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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2013．7．22

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１０１号

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

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

今日は土用の丑の日、丑の日といえば「うなぎ」ですが、「馬肉(うまにく)」
、
「牛肉
(うしにく)」、
「梅干し」、
「うどん」など地方によっては「う」のつく食べ物を食べる
習慣があるのだとか。みなさんの「う」のつく食べ物は何でしょうか？
それでは、機構メールマガジン『新技術情報』第１０１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
・7 月の技術サロンは下水道部下水道企画課下水道管理指導室の澤田課長補佐をお迎えし
て開催しました
・7/10(水)に、第 1 回新技術設計手法等共同研究委員会を開催しました

■機構の動き
・今週は、7/23(火)に第 3 審査証明委員会、高知県内下水道施設の災害時支援協定

締結

式、高知県下水道地震・津波対策検討委員会が開催されます

■Tea

Break

・機構オリジナル風船をプレゼント(資源循環研究部

風船係さんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、国土技術総合研究所様より下水道展‘13 東京への出展情報をいただいていま
す！

■国からの情報
・7 月 18 日付、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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●7 月の技術サロンは下水道部下水道企画課下水道管理指導室の澤田課長補佐をお迎えし
て開催しました。
今回のテーマは、
「下水道管理業務における包括民間委託の最近の動向」でした。下水道

管路施設の包括民間委託の検討が必要となってきている背景、現在下水道管路施設の包括
的
民委託を始めた３自治体の導入の動機、委託の内容の事例紹介、今後の管路施設の維持管
理における包括的民間委託検討スケジュールに引き続き、下水道処理場の包括民間委託に
ついての、自治体へのアンケート結果、課題、今後の方向性についての御講演でした。導
入・運用にあたっては、コスト縮減だけではなく、下水道使用者への質の高いサービス提
供を考慮することが重要であるとのお話をいただきました。
なお、来月のサロンはお休みです。9 月以降のご案内は、後日、当機構ホームページで
御紹介いたします。

●7/10(水)に、第 1 回新技術設計手法等共同研究委員会を開催しました。
昨年度からの継続テーマである、大規模災害に対する早期機能回復のための情報システ
ムのあり方と構築方法に関する共同研究について、処理場機能回復の時間短縮効果を示す
シミュレーション実施例、また成果となる技術資料の目次（案）、箱書き（案）を説明し、
ご議論を頂きました。

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

（機構の行事予定です）
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●平成 25 年度

第 1 回第３審査証明委員会

7 月 23 日(火) 13:30～17:40＠機構 8 階特別会議室
案件：25 年度新規申請案件 3 件、変更案件２件、更新案件７件の審議

●高知県内下水道施設の災害時支援協定

締結式

7 月 23 日(火)13:40～14:00＠高知会館

３階『飛鳥』

●第 4 回_高知県下水道地震・津波対策検討委員会
7 月 23 日(火)14:30～17:00＠高知会館

○平成 25 年

３階『飛鳥』

審査証明委員会（下水道技術）交付式

7 月 29 日（月）

11：00 分～＠下水道機構７階

理事長室

交付技術：浮上型チェーンフライト式汚泥かき寄せ機（浮力を利用した樹脂製２軸か
き寄せ機）

○平成 25 年度第 1 回 技術委員会
7 月 29 日（月）

13：30～16：00＠下水道機構８階

特別会議室

議題：各共同研究委員会での審議事項等

○下水道展‘13 東京への出展
7 月 30 日（火）～8 月 2 日（金）＠東京ビックサイト
展示等：パネル・動画、技術相談等

S-2

○下水道研究発表会での成果発表
7 月 30 日（火）～8 月 1 日（木）＠東京ビックサイト

会議棟 6,7 階

発表：15 テーマ、15 名（口頭発表のみ）

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●機構オリジナル風船をプレゼント(資源循環研究部

風船係さんからの投稿です)

