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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2014．4．28

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１３９号

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

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

ＧＷ前半戦、お休みの方も多いでしょうか？いつもより電車が空いていました。ま
る子は旅に出ますので、来週のメルマガはお休みします<m(__)m>皆さま良いＧＷをお
過ごしください♪
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１３９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
・「酸化剤を用いた余剰汚泥削減技術(標準活性汚泥法)マニュアル」について
・ニューズレター第６号「あの頃は・・・」の答えは！！！

■機構の動き
・来週は 5/8(木)に技術サロンを開催します！講師：企画部兼研究第一部長 三宮武、
テーマ：下水道機構におけるこれからの抱負と「下水道の資源・エネルギーの活用に
関する最近の話題」※来週はメルマガがお休みのため、来週の予定を掲載しています

■Tea

Break

・「ふとした癒し」

(資源循環研究部 小川

裕正さんからの投稿です)

■まる子のゆいまーる♪
・「ゆいまーる」ってどんな意味？

■国からの情報
・4/25 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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●「酸化剤を用いた余剰汚泥削減技術(標準活性汚泥法)マニュアル」について
下水道機構では、『酸化剤を用いた汚泥削減技術』の適用について、平成 20 年度に
OD 法や長時間エアレーション法から発生する余剰汚泥を対象として『酸化剤を用いた
余剰汚泥削減技術マニュアル(2009 年 3 月)』をとりまとめており、平成 25 年度に新た

に標準活性汚泥法における余剰汚泥を対象とし、酸化剤を作用させた場合の水処理設
備や汚泥処理設備に与える影響を評価するとともに、設備の計画・設計・施工・維持
管理に関する事項を整理し、
『酸化剤を用いた余剰汚泥削減技術(標準活性汚泥法)マニ
ュアル(2013 年 12 月)』としてとりまとめました。
本技術を含めた 6 技術の技術マニュアル・技術資料の技術マニュアル活用講習会は 6
月に予定していますが、本技術は昨年 12 月にまとめられたため図書の購入や、会員サ
イト内での閲覧・ダウンロードが可能です。
会員サイトは、地方公共団体の皆様、出捐団体・賛助会員、学校教育関係の皆様が
登録（無料）することにより利用が可能です。ぜひご活用ください。

図書の購入は→
会員登録は→

http://www.jiwet.or.jp/publicity/publication#manual
http://www.jiwet.or.jp/member-login

出捐団体・賛助会員の確認
→

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

●ニューズレター第６号「あの頃は・・・」の答えは！！！
皆さんはお分かりになりましたか？
ニューズレター第６号「あの頃は・・・」の雛段の前でポーズをとる可愛い女の子
は誰でしょうか！

※答えはこちら！→

http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20140410/seikai6.pdf

※ニューズレター第６号はこちら→
http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20140410/
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機構の動き

（機構の行事予定です）
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●平成 26 年 5 月 8 日(木)17:00～18:00
行 事：第 326 回技術サロン
場 所：機構 8 階
ゲスト：下水道機構

中会議室
三宮 武

企画部兼研究第一部長

テーマ：
『下水道機構におけるこれからの抱負と
「下水道の資源・エネルギーの活用に関する最近の話題」
』
※参加お申し込みはこちら
http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●「ふとした癒し」

(資源循環研究部 小川

裕正さんからの投稿です)

毎年、この時期になると楽しみにしているのが、我が家の「花桃」です。みなさん
は“花桃”をご存じですか？花桃は果物のモモを品種改良して観賞用にしたものが「花
桃（ハナモモ）」です。花桃も最後に果実が出来ますが、非常に小さく食べられません。
食用の桃は文字通り桃色の花を咲かせますが、花桃は江戸時代に品種改良が進んで、
色も赤、ピンク、白、紅白と派手なものが多くあるようです。枝に沿うように花が咲
くため梅や桜と比べると非常に華やかに見えます。
この時期は仕事も一段落している？ため、気持ち的にも余裕があるのか出社前に眺
めては癒されています。人それぞれ、癒されるものが場所、音楽、香り、動物と色々
あると思います。みなさんは仕事中、休憩することなくぶっ続けでパソコンに向き合
っていることが多くありませんか？集中力が切れた時や疲れがたまっていると感じた
時のふとした瞬間の癒しって大事ですよね。もう花桃の満開の時期ではないと思いま
すがご存じない方は来年にでも探してみてください。大変魅了されますよ。
また、私ごとですが 2 年間の出向が満了し、5 月より出向元へ戻ることとなりました。
お世話になった皆様にはこの場をお借りして御礼申し上げます。

