
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業年表(平成 20～25年度) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公益財団法人水道技術研究センター 

                 平成２５年３月２２日現在 

 

 



 

【平成 20年度】                        (団体名等は当時の名称で記載) 

年 月 日 センターの主な出来事 

4月 10日 JICA研修員(ジャマイカ)へ研修実施 

JICA が実施する平成 20 年度国別研修（ジャマイカ)「浄水場運転維持管理／水

質管理」に係る研修員 6 名への研修を実施した。当センターの紹介、Epoch、

e-Water、e-WaterⅡの概要説明の後、総合討議を行い、活発な議論がなされた。 

4月 15日 第 88回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：株式会社日水コン 海外本部 顧問 齋藤博康 氏 

演題：民活拡大と公的コントロールのあり方 ―日本版オフワットの検討― 

参加者：39名 

5月 21日 水道施設機能診断セミナー 

「水道施設機能診断の手引き」の一層の活用が図られるよう、水道事業体や関係

企業等の方々を対象としてセミナーを開催した。 

演題：水道の評価・診断の重要性 

   水道施設の現状と課題 

   機能診断の手引きの概要、手順と進め方 

   宇部市ガス水道局の水道施設機能診断 

場所：大阪 YMCA 

参加者：151名 

6月 3日 

 

 

 

 

6月 10日 

第 89回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：厚生労働省健康局水道課 水道計画指導室長 宮崎正信 氏 

演題：最近の水道行政の課題 －水道ビジョン改訂、国際貢献等－ 

参加者：51名 

第 24回企画委員会 

6月 24日 第 24回評議員会 

〃 第 25回理事会 

8月 4日 新規研究(管路技術分野)発足式 

平成 20 年度から 3 ヶ年計画で実施する新規研究(管路技術分野)の発足式を開催

し、研究の愛称(e-Pipe：イーパイプ)を公表した。 

場所：ニュートーキョー 

参加者：50名 

8月 6日 第 90回水道技術懇話会 

場所：虎ノ門パストラル 

講師：財団法人リバーフロント整備センター理事長、日本水フォーラム事務局長 



 

   竹村公太郎 氏 

演題：世界の水、日本の水 －日本の水の歴史を世界へ－ 「チーム水・日本」 

参加者：68名 

8月 19日 

 

 

 

 

8月 20日 

新規研究（浄水技術分野）発足式 

平成 20 年度から 3 ヶ年計画で実施する新規研究(浄水技術分野)の発足式を開催

し、研究の愛称(Aqua10：アクア・テン)を公表した。 

場所：虎ノ門パストラル 

参加者：67名 

韓国上下水道協会員への研修実施 

当センターにて日本の水道技術をテーマに研修を実施した。（４名） 

 8月 20日（東京）、 

 8月 26日（大阪） 

e-WaterⅡ最終成果報告会 

大垣教授(東京大学大学院)の総括報告に引き続き、水質評価、機能評価、浄水処

理システム、環境評価及び臭気評価の 5委員会の委員長、幹事等から成果が報告

された。 

［東京会場］ 

場所：ニッショーホール 

参加者：296名 

［大阪会場］ 

場所：大阪国際交流センター 

参加者：182名 
 

8月 28日 第91回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：厚生労働省健康局水道課 水道課長 粕谷明博 氏 

演題：新課長、抱負を語る 

参加者：68名 

9月 5～16日 第６回 IWA(世界水協会)世界会議・展示会（ウィーン）に参加 

オーストリア・ウィーンにおいて開催された。当センターからは理事長藤原、主

任研究員名井、研究員渡部が参加し、e-waterⅡの水質評価委員会で得られた研

究成果について口頭発表を行った。また、当センターとアルミニウム合金製屋根

工法協会との合同研究の成果について、ポスター発表を行った。 

 9月 19日（東京）、 

 9月 22日（大阪） 

New Epoch成果報告会 

小泉教授(首都大学東京大学院)の総括報告に引き続き、主に第 1及び第 2研究グ

ループの幹事長、基礎研究及び基礎実験を担当した学識者から成果が報告され

た。 

［東京会場］ 

場所：日本青年館ホテル 

参加者：170名 

［大阪会場］ 

場所：大阪リバーサイドホテル 

参加者：143名 
 

9月 30日 第92回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 



 

講師：財団法人水道技術研究センター 常務理事兼技監 安藤茂 

演題：「世界の水道・日本の水道 －水道ホットニュースの配信を通じて－」 

参加者：42名 

10月 1～10日 

 

 

 

 

10月 21日 

第20回海外技術視察調査 

世界最大級のUV処理施設を建設中の浄水場など、主に最新の浄水処理技術にかか

わる運転・維持管理について調査すべく、総勢17名の視察調査団でカナダ・アメ

リカを訪問した。訪問先は、バンクーバー、シアトル、サンフランシスコ、サン

ディエゴにおける浄水場4箇所。 

第25回管路技術委員会 

10月 23・24日 第22回中小都市技術講習会 

講演：｢老朽化する水道と明日への展望｣ 

   ｢e-waterⅡ・New Epochプロジェクト最終成果報告｣ 等 

場所：山口県国際総合センター（下関市） 

参加者：63名 

10月 27日 小規模水道の運営管理に関する調査成果報告会 

平成19年度に、厚生労働省から受託した標記調査の成果報告会を新潟県にて開催

した。その他、厚生労働省水道計画指導室から「新たな水道広域化」について、

十日町上下水道局より「小規模水道に関する現況」についての講演があった。 

場所：新潟県自治会館 

参加者：52名 

11月 5・6日（横浜市）、 

12月 11・12日（名古

屋市） 

第18回水道技術セミナー 

テーマ：「水道施設の耐震性改善に向けて～震災における水道の役割を考える～」 

講演：｢地震対策の課題と取り組みについて｣ 

   ｢水道管路システムの機能評価及び更新・耐震化計画｣ 

   ｢水道システム耐震化の留意点｣ 

   ｢地震災害からみる今後の水道施設耐震化促進について｣ 等 

後援：厚生労働省健康局水道課 

［横浜会場］ 

協力：横浜市水道局 

場所：崎陽軒本店会議室 

参加者：130名 

［名古屋会場］ 

協力：名古屋市上下水道局 

場所：愛鉄連厚生年金基金会館 

参加者：140名 
 

11月 8日 

 

 

 

 

日中水道セミナー（北京市）に講師派遣 

中華人民共和国北京市北京国際会議場にて厚生労働省と中華人民共和国 住宅と

都市農村建設部が「日本の水道事業経営ノウハウによる中国の鎮（中小都市）に

おける水道整備」をテーマに水道セミナーを開催した。企画・運営は日本水道協

会であり、中華人民共和国及び日本から約100名の参加があった。当センターか



 

 

11月 10～18日 

 

らは講師として技術アドバイザ－林が「日本の浄水処理技術」について発表した。 

2008日中水処理技術シンポジウム（2008年日中水処理技術交流会） 

中国城鎮供水排水協会科学技術委員会の主催のもと、当センターなどが協力した

2008日中水処理技術シンポジウム(成都)に、当センターの3名を含む日本側より

22名が参加し、理事長藤原の特別講演のほか、日中各6編の講演と研究発表を行

った。シンポジウムの後、成都、重慶、宜昌等の都市の浄水場や水利施設などを

視察し、中国の水道技術について調査を行った。 

11月 17日（北九州）、 

11月 21日（釧路）、 

11月 28日（新潟）、 

12月 5日（高松） 

e-WaterⅡ成果普及出前講座 

e-WaterⅡの成果を広く普及するため、水道事業体及び水道関係者を対象とする

講座を北九州、釧路、新潟、高松の4都市で開催した。e-WaterⅡ成果DVDの上映

後、各委員会の委員長、幹事、センター職員等から講演が行なわれた。 

［北九州会場］ 

場所：北九州市商工貿易会館 

参加者：51名 

［釧路会場］ 

場所：釧路全日空ホテル 

参加者：38名 

［新潟会場］ 

場所：新潟東映ホテル 

参加者：44名 

［高松会場］ 

場所：高松ホテルニューフロンティア 

参加者：28名 
 

11月 21日 第93回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人水道技術研究センター 理事長 藤原正弘 

