。ｏ○。
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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2014．10．6

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１５９号

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

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

今朝は台風 18 号接近中の通勤となりました。雨は強いもののまだ風が出ていなかっ
たので、順調に職場につきました。あっという間に駆け抜けていった台風。午後は朝
の天気が嘘のように晴れています。みなさんのところは大丈夫でしたか？台風 19 号の
動きも気になりますね。どうぞお気を付け下さい。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１５９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
・省エネ型反応タンク撹拌機の導入促進に関する共同研究」の共同研究者を募集！

■機構の動き
・今週は、10/9(木)に日本下水道事業団

技術戦略部長

藤本裕之

氏をゲストに

お迎えし、
「ＪＳの技術開発と国際業務」をテーマに技術サロンを開催します！

■Tea

Break

・節約のつもりが・・・
（企画部

S.N.さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、資源循環研究部

大野研究員より海外出張の様子をお届けします！

さて大野研究員はどこの国へ？

■国からの情報
・10/3 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●省エネ型反応タンク撹拌機の導入促進に関する共同研究」の共同研究者を募集！
研究概要等の募集内容の詳細は，こちらをご覧下さい。
→
http://www.jiwet.or.jp/wp/wp-content/uploads/2014/10/6e78ed675d9621da5e25b89

08ee783541.pdf

募集期間：平成 26 年 12 月 12 日（金）17 時まで
問合せ先：資源循環研究部

伊藤，大野，石田

TEL；03-5228-6541
MAIL；s-itou@jiwet.or.jp

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●平成 26 年 10 月 9 日(木)17：00～18：00
行 事：第 330 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：日本下水道事業団

技術戦略部長

藤本裕之

氏

テーマ：ＪＳの技術開発と国際業務
※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

○平成 26 年 10 月 16 日(木)14:00～17:00
行 事：平成 26 年度 第 2-1 回

第４審査証明委員会

場 所：静岡県掛川市
案 件：26 年度新規申請案件 1 件の現場試験立会・審議

○平成 26 年 10 月 16 日(木) 14:00～17:00
行 事：平成 26 年度 第 2-2 回

第 5 審査証明委員会

場 所：埼玉県戸田市
案 件：26 年度新規申請案件 1 件の現場試験立会・審議

○平成 26 年 10 月 17 日(金)10：00～15：00
行 事：平成 26 年度 第 2-3 回

第 5 審査証明委員会

場 所：新潟県新潟市新津浄化センター
案 件：26 年度新規申請案件 1 件の現場試験立会・審議

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

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●節約のつもりが・・・
（企画部

S.N.さんからの投稿です）

前回 MVNO について少し触れましたが、格安スマホについて、テレビなどで
も紹介され勢いがいいですね。MVNO とは Mobile Virtual Network Operator で、
仮想移動体通信事業者と言われている格安 SIM を取り扱っている事業者で、ドコ

モ、KDDI、ソフトバンクなどから回線を借りて事業を行っています。そのため、
通常の事業者と完全に同じではなく、通信速度、通信容量など若干の制限があり
ます。そして、事業者数は主要なところは 10 社程度で合計すると 30 社位あるみ
たいです。そのため、競争が激しく、私が契約しているプランもサービスがます
ます充実してきています。
ちなみに、私の携帯はガラケーで、データ通信のみ MVNO を利用しているの
ですが、月 500MB まで通信速度無制限（超過分は 200kbps に速度制限）＋公衆
無線 LAN 接続費用込で１年前 900 円で契約していたものが、現在同じ料金で速度
無制限容量が 500MB から２GB まで増えており、毎月速度制限なしで使用できる
状況になりました。ただ、サービス競争が激しいため、どの MVNO がいいか試し
ているうちに現在、5 枚の SIM を所有、月額約 2800 円位支払っていて、とほほ
な状況です。そろそろ整理しなくては…。
でも皆さん、節約するなら検討の価値ありです。日々情報が変わっているため、
調べたい場合は、格安 SIM で検索を！ちなみに、あの魔法瓶メーカーもみまもり
ほっとラインという MVNO のうちの１社です。

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今回は、資源循環研究部

大野研究員より海外出張の様子をお届けします！

さて大野研究員はどこの国へ？
ヒントは、かつて日本でも流行したスウィーツ「エッグタルト」発祥の国♪
→

http://www.jiwet.or.jp/yuimaru2014-10-6

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.10.3 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

☆☆☆☆☆

●１０／７「わいがやトーク」京都の名ポスターを生んだ若手職員の取り組みを
聞きます【ＧＫＰ（下水道広報プラットホーム）事務局】
●大阪市とミャンマー連邦共和国ヤンゴン市は、都市間の技術協力に関する覚書を締
結しました【大阪市】
●インドネシア国を対象とした下水道研修業務を受注【北九州市】
●ベトナム国ハイフォン下水道排水公社と北九州市上下水道局の下水道技術協力・
交流に関する覚書の締結式を行います【北九州市】

○８月１６日から続く大雨等による被害状況などについて
→国土交通省災害・防災情報（http://www.mlit.go.jp/saigai/saigai_140817.html）

