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主催者挨拶

第11回 水道技術シンポジウム実行委員会

主催・後援・協賛

顧　問

プログラム委員会

　本シンポジウムは、日本で唯一、定期的に開催される水道技術に関する国際会議です。
1988年に第1回を神戸市で開催して以来、3年に1回開催して参りました。今回、第11回を
2019年7月に近代水道発祥の地「横浜市」において開催いたします。

　今回は、情報通信技術の発展と「水道のスマート化」など技術改革の動向を踏まえ、
『水道サービスとその将来 － 信頼、持続、そして、スマート －』をメインテーマとしました。
古米弘明 東京大学大学院教授の基調講演やSudhir Murthy IWA上席副会長の
特別講演を始め、世界各国の水道事業体や政府機関等の専門家が、海外招待講演と
して先進事例について講演を行います。3つの分科会では、浄水、管路、事業運営等の幅
広い分野にわたり、89編の論文発表が行われます。各分科会での発表を通じて、活発な
議論や情報交流が行われるものと期待しています。最終日はこれらを踏まえた総合パネル
ディスカッションにより、世界の水道技術の課題と方向性を総括します。

　また、シンポジウムと併せ、「水道のスマート化」をはじめとする最先端の水道技術を発信
し、ビジネスネットワークの創出や情報・技術の交流の場となる展示会を開催いたします。

　横浜は、開港以来、国際都市として貿易や外交の拠点となり、情報、技術、文化の発信
地として発展してきました。国内外から多くの方々が訪れ、交流する、活気あふれる街です。

　第11回水道技術国際シンポジウム、展示会への皆様の御参加を心よりお待ち申し上げ
ております。

委 員 長 大垣 眞一郎（公益財団法人 水道技術研究センター 理事長）
副 委 員 長 山 隈  隆 弘（横浜市水道局 水道事業管理者 水道局長）
委 　 　 員 古 米  弘 明（東京大学大学院 工学系研究科附属水環境制御研究センター 教授） 滝 沢  　 智（東京大学大学院 工学系研究科 教授）

伊 藤  禎 彦（京都大学 大学院工学研究科 教授） 大 瀧  雅 寛（お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授）
広 瀬  朋 義（神戸市水道局 水道事業管理者 水道局長） 吉 田  　 永（公益社団法人 日本水道協会 理事長）
宮 崎  正 信（一般社団法人 日本水道工業団体連合会 専務理事） 若 松  五 常（全国簡易水道協議会 事務局長）
篠 本  　 勝（日本水道新聞社 代表取締役社長） 西 原  一 裕（水道産業新聞社 代表取締役社長）

アドバイザー 是 澤  裕 二（厚生労働省 水道課長） 秋 葉  道 宏（国立保健医療科学院 生活環境研究部長）

主催　第11回水道技術国際シンポジウム実行委員会

後援　 国際水協会（IWA）、厚生労働省、公益社団法人日本水道協会、全国簡易水道協議会、独立行政法人国際協力機構（JICA）、
公益社団法人国際厚生事業団（JICWELS）、NPO法人日本水フォーラム、Watershare

協賛　 一般社団法人日本水道工業団体連合会、公益社団法人全国上下水道コンサルタント協会、株式会社日本水道新聞社、
株式会社水道産業新聞社

丹保　憲仁（北海道大学　名誉教授） 藤田　賢二（東京大学　名誉教授）
眞柄　泰基（公益財団法人 給水工事技術振興財団　理事長） 茂 庭  竹 生（東海大学　名誉教授）
渡 辺  義 公（中央大学 研究開発機構　機構教授） 小泉　　明（首都大学東京　特任教授）

滝沢　　智（東京大学大学院 工学系研究科 教授）
秋葉　道宏（国立保健医療科学院 生活環境研究部長）
浅田　安廣（国立保健医療科学院 生活環境研究部 主任研究官）
浅見　真理（国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官）
荒井　康裕（首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 准教授）
石井　晴夫（東洋大学大学院 経営学研究科 客員教授）
伊藤　禎彦（京都大学大学院 工学研究科 教授）
宇野　二朗（横浜市立大学 国際教養学部 教授）
越後　信哉（京都大学大学院 工学研究科 准教授）
大河内由美子（麻布大学 生命･環境科学部 准教授）
太田　　正（作新学院大学 名誉教授）
大瀧　雅寛（お茶の水女子大学 基幹研究院 自然科学系 教授）

