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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2016．4．5

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２２９号

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

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

2016 年度のメールマガジンの配信が始まりました！
新年度を迎え新しい環境になられた方、環境は変わらなかったけど、席は変わられ
た方。心機一転リフレッシュして頑張りましょう！
何も変わらなかった方におかれましては、デスクの隅っこにオブジェ的な物を置い
て「何か変わった感」を演出してあげると、心機一転リフレッシュ出来るかも！？
本年度も本機構のメールマガジンをよろしくお願い申し上げます。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２２９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
・共同研究者を募集しています
・4/14(木)の技術サロンは定員に達したため、募集は締め切りました
・人事異動がありました

■機構の動き
・今週の機構の動きはありません

■Tea

Break

・モーニング桜（総務部

まる子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、まる子のお花見ツアーをお届けします

■国からの情報
・4/1 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●下水道機構では、共同研究者を募集しています
募集テーマは、
「下水処理場等における電気設備の健全度診断・改築技術」です。
募集締切：平成 28 年 4 月 28 日（木）
※下水処理場等における電気設備の健全度診断・改築技術に関する詳細はこちら
⇒
http://www.jiwet.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2016/02/c9570edbf17fc80ba328d572d367219a.pdf

●4/14(木)の技術サロンは定員に達したため、募集は締め切りました
ゲスト：東京都下水道局計画調整部計画課長
テーマ：
「東京都下水道事業

栁 雄

経営計画２０１６について」

●人事異動がありました
☆3/1 付
【採用】

企画部企画課主任

加藤伸孝

☆4/1 付
【採用】研究第二部担当部長

片桐

総務部総務課総務係係員

【昇任】※（

晃、研究第一部副部長

後藤雅子、

村山弥生

）内は前職

技術評価部長

宮入

篤(副部長)、技術評価部副部長兼審査課長兼調査課長

佐藤弘之(研究第二部総括主任研究員)、研究第一部主任研究員
（研究員）
、技術評価部主任審査調査員

【異動】企画部長

高橋恵美子（審査調査員）

渡邉 聡（技術評価部長併任解除）、

総務部経理課経理係主任

【転入】※（

小吉省吾

山田麻利子(企画部企画課併任解除)

）内は、前職

研究第一部
部長

鈴木

研究員

穣（国土交通省）
、副部長

田邉信幸（名古屋市）
、

菊川哲生（(株)西原環境）

研究第二部
研究員

桑原裕樹（日之出水道機器(株)）

研究員

西坂浩章（積水化学工業（株）
）

資源循環研究部
総括主任研究員
クボタ）、研究員

【転出】※（

若林善仁（（株）日水コン）
、研究員

田村

崇（（株）

大月紳司（（株）中央設計技術研究所）

）内は、転出先

研究第一部
部長

中島英一郎（国土交通省）
、副部長

小塚俊秀（名古屋市）
、

研究員

小関進介（(株)西原環境）

研究第二部
副部長

石川 眞（横浜市）、主任研究員

(株)）
、研究員

杉

伸太郎（日之出水道機器

浅野雅則（積水化学工業（株））

資源循環研究部
総括主任研究員

岩下

栄（（株）東芝）
、総括主任研究員

（（株）日水コン）
、研究員

角田

太

伊藤禎泰（（株）クボタ）

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

○平成 28 年 4 月 14 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 347 回技術サロン
場 所：機構 8 階
ゲスト：

中会議室

東京都下水道局
計画調整部 計画課長

テーマ：
「東京都下水道事業

栁 雄
経営計画２０１６について」

※定員に達したため、募集は締め切りました

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

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●モーニング桜（総務部

まる子さんからの投稿です）

桜の季節になりましたね。東京の桜の名所といえば、千鳥ヶ淵、上野公園、目黒川
などを思い浮かべる方が多いかと思いますが、今回は私のおすすめ花見スポットをご
紹介します。
小金井市と府中市にまたがる都立多摩霊園という墓地公園があります。日本初の公
園墓地で面積は都立最大の 12 万平方メートル（東京ドーム 27 個分）という広大な敷
地を擁します。お墓でお花見？と思うかもしれませんが、広大な敷地のいたるところ
に桜が植えられています。霊園ですのでブルーシートを敷いて宴会ということもな
く、純粋に桜を楽しみたい方にはお勧めです。さらに早朝だと人気も少なく、桜を独
り占めすることができます！
また霊園の管理事務所では著名人のお墓マップなるものがもらえます。例えば、高
橋是清、新渡戸稲造、江戸川乱歩、長谷川町子などなど多くの著名人のお墓がありま
す。今回はマップを頼りに岡本太郎のお墓をお参りしてきました。想像通りの芸術が
爆発のお墓で、なんだか癒されました。
みなさんも機会があれば多摩霊園でのモーニング桜いかがですか？早朝、お墓マッ
プ片手に散歩をしている人がいたら、私ですのでお声かけください(笑)

