。ｏ○。
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2013．1．15

下水道機構の『 新技術情報 』 第７５号
（財）下水道新技術推進機構 http://www.jiwet.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。。ｏ○。
昨日は、爆弾低気圧が関東甲信越地方に大雪をもたらしました。南国娘は、大はし
ゃぎで大きな雪だるまをつくりました！が、喜びも束の間、今朝は路面凍結でやっと
の思いで職場にたどり着きました。降雪のあった地域の皆様、どうぞお気をつけくだ
さい！
さて、今週も機構メールマガジン『新技術情報』第７５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
・2/8 日(金)大阪、15 日（金）東京で、下水道新技術研究発表会を開催します
・1 月のサロンは「水の天使」酒井美帆さんをゲストに開催しました
■機構の動き
・今週は、1/16(水) 下水道クイックプロジェクト推進委員会を開催します！
■Tea Break
・一期再会 （研究第二部

相方はひかりちゃんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・1/1 付ニューフェースの研究第一部 森谷主任研究員からのメッセージ
■国からの情報
・1 月 10 日付及び 7 日付号外、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 8 日(金)大阪、15 日（金）東京で、下水道新技術研究発表会を開催します
第 18 回下水道新技術研究発表会を 2 月 8 日
（金）
大阪市西区大阪科学技術センター、
2 月 15 日（金）東京都港区発明会館で、両会場とも１３：００～１６：４５に開催し
ます。今回の発表会には、国土交通省下水道部の塩路下水道事業課長と国際建設技術
協会国際建設技術研究所

池田研究第二部長のお二人を特別ゲストとしてお招きし、

水に関する国内外の最新情報として、それぞれ「下水道をめぐる最近の話題」、「世界
の水害発生状況と水分野の国際協力」についてご講演いただきます。当機構からは各

研究部長が、今年度の主要テーマである「シミュレーションを活用した耐津波対策計
画策定」、
「長寿命化計画策定に向けた新技術」、「N２O 抑制、省コスト、エネルギー
有効利用技術」等について、研究成果を発表いたします。なお、土木学会の継続教育
(CPD)プログラムにも認定されていますのでご活用下さい。公共団体、企業等の下水道
技術者等を対象に、参加費は無料（テキストが必要な場合は、テキスト代１,０００円）
で参加者を募集中です。
参加をご希望される方は、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.jp/school/school-04_018.htm
●１月のサロンは「水の天使」酒井美帆さんをゲストに開催しました
今回は 2013 年新春のサロン、ゲストはミス日本。ということで、司会にはメルマガ
でおなじみのミセス下水道機構の登場です。華やかで温かい雰囲気のサロンとなりま
した。
2012 年ミス日本「水の天使」酒井美帆さんのお話は、水の天使として過ごした１年
間と日本の下水道広報について考えたこと。「水の天使」の役割からこれまでの活動、
そこから感じた下水道広報への提案などなど。酒井さんの感動、思いが心に伝わるサ
ロンでした。世界水フォーラムの経験からは、日本は技術の高さが強みだが、一番文
字の多い展示。これだと読むだけで終わってしまう。外国のブースは会話がメイン。
日本も来場者と会話をはずませ、次につなげていく展示がいいのではとのご提案。会
場で、もっと工夫しなければと思われた方も多かったと思います。当日の写真はこち
らからご覧いただけます。
→ http://www.jiwet.jp/mailmaga_yuimaru/staff-info/salon-vol.311.pdf
酒井さんはアナウンサー希望。今後の就活で希望が叶い、一層ご活躍されることを
信じてます！
さて、次回技術サロンは、2 月 14 日木曜日 17:00 からの 1 時間。ゲストには国土交
通省下水道部の松原町村対策官をお迎えして、25 年度下水道事業予算をテーマに開催
します。現在編成中の来年度予算。最もホットな話題をご提供いただきます。皆様多
数のご参加をお待ちしています！
※12 月技術サロン、JS の藤本技術審議役様の資料を専用サイト登録者のページに掲載
しました。登録者はこれまでのサロン資料がご覧いただけます。
公共団体等の方はこちら→ https://www.jiwet.jp/members/gov/
出捐団体等の方はこちら→ https://www.jiwet.jp/members/support/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
機構の動き （機構の行事予定です）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◎1/16(水) 10:00～12:00 下水道クイックプロジェクト推進委員会
場所：下水道機構 8 階特別会議室
議案：今年度の取り組み方針、進捗及び検証状況等について
●1/16(水)～2/1(金) 下水汚泥エネルギー化の好事例説明会

