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

下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2016．8．29

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２４８号

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

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

今週もまた台風の襲来です。台風 10 号は大型で非常に強い勢力を保ったまま北日本、
関東に上陸のおそれがあるとのこと。台風の影響を受ける地域の方は、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２４８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
・「ストキャスティック手法を用いた雨天時浸入水対策マニュアル」の共同研究者を募
集しています！
・8/24(水)に「沖縄県下水道 BCP 作成に関する共同研究」第 1 回勉強会を開催しました

■機構の動き
・今週は、行事はありません

■Tea

Break

・激しい雨（研究第二部

片桐担当部長からの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・本日のゆいまーるは、まる子の夏休み in 台湾をお届けします(^^♪

■国からの情報
・8/26 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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●「ストキャスティック手法を用いた雨天時浸入水対策マニュアル」の共同研究者を
募集中！
研究第二部では、民間企業との共同研究の公募を開始しました。

募集テーマは、
「ストキャスティック手法を用いた雨天時浸入水対策マニュアル」で
す。公募締め切りは平成 28 年 9 月 21 日（水）です。
詳細については、下記をご確認ください。
応募を希望する場合は、応募様式に必要事項を記述の上、担当者までメールか FAX
でご連絡ください。

※詳細については、こちら
http://www.jiwet.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2016/08/0b0ef937789627abcf81c00fd735ec66.pdf

※応募様式はこちら
http://www.jiwet.or.jp/wp/wpcontent/uploads/2016/08/18b55d77330040ee28b6d2e055e13fb2.doc

●8/24(水)に「沖縄県下水道 BCP 作成に関する共同研究」第 1 回勉強会を開催しまし
た
本共同研究は、沖縄県及び県内の下水道関係全 26 市町村と共同で、大規模な地震や
津波の被害を想定した下水道 BCP の作成をワーキング（全 2 回）
・勉強会（全 3 回）形
式で行うと共に、ロールプレイング方式での図上訓練を行い、広域的で実行性のある
下水道 BCP にしていくものです。これまで、ワーキングを実施して、各自治体等下水
道関係者の地震対策等に関する情報や意識の共有を図ってきました。
今回の第 1 回勉強会では、過去の地震災害における事例等の紹介や機構による下水
道 BCP 作成の考え方などの説明を行いました。今後の勉強会を通して、沖縄県におけ
る下水道 BCP 作成に関する考え方を整理し、県内自治体等が連携した下水道 BCP を作
成していく予定です。
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機構の動き

（機構の行事予定です）
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○平成 28 年 9 月 8 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 351 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：国土交通省 国土技術政策総合研究所
下水道研究部 下水道研究官

岡本

テーマ：「下水道技術ビジョンの進化

誠一郎氏
－その目指すところ－」

※お申込みはこちら
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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●激しい雨（研究第二部

片桐担当部長からの投稿です）

地上に降った雨は、低いところ低いところへと流れるため、土地の地盤高が低いと
ころでは、降った量の数倍もの水がたまり流れるおそれがあります。いつもは 10cm、
20cm 程度の流れの水路が大雨で急激に増水し、荒れ狂ったように流れるのはこのため
で、都市部では低い道路に水が集まり、川のようになって流れます。流れのある場合、
水位がひざの高さを超えると溺れる人も出てくるといわれ、腰まで水位があるような
場合には、水の中を歩くのは困難と思われます。
このため、浸水や洪水で家の周辺に水が押し寄せ、床上に迫るようなときは、あわ
てて避難せずに救援を呼ぶか救援を待つことも大切です。洪水のときは水がにごり、
ゴミ、破損物なども一緒に流れてきます。さらに、都市部ではマンホールの蓋が開き、
危険な落とし穴になることもあります。現代は車社会ですから、道路に放置された車
や冠水した道路で走行不能になった車をしばしば見受けます。都市部では、一時的に
強い雨、いわゆるゲリラ豪雨が降ってもガード下等の低い場所は冠水します。冠水し
た道路があれば、遠回りになろうとも、冠水道路を避けるか、危険な場所に車で逃げ
るのではなく、なるべく高い場所へ車両を移動するのが基本でしょう。
気象庁から発表される注意・警報等の防災情報では、「強い雨」
、「激しい雨」
、
「猛烈
な雨」などの表現が出てきます。感覚的な用語ですが、雨の強さに量的な目安を設け
て「雨の強さと降り方」の一覧表を示しており、傘をさしていてもぬれる、ワイパー
を速くしても見づらい、道路が川のようになる、傘は全く役に立たなくなる、水しぶ
きであたり一面が白くなり視界が悪くなる等。
この季節は、台風の襲来があり、大雨が予想されるときには、警戒を怠りなく、事
前に取れる最善の回避・対応策を考慮したいものです。不幸にして大雨に遭遇したと
きは、自分を取り巻く環境をよく見て、可能な場合は避難を、あるいは身の回りの場
所でより安全と思われる場所に移動してください。自分は自分で守る意識の醸成が大
切です。
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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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●本日のゆいまーるは、まる子の夏休み in 台湾をお届けします(^^♪
http://www.jiwet.or.jp/publicity/yuimaru/2016-8-29