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

●１０／７「わいがやトーク」京都の名ポスターを生んだ若手職員の取り組みを聞
きます【ＧＫＰ（下水道広報プラットホーム）事務局】
１０月の「わいがやトーク」は、今年度の GKP 広報大賞準グランプリに輝いた京
都市下水道ＰＲポスターの製作団体である京都市上下水道局「下水道事業ＰＲプロ
ジェクトチーム」から牛尾康二氏、天辰公彦氏、の両名にお越しいただきます。同
プロジェクトチームのコンセプトは、新たな事業予算を計上せず、職員の手作り感
溢れるＰＲ事業を推進すること。「毎年何か新しいことに挑戦したい」との熱い想
いと一貫したチャレンジの姿勢の中で、今回のポスターはできあがったといいます。
ＧＫＰ広報大賞審査委員会が絶賛し、国土交通大臣賞の広報部門にも選ばれたこの
作品。その製作舞台裏に迫ります。きっと、皆さまの今後の広報活動に参考になる
と思いますので、是非ご参加下さい。
○日時：平成 26 年 10 月７日（火）16 時～18 時（懇親会含む）
・講

演（16 時～17 時）

講師：牛尾康二氏、天辰公彦氏（京都市上下水道局）
演題：京都市における若手職員有志による広報活動
・懇親会（講演後１時間程度）
○懇親会に参加される方のみ 1000 円をご負担いただきます
○会場：日本下水道協会５階会議室
○詳細・申し込みはＨＰで！

→

http://www.gk-p.jp/information.html

●大阪市とミャンマー連邦共和国ヤンゴン市は、都市間の技術協力に関する覚書を締
結しました【大阪市】

大阪市は、ミャンマー連邦共和国ヤンゴン市において、ヤンゴン市都市開発委員会
との間で、上下水道・廃棄物処理・都市計画・都市開発等の都市インフラ開発に関す
る技術協力を促進する覚書を締結しました。大阪市では、上下水道・都市排水分野
における技術交流などを実施しながら、都市間での技術協力について覚書を締結する
ように調整を進めてきました。今回の覚書締結を契機に両市の関係強化を図り、官民
連携による海外展開のより一層の推進をめざします。詳細は下記ＨＰをご覧下さい。
→

http://www.city.osaka.lg.jp/kensetsu/page/0000282335.html

●インドネシア国を対象とした下水道研修業務を受注【北九州市】
北九州市上下水道局は、国土交通省発注の「インドネシア国を対象とした本邦下水
道研修開催支援業務」について、（一財）下水道事業支援センターと委託契約を締結
し共同で実施します。首都ジャカルタ特別州の下水道整備率は現在約２％程度と、極
端に整備が遅れており、今後本格化する下水道整備に向け、北九州市においてインド
ネシア国職員の下水道事業実施能力の向上や本邦技術の導入促進などに向けた研修を
実施します。詳細は下記ＨＰをご覧下さい。
→

http://www.suidou.city.kitakyushu.lg.jp/suidou/menu02/c2_14.html#140926

●ベトナム国ハイフォン下水道排水公社と北九州市上下水道局の下水道技術協力・
交流に関する覚書の締結式を行います【北九州市】
北九州市上下水道局とハイフォン下水道排水公社は、平成２２年度から交流を開始
し、ポンプ場の維持管理や下水道の啓発活動などの技術協力を実施してきました。本
年４月に締結したハイフォン市と本市の姉妹都市協定に基づき、下水道技術交流を推
進するため、本市上下水道局とハイフォン下水道排水公社は覚書を締結します。あわ
せて、本年８月に採択された JICA 草の根技術協力事業「ハイフォン市下水道維持管
理能力向上プロジェクト」の実施に向けた覚書も締結します。覚書の締結により、ハ
イフォン市の下水道人材の育成に向け、下水道技術交流をさらに推進する予定です。
→北九州市ＨＰ：

http://www.city.kitakyushu.lg.jp/files/000179983.pdf

============================
◆横浜市、工場排水汚泥を販売

貴金属を含有〈9/26

日本産経新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO77593970W4A920C1L82000/
◆加東市の家庭ごみ２年連続最少

循環型社会の推進目指す

兵庫〈9/26

産経新聞〉

http://www.sankei.com/region/news/140926/rgn1409260095-n1.html
◆下水道管の中は真の暗闇

大雨対策で来夏に供用開始の「豊平川貯留管」を歩いた

〈9/28 産経ニュース〉
http://www.sankei.com/region/news/140928/rgn1409280004-n1.html
◆期待高まる「ひまわり８号」
〈9/29

初の次世代型を打ち上げ

台風・大雨の予測向上へ

産経ニュース〉

http://www.sankei.com/life/news/140929/lif1409290020-n1.html
◆マンホール式トイレ設置

東大和市が３年間で１８カ所

直接下水に〈9/29 東京

新聞〉
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tokyo/20140929/CK2014092902000134.html

◆琵琶湖浄化のノウハウがベトナムの「世界遺産」を救う…昭和の「せっけん運動」
をモデルに現地の水質改善に挑む〈10/1

産経新聞〉

http://www.sankei.com/west/news/141001/wst1410010007-n1.html
◆下水熱、２４年国体会場で活用検討

三日月知事〈10/2 中日新聞〉

http://www.chunichi.co.jp/article/shiga/20141002/CK2014100202000004.html
◆我孫子が液状化対策断念〈10/2

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/news/20141001-OYT8T50096.html
◆土砂災害「全力で復旧・復興」

広島・松井市長〈10/2 産経新聞〉

http://www.sankei.com/region/news/141002/rgn1410020098-n1.html
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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/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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