※詳細はこちら→ http://www.jiwet.jp/pdf/gesuiodei-energy.pdf
●1/24(木) 横須賀市下水処理場等の津波対策基本計画に関する検討委員会
●1/25(金) 第 61 回(平成 24 年度第 2 回)新技術現場研修会
※参加お申し込みはこちら→ http://www.jiwet.jp/school/school-01_061.htm
●2/8(金) 新技術研究発表会【大阪会場】
2/15(金) 新技術研究発表会【東京会場】
※参加お申し込みはこちら→ http://www.jiwet.jp/school/school-04_018.htm
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
Tea Break （機構職員の感じるまま）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●一期再会 （研究第二部 相方はひかりちゃんからの投稿です）
「一期一会」という四字熟語について、辞書では《
「山上宗二記」の中の「一期に一
度の会」から》茶の湯で、茶会は毎回一生に一度だという思いをこめて、主客とも誠
心誠意、真剣に行うべきことを説いた語、転じて、一生に一度しかない出会いや一生
に一度限りであるとされています。ただ、出会った偶然というのは一度きりかもしれ
ませんが、一度の出会いから生まれる再会が度々あるということを私はこちらに出向
してきてから数多く経験しています。親元で業務を共にした方や知り合った方と再会
し、また業務を共にすることになったり、あるいは同じ職場になったりと、日々この
業界の狭さを感じております。それ故に、一度の出会いを大切にし、次に出会った時
又は偶然業務を共にすることになった時に、お互い気分良く再会できるよう心がける
ことが大切だと思っております（なかなか再会を意識して何かをするということも少
ないと思いますが・・・）
。私の少ない経験から「合わない人ほどよく会う」ことが多
いと思いますので。以上、お後がよろしいようで。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
まる子の結まーる

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今回は、1 月１日付け、ニューフェースの研究第一部 森谷主任研究員からメッセー
ジが届いていますのでご紹介します！
【研究第一部 主任研究員 森谷敦人】
本年 1 月に研究第１部の主任研究員を拝命いたしました。よろしくお願いいたしま
す。この出向で生まれて初めて"1 月 1 日付け"の辞令をいただくこととなりましたが、
そのために、出向を目前にした 12 月半ばころから、新年は「明けまして…」が先か、
「初めまして…」が先か、とどうでもよい悩みを抱えていたのを思い出します。それ
も杞憂に終わり、機構の方々には温かく迎えて入れていただいたことに深く感謝いた

しております。
さて、私はコンサルから参りました。前任者は単身赴任で来ておりましたが、私は
自宅からの通勤です。したがいまして普段の生活はあまり変わりません。
一方で、機構での職務はこれまでとはいろいろと変わるのではないかと思うところで
ございます。この場で通暁していると言える分野はございませんが、今までの経験を
ベースに奮闘していく所存であります。
また、機構は新陳代謝が活発な組織ということもありますので、業務の流れに早く
慣れ、少なくとも後進の方々には率先垂範として業務に携わることを心がけていけた
らと思っております。
そうこう書いているうちに、上階で行われている下水道サロンが終わってしまった
ようです。せっかく本日は水の天使がいらっしゃっていたのですが…。
重ね重ねになりますが、これからお世話になります。どうか、よろしくお願いいたし
ます。
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2013.1.10 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
先日、号外をお送りしましたが、通常号の平成 25 年第 1 号下水道ホットインフォ
メーションです。改めまして、あけましておめでとうございます。ほぼ所定が金曜日
になりつつありますが、第 1 号は当初の木曜日発行でお送りさせていただきます。
本号では、皆様方からたくさんのホット情報をいただき、第 1 号を飾っていただき
ました。ありがとうございます。皆様方に支えられてのホットインフォメーションで
ございます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
★★★★★ 今週のラインナップ ☆☆☆☆☆
●GKP 広報大賞の募集を始めました【GKP（下水道広報プラットホーム）
】
●国連世界水評価プログラム