大瀧友里奈（一橋大学大学院 社会学研究科 教授）
岡崎　慎司（横浜国立大学大学院 工学研究院 教授）
小熊久美子（東京大学大学院 工学系研究科 准教授）
金子　　修（電気通信大学大学院 情報理工学研究科 教授）
鎌田　素之（関東学院大学 理工学部 准教授）
神子　直之（立命館大学 理工学部 教授）
鍬田　泰子（神戸大学大学院 工学研究科 准教授）
小坂　浩司（国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官）
酒井　宏治（首都大学東京大学院 都市環境科学研究科 准教授）
島﨑　　大（国立保健医療科学院 生活環境研究部 上席主任研究官）
新　　誠一（電気通信大学大学院 情報理工学研究科 教授）
堤　　行彦（福山市立大学 都市経営学部 教授（学部長兼研究科長））

長岡　　裕（東京都市大学 工学部 教授）
西嶋　　渉（広島大学 環境安全センター 教授）
平山　修久（名古屋大学 減災連携研究センター 准教授）
増田　貴則（鳥取大学大学院 工学研究科 准教授）
松井　佳彦（北海道大学大学院 工学研究院 教授）
松下　　拓（北海道大学大学院 工学研究院 准教授）
水野　忠雄（摂南大学 理工学部 准教授）
三宅　　亮（東京大学大学院 工学系研究科 教授）
宮島　昌克（金沢大学 理工研究域 教授）
森　由美子（東海大学 政治経済学部 教授）
山村　　寛（中央大学 理工学部 准教授）
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開 催 概 要

展示会（入場無料）

会　　期　　2019年7月9日（火）〜11日（木）

会　　場　　パシフィコ横浜 会議センター （神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1）

使用言語　　日本語及び英語（同時通訳あり）

プログラム概要

　水道分野全般を紹介する展示会です。主に、最新の水道技術に関わる機器やシステムの紹介のほか、環境対応や官民
連携を含めた各種の事業について紹介を行います。

会 　 場　　パシフィコ横浜　会議センター3階
開催時間　　 1日目：９日（火）9：30〜17：30 

2日目：10日（水）9：30〜17：30 
3日目：11日（木）9：30〜13：00

展示会イベント（予定）
・�スマートメーターに関するパネルディスカッション�

テーマ： 大都市における水道スマートメーター導入に
向けた最新動向

・�PRプレゼンテーション�
スポンサー企業等によるプレゼンテーション

・�アフリカセミナー�
JICA研修員による各国の課題とニーズの発表

・�ブースツアー�
展示会来場者向けのブースを巡るツアー

・�管路研修施設見学ツアー�
横浜水道の技術研修施設視察

7月9日（火） 7月10日（水） 7月11日（木）

会
　
議

AM
開会式

基調講演

海外特別講演

第１分科会
海外招待講演 �

第２分科会
海外招待講演 �

第３分科会
海外招待講演

ショートプレゼンテーション※ � ショートプレゼンテーション※ � ショートプレゼンテーション※

総合パネル
ディスカッション

閉会式

PM

海外招待講演①

海外招待講演②

海外招待講演③

ポスターセッション

第１分科会
口頭発表 �

第２分科会
口頭発表 �

第３分科会
口頭発表

テクニカルツアー
（オプション）

レセプション

展示会 展　　　示

ポ
ス
タ
ー
掲
示

第10回水道技術国際シンポジウム�展示会ステージイベント横浜市水道局�管路研修施設

第10回水道技術国際シンポジウム�展示会

※一部のポスターについては、ポスターセッションに先立ち、ショートプレゼンテーションを実施します。
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シンポジウムプログラム
［メインテーマ］　水道サービスとその将来 － 信頼、持続、そして、スマート －

