
【様式　Ｌ】 　水コン協　支部　講師派遣実施リスト

支　部 年　度 実施日 会   場 開催時間 主   催 研修会名 発表テ－マ 講    師 摘　要

H26年度 10月4日 北海道大学工学部 週１回 北海道大学工学部 ・「水道・下水道システムにおける ・水道施設計画演習 ・（株）日水コン 天野　重己　氏
～ 13:00〜16:00 環境社会工学科 設計製図」 ・（株）日水コン 原　　栄一　氏

11月20日 ８週連続 ・（株）日水コン 福山　正彦　氏
・下水道施設計画・設計（管路）　演習 ・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏

9月18日 札幌市下水道庁舎 13:30～17:30 北海道建設部まちづくり局 ・第１回「北の下水道場」 ・持続可能な下水道の未来について ・（株）ドーコン 藤嶋　正紀　氏
都市環境課公園下水道グループ

10月7日 13:00〜16:00 北海道環境生活部環境推進課 水道事業に係る「地域別会議」 「水道事業における官民連携の推進について」 ・（株）日水コン 飯田　孝雄　氏
～ 全９回 水道グループ

11月20日
H27年度 10月1日 北海道大学工学部 週１回 北海道大学工学部 ・「水道・下水道システムにおける ・水道施設計画演習 ・（株）日水コン 天野　重己　氏

～ 13:00〜16:00 環境社会工学科 設計製図」 ・（株）日水コン 原　　栄一　氏
11月26日 ８週連続 ・（株）日水コン 福山　正彦　氏

・下水道施設計画・設計（管路）　演習 ・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏

9月10日 札幌市下水道庁舎 13:30～17:30 北海道建設部まちづくり局 ・第１回「北の下水道場」 ・雨水対策の全国事例の紹介 ・（株）日水コン 原田　哲郎　氏
都市環境課公園下水道グループ

2月24日 13:15～17:30 ・第2回「北の下水道場」 ・汚泥減量化・有効利用、広域化・共同化等 ・（株）ドーコン 横山　利成　氏
菊池　慶太　氏

9月3日 はぼろ温泉サンセットプラザ 15:30〜17:00 日本水道協会道北地区協議会 第１８回担当者会議 ・（株）日水コン 松葉　桂二　氏

H28年度 10月20日 北海道大学工学部 週１回 北海道大学工学部 ・「水道・下水道システムにおける ・水道施設計画演習 ・（株）日水コン 原　　栄一　氏
～ 13:00〜16:00 環境社会工学科 設計製図」 ・（株）日水コン 三泊　陽介　氏

12月1日 ８週連続 ・（株）日水コン 渡辺　祐介　氏
・（株）日水コン 天野　重己　氏

北海道 ・（株）日水コン 松林　良典　氏
・（株）日水コン 福山　正彦　氏

・下水道施設計画・設計（管路）　演習 ・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）ドーコン 手塚　宇宙　氏

11月10日 札幌市下水道庁舎 10:00～17:30 北海道建設部まちづくり局 ・第１回「北の下水道場」 ・ストックマネジメント ・（株）NJS 頴原　宇一郎氏
都市環境課公園下水道グループ アドバイザー

・（株）日水コン 原田　哲郎　氏
・（株）ドーコン 横山　利成　氏
・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

2月28日 13:00～17:30 ・第2回「北の下水道場」 ・災害対応、ＢＣＰ、災害初動に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ アドバイザー
・（株）日水コン 原田　哲郎　氏
・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

10月20日 小樽市経済センター 14:20〜16:00 北海道地方下水道協会道央地区支部 技術担当者研修会 ・ストックマネジメント ・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

11月24日 函館市企業局 14:00〜17:00 北海道地方下水道協会道西地区支部 下水道関係職員講習会 ・ストックマネジメント ・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

