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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2013．6．24

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第９７号

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

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

早いもので今週で上半期も終わりますね！今年も残り半年！皆さまのお役にたてるよ
うなホットな情報をお届けできるよう頑張ります(*^_^*)
さて、今週も機構メールマガジン『新技術情報』第９７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
・機構ホームページのサーバー切り替えを行っています
・専用サイト登録者の皆さまへお知らせです！
・前号掲載の 7 月技術サロンお申込み先リンクが切れておりましたので再掲します

■機構の動き
・今週は、6/27(木)に『設立 20 周年及び公益財団法人移行記念講演会』を開催します！
席に若干余裕があります！お申込みはこちら
http://www.jiwet.jp/trainings/seminarsp

■Tea

Break

・いろいろな【しんか】を遂げた 2 年間を振り返って（研究第一部

阿部善成さんからの

投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・本日はまる子はお出かけのためお休みします

■国からの情報
・今週は下水道ホットインフォメーションはありません

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

（最新の話題です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●6/21(金)より機構ホームページのサーバー切り替えを行いました。
そのため、機構ホームページへのアクセスが遅くなったり、ページが一部表示されない
こと等があります。その場合は、下記の※1、2 の改善策をお試しください。皆さまへご

不便をおかけし、申し訳ございませんが、どうぞご了承ください。

※1.ホームページの URL が「http://www.jiwet.jp/」から「http://www.jiwet.or.jp/

」

へ変わりました。jiwet と or の間に「or」が入ります。自動的に新 URL へアクセスしま
すが、改善策として直接こちらへアクセスをお願いします→

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

※2.上記 1 でも改善されない場合、インターネットの設定でキャッシュを削除すると改
善されることがあります。
例：Explorer8、9 の場合、インターネット

オプション→全般タブ→削除→「インタ

ーネット一時ファイルおよび Web サイトのファイル」と「クッキーと Web サイトデータ」
にチェックを入れて削除ボタンをクリック

●専用サイト登録者の皆さまへお知らせです
これまでより短い手数での専用サイト・ログイン画面の表示、閲覧可能図書の追加によ
る専用サイト情報の充実など会員の皆様へのサービス向上を図るため、6/21(金)にシステ
ム変更を行いました。
このシステム変更の関係でで、全会員様のログイン時に入力するパスワードを一旦、リ
セットさせていただきました。そのため、ご登録のメールアドレスへ仮パスワードを送信
させていただきましたので、お手数をおかけしますが、次回ログイン時には送信された仮
パスワードにてログインをお願いいたします。ただ、仮パスワードの運用期間は１４日間
です。その期間を過ぎた場合には、ログイン画面左下の「パスワード再発行」の手続きを
お願いいたします。
※ログイン先はこちらら

→

http://www.jiwet.or.jp/member-login

ID はご登録いただいているメールアドレスとなります。

●前号掲載の 7 月技術サロンお申込み先のホームページリンク切れておりましたので再
掲します。申し訳ございませんでした。「申し込みをしようとしたのにホームページが開
かなかった」という方、お手数ですが再度お申込みをお願いします。
※Web お申込みはこちら

→

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

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

（機構の行事予定です）
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●設立 20 周年及び公益財団法人移行記念講演会
6 月 27 日 (木) 10:30～15:50＠銀座ブロッサム（銀座中央会館）ホール
ゲスト：中央大学理工学部人間総合理工学科
ジャーナリスト

教授

アリス・ゴーデンカー氏

国土交通省水管理・国土保全局下水道部長
※参加お申し込みはこちら→

石川幹子氏

岡久宏史氏

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

○平成 25 年度

第 1 回管路技術共同研究委員会

7 月 1 日(月)15:30～17:30＠機構 8F 特別会議室
案件：管きょ長寿命化補修工法の開発(仮称)(新規)について

○第 4 回下水道におけるＩＣＴ活用に関する検討会
7 月 8 日(月)15:00～17:00＠機構 8 階中会議室
案件：今後の進め方、ナショナルデータベース(仮称)構築の検討について

