
「会　告」

第12回 IWA（国際水協会）世界会議・展示会 
並びに技術視察参加ツアーのご案内

第12回 IWA（国際水協会）世界会議・展示会が、令和３年５月９日（日）から５月14日（金）
までの６日間の日程で、デンマーク・コペンハーゲン市において開催されます。
本協会では、次のとおり本会議・展示会並びに技術視察に参加するツアーを企画しました

ので、ご案内申し上げます。
なお、参加を希望される方は、令和３年２月５日（金）厳守でお申し込みください。
※ 申込期限は都合により変更する可能性がございます。また、新型コロナウイルスの感染
状況によっては本ツアーを中止する場合がございます。

1.　会議開催期間
　　　令和３年５月９日（日）～５月14日（金）の６日間

2.　会議開催地・会場
　　　デンマーク・コペンハーゲン市　ベラセンター（Bella Center）
　　　（参考）会議ウェブサイト　http://www.worldwatercongress.org/

3.　会議テーマ
　　　「Water for smart liveable cities」

4.　会議・展示会概要
　　　口頭・ポスター論文発表、展示会、技術視察、ビジネスフォーラム、その他
　　　➢　 今回の会議では、水道事業経営、下水処理と資源回収、飲用水と飲料水再利用、

都市規模の計画と運用、コミュニティ・コミュニケーション・パートナーシップ、
水資源と大規模な水管理等、様々なテーマが取り上げられる予定です。

　　　➢　 展示会には、水関連団体及び本協会の共同によるジャパン・パビリオンを出展し
ます。

　　　➢　 会議の詳細については、事前説明会（令和３年４月頃に開催予定）にてご案内し
ます。

5.　ツアー概要
　⑴　日　程
　　　　羽田空港発着、コペンハーゲン訪問９日間
　　　　出発：令和３年５月８日（土）、帰国：令和３年５月16日（日）
　　　➢　 最少催行人員15名
　　　➢　 旅行事情等により、一部日程やコース等が変更になる場合があります。
　⑵　航空便
　　　　往復スカンジナビア航空



　⑶　宿泊ホテル
　　　　ラディソン・ブル・スカンジナビア・コペンハーゲン
　　　　 ※ 最寄り駅から会議会場まで地下鉄で２駅、公共交通機関が利用出来るカードを配

布します。

　⑷　費用概要
　　a）　ツアー費用
　　　■１人部屋利用　１名　※460,000円前後（想定価格）
　　　　※ 航空機便などの料金が公表前のため、想定価格を記載しています。正式な価格が

決定し次第、本誌及び本協会ホームページにてご案内します。
　　　　※ 国内外空港税・燃油サーチャージが別途必要となります（令和２年９月現在

10,500円）
　　　➢　 会議への参加登録手続き、渡航手続き、ホテル予約等は、旅行取扱業者が経費の

請求を含む一切の事務を代行します。なお、ご自身で会議登録を行われる場合は、
事前にご連絡ください。

　　　➢　 運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な変動に対応するため、一定
の期間及び一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限りま
す）が変更された場合、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になった
ときはその分を返金します。

　　　➢　 ビジネスクラス利用をご希望の場合は、その旨を参加申込書にご記入ください。
旅行取扱業者よりご連絡します。（ビジネスクラス追加料金：345,000円から）

＜ツアー費用に含まれているもの＞
・交通費：日程に記載の航空運賃・専用車料金・地下鉄運賃等
・宿泊費：日程に記載の宿泊施設の宿泊料金
・食事費用：日程に明示した食事代（朝７回）
・手荷物運搬料：お一人様１個の地上手荷物運搬料金
・添乗員費用：添乗員１名同行に係る費用一式
・会議登録等に係る登録代行手数料
・海外旅行保険代金（団体）：死亡・後遺障害2,000万円

＜ツアー費用に含まれていないもの＞
・下記ｂ）の会議登録費、ガラ・イブニング参加費、技術視察参加費等の会議参加費用
・旅券収入印紙代・旅券収入証紙代
・国内外空港税・燃油サーチャージ
・日程以外に行動される際の交通費・宿泊費・飲食代等
・超過手荷物料金：一人あたり23kg（３辺の和が158cm以内）×１個を超える分が対象
・個人的性格の費用（電話・ルームサービス・クリーニング等）
・日本国内の交通費・宿泊費等（本ツアー実施及び事前説明会時）
・任意の海外旅行保険

　　b）　会議登録費関係（€１＝130円換算、手続き時の為替レートにより変動）
　　　　 　下記会議登録費関係の費用については、旅行取扱業者が費用の一時立て替えを行

い申込み、その後参加者に日本円での実費の請求を行います。



　　　■会議登録費（会議期間中の昼食及びウェルカム・レセプション費用を含む）
　　　早期登録（令和３年２月15日まで）
　　　　➢　 IWA会員　　　　　　€1,045（135,850円）
　　　　➢　 IWA非会員　　　　　€1,255（163,150円）
　　　■ガラ・イブニング参加費：€50（6,500円）
　　　■技術視察参加費：下表参照
　　　　※各コース詳細は会議ウェブサイトでご確認ください。
　　　　　（参考）テクニカルツアーウェブサイト https://worldwatercongress.org/technical-tours/

