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

発行日：2014．6．23

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１４６号

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

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

先週の金曜日、いつもより通勤電車は空いていました。というのは、サッカーワー
ルドカップ日本戦の影響だと思われます。残念ながら結果は引き分け。明後日は早朝 5
時から崖っぷちのコロンビア戦です。頑張れニッポン！ フレー＼(~0~)/フレー
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１４６号をお届けします。
業務に、Tea Break にどうぞご活用ください。
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■インフォメーション
・6 月 20 日に技術マニュアル活用講習会を開催しました
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・今週は、特に行事はありません！

■Tea

Break

・暑い最中の涼しい話（研究第一部

K.Y さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、お休みします m(__)m

■国からの情報
・6/20 付下水道ホットインフォメーション
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インフォメーション

（最新の話題です）
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●6 月 20 日に技術マニュアル活用講習会を開催しました
平成 25 年度の民間企業との共同研究の成果をまとめた 6 技術の技術マニュアル、
技術資料を発刊するとともに、内容を深くご理解、有効にご活用していただくた
めの講習会を 6 月 20 日に開催しました。
平成 26 年度は、昨年度のアンケートを受け、参加費を下げ、発表時間を長くす
るなどの変更を行うとともに、これらの変更も考慮し、大阪会場の開催を取りや
めました。こういった変更の影響からか、開催日の 10 日前には 50 名の申込定員

に達したためインターネットによる申込受付を停止、当日は 48 名の方が受講され
ました。
なお、マニュアル講習会当日の資料ですが、技術マニュアル・技術資料本文は
本日、会員専用サイトに登録しました。また、配布資料につきましては、８月下
旬までに、会員専用線用サイトに登録を予定しております。さらに、当日の説明
内容はビデオ撮影しており、配信方法を検討してまいります。
⇒資料は専用サイトの登録は

http://www.jiwet.or.jp/member-login
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機構の動き

（機構の行事予定です）
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●平成 26 年 7 月 10 日(木)17:00～18:00
行 事：第 328 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：国土技術政策総合研究所

下水道機能復旧研究官

尾﨑正明

氏

テーマ：
『下水道危機管理の現状と課題』
※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form
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Tea

Break

（機構職員の感じるまま）
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●暑い最中の涼しい話（研究第一部

K.Y さんからの投稿です）

先日の 6 月 12 日に開かれた、技術サロン「南極の水環境が創る生態系」でのこ
とを話します。ゲストで来て頂いた方は、日本南極地域観測隊として私と一緒に
一年間越冬して来て、その後何回も南極へ行っています。普段、機構の技術サロ
ンというと、当然のことながら、主に下水道に関連することだけですが、たまに
は変わり種もいいかなということで、講演の依頼をしたところ、一つ返事で快諾
頂きました。
講演は主に、南極昭和基地周辺にある湖の生態系（藻類）に関するもので、実
体験に沿って、面白く講演頂きました。南極は良く氷の世界と言われますが、湖
が存在し、夏（12 月～1 月）の期間は、調査のためウエットスーツを着て潜るこ
とも出来ます。
技術サロン後は懇親会で、昭和基地にあるバーで森高千里やスマップの曲に合
わせて、裸踊りをしたことなど懐かしく思い出したりして、昔話で盛り上がりま
した。
日本はもう夏が近く暑くなってきていますが、南極は日本とは逆に寒い冬であ
り、夜空はオーロラが見え、ペンギン、アザラシも観察されます。
立川にある国立極地研究所の南極・北極科学館では、隕石や動物の剥製の展示
等の他、オーロラシアターも上映しています。料金はタダです。一度涼みに行か

れてはどうでしょうか。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
まる子のゆいまーる

（皆様との交流の場です）
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●今回は、お休みします m(__)m

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.6.20 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 本田康秀
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆

★★★★★

ラインナップ

☆☆☆☆☆

６月も下旬にさしかかりました。今回から、７月の下水道展関係の行事の案内も配
信させて頂きます。まずは、下水道女性職員によるワークショップに関する情報で
す。下水道界の人材育成の取組としても注目されます。本記事も参考にして頂き、
下水道展に積極的にご参加頂ければと考えています。また、ほかに発信を希望され
る行事等がございましたら、記事をお寄せ下さい。
～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～
「日本発！暮らしを支える底力
７／２２～７／２５

下水道展’１４大阪」

於インテックス大阪

http://www.gesuidouten.jp/

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

●ＧＪリンク下水道展’１４大阪（下水道女性職員によるワークショップ）開催の
お知らせ（参加申し込み締切：７／４(金））
【（公社）日本下水道協会、国土交通省】
●ｅ－ラーニングによる人材育成について【下水道事業支援センター】

●「下水道経営改善ガイドライン」の策定【国土交通省、
（公社）日本下水道協会】

============================
●ＧＪリンク下水道展’１４大阪（下水道女性職員によるワークショップ）開催の
お知らせ（参加申し込み締切：７／４(金））
【（公社）日本下水道協会、国土交通省】
国土交通省とＧＫＰ（下水道広報プラットホーム：事務局（公社）日本下水道協
会）が共同で、
「ＧＪリンク下水道展’１４大阪（下水道女性職員によるワークショ
ップ）」を開催することといたしました。
下水道女性職員によるワークショップは、これまで東京で２回開催されています。
「是非関西でも開催したい！」との思いで、関西のＧＪリンクメンバー有志が企画し、
下水道展に合わせての開催が実現したものです。職種、所属団体の別、年齢、地域を
問わず、下水道分野で働く全ての女性の方にご参加いただけます。皆さまのご参加を
お待ちしております！
ご案内/プログラム案、参加登録の方法などは以下をご覧ください
ＧＪリンクＨＰ：
http://www.gk-p.jp/gjlink/GJ-Link.html