下水道展が 7 月 30 日から東京ビックサイトで開催されます。下水道機構も、スイスイ
下水道研究所エリアに、ブースを設けて、技術の橋渡しの実現のために、様々な技術につ
いて紹介させていただきます。お気軽にお立ち寄りください。
下水道機構ではオリジナル風船を作成して、子供向けに配布する予定です。そこで、風
船について調べていると、近年、風船に注入するヘリウムガスが不足しているらしいです
ね。そもそもヘリウムガスは天然ガスを採掘する際に副生成物として取れるもので、大き
な生産地であったアメリカで生産機器のトラブルによって、その生産量が落ちているらし
い。また、医療機器や、半導体、薄型パネルの製造にもヘリウムガスを利用するらしく、
需要が伸びている。このダブルパンチで、供給量が激減、価格が高騰しているそうです。
よって、風船を浮かせるために、貴重で高価なヘリウムガスを使うことはできませんで
した。ましてや、下水道機構が配布する風船だからといって、メタンガスを含んだ可燃性
の消化ガスを入れることもできません。あえなく、配布するスティック付きの風船には、
東京の空気が入っています。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
まる子の結まーる

（皆様との交流の場です）
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●今回は、国土技術総合研究所様より下水道展‘13 東京への出展情報をいただいていま
す！
詳細はこちら↓
http://www.jiwet.or.jp/mailmaga_yuimaru/staff-info/nilim20130722.pdf

※下水道機構の下水道展‘13 東京の出展情報はこちらです。
→

http://www.jiwet.or.jp/行こうよ！下水道展 13 東京

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2013.7.18 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 吉澤正宏
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
「我々が何気なく目にしているマンホールの下に広がる、まさにアンダーグラウンド
な世界・・・そんな世界を紹介する雑誌が、
『月刊下水道』！」～ＴＢＳテレビで火
曜日深夜に放送されている「ガチャガチャＶ６」という番組で環境新聞社発刊の『月
刊下水道』が紹介されました。今回も読者の方より情報をいただきました。ありがと
うございます。
「見逃せば一生お目にかかれない超マニアック雑誌を紹介！」する企
画。今週火曜日の同番組では『月刊下水道』が取り上げられ、その人気企画として、
名古屋市の忠田友幸氏の「スクリーンに映った下水道」や白汚零氏の「下水道をとら
えるもぐらカメラ」が紹介されるなどしています。

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○下水道は打ち水大作戦を応援します！！【下水道企画課】
●第 22 回市民セミナー「身近な水環境、池・沼・湖の保全を考える－ため池から
琵琶湖まで－」の開催について【日本水環境学会】
●「下水道展’13 東京」NPO 等シンポジウム

くらしと水の応援団～いつ伝えるの？

今でしょ！～の開催について【NPO21 世紀水倶楽部】
●下水道展併催行事「管路の更生・修繕技術施工展及びセミナー」について
【下水道協会、日本下水道管路管理業協会、日本管路更生技術品質確保協会】
=======================
○下水道は打ち水大作戦を応援します！！【下水道企画課】
NPO 法人等で構成される「打ち水大作戦本部」が実施を呼びかけ、今年も全国各地
で「打ち水大作戦」が実施されます。
全国の大都市では、下水を高度処理した下水処理水や一時的に貯留した雨水を活用
して、さまざまな形で「打ち水大作戦」を応援します。さらに、各都市の下水道にお
いては、このほかにも「打ち水大作戦」を応援する独自の取り組みも行われます。こ
れらの取り組みは、水の循環を通じて快適で潤いのある都市活動を支え、地球環境の
保全に資するものです。
応援内容、実施期間等詳細は、「打ち水大作戦本部」にて順次発表されます。
http://uchimizu.jp/
＜取り組みの内容＞
・下水再生水を「打ち水」用水として市民等に無料で提供します。
→札幌市、東京都、川崎市、名古屋市、京都市、福岡市、熊本市
・下水再生水を活用した「打ち水イベント」を実施します。

→札幌市、東京都、川崎市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、
堺市、神戸市、福岡市
・雨水貯留浸透施設に貯留した雨水を利用して「打ち水イベント」を実施します。
→千葉市、広島市、北九州市
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000210.html