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2016.8.26 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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
先日、
「全日本中学生水の作文コンクール」の受賞作品が本省１階ロビーに展示され
ており、ざっと見てみましたが、水資源の観点の作文が多い中、経済産業大臣賞受賞
の作品については、下水道に言及されていましたので、下水道関係者の皆様には是非
読んでいただきたいと思います。
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/mizsei/tochimizushigen_mizsei_tk1_000010.html
の下の方に受賞作品へのリンクがあります。
予算についてですが、補正は 24 日に閣議決定され、国交省の全体額が公表されまし
た（下記の記事参照）
。H29 予算については、8 月末の概算要求の提出期限に向け、い
よいよ大詰めという状況になっております。
これまで何度か紹介した広島市のポスターですが、市のホームページにアップされ
たとの情報を頂きました。好評のようですが、私もすばらしいセンスだと思います。
http://www.city.hiroshima.lg.jp/www/contents/1471328203603/index.html

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○平成 28 年度国土交通省関係補正予算の概要について（下水道事業課）
○2016 年度 技術講習会のご案内（（公社）日本推進技術協会）

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

○平成 28 年度国土交通省関係補正予算の概要について（下水道事業課）
平成 28 年度第２次補正予算については、8/24 に閣議決定され、下記のとおり公表さ
れています。下水道事業の関係は、社会資本整備総合交付金と防災・安全交付金の内
数となっております。
http://www.mlit.go.jp/report/press/kanbo05_hh_000140.html

○2016 年度 技術講習会のご案内（（公社）日本推進技術協会）
公益社団法人

日本推進技術協会では、毎年推進工法の今日的技術課題に関する技

術情報を正しくご理解いただくための講習会を実施しております。
本年度の「技術講習会」では、推進工事の発注担当者、設計担当者、施工担当者の

方々を対象に、
「超大口径管推進工法の基本的構成と施工事例から見る多様な用途」
、
「推進施工トラブルに起因する設計変更協議の第一歩は約款第 20 条「工事一時中止指
示」から」、
「小口径管推進工事の施工トラブル例とその対策」の３テーマを選定し解
説することに致しました。
また、本講習会は、全国土木施工管理技士会連合会および土木学会の継続学習制度
（CPDS）のプログラムとして認定されています。
開催場所・日時は、札幌（11 月 15 日）
、仙台（11 月 22 日）、東京（10 月 25 日）
、名
古屋（11 月 18 日）
、金沢（10 月 28 日）
、大阪（11 月 11 日）
、広島（11 月 2 日）
、四国
（11 月 8 日）、福岡（11 月 25 日）で、いずれも 10 時から 16 時までになります。
詳しいご案内・申込方法については、

http://www.suisinkyo.or.jp/

をご参照ください。

===========================================================================
【参考情報】
◆より早く正確に雨量情報

国交省のＭＰレーダー、防災対策貢献に期待〈8/25

毎

日新聞〉
http://mainichi.jp/articles/20160825/ddm/016/040/007000c
◆猛烈な雨でマンホールから水噴き出す 視聴者が撮影〈8/22

TBS Newsi〉

http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye2851034.html
◆台風９号で国道に被害 復旧作業急ぐ 埼玉・川越〈8/23

NHK〉

http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160823/k10010650471000.html
◆＜台風９号＞入間で橋流される

雨でテレビ聞こえず…道路から水噴出〈8/23

埼

玉新聞〉
http://www.saitama-np.co.jp/news/2016/08/24/04.html
◆新たな埋蔵エネルギー“下水発電”の可能性〈8/21

ニュースイッチ〉

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160821-00010005-newswitch-ind
◆下水汚泥を使う CO2 フリー水素製造、ガイドライン策定へ〈8/19

スマートジャパ

ン〉
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160819-00000012-biz_it_sj-bus_all
◆マンホール蓋に姫路城〈8/19 読売新聞〉
http://www.yomiuri.co.jp/local/hyogo/news/20160818-OYTNT50149.html
◆大気不安定、ゲリラ豪雨

佐倉９８ミリ、千葉県内各地で浸水被害〈8/25

千葉日

報〉
http://www.chibanippo.co.jp/news/national/346429
◆「建て御柱」デザインのマンホールカードいかが

クリーンレイク諏訪が配布〈8/25

信濃毎日新聞〉
http://www.shinmai.co.jp/news/nagano/20160825/KT160823SJI090022000.php
◆小平版マンホールカード

市４０００枚作製〈8/25

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyotama/news/20160824-OYTNT50265.html
◆足利市作製マンホールカード人気です

今月から配布２０００枚用意〈8/24 東京

新聞〉
http://www.tokyo-np.co.jp/article/tochigi/list/201608/CK2016082402000163.html

◆ドローンで下水道点検

横浜市、企業、大学〈8/24

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/kanagawa/news/20160823-OYTNT50281.html
◆汚泥から水素

製造法調査

産業化促進へ〈8/21 河北新報〉

http://www.kahoku.co.jp/tohokunews/201608/20160821_13013.html
◆農業への下水活用学ぶ

九州の自治体職員ら研修〈8/20 佐賀新聞〉

http://www.saga-s.co.jp/news/saga/10105/346732
◆「汚泥から水素」に大臣賞
料電池車用 [福岡県]〈8/20

福岡市など産学官プロジェクト

下水処理で抽出、燃

西日本新聞〉

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/f_toshiken/article/268308
◆排水路工事で不正の職員を告訴〈8/25

BBC ニュース〉

http://www.bbc-tv.co.jp/houdou/news/news_detile3.php?newsid=28585
◆下水道負担金５５００万円徴収できず
た」
〈8/22

熊本市「時効が成立して請求できなくなっ

産経〉

http://www.sankei.com/west/news/160822/wst1608220064-n1.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

○メルマガ配信停止はこちらから
→

http://www.jiwet.or.jp/member-mag-unsubscribe

○ニューズレターはこちらから
→

http://www.jiwet.or.jp/newsletter/20160531/
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