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下水道の最新情報をお届けします！
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下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１５１号

http://www.jiwet.or.jp/
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週末から四国地方を中心に台風 12 号の影響による豪雨が続いています。被災された
皆様にお見舞い申し上げます。また今週は後からやって来る台風 11 号の動きも気にな
ります。今後の気象情報にご注意ください。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１５１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
・
【再掲】第 59 回下水道新技術セミナーを 8/22 東京会場、8/29 大阪会場にて開催しま
す！

■機構の動き
・今週は特に行事はありません！

■Tea

Break

・気ままなバックパッカ-

（資源循環研究部

N.S.さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今週はお休みします m(__)m

■国からの情報
・8/1 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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●【再掲】第 59 回下水道新技術セミナーを 8/22 東京会場、8/29 大阪会場にて開催し
ます！
閉鎖性水域の水質改善を実現するため，富栄養化の原因となる窒素・リン等を除
去する高度処理の早期導入が必要となっているものの，耐用年数等の問題から全面
的な増改築は当面見込めない現状があります。
そういった中、一部の下水処理場においては，環境基準の早期達成や下水処理の

安定化等のため，既存施設を活用した部分的な施設・設備の改造や運転管理の工夫
により，処理水質を向上させる取り組みが進められてきています。
そこで、早期に導入可能な方法を採用することにより処理水質の向上を図る「既
存施設を活用した高度処理の推進」について，下記のとおり第 59 回下水道新技術セ
ミナーを開催します。
国土交通省や学識経験者による講演など、貴重な話も聞くことができます。多数の
皆様のご参加をお待ちしております。

日

時：平成 26 年 8 月 22 日(金)【東京会場】/平成 26 年 8 月 29 日(金)【大阪会場】

場

所：東京都港区 発明会館

時

間：13：00～16：45(受付 12：30～)

/大阪市西区 大阪科学技術センター

※詳細、申し込みはこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info
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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 8 月 22 日(金)13：00～16：45

【東京会場（発明会館）
】

平成 26 年 8 月 29 日(金) 13：00～16：45

【大阪会場（大阪科学技術センター）
】

行 事：第 59 回下水道新技術セミナー
テーマ：
「既存施設を活用した高度処理の推進」について
プログラム、申し込みはこちら
※http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info

○平成 26 年 9 月 11 日(木)17：00～18：00
行 事：第 329 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：横浜市環境創造局 下水道計画調整部 下水道事業調整課長

奥野修平氏

テーマ：
『社会を取り巻く課題解決とヨコハマの発展に貢献する新たな下水道事業戦
略』
※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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●気ままなバックパッカ-

（資源循環研究部

N.S.さんからの投稿です）

毎年、夏季休暇などを利用して海外旅行をしています。近年は台湾やシンガポール

等の東南アジアが多く、今年はベトナム在住の友人に会ったほか、世界遺産のハロン
湾へ行ってきました。幻想的な風景を船でまわる、非常に興味深いツアーでした。
さて、海外旅行と言えばやはり飲み水の確保が問題になります。ツアーに参加すれ
ば食事についてきたり移動中に配布されたりするのですが、私は時間を気にせず自由
に動きたいこともあってツアー無しで現地を歩き回ることが多いので、特に地方では
水分補給だけしたい場合はお店探しに苦労することもしばしば。保険の意味を込めて
リュックには国内で調達したお茶を持っていくよう気をつけています。(何本も持って
いくと地味に重い･･･)
ちなみに、ベトナムでは友人がコーヒーショップに連れて行ってくれまして、濃く
て美味しいアイスコーヒーを堪能できました。
海外旅行の醍醐味は現地でしか体験できないものに出会えることですが、同時に帰
国時に日本の治安の良さや清潔さ、水道水がそのまま飲めるありがたみを再認識でき
ることにもあると思います。お盆休みには海外に行かれる方も多いと思いますので水
分補給をお忘れなく！
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まる子のゆいまーる

