
２０２１年度 上下水道部会 事業報告 

１．幹事会 

(1) 第１回 上下水道部会 幹事会

日 時 2021 年５月 15 日(土)  13：30～15:30 

場 所 中国本部 会議室 

出席者 １８名（オブザーバー１名を含む） 

（うち Web 参加１３名） 

内 容 ① 新メンバーの紹介について

② 中国本部 役員会・理事会の報告

③ 中国本部 倫理委員会の報告 写真―１ 部会幹事会（5／15）
④ ２０２０年度 実施事業の報告

⑤ ２０２１年度の活動計画について（審議）

⑥ 中国本部の組織、連絡事項

⑦ 学協会との連携について

(2) 第２回 上下水道部会 幹事会

日 時 2021 年 10 月 23日（土） 10:00～12:00 

場 所 中国本部 会議室  

出席者 ２１名  写真―２ 部会幹事会（5／15） 

（うち Web 参加１６名） 

内 容 ① 中国本部 役員会・理事会の報告

② 中国本部 広報委員会の報告

③ ２０２１年度 実施事業の報告

④ ２０２２年度の活動計画について（審議）

⑤ 学協会との連携について

⑥ 新たなＣＰＤ制度について

⑦ 新しい行事参加申込方法の試行について

２．例会・講演会 写真―３ 部会幹事会（10／23） 

(1) ２０２１年度 上下水道部会 例会・講演会

日 時： 2021 年８月 21 日(土)  12:50～17:00 

場 所： 第３ウエノヤビル６階「コンファレンススクエアＭ＋」他 

出席者： 例 会：３２名（広島 15 名、岡山・津山 5名、島根 3名、統括本部 2名、 

近畿本部 2名、富山 5名）（うち Web 参加６名） 

講演会：１４１名（広島 38名、岡山・津山 9名、島根 10名、統括本部 77名、 

近畿本部2名、富山5名）（うちWeb参加 91名） 

例 会： 2020年度実施事業報告、2021年度事業計画について 

講演会： 基調講演「これからの地方の水インフラ」 14:00～15:00 

岡山大学 学術研究院 環境生命科学学域 教授 永禮 英明 氏 



講演１「日本下水道事業団におけるＢＩＭ／ＣＩＭへの取組み」 15:10～16:10 

地方共同法人 日本下水道事業団 事業管理審議役 兼  
 西日本本部事業管理室長 倉本 喜文 氏 

講演２「広島市水道事業におけるリスク対応策」     16:10～16:50 

広島市水道局  技術部 設備課 浄水係長 平賀 学 氏（技術士） 

共 催： 公益社団法人 全国上下水道コンサルタント協会中国・四国支部 

その他： 日本水道新聞、水道産業新聞に記事が掲載された（中国本部ＨＰ） 

写真―４ 例会（8/21） 写真―５ 例会（8/21） 

写真―６ 講演会（8/21） 写真―７ 講演会（8/21）永禮講師 

写真―８ 講演会（8/21）倉本講師 写真―９ 講演会（8/21）平賀講師

(2) 上下水道部会５月度定例講演会（Ｗｅｂ中継）

・中国本部の会場を設けずに、東京統括本部からの個別配信による受講

（中国本部主催の技術士第二次試験合格者祝賀会が 5月 29日に設定され日程が重複したため）

日 時：2021 年５月 29 日（土）13:30～15:00 
参加者： ２０名（中国本部関係）

内 容： 「人口減少社会に向けたスマートな上下水道インフラ」 



中央大学 理工学部 人間総合理工学科 准教授 山村 寛 氏

(3) 上下水道部会７月度定例講演会（Ｗｅｂ中継）

日 時： 2021 年 7月 18 日(日) 13:00～15:00

参加者： ６名（中国本部会議室） 14 名（中国本部管内で個別オンライン参加）

場 所： 中国本部 会議室 及び 統括本部から個別オンライン配信 

内 容： 「日本の水道分野の国際協力と技術士」

ＪＩＣＡ国際協力専門家  久保田 広志 氏

(4) 上下水道部会９月度定例講演会（Ｗｅｂ中継）

・中国本部の会場を設けずに、東京統括本部からの個別配信による受講

（新型コロナウィルス感染症対策のため）

日 時： 2021 年９月 24 日（金）18:30～20:00
内 容： 「新型コロナウィルス等に対する水質管理について」 

公益社団法人 日本水道協会 工務部 水質課長 笹川 恭明 氏 

(5) 上下水道部会１月度定例講演会（Ｗｅｂ中継）

・中国本部の会場を設けずに、東京統括本部からの個別配信による受講

（新型コロナウィルス感染症対策のため）

日 時： 2022 年１月 29 日（土）13:00～15:00 

内 容： 「上下水道施設維持管理の民間運営に必要な業務効率化について」

上下水道部会幹事 技術士（上下水道部門） 尾上 裕二 氏

３．施設見学会 

場所：八木・緑井地区雨水管渠築造工事（広島市下水道局） 

新型コロナウィルス感染症対策のため中止 

４．中国本部（地域本部）関連行事 

(1) 第 40 回地域産学官と技術士との合同セミナー・レセプション（岡山）

・新型コロナウィルス感染防止のため延期

(2) 2021 年 技術士全国大会（創立 70 周年記念）（東京） 2021 年 11 月 25 日（木）～27 日（金）

上下水道部会講演会（全国大会における併催行事）

演題：「水インフラマネジメントに影響を与える水環境行政のパラダイムシフト」 

講師：田中宏明氏（株式会社東京設計事務所顧問 京都大学名誉教授：前京都大学工学研究科

付属流域総合環境室研究センター長） 

日時：11月 26 日（金） 講演会 10 時 00 分～11 時 30 分 

場所：機械振興会館地下 3階研修 1 及び 個別オンライン配信 



(3) 第 26 回 西日本技術士研究・業績発表年次大会（鳥取）

・新型コロナウィルス感染防止のため延期

(4) 広島例会「第 5回 中国本部技術士研究・業績発表会」

2021 年 12 月 4日（土）～5日（日） 

上下水道部会関係の講演 

演題：「新しい湖沼の浄化法、児島湖の水質浄化実験」 

講師：楠 敏明氏（有限会社 アクアテクノス） 

日時：12月 5日（日）13:40～14:10 

場所：第３ウエノヤビル６階 

「コンファレンススクエアＭ＋」他 

写真―10 講演会（12/5）楠講師

(5)「新たな CPD 制度説明会・第 2回建設部会講演会」

2021 年 11 月 20 日（土） 

 上下水道部会関係の講演 

     演題：「平成 26 年 8 月の八木・緑井地区における 

 復興事業について（雨水渠築造工事の紹介）」 

 講師：油野 裕和 氏（広島市下水道局長） 

 （広島市役所技術士会） 

 日時：11月 20 日（土）15:30～16:30 

場所：第３ウエノヤビル６階 

「コンファレンススクエアＭ＋」他 

写真―11 講演会（11/20）油野講師