★下水道展で「下水道業界で働く女性たちの写真展（仮称）」を同時開催★
働く女性たちの写真を大募集。（募集締切：７／４(金）
）
下水道展ＧＫＰパブリックゾーンで開催します。

ワークショップに参加できなく

ても応募できます。 奮ってご応募ください！詳しくは以下をご覧ください。
URL： http://www.gk-p.jp/gjlink/GJ-Link.html
＜企画（ＧＪリンクメンバー）／
足立典子(大阪府)､岩出郁美(神戸市)､玉城伸子(大阪府摂津市)､山田千尋(滋賀県)､
相談役／阿部千雅（（公社）日本下水道協会）＞

●ｅ－ラーニングによる人材育成について【下水道事業支援センター】
一般財団法人下水道事業支援センターは、６月１２日に「下水道環境教育システ
ム運営委員会」を開催し、九州大学楠田哲也名誉教授のご指導の下、国土交通省下
水道部、日本下水道事業団、日本下水道協会と連携し、インターネットを使った教
育システム「下水道まるごと e-ラーニング」の開発に今年度から着手しました。
学生の下水道界へのリクルートや下水道関係の公共団体や民間企業の若手職員の育
成、一般社会人の下水道事業への理解を深めることを目的に下水道事業に関する最
新動向や用語などを職場や家にいながら手軽に学べることを目指しています。デモ
版を７月の下水道展で公開することを当面の目標としています。
（問い合わせ先：
下水道事業支援センター

河井、TEL: 03-6803-2700、E-MAIL: kawai@sbmc.or.jp）

●「下水道経営改善ガイドライン」の策定【国土交通省、
（公社）日本下水道協会】
国土交通省と日本下水道協会が共同して設置した下水道経営サポート検討会にお
いて、下水道事業者が下水道経営の課題を経営指標で定量化し、自身の経営状況を
評価できるようにするとともに、その評価に応じて、効果のある施策を選択・実施

して再評価することで、独立採算を旨とする自立的経営を目指すことに役立てる、
「下水道経営改善ガイドライン」を策定しました。
当該ガイドラインは、
（公社）日本下水道協会の下記のページ中、
「『下水道経営改
善ガイドライン』について」、からご覧頂けます。
http://www.jswa.jp/committee-reports

============================
◆日本発！くらしを支える底力 「下水道展’14 大阪」 来場事前登録を開始＜6/12 朝
日新聞デジタル＞
http://www.asahi.com/and_M/information/pressrelease/CPRT201414247.html
◆東京都、カヌー会場の変更を検討

２０年五輪計画見直し＜6/13 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/articles/ASG6F63D0G6FUTIL04K.html
◆「水の都」東京へ

学生が汗

汚い・臭いと言わせない

外堀を再生

「五輪までに」＜6/14 日本経済新聞＞
http://www.nikkei.com/article/DGKDASDG1304V_U4A610C1CC0000/
◆メタウォーター、省エネ下水処理をアジアへ

２社に技術供与＜6/14 日本経済新聞

＞
http://www.nikkei.com/article/DGXNZO72764670U4A610C1TJC000/
◆低価格ロボット、普及を支援…政府が「戦略」＜6/16 読売新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20140615-OYT1T50113.html
◆「固定価格買い取り」見直しへ議論を開始＜6/17 読売新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20140617-OYT1T50177.html
◆輸入頼みの肥料を「地産地消」 汚泥から原料回収 水ｉｎｇ、神戸市で技術確立 ＜
6/17 日本経済新聞＞
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDZ1302I_T10C14A6000000/
◆大津市、水道事業の民間委託検討へ

財務が危機的＜6/18 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/articles/ASG6K6H8TG6KPTJB018.html

◆都、下水道のエネルギー使用抑制

エネ基本計画を策定 ＜6/18 日本経済新聞＞

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO72886820X10C14A6L83000/
◆大阪市・住之江区で「下水道」を知ることができる展示会--豪雨対策など紹介＜6/16
マイナビニュース＞
http://news.mynavi.jp/news/2014/06/16/134/
◆白老、登別で４７０ミリ超

やまぬ雨、道路冠水も＜6/13 苫小牧民報＞

http://www.tomamin.co.jp/20140613705
◆宇都宮で激しい雨、車両水没や建物浸水

２市２町に大雨警報＜6/17 下野新聞＞

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/local/news/20140617/1628216
◆また雨…釧路１５日連続、札幌は１２日

旭川では冠水＜6/18 北海道新聞＞

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/donai/545973.html
◆積水化学 下水道管に水浄化機能実用化へ＜6/19 化学工業日報＞
http://www.kagakukogyonippo.com/headline/2014/06/19-16224.html
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発行元： 公益財団法人
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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/20140410/

○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/20140410/seikai6.pdf
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