2月21日 幌延町生涯学習センター 14:00〜16:30 北海道建設部まちづくり局 ・西天北地域における ・参加自治体における事業運営課題について アドバイザー
都市環境課公園下水道グループ 下水道事業運営勉強会 ・（株）日水コン 飯野　将徳　氏

・（株）日水コン 原田　哲郎　氏

Ｈ29年度 10月12日 北海道大学工学部 週１回 北海道大学工学部 ・「水道・下水道システムにおける ・水道施設計画演習 ・（株）日水コン 原　　栄一　氏
～ 13:00〜16:00 環境社会工学科 設計製図」 ・（株）日水コン 三泊　陽介　氏

11月30日 ８週連続 ・（株）日水コン 渡辺　祐介　氏
・（株）日水コン 天野　重己　氏
・（株）日水コン 松林　良典　氏
・（株）日水コン 福山　正彦　氏

・下水道施設計画・設計（管路）　演習 ・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）ドーコン 手塚　宇宙　氏

「気象災害・噴火災害に対する事業体の備え－ボリューム
からクオリティへ－」

～事業者間の連携による災害対策協働やコスト縮減～

網走、旭川、帯広、釧路、札
幌（3回）、倶知安、函館



【様式　Ｌ】 　水コン協　支部　講師派遣実施リスト

支　部 年　度 実施日 会   場 開催時間 主   催 研修会名 発表テ－マ 講    師 摘　要

H29年度 10月26日 札幌市下水道庁舎 13:00～17:30 北海道建設部まちづくり局 ・第１回「北の下水道場」 ・雨水対策、雨天時浸入水対策に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ アドバイザー
都市環境課公園下水道グループ     ・（株）日水コン 原田　哲郎　氏

・「不明水対策に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ ・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

2月28日 13:00～17:30 ・第2回「北の下水道場」 ・下水汚泥の有効利用状況に関するｱﾄﾞﾊﾞｲｽ アドバイザー
・（株）日水コン 菊池　　慶太　氏
・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

7月24日 幌延町役場２Ｆ大会議室 14:00〜16:30 北海道建設部まちづくり局 ・西天北地域における ・西天北地域において短期、中長期に取り組む課題についてアドバイザー
都市環境課公園下水道グループ 下水道事業運営勉強会 ・（株）日水コン 原田　哲郎　氏

・（株）日水コン 大田　　諒　氏
10月30日 ・災害時維持修繕協定について アドバイザー

・広域的なＢＣＰの取組について ・（株）日水コン 原田　哲郎　氏
・維持管理等の共同化について     ・（株）日水コン 大田　　諒　氏

H30年度 10月12日 北海道大学工学部 週１回 北海道大学工学部 ・「水道・下水道システムにおける ・水道施設計画演習 ・（株）日水コン 三迫　陽介　氏
北海道 ～ 13:00〜16:00 環境社会工学科 設計製図」 ・（株）日水コン 香坂　由華　氏

11月30日 ８週連続 ・（株）日水コン 板垣　竜太郎　氏
・（株）日水コン 松林　良典　氏
・（株）日水コン 福山　正彦　氏

・下水道施設計画・設計（管路）　演習 ・（株）ドーコン 手塚　宇宙　氏

10月26日 札幌市下水道庁舎 13:00～17:30 北海道建設部まちづくり局 ・第１回「北の下水道場」 ・マンホールトイレの整備について アドバイザー
都市環境課公園下水道グループ ・（株）東洋コンサルタント 小林　幸男　氏

・（株）日水コン 菊池　慶太　氏
・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

2月27日 ・第2回「北の下水道場」 ・処理機能停止時の対応等について アドバイザー
・（株）日水コン 原田　哲郎　氏
・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）NJS 頴原　宇一郎氏

9月19日 国際ホール 札幌国際ビル８F 一般社団法人　北海道技術センター 平成３０年度 下水道実務研修会 ・管路施設のストックマネジメントについて アドバイザー
・（株）日水コン 山　本　　整

