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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2015．5．11

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第１８８号

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

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

GW は話題の朝活(毎朝 4 時始動！)で渋滞を回避しながら、あちらこちら放浪の旅を
満喫しました。みなさんは GW はリフレッシュできましたでしょうか？お天気に恵ま
れた連休でしたが、今週は台風第 6 号の動きが気になりますね。台風進路にかかる地
域の方は、早めの備えをしてどうぞお気をつけください。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第１８８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
・5/1 付で人事異動がありました
・Web 版機関誌「下水道機構情報 plus+」第 8 号、クイズ「ここはどこ？」の答え
は！

■機構の動き
・今週は、5/14(木)に技術サロンを開催します！

※定員に達したため、参加者募集

を締め切りました。多数のお申込みありがとうございました。

■Tea

Break

・地震とおやじ

(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♪
・今回はまる子の東北ドライブ Part1 をお届けします

■国からの情報
・4/28 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）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●5/1 付で人事異動がありました

平成２７年４月３０日付け転出者（3 名）
【研究第一部】

主任研究員

森谷敦人((株)ニュージェック)

【研究第二部】

総括主任研究員

塚田

繁(日本工営(株))、研究員

佐藤

公俊

((株)建設技術研究所)

平成２７年５月１日付け転入者（2 名）
【研究第一部】総括主任研究員
【研究第二部】主任研究員

中野善彰((株)ニュージェック)

山田和哉(日本工営(株))

●Web 版機関誌「下水道機構情報 plus+」第 8 号、クイズ「ここはどこ？」の答え
は！
4/21(火)に Web 版機関誌「下水道機構情報 plus+」第 8 号を配信しましが、みなさ
まお読みいただけたでしょうか。そのなかで、「ここはどこ？」というクイズを出題
しました。みなさんお分かりになられたでしょうか？国内ではない、南の島のようで
すね。
※答えはこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20150421/seikai8.pdf
※「下水道機構情報 plus+」第 8 号はこちら
→

http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20150421/index.html

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

（機構の行事予定です）

。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

●平成 27 年 5 月 14 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 337 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施設部
下水道施設整備課長

井深

清氏、下水道設備課長

長谷川

輝彦氏

テーマ：
「横浜市における下水処理施設等の改築・長寿命化への取り組み」
※定員に達したため、参加者募集を締め切りました。多数のお申込みありがとう
ございました。

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●地震とおやじ

(技術評価部

M/A さんからの投稿です)

「地震、雷、火事、おやじ」
、昔から伝えられてきたフレーズのとおり、今もあち
こちを騒がせ恐怖に陥れる存在であることから怖い自然災害を警戒する必要性を唱え
ています。最後の「おやじ」というと、家内を支えてくれるのがやっぱり親父であり
最大の威厳を保っている大黒柱で、親父は自然災害級の影響力を持っていたようで

す、昔は…。
少し調べてみると、この「おやじ」は、大山嵐（おおやまじ）という台風を表す言
葉だったもので、フレーズすべて災害ばかり並んでいたというのです。それが、いつ
の間にかリズム感のよい文章として「おやじ」に差し替えられて今に伝わっていると
いうのです。しかし、このような解釈もあるようですが、語源や歴史をひも解いてい
くと、どうも俗説で誤りではないかということらしいのです。昔から現在になり、親
父はそれほど恐ろしいものとは思われていない。むしろ恐ろしいのは、親父ではなく
女房に置き換えた方がぴったり当てはまり、親父は怒鳴られっぱなしで情けない。
この流れで話を進めたい気持ちもありますが、災害の話に戻します。
「地震」です
が、今から 8 年ほど前に能登半島地震を経験しました。発生直後に富山方面から 2 名
ほどで現地に向かいましたが、道路寸断や混乱などで現地までたどり着かず、一旦戻
る破目となりました。翌日から 4 日間ほど数名体制で被災自治体等とも連絡調整しな
がら現地十数施設の下水処理場、ポンプ場の被災状況を一次調査として確認して廻り
ました。輪島市にある処理場では、どうにか水処理機能は保てましたが汚泥脱水運転
ができず一時的に停止状態となりました。市内のマンホールがあちこちで液状化現象
のため道路面に浮上し、流下不能となった下水をバキューム車により処理場までピス
トン輸送する状態が続きました。昨今、多くの自治体では下水道ＢＣＰの策定が行わ
れており、もし大地震がくれば迅速な回復や復旧が望まれます。

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

（皆様との交流の場です）
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●今回はまる子の東北ドライブ Part1 をお届けします
GW は、車で東北へ放浪の旅に出かけました。Part1 の今回は会津若松編です。
※詳細はこちら→

http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2015-5-11

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2015.4.28 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

☆☆☆☆☆

●《シンポジウムの情報提供》水利用の国際標準化戦略シンポジウム「ＭＢＲ普及促
進への鍵」～欧州・中国における最新の水再利用・MBR 稼働状況と日本の現状～【国
土交通省】

●第１３回公開講座のご案内【
（一社）日本下水道施設業協会】

○国土交通省災害・防災情報（http://www.mlit.go.jp/saigai/index.html）

============================
●《シンポジウムの情報提供》水利用の国際標準化戦略シンポジウム「ＭＢＲ普及促
進への鍵」～欧州・中国における最新の水再利用・MBR 稼働状況と日本の現状～【国
土交通省】
主催：一般社団法人
公益財団法人

膜分離技術振興協会

日本水環境学会「膜を利用した水処理技術研究委員会」

日時：平成２７年６月１７日（水） ９：００～１７：００
会場 ： 中央大学駿河台記念館 ２８５教室（２階）
東京都千代田区神田駿河台 3-11-5 TEL：03-3292-3111
参加費 ： 無料(意見交換会参加 5,000 円）
定 員 ：

１２０名（先着順で締め切らせて頂きます。）

申込方法 ： http://www.amst.gr.jp/

にアクセスし、申込書にご記入の上、E-Mail

でお申込下さい。
（申込書は１名様につき、１枚でお願い致します）
申込締切 ： 平成２７年５月１５日

●第１３回公開講座のご案内【
（一社）日本下水道施設業協会】
（一社）日本下水道施設業協会では、日本下水道事業団における入札・契約制度や
総合評価等の新たな動きについて、事業団から講師をお招きし、公開講座を開催しま
す。ふるってご参加下さい。
日時：平成２７年５月２１日（木）１５：００－１７：００
場所：日本下水道施設業協会

会議室

東京都中央区新川２－６－１６ 馬事畜産会館２階
テーマ：日本下水道事業団における入札・契約制度等の新たな取り組み
講師：日本下水道事業団

事業統括部

〈入札・契約手続き等について〉

事業課長

丸山 徳義 氏

〈総合評価について〉

事業課長代理

及川 宗

氏

参加者：関心のある方はどなたでもご参加頂けます。
費用：無料
参加ご希望の方は、施設協 HP の新着情報をご覧の上、５月１４日（木）までにお申
し込み下さい。
http://www.siset.or.jp/

============================
◆眠れる電源を有効活用

都市の川で発電、大学など研究進む 〈4/21

日本経済新

聞〉http://www.nikkei.com/article/DGXLZO85925060Q5A420C1TJM000/
◆メタウォーターの雨水管理技術実証事業が 15 年度 B-DASH プロジェクトに採択
〈4/22

財経新聞〉http://www.zaikei.co.jp/article/20150422/246509.html
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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/20150421/
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