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

発行日：2013．2．4

下水道機構の『 新技術情報 』
（財）下水道新技術推進機構

第７８号

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

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

昨晩の夕食は、家族で南南東に向かって恵方巻きにかぶりつきました(笑)。節分にそ
の年の恵方を向いて食べると縁起が良いとされているそうで、もともとは関西地方の風
習だったようですが、今ではすっかり全国区のイベントになりましたね。
さて、今週も機構メールマガジン『新技術情報』第７８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
・下水道機構に関するＷeb アンケートを開始します
・1/31(木)に第 2 回審査証明委員会を開催しました

■機構の動き
・今週は、2/8(木)に 新技術研究発表会＠大阪会場を開催します

■Tea

Break

・余ったスーツの上着、、
、
（研究一部 YA さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・一足早い春をお届けします！さて何でしょう？

■国からの情報
・2 月 1 日付け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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●下水道機構に関するＷeb アンケートを開始します。ご協力をお願いいたします。
当機構は、昨年２０周年を迎え、今年４月１日には、より公益活動を行う組織として、
公益財団法人に移行する予定です。この度、下水道機構の果たすべき役割を再認識し、
今後の社会的な貢献に向けた新たな活動の展開への礎とするため、アンケートを実施す
ることにいたしました。アンケートですが、これまでの当機構の活動で"役だったもの"、
"役に立たなかった、あるいは不満だったもの"、"今後機構に期待するもの"などを
回答いただくもので、Ｗｅｂ画面から、簡単にご回答いただけます。今後の機構の活動

に皆様の意見を反映していきたいと思っておりますので、ご協力をお願いいたします。
Ｗeb アンケートはこちらから
→

http://www.jiwet.or.jp/ascgi-bin/enquete_top.cgi?E_NUM=7

●平成 25 年 1 月 31 日に開催されました、第 2 回審査証明委員会では、新規技術 5、変
更技術 13、更新技術 15 の計 33 技術が、審査証明委員長である楠田委員長より答申され
ました。
平成 24 年 6 月 29 日に開催された第 1 回審査証明委員会では、新規技術 6、変更技術
13、更新技術 15、継続技術 5 の合計 39 技術について諮問されましたが、こののち、継
続技術から 2 技術が年度途中に答申を受け審査証明が交付され、また、来年度以降も継
続して審議する技術が、2 技術あります。

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎ 2/8(金)

13：00～16：45 新技術研究発表会(大阪会場)＠大阪科学技術センター

2/15(金) 13：00～16：45 新技術研究発表会(東京会場)＠発明会館
※参加お申し込みはこちら→

http://www.jiwet.jp/school/school-04_018.htm

●2/13(木)

平成 24 年度第 3 回

管路技術共同研究委員会

●2/19(火)

平成 24 年度第 3 回

津波シミュレーションモデル利活用検討委員会

●2/21(木)

平成 24 年度第 3 回

汚泥処理技術共同研究委員会

●2/28(木)

平成 24 年度第 3 回

水処理新技術実用化評価委員会

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

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●余ったスーツの上着、、
、
（研究一部 YA さんからの投稿です）
最近気になっていることと言いますか、結構切実に悩んでいるのですが、スーツの下の
パ
ンツの痛みが早く、上着だけの状態となっているものがとても多いのです。社会人になっ
て
7 年目ですが、これまで購入した 7 着のうち、4 着が上着だけの状況になっています。私
は
必ず 2 パンツ派なので、もう少し長持ちしてもいいはずなのですが、先日、座り込んだ際
に

お尻に修復不能な亀裂が入って 1 着、ジッパーが破損して 2 着、直近の 1 年では 3 着が既
に
お亡くなりになっています。太り過ぎが原因ですって？？いえいえ、ここでの本題は余っ
た
上着をどう活用するかです。貧乏症の私は、誰が見ても上下別々で買ったものとは分から
な
い、とてもよく似たデザインのパンツを別に購入しようと思っているのですが、サイズも
含
めると中々巡り会えません。プライベートでチノパンに組み合わせでジャケットとしての
活
用も考えてみましたが、誰がどう見てもジャケット風ではなくスーツの上着なんです。。。
みなさんは上着だけがあまったら、どう活用されているのでしょうか。とても気になる今
日
この頃です。

