。ｏ○。
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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2013．3．11

下水道機構の『 新技術情報 』
（財）下水道新技術推進機構

第８３号

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

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
。ｏ○。
本日 3 月 11 日、東日本大震災の発生から 2 年が経ちました。震災で亡くなられた方々
のご冥福と、今なお、避難生活を余儀なくされている皆さまへ改めてお見舞い申し上げま
す。
さて、今週も機構メールマガジン『新技術情報』第８３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
・2/28(木) に水処理新技術実用化評価委員会を開催しました
・2/26(火)に高知県下水道地震・津波対策検討委員会が開催されました

■機構の動き
・今週は、3/12(火)に下水道新技術セミナーを、3/13(水)に下水道における ICT 活用のあ
り方に関する検討会及び建設技術審査証明書交付式を、3/14(木)に技術サロン開催します

■Tea

Break

・冬道運転について

（北国育ちのＹ．Ｓさんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・まる子は春の陽気に誘われて、東京散歩に出かけました。

■国からの情報
・3 月 8 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●2/ 28 に平成 24 年度第 3 回水処理新技術実用化評価委員会を開催し、最終報告：2 件に
ついて、審議を行いました
はじめに、福岡市と共同研究を行っている「NADH センサーを用いた風量制御による窒
素除去法に関する実用化研究」について審議が行われました。本研究は、福岡市の東部水
処理センターにおいて、平成 23 年 12 月から 14 か月間で得られた水質データについて、
審議を行いました。水質処理については窒素については年間平均値約 9.0mg/l、りんにつ
いては年間平均値約 0.30mg/l といずれも良好な処理結果が得られており、これにより博

多湾流域別下水道整備総合計画の TN で 9.0mg/l、TP で 0.4mg/l(各々年間平均値)という
厳しい目標値に対し、本処理方式であればこの目標水質を達成することが可能であるとの
審議を得ました。また、当該処理方式の消費電力の試算を行うと、既設の担体添加型 A2O
法よりも約 20％程度少なくなる試算となり、より省エネな処理方式として審議を得まし
た。本審議結果については後日開催される技術委員会にて最終答申を受ける予定です。
次に、東京都との共同研究である「雨水吐口付近に設置可能なコンパクトな合流改善技
術に関する実用化研究」について審議が行われました。本研究は、貯留施設の建設が困難
な地域等での合流改善対策（吐口対策）技術の一つとして、東京都と共同研究を行ってい
るもので、昨年度からの継続案件です。本委員会では、平成 24 年 5 月から 9 ヶ月間実施
した雨天時の全 23 回の結果に加え、スクリーン位置低下試験の結果、技術資料案の概要
等が報告され、
BOD や SS の除去率等の評価結果についての最終的な確認が行われました。
本審議結果については、後日開催される技術委員会にて最終答申を受ける予定です。

●2/26 に「第２回高知県下水道地震・津波対策検討委員会」が開催されました。
高知県では、東日本大震災の事例や新たな知見に基づいて、県内の下水道施設における
地震・津波対策を推進するため、各下水道施設で何が最優先される対策か、被害を受けた
下水道のサービスをどう回復するのかなど、地域の実情に応じた社会システムとしての
「下水道が有すべき機能」が確保されるよう地震・津波対策の道筋を示す『高知県下水道
地震・津波対策ガイドライン』
（以下『ガイドライン』
）作成に取り組んでいます。
第２回委員会では、仙台市 建設局 下水道経営部 下水道計画課

主幹

甲野藤 弘憲

様を講師として招き、東日本大震災における仙台市下水道の取り組みについて講演いただ
いた後に、高知県下水道地震・津波対策検討委員会の役割と下水道地震・津波対策ガイド
ラインの枠組み、地震・津波被害の想定方法と地震被害想定結果、地震・津波ガイドライ
ンの策定方針について議論されました。委員会の内容については近日中に高知県の HP に
掲載予定です。
（前回委員会の内容は以下のアドレスをご覧下さい。
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/171801/daiikkaikouchikenngesuidoujishinntun
amitaisaku.html

