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各   位 

東京都千代田区内神田 2 丁目 10 番 12 号 
内神田すいすいビル

公益社団法人 日本下水道協会 

理事長 曽小川 久貴

（公印省略） 

第 54 回下水道研究発表会の開催について 

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。

本会の業務運営に対しまして、日頃より格段のご配慮を賜り深くお礼申し上げます。

さて、本会では下水道事業のより一層の円滑な発展に資するため、研究発表会や各種研

修会を実施しており、この度、標記研究発表会を来たる 8 月１日(火)～３日(木)の 3 日間、

東京ビッグサイトにおいて、別紙要領により開催致します。

本発表会は、地方公共団体や学校、民間企業の下水道事業に携わる研究者や実務者が、

経営・計画、雨水対策、環境・再生・リサイクル、建設、維持管理、水処理技術、汚泥処

理技術、計測・制御等の分野における、日頃の研究成果の発表、実務・事例報告の発表を

通して、相互に情報交換し議論することにより、下水道事業の発展並びに下水道技術の進

歩・向上を図ることを目的に開催するものです。

また、本研究発表会では、口頭発表、ポスター発表、本年度から新設いたしました英

語セッションほか、「特別講演」を開催いたします。「特別講演」は、海外からの演者

を招き、「米国における分流式汚水管の溢水対策について」で、講演いただきます。 
同時開催いたします「下水道展’17 東京」には、併催行事も多数ございます。皆様方の

ご参加をお待ちしております。 詳細は、別途の開催要領等をご参照ください。

敬 具

※申込方法：研究発表会専用のホームページ（http://www.gesuikyou.jp/kenpatu）等から 

お申し込みください。 



Ⅰ．第 54回下水道研究発表会 開催要領 

1．主  催 ：公益社団法人 日本下水道協会 

2．期  日 ：平成 29年 8月 1日(火)～3日(木) 

3．会  場 ：東京ビッグサイト 

  〒135-0063 東京都江東区有明 3－１１－１ 

4．日  程  ： 

月  日 日   程 会   場 

8 月１日 

（火） 

開会式（下水道展合同） 

（研究発表会 

企画運営委員長挨拶） 

受付 

口頭発表セッション 

9:30～ 

1１：30～ 

12:20～16:55 

東京ビッグサイト展示棟 

会議棟 6 階 ロビー 

第 1 会場 会議棟 6 階 605 会議室 

第 2 会場 会議棟 6 階 606 会議室 

第 3 会場 会議棟 6 階 607 会議室 

第 4 会場 会議棟 6 階 608 会議室 

第 5 会場 会議棟 6 階 609 会議室 

第 6 会場 会議棟 6 階 610 会議室 

第 7 会場 会議棟 7 階 701,2 会議室 

8 月 2 日 

（水） 

受付 

口頭発表セッション 

英語セッション 

特別講演 

8:30～ 

10:00～17:20 

9:00～17:20 

12:30～13:30 

会議棟 6 階 ロビー 

７会場（605～701.2）会議室 

第 8 会場 会議棟 7 階 703 会議室 

会議棟１階 レセプションホールＡ 

ポスター発表セッション  12:30～14:00 会議棟 6 階 ロビー 

交流会（有料） 17:30～18:30 アルポルト 8 階 

8 月 3 日 

（木） 

受付

口頭発表セッション 

英語セッション  

8:30～   

9:40～17:20 

9:00～17:05 

会議棟 6 階 ロビー 

７会場（605～701.2）会議室 

第 8 会場 会議棟７階 703 会議室 

ポスター発表セッション 

表彰式 
11:45～12:00 会議棟 6 階 ロビー 

5．口頭発表セッション 

(1)発表内容及び編数 

特定課題セッション(全 7セッション)  61編 

セッション名 編数 

①アセットマネジメント（事業管理計画） 3 

②国際協力・海外展開 - 

③ＢＣＰ・リスクマネジメント

（地震・災害時のＢＣＰ、ＢＣＰの実践・効果、被害想定など） 
8 

④震災対策

（津波対策、液状化対策、放射能対応、支援対策、復興対策など） 
20 

⑤集中豪雨対策 10 



⑥バイオソリッドの利活用/りん等有用資源の回収 7 

⑦膜処理技術（膜分離活性汚泥法、ＲＯなど） 13 

通常セッション(全 11セッション)   298編 

セッション名 編数 

①経営・計画 29 

②雨水対策 22 

③環境・再生・リサイクル 17 

④地球温暖化/省エネ対策 33 

⑤管路（建設）   15 

⑥ポンプ場・処理場施設（建設） 6 

⑦管路（維持管理） 34 

⑧ポンプ場・処理場施設（維持管理） 27 

⑨水処理技術 59 

⑩汚泥処理技術 47 

⑪計測・制御 9 

口頭発表セッション合計 359 編 

(2)発表方法 

口頭による発表形式で、10 分間の口頭発表と、5分間の質疑応答を行います。 

6．ポスター発表セッション 

(1)日時・会場 

月 日 掲示時間  掲示場所 発表時間  

8 月 2 日(水) 10:00～17:30 
6Ｆロビー 

12:30～14:00 

 8月 3日(木) 9:00～15:00 ― 

(2)発表編数：15編 

(3)発表方法：ポスターをあらかじめ会場に掲示し、発表時間には発表者と参加者が自由に意見交 

 換・質疑応答を行います。なお、ポスター発表セッションの表彰式は、8月 3日(木) 

   の 11:45～12:00に「6 階ロビー」にて行います。 

7．英語セッション 

(1)発表内容及び編数 

セッション(全 4セッション)     38編 

セッション名 編数 

①資源再利用 8 

②計画と実施事例 8 

③科学技術 13 

④ハイブリットポスター発表 9 

(2)発表方法：すべて英語で行います。 

①～③は、口頭による発表形式で、15 分間の口頭発表と、5分間の質疑応答を行い

ます。④のハイブリッドポスター発表は、3 分間の口頭発表を行い、その後は、ポ 

スターについて発表者と参加者が自由に意見交換・質疑応答を行います。 



8．特別講演 

(1)日   時：8月 2日（水）12:30～13:30 

(2)会   場：東京ビッグサイト 会議棟１FレセプションホールＡ 

(3)テ   ー  マ：米国における分流式汚水管の溢水対策について 

(4)演   者：水環境＆リユース財団の最高経営責任者（CEO）

水再利用協会のエグゼクティブディレクター

Ms Melissa Ｌ.Meeker(メリッサ Ｌ．ミーカー氏) 

(5)参   加  費：無 料  

(6)定     員：300名 

(7)そ  の   他：同時通訳あり 

9．下水道研究発表会交流会 

発表会2日目（8月2日(水)）終了後に各セッションの座長、発表者、聴講者、下水道研究発表会

企画運営委員等の下水道研究発表会の参加者を対象に、下水道技術等について自由に意見交換を

行うための交流会を開催いたします。 

(1)期    日 ：8 月 2 日(水) 17:30～18:30  

(2)予 定 会 場 ：アルポルト（東京ビッグサイト会議棟８Ｆ）

(3)参  加  費 ：1,000円（当日受付にてお支払い下さい） 



Ⅱ．第 54回下水道研究発表会 申込要領 

1．申込期限：平成 29 年 7 月 26 日(水)  16:00 

2．参加費（1 名につき）及び講演集頒価（1 冊につき） 

会員区分 
参加費 (円) 講演集 （円） 

3 日券 *1 1 日券 *2 発表者 （CD-ROM 付） 

①正会員（地方公共団体、公社等）

後納 14,400 
後納  6,000 

(8/1 のみ 3,000) 
後納 10,300 

  後納 7.400 

②特別会員（個人）

③関係官庁及び同付属研究機関、大
学等の教授等 

④賛助会員（会社） 後納 18,500 
後納  8,000 

(8/1 のみ 4,000) 
後納 14,400 

⑤学生（上記③に該当する大学等の
教授等の教室に所属している者） 

前納  2,100 － － 

前納 14,800 ⑥非会員 前納 28,800 
前納 12,000 

(8/1 のみ 6,000) 
－ 

注  1．3 日券は 8 月 1 日～3 日までの開催期間中すべての日に参加が可能です。 
2．１日券は 8 月 1 日～3 日までの開催期間のいずれかの１日のみ参加が可能です。 
3．発表者は既に登録済みで、再度申込をする必要がありませんのでご注意ください。 

3．申込方法 

本会ホームページ（http://www.gesuikyou.jp/kenpatu）、または別途送付の案内書から、ＦＡＸにてお申

し込み下さい。原則として当日会場での申込は受付いたしません ので、事前にお申込み下さい。 

4．参加費及び講演集代金の支払い方法（①～④の方） 

  研究発表会終了後、約2週間程度で請求書を送付します。同封の送付状に記載の期日までに、お支

払い下さい。申込の際、請求書の宛名等のご要望は必ず記載下さい。 

5．参加証の事前送付について 

  事前に参加申込された方には、本会から申込者（担当者）宛に「参加証」をメールで送付いたします。 

  印刷したものを当日持参いただき、会場受付にて確認を受けた後、ご入場下さい。 

6．講演集(第 54回下水道研究発表会・論文集)について 

(1)発行時期は、7月上旬を予定しております。 

(2)研究発表会参加者で、 参加申込と同時に講演集をお申込の方は、事前送付いたします。 

(3)講演集のみの販売も受付いたします。発表会ホームページ(http://www.gesuikyou.jp/kenpatu)

に掲載の「申込書」によりお申込下さい。 

  ＊研究発表会開催期間中は、会場受付にて販売もいたします。 

7．申込後の参加辞退について 

 (1)参加を辞退する場合 

 電話で事前連絡の上「辞退申請書」を発表会ホームページ(http://www.gesuikyou.jp/kenpatu)

