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下水道の最新情報をお届けします！
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先週は、当機構も「下水道展′14 大阪」へ出展しました！猛暑の中、多くの皆さん
がお越しいただき、ありがとうございました。今週は祭りの後のような寂しさを感じ
ますが、また来年！東京にてお会いしましょう！
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１５０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
・7/16(水)に管路技術共同研究委員会を開催しました

■機構の動き
・今週は、7/29(火)に第 2 審査証明委員会を、7/30(水)に技術委員会を、7/31(木)に
第 4 審査証明委員会を開催します！

■Tea

Break

・イベントに纏わる話

（研究第二部

M.A さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今週は、
「まる子下水道展へ行く！」をお届けします♪

■国からの情報
・7/25 付下水道ホットインフォメーション
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インフォメーション

（最新の話題です）
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●7/16(水)に H26 年度第 1 回管路技術共同研究委員会を開催しました！
議題は「修繕工法による管きょ長寿命化に関する共同研究」
「下水道用マンホール改
築・修繕工法に関する共同研究」
「下水道管路施設へのフラッシュゲートの適用に関す
る共同研究」の 3 件について審議を行いました。
1 件目の「修繕工法による管きょ長寿命化に関する共同研究」は、より研究の内容に
あった名称にするため、共同研究名を「管きょの長寿命化を目的とした部分改築工法

の開発に関する共同研究」に変更しました。本研究は、新たに部分改築という概念を
提案しており、スパン全体で考え、劣化箇所のみ部分的に改築し、管渠の長寿命化に
資するものです。これを実現するため、実績のある更生管に膨張材を組み合わせた工
法の開発を目的に調査研究を実施していましたが、今回が終了案件となっています。
「下水道用マンホール改築・修繕工法に関する共同研究」は継続案件で、マンホー
ルの改築・修繕に必要な調査・診断，設計，施工，維持管理までを対象としています。
今回は工法選定および設計方法の研究結果を審議しました。今後は 12 月に向け技術資
料として取りまとめる予定です。
「下水道管路施設へのフラッシュゲートの適用に関する共同研究」は新規案件です。
フラッシュゲートは無電源で管きょを自動洗浄する装置です。この技術は流量の不足
やたるみの問題のある管きょ、また、伏越し人孔等に適用することで臭気、詰まりの
解消や清掃回数の低減が期待できます。
本委員会では、この３案件の審議を行い、技術が普及した際の効果や問題点などに
ついて幅広く議論を行いました。

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

（機構の行事予定です）
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●平成 26 年 7 月 29 日(火)13：30～17：00
行 事：第２審査証明委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

内 容：26 年度新規申請案件 2 件、変更案件４件、更新案件 5 件の審議

●平成 26 年 7 月 30 日(水)15：00～17：00
行 事：第 1 回技術委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

内 容：(1)修繕工法による管きょ長寿命化に関する共同研究
(2)下水道用マンホール改築・修繕工法に関する共同研究

●平成 26 年 7 月 31 日(木)13：00～17：30
行 事：第４審査証明委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

内 容：26 年度新規申請案件 2 件、変更案件 3 件、更新案件 4 件の審議

○平成 26 年 8 月 22 日(金)13：00～16：45
平成 26 年 8 月 29 日(金) 13：00～16：45

【東京会場（当機構会議室（江戸川橋）】
【大阪会場（大阪科学技術センター）
】

行 事：第 59 回下水道新技術セミナー
テーマ：既存施設を活用した高度処理の推進」について
プログラム、申し込みはこちら
※http://www.jiwet.or.jp/trainings/new-tech-seminar/seminar-info
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Tea

Break

（機構職員の感じるまま）
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●地味で少し派手な天体ショー（研究第一部