7月9日（火）

10：00〜10：15 開会式 主催者・来賓挨拶

10：15〜10：55 基調講演
「気候変動適応における持続可能な都市水利用システムに向けて」
古米　弘明

（東京大学大学院　教授）

11：15〜11：55 海外特別講演
「信頼性が高く、強靭かつ持続可能でスマートな水道のためのIWAの行動計画」
Sudhir�Murthy

（国際水協会（IWA）　上席副会長）

14：00〜14：40 海外招待講演①

「イングランドおよびウェールズの飲料水水質規制」
Marcus�Rink

（英国　飲料水検査官事務所（DWI）※ 最高検査官）
※イングランド・ウェールズの水道水質を監視する政府機関

14：40〜15：20 海外招待講演②

「�南オーストラリア州水道公社と国内の大学との技術協力により開発された�
水道ネットワークのスマートな分析方法」
Mark�Stephens

（豪州　南オーストラリア州水道公社　アセット主任分析官）

15：50〜16：30 海外招待講演③

「最小限の前処理後におけるRO膜ファウリングの抑制」
Emile�Cornelissen

（オランダ　水循環研究所（KWR）※　浄水処理シニア研究員）
※オランダにある水道の研究開発機関

16：30〜16：40 座⻑総括 座長�：�伊藤　禎彦
（京都大学大学院　教授）

海外特別講演・海外招待講演のタイトルは事務局で翻訳したものです。

17：30〜19：30 レセプション

第10回水道技術国際シンポジウム　基調講演 第10回水道技術国際シンポジウム　総合パネルディスカッション�
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7月10日（水）

第1分科会
「浄水処理、水質管理とその将来」

第2分科会
「管網管理、更新とその将来」

第3分科会
「事業運営、リスク管理とその将来」

座長�：��松井　佳彦�
（北海道大学大学院　教授）

座長�：��長岡　裕�
（東京都市大学　教授）

座長�：��石井　晴夫�
（東洋大学大学院　客員教授）

  9：50〜10：40 海外招待講演
「ソウルのスマート水道システム：

どの程度スマートなのか？」

海外招待講演
「地域および地区レベルのサービス目標達成

に向けたサンフランシスコの水道の改善」

海外招待講演
「未来の水道のために

今なすべきこと」

Young-
June�Choi

（ 韓国　ソウル特別市水道局 
研究開発部長）

Sam�Young
（ 米国　サンフランシスコ

公共事業委員会（SFPUC） 
配水部エンジニアリング
マネージャー）

Shane�Morgan
（ ニュージーランド　 

ウォーターケアサービス社※ 
最高運営責任者）

※ ニュージーランドのオークランドを所
管する水道公社

10：50〜12：00 ポスターショートプレゼンテーション ポスターショートプレゼンテーション ポスターショートプレゼンテーション

12：00〜13：00 ポスターセッション

13：00〜17：35 口頭発表 口頭発表 口頭発表

海外招待講演のタイトルは事務局で翻訳したものです。

  9：30〜11：20 総合パネルディスカッション

11：20〜11：30
優秀発表賞・優秀ポスター賞の発表

閉会式 主催者挨拶

13：00〜17：30 テクニカルツアー（オプション）　横浜市⽔道局川井浄⽔場（セラロッカ）

〜川井浄水場（セラロッカ）〜
　1901（明治34）年に稼働した川井
浄水場は、日本初の浄水場全体の更新
と運営・維持管理を一体としたPFI事業
で再整備を進め、2014（平成26）年に
国内最大となる17万㎥／日の膜ろ過
施設「川井浄水場（セラロッカ）」として
生まれ変わりました。
　導水工程の水位差を活用したポンプ
を使用しない膜ろ過や太陽光・小水力
発電設備の設置など「環境にやさしい
浄水場」としても高く評価されています。

7月11日（木）

小水力発電設備

2,000円（税込）　定員80名【先着順】
※当日の交通事情により、帰着時間が前後する場合があります。

膜ろ過装置

座長�：�滝沢　智
（東京大学大学院　教授）
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分科会発表

口頭発表

第1分科会
「浄⽔処理、⽔質管理とその将来」

■「ROプラントの前処理としての、マルチディスクスタックフィルター（MSF）の使用※」 
　Mohammed Alhajji（サウジアラムコ，サウジアラビア）
■「清澄な上流河川における深刻なかび臭発生 
　  〜付着性藍藻による2-MIB産生の挙動とその対策〜」 
　江原　和宏（東京都水道局）
■「UV-LED消毒装置の開発：実用性向上に向けた設計検討」 
　五十嵐　倫子（水ingエンジニアリング株式会社）
■「西谷浄⽔場における上向流式粒状活性炭処理導入の検討」 
　前田　勝史（株式会社クボタ）
■「相模湖系障害生物に対する殺藻細菌の効果に関する調査」 
　増野　美奈子（横浜市水道局）
■「相模川中流域における障害生物の繁殖」 
　成澤　千秋（神奈川県企業庁）

