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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2013．12．09

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１２０号

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

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

北風が吹く寒い朝でした。ところで沖縄の方言で「北」は「ニシ」といいます。北
なのに西なの？とびっくりするかもしれません。ちなみに西は「イリ」
、南は「フェ
ー」
、東は「アガリ」
。皆さんの地域では、何と呼びますか？
それでは、機構メールマガジン『新技術情報』第１２０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
・第 58 回 下水道新技術セミナー（東京会場 11 月 22 日、大阪会場 11 月 29 日）を開
催しました
・11/25(月)に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、12/12(木)に第３審査証明委員会、技術サロンを開催します

■Tea

Break

・いちょうの季節(資源循環研究部

Ｔ・Ｏさんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、まる子初めてのそば打ち体験をお届けします

■国からの情報
・12/6 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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●第 58 回 下水道新技術セミナー（東京会場 11 月 22 日、大阪会場 11 月 29 日）を開
催しました
東京会場は東京都港区の発明会館、大阪は大阪市西区大阪科学技術センターで
行われ、両会場合わせて約 230 名の方が出席されました。
今回のテーマは「下水道における革新的技術開発の取り組み」です。現在、新
技術の研究開発及び実用化を加速して、下水道事業における大幅なコスト縮減や

再生可能エネルギー創出を実現し、併せて、本邦企業による水ビジネスの海外展
開を支援するため、下水道革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）が実施さ
れています。さらに、従来の下水道計画検討プロセスとは異なる新しいアプロー
チとして、厳しい地方財政を前提とした投資可能額を設定し、新しい手段を活用
した下水道運営（施設建設及び維持管理等）をめざす先進的経営モデルプロジェ
クトである「コストキャップ型下水道」の調査も開始されました。
本セミナーでは、これら社会情勢の変化に対応した革新的な技術開発の取り組
みについてそれぞれの分野等における最新のホットな情報を、基調講演として東
京都市大学工学部長岡教授（東京会場）と大阪産業大学人間環境学部津野教授、
特別講演として国土交通省国土技術政策総合研究所森田下水道研究官、事例紹介
として神戸市建設局下水道河川部保全課坂部係長、積水化学工業株式会社環境・
ライフラインカンパニー技術・開発センター渡辺開発企画部長にご紹介いただき
ました。

●11/25(月)に新技術設計手法等共同研究委員会を開催しました
平成 25 年度第２回新技術設計手法等共同研究委員会を開催し、『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
ての審議が行われました。本研究は、㈱東芝、㈱日立製作所、㈱明電舎、メタウォー
ター㈱、三菱電機㈱と当機構の６者で実施している共同研究で、今後大規模災害が起
きた際に、情報を活用することで下水道の早期機能回復を計る手法について検討を行
います。
本研究は継続案件であり、当日は、早期機能回復システムの扱う情報や必要な機能
を報告し、活発な議論を行いました。今後は、今回の審議内容をふまえて資料を整理
していきます。

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

（機構の行事予定です）
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●平成 25 年 12 月 12 日(木) 13:30～17:30
行 事：平成 25 年度

第 3 回第３審査証明委員会

場 所：下水道機構８階
内 容：平成 25 年度

特別会議室

建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の

審議および質疑応答

●平成 25 年 12 月 12 日(木)
行 事：第 321 回

17:00～18:00

技術サロン

場 所：下水道機構８階会議室
ゲスト：EICA 東日本大震災調査研究委員会
処理施設被害復旧調査団団長

EICA 米国ハリケーン・サンディ下水

中里卓治氏

テーマ：米国ハリケーン・サンディ被害処理場の調査報告

※参加お申し込みはこちらから
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

○平成 25 年 12 月 19 日(木) 13:30～17:30
行 事：平成 25 年度

第3回

場 所：下水道機構８階
内 容：平成 25 年度

第２審査証明委員会

特別会議室

建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の

審議および質疑応答

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●いちょうの季節(資源循環研究部

Ｔ・Ｏさんからの投稿です)

最近は天気も良く行楽日和ということで先日明治神宮外苑で開かれているいちょう
祭りに行ってきました。
神宮外苑のいちょう並木は、４並列のいちょうの大木が作り出した見事な景観でし
た。青山口から円周道路までの３００ｍの並木には、９ｍ間隔でいちょうが植えられ
ており、併せて１４６本のいちょうが植えられているそうです。いちょう並木の下を
歩きましたが、落ちたいちょうが一面に広がっており、黄色の絨毯の上を歩いている
気分にさせてくれました。
東京の街路樹にはいちょうが多いなと思っていたら、東京都の木なんですね。そこ
で、私の出身地の木は何かと調べてみると、なんと同じくいちょうでした。また、い
ちょうを都道府県の木としているのは東京都を含めて３箇所あることも分かりました。
さて皆さん、『ウチ』の出身地はどこかお分かりでしょうか？今後、訪れた都道府県
の木について注目し、旅してみるのも楽しいかなと感じました。

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今回は、まる子初めてのそば打ち体験をお届けします
※こちらから→

http://www.jiwet.or.jp/yuimaru2013-12-9

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2013.12.6 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
「今年もあと少し・・・」というような挨拶をいろいろな場で耳にします。夜の会
も増加傾向？今年の１０大ニュースなんていうのもこの時期の風物詩でしょうか。昨
日は課の１０？大ニュースの投票が行われました。皆様の１０大ニュースは如何に？

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○都道府県構想策定マニュアルを踏まえた都道府県構想の早急な見直しについて
【下水道事業課】
○ＢＩＳＴＲＯ下水道推進戦略チーム