演題：｢中国の水道と地震－日本は何を貢献できるか｣ ～主として、日中水処 

理技術国際シンポジウムの議論を通じて～ 

参加者：48名 

11月 27・28日 

 

 

 

 

 

 

12月 3日 

膜ろ過浄水施設維持管理研修会 

講演：｢膜ろ過浄水技術 ―技術の現状と動向―｣ 

   ｢膜ろ過法の概要及び維持管理の基本事項｣ 

   ｢MF/UF等膜ろ過設備の維持管理｣ 

講習会：全理連ビル(27日) 

現場研修：東京都水道局砧浄水場(28日) 

参加者：56名 

第24回浄水技術委員会 

12月 19日 小規模水道の運営管理に関する調査成果報告会 

平成19年度に、厚生労働省から受託した標記調査の成果報告会を青森県において

開催した。厚生労働省水道計画指導室から「新たな水道広域化」について講演が

あった。 

場所：ラ・プラス青い森 



 

参加者：61名 

1月 15・16日 第23回中小都市技術講習会 

講演：｢老朽化する水道と明日への展望｣ 

   ｢水道事業（施設）のアセットマネジメントについて｣ 

   ｢e-waterⅡ・New Epochプロジェクト最終成果報告｣ 

場所：山形市水道部庁舎 

参加者：64名 

1月 20日 

 

 

 

 

2月 9日 

2月 23日 

 

 

 

 

2月 25日 

3月 1～7日 

第94回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人水道技術研究センター 技術顧問 石井 健睿 

演題：｢PIは水道事業の海外戦略Toolになりうるか｣ 

参加者：51名 

第26回管路技術委員会 

小規模水道の運営管理に関する調査成果報告会 

平成19年度に、厚生労働省から受託した標記調査の成果報告会を兵庫県にて開催

した。 

場所：ホテル北野プラザ六甲荘 

参加者：50名 

第25回浄水技術委員会 

第５回日米水道水質管理及び下水道技術に関する政府間会議に参加 

米国ラスベガスにて開催され、当センターから2名が参加し、「浄水施設を対象と

したＬＣＡ実施マニュアル」等について発表した。 

3月 3日 

 

 

 

 

3月 10日 

第95回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：作新学院大学 総合政策学部 教授 太田正 氏 

演題：｢水道をめぐる行政と経営の相克を考える｣ 

参加者：49名 

第25回企画委員会 

3月 15～24日 

 

 

 

 

３月 25日 

第５回世界水フォーラム（イスタンブール）に参加 

トルコ共和国イスタンブールにて開催された第5回世界水フォーラムに、当セン

ターから理事長藤原を含む2名が参加した。世界192ヶ国から33,000人以上の参加

のもと、首脳級サミット、閣僚会議をはじめとした100以上のセッションが開催

された。 

JICA研修員(ジャマイカ)へ研修実施 

JICAが実施する平成20年度国別研修（ジャマイカ)「浄水場運転維持管理／水質

管理」に係る研修員4名への研修を実施した。 



 

3月 26日 第25回評議員会 

〃 第26回理事会 

 

【平成 21年度】                       (団体名等は当時の名称で記載) 

年 月 日 センターの主な出来事 

4月 13日 

 

 

 

 

5月 21～27日 

第 96回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人水道技術研究センター 理事長 藤原正弘 

演題：｢第 5回世界水フォーラムとトルコの水事情｣ 

参加者：54名 

シンガポール国際水週間2009への参加 

シンガポールにて開催された。世界各国の政策立案者、企業、専門家、事業者が

水に関する諸問題を議論し、そして最先端の情報交換や技術出展を通して新たな

ビジネス機会開拓の場となるこのイベントは第 2回目で今回初めて当センターよ

り理事長藤原を含む２名が参加した。 

6月 10～12日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月 16日 

第８回水道技術国際シンポジウム（神戸市）※2009年日中水道技術交流会を同時

開催 

本シンポジウムは3年に1度実施しており、今回は神戸国際会議場にて、神戸市水

道局と当センターが共同で開催した。「持続可能な水道サービスに向けた新たな

挑戦」をメインテーマに、初日は渡辺義公北海道大学特任教授による基調講演、

デビッド・ガーマン国際水協会（IWA）会長による特別講演をはじめ、米、蘭、

韓など5カ国から、各国の第一人者による海外報告があり、アセットマネジメン

ト、リスク管理、気候変動への対応等についての報告があった。2日目は3分科会

での論文発表29件、ポスター発表20件、日中水道技術交流会（特別セッション）

等が行われ、3日目には総合パネルディスカッションとテクニカルツアーが行わ

れた。また、会期中には水道関連企業等による展示会も行われた。シンポジウム

参加者は、17ヶ国から約748名、展示会来場者は7,900人を数え、盛況であった。 

第25回企画委員会 

6月 25日 第26回評議員会 

〃 第27回理事会 

7月 23日 第97回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：ミツカン水の文化センター 主任研究員 中庭光彦 氏 

演題：｢都市居住者の水道（みずみち）意識と里川｣ 

参加者：41名 

 8月 24日（仙台）、 e-WaterⅡ成果普及出前講座 



 

 9月 1日（宮崎）、 

 9月 29日（名古屋）、 

 11月 17日（広島） 

e-WaterⅡの成果を広く普及するため、水道事業体及び水道関係者を対象とする

講座を開催した。e-WaterⅡ成果DVDの上映後、各委員会の委員長、幹事、センタ

ー職員から講演が行われた。 

[仙台会場] 

場所：ハーネル仙台 

参加者：31名 

[宮崎会場] 

場所：ひまわり荘 

参加者：24名 

[名古屋会場] 

場所：名古屋プライム 

   セントラルタワー 

参加者：28名 

[広島会場] 

場所：ホテルニューヒロデン 

参加者：25名 

 

8月 25日 

 

 

 

 

9月 14～18日 

第98回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：下水道新技術推進機構 下水道新技術研究所長兼技術評価部長 藤木修 氏 

演題：｢下水道のアセットマネジメント｣ 

参加者：35名 

K-Water国際シンポジウムに参加 

韓国ソウルにて開催され、当センターより1名が参加し、「日本における水道管路

の更新」にて講演した。 

9月 15・16日 紫外線処理設備維持管理研修会 

講演：｢紫外線処理技術 －技術の現状と動向－｣ 

   ｢JWRC 審査基準及び紫外線処理設備維持管理マニュアルの概要｣ 

   ｢紫外線処理維持管理マニュアルの解説｣ 

   ｢熊本市上下水道局における紫外線処理設備の導入事例｣ 

講習会：ホテルサンルート熊本(15日) 

現場研修：熊本市上下水道局 亀井水源地、一本木水源地(16日) 

参加者：32名 

9月 28～30日 2009 WaterLinks Forum（バンコク）に参加 

2009年9月28日～30日にかけて、タイ王国・バンコクにて「2009 WaterLinks Forum」

が開催され、当センターより研究員有村、研究員小宮山が参加した。 

本フォーラムは、アジア開発銀行（ADB）、国際水協会（IWA）及び米国国際開発

庁（USAID）の主催のもと今回初めて開催され、国を超えた2事業体間のパートナ

ーシップ（Twinning）について議論が交わされた。 

9月 29日 

 