○平成 25 年度

第 1 回水処理技術共同研究委員会

7 月 9 日(火)14:00～17:00＠機構 8 階中会議室
案件：活性汚泥法等の省エネルギー化技術に関する共同研究、酸化剤を用いた余剰活性
汚泥削
減技術（標準活性汚泥法）に関する共同研究について

○平成 25 年度

第 1 回新技術設計手法等共同研究委員会

7 月 10 日(水)15:00～17:00＠機構 8 階中会議室
案件：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（継続）について

○第 317 回技術サロン
7 月 11 日(木)17:00～18:00＠機構 8F 中会議室
ゲスト：国土交通省水管理・国土保全局 下水道部
下水道管理指導室

課長補佐

澤田洋一

氏

テーマ：下水道事業における包括民間委託について（仮題）
※参加お申し込みはこちら→
ttp://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

○平成 25 年度

第 1 回汚泥処理技術共同研究委員会

7 月 16 日(火)14:00～16:00＠機構 8 階中会議室
案件：バイナリー発電に関する共同研究、補助燃料ゼロを目指した脱水・焼却システム
に関す
る共同研究について

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●いろいろな【しんか】を遂げた 2 年間を振り返って（研究第一部

阿部善成さんからの

投稿です）
今月末で任期の 2 年が過ぎ、出向元に戻ることとなりました。出向期間中に結婚したこ
ともあり、この 2 年間は仕事にプライベートにと、とても充実した毎日を送ったと感じて

います。下水道機構の中で特に印象に残ったことは、
『政令市との共同研究』と『ゴルフ
との出会い』です。
政令市との共同研究は、事務局として全体のとりまとめと分科会の担当者を兼務させて
いただきましたが、今まで経験したことがない大きな会議や、新技術開発を目指した最終
成果のとりまとめなどはとても難しく、様々な経験をさせていただけました。委員会や分
科会での意見を踏まえた上で、どのような最終的なイメージを持ち続けるかという点が非
常に勉強となり、2 年間で自身の考え方に進歩【進化】が見られたととても感じています。
また出向期間中にゴルフとも出会いました。元々いつかはゴルフを始めてみようと考え
ておりましたが、今回クラブを揃えられる機会が重なったこともあり、とうとうゴルフデ
ビューを果たしました。下水道機構は出向者の方も少なくはありませんので、ゴルフや俳
句など、機構内部のイベントはすべて初心者ウェルカムです。そのため、『下手でも大丈
夫だから！』の言葉に安心し、常識を勉強せず打ちっぱなしを一度練習した程度でラウン
ドに参加したら、ボウリングのハイスコアをとってしまいました。そのゴルフのスコアも、
100 以上縮めることに成功し卒業を迎えます。この伸び具合はおそらく後にも先にも下水
道機構史上誰にも達成できない、もはや神の領域に達成【神化】したことでしょう！(＾
０＾)！ん！？私と一緒にゴルフをされた方々、くれぐれも逆算はお止め下さい！
そうそう、2 年間で体も成長【新化】しました！出向元の上司に『誰？』と言われます
が、あなたの部下で間違いありません。実はこの【しんか】、出向元に『下水道機構は温
いのか！？』と言わせ間接的に下水道機構に迷惑をかける始末。。
。すみません。個人の問
題です。頑張って元に戻りますのでもう少々お待ちください。
最後に、出向元に戻りますと 2 年間の成長ぶりに多少なりとも期待され、その真価が問
われるかと思います。その期待に少しでも答えられるように一生懸命努力いたしますので、
知識や技術を与えてくださった下水道機構の同僚諸氏、また業務を通してご迷惑をおかけ
した自治体職員の皆様、今後とも何卒よろしくお願い申し上げます。

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

（皆様との交流の場です）
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●本日、まる子はお出かけのためお休みします

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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。
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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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.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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