R元年度 9月4日 札幌市下水道庁舎 13:00～17:00 北海道建設部まちづくり局 ・第１回「北の下水道場」 ・広域化、共同化について アドバイザー
都市環境課公園下水道グループ ・（株）日水コン 菊池　慶太　氏

・（株）NJS 頴原　宇一郎氏
・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏
・（株）ドーコン 木根　靖彰　氏

9月12日 ACU　 Y３０６ 14:30～15:40 一般社団法人　北海道技術センター 令和元年度 下水道実務研修会 ・下水道事業における広域化、共同化及び官民連携等について・（株）日水コン 金海　秀紀　氏

10月2日 北海道大学工学部 週１回 北海道大学工学部 ・「水道・下水道システムにおける ・水道施設計画演習 ・（株）日水コン 三迫　陽介　氏
～ 13:00〜16:00 環境社会工学科 設計製図」 ・（株）日水コン 山田　寛之　氏

11月28日 ８週連続 ・（株）日水コン 板垣　竜太郎　氏
・（株）日水コン 松林　良典　氏
・（株）日水コン 高橋　裕作　氏

・汚水、雨水排水計画演習 ・（株）ドーコン 手塚　宇宙　氏
・（株）ドーコン 吉田　卓史　氏



【様式　Ｌ】 　水コン協　支部　講師派遣実施リスト

支　部 年　度 実施日 会   場 開催時間 主   催 研修会名 発表テ－マ 講    師 摘　要

H23年度 6月3日 山形県自治会館 13:30～16:00 ・山形県県土整備部 ・「管渠耐震設計・診断の基本」 ・（株）日水コン 大久保 昌彦 氏

・（財）山形県建設技術センタ－
「山形県公共調達ｽｷﾙｱｯﾌﾟﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ（下
水道技術者研修）」

・（株）日水コン 小西  康彦 氏

H24年度 開催無し

H25年度 開催無し

H26年度 9月25日 ホテル青森 14:10～15:30 日本水道協会 東北地方支部 ・「平成26年度事務講習会」
・「アセットマネジメントの必要性及び簡易支援ツ－ルにつ
いて」

・（株）日水コン 山下 哲史 氏

2月25日 ホテル青森 14:40～16:10 日本水道協会 青森県支部 ・「平成26年度事務講習会」
・「アセットマネジメントについて　～簡易支援ツ－ルと導入
事例について」

