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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2014．8．18

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１５２号

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

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

先週はメルマガはお休みしましたので二週間ぶりとなります。お盆は東海・近畿・
北陸と局地的に記録的な大雨が降り、川の氾濫や土砂崩れなどが相次いでいます。犠
牲になられた方のご冥福と被災された方へお見舞い申し上げます。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１５２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
・ホームページへ技術マニュアル等に関する情報ページを新設しました！

■機構の動き
・今週は、8/22(金)に新技術セミナー＠東京会場を開催します！
※参加申込受付中です！

■Tea

Break

・電車マナーのこころ＜スマホ編＞

（技術評価部

M.A さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今週は東京都都市づくり公社様より「都市づくりフォーラム」についてお知らせで
す！

■国からの情報
・8/8 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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●ホームページへ技術マニュアル等に関する情報ページを新設しました！
これまで当機構より発行された技術マニュアル、技術資料、また審査証明書を交付
した技術について、お寄せいただいたご質問・ご意見とその回答について、専用ペー
ジをしましたので、業務にどうぞご活用ください。
また、技術資料、技術マニュアル、審査証明を使用してわからないところ、困った

ことがなどについて、ご質問をお受けしますので、下記お問合せフォームをご活用く
ださい。その際は、お問合せ内容欄に発行年、名称をご入力ください。

※技術マニュアル等に関する情報ページはこちら
http://www.jiwet.or.jp/archives/news/%e6%8a%80%e8%a1%93%e3%83%9e%e3%83%8b%e3
%83%a5%e3%82%a2%e3%83%ab%e7%ad%89%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e6%83%
85%e5%a0%b1%e3%83%9a%e3%83%bc%e3%82%b8%e3%82%92%e6%96%b0%e8%a8%ad%e3%81%97%e
3%81%be

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

（機構の行事予定です）
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○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（発明会館）
】
【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

○平成 26 年 9 月 11 日(木)17：00～18：00
行 事：第 329 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：横浜市環境創造局 下水道計画調整部 下水道事業調整課長

奥野修平氏

テーマ：
『社会を取り巻く課題解決とヨコハマの発展に貢献する新たな下水道事業戦
略』

※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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●電車マナーのこころ＜スマホ編＞

（技術評価部

M.A さんからの投稿です）

朝の通勤ラッシュって本当に大変、性格まで変わってしまうほどに感じませんか、
皆さんはどうですか。
（体験１：ドア出入り口で）電車の中から降りる人が大勢ドアの
外に出ていこうとしているにもかかわらず、ドア近くでスマホを見ながら通せんぼし
て一旦外に出ようともしない人（ヤツ）
。私が前の人に続いて電車に乗り込もうと前の
人の歩調に合わせて進んでいるにもかかわらずスマホを片手にぐいぐい背中を押しこ
くってくる人。

（体験２：車内で）混雑の車内で自分の前に少しでも空間を作って

スマホをやり続け、自分の世界に浸りこんで電車の揺れがくれば自分の体を周りの人
に委ねても平気で「すみません」の一言もない人。

（体験３：改札で）外に出る改

札口に長い行列ができて並んでいることがわかっているのに、うつむき加減の状態で
スマホを見ながら行列をさも知らないかのように割り込んできて改札を出ていく人。
「なんだよ、こいつ」と大声でわめき散らすこともはばかられる。小声でむにゃむ
にゃとしか言えない。人間やられたらやり返す倍返しだ！という感情を持つのはテレ
ビで大ヒットし、ベストセラーになるくらいですから極自然ではありませんかね。だ
から性格が変わるような気がしてしまう。ちなみに私ごとですが最近、スマホを買い
ました。変身してしまう自分がいそうで少し怖い気がしている今日このごろです。く
わばら、くわばら。
格調高く参考文献（？）からのキーワード：①「ケロロ軍曹」とその仲間

②「ミ

テルちゃん」

③ＥＥＫＯ星（エエコセイ）からやってきたヒーローその名も「カン

センジャー」

④「マナーって思いやり」

ろう」、
「またやろう」シリーズ

⑤「マナーアップ応援団」

⑥「家でや

⑦ 「枕詞は『守ろうね』マナーかるた」シリーズ

⑧グッドマナーがうれしいね『外は外。内は内。
』」シリーズ

⑨「マナーはココロ」

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

（皆様との交流の場です）
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●（公財）東京都都市づくり公社