からダウンロードし、メールもしくは FAXでお申し出下さい。 

  前納 7.400 



(2)参加費については、次の通り取り扱いいたします。 

  辞退締切は、7月 28日(金)までです。その後の辞退は費用が発生しますので、発表会終了後

に請求させていただきます。 

8．受講証明書の発行について 

   各セッションの受講証明書の発行サービスを行います。申込書を HPよりダウンロードし、各

セッションの行われる会場の入り口にいるスタッフに入退出室の「確認印」をもらって、総合受

付に提出してください。研究発表会終了後に「受講証明書」を郵送いたします。ただし、各セッ

ションを途中退出した場合、退出時の押印はいたしませんのでご了解ください。 

9．連絡先 

公益社団法人日本下水道協会 技術研究部研修課 研究発表会係 

  TEL：03-6206-0284   FAX：03-6206-0796 

    E-mail : kenpatu@gesuikyou.jp 



セッション名 編数 発表日 会議室名

Ｓ-１ アセットマネジメント 3 8月2日 14:45 ～ 15:35 607号室

Ｓ-３ ＢＣＰ・リスクマネジメント 8 8月2日 10:00 ～ 12:10 610号室

Ｓ-４-１ 震災対策（１） 7 8月3日 9:50 ～ 11:45 609号室

Ｓ-４-２ 震災対策（２） 6 8月3日 12:30 ～ 14:05 609号室

Ｓ-４-３ 震災対策（３） 7 8月3日 14:20 ～ 16:15 609号室

Ｓ-５-１ 集中豪雨対策（１） 5 8月2日 14:20 ～ 15:40 609号室

Ｓ-５-２ 集中豪雨対策（２） 5 8月2日 15:55 ～ 17:15 609号室

Ｓ-６ バイオソリッドの利活用 7 8月1日 12:30 ～ 14:25 609号室

Ｓ-７-１ 膜処理技術（１）　 6 8月3日 13:00 ～ 14:35 606号室

Ｓ-７-２ 膜処理技術（２） 7 8月3日 9:50 ～ 11:45 606号室

Ｎ-１-１ 経営・計画(1)　 6 8月2日 15:45 ～ 17:20 610号室

Ｎ-１-２ 経営・計画(2)　 6 8月3日 14:50 ～ 16:25 606号室

Ｎ-１-３ 経営・計画(3)　 5 8月2日 14:10 ～ 15:30 610号室

Ｎ-１-４ 経営・計画(4)　 6 8月3日 10:00 ～ 11:35 610号室

Ｎ-１-５ 経営・計画(5)　 6 8月3日 14:15 ～ 15:50 610号室

Ｎ-２-１ 雨水対策（１） 7 8月2日 10:00 ～ 11:55 605号室

Ｎ-２-２ 雨水対策（２） 7 8月1日 12:30 ～ 14:25 605号室

Ｎ-２-３ 雨水対策（３） 8 8月1日 14:40 ～ 16:50 605号室

Ｎ-３-１ 環境・再生・水リサイクル・水系水質リスク／理化学試験と微生物試験（１） 5 8月2日 16:00 ～ 17:20 701.2号室

Ｎ-３-２ 環境・再生・水リサイクル・水系水質リスク／理化学試験と微生物試験（２） 4 8月3日 15:10 ～ 16:15 605号室

Ｎ-３-３ 環境・再生・水リサイクル・水系水質リスク／理化学試験と微生物試験（３） 8 8月2日 10:00 ～ 12:10 701.2号室

Ｎ-４-１ 地球温暖化/省エネ対策（１） 6 8月2日 13:50 ～ 15:25 605号室

Ｎ-４-２ 地球温暖化/省エネ対策（２） 6 8月2日 15:40 ～ 17:15 605号室

Ｎ-４-３ 地球温暖化/省エネ対策（３） 6 8月1日 14:40 ～ 16:15 609号室

Ｎ-４-４ 地球温暖化/省エネ対策（４） 7 8月3日 13:00 ～ 14:55 605号室

Ｎ-４-５ 地球温暖化/省エネ対策（５） 8 8月3日 9:40 ～ 11:50 605号室

Ｎ-５-１ 管路（建設）（１） 7 8月1日 14:55 ～ 16:50 610号室

Ｎ-５-２ 管路（建設）（２）　 8 8月1日 12:30 ～ 14:40 610号室

Ｎ-６ ポンプ場・処理場施設 6 8月2日 10:00 ～ 11:35 609号室

Ｎ-７-１ 管路（維持管理）（１） 8 8月1日 12:30 ～ 14:40 606号室

Ｎ-７-２ 管路（維持管理）（２）　 7 8月2日 13:40 ～ 15:35 606号室

Ｎ-７-３ 管路（維持管理）（３）　 6 8月1日 14:55 ～ 16:30 606号室

Ｎ-７-４ 管路（維持管理）（４）　 5 8月2日 15:50 ～ 17:10 606号室

Ｎ-７-５ 管路（維持管理）（５）　 8 8月2日 10:00 ～ 12:10 606号室

Ｎ-８-１ ポンプ場・処理場施設（維持管理）(1)　 7 8月3日 13:00 ～ 14:55 701.2号室

Ｎ-８-２ ポンプ場・処理場施設（維持管理）(2) 7 8月3日 15:10 ～ 17:05 701.2号室

Ｎ-８-３ ポンプ場・処理場施設（維持管理）(3)　 6 8月2日 14:10 ～ 15:45 701.2号室

Ｎ-８-４ ポンプ場・処理場施設（維持管理）(4)　 7 8月3日  9:50 ～ 11:45 701.2号室

Ｎ-９-１ 水処理技術（１）　 7 8月2日 13:40 ～ 15:35 608号室

Ｎ-９-２ 水処理技術（２）　 8 8月1日 12:20 ～ 14:30 608号室

Ｎ-９-３ 水処理技術（３）　 8 8月1日 14:45 ～ 16:55 608号室

Ｎ-９-４ 水処理技術（４）　 8 8月2日 10:00 ～ 12:10 608号室

Ｎ-９-５ 水処理技術（５）　 7 8月3日 15:25 ～ 17:20 608号室

Ｎ-９-６ 水処理技術（６）　 5 8月2日 15:50 ～ 17:10 608号室

Ｎ-９-７ 水処理技術（７）　 8 8月3日 9:40 ～ 11:50 608号室

Ｎ-９-８ 水処理技術（８）　 8 8月3日 13:00 ～ 15:10 608号室

Ｎ-１０-１ 汚泥処理技術（１）　 7 8月2日 10:00 ～ 11:55 607号室

Ｎ-１０-２ 汚泥処理技術（２）　 7 8月3日 15:10 ～ 17:05 607号室

Ｎ-１０-３ 汚泥処理技術（３）　 5 8月2日 15:50 ～ 17:10 607号室

Ｎ-１０-４ 汚泥処理技術（４）　 6 8月1日 13:00 ～ 14:35 607号室

Ｎ-１０-５ 汚泥処理技術（５）　 6 8月1日 14:55 ～ 16:30 607号室

Ｎ-１０-６ 汚泥処理技術（６）　 8 8月3日 9:40 ～ 11:50 607号室

Ｎ-１０-７ 汚泥処理技術（７）　 8 8月3日 12:45 ～ 14:55 607号室

Ｎ-１１-１ 計測・制御（１） 5 8月1日 13:00 ～ 14:20 701.2号室

Ｎ-１１-２ 計測・制御（２） 4 8月1日 14:35 ～ 15:40 701.2号室

15 8月2日 12:30 ～ 14:00 6階ロビー

E-１資源再利用 8 8月2日 9:00 ～ 12:05 703号室

Ｅ-２計画と実施事例 8 8月2日 14:15 ～ 17:20 703号室

Ｅ-３-１科学技術 8 8月3日 9:30 ～ 12:35 703号室

Ｅ-３-２科学技術 5 8月3日 15:05 ～ 17:05 703号室

Ｅ-４ハイブリットポスタ-発表 9 8月3日 13:30 ～ 14:30 703号室
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※以下のプログラム最終版は7/20（木）にホームページにて公開いたします

発　　表　　題　　名 所　　属 氏　　名

P ― 1 12:30 ～ 14:00
沖縄県における再生水利用作物に対する消費者の
購買意欲の推定

京都大学大学院 由 藤 聖 利 香

P ― 2 12:30 ～ 14:00
ウキクサを介した下水処理水からのバイオエネル
ギー生産

東北大学 岩 野 寛

P ― 3 12:30 ～ 14:00
アナモックスを用いた窒素除去プロセスにおける
亜酸化窒素発生特性

京都大学 李 競

P ― 4 12:30 ～ 14:00
膜分離による一槽型アナモックスプロセスの安定
化と菌叢解析

広島大学 倉 塚 恒

P ― 5 12:30 ～ 14:00
枯草菌優占化メッシュ型回転円盤による低CN比環
境の優れた窒素除去性能

国立群馬工業高等専門学
校

青 井 透

P ― 6 12:30 ～ 14:00
下水汚泥処理へのバイオガスコジェネレーション
と排熱を利用した熱処理の導入効果

東北大学 池 田 聡

P ― 7 12:30 ～ 14:00
泉北水再生センターの循環式硝化脱窒型MBRの膜
閉塞物質と微生物群集の解析

大阪大学大学院 惣 田 訓

P ― 8 12:30 ～ 14:00
下水処理水に残存する直鎖アルキルベンゼンスル
ホン酸の微生物担体処理

（国研）土木研究所 小 森 行 也

P ― 9 12:30 ～ 14:00 下水道における水素利活用について 日本下水道事業団 金 澤 純 太 郎

P ― 10 12:30 ～ 14:00
メールマガジンを活用した下水道機構の広報　～
みんなで“ゆいまーる”～

（公財）日本下水道新技
術機構

山 田 麻 利 子

P ― 11 12:30 ～ 14:00
浸水対策ポータルサイト「アメッジ」の取り組み
について

（公財）日本下水道新技
術機構

加 藤 伸 孝

P ― 12 12:30 ～ 14:00
ぬいぐるみを活用した広報活動～あなたに代わっ
てぬいぐるみが見学します～

（公財）愛知水と緑の公
社

鬼 頭 昌 子

P ― 13 12:30 ～ 14:00 多様な主体と協働した堺市の下水道広報 堺市 郷 田 秀 章

P ― 14 12:30 ～ 14:00
下水道工事現場の仮囲いをフル活用！ イメージ
アップと見える化

川崎市 髙 田 優

P ― 15 12:30 ～ 14:00
管路内蔵型逆流防止弁による浸水対策の新たな提
案と今後の発展についての考察

（株）イトーヨーギョー 森 亮 太

第５４回下水道研究発表会　ポスターセッションプログラム

平成29年8月2日（水）

ポスター発表会場(６Ｆ　ロビー) 平成29年5月15日現在

発表番号 時　　間



N-2-2-1 東京都 大熊修 N-7-1-1 浜松市 小野恵亮 N-10-4-1 兵神装備（株） 豊永大輔 N-9-2-1
（公財）日本下水
道新技術機構 中園翔太

N-2-2-2 （株）NJS 高橋章弘 N-7-1-2 神戸市 野本拓哉 N-10-4-2 栗田工業（株） 井上健 N-9-2-2 月島機械（株） 木村葵

N-2-2-3 関西大学 尾崎平 N-7-1-3
（公財）日本下水道
新技術機構 荒木隆夫 N-10-4-3 月島機械（株） 窪田俊弥 N-9-2-3 高松市 大前知史

N-2-2-4
国土技術政策総合
研究所 松浦達郎 N-7-1-4 日本水工設計（株） 竹石和夫 N-10-4-4 月島機械（株） 西田卓弘 N-9-2-4 東京都 森谷典子

