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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2017．5．22

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２８４号

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

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

またまた急に暑くなりましたね。今朝は機構近くの赤城神社の手水がヒンヤリとし
ていて気持ちよかったです。今日はハンカチを忘れてしまいましたが、手水をした後
は自然乾燥が作法とのこと。清めた手をタオルで拭いてはせっかくのお清めの意味が
なくなるからなのだそうです。図らずも自然乾燥となりました。今週も良い 1 週間と
なりますように(^_-)-☆本日も気温が上昇するようです。熱中症にはくれぐれもお気
を付けください！
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２８４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
・6/21(水)＠東京会場、6/27(火)＠大阪会場にて技術マニュアル活用講習会を開催し
ます

■機構の動き
・今週は、行事はありません

■Tea

Break

・足立区（研究第一部

T.K さんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回のゆいまーるは、新職員紹介をお届けします
・熊本から大きなスイカちゃん、宮古島から大きなカボチャちゃんが届きました！

■下水道浸水対策ポータルサイト「アメッジ」情報
・今号から下水道浸水対策ポータルサイト「アメッジ」情報コーナーを始めます！

■国からの情報
・5/19 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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●6/21(水)＠東京会場、6/27(火)＠大阪会場にて技術マニュアル活用講習会を開催し
ます
当機構が民間と共同研究し、とりまとめた新技術に関するマニュアルや技術資料を
詳しく解説する『技術マニュアル活用講習会』を、6 月 21 日（水）
【東京会場】
、6 月
27 日(火)【大阪会場】で開催します。今年度は、次の 3 つの新技術について、担当研
究員がパワーポイント等を使って、内容を詳しく、分かりやすく解説します。
みなさまのご参加お待ちしています！

【東京会場】
日時：平成 29 年 6 月 21 日（水）

13：30～16：30

場所：下水道機構 8 階

(東京都新宿区水道町３-１)

中会議室

【大阪会場】
日時：平成 29 年 6 月 27 日（火）

13：30～16：30

場所：大阪科学技術センター４０１号室

(大阪市西区靱本町１-８-４)

【参加費】
参加費（技術マニュアル・技術資料を電子化した CD 代込）
：2,000 円（ただし、地
方公共団体は無料）。参加費は、銀行振込でお願いいたします。振込先は WEB 申し込み
時の「参加証」に記載致します。また、当日は無線 LAN 接続によりマニュアル全文を
ダウンロードできるようシステム整備を予定しています。

【定員】

東京会場８０名、大阪会場１２０名

※先着順となります。
※技術マニュアル活用講習会の概要、プログラム及び参加申し込みはこちらから
http://www.jiwet.or.jp/trainings/manual-seminar/manual-program

【対象マニュアル】
(1) 流出解析モデル利活用マニュアル
（雨水対策における流出解析モデル運用の手引き）
(2) 嫌気性消化法の導入マニュアル
(3) オキシデーションディッチ法の省エネ技術に関する技術資料

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

（機構の行事予定です）
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●行 事：第 360 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

日 時：平成 29 年 6 月 8 日(木)

16:00～17:00

ゲスト：国土交通省国土技術政策総合研究所
下水道研究部下水道研究室長

岩崎宏和

氏

テーマ：
『平成 28 年熊本地震における管路施設被害の特徴と管路ストックマネジメ
ント導入支援について』
※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

○平成 29 年度技術マニュアル活用講習会
【東京会場】平成 29 年 6 月 21 日(水)
場所：下水道機構 8 階

13：30～16：30

中会議室

【大阪会場】日時：平成 28 年 6 月 27 日(火)

(東京都新宿区水道町３-１)
13：30～16：30

場所：大阪科学技術センター４０１号室

(大阪市西区靱本町１-８-４)

【参加費】
参加費（技術マニュアル・技術資料を電子化した CD）：2,000 円（ただし、地方公
共団体は無料）参加費は、銀行振込でお願いいたします。振込先は WEB 申し込み時
の「参加証」に記載致します。当日会場での参加費お支払いは、ご容赦願います。
【定員】東京会場８０名、大阪会場１２０名
※先着順となります。
※詳細及び参加申し込みはこちらから
http://www.jiwet.or.jp/trainings/manual-seminar/manual-program

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●足立区（研究第一部

T.K さんからの投稿です)

私は下水道機構への出向とほぼ同時に、長く慣れ親しんだ千葉県柏市を離れ、東京
足立区に居を定めることにしました。しかしながら、比較的近くにある東京スカイツ
リーの展望台に上ったことが無ければ、同区内の住みたい街ランキングで上位に入っ
ている北千住へもろくに行ったことがありません。北千住には、美味しいスイーツ専
門店やコストパフォーマンスの高い“せんべろ居酒屋”がたくさんあるとよくテレビ
で紹介されています。
（“せんべろ居酒屋”＝千円で大満足できる居酒屋）
甘いものやお酒が大好きな私にとっては、もったいない時間を過ごしてしまったな
と思う今日この頃です。機会があれば、インターネット等の情報に頼らず、独自の足
でお店を開拓していき、特に、美味しい“せんべろ居酒屋”を発見した際には、毎月
開催されている研究第一部の親睦会に提案したいと考えています。

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

（皆様との交流の場です）
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●今回のゆいまーるは、新職員紹介をお届けします

