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

発行日：2013．6．10

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第９５号

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

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

今度の日曜日は父の日ですね。母の日はカーネーションですが、父の日って？実は、
父の日はバラの花がシンボルなのだそうです。ご存知でした？ちなみに健在している父
には赤いバラ、亡くなった父には白いバラなのだとか。今年は趣向を変えてお父さんに
バラの花のプレゼントはいかがですか。
さて、今週も機構メールマガジン『新技術情報』第９５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
・6/5(水)に第 2 回理事会を開催しました

■機構の動き
・今週は、6/13(木)に技術サロンを開催します

■Tea

Break

・片づけ（資源循環研究部Ｈ・Ｎさんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今回は、日本下水道協会様より「あなたの街の下水道」フォトコンテストについて
情報をいただいています！

■国からの情報
・6 月 7 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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●6/5(水)に第 2 回理事会を開催しました
当日の議案は次のとおりでした。
第１号議案

「平成２４年度事業報告及び決算」の承認に関する件

第２号議案

諸規程の制定等に関する件

第３号議案

第２回評議員会の招集に関する件

以上、移行後最初の決算等理事会で活発な議論が交わされましたが、各議案とも
原案どおり出席理事全員一致で承認されました。
また、次の事項が併せて報告されました。
(1)第１回評議員会開催報告
(2)「監事監査規程」制定報告及び平成２４事業年度「監査報告」
(3)代表理事及び業務執行理事の職務執行状況報告

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

◎第 316 回 技術サロン
6 月 13 日(木)

17：00～18：00＠下水道機構 8 階会議室

ゲスト：国土交通省国土技術政策研究所下水道部 下水道研究室長

小川文章氏

テーマ：
「B-DASH（管渠マネジメントシステム技術）について」
※参加お申し込みはこちら→
http://www.jiwet.jp/trainings/tech-salon/salon-form

◎第 2 回

評議員会

6 月 19 日(水)13:00～15:00＠下水道機構 8 階特別会議室
議題：平成 24 年度 事業報告・財務諸表等

◎平成 25 年度

第 1 回 審査証明委員会＠下水道機構 8 階特別会議室

6 月 20 日(木)10:00～17:40＠下水道機構 8 階特別会議室
議題：H24 年度審査証明答申案件及び H25 年度諮問案件

◎設立 20 周年及び公益財団法人移行記念講演会
6 月 27 日 (木) 10:30～15:50＠銀座ブロッサム（銀座中央会館）ホール
ゲスト：中央大学理工学部人間総合理工学科
ジャーナリスト

教授

アリス・ゴーデンカー氏

国土交通省水管理・国土保全局下水道部長
※参加お申し込みはこちら→

石川幹子氏

岡久宏史氏

http://www.jiwet.jp/trainings/seminarsp

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

Break

（機構職員の感じるまま）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●片づけ（資源循環研究部Ｈ・Ｎさんからの投稿です）
先日、下水道機構のパソコンのＯＳ更新のために、ファイルのバックアップをしなくて
はならなくなりました。丁度、私の卒業も近いので、２年余りのファイル整理もかねて
やりました。１年ほど前に、「人生がときめく片づけの魔法」という本を参考にして、
衣類の片付けや、本や資料を半減させることが出来たので、片づけがすこしは上手くで

きるようになったかな、と思っていましたが、結局、整理しきれず、かなりのファイル
を残してしまいました。
本では、最初に捨てるものを決めて、それから整理整頓のノウハウについて書かれて
います。この、捨てる物を決めるときに"ときめくもの"を残すという、ちょっと不思
議な判断基準が意外と上手く機能していたのですが、今回は、あまり使えなかったのが
、上手く行かなかった理由のようです。
この、最初に不要な物を分けるのが、一番難しくて、いい判断基準が見つかるまでは
、片付けられない状態が続くのかと思っています。これから、家の２台のパソコンも更
新しなくては、ならないので、次こそは、と思いつつ、サーバを買って丸ごと保管して
終わりにしようかと考えています

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

（皆様との交流の場です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●今回は、日本下水道協会様より「あなたの街の下水道」フォトコンテストについて
情報をいただいています！

日本下水道協会では「下水道展'１３東京」の開催に合わせて、「あなたの街の下水道」
フォトコンテストを実施します。皆様からのたくさんのご応募をお待ちしております。
詳しくは、日本下水道協会ホームページをご覧ください。
http://www.jswa.jp/wp/wp-content/uploads/2013/06/8a8f2377e2f602895538cebee840ba
03.pdf