 （令和２年９月末現在公表分）

ツアー
No. 日時 テーマ 定員

（名）
費用

（ユーロ）
所要
時間 見学地

１ 会期中の午後 地下水 25 €40 ４時間 Hedehusene Østre Waterworks及
びMarbjerg Waterworks

２ 会期中の午後 下水と資源の回収 50 €40 ４時間 Avedøre下水処理場

３ 会期中の午後 水の損失 40 €40 ４時間 LEAKmanプロジェクトのデモ
サイト

４ 会期中の午後 気候変動への適応 50 €40 ４時間 フレデリクスベアを含むコペン
ハーゲン市の５つのスポット

５ 会期中の午後 気候への適応 80 €45 ４時間 コペンハーゲンの内港～サンク
トアンナ広場

６ 会期中の午後 水質と気候中立性 80 €45 ４時間 コペンハーゲン港～Lynetten下
水処理場

７ 未定 下水と自然の回復 50 €50 終日 Solrødgaard下水処理場とフレ
デリクスボー城の自然保護プロ
ジェクトのガイドツアー

８ 未定 産業の水 未定 €50 未定 カロンボー地区における世界初
の産業共生

９ 未定 スマートで住み
やすい都市のた
めの水－デンマー
クの経験

50 €110 ２日間 Ejby Mølle下水処理場、オーデ
ンセほか

10 未定 フィンランド視察 70 €50 終日 Viikinmäki下水処理場（フィン
ランドのヘルシンキ）ほか

11 未定 スウェーデン視察 未定 €45 終日 NSVA水道会社（スウェーデン
のヘルシンボリ）ほか



　　c）　旅行契約の解除
　　　　 　お申し込み後、参加者の都合により旅行契約を解除される場合は、次の取消料が

必要です。
　　　　　　令和３年３月25日以降　　５万円
　　　　　　令和３年４月９日以降　　ご旅行代金の20％
　　　　　　令和３年４月25日以降　　ご旅行代金の30％
　　　　　　令和３年５月５日以降　　ご旅行代金の50％
　　　　　 　ご出発日当日以降　　　　ご旅行代金の100％
　　　　　※ 土日・祝日、及び、平日の18時以降のご連絡は、翌平日扱いになりますので予

めご了承ください。
　　　　 　なお、会議登録のキャンセルについては、令和３年３月31日までであれば €60の

事務手数料と銀行送金手数料を差し引いた全額が返金されますが、令和３年４月１
日以降にキャンセルされた場合、払い戻しは行われません。

6.　ツアー参加申込について
　　 　本協会ホームページ（http://www.jwwa.or.jp/）から「参加申込書」をダウンロードい

ただき、必要事項の記入と写真添付のうえ、令和３年２月５日（金）までにＥメールに
て下記の申込先宛にお送りください。

7.　ツアー申込先（旅行取扱業者）
　　　JKKコミュニケーションズ（新常磐交通株式会社）
　　　担当：今田　明博（コンタ　アケヒロ）
　　　〒162-0052　東京都新宿区戸山３－15－１（日本駐車ビル４Ｆ）
　　　TEL 03-6273-8370　FAX 03-6273-8570
　　　Email: konta@jkknet.jp

8.　ツアー事務局
　　　公益社団法人　日本水道協会　研修国際部国際課
　　　担当：渡部・奥野
　　　〒102-0074　東京都千代田区九段南４－８－９
　　　TEL 03-3264-2307　FAX 03-3264-2306
　　　Email: kokusai@jwwa.or.jp



ツアー日程（案）

日次 月日
（曜日） 地　　名 現地

時間
交通
機関 スケジュール 食　　事

１ 令和３年
５月８日
（土）

東京（羽田）

東京
（羽田）発

コペンハーゲン着

９：20

11：50

（時差－７h）
16：10

SK984

専用車

羽田空港国際線第３ターミナル
出発ロビー集合
空路、コペンハーゲンへ

（所要時間：11時間20分）
空港～ホテル移動
ラディソンブルホテル・チェッ
クイン

朝：×
昼：機内（２回）
夕：×

２ ５月９日
（日）

コペンハーゲン 午後

夕刻

専用車

専用車

会場移動、会議登録
第12回IWA世界会議・展示会出席
開会式、ウェルカム・レセプ
ション出席
 ＜コペンハーゲン泊＞

朝：ホテル
昼：×
夕： レセプション 

にて軽食

３ ５月10日
（月）

コペンハーゲン 朝
終日

地下鉄 ホテル～会場移動
第12回IWA世界会議・展示会出席
 ＜コペンハーゲン泊＞

朝：ホテル
昼：会場
夕：×

４ ５月11日
（火）

コペンハーゲン 朝
終日

地下鉄 ホテル～会場移動
第12回IWA世界会議・展示会出席
 ＜コペンハーゲン泊＞

朝：ホテル
昼：会場
夕：×

５ ５月12日
（水）

コペンハーゲン 朝
終日

地下鉄 ホテル～会場移動
第12回IWA世界会議・展示会出席
 ＜コペンハーゲン泊＞

朝：ホテル
昼：会場
夕：×

６ ５月13日
（木）

コペンハーゲン 朝
終日
夕刻

地下鉄 ホテル～会場移動
第12回IWA世界会議・展示会出席
閉会式、ガラ・イブニング（希
望者のみ）
 ＜コペンハーゲン泊＞

朝：ホテル
昼：会場
夕： ガラ･イ

ブニング 
（希望者のみ）

７ ５月14日
（金）

コペンハーゲン 午前 地下鉄 ホテル～視察集合場所移動
IWA主催技術視察（希望者のみ）
 ＜コペンハーゲン泊＞

朝：ホテル
昼：×
夕：×

８ ５月15日
（土）

コペンハーゲン
コペンハーゲン発

朝

14：10
専用車
SK983

チェックアウト
空港へ移動（専用バス）
空路、羽田へ（所要時間：10時
間45分）
 ＜機内泊＞

朝：ホテル
昼：×
夕：機内

９ ５月16日
（日）

東京
（羽田）着

７：55 通関手続き後、解散 朝：機内

　　ご注意：諸事情により、発着時間、交通機関等は変更になることがございます。
　　SK…スカンジナビア航空


