。ｏ○。
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下水道の最新情報をお届けします！
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慣れない雪かきで筋肉痛の方もいらっしゃるかと思います。2 週連続記録的な大雪
をもたらした「南岸低気圧」。今週も本州の南岸を通過しそうとのことです。雪対策
をしっかりと、どうぞお気をつけください。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１２９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
・2 月の技術サロンは川崎市上下水道局松川下水道計画課長をお迎えして開催しました
・2/12(水)に平成 25 年度第 3 回新技術設計手法等共同研究委員会を開催しました
■機構の動き
・今週は、2/17(月)に管路技術共同研究委員会、健全な水・物質循環形成に向けた連
携会議を、2/21(金)に汚泥処理技術共同研究委員会を開催します

■Tea

Break

・スキー合宿(ペンネーム

南国のスキーヤーさんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、国総研の森田さんより「唐辛子小話」をお届けします

■国からの情報
・2/14 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●2 月の技術サロンは川崎市上下水道局松川下水道計画課長をお迎えして開催しまし
た
今回のテーマは、
「川崎市における今後の下水道事業の方向性について」で、平成 26
年度から平成 28 年度までの 3 ケ年に取り組むべき主な施策やその裏付けとなる財政収
支計画についてまとめられる川崎市下水道事業中期計画（案）の概要についてのお話
でした。パブリックコメント用に、サロン当日の 14 時に公表されたホットなもので、
まだ、案の段階ですが、パブリックコメントを経て修正等が行われたのち最終版とな

るようです。
さて、次回のサロンは、3 月 13 日（木）17:00 から 18：00。ゲストには国土交通省
国土技術政策総合研究所下水道研究部

下水道研究官

森田弘昭

氏をお迎えして「

ベトナムにおける推進工法の普及について」をテーマに開催します。多数の皆様のご
参加をお待ちしております！
お申し込みは機構ホームページから→
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

●2/12(水)に平成 25 年度第３回新技術設計手法等共同研究委員会を開催しました
今回は、
『大規模災害に対する早期機能回復のための情報システムのあり方と構築
方法に関する共同研究』についての審議が行われました。本研究は、㈱東芝、㈱日立
製作所、㈱明電舎、メタウォーター㈱、三菱電機㈱と当機構の６者で実施している共
同研究で、今後大規模災害が起きた際に、情報を活用することで下水道の早期機能回
復を図る手法について検討を行います。
今回終了案件として、当日は技術資料（案）を提示し、早期機能回復支援システム
の通常時と災害時の活用方法などに関して活発な議論を行いました。今後は、技術委
員会等の審議、技術資料として発刊する予定です。

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

（機構の行事予定です）
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●平成 26 年 2 月 17 日(月)14:00～17:00
行 事：平成 25 年度第３回
場 所：機構 8 階

管路技術共同研究委員会

特別会議室

内 容：修繕工法による管きょ長寿命化に関する共同研究等の審議

●平成 26 年 2 月 17 日(月) 14:00～17:00
行 事：平成 25 年度第 2 回

健全な水・物質循環形成に向けた連携会議

＜ビストロ下水道 Ash チーム＞
場 所：機構 8 階

中会議室

内 容：健全な水・物質循環形成に向けての議論

●平成 26 年 2 月 21 日(金)14:00～17:00
行 事：平成 25 年度第 3 回
場 所：機構 8 階

汚泥処理技術共同研究委員会

特別会議室

内 容：下水処理場における小型バイナリー発電による排熱利用に関する共同研
究等の審議

○平成 26 年 2 月 28 日(金)13:00～15:00
行 事：平成 25 年度第 2 回
委員会

リアルタイム雨水情報ネットワークに関する共同研究

場 所：機構 8 階

特別会議室

内 容：X バンド MP レーダ情報利活用に関する共同研究の審議

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●スキー合宿(ペンネーム

南国のスキーヤー

さんからの投稿です)

ソチ五輪が盛り上がっていますが、機構では一足先、1 月にスキー愛好家で合宿をし
ました。私は、沖縄出身なのでスキーはほぼ初体験。ですが越後湯沢の銀世界を見た
くて参加をしました。
機構メンバーの集合場所は、ゲレンデの中腹にある焼肉屋でしたが、そこへ行くた
めには、滑って行かなければなりません。でも焼肉は食べたい！目の前ににんじんを
ぶら下げられ、恐怖のリフトへ乗りいざ頂上へ！そこは白銀の静寂に包まれた美しい
世界が待っていました。そしてメンバーに助けられ、何度も転びながらなんとか焼肉
屋へ辿り着き、焼肉を食べることができました！その美味しさといったら！クセにな
りそうです(笑)
帰りに越後湯沢駅内で「ぽんしゅ館」という日本酒の利き酒ができる立ち飲みコー
ナーを発見しました。来年は、早めに宿を出て飲むぞ！と早くも来年の合宿を楽しみ
にしています。

