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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．2．2

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１７５号

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

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

「鬼は外、福は内」明日は節分。節分といえば、成田山新勝寺の豆まきが有名です
が、新勝寺の豆まきの口上は「福は内」のみだそうです。ご本尊の不動明王の前では
鬼も改心するという理由なのだとか。他にも地方や寺社によっていろいろな口上があ
るようですね。皆さんの地域ではどのような口上で豆まきをしていますか？
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１７５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
・1/29(木)に第 2 回審査証明委員会を開催しました

■機構の動き
・今週は、2/5(木)に第 2 調査検討支援委員会を開催します

■Tea

Break

・脳科学？

(総務部のペンネーム

キョウサクさんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、まる子の東関東ドライブをお届けします♪

■国からの情報
・1/30 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●1/29（木）に平成 26 年度第 2 回審査証明委員会が、下水道機構で開催され、43 技
術について答申されました。
これら技術は，平成 26 年 5 月 20 日までに申請され、平成 26 年 7 月１日に平成 26
年度技術として諮問を受け、現地立会を含め、技術的な内容について厳正に審査され

た技術です。この後、これら技術は平成 27 年 3 月 10 日に下水道機構で開催される「建
設技術審査証明事業（下水道事業）交付式」にて審査証明書が交付される予定です。

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●平成 27 年 2 月 5 日(木)

10:00～11:40

行 事：平成 26 年度第 2 回調査検討支援委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

○平成 27 年 2 月 12 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 334 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：国土交通省水管理・国土保全局下水道部町村下水道対策官

那須基

氏

テーマ：
「平成２７年度下水道事業予算について」
（仮題）
」
※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

○平成 27 年 2 月 20 日(金)13：00～16：45【東京会場】
平成 27 年 2 月 27 日(金)13：00～16：45【大阪会場】
行 事：第 20 回新技術研究発表会
場 所：東京都港区

発明会館

大阪市西区

【東京会場】

大阪科学技術センター【大阪会場】

※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/workshop/workshop-form

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

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●脳科学？

(総務部

ペンネーム

キョウサクさんからの投稿です)

最近本屋に、脳科学系の本がよく並んでいます。
男性脳、女性脳といったことや、記憶、やる気といったことについて科学的に説明
しています。タイトル名も面白く「話を聞かない男、地図を読めない女」「キレる女、
懲りない男」といった題名で笑ってしまいます（苦）
実際に読んでみると（女性は気づいて欲しい、男性は説明して欲しいなど・・）
「な
るほど！」と思う内容で理解できなかったことも納得させられます。
ＴＶゲームについても、今までは特に何かの効果があると思っていませんでしたが
（むしろよくないもの）、意外と脳に刺激になり活用によっては仕事や勉強に対してよ
い効果があるそうです。
夫のパズドラは、いい効果となっているのかどうか・・

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今回は、まる子の東関東ドライブをお届けします♪
http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2015-2-2

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2015.1.30 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

☆☆☆☆☆

●都市計画運用指針の改定による民間の雨水貯留施設等の位置づけ、等について
【国土交通省】
●第２３回下水道循環のみちセミナー「建設業の環境分野への取組み (資源循環・低
炭素社会を中心に) 」
【（一社）日本下水道施設業協会】

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

============================
●都市計画運用指針の改定による民間の雨水貯留施設等の位置づけ、等について
【国土交通省】
国土交通省では、民間事業者による雨水貯留施設の設置等を促進するため、都道府

県等が都市再生特別地区を指定し、容積率緩和を行う場合は、雨水貯留施設の整備に
ついても、環境貢献の取組として評価可能であることを、１月１８日付けで流域管理
官より全国の下水道担当部長等に通知しました。
また、平成２７年度政府予算案においては、民間事業者が雨水貯留施設等を整備す
る場合、国が民間事業者を直接支援する新規事業制度（特定地域都市浸水被害対策事
業）が盛り込まれています。さらに、国土交通省では、社会資本整備審議会・都市計
画審議会等において、下水道・河川・都市の各部局が連携して新しい浸水対策を検討
しています。各下水道管理者におかれては、河川・都市部局等と連携し、こうした新
規制度を積極的に活用いただき、浸水対策の強化に取り組まれますようお願いいたし
ます。
問い合わせは、流域管理官付山縣補佐・和田係長まで