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。

まる子のゆいまーる

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●読者のみなさま、お久しぶりです m(__)m

久々のゆいまーるは、まる子のお花見ツ

アーをお届けします
→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2016-4-5

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2016.4.1 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 岩崎宏
和
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○下水道部人事異動情報
○第４回ＧＫＰ広報大賞募集開始！４月 28 日まで

===========================================================================
○下水道部人事異動情報
【平成２８年３月３１日付辞職】
植松 龍二（下水道企画課下水道事業調整官）

国立研究開発法人土木研究所先端材

料資源研究センター材料資源研究グループ上席研究員
白﨑 亮
長本田
茨木 誠

（下水道事業課町村下水道対策官）
康秀（下水道事業課企画専門官）
（下水道企画課課長補佐）

藤井 良和（下水道事業課課長補佐）

日本下水道事業団本社技術戦略部次
埼玉県下水道局下水道事業課長
滋賀県琵琶湖環境部下水道課長
福岡市道路下水道局総務部下水道経

営企画課長
前川 祐介（下水道事業課環境調整係長）

広島市下水道局施設部計画調整課調

整係
堤

尚寛

（下水道事業課再構築係長）

北九州市上下水道局下水道部下水道

（流域管理官付調整係長）

佐賀市上下水道局下水プロジェクト

端谷 研治（流域管理官付計画係長）

川崎市中部下水道事務所工事課担当

計画課
橋本 翼
推進部長

係長

【平成２８年４月１日付】
松原 誠

（堺市上下水道局管理官（兼）次長）下水道企画課下水道事業調整官

石井 宏幸（下水道企画課下水道国際・技術調整官）

下水道事業課事業マネジメン

ト推進室長
石﨑 隆弘（国土政策局総合計画課企画専門官（併）国土政策局総務課企画官（併）
政策統括官（併）内閣府国会等移転審議会事務局上席局員）

下水道企画課下水道国

際・技術調整官
太田 太一（下水道企画課課長補佐）

国土技術政策総合研究所下水道研究部下水処

理研究室主任研究官
柄本 徳満（下水道企画課企画専門官）

都市局都市計画課企画専門官

森岡 浩司（下水道企画課下水道管理指導室課長補佐）

都市局都市計画課都市計画

調査室課長補佐
駒井 象次郎（下水道企画課指導係長）

北海道開発局開発監理部人事課開発事務専

門官
和田 紘希（下水道企画課企画調整係長）

関東地方整備局常陸河川国道事務所

調査第一課長
山城 裕喜（下水道企画課管理係長）

道路局総務課予算第三係長

川島 弘靖（下水道企画課国際技術企画係長）

流域管理官付調整係長

辻

下水道企画課企画専門官

淳一

（都市局街路交通施設課課長補佐）

安田 将広（下水道事業課課長補佐（併）大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調
整室（併）内閣府地方創生推進室参事官補佐（併）復興庁統括官付（併）内閣府沖縄
振興局参事官（振興第一担当）付）

下水道企画課課長補佐

山縣 弘樹（流域管理官付課長補佐）
木村 英雄（上山市副市長）

下水道企画課課長補佐
下水道企画課管理企画指導室課長補佐

清水 洋平（国土政策局国土情報課主査（併）政策統括官付）

下水道企画課管理企

画指導室指導係長
峯

健介

（下水道事業課計画調整係長（併）大臣官房社会資本整備総合交付金等総

合調整室）

下水道企画課計画調整係長

川崎 由理奈（道路局環境安全課）
長谷川

下水道企画課管理係長

史明（総合政策局官民連携政策課事業係長（併）総合政策局政策課）

道企画課国際技術企画係長

下水

南晴 章伍（下水道企画課官民連携推進係長）

(株)三井住友銀行ストラクチャード

ファイナンス営業部部長代理補
梅井 貴行（(株)三井住友銀行ストラクチャードファイナンス営業部）

下水道企画

課管理企画指導室官民連携推進係長
阿部 千雅（（公社）日本下水道協会

技術研究部長（技術研究部専門調査役）
）

下

水道企画課付
安永 永治（福岡市道路下水道局計画部下水道計画課調整係長）

下水道事業課事業

マネジメント推進室室長補佐
二川 卓矢（広島市下水道局施設部計画調整課）下水道事業課事業マネジメント推進
室環境調整係長
清崎 理恵（北九州市上下水道局下水道部下水道整備課）下水道事業課事業マネジメ
ント推進室再構築係長
江口 義樹（川崎市上下水道局下水道部下水道計画課）