●第 22 回市民セミナー「身近な水環境、池・沼・湖の保全を考える－ため池から
琵琶湖まで－」の開催について【日本水環境学会】
池や湖沼は、漁業、水道水源、レジャー利用など人の生活に欠かせないものです
が、生きものの生育・生息の場としても重要です。全国に約 21 万あるため池の中には
農業の灌漑用としての役割を終えたものも多くありますが、豊かな自然環境とのふれ
あい・やすらぎ、環境教育など多様な役割の可能性もあります。
しかし、全国の湖沼の COD（化学的酸素要求量）から見た環境基準達成率は約 50％
で、水質が年々良くなっているとは言えません。また農業者の減少、高齢化の中で管
理が難しくなり水質悪化が問題になっているため池も少なくありません。多くの池や
湖沼で水質の改善が進まない理由は、規模の大小にかかわらず「池・沼・湖」が閉鎖
的な環境であることが要因と言えます。
本市民セミナーでは、身近な水環境である「池・沼・湖」において生じている諸問
題や、保全のための住民や行政のさまざまな努力、技術的対応策、貴重な生態系など
に関する最新の情報を解説していただき、保全活動で行動する際に原動力となる知見
を提供することを目的としています。なお、テレビ会議方式により、通信ケーブルで
繋いで東京と大阪で同時に開催します。
・日時：8 月 2 日（金）10：00～16：30
・場所：
東京会場：地球環境カレッジホール（いであ(株)内）（東京都世田谷区駒沢）
大阪会場：いであ(株)大阪支社ホール（大阪市住之江区南港北）
・参加申込：下記ホームページをご覧ください。
http://www.jswe.or.jp/event/seminars/index.html
・問い合わせ先：(公社)日本水環境学会セミナー係
TEL

03-3632-5351

FAX

戸川

03-3632-5352

・プログラム
開会挨拶

(予定)京都大学大学院工学研究科附属流域圏総合環境質研究センター

田中 宏明（大阪会場）
①琵琶湖における過去 30 年間の水質と植物プランクトンの変遷
龍谷大学理工学部岸本直之（大阪会場)
②諏訪湖の浄化と生態系の変化
信州大学山岳科学総合研究所 花里 孝幸（東京会場)
③ため池王国大阪におけるため池保全活動の事例
長池オアシス管理会中島英子（大阪会場）
④植生浄化による湖沼の水質改善技術と適用事例
株式会社フジタ島多義彦（東京会場）
⑤微細気泡を利用する小型水処理支援装置の検討

立命館大学吉岡修哉（大阪会場）
閉会挨拶

●「下水道展’13 東京」NPO 等シンポジウム

くらしと水の応援団～いつ伝えるの？

今でしょ！～の開催について【NPO21 世紀水倶楽部】
「下水道展’13 東京」会期中の 7 月 31 日、会場となる東京ビッグサイト「スイスイ
下水道研究所」で、今年はじめて NPO コーナーが設けられ、9 団体が展示、説明をして
います。
また、
「スイスイ下水道研究所」の下水道展プレゼンテーションルームにおいて、
水に関わる 9 つの NPO 等市民団体が集結し、
「下水道」の役割と価値等を考えるシンポ
ジウムを開催します。テーマは「くらしと水の応援団～いつ伝えるの？

今でしょ！

～」。
「水環境」と私たちの暮らしのかかわり方、
「水」のもたらしてくれる恵みの
大きさを確かめながら、NPO 等市民団体がどのような目線で活動を続けているのか、
「水環境」の中で下水道をどのように位置づけているのか、そして NPO 等市民団体は
誰に何を伝えようとしているのか、議論を行います。
・日

時：7 月 31 日（水）15：00～17：00

・会

場：下水道展プレゼンテーションルーム

・参加団体：NPO あらかわ学会、清瀬下宿ビオトープ公園を育む会、NPO 下水道と水環
境を考える会・水澄、こてはし台調整池 水辺を守る会、NPO 全国水環境交流会、NPO
鶴見川流域ネットワーキング、みずとみどり研究会、NPO 日本下水文化研究会、NPO
21 世紀水倶楽部（進行）
・席