平成 26 年度第２回「都市づくりフォーラム」

近年、施設の計画規模を上回る局地的な大雨等により、浸水被害が頻発し、毎年
全国の各地で浸水被害が発生しています。とりわけ、昨年の 9 月には、京都市にお
いて台風 18 号の影響で嵐山の桂川が氾濫し、大惨事に至ったことが記憶として残っ
ています。このことから、近年都市部でも頻発している局地的な大雨、いわゆる
「ゲリラ豪雨」に対して、市民あるいは行政は、どのように対処し、対策を講じれ
ば安全が確保できるのか、専門家の立場で、
「豪雨対策」について、解説していただ
くことにしました。
参加費は無料でどなたでも参加することができます。

日 時：平成 26 年 9 月 8 日(月)

14：00～16：30

場 所：たましん RISURU ホール（小ホール）
内 容：第１部「東京都豪雨対策基本方針の見直し」
瀧 健介 氏（東京都 都市整備局 都市基盤部 調整課）
第２部「ゲリラ豪雨を含む極端気象の現状とこれに対する適応策の先進的
取り組み」
山田 正 氏（中央大学 理工学部 都市環境学科 教授）
参加費：無料
下記アドレスから参加案内および申込用紙をダウンロードできます。
http://www.toshizukuri.or.jp/bussiness/pdf/260908_forum.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（2014.8.8 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

☆☆☆☆☆

●「下水道展‘１４大阪」において自動車３社を含む５社合同で水素社会と下水道
の未来をＰＲ【国土交通省】
●「うんち大研究！下水道ワークショップ」のご案内【国土交通省】
============================
●「下水道展‘１４大阪」において自動車３社を含む５社合同で水素社会と下水道
の未来をＰＲ【国土交通省】
詳細は下記ＨＰをご覧下さい。
→

http://www.honda.co.jp/environment/topics/topics31.html

●「うんち大研究！下水道ワークショップ」のご案内【国土交通省】
現在、東京お台場の日本科学未来館で行われている企画展「トイレ？行っトイレ！」
の併催企画として、国土交通省主催で８月９日（土）に「うんち大研究！下水道ワー
クショップ」が開催されます。うんちを軸にしながら「食べ物」
「からだ」
「排水・
処理」を大きな水・資源循環のなかで考え、健康的な生活と下水道の役割を学ぶこと
ができるワークショップです。主に親子を対象にしていますが、積極的にご参加くだ
さい。詳細は下記ＨＰをご覧下さい。
→

http://www.miraikan.jst.go.jp/sp/toilet/event/4.html。

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

◆静岡）水の日

静岡市で「上下水道フェア」〈8/2 朝日新聞〉

http://www.asahi.com/articles/ASG814W0TG81UTPB00Q.html
◆神戸の老朽下水管、１０年後は３割超に〈8/5 読売新聞〉
http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20140804-OYTNT50325.html
◆児童ら水の大切さ学ぶ

藍住、「キッズまちゼミ」始まる

〈8/2 徳島新聞〉

http://www.topics.or.jp/localNews/news/2014/08/2014_14069366887416.html

◆浸水の危険度確認

日田市「内水ハザードマップ」
〈8/2

大分合同新聞〉

https://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/08/02/215420491
◆カッパ大王参上〈8/3 宮崎日日新聞〉
http://www.the-miyanichi.co.jp/horou/_7292.html
◆雨水ためて水害防ぐ

２４日に貯留タンク制作会〈8/3

神奈川新聞〉

http://www.kanaloco.jp/article/75653/cms_id/94604
◆剣山山頂にエコトイレ

バイオで浄化・景観に配慮、知事ら出席し起工式 〈8/3

徳

島新聞〉
http://www.topics.or.jp/localNews/news/2014/08/2014_14070291285676.html
◆実験など通し水源の恵み学ぶ

熊本市、
「水の週間」で催し [熊本県]〈8/4 西日本

新聞〉
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/kumamoto/article/105558
◆地下を探索、下水処理の仕組みを学んだよ

西宮で見学会〈8/4

神戸新聞〉

http://www.kobe-np.co.jp/news/hanshin/201408/0007203990.shtml
◆「水汚染対策行動計画」による汚水処理の市場規模は１０００億元に〈8/4 新華ニ
ュース〉
http://www.xinhuaxia.jp/social/42733
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発行元： 公益財団法人
〒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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