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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2016．1．25

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２２０号

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

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

週末、西日本、北陸を中心には猛烈寒波に見舞われ、ふるさと沖縄本島では観測史
上初の「みぞれ」に大興奮のようでした。日頃あまり雪の降らない地域でも大雪に。
今日も日本海側を中心に大雪となるようです。積雪や路面凍結による交通障害にどう
ぞお気を付け下さい。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２２０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
・2/26(金)開催の新技術研究発表会(大阪会場)のプログラムの順番が変更になりまし
た

■機構の動き
・今週は、1/25(月)に下水道新技術セミナー＠大阪を、1/29(金)に審査証明委員会を
開催します

■Tea

Break

・リフレッシュ！（研究第一部

Y.N さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今日のゆいまーるは、川崎市上下水道局より「平成 27 年度川崎市上下水道局業務
改善・研究発表会（下水道部門）」のお知らせです

■国からの情報
・1/22 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）
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●2/26(金)開催の新技術研究発表会(大阪会場)のプログラムの順番が変更になりまし

た
また、研究第二部の「流出解析モデル利活用に関する共同研究について(仮題)」の
発表者が変更になりました。
詳しくはこちらをご覧ください。
http://www.jiwet.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2013/02/80a8c8070530924897de9c76fd17b88d.pdf

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

（機構の行事予定です）
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●日 時：平成 28 年 1 月 25 日(月)

13：00～16：45（受付 12：30～）

行 事：第 63 回下水道新技術セミナー【大阪会場】
場 所：大阪市西区 大阪科学技術センター
テーマ：
「下水道事業におけるアセットマネジメントと新たな事業計画について
(仮)」
※お申し込みは締め切りました

○日 時：平成 28 年 1 月 29 日(月)

10：00～17：30

行 事：第 2 回審査証明委員会
場 所：機構 8 階

中会議室

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）の各依頼技術の審議

○日 時：平成 28 年 2 月 2 日(火) 13：00～16：45（受付 12：30～）
行 事：第 63 回下水道新技術セミナー【東京会場】
場 所：東京都港区 発明会館
テーマ：
「下水道事業におけるアセットマネジメントと新たな事業計画について
(仮)」
※お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-form-2

○日 時：平成 28 年 2 月 3 日(水)

14：00～16：00

行 事：第 2 回調査検討支援委員会
場 所：機構 8 階

中会議室

特別会議室

案 件：(1)前回助言内容と対応状況の説明

(2)今回助言対象案件の紹介

(3)対象案件の概要と進捗状況の報告、助言

○日 時：平成 28 年 2 月 5 日(月)

15：00～17：00

行 事：第 3 回

汚泥処理技術共同研究委員会

場 所：機構 8 階

中会議室

特別会議室

案 件：(1)嫌気性消化法の導入マニュアル策定に関する共同研究
(2)消化ガス発電普及のための導入マニュアル策定に関する共同研究

(3)省エネ型汚泥処理システムの構築に関する共同研究

○日 時：平成 28 年 2 月 10 日(水) 13：00～16：45（受付 12：30～）
行 事：第 63 回下水道新技術セミナー【福岡会場】
場 所：福岡市博多区

A.R.K ビル

テーマ：
「下水道事業におけるアセットマネジメントと新たな事業計画について
(仮)」
※お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-form-2

○日 時：平成 27 年 2 月 17 日(水) 13：00～16：45（受付 12：30～）
行 事：第 21 回下水道新技術研究発表会【東京会場】
場 所：東京都港区 発明会館
プログラム：http://www.jiwet.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2013/02/dd6f0aeffd31212752b6a98b5ba654c6.pdf
※お申し込みはこちら⇒ http://www.jiwet.or.jp/trainings/workshop/workshopform

○日 時：平成 27 年 2 月 26 日(金) 13：00～16：45（受付 12：30～）
行 事：第 21 回下水道新技術研究発表会【大阪会場】
場 所：大阪市西区 大阪科学技術センター
プログラム：
http://www.jiwet.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2013/02/80a8c8070530924897de9c76fd17b88d.pdf
※お申し込みはこちら⇒ http://www.jiwet.or.jp/trainings/workshop/workshopform
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Tea

Break

（機構職員の感じるまま）
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●リフレッシュ！（研究第一部

Y.N さんからの投稿です）

ノルディックウォーキングをご存知でしょうか？
ノルディックウォーキングは、ポール（スキーで使用するストックのようなもの）
を使って歩くことで、普段のウォーキングではあまり動かすことのできない上半身の
筋肉も使うことが特徴で、本場フィンランドではノルディックスキー選手が夏のトレ
ーニングの一つとしても取り入れているようです。
昔から慢性的な肩こりに悩まされていたのに加え、運動不足で体力の衰えを感じて
いた頃、知り合いに誘われてノルディックウォーキングを始めてみました。
今では、休日には家から少し離れた公園や高原等に弁当を持参で出かけ、最近の学
校での出来事や趣味の話など、いろんな会話をしながら、家族 3 人でノルディックウ
ォーキングを楽しんでいます。