■「浄⽔場内の上向流生物接触フィルタによる高度処理※」 
　Trang Nguyen Thi Thu（株式会社神鋼環境ソリューション）
■「紫外線による⽔の消毒：現状と将来展望」 
　小熊　久美子（東京大学）
■「フロック撮影画像のディープラーニングによる最適凝集条件決定手法※」 
　Eryanti Utami Putri（中央大学）
■「帯磁性イオン交換樹脂処理と促進酸化処理を組み合わせた新しい浄⽔場の建設」 
　柴　雅彦（茨城県企業局）
■「豊平川で急激に発生する高濁度の原因調査、監視及び対策」 
　外崎　友望（札幌市水道局）
■「シェールガス生産廃⽔の、消毒副生成物形成への影響、及び解決の可能性※」 
　Yuefeng Xie（ペンシルベニア州立大学，米国）
■「緩速ろ過系統における⽔質異常と対策について」 
　矢橋　卓（名古屋市上下水道局）

第2分科会
「管網管理、更新とその将来」

■「ダクタイル鋳鉄製伸縮可とう管の地盤変位に対する有効性」 
　浅井　久和（大成機工株式会社）
■「島モデルGAの最適管網設計への適用」 
　⻑谷川　高平（首都大学東京）
■「強靭な⽔道施設を目指して」 
　堀野　秀一（八戸圏域水道企業団）
■「鉄筋コンクリート製配⽔池の動的解析等耐震計算に係る比較研究」 
　⽔上　和哉（神戸市水道局）
■「送配⽔管網における浄⽔中懸濁物質の蓄積とその制御性」 
　中西　智宏（京都大学）
■「立川断層を横断する送⽔管の耐震設計」 
　中園　隼人（ＪＦＥエンジニアリング株式会社）
■「分岐及び屈曲効果を考慮した、漏⽔センサーの最適配置モデルの事例研究※」 
　Youngwook Nam（首都大学東京）

■「第四次産業革命に向けた給⽔システムのためのスマート管理※」 
　Truong Ngoc（フエ省水道公社，ベトナム）
■「マッピングシステムを活用した漏⽔調査の効率化」 
　野澤　敦司（川崎市上下水道局）
■「「録音された振動を解析する技術」を用いた効率的漏⽔調査」 
　坂本　剛夫（東京水道サービス株式会社）
■「耐震型ダクタイル鉄管のサンフランシスコ消火専用⽔道システムへの適用について」 
　末永　悟志（株式会社クボタ）
■「配⽔本管網の再構築計画」 
　渡邊　紀喜（横須賀市上下水道局）
■「配⽔システムにおけるマンガンの管内表面への蓄積特性」 
　Xinyi Zhou（京都大学）

第3分科会
「事業運営、リスク管理とその将来」

■「災害に強い⽔道モデルと災害対策事例」 
　荒砥　彬生（仙台市水道局）
■「福岡市⽔道局お客さまサービスにおけるインターネットサービスの現状と今後の展望」 
　壇　耕平（福岡市水道局）
■「国家飲料⽔品質監視メカニズムにおけるICTの可能性と若者の役割の展開 
　 － ネパール国パンチダラ給⽔計画の事例研究※」 
　Amrita Gautam（ケルン工科大学，ドイツ）
■「上海の上⽔処理における高度処理プロセスの応用及び開発※」 
　Yi Gui（上海市給水管理所，中国）
■「施設管理システムの導入について」 
　廣井　孝充（神奈川県内広域水道企業団）
■「複合リスクへの対応を考慮した施設整備⻑期構想2055の策定」 
　門脇　正夫（阪神水道企業団）

■「配⽔ネットワークにおける定量的給⽔リスク分析・評価モデルの開発※」 
　Kibum Kim（ソウル市立大学校，韓国）
■「日本における⽔道施設の液状化現象に伴う地震被害事例の分析」 
　宮本　勝利（株式会社日水コン）
■「さいたま市の有効率向上対策と有効率・有収率の推移」 
　永堀　義秀（さいたま市水道局）
■「確率論的アプローチによる⽔道管の標準被害曲線の構築」 
　岡野　泰己（名古屋大学）
■「漏⽔情報収集システムの構築による迅速な⽔道管路の応急復旧 
　 （震災時のSNSを活用した漏⽔情報収集）」 
　大西　壮（東京都水道局）
■「⽔道インフラの老朽化と維持管理に関する評価指標の検討」 
　佐竹　明（首都大学東京）