（皆様との交流の場です）
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●今週はお休みします 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（2014.8.1 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
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●ISO5500X（アセットマネジメント）講習会 2014 のご案内
【（一社）京都ビジネスリサーチセンター（KBRC）
】

============================
●ISO5500X（アセットマネジメント）講習会 2014 のご案内
【（一社）京都ビジネスリサーチセンター（KBRC）
】
アセットマネジメントの国際規格 ISO5500X に関する国内審議団体として経済産業
省から認可を受けた一般社団法人京都ビジネスリサーチセンター（KBRC）から、
「ISO5500X（アセットマネジメント）講習会 2014」実施の情報です。アセットマネ
ジメントの国際規格 ISO5500X シリーズ(ISO55000,ISO55001,ISO55002)は 2014 年
１月に発行され、日本でも仙台市と水 ing 株式会社の下水道部門が ISO55001 の認証
を取得しました。KBRC では、2011 年より、アセットマネジメントの最新動向を、
ISO5500X の枠組みに沿って集中講義として紹介してきました。４年目となる本年も、
下記の要領で講習会を実施いたします。講習会では、最新情報に基づいた国際規格の
動向を紹介するとともに、アセットマネジメントの技術やマネジメントシステム、
アセットマネジメントの適用事例等を、ISO5500X の枠組みを踏まえた形で詳しくご
説明いたします。また、２日目の終了後に、講演者と参加者の皆様で意見・情報交換
を行っていただけるよう、意見交換会の場を設けております。下水道事業に携わる地
方公共団体の皆様や ISO55001 の第三者認証にご関心のある民間企業の方々など、
奮ってご参加くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

「ISO5500X（アセットマネジメント）講習会 2014」実施要領
【日時】平成 26 年 9 月 1 日（月）～ 9 月 3 日（水）
：3 日間
【場所】京都大学 東京オフィス 会議室
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/tokyo-office/about/access.htm
【参加費】 法人 54,000 円／1 口（1 口で 2 名まで参加可能）
、個人 32,400 円、
学生 10,800 円
【プログラム及び申込方法】次の URL をご参照ください。
http://kbrc.sakura.ne.jp/summerschool/ss2014

============================
◆宮崎港の排水路に水門＜7/25 読売新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/local/miyazaki/news/20140724-OYTNT50386.html
◆吉野川計画流量見直し

豪雨被害受け知事方針＜7/29 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/local/yamagata/news/20140728-OYTNT50403.html
◆微生物で発電広がる

汚水の有機物分解

東大・積水化学、東工大など＜7/29 日本

経済新聞＞
http://www.nikkei.com/article/DGKDZO74886940Y4A720C1TJM000/

◆下水汚泥でおいしくなあれ

処理で発生、ＣＯ２や再生水活用＜7/30 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/articles/DA3S11274581.html
◆豪雨から３週間

続く復旧＜7/30 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/articles/CMTW1407300600002.html
◆２０５０年に８兆円市場へ

ＮＥＤＯが初の水素白書

電源の一翼担う存在に＜

7/30 MSN 産経ニュース＞
http://www.chunichi.co.jp/s/article/2014073001001649.html
◆舛添都知事、トライアスロンとセーリングの五輪会場見直しへ＜7/30 MSN 産経ニュ
ース＞
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/140730/lcl14073020170002-n1.htm
◆カップルの愛は「うんち」で深まる！＜7/26 東スポ＞
http://www.tokyo-sports.co.jp/nonsec/social/292933/
◆内水ハザードマップを作成

浸水箇所など掲載 鈴鹿市＜7/25 伊勢新聞＞

http://www.isenp.co.jp/news/20140725/news05.htm
◆五十嵐川災害復旧

この目で、三条

市民がダムなど工事現場見学＜7/29 新潟日報

＞
http://www.niigata-nippo.co.jp/news/local/20140729126207.html
◆研究成果に注目

市中央終末処理場＜7/30 わかやま新報＞

http://www.wakayamashimpo.co.jp/2014/07/20140730_40771.html
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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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