N-2-2-5 東京都 大森一樹 N-7-1-5
（公財）日本下水道
新技術機構 玉江祥和 N-10-4-5

東京都下水道サービ
ス（株） 今井悠斗 N-9-2-5 東京都 玉井奈生子

N-2-2-6 横浜市 伊藤俊輔 N-7-1-6
（公財）日本下水道
新技術機構 西坂浩章 N-10-4-6 東京都 佐藤友規 N-9-2-6

クリアウォーター
OSAKA（株） 森健二

N-2-2-7 東京都 犬飼満 N-7-1-7 尼崎市 中野良祐 N-9-2-7 堺市 田村正行

N-7-1-8 横浜市 下田健一 N-9-2-8 茨城県 津田一透

N-2-3-1 京都市 澤田勇一 N-7-3-1
（公財）日本下水道
新技術機構 亀田瞬 N-10-5-1 （株）クボタ 坂田晃治 N-9-3-1 日立造船（株） 宮崎悠爾

N-2-3-2 名古屋市 石原隆寛 N-7-3-2 (株)パスコ 丸山雄吉 N-10-5-2
月島テクノメンテ
サービス(株) 岩崎晃之 N-9-3-2

日本下水道事業
団 星川珠莉

N-2-3-3 横浜市 長澤亮 N-7-3-3 川崎市 野端真斗 N-10-5-3 成蹊大学 武田陽介 N-9-3-3
日鉄住金環境
（株） 市川康平

N-2-3-4 日本工営（株） 井藤元暢 N-7-3-4 (株)パスコ 渡邉嘉彦 N-10-5-4
（公財）埼玉県下水
道公社 齋藤朋之 N-9-3-4

日本下水道事業
団 栗田毅

N-2-3-5 東京都 大塚雅貴 N-7-3-5 高梨技術士事務所 高梨哲彦 N-10-5-5 東京都 市村直也 N-9-3-5 （株）西原環境 大日向佑介

N-2-3-6 東京大学 李星愛 N-7-3-6 大阪市 谷輪陽介 N-10-5-6 （株）西原環境 西川豊康 N-9-3-6 横浜市 野村悠介

N-2-3-7
国土技術政策総合
研究所 麦田藍 N-9-3-7

住友重機械エンバ
イロメント（株） 松﨑祐子

N-2-3-8
（公財）日本下水
道新技術機構 森脇隆一 N-9-3-8

（株）神鋼環境ソ
リューション 柴田和明

第54回下水道研究発表会 口頭発表セッションプログラム

―平成２９年８月１日（火）　午後の部－

第１会場（605会議室） 第２会場（606会議室） 第３会場（607会議室） 第４会場（608会議室）

降雨情報システム(東京アメッシュ)に
おけるお客さまへの配信サービスの向
上について

浜松市における下水道維持管理計画(管
路調査編)について

ロータリー式ポンプの汚泥処理施設へ
の適用

ICT等を活用した水処理工程の制御技
術に係る調査

LPWA（無線）を活用した管内水位観測
システムの構築に関する検討

雨水管きょの面的な老朽化対策につい
て

重力濃縮槽における汚泥浮上対策の検
討

標準活性汚泥法設備での運転管理の
工夫による窒素・りん除去事例

Ｎ－２－２　雨水対策（２） Ｎ－７－１　管路（維持管理）（１） Ｎ－１０－４　汚泥処理技術（４） Ｎ－９－２　水処理技術（２）

12：30～14：25　（7編） 12：30～14：40　（8編） 13：00～14：35　（6編） 12：20～14：30　（8編）

自然排水区における合流式下水道改善
貯留施設設計の手引きの策定について

スクリーニング調査を活用した効率的
な管路調査方法に関する検討

ベルト濃縮機のろ布洗浄薬品の洗浄効
果と洗浄方法の最適化に関する調査

みやぎ水再生センターにおける制限
曝気運転による窒素削減の取組につ
いて

合流改善における横浜市型スクリーン
設計基準の作成

衝撃弾性波検査法のデータ分析を基に
した今後の利活用方法に関する研究

清瀬水再生センターにおける機械濃縮
設備の薬品費削減の取組

既存処理場のステップ流入式２段硝
化脱窒法への改造による窒素削減効
果について

大規模地下空間の浸水対策としての管
内水位情報の有用性に関する一考察

下水道管路マネジメント支援に関する
一考察－ルーブリックを踏まえたモニ
タリング評価の検討－

ろ液浸漬型濃縮装置による既存脱水機
性能向上の事例紹介

東部下水処理場における疑似Ａ2Ｏ法
の検討

既存施設を活用した都市浸水対策技術
の実証研究

マルコフモデルを用いた下水道管路の
劣化解析

ろ液浸漬型濃縮装置の初沈汚泥濃縮へ
の適用実証事例

東京都流域下水道における高度処理
施設の実態調査による最適な運転条
件の考察

Ｎ－２－３　雨水対策（３） Ｎ－７－３　管路（維持管理）（３） Ｎ－１０－５　汚泥処理技術（５） Ｎ－９－３　水処理技術（３）

14：40～16：50　（8編） 14：55～16：30　（6編） 14：55～16：30　（6編） 14：45～16：55　（8編）

芝浦水再生センター上部利用事業に伴
う合流改善施設の運用について

管渠維持管理の見える化について 高度処理施設における曝気風量削減
に向けた季節毎の運転条件の検討に
ついて

横浜市における下水道幹線管きょ点検
研修の実施について

潮来浄化センターにおける運転変更
による処理コスト削減に関する調査
（第２報）

横浜市雨水調整池ビオトープの管理優
先度付けと生物多様性保全の取組みに
ついて

分流式下水道区域における不明水調査 下水汚泥焼却灰のアルカリ刺激による
溶解と固化

標準活性汚泥法における流入負荷量
連続モニタリングに関する検討

圧力管流れにおけるマンホール損失の
低減に向けた実験的研究

流量解析データを指標とした維持管理
計画内容決定事例

水処理の高度処理化による汚泥処理へ
の影響

下水の反応タンク滞留時間に関する
一考察

幹線道路直下での泥土圧シールド工法
による急曲線施工事例について

大流域における雨天時浸入水区域の絞
込みに関する一考察

タービンアシスト式流動焼却システム
による省電力技術の開発

簡易処理高度化施設の晴天時利用に
よる最初沈殿池代替技術の開発（第
２報）

ニューマチックケーソン工法による大
深度立坑の築造について

下水道管渠の流量解析原理 流動焼却設備における灰の焼結事例と
焼結防止対策に関する報告(第4報)

超高効率固液分離技術が後段の生物
処理へ与える影響について

都市浸水対策に用いられる降雨波形に
関する分析

低圧損型メンブレンパイプ式超微細
気泡散気装置の深槽反応タンクへの
適用

気候変動による海面上昇が下水道へ与
える影響に関する調査研究

合成樹脂製汚泥かき寄せ機のオペ
レーション向上と長寿命運用

流体解析を用いた分水人孔構造の検討 分流汚水雨天時越流水対策に関する実
務的対応

送泥管ネットワークを活用した汚泥焼
却炉の効率的な運用

反応タンクへの担体添加の滞留時間
に及ぼす影響

下水道施設内観測水位データとXRAIN
を用いた鶴見川流域における内水氾濫
解析

下水管渠への浸入水に関する調査につ
いて

太陽熱温水器を用いた低温除湿型汚泥
乾燥機の導入事例

最終沈殿池の定量的管理手法の検討



S-6-1 （株）日水コン 福沢敬三 N-5-2-1 大阪府 大田健二 N-11-1-1
東京都下水道サービ
ス（株） 熱田孝

S-6-2
（株）東京設計
事務所 坂本勇 N-5-2-2 北九州市 柴田光義 N-11-1-2

東京都下水道サービ
ス（株） 松井駿佑

S-6-3
メタウォーター
（株） 福嶋俊貴 N-5-2-3 東京都 嶋田慎司 N-11-1-3

（公財）日本下水道
新技術機構 野入菜摘

S-6-4 （株）タクマ 水野孝昭 N-5-2-4 東京都 松平晃典 N-11-1-4 横浜市 米本豊

S-6-5 東京都 池田光 N-5-2-5 川崎市 青栁匠 N-11-1-5 東京都 後藤誠大

S-6-6 長岡技術科学大学 佐々木星弥 N-5-2-6 浜松市 中川匡雄

S-6-7
（株）ユーグレ
ナ 鈴木秀幸 N-5-2-7

積水化学工業
（株） 加藤雅治

N-5-2-8
東京都下水道サービ
ス（株） 巽健二

N-4-3-1 弘前市 樋口英之 N-5-1-1 東京都 小川貴浩 N-11-2-1
横河ソリューション
サービス（株） 杉本敦史

N-4-3-2 （株）興和 小酒欽弥 N-5-1-2
（株）東京設計事務
所

出來山敏久 N-11-2-2
横河ソリューション
サービス（株）

秋山宗一郎

N-4-3-3 上越市 長谷川純一 N-5-1-3
（公財）日本下水道
新技術機構 山田和哉 N-11-2-3

（株）ウォーター
エージェンシー 湛記先

N-4-3-4
東亜グラウト工業
（株） 田熊章 N-5-1-4

（株）東京設計事務
所 早川明宏 N-11-2-4 （株）日水コン 福本徹

N-4-3-5 長岡技術科学大学 石川隆世 N-5-1-5
東京都下水道サービ
ス（株） 大泉真人

N-4-3-6 新潟市 二瓶篤 N-5-1-6
東京都下水道サービ
ス（株） 川島健介

N-5-1-7 東京都 髙橋正敏

―平成２９年８月１日（火）　午後の部－

第５会場（609会議室） 第６会場（610会議室） 第７会場（701.702会議室） 第８会場（703会議室）
Ｓ－６　バイオソリッドの利活用／りん等有用資
源の回収

