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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．7．21

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１９８号

http://www.jiwet.or.jp/
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。ｏ○。

梅雨明けを察知したのでしょうか。今朝、機構近くの赤城神社の境内は、セミたち
の大合唱で賑わっていました。今日も厳しい暑さが続くようです。水分だけでなく塩
分の補給もしっかりと!(^^)!
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１９８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
・津波シミュレーションモデル利活用マニュアルを一部改訂しました
・【専用サイト登録者の皆様へ】
「津波シミュレーションモデル利活用マニュアル一部改訂」を掲載しました

■機構の動き
・今週は、7/22(水)に第 1 審査証明委員会を開催します

■Tea

Break

・梅雨明け (研究第二部

ＭＮさんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、まる子のビストロ下水道ツアーin 岩見沢市をお届けします！

■国からの情報
・7/17 付下水道ホットインフォメーション
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インフォメーション

（最新の話題です）
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●津波シミュレーションモデル利活用マニュアルを一部改訂しました。
2013 年 3 月に発行した技術マニュアル「津波シミュレーションモデル利活用マニュ
アル」につきまして、

一部内容を見直し、2015 年 6 月に一部改定版を発行しまし

た。

主な改訂内容
・
「下水道施設の耐震対策指針と解説-2014 年版-」
（日本下水道協会）との用語・表
記の整合
・津波シミュレーション活用事例：高知県と県内自治体ならびに下水道機構との共
同研究を掲載

●専用サイト登録者の皆様へ
「津波シミュレーションモデル利活用マニュアル一部改訂」の全文を専用サイトへ
掲載しました！

業務にご活用ください。

専用サイトはこちら⇒

http://www.jiwet.or.jp/member-login
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機構の動き

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●平成 27 年 7 月 22 日(水)

10:00～17:30

行 事：平成 27 年度第 1 回第 1 審査証明委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

案 件：平成２７年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各技術の説明及び
質疑応答

○平成 27 年 7 月 27 日(月)

13:05～17:20

行 事：平成 27 年度第 1 回技術委員会
場 所：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 27 年 7 月 28 日(火)～7 月 31 日(金)
行 事：下水道展’15 東京
場 所：東京ビックサイト
詳細はこちら→

東 1 ホール（小間番号 1-608)

http://www.jiwet.or.jp/gesuidouten2015

○平成 27 年 7 月 28 日(火)

13:00～14:45

行 事：審査証明技術プレゼン
場 所：東京ビックサイト東 3 ホール

出展者プレゼンテーションルーム

内 容：建設技術審査証明事業と平成 26 年度新規技術の紹介
詳細はこちら→
http://www.jiwet.or.jp/archives/news/%e4%b8%8b%e6%b0%b4%e9%81%93%e5%b1%9515%
e6%9d%b1%e4%ba%ac%e3%81%ab%e3%81%a6%e5%af%a9%e6%9f%bb%e8%a8%bc%e6%98%8e%e6%8
a%80%e8%a1%93%e3%81%ae%e3%83%97%e3%83%ac%e3%82%bc%e3%83%b3%e3%82%92%e8%a1%8c

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●梅雨明け(研究第二部

ＭＮさんからの投稿です)

関東甲信地方では、7 月 19 日に梅雨が明け、夏本番を迎えました。早速、各地で猛
暑日、真夏日といった言葉が聞こえてきております。
例年より 2 日早い梅雨明けで、東京では梅雨入りした 6 月 8 日から 7 月 18 日まで
の降水量は、352 ミリとのことです。(この期間の平年 244.5 ミリ)
また、鹿児島では、梅雨入りした 6 月 2 日からきのう 7 月 16 日までの降水量で
1699.5 ミリで(この期間の平年 625.1 ミリ)、鹿児島市で 6 月の雨量が観測史上 1 位に
なるなど、記録的な大雨となったようです。
【※引用参考：気象庁及び日本気象協会発表より】
雨の降り方が局地化・集中化・激甚化している近年の状況を鑑み、水防法改正、新
たな雨水管理計画など、特に雨水対策に関しては下水道政策も大きく変革の時期を迎
えております。
下水道機構も、個人的にも従来の常識にとらわれず、新たな発想を持って、与えら
れた役割を担って行きたく思っております。
さて、いよいよ来週 7 月 28 日から下水道展が開催されます。
例年のごとく、下水道機構もブースを出展させて頂きます。
【
『技術の橋わたし』～人・技術・情報をつなぐ"かけはし"に】をキャッチフレー
ズに、下水道機構の最近の取組みをご紹介させて頂きますので、ぜひ足を運んで下さ
い。
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まる子のゆいまーる

