
平成 31 年 3 月 13 日 

 

工法協会各位 

 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

（公印省略） 

 

2019 年度修繕・改築工法説明会の説明応募について 

 

拝啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃、当協会の業務運営につき

ましては、多大なご協力を賜わり、厚くお礼申し上げます。 

 さて、当協会では、2019 年度の工法説明会を下記のとおり企画しました。 

 つきましては、別紙１により各開催地の説明参加を募集しますので、5月 31 日（金）ま

でにご回答いただきたくお願い申上げます。 

敬具 

記 

 

１．説明内容：1工法協会 17 分間で、施工事例、最近の改善点、新工法を中心に説明。 

       ※原稿提出については別紙２を参照 

 

２．開催日及び会場 

開催地 開催日 会 場 共催支部/県部会 

富山市 9 月 24 日（火） 富山国際会議場 中部支部、富山県部会 

仙台市 10 月 18 日（金） 宮城県建設産業会館 東北支部、宮城県部会 

 

３．添付資料 

  別紙１：2019 年度修繕・改築工法説明会 説明応募用紙（FAX 送信票） 

  別紙２：2019 年度修繕・改築工法説明会 実施概要 

 



 

ＦＡＸ送信票 

2019 年度修繕・改築工法説明会 説明応募用紙 

 

公益社団法人 日本下水道管路管理業協会 米川行 

 ＦＡＸ ０３（３８６５）３４６３ 

 

2019 年   月   日 

 

 

 

 

 

本用紙を 5 月３１日（金） までに送信してください。 

 

① 下表の記入欄に、説明会の講師参加についてお知らせください。 

開催地 開催日 記入欄 

富山市 9 月 24 日（火） □参加  □不参加 

仙台市 10 月 18 日（金） □参加  □不参加 

 

② 開催運営等についてご意見があれば、今後の参考にさせていただきます。 

 

 

団体名： 

 

発信者名： 

 

電話：    （     ）     

 

FAX：    （     ）     

 

E ﾒｰﾙ： 
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平成 30 年 3 月 13 日 

2019 年度 修繕・改築工法説明会 実施概要 

公益社団法人日本下水道管路管理業協会 

1. はじめに 

  本説明会は、当協会修繕・改築委員会の年間行事として、県単位程度の規模で公共団

体をはじめ業界関係者、学生等に対し、下水道管路施設の修繕・改築に関する最新の技

術情報を提供することを目的に開催するものです。 

 

2. 説明内容 

  下水道管路施設の修繕・改築に関する工法・技術の施工事例・改善点、新工法を中心

とした報告方式で行います。 

 

3. 応募資格および費用 

  講師および補助要員等の派遣費用は応募団体（工法協会）で負担して下さい。 

(1) 会員：無料 

    本会賛助会員で修繕・改築委員会に委員として参加している工法協会（18 団体） 

ＥＸ・ダンビー協会 ＦＦＴ工法協会 クリスタルライニング工法協会 

ＥＰＲ工法協会 エポフィット工法協会 ３ＳＩＣＰ技術協会 

ＡＳＳ工法協会 ＭＬＲ協会 Ｔｗｏ－Ｗａｙライニング工法協会

ＳＷライナー工法協会 オールライナー協会 日本インシチュフォーム協会 

ＳＤライナー工法協会 (一社)Kanaflex 工法協会 日本スナップロック協会 

ＦＲＰ工法協会 クリアフロー工法協会 パルテム技術協会 

    ※正会員であっても 1企業所有の技術・工法を説明する場合の参加はできません。 

(2) 非会員：有料 

    下水道管路施設の改築・修繕に関する工法協会 

    参加費用は1会場目4万7千円(税別)､2会場目より1会場当たり1万9千円(税別) 

    ※一度納入された参加費は返却することができません。 

 

4. 開催までのスケジュール 

  ① 説明申し込み期限 …………………………… 2019 年 5 月 31 日(金) 

    ※申し込みは先着順とし、各会場の説明枠が一杯になったら終了します。 

  ② 配布用パワーポイントの提出期限 ……… 2019 年 8 月 23 日(金) 

    ※来場者に配布する資料です。作成は下記要領に従って下さい。 

【配布用パワーポイント作成要領】 

１）使用ソフトは、Microsoft PowerPoint 2010 以降 

２）スライド枚数は、1工法協会当たり８～１２枚 

３）構成は、次の５項目 

  1.適用範囲(管径・管種・管形状・延長等) 4.施工実績 

  2.特徴(材料、硬化方法等 PR)  5.施工事例又は最近の改善点 

  3.施工方法 

（注意事項）当日配付の当協会資料に工法分類（構造分類、機能分類、施工方法分類、管形

成分類）について記載しますので、各工法協会はその説明を省略して下さい。

別紙２ 
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  ③ 工法協会のパンフレット等提出期限 ……… 2019 年 8 月 23 日(金) 

    ※各会場の聴講者に、各工法のパンフレット等を配布することができます。 

  ④ 聴講者の受付期限 …………………………… 各開催地の開催 1 週間前まで 

    ※聴講の申し込み受付は、開催地の支部または県部会で行います。 

  ⑤ 説明者用パワーポイント ………………… 各開催地の開催 1 週間前まで 

    ※講師が当日パソコンを操作して説明に使用するものです。 

  ⑥ 説明会の開催 …………………………… 5.参照 

 