Ｎ－５－２　管路（建設）（２） Ｎ－１１－１　計測・制御（１）

12：30～14：25　（7編）

望ましい資源循環を目指した下水処理
場へのオゾン処理技術導入の検討

既成市街地におけるシールド切替型推
進工法による長距離施工について

ICTを活用した下水処理場等における広
域情報管理システムの構築に関する研
究

ユーティリティ消費量等に基づく階段
炉による下水汚泥焼却発電システムの
性能評価

推進工事における腐食土層（ピート
層）及びメタンガス対策について

横浜市に於ける水質テレメータ監視に
ついて

12：30～14：40　（8編） 13：00～14：20　（5編）

下水道資源を利活用した水素関連事業
の実現可能性調査等について（その
２）

雨水貯留管と合流改善用貯留施設の
シールド工法による一括施工について

下水道光ファイバーと各種センサの接
続技術の開発その２

ＤＢＯ方式による広域汚泥処理事業の
推進～長期にわたるバイオソリッドの
利活用～

桜町北湊雨水貯留管シールド工事にお
ける到達立坑の計画と施工について

赤外線レーザーを用いた汚泥消化ガス
中メタン濃度の連続測定技術の開発そ
の２

下水由来資源を活用したユーグレナ培
養技術の構築と培養条件最適化の検討

地下埋設物移設不要ならせん案内路式
ドロップシャフトの狭小地施工事例

築地場外市場の下水道工事における地
元との協働

「分離処理システム」による焼却灰の
資源化技術の開発

高水位の中大口径管きょ切廻しにおけ
る水替え工法の検討

高潮防潮扉の遠方制御化に伴う操作体
制の強化について

バイオガス中のCO２利用のための有機
膜による高濃度CO２回収の実証試験

市街地における立坑築造に伴う補助地
盤改良の工法選定について

下水熱を活用した歩道融雪の実証研究 長距離・大深度のシールド工法による
都心部での下水道整備～千代田幹線整
備事業～

電池駆動水位計開発と下水道施設への
適用検討

ヒートポンプレス下水熱融雪の性能向
上に関する研究

シールド設計における一考察～シール
ド設計時の発進方法等について～

機械学習を用いたセンサ予知保全への
取り組み

Ｎ－４－３　地球温暖化／省エネ対策（３） Ｎ－５－１　管路（建設）（１） Ｎ－１１－２　計測・制御（２）

14：40～16：15　（6編） 14：55～16：50　（7編） 14：35～15：40　（4編）

下水放流水からの冷温熱回収と植物栽
培への利用

ICTを活用した管きょ再構築実施設計補
助支援ツールの開発

下水熱を熱源とした農業用空調施設導
入の効果検証

設計図及び積算システムと連携した数
量計算システムの開発

Φ250小口径管路を用いた融雪技術 大深度管路への空気連行量の低減に関
する研究

曝気ブロワ運転台数の自動制御

中小口径管路からの採熱による車道融
雪技術（ヒートポンプを活用した融
雪）

ピグ洗浄排水管の暫定利用による早期
供用開始について

ICT/IoT技術等を活用した下水道施設の
監視・管理のスマート化に関する検討

再構築工事に伴う光ファイバーケーブ
ル移設協議について



N-2-1-1 横浜市 堀田誠治 N-7-5-1 管清工業（株） 内海克哉 N-10-1-1 巴工業（株） 植村英之 N-9-4-1 福岡市 白水正道

N-2-1-2 京都市 中村卓人 N-7-5-2
東京都下水道サービ
ス（株） 岡元信行 N-10-1-2

株式会社広島メタル
＆マシナリー 北風俊哉 N-9-4-2 東京都 松下勝一

N-2-1-3 横浜市 黒羽根能生 N-7-5-3
（株）東京設計事務
所 鈴木克紀 N-10-1-3 三機工業（株） 吉田聡 N-9-4-3 札幌市 石上純佳

N-2-1-4 日本大学大学院 細川康司 N-7-5-4 東京都 中本啓 N-10-1-4 月島機械（株） 高尾大 N-9-4-4 大阪市 平井幸徳

N-2-1-5 （株）石垣 井下博登 N-7-5-5 名古屋市 後藤佑一朗 N-10-1-5
東京都下水道サービ
ス（株） 五十嵐聡 N-9-4-5 大阪市 笹本琢士

N-2-1-6
（株）東京設計事
務所 大内洋 N-7-5-6

（株）Ｇ＆Ｕ技術研
究センター 宮田義一 N-10-1-6

東京都下水道サービ
ス（株） 吉野竜平 N-9-4-6 札幌市 岡田直樹

N-2-1-7 （株）NJS 東正史 N-7-5-7 札幌市 西敬浩 N-10-1-7 今治市 阿部陽介 N-9-4-7 札幌市 大野卓也

N-7-5-8
（株）G&U技術研究
センター 嶋田耕二 N-9-4-8 東京都 葛西孝司

―平成２９年８月２日（水）午前の部－

第1会場（605会議室） 第2会場（606会議室） 第3会場（607会議室） 第4会場（608会議室）

きめ細かな浸水対策への取組（旭土木
事務所）

大口径管きょ清掃無人化技術の開発 低動力型高効率遠心脱水機の安定性に
ついて

福岡市西部水処理センターにおける
リンの季節別管理運転方法の検討

京都駅周辺における地下街等の浸水対
策施設の整備と改築更新への活用につ
いて

不織布等による下水道マンホールポン
プの詰まり防止対策の取組事例と課題

直胴型遠心脱水機における消費電力の
低減

落合水再生センターにおける冬期水
質悪化に対する取り組みについて

Ｎ－２－１　雨水対策（１） Ｎ－７－５　管路（維持管理）（５） Ｎ－１０－１　汚泥処理技術（１） Ｎ－９－４　水処理技術（４）

10：00～11：55　（7編） 10：00～12：10　（8編） 10：00～11：55　（7編） 10：00～12：10　（8編）

小規模雨水ポンプ場における先行待機
型横軸水中ポンプの導入効果に関する
研究

ビルピットの予防型臭気対策 遠心脱水機ダムプレート変更による含
水率改善

ステップ流入式2段硝化脱窒法と雨天
時下水活性汚泥処理法の併用運転手
法の確立

市街地における雨水増補管築造時の施
設配置に関する一考察

下水環境におけるＡＣＭ型腐食センサ
を活用した鋳鉄の腐食環境評価

投入汚泥濃度等の調整による脱水性向
上

札幌市の下水処理場における硝化速
度定数の算定について

横浜市旭区の浸水対策【内水（下水
道）・外水（河川）連携事業】

ベント管伏越しの維持管理方法と頻度
の提案

省エネ型遠心脱水機による余剰汚泥対
応型脱水機の開発における実証試験

反応タンクへの流入停止が放流水質
に及ぼす影響について

射流中の横越流の排出機能に対するフ
ラップ設置の影響

ビルピットで生成される硫化水素発生
の現状把握

中小規模処理場向け脱水乾燥システム
による下水汚泥の肥料化、燃料化技術
実証研究

降雨と生物学的りん除去機能低下の
関係について

複数都市が管理する都市下水路におけ
る浸水対策計画について

断熱蓋による積雪路面での段差軽減効
果の検証

維持管理性の向上を目指した移動脱水
車の導入

硝化速度に変化を及ぼす要因の推測

雨水桝ふたの落葉詰まりによる排水性
能検証実験

亜硝酸蓄積型硝化の発生原因と対策



N-6-1 東京都 山口貴士 S-3-1 北九州市 緒方恵里奈 N-3-3-1 広島大学 吉谷薫

N-6-2 東京都 岡部和樹 S-3-2
（公財）日本下水道
新技術機構 日高康晴 N-3-3-2 北九州市 岡山哲也

N-6-3 東京都 千田洋次 S-3-3 横浜市 水野寛之 N-3-3-3 横浜市 酒井真美

N-6-4 東京都 浅井勇太 S-3-4 横浜市 大西了 N-3-3-4 京都市 山田啓太

N-6-5
日本下水道事業
団 宮内千里 S-3-5 横浜市 溝上聖章 N-3-3-5 東京大学 中島典之

N-6-6
（株）東京設計事
務所 粟野仁史 S-3-6

月島テクノメンテ
サービス(株) 阿部順一 N-3-3-6 大阪府 岡正雄

S-3-7
（公財）日本下水道
新技術機構 下池誠 N-3-3-7

日本メンテナスエン
ジニヤリング（株） 山路啓史

S-3-8
（公社）日本技
術士会 常井友也 N-3-3-8

（国研）土木研究
所 諏訪守

―平成２９年８月２日（水）午前の部－

第５会場（609会議室） 第６会場（610会議室） 第７会場（701.702会議室） 第８会場（703会議室）

Ｎ－６　ポンプ場・処理場施設（建設） Ｓ－３　ＢＣＰ・リスクマネジメント
Ｎ－３－３　環境・再生・リサイクル・水系水
質リスク（３）

Ｅ－１　資源再利用
Resource Recovery
9：00～12：05　（8編）10：00～11：35　（6編）

南多摩水再生センターにおける第二世
代型焼却炉の建設工事

下水道BCPに係る研修·訓練の取組み 水再生センターにおける医薬品類に使
用される化学物質の実態調査

E-1-3　滋賀県
茨木誠
The effect of wide area sludge
fuelization project in Shiga
prefecture

エネルギー自立型汚泥焼却炉の設計に
ついて

横浜市下水道ＢＣＰにおける下水道管
路調査訓練の実施

下水処理場における水銀の物質収支

10：00～12：10　（8編） 10：00～12：10　（8編）

大深度におけるケーソン４函の地中接
続について

下水道災害復旧支援・受援マニュアル
の策定について

市街地におけるノンポイント汚染の降
雨流出汚濁負荷量予測モデルの誤差要
因

E-1-1　三菱長崎機工（株）
大川慎一郎
An introduction of sewage sludge
treatment recycling technology
through continuous thermal
hydrolysis (THP)既設橋梁近接によるニューマチック

ケーソン工法の施工について
都道府県下自治体が合同で取り組む下
水道BCP作成の成果

北九州市下水道化学物質管理計画に基
づくポンプ場等の水質調査について E-1-2　（株）タクマ

村岸弘基
Evaluation of Sludge Incineration
and Power Generation System of
Demonstration Plant and its
Installation Effect

破砕・脱水機構付垂直スクリュー式除
塵機の性能及び導入効果

被災時を想定した受援体制の構築に向
けた取組み

底生甲殻類繁殖試験による道路排水中
微粒子の有害性評価

E-1-4　（株）神鋼環境ソリューショ
ン
大山成人
Innovative biogas production
system in WWTP  (B-DASH project)

最終沈殿池に発生したスカム対策に関
する一考察

災害発生時における下水道設備の業務
継続力向上への取り組みに関する報告

水質分析精度管理における評価結果に
ついて E-1-5　大阪市

武知将士
Conversion of sewage sludge to
solid fuel  project in Osaka City
- For creation of a recycle-
oriented society and prevention
of global warming -

沖縄県で実施した下水道BCP図上訓練の
効果と得られた知見

E-1-7　福岡市
字室俊秀
Demonstration of Hydrogen
Generation from Sewage Biogas

光触媒空気清浄機による水質測定室の
クリーンルーム化

地震等が起因する車両火災による下水
道管路施設の耐火性能評価に関する研
究

特定酵素基質培地による大腸菌の定量
評価

E-1-6　神戸市
増田孟
Kobe City Sewage Work
Contributing to Improving the
Quality of Life of Citizens

E-1-8　国土技術政策総合研究所
山下洋正
Development of international
guidelines for water reuse in
ISO/TC282



