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令和元年度 下水道研究会議 定時総会報告 

 

下水道研究会議事務局  

１ はじめに 

下水道研究会議では毎年秋頃、会員同士や関係機関との情報交換、予算や活動方針などを決定するための定

時総会を開催しています。令和元年度は中部地区を開催地区とし、愛知県豊田市において開催されました。 

定時総会では、会員や関係機関による発表や情報提供のほか、下水道事業における課題解決のための取り組

みについて意見交換が行われました。また、前年度の活動報告、次年度の活動方針や予算について議事が行わ

れました。以下、定時総会の概要について報告します。 

 

２ 日程及び開催場所 

【日程】  第１日目  令和元年 10月 24 日（木） 

常任幹事会、定時総会、情報交換会 

第２日目      10 月 25 日（金） 

施設視察 

【場所】  定時総会  名鉄トヨタホテル 

施設視察  豊橋市バイオマス利活用センター 

  
       豊田市紹介パネル展示               デザインマンホール      □ 

 

３ 出席者 

【下水道研究会議会員】 

51 会員市から 75 名（全会員市 75市） 

【来賓】 

国土交通省 水管理・国土保全局 流域管理官付課長補佐  末久 正樹 氏 

国土交通省 中部地方整備局建政部都市整備課   冨田  力 氏 

国土交通省 国土技術政策総合研究所 下水道研究室長  岡安 祐司 氏 

愛知県 建設局 下水道課長     竹内 幹顕 氏 

地方共同法人 日本下水道事業団 事業統括部 計画課課長代理 嘉戸 重仁 氏 

公益財団法人 日本下水道新技術機構 研究第二部長  北村 隆光 氏 

公益財団法人 日本下水道新技術機構 資源循環研究部副部長 藤本 裕之 氏 

公益社団法人 日本下水道協会 常務理事    成田 儀範 氏 

公益社団法人 日本下水道協会 企画調査部長   渡辺  亨 氏 

愛知県下水道協会事務局（一宮市 上水道部 次長）  加藤 行男 氏 
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４ 定時総会の概要 

第１日目 

【常任幹事会】 

常任幹事会では、定時総会の進め方、議事内容、施設視察の進め方などについて確認しました。 

・ 進 行  代表幹事  横須賀市 

・ 北海道地区常任幹事  旭川市  ・ 東北地区常任幹事   青森市 

・ 中部地区常任幹事   豊田市  ・ 関西地区常任幹事   豊中市 

・ 中国四国地区常任幹事 高松市  ・ 九州地区常任幹事   久留米市 

・ 事務局  横須賀市 

 

常任幹事会の様子 

【定時総会】 

＜開会挨拶・開催市挨拶・参加者自己紹介＞ 

はじめに、今回の台風などにより被害に遭われた方々に対して、参加者全員で黙とうを捧げました。 

つづいて、成田代表幹事より開会の挨拶。豪雨対策など下道水事業を取り巻く様々な課題への対応を

求められるなか、本会の活動を通じ解決のヒントになるものを持ち帰りいただきたいと挨拶しました。 

  
          全員で黙祷                   代表幹事挨拶          



3 
 

 

つづいて、開催市を代表して豊田市 磯谷 副市長の挨拶。豊田市の紹介、同市の課題解決のための取

り組みなどについて説明し、困難は新たな施策を打ち出すチャンスでもあり、危機感とスピード感を持

って取り組んでゆきたいと挨拶しました。そのあと、来賓紹介、参加会員市の自己紹介を行いました。 

 

磯谷 副市長より挨拶 

 

＜開催市発表＞ 

豊田市「豊田市上下水道局におけるアセットマネジメントの取組」 新岩 企画課副課長 

開催市発表では、豊田市上下水道局 新岩 企画課副課長より「豊田市上下水道局におけるアセットマ

ネジメントの取組」として、同局が取り組む組織力強化のための取り組みについて発表しました。自動

車メーカーの手法なども参考とした、「ヒト」の部分に力点を置いた取り組みが関心を集めていました。 

 

新岩 企画課副課長 
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＜来賓講演＞ 

国土交通省「最近の下水道行政について」 末永 課長補佐 

来賓講演では、国土交通省 末久 課長補佐より「最近の下水道行政について」ご講演いただきました。

最近の豪雨被害への対応、雨水対策など重点施策、広域化やストックマネジメントなど持続可能な下水

道のための各種制度の紹介、その他付加価値を生み出すための取り組みなどをご紹介いただきました。 

 

末久 課長補佐 

 