5. 2019 年度修繕・改築工法説明会の開催概要 

(1) 開催日および会場等 

開催地 開催日 会 場 共催支部/県部会 

富山市 9 月 24 日（火） 富山国際会議場 中部支部、富山県部会 

仙台市 10 月 18 日（金） 宮城県建設産業会館 東北支部、宮城県部会 

(2) 後援（申請予定） 

     富山県下水道協会、宮城県下水道協会 

(3) 対象者および聴講費 

     開催地および近隣の自治体・業界関係者及び一般を対象とします。 

     聴講費は無料です。 

(4) 説明時間 

     応募１団体につき持ち時間は１７分（質疑応答時間なし）とします。 

     ※複数の工法があっても、上記時間内でポイントを絞り説明して下さい。 

     ※会場によっては、応募団体数の増減、施設の制約等により、説明時間が増減

することがありますのでご承知おき下さい。 

(5) プログラム 

    ■午前：全般的な内容の講演会＋各工法の説明会 

       ・開催都市による「改築・修繕事業の取り組み等」（仮題） 

       ・当協会による参加工法の紹介、進行方法・注意事項等の説明 

    ■午後：各工法の説明会 

       ・工法説明は、施工事例又は最近の改善点、新工法を中心に説明して下さ

い。質疑時間はありませんので、別途個別に対応して下さい。 

       ・施工事例等が同一の工法分類（①反転･形成、②製管、③部分補修・取付

け管更生、④マンホール更生・防食）が続くようなプログラムとします。 

    ■プログラム例 

時 間 演 題 講 師 

講演会 
 9：45～10：05 

基調講演 
テーマ：修繕・改築事業の取り組み等 

開催都市 

10：05～10：15 参加工法の紹介等 日本下水道管路管理業協会 

説明会 
10：15～12：00 
13：00～16：45 

施工事例・改善点、新工法の説明 
（17 分×19 協会＝約 5.5 時間） 

各工法協会 

     ※申し込みの際、予め説明の時間帯を選ぶことはできません。 

     ※応募数や施設の制約等により開始時刻や説明時間を変更することがあります。 
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(6) 説明方法 

     プレゼン資料（パワーポイントをスクリーンに投影）および当日配付する工法

パンフレット等を用いて行います。 

     説明にあたっては下記事項に留意して下さい。 

① 技術紹介の動画内容をそのまますべて映すことはできません（音声含む）。

動画から特徴となる場面を部分的に取り込んで映すことはできますが、音声

を出すことはできません。発表者自身で説明して下さい。 

② 説明中、他者を誹謗中傷するような内容とみなされる言動があった場合は、

説明を中止します。 

③ パソコン･プロジェクターは各会場に用意してあります（ビデオ、OHP 使用

不可）。 

④ パソコン操作は、講師自身で行うか、講師が補助要員を用意して行って下さ

い。 

6. 開催実績 

年 度(回数) 開催地 会  場 開催日 参加団体 来場者 

平成 23 年度(12 回) 米子市 国際ファミリープラザ 9/16(金) 15 109 

  〃   (13 回) 千葉市 ホテルプラザ菜の花 9/28(水) 14 102 

  〃   (14 回) 帯広市 十勝産業振興センター 10/14(金) 13 110 

  〃   (15 回) 静岡市 あざれあ(静岡県男女共同参画ｾﾝﾀｰ) 10/18(火) 15 128 

  〃   (16 回) 奈良市 いかるがホール 10/20(木) 14 108 

  〃   (17 回) 山形市 山形国際交流プラザ 11/1(火) 14  82 

平成 24 年度(18 回) 福岡市 天神ビル 10/16(火) 14 122 

  〃   (19 回) 大阪市 新大阪丸ビル別館 10/19(金) 15  94 

  〃   (20 回) 川崎市 ラゾーナ川崎プラザソル 11/6(火) 14 124 

平成 25 年度(21 回) 堺市 サンスクエア堺 10/18(金) 16 105 

  〃   (22 回) 札幌市 札幌市民ホール 11/6(水) 14  99 

平成 26 年度(23 回) 岡山市 ピュアリティまきび 10/17(金) 17 128 

  〃   (24 回) 盛岡市 マリオス(盛岡地域交流センター) 10/24(金) 16 104 

平成 27 年度(25 回) 秋田市 秋田県中央地区老人福祉総合エリア 9/29(火) 18 90 

  〃   (26 回) 福岡市 天神ビル 10/6(火) 17 127 

平成 28 年度(27 回) 神戸市 神戸センタープラザ 9/16(金) 17 135 

  〃   (28 回) 仙台市 夢メッセみやぎ 9/28(水) 18 114 

平成 29 年度(29 回) 札幌市 北海道建設会館 9/20(水) 15 119 

  〃   (30 回) 広島市 広島県 JA ビル 10/18(水) 16 134 

  〃   (31 回) 新潟市 新潟テルサ 11/1(水) 15 159 

平成 30 年度(32 回) 岐阜市 OKB ふれあい会館 9/13(木) 18 100 

  〃   (33 回) 佐賀市 グランデはがくれ 10/11(木) 16 132 

7. 問い合わせ先 

  公益社団法人日本下水道管路管理業協会 技術部 米川 

    〒101-0032 東京都千代田区岩本町２－５－１１ 岩本町Ｔ・Ｉビル４Ｆ 

    TEL：03-3865-3461  FAX：03-3865-3463  メール：yonekawa@jascoma.com 
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