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。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．11．2

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２１０号

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

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

週末は荒川上流の長瀞ラインくだりを体験してきました。ここ最近の少雨傾向で荒
川の水位が低く、時折船底をすりながらの運行でしたが、船頭さんの漫談のようなト
ークで楽しい紅葉狩りとなりました。今日の雨は、恵みの雨となるでしょうか。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２１０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
・11/24 大阪にて開催の下水道新技術セミナーは、定員に達したため募集を締め切り
ました。

■機構の動き
・今週は、11/5(木)に第 2 審査証明委員会を開催します

■Tea

Break

・近所の子供達がやってきた！！！

（研究第一部

桶川乃風さんからの投稿で

す）

■まる子のゆいまーる♪
・本日は、研究第二部の浅野研究員より 10/22 に開催された下水道管更生技術施工展
2015 岡山についての投稿です！

■国からの情報
・10/30 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●11/24 大阪にて開催の下水道新技術セミナーは、定員に達したため募集を締め切り
ました。

なお、11/11 開催の東京会場は、参加者募集中です！参加ご希望の方は当機構ホー
ムページから Web 申し込みをお願いします。
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info

平成 27 年 11 月 11 日(水)13：00～16：45【東京会場】
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

発明会館

【東京会場】

※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●平成 27 年 11 月 5 日(木)
行 事：平成 27 年度第 2-2 回第 2 審査証明委員会
場 所：滋賀県栗東市
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（大阪会場の申し込みは締め切りました）
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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●近所の子供達がやってきた！！！
す）

（研究第一部

桶川乃風さんからの投稿で

“Trick or treat！” 先日 10 月 31 日に、近所の子供達が仮装して我が家にもや
ってきました。これは、私の住むブロックの一角（10 家族くらい）で、恒例となって
いるイベントで、そこに住む子供たちが仮装して、各自の家を回るものです。私もテ
ィンカーベルに扮した娘と一緒に、ご近所さんを回りました。ちょっとしたお菓子の
入った袋をそれぞれの家からもらうのですが、それでも数が集まればボリュームも凄
く、子供たちはご満悦！新興住宅地ということもあり、近所の方の顔と名前と住んで
いるところが初めて一致する、防犯上でも良い機会になりました。
そもそも、ハロウィンは“どこかの国の収穫祭”程度の認識しかありませんでした
が、起源をたどると古代ケルト人の一年の終わりが 10 月 31 日で、この日はお盆のよ
うに死者の霊が家族に会いに来ると言われていたそうです。ただ、日本のお盆と違
い、精霊や悪霊も一緒に来てしまうと信じられており、それを驚かせて追い払うため
に、仮面をかぶったり、魔よけの焚き火をしたりしたと言われています。そこから今
の仮装をする習慣が生まれたそうです。（諸説あるようですが。
）ハロウィンは、もと
もとは収穫祭と、日本のお盆の様な風習が、時代とともに変節し、現在の様な形にな
っている、奥の深いイベントだったのですね！

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●本日は、研究第二部の浅野研究員より 10/22 に開催された下水道管更生技術施工展
2015 岡山についての投稿です！
詳しくはこちら

⇒

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2015-11-2

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2015.10.30 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

☆☆☆☆☆

●南蒲生浄化センター新水処理施設が一部運転開始されます【仙台市】
●「下水道技術ビジョン（仮称）」
（案）―未来を創る技術開発－

の意見募集

【国土交通省国土技術政策総合研究所】
●福岡県で第 2 回「とびうめ下水道場」を開催します【福岡県】
●平成 27 年度下水道管路管理セミナー及び第 17 回下水道管路管理技術発表会の開催
【（公社）日本下水道管路管理業協会】

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

======================
●南蒲生浄化センター新水処理施設が一部運転開始されます【仙台市】
仙台市内で発生する汚水の約 7 割（約 40 万 m3/日）を処理する南蒲生浄化センター
は，
東日本大震災で壊滅的な被害を受けたため，現在は未来志向型の新しい処理場を目指
して一日も早い復旧に向けた工事を進めています。このたび，水処理施設の工事が進
捗したことに伴い，11 月 2 日から全体の半分（約 20 万 m3/日）の施設で一部運転を
開
始します。
なお，施設全体で運転を行うのは平成 28 年 9 月を予定しています。
http://www.city.sendai.jp/gesui/1220033_2478.html

