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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2014．12．2

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１６７号

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

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

一日遅れのメルマガ配信となりました m(__)m 今週から師走ですね。忘年会シーズン
突入の前に人間ドックへ行ってきました(笑)。今週は冬型の気圧配置が強まるようで
す。インフルエンザや風邪など体調管理にはどうぞお気を付け下さい!(^^)!
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１６７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
・12/11(木)開催の技術サロンのテーマが決定しました！

■機構の動き
・今週は、12/4(木)に第 5 審査証明委員会を開催します

■Tea

Break

・続・トイレの話（技術評価部

S.Y さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今週は、まる子の大阪出張をお届けします。

■国からの情報
・11/28 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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●12/11(木)開催の技術サロンのテーマが決定しました！
今回のサロンは、前下水道機構研究第一部長で、現、独立行政法人
経営企画部

投資管理チーム チームリーダー

の井上茂治

都市再生機構

氏をゲストにお招きし、

「公的企業の経営管理を考える…都市開発における事業リスクと投資管理」をテーマ
に UR の事業概要と経営・財政状況、投資管理の考え、事業リスクと対応等について
お話いただきます。
多数の皆様のご参加をお待ちしております！

お申し込みは機構ホームページから
→

http://www.jiwet.or.jp/trainings/tech-salon/salon-form

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

（機構の行事予定です）
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○平成 26 年 12 月 4 日(木)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 5 審査証明委員会
場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：平成 26 年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審
議および質疑応答

○平成 26 年 12 月 9 日(火)

13：30～16：00

行 事：平成 26 年度 第 2 回技術委員会
場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：各委員会の調査研究報告についての審議等

○平成 26 年 12 月 9 日(火)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 3 審査証明委員会
場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：平成 26 年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審
議および質疑応答

○平成 26 年 12 月 11 日(木)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 4 審査証明委員会
場 所：下水道機構 8 階

特別会議室

案 件：平成 26 年度 建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審
議および質疑応答

○平成 26 年 12 月 12 日(金)

13：30～17：30

行 事：平成 26 年度 第 3 回第 1 審査証明委員会
場 所：下水道機構 8 階
案 件：平成 26 年度

中会議室

建設技術審査証明（下水道技術）の各依頼技術の報告書の審

議および質疑応答
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Tea

Break

（機構職員の感じるまま）
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●続・トイレの話（技術評価部

S.Y さんからの投稿です）

一年前に、この欄で「回る便座」の話を紹介したところ、結構多くの方たちから反

響があり、その後、何人かの人達に写真を見せながら解説をしたものです。
さて、今回は我が国の和式トイレの話です。
今年初めから 10 月までの訪日外国人はすでに 1,100 万人を上回り、この勢いだと今
年の訪日外国人は 1,300 万人前後になり年間最多記録を更新する見通しだそうだ。こ
れまではアジアからの観光客が主であったが最近は世界中いろいろな国の人たちが日
本の魅力にひかれ観光に訪れているそうだ。四季折々の景色、食べ物の素晴らしいこ
とは勿論のこと、治安が良く、親切な応対、町中がきれいであること、などが人気の
もととなっているようだ。ただ、トイレにおいては、旅行中で困るのが和式トイレの
使い方が分からない人が多いそうだ。最近では、ほとんどのホテルではウォシュレッ
トを備えたところが多いが、まだまだ高速道路や駅などでは和式トイレが２、３割程
度使われており、混雑時には否が応でも使わざるを得ない。旅行会社の話では日本を
訪れる旅行客の２、３割の人が和式トイレの使用方法が分からず聞いてくるそうだ。
そこで、ある旅行会社では到着した飛行場から各観光地やホテル・旅館に向かうバス
の中で、和式トイレの図を振りかざして使用方法の説明を行なっているとのこと。
そこで、なぜ、外国人には和式トイレの使い方が分かりずらいのか考えてみた。一
つは、和式トイレは構造が単純すぎて、洋式のように便座の蓋や便座などの付帯設備
がないためどちらが前か後ろかが分からない。二つ目は、和式の多くは入り口(ドア)
を背にして座りこむ配置が多く、一方、洋式のほとんどは座った時に入り口側か横の
壁を向く配置となっているため、ここで向くべき方向が分からなくなる。特に、ドア
と反対側を向く場合は、ドアに手が届きづらく、ノックへの対応が困難で不安になる。
まして、壊れかかっているカギなどに出くわした場合などは、ノックなしで訪れる不
意の客に対して鍵の押さえや戸の押さえに困難をきたすため、どうしても向きはドア
側になるため、ここで間違えるようである。
最近では国内でも和式トイレの使い方が分からない若い人たちが増えてきているそ
うです。
そこで、公共のトイレには、先ほどの旅行会社が使用している和式トイレ図等の掲
示をしてあげてはいかがでしょうか。わが国では、どこの観光地に行っても清潔で無
料で安心して使用できるトイレが用意されていることが、観光客増加の一役をかって
いることは間違いないことでしょう。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
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、まる子の大阪出張をお届けします
※詳細はこちら→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2014-12-02