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今週は、沖縄から一足早い春のお知らせがありました！
→

http://www.jiwet.jp/mailmaga_yuimaru/staff-info/spring20130204.pdf

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2013.2.1 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
社会資本の老朽化対策に向け、予防保全型管理による計画的な維持管理・更新の重
要性について説くコメントが最近多数聞かれます。本号でも今週のラインナップで紹
介する社会資本メンテナンス小委員会緊急提言の他、参考情報でも、兵庫県所管のイ

ンフラ施設の老朽化対策をまとめた１０カ年計画の策定、東京都の下水道管渠の老朽
化状況とその対策としての更生工法の公開が並びました。～キックオフ「メンテナン
ス政策元年」

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○社会資本メンテナンス戦略小委員会緊急提言について【下水道事業課】
○シールドトンネルの設計・施工における注意事項について【下水道事業課】
○日・インドネシア道路・下水道セミナーの結果概要について【流域管理官】
○日本近海における陸域汚濁負荷量算定プログラムモデル公開【国総研】
○土木学会環境工学委員会・下水道関連震災調査小委員会シンポジウム「東日本大震
災の経験から次世代の下水道を考える」の開催について【下水道事業課】
●「第２回災害時トイレ衛生管理講習会」のご案内【NPO 法人日本トイレ研究所】

===========
○社会資本メンテナンス戦略小委員会緊急提言について【下水道事業課】
社会資本の維持管理・更新のあり方を俯瞰的・横断的に調査・審議している社会資
本整備審議会・交通政策審議会技術分科会技術部会社会資本メンテナンス戦略小委員
会において、中央自動車道笹子トンネル事故を契機に、これまでの本委員会での議論
等を踏まえつつ、社会資本の安全性に対する信頼を確保するために国土交通省等が講
ずべき維持管理・更新の当面の取組等について緊急的に提言することを目的として、
緊急提言「本格的なメンテナンス時代に向けたインフラ政策の総合的な充実～キック
オフ「メンテナンス政策元年」～がとりまとめられました。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000018.html

○シールドトンネルの設計・施工における注意事項について【下水道事業課】
シールドトンネル施工技術安全向上協議会において、シールド工事現場でのトラブ
ル事例やその対応についてのアンケート調査を行い、その結果を踏まえて、
「アン
ケート調査結果に基づくシールド設計・施工における注意事項」がとりまとめられま
した。地方公共団体等宛て、別途通知される予定です。
http://www.mlit.go.jp/tec/sekisan/sekou/pdf/250131kyougikai04.pdf

○日・インドネシア道路・下水道セミナーの結果概要について【流域管理官】
先週号で開催のお知らせをしました標記セミナーについて、結果概要をホームペー
ジに掲載しました。
ヘルマント副大臣、菊川技監の挨拶の後、午前中のセミナーでは、インドネシア側
から、インドネシアの道路・下水道整備の現状について紹介があり、日本側からは、
日本の道路技術、下水道技術の紹介が行われました。午後は、道路分野、下水道分野
に分かれてセミナーが行われ、下水道分野においては、日本側から浸水対策や推進工
法について紹介の後、活発な議論や情報交換が行われました。下水道分野の閉会にあ
たり、高島流域管理官から、技術移転の重要性や、日本の技術・ノウハウにより両国
の関係がより一層深まり、両国のますますの発展を祈念する旨の挨拶がありました。
http://www.mlit.go.jp/report/press/sogo07_hh_000233.html

○日本近海における陸域汚濁負荷量算定プログラムモデル公開【国総研】
国総研では、平成 20 年度より 3 カ年で、日本近海の海洋環境保全を目的として、関
係各国の下水道整備を軸とする、陸域からの汚濁負荷排出抑制による海洋環境保全手
法の検討を行いました。この度、東アジアに位置している日本海、東シナ海、黄海、
渤海へ、沿岸に位置する日本、韓国、中国、ロシアからの汚濁負荷量の算定、及び将
来における汚濁負荷量の予測を行うシミュレーション計算モデルを公開しました。
詳細については、国総研下水道研究室ホームページの下記 URL をご覧ください。
http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/nihonkinkai_download.html

○土木学会環境工学委員会・下水道関連震災調査小委員会シンポジウム「東日本大震
災の経験から次世代の下水道を考える」の開催について【下水道事業課】
標記シンポジウムが 3 月 19 日（火）14:00?17:45、土木学会講堂（東京都新宿区
四谷一丁目）にて開催されますのでお知らせします。
・プログラム
委員長挨拶（東北大学大学院工学研究科

