
ＩＷＡ世界水会議通信 

平成30年9月10日 
開催国委員会 

主催 国際水協会（ＩＷＡ：International Water Association） 

参加者 世界100カ国以上から6,000名（国内4,000名、海外2,000名）を予定 

期間 2018年（平成30年）9月16日（日）から9月21日（金）まで 

会場 東京ビッグサイト会議棟及び西展示棟 

会議 
世界各国から上下水道、水環境など水に関する専門家が集まり、最新の知見が

発信されるほか、世界の抱える水問題等について情報共有。 

会議スケジュール 

日本初開催となる「ＩＷＡ世界水会議・展示会」がいよいよ今週末より開催されます。 

世界中から上下水道、水環境分野に関する政府機関、上下水道事業体、研究者及び産業界等

が参加し、先端技術や最新の実践事例を共有する世界会議で、今回で11回目となります。 

 

世界水会議・展示会の開催に併せて、広く一般の方々に水に関する問題や現状について理解を深

めてもらうため、開催国委員会（HCC)主催のイベントを開催します（参加費無料）。 

日本企業の取組や世界の水問題をはじめ、AKB48 峯岸みなみさんがゲスト出演する一般向けの 

トークセッションや、水業界に興味がある大学生・大学院生必見のプログラムも実施されます。 

HCCとして配信する内容ですので、 
少し前提条件など入れました 
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フォーラム



■ フォーラム『レジリエントな都市に向けた災害及び危機管理対策に関するフォーラム』 ※日英同時通訳を予定 

 【会場】 会議棟７階国際会議場（Room13） 
 【内容】 ①東日本大震災から学んだ教訓 －上下水道の回復－ 
 ②レジリエントな都市に向けて －水の安全性の強化－ 
 ③レジリエントな都市に向けて －レジリエンス強化の機会としての上下水及び排水－ 

会議プログラム 

世界会議では、毎朝夕基調講演が開催されるほか、17会場において様々なテーマの会議が開催される予定。 

主な会議プログラム及び式典等 

■ 『質の高い上下水道を支える産・官・学の取組－日本の経験－（仮題）』  ※日英同時通訳を予定 

 【会場】  レセプションホールＡ 
 【主催】 一般社団法人 日本水道工業団体連合会 

 【時間】 13時～14時30分 
 【共催】 開催国委員会 

※参加登録不要（無料） 

 【会場】 会議棟7階国際会議場（Room13）  【時間】 16時～18時 

【時間】  
10時30分～12時 
13時30分～15時 
15時45分～17時15分 

都市における給水、排水、下水システムのレジリエンスに焦点を当てたフォーラム。2011年東日本大震災における上下水道

の復旧対応に関する日本の貴重な体験を紹介。水道のレジリエンス戦略や、災害、資源不足等の社会的変化や気候変

動等の緩やかな変化に対応するレジリエンスに関する３部構成のフォーラム。 

9月16日（日曜日） 

■ 開会式                                         ※日英同時通訳を予定 

 【会場】 西展示棟 １階アトリウム及び西ホール１  【時間】 18時30分～20時 

■ ウェルカムレセプション  

9月17日（月曜日・祝日） 

9月18日（火曜日） 

9月19日（水曜日） 

■ ジャパンビジネスフォーラム『巨大都市における水管理』            ※日英同時通訳を予定 

 【会場】 会議棟７階国際会議場（Room13） 
 【主催】 開催国委員会 

 【時間】 13時30分～15時 
      15時45分～17時15分 

※参加無料（要登録） 

世界の先進国・途上国がメガシティの水に関する様々な課題を共有するとともに、巨大都市特有の様々な課題を克服して

きた東京都上下水道局、JICA、日本の水関連企業等から、アドバイス、ソリューション等の議論を行うフォーラム。 

9月20日（木曜日） 

 【会場】 会議棟7階国際会議場（Room13）  【時間】 15時15分～16時45分 

■ 閉会式                                         ※日英同時通訳を予定 

 【会場】 ホテル グランドニッコー東京 台場  【時間】 19時～ 

■ ガラ・イブニング  

〇テクニカルセッション： 世界会議に投稿された論文の口頭発表（350編程度）  会議棟Room1～17 

〇ポスターセッション ： 世界会議に投稿された論文のポスター発表（700編程度） 西展示棟アトリウム 

〇ワークショップ    ： 各国からの提案に基づき、多種多様なテーマで開催   会議棟Room1～17 

〇フォーラム      ： IWA本部主導でテーマや発表者を選定し開催  会議棟Room1～17 

 【会場】 東京都立清澄庭園  【時間】 19時～21時 

■ カルチャーイブニング『Tokyo Garden Night』  

■ 小池都知事基調講演『サステイナブルな水循環都市の構築に向けて（仮題）』   
 【会場】 会議棟7階国際会議場（Room13）  【時間】 9時30分～9時50分(予定) 

