
    平成2９年10月

いたします。また、併せてその翌日に、近い将来発生が危惧される南海トラフ巨大地震に備えた水道

事業体の取組みの支援を目的とする情報交換会を開催することといたしました。

Ⅰ.

１．日　時　　平成29年12月11日（月）1３時30分～17時00分 別添資料－１
（受付は13時より）

２．会　場  　 和歌山県民文化会館 ２階「小ホール」 別添資料－２
 　　  和歌山市小松原通り一丁目1番地　和歌山県庁正門前　
　 　　　　※車でのご来場はご遠慮下さい。

３．内   容

（１） 13：35～14：55
　　　 講演 ：「近年のライフラインの地震災害に学ぶ」
　　    講師 ：   岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授  能島 暢呂 様

（２） 14：55～15：10

（３） 15：30～16：50

Ⅱ.

１．日　時　　平成29年12月12日（火）9時30分～12時00分 別添資料－３
（受付は9時15分より）

２．会　場　   和歌山市水道局 加納浄水場 別添資料－４
    　  和歌山市松島408-1 

   　　　運行しますので、車でのご来場は極力お控えください。
 　　　  お帰りの際にもバスをご利用ください。

　       講演 ：「水道施設の再構築と安定的な水道経営を目指して」

　       説明者　    ：　日本ダクタイル鉄管協会　技術委員

     　 （加納浄水場は工事中により駐車スペースが少なくなっているため。）

各　位

 ダクタイル鉄管協会セミナー（和歌山会場）のご案内 

一般社団法人日本ダクタイル鉄管協会

関　西　支　部　　

　皆様方におかれましては、ますますご清祥のこととお慶び申しあげます。 平素は日本ダクタイル

ダクタイル鉄管協会セミナー

　さて、当協会では、水道事業体の皆様を対象に、下記のとおりダクタイル鉄管協会セミナーを開催

　ご多用中とは存じますが、万障お繰り合わせのうえご参加下さいますようご案内申しあげます。

鉄管協会に対し格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。

記

浄水場の更新現場視察と地震災害に備えた情報交換会

　  ～  南海トラフ巨大地震に備える ～

　　    講師 ：   前厚生労働省 水道課長　宮崎 正信 様　　　　　　

　  ～ 水道施設の強靭化と水道事業の持続的な経営に向けて ～

　       展示品紹介 ：「水道施設の耐震化に貢献する製品群について」

  　　 ※会場へはＪＲ和歌山駅東口前ロータリー付近からバス（8時45分発）を



３．内　容

 （１）   9：30～10：20　　現場視察

 　　　説明 ：「和歌山市 加納浄水場の更新工事の概要」
　　　　　　　  和歌山市水道局職員 様

 （２） 10：30～11：30　　話題提供

 　　テーマ①　：「水道事業におけるリスク対応と危機対応について」
 　　　講師 ： 岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授　能島 暢呂 様

 　　テーマ②　：「和歌山県の水道の現状と取組みについて」
   　講師:岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授 能島暢呂様 　　　講師 ： 和歌山県 食品・生活衛生課 水道行政担当職員様

 （３） 1１：3０～12：００　 意見交換

   　  アドバイザー ： 前厚生労働省 水道課長　宮崎 正信 様

Ⅲ.

１．参 加 費　　無料（交通費は各自でご負担願います。）

２．参加申込 別添資料－５

      E-mailまたはFAXにてお申込み下さい。１日だけでのご参加でも受付いたします。

         なお、会場の都合上、12月11日のセミナーは先着200名、12月12日の情報交換会は先

　　着４０名を定員とさせていただきます。

３．質問・要望等の募集 別添資料－６

　   　セミナーの参加にあたり、講師にお聞きしたいことやお願いしたいことなどを積極的にお

      寄せ下さい。講師には事前にお伝えします。

４．連 絡 先　

　　ご不明な点がございましたら、以下までお問い合わせ下さい。

 (連絡先)       （一社）日本ダクタイル鉄管協会関西支部
                                      宮田　実紀 [ E-mail : m-miyata@jdpa.gr.jp ]

    以上

　TEL  06-6245-0401　　　　　FAX  06-6245-0300

 参加要領等

　　　参加希望者は、参加申込書に所属・氏名等を記入のうえ、１２月１日（金）までに



内　　　容

平成29年12月11日

別添資料－１

講　　師

受　 付（  和歌山県民文化会館　２階 「小ホール」前）

 
　日本ダクタイル鉄管協会
　　技術委員
　

説明概要：
   地震時のライフライン機能障害は、被災地の災害対応、復旧活
動、市民生活のみならず広く社会経済活動などに大きな支障を及
ぼす。
   供給系ライフラインを対象として、1995年兵庫県南部地震、2011
年東北地方太平洋沖地震、2016年熊本地震における被害と復旧
を比較するとともに、災害対策基本法に規定された防災対策の3
本柱（未然防止、拡大防止、早期復旧）の観点から、得られた教
訓と残された課題についてまとめる。

 ダクタイル鉄管協会セミナー(和歌山会場）プログラム

時　　間

～水道施設の強靭化と水道事業の持続的な経営に向けて～

13：00～13：30

13：30～13：35

　
 講演
   『近年のライフラインの地震災害に学ぶ』

開会挨拶 および 事務連絡

15：30～16：50

(80分質疑含)

