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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2016．4．11

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２３０号

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

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

今朝は肌寒くなりました。寒暖の差が大きくて体もびっくりですね。新年度を迎え
心も緊張しているかと思います。みなさま、体調管理にはどうぞお気を付けください
ね♪今週もお仕事、頑張りましょう(^_-)-☆
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２３０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
・前号掲載の共同研究者を募集についてリンク先が誤っていました

■機構の動き
・今週は、4/14(木)に技術サロンを開催します

■Tea

※募集は締め切りました

Break

・今週はお休みします m(__)m

■まる子のゆいまーる♪
・今日のゆいまーるは、春の房総ツアーをお届けします

■国からの情報
・4/8 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●前号掲載の共同研究者を募集についてリンク先が誤っていました
お詫びして訂正いたします。
正しいリンク先はこちらです。
※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/2016/04/39e0341419adfdf35942b03d98eef083.pdf

【前回掲載記事】
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）

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。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

氏

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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今週はお休みします m(__)m

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今週のゆいまーるは、まる子の春の房総ツアーをお届けします
→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2016-4-11

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2016.4.8 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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

この４月で異動された方、新しい職場には慣れましたでしょうか。
また、下水道は初めてという方も多いと思いますが、下水道は多岐の技術や分野に
渡る事業で、水を集めて処理するだけでなく、都市の雨水排除や資源利用等、大変奥
深いものです。まずは下水道を好きになってもらいたいと思い、このホットインフォ
メーションがその一助になればと考えています。
今回、ニュースとしてマンホールカードネタも多く出てきていますが、上２つと下
３つが重要ですので、是非ご覧下さい。

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

●第 2 回アジア水再利用シンポジウム（4/25）のお知らせ（京都大学）
●ＴＶ報道のお知らせ（４／１０（日））真相報道バンキシャ！
～世界を魅了する日本の技術～「マンホール」って“スゴ面白い”！！～（GKP）
●『下水道分野で働く女性のマガジン～GJ Journal』Vol.3「近畿特集」発行！
（下水道分野で働く女性の会（ＧＪリンク））

===========================================================================
●第 2 回アジア水再利用シンポジウム（4/25）のお知らせ（京都大学）
4/25 に日中韓の水再利用研究者を集めた第 2 回アジア水再利用シンポジウムを以下の
ように開催します。
http://aswr.jp/ja/において、逐次情報提供と参加申し込みが可能です。

１．日時
2016 年 4 月 25 日

２．会

場

京都大学百周年時計台記念館国際交流ホールⅢ

（〒606-8501 京都市左京区吉田本町）

３．参加方法及び参加費
無料です。以下の URL の参加申込フォームから事前登録お願いします。また定員にな
り次第、締め切らせていただきます。
また、枠がかぎられていますが、ポスター発表も可能ですので、お問い合わせくださ
い。
http://aswr.jp/ja/

４．シンポジウム言語
発表はすべて英語

５．プログラム
9:45～

開会の挨拶

10:00～12:00

基調講演 4 名（中央大学

渡辺義公先生、大阪産業大学

生、韓国 KAIST 申先生、米国コロラド大学

津野洋先

Karl Linden 先生）を予定

12:00～13:00

ポスターセッションおよび昼食(各自でおとりください)

13:00～15:00

セッション I

15:00～15:30

ポスターセッションおよびコーヒーブレイク

15:30～17:30

セッションⅡ

17:30～18:00

総合討論

18:00～18:10

閉会の挨拶

18:30～20:00

懇親会（有料）

水の再利用の政策、制度、歴史、事例

水の再利用の再生水技術、評価・モニタリング技術

＊ 会議のスケジュールと内容は一部変更する可能性があります。また詳細は随時、
更新を予定しています。

●ＴＶ報道のお知らせ（４／１０（日））真相報道バンキシャ！
～世界を魅了する日本の技術～「マンホール」って“スゴ面白い”！！～（GKP）
【日本テレビ】真相報道バンキシャ！
４月１０日（日） １８：００～１８：５５（１８：００～１８：５５の一
部で放送）