 

 

第99回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：厚生労働省健康局水道課 水道水質管理官 吉口進朗 氏 

演題：｢最近の水道行政の話題｣ －「信頼される水道」に向けて(災害対策、基



 

 

 

10月 13～18日 

盤強化、水質管理等)－ 

参加者：47名 

第５回日米台水道地震対策ワークショップに参加 

台北市立徳台大尊賢会館にて開催され、当センターより研究員天野が参加し、

「Active related to Earthquake-proofing of Drinking-Water infrastructure 

in the Japan Water Research Center」について発表した。 

10月 13・14日 第６回日蘭ワークショップ（京都大学桂キャンパス）に参加 

京都市西京区京都大学桂キャンパスにて、第6回日蘭水道技術ワークショップが

開催された。このワークショップに当センターより理事長藤原、常務理事武内、

浄水技術部長高嶋が参加し、それぞれ口頭発表を行った。内容は上下水道処理、

気候変動など多岐にわたり、日本、オランダ双方から多数の研究発表が行われた。

また、京都大学に在籍する留学生によるポスター発表も行われた。 

10月 17～24日 

 

 

 

 

10月 27日 

第３回IWA-ASPIRE会議・展示会（台北）に参加 

台湾・台北の「Taipei International Convention Centre」にて、第3回IWA-ASPIRE

（国際水協会・アジア太平洋地域）会議・展示会が開催された。この会議に当セ

ンターより理事長藤原、浄水技術部長髙嶋、管路技術部長高橋が参加し、両部長

が口頭発表を行った。 

第27回管路技術委員会 

10月 30日 第100回水道技術懇話会 

場所：東海大学校友会館 

講師：カワムラ・ウォーターエンジニアリング社 社長 河村勤 氏 

   （米国水道協会(AWWA) Water Industry Hall of Fame賞 受賞） 

演題：｢私の選んだ道｣(第1部) 

参加者：110名 

パネルディスカッション(第2部) 

演題：「水道の将来を考える」 

パネリスト：株式会社神鋼環境ソリューション 水処理事業部担当部長  

石丸豊 氏 

      京都大学大学院 教授 伊藤禎彦 氏 

      カワムラ･ウオーターエンジニアリング社 社長 河村勤 氏 

      阪神水道企業団 技術部長 小林健一 氏 

      株式会社日水コン 名誉顧問 玉井義弘 氏 

進行役：財団法人水道技術研究センター 理事長 藤原正弘 

11月 5・6日 

 

 

第24回JWRC地域水道講習会 

講演：｢水道事業の運営基盤強化について｣ 

   ｢膜ろ過技術の概要｣ 等 



 

 

 

11月 18日 

 

場 所：弓ヶ浜荘（米子市） 

参加者：61名 

ベトナム－日本水道セミナー（ハノイ市）に講師派遣 

ベトナム国ハノイ市ハノイ・ホリゾン・ホテル会議室にて厚生労働省とベトナム

国 建設省が「都市水道の運営・管理に関するセミナー」を開催した。運営・企

画は日本水道協会であり、ベトナム国及び日本から政府関係者・水道事業体・企

業・学識経験者等107名が参加した。当センターからは講師として主任研究員岡

野が「日本における水道技術について」発表した。 

11月 26・27日（東京）、 

12月 8･9日（福岡） 

 

 

 

 

 

 

 

 

第19回水道技術セミナー 

テーマ：「水道事業の運営基盤強化に向けて」 

講演：｢水道事業の運営基盤強化に向けた行政の取組｣ 

   「多様な連携による最適な水道事業運営」 

    ｢県域を越えた水道広域化・第三者委託｣ 

   ｢水道事業におけるアセットマネジメントについて｣ 他 

後援：厚生労働省健康局水道課 

 [東京会場] 

協力：東京都水道局 

場所：日本青年館 国際ホール 

参加者：120名 

[福岡会場] 

協力：福岡市水道局 

場所：イムズホール  

参加者：110名 
 

12月 3・4日 膜ろ過浄水施設維持管理研修会 

講演：｢膜ろ過浄水技術 ―技術の現状と動向―｣ 

   ｢膜ろ過法の概要及び維持管理の基本事項｣ 

   ｢MF/UF等膜ろ過設備の維持管理｣ 

講習会：全理連ビル(3日) 

現場研修：東京都水道局砧浄水場(4日) 

参加者：43名 

12月 3日 

 

 

 

 

12月 16日 

第101回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：合同会社水道ネットワーク通信 代表 有村源介 氏 

演題：｢今、八ッ場ダムを考える｣ 

参加者：39名 

カンボジア－日本水道セミナー（プノンペン市）に講師派遣 

カンボジア国プノンペン市ラッフルズホテル会議室にて厚生労働省とカンボジ

ア国 鉱工業エネルギー省が「カンボジア－日本水道セミナーⅡ」を開催した。 

企画・運営は日本水道協会でありカンボジア王国及び日本から政府関係者・水道

事業体・企業・学識経験者等110名の参加があった。当センターからは講師とし



 

て主任研究員松下が「水道水質管理技術について」発表した。 

1月 13日 

 

 

 

 

1月 14日 

第25回JWRC地域水道講習会 

講演：｢水道事業の運営基盤強化について｣ 

   ｢函館市におけるクリプトスポリジウム対策について｣ 等 

場所：函館国際ホテル（函館市） 

参加者：41名 

第３回日韓水道行政会議に参加 

韓国果川市にて開催され、当センターより1名が参加し「水道法に規定された水

道施設の診断方法」について講演した。 

1月 22日 運営基盤強化に関する調査の報告会 

平成20年度に実施した厚生労働省委託調査の成果報告会を、岩手県北上市で開催

した。また北上市長の参加のもと「水道事業広域化の新たな展開」と題してパネ

ルディスカッションを行った。 

講演：｢広域連携による最適な水道事業運営｣ 等 

場所：ホテルシティプラザ北上 

参加者：112名 

2月 9日 第26回JWRC地域水道講習会 

講演：「水道管路施設の地震対策の現状と今後の展望」 

   「観光地域沖縄における渇水リスクと生活者参加型マネジメント」等 

場所：那覇市職員厚生会 厚生会館 

参加者：115名 

2月 27日 

〃 

3月 18日 

第27回浄水技術委員会 

第28回管路技術委員会 

第27回評議員会 

〃 第28回理事会 

3月 23日 第102回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人水道技術研究センター 理事長 藤原正弘 

演題：｢浄水膜のさらなる発展を願って～海外事例から学ぶもの～｣ 

参加者：26名 

 

【平成 22年度】                       (団体名等は当時の名称で記載) 

年 月 日 センターの主な出来事 

4月 8日 第103回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：チャイナ・ウォーター・リサーチ 代表 内藤康行 氏 



 

演題：｢中国の水環境と水道事業改革の現状と方向性｣ 

参加者：55名 

5月 13日 第104回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：八千代エンジニヤリング㈱国際事業本部顧問、 

   日本水フォーラム参与 橋本和司 氏 

演題：｢開発途上国の水道事業｣ 

参加者：36名 

5月 18日 

 

 

 

 