●第２３回下水道循環のみちセミナー「建設業の環境分野への取組み (資源循環・
低炭素社会を中心に) 」
【（一社）日本下水道施設業協会】
（一社）日本下水道施設業協会では、下記セミナーを開催致します。
第２３回下水道循環のみちセミナー
「建設業の環境分野への取組み (資源循環・低炭素社会を中心に) 」
◆日時：平成２７年２月１３日（金）
◆場所：日本下水道施設業協会

午後３時３０分～５時３０分

大会議室

東京都中央区新川 2－6－16 馬事畜産会館 2 階（電話 03－3552－0991）
今回のセミナーは、中央環境審議会専門委員、大阪大学特任教授、各種学会・協会
役員等、下水道を含む環境分野で幅広く活躍されている日建連 環境委員会副委員長
塚田高明氏（北広島市バイオマス発電などを実施した鹿島建設(株)顧問、前環境本部
長)
をお招きして、建設業の環境分野への取組みを資源循環・低炭素社会を中心としてお
話
を伺い、意見交換させて頂きます。
参加ご希望の方は、本協会の HP 新着情報をご覧の上、２月５日(木)までに
FAX にてお申し込みください。
（申し込み多数の場合は、期日前でも締切ることがあり
ます。）

============================
◆＜水の天使＞女子大生、県が委嘱

下水道の普及ＰＲ〈1/23

毎日新聞〉

http://news.goo.ne.jp/article/mainichi_region/region/mainichi_region-2015012
3ddlk08040054000c.html
◆栃木）再生エネ発電普及へ、県意欲

県央浄化センター〈1/24 朝日新聞〉

http://www.asahi.com/articles/ASH1Q6KPCH1QUUHB01C.html
◆下水バイオガス研究会

横浜市〈1/25

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20150124-OYTNT50350.html
◆下水、未来のエネルギー？

熱、温度差生かし冷暖房〈1/28

http://www.asahi.com/articles/DA3S11573156.html
◆ご当地マンホール

様々〈1/24

読売新聞〉

朝日新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20150123-OYTNT50394.html
◆ミス日本

元シンクロ日本代表がグランプリに（「水の天使」は柴田美奈さん）
〈1/26

読売新聞〉
http://www.yomiuri.co.jp/komachi/news/20150126-OYT8T50263.html
◆都市部の浸水対策強化

ゲリラ豪雨の被害想定区域指定、国交省〈1/30

日本経済

新聞〉
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO82575340Q5A130C1CR8000/
◆＜減災

現場から＞津波長期浸水

最大１５万人〈1/25 読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/kochi/news/20150123-OYTNT50132.html
◆大地震被害想定見直し

県、来春までに報告書〈1/27

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/tottori/news/20150126-OYTNT50100.html
◆県下水道促進週間コンクール

小中学生 31 人に知事賞〈1/23 茨城新聞〉

http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14219255844424
◆いつ、どう使う？

公園の防災設備あれこれ

神戸〈1/23

神戸新聞〉

http://www.kobe-np.co.jp/news/kobe/201501/0007680838.shtml
◆興部の硲町長が産業都市構想を紹介、バイオマスで地方創生〈1/24

北海民友新聞

社〉
http://www.minyu.ne.jp/digitalnews/150124_1.htm
◆「消化ガス発電」でエコな下水処理場

上三川の県央浄化センター〈1/27

東京新

聞〉
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/20150127/CK2015012702000170.html?r
ef=rank
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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/20141031/

○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/20141031/seikai7.pdf
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