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下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2016．4．25

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２３２号

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

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

熊本地震は、4/16 の本震により被害が一層拡大し、その後も余震が収まらない状
況で、被災され、また避難されている方々にお見舞い申し上げます。
下水道の被害状況等の調査を支援するため、国、下水道関連団体、各地方公共団体
が被災地に入って活動しています。当下水道機構も熊本県庁内に設置された下水道現
地支援本部の業務を支援するため、研究第二部の片桐担当部長が 24 日より派遣され
ています。余震が続く中、また雨などの厳しい状況の中ですが、派遣された方々が安
全で調査を早期完了されることをお祈りしています。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２３２号をお届けします。

◆◆◆トピックス◆◆◆

■インフォメーション
・下水道機構中期事業計画（案）のパブリックコメント実施について

■機構の動き
・今週は、4/27(水)に平成 28 年度建設技術審査証明事業（下水道技術）証明書交付
式を行います

■Tea

Break

・ゴールデンウィーク（資源循環研究部

甘いもの大好きさんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・本日のゆいまーるは、今週から 2 週にわたり新職員紹介をお届けします

■国からの情報
・4/22 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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●下水道機構中期事業計画（案）のパブリックコメント実施について

下水道機構は、今後の技術開発の方向性、重点的に取り組む技術分野と中期的な研
究項目を示すほか、今後の審査証明事業、研修啓発事業の取り組みや管理運営につい
て中期事業計画として取りまとめることとし、検討を行っています。
「中期事業計画（案）
」に関し、平成２８年５月６日（月）まで広くご意見を募集
します。※詳細はこちら
http://www.jiwet.or.jp/%E3%83%91%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B
3%E3%83%A1%E3%83%B3%E3%83%88%EF%BC%88%E6%84%8F%E8%A6%8B%E5%85%AC%E5%8B%9F%EF
%BC%89

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

（機構の行事予定です）
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●平成 28 年 4 月 27 日（水）

11：00～

10 分程度

行 事：平成 28 年度建設技術審査証明事業（下水道技術）証明書交付式
場 所：下水道機構

理事長室

対象技術（１件）
技術名称：

スウィングミキサーNeo（旋回機構付プロペラ式水中撹拌装置）

○平成 28 年 5 月 12 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 348 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管路部管路保全課長

脇本 景

氏

テーマ：
「横浜市における下水道管きょのストックマネジメント（仮）」
※お申し込みはこちら
→

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

Break

（機構職員の感じるまま）
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●ゴールデンウィーク（資源循環研究部

甘いもの大好きさんからの投稿です）

新年度が始まり、もう 1 か月が過ぎようとしています。4 月から新しい職場や部署
に異動された方は、そろそろ新しい環境に慣れた頃でしょうか？
忙しい年度末を乗り越え、ある程度落ち着いた日々を過ごしている 4 月も終わりに
なると、楽しみになるのが 5 月の大型連休「ゴールデンウィーク」です。皆様は大型
連休に旅行に行く予定などを立てられていますでしょうか？
ゴールデンウィークは例年、暑くもなく寒くもなく過ごしやすい気候のため、絶好
のお出かけ日和です。年度末で疲れている心身ともにリフレッシュするいい機会です
ので、ゴールデンウィークはどこかにお出かけしてみてはいかがでしょうか。
ちなみに私は家でゴロゴロして心身ともにリフレッシュする予定です。

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

（皆様との交流の場です）
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●本日のゆいまーるは、今週より 2 週にわたり新職員紹介をお届けします
http://www.jiwet.or.jp/archives/yuimaru/2016-4-25

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2016.4.22 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 岩崎宏
和
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
熊本地震は、4/16 の本震により被害が一層拡大することとなってしまいました。
被災された方々にお見舞い申し上げます。
下水道については、管渠、処理場の一部で被害が発生していますが、
処理機能は確保されている状況です。
現在、管渠の一次調査が全国の応援も受けながら鋭意行われています。

下水道の被害状況等の情報については、以下をご覧下さい。
＜国土交通省 災害・防災情報＞
http://www.mlit.go.jp/saigai/index.html
＜国総研

