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

下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2016．12．19

下水道機構の『 新技術情報 』

（公財）日本下水道新技術機構

第２６４号

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

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

週末は、山梨県勝沼町の小さなワイナリーを見学させていただきました。赤、白、
甘口、辛口の違いや発酵、醸造について分かりやすく解説いただき、楽しいバイオマ
ス教室となりました。もちろん試飲もしましたよん。私のオススメは、甲州種の樽発
酵。樽の香りがなんとも言えません。お試しあれ♪
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第２６４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
・1/12(木)の技術サロンは、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 岩崎宏和氏をお迎えして開催します！

■機構の動き
・今週は、12/19(月)に第 2 審査証明委員会を、12/20(火)に第 5 審査証明委員会を開
催します

■Tea

Break

・休日の過ごし方（研究第二部 S.B さんからの投稿です）

■まる子のゆいまーる♪
・今回のゆいまーるは、沖縄県下水道 BCP 作成に関する共同研究についてお届けしま
す

■国からの情報
・12/16 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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●1/12(木)の技術サロンは、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 岩崎宏和氏をお迎えして開催します！
『平成２９年度下水道事業予算等について』をテーマに、来年度の下水道に関
わる予算概要や事業制度などについてお話いただく予定をしております。
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
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機構の動き

（機構の行事予定です）
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●日 時：平成 28 年 12 月 19 日(月)

13：30～17：30

行 事：平成 28 年度第 3 回第 2 審査証明委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

案 件：(1) 平成 28 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

●日 時：平成 28 年 12 月 20 日(火)

10：30～16：30

行 事：平成 28 年度第 3 回第 5 審査証明委員会
場 所：機構 8 階

特別会議室

案 件：(1) 平成 28 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 29 年 1 月 12 日(木)

13:00～17:00

行 事：沖縄県下水道 BCP 作成に関する共同研究

下水道 BCP 図上訓練

場 所：沖縄産業支援センター大ホール
参加団体：沖縄県、県内 26 自治体
内 容：下水道 BCP 図上訓練、 訓練の振り返り、訓練の講評等

○平成 29 年 1 月 12 日(木)

17:00～18:00

行 事：第 355 回技術サロン
場 所：機構 8 階

中会議室

ゲスト：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

氏

テーマ：「平成 29 年度下水道事業予算等について」
※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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●休日の過ごし方（研究第二部 S.B さんからの投稿です）

ここ１ヶ月の休日の過ごし方は、ズバリ「挑戦」であった。
まずは、今年初エントリーした「技術士口頭試験の受験」である。事前準備として
約１か月間、帰宅後や休日の図書館で、衰えの激しい脳みそに情報を叩き込んだ。当
日は、試験会場の建物構造が複雑なため、迷いながら試験室へ息を切らして飛び込ん
だものの、ある程度冷静に対応できたと思う。３月の結果発表が楽しみである。
次に、毎年恒例の「サックス演奏会」である。今年は、Gerald Albright の代表
曲“Walker’s

Theme”に挑戦した。陽気な曲調が好きな方には、是非お奨めしたい。

帰宅後のカラオケボックスや休日の公民館へ通い練習に励んだが、本番の演奏はイマ
イチの結果であった。改めて、生バンドとの合奏の難しさを感じ、更なる修行の必要
性を感じた。
この週末は、久々に子供に時間を割いて、近所の公園でサッカーや凧揚げを楽しみ
ました。おしまい。
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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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●今回のゆいまーるは、沖縄県下水道 BCP 作成に関する共同研究についてお届けしま
す→

http://www.jiwet.or.jp/publicity/yuimaru/2016-12-19

*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*/*
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（2016.12.16 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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
手作りな感じがユルくて良い、と一部で人気の京都府の家庭向け雨水タンク（通称
マイクロ呑龍）の広報動画ですが、
「設置編」として動画第２弾が製作されたというこ

とですので、紹介します。実際に設置したのは、府の担当課長宅ということで、雨樋
にノコギリを入れたのも本人だそうです。
■YouTube
https://youtu.be/p0mY2GuTdIc
■ネット TV 京都府
http://www.pref.kyoto.jp/net_tv/cm/88.html
※本省では動画閲覧不可