（皆様との交流の場です）
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●今回から 2 回にわたり、まる子のビストロ下水道ツアーin 岩見沢市をお届けしま
す！ご協力いただきました岩見沢市のみなさん！ありがとうございました！
※詳細はこちら→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2015-7-21

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2015.7.17 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

☆☆☆☆☆

●「下水道展'15 東京」開催せまる【
（公社）日本下水道協会】
●「水を考える集い(8/1)」ぜひご参加ください!【国土交通省】

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

============================
●「下水道展'15 東京」開催せまる【
（公社）日本下水道協会】
下水道展'15 東京を 7 月 28 日～31 日までの 4 日間、東京ビッグサイトを会場に、
331 企業(団体)、1,010 小間の出展を得て、最新の技術・機器などを展示、紹介しま
す。
下水道展期間中は、「水素社会と下水道」
、「下水道事業における地方公営企業法適
用に向けて 」、
「テクニカルツアー」などの企画を開催するとともに、パブリックゾ
ーン「スイスイ下水道研究所」を設けて、一般の方々に対し下水道事業の理解を深め
る展示やイベントも実施します。なお、下水道展では「来場者事前登録」を行ってお
り、事前にご登録された方には、抽選で豪華プレゼントが当たりますので、ご登録下
さい。
詳しくはこちらから
http://www.gesuidouten.jp/

●「水を考える集い(8/1)」ぜひご参加ください!【国土交通省】
8 月 1 日「水の日」に、「水を考えるつどい」が開催されます。今回は、生島ヒロシ
さん、マッハ文朱さん、ミス日本「水の天使」柴田美奈さんによるトークショーも開
催されます。多くの皆様のご参加をお待ちしています！下記ホームページより水の週
間実行委員会事務局へお申し込みください。
（水を考える集い HP）
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000024.ht
ml

「水を考えるつどい」
日時：8 月 1 日（土）

14:00～16:00（予定）

場所：国連大学ウ・タント国際会議場
内容（予定）：
・「健全な水循環」に係るロゴマークの発表
・全日本中学生水の作文コンクール表彰式

・全日本中学生水の作文コンクール最優秀賞受賞者による作文朗読
・トークショー（生島ヒロシ、マッハ文朱、ミス日本水の天使柴田美奈）

============================
◆東南アジア舞台に水インフラ輸出

環境技術で北九州市が存在感〈7/14

産経ニュ

ース〉
http://www.sankei.com/region/news/150714/rgn1507140027-n1.html
◆ＮＴＴ西日本、水道版のスマートメーター

神戸で実証実験〈7/15

日本経済新

聞〉
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ14HMT_U5A710C1TJC000/
◆社会資本の適切な総量管理を 〈7/15

日本経済新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXKZO89326800V10C15A7EA1000/
◆浄化槽事業で福島の３社、ベトナム進出計画〈7/11

河北新報〉

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201507/20150711_62065.html
◆台風１１号接近

漁業関係者らが備え確認

明石市〈7/15

神戸新聞〉

http://www.kobe-np.co.jp/news/akashi/201507/0008213373.shtml
◆取手市

側溝を一斉点検

大雨や台風、増水に備え〈7/15

茨城新聞〉

http://ibarakinews.jp/news/newsdetail.php?f_jun=14368640310840
◆豪雨危険区域に災害拠点病院１０施設

兵庫県内１８病院中〈7/15

神戸新聞〉

https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201507/0008210384.shtml
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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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