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水協発第４４３号  

平成 28 年６月 24 日 

 

会 員 各 位 
 

 

                公益社団法人  日本水道協会 

                    理事長  吉 田   永 
 

 

 

日本水道協会平成 28 年度全国会議 

（第 89 回総会・水道研究発表会）開催のお知らせ 

 

 
盛夏の候、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、本協会第 89 回総会と水道研究発表会を、来たる 11 月９ 日(水)

から 11 日(金)の３日間、京都市において開催することといたしましたの

で、本開催通知記載事項をご了承のうえ、ご参加くださいますようご案内

申し上げます。 
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日本水道協会平成 28 年度全国会議 

(第 89 回総会・水道研究発表会) 
 
１. 開催 期日 平成 28 年 11 月 ９ 日(水)～11 日(金) 

 

２. 開 催 地 関西地方支部  京都市 
 

３. 会 場 ●総会 ロームシアター京都「メインホール」 
〒606-8342 京都市左京区岡崎最勝寺町 13 

電話：075-771-6051 FAX：075-746-3366 

●研究発表会 京都市勧業館みやこめっせ「B1F 各会場」 

〒606-8343 京都市左京区岡崎成勝寺町 9番地の 1 

電話：075-762-2630 FAX：075-751-1655 

●国際水道フォーラム kokoka 京都市国際交流会館「イベントホール」 
〒606-8536 京都市左京区粟田口鳥居町 2番地の 1 

電話：075-752-3010 FAX：075-752-3510 
 

※開催期間中（11 月 9 日）の臨時電話  

日水協事務局：電話：075-771-7185    FAX：075-771-7186 

開催地事務局：電話：075-771-7187    FAX：075-771-7188 

※開催期間中（11 月 10 日～11 日）の臨時電話  

日水協事務局：電話：075-771-7505    FAX：075-771-7506 

開催地事務局：電話：075-771-7507    FAX：075-771-7508 

 

４. 日 程 

11 月９日(水) 11 月 10 日(木) 11 月 11 日(金)

10:00 13:00 18:00 9:00 13:00 9:00 
～ ～ ～ ～ ～ ～ 

12:00 17:30 20:00 12:00 18:00 16:00 

開 会 式 

表 彰 式 

総会議案 

総会議案 
 

次年度 
開催地決定

研究発表 

 

 
懇親会 

シンポジウム※1 

研究発表 

 
研究発表 

(国際水道フォーラム) 

※2 

 

研究発表 
 

閉会式 
(各会場にて)

 

－ 
 

－ 
 

－ 
 

－ 視察 
(希望者) 

視察 
(希望者) 

 

水道展※3 
 

－ 水道展※3 水道展※3 

●参加者には各日ともお弁当を配布いたします。 

●詳細な日程は水道協会雑誌平成 28 年９月号に掲載します。 

※１ シンポジウム 

大規模地震等災害対策をテーマにシンポジウムを行います。 

※２ 国際水道フォーラム  

東南アジアを中心とする海外水道協会の方々と、各国水道界の取組や良好事例 

の紹介などを行う「国際水道フォーラム」を開催します。 

 ※３ 水道展 

一般社団法人日本水道工業団体連合会(電話 03-3264-1654)が主催する展示会。 

本会議の休憩時間を利用して、ぜひ最新の水道資機材等をご覧ください。

 

５. 参 加 費 等 

1) 会議参加費（総会・研究発表会・国際水道フォーラムに参加可能：会員は

消費税不課税・非会員は消費税込み） 

① 会員・関係省庁・公的研究機関・教育機関  １人 16,000 円 

② 学生（但し、本会議当日現在在学中で、   １人  8,000 円  

担任教授の推薦を受けた者） 

③ その他      １人 32,000 円 
   ※  論文発表者も一般参加者と同様に、本会議への参加申し込み及び会議参加費 

  の納入が必要となります。 

2) 視察参加費 同封の「宿泊・視察のご案内」をご参照ください。 

3) 懇親会参加費（消費税込み）    １人 3,000 円 
   ※  懇親会は、上記 1)会議参加費をお支払いいただいた方のみ参加可能です。 

 
６. 第 89 回総会 

1) 日 時 平成 28 年 11 月 ９ 日(水) 午前 10 時より 

2) 総会の目的 ①公益社団法人日本水道協会役員の選任 

（ 議 案 ）  ②公益社団法人日本水道協会運営会議委員の選任 

③会員提出問題の討議 

 
７. 研究発表の部門  

 