・（株）日水コン 福原　勝　氏

H27年度 開催無し

東　北 H28年度 6月10日 東北自治総合研修センタ－ 10:30～12:00 宮城県土木部下水道課
・「平成28年度 宮城県市町村下水道担
当職員研修会」

・下水道ストックマネジメント計画について ・（株）ＮＪＳ 増屋 征訓 氏

Ｈ29年度 7月6日
岩手県下水道公社　会議室
（都南浄化ｾﾝﾀｰ）

10:10～12:00 岩手県下水道公社
・平成29年度 岩手県下水道公社技術研
修（第２回）

・下水道管路ストックマネジメン手引について ・（株）日水コン 山本　 整　氏

12月15日
福島高専　専攻科棟 ２F
第2講義室

16:00～18:00
福島工業高等専門学校
都市システム工学科、化学・バイオ工学
科

・第１回　下水フォ－ラム in 福島 ・下水道事業の持続と進化に資する多様な取り組み ・（株）東京設計事務所 藤田昌一　氏

Ｈ30年度 7月5日
岩手県下水道公社
会議室（都南浄化ｾﾝﾀｰ）

13:00～16:00 岩手県下水道公社
・平成30年度 岩手県下水道公社技術研
修（第２回）

・下水管路施設のストックマネジメントについて
・下水管路調査技術について

・（株）日水コン
・（株）日水コン

山本 　整　氏
浦部 幹夫 氏

10月4日
ホテルカリーナ　（盛岡市
内）

15:45～16:55 日本水道協会東北地方支部
・日本水道協会東北地方支部
平成30年度技術講習会

・水道施設のアセットマネジメントについて ・日本水工設計(株) 千葉 克史 氏

10月10日 秋田県庁 14:00～15:00
秋田県生活衛生課
日本水道協会秋田県支部

・平成30年度 市町村水道事業実務者研修・上水道管路の耐震化計画 ・（株）東京設計事務所 雑賀   渉  氏

H31年　1
月16、17

日

岩木川浄化センター
馬淵川浄化センター

14:15～15:15 青森県建設技術センター ・平成30年度 下水道技術講習会 ・下水道施設（機械・電機部門）に係るストックマネジメント ・（株）ＮＪＳ 増屋 征訓 氏

R元年度 9月10日 岩手県自治会館 14:25～15:15 岩手県県土整備部
・令和元年度　まずすっぺし！浸水対
策・ＳＭ勉強会

・雨水浸水対策の手法について ・（株）東京設計事務所 大橋 康祐 氏

・下水道管路施設の被災時における災害復旧支援につい
て

・（株）ＮＪＳ 東　　正史 氏

・（株）東洋コンサルタント 髙橋 浩二 氏

関　東 ・災害復旧とは ・日本水工設計(株) 上水流  宏美 氏

・管路施設における災害査定実務について ・（株）東洋コンサルタント 髙橋 浩二 氏

・処理場・ポンプ場施設における災害査定実務について ・日本水工設計(株) 上水流  宏美 氏

・（株）ＮＪＳ 東　　正史 氏

7月26日 （財）三重北勢地域地場産
業振興センター　４階　視聴
覚室

総会終了後 北勢広域水道事業促進協議会 北勢広域水道事業促進協議会H24年度
総会

水道事業におけるアセットマネジメントについて

2月12日 大垣市奥の細道むすびの
地記念館　2階　多目的室

13:30～14:30 西美濃水道協議会 平成24年度　西美濃水道協議会講演会 水道事業におけるアセットマネジメントについて

H25年度

12月18日 三重県合同ビル　Ｇ４０１会
議室

14:00～16:00 三重県県土整備部下水道課 「下水道未普及地域における早期整備
の実現に向けた勉強会

下水道管路整備の先進事例等についての講義

H26年度
5月29日 大垣市スイトピアセンター

３階　３－５会議室
16:00～17:00 西美濃水道協議会 西美濃水道協議会総会 主催者に一任

中　部

㈱日水コン 名古屋支所

㈱日水コン 名古屋支所

・「地震対策計画、耐震工法の事例と東日本大震災におけ
る被害と対策」

㈱日水コン　名古屋支所
日本上下水道設計㈱ 名古屋総合事務所
玉野総合コンサルタント㈱
中日本建設コンサルタント㈱

㈱日水コン 名古屋支所
H24年度

・下水道管路施設の被災時における災
害復旧支援に関する講習会

13:30～15:00 甲府市上下水道局

・下水道施設の被災時における災害復
旧支援に関する講習会

甲府市上下水道局3階大会
議室（東）

11月14日R元年度

11月16日
甲府市上下水道局3階大会
議室

R２年度 13:30～16:00 甲府市上下水道局



【様式　Ｌ】 　水コン協　支部　講師派遣実施リスト

支　部 年　度 実施日 会   場 開催時間 主   催 研修会名 発表テ－マ 講    師 摘　要

1月20日 金沢市ものづくり会館 13:30～15：00 公益社団法人日本水道協会石川県支
部

日本水道協会石川県支部管理者協議
会

「水道事業にかかる「広域化」や「官民連携」に関して」

9月28日 新潟県庁６０２会議室 14:45～15:45 新潟県都市局下水道課 第１回市町村下水道担当職員研修会 「下水道事業における地方公営企業会計の適用について」