）

次回委員会が 3/25 に予定されており、ガイドラインの方向性と素案についてご議論い
ただく予定です。
（ご質問、ご相談は研究第一部までお願いします。
）

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●3/12(火) 第 57 回 下水道新技術セミナー

●3/13(水) 平成 24 年度第 3 回

●3/13(水) 平成 24 年度

●3/14(木) 第 313 回

＜東京会場＞

下水道における ICT 活用のあり方に関する検討会

建設技術審査証明書交付式

技術サロン

※参加お申し込みはこちら

→

http://www.jiwet.jp/school/school-07-313.htm

●3/18(木) 平成 24 年度第 3 回

ストックマネジメント手法を踏まえた下水道長寿命化

計画策定に関する検討委員会

●3/19(火) 第 57 回 下水道新技術セミナー
※参加お申し込みはこちら

→

●3/22(金) 平成 24 年度第 2 回

＜大阪会場＞

http://www.jiwet.jp/school/school-02_057.htm

リアルタイム雨水情報技術委員会

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

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●冬道運転について

（北国育ちのＹ．Ｓさんからの投稿です）

最近、異常気象により降雪も局地的に「どか雪」が降ったり、強風による「吹溜り」に
より車が埋まって、凍死や一酸化炭素中毒などで数名の方が亡くなられた痛ましい事故も
あり、冬に車を運転するのはなるべくなら避けたいものです。
雪国での車の運転について、ならではの常識がいくつかあります。信号機が黄色そして
赤になって、止まれずに交差点に入ってしまう時があります。ブレーキ、ブレーキと気を
取られ、タイヤをロックさせたままハンドルが効かずにドカン。いくらブレーキ踏んでも
止まらない。そんなときは、無理に止まろうとはせずに、クラクションを早めに鳴らして、
止まれないことを周りに分かってもらい、交差点を通過してしまうことです。逆に青信号
になったからといって、直ぐに発進しないことも大事です。
もう一つは高速道路で、トラックなどの大型車が雪煙を舞い上げて追い越しされたとき
には、全面真っ白のホワイトアウトになるんです。
映画（主演：織田裕二）にもなった現象ですが、こんなときは、前方が見えないので直
ぐにブレーキを踏んでしまい、それが返って事故を招き、後続車から追突される危険があ
ります。スピードを落とすのも、アクセルペダルを離し、いつでもブレーキを踏める体制
にしておく程度にしてください。
こんな危険の多い冬の北海道を観光されるときには、電車、バス、タシクーなどの利用
を勧めます。
春が近づいたこの頃ですが、皆さん、スピードダウンと安全運転に心がけましょう。

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●まる子は春の陽気に誘われて、東京散歩に出かけました。
詳細はこちら
→

http://www.jiwet.jp/mailmaga_yuimaru/staff-info/tokyosanpo20130311.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（2013.3.8 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
先日、下水道新聞の企画で座談会があり、広島市に出張しました。座談会の内容は
記事になるかと思いますので置くとしまして、その後、広島市の下水道関係施設の見
学をさせていただきました。その一つとして、広島駅周辺の浸水対策として活躍して
いる、広島市民球場地下に設置された雨水貯留池に入ってきました。グラウンド部分
に丁度収まるような直径約１００ｍほどの円形貯留池となっています。下水道人は、
野球観戦しながら円形貯留池を想像しているのでしょうか！？。なお、球場の屋根や
グラウンドに降った雨を別途集めて、散水やトイレ用水、せせらぎ水路に再利用して
います。

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○第 3 回 下水道における ICT 活用に関する検討会の開催について【下水道企画課】
○コストキャップ型下水道に資する低コスト型下水道手法に関するアンケート調査に
ついて【国総研】
●平成 25 年度から 3 年間を計画期間とする「東京都下水道事業

経営計画 2013」を策定

しました！【東京都】
=========

○第 3 回 下水道における ICT 活用に関する検討会の開催について【下水道企画課】
国土交通省では、持続的な下水道事業の実現に向け、効率的な施設管理や地方公共
団体・企業等が保有する膨大なデータの利用等における ICT（情報通信技術）の活用
方策について検討することを目的に、昨年 12 月、「下水道における ICT 活用に関する
検討会」
（座長：山田雅雄

中部大学客員教授）を設置し、検討を行っています。3

月 13 日（水）に、第 3 回検討会を開催いたしますのでお知らせいたします。
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000193.html

○コストキャップ型下水道に資する低コスト型下水道手法に関するアンケート調査に

ついて【国総研】
現在、国土交通省では、従来の下水道計画検討プロセスとは異なった新しいアプ
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、新しい手段の活用
を検討したうえで、どのような下水道運営（施設建設及び維持管理等）をめざすこと
ができるかを検討することを目的として、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」調査を進めております。
そこで、低コスト型の下水道手法について広範囲に情報を収集することを目的とし
て、この度、「コストキャップ型下水道」に資する、低コスト型の下水道関連製品、
下水道整備手法、維持管理手法、事業運営手法等について、アンケート調査を実施し
ます。詳細については、下記 URL をご覧ください。
http://www.nilim.go.jp/lab/ebg/costcap.html