１）事務部門 

地方公営企業及び公営企業行政、水道関係法令、給水条例、訴訟及

び判例、経営一般、財務、料金、人事(人材育成・研修)、広報・広聴、

業務委託・第三者委託、PFI、営業業務等 

２）計画部門 

基本計画、実施設計、需要予測、広域化・統合・施設再編、 

施設概要、アセットマネジメント、環境対策・地球 環境とエネルギー、 

地域水道ビジョン、その他いくつかの部門にまたがる総合的なもの 

３）水源・取水部門 水源施設整備、水源水質管理・保全、水源涵養、水源保護等 

４）浄水部門 

浄水システム、凝集・沈澱、沪過、高度浄水処理（粉末活性炭、オゾン

処理、生物処理）、膜処理、紫外線、その他処理、消毒、排水処理、 

海水淡水化等 

５）導・送・配水部門 
水運用、配水調整、配水管網管理、耐震化・管路更新、漏水防止、 

管内水質、配水池、マッピングシステム、管・ 弁類、材料等 

６）給水装置部門 
設計・施工及び維持管理、直結給水、給水用具、逆流防止、 

水道メーター、貯水槽水道、指定給水装置工事事業者等 

７）機械・電気・計装部門 

電気設備・ポンプ等の設備更新、浄水機械、薬品注入・ 消毒設備、 

計測設備、監視制御システム、情報システムの構築、省エネルギー対

策、再生可能エネルギーの活用、 水質計器、運転管理・保全管理等 

８）水質部門 
水質試験法、機器分析、自動測定、水質調査、残留塩素管理、 

消毒副生成物、かび臭、農薬、微生物・原虫類等 

９）リスク管理部門  リスク管理、水安全計画等  

10）災害対策部門  
緊急時対応、地震対策、風水害対策、渇水対策、その他の災害・事故

対策等  

11）英語部門 上記１) ～ 10) 
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５. 参 加 費 等 

1) 会議参加費（総会・研究発表会・国際水道フォーラムに参加可能：会員は

消費税不課税・非会員は消費税込み） 

① 会員・関係省庁・公的研究機関・教育機関  １人 16,000 円 

② 学生（但し、本会議当日現在在学中で、   １人  8,000 円  

担任教授の推薦を受けた者） 

③ その他      １人 32,000 円 
   ※  論文発表者も一般参加者と同様に、本会議への参加申し込み及び会議参加費 

  の納入が必要となります。 

2) 視察参加費 同封の「宿泊・視察のご案内」をご参照ください。 

3) 懇親会参加費（消費税込み）    １人 3,000 円 
   ※  懇親会は、上記 1)会議参加費をお支払いいただいた方のみ参加可能です。 

 
６. 第 89 回総会 

1) 日 時 平成 28 年 11 月 ９ 日(水) 午前 10 時より 

2) 総会の目的 ①公益社団法人日本水道協会役員の選任 

（ 議 案 ）  ②公益社団法人日本水道協会運営会議委員の選任 

③会員提出問題の討議 

 
７. 研究発表の部門  

 