第 2 回会合が開催されました！

【流域管理官】
○東京湾再生官民連携フォーラムが設立！東京湾大感謝祭も賑わう【流域管理官】
○「下水汚泥などのバイオマス資源有効活用技術講習会 in 熊本」の開催について
【土木研究所】
============================

○都道府県構想策定マニュアルを踏まえた都道府県構想の早急な見直しについて
【下水道事業課】
人口減少や厳しい財政事情等を踏まえ、都道府県構想の徹底した見直しを加速する
とともに早期の汚水処理の概成を目指すため、農林水産省、国土交通省、環境省の３
省が連携して設置した「都道府県構想策定マニュアル検討委員会（委員長 古米弘明
東京大学大学院教授）
」において、３省統一の都道府県構想マニュアル（「持続的な
汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル」
）について審議を行
い、11 月 18 日の委員会において概ね内容が固まり、来年 1 月には公表の予定です。
12 月 4 日付３省連名による事務連絡「都道府県構想策定マニュアルを踏まえた都道
府県構想の早急な見直しについて」でお伝えしているように、平成 26 年度以降の早急
な見直しに向けての準備を進めていただくようお願いします。
なお、マニュアルの公表に併せて説明会を開催する予定です。詳細が決まり次第、
お知らせします。
・都道府県構想策定マニュアル検討委員会資料
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000277.html

○ＢＩＳＴＲＯ下水道推進戦略チーム

第 2 回会合が開催されました！

【流域管理官】
食と下水道の連携強化を目指す同チームの第 2 回会合が 11 月 28 日（木）帯広市にて

開催されました。当日は下水道管理者の他、実際に肥料を利用している堆肥クラブや
関連企業、日本土壌協会等が参加し熱心な議論が行われました。
日本土壌協会からは、下水汚泥由来肥料が多くの野菜品目に対して高い肥効が認め
られた栽培試験結果が報告されました。利用者からは臭いやマイナスイメージを払拭
する取り組みが必要との意見もありました。
今後はマイナスイメージの払拭に向けた「レシピブック（仮）
」を作成予定です。

○東京湾再生官民連携フォーラムが設立！東京湾大感謝祭も賑わう【流域管理官】
11 月 23 日（土）に東京湾再生官民連携フォーラムが設立し、団体・個人で 224 名が
参加しました。議長には來生新・放送大学副学長が選出され、
「21 世紀の日本社会の
新しい運動モデルにしたい」と会員に訴えました。
また、同日午後開催された東京湾大感謝祭では約 1、200 人の来場者があり、江戸前
の幸を堪能するなど賑わいました。
官民連携フォーラムの会員は継続的に募集中です。入会費無料ですので組織、個人
で是非ご登録ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/port06_hh_000091.html

○「下水汚泥などのバイオマス資源有効活用技術講習会 in 熊本」の開催について
【土木研究所】
土木研究所が保有する技術の紹介と現場技術者の方々との意見交換を行うことによ
り、それぞれの下水道管理者が抱える課題を解決するためのヒントを参加者で考える
機会とする下水汚泥などのバイオマス資源有効活用技術講習会を下記のとおり開催い
たします。
ご関心有る方は是非ともご参加願います。
・期日：講習会
現地視察
・場所：講習会
現地視察

平成 26 年 2 月 6 日（木）

13：00～16：00

平成 26 年 2 月 7 日（金）

9：00～15：30（調整中）

熊本市国際交流会館

第１会議室

4階

熊本市内下水処理場（調整中）

・対象：下水道事業実施市町村、下水道関係公社、コンサルタントや維持管理に関わ
る技術者など
・定員：50 名
・主催：独立行政法人

土木研究所

・後援：熊本県（予定）
、熊本市（予定）
・申し込み：要事前申し込み
プログラム、申し込み方法等の詳細は 12 月中に下記ＵＲＬに掲載します。
http://www.pwri.go.jp/
（独立行政法人土木研究所材料資源研究グループリサイクルチーム）

＜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。

■「エッピー祭」の開催について（愛知県下水道科学館）
【愛知水と緑の公社】
（12 月 14 日、15 日開催）
http://www.eppy.jp/event/2013/12/14-094023.html
→11 月 29 日掲載

■12 月の技術サロンの開催について【下水道機構】
（12 月 12 日開催）
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form
→11 月 29 日掲載

■「第 15 回エコプロダクツ 2013」へに出展について【ＧＫＰ】
（12 月 12 日～14 日開催）
http://eco-pro.com/eco2013/
→11 月 29 日掲載

■NPO 21 世紀水倶楽部設立 10 周年記念シンポジウム「地球環境時代の下水道を考え
る」の開催について【NPO21 世紀水倶楽部】
（平成 26 年 1 月 14 日開催）
http://www.21water.jp/
→11 月 22 日掲載

============================
【参考情報】
◆田川市が下水道整備着工へ

住民と合意、２０－２１年度供用開始 [福岡県]＜

11/29 西日本新聞＞
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_chikuhou/article/55194
◆埼玉県とＪＩＣＡが包括連携協定＜11/29 MSN 産経ニュース＞
http://sankei.jp.msn.com/region/news/131129/stm13112914500001-n1.htm
◆屋根貸し分散型メガソーラー

全量売電１２月３日開始

岡谷酸素＜11/29 長野日

報＞
http://www.nagano-np.co.jp/modules/news/article.php?storyid=30037
◆乾燥施設整備で覚書

全量搬出へ県と国見町＜11/29 福島民友新聞＞

http://www.minyu-net.com/news/topic/131129/topic5.html
◆ネットに防災地図情報

徳島県＜12/5 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/tokushima/news/20131204-OYT8T01417.htm
◆トイレ排水管の接続ミス、多摩川に汚水１０年間＜12/5 毎日新聞＞
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20131205-OYT1T00232.htm?from=ylist
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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

○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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