N-4-1-1 川崎市 三ツ屋薫 N-7-2-1 広島市 上田大樹 S-1-1
東京都下水道サービ
ス（株） 五十嵐明 N-9-1-1 福岡市 古栃裕規

N-4-1-2
（株）神鋼環境ソ
リューション 谷口宏隆 N-7-2-2 （株）カンツール 佐々木啓至 S-1-2 横浜市 北澤恵子 N-9-1-2 札幌市 大谷将基

N-4-1-3
東京都下水道サー
ビス（株） 福島勝紀 N-7-2-3 管清工業（株）原拓人 S-1-3 日本大学 保坂成司 N-9-1-3

（株）日立製作
所 西田佳記

N-4-1-4 月島機械（株） 伊藤早織 N-7-2-4 横浜市 新田和宏 N-9-1-4 ㈱東芝 小原卓巳

N-4-1-5 日本工営（株）飯田和輝 N-7-2-5 管清工業（株）髙崎暢哉 N-9-1-5 前澤工業（株）
NGUYENTHAN
H PHONG

N-4-1-6 山口大学大学院 遠藤宣隆 N-7-2-6 （株）クボタ 景山早人 N-9-1-6 川崎市 丸山浩司

N-7-2-7
国土技術政策総合研
究所 川島弘靖 N-9-1-7

（株）日立製作
所 佐々木暁

N-4-2-1 岡山市 大月孝将 N-7-4-1 （株）アスコ大東 竹内大輔 N-10-3-1 熊本市 坂巻伸一 N-9-6-1 （株）タクマ 高木啓太

N-4-2-2
（公財）日本下水
道新技術機構 若林善仁 N-7-4-2

中日本建設コンサ
ルタント（株） 小田智洋 N-10-3-2 倉敷市 花土裕治 N-9-6-2 東北大学大学院 馬海元

N-4-2-3
日本大学大学
院

赤城大史 N-7-4-3 横浜市 西井達哉 N-10-3-3 （株）石垣 杤岡英司 N-9-6-3 東北大学 白砂智将

N-4-2-4
国土技術政策総合
研究所 道中敦子 N-7-4-4 札幌市 大塚剛史 N-10-3-4 日本下水道事業団 碓井次郎 N-9-6-4 オルガノ（株） 三宅將貴

N-4-2-5 池田市 武内裕哉 N-7-4-5 旭川市 千代直樹 N-10-3-5
（国研）土木研究
所 山﨑廉予 N-9-6-5

国土技術政策総合
研究所

前田光太郎

N-4-2-6
国土技術政策総合
研究所 堀井靖生

―平成２９年８月２日（水）午後の部－

特別講演（水環境＆リユース財団の最高経営責任者　メリッサ・Ｌ・ミーカー氏　12：30～13：30　1Ｆ　レセプションホールＡ

ポスター発表　12：30～14：00　6Ｆロビー

13：50～15：25　（6編） 13：40～15：35　（7編） 14：45～15：35　（3編） 13：40～15：35　（7編）

流動焼却炉の二段燃焼化による温室効
果ガスの削減効果に関する研究

展開図化式カメラによる管きょの調査
報告

下水道管路施設情報の活用と総合的な
管理システム

風量制御による嫌気好気法の窒素処
理能力向上に関する検討

第1会場（605会議室） 第2会場（606会議室） 第3会場（607会議室） 第4会場（608会議室）

Ｎ－４－１　地球温暖化／省エネ対策（１） Ｎ－７－２　管路（維持管理）（２） Ｓ－１　アセットマネジメント（事業管理計画） Ｎ－９－１　水処理技術（１）

過給式流動焼却炉における省エネル
ギー効果と環境対策

産学官共同連携によるドローンを用い
た管路調査技術の実用化に向けた取り
組み

標準活性汚泥法におけるＮＨ４－Ｎ
／ＤＯ制御の省エネ性能と窒素除去
特性の評価

微生物燃料電池の下水処理施設への適
用検討

国内外の送泥管洗浄・調査技術に関す
る実証試験

二点DO制御システムを用いたOD法実
施設における低負荷条件での運転状
況

循環式高効率二段燃焼炉の安定運転と
N2O排出量削減実績について

カメラ付きノズル、押込カメラ、全方
位カメラを用いたスクリーニングへの
適用性

再構築ビジョンの策定について 豊平川水再生プラザにおけるＮＡＤ
Ｈセンサー等を用いた反応タンク運
転方法の検討

汚泥焼却炉における都市ガス使用量の
削減

簡易ビデオカメラを用いたスクリーニ
ング技術の実証に関する共同研究

ランダムサンプリングによる管渠の異
常の推定に関する研究

アンモニア計を用いた硝化制御の複
数系列適用手法の構築

Ｎ－４－２　地球温暖化／省エネ対策（２） Ｎ－７－４　管路（維持管理）（４） Ｎ－１０－３　汚泥処理技術（３） Ｎ－９－６　水処理技術（６）

下水処理水と海水の塩分濃度差を利用
した水素製造システム技術に関する研
究

下水圧送管路における硫化水素に起因
する腐食の効率的な調査・診断に関す
る研究

等々力水処理センターにおける反応
タンクでの排ガス酸素濃度制御に関
する調査

管路調査の高速化に向けた新型調査機
器の要求水準に関する検討

災害時の段階的な応急復旧処理等に
適用可能な仮設水処理ユニットの開
発

OD法の特徴と省エネの観点から見た取
り組みへの考察

下水道管きょ欠損部周りの浸透流によ
る空洞領域推定の試み

下水汚泥由来繊維利活用システムの混
合生汚泥への適用検討について

自己造粒型アナモックス流動床によ
る窒素除去とリン回収の同時実現プ
ロセスの研究

好気及び攪拌工程における一酸化窒素
強制通気が亜酸化窒素生成に及ぼす影
響

横浜市青葉区での下水道取付管におけ
る予防保全型維持管理の取組みについ
て

下水汚泥由来繊維利活用システムの長
期運転による実施設への影響調査

一槽式Anammoxプロセスを用いたメタ
ン発酵消化液の窒素除去

15：40～17：15　（6編） 15：50～17：10　（5編） 15：50～17：10　（5編） 15：50～17：10　（5編）

アンモニアセンサーを用いたOD法に係
る送風量削減の取組み（その2）

下水道管路管理における路面下空洞調
査頻度の検討

熊本市における下水汚泥由来繊維利活
用システムの実証実験について

固定床型アナモックスプロセスの中
長期停止に関する実証的検討

エネルギー効率に着目した革新的汚泥
乾燥技術の技術性能評価

嫌気性消化導入が温室効果ガス排出量
に与える影響

施工後20年超更生管の長期耐久性につ
いて

下水汚泥由来繊維利活用システムの導
入検討手法

連続式活性汚泥法への好気性グラ
ニュール法適用検討

汚泥量低減時における汚泥処理設備の
最適運転方法の検討～Ｂ－ＤＡＳＨ自
主研究～

衝撃弾性波検査法による管更生工法
（複合管）の設計について

刈草を下水汚泥の脱水助剤として活用
するための基礎的研究

アンモニアストリッピングにおける
運転条件がアンモニアガス濃度に与
える影響



S-5-1-1
（公財）日本下水
道新技術機構 桑原裕樹 N-1-3-1

（公財）福島県下水
道公社 紺野良樹 N-8-3-1

（公財）神奈川県下
水道公社 中里卓也

S-5-1-2 （株）日水コン 浅田勇次 N-1-3-2 （株）NJS 山田隼也 N-8-3-2
東京都下水道サービ
ス（株） 包原洋

S-5-1-3
メタウォーター
（株） 松岡遼 N-1-3-3 堺市 楠本武司 N-8-3-3 荏原実業（株） 髙橋祐樹

S-5-1-4
（株）新日本コン
サルタント 城岸巧 N-1-3-4 名古屋市 荒木駿 N-8-3-4 栗田工業（株） 小島英順

S-5-1-5
古野電気
（株）

松永和也 N-1-3-5 堺市 矢野雄一郎 N-8-3-5 荏原実業（株） 南大介

N-8-3-6
メタウォーター
（株） 大和信大

S-5-2-1 滋賀県 吉村まりな N-1-1-1
国土技術政策総合研
究所

岡本誠一郎 N-3-1-1
東京都下水道サービ
ス（株） 小高勇

S-5-2-2 早稲田大学 児玉香織 N-1-1-2 東京都 池田潤考 N-3-1-2
東京都下水道サービ
ス（株） 後藤麻希

S-5-2-3 早稲田大学 中山裕貴 N-1-1-3
（公財）日本下水道
新技術機構 後藤正寛 N-3-1-3

（株）東京設計事務
所 大西学

S-5-2-4 早稲田大学 中森奈波 N-1-1-4 盛岡市 坂本貴裕 N-3-1-4
国土技術政策総合研
究所 板倉舞

S-5-2-5 横浜市 村上英明 N-1-1-5 東京都 外園明成 N-3-1-5 （株）西原環境 小関進介

N-1-1-6 東京都 清木武尊

Ｓ－５－１　集中豪雨対策（１） Ｎ－１－３　経営・計画（３）
Ｎ－８－３　ポンプ場・処理場施設（維持管
理）（３）

Ｅ－２　計画と実施事例
Strategy and Best Practice

14：15～17：20　（8編）

14：20～15：40　（5編） 14：10～15：30　（5編） 14：10～15：45　（6編）

―平成２９年８月２日（水）午後の部－

第５会場（609会議室） 第６会場（610会議室） 第７会場（701.702会議室） 第８会場（703会議室）

マンホール本体の豪雨時内圧対策検討 「下水道統計」の見える化による県内
下水道事業への活用検証

活性炭交換時期の検討について E-2-1　北九州市
村上恵美子
Implementation Review of
Management Plan for Chemical
Substances in Kitakyushu City
Sewage内水氾濫被害軽減に向けたソフト対策

に関する一考察
下水道事業に影響を与える要素の分析
と考察

雨天時貯留池脱臭設備の効果的な管理

E-2-2　（株）クボタ
大井裕亮
Report on application of Membrane
Bioreactor process in response to
new Phosphorous and Nitrogen
limits for the Canton Water
Reclamation Facility in the
U.S.A.

都市域における局所的集中豪雨に対す
る雨水管理技術による浸水被害軽減効
果の検討

給排水設備工事の情報共有による下水
道使用料の適切な賦課について

散水ろ床型リアクタを用いた汚泥系臭
気除去に関する基礎的検討

E-2-5　日本下水道事業団
今島祥治
JS’s Training for Sewerage
Engineers in Thailand (WMA)

汚泥処理系臭気への触媒式脱臭剤の適
性検討

施設運転支援や自助・共助支援に適応
した短時間降雨予測モデルの検討

総合評価落札方式の導入効果に関する
一考察

硫化物生成速度予測式を応用した汚泥
処理工程の臭気対策と遠隔監視システ
ムの検討

E-2-3　横浜市
横手加奈
Construction and Public Relations
of the Temporary Toilet System
Directly Connected to Sewers in
Yokohama City

都市域レーダの性能評価 滞納債権の効果的な徴収方法について 循環散水方式生物脱臭装置による汚泥
処理施設の超高濃度臭気除去の検討 E-2-4　イズミル市

İŞGENÇM.Faruk
SEWERAGE RISK MANAGEMENT IN IZMIR

E-2-8　Beijing General Municipal
Engineering Design& Research
Institute Co.,Ltd.