＜フォトコンテスト概要＞
○あなたの街の下水道施設が写った写真を全国から募集
○サイズは六切り又はＡ４以下、一人２点まで。応募受付は郵送のみ。
○応募締切

平成２５年７月１２日（金曜日）（消印有効）

○応募作品は「下水道'１３東京」期間中(7/30～8/2）、会場(東京ビックサイト）で展示
○下水道展来場者による投票(7/30～8/1)で入賞作品を決定。最終日(8/2)に発表、後日連
絡。
○最優秀作品１点

副賞３万円相当商品券、優秀作品２点

副賞１万円相当商品券

○応募作品は撮影者本人のものに限定し、応募作品は返却しません。

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2013.6.7 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆
先週末、初夏の風物詩、ホタル狩りを楽しんできました。関東地方の中では、早い
時期に楽しめる場所のようです。まだ少し肌寒く、例年に比べると少ないということ
でしたが、十分、楽しむことができました。風物詩を守るために、農家の皆様は、な
るべく農薬を使わないよう努力されているとのことです（ＨＰより）
。これから夏に
向け、「水」にまるわるふれあいが楽しめますね。もちろん、その他情報にもあるよう
に、降雨に対する万全の備えもよろしくお願いします。

今週号の４月期異動者の自己紹介は、井上係長（下水道企画課）と末益係長（下水
道事業課）です。

4 月 1 日付けで下水道企画課に着任いたしました井上です。日本下水道事業団から出
向させていただいております。業務は「下水道革新的技術実証事業（B-DASH）
」と下
水道事業調査費等の予算関係を主に担当しております。いろいろと不慣れなところが
多く、皆様にご協力をお願いすることも多いと思いますが、どうぞよろしくお願いい
たします。業務以外では、健康管理に気をつけておりますが、なかなか数値的な成果
が出ていません。業務も業務以外も改善が見られるよう、より一層の努力をしてまい
りますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

4 月 1 日付で下水道事業課事業係長に着任いたしました末益(スエマス）と申しま
す。入省してから地整（事務所）や地方自治体への出向での業務を経験し、今年度よ
りお世話になっております。業務につきましては、予算関係を主に担当させていただ
いていますので、様々なデータ分析を実施するにあたり、調査物等をお願いすること
があるかと思いますが、どうぞよろしくお願いします。昨年度は大阪マラソンを走り
ましたが、さんざんたる結果でございましたので、今年度は常日頃から体を鍛え、来
たる下水道駅伝に向けて仕事以外の部分にも力を注いでいきたいと思っています。今
後ともどうぞよろしくお願いいたします。

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○東京湾再生のための行動計画（第二期）が策定されました！！【流域管理官】
○第 2 回 下水道の事業運営のあり方に関する検討会の開催について【下水道事業課】
○「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（中間答申）
」がとりまとめ

られました【下水道事業課】
○深層酸素供給装置（WEP システム）を用いたダム湖・湖沼の水質保全技術が日本水
環境学会「技術賞」を受賞【土木研究所】
=======================
○東京湾再生のための行動計画（第二期）が策定されました！！【流域管理官】
東京湾に関連する関係省庁及び地方自治体からなる東京湾再生推進会議が 5 月 31 日
（金）に開催され、「東京湾再生のための行動計画（第二期）
」（平成 25 年度～平成
34 年度）が策定されました。本計画の策定は、「都市再生プロジェクト（第三次決
定）
」に基づき、東京湾の水質改善を通し、東京湾の再生を目的としたものです。
第二期計画では、東京湾再生と「食」とを結びつけ、「江戸前」が豊かに生息する
環境を、目指すべき東京湾再生の姿のひとつとして、目標の中に取り込まれた他、行
政だけでなく、多様な関係者の参画による議論や行動の活発化・多様化を図るために
「東京湾再生官民連携フォーラム（仮称）
」を設置することが新たに盛り込まれまし
た。下水道施策では合流式下水道の改善や段階的高度処理を含む高度処理の一層の推
進等が盛り込まれています。
「東京湾再生のための行動計画（第一期）期末評価報告書」と、今回新たに策定し
た「東京湾再生のための行動計画（第二期）
」は東京湾再生推進会議 HP にて公表して
います。
http://www1.kaiho.mlit.go.jp/KANKYO/TB_Renaissance/index.html

○第 2 回 下水道の事業運営のあり方に関する検討会の開催について【下水道事業課】
持続的な下水道事業の実現に向け、下水道管理者の職員が果たすべき役割や下水道
管理者の組織体制の強化・効率化の方策等下水道の事業運営のあり方について検討す
るため、
「下水道の事業運営のあり方に関する検討会」（座長：花木啓祐