6月 10日 

JICA公開セミナーにて調査研究の報告 

シンガポールにて開催された。JICA国際会議場において、JICA公開セミナー「開

発途上国の水道分野における課題対処能力の分析～効果的な支援ニーズの把握

と成果のモニタリングに向けたキャパシティ・アセスメントの活用～」が開催さ

れ、関係者約140名が参加した。当センターからは藤原理事長、武内常務理事が

講演を行った。 

第28回企画委員会 

6月 22日 第28回評議員会 

〃 第29回理事会 

6月 28日～7月 2日 シンガポール国際水週間2010への参加 

世界各国の政策立案者、企業、専門家、事業者が水に関する諸問題を議論し、そ

して最先端の情報交換や技術出展を通して新たなビジネス機会開拓の場となる

このイベントは、2008年から毎年開催され、今年で第3回となる。今回は、コス

ト面を含む効率的なソリューションの必要性に焦点をあて、急速かつ複雑に進む

都市環境の水問題に取り組むため「持続可能な都市～清潔かつ入手可能な水～」

をテーマとし、アジア地域はもとより、中東、ヨーロッパ、アフリカ等85ヶ国か

ら14,000人以上が参加した。主なプログラムの内容は、リー・クワンユー水賞、

水リーダーズ・サミット、水処理会議、水産業エキスポ、ビジネス・フォーラム

となっており、同時にアジア太平洋水担当大臣会合（Asia Pacific Water Minister 

Forum）も開催された。当センターからは、理事長藤原、技術顧問竹中及び主任

研究員春日井が参加した。 

7月 8日 第105回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：厚生労働省健康局水道課 課長 粕谷明博 氏 

演題：｢最近の水道行政について｣ 

参加者：62名 

8月 18～24日 2010年日中水道技術交流会 

中国城鎮供水排水協会科学技術委員会が主催し、当センターが共催する「日中水



 

道技術国際シンポジウム」が開催された。第10回目となる今年は、甘粛省蘭州市

で行われ、74人が参加した。本シンポジウムは2001年から毎年行われており、例

年、日中両国の学識者、水道事業体、コンサルタントおよび関連企業の方が参加

し、水道技術とビジネスの交流が行われている。また、日中の水道技術の交流の

みならず、水道ビジネスの開拓や広い中国の多種多様な水事情の調査も目的とし

ており、今年においては蘭州市、上海市などの浄水場等や上海万国博覧会2010（ベ

ストシティ・環境都市実践区等）などを視察した。当センターからは、理事長藤

原、事務局長鈴木、主任研究員三井が出席した。 

9月 8日 第106回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：さいたま市水道局 業務部水道総務課 副参事 下村政裕 氏 

演題：「可能性の国ブラジル ～サンパウロから帰国して～」 

参加者：36名 

9月 19～24日 第７回IWA世界会議・展示会（モントリオール）に参加 

カナダ・ケベック州モントリールにおいて、IWA世界会議・展示会が開催された。

第7回を迎える今回は、世界110カ国より約4,000人が参加し、このうち日本から

は110人が参加した。当センターからは、理事長藤原、常務理事武内、主任研究

員安積、主任研究員松下の4名が参加した。 

9月 30日・10月 1日 

 

 

 

 

 

 

 

10月 1日 

紫外線処理設備維持管理研修会 

講演：｢紫外線処理技術 －技術の現状と動向－｣ 

   ｢JWRC審査基準及び紫外線処理設備維持管理マニュアルの概要｣ 

   ｢紫外線処理維持管理マニュアルの解説｣ 

   ｢神奈川県企業庁における紫外線処理設備の導入事例｣ 

講習会：小田原商工会議所(29日) 

現場研修：神奈川県企業庁 水土野水源、下湯配水池（30日） 

参加者：42名 

第29回管路技術委員会 

10月 4～15日 

 

 

 

 

 

 

10月 8日 

JICAマレーシアEPP研修業務の受託・実施 

JICAよりマレーシア研修員の受入を行った。研修員は、エネルギー・環境技術・

水省から3名、SPANから3名、そして事業体から3名の合計9名であった。研修テー

マは「環境負荷低減に向けた浄水場スラッジ管理研修」であり、当センター、厚

生労働省、東京都水道局、東京都下水道局、埼玉県企業局、越生町水道課、東北

大学、JA全農、PSI協会、水道機工株式会社、直治薬品株式会社で講義及び施設

見学を行った。 

第28回浄水技術委員会 

10月 12日 第107回水道技術懇話会 



 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人水道技術研究センター 技術顧問 佐々木隆 

演題：「水道の質管理に彩りとスパイスそして時間軸」 

参加者：47名 

10月 27日 JICA研修員（東ティモール）へ研修実施 

当センターにて、JICA（国別研修）東ティモール国「水道施設の運転・維持管理

技術」研修を、以下のテーマで実施した。 

「日本の水道の概要」、「日本の水道における漏水対策」、「日本における小規模水

道の技術」、「JWRCにおける水道技術開発の概要」、「水道セクター・水道事業体の

キャパシティ・アセスメント」 

10月 28・29日 第27回JWRC地域水道講習会 

講演：｢水ビジネス・プロジェクトの展開｣ 

   ｢水道技術の継承に関する広島市の取組｣ 等 

場所：鯉城会館（広島市） 

参加者：63名 

11月 1～3日 第５回中国城鎮水務発展戦略国際会議にて論文発表 

中国・無錫市において中国城鎮水務発展戦略国際会議が開催された。本会議は中

国城鎮供水排水協会主催の上下水道分野における研究会議であり、中国をはじ

め、日本、ドイツ、シンガポールなどから約3,000人が参加し、当センターから

は、主任研究員上松瀬が参加し、日本の耐震技術について口頭発表を行った。 

11月 11・12日 膜ろ過浄水施設維持管理研修会 

講演：｢膜ろ過浄水技術 ―技術の現状と動向―｣ 

   ｢膜ろ過法の概要及び維持管理の基本事項｣ 

   ｢MF/UF等膜ろ過設備の維持管理｣ 

講習会：大阪リバーサイドホテル(11日) 

現場研修：柏原市上下水道部玉手浄水場(12日) 

参加者：48名 

11月 18・19日（川崎）、 

1月 27・28日（尼崎） 

第20回水道技術セミナー 

テーマ：「安全でおいしい水を目指して」 

後援：厚生労働省健康局水道課 

講演：｢水道水質管理を巡る最近の状況｣ 

   ｢安全でおいしい水供給のための水道施設について｣ 

   ｢水に関する生活意識調査と水道水の評価について｣ 他 

[川崎会場] 

協力：川崎市上下水道局 

場所：川崎グランドホテル 

[尼崎会場] 

協力：阪神水道企業団 

場所：尼崎ホテルニューアルカイック 



 

参加者：124名 参加者：106名 
 

11月 26日 

 

 

 

 

 

12月 13日 

 

 

 

ベトナム－日本水道セミナー（ハイフォン市）に講師派遣 

ベトナム国ハイフォン市ハイフォン市国際会議場にて厚生労働省とベトナム国

建設省が「都市水道の運営・管理に関するベトナム－日本セミナーⅢ」を開催し

た。企画・運営は日本水道協会であり、ベトナム国及び日本から政府関係者・水

道事業体・企業・学識経験者等185名の参加があった。当センターからは講師と

して常務理事安藤が「日本の飲料水高度処理技術について」発表した。 

浄水技術ガイドライン2010説明会 

平成21年10月に約10年ぶりに改訂された「浄水技術ガイドライン2010」を広く普

及するため、東京・虎ノ門で説明会を開催した。改訂委員会の古米弘明委員長（東

京大学）、伊藤雅喜副委員長（国立保健医療科学院）、センター職員より、「浄水

技術ガイドライン改訂の背景および概要」、「浄水技術ガイドライン2010の改訂内

容」についての講演が行われた。 

場 所：発明会館ホール 

参加者：196名 

12月 16日 カンボジア－日本水道セミナー（プノンペン）に講師派遣 

カンボジア王国プノンペン市ラッフルズホテル会議室にて厚生労働省とカンボ

ジア国鉱工業エネルギー省が水道セミナーを開催した。企画・運営は日本水道協

会であり、カンボジア王国及び日本から政府関係者・水道事業体・企業・学識経

験者等135名の参加があった。当センターからは、講師として主任研究員升潟が

「水供給における水質管理技術」について発表した。その他、日本から厚生労働

省、北九州市、メタウォーター㈱が発表を行い、カンボジア王国から鉱工業エネ

ルギー省、プノンペン水道公社からの発表があった。 

12月 20日 第108回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人水道技術研究センター 会長 藤田賢二 

