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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．4．6

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１８４号

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

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

平成 27 年度初のメルマガ配信です♪読者のみなさま今年度もご愛読のほどよろし
くお願いいたします(*^_^*)。4 月は季節の変わり目、人事の変わり目、仕事の変わり
目。心身ともに緊張状態にあるかと思います。体調管理にはお気をつけて、今年度も
頑張りましょう!(^^)!
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１８４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
・新年度のごあいさつ
・人事異動がありました
・3/31(火)に新技術研究成果証明書交付式を開催しました

■機構の動き
・今週は、4/9(木)に技術サロンを開催します
※応募多数により参加申し込みは締め切りました。

■Tea

Break

・新年度がスタートしました

（総務部長

神原

浩さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、
「マンホールのふた de お花見」をお届けします

■国からの情報
・4/3 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●新年度のご挨拶

理事長

石川

忠男

メルマガ愛読者の皆様へ、新年度になりましたのでご挨拶申し上げます。機構の事
務所は神田川のそばにあり近くの江戸川公園はサクラの名所になっています。４月３
日、夜桜の花見の予定です。天気予報は曇り？昨年は当日雨のため、桜の花を購入し
会議室での花見となりました。果たして今年は？（この原稿は前日のものです。日頃
の行いの結果は？）
毎週このメールマガジンをお届けしていますが、感想はいかがでしょうか？「つま
らないが息抜きに見ている。」「毎週楽しみにしている。」等色々かと思います。ぜひ
忌憚のないご意見をお寄せください。多少なりとも下水道機構の動きや情報が皆様の
役に立てればと思います。４月は人事異動の季節、異動のあった方も多いと思いま
す。後任の方にも読者を引き継いでいただけると幸いです。
下水道機構ではメールマガジンの他年数回の「ニューズレター」を発信していま
す。こちらは中身の濃い情報を盛り込んでいますのでぜひお読みください。
さらにホームページ（http://www.jiwet.or.jp/）

では官公庁の方、出損者、賛

助会員の方は登録されますと調査研究の成果報告書などを見ることができます。多く
の皆様に広く情報を発信して参りますので大いにご活用いただきますようお願い申し
上げます。

●人事異動がありました
平成２７年３月３１日付け転出者（10 名）
【企画部】
副部長(兼研究第一部副部長)

中村

了治(川崎市)

【技術評価部】
副部長

多田明男(退職)、専門調査役

油井

彰(退職)、審査調査員

吉川

仁士

(中日本建設コンサルタント㈱)
【研究第一部】
部長

三宮

武(国土交通省)、総括主任研究員

研 究員 西村

柳谷

季久夫(三機工業(株))、

泰宏((株)神鋼環境ソリューション)

【研究第二部】
部長

小団扇

浩(東京都)、研究員

松岡

遼(メタウォーター(株))

【資源循環研究部】
研究員

大野

貴之 （(株)石垣）

平成２７年４月１日付け異動(3 名)
【研究第一部】部長

中島

【技術評価部】担当部長

英一郎(企画部長)

扇原 博(技術評価部長)、専門調査役

吉川

静雄(副部

長)

平成２７年４月１日付け転入者（9 名）
【企画部】
副部長

藤井

則明(兼研究第一部副部長)

(川崎市)

【技術評価部】
部長

渡邉

聡(兼 企画部長)（横浜市）、審査調査員

永谷すみれ(中日本建設コ

ン

サルタント㈱)

【研究第一部】
研究員

小吉

省吾(三機工業(株))、研究員

井上

智行((株) 神鋼環境ソリュー

常雄(東京都)、総括主任研究員

佐藤

弘之(相模原市)、主任研究員

ション)
【研究第二部】
部長

下村

馬場

理(メタウォーター(株))

【資源循環研究部】
研究員

赤阪

勇哉

（(株)石垣）

●3/31(火)に新技術研究成果証明書交付式を開催しました
交付対象は「管きょの長寿命化を目的とした部分改築工法の開発に関する共同研
究」
と「下水道用マンホール改築・修繕工法に関する共同研究」の 2 件です。
今後、当機構では、マニュアル活用講習会等を通じて、これらの技術を広く普及さ
せていきます。

○管きょの長寿命化を目的とした部分改築工法の開発に関する共同研究
共同研究者：株式会社極東技工コンサルタント、東亜グラウト工業株式会社、管清工
業株式会社、エスジーシー下水道センター株式会社、株式会社カンツール（計 5 者）

○下水道用マンホール改築・修繕工法に関する共同研究
共同研究者：株式会社安藤・間、エスジーシー下水道センター株式会社、エバシート
工法工業会、ＭＬＲ協会、クリスタルライニング工法協会、株式会社Ｇ＆Ｕ技術研究
センター、株式会社湘南合成樹脂製作所、積水化学工業株式会社、ターヤン工法協
会、中日本建設コンサルタント株式会社、株式会社日水コン、日本ジッコウ株式会
社、日之出水道機器株式会社（計 18 者）

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

（機構の行事予定です）
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●平成 27 年 4 月 9 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 336 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：東京都下水道局計画調整部
緊急重点雨水対策事業担当課長