東京大学

大学院教授）を設置し、検討を行っています。6 月 10 日（月）に第 2 回検討会を開催い
たします。詳細は下記 URL にアクセスの上、ご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo13_hh_000199.html
第１回検討会の資料はこちらです。
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000275.html

○「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（中間答申）
」がとりまとめ
られました【下水道事業課】
平成 24 年７月に国土交通大臣から社会資本整備審議会及び交通政策審議会に対して
「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について」の諮問がなされ、同年同月に
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に「社会資本メンテナンス
戦略小委員会」が設置され、これまでに６回にわたる調査審議が行われました。
この度、今後の維持管理・更新のあり方について一定の結論に達したことから、技
術部会での審議を経て「今後の社会資本の維持管理・更新のあり方について（中間答
申）
」がとりまとめられ、5 月 30 日、福岡会長（社会資本整備審議会長）、家田部会
長（交通政策審議会技術分科会長、社会資本整備審議会・交通政策審議会技術分科会
技術部会長、社会資本メンテナンス戦略小委員会委員長）から、太田大臣、鶴保副大
臣、松下大臣政務官に対して中間答申が手交されました。

中間答申の内容については、ＨＰ（下記）をご覧ください。
http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/sogo03_sg_000033.html

○深層酸素供給装置（WEP システム）を用いたダム湖・湖沼の水質保全技術が日本水
環境学会「技術賞」を受賞【土木研究所】
（独）土木研究所水質チーム、松江土建（株）が共同開発した深層酸素供給装置
（WEP システム）を用いたダム湖・湖沼深層水への酸素供給技術が、日本水環境学会
平成 24 年度「技術賞」を受賞しました。
湖沼等の深層水が貧酸素状態になると、底泥からの金属成分や栄養塩類の溶出を促
進し、利水障害や富栄養化による水質悪化につながることがあります。本技術は、従
来技術と比較して、深層水の溶存酸素が低い状態（貧酸素状態）を高効率かつ広範囲
に回復させることができる装置です。湖沼等の深層水の貧酸素化は世界的な課題であ
り本技術が国内外に普及することにより、水環境改善への貢献が期待できます。
＜表彰式＞
・日時：6 月 10 日（月）13：35～14：10
・場所：タワーホール船堀 4 階「研修室」
（東京都江戸川区船堀 4－1－1）
http://www.pwri.go.jp/team/suisitsu/press/20130603press.pdf

＜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。

■「災害復旧支援マニュアル説明会」の開催について【日本下水道管路管理業協会】
（実施中～6 月 21 日、全国 12 都市で開催）
http://www.jascoma.com/jigyo/index-gyoji.html
→4 月 5 日掲載

■NPO21 世紀水倶楽部主催研究集会の開催について【NPO21 世紀水倶楽部】
（7 月 19 日開催）
http://www.21water.jp/j-sched.htm
→5 月 10 日掲載

■設立 20 周年及び公益財団法人移行記念講演会の開催について【下水道機構】
（6 月 27 日開催）
http://www.jiwet.jp/trainings/seminarsp
→5 月 31 日掲載

=======================
【参考情報】
◆大雨備え水害特別防災訓練

岡山県など５２団体が連携

＜6/3 山陽新聞＞

http://www.sanyo.oni.co.jp/news_s/news/d/2013060320514852/

◆指定廃棄物

「県内処理」１９市町村賛成

群馬

＜6/4 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/gunma/news/20130603-OYT8T01560.htm
◆し尿下水道処理施設９月着工へ、葉山町が補正予算提案／神奈川

＜6/4 神奈川新

聞＞
http://news.kanaloco.jp/localnews/article/1306040014/
◆水害に備え図上訓練

三重・四日市市職員７０人参加

＜6/5 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/area/mie/articles/NGY201306040027.html
◆浸水被害

最小限に

芦田川氾濫想定し排水訓練

＜6/6 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/hiroshima/news/20130605-OYT8T01318.htm
◆マンホールにえぼし麻呂

茅ケ崎市、ふたにデザイン

＜6/6 東京新聞＞

http://www.tokyo-np.co.jp/article/kanagawa/20130606/CK2013060602000105.html
◆計画的下水道修繕で経費安く

＜6/6 中国新聞＞

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Tn201306060034.html
◆弘前市の事業が国の補助事業に採択

＜6/6 陸奥新報＞

http://www.mutusinpou.co.jp/news/2013/06/26605.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
→

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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