演題：｢満州に楽土を築いた人たち ～上下水道技術者達の事績～｣ 

参加者：65名 

1月 24日 

 

 

 

 

2月 7日 

第109回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：財団法人廃棄物研究財団 専務理事 八木美雄 氏 

演題：｢城と水｣ 

参加者：33名 

日韓水道行政課長会議に参加 

東京・霞ヶ関 金融庁にて開催され、当センターより常務理事安藤が参加した。 

2月 9日 第28回JWRC地域水道講習会 



 

講演：「日本の水道のさらなる進歩のために」 

   「浄水技術ガイドラインの改訂の概要」 

   「施設更新手法（管路、PCタンク等）」 

   「郡山市水道水源・猪苗代湖の水質保全の取組みについて」 

場所：郡山市市民交流プラザ 第1会議室 

参加者：42名 

2月 16～18日 InterAqua2011にて発表・パネル展示 

東京ビッグサイトにてInterAqua2011が開催された。InterAqua2011は、水に関す

る国際的な総合展示会で、会期中には、水の安全保障戦略機構シンポジウム～水

ビジネスの海外展開に向けた展望～と題して、東京都猪瀬副知事による「東京都

の水ビジネス海外展開」等の基調講演のほか、「産学官の叡智を結集」をテーマ

にパネルディスカッションが行われた。当センターでは、チーム水・日本の行動

チームである「アジア・パシフィック水道技術情報ステーション（Aswin）」の活

動に関するプレゼンテーション及びパネル展示を行った。 

2月 24日 

 

 

 

 

2月 25日 

3月 10日 

3月 17日 

第110回水道技術懇話会 

場 所：レストラン立山 

講 師：厚生労働省健康局水道課 課長 石飛博之 氏 

演 題：｢水道資源の未来への継承｣ 

参加者：82名 

第29回浄水技術委員会 

第30回管路技術委員会 

第29回企画委員会 

3月 22日 東北地方太平洋沖地震に係る「浄水技術等支援チーム」の設置 

被災地の浄水施設等の応急復旧及び本格復旧に向けて、浄水技術関連の民間企業

等の協力を得つつ、最大限の支援を行うため、支援チームを立ち上げた。 

3月 29日 第29回評議員会 

〃 第30回理事会 

 

 

【平成 23年度】                       (団体名等は当時の名称で記載) 

年 月 日 センターの主な出来事 

6月 13～15日 

 

 

 

 

東日本大震災「浄水技術等支援チーム」現地調査 

浄水技術等支援チームとして、民間企業・学識者・厚生労働省・新聞社を含めた

21名の調査団を岩手県及び宮城県へ派遣し、被災地域の現状把握、課題解決に向

けた方策の検討・提案を目的に、ヒアリング及び視察を行った。調査結果につい

ては現地調査報告書としてとりまとめ、当センターホームページに掲載してい



 

 

6月 16日 

る。 

第30回企画委員会 

6月 22日 第111回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：チャイナ・ウォーター・リサーチ 代表 内藤康行 氏 

演題：｢中国の産業構造転換に沿った水ビジネスの戦略｣ 

参加者：54名 

6月 28日 第30回評議員会 

〃 第31回理事会 

７月 4～8日 シンガポール国際水週間2011に参加 

シンガポールにて開催された。アジアを代表する国際的な水のイベントとなった

この催しは2008年から毎年開催され、今年で第４回となる。今回は「変化する都

市環境における持続可能な水ソリューション」をテーマとして、世界112ヶ国・

地域から約14,000人が参加した。主なプログラムは、水リーダーズ・サミット、

発表及び会議、各国ビジネス・フォーラム、リー・クアンユー水大賞授賞式、水

Expo等で、世界の水に関わる政策立案者、専門家、事業者、企業など、各界のリ

ーダーが幅広く集い、政策の動向、最先端の技術等について発表・情報交換が行

われ、水に関する諸問題に対して活発な議論が交わされた。また同時に、水Expo

への出展を通じて新たなビジネス機会創出の場ともなっている。当センターから

は、理事長藤原、技術顧問竹中及び総務部長藤澤が参加した。 

7月 25日 第112回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：下水道アドバイザー 神林章元 氏 

演題：｢これからどうなる上下水道～光は見えるか～｣ 

参加者：29名 

8月 2日 新規共同研究事業（管路技術）発足式 

水道関係者、学識者、参加企業等多数の方々に出席いただき、平成23年度からの

3ヵ年計画で実施する新規研究(管路技術分野)の発足式を開催した。それぞれの

立場からこれからの研究事業への抱負や想いを述べていただき、共同研究チーム

が一丸となって取り組んでいただくことを確認するとともに、共同研究事業の愛

称(Pipe Stars:パイプスターズ)を公表した。 

場所：ニュートーキョー 

参加者：40名 

8月 8日～12日 東日本大震災水道復興支援連絡協議会「現地水質検査チーム」現地調査 

東日本大震災の復興支援スキームである東日本大震災水道復興支援連絡協議会

の活動の一環として、水道技術研究センター（浄水技術等支援チーム）と水道事



 

業体で構成する「現地水質検査チーム」を結成し、東日本大震災による被災地の

水道水源水質への影響調査を開始した。具体的には、津波の影響で塩分濃度上昇

等が問題となっている、三陸沿岸部の地下水や表流水の水質変動状況及び継続利

用の可能性を調査する。第1番隊は横浜市水道局と共同で、8月8日から13日にか

けて宮城県南三陸町と石巻地方広域水道企業団管内の水源13ヶ所の調査を実施

した。 

 8月 22日（大阪）、 

 9月 12日（東京）、 

 2月 21日（福岡） 

 

 

 

 

 

 

 

  9月 5～7日 

管路共同研究(e-Pipe)成果報告会 

e-Pipeの最終成果報告会を大阪で開催した。小泉委員長(首都大学東京大学院)の

総括報告に引き続き、主に第1及び第2研究グループの幹事長、基礎研究及び基礎

実験を担当した学識者から成果が報告された。 

[大阪会場] 

場所：新大阪ブリックビル 

参加者：128名 

［東京会場］ 

場所：ベルサール西新宿 

参加者：139名 

［福岡会場］ 

場所：八百治博多ホテル 

参加者：49名 

 

日印グローバル・パートナーシップ・サミットに参加 

東京・芝公園のザ・プリンス・パークホテル東京にて開催され、両国の政府関係

者・学識者等が集い、当センターより理事長藤原他２名が参加した。 

9月 15・16日 第1回 近代的な汚泥処理と最終処分に関するシンガポールと日本の合同シンポ

ジウム（第1回シンガポール・日本 水道技術シンポジウム） 

9月15日（木）・16日（金）の2日間、シンガポールにおいて、当センターとシン

ガポール公益事業庁 (PUB) の共催による、「第1回 近代的な汚泥処理と最終処分

に関するシンガポールと日本の合同シンポジウム」が開催され、理事長藤原、技

術顧問竹中、研究員高橋が出席した。 

〃 紫外線処理設備維持管理研修会 

講演：｢紫外線処理技術 －技術の現状と動向－｣ 

   ｢JWRC審査基準及び紫外線処理設備維持管理マニュアルの概要｣ 

   ｢紫外線処理維持管理マニュアルの解説｣ 

   ｢岐阜市上下水道事業部における紫外線処理設備の導入事例｣ 

講習会：じゅうろくプラザ(15日) 

