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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．10．13

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２０７号

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

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

富士山も初冠雪とのことで秋が深まってきましたね。空も澄んできて通勤電車から
富士山を眺めるのが楽しみになっています。朝晩の寒暖の差が激しくなり、機構でも
風邪引きさんが増えつつあります。みなさんもお気をつけください。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２０７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
・「下水道における浸水対策の推進について」をテーマに下水道新技術セミナーを
11/11(水)東京、11/24(火)大阪で開催します
・10 月の技術サロンは、地方共同法人

日本下水道事業団

技術戦略部長

畑田正憲

氏をお迎えして開催しました
・10/1 付人事異動がありました

■機構の動き
・今週は、10/14(水)、10/16(金)に第 5 審査証明委員会員会を開催します

■Tea

Break

・スポーツの秋(研究第二部

S.K.さんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・本日は、10/1 機構へ着任しました研究第一部

中園研究員をご紹介いたします

■国からの情報
・本日はありません

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
インフォメーション

（最新の話題です）
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●「下水道における浸水対策の推進について」をテーマに下水道新技術セミナーを

11/11(水)東京、11/24(火)大阪で開催します
下水道新技術セミナーは、下水道機構が国土交通省の委託を受けて作成した手引き
等の利活用や国土交通省の下水道政策などをテーマに取り上げ、取り組み事例等も含
め、地方公共団体及び民間企業等の技術者に広く情報提供することを目的に開催して
いるものです。
今回は、近年の集中豪雨や台風などによる被害の増大、また下水道法・水防法の改
正などの法制度の整備を背景に、関心が高まっている「浸水対策」をテーマとして設
定し、最新の知見や国の方針、自治体における取組事例、先進技術等を紹介するセミ
ナーを開催いたします。

【東京会場】平成 27 年 11 月 11 日(水)13：00～16：45

東京都港区

発明会館

【大阪会場】平成 27 年 11 月 24 日(火)13：00～16：45

大阪市西区

大阪科学技

術センター
行 事：第 62 回下水道新技術セミナー
テーマ：下水道における浸水対策の推進について
※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info

●10 月の技術サロンは、地方共同法人

日本下水道事業団

技術戦略部長

畑田正憲

氏をお迎えして開催しました
今回のテーマは、「情報・通信技術の活用による新たな可能性について」でした。
畑田氏は昭和 53 年に日本下水道事業団に入社され、以降、情報システム室長、西日
本設計センター次長、東日本設計センター次長、近畿・中国総合事務所長など事業団
での幅広い業務経歴をお持ちです。平成 27 年 4 月より現在の技術戦略部長に就任さ
れております。
講演内容は、日本下水道事業団が実施した B-DASH や共同研究を通じて得た知見か
ら、情報・通信技術を活用した下水道における課題解決と近未来のイメージについて
お話しいただきました。三次元ＣＡＤモデルの導入及び既存データとの連携・発展に
よる一連の建設生産システムの効率化や品質向上を図る下水道ＣＩＭ（Construction
Information Modeling）や、受発注者間での工事情報の共有化等を行い、熟練技術者
不足への対応や業務コストの縮減等を目指す情報共有システム、また、ＩＣＴを活用
した設備の劣化診断技術など、現在、日本下水道事業団が進める情報・通信技術に関
する様々な調査研究とこれら技術の将来展望について、畑田氏の考える構想なども交
えながら、大変興味深い講演をいただきました。
さて、次回のサロンは、11 月 12 日（木）17:00 から 18：00。ゲストは東京ガス株
式会社

エネルギー企画部

部長

荒

正仁氏をお迎えして、
「東京ガスにおける水

素社会への取り組み（仮題）」をテーマに開催します。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

●10/1 付人事異動がありました
【転出】

研究第一部

主任研究員

芹沢

佐和子((株)ＮＪＳ)

【転入】
研究第一部

研究員

中園

翔太((株)ＮＪＳ)

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

（機構の行事予定です）
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●平成 27 年 10 月 14 日(水)

9：00～14：30

行 事：平成 27 年度第 2-1 回第 5 審査証明委員会
場 所：石川県金沢市
案 件：H27 年度申請案件の現場試験立会・審議

●平成 27 年 10 月 16 日(金)

10：30～15：00

行 事：平成 27 年度第 2-1 回第 5 審査証明委員会
場 所：横浜市金沢区
案 件：H27 年度申請案件の現場試験立会・審議

○平成 27 年 11 月 11 日(水)13：00～16：45【東京会場】
平成 27 年 11 月 24 日(火)13：00～16：45【大阪会場】
行 事：第 62 回下水道新技術セミナー
テーマ：下水道における浸水対策の推進について
場 所：東京都港区
大阪市西区

発明会館

【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/new-tech-seminar/seminar-info

○平成 27 年 11 月 12 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 342 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：東京ガス株式会社

エネルギー企画部

部長

荒

正仁氏

テーマ：
『東京ガスにおける水素社会への取り組み（仮題）
』
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●スポーツの秋(研究第二部

S.K.さんからの投稿です)

10 月に入り気温も下がり、スポーツを始めるにはちょうど良い季節となりました。

去年より 7kg も太ってしまったため、今年は本格的にスポーツに取り組みたいと思っ
ています。
しかし、いざ始めようと思っても習慣的に運動をしていないと、継続させるのはな
かなか難しいものです。目標を持たなければいつまでも動き出せないと思い、スポー
ツ大会に出場することにしました。
10 月 11 日には「ツール・ド・三陸

サイクリングチャレンジ」に参加します。

この大会はタイムを競うレースではなく、一般市民参加型のイベントであり私でも参
加のしやすい大会となっています。今回は健脚コースに申し込みまして、48.2km の完
走を目指して走ってきます。
また、10 月 18 日は大町アルプスマラソンに参加します。このコースは大町市運動
公園を出発し、景色の良い山裾を走り抜ける非常に気持ちの良いコースです。前回の
出場では走り切った後に配られるきのこ汁が感動するくらい美味しかったのを覚えて
います。どちらの大会も普段の運動不足や体力の低下が心配ですが、無事完走できる
よう頑張ってきます。
皆様も気軽に参加できる競技大会に出場し、スポーツを始めてみてはいかがでしょ
うか？

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

（皆様との交流の場です）
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●本日は、10/1 機構へ着任しました研究第一部

【研究一部

研究員

中園

中園研究員をご紹介いたします

翔太】

10 月 1 日より研究一部に配属となりました中園翔太です。株式会社 NJS の設計
一部から出向で参りました。株式会社 NJS で約 3 年半、下水道計画関連の業務の
担当者として従事してきました。
最近、娘が生まれたばかりでして、育児にかかわる生活をしていると新しい発見が
でき、毎日楽しい生活を送っています。20 年後くらいに嫁に行くことを考えると少し
泣けてきますが、今後の成長が楽しみです。
下水道機構では、経験したことのない業務がほとんどですが、勉強しながら業務を
進め、私自身の成長とともに下水道業界発展のお役に立てるよう努力してまいります
ので、よろしくお願いいたします。

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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→

┌───┐
│＼★／│
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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。
*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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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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