
 
 

                              平成２８年８月１０日 

各 位 

                                  一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会  
                    九州支部長  藤野  恭裕 

 
 

日本ダクタイル鉄管協会主催 「講演会」開催について（ご案内） 

 
時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

平素から日本ダクタイル鉄管協会に対し格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、我が国の水道は、相次ぐ大規模地震の発生や、老朽施設の大量更新時期を迎えることなどから、国や水道界で様々

な取り組みがなされています。 

 当協会では、このような取り組みへの参考となるように、水道事業体の皆様等を対象に講演会を毎年開催させていただ

いております。 

本年九州支部では 各方面でご活躍中の、東京大学の滝沢智先生や関東学院大学の若松加寿江先生、そして岩手中部水

道企業団 菊池明敏局長など、施設の更新や経営の効率化、地震対策などへの取り組み等幅広い内容を予定しておりま

す。 

 ご多用中とは存じますが、是非ご出席賜りますようご案内申し上げます。 

末筆になりましたが、皆様の益々のご健勝とご発展をお祈り申し上げます。 

 

記 

１． 講演内容 

 講演会の内容は【福岡、別添資料－１】【佐賀、沖縄会場 別添資料－２】参照下さい。 

２． 開催日ならびに会場 

   【別添資料－３】の通り３会場で予定しています。ご都合のよい会場を選択頂けます。 

３． 参加費 

   無 料（交通費等は各自でご負担願います） 

４． 参加申込 

   同封の参加申込書【別添資料－４】により希望の会場と参加希望者の所属、氏名をご記入の上、 

平成２８年９月９日（金曜日）までに下記Eメールまたは、ファクシミリにより申込みをお願いします。 

なお、参加希望の方が多数になった場合は、会場の都合により勝手ながら調整のご相談をさせて頂くことがあり

ますので、予めご了承願います。 

また、日本ダクタイル鉄管協会のホームページ http://www.jdpa.gr.jpでも、ご案内しております。  

 

５． 申込・連絡先 

   ご不明な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。 

                   一般社団法人 日本ダクタイル鉄管協会 九州支部 

                    ℡  ０９２－７７１－８９２８ 

Fax ０９２―４０６－２２５６  

メールアドレス kyu-b@jdpa.gr.jp



 
 
 

 

講演会 スケジュール  

福岡（９月15日）会場   

時間 内  容 講  師 

13:00～ 受付   

（20分）     

13:20～ 
開会挨拶 （一社） 日本ダクタイル鉄管

協会 

（5分）   九州支部長 藤野 恭裕 

 

13:25～14：25 

（６０分） 

演題１ 『水道施設の更新に向けた課題と 

新たな取り組み』 

 

日本の水道は、高度成長期に布設した水道が徐々に老朽

化し、更新時期を迎えている。 

このため、内部・外部環境変化に対応した施設更新計画

を作成し確実に更新を進めることが、重要である。 

しかし、全国の水道事業において、施設の更新率は低い

値にとどまっていることから、本講演では、施設更新に向

けた課題とその解決方法について解説する。 

東京大学大学院 

工学系研究科 

都市工学専攻教授 

 

滝沢 智先生 

 
 

 

14:25～  休  憩    

（５分）     

14:30～15：20 
演題２ 『平成28年 熊本地震の管路被害概要(速報)』

 

（一社）日本ダクタイル鉄管

協会 

（50分） 
平成28年 熊本地震において当協会で行った管路被害

状況や断層に関する調査結果を説明する。 技術委員  

15:20～ 休  憩   

（10分）     

 

15:30～16：45 

演題３ 『水道事業における広域化と経営の効率化』 

 

水道施設の老朽化に伴う大量更新投資と人口減少等に

よる収入の減少及び技術の承継が危ぶまれる現状に対処

する方策としての「広域化」について考える。 

先駆的と言われる垂直水平統合を平成26年に果たした

岩手中部水道企業団の事例をもとに、アセットマネジメン

トを基礎としたシミュレーションとダウンサイジングの

方策等について解説する。 

岩手中部水道企業団 

 

菊池 明敏局長 

     

（75分）   

16:45～ 閉会挨拶   

（5分）     

別添資料－１ 



 
 

 