開催都市東京の首長として、都市における水循環を支える「レジリエンス」かつ「サステイナブル」な東京の上下水道の実現に

向けた取組について発信する。 



ＨＣＣサイドイベント（一般向け）概要 

【実施日時】 平成30年9月17日（月） 

【実施場所】 TFT（東京ファッションタウン）ビル2階  ホール500 

【時間】10時～12時 

【想定人数】200名程度 

【内容】・Japan-YWP代表 浅田安廣氏による問題提起 

     ・高校生による研究発表（３校６件） ／ ・ポスター展示（２校２件） 

9月17日（月曜日・祝日） 

■ 『水の未来を考える高校生ワークショップ』 

【時間】13時～14時30分 

【想定人数】200名程度 

【内容】 ・日本や世界の水事情についてのトークセッション 

            ・東京都水道局と下水道局による実験・体験イベント 

■ 『世界と日本の水事情』 

【時間】14時45分～16時45分 

【想定人数】200名程度 

【内容】 企業講演と各企業の方によるパネルディスカッション 

■ シンポジウム『私たちのくらしと水 ～健全な水循環を考える～』 

1985年8月31日生まれ。 

国立保健医療科学院 生活環境研究部 

水管理研究領域 主任研究官を務める。 

琵琶湖南湖でヨット競技をやっていたことから

水に興味を持つ。 

趣味は登山、スポーツ観戦。 

Japan-YWP代表 浅田安廣氏 研究発表タイトル（予定） 
・その水硬い？軟らかい？ 

・東京湾の水で野菜を育てるために～塩分除去による海水の農業用水転用の可能性～ 

・泥炭を用いた海水の淡水化 

・廃棄泥炭を用いた水質浄化～きれいな水を飲みたい！！～ 

・火山灰で福島を救え！！～火山灰の活用～ 

・水道を守れ！生活を守れ！～より有効な災害対策を目指して～ 

1992年11月15日生まれ。  

東京都出身。 

アイドル・タレント。 

 

アイドルグループAKB48最後

の1期生。 

現在はAKB48チームKに所属

し数々のメディアで活躍中。 

ゲスト 

峯岸 みなみ 氏 

司会： ミス日本「水の天使」 浦底 里沙 氏 

国連が提唱する持続可能な開発目標（SDGs：将来の世代の欲求を満たしつつ、
現在の世代の欲求も満足させる開発）を踏まえながら、国内外の水問題とその 
対応・取組、水の大切さなどについて広く関心を喚起するシンポジウムを開催します。 

司会    ： ミス日本「水の天使」浦底 里沙 氏 

毎日、何気なく使用している水について、一般の方々の関心を持っていただ
くために、普段のくらしの中で使っている水に関する製品・商品を取り扱って
いる企業にご参加いただきます。 

