。ｏ○。
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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2013．11．11

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１１６号

http://www.jiwet.or.jp/

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
。ｏ○。

週末は、急に季節が進みましたね。北海道では、吹雪も観測されたとのこと。つい
最近まで台風が襲来していたのにびっくりしました。最近は春や秋が短くなったよう
な気がしませんか？
それでは、機構メールマガジン『新技術情報』第１１６号をお届けします。
業務に、Tea Break にどうぞご活用ください。

◆◆◆トピックス◆◆◆
■インフォメーション
・11/22(金)東京、11/29（金）大阪でＳＭ手法を踏まえた長寿命化計画策定に関する
手引きの説明会の参加テキストの申し込みは明日までです！

■機構の動き
・今週は、11/14(木)に技術サロンを、11/15(金)に新技術現場研修会を開催します

■Tea

Break

・初マラソンは大雨（研究二部

ナポリタンさんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今週は、大阪市様より「下水道技術の情報発信パートナー事業者制度」について情
報をいただきました！

■国からの情報
・11/8 付下水道ホットインフォメーション

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
インフォメーション

（最新の話題です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●11/22(金)東京、11/29（金）大阪でＳＭ手法を踏まえた長寿命化計画策定に関する
手引きの説明会の参加テキストの申し込みは明日までです！
参加費は無料。本手引き（案）につきましては、国土交通省下水道部ホームページ
に公表されておりますが、当日、手引き（案）を製本したもの(1,000 円)を準備いたし
ますので、必要な方は、明日 11/12(火)までにＷＥＢよりお申し込みください。
※参加の申し込みは席の余裕のある限り、説明会当日まで受け付けますが、手引き

（案）の製本の申し込みの締め切りは 11 月 12 日（火）といたします。
※ＷＥＢ申し込みはこちら

→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/seminarsp

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
機構の動き

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎平成 25 年 11 月 14 日(木)17:00～18:00
行 事：第 320 回技術サロン
場 所：下水道機構 8 階会議室
ゲスト：横須賀市上下水道局技術部長

青木孝行

氏

テーマ：
「横須賀市の下水道と中核都市等における下水道事業の取り組み（下水道研
究会議）について」
※詳細、お申込みはこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

◎平成 25 年 11 月 15 日(金) 13：10～17：00（受付 12：30～）
行 事：第 62 回（平成 25 年度第 1 回）新技術現場研修会
場 所：東京都下水道局東部第一下水道事務所
砂町水再生センター内（東京都江東区新砂 3-9-1）
対 象：下水道機構の出捐団体・賛助会員及び公共団体等の下水道技術者
※参加および取材の申し込み受付は終了いたしました。

◎平成 25 年 11 月 22 日(金)13：30～16：45
平成 25 年 11 月 29 日(金)13：30～16：45

【東京会場（発明会館）
】
【大阪会場（大阪科学技術センター）
】

行 事：58 回 下水道新技術セミナー
テーマ：下水道における革新的技術開発の取り組み
対 象：公共団体、企業等の下水道技術者など
※詳細、お申込みはこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info

◎平成 25 年 11 月 22 日(金)11：00～12：30
平成 25 年 11 月 29 日(金)11：00～12：30

【東京会場（発明会館）
】
【大阪会場（大阪科学技術センター）
】

行 事：ＳＭ手法を踏まえた長寿命化計画策定に関する手引きの説明会
参加費：無料

※ただし当日、手引き（案）を製本したものを準備しておりますの

で、必要な方は申し込みの際にお申し出ください。
（印刷製本代として 1,000 円頂きま
す。
）
※詳細、お申込みはこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/seminarsp/seminarsp-form