Guijie Song

Discussion on Comprehensive
Control Technology of Polluted
Rivers in Guanlan River Basin of
Shenzhen City

集中豪雨による東京都心部の浸水プロ
セスと都市河川の洪水に及ぼす下水道
の効果

「技術開発推進計画2016」の策定にお
ける技術経営手法の活用について

ＵＦ膜閉塞の原因推定と洗浄効果確認
調査

荒川と江戸川ではさまれた東京東部低
平地の浸水プロセスと下水道の雨水排
除機能

社会情勢の変化に対応した下水道機構
の「中期事業計画」について

E-2-6　福岡市
樽井史朗
The Project of Capacity
Development of Drainage in Yangon
City

Ｓ－５－２　集中豪雨対策（２） Ｎ－１－１　経営・計画（１）
Ｎ－３－１　環境・再生・リサイクル・水系水
質リスク（１）

E-2-7　東京都
森川脩之
Measures against aging of sewage
pipe

15：55～17：15　（5編） 15：45～17：20　（6編）

ＵＦ膜と紫外線消毒を用いた再生水処
理システムのウイルス除去における管
理手法について

豪雨域の移動方向が下水道ならびに都
市河川への雨水集中と都市浸水に及ぼ
す影響

盛岡市の汚水処理施設概成アクション
プランの事例

衛生学的リスク評価とコスト・エネル
ギー消費量を考慮した下水処理方法の
検討

浸水被害対策区域の指定について 東京都多摩地域における浸透施設を活
用した合流改善事業の推進

下水処理水の再生水処理システムに関
する研究

16：00～17：20　（5編）

滋賀県における雨天時浸入水に対する
取組みについて

全国下水道事業主体の技術導入に関す
る動向調査

再生水造水設備の効率化技術の開発

公園の再整備と連携した合流式下水道
改善対策の計画



N-4-5-1 （株）日立製作所 藤井健司 S-7-2-1 東京都市大学 遊佐大介 N-10-6-1 月島機械（株） 橋本悠司 N-9-7-1 茨城県 横山秀樹

N-4-5-2
（公財）日本下水
道新技術機構 田村崇 S-7-2-2 東京都市大学大学院 中村康大 N-10-6-2 メタウォーター（株）栗波智樹 N-9-7-2 茨城県 清水雅也

N-4-5-3 東京都 新井龍一 S-7-2-3 三菱電機（株）今村英二 N-10-6-3 （株）東芝 永森泰彦 N-9-7-3 北里大学 井上大介

N-4-5-4
（公財）日本下水
道新技術機構 山科健一 S-7-2-4 中央大学 山村寛 N-10-6-4 （株）NJS 岩瀬範泰 N-9-7-4 大成建設（株）山本哲史

N-4-5-5
国土技術政策総合
研究所

藤井都弥子 S-7-2-5 中央大学 羽深昭 N-10-6-5 （株）フソウ 藤本雅之 N-9-7-5
（国研）土木研
究所 金子陽輔

N-4-5-6
（公財）日本下水
道新技術機構 小野基巳 S-7-2-6 東北大学 鹿野滉平 N-10-6-6 栗田工業（株）埜村誠 N-9-7-6 札幌市 杉淵玄

N-4-5-7 大阪府 山口裕一 S-7-2-7 神戸大学大学院 村上元規 N-10-6-7
東京都下水道サービ
ス（株） 東藤義洋 N-9-7-7 岡山市 檜垣貴大

N-4-5-8 東京都 大場勝輝 N-10-6-8 日本工営（株）中井健介 N-9-7-8 （株）西原環境 中村知弥

―平成２９年８月３日（木）午前の部－

第1会場（605会議室） 第2会場（606会議室） 第3会場（607会議室） 第4会場（608会議室）

下水道広域連携によるトータル電力平
準化に関する一考察

浸漬型中空糸膜モジュールの内部にお
ける気泡と膜の接触についての挙動の
解明

下部コーン型鋼板製消化タンクにおけ
る沈降物堆積対策の検証

深芝処理場における1,4-ジオキサン
の挙動について

地域バイオマス利活用の課題と展望 膜分離活性汚泥法における中空糸膜の
オゾン水洗浄によるファウリング抑制
効果

低動力型高効率消化槽撹拌機について 深芝処理場の活性汚泥を用いた1,4-
ジオキサンの生分解性に関する検討

Ｎ－４－５　地球温暖化／省エネ対策（５） Ｓ－７－２　膜処理技術（２） Ｎ－１０－６　汚泥処理技術（６） Ｎ－９－７　水処理技術（７）

9：40～11：50　（8編） 9：50～11：45　（7編） 9：40～11：50　（8編） 9：40～11：50　（8編）

原単位を用いた下水処理場における電
力消費量削減に向けた検討手法に関す
る一考察

嫌気性MBRを用いた下水汚泥のメタン発
酵

金属ヘキサシアノ錯体吸着材を用いた
メタン発酵におけるアンモニア除去の
影響評価

微生物担体による微量化学物質の処
理性の検討と菌叢解析

下水処理場の電力使用量における省エ
ネ機器適用効果に関する考察

中空糸型AnMBRを用いた実下水処理性能
の評価

嫌気性消化槽への消化促進剤の投与効
果

定山渓水再生プラザ放流水ひ素濃度
低減化へ向けた凝集剤添加管理方法
の検討

下水道事業における地球温暖化防止計
画「アースプラン2017」の策定

オゾン洗浄式膜分離活性汚泥法におい
てオゾン水洗浄が膜の透水性に与える
影響

オゾン／過酸化水素処理での汚泥可溶
化による消化ガス増量と汚泥減容

深芝処理場における1.4－ジオキサン
分解菌の挙動と分解能との関連性の
調査

下水処理場のエネルギー自立化へ向け
た取組みと課題

バチルス優先化によるMBRの膜ファウリ
ング抑制効果

アルカリ高温可溶化法による消化脱水
ケーキの減量化と生物易分解性の向上

1,4-ジオキサン含有排水の生物処理
技術の開発

大阪府における都市インフラを活用し
た新エネルギー政策の推進事業

嫌気MBRとFO膜処理のハイブリッド化シ
ステムにおける膜ファウリングについ
て

嫌気性消化槽模型を用いた汚泥消化の
効率化に関する基礎調査

ポリ硫酸第二鉄に係る添加箇所変更
による硫化水素等発生抑制効果の検
証

東京都における下水道資源を利用した
再生可能エネルギー活用の拡大

汚水共同処理事業に向けた初沈汚泥と
生し尿・浄化槽汚泥の混合汚泥の処理
特性

担体添加活性汚泥法のCOD低減効果に
関する調査報告



S-4-1-1
（株）エーバイ
シー 金澤秀樹 N-1-4-1

東京都下水道サービ
ス（株） 林田成子 N-8-4-1 福岡市 中嶋一博

S-4-1-2
（株）エーバイ
シー 横山義靖 N-1-4-2

クリアウォーター
OSAKA（株） 谷口正典 N-8-4-2

（公財）岩手県下水
道公社 金郁磨

S-4-1-3 立命館大学大学院 福江清久 N-1-4-3 東京都 福元航季 N-8-4-3 掛川市 中山裕行

S-4-1-4 神戸市 頼富俊二 N-1-4-4
（株）データベー
ス 中原卓也 N-8-4-4

（株）データベー
ス 川上貴裕

S-4-1-5 （株）日水コン 江角勇貴 N-1-4-5
国土技術政策総合研
究所 石川剛士 N-8-4-5

東京都下水道サービ
ス（株） 林悦朗

S-4-1-6
（株）三菱総合研
究所 鈴木浩 N-1-4-6 須崎市 西村公志 N-8-4-6 岩手大学 伊藤歩

S-4-1-7
日本下水道事業
団 石井宏和 N-8-4-7

クボタ環境サービス
（株） 大和良治

10：00～11：35　（6編）

Ｎ－８－４　ポンプ場・処理場施設（維持管

理）（４）

 9：50～11：45　（7編）

下水道施設の非線形解析　－その１－
エネルギー一定則について

マレーシア下水道整備プロジェクトに
係る技術移転に向けた取組

ポリ硫酸第二鉄による配管のＭＡＰス
ケール抑制と維持管理指標の検討

下水道施設の非線形解析　－その２－
ディープビーム式の適用

大阪市下水道事業の経営形態見直しに
伴う新会社設立について

MAP抑制を目的とした機械濃縮汚泥中の
元素類の低減化に関する研究

―平成２９年８月３日（木）午前の部－

第５会場（609会議室） 第６会場（610会議室） 第７会場（701.702会議室） 第８会場（703会議室）

Ｓ－４－１　震災対策（１） Ｎ－１－４　経営・計画（４）

基調講演（未定）
9：00～9：30

9：50～11：45　（7編）

処理場・ポンプ場土木構造物における
耐震診断手法選定フローチャートの検
討

人口減少下での汚水処理システムの稼
働率を踏まえた維持管理費について

耐硫酸性能を有したコンクリートへの
下水汚泥焼却灰の添加利用に関する報
告 E-3-1-3　国土技術政策総合研究所

山本明広
Evaluation of carbon-dioxide
emissions in reclaimed wastewater
use

放射性物質含有下水汚泥減容化施設解
体時の汚染検査の在り方

過疎地域下水道の経営改善への取り組
み－須崎市の事例－

光反応を利用した消化ガスの脱硫処理
に関する研究

Ｅ-3-1　科学技術
Science and Technology
9：30～12：35　（8編）

E-3-1-1　国土技術政策総合研究所
太田太一
Development of technical
guidelines - Carbon dioxide
recovery system and wastewater
reclamation system

下水道施設の非線形解析　－その３－
面部材の非線形解析における限界値の
考え方

維持管理・再構築の時代を踏まえた多
摩30市町村との新たな連携

掛川浄化センターにおける運転方法変
更による脱水汚泥削減効果について

既存処理場・ポンプ場土木構造物の耐
震診断における事例報告と考察

北海道八雲町における上下水道施設の
一体的管理について

平成２８年８月北海道大雨災害による
施設被害状況と運転管理への影響

E-3-1-2　国土技術政策総合研究所
山口修史
Development of an Energy
Consumption Model on Aeration in
Waste Water Treatment Plant
Considering Time Variation of
Influent Water Quality and
Quanity

E-3-1-4　（国研）土木研究所
對馬育夫
Complex Effects by Silver
Nanoparticles and Size-
fractionated Chemicals in
Wastewater on Algae

