
【様式　Ｋ】 水コン協　支部　記念講演・特別講演　（全体総会時開催等）

支  部 年　度 実　施　日 会　　場 開催時間 　　講　　演　　テ　－　マ 参加者数 摘　要

平成23年度 8月5日 ホテル ポールスター札幌 14:00～17:00 ・「北海道支部３０年のあゆみと大震災における被災・復旧状況報告」 北海道支部技術委員会 藤嶋　正紀　氏 96名（自治体42名

・「我が国の水ビジネスの動向と大地震における上下水道施設の被災状況」 水道ネットワーク通信　代表 有村　源介　氏 　　　　　支部関係者54名）

・「将来の水システムのあり方と被災地における水循環システムの提案」 北海道大学工学部　環境社会工学科　教授 船水　尚行　氏

北海道 Ｈ29年度 無し

H30年度 無し

R元年度 無し

Ｈ25年度 5月20日 ホテル白萩 15:30～16:30 ・「南蒲生浄化センタ－の災害復旧と現状」 仙台市建設局下水道事業部 石川 敬治 氏

（第23回） （支部全体協議会）

Ｈ26年度 5月19日 ホテル白萩 15:30～16:30 ・「仙台市における下水熱利用実証事業について」 仙台市建設局下水道経営部 仲道 雅大 氏

（第24回） （支部全体協議会） 57名

Ｈ27年度 5月12日 ホテル白萩 15:30～16:30 ・「地域創生を担う未来の下水道と水コンへの期待」 東北大学教授 大村 達夫 氏

（第25回） （支部全体協議会） 49名

東　北 Ｈ28年度 5月19日 ホテル白萩 15:15～16:45 ・「水と衛生にまつわる光と影」 東北学院大学教授 石橋 良信 氏

（第26回） （支部全体協議会） 54名

Ｈ29年度 5月15日 ホテル白萩 15:30～17:00 ・「水道行政三分割から60年、その意味を問い直し、次なる60年を考える」 大阪経済大学名誉教授 稲場 紀久雄 氏

（第27回） （支部全体協議会） 69名

H30年度 5月17日 ホテル白萩 16:00～17:00 ・「宮城型管理運営方式」について 宮城県企業局 水道経営管理室

（支部全体協議会） 　　　　　　　　　水道経営改革専門監 田代 浩次　氏 87名

R元年度 5月28日 ホテル白萩 16:00～17:00 ・「今、なぜ、アセットマネジメントなのか!」 （一社）日本アセットマネジメント協会　事務局長 戸谷　有一　氏