H28年度

8月5日 静岡県自治研修所３階視聴
覚教室

14：00～16:30 静岡市上下水道局下水道部下水道計
画課

第２回　静岡県雨水対策勉強会 ①「内水ハザードマップの基本的事項と水防法の改正」に
ついて（３５分）
③「氾濫シミュレーション」について（１０分）
②「内水ハザードマップの作成手順と留意事項」について
（３５分）

5月16日 14：50～16：00 福井県簡易水道協会 上水道技術研修会 水道事業の危機対策～災害に備えて必要なこと～ 株式会社　日水コン 上水道技術者

Ｈ29年度 8月4日 10：00～12：00 愛知用水水道事務所 上水道技術研修会 ・既設管路の耐震化について 中日本建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ 上水道技術者

2月22日
岐阜県水産会館１階大会議
室

13：30～15：30 岐阜県簡易水道協会 簡易水道研修大会 ・アセットマネジメントの概論及び簡易支援ツールを利用した実演株式会社　日水コン 上水道技術者

Ｈ30年度

R元年度

H24年度 11月16日 兵庫県私学会館 13:00～16:30 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管路長寿命化計画の策定手法 ㈱日水コン 新谷　祐人 氏
※1ﾃｰﾏ　50分 ・施設長寿命化計画の策定手法 日本上下水道設計㈱ 森田　耕平 氏

・管更生の設計と施工 オリジナル設計㈱ 折野　真二 氏
・推進工法の設計と施工 ㈱極東技工コンサルタント 飯干　秀樹 氏

11月7日 クレオ大阪中央 13:30～16:30 大阪府都市技術センター 下水道技術講習会 気候変動に対応した雨水対策について 日本水工設計㈱ 石川　髙輝 氏

H25年度 11月22日 兵庫県県民会館 13:00～16:30 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管路長寿命化計画の策定手法 ㈱日水コン 新谷　祐人 氏
※1ﾃｰﾏ　50分 ・施設長寿命化計画の策定手法 日本上下水道設計㈱ 森田　耕平 氏

・管更生の設計と施工 オリジナル設計㈱ 守谷　淳司 氏
・推進工法の設計と施工 ㈱極東技工コンサルタント 飯干　秀樹 氏

10月25日 マッセOSAKA　大ホール 13:30～17:00 大阪府下水道事業促進協議会 技術講習会 ・下水道長寿命化計画ー管渠編ー ㈱日水コン 陶山　浩行 氏
・下水道長寿命化計画ー施設編ー 日本上下水道設計㈱ 稲垣　裕亮 氏

H26年度 11月20日 兵庫県県民会館 11:10～15:40 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管路長寿命化計画の策定手法 ㈱日水コン 新谷　祐人 氏
※1ﾃｰﾏ　50分 ・施設長寿命化計画の策定手法 日本上下水道設計㈱ 森田　耕平 氏

・管更生の設計と施工 オリジナル設計㈱ 折野　真二 氏
・下水道事業におけるＢＣＰ策定手法 日本水工設計㈱ 佐々木　隆 氏

関　西 H27年度 11月19日 兵庫県県民会館 11:10～15:40 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管路長寿命化計画の策定手法 ㈱日水コン 藤井　泰之 氏
※1ﾃｰﾏ　50分 ・施設長寿命化計画の策定手法 ㈱ＮＪＳ 森田　耕平 氏

・雨水対策手法について ㈱東京設計事務所 依岡　克幸 氏
・下水道事業におけるＢＣＰ策定手法 日本水工設計㈱ 佐々木　隆 氏

1月22日 ホテルセントノーム京都 13:30～17:00 京都府水環境対策課 京都府市町村下水道担当職員研修会 ・雨水対策事業について ㈱東京設計事務所 依岡　克幸 氏

H28年度 11月18日 兵庫県県民会館 11:10～15:40 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管渠のストックマネジメント計画の策定手法 ㈱日水コン 新谷　祐人 氏
※1ﾃｰﾏ　50分 ・施設のストックマネジメント計画の策定手法 ㈱ＮＪＳ 森田　耕平 氏

