平 成 29 年 12 月 13 日
北九州市上下水道局海外事業課

記者発表資料

「日本カンボジア上下水道セミナー」の開催について

■北九州市は、厚生労働省、国土交通省及び北九州市海外水ビジネス推進協議会と
ともに、12 月 21 日（木）、22 日（金）の 2 日間にわたり、姉妹都市であるカンボ
ジア国プノンペン都において、
「日本カンボジア上下水道セミナー」を開催します。
■セミナーは、本市上下水道局長、厚生労働省、国土交通省のほか、推進協議会の
会員企業 18 社、カンボジア国政府関係者、上下水道関連企業等、総勢約 250 名が
参加します。
■2008 年より始まったこの催しは今回で 10 回目を数え、初めて上水道・下水道
分野共同で開催します。両国のこれまでの協力関係や本市の強み・今後の展望等
をＰＲし、協力関係の強化を図ります。

【セミナー開催概要】
日

程：平成 29 年 12 月 21 日（木），22 日（金）

場

所：カンボジア国プノンペン都（インターコンチネンタルホテル）

主

催：北九州市上下水道局 、厚生労働省、国土交通省、
北九州市海外水ビジネス推進協議会

共

催：独立行政法人国際協力機構、カンボジア国工業手工芸省、
カンボジア国公共事業運輸省、プノンペン都公共事業運輸局、
下水道グローバルセンター

参加者：約 250 名予定（日本側約 60 名、カンボジア側約 190 名）
特

記：セミナーのプラグラムなど詳細は別紙資料を参照ください

北九州市上下水道局海外事業課
木庭・久保田 TEL：５８２−３１１１

日本カンボジア上下水道セミナープログラム

別

紙

主催：日本国厚生労働省医薬・生活衛生局水道課／国土交通省水管理国土保全局下水道部
／北九州市上下水道局／北九州市海外水ビジネス推進協議会(KOWBA)
共催：独立行政法人国際協力機構(JICA)／カンボジア王国工業手工芸省(MIH)／カンボジア国公共事業運輸省
(MPWT)／プノンペン都公共事業運輸局(DPWT) ／下水道グローバルセンター(GCUS)

日本カンボジア上下水道セミナー
日時
会場
参加者

プログラム

：平成 29 年 12 月 21 日(木)〜22 日(金)
：Inter - Continental Hotel / Ballrooms (プノンペン)
：【カンボジア】 MIH、MPWT、DPWT、プノンペン水道公社(PPWSA)、公営・民営水道
事業者、カンボジア水道事業者連合会(CWA)
【日 本】
厚生労働省、国土交通省、在カンボジア国日本大使館、JICA、
北九州市、KOWBA、水道関係企業
：下記のとおり
【12 月 21 日】セミナー 1 日目
（会場１）
（会場２）

8:00 受付開始
8:50 国歌拝聴
9:00 開会挨拶（北九州市）
9:10 開会挨拶（日本大使）
9:20 開会挨拶（MIH）
9:30 記念撮影
9:35 休憩
◆水道セッション１
〜協力の歴史と成果〜
10:00 開会宣言（厚生労働省）
10:05 日本における水道の歴史（北九州市）
10:35 カンボジアでの日本の協力の歴史（JICA）
11:05 水道分野における日本の協力（PPWSA）
11:35 質疑応答

有田 仁志 局長
堀之内 秀久 大使
チャン・プラシット大臣

◆下水道セッション 1
〜カンボジアの下水道の現状と将来計画〜
田本 典秀 推進官
日置 潤一 室長
10:00 開会宣言（国土交通省）
トイ･チャンコサール副大臣
木山 聡 部長
10:05 挨拶(MPWT)
菅野 祐一 所長
10:15 カ国の下水道の現状と将来計画（MPWT） チャウ・ソペアッ・ピバル局長
シム・シター総裁
10:45 プノンペン下水道の課題とニーズ（DPWT） ﾁｮｳ･ｷﾑﾄﾘｰ副局長
11:15 カンボジアでの日本の協力の歴史（JICA） 西川 真史 氏
11:45 質疑応答
昼食
◆水道セッション２
◆下水道セッション 2
〜水道事業の将来〜
〜期待される日本の下水道技術（官民連携による）〜
日置 潤一 室長
有田 仁志 局長
14:00 挨拶（北九州市）
14:00 国が果たす役割（厚生労働省）
ｽﾚﾝ・ｿｸﾌﾞﾝ部長
14:05 北九州市の官民連携の取り組み（北九州市） 神野 右文 課長
14:30 水道事業の将来計画（MIH）
メタウォーター
15:00 プロジェクトが果たす役割（JICA） 廣渡 博 リーダー
14:15 民間企業発表
アイム電機工業
15:30 質疑応答
14:35 民間企業発表
ｹｲ･ｲｰ･ｴｽ/水 ing
15:40 休憩
14:50 民間企業発表
◆活動評価会
15:05 質疑応答
髙山 一生 課長
16:00 挨拶・活動事例報告（北九州市）
15:15 休憩
石川鉄工所
エク・ソン・チャン長官
16:15 講評（MIH）
15:35 民間企業発表
有田 仁志 局長
ジオクラフト
16:20 講評（北九州市）
15:50 民間企業発表
16:05 質疑応答
16:30 評価の確認（MIH,北九州市,KOWBA） ３者
ヴォン･ピシット総副局長
16:15 閉会挨拶(MPWT)
16:40 記念撮影

【12 月 22 日】セミナー 2 日目
◆上下水道セッション３
〜上下水道事業の将来を支える民間企業〜
8:00 受付開始
8:50 挨拶（KOWBA）
9:00 官民連携に関する講演
9:30 LCC の概念と実践
10:00 質疑応答
10:10 休憩
10:25 民間企業発表
10:40 民間企業発表
10:55 民間企業発表
11:10 民間企業発表
11:25 民間企業発表
11:40 質疑応答

富増 健次 会長
水 ing
メタウォーター

ジオクラフト
ケイ・イー・エス
アイム電機工業
愛知時計電機
阪神動力機械

◆閉会
11:45

閉会挨拶（MIH）

エク・ソン・チャン長官

昼食