座⻑ ： 松井　佳彦
（北海道大学大学院　教授）

座⻑ ： ⻑岡　　裕
（東京都市大学　教授）

座⻑ ： 石井　晴夫
（東洋大学　教授）
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ポスター発表 ★印のポスターについてはショートプレゼンテーションを実施します。

第1分科会
★「アセトアミノフェンの分解に対する、酸化鉄活性過硫酸塩およびフェントンの応用※」 
　Chihhao Fan（国立台湾大学，台湾）
★「⽔生マトリックス中の銀ナノ粒子の運命及び変化に対する有機物溶解の影響※」 
　Ishara Fernando（南洋理工大学，シンガポール）
★「撹拌翼径に対する凝集速度の指標化」 
　福田　美意（東芝インフラシステムズ株式会社）
★「⽔質検査法の改正における⽔質検査に従事する者の役割」 
　林　幸範（横須賀市上下水道局）
　「排⽔処理に対する膜ろ過法導入の検討」 
　保科　克行（株式会社クボタ）
　「給⽔栓の⽔質に関する苦情発生状況の傾向と対応」 
　川名　夏未（千葉県企業局）
★「ろ過方程式を用いた複層ろ過処理の⽔処理性推定手法」 
　小林　芳宏（大阪市水道局）
★「道志川⽔系におけるかび臭（2-MIB）障害〜活性炭による除去性の調査〜」 
　窪　謙佑（横浜市水道局）
　「高濁度原⽔に対する膜ろ過法導入の検討」 
　栗山　泰輔（株式会社クボタ）
★「日本のインフラ輸出：ベトナムへの高度浄⽔処理の導入」 
　益田　信一（国際協力機構（JICA））

　「沈澱池における紫外線塩素分解量の把握と塩素注入制御への応用」 
　毛受　卓（東芝インフラシステムズ株式会社）
★「気候変動に起因する危害原因事象の発生事例と⽔安全計画の新たな課題」 
　中安　眞司（阪神水道企業団）
★「生物活性炭処理浄⽔場におけるズーグレア障害」 
　齋藤　善彦（千葉県企業局）
　「神戸市の千苅貯⽔池における⽔質管理とかび臭対策」 
　清⽔　武俊（神戸市水道局）
　「フエ省⽔道公社における⽔安全計画と⽔安全を確保するための解決法※」 
　Mai Tan（フエ省水道公社，ベトナム）
　「高濁度表流⽔に対する槽浸漬方式セラミック膜ろ過法の適用」 
　田邉　耕平（株式会社クボタ）
　「浄⽔場における精密膜ろ過モジュールに対する簡易薬品洗浄の効果の検討」 
　田中　裕大（株式会社神鋼環境ソリューション）
　「⽔道事業体へのアンケート調査に基づいた「自然条件・社会 
　 条件等の変化による浄⽔障害への対応の手引き」の作成」 
　谷川　大悟（公益財団法人水道技術研究センター）
　「電気伝導率を指標とした給⽔栓残留塩素濃度の評価」 
　山田　義隆（千葉県企業局）
★「浄⽔場原⽔におけるアナベナのジェオスミン産生遺伝子の検出」 
　矢野　留実子（横浜市水道局）

第2分科会
★「補強金具による効率的な既設ダクタイル管の補強方法」 
　戸次　浩之（大成機工株式会社）
★「人口減少（⽔需要減少）社会における基幹管路の再構築計画を策定する手法の提案」 
　兼子　浩（公益財団法人水道技術研究センター）
★「高層建物の直結給⽔システムと導入状況について」 
　北村　武雄（東京都水道局）
★「中大口径管路における漏⽔検知に関する研究」 
　奥野　浩史（川崎市上下水道局）
★「送⽔管の耐震化と二重化　〜第二北総－成田線送⽔管の布設〜」 
　篠永　通英（千葉県企業局）

★「人口減少社会を考えた管網管理」 
　上野　光弘（八戸圏域水道企業団）
★「PVC管の漏⽔検知の新たな解決策」 
　渡邊　研一（株式会社グッドマン）
★「耐震型ダクタイル鉄管の施工情報システムの開発」 
　山下　彰（株式会社クボタ）
★「既設配⽔管の管内外面調査報告」 
　安原　重人（名古屋市上下水道局）