現場研修：岐阜市上下水道事業部 鏡岩水源地、雄総配水池（16日） 

参加者：44名 

9月 21日 第113回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：京都大学名誉教授 松井三郎 氏 



 

演題：｢水循環基本法案｣について 

参加者：48名 

9月 26～28日 東日本大震災水道復興支援連絡協議会「現地水質検査チーム」現地調査 

8月の第1番隊に続き、横浜市水道局と共同で、宮城県南三陸町と石巻地方広域水

道企業団管内の水源水質調査を実施した。 

10月 2～6日 第４回IWAアジア太平洋地域会議（東京）にて論文発表・展示会出展 

東京国際フォーラムにおいて、 IWA主催の第 4回アジア太平洋地域会議

（IWA-ASPIRE）が開催された。当センターからは、分科会での口頭発表3件、ポ

スターセッションでの発表1件のほか、展示会への出展を行った。 

10月 9～12日 飲料水の安全・安心・持続に関する国際会議（中国浙江省杭州市）にて論文発表 

中華人民共和国浙江省・杭州市において、浙江大学主催の飲料水の安全・安心・

持続に関する国際会議が開催された。当センターからは、管路技術部長堀江、研

究員足立の2名が参加し、当センターにおける水道施設の耐震化に関する調査・

研究について口頭発表を行った。 

10月 12～15日 第７回日米台地震対策ワークショップにて論文発表 

新潟市（クロスパル新潟）において開催された。このワークショップは米国水研

究財団、台湾水道協会、日本水道協会の3者による共同でほぼ2年おきに開催され

ており、水道の地震対策に関する調査研究並びに情報交換を行うことを目的とし

ている。今回は43編の口頭発表がなされた。当センターからは、主任研究員上松

瀬が参加し、当センターにおける水道施設の耐震化に関する研究について口頭発

表を行った。 

11月１・2日 第29回JWRC地域水道講習会 

講 演：｢水道の国際化、向かうべき方向と課題｣ 

    ｢災害と都市水インフラ（上下水道）について｣ 等 

場 所：津山文化センター（津山市） 

参加者：66名 

11月 9～16日 2011年日中水道技術交流会 

当センターと中国土木工程学会水工業分会給水委員会が主催する本シンポジウ

ムを、中国珠海市で開催した。 

テーマ：「新世紀中日給水技術のイノベーション実践と発展展望」 

主催：中国土木工程学会水工業分会給水委員会 

     財団法人日本水道技術研究センター 

協力：清華大学、中国水網、《给水排水》雑誌社、《中国给水排水》雑誌社、 

   華東給水排水情報網、給水委員会通常処理 研究会、中国建築工業出版社、 

   成都信高工業設備安装公司 

場所：中国珠海市珠海徳翰大酒店 



 

参加者：78名 

講演：6編、口頭研究発表：11件 

水道施設視察：マカオ自来水公司大水塘浄水場 

11月 10・11日（京都）、 

11月 17・18日（浦安） 

第21回水道技術セミナー 

テーマ：「大震災に強い水道を目指して」 

後援：厚生労働省健康局水道課 

[京都会場] 

講演：｢水道分野における震災復興に向けた行政の課題と取組｣ 

   「東日本大震災における水道施設被害と耐震化の促進」 

     「大阪ガスの地震対策について」 

   「京都市における地震対策について｣ 

     「浄水処理における震災対策について」等 

協力：京都市上下水道局 

場所：京都平安ホテル 

参加者：110名 

[浦安会場] 

講演：｢東日本大震災の被害状況と対応について｣ 

「水道施設（水システム）における大震災対策」 

「東京ガスの地震防災システム、BCPと東日本大震災による都市ガス事業へ

の被害・復旧について」 

「千葉県水道局における東日本大震災への対応」 

「放射性物質の浄水処理性について」等 

協力：千葉県水道局 

場所：浦安ブライトンホテル 

参加者：112名 

11月 20日～25日 

 

 

 

 

 

11月 21日 

第2回IWA開発会議（クアラルンプール）にて論文発表 

マレーシア・クアラルンプールにおいて、IWAの第2回開発会議が開催された。本

会議は、隔年にて開催されるもので、今回は、「都市化している地域での、水問

題への先駆的取り組み」というテーマで開催された。当センターからは、調査事

業部長川﨑、主任研究員竹村の2名が参加し、キャパシィティアセスメントのハ

ンドブックについて口頭発表を行った。 

第30回浄水技術委員会 

11月 28･29日 第30回JWRC地域水道講習会 

講演：「東日本大震災水道被害調査等の（政府調査団を含む）報告」 

   「新潟市における管路図管理について」等 



 

場所：朱鷺メッセ（新潟市） 

参加者：44名 

12月 8・9日 膜ろ過浄水施設維持管理研修会 

講演：｢膜ろ過浄水技術 ―技術の現状と動向―｣ 

   ｢膜ろ過法の概要及び維持管理の基本事項｣ 

   ｢MF/UF等膜ろ過設備の維持管理｣ 

   「神戸市水道局における膜ろ過浄水施設の導入事例」 

講習会：北野会館(8日) 

現場研修：神戸市水道局本山浄水場(9日) 

参加者：43名 

12月 20日 カンボジア・日本 水道セミナー（プノンペン市）に講師派遣 

カンボジア王国プノンペン市ラッフルズホテルプノンペンにて厚生労働省とカ

ンボジア王国鉱工業エネルギー省が水道セミナーを開催した。本セミナーは、水

道分野に関する両国の経験を共有しカンボジア王国の水道分野の課題解決に資

することなどを目的としており、今回で4回目の開催となった。企画・運営は日

本水道協会であり、カンボジア王国及び日本から政府関係者・水道事業体・企業・

学識経験者等100名の参加があった。当センターからは講師として主任研究員小

林が参加し、「水道施設の運転・維持管理のための監視システムについて」発表

した。 

1月 24日 

 

 

 

 

2月 26日 

第114回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：有限会社テクノライターズ 代表取締役 岡崎稔 氏 

演題：｢水事業の海外展開に向けた戦略と技術を考える｣ 

参加者：50名 

第31回浄水技術委員会 

2月 26日～29日 

 

 

 

 

 

 

3月 5日 

第２回IWA Water Loss 2012（マニラ）に参加 

IWA主催の国際会議「Water Loss 2012」がフィリピンの首都マニラで開催され、

当センターからは、主任研究員井戸本、研究員高橋の2名が参加した。59ヵ国の

事業体や企業などから、延べ600名以上の参加があり、無収水の削減をテーマに、

その取り組み状況や関連技術についての展示や口頭発表が行われた。また、本会

議に先だって開かれたワークショップでは、無収水削減を外部委託することの有

用性や注意点などについて、参加者の間で活発な議論が交わされた。 

第32回管路技術委員会 

 3月 7日（東京）、 

 3月 12日（大阪） 

浄水共同研究（Aqua10）最終成果報告会 

Aqua10の最終成果報告会を開催した。総括報告に引き続き、第1研究委員会（診

断評価・整備手法）、第2研究委員会（おいしい水）、第2研究委員会（気候変動）



 

についての成果が報告された。また、持ち込み研究の成果について各企業から報

告された。 

[東京会場] 