福島市堀河町終末処理場における放射
性物質を含む下水汚泥の減容化事業に
ついて

下水道施設における維持管理の質の向
上への取り組み(労働災害事故事例等の
調査活動)

E-3-1-5　前澤工業（株）
中町和雄
Evaluation of an energy-saving
nitrogen removal wastewater
treatment system using high-
efficiency solid/liquid
separation technology and dual-
dissolved oxygen control
technology

ポスター発表表彰式　11：45～12：00　6Ｆロビー

E-3-1-6　三機工業（株）
長野晃弘
Demonstration of validity of DHS-
MBBF system for sewage treatment
instead of Activated Sludge
Process in a decreasing
population region as a B-DASH
Project

E-3-1-7　川崎市
中村典昭
Study on effects of N2O reduction
in fluidized bed incinerator
using two-stage combustion

E-3-1-8　日本電気（株）
澤井正典
Diagnosis technologies applied
for conditions of deteriorated
sewage treatment utilities using
vibration data sensing and big
data analysis



N-4-4-1 広島市 巻幡剛始 S-7-1-1 堺市 中島俊雄 N-10-7-1
（公財）日本下水道
新技術機構 大月紳司 N-9-8-1 （株）タクマ 福沢正伸

N-4-4-2 東京ガス（株） 加藤拓磨 S-7-1-2 堺市 赤根由依 N-10-7-2
（公財）愛知水と緑
の公社 別府智志 N-9-8-2 札幌市 吉田あづさ

N-4-4-3 （株）東芝 平岩良太 S-7-1-3 ㈱東芝 山中理 N-10-7-3 日本下水道事業団 池上梓 N-9-8-3
メタウォーター
（株）

初山祥太郎

N-4-4-4 東京ガス（株） 小山俊彦 S-7-1-4
JFEエンジニアリン
グ（株） 冨田洋平 N-10-7-4 京都大学 日高平 N-9-8-4 茨城大学 藤田昌史

N-4-4-5 横浜市 細川能之 S-7-1-5 前澤工業（株）三好太郎 N-10-7-5 (株)大原鉄工所 北田誠 N-9-8-5 横浜国立大学 新田見匡

N-4-4-6 三菱化工機（株）伊東正敬 S-7-1-6 東京都市大学 野口智代 N-10-7-6 新潟市 中川雅哉 N-9-8-6
（公財）日本下水
道新技術機構 菊川哲生

N-4-4-7 （株）NJS 森智志 N-10-7-7
（国研）土木研究
所 岡安祐司 N-9-8-7 京都市 藤原俊一郎

N-10-7-8 東北大学 加納純也 N-9-8-8 名古屋市 鵜飼智弘

N-3-2-1
国土技術政策総合
研究所 太田太一 N-1-2-1

国土技術政策総合研
究所 山口修史 N-10-2-1 （株）石垣 大野貴之 N-9-5-1

帝人フロンティア
（株） 松本智樹

N-3-2-2
国土技術政策総合
研究所 山下洋正 N-1-2-2

（株）東京設計事
務所 安東正樹 N-10-2-2 （株）石垣 國廣隆太郎 N-9-5-2

三機工業
（株）

大森聖史

N-3-2-3 水ing（株） 仲田弘明 N-1-2-3 メタウォーター(株) 渡邉敦 N-10-2-3 水ing（株） 森田智之 N-9-5-3
三機工業
（株）

海鋒充

N-3-2-4 東京都 松田初弘 N-1-2-4 大阪府 朝田政男 N-10-2-4
住友重機械エンバイ
ロメント（株） 柄澤俊康 N-9-5-4 （株）フソウ 三笠博昭

N-1-2-5 （株）クボタ 矢次壮一郎 N-10-2-5 東京都 塩見浩 N-9-5-5
（公財）千葉県下
水道公社 高梨伸一

N-1-2-6 川崎市 塩谷文彬 N-10-2-6 （株）明電舎 酒井孝輔 N-9-5-6
三機工業
（株）

三村和久

N-10-2-7 川崎市 山梨友香 N-9-5-7 東京大学 横山誠宏

Ｎ－４－４　地球温暖化／省エネ対策（４） Ｓ－７－１　膜処理技術（１） Ｎ－１０－７　汚泥処理技術（７） Ｎ－９－８　水処理技術（８）

13：00～14：55　（7編） 13：00～14：35　（6編） 12：45～14：55　（8編） 13：00～15：10　（8編）

―平成２９年８月３日（木）午後の部－

第1会場（605会議室） 第2会場（606会議室） 第3会場（607会議室） 第4会場（608会議室）

PSAを用いた消化ガスからの二酸化炭
素・メタンの分離回収に関する実証成
果報告

ＭＢＲプロセスの膜差圧予測を用いた
洗浄曝気風量制御の実証

バイオガス増収を目的とした処理場運
転管理手法について

CFDを活用した下水反応槽における生
物反応モデルの検討

膜分離消化ガスと都市ガスを併用した
ガス発電について

新規膜洗浄機構を用いた省エネ型MBRの
パイロット試験

下水汚泥の低温嫌気性消化特性の調査 生物膜内の有機物競合を考慮した一
次元微生物燃料電池モデルの開発

高濃度消化に向けた施設改善等につい
て

泉北水再生センターの循環式硝化脱窒
型ＭＢＲ（凝集剤添加）立ち上げと運
転状況

中小規模下水処理場における嫌気性消
化法の導入可能性

担体法と高速砂ろ過を用いた既存水
処理施設の処理能力増強技術の実証
試験結果

消化ガス膜精製システムの耐久性評価
および環境負荷低減への取り組み

循環式硝化脱窒型ＭＢＲの立上げにお
ける水質及びりん除去特性について

種汚泥を用いない中温消化槽のスター
トアップに関する事例報告

高度処理施設（急速ろ過池）におけ
る溶解性物質の処理状況について

下水処理施設からの水素利活用に関す
る費用構造分析と考察

水草と下水汚泥の混合嫌気性消化に関
する基礎的研究

下水処理施設における大腸菌の実態
調査

消化工程を必要としない下水汚泥から
の水素ガスの製造

簡易処理高度化施設処理水の消毒に
関する調査

横浜市マルチエネルギー創造研究会に
おける消化ガスからの水素創出の検討

仕切板挿入型MBRにおいて汚泥越流/分
断時間比が窒素除去に及ぼす影響

ＭＢＴを適用した下水汚泥と可燃ごみ
の混合嫌気性消化

国内下水処理場におけるバルキング
関連糸状性Kouleothrix属細菌の調査

下水バイオガス原料による水素創エネ
技術実証研究

MBR におけるファウリング抑制に効果
的な山型邪魔板の設置方法の検討

下水汚泥と刈草との混合消化事業 雨天時簡易処理水を対象とした大腸
菌数の実態把握と効果的な消毒手法
に関する検討

B-DASH（CO2分離・回収技術、再生水
利用技術）のガイドライン策定

下水処理場における健全度調査を含め
た設備維持管理の実施状況に関する調
査報告

圧入式スクリュープレス脱水機による
濃縮一体化脱水法の導入事例

特殊繊維担体を用いた余剰汚泥削減
型水処理技術の実規模実証

ISO/TC282における再生水利用の国際
規格の2017年の開発状況について

これからのストックマネジメントと資
産管理に関する一考察

ＩoTによる圧入式スクリュープレス脱
水機の健全度評価方法の検討

DHSシステムを用いた水量変動追従型
水処理技術の立上及び設計因子に関
する検討

Ｎ－３－２　環境・再生・リサイクル・水系
水質リスク（２）

Ｎ－１－２　経営・計画（２） Ｎ－１０－２　汚泥処理技術（２） Ｎ－９－５　水処理技術（５）

15：10～16：15　（4編） 14：50～16：25　（6編） 15：10～17：05　（7編） 15：25～17：20　（7編）

MBRを活用した下水処理場の全面改築方
法

ポリマー注入量制御システムの開発 ハイブリッド水処理システムによる
小規模下水処理実証試験

下水道管きょの地震対策に向けた地盤
情報一元化の取組みについて

高温嫌気性消化処理の消化汚泥脱水分
離液への１槽型脱アンモニア処理の適
用

ハイブリッド水処理システムにおけ
る有機物除去特性

模擬処理水中の微生物に対する臭素系
消毒剤と次亜塩素酸Ｎａ溶液の消毒効
果比較

O&M視点でPDCAを回す簡易なストックマ
ネジメント支援のしくみ構築の試み

高速撹拌を利用した新型凝集装置の効
果

DHSシステムを用いた水量変動追従型
水処理技術の実規模実証と導入効果

次亜臭素酸の消毒効果と毒性の評価に
ついて

老朽化施設に対する予防保全マネジメ
ント

難脱水性汚泥対応型ベルトプレス脱水
機に関する研究報告

浮遊性有機物質を高濃度に含む廃水
に対するDHS処理性能の検証

汚泥分離処理に関する基礎研究 間欠接触酸化法による下水処理にお
ける有機物除去性能と硫化物の挙動



S-4-2-1
（公財）日本下水
道新技術機構 鈴木一弘 N-8-1-1

（公財）日本下水道
新技術機構 中野善彰

E-4-1
（国研）土木研
究所 真野浩行

S-4-2-2 日本大学 佐藤克己 N-8-1-2 横須賀市 久保田慶太

E-4-2
国土技術政策総合
研究所

板倉舞

S-4-2-3
積水化学工業
（株） 森勇樹 N-8-1-3

（株）ウォーター
エージェンシー 西澤英樹

E-4-3
国土技術政策総合
研究所 石川剛士

S-4-2-4
王子ホールディン
グス（株） 中村裕貴 N-8-1-4 水ing（株） 吉野浩司

E-4-4
国土技術政策総合
研究所 堀井靖生

S-4-2-5
（国研）土木研究
所 安井宣仁 N-8-1-5 東京都 平野正彦

E-4-5 日本下水道協会 佐藤英知

S-4-2-6 東京都 新谷勇樹 N-8-1-6 京都市 山﨑智之

E-4-6 日本下水道協会 前田詩織

N-8-1-7 横浜市 太田崇智

E-4-7 日本下水道協会 阿部善成

E-4-8 京都大学 朴畯遠

E-4-9 京都大学大学院 林東範

S-4-3-1
（公財）鳥取県天
神川流域下水道公
社

湯本和茂 N-1-5-1
東京都下水道サービ
ス（株） 依田真美 N-8-2-1 日本下水道事業団 浅川隆

S-4-3-2 （株）日水コン 大塚亮介 N-1-5-2 東京都 那波悟志 N-8-2-2
東京都下水道サービ
ス（株） 吉澤孝紀

S-4-3-3
（株）東京設計事
務所 大庭勝 N-1-5-3

東京都下水道サービ
ス（株） 池田理恵 N-8-2-3 荒尾市 松高昭二

S-4-3-4 筑波大学大学院 原昌弘 N-1-5-4 東京都 佐藤浩一 N-8-2-4 東京都 山田裕輔

S-4-3-5
国土技術政策総合
研究所 深谷渉 N-1-5-5 北九州市 大庭直也 N-8-2-5 川崎市 稲葉寛之

S-4-3-6
日本水工設計
（株） 佐藤秀一 N-1-5-6 横浜市 権田優 N-8-2-6 東京都 栗原寛幸

S-4-3-7
日本下水道事業
団 正代一馬 N-8-2-7 今治市 渡部栄治

―平成２９年８月３日（木）午後の部－

第５会場（609会議室） 第６会場（610会議室） 第７会場（701.702会議室） 第８会場（703会議室）

マンホール浮上防止対策技術に関する
研究

汚泥貯留施設を中心とした職員直営に
よる躯体調査

Microbiological Risk Assessment
in Reclaimed Water Uses and Cost
and their Energy Consumption in
the Treatment Processes