１）事務部門 

地方公営企業及び公営企業行政、水道関係法令、給水条例、訴訟及

び判例、経営一般、財務、料金、人事(人材育成・研修)、広報・広聴、

業務委託・第三者委託、PFI、営業業務等 

２）計画部門 

基本計画、実施設計、需要予測、広域化・統合・施設再編、 

施設概要、アセットマネジメント、環境対策・地球 環境とエネルギー、 

地域水道ビジョン、その他いくつかの部門にまたがる総合的なもの 

３）水源・取水部門 水源施設整備、水源水質管理・保全、水源涵養、水源保護等 

４）浄水部門 

浄水システム、凝集・沈澱、沪過、高度浄水処理（粉末活性炭、オゾン

処理、生物処理）、膜処理、紫外線、その他処理、消毒、排水処理、 

海水淡水化等 

５）導・送・配水部門 
水運用、配水調整、配水管網管理、耐震化・管路更新、漏水防止、 

管内水質、配水池、マッピングシステム、管・ 弁類、材料等 

６）給水装置部門 
設計・施工及び維持管理、直結給水、給水用具、逆流防止、 

水道メーター、貯水槽水道、指定給水装置工事事業者等 

７）機械・電気・計装部門 

電気設備・ポンプ等の設備更新、浄水機械、薬品注入・ 消毒設備、 

計測設備、監視制御システム、情報システムの構築、省エネルギー対

策、再生可能エネルギーの活用、 水質計器、運転管理・保全管理等 

８）水質部門 
水質試験法、機器分析、自動測定、水質調査、残留塩素管理、 

消毒副生成物、かび臭、農薬、微生物・原虫類等 

９）リスク管理部門  リスク管理、水安全計画等  

10）災害対策部門  
緊急時対応、地震対策、風水害対策、渇水対策、その他の災害・事故

対策等  

11）英語部門 上記１) ～ 10) 
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８. 申込方法  

1) 参加及び宿泊・視察の申し込み 

(1)  同封の「参加申込書」に所定の事項を記入のうえ、３枚複写のうち３枚

目は、申込者の控えとして保管していただき、残り２枚を郵送にてお送り

ください。 

申込書① 名鉄観光サービス㈱京都支店 

「日本水道協会平成 28年度全国会議」係あて 

申込書② 開催地控 

 ※この２枚（申込書①、②）をお送りください。 

申込書③ 貴所控 

なお、ＦＡＸでもお申し込みいただけます。その場合は、申込書① のみ

を送信してください。 

(2)  宿泊・視察については、次頁以降のご案内等の内容をご参照のうえお申

し込みください。 

(3) 参加申込期限及び送付先 

◎ 申込期限 平成 28 年８月 31 日（水） 

◎ 申 込 先 

名鉄観光サービス㈱京都支店 

「日本水道協会平成 28 年度全国会議」係 

〒600-8492 京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町６２ 

住友生命京都ビル６階 

電 話：075-255-2211  ＦＡＸ：075-255-8511 

E-mail：zenkokukaigi2016@mwt.co.jp 

受付時間：平日 9：30～17：30 (土日祝祭日は定休日) 
 

 

2) 参加者の職氏名が決定できない場合  

申込締切日までに参加者の職氏名が決定できない場合は、職氏名以外の項

について全て記入のうえ、お申し込みください。 

また、後日、職氏名が決定次第、同封の「日本水道協会平成 28年度全国会

議参加申込書」中の「申込み後の追加・取消・変更届」（様式２）に変更内

容を明記のうえ、ＦＡＸにてご連絡ください。 

なお、参加申込み以降における追加、取消及び申込みの内容に変更が生じ

た場合も、上記手続きのいずれかでご連絡ください。 

 

 

3) 参加費等のお支払い方法 

会議参加費及び懇親会参加費と宿泊費、視察参加費等の振り込み期限は下

記のとおりとなっておりますので、振込期限までに銀行送金（口座振込）に

よりお支払いください。 

また、振り込まれた会議参加費及び懇親会参加費については、返金いたし

ませんのでご了承願います。 

 

なお、振込の際に受け取られた「振込金受領証」を、各参加費及び宿泊費等の

領収書といたします（領収書は別途発行いたしません）。 

◎ 払込期限 平成 28 年９月９日（金） 厳守 

◎ 払込方法 銀行振込（ＡＴＭ又は金融機関に備え付けの振込用紙をご利 

用ください。送金手数料は参加者がご負担ください。） 

◎ 振 込 先 請求書に記載の指定口座にお支払いください。 

※申込書受付後７日をめどに、名鉄観光サービス(株)京都支店より、 

参加申込みをされた事務担当者宛に請求書を送付いたします。 

また、入金の確認後、10 月中旬をめどに、参加証等を送付開始いたし

ます。 

 

4)  欠席される正会員（水道事業体等）は、同封の委任状（はがき）を必ずご提 

 出ください。 

 
９. 宿泊施設 

同封の「宿泊・視察のご案内」を参照のうえ、お申し込みください。 

※宿泊料金以外の費用及びそれに伴うサービス料・消費税は各自ご精算願います。 

※ツインの宿泊料金は、１室２名様でご利用の場合の１名様分の料金です。 

※宿泊予約はお申し込み順とさせていただきますが、各施設とも確保室数の関係か

らご希望に添えない場合がありますので、予めご了承願いますとともに、必ず第

２希望～第４希望の宿泊施設もご記入ください。なお、第４希望については「エ

リア」・「料金」のうち、いずれか優先度の高い項目にチェックしてください。 

 
10. 追加・取消・変更 

会議参加・懇親会・宿泊・視察の追加・取消・変更をされる場合は、同封の「日

本水道協会平成 28 年度全国会議参加申込書」中の「申込み後の追加・取消・変更 

届」（様式２）に変更内容を明記のうえ、ＦＡＸにてお早めにご連絡ください。 

電話での追加・取消・変更はお受けできませんので、ご了承願います。  

なお、宿泊・視察の取消に際しては、「宿泊・視察のご案内」11 頁の 12.に記

載の取消料を申し受けますのでご了承ください。 

会議終了後、上記の取消料を差し引いた金額をご返金いたします（返金先の口

座名などをご連絡ください）。 

 
11. 懇親会 

懇親会は、各発表会場の座長・講師を囲んでご歓談いただき、また、会員相互の

情報交換を図るため企画しています（全国会議に参加登録した方のみ、懇親会に参

加できます）。多くの方のご参加をお待ちいたしております。 

◎ 開催日時 平成 28 年 11 月 ９ 日（水） 18 時 00 分  

◎ 場 所 ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」 
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なお、振込の際に受け取られた「振込金受領証」を、各参加費及び宿泊費等の

