。ｏ○。
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2020.11. 9

下水道機構の『 新技術情報 』 第４３１号
（公財）日本下水道新技術機構 https://www.jiwet.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
。ｏ○。
先週土曜日の 7 日に立冬を迎えました。
新型コロナウイルス感染症の感染増加が懸念される中、インフルエンザの対策が必要と
なるシーズンがやってきました。
今年のインフルエンザの患者数は前年度比較で少なく、新型コロナウイルスへの対策が
影響しているの可能性があると言われています。
しかし、インフルエンザはこれからが流行に入る時期であることや、コロナウイルスと
同時に感染した場合、重症化する傾向があると言われているため注意が必要です。
寒くなっていくと、換気をするのにも強い気持ちが必要ですが、様々なサイトで冬場の
換気法などが紹介されていますので、上手く活用して冬場の新型コロナウイルスに負けな
い環境作りを続けていきましょう！
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第４３１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
・下水道機構情報 Plus＋ 19 号を発刊しました！
・第 72 回 下水道新技術セミナー、第 73 回 下水道新技術セミナーのお申込みについてのお
知らせ
■機構の行事予定
・今週の予定はありません。
■Tea Break
・今週はお休みです。
■ピックアップ！機構情報
・中期事業計画の取り組み
（下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン改訂に関する検
討支援）
・ワールドワイド
（IWA16th International Specialised Conference on Small Water and Wastewater
Systems）
■はしわたし
・今週はありません。
■国からの情報
・11/9 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●WEB 版機関誌下水道機構情報 Plus＋ 19 号を発刊しました！
※詳細はこちら
https://www.jiwet.or.jp/newsletter19

●第 72 回 下水道新技術セミナー、第 73 回 下水道新技術セミナーのお申込みについてのお
知らせ
WEB セミナーへのお申込みは、1 つのメールアドレスにつき 1 回のみに制限しておりま
す。
お申込みいただいた方が同じメールアドレスで再度 WEB セミナーに申し込むと「ご入力
いただいたメールアドレスは既に登録されています。
」とメッセージが表示されます。
また、課のメールアドレスなどの単一のメールアドレスしかお持ちでない方は別途企画
部までご相談ください。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
機構の行事予定
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●第 72 回 新技術セミナーを「有機物資源の徹底活用」をテーマに Zoom によるウェビナー
で開催します！
【Zoom ウェビナー】令和 2 年 11 月 27 日（金）9:30～11:45
（会場）Zoom ウェビナー
（定員）先着 500 名
（備考）参加にはお申込みが必要です
※プログラム、お申込みはこちら
→https://www.jiwet.or.jp/new-tech-seminar72

●第 73 回 新技術セミナーを「下水道管路の包括的民間委託の導入について」をテーマに
Zoom によるウェビナーで開催します！
【Zoom ウェビナー】令和 2 年 11 月 27 日（金）13:10～15:30
（会場）Zoom ウェビナー
（定員）先着 500 名
（備考）参加にはお申込みが必要です
※プログラム、お申込みはこちら
→https://www.jiwet.or.jp/new-tech-seminar73

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
Tea Break （機構職員の感じるまま）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今週はお休みです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
ピックアップ！機構情報
（下水道機構情報 PLUS+ Vol.10 No.18 2020.5 の中から記事をご紹介します）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・中期事業計画の取り組み
（下水道管路施設の管理業務における包括的民間委託導入ガイドライン改訂に関する検
討支援）
本機構では、国土交通省下水道部における「下水道管路施設の管理業務における包括的
民間委託導入ガイドラインの改訂に関する検討」の業務を令和元年度に実施いたしまし
た。
本業務は、平成 26 年３月に公表されたガイドラインをもとに最新の事例調査等を行い、
把握・整理された内容を踏まえ、改訂の検討を行うものです。本書では、実施した検討内
容等についてご紹介いたします。
続きはこちら
→ https://www.jiwet.or.jp/2020-11-09-quarterly1

