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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．5．25

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１９０号

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

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

今日は「主婦休みの日」なのだそうです。とある生活情報誌が制定したとのこと。
世の旦那様、週明けの月曜日、お忙しいかと思いますが、今日は早めの帰宅を！
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１９０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
・6/25(木)に技術マニュアル活用講習会を開催します！

■機構の動き
・今週は、行事はありません

■Tea

Break

・充実した時間

(研究第一部

川村さんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回はまる子の東北ドライブ Part2 をお届けします

■国からの情報
・5/22 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●6/25(木)に技術マニュアル活用講習会を開催します！
当機構が民間と共同研究し、とりまとめた新技術に関するマニュアルや資料を詳し
く解説する『技術マニュアル活用講習会』を、6 月 25 日（木）
【午前の部】9：45～
12：00、
【午後の部】13：30～15：45（※午前の部、午後の部とも講習会の内容は同
じです）に東京会場（当機構会議室（江戸川橋）
）で開催します。今年度は、次の 2
つの新技術について、担当技術者がパワーポイント等を使って、内容を詳しく、分か

りやすく解説します。

(1) 下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料
(2) 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技術資料

※詳細、お申込みはこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/manual-seminar/manual-program

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○平成 27 年 6 月 11 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 338 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：国土交通省国土技術政策総合研究所
下水道研究部 下水道研究官

榊原

隆氏

テーマ：「下水道技術ビジョン－その狙いと役割－」
※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

○平成 27 年 6 月 16 日（火）13：30～15：00
行 事：第 6 回評議員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

内 容：平成 26 年度決算関係書類の承認に関する件 ほか

○平成 27 年 6 月 19 日（金）

9：30～

17：30

行 事：平成 27 年度 第 1 回建設技術審査証明委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

○平成 27 年 6 月 25 日(木)
行 事：平成 27 年度技術マニュアル活用講習会
時 間：
【午前の部】9：45～12：00／【午後の部】13：30～15：45
※午前の部、午後の部とも講習会の内容は同じです。
場 所：機構 8 階

中会議室

対象マニュアル：
(1) 下水道用マンホール改築・修繕工法に関する技術資料
(2) 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技術資料
※http://www.jiwet.or.jp/trainings/manual-seminar/manual-program

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●充実した時間

(研究第一部

川村さんからの投稿です)

先日、何年かぶりにコンサートに行ってきました。ポールマッカートニーのコンサ
ートです。実は昨年も、ポールの国立競技場公演のチケットを手に入れていたのです
が、その時はポールの体調不良で中止になってしまい大変残念な思いをしました。待
つこと約 1 年、ポールが再来日することになり、前々から楽しみにしていたコンサー
トでした。コンサートは、Eight Days a Week で始まり、ビートルズの曲を中心に
Ob-La-Di, Ob-La-Da 、Let It Be 、Hey Jude、Yesterday など名曲のオンパレ
ードでした。また、ポールは 72 歳とは思えないほど元気にロックンロールしてお
り、自分も頑張らねばと励ましになりました。
コンサートの最後は Golden Slumbers TheEnd のメドレーで、高校生の時に Abbey
Road を聞き込んだ自分にとっては懐かしさもあり感動的な終わりとなりました。約 3
時間のコンサートでしたが、あっという間に終わってしまった感じでした。
さて、話は変わりますが、5 月末で下水道機構を卒業することになりました。下水
道機構に来て 2 年 2 ヶ月、今思えばあっという間の感じがします。これも充実した時
間を過ごすことができたからだと思います。お世話になりました皆様、どうもありが
とうございました。親元に戻りましてもよろしくお願いします。

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今回はまる子の東北ドライブ Part2 をお届けします
※詳細はこちら→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2015-5-25

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2015.5.22 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

☆☆☆☆☆

●ＮＨＫクローズアップ現代「
“下水資源”を活用せよ～エネルギー開発最前線～」
について【国土交通省】
●「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）
」を募集しています【国土交通省】
●第３回ＧＫＰ広報大賞の会員投票を開始しました。
【下水道広報プラットホーム(Ｇ
ＫＰ)】
○国土交通省災害・防災情報（http://www.mlit.go.jp/saigai/index.html）