・雨水対策手法について ㈱東京設計事務所 依岡　克幸 氏
・下水道事業におけるＢＣＰ策定手法 日本水工設計㈱ 川崎　重紀 氏 

12月20日 京都府流域下水道事務所 10:00～12:00 京都府水環境対策課 木津川流域下水道雨天時 ・雨天時浸入水詳細調査の手法と実例について 日本水工設計㈱ 山元　茂 氏
　 浸入水対策実務者会議 　 　 　

Ｈ29年度 11月17日 兵庫県県民会館 11:10～15:40 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管渠のストックマネジメント計画の策定手法 ㈱日水コン 新谷　祐人 氏
※1ﾃｰﾏ　50分 ・施設のストックマネジメント計画の策定手法 ㈱ＮＪＳ 鷹峰　浩二 氏

・雨水対策手法について ㈱東京設計事務所 依岡　克幸 氏
・下水道事業におけるＢＣＰ策定手法 日本水工設計㈱ 山元　茂 氏 

中　部

H27年度

㈱日水コン 名古屋支所

中日本建設コンサルタント（株）　酒井一郎 氏

大垣市奥の細道むすびの
地記念館　多目的室２

15：30～16：30 西美濃水道協議会

株式会社　日水コン

(株)NJS名古屋総合事務所　中山 義一　氏

・既設管路の耐震化について

福井県国際交流会館

㈱ＮＪＳ 名古屋総合事務所　      浦川　  武
氏
㈱日水コン 名古屋支所           　水谷　智彦
氏
中日本設計コンサルタント㈱       大石　悟司
氏

常滑市体育館研修室

水安全計画 株式会社　日水コン上水道技術研修会

14：00～16：30 衣浦西部下水道推進協議会

5月9日 四日市市市立博物館 15：15～16：15 (公社)三重県下水道協会
三重県下水道協会の総会で行う「下水
道に関する研修」

・下水道事業の運営について

5月28日

12月12日
半田市役所　303・304会議
室

衣浦西部下水道推進協議会における勉
強会



【様式　Ｌ】 　水コン協　支部　講師派遣実施リスト

支　部 年　度 実施日 会   場 開催時間 主   催 研修会名 発表テ－マ 講    師 摘　要

Ｈ29年度 12月1日 キャンパスプラザ２階ホール 13:30～17:00 京都府水環境対策課 京都府市町村下水道担当職員研修会 雨天時侵入水対策 ㈱日水コン 永田　 壽也氏
H30年度 11月16日 兵庫県県民会館 9:30～16:30 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会

11月30日 ホテルセントノーム京都 平安の間 13:30～17:00 京都府水環境対策課 京都府市町村下水道担当職員研修会 雨天時侵入対策の手法と事例
関　西 R元年度 11月29日 兵庫県県民会館 9:40～16:45 兵庫県まちづくり技術センター 下水道に関する技術講習会 ・管渠のストックマネジメント計画の策定手法 オリジナル設計(株)　　　　　 森田　兼司　氏

・施設のストックマネジメント計画の策定手法 (株)極東技工コンサルタント　藤井　啓一　氏
・雨水対策手法について (株)東京設計事務所 大西　　学　氏
・下水道事業におけるＢＣＰ策定手法 日本水工設計(株)　 野田　誠志　氏

1月24日 ホテルセントノーム京都 平安の間 13:30～17:00 京都府水環境対策課 京都府市町村下水道担当職員研修会 下水道における雨水対策事業～浸水対策Ｇ２６サミット～ (株)東京設計事務所 吉田　紳治氏