モデレーター： （公財）給水工事技術振興財団理事長 眞柄 泰基 氏（工学博士） 

パネリスト  ： ・キリン株式会社  山村 宜之 氏 

 ・TOTO株式会社 青野 拓 氏 

 ・ライオン株式会社 原田 房枝 氏 

 ・峯岸みなみ さん 

(公財) 琵琶湖・淀川水質保全機構 琵琶湖・淀川水質浄化研究所 副所長 

和田 桂子 氏 （博士(工学)） 

広島大学客員教授、立命館大学非常勤講師を兼任。 

滋賀県環境影響評価審議会委員副会長等を務め、学会で

は、日本水環境学会のノンポイント汚染研究委員会都市・

流域部会幹事長、関西支部理事幹事等の他、IWAの

Diffuse Pollution、Water & River Basin Management専門

家グループ等に所属し、各分野で幅広い活動を行う。 

1996年3月17日生まれ。2018 ミス日本「水の天使」として、8

月1日水の日イメージキャラクター、9月10日下水道の日イメー

ジキャラクター、国土交通省･日本下水道協会 下水道PR動

画キャラクター等に起用。水の広報官として様々なイベントに

出演。河川財団・プロジェクトWET エデュケーター（水循環教

育資格）取得。モデルとしてCMや広告に出演。 

水道水について海外で困った経験、水道や下水道に関する素朴な疑問、世界と日本の違いなど、水に関するトークイベ
ントと、東京都水道局・下水道局の取組みを模型などを使ってわかりやすく紹介する、驚きや発見があるイベントです。 



【実施日時】 平成30年9月18日（火）10時30分～17時 

【実施場所】 TFT（東京ファッションタウン）ビル ホール500 

9月18日（火曜日） 

■ 水業界研究セミナー／水業界に関するガイダンス 

【時間】10時30分～11時 

〇水業界研究セミナー 

【内容】 世界や日本の水を取り巻く状況を踏まえつつ、国内の水業界の

現状や今後の展望に関する講演を行います。 

■ 個別企業相談会 

【時間】12時30分～14時 【内容】 水業界企業が個別ブースを設置し、企業説明・相談を行います。 

■ IWA展示会見学ツアー 【時間】14時～17時 

【内容】 日本初開催となるIWA展示会のジャパンパビリオンを巡れるチャンス

です。見学ツアー参加で、「超吸水マイクロファイバー傘カバー」プレ

ゼント。 

会場アクセス TFTホール500 東京都江東区有明3丁目4番10号 TFT(東京ファッションタウンビル) 西館2階 

りんかい線 
新木場駅 

国際展示場駅 TFTビル 
約5分 

約3分 大崎駅 
下車徒歩約5分 

※大崎駅よりJR埼京線相互直通運転、国際展示場駅から渋谷（約20分）、新宿（約25分）、池袋（約31分）、大宮（約56分）の各駅を直接結びます。 

ゆりかもめ 
新橋駅 

国際展示場正門駅 TFTビル 
約22分 

約8分 豊洲駅 
下車徒歩約1分 

ＨＣＣサイドイベント（大学生・大学院生向け）概要 

京都大学大学院工学研究科博士前期課程修了（工学修士）。 

株式会社日本総合研究所において、環境・エネルギー、資源・水ビジネス、スマートシティ分野を対象に、事

業戦略策定、セールス&マーケティング、M&A、新規事業開発、PPP/PFI、インフラ輸出をテーマとするコンサ

ルティングに従事。水ビジネス分野では、政策・計画立案支援、PPP/PFI導入支援（官公庁・自治体向け）、

新規事業開発、海外展開支援（民間企業向け）といったテーマのコンサルティングを提供している。 

講演者 

株式会社日本総合研究所  
リサーチ・コンサルティング部門  
部長／プリンシパル 
 

段野 孝一郎 氏 

参加企業業種(例）： 水処理、管路資機材、維持管理、水道メーター・給水、設計コンサルティング、等 
出展企業 

※東京ビッグサイト西展示棟西１ホールで実施。 

【時間】11時～11時30分 

〇水業界に関するガイダンス 

【内容】 水業界に関連する情報収集ツールなどに関する講演を行います。 

問い合わせ先 
2018年第11回国際水協会（IWA)世界会議・展示会 開催国委員会事務局 
公益社団法人日本水道協会研修国際部             川口・渡部・丹羽  03（3264）2307 

№ 出展企業名 

1 オルガノ株式会社 

2 株式会社クボタ 

3 株式会社栗本鐡工所 

4 三機工業株式会社 

5 ＪＦＥエンジニアリング株式会社 
6 水道機工株式会社 

7 水ing株式会社 

8 株式会社第一テクノ 

9 大成機工株式会社 

10 月島機械株式会社 

11 東京水道サービス株式会社 

№ 出展企業名 

12 株式会社東京設計事務所 

13 東京都下水道サービス株式会社 

14 東レ株式会社 

15 株式会社ナガオカ 

16 日本原料株式会社 

17 株式会社ＰＵＣ 

18 株式会社フソウ 

19 前澤工業株式会社 

20 メタウォーター株式会社 

21 株式会社森田鉄工所 

※五十音順、9/3時点 


