
年度 全国大会 北海道 東　北 関　東 北　陸 中　部 近　畿 中　国 四　国 九　州 促進大会 総会

24 町村会館

25 永田小学 札幌

26 都道府県 富山 徳島

人事院ビ

27 大　阪 札幌 大阪

28 人事院ビ 仙台 神戸 広島

29 北海道 札幌 山形 岐阜治水 松江 宮崎

30 福　岡 盛岡 山口 福岡

31 人事院ビ 札幌 秋田 高知

32 名古屋 青森 名古屋 岡山 別府

33 広　島 福島 広島 松山 長崎

34 新　潟 札幌 仙台 新潟 奈良 三朝町 熊本

35 高　松 花巻 高松 鹿児島

36 仙　台 札幌 仙台 甲府 伊豆長岡 広島 武雄

37 北海道 札幌 青森 木更津 富山 津・ 大津 徳島 福岡

岐阜

38 別　府 札幌 山形 水上町 金沢 岡山 別府

39 大　阪 札幌 鳴子町 箱根町 福井 名古屋 大阪 高知 宮崎

40 伊豆長岡 会津若松 伊豆長岡 和歌山 松江 熊本

長野

41 岐　阜 札幌 秋田 富山 岐阜 山口 長崎

42 広　島 盛岡 伊勢 広島 鹿児島 麹町会館

43 神　戸 青森 金沢 浜松 神戸 高松 唐津 日経ビル

44 富　山 札幌 山形 富山 名古屋 米子 別府 砂防会館

45 福　岡 仙台 福井 長野 松山 福岡 砂防

46 高　知 福島 岐阜 岡山 高知 宮崎 砂防

47 北海道 札幌 秋田 鳥羽 徳島 熊本 砂防

48 大　津 青森 富山 浜松 大津 広島 島原 砂防

49 盛　岡 盛岡 名古屋 神戸 高松 指宿 砂防

50 長　野 秋保町 ×石川 長野 松江 唐津 砂防

51 宮　崎 札幌 飯坂町 金沢 岐阜 和歌山 ×高知 宮崎 砂防

52 岡　山 上山 静岡 奈良 岡山 浦添 砂防

53 北海道 札幌 秋田 新潟 四日市 吹田 ×高知 別府 砂防

54 甲　府 三沢 甲府 播豆町 福井 高知 福岡 砂防

55 京　都 花巻 富山 松本 京都 山口 熊本 砂防

56 天　童 札幌 仙台 全共連 新潟 岐阜 大津 松江 長崎 砂防

57 沖　縄 金沢 鳥羽 神戸 米子 沖縄 砂防

58 徳　島 飯坂町 修善寺 和歌山 徳島 鹿児島 日比谷公

59 伊　勢 上山 新潟 伊勢 橿原 岡山 鹿島 砂防会館

60 富　山 秋田 富山 蒲郡 吹田 広島 宮崎 砂防

61 北海道 札幌 青森 金沢 上山田 福井 高松 別府 砂防

62 田　辺 盛岡 津 田辺 松江 福岡 砂防

63 熊　本 仙台 新潟 下呂 京都 高知 熊本 砂防

元年 山　口 飯坂町 焼津 大津 山口 長崎 砂防

2 秋　田 秋田 富山 蒲郡 神戸 松山 那覇 日比谷公

3 長　野 札幌 上山 長野 奈良 鳥取 鹿児島 日比谷

4 金　沢 秋田 金沢 岐阜 吹田 徳島 武雄 日比谷

5 宮　崎 青森 掛川 福井 岡山 宮崎 砂防会館

                   　　　　　　　　全国大会・地方大会開催地一覧表　   　 （全水連設立：昭和２３年３月７日）



6 高　松 盛岡 新潟 鳥羽 和歌山 高松 別府 砂防

7 福　島 福島 急新潟 名古屋 京都 広島 福岡 砂防

8 大　津 札幌 仙台 富山 長野 大津 松江 熊本 砂防

9 岐　阜 福島 岐阜 神戸 高知 長崎 砂防

10 鹿児島 山形 金沢 浜松 奈良 山口 鹿児島 砂防

11 愛　媛 秋田 ― 伊勢 大阪 愛媛 那覇 砂防

12 福　井 青森 新潟 愛知 福井 ×鳥取 佐賀 砂防

13 北海道 札幌 岩手 ― 長野 和歌山 鳥取 徳島 宮崎 砂防

14 広　島 宮城 富山 岐阜 京都 広島 香川 大分 砂防

15 新　潟 福島 新潟 静岡 滋賀 岡山 高知 福岡 砂防

16 静　岡 山形 ×石川 静岡 兵庫 島根 愛媛 熊本 砂防

17 長　崎 秋田 ― 三重 奈良 山口 徳島 長崎 砂防

18 青　森 青森 金沢 愛知 大阪 鳥取 香川 沖縄 砂防

19 栃　木 岩手 栃木 ― 長野 福井 広島 高知 鹿児島 砂防

20 兵　庫 宮城 新潟 岐阜 兵庫 岡山 愛媛 佐賀 砂防

21 高　知 福島 ― 静岡 和歌山 島根 高知 宮崎 砂防

22 山　口 山形 富山 三重 京都 山口 徳島 大分 砂防

23 ― ×秋田 ― 愛知 滋賀 鳥取 香川 福岡 砂防

24 ― 秋田 金沢 木曽町 兵庫 広島 高知 熊本 砂防

25 ― 青森 岐阜 奈良 岡山 ×愛媛 長崎 砂防 砂防

26 ― 岩手 新潟 静岡 大阪 島根 徳島 沖縄 砂防 海運ビル

27 ― 宮城 三重 福井 山口 香川 鹿児島 砂防 海運ビル

28 ― 福島 富山 愛知 和歌山 鳥取 高知 佐賀 砂防 海運ビル

29 山形 長野 京都 広島 愛媛 宮崎 砂防 海運ビル

30 秋田 石川 岐阜 滋賀 ×岡山 徳島 大分 砂防 砂防

元年 青森 新潟 静岡 兵庫 岡山 香川 福岡 砂防 砂防

・北陸はH３０年度まで隔年で開催。
・×は災害等で中止。
・中国、四国は平成１２年まで共催。
・平成７年新潟は緊急大会。
・関東は利根川治水大会を別途に開催。
・　　　　は全国大会開催。
・令和元年度は予定