番組内容：世界を魅了する日本の技術～「マンホール」って “スゴ面白
い”！！ ※内容は変更になる場合があります。

■マンホールサミット２０１６
３月１９日（土）
■「マンホール」が人気！？魅力を探る
自治体オリジナルのデザインマンホール
■マンホール工場に潜入！
日之出水道機器株式会社
■マンホールカード

４月１日

下水道に関連した場所で配布スタート

■もずやんマンホール
鴻池水みらいセンター
番組 HP

下水道ふれあいプラザ

http://www.ntv.co.jp/bankisha/index.html

●『下水道分野で働く女性のマガジン～GJ Journal』Vol.3「近畿特集」発行！
下水道分野で働く女性の会（ＧＪリンク）より『下水道分野で働く女性のマガジン～
GJ Journal』Vol.3「近畿特集」を発行しましたのでお知らせします。
Vol.1 の創刊号、vol.2 の北海道特集に引き続き、近畿 GJ による渾身の特集記事と
なっています。専用ページに掲載しましたので、是非、ご覧ください。

「GJ Journal」の専用ページはこちら↓
http://www.gk-p.jp/gjlink/GJ-journal.html

※「GJ リンク」とは
下水道は生活を支えるインフラであり、
多様な利用者の視点に立った事業運営のためにも
下水道業界での女性のますますの活躍が欠かせません。
しかし女性職員の少ない職場も多く、
気軽に話せる同性がいない、ロールモデルとなる先輩女性がいない等の
悩みをもつことも多いようです。
そこでＧＫＰ（下水道広報プラットホーム）内に
女性同士の繋がりを支援する場として
H25 年に「下水道女子会（ＧＪリンク）」を設置しました。
女性同士のネットワークを築くとともに、
情報発信や企画・運営などのスキルアップを図るための取り組みを行っています。

===========================================================================
【参考情報】
◆今年度予算執行「上半期に前倒しを」首相が指示〈4/5

NHK NEWS WEB〉

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160405/k10010467981000.html
◆予算前倒し指示

事業費執行、上半期８割〈4/5 毎日新聞〉

http://mainichi.jp/articles/20160405/k00/00e/010/166000c
◆【引け後のリリース】IHI と帝人が長野県で下水道の革新的な技術実証事業〈4/7
財経新聞〉
http://www.zaikei.co.jp/article/20160407/301902.html
◆豪雨災害の教訓生かして内水ハザードマップ〈4/5

両丹日日新聞〉

http://www.ryoutan.co.jp/news/2016/04/05/010242.html
◆下水監視でノロ流行防げ

東北大、松島で実証実験へ〈4/4 朝日新聞〉

http://www.asahi.com/articles/ASJ4475H6J44UBQU00R.html
◆旧本事務所デザインのマンホールカード配布

北九州市、日明浄化センターで開始

[福岡県]〈4/7 西日本新聞〉
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_keichiku/article/236359
◆秋田の「マンホールカード」
、市上下水道局が限定配布〈4/6

秋田経済新聞〉

http://akita.keizai.biz/headline/2454/
◆「マンホールカード」第１弾、富士のデザインも〈4/3

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/national/20160403-OYT1T50029.html
◆足元からデニムファン歓迎

児島ジーンズストリート新マンホールふた

岡山

〈4/3
産経ニュース〉
http://www.sankei.com/region/news/160403/rgn1604030032-n1.html
◆全国のご当地マンホール、カードに

池田町も発行、配布〈4/2

岐阜新聞〉

http://www.gifu-np.co.jp/hot/20160402/201604020952_10251.shtml
◆下水道の値上げ検討を提言

財制審、教職員数抑制も〈4/7 日経新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXLASFS07H4Q_X00C16A4PP8000/
◆下水道使用料の引き上げ 財務省が国交省に要請へ〈4/8

NHK〉

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160408/k10010471241000.html
◆地方の財源余剰で借金返済

財務省提案、
「骨太方針」反映狙う〈4/8

産経新聞〉

http://www.sankeibiz.jp/macro/news/160408/mca1604080500001-n1.htm
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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/20151030/
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