領収書といたします（領収書は別途発行いたしません）。 

◎ 払込期限 平成 28 年９月９日（金） 厳守 

◎ 払込方法 銀行振込（ＡＴＭ又は金融機関に備え付けの振込用紙をご利 

用ください。送金手数料は参加者がご負担ください。） 

◎ 振 込 先 請求書に記載の指定口座にお支払いください。 

※申込書受付後７日をめどに、名鉄観光サービス(株)京都支店より、 

参加申込みをされた事務担当者宛に請求書を送付いたします。 

また、入金の確認後、10 月中旬をめどに、参加証等を送付開始いたし

ます。 

 

4)  欠席される正会員（水道事業体等）は、同封の委任状（はがき）を必ずご提 

 出ください。 

 
９. 宿泊施設 

同封の「宿泊・視察のご案内」を参照のうえ、お申し込みください。 

※宿泊料金以外の費用及びそれに伴うサービス料・消費税は各自ご精算願います。 

※ツインの宿泊料金は、１室２名様でご利用の場合の１名様分の料金です。 

※宿泊予約はお申し込み順とさせていただきますが、各施設とも確保室数の関係か

らご希望に添えない場合がありますので、予めご了承願いますとともに、必ず第

２希望～第４希望の宿泊施設もご記入ください。なお、第４希望については「エ

リア」・「料金」のうち、いずれか優先度の高い項目にチェックしてください。 

 
10. 追加・取消・変更 

会議参加・懇親会・宿泊・視察の追加・取消・変更をされる場合は、同封の「日

本水道協会平成 28 年度全国会議参加申込書」中の「申込み後の追加・取消・変更 

届」（様式２）に変更内容を明記のうえ、ＦＡＸにてお早めにご連絡ください。 

電話での追加・取消・変更はお受けできませんので、ご了承願います。  

なお、宿泊・視察の取消に際しては、「宿泊・視察のご案内」11 頁の 12.に記

載の取消料を申し受けますのでご了承ください。 

会議終了後、上記の取消料を差し引いた金額をご返金いたします（返金先の口

座名などをご連絡ください）。 

 
11. 懇親会 

懇親会は、各発表会場の座長・講師を囲んでご歓談いただき、また、会員相互の

情報交換を図るため企画しています（全国会議に参加登録した方のみ、懇親会に参

加できます）。多くの方のご参加をお待ちいたしております。 

◎ 開催日時 平成 28 年 11 月 ９ 日（水） 18 時 00 分  

◎ 場 所 ウェスティン都ホテル京都「瑞穂の間」 
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12. 視察 

視察は、会議２日目と３日目（11月 10 日(木)と 11 日(金)）に実施いたします。 

内容等につきましては「宿泊・視察のご案内」をご参照ください。 

 
13. その他 

1) 講演集の送付について 

(1) 講演集は、８月 31 日(水)までに参加申込みをされた方で、９月９日（金）ま

でに参加費の振込手続きし、事務局において入金が確認できた方に限り、「参加

申込書」に記載の事務担当者宛に事前に送付いたします。 

振込期限の９月９日（金）以降に参加費を振り込まれた方には、発表会の当日に

受付にて講演集引換券をお渡しいたしますので、引換所にて講演集をお受け取りく

ださい。 

(2) 参加費を振り込まれた方が参加を取り消された場合は、参加費は返却いたしま

せんので予めご了承ください。なお、講演集は送付いたします。 

2) 問い合わせ・連絡先 

(1) 論文発表の取り消し及び論文発表者の変更等の連絡先 

日本水道協会調査部資料課編集係 

〒102-0074 東京都千代田区九段南４－８－９ 

電話：03-3264-2395 FAX：03-3264-2205 

業務時間 平日 9：00～17：15（土日祝日は定休日） 

(2) 会議参加・懇親会・宿泊・視察等の申込み内容の追加・変更・取消しに 

関する連絡先 

名鉄観光サービス㈱京都支店 

「日本水道協会平成 28 年度全国会議」係 

〒600-8492 京都府京都市下京区四条通新町東入月鉾町６２ 

住友生命京都ビル６階 

電 話：075-255-2211  ＦＡＸ：075-255-8511 

E-mail：zenkokukaigi2016@mwt.co.jp 

受付時間：平日 9：30～17：30 (土日祝祭日は定休日) 

 
14. 水道展 

一般社団法人日本水道工業団体連合会（通称「水団連」：電話 03-3264-1654）が主 

催する水道展が、京都市勧業館みやこめっせ「第２・３展示場」において、11 月９日

～11 日の 3日間開催されます。 

本会議の休憩時間を利用して、ぜひ最新の水道資機材等をご覧ください。 