============================
●ＮＨＫクローズアップ現代「
“下水資源”を活用せよ～エネルギー開発最前線～」
について【国土交通省】
５月２６日（火）１９：３０～１９：５６に放送《
（再）放送翌日（当日深夜）
１：００～１：２６》されるＮＨＫクローズアップ現代「
“下水資源”を活用せよ
～エネルギー開発最前線～」において、下水道分野のエネルギー開発の最前線が紹介
されます。この番組では、下水汚泥から発生するメタンガスを利用し水素を生成する
実証事業（福岡市）、下水処理水とバイオガスから回収したＣＯ2 を使ってミドリム
シを培養する実証事業（佐賀市）、下水管渠から熱エネルギーを取り出す実証研究
（仙台市）等が紹介される予定です。大阪産業大学の津野洋教授をはじめ、多くの下
水道関係者の出演も期待さます。
→ＮＨＫのＨＰ

http://www.nhk.or.jp/gendai/yotei/#3657

●「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）
」を募集しています【国土交通省】
現在、国土交通省下水道部では、平成２７年度「国土交通大臣賞（循環のみち下水
道賞）」の募集を行っています（募集締切：６月２２日まで）
。昨年度同様、「新下
水道ビジョン」に合わせた６部門で今年度も実施します。是非積極的なご応募をお待
ちしております。詳細は、以下のＨＰをご覧ください。
→（報道発表）平成 27 年度（第 8 回）「国土交通大臣賞（循環のみち下水道賞）」の
募集について
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000269.html
→循環のみち下水道賞ホームページ（応募要領、応募調書、過去の受賞団体等）
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/crd_sewerage_tk_000085.html

●第３回ＧＫＰ広報大賞の会員投票を開始しました。
【下水道広報プラットホーム(Ｇ
ＫＰ)】
平成２７年５月１４日より、「ＧＫＰ広報大賞」の会員投票を開始しました。ＧＫ
Ｐ広報大賞は既にホームページでご案内させていただいている通り、下水道界で展開
されている広報活動のうち、他業界への効果的な訴求など下水道インフラの価値を高

める上で優れていると思われる広報活動事例を広く発掘、表彰し、下水道界に広く普
及させることを目的としています。今年は１８団体から計２３件（テレビ報道部門３
件、行政広報部門１４件、企業・団体広報部門２件、広告部門２件、電子媒体部門２
件）の事例がエントリーされました。
上記事例は６月１２日（金）正午までの１か月間にわたって会員の皆さまの眼で審
査され、その投票結果も踏まえて審査委員会でグランプリ等の各賞を決定します。
詳細は下記のホームページをご覧ください。皆様のご参加をお待ちしています！
→

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

============================
◆「夢の燃料」地域の産業創出へ

佐賀市、ごみ、下水を有効利用〈5/9

産経ニュ

ース〉
http://www.sankei.com/region/news/150509/rgn1505090023-n1.html
◆マンホールのふたで鉄板焼き

下水道ＰＲで新機軸

神戸市〈5/13

神戸新聞〉

https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201505/0008020717.shtml
◆東芝、下水施設のＣＯ2 回収し藻培養

佐賀で実証事業〈5/13 日本経済新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ13HQR_T10C15A5TJ1000/
◆浸水区域の指定、市町村義務付け

改正水防法が成立〈5/13

日本経済新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS13H03_T10C15A5EAF000/
◆皇居内堀

きれいな水を

虎ノ門－勝どき

巨大下水管〈5/15 東京新聞〉

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2015051502000239.html
◆下水管に亀裂

道路陥没…金沢、汚水地中に〈5/17

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/ishikawa/news/20150516-OYTNT50276.html
◆浸水対策のトンネル、
「第二溜池幹線」公開

東京〈5/19

産経ニュース〉

http://www.sankei.com/region/news/150519/rgn1505190008-n1.html
◆井戸水から有害物質

岡山市民病院〈5/22 読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/okayama/news/20150521-OYTNT50249.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/20150421/
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