●平成 25 年度から 3 年間を計画期間とする「東京都下水道事業

経営計画 2013」を策定

しました！【東京都】
今回策定した「経営計画 2013」は、インフラ老朽化や大規模地震への備えなどの希
求が強まっていることを踏まえ、再構築や震災対策などの拡充やスピードアップな
ど、都民の安全・安心を支える取組を一層充実させたことを大きな特長としていま
す。さらに、現行の経営計画を踏まえつつ、以下の３点を盛り込んだ、中長期的計画
の性格も備えた計画としています。
１下水道経営の視点での事業の見直し
(1)経営方針である地球環境と下水道の本来目的である水質改善の両立を図る！
・施設の増設や使用電力の増加を必要としない準高度処理の早期導入や消費エネルギ
ーを増やさない高度処理、水質指標とエネルギーの二軸管理などの取組を進めます
(2)未来永劫良好な下水道サービスを安価に提供できるよう、電力コストの大幅増など
の厳しい環境下で維持管理コストの縮減と各施策の両立を図る取組を進める！
・維持管理コストを下げるための投資としての第三世代焼却炉（エネルギー自立型）
、
設備アセットマネジメントに基づく再構築、点検補修の見直しなどに取り組みます
２アウトカムの視点での事業見直し
・社会的要請に応える施策である「再構築」には道路陥没削減、
「浸水対策」には浸水
解消の目的化や合理式では浸水が起きないはずの浅く埋設された幹線や河川沿い流
域への効果的な基幹施設の整備、
「合流式下水道の改善」には中々進まない吐口対策
に代わり水再生センターで確実に２倍の汚濁負荷負を削減できる高速ろ過の導入や
放流回数の削減効果を示すための改善前の回数測定など、「震災対策」には耐震化・
耐水化など安全・安心施策のスピードアップなどの取組を進めます
３東京下水道の中長期的マネジメントの方向性を提示
・再構築について東京下水道のアセットマネジメントの考え方を見える形で示すとと
もに、財政フレームや執行体制を含めた局のマネジメントの骨組みを示すなど、全
施策に中長期的な目標を設定することに加え、その達成に向けた直近３年間の取組
を提示し、これらを基に今後も増加する再構築の財源として、枝線への国費導入の
必要性を訴えたり「下水道技術実習センター」の整備などによる局職員をを含む下
水道界全体の技術継承にも取り組んでまいります
※詳しい内容はこちらをご覧下さい

http://www.gesui.metro.tokyo.jp/jigyou/keieikeikaku/keikaku2013.htm

＜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。
■3 月 12 日に東京で、19 日に大阪で「下水道新技術セミナー」を開催します
【下水道機構】
（3 月 12・19 日開催）
http://www.jiwet.jp/school/school-02_057.htm
→3 月 1 日掲載

■フォーラム「京都大学―清華大学環境技術共同研究・教育センターに期待するもの」
の開催について【京都大学日中センター】
（3 月 10 日開催）
okamoto.seiichiro.8s@kyoto-u.ac.jp
→2 月 22 日掲載

■「老朽化した埋設カルバートの復旧に関する研究報告会」（既設および更生管きょ
の力学挙動と設計に関する技術資料の技術説明会）の開催について【地盤工学会】
（4 月 18 日開催）
http://www.jiban.or.jp/index.php?option=com_content&view=article&id=1395&Itemid
=78
→2 月 22 日掲載

■研究集会「取付管の今日的課題」の開催について【NPO21 世紀水倶楽部】
（3 月 27 日開催）
http://www.21water.jp/j-sched.htm
→2 月 8 日開催

=========
【参考情報】
◆土浦市が危険度マップ

2 万棟、液状化の恐れ

＜3/1 茨城新聞＞

http://ibarakinews.jp/news/news.php?f_jun=13620591005857
◆指定廃棄物【震災２年】

＜3/2 時事通信＞

http://www.jiji.com/jc/c?g=tha_30&k=2013030200227
◆浦安

液状化遺構ひっそり完成

＜3/2 東京新聞＞

http://www.tokyo-np.co.jp/article/national/news/CK2013030202000108.html
◆津波、浸水深３０センチで動き困難

警報後、すぐに避難を

＜3/3 MSN 産経

ニュース＞
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/130303/dst13030321120011-n1.htm
◆汚泥焼却灰処理方法は、シンポで市民ら１００人学ぶ／横浜

＜3/3 神奈川新聞＞

http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1303020032/
◆浸水３メートル未満は２階避難

洪水対策マップ改定案

＜3/4 日本経済新聞＞

http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG04044_U3A300C1CR8000/
◆岐阜大に合併浄化槽の技術研究所、寄付受け４月設置

＜3/5 岐阜新聞＞

http://www.gifu-np.co.jp/news/kennai/20130305/201303051033_19482.shtml
◆液状化対策:地下水位低下工法、最も有効

潮来市検討委員会

／茨城

＜3/6 毎

日新聞＞
http://mainichi.jp/area/ibaraki/news/20130306ddlk08040171000c.html

～ 以上、国からの下水道ホットインフォメーションより～
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○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
→
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○コラムの正解はこちらから
→

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