場所：発明会館 

参加者：130名 

［大阪会場］ 

場所：大阪会館 

参加者：83名 
 

2月 27日～3月 16日 

 

 

 

 

 

 

3月 8日 

JICAマレーシアEPP研修業務の受託・実施 

JICAからマレーシア研修員の受入を行った。研修員は、エネルギー・環境技術・

水省から4名、国家水サービス委員会から5名、そして事業体から1名の合計10名

であった。研修テーマは「水需要・漏水管理」であり、当センター、厚生労働省、

東京都水道局、横浜市水道局、名古屋市上下水道局、福岡市水道局、さいたま市

水道局、株式会社日水コン、大成機工株式会社、株式会社クボタ、フジテコム株

式会社、積水化学工業株式会社で、講義及び施設見学を行った。 

第31回企画委員会 

3月 12～17日 第6回世界水フォーラムに参加 

フランス・マルセイユにて開催された。当センターから理事長藤原を含む2名が

参加した。 

3月 27日 第31回評議員会 

〃 第32回理事会 

 

 

【平成 24年度】                       (団体名等は当時の名称で記載) 

年 月 日 センターの主な出来事 

4月 1日 公益財団法人へ移行 

4月 13日 第115回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：公益財団法人水道技術研究センター 技術顧問 石井健睿 

演題：｢日本の常識と世界の常識～無収水率の考え方を例に～｣ 

参加者：56名 

5月 21日 第116回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：日本水工設計株式会社 東京支社副支社長  

   ISO/TC224国内対策委員会共同議長 藤木修 氏 

演題：｢上下水道のマネジメントシステムとベンチマーキング｣ 

参加者：41名 

6月 6日 第１回理事会 

6月 20日 第１回評議員会 



 

7月１～5日 シンガポール国際水週間2012に参加 

アジアを代表する国際的な水のイベントとなったこの催しは2008年から毎年開

催されている。今年で5回目を迎え、今回のテーマは「Water Solutions for 

Liveable and Sustainable Cities」 であった。主に水処理に係る各国の政策立

案者・指導者・専門家・水道事業者が一堂に会する、世界的な情報交換の場とな

っている。今年は、同時に「World Cities Summit」と「Clean Enviro Summit」

が開催されたため、世界104ヶ国・地域から約18,500人が参加した。主なプログ

ラムとしては、Water Leaders Summit をはじめ、Lee Kuan Yew Water Prize、

各国のBusiness Forums、様々なセミナーやワークショップなど各界のリーダー

が幅広く集い、今回のテーマを通じて参加者と共に活発な議論が交わされた。ま

た Water-Expo会場においては各国・各企業の最新技術や新製品の絶好のPR機会

の場にもなっている。 尚、次回の開催は2014年となっている。当センターから

は、理事長藤原、技術顧問竹中、総務部長中村が参加した。 

7月 5日 第２回シンガポール・日本 水道技術シンポジウム 

シンガポールにおいて、当センターとシンガポール公益事業庁 (PUB) の共催に

より開催され、理事長藤原、技術顧問竹中、総務部長中村、主任研究員中山、研

究員高橋が出席した。 

 7月 5日（札幌）、 

 7月 12日（仙台）、 

 7月 26日（名古屋）、 

 8月 23日（高松）、 

 9月 6日（広島）、 

 9月 13日（福岡）、 

 9月 20日（宮崎）、 

 11月 14日（和歌山） 

浄水共同研究（Aqua10）成果普及出前講座 

Aqua10共同研究成果普及出前講座を開催した。第1研究委員会（診断評価・整備

手法）、第2研究委員会（おいしい水）、第2研究委員会（気候変動）について、研

究成果の報告及びシミュレータの解説等を行った。 

[札幌会場] 

場所：チサンホテル札幌 

参加者：38 名 

［仙台会場］ 

場所：ハーネル仙台 

参加者：42 名 

［名古屋会場］ 

場所：名古屋ダイヤビルテック 

   2号館 

参加者： 35 名 

［高松会場］ 

場所： 高松東急イン 

参加者： 25 名 

［広島会場］ 

場所：ホテル広島ガーデンパレス 

参加者：30 名 

［福岡会場］ 

場所：博多グリーンホテル2号館 

参加者：41 名 

［宮崎会場］ 

場所：宮崎グリーンスフィア 

   壱番館（KITEN） 

参加者：22 名 

［和歌山会場］ 

場所：博多グリーンホテル2号館 

参加者：41 名 

 

7月 19日 第117回水道技術懇話会 



 

場所：レストラン立山 

講師：国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官 浅見真理 氏 

演題：｢水道水質に係る最近の話題｣ 

参加者：48名 

７月 23日 第32回JWRC地域水道講習会 

場所：静岡市役所静岡庁舎会議室 

参加者：30名 

講演：「水道施設更新のすすめ」 

   「水道施設の機能診断の手法」 

   「浄水施設更新シミュレータの開発」 

7月 30日～8月 10日 

11月 20～26日 

JICEジンバブエ上水道施設技術・維持管理研修業務の受託・実施 

日本国際協力センター(JICE)より、ジンバブエ留学生研修員の受入れを行った。

研修員は、世界銀行と横浜国立大学のプログラムにより農業省灌漑局から同大学

に留学している留学生1名であった。研修テーマは「上水道施設技術・維持管理」

であり、当センター、厚生労働省、水資源機構、東京都水道局、横浜市水道局、

千葉県水道局、埼玉県企業局、さいたま市水道局、株式会社クボタ、前澤工業株

式会社で講義及び施設見学を行った。 

8月 9・10日 第31回JWRC地域水道講習会 

講演：｢産学官の研究開発プロジェクト生誕20年の軌跡｣ 

   ｢北九州市の海外事業の展開｣ 等 

場所：西日本総合展示場（北九州市） 

参加者：63名（第Ⅰ部、第Ⅱ部） 

8月 29日 新規共同研究事業（浄水技術）発足式 

厚生労働省水道課石飛課長来賓出席の下、水道関係者、学識者、参加企業等多数

参加いただき、平成24年度からの3か年計画で実施する新規研究（浄水技術分野）

の発足式を開催した。各位の立場からこれからの研究事業への抱負や想いを述べ

ていただき、共同研究チームが一丸となって取り組んでいただくことを確認する

とともに、共同研究事業の愛称(J-Step ジェイステップ)を公表した。 

場 所：ROYAL GARDEN 

参加者：60名 

〃 第118回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：日本水道協会特別会員 齋藤博康 氏 

演題：水道事業の官民連携は成功したか －世界銀行報告書に見る－ 

参加者：50名 

9月 16～21日 第８回IWA世界会議・展示会（釜山）にて論文発表 



 