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2014.11.28 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 本田康秀
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

★★★★★

ラインナップ

☆☆☆☆☆

●首相官邸のＨＰにてインドネシアの下水道事業で活躍する推進工法関連企業が紹介
されています【国土交通省】
●社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 下水道小委員会
（第３回）
、河川分科会 下水道小委員会（第３回）が開催されました【国土交通省】
●ＬＥＳＡＭ２０１５の論文を募集します【横浜市】
○長野県北部を震源とする地震について
長野県白馬村において、管路損傷により処理場（白馬村浄化センター）への流入水
量が増加しており、応急復旧を行っています（処理水質は問題なし）
。加えて、管路の
閉塞が１箇所確認されており、仮設ポンプ設置までの間、バキューム車により対応し
ています。また、マンホールの浮上２箇所、たるみやずれ１５箇所が確認されていま
すが、流下能力は確保されています（上記対応については、これまで、地方共同法人
日本下水道事業団、長野県、松本市、大町市、池田町、松川村などにより応援）
。
→国土交通省災害・防災情報（http://www.mlit.go.jp/saigai/index.html）

============================
●首相官邸のＨＰにてインドネシアの下水道事業で活躍する推進工法関連企業が紹介
されています【国土交通省】
→YouTube の首相官邸 Prime Minister’s Office of Japan
http://www.youtube.com/user/pmojapan
→動画（Laying Sewage Lines in Indonesia with unique Japanese technology）へ
の直接リンク
https://www.youtube.com/watch?v=aj7xzpPoFGQ&list=PLoj1Ym89bkat65oqJ2TPqxmU37
Ih2kJ5-&index=1

●社会資本整備審議会 都市計画・歴史的風土分科会 都市計画部会 下水道小委員会
（第３回）
、河川分科会 下水道小委員会（第３回）が開催されました【国土交通省】
会議では、諮問事項に関する答申（案）についての議論がなされました。各委員か
らは、水循環への貢献、コンパクトシティ化・土地利用などとの連携、下水道の役割・
機能不全になった際の影響を伝えていく必要性について意見が述べられました。資料
等は、国土交通省のＨＰにて公表しています。
→

http://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_gesuidou01.html

●ＬＥＳＡＭ２０１５の論文を募集します【横浜市】
横浜市（水道局、環境創造局）
、日本水道協会、日本下水道協会及びＩＷＡ（国際水
協会）は、ＬＥＳＡＭ（戦略的アセットマネジメント会議）を平成２７年１１月１７
日～１９日に横浜にて開催します。ＬＥＳＡＭは、上下水道に関するアセットマネジ
メントをテーマにＩＷＡが隔年で開催するものであり、今回は第６回目で、アジア初
の開催となります。１１月２１日には、ＬＥＳＡＭ ２０１５のウェブサイトを立ち上
げるとともに、論文募集について横浜市が記者発表を行いました。アブストラクト受
付締切は平成２７年３月３１日です。

下水道のアセットマネジメントに係る論文発

表について、積極的に御検討ください。
→ＬＥＳＡＭ ２０１５のウェブサイト

http://www.lesam2015.org/

→論文募集の記者発表
http://www.city.yokohama.jp/ne/news/press/201411/20141121-034-20144.html

============================
◆都市での大規模水害など 防災対策取りまとめへ（11/27

NHK NEWS WEB）

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20141127/k10013517781000.html
◆人間の排泄物と生ゴミが燃料も…臭いなし

英で注目の「バイオバス」運行開始

〈11/25 産経ニュース〉
http://www.sankei.com/wired/news/141125/wir1411250001-n1.html
◆「総合防災マップ」配布へ

兵庫・加古川市が最新版作成〈11/26

産経新聞〉

http://www.sankei.com/region/news/141126/rgn1411260025-n1.html
◆佐賀など九州３市、
「バイオマス産業都市」に認定〈11/27 日経新聞〉
http://www.nikkei.com/article/DGXLZO79928780Z11C14A1LX0000/
◆台風高潮、浸水２万７０００ヘクタール

県想定〈11/27

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/aichi/news/20141126-OYTNT50106.html
◆滋賀県とヤマト運輸が包括的連携協定

観光振興や災害時協力〈11/27

産経新聞〉

http://www.sankei.com/region/news/141127/rgn1411270079-n1.html
◆エコトイレで石鎚山美しく

県整備開所式〈11/21

愛媛新聞〉

http://www.ehime-np.co.jp/news/local/20141121/news20141121054.html
◆排水で硫化水素拡散

小倉北の異臭騒ぎ [福岡県]〈11/21 西日本新聞〉

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_kitakyushu_keichiku/article/128408
◆バイオマス産業都市

佐伯市、新たなまちづくりへ〈11/23 大分合同新聞〉

http://www.oita-press.co.jp/1010000000/2014/11/23/220434874
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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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