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

（皆様との交流の場です）
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●今回は、国総研の森田さんより「唐辛子小話」をお届けします
森田さんご投稿ありがとうございました！
★詳しくはこちら→

http://www.jiwet.or.jp/yuimaru2014-2-17

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.2.14 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆

東京では朝から雪降りです。２週続けての雪。先週は、雪かきと子供相手の雪遊び
（かまくら作り）の筋肉痛でまいりました。日頃の運動不足がたたっております。さ
て、外を見ると随分、積もってきていますが、所々、丸く雪のないところがありま
す。今日のラインナップのトップ記事が見えてきます！

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○「下水熱利用による低炭素まちづくりシンポジウム」の参加者募集について
【下水道企画課】
○下水道事業における公共施設運営事業等の実施に関するガイドライン（案）に関す
る意見の募集について【下水道企画課】
●2014 年度 新・未来プロジェクトメンバー募集【EICA】
============================

○「下水熱利用による低炭素まちづくりシンポジウム」の参加者募集について
【下水道企画課】
国土交通省では、都市内に豊富に存在する未利用エネルギーである下水熱の利用を
推進し、下水熱利用による低炭素まちづくりをはじめとした幅広い可能性をご紹介す
るため、産官学連携によるシンポジウムを開催（3 月 11 日）します。現在、その参加
者を募集していますので、お知らせします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000232.html

○下水道事業における公共施設運営事業等の実施に関するガイドライン（案）に関す
る意見の募集について【下水道企画課】
国土交通省では、「下水道施設の運営における PPP/PFI の活用に関する検討会」を
設置し、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に基づく公
共施設等運営事業（コンセッション方式）等の実施に向けて、下水道管理者が取り組
むべき基本的な考え方を整理・解説することで、下水道管理者によるコンセッション
方式の実施検討を支援するため、「下水道事業における公共施設等運営事業等の実施
に関するガイドライン（案）」の策定を進めています。つきましては本ガイドライン
（案）に関し、広くご意見を募集します（2 月 24 日まで）
。
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000231.html

●2014 年度 新・未来プロジェクトメンバー募集【EICA】
新・未来プロジェクトは、環境システム計測制御学会（EICA）が主催する若手技術
者・研究者のネットワーク、リーダーシップ養成プログラムです。

当学会では 2005 年より「若手技術者のネットワークの形成」、
「将来を担う人材の
育成」を目的として、プログラムを通して異業種や異文化の情報収集や参加者間の
ネットワークが形成され、下水道界を支えていく人材を輩出していくことを目標とし
て活動してきました。これまでの参加者は延べ 140 名を越え、当初の目論見通り若手
技術者あるいは先輩技術者らとの有用なネットワークが形成されてきました。
2014 年度の新・未来プロジェクトでは、計 5 回のセミナーを通じて、東京オリン
ピック後の豊かな社会を視野に入れつつ、2020 年の社会と環境ビジネスはどうあるべ
きか創造し、参加者がビジネスプランを立案するプログラムです。参加者が立案した
ビジネスプランは、平成 26 年 10 月に開催される、第 26 回環境システム計測制御学会
研
究発表会にて発表していただきます。
詳細情報は EICA ホームページ（下記）を参照してください。申し込み希望の方も、
同ホームページから、新・未来プロジェクトのバナーより案内画面にアクセスいただ
き、エントリーシートに記入のうえ事務局までお申し込み下さい。募集締め切りは 3
月 10 日です。皆様のお申し込みを、心よりお待ち申し上げます。
・申し込み先／問い合わせ先
環境システム計測制御学会（EICA）
TEL 090-9219-4106

FAX 077-537-4997

E-mail info@eica.jp
URL http://eica.jp/

＜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。

■下水道革新的技術実証事業（B－DASH プロジェクト）の公募について
【下水道企画課・流域管理官】
（2 月 19 日まで）
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000230.html
→2 月 7 日掲載

■「防災・減災に向けた研究成果報告会～東日本大震災から３年～」の開催について
【国土技術政策総合研究所・土木研究所】
（3 月 19 日開催）
http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20140207.pdf
→2 月 7 日掲載

■第 21 回下水道循環のみちセミナー「循環のみち、JS の最近の取組み」の開催に
ついて【日本下水道施設業協会】
（3 月 3 日開催）
http://www.siset.or.jp/

→2 月 7 日掲載

============================

【参考情報】
◆過去 40 年の浸水マップ

県がＨＰで公表へ＜2/8

毎日新聞＞

http://www.chunichi.co.jp/article/fukui/20140208/CK2014020802000020.html

◆下水汚泥焼却灰、南本牧で試験埋め立て受け入れへ／横浜＜2/8

神奈川新聞＞

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1402070033/

◆来年度着工へ／三木の下水道汚水処理施設＜2/9 四国新聞＞
http://www.shikoku-np.co.jp/kagawa_news/administration/20140208000140
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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.or.jp/newsletter/20140116/
○ニューズレタークイズの答えはこちらから
→ http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20130403/seikai4.pdf
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