→

http://www.jiwet.or.jp/publicity/yuimaru/2017-5-22

●熊本から大きなスイカちゃん、宮古島から大きなカボチャちゃんが届きました！
→

http://www.jiwet.or.jp/publicity/yuimaru/2017-5-22-2

!(^^)!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。
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下水道浸水対策ポータルサイト「アメッジ」情報
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●下水道浸水対策ポータルサイト「アメッジ」の紹介
国土交通省では、平成 28 年度より下水道浸水対策ポータルサイト「アメッジ」を試
行的に運用し、地方公共団体の職員が職場に居ながら浸水対策に係る情報を入手して
技能を習得できるよう、国や各都市の取組、統計情報や雨道場の情報等を配信してい
ます。
当機構では、国土交通省の政策支援として、アメッジにおけるコンテンツの充実化
や改良を行い、浸水対策の促進を図っています。
浸水対策を進めるにあたり「アメッジ」では様々なコンテンツを公開しています。
そこで、
「アメッジ」をいろいろな方に知って頂くために、今号から「アメッジ」の
内容について紹介していきます。今回は「アメッジ」の紹介です。
アメッジでは、浸水対策に関する法令や補助メニューを掲載している「行政情報」
や浸水対策に関する勉強会や講習会開催のための「人材紹介」
、浸水対策に関する疑問
や意見交換を行うための「交流の場」
、市区町村別の浸水実績と気象データをグラフ化
出来る「統計情報」、各地方公共団体の浸水対策事業に関する好事例について各担当者
等に語って頂いている「担当者’s VOICE」など、浸水対策に関する情報を多数盛り込
んでいます。
浸水対策にお困りの方は、ぜひ、アメッジをご活用下さい。
アメッジ URL：http://shinsui-portal.jp/
今回、アメッジの「担当者’s VOICE」に、新たに福岡市の浸水対策事例（再度災害
防止へ！博多の男たちの「戦いの軌跡」）を追加しましたので、あわせてご覧下さい。
「担当者’s VOICE」URL：http://shinsui-portal.jp/voice_top/
なお、アメッジのコンテンツのうち、「交流の場」や「人材紹介」
、7 つ星等の動画を
ご覧になるには、事前登録（現時点では、国と地方公共団体が対象です。）が必要とな
ります。
登録画面 URL：http://shinsui-portal.jp/regist/

↓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（2017.5.19 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 堂薗洋昭
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
4 月の引っ越しで、千葉市民になりました。区役所に転居届を提出した際、千葉ロッ
テマリーンズとジェフユナイテッド市原・千葉のいずれかの観戦チケットがあたる応
募券をいただき応募したところ、明日 5/20 の千葉ロッテ－楽天イーグルス戦のチケッ
トがあたりました。（千葉市の転入者招待事業だそうです。）いっぺんに千葉市が好き
になりました。明日は天気もよさそうですので、久しぶりの野球観戦を楽しみたいと
思います。
来週 23 日（火）の関東地方下水道協会総会を皮切りに、下水道協会の地方支部総会
がスタートします。出席される方も多いのではないでしょうか。国交省下水道部から
も職員が出席させていただきます。

★★★★★

今週のヘッドライン

☆☆☆☆☆

○下水道革新的技術のテーマ等を募集します。（下水道企画課）
===========================================================================
○下水道革新的技術のテーマ等を募集します。（下水道企画課）
国土交通省では、下水道事業における様々な課題を解決するため、
「下水道革新的技
術実証事業（以下「B-DASH プロジェクト」
）」を実施しております。
今後、更なる効率的かつ効果的な革新的技術の開発・普及を促進するため、実証技
術等のテーマ提案を募集します。また、中長期的な技術開発テーマを併せて募集し、
政策的な視点を踏まえて、下水道技術ビジョンやロードマップに反映するとともに、
今後の実証テーマ等決定の参考とします。
募集期間：平成 29 年 6 月 15 日（月）～6 月 12 日（月）
公募①：H30_B-DASH 実規模実証テーマ
公募②：H30_B-DASH FS 調査テーマ
公募③：中長期的な技術開発のテーマ
その他詳細は以下のホームページを御確認ください。
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000513.html

===========================================================================
【参考情報】
◆焼却灰の汚水から消毒剤生成

松山市、下水処理に利用〈5/16 日本経済新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXLZO16429560V10C17A5LA0000/
◆川の好環境は山林から

郡上漁協が明宝で苗木１６００本植樹〈5/17 中日新聞〉

http://www.chunichi.co.jp/article/gifu/20170517/CK2017051702000023.html

◆ふるさと納税アップする？

返礼品はマンホール

奈良・大和郡山市〈5/17 産経

WEST〉
http://www.sankei.com/west/news/170517/wst1705170017-n1.html
◆マンホールカード人気…東松島市〈5/17

読売オンライン〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/miyagi/news/20170517-OYTNT50191.html
◆住友電工や日立造船の実験、連携事業に

近畿経産局と広東省〈5/18 日本経済新聞〉

http://www.nikkei.com/article/DGXLASJB17H6Z_X10C17A5LKA000/
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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

○メルマガ配信停止はこちらから
→

http://www.jiwet.or.jp/member-mag-unsubscribe

○ニューズレターはこちらから
→

http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20170426/index.html
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