教授

大村達夫）

下水道関連震災調査小委員会活動報告
（東京大学大学院新領域創成科学研究科

准教授

佐藤弘泰）

（特別講演）東日本大震災の経験と未来の下水道施設のあり方
（国土交通省水管理・国土保全局下水道部

部長

岡久宏史）

下水道における今後の事業継続のあり方について
（国土交通省国土技術政策総合研究所下水道研究部

森田弘昭）

広域支援体制の構築（公益社団法人日本下水道協会

技術研究部長

緊急事態と水質保全（京都大学大学院工学研究科
災害技術の継承（元東京都下水道局 施設管理部長

教授

植松龍二）

田中宏明）

中里卓治）

下水道を核とした新しい街づくり（株式会社メタウォーター

技監

栗原秀人）

総合討論
・申込方法：土木学会ホームページより（締切：3 月 11 日）
http://www.jsce.or.jp/event/active/information.asp

●「第２回災害時トイレ衛生管理講習会」のご案内【NPO 法人日本トイレ研究所】
2 月 23 日(土)～24 日(日)に、明治大学リバティタワー1103 教室において、
「第２回
災害時トイレ衛生管理講習会－水洗トイレが使えなくなった時の健康と衛生対策を学
ぶ－」を開催します。本講習会は、平常時から災害時トイレ衛生対策を推進し、災害
時にも安心して使用できるトイ
レ環境をつくる人材の育成を目的としています。ここでは、排泄・衛生、トイレ空
間・設備、し尿処理の各分野の基本的内容を学び、避難所や事業所等でのトイレ衛生
対策の実践的なノウハウを習得していただきます。企業や行政の防災担当者、自治防
災に携わる方、学校関係者、医療従事者など、地域や組織を守る立場の方々に受講頂
き、防災力を高めていただくことを願っております。
http://www.toilet.or.jp/study/meeting/summary/130223.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。
■下水道新技術研究発表会の開催について【下水道機構】
（2 月 8 日：大阪、2 月 15 日：東京開催）
http://www.jiwet.jp/school/school-04_018.htm
→1 月 18 日掲載

■第 18 回「下水道循環のみち研究会」セミナーの開催について
【日本下水道施設業協会】
（2 月 18 日開催）
http://www.siset.or.jp/
→1 月 10 日掲載

===========
【参考情報】
◆旭の液状化

９月までに対策計画

学識者ら検討委初会合

千葉

＜1/25 東京新

聞＞
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/20130125/CK2013012502000106.html
◆老朽インフラ大改修

兵庫県が１０カ年計画策定

＜1/26 神戸新聞＞

http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201301/0005695993.shtml
◆東京都、老朽下水道を公開

＜1/26 日本経済新聞＞

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO50996750V20C13A1L83000/
◆地下の掘削機取り出しへ

下水道事故原因究明手掛かりに

＜1/26 高知新聞＞

http://www.kochinews.co.jp/?&nwSrl=298175&nwIW=1&nwVt=knd
◆幻想的な地下世界表現

仙台で下水道施設テーマの写真展

＜1/28 河北新報＞

http://www.kahoku.co.jp/news/2013/01/20130128t15010.htm

◆バイオガス発電、新たに３施設で

県が設計費予算化へ

＜1/28 下野新聞＞

http://www.shimotsuke.co.jp/news/tochigi/top/news/20130127/969935
◆汚泥ガス発電:下水処理場で本格稼働

新潟市が県内初

／新潟

＜1/29 毎日新聞

＞
http://mainichi.jp/area/niigata/news/20130129ddlk15040075000c.html
◆浸水被害防止へ、鶴巻地区で新ポンプ場稼働／秦野

＜1/30 神奈川新聞＞

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1301290019/
◆神戸市、ベトナムで水事業

＜1/31 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hyogo/news/20130130-OYT8T01548.htm

～ 以上、国からの下水道ホットインフォメーションより～

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓

発行元： 財団法人
〒162-0811

下水道新技術推進機構

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/20121130/

○コラムの正解はこちらから
→

http://www.jiwet.jp/newsletter/20121130/seikai3.pdf
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