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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2014．12．8

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１６８号

http://www.jiwet.or.jp/
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週末は、日本海側から四国にかけて、大雪に見舞われました。12 月初旬としては珍
しい大雪に立往生する車や集落の孤立、凍死者も出たとのこと。亡くなられた方のご
冥福と被害に遭われた皆様へお見舞い申し上げます。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１６８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
・第 60 回下水道新技術セミナー（11/21＠東京、11/28＠大阪）を開催しました
・12/11(木)技術サロン参加者募集中！

■機構の動き
・今週は、12/9(火)に技術委員会、第 3 審査証明委員会を、12/11(木)に第 4 審査証明
委員会、技術サロンを、12/12(金)に第 1 審査証明委員会を開催します

■Tea

Break

・徒然なるままに（資源循環研究部

T.I さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今週は、元下水道機構研究第一部長で、現在は GCUS 顧問の森田弘昭さんよりご投稿
いただきました！

■国からの情報
・12/5 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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●第 60 回下水道新技術セミナー（11/21＠東京、11/28＠大阪）を開催しました
東京会場は東京都港区の発明会館、大阪会場は大阪市西区の大阪科学技術センター
で開催し、両会場合わせて約 200 名の方が出席されました。
今回のテーマは「局所豪雨等に対する浸水対策技術」です。近年、記録的な集中豪

雨の頻発により、特に都市部において重大な浸水被害が発生しています。このような、
集中豪雨に対応していくためには、総合的な水害対策をより一層効果的に推進してい
くことが求められています。

都市浸水対策の一助となるべく、最新の知見、国の方

針、自治体における雨水対策の取り組み、先進技術等を、専門家を講師にお迎えして、
ご講演いただきました。
基調講演として早稲田大学理工学術院関根教授（東京会場）と京都大学防災研究所
中北教授（大阪会場）
、また、特別講演として国土交通省水管理・国土保全局下水道部
加藤流域管理（東京会場）と同部白﨑流域下水道計画調整官（大阪会場）、さらに各自
治体における事例紹介として、東京都下水道局計画調整部中井緊急重点雨水対策事業
担当課長（東京会場）
、大阪市建設局下水道河川部上塚事業計画担当課長（大阪会場）
、
多治見市水道部久野下水道課長（大阪会場）、同森山課長代理（東京会場）の各位にご
講演いただきました。
本セミナーの講演ダイジェスト（基調講演・特別講演）を機関紙「下水道機構情報」
にて１月頃に発刊・関係者へ送付いたします。

●12/11(木)技術サロン参加者募集中！
今回のサロンは、前下水道機構研究第一部長で、現、独立行政法人
経営企画部

投資管理チーム チームリーダー

の井上茂治

都市再生機構

氏をゲストにお招きし、

「公的企業の経営管理を考える…都市開発における事業リスクと投資管理」をテーマ
に UR の事業概要と経営・財政状況、投資管理の考え、事業リスクと対応等について
お話いただきます。
多数の皆様のご参加をお待ちしております！
お申し込みは機構ホームページから
→

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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●平成 26 年 12 月 9 日(火)

13：30～16：00

行 事：平成 26 年度 第 2 回技術委員会
場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：各委員会の調査研究報告についての審議等

●平成 26 年 12 月 9 日(火)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 3 審査証明委員会
場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：平成 26 年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審
議および質疑応答

●平成 26 年 12 月 11 日(木)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 4 審査証明委員会

場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：平成 26 年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審
議および質疑応答

●平成 26 年 12 月 11 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 332 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：独立行政法人都市再生機構
チームリーダー

井上茂治

経営企画部

投資管理チーム

氏

テーマ：公的企業の経営管理を考える…都市開発における事業リスクと投資管理
※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 12 月 12 日(金)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 1 審査証明委員会
場 所：下水道機構 8 階

中会議室

案 件：平成 26 年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審
議および質疑応答
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Tea