第3分科会
　「川崎市の官民連携による国際展開」 
　相原　健二（川崎市上下水道局）
★「名古屋市⽔道事業における⽔源リスク管理のあり方について」 
　青木　淳（名古屋市上下水道局）
　「「かながわ方式による公民連携」〜箱根地区⽔道事業包括委託〜」 
　荒井　明（神奈川県企業庁）
　「横浜市⽔道局のＣＳ向上に関する施策体系の構築」 
　江藤　知恵子（横浜市水道局）
★「耐震継手ダクタイル管による、断層と地滑り部を横断する管路の対策事例」 
　原　毅史（株式会社クボタ）
★「人口減少に伴う小規模⽔道事業と地域条例」 
　堀　さやか（京都大学）
　「内径1,650ｍｍ社家－伊勢原間導⽔連絡管の運用実績」 
　石橋　晋作（神奈川県内広域水道企業団）
★「適応共鳴理論によるポンプの状態変化検出」 
　陰山　晃治（株式会社日立製作所）
★「ウィーン市⽔道局の広報活動に関する調査報告」 
　栗山　貴好（千葉県企業局）
★「リモートコントロールソフトを活用した離れた職場間の情報交換による緊急時対応力の向上」 
　黒子　裕史（横浜市水道局）

★「東ティモール民主共和国における⽔質管理改善指導」 
　丸山　洋（千葉県企業局）
★「熊本地震給⽔装置被害状況の調査報告について」 
　増田　伸介（公益財団法人給水工事技術振興財団）
　「神戸市におけるスマートメーターの実証実験の結果について」 
　溝渕　博和（神戸市水道局）
　「アセットマネジメントへ活用するスリーブ弁の故障対応」 
　坂上　陽亮（大阪広域水道企業団）
★「業務継続性を考慮した情報システムの構築と運用」 
　清宮　佳幸（千葉県企業局）
★「持続可能な⽔道事業のための広報ツール「⽔道ゲーム」の開発」 
　杉野　学（大阪広域水道企業団）
　「上下⽔道デジタルマッピングシステムの今後の活用方法に関する考察」 
　杉浦　領亮（名古屋市上下水道局）
　「危機管理と意思決定支援システムにかかわるISO/TC 224国際標準化活動への日本の貢献」 
　舘　隆広（株式会社日立製作所）
　「横浜市⽔道局の国際協力活動を推進する組織の変遷と効果」 
　高木　佑介（横浜市水道局）
★「体験型配管模型を用いた業務紹介の取組」 
　吉田　亜久里（横浜市水道局）

・姓（ファミリーネーム）のアルファベット順で記載しています。
・タイトル、発表者等は変更となる場合があります。
・論文共著者名は省略しております。
・※印をつけた海外発表者の論文タイトルは、事務局で翻訳したものです。



シンポジウム参加登録料

※参加登録の詳細は、公式ホームページをご覧ください。　

早期登録料金（税込） 
（アーリーバード） 

【2019年3月31日㈰まで】
通常料金（税込）

【2019年4月1日㈪から】 備　　考

会   員

一　般

学   生

50,000円

70,000円

55,000円

75,000円

30,000円

水道技術研究センター会員及び
国際水協会（IWA）会員

レセプション（7月9日）は
含まれません。

お問い合わせ

（株）インターグループ内　第11回水道技術国際シンポジウム担当
 〒531-0072　大阪市北区豊崎3-20-1 インターグループビル
 ［TEL］ 06-6372-3052　［FAX］ 06-6376-2362 　［E-mail］ water2019@intergroup.co.jp

第11回水道技術国際シンポジウム実行委員会事務局

公益財団法人水道技術研究センター
 〒112-0004　
 東京都文京区後楽2-3-28 K.I.S飯田橋ビル7F
 ［TEL］ 03-5805-0261　［FAX］ 03-5805-0265
 ［E-mail］ sympo_11th@jwrc-net.or.jp

横浜市水道局
 〒231-0023　
 横浜市中区山下町23番地日土地山下町ビル
 ［TEL］ 045-633-0161　［FAX］ 045-681-6572
 ［E-mail］ su-sympo@city.yokohama.jp

※ホテルに関する情報は、横浜観光情報ホームページをご覧ください。
　http://www.welcome.city.yokohama.jp/ja/tourism/hotel/hotellist.php

2019.02

みなとみらい線 
みなとみらい駅より
・ 徒歩 5分

JR 線・市営地下鉄 
桜木町駅より
・ 徒歩 　　 12分
・ バス　　  11分
・ タクシー    5分

・ タクシー　　   7分
・ シーバス（船） 10分

横浜駅より
交通アクセス

会　場