森谷さんからの投稿です）

「月の光」という曲をご存知でしょうか。ドビュッシーが書いたベルガマスク組曲
の 3 曲目。聴いていると、いくらでも感慨に浸れる、本当に素敵な曲です。個人的に
は無人島にも持っていきたいレベルの曲ですし、これだけのためにリサイタルに足を
運ぶ価値があります。
ベートーベンはピアノソナタ第 14 番に「月光」を書いています。少しばかり重く物
憂げな印象があり、ベートーベンらしさが堪能できます。歌曲ですが、物悲しいけれ
ど聴いた後、何かさわやかなシューマンのリーダークライス「月の夜」や、どこかノ
スタルジックなシューベルトの「月に寄せる」も素晴らしい。
どの曲も控えめに輝いている月をイメージして創られたような印象を受けます。
古来より月はイマジネーションを醸し出すのか、とても素晴らしい曲を音楽家たちに
創造させました。
さて、今年は 8 月 11 日 3 時頃にスーパームーンを迎えます。ジャストの時間はお盆
休みでもとっていないと翌日が大変ですが、8 月 10 日の夜でもちょっと明るい空を見
上げてビールグラスを傾けるのも一興かもしれません。控えめに輝く月ではないけれ
ど、それぐらいのほうが現代人は何か素晴らしい創造ができるかも？
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まる子のゆいまーる

（皆様との交流の場です）
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●今週は、
「まる子下水道展へ行く！」をお届けします♪

※詳しくは、こちら

→

http://www.jiwet.or.jp/yuimaru2014-7-28

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.7.25 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
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆☆☆☆☆☆◆◆◆

★★★★★

ラインナップ

☆☆☆☆☆

●ＪＲ車内モニターでの情報番組（こうべバイオガス関連）のお知らせ【神戸市】

============================
●ＪＲ車内モニターでの情報番組（こうべバイオガス関連）のお知らせ【神戸市】
７月２７日までの間、ＪＲ東日本とＪＲ西日本の車両内モニター（ＪＲ東日本は
山手線・中央快速線・京浜東北根岸線ほか、ＪＲ西日本は東海道本線・山陽本線・
大阪環状線ほか）で、神戸市東灘処理場でのこうべバイオガスの取り組みが放送さ
れています。エコにまつわる情報を紹介し、エコ意識の喚起啓発を目的とした６０
秒程度の情報番組です。通勤や出張・旅行の際にＪＲを利用される方は、是非ご覧
下さい。また、同番組のスポンサーであるパナソニック（株）のホームページや
Youtube パナソニックチャンネルでも、動画配信されますので、こちらもご覧下さ
い。

============================
◆水循環政策本部:首相官邸で初会合＜7/18 毎日新聞＞
http://mainichi.jp/select/news/20140719k0000m010015000c.html
◆下水育ちのエコ野菜

「ビストロ下水道」で限定メニュー＜7/19 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/articles/ASG7M3GQ1G7MPTIL00F.html
◆首都圏で局地的豪雨

交通乱れ、浸水被害も＜7/21 朝日新聞＞

http://www.asahi.com/articles/ASG7N6TX6G7NUTIL01G.html
◆打ち水で都心ひんやり

ミッドタウンや丸の内 ＜7/22 日本経済新聞＞

http://www.nikkei.com/article/DGXNZO74594470S4A720C1L83000/
◆荒川

水質全国１位＜7/23 読売新聞＞

http://www.yomiuri.co.jp/local/fukushima/news/20140722-OYTNT50526.html
◆仙台・南蒲生浄化センター

復旧工事に国内外が注目＜7/19 河北新聞＞

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201407/20140719_11044.html
◆魚津豪雨 床下浸水７９件に

新川高、グラウンドに泥＜7/20 中日新聞＞

http://www.chunichi.co.jp/article/toyama/20140723/CK2014072302000033.html
◆下水道の最新技術を紹介

インテックス大阪＜7/23 大阪日日新聞＞

http://www.nnn.co.jp/dainichi/news/140723/20140723023.html
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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)
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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.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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