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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2014．10．27

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１６２号

http://www.jiwet.or.jp/
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今日の東京は暖かい朝でしたが、予報では、
「夕方には気温がぐっと下がり木枯らし
1 号が吹くかも」とのこと。みなさま風邪など体調管理にお気を付け下さい!(^^)!ちな
みに「木枯らし 1 号」は関東地方と近畿地方でしか発表されないのだそうです。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１６２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
・11/13(木)に技術サロンを開催します！テーマ：
「インドネシアにおける汚水マネジ
メントの状況」
、講師：当機構企画部

中島部長

■機構の動き
・今週は、10/29(水)に高度処理ナレッジ創造戦略会議、第 1 審査証明委員会を、10/30
(木)に第 1 審査証明委員会を開催します

■Tea

Break

・めざせ－15kg!!（研究第一部

桶川乃風さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、まる子の横浜散歩をお届けします！

■国からの情報
・10/24 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）
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●11/13(木)に技術サロンを開催します！
今回のサロンは、講師は当機構機企画部

中島部長が「インドネシアにおける汚水

マネジメントの状況」をテーマに開催します。
中島部長は 9 月 1 日付で当機構へ着任しましたが、前職では、JICA 専門家としてイ
ンドネシアに合計４年間赴任していました。赴任先では、衛生法（日本の下水道法に

近い）の作成、各種汚水対策関係にマニュアル、汚水整備のマスタープラン、フィジ
ビリティスタディの策定支援を行っていたとのことで、今回は中島部長より「インド
ネシアにおける汚水マネジメントの状況」について講演いたします。

お申し込みは機構ホームページから→多数の皆様のご参加をお待ちしております！
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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●平成 26 年 10 月 29 日(水)

10：00～15：00

行 事：平成 26 年度 第 2-2 回

第 2 審査証明委員会

場 所：熊本市東部浄化センター
案 件：26 年度新規申請案件 1 件の現場試験立会・審議

●平成 26 年 10 月 29 日(水)

13：30～15：30

行 事：平成 26 年度 第 1 回高度処理ナレッジ創造戦略会議
場 所：機構 8 階中会議室
案 件：①今年度の概要、②段階的高度処理普及ガイドライン（案）の構成につい
て、③今年度収集した好事例アンケートの中間報告

●平成 26 年 10 月 30 日(木)

10：00～15：00

行 事：平成 26 年度 第 2-1 回

第 1 審査証明委員会

場 所：長野県上水内郡信濃町
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 11 月 13 日(木)17：00～18：00
行 事：第 331 回技術サロン
場 所：機構 8 階
ゲスト：下水道機構

中会議室
企画部長

中島英一郎

テーマ：インドネシアにおける汚水マネジメントの状況
※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

○第 60 回下水道新技術セミナー

テーマ：
「局所豪雨等に対する浸水対策技術」

【東京会場】平成 26 年 11 月 21 日(金)
場

所：東京都港区 発明会館

時

間：13：00～16：45(受付 12：30～)

【大阪会場】平成 26 年 11 月 28 日(金)

場

所：大阪市西区 大阪科学技術センター

時

間：12：25～15：50(受付：12：00～)

※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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Tea

Break

（機構職員の感じるまま）
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●めざせ－15kg!!（研究第一部

桶川乃風さんからの投稿です）

秋といえば食欲の秋！10 月といえばそんな季節ですが、最近スーツのサイズアップ
を余儀なくされたため、渋々、ダイエットを始めました。みなさんは、ダイエットと
いえば、どんなものを想像しますか？カロリー制限やジムでの運動等色々とあると思
います。最近では、寝かせ玄米ダイエットが女性の間で大流行しており、私の周りに
も実践されている方がいます。
そんな中、私が実践しているダイエットは、糖質制限ダイエットというものです。
糖質制限ダイエットは、ごはんやパン、麺類等の主食（炭水化物：糖類も含む）を制
限することで脂肪を蓄える（厳密には、余ったブドウ糖を中性脂肪として蓄える）働
きをするインスリンの分泌を抑えるダイエットです。逆を言えば、炭水化物さえ押さ
えれば、焼肉、酒（蒸留酒が主）など、常識の範囲内で何でも食べられるという夢の
ようなダイエットです。私も、飲み会等も特に我慢することなく、また、大好きな肉
もたくさん食しながら一ヶ月を過ごすことができ、約 5 kg の減量に成功しました。
（あ
まり気付いてもらえませんが・・・。
）毎日、体重計に乗ることで、多少、体重も気に
なり、若干小食になった気がしますが、それもご愛嬌！無理のない範囲でこれからも
続けていこうと思います。
私みたいに、酒！肉！大好きで痩せたいと本気で考えている方！このメルマガを機
に始められてはいかがでしょうか？ただし、糖尿病の方や膵炎、肝硬変がある方など、
一部の治療を行っている方は、注意が必要のようですので、該当がないか良く調べて
から開始するようにして下さいね。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。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、まる子の横浜散歩をお届けします！
→