Break

（機構職員の感じるまま）
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●徒然なるままに（資源循環研究部

T.I さんからの投稿です）

7 月の人間ドックで血糖値が 150 を超え、立派な糖尿病ですと宣告され、あわてて減
量に取り組みました。約 2 カ月で４㎏程減量し、再度血液検査を行ったところ、120
を切ったので、一応境界域に戻したことになります。この間の取り組みとしては、甘
いものは一切食べない、宴会時にはビール一杯と焼酎一杯に限るなどでした。この程
度でベルト一穴分腹周りが小さくなるのですから、普段いかに無駄に食べたり飲んだ
りしていたかと思い知りました。
ところで、年末は古代ペルシャ文明に触れるため、イラン旅行を計画しています。
ご存知のように、イランは厳格なイスラムの国ですから、アルコールはこの間一切口
にできません。これを機にさらに 1～2 ㎏の減量を達成し、念願の BMI25 切りが達成で
きるのではないかと秘かに期待しているところです。

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

（皆様との交流の場です）
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●今週は、元下水道機構研究第一部長で、現在は GCUS 顧問の森田弘昭さんよりご投稿
いただきました！
※詳細はこちら→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2014-12-08

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.12.8 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

●ＧＫＰ特別フォーラム

☆☆☆☆☆
竹中平蔵氏による「これからの日本を支える水インフラを

考える」のご案内【下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）
】
○国土交通省災害・防災情報（http://www.mlit.go.jp/saigai/index.html）
○下水道部関係人事
１２／１

都市局公園緑地・景観課企画専門官

１２／１

下水道事業課長補佐

１２／１

下水道管理指導室課長補佐

澤田洋一（下水道事業課長補佐）

佐藤学（下水道管理指導室課長補佐）
森岡浩司（九州地方整備局用地部用地企画課

長）
参考：http://www.mlit.go.jp/common/001062342.pdf

============================
●ＧＫＰ特別フォーラム

竹中平蔵氏による「これからの日本を支える水インフラを

考える」のご案内【下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）
】
ＧＫＰは産業競争力会議民間議員でもある慶應義塾大学教授の竹中平蔵氏をお招き
して「日本経済の潮流」についてご講演頂き、これからの我が国の水インフラを考え
る特別フォーラムを開催することにいたしました。この貴重な機会に是非ふるってご
参加ください。
＜お申込先・お問合わせ先＞：ＧＫＰ事務局（日本下水道協会内）

武田・西田

info@gk-p.jp

（電話：03-6206-0205／ＦＡＸ：03-6206-0265）

日

時：平成２６年１２月１６日（火）１６：００－１７：３０

場

所：メタウォーター株式会社１４階会議室
（東京都千代田区神田須田町一丁目２５番地ＪＲ神田万世橋ビル）

============================
◆行政の勧告待たず住民の主体的避難促す

広島土砂災害受け国交省報告書〈11/28

産経新聞〉
http://www.sankei.com/region/news/141128/rgn1411280001-n1.html
◆荒川の水で旧江戸城外濠浄化構想…多摩川経由で〈11/29

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/national/20141129-OYT1T50053.html
◆老朽橋は１０年には１０万本増加

トンネルも１・５倍に〈11/30

読売新聞〉

http://www.sankei.com/affairs/news/141130/afr1411300024-n1.html
◆８月豪雨災害

危機意識高め安全を〈11/28

京都新聞〉

http://www.kyoto-np.co.jp/kp/rensai/syuzainote/2014/141126.html
◆市道・雨水路を 10 年で整備

広島土砂災害、市が復興ビジョン案〈12/3 中国新聞〉

http://www.chugoku-np.co.jp/local/news/article.php?comment_id=110379&comment
_sub_id=0&category_id=256
◆行政・政治 : 災害対応へトイレと燃料庫

諏訪湖畔の赤砂崎公園に完成 〈12/3

長

野日報〉
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=32911
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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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