数：約 80 席

http://www.21water.jp/k1/2013gesuidouten.html

●下水道展併催行事「管路の更生・修繕技術施工展及びセミナー」について
【下水道協会、日本下水道管路管理業協会、日本管路更生技術品質確保協会】
下水道展の併催行事として、更生工法等に関するセミナーと実演による施工展を下
水道協会、日本下水道管路管理業協会、日本管路更生技術品質確保協会の 3 協会の共
催により開催します。
（１）セミナー
基調講演として、「管路更生工法検討調査専門委員会」委員の桑野氏より都市イン
フラの老朽化の中での更生工法の位置づけや今後の方向などについて講演します。そ
の後のパネルディスカッションでは、国・都市側からの意見や業界等への注文等を議
論します。
・日 時：8 月 1 日（木）

13：00～15：00

・会 場： 東京ビッグサイト会議棟

レセプションホールＡ

・基調講演「都市インフラの老朽化と更生工法」東京大学

桑野

玲子

氏

・パネルディスカッション「我が国における更生工法の現状と課題」
パネラー：国土交通省、東京都、名古屋市、大阪市
http://www.gesuidouten.jp/kikaku/index05.html
（２）施工展
管更生工法のすべての分類と修繕工法の内面補修工法、リング工法及びライニング

工法の実演を見ることができます。特に、取付け管一体型や耐震型、さらには水中塗
布、裏込め注入などの実演により理解を深めることができます。このほか、調査困難
箇所に対応する TV カメラ技術の実演も行われます。
・日 時：7 月 31 日、8 月 1 日の 2 日間

11：00～16：00

・場 所：東京ビッグサイト東４・５・６ホール北外側トラックヤード
・概 要：参加工法協会等

16 団体

http://www.jascoma.com/jigyo/index-gyoji.html

＜再掲＞
講演会等の開催案内です。既にホットインフォメーションでお知らせしています
が、開催前の講演会等について再掲します。参加申込等については、ＨＰ等をご確認
ください。

■下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）のバイオガス利用 2 技術のガイ
ドライン説明会の開催について【国土技術政策総合研究所】
（8 月 2 日開催）
http://www.nilim.go.jp/lab/ecg/index.htm
→7 月 12 日掲載

■下水道展併催企画「デザインマンホール蓋の世界とその楽しみ方」の開催について
【GKP（下水道広報プラットホーム）
】
（8 月 2 日開催）
http://www.gesuidouten.jp/kikaku/index09.html
→7 月 12 日掲載

■下水熱利用プロジェクト構想の提案募集について【下水道企画課】
（8 月 2 日まで募集中）
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000289.html
→7 月 5 日掲載

■下水熱等未利用熱ポテンシャルマップモデル地域の募集について【下水道企画課】
（8 月 2 日まで募集中）
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000288.html
→7 月 5 日掲載

■堺市三宝下水処理場 MBR 視察会の開催について【日本下水道事業団】
（8 月 6 日開催）
http://www.jswa.go.jp/kisya/shisatsukai/shisatsukai.pdf
→7 月 5 日掲載

=======================
【参考情報】

◆猛烈豪雨 松江、安来で住宅浸水 …１時間１００・５ミリ＜7/16

読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/shimane/news/20130715-OYT8T00908.htm
◆霞ケ浦浄化を PR 土浦でフェス、ステージショー楽しむ＜7/16 茨城新聞＞
http://ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13738893547458
◆高校生が河川の水質検査

水生生物探し環境調査も

三重・鈴鹿＜7/16

MSN 産経

ニュース＞
http://sankei.jp.msn.com/region/news/130716/mie13071602130000-n1.htm
◆水害の教訓

次世代へ、三条市＜7/17

新潟日報＞

http://www.niigata-nippo.co.jp/news/local/20130717055090.html
◆水害で集落孤立想定し防災訓練 佐用町＜7/18 神戸新聞＞
http://www.kobe-np.co.jp/news/seiban/alacarte/201307/0006168743.shtml
◆世界各地で大洪水相次ぐ

地球温暖化が原因か＜7/18

宮崎日日新聞＞

http://www.the-miyanichi.co.jp/news/Main/2013071801000797.php
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〒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.jp/newsletter/20130403/

○ニューズレタークイズの答えはこちらから
→

http://www.jiwet.jp/newsletter/20130403/seikai4.pdf
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