。ｏ○。
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
下水道の最新情報をお届けします！

発行日：2020.10.21

下水道機構の『 新技術情報 』 第４２９号
（公財）日本下水道新技術機構 https://www.jiwet.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
。ｏ○。
今週の金曜日は、下水道機構初の試みである Zoom のウェビナーで浸水対策・雨天時浸入
水対策にフォーカスした講習会を開催します。
講習会を配信するサイトと、資料を配付するサイトは異なりますのでご注意ください。
参加者の方には、資料を配付するサイトのご案内をメールで配信いたしましたので、登録
済みでメールが届いていない方はご連絡をお願いいたします。
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第４２９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 月から技術サロンを再開します！
■機構の行事予定
・浸水対策・雨天時浸入水対策に関する WEB セミナーを 10 月 23 日(金)に Zoom によるウェビナ
ーで開催します！
■Tea Break
・今週はお休みです。
■ピックアップ！機構情報
・エンジニアリングリポート
（令和元年度に終了した共同研究の紹介）
・新研究テーマの紹介
（圧送管路に適用するモルタルライニング厚測定装置の開発）
■はしわたし
・今週はありません。
■国からの情報
・10/16 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）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●12 月から技術サロンを再開します！
開催方法は、Zoom によるウェビナーを使用する配信形式を予定しています。
詳しくは、後日お知らせいたします。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
機構の行事予定
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○浸水対策・雨天時浸入水対策に関する WEB セミナーを 10 月 23 日(金)に Zoom によるウェビナ
ーで開催します！
今年度は新型コロナウイルスの影響により、国や下水道機構の取り組み等について、情
報発信できる機会が少なくなっています。そこで新たに、WEB を活用したセミナー（浸水対
策・雨天時浸入水対策）を開催することになりました。
インターネット環境があれば、どこからでも参加出来ますので多数の皆様のご参加をお
待ちしております。
【Zoom ウェビナー】令和 2 年 10 月 23 日（金）13:30～15:30
（会場）Zoom ウェビナー
（定員）先着 500 名
（備考）閲覧にはお申込みが必要です
※プログラム、お申込みはこちら
→https://www.jiwet.or.jp/web-seminar1

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
Tea Break （機構職員の感じるまま）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今週はお休みです。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
ピックアップ！機構情報
（下水道機構情報 PLUS+ Vol.10 No.18 2020.5 の中から記事をご紹介します）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・エンジニアリングリポート
（令和元年度に終了した共同研究の紹介）
本機構では、地方公共団体や民間企業からご相談、ご依頼等を受けて、課題解決のため
の提案等をさせていただいています。
その上で共同研究となった場合は、開発目標、研究フロー、研究スケジュール等を依頼
者と協議し、共同して調査・研究開発等を進めています。なお、調査・研究開発等の進捗
に応じて、適時、学識経験者や実務経験者等で構成する技術委員会等で研究内容の審議を
行うほか、成果報告後においても、必要により、依頼者へのフォローアップを行っていま
す。また、研究成果については、下水道事業実施団体等に広く普及を図っています。
本稿では、令和元年度に終了した共同研究について紹介します。
続きはこちら
→ https://www.jiwet.or.jp/2020-10-21-quarterly1

・新研究テーマの紹介
（圧送管路に適用するモルタルライニング厚測定装置の開発）
近年、老朽化した圧送管路が増加しており、漏水事故や道路陥没事故の発生件数が増加
傾向にあります。このような状況の中、圧送管路（汚泥圧送管、汚水圧送管等）は、点検
口がない等の理由により調査困難な箇所が多く、調査手法を含めた計画的な維持管理手法
の確立が自然流下の管きょに比べ遅れています。過年度の研究から、管内で発生する硫化

水素に起因した不具合発生件数の過半数をダクタイル鋳鉄管（内面モルタルライニング）
が占めるとともに、供用開始から不具合発生までの期間も短いことが分かっており、重要
な調査対象と考えられています。
続きはこちら
→ https://www.jiwet.or.jp/2020-10-21-quarterly2

※PDF を開けない方は以下の URL から該当する記事を右クリックし「対象をファイルに保
存」した後に、保存したファイルを直接開いてください。
→ https://www.jiwet.or.jp/newsletter18
下水道機構情報 Vol.15 No.31 2020.8（最新刊）
https://www.jiwet.or.jp/quarterly31
WEB 版機関誌下水道機構情報 Plus＋ 18 号（最新刊）はこちら
https://www.jiwet.or.jp/newsletter18
下水道機構情報はこちら
https://www.jiwet.or.jp/quarterly0
ニューズレターはこちらから
https://www.jiwet.or.jp/newsletter0
審査証明技術全体はこちら
https://www.jiwet.or.jp/examination0

