事会 吹田市 対象：幹事・監事

支  部  だ  よ  り



地　方 支　部　名 日　時 行　事　名 開催地 備　　　　考

関 西 大阪府支部
（06）6858-2911

2023/4/28 支部総会 吹田市 対象：支部会員

京都府支部
（075）672-7706

2023/1～2 研修会 京都市 対象：支部正会員（無料）

2023/2～3 水道技術管理者協議会報
告会及び事業課題意見交
換会

京都市 対象：支部正会員（無料）

兵庫県支部
（0798）32-2220 

2023/2/9 第79回水道技術管理者協
議会

－ 対象：正会員
※Web開催

2023/2/17 兵庫県内における水道事
業の技術連携
令和４年度　全体会

未定 対象：正会員

2023/4/ 上旬 第65回監事会 西宮市 対象：監事

2023/4/27 第249回幹事会 西宮市 対象：幹事会構成員

2023/4/27 日本水道協会兵庫県支部
第66回総会

西宮市 対象：全会員

中国四国 中国四国地方支部
（082）511-6806

2023/3/ 上旬 Web講習会 －

2023/4/ 上旬 会計監査 広島市 令和４年度会計の監査

広島県支部
（0823）26-1609

2023/4/ 上旬 会計監査 大竹市 令和４年度会計の監査
対象：監事

2023/4 役員会 広島市 対象：幹事

2023/4 技術管理者会議 福山市 対象：正会員

岡山県支部
（086）234-5906

2023/4/ 上旬 役員会 岡山市 対象：役員都市

2023/4/28 県支部総会 瀬戸内市 対象：会員

鳥取県支部
（0857）53-7912

2023/4 監事会 鳥取県東部
地区

対象：県支部監事

2023/4 役員会 鳥取県東部
地区

対象：県支部会員

2023/4 第70回総会 鳥取県東部
地区

対象：県支部会員ほか

九 州 九州地方支部
（092）483-3104

2023/2/ 上旬 技術担当課長会議 長崎市 対象：県支部長都市

2023/2/ 未定 事務担当者連絡会議 福岡市 対象：県支部長都市

大分県支部
（097）538-2403

2023/2 第２回課長会 大分市 対象：正会員

2023/4 第68回幹事会・総会 九重町 対象：正会員

佐賀県支部
（0952）33-1330

2023/2/ 未定 技術管理者研究会 鳥栖市 対象：正会員

2023/2/ 未定 第２回役員会 佐賀市 対象：役員都市

沖縄県支部
（098）941-7840

2023/2 水道事業管理者協議会 那覇市 対象：水道事業管理者協議会メンバー

2023/4 役員会 那覇市 対象：県内役員

2023/4 第60回沖縄県支部総会 那覇市 対象：正会員

※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。



会員名簿記載事項の訂正について

　令和４年12月発刊の会員名簿におきまして、記載事項に一部誤りがございました。
　ここに深くお詫びし、訂正申し上げます。

頁 支部 会員番号 会員名 訂正項目 正（訂正箇所に下線） 誤（訂正箇所に下線）

120 山口県支部 235009 岩国市
管理者氏名及び
主任者氏名

辻　孝弘 辻　孝弘

124 島根県支部 232024 奥出雲町 代表者氏名 糸原　保 勝田　康則

（お問い合わせ先）　　　　　　　
担当：日本水道協会総務部総務課
TEL：（03）3264－2281  　　　　
E-mail：soumu@jwwa.or.jp 　　　