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
Tea

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●初マラソンは大雨（研究二部

ナポリタンさんからの投稿です）

10 月に研究二部毎年恒例？のマラソン大会に参加しました。ほとんどの人は初参戦
です。参加種目は、私と同じ初心者である先輩の「ハーフに申し込んだよ」というあ
っさりとした一言につられ、「10km をやめてじゃあ私もハーフにします」と軽い気持ち
で申し込んだのですが、それから試練がはじまりました。
調べてみると、参加した大町市アルプスマラソンは、日本の尾根を走ろう！という
キャッチフレーズだけあって、高低差がきつく国内でも難関コースとのこと。焦って
練習を始めたのですが、家族からは「本当大丈夫なの」と半分笑われ、心配されなが
ら当日を迎えました。
大会は朝から大雨となり、「この雨の中で本当に走れる？」とお互いに問いかけなが
ら会場に向かいました。厳しい登り坂も、沿道の応援の人だけでなく、私を追い抜い
て行くフルマラソンランナーからも励まされながら、なんとか制限時間ぎりぎりで走
りきることができました。
あいにくの天気でしたが、本大会をきっかけに少し自信を持てたからでしょうか、
私を含め数人がマラソンにはまってしまったようです。ちなみに次の日の大町市は秋
晴れの素晴らしい天気でした。来年は、晴れた中で田園風景の広がる景色を楽しみな
がらのマラソンを期待しまた参加したいと思います。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
まる子の結まーる

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今週は、大阪市様より「下水道技術の情報発信パートナー事業者制度」について情
報をいただきました！

大阪市は、平成 24 年 4 月に大阪下水道ハブ構想（OSSH 構想）が認められ、国土交
通省から水・環境ソリューションハブ（WES Hub）の構成地方公共団体（AAA：Alliance
Advanced Agency）として認定を受けました。OSSH 構想では、本市下水道広報施設の
下水道科学館に下水道技術の情報発信拠点の機能を付加し、官民の経験と技術を結集
した最適な解決策と先進の技術を発信して海外の水環境問題へ貢献するとともに、
水・環境インフラ技術の開発に関わる研究機関、民間企業との交流の場を提供するこ
とで大阪・関西企業の海外展開を支援していくこととしています。
この取組を官民連携により推進していくため、水ビジネス海外展開に関する情報を
活用し、WES Hub 構成地方公共団体である大阪市に協力して下水道技術の情報発信を
行っていただく、下水道技術の情報発信パートナー事業者を募集します。
詳細はこちら

→

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000236351.html

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
皆さまからの情報提供をお待ちしております！

提供はこちらまで→

┌───┐
│＼★／│

jiwet@jiwet.or.jp

└───┘
※テキストは原則 400 字以内。写真等はＡ４版にして原則２ページ以内。
なお、お寄せいただいた情報はそのまま掲載することを基本としますが、
掲載の可否は機構にて判断させていただきます。
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*

↓コチラからは、国からの下水道ホットインフォメーションを掲載しています。
◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
下水道ホットインフォメーション（2013.11.8 付国からの最新情報です）
送信元：国土交通省 水管理・国土保全局下水道部下水道事業課企画専門官 吉澤正宏
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
「土木の日」見て、さわって、
「親子」で土木を体験、身近に感じよう！
つくば市にある国土技術政策総合研究所と土木研究所の施設一般公開が 11 月 16 日
（土）に実施されます。是非、足をお運びください。
土木の日（11 月 18 日）にちなんで、土木についての理解を深めてもらおうと、例年
この時期に一般公開が行われています。土木の日？11 月 18 日の十一と十八を組み合わ
せて「土木」。
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20131016.pdf

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○国土技術政策総合研究所講演会を開催します。
【国土技術政策総合研究所】
●11 月の技術サロンの開催について【下水道機構】
============================
○国土技術政策総合研究所講演会を開催します。
【国土技術政策総合研究所】
国土技術政策総合研究所（国総研）では、12 月 3 日（火）に「国総研講演会」を開
催します。講演会では、名古屋大学・減災連携研究センター長 福和伸夫教授をお招
きし、「未来の子供たちのための克災」と題した特別講演をいただくほか、南海トラ
フ等の巨大地震や大規模水害に対する防災・減災対策、下水道や港湾施設の老朽化対
策など、国土交通行政に関する研究の最新動向をお話します。
お申し込みは、国総研のホームページ（下記）からお願いします。
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/kouenkai/kouenkai2013/kouenkai2013.htm