韓国・釜山において開催された。第8回を迎える今回は、世界84カ国より約5,600

人が参加した。当センターからは、理事長藤原、主任研究員会見、主任研究員小

仲の3名が参加し、浄水技術関連のAqua10プロジェクトと管路技術関連のe-Pipe

プロジェクトの成果についてポスター発表を行った。 

9月 27・28日 紫外線処理設備維持管理研修会 

講演内容：「紫外線処理技術 －技術の現状と動向－」 

     「光市水道局における紫外線処理設備の導入事例及び維持管理」等 

研修会会場：新山口ターミナルホテル 

現場研修：光市水道局林浄水場、清山配水池 

参加者：39名 

11月 1･2日 第33回JWRC地域水道講習会 

講演：「何故、住民との連携が必要なのか」 

「産官学の研究開発プロジェクト生誕20年の軌跡」 

「水道施設更新のすすめ」 

「水道施設の機能診断の手法」 

「沖縄県企業局における水道施設更新に関わる課題への取り組み」 

場所：沖縄県石川浄水場会議室 

参加者：84名 

11月 8日 第119回水道技術懇話会 

場所：レストラン立山 

講師：京都大学大学院工学研究科 教授 田中宏明 氏 

演題：大学から見た環境工学の東アジア展開 

参加者：39名 

11月 20～22日 第9回水道技術国際シンポジウム（横浜市）※2012年日中水道技術交流会を同時

開催 

第9回水道技術国際シンポジウムは、「しなやかな水道システム－安全、持続及び

環境の追究」をメインテーマとし、11月20日から22日まで3日間にわたりパシフ

ィコ横浜内の会議センターにて開催された。水道事業体、大学等研究機関、民間

企業等から806名の参加者があり、このうち海外からはアイルランド、オランダ、

タイ、シンガポール、韓国など33ヶ国92名が参加した。第1日目は小泉明首都大

学東京特任教授の基調講演、グレン・ダイガー国際水協会（IWA）会長の特別講

演に続き、6名の海外招待講演者からの報告があった。第2日目は、各分科会に分

かれてショートプレゼンテーション及び口頭発表を行った。第1分科会は伊藤禎

彦座長（京都大学大学院教授）のもと、「環境にやさしく安全・安心な浄水技術」

というテーマで、8編のショートプレゼンテーション、13編の口頭発表が行われ

た。第2分科会では長岡裕座長（東京都市大学教授）のもと、「次世代につなぐ管



 

路技術」というテーマで、8編のショートプレゼンテーション、12編の口頭発表

が行われた。第3分科会では古米弘明座長（東京大学大学院教授）のもと、「水道

事業のガバナンスと国際協調」というテーマで、9編のショートプレゼンテーシ

ョン、12編の口頭発表が行われた。また、ポスターセッションでは31編の発表が

あり、活発な議論が行われた。この他サイドイベントとして、宮島昌克座長（金

沢大学教授）による特別セッション「地震・津波に強い水道づくりを目指して」

や、「Colorful Young Water Professionals in Japan」と題したIWA Japan-YWP

による発表、「新世紀日中水道技術イノベーション実践と発展展望」をテーマと

した2012日中水道技術交流会（第12回）を行った。第3日目には各座長による分

科会・特別セッション報告に続き、大垣眞一郎座長（国立環境研究所理事長）の

もと、海外からの招待講演者をパネリストとして総合パネルディスカッションが

行われた。オプションのテクニカルツアーでは、膜処理を用いた浄水場としては

日本で最大の供給量となる横浜市水道局川井浄水場の建設現場を見学した。 

併設の展示会では、65の民間企業や事業体、団体より出展があり、3日間で7,461

人の来場者があった。書道家・濱﨑道子氏の「大字揮毫」や、JICA研修生による

カントリーレポートをはじめ、15のイベントが行われ、大きな盛り上がりを見せ

た。 

12月 6・7日 膜ろ過浄水施設維持管理研修会 

講演：｢膜ろ過浄水技術 ―技術の現状と動向―｣ 

   ｢膜ろ過法の概要及び維持管理の基本事項｣ 

   ｢MF/UF等膜ろ過設備の維持管理｣ 

   「膜ろ過浄水施設の導入事例及び維持管理に関して」 

講習会：リファレンス駅東ビル会議室 (6日) 

現場研修：大牟田市企業局ありあけ浄水場(7日) 

参加者：50名 

1月 24・25日 第22回水道技術セミナー 

テーマ：「水道サービスの持続性の確保 ～計画的な水道施設・管路の更新～」 

後援：厚生労働省健康局水道課 

[神戸会場] 

講演：｢水道サービスの持続性確保 人口減少期における水道経営｣ 

   「水道管路の更新と地震対策」 

     「上水道の安定供給に向けて ～基幹施設更新の取り組み～」 

   「PPPによる効率的な水道サービス実現への取組 ～水道サービス持続のた

めに～｣ 

     「将来にわたる水道事業の健全経営のための課題 =100年後の魅力と活力



 

あふれた水道事業を描く=」等 

協力：神戸市水道局 

場所：神戸国際会議場 

参加者：162名 

1月 29日 第120回水道技術懇話会 

場所：公益財団法人水道技術研究センター 会議室 

講師：日本環境安全事業株式会社 粕谷明博 氏 

演題：｢放射能汚染土壌等の除染・中間貯蔵について｣ 

参加者：38名 

2月 25日～3月 15日 

 

 

 

 

 

 

3月 21日 

JICAマレーシアEPP研修業務の受託・実施 

JICAからマレーシア研修員の受入れを行った。研修員は、エネルギー・環境技術・

水省から5名、国家水サービス委員会から5名の合計10名であった。研修テーマは

「水需要・漏水管理」であり、当センター、厚生労働省、国土交通省、東京都水

道局、横浜市水道局、千葉県水道局、名古屋市上下水道局、沖縄県企業局、株式

会社日水コン、株式会社クボタ、積水化学工業株式会社で、講義及び施設見学を

行った。 

東日本大震災における被災者の支援活動等に対する感謝状の授与 

厚生労働省において厚生労働大臣感謝状が授与された。 

3月 22日 第２回理事会 

3月 29日（予定） 第121回水道技術懇話会 

場所：公益財団法人水道技術研究センター 会議室 

講師：株式会社浜銀総合研究所 地域経営研究室 室長 佐藤裕弥 氏 

演題：｢水道事業の経営健全化と新公営企業会計制度の導入｣ 

 

  



 

報告書(平成 20～25年度) 

№ 書籍名 

2012-03 
地震による管路被害予測の確立に向けた研究報告書 

（平成 25年 3月発行予定） 

2012-02 漏水防止マニュアル 2012 

2012-01 紫外線照射装置 JWRC技術審査基準（平成 24年 7月） 

2011-06 
持続可能な水道サービスのための浄水技術に関する研究（Aqua10共同研究） 

成果報告書 第 4巻 

2011-05 
持続可能な水道サービスのための浄水技術に関する研究（Aqua10共同研究） 

成果報告書 第 3巻 

2011-04 
持続可能な水道サービスのための浄水技術に関する研究（Aqua10共同研究） 

成果報告書 第 2巻 

2011-03 
持続可能な水道サービスのための浄水技術に関する研究（Aqua10共同研究） 

成果報告書 第 1巻 

2011-02 水道施設機能診断マニュアル 

2011-01 持続可能な水道サービスのための管路技術に関する研究（e-Pipe）報告書  

2010-02 浄水技術ガイドライン 2010 

2010-01 ポリシリカ鉄（PSI）使用ガイドライン 

2009-03 水道技術支援事業規程集（平成 22年 3月） 

2009-02 中小規模水道における PC製配水タンク更新手法に関する研究報告書 

2009-01 地表水以外の水への適用における紫外線処理設備維持管理マニュアル 

2008-08 第 20回 海外水道技術視察調査報告書（カナダ・アメリカ） 

2008-07 管路施設の機能診断・評価に関する研究（New Epoch）報告書 

2008-06 水道の耐震化計画等策定指針の解説 

2008-05 紫外線照射装置ＪＷＲＣ技術審査基準（中圧紫外線ランプ編） 

2008-04 
安全でおいしい水を目指した高度な浄水処理技術の確立に関する研究 

（e-WaterⅡ）成果報告集 第 3巻 

2008-03 
安全でおいしい水を目指した高度な浄水処理技術の確立に関する研究 

（e-WaterⅡ）成果報告集 第 2巻 

2008-02 
安全でおいしい水を目指した高度な浄水処理技術の確立に関する研究 

（e-WaterⅡ）成果報告集 第 1巻 

2008-01 浄水施設を対象とした LCA実施マニュアル 

 