　
  前厚生労働省 水道課長
  　宮崎 正信 様

説明概要：
   水道の抱える現状と課題を中心に、私自身のこれまでの水資
源、水環境、水道と水にかかわる行政経験を紹介しながら、今後
私たちがなすべき社会資本整備の在り方について考える時間を
共有したい。
   特に、耐震化をてこに時代に合った水道施設の再構築、及び広
域化を通じた安定的な水道経営を実現できるよう、幅広い人々と
水道の必要性及び重要性、水道の危機を共有したい。

　
 展示品紹介
   『水道施設の耐震化に貢献する製品群について』

13：35～14：55

(80分質疑含)

 
 岐阜大学
 工学部社会基盤工学科
 教授
 　能島 暢呂 様

16：50～17：00 閉会 （アンケートご記入）

15：10～15：30

14：55～15：10

休　　　憩

 講演
   『水道施設の再構築と安定的な水道経営を目指して』



和歌山県民文化会館 和歌山市小松原通り一丁目1番地　和歌山県庁正門前　

＜交通＞ 南海電鉄　南海線「和歌山市駅」下車
   徒歩　約20分
   タクシー　約5分
   バス　約10分（9・10番のりば）
   「県庁前」バス停下車（バス停より約300m・徒歩約4分）
JR阪和線（きのくに線）「和歌山駅」下車
   徒歩　約35分
   タクシー　約10分
   バス　約10分（2番のりば）
   「県庁前」バス停下車（バス停より約300m・徒歩約4分）

別添資料－２ ダクタイル鉄管協会セミナー（和歌山)会場案内

和歌山県民文化会館

和歌山県民文化会館



平成29年12月12日

　～ 南海トラフ巨大地震に備える ～

「浄水場の更新現場視察と地震災害に備えた情報交換会」プログラム

別添資料－３

時　　間 内　　　容 講    師

9：15～9：30 受　 付  （ 和歌山市水道局 加納浄水場 ）

9：30～10：20
(50分質疑含)

開会挨拶 および 事務連絡

　説明
　　『和歌山市水道局 加納浄水場の更新工事の概要』
　
　現場視察

　和歌山市水道局
　　担当職員様

11：30～12：00
(30分) 　意見交換

  ＜アドバイザー＞
　前厚生労働省 水道課長
  　宮崎 正信 様

10：20～10：30 休憩

10：30～11：30
(60分質疑含)

　話題提供 テーマ①
  　『水道事業におけるリスク対応と危機対応について』

　岐阜大学
　工学部社会基盤工学科
  教授
　　能島 暢呂 様

　話題提供 テーマ②
  　『和歌山県の水道の現状と取組みについて』

  和歌山県
　食品・生活衛生課
  　水道行政担当職員様



別添資料－4

和歌山市水道局 加納浄水場 住所：和歌山市松島408-1

＜交通＞会場へはＪＲ和歌山駅東口前ロータリー付近からバスを運行しますので、車での
　　　　ご来場は極力お控えください。お帰りの際にもバスをご利用ください。

　　　　※加納浄水場は工事中により駐車スペースが少なくなっているため。

情 報 交 換 会  会 場 案 内

（往路）　集合場所：ＪＲ和歌山駅東口前ロータリー付近

（復路）　情報交換会終了後 加納浄水場を出発

　　　　　時　　間： 出発８時45分（時間厳守）

集合場所

加納浄水場

集合場所（詳細図）

集合場所
JR和歌山駅東口前ロータリー

出発8時45分（時間厳守）



（一社）日本ダクタイル鉄管協会  関西支部　宮田　実紀　行

◆参加希望者の事業体名、所属、氏名及び業務経験年数を下記にご記入下さい。

※バスを利用される方は「バス乗車」蘭に○印をご記入ください。

◆連絡先　（本申込みについての代表連絡先）　

・E-mail アドレス　：

バス
乗車

　　　※申込み受付等の連絡は、メールにて送付しますので、E-mailアドレスは間違いないようお願いします。

・代表連絡先　氏名　：　

・電話番号　： ・FAX番号　：

12月12日
「浄水場の更新現場視察と地震災害に備えた情報交換会」

事　業　体　名 所          属 氏           名 水道経験年数

　 なお、ＰＤＦファイルでのメール送信が困難な場合は、本状をFAX送信
　 下さい。（FAX番号 06-6245-0300）

参　加　申　込　書

12月11日
「ダクタイル鉄管協会セミナー」

事　業　体　名 所          属 氏           名 水道経験年数

別添資料－５

E-mail： m-miyata@jdpa.gr.jp

※ 本状のＰＤＦファイルを、メールにてご送付下さい。



（一社）日本ダクタイル鉄管協会  関西支部　宮田　実紀　行

事業体名 氏名

12月11日
（セミナー）

12月12日
（情報交換会）

　講演 ：「水道施設の再構築と安定的な水道経営」
　　　　　　　　　　 　　前厚生労働省 水道課長　宮崎 正信 様

講師への質問・要望等

　講演 ：「近年のライフラインの地震災害に学ぶ」
　　　     岐阜大学 工学部 社会基盤工学科 教授  能島 暢呂 様

　展示品紹介 : 「水道施設の耐震化に貢献する製品群について」

浄水場の更新現場視察と地震災害に備えた情報交換会

E-mail　：　m-miyata@jdpa.gr.jp

※ 参加申込書のＰＤＦファイルをメールにて送信して下さい。
　 なお、メールの送信が困難な場合は、ＦＡＸにて送信して下さい。

　　　　 （ＦＡＸ番号 06-6245-0300）

別添資料－６

ダクタイル鉄管協会セミナー（和歌山会場）