5 1月18日 広島県土木建設局 13:10～16：30 広島県土木建築局
浸水対策に係る市町下水道職員向けの
勉強会

浸水シミュレーションを活用した内水想定区域図の作成に
ついて

日本水工設計㈱広島支社　      浦川　敏信 氏

Ｈ29年度 該当無し

Ｈ30年度 該当無し

6月19日 佐賀市文化会館 9：30～16：30 佐賀県土木建築技術協会 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画設計と長寿命化支援制度の活用」
・「下水道事業の管渠設計とコスト縮減への取組」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

宮崎　宗和 氏
大庭　勝 氏

7月10日
（財）長崎県建設技術ｔ研究
センター

9：30～16：30 （財）長崎県建設技術ｔ研究センター 建設技術職員専門研修
・「下水道の設計法とコスト縮減」
・「下水道工事の安全対策」

（株）東京設計事務所 成原　富士郎 氏

11月7日 福岡市天神ビル会議室 13：30～15：00
日本水道協会九州地方支部九州ウォー
タークラブ

水道事業関係者の一般研修 ・「最近の水道事業を取り巻く環境について」 （株）日水コン 榊原　康之 氏

H25年度 6月18日 佐賀市文化会館 9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画設計と長寿命化支援制度の活用」
・「下水道事業の管渠設計とコスト縮減への取組」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

宮崎　宗和 氏
大庭　勝 氏

H26年度 7月8日 佐賀市文化会館 9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画設計と長寿命化支援制度の活用」
・「下水道事業の管渠設計」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

伊藤　正敏 氏
四宮　明宣 氏

8月4日 佐賀市文化会館 9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画設計と長寿命化支援制度の活用」
・「下水道事業の管渠設計」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

伊藤　正敏 氏
四宮　明宣 氏

11月16日 福岡市天神ビル会議室 13：30～15：00
日本水道協会九州地方支部九州ウォー
タークラブ

水道事業関係者の一般研修 ・「水道に携わる皆さんへの特別なメッセージ」 （株）日水コン 佐々木　隆 氏

九　州 H28年度 8月5日 佐賀市文化会館 9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画設計と長寿命化支援制度の活用」
・「下水道事業の管渠設計」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

四宮　明宣 氏
米村　拓峰 氏

Ｈ29年度 7月11日
長崎県建設技術研究セン
ター

10：00～16：30 （公材）長崎県建設技術研究センター 一般研修
・「現状と改正下水道法」
・「長寿命化への取り組み」
・「ストックマネジメントの実施について」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

宮崎　宗和 氏
米村　拓峰 氏
四宮　明宣 氏

7月20日 佐賀市文化会館 9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画設計と長寿命化計画」
・「下水道事業の管渠設計」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

四宮　明宣 氏
米村　拓峰 氏

Ｈ30年度 6月26日 マリトピア 9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画・設計」
・「下水道事業のコスト縮減への取組」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

四宮　明宣 氏
米村　拓峰 氏

9月19日
（公財）長崎県建設技術研
究センター

10：00～16：30 （公財）長崎県建設技術研究センター 一般研修

下水道の長寿命化について
　・「現状と改正下水道法」
　・「長寿命化への取り組み」
　・「ストックマネジメントの実施について」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上
　　　　　同上

依岡　克幸 氏
米村　拓峰 氏
満生　健一郎 氏

R元年度 7月18日
ガーデンテラス佐賀　ホテ
ル＆マリトピア

9：30～16：30 （公財）佐賀県建設技術支援機構 建設技術職員専門研修
・「下水道事業の計画・設計」
・「下水道事業のコスト縮減への取組」

（株）東京設計事務所
　　　　　同上

四宮　明宣 氏
米村　拓峰 氏

9月5日 福岡県庁講堂 13:00～17:15 福岡県建築都市部下水道課
福岡県汚水処理事業広域化・共同化に
係る全体会議

・県内自治体の現状分析・将来予測と課題の整理　・災害
時BCP広域化・共同化　・その他

㈱日水コン
木村　誠　氏
安藤　哲也　氏
浅野　洋一　氏

中国･四国

H27年度

H24年度