●11 月の技術サロンの開催について【下水道機構】
当機構では、地方公共団体、民間等の皆様を対象に下水道に係わる最近の話題や新
技術に関する交流の場として、毎月第２木曜日、
「技術サロン」を開催しています。
第 320 回となる今回の技術サロンは、11 月 14 日（木）17：00～18：00、当機構（東
京・江戸川橋）会議室にて開催します。ゲストは横須賀市上下水道局技術部長

青木

孝行氏をお迎えして「横須賀市の下水道と中核都市等における下水道事業の取り組み

（下水道研究会議）について」をテーマに開催します。申し込みは、当機構ホーム
ページから Web 申し込みをお願いします。
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

＜再掲＞
講演会等の開催案内です。既にホットインフォメーションでお知らせしています
が、開催前の講演会等について再掲します。参加申込等については、ＨＰ等をご確認
ください。

■第 2 回

地震・津波に関するシンポジウム～社会資本投資額減少と弱者救済を視野

にいれた水循環ネットワークのあり方～について【国土技術政策総合研究所】
（11 月 26 日開催）
http://committees.jsce.or.jp/eec200/node/9
→10 月 25 日掲載

■「東京湾大感謝祭」の開催及び「東京湾再生官民連携フォーラム」の会員募集
について【流域管理官】
（11 月 23 日開催）
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000091.html
http://www.wave.or.jp/tbsaisei/2013/tbsaisei_20_0809.pdf
→9 月 13 日、10 月 18 日掲載

■「ＳＭ手法を踏まえた長寿命化計画策定に関する手引きの説明会」の開催について
【下水道機構】
（11 月 22 日＜東京会場＞、11 月 29 日＜大阪会場＞開催）
http://www.jiwet.or.jp/trainings/seminarsp
→10 月 18 日掲載

■「下水道新技術セミナー」の開催について【下水道機構】
（11 月 22 日＜東京会場＞、11 月 29 日＜大阪会場＞開催）
http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info
→10 月 18 日掲載

■「平成 25 年度下水道管路管理セミナー」の開催について
【日本下水道管路管理業協会】
（11 月 13 日開催）
http://www.jascoma.com/jigyo/index-gyoji.html
→10 月 11 日掲載

■「第 10 回リン資源リサイクルシンポジウム」の開催について
【リン資源リサイクル推進協議会】
（11 月 22 日開催）

http://www.jora.jp/rinji/rinsigen/pdf/10kai-sinpoannai.pdf
→10 月 11 日掲載

============================
【参考情報】
◆南海トラフで県内死者最悪３万５０００人

県試算

宮崎＜11/1 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/feature/20110316-866918/news/20131101-OYT1T00400.htm
◆緊急用マンホールトイレ整備

広域避難所の福山・緑町公園＜11/1 山陽新聞＞

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2013110110453842/
◆災害に強い街へ変貌を＜11/2 読売新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/kagawa/news/20131101-OYT8T01228.htm
◆マンホールのふた変身＜11/6 読売新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/akita/news/20131105-OYT8T01318.htm
◆滋賀の汚水処理技術が海外へ

商談初成功 ＜11/6 中日新聞＞

http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20131106/CK2013110602000005.html

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行元： 公益財団法人
〒162-0811

日本下水道新技術機構

企画部

東京都新宿区水道町３番１号 水道町ビル 7F

TEL 03-5228-6511(代表)
ホームページ：

FAX 03-5228-6512

http://www.jiwet.or.jp/

○お伝えしたい情報をお持ちの方はこちらから

→

jiwet@jiwet.or.jp

○メルマガ配信登録についてのお問い合わせはこちらから
→

jiwet@jiwet.or.jp

○ニューズレターはこちらから
→

http://www.jiwet.jp/newsletter/20130403/

○ニューズレタークイズの答えはこちらから
→

http://www.jiwet.jp/newsletter/20130403/seikai4.pdf
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