・ワールドワイド
（IWA16th International Specialised Conference on Small Water and Wastewater
Systems）
本機構では、研究成果の海外発信や技術情報の収集を図るため、積極的に国際会議や展
示会に参加しています。
今回、IWA（国際水協会）が開催する IWA 16th International Specialised Conference
on Small Water and Wastewater Systems に、単身、参加してまいりましたので報告しま
す。
続きはこちら
→ https://www.jiwet.or.jp/2020-11-09-quarterly2

※PDF を開けない方は以下の URL から該当する記事を右クリックし「対象をファイルに保
存」した後に、保存したファイルを直接開いてください。
→ https://www.jiwet.or.jp/newsletter18
WEB 版機関誌下水道機構情報 Plus＋ 19 号（最新刊）はこちら
https://www.jiwet.or.jp/newsletter19
下水道機構情報 Vol.15 No.31 2020.8（最新刊）
https://www.jiwet.or.jp/quarterly31
下水道機構情報はこちら
https://www.jiwet.or.jp/quarterly0
ニューズレターはこちらから
https://www.jiwet.or.jp/newsletter0
審査証明技術全体はこちら
https://www.jiwet.or.jp/examination0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
はしわたし （みなさまの情報交流の場です）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼(^-^)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。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
国からの情報
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ここからは、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（2020.11.9 の情報です）
配信元：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 山縣弘樹
11 月 6 日に、下水道事業促進全国大会（主催：日本下水道協会）が開催され、
国土交通副大臣を始めとする幹部が来賓として出席しました。
また、秋のレビューの予定について、行革事務局から公表されています。

★★★★★ 今週のヘッドライン ☆☆☆☆☆
○ 「秋の年次公開検証」
（秋のレビュー）について
○ 第 72 回、第 73 回 下水道新技術セミナー（WEB）を開催します。
（
（公財）日本下水道新技術機構）
===========================================================================
○ 「秋の年次公開検証」
（秋のレビュー）について
11 月 12 日（木）～15 日（日）に、秋の行政事業レビューが実施されます。
河野太郎行革大臣、藤井比早之副大臣、岡下昌平政務官も出席し、
有識者と各省事業担当による議論が行われます。
＜主な対象テーマ＞
・子供の貧困・シングルペアレンツ
・農林漁業の担い手づくり
・再エネルギー・省エネルギー促進
・地方のインフラ(下水道・道路)
・中小企業支援
・薬価算定の透明性確保
・教育現場のオンライン化
＜下水道＞
・11 月 14 日（土）15：30～16：30
地方のインフラの総合的整備①（下水道（最適化・広域化・PFI）
）
（国土交通省）
（秋のレビュー特設 HP）
https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/index.html
（リーフレット）
https://www.gyoukaku.go.jp/review/aki/R02/img/r02leaflet.pdf
※配布資料等は順次掲載予定。当日はインターネット配信（ニコニコ動画）されます。

○ 第 72 回、第 73 回 下水道新技術セミナー（WEB）を開催します。
（
（公財）日本下水道新技術機構）
下水道機構では、地方公共団体等官公庁、民間企業及び関係団体の
下水道技術者を対象に、下水道技術の向上を目的として、最新の
下水道技術を取り上げ課題解決に向けて知見を深めるため、定期的に
セミナーを開催しています。
例年は、8 月と 11 月に会議室等を借りて開催しておりますが、
今年度は新型コロナウイルス感染症拡大防止対策として、下記の通り
WEB セミナー方式で開催いたします。
（第 72 回、第 73 回セミナーは同日に開催されますが、参加には
別々に申し込みが必要ですので、ご注意願います。
）
インターネット環境があれば、どこからでも参加出来ますので
多数の皆様のご参加をお待ちしております。
1.名称：第 72 回 下水道新技術セミナー（WEB）
テーマ：有機物資源の徹底活用
開催日時：令和 2 年 11 月 27 日（金） ９：３０～１１：４５
方式：Zoom のウェビナー機能を活用した WEB セミナー
申し込み：https://www.jiwet.or.jp/new-tech-seminar72
※第 72 回のセミナーでは、
国土交通省水管理・国土保全局下水道部より村岡課長補佐、
東北大学大学院工学研究科より李教授を講師としてお招きし、
国の取り組みや最新の研究動向についてご講演いただきます。
その他、地方公共団体における取り組みや、
下水道機構の調査研究成果についてご報告いたします。
2.名称：第 73 回 下水道新技術セミナー（WEB）
テーマ：下水道管路の包括的民間委託の導入について
開催日時：令和 2 年 11 月 27 日（金） １３：１０～１５：３０
方式：Zoom のウェビナー機能を活用した WEB セミナー
申し込み：https://www.jiwet.or.jp/new-tech-seminar73
※第 73 回のセミナーでは、
国土交通省水管理・国土保全局下水道部より斎野企画専門官を
講師としてお招きし、国の取り組みいてご講演いただきます。
その他、地方公共団体における取り組みや、
下水道機構の調査研究成果についてご報告いたします。