リフレッシュできるとともに、家族の絆も深まっているようです。

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

（皆様との交流の場です）
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●今日のゆいまーるは、川崎市上下水道局より「平成 27 年度川崎市上下水道局業務
改善・研究発表会（下水道部門）」のお知らせです

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

川崎市上下水道局で「平成 27 年度川崎市上下水道局業務改善・研究発表会（下水道
部門）」を開催します
効率的な事業運営や市民サービスの向上に向けた、それぞれの職場の日ごろの業務
に関する事柄について、調査・研究し、その成果や創意工夫した結果について発表す
ることにより、職員の専門的知識や技術の向上を目指すとともに、参加した職員同士
の議論を活性化し、高い問題意識と経営感覚を備えた職員の養成を図ることを目的と
して、川崎市上下水道局業務改善・研究発表会（下水道部門）を開催いたします。下
水道部門の発表会は平成 3 年度から始まり、今年度で 25 回目の開催となります。
概要、参加申込み方法は下記リンクでご確認ください。
http://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000035/35839/info/kenkyu_
201601.html
また、過去の内容等をご覧になりたい方は下記リンクをクリックください。
http://www.city.kawasaki.jp/800/cmsfiles/contents/0000035/35839/research/ind
ex.html

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2016.1.22 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

☆☆☆☆☆

●ミス日本コンテストにおいて、新しいミス日本「水の天使」が誕生します
～ミス日本コンテストのファイナリストも紹介～

【ミス日本コンテスト事務局】

●InterAqua2016 第 7 回国際水ソリューション総合展の開催について【国土交通省】
●「下水道アドバイザー」を募集します【(一財)下水道事業支援センター】

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

======================
●ミス日本コンテストにおいて、新しいミス日本「水の天使」が誕生します。
【ミス
日本コンテスト事務局】
1 月 25 日(月)新宿の京王プラザホテルで開催される第 48 回ミス日本コンテスト
2016(主催：ミス日本コンテスト事務局、協賛：「21 世紀の下水道を考える会」協議
会、一般社団法人日本水道工業団体連合会、他、後援：スポーツニッポン新聞社、)
において、新しいミス日本「水の天使」が発表されます。水の天使とは、若く美しく
将来性ある女性の力を活用し、私たちの生活に欠かせない水の大切さや世界に誇る日
本の水インフラ技術を広く発信し、水循環や水資源の重要性を分かりやすく発信する
ことを目的としたものです。
昨年に水の天使を受賞した柴田美奈さんは、改正下水道法を独学で読み解いたり、
国連世界防災会議の下水道シンポジウムにおいて日本語総合司会を務めたり、8 月 1
日水の日を記念するイベントやポスターキャラクターに起用されるなど、年間で 80
日以上に及ぶ幅広い活動を行いました。2016 年度の受賞者にも同様に幅広い分野での
活躍が期待されます。ぜひ、ご注目くださいませ。
→ミス日本コンテスト公式サイト内のファイナリスト一覧
http://www.missnippon.jp/entry/

●InterAqua2016 第 7 回国際水ソリューション総合展の開催について【国土交通省】
１月２７日(水)～２９日(金)、東京ビッグサイトにて、InterAqua2016 第 7 回国際
水ソリューション総合展が開催されます。初日の１月２７日（水）１３：００～
１５：００には、展示会場内セミナー会場にて、雨水管理のスマート化戦略シンポジ
ウム「変化する雨の姿と法制度～雨水管理の高度化を実現する施策と技術」
（参加
費：無料）と題して、
・加藤裕之流域管理官（国土交通省）による基調講演、
・野崎高司主幹（埼玉県）
、竹内徹也課長（横浜市）
、酒井正道課長（富山市）
、服部
貴彦部長（日水コン）

らによるパネルディスカッション「水防法改正の先に 雨対策・現場のこれから」
が実施される予定です（定員：２００名※残り３０席程度の空き有り）
。
事前参加登録など詳細につきましては、こちらをご参照ください。
→

http://www.interaqua.jp/

●「下水道アドバイザー」を募集します【(一財)下水道事業支援センター】
「下水道アドバイザー制度」は、下水道事業の円滑な実施と良質な社会資本の整備
に寄与することを目的として、下水道管理者等が下水道アドバイザー（国土交通省、
日本下水道事業団、地方公共団体等で下水道事業を豊富に経験し、退職された方）の
アドバイスを気軽に受けられる制度です。下水道担当者の研修会や排水設備責任技術
者講習会の講師等にご利用いただいております。アドバイザー機関である(一財)下水
道事業支援センターでは、平成 28 年度以降「下水道アドバイザー」として新規登録
を希望される方を募集しております。下記ホームページを参照の上、積極的にご応募
いただくようお願いいたします。

○募集締切：平成 28 年 2 月 19 日（金）
○ホームページ（下水道事業支援センター）
http://www.sbmc.or.jp/11adviserHP/index.html
○ご応募・お問い合わせ先
(一財)下水道事業支援センター
TEL.03-6803-2684

業務部

三谷

E-mail: mitani@sbmc.or.jp

======================
◆天候に左右されない「下水道発電」は普及するか〈1/21 Newsweek〉
http://www.newsweekjapan.jp/stories/technology/2016/01/post-4402_1.php
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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/20151030/
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