意見公募について

●第 18 回「下水道循環のみち研究会」セミナーを開催します

【日本下水道施設業協会】
=========
●GKP 広報大賞の募集を始めました【GKP（下水道広報プラットホーム）
】
今年 6 月に GKP（下水道広報プラットホーム）が立ち上がりましたが、その取組の
一
環として、
「GKP 広報大賞」を創設することにしました。下水道界で展開されている
さまざまな広報のうち、面白い事例や効果の高い事例を広く発掘し表彰することによ
り、それを好事例とし、下水道界の広報活動を一層推進することを狙ったものです。
詳細は GKP のホームページ（下記）をご覧下さい。
ご遠慮は不要です！どんどん奮ってご応募ください！！
http://www.gk-p.jp/taishou.html
●第 18 回「下水道循環のみち研究会」セミナーを開催します
【日本下水道施設業協会】
第 18 回セミナーには、国土交通省から白崎下水道国際・技術調整官を講師にお招き
し、下水道分野で期待の高まる再生可能エネルギーの創生や資源の回収利用に関する
お話しを伺います。白崎氏は、下水処理やエネルギー利用の効率化を目指して実規模
レベルのプラントを設置して実証実験を行う B-DASH プロジェクトに係わってきまし
た。同事業の今後の見通しや、固定価格買取制度(FIT)などの施策展開などについて
お聞きし、下水道循環のみちを推進するための意見交換の場としたいと思います。
・テーマ：
「下水道における再生可能エネルギーの開発動向と今後の展開」
・講 師：国土交通省下水道企画課 下水道国際・技術調整官 白崎 亮 様
・日 時：2 月 18 日（月）15：30～18：00
・場 所：日本下水道施設業協会 大会議室
東京都中央区新川２－６－16 馬事畜産会館２階
・申し込み方法
ホームページ（下記）から申込用紙をダウンロードし、所定の事項を記入の上、
FAX（03－3552－0993）にて 2 月 13 日（水）までにお申し込みください。
・お問い合わせ：河野（電話 03－3552－0991）
なお、第 17 回研究会までの講演概要をホームページに掲載してあります。
http://www.siset.or.jp/
＜再掲＞
報告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、開催前の報告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。
■下水汚泥エネルギー化の好事例説明会の開催について
【下水道企画課・下水道機構】
（平成 25 年 1 月 16 日～2 月 1 日開催：開催地により異なる）
http://www.jiwet.jp/pdf/gesuiodei-energy.pdf
→12 月 14 日掲載

■21 世紀水倶楽部連続研究集会の開催について【ＮＰＯ21 世紀水倶楽部】
（平成 25 年１月 30 日開催）
http://www.21water.jp/j-sched.htm
→11 月 30 日掲載
★図書のご案内☆
■沖大幹先生著『水の日本地図』
（朝日新聞出版）
http://publications.asahi.com/ecs/detail/?item_id=14428
→12 月 21 日掲載
=========
【参考情報】
◆老朽化し危険なインフラの補修急ぐ 太田国交相会見 ＜12/28 日本経済新聞＞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASFS2804E_Y2A221C1000000/
◆国交省 浸水域ハザードマップ見直しへ 避難方法を明示 ＜12/30 MSN 産経
ニュース＞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/121230/dst12123011160010-n1.htm
◆被災３下水施設ほぼ復旧

県計画前倒し 水質、震災前水準に ＜1/1 河北新報＞

http://www.kahoku.co.jp/news/2013/01/20130101t11004.htm
◆震災復旧をスムーズに マンホールふたにＩＣタグ実験 ＜1/5 東京新聞＞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013010502000216.html
◆東京駅や雷門も高潮浸水

温暖化の２１世紀末、伊勢湾台風級で 名大など予測

＜1/6 MSN 産経ニュース＞
http://sankei.jp.msn.com/science/news/130106/scn13010623160000-n1.htm
◆防災マップ最新版 鳥取市 浸水想定区域変更で ＜1/9 読売新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tottori/news/20130108-OYT8T01659.htm
◆下水汚泥のリサイクル加速 昨年度は過去最高の７６％ ＜1/10 福井新聞＞
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/society/39210.html

◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆
下水道ホットインフォメーション（2013.1.付号外、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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今週号は、改めて木曜日（か金曜日）にお送りさせていただきますが、テレビ放映
予定の情報が入りましたので、号外としてお送りします。
明日（８日）
、ＢＳ１１放送「本格報道 INsideOUT」で、神戸市で取り組んでいる
バイオガス利用等の B-DASH 関連の情報が報道されますので、お知らせします。
番組では、1 月 7 日（月）～11 日（金）まで、
「再生可能エネルギー～ここまできて

いる自然との共存～」をテーマに特集を組んでおり、「生活に密着した新エネルギー
に注目し、技術者や自治体、企業の実用例を紹介しながら、代替エネルギーの可能性
について徹底的に考え（ＨＰより引用）
」る内容とのことです。
http://www.bs11.jp/news/59/
～ 以上、国からの下水道ホットインフォメーションより～

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓
発行元： 財団法人 下水道新技術推進機構 企画部
〒162-0811 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)

FAX 03-5228-6512

ホームページ： 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/20121130/
○コラムの正解はこちらから
→ http://www.jiwet.jp/newsletter/20121130/seikai3.pdf
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