===========================================================================
【参考情報】
◆ わさび栽培 下水の熱を利用 <11/2 NHK>
https://www3.nhk.or.jp/lnews/niigata/20201102/1030014195.html
◆ 自民・公明 第 3 次補正予算案 “コロナ対策と国土強じん化を”
<11/5 NHK>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201105/k10012696631000.html
◆ 政府、浸水想定を中小河川に拡大 氾濫多発で危険周知
<11/3 共同通信>

https://news.yahoo.co.jp/articles/d087fa12dd2ceb8766ec2916c0cd11a8d93e22f7
◆ 燃料は“家庭ごみ”アスファルト製造バーナー 日工と川重が共同開発
<10/31 神戸新聞 NEXT>
https://news.yahoo.co.jp/articles/92c80a61d6a3a3cab23eb8f54528579135e55108
◆ 東電 PG、下水処理場管理に本格参入 静岡県富士市で
<11/4 日本経済新聞>
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO65825820U0A101C2X93000/
◆ ＫＡＤＯＫＡＷＡ、埼玉・所沢市に大型複合施設 ６日に全面開業
<11/4 産経ニュース>
https://www.sankei.com/politics/news/201104/plt2011040040-n1.html
◆ JFE エンジと福山市、市水道施設で DR 実証試験 21 年 4 月から本格運用へ
<11/4 環境ビジネスオンライン>
https://www.kankyo-business.jp/news/026485.php
◆ 下水のウイルス量調査で大学と連携 船橋市 <11/4 チバテレ+プラス>
https://this.kiji.is/696684336754869345
◆ 宮城県がポケモン「ラプラス」と観光 PR スタンプラリーやマンホールなど
https://news.yahoo.co.jp/articles/be78fd311ecb0bb94927cb17680088c741f1a10a
◆ ポケモンのマンホール「ポケふた」
、北海道にさらに 4 種登場。
苫小牧市/三笠市/上富良野町/剣淵町にアローラロコンやロコンなど
<11/2 Impress Watch>
https://news.yahoo.co.jp/articles/ec58855c3e10804fa4663a15e301f24ae22ccfbe
◆ 仙台市有施設の浸水被害防げ 電気設備を地上に移設 備蓄食料は民間倉庫に集約
<11/2 河北新報>
https://news.yahoo.co.jp/articles/d5dd569a834f04a3a5b1e11d88e658e3a49f4bed
◆ 「日本の衛生工学の父」英国人バルトン先生の軌跡追う
<11/3 日本経済新聞>
https://www.nikkei.com/article/DGXKZO65749820S0A101C2BC8000/
◆ 2027 年に中国を人口で抜くインド、
「水不足危機」でスラムには 1 回 4 円のトイレも
<11/2 ニューズウィーク日本版>
https://news.yahoo.co.jp/articles/52c0565bd8f6aefde0bbd74140bece73cda2f4d2

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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発行元： 公益財団法人 日本下水道新技術機構 企画部
〒162-0811 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) FAX 03-5228-6512
ホームページ： https://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
→ https://www.jiwet.or.jp/member-mag-unsubscribe
○ニューズレターはこちらから
→ https://www.jiwet.or.jp/newsletter0
○はしわたしのバックナンバーはこちらから
→ https://www.jiwet.or.jp/hashiwatashi
○ゆいまーるのバックナンバーはこちらから
→ https://www.jiwet.or.jp/publicity/yuimaru
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