http://www.jiwet.or.jp/yuimaru/2014-10-27

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.10.24 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 本田康秀
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★★★★★

ラインナップ

☆☆☆☆☆

●「下水道場・雨道場」等の取組が１０月２１日ＮＨＫおはよう日本「都市型水害に
どう備えるか」で放映されました【国土交通省】
●平成２６年度下水道管路管理セミナー」及び「第 16 回下水道管路管理技術発表会」
を開催します【（公社）日本下水道管路管理業協会】

○国土交通省災害・防災情報（http://www.mlit.go.jp/saigai/index.html）

============================
●「下水道場・雨道場」等の取組が１０月２１日ＮＨＫおはよう日本「都市型水害に
どう備えるか」で放映されました【国土交通省】
内水氾濫に関する解説、下水道関係職員のスキルアップを目的とした「下水道場・
雨道場」の模様、内水ハザードマップの作成・公表を通じて浸水リスクに対する住民
理解が促進された事例などが放映されました。詳細はこちら。
→https://www.nhk-ondemand.jp/index.html
https://www.nhk-ondemand.jp/share/news/

https://pid.nhk.or.jp/pid04/ProgramIntro/Show.do?pkey=300-20141021-22-21224

●平成２６年度下水道管路管理セミナー」及び「第 16 回下水道管路管理技術発表会」
を開催します【（公社）日本下水道管路管理業協会】
午前のセミナーは、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）の成果につ
いて国総研と管渠マネジメントシステムの３技術の各事業者から説明をいただきます。
午後の発表会は、公共団体、民間企業の研究開発者や管路管理業務に携わる実務者か

ら、新技術等の概要や施工事例等について説明をいただきます。
・プログラム：ホームページ（下記）をご覧ください。
・日時：

平成２６年１１月１２日（水）

セミナー
発表会

９：３０～１２：３５
１３：３０～１６：３０

・場所：損保会館 大会議室（東京都千代田区神田淡路町２－９）
・参加費：無料
・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
１１月５日（水）までにＦＡＸにて。
http://www.jascoma.com/topics/20141020.pdf
・問い合わせ：日本下水道管路管理業協会

内藤（03－3865－3575）

============================
◆周南市が下水高度処理

国交省と来年実験（10/22

中国新聞)

http://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=98559&comment_
sub_id=0&category_id=112
◆３２年までに耐震化率９５％に

新計画で数値目標

埼玉〈10/18

産経新聞〉

http://www.sankei.com/region/news/141018/rgn1410180032-n1.html
◆＜上＞たくましい命

息づく〈10/19

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/osaka/feature/CO011351/20141019-OYTAT50022.ht
ml
◆冠水

ドライバーへ警報〈10/23 読売新報〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20141022-OYTNT50304.html
◆災害時

石油を優先供給〈10/23 読売新報（地方：福井）
〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/fukui/news/20141022-OYTNT50165.html
◆熱気球から自然守る大切さ実感

大野で児童対象に環境イベント〈10/18 福井新

聞〉
http://www.fukuishimbun.co.jp/localnews/pickup_photo/55617.html
◆花見川の再生

考える

２３日、千葉でシンポジウム〈10/21

東京新聞〉

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20141021/CK2014102102000166.html
◆家畜ふん尿でガス発電、北海道・士幌で来月稼働
料に活用〈10/21

埼玉のメーカー建設、暖房用燃

北海道新聞〉

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki3/569794.html
◆災害に備え、上下水道工事業協同組合と協定

三田市〈10/22

神戸新聞〉

http://www.kobe-np.co.jp/news/sanda/201410/0007437605.shtml
◆国道３９８号

冠水対策に四苦八苦

石巻・女川〈10/23

河北新報〉

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201410/20141023_13019.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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