防災貯留型仮設トイレシステムにおけ
る疑似汚物搬送性評価

振動診断とビッグデータ分析による劣
化状況把握・診断技術の下水道への適
用 Maintenance cost based on the

operating rate of  Waste Water
Treatment Systems under the
Condition of a Falling Population

Ｓ－４－２　震災対策（２）
Ｎ－８－１　ポンプ場・処理場施設（維持管
理）（１）

基調講演（未定）
13：00～13：30

12：30～14：05　（6編） 13：00～14：55　（7編） E-4　ハイブリッドポスター発表
13：30～14：30　（9編）

高知・大分・宮崎地域における津波シ
ミュレーションを活用した下水道施設
津波対策

処理場・ポンプ場土木躯体の点検・調
査における課題対応に関する調査研究

Contributions of Sewage Treatment
Plants to Loads of PPCPs in An
Urban River

不織布フィルターと限外ろ過膜による
未処理下水の除菌システム技術に関す
る研究

振動センサーとクラウドサーバ集約に
よる劣化診断・設備点検技術の実証研
究 Energy efficiency evaluation of

innovative sludge drying
technologies

下水処理場被災後の段階的復旧技術に
よる病原微生物リスク低減効果の評価

水再生センター・ポンプ所での施設の
延命化対策と震災対策 Travel time of Flushable Products

from Toilets to Pumps in Japan

東京都多摩地域における災害時の復旧
支援体制の強化

京都市における処理場施設の防食改築
計画について

Ｎ－１－５　経営・計画（５）
Ｎ－８－２　ポンプ場・処理場施設（維持管
理）（２）

14：20～16：15　（7編） 14：15～15：50　（6編） 15：10～17：05　（7編） Operational performance and
public health control of
combination process using ceramic
membrane and ozonation for
treating primary effluent

Disintegration Test of Japanese
Flushable Wipes on Toilet Paper
Equivalence

反応タンクの中性化対策について

Sewer Corrosion and Control in
Japan

Fouling Reduction and Enhanced
Removal of Pharmaceuticals and
Personal Care Products by
Coagulation-MBR Process

Ｓ－４－３　震災対策（３）

E-3-2-1　　国土技術政策総合研究所
道中敦子
Nitrous oxide emission from
wastewater treatment in Japan

熊本地震に伴う益城町下水道管路施設
の被災状況について

シニア社員の活用と技術継承について パンチングメタルを利用した下水処理
場の沈砂洗浄分離機開発の取り組み

E-3-2-2　　国土技術政策総合研究所

前田光太郎
Effect of pH and temperture on
the ammonia gas concentration
recovered from ammonia stripping

2016年熊本地震における下水道管路網
の被害分析

水再生センターにおける戦略的広報活
動について

両国ポンプ所のポンプ冷却水の回収率
と供給能力改善による雨水ポンプの信
頼性向上

鳥取県中部地震に伴う初動対応と今後
の課題について

下水道界における人材育成～研修事業
による貢献～

しさ破砕機の運用による維持管理業務
の効率化

ミーカー氏基調講演
14：30～15：00

熊本地震に伴う熊本市下水道管路施設
の被災傾向について

人材育成「ハードからソフトへ」 反応槽用りん酸性りん計フィルタの目
詰防止対策 E-3-2　科学技術

Science and Technology
15：05～17：05　（5編）

E-3-2-5　IBAK GmbH
Dr. Dirk Neumann
Real 3-D in Sewer Inspection
Technology

熊本県益城町浄化センター災害応急復
旧建設工事の概要について

縦軸低動力攪拌機のスカム抑制効果

E-3-2-3　国土技術政策総合研究所
藤井都弥子
A Consideration on Reducing Power
Consumption in Sewage Treatment
Plant based on the calculation
with consumption rates

平成28年熊本地震における管路施設被
害の特徴

子供から大人まで楽しめるビジターセ
ンター～下水道の見える化の推進～

加瀬水処理センターにおけるエジェク
タ式集砂方式の検証

E-3-2-4　東北大学
陳栄
Methanogenic degradation of
municipal wastewater by an
anaerobic membrane bioreactor at
room temperature

熊本地震に伴う阿蘇市の災害復旧に向
けた取り組みについて

「水再生センターを巡るウォーキング
マップ」による効果的な広報

有明水再生センターにおける異常流入
への対応
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下記の通り申し込みます。 

１．会員区分 (該当番号に○を付けてください) 

 Ⅰ. 正会員    Ⅱ. 賛助会員（会社）   Ⅲ. 特別会員   Ⅳ.研究機関等（国・大学） 

２．参加者氏名(氏名には必ず ふりがな を記入してください） 

※参加区分の 3 日券もしくは 1 日券のどちらかに○を付けてください。 

※2 日参加希望の場合は 1 日券に〇をし、2 行に同名前を記入してください。 
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1 日券 
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   □ 

   □ 

＊1 日券で申込をする場合、参加日の指定は必要ありません。1 日参加の場合は、1 日限定料金で請求いたします。 

＊本研究発表会交流会に参加希望の方はﾁｪｯｸを入れてください。(8 月 2 日(水)17:30～18:30 有料：\1,000) 

３．講演集申込み（必要数をご記入ください。） 

図書名（CD-ROM 付き） 冊数 送付先（該当する方に○印） 

第 54回下水道研究発表会講演集  申込者宛 ・ その他(備考欄へ記入) 

＊その他を選択された方は、備考欄に住所･担当者･電話番号をご記入ください。 

４．請求書要望 （以下の項目について必ずご記入ください） 

請 求 書 の 宛 名 

※個人名等が入る場合はふりがなを入れてください。 

 

請 求 書 

いずれかを選択 

□ 参加費用（講演集購入なし） □ 一括（内訳明細あり） 

□ 参加費請求書・講演集代請求書（分割） □ 専用請求書あり（様式送付願います） 

要 望 
（要望のない場合は、納品書・請求書（日付入）・振込依頼書を送付いたします。） 

□ 日付なし 希望 □ 見積書 希望 

合 算 請 求 
□ 参加者を合算して請求 □ 参加者個々に請求 

注*（                                      ） 
＊別々に申し込みをした方の分も合算できます(同参加区分のみ)。合算したい方の氏名を記載してください。 

６．備考 （講演集または請求書を申込者以外に送付希望の場合は下記へご記入ください。） 

□ 講演集 

□ 請求書 

〒 

部署:            担当者:             TEL: 

＊この参加申込書は、講習会終了まで必ず控えを保管してください。 
＊「参加証」は、申込者の E メールアドレスに送信しますので、正確に記載してください。 

開催日 3 日前までに参加証が届かない場合は、本会までご連絡ください。 

 ＊辞退を希望される方は、7 月 28 日までに連絡をお願いします(辞退申請書)。ご連絡がない場合は費用が発生いたします。 

 

●申込者情報 

団 体 名  

住 所 
〒  － 

部 署 名  

申 込 者 名 
ふりがな 

 

電 話 番 号  F A X  

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
(参加証送付用) 

 

会員専用 
（後 納） 



第５４回下水道研究発表会 参加申込書 

 

 送付先：日本下水道協会 研修課          申込日：平成  年  月  日 

  FAX：03-6206-0796  
             

 

 

 

 

 

 

  

   

 下記の通り申し込みます。 

１．会員区分 (該当番号に○を付けてください) 

 Ⅰ. 非会員    Ⅱ.学生 

２．参加者氏名(氏名には必ず ふりがな を記入してください） 

※参加区分の 3 日券もしくは 1 日券のどちらかに○を付けてください。 

※2 日参加希望の場合は 1 日券に〇をし、2 行に同名前を記入してください。 

参加区分 所属部課名 役  職 
ふりがな 
氏 名 

発表会 
交流会 

3 日券 

・ 

1 日券 

   □ 

   □ 

＊1 日券で申込をする場合、参加日の指定は必要ありません。1 日参加の場合は、1 日限定料金をお振込下さい。 

＊学生の参加区分は「3 日券」のみとなります。(当日参加証と学生証の提示をお願いいたします。) 

＊本研究発表会交流会参加希望の方はﾁｪｯｸを入れてください。(8 月 2 日(水)17:30～18:30 有料：\1,000 当日払) 

３．講演集申込み（必要数をご記入ください。） 

図書名（CD-ROM 付き） 冊数 送付先（該当する方に○印） 

第 54回下水道研究発表会講演集  申込者宛 ・ その他(備考欄へ記入) 

＊その他を選択された方は、備考欄に住所･担当者･電話番号をご記入ください。 

４．振込内容をご記入ください。 

・振込人名はカタカナで記入してください。 

・内訳には振込人数等を記入してください。 

・仕向銀行は、振込の際に利用された銀行です。 

（１日参加の場合は内訳に記載してください。） 

仕 向 銀 行  仕 向 支 店 名 
 

振 込 日  振 込 人 名 
 

振 込 金 額  内 訳 
 

    

* 振 込 先 * みずほ銀行丸之内支店 普通預金 2134390 公益社団法人日本下水道協会 

注１）振込が確認出来ない場合は、申込書として受理いたしませんのでご注意ください。 
注２）振込手数料は、申込者負担 となります。 

４．備考 

備 考  

＊この参加申込書は、講習会終了まで必ず控えを保管してください。 
＊「参加証」は、申込者の E メールアドレスに送信しますので、正確に記載してください。 

開催日 3 日前までに参加証が届かない場合は、本会までご連絡ください。 

 ＊辞退を希望される方は、7 月 28 日までに連絡をお願いします(辞退申請書)。 

 

●申込者情報 

団 体 名  

住 所 
〒  － 

部 署 名  

申 込 者 名 
ふりがな 

 

電 話 番 号  F A X  

ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ 
(参加証送付用)  

非会員専用 
（前 納） 
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