流域管理官付計画係長

岩﨑 宏和（京都府水環境対策課長）

下水道事業課企画専門官

佐藤 学

（下水道事業課課長補佐）

国土政策局離島振興課課長補佐

加藤 学

（都市局都市計画課都市計画調査室課長補佐）

岸田 秀

（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課課長補佐（併）

下水道事業課課長補佐

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部指定廃棄物対策担当参事官室（併）環境省
大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課課長補佐）
（併）大臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室

下水道事業課課長補佐

（併）内閣府地方創生推進室

参事官補佐（併）復興庁統括官付（併）内閣府沖縄振興局参事官（振興第一担当）付
野村 大輔（下水道事業課総務係長）

都市局総務課予算第３係長

本橋 浩行（都市局市街地整備課市街地整備制度調整室調査係長）

下水道事業課総

務係長
武田 正太郎（下水道事業課

事業係長）

下水道事業課計画調整係長（併）大

臣官房社会資本整備総合交付金等総合調整室
見正 大和（宮崎県宮崎土木事務所河川砂防・都市公園課河川担当）

下水道事業課

事業係長
山田 弘明（福岡県建築都市部下水道課）

下水道事業課事業マネジメント推進

室資産管理係長
岩井 聖

（総合政策局公共事業企画調整課調整官）

斎野 秀幸（滋賀県

流域管理官付課長補佐

琵琶湖環境部下水道課長）流域管理官付課長補佐

竹田 由実（下水道企画課）
三輪 一聡（浜松市）

堺市
下水道企画課

田中 竜太郎（下水道企画課下水道管理指導室）八王子市
笹口 穫生（福井市）

下水道企画課管理企画指導室

三瓶 武史（下水道事業課）

東京都

菊川 正太郎（東京都）

下水道事業課

木村 順哉（下水道事業課）

浜松市

難波 建二朗（岡山市）

下水道事業課事業マネジメント推進室

※上記のほか、組織として、４月１付けで 「下水道管理指導室」 が 「管理企画指
導室」 へ名称変更。

○第４回ＧＫＰ広報大賞募集開始！４月 28 日まで
下水道広報プラットホーム（GKP）は、優れた下水道広報事例を表彰する「ＧＫＰ
広報大賞」の第４回（平成 28 年度）の募集を４月１日（金）に開始しました。
同月 28 日（木）まで受け付けます。受賞事例は下水道展（7/26～29、名古屋市）で
表彰する予定であるほか、グランプリに選ばれた事例は、国土交通大臣賞の候補事例
として推薦されます。自薦他薦は問いません。身近な広報事例を是非ご応募くださ
い。

※広報大賞の概要や応募方法、過去の事例などは下記のホームページをご覧くださ
い。
ＧＫＰ広報大賞

http://www.gk-p.jp/taishou28.html

===========================================================================
【参考情報】
◆足元にジーンズストリート印〈3/31 読売新聞〉
http://www.yomiuri.co.jp/local/okayama/news/20160330-OYTNT50161.html
◆いなりんマンホールカード誕生〈3/31

東日新聞〉

http://www.tonichi.net/news/index.php?id=51825
◆メタウォーターは琵琶湖流域下水道「湖西浄化センター」汚泥燃料化施設の完成を
発表〈3/30 財経新聞〉
http://www.zaikei.co.jp/article/20160330/300798.html
◆下水道マンホールのふたがコレクションカードに

八王子市が限定配布へ〈3/30

八王子経済新聞〉
http://hachioji.keizai.biz/headline/2059/
◆カードで集めるご当地マンホール

凝ったデザイン全国３０種〈3/30 中日新聞〉

http://www.chunichi.co.jp/article/front/list/CK2016033002000257.html
◆下水処理で発電

起電式〈3/29

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/tochigi/news/20160328-OYTNT50306.html
◆神戸１５４万人１２日分相当

市街地下に貯水トンネル〈3/26 読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20160325-OYTNT50262.html
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○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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