＜意見交換＞ 

意見交換では、事前のアンケート結果から、会員の関心の高い３つの議題について意見交換が行われ

ました。はじめに、それぞれの議題について先進的な取り組みを実施している会員市から事例発表を行

い、つづいて質疑応答、意見交換が行われました。 

・議題１ 雨水対策について 

事例発表 「平成 30 年７月豪雨を受けて喫緊に県市で取り組む浸水 

対策について」 

福山市上下水道局 柚木 工務部長 

主な質疑 ・土地改良区など他事業者との関係について 

・雨天時浸入水対策ガイドラインの策定状況 

・管渠の貯留管運用、浸水対策プラン、水位検知など 

・議題２ 広域化・共同化について 

事例発表 「広域化・共同化への取組について」 

秋田市上下水道局 関谷 下水道整備課長 

主な質疑 ・広域化についての地元への説明、ＰＲ状況 

・補完体制の構築における民間企業の候補者 

・愛知県における広域化・共同化の策定状況について 

 

・議題３ 経営面からの持続可能な下水道への取組み 

事例発表 「地域バイオマスにおけるエネルギー化への取組」 

豊橋市上下水道局 七原 下水道施設課長 

主な質疑 ・施設の位置付け、熱量、発酵不適物の除去 

・バイオガスの利活用、運営組織 

・交付金、汚泥肥料化との比較、地域対策の実際など 
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＜情報提供＞ 

情報提供では、日頃から関係の深い関係機関の方々から、各事業体の活動内容、調査研究における成

果、新技術などについて有益な情報をいただきました。 

 

・国土技術政策総合研究所 

情報提供 「国土技術政策総合研究所における調査研究について」 

岡安 下水道研究室長 

主な内容 ・下水道研究部の研究体制 

・産官学連携による技術マネジメント 

・下水道技術の開発体系と国総研の役割 

・データの収集・分析・管理、社会還元 

 

・日本下水道事業団 

情報提供 「日本下水道事業団における技術開発について」 

嘉戸 計画課課長代理 

主な内容 ・技術開発を行う機関と国における取り組み 

・JS 技術開発の歴史と時代背景 

・最近の技術開発・導入事例紹介 

・今後の技術開発の方向性 

 

・日本下水道新技術機構 

情報提供 「日本下水道新技術機構からの情報提供」 

北村 研究第二部長 

主な内容 ・機構が取り組んでいる調査研究のご紹介 

（管路包括委託、雨天時浸入水、管路のスクリーニング 

調査、ポンプゲート、処理場のエネルギー自立化など） 

・審査証明及び普及啓発の取組み 

 

・日本下水道協会 

情報提供 「下水道協会における戦略的・効果的な提言活動の取組に 

ついて」 

渡辺 企画調査部長 

主な内容 ・財政制度審議会での主な指摘事項 

・下水道予算の動向、地方下水道協会等との連携強化 

・戦略的・効果的な提言活動の実施 
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＜事業報告・議事＞ 

このあと、会員のみによる事業報告及び議事を行い、すべての議案について可決、了承されました。

主な内容としては、役員の選出に係る規約や代理人に係る規約を改正して本会運営の円滑化を図るほか、

次年度総会の滋賀県大津市での開催を決議しました。 

事業報告 ・平成 30 年度 事業報告 

・平成 30年度決算及び会計監査報告 

・その他 会員の入退会について 

議事   ・議案第１号 下水道研究会議規約の一部改正について 

・議案第２号 役員の任期満了に伴う改選について 

・議案第３号 令和２年度下水道研究会議事業計画 

・議案第４号 令和２年度下水道研究会議予算 

 

【情報交換会】 

情報交換会は、国土交通省をはじめ、来賓と会員市が自由に情報交換のできる場です。今回も多くの方々

にご出席いただき、有意義な時間を過ごすことができました。 

  
     今井 豊田市事業管理者挨拶              情報交換会の様子       □ 

  
      来年定年を迎えられる皆様              伝統芸能「棒の手」披露       
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  次期開催市(大津市 )山極 公営企業管理者挨拶     日本下水道協会 成田 常務理事挨拶   □ 

 

第２日目 

【施設視察】 

第２日目の施設視察はあいにくの空模様でしたが、豊橋市バイオマス利活用センターを視察しました。

前日の意見交換で先進事例として紹介された施設であり、参加者の関心も高く、活発な質疑応答が繰り返

されていました。 

  
    金子 豊橋市上下水道局長より説明              質疑応答の様子         

  
        施設視察の様子１                 施設視察の様子２       