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●「ゆいまーる」ってどんな意味？
新年度を迎え、初めてこのメルマガをお読みになる方も多いかと思います。
機構に着任したばかりの職員さんからも「ゆいまーる」ってどんな意味なの？と聞
かれましたので、改めてご説明いたします♪
「結(ゆい)まーる」は、まる子の出身地、沖縄の方言で助け合い、結びつきを 意味
します。

私、まる子と「ゆいまーる」をかけて、読者の皆さまとの『結びつき』を

深めていければという気持ちから名づけました。 ですから、このコーナーは皆さまと
一緒に作っていくコーナーです。どうぞお気軽にご投稿ください♪

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.4.25 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 本田康秀
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
いよいよゴールデンウィーク。皆様のご予定は如何でしょうか。私は、そろそろ暖
かくなってきたので、野球観戦にでも行こうかと考えています。今週は、国土交通省
から３点情報提供させて頂きます。

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○第７回下水道政策研究委員会が開催されました【国土交通省下水道企画課】
○下水道革新的技術の実証テーマ募集について【国土交通省下水道企画課】
○下水汚泥固形燃料に係る日本工業規格の制定に関する意見募集について【国土交通
省下水道企画課】

============================

○第７回下水道政策研究委員会が開催されました【国土交通省下水道企画課】
４月２３日（水）、日本下水道協会にて第７回下水道政策研究委員会が開催されま
した。分野別テーマとして、国際展開、広報展開、技術開発に関する議論がなされ、
続いて、これまでの分野別議論を踏まえた新下水道ビジョン（仮称）の骨子につき、
国土交通省からの提案に対して、各委員、事務局で活発な議論が展開されました。
資料は下記 URL をご参照下さい。
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000307.html

○下水道革新的技術の実証テーマ募集について【国土交通省下水道企画課】
国土交通省では、下水道事業におけるエネルギー問題等を解決するため、
「下水道
革新的技術実証事業（B-DASH プロジェクト）
」を実施しているところです。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、実証テーマの提案
を募集します。募集要領及び提案書の様式は国土交通省の HP に掲載しております。
URL：
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000337.html
募集期間：平成 26 年 4 月 24 日（木）～5 月 26 日（月）

○下水汚泥固形燃料に係る日本工業規格の制定に関する意見募集について
【国土交通省下水道企画課】
下水汚泥固形燃料の品位の安定化及び信頼性の確立を図り、市場の活性化を促進す
ることを目指し、下水汚泥固形燃料の JIS 規格化を予定しています。先般、国土交通
大臣に原案の申し出がなされ、これについて、パブリックコメントを実施します。
詳細は以下 HP に掲載しております。

URL：
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=155140503
&Mode=0
募集期間：平成 26 年 4 月 24 日（木）～6 月 30 日（月）

============================

◆横浜ウォーター、フィリピンで水道調査 漏水防止へ提言＜4/19

日本経済新聞＞

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO70079190Y4A410C1L82000/
◆日本アジアグループ、傘下が静岡県島田市から屋根貸し太陽光発電事業者に選定
＜4/22 EIC ネット＞
http://www.eic.or.jp/news/?act=view&serial=32259&oversea=0
◆“鹿嶋版”津波ハザードマップ

避難先、矢印で示す

浸水色分け 5 段階

1 万 8000 部、各戸配布＜4/23 茨城新聞＞
http://ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13981704737551
◆小型ロボで下水管調査

苫小牧高専開発、市など３者が協定＜4/23 北海道新聞＞

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/chiiki/535098.html
◆魚道でアユに優しく

棚田式、庄内川に新たに整備＜4/23 中日新聞＞

http://www.chunichi.co.jp/article/aichi/20140423/CK2014042302000047.html?ref
=rank
◆長部地区の公共下水道

供用直前で被災

５月中旬から工事着手＜4/24 東海新報

＞
http://www.tohkaishimpo.com/scripts/index_main.cgi?mode=kiji_zoom&cd=nws9645
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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.or.jp/newsletter/20140410/

○ニューズレタークイズの答えはこちらから
→ http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20140410/seikai6.pdf
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