●下水道技術ビジョン（仮称）」
（案）―未来を創る技術開発－

の意見募集

【国土交通省国土技術政策総合研究所】
国土交通省は、人口減少に柔軟に対応した汚水処理システムや、気候変動に伴う
降雨の変化に対応した浸水対策をはじめ、下水道の今後の重要な課題を解決するた
め、
１１の技術開発分野についてロードマップを作成し、課題、目標、技術開発項目に
ついて整理した「下水道技術ビジョン（仮称）」
（案）をまとめました。本ビジョン
は、
「新下水道ビジョン」
（※）で示された長期ビジョンや中期目標を達成するため、
必要な技術開発分野と技術開発項目を示したものです。また、これらの技術開発を推
進
するため、国総研に「下水道技術開発会議（仮称）
」を設置することとしておりま
す。
本ビジョン策定の参考とさせていただくため、下記のとおり、国民の皆様からのご意

見
を広く募集いたします。
※新下水道ビジョン：下水道の中長期的な方向性や未来像を示すものとして、平成 26
年７月に国土交通省及び公益社団法人日本下水道協会により作成、公表されたもの。
意見提出期限

平成２７年１１月４日（水曜日）必着

※「下水道技術ビジョン（仮称）」の案、意見募集要領、および意見提出様式に
ついては、以下の URL よりご参照ください。
（参照 URL）http://www.nilim.go.jp/lab/eag/gijyutsuvision.html

●福岡県で第 2 回「とびうめ下水道場」を開催します【福岡県】
11 月 10 日、北九州市日明浄化センター管理棟（ビジターセンター）において、
第 2 回「とびうめ下水道場」を開催します（主催：福岡県、北九州市、福岡市
共催：福岡県下水道協会）
。今回は、
「プレゼンテーション」を主なテーマとして、
㈱ティーエスジー顧問であり、環境システム計測制御学会名誉会員である中里卓治氏
を講師に迎え「プレゼンテーションの手法」について基調講演をいただきます。
その後、講演を踏まえて、８班に分かれてケーススタディを実施し、プレゼンテーシ
ョ
ンのノウハウを学ぶこととしております。参加予定者は、福岡県内の 26 自治体から
50 名程度です。今後も、開催内容等を検討しながら、年 2 回程度開催していくことと
しております。

●平成 27 年度下水道管路管理セミナー及び第 17 回下水道管路管理技術発表会の開催
【（公社）日本下水道管路管理業協会】
管路管理技術の向上に資する最新の知見や情報の提供を目的とした研修を開催しま
す。
午前のセミナーのテーマは、「下水道管路に係る長寿命化計画」で、午後の技術発表
会は、新技術等の説明です。
・プログラム：ホームページ（下記）をご覧ください。
・日時：

平成２７年１１月１１日

水曜日

セミナー
発表会

９：３０～１２：２０
１３：３５～１５：５０

・場所：損保会館 大会議室（東京都千代田区神田淡路町２－９）
・参加費：無料
・申し込み方法：
ホームページ（下記）から申込用紙をダウンロードし、所定の事項を記入の上、１
１
月５日（水）までにＦＡＸにて。
http://www.jascoma.com/event/year/2015/20151111_seminar.html
http://www.jascoma.com/event/year/2015/20151111.html
・問い合わせ：日本下水道管路管理業協会

======================

内藤（03－3865－3575）

◆ノリ増産へ瀬戸内に「栄養」…福山市、下水処理緩和〈10/29

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/hiroshima/news/20151028-OYTNT50271.html
◆旭化成建材くい打ち

県内公共施設２件は傾きなし〈10/29 東京新聞〉

http://www.tokyonp.co.jp/article/tochigi/list/201510/CK2015102902000196.html
◆メタウォーター、米水処理会社を買収〈10/28 時事通信〉
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151028-00000066-jijc-biz
◆座・高円寺でマンホールや暗きょのマニアックトークイベント モデルのはなさん
登場も〈10/28 高円寺経済新聞〉
http://koenji.keizai.biz/headline/345/
◆住民がつくる防災マップ

福知山市で研修会〈10/28

両丹日日新聞〉

http://www.ryoutan.co.jp/news/2015/10/28/009741.html
◆ＡＧＣ硝子建材道支社

道省エネ大賞受賞を報告〈10/27

苫小牧民報〉

http://www.tomamin.co.jp/20151031569
◆水害対策

住民主体で樽「１００号」

浜松・東区〈10/23 静岡新聞〉

http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/bosai/163963.html
◆鮮やかな色、甘い香り

大津のバラ園見頃〈10/23

京都新聞〉

http://www.kyoto-np.co.jp/sightseeing/article/20151023000176
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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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