中井

宏

氏

テーマ：「東京都における浸水対策の取り組み」
※応募多数により参加申し込みは締め切りました。

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●新年度がスタートしました

（総務部長

神原

浩さんからの投稿です）

当機構も、４月の人事異動により公共団体や企業など様々な分野から、多くの方々
をお迎えし、新体制で業務運営を行っていくこととなりますが、転入された方々にお
かれましては、一日も早く新たな職場に慣れていただき、下水道事業の山積する諸課
題の解決のために、公益法人の一員としてご活躍されることを期待しております。
また、公益法人は認定を受けた公益目的事業を行うことで、税制優遇を受けている
ことから、公正かつ適切な事業活動を行うとともに透明性の確保が求められているこ
とを、転入された方々はもとより、職員一人一人が常に自覚をもって、法令を遵守す
るとともに社会に貢献する存在として職務遂行に当たっていただきたいと思います。
なにはともあれ、新しい年度がスタートしましたが、職員が健康で楽しく円滑な業
務遂行ができる職場環境を整えていければと考えております。

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

（皆様との交流の場です）
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●今回は、
「マンホールのふた de お花見」をお届けします
※詳細はこちら→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2015-4-6

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2015.4.3 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

☆☆☆☆☆

●BS 日テレ深層 NEWS「老朽化が進む上下水道」
【国土交通省】

●週刊ポストに「GKP マンホールサミット 2015」が掲載されます！
【下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）】

○下水道部関係人事（４／１
大臣官房付

ほか）

小川文章（国土技術政策総合研究所下水道研究部下水道研究室長）

下水道企画課付

若公崇敏（下水道企画課課長補佐）

下水道企画課課長補佐

田本典秀（宮崎市都市整備部長）

下水道事業課課長補佐

水田健太郎（日本下水道事業団西日本設計センター計画支援

課課長代理）
下水道事業課課長補佐

安田将広（環境省水・大気環境局水環境課長補佐）

下水道企画課環境技術係長

中島智彦（横浜市環境創造局下水道施設部下水道施設整

備課担当係長）
下水道企画課総務係長

東和成（都市局街路交通施設課総務係長）

下水道企画課下水道管理指導室指導係長

駒井象次郎（北海道開発局札幌開発建設部

総務課開発専門職（併）北海道局総務課主査）
下水道事業課予算係長

伊藤樹（都市局都市政策課都市政策調査室主査）

下水道事業課計画調整係長
下水道事業課事業係長

峯健介（下水道事業課事業係長）

武田正太郎（宮崎県宮崎土木事務所河川砂防・都市公園課）

下水道企画課行政事務研修員

竹田由実（堺市）

下水道企画課行政事務研修員

田中竜太郎（八王子市）

下水道事業課行政事務研修員

三瓶武史（東京都）

下水道事業課行政事務研修員

木村順哉（浜松市）

日本下水道事業団技術戦略部資源エネルギー技術課長

細川恒（下水道事業課課長補

佐）
岡山市下水道局総括審議監

堂薗洋昭（下水道事業課課長補佐）

日本下水道事業団東日本設計センター計画支援課

井上賀雅（下水道企画課環境技術

係長）
宮崎市都市整備部長

末益大嗣（下水道事業課計画調整係長）

北陸地方整備局建政部都市・住宅整備課課長補佐

染谷秀徳（下水道企画課総務係

長）
北海道開発局札幌開発部公物管理企画課管理専門官

秋葉壮礼（下水道企画課下水道

管理指導室指導係長）
都市局都市安全課総務係長

宇梶貴丈（下水道事業課予算係長）

浜松市下水道施設課西遠移管準備グループ

内山輝義（下水道企画課行政事務研修

員）
相模原市下水道経営課

飯島翔（下水道事業課行政事務研修員）

東京都下水道局計画調整部計画課

上神田健太（下水道事業課行政事務研修員）

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

============================
●BS 日テレ深層 NEWS「老朽化が進む上下水道」
【国土交通省】
３月３０日２２時から放送されました（http://www.bs4.jp/shinsou/onair/381385.html#n381）。
下水道については、
・更新時代を見据えた財政支援を考えるべき。
・広域化、事業統合や非開削の施工などにより更新コストを下げるべき。
・再生可能エネルギーの活用により収益を挙げる。
などの効率化に向けた取組が必要との議論がありました。
国土交通省としては、今度とも、施設の計画的な維持管理・更新の取組を積極的
に支援してまいります。

●週刊ポストに「GKP マンホールサミット 2015」が掲載されます！
【下水道広報プラットホーム（ＧＫＰ）】
４月６日（月）発売予定の週刊ポストに、下水道広報プラットホーム（GKP）が
３月７日（土）に開催した「マンホールサミット 2015」に関する記事が約２０頁
にわたり大きく掲載される予定です。

============================
◆下水から水素つくり燃料電池車に

福岡市の処理センター〈4/1

産経ニュース〉

http://www.sankei.com/region/news/150401/rgn1504010044-n1.html
◆（ニュース一言）ＪＦＥエンジニアリング

狩野社長〈3/28

日本経済新聞〉

http://www.nikkei.com/markets/company/news/news.aspx?scode=5411&type=2
&g=DGKKZO8499086028032015TJ2000