講演会 スケジュール 佐賀（９月２９日）、沖縄（１１月２４日）会場 

別添資料－２ 

時間 内  容 講  師 

13:00～ 受付   

（20分）     

13:20～ 
開会挨拶 (一社)  日本ダクタイル鉄管

協会 

（5分）   九州支部長 藤野 恭裕 

13:25～14：25 

(60分) 

演題１ 『平成28年熊本地震の課題と教訓』 

 

平成28年4月16日の熊本地震とその前震・余震では、

家屋倒壊、火山地帯の土砂崩壊に伴う公共施設の被害な

ど、熊本県を中心に未曾有の被害が発生した。膨大な避難

者・被災者の発生など、これまで「大規模地震と無縁の土

地柄」と謳っていた熊本県をはじめとする自治体では、想

定外の災害対応に直面した。本講演では、この地震が残し

た行政の災害対応の課題と教訓について解説する。 

関東学院大学 

理工学部 教授 

 

若松 加寿江 先生 

 
 

 

14:25～  休  憩    

（５分）     

14:30～15：20 

演題２ 『平成28年 熊本地震の管路被害概要(速報)』

 

平成28年 熊本地震において当協会で行った管路被害

状況や断層に関する調査結果を説明する。 

（一社）日本ダクタイル鉄管

協会 

（50分）  技術委員  

15:20～ 休  憩   

（10分）     

15:30～16：45 

演題３『水道事業における広域化と経営の効率化』 

 

水道施設の老朽化に伴う大量更新投資と人口減少等に

よる収入の減少及び技術の承継が危ぶまれる現状に対処

する方策としての「広域化」について考える。 

先駆的と言われる垂直水平統合を平成26年に果たした

岩手中部水道企業団の事例をもとに、アセットマネジメン

トを基礎としたシミュレーションとダウンサイジングの

方策等について解説する。 

  

岩手中部水道企業団 

 

菊池 明敏局長 

（75分）   

16:45～ 閉会挨拶   

（5分）     



 
 

 

 

平成 28 年度 日本ダクタイル鉄管協会主催講演会 

開催日時と会場一覧 

 

 

番号 開催日時 開 催 場 所 

１ 

 ９月１５日（木） 

13:00 受付開始 

13:20 ～ 16:50 

福岡会場 

 都久志会館 

  福岡市中央区天神4-8-10 

   （地下鉄天神駅より徒歩7分、西鉄福岡駅より徒歩10分） 

   ℡ 092-741-3335 

 

２ 

９月２９日（木） 

13:00 受付開始 

13:20 ～ 16:50 

 

 

佐賀会場 

 メートプラザ佐賀（佐賀勤労者総合福祉センター） 

  佐賀市兵庫北3-8-40 

   （JR佐賀駅より徒歩15分 

佐賀駅バスセンターより徒歩13分 

佐賀市営バス ゆめタウン線「ほほえみ館前」バス停下車徒歩1分）

   ℡ 0952-33-0003 

 

３ 

１１月２４日（木） 

13:00 受付開始 

13:20 ～ 16:50 

沖縄会場 

 沖縄県青年会館 

 沖縄県那覇市久米2-15-23 

   （ゆいレール 旭橋駅又は県庁前駅下車  徒歩5分） 

   ℡ 098-864-1780 

 

 

別添資料－3 



 
 

 
 

 

日本ダクタイル鉄管協会 

九州支部 行         FAX  ０９２－４０６－２２５６ 

または メールアドレス  kyu-b@jdpa.gr.jp 
 
※送付状は不要です 
 
 

技 術 講 演 会 の 参 加 申 込 書 

 

参加希望 会場 （該当番号に○をつけてください） 

 

   1．福岡会場（9 月 15 日）  ２．佐賀会場（9 月 29 日）  ３．沖縄会場（11 月 24 日） 

 

◇参加希望者の所属名、氏名を下記の表にご記入願います。（経験年数は任意） 

所  属  名 氏      名 水道経験年数 

   

   

   

   

   

   

 

◇その他、ご意見・ご要望・講演内容についての質問等がございましたら、お書き添えください 

 

 
 

◇連絡先 

事業体名及び会社名  

代表者のお名前  

電話番号  

メールアドレス  

 

別添資料－４ 