平成 28 年（2016 年）熊本地震における下水道施設被災状況緊急調査報告

＞
http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h28/20160421kumamotogesuidou.pdf

★★★★★

今週のラインナップ

◯各地の下水道マンが被災地へ

☆☆☆☆☆
～下水道の一日も早い普及に向けて～

（事業マネージメント推進室）

○バンキシャ！世界を魅了する日本の技術～「マンホール」って “スゴ面白
い”！！
放送日延期のお知らせ（GKP）

===========================================================================
◯各地の下水道マンが被災地へ

～下水道の一日も早い普及に向けて～

（事業マネージメント推進室）
全国の大都市や九州・山口ブロックの下水道マンが、被災地に集結し下水管の
被害調査にあたります。
札幌市から熊本市の距離に相当する 1,834km もの下水管の調査を、おおむね 1 週間
で完了（4 月 25 日メド）すべく、精力的に活動します。
また、日本下水道事業団は、阿蘇市、益城町、嘉島町、大津町からの要請を受け
て、下水処理場の応急対応等を実施しています。
現地に派遣されている国交省と日本下水道協会職員も、全面的にバックアップしま
す。

＜支援に当たる地方公共団体＞
【全国の大都市】

4 月 19 日 20:00 現在

札幌市、仙台市、さいたま市、千葉市、東京都、川崎市、横浜

市、相模原市、新潟市、静岡市、浜松市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸
市、岡山市、広島市
【九州・山口ブロック内】
（山口県）山口県、宇部市、周南市、山陽小野田市
（福岡県）福岡県、福岡市、北九州市、春日市、大川市、筑紫野市、大野城市、久留
米市、宇美町、志免町
（佐賀県）伊万里市、鳥栖市、武雄市、唐津市
（長崎県）長崎県、長崎市
（宮崎県）宮崎市、都城市
（鹿児島県）鹿児島市、薩摩川内市

○バンキシャ！世界を魅了する日本の技術～「マンホール」って “スゴ面白
い”！！
放送日延期のお知らせ（GKP）
今後の放送日につきましては来週以降となり未定とのことです。

===========================================================================
【参考情報】
◆被災地に交付税４２１億円前倒し

熊本県と１６市町村に配分〈4/21 福井新聞〉

http://www.fukuishimbun.co.jp/nationalnews/CO/politics/1095509.html
◆幹線道路の地下に空洞 105 カ所発見

／ソウル〈4/21

朝鮮日報〉

http://www.chosunonline.com/site/data/html_dir/2016/04/21/2016042101113.html
◆嘉島町へ静岡県職員６人派遣

熊本地震支援物資仕分け要員〈4/20

産経新聞〉

http://www.sankei.com/region/news/160420/rgn1604200012-n1.html
◆トイレ、ごみ…避難所の衛生に不安募る

高齢者は和式に不便も〈4/20

西日本新

聞〉
http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/article/239841
◆＜熊本地震＞１キロ以上続く亀裂

家屋傾き道路陥没も

阿蘇〈4/19 静岡新聞〉

http://www.at-s.com/news/article/social/shizuoka/232188.html
◆熊本地震、県が対策本部〈4/19

読売 ONLINE〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20160418-OYTNT50299.html
◆熊本に簡易トイレ７５０基

県、精神医療チームも派遣〈4/19 東京新聞〉

http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201604/CK2016041902000180.html
◆マンホールカード、岡山「桃太郎」倉敷「フジの花」配布開始へ…楽しんで下水道
ＰＲ〈4/18 産経新聞〉
http://www.sankei.com/west/news/160418/wst1604180023-n1.html
◆バイオガス燃料に発電

具志川浄化センター、ＣＯ２削減〈4/16

琉球新報〉

http://ryukyushimpo.jp/news/entry-258224.html
◆メタン技術普及活動強化

県、コストやＣＯ２削減ＰＲ〈4/15 中日新聞〉

http://www.chunichi.co.jp/article/ishikawa/20160415/CK2016041502000037.html
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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/20151030/
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