（支部全体協議会） 70名

H24年度 特別講演・行政説明等　なし

Ｈ25年度 5月10日 けんぽプラザ 15：10～16：45 ・関東支部 第3回通常全体協議会　行政説明会

　平成25年度下水道事業予算概要とこれからの下水道事業について 国土交通省下水道部下水道事業課長 増田 隆司 氏

　平成25年度水道事業予算概要とこれからの水道事業について 厚生労働省健康局水道課長 宇仁菅 伸介 氏

Ｈ26年度 5月9日 けんぽプラザ 15：30～17：00 ・関東支部 第4回通常全体協議会　行政説明会

　平成26年度下水道事業予算概要とこれからの下水道事業について 国土交通省下水道部下水道事業課長 増田 隆司 氏

　平成26年度水道事業予算概要とこれからの水道事業について 厚生労働省健康局水道課長 宇仁菅 伸介 氏

Ｈ27年度 5月13日 けんぽプラザ 15：30～17：00 ・関東支部 第5回通常全体協議会　行政説明会

　平成27年度下水道事業予算概要とこれからの下水道事業について 国土交通省下水道部下水道事業課長 増田 隆司 氏

関　東 　平成27年度水道事業予算概要とこれからの水道事業について 厚生労働省健康局水道課長 宮崎 正信 氏

Ｈ28年度 5月17日 けんぽプラザ 15：30～16：25 ・関東支部 第6回通常全体協議会　行政説明会

　平成28年度下水道事業予算概要とこれからの下水道事業について 国土交通省下水道部下水道事業課長 森岡 泰裕 氏

Ｈ29年度 5月16日 けんぽプラザ 15：15～16：55 ・関東支部 第7回通常全体協議会　講演会

　平成29年度下水道事業予算概要とこれからの下水道事業について 国土交通省下水道部下水道事業課企画専門官 堂薗 洋昭 氏

　水道事業の基盤強化等に向けて 東洋大学経営学部 教授 石井 晴夫 氏

Ｈ30年度 5月16日 けんぽプラザ 15：30～17：00 ・関東支部 第8回通常全体協議会　講演会

 　倫理綱領の解説 倫理関係規則小委員会委員長（㈱日水コン） 櫻井 克信 氏 44名（会員37名、関係者7名）

　下水道行政の最近の動向について 国土交通省下水道部下水道事業課企画専門官 堂薗 洋昭 氏

R元年度 5月15日 けんぽプラザ 15：15～16：45 ・関東支部 第8回通常全体協議会　講演会

  官民連携推進と水コンサルタントの立ち位置 水コン協企画委員会官民連携推進WG長（㈱ＮＪＳ） 西澤 政彦 氏

59名（会員52名、関係者7名）

42名（会員35名、関係者7名）

42名（会員36名、関係者6名）

43名（会員37名、関係者6名）

54名（会員49名、関係者5名）

　　講　　　師

62名（会員45名、関係者17
名）



【様式　Ｋ】 水コン協　支部　記念講演・特別講演　（全体総会時開催等）

支  部 年　度 実　施　日 会　　場 開催時間 　　講　　演　　テ　－　マ 参加者数 摘　要　　講　　　師

H24年度 8月10日 金沢ANAホテル 14:00～18:00 各市の下水道事業の現況と今後の展望 金沢市、新潟市、富山市、福井市 参加者：43名　他来賓：７名

会議室 　　　　　　上記各市の下水道課長、等の担当者

Ｈ25年度 8月9日 アクトシティ浜松 14:00～18:00 各県の下水道事業の現況と今後の展望 静岡県、、愛知県、三重県、岐阜県 参加者：40名　他来賓：７名

　　　　　　上記各市の下水道課長、等の担当者

Ｈ26年度 8月8日 名鉄ﾆｭｰｸﾞﾗﾝﾄﾞ 14:00～18:00 各市の下水道事業の現況と今後の展望 豊田市,浜松市,岐阜市,四日市市 参加者：41名　他来賓：9名

7階椿の間 　　　　　　上記各市の下水道課長、等の担当者

中　部 Ｈ27年度 8月7日 ﾎﾃﾙﾒﾄﾛﾎﾟﾘﾀﾝ長野 14:00～18:00 各県の下水道事業の現況と今後の展望 長野県・新潟県・富山県・石川県・福井県 参加者・来賓：40名

2階　千曲の間 　　　　　　上記各市の下水道課長、等の担当者

Ｈ28年度 9月9日 名古屋逓信会館 1400～18:00 各県の下水道事業の現況と今後の展望 愛知県・岐阜県・三重県・静岡県 参加者・来賓：43名

6階　菊の間 　　　　　　上記各市の下水道課長、等の担当者

Ｈ29年度 8月8日 富山県民会館 13：30～19：00 各県の下水道事業の現況と今後の展望 富山・新潟・長野・石川・福井県 参加者・来賓：56名

701会議室 上記各県の下水道課長、等の担当者

Ｈ30年度 8月22日 名古屋市名鉄グランドホテル 13：30～19：00 各県の下水道事業の現況と今後の展望 四日市市・浜松市・名古屋市・岐阜市 参加者・来賓：44名

柏の間 上記各市の下水道課長、等の担当者

R元年度 令和1年8月23日 福井市地域交流プラザ 13：30～19：00 各県の下水道事業の現況と今後の展望 福井県・新潟県・長野県・富山県 参加者・来賓：45名

607会議室 上記各県の下水道課長、等の担当者

関　西 該当無し

中国･四国 該当無し

九　州 該当無し