前回のホットインフォメーションは、中途半端な状態で送信してしまい大変失礼し
ました。三つめの段落を以下のように訂正させていただきます。この背景には、財務
省の審議会である財政制度等審議会の財政制度分科会（10 月 20 日開催）において、
「既
設施設への包括的民間委託の導入はもとより、一定規模の自治体について、施設の改
築に際してコンセッションの検討を財政支援の要件とするとともに、汚泥有効利用施
設の新設にあたってはＰＦＩ等の導入を原則とするなど抜本的な対策が必要。
」と指摘
されたことと、秋の年次公開検証（大阪レビュー）のとりまとめにおいて「広域化が
進んでいない自治体における上下水道の処理施設・浄水施設の改築に対する補助等に
ついては、広域化の検討を行うことを要件とすべきである。」とされたことと関連があ
ります。
http://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/subof_fiscal_system/proceedings/material/zaiseia281020/01.pdf
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gyoukaku/H27_review/H28_fall_open_review/tm/tm12.
pdf

★★★★★

今週のラインナップ

☆☆☆☆☆

○「キャプテン・ゲスイの宝物（たからもの）」下水道パンフレットを発刊！（国土交
通省）
○浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業の提案書類の提出について（浜
松市）

===========================================================================
○「キャプテン・ゲスイの宝物（たからもの）」下水道パンフレットを発刊！（国土交
通省）
国土交通省では、小学生向けの下水道パンフレットとして、
「キャプテン・ゲスイの
宝物」を発刊いたしました。特に下水道資源の有効利用の取り組みにフォーカスをあ
てた内容となっております。
（以下、掲載ページです。）
http://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage_tk_000486.html

学校の授業や社会科見学、イベント等で自由に活用ください。また、本パンフレッ
トを一部改変し、地方公共団体や民間企業の取組等を掲載したものを独自に作成いた
だくことは可能ですので、国土交通省までご連絡ください。

お問合せ等は、国土交通省下水道企画課の峯、三輪までお願いいたします。
TEL: 03-5253-8427
MAIL:
mine-k82ac@mlit.go.jp

miwa-k24q@mlit.go.jp

○浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業の提案書類の提出について（浜
松市）
浜松市・西遠処理区におけるコンセッション事業について、平成 30 年 4 月からの事
業開始に向けて、事業者からの提案書類の受付を 12 月 5 日まで行い、参加資格がある
とされた者より提案書類の提出がありましたので、その旨市のホームページに公表し
ました。
今後提案書類を審査のうえ、来年 3 月に優先交渉権者を選定し、平成 30 年 4 月より
事業を開始する予定です。

・発表資料 https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidows/gesui/seien/documents/20161215koubojoukyou.pdf
・浜松市公共下水道終末処理場（西遠処理区）運営事業について
https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/suidow-s/gesui/seien/pfi.html

===========================================================================
【参考情報】
◆予算案閣議決定「２２日」に…麻生財務相が表明〈12/9 読売新聞〉
http://www.yomiuri.co.jp/politics/20161209-OYT1T50079.html
◆クローズアップ現代＋

都市陥没～広がる地下クライシス～〈12/15

NHK〉

https://www.nhk.or.jp/gendai/articles/3909/1.html
◆豊洲地下の排水開始〈12/14

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/tokyo23/news/20161214-OYTNT50008.html
◆豊洲市場、地下たまり水の排水開始

３カ月かかる見通し〈12/13 朝日新聞〉

http://www.asahi.com/articles/ASJDF5CQJJDFUTIL033.html
◆「下水道施設の活用第一」

し尿広域処理問題で市長―熱海市議会〈12/9

聞〉
http://izu-np.co.jp/atami/news/20161209iz2000000012000c.html
◆「下水道に親しみ持って」〈12/9 タウンニュース〉
http://www.townnews.co.jp/0404/2016/12/09/361351.html
◆松阪市

マンホールカードを無料配布〈12/9

読売新聞〉

http://www.yomiuri.co.jp/local/mie/news/20161209-OYTNT50002.html

伊豆新
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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

○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/20161031/
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