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
はしわたし （みなさまの情報交流の場です）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今回は 10 月 1 日付の人事異動による新職員の紹介です！
→ https://www.jiwet.or.jp/hashiwatashi2020-10-12

＼(^-^)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。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
国からの情報
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
↓ここからは、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（2020.10.16 の情報です）
配信元：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 山縣弘樹
令和元年東日本台風から 1 年が経過しました。各地で、下水処理場やポンプ場等の
機能停止、内水浸水被害が発生したのがまだ記憶に新しいところです。
犠牲者のご冥福を心よりお祈り申し上げるとともに、災害復旧に携わられている方々
のご尽力に感謝申し上げます。

コロナ禍ではありますが、各地方公共団体の皆様におかれては、益々緊急性を増す
浸水対策、地震対策などの強靭化対策について、3 か年緊急対策の早期完了とともに、
今後の必要な対策の前倒し実施に向けて、ご検討をよろしくお願いいたします。
今回より、ホットインフォメーションは月曜日に送信させていただきます。
引き続きご愛読いただけますようよろしくお願いいたします。
★★★★★ 今週のヘッドライン ☆☆☆☆☆
○ インフラの計画的な維持管理・更新に係る取組を進めています！
～国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）のフォローアップ結果を公表～
（国土交通省）
○ 三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 実施方針（案）及び
要求水準書（案）の公表（神奈川県三浦市）
○ Go!Clean!新キャラクターと考える「生活排水」展（栃木県茂木町）
○ 令和 2 年度下水道管路管理セミナーの開催（
（公社）日本下水道管路管理業協会）
○ 「東京湾大感謝祭 2020」に出展します
～東京湾再生における下水道の役割を広く来場者にアピールします～
（下水道広報プラットホーム）
○ 伊香保散水ろ床・生物膜処理技術シンポジウム開催のお知らせ
（群馬高等専門学校）
===========================================================================
○ インフラの計画的な維持管理・更新に係る取組を進めています！
～国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）のフォローアップ結果を公表～
（国土交通省）
国土交通省では、インフラ長寿命化計画（行動計画)※１に基づき、
インフラの計画的な維持管理・更新に取り組んでいます。この度、令和元年度末
（令和２年３月末時点）における国土交通省の取組状況をとりまとめました。
具体的には、下水道を含む各インフラについて、点検の実施と修繕、
基準類の整備、情報基盤の整備と活用、個別施設計画の策定、
維持管理・更新等に係るコストの算定、新技術の開発・導入の状況が
整理されています。
※１ 国土交通省が管理・所管するインフラの維持管理・更新等を着実に推進する
ための中長期的な取組の方向性を明らかにする計画。
(計画期間：平成 26 年度～令和２年度)
（報道発表）
https://www.mlit.go.jp/report/press/sogo21_hh_000143.html

○ 三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業 実施方針（案）及び
要求水準書（案）の公表（神奈川県三浦市）
三浦市公共下水道（東部処理区）運営事業について、本市が考えている

スキームのうち、主な考え方を整理し、実施方針（案）として公表します。
あわせて要求水準書（案）についても公表し、民間事業者等から幅広い
意見・質問を受付けます。
また、本事業の参考資料の閲覧申込みを受付けします。
（詳細）
http://www.city.miura.kanagawa.jp/mizukankyou/concession-kohyo.html

○ Go!Clean!新キャラクターと考える「生活排水」展（栃木県茂木町）
茂木町では、町独自の下水道広報「AISAS®」に令和 2 年から取り組み始め、
まず”下水道”
”排水”という言葉の時点で興味が湧かない方々、特に統計調査で
関心の薄いとされる１５歳～４０歳代をターゲットにしたキャラクターを個性豊かに
職員が仕上げました。
【設備擬人化】
・Ｇ水マン（じーすいまん）
・たんどくん
・AI（あい）
・JOKER（じょーかー）
・くみえもん
【自然界擬人化】
・那珂川さま（なかがわさま）
・みずすまし君

＜公共下水道のヒーロー＞
＜単独処理浄化槽のロボット＞
＜旧型合併処理浄化槽の人造女神＞
＜新型合併処理浄化槽の人造女神＞
＜日本の環境衛生の最古の守り手＞
＜清流那珂川の権化＞
＜下水道キャラクター第１号（茂木町）＞

本来であれば今の時期、下水道いろいろコンクール作品展を行いますが、
新型コロナウイルスの影響で作品募集は断念。別企画を考えることになりました。
それが今回の新キャラクターと考える「生活排水」展です。
擬人化したキャラクター達をとおして原点である水。川や海に想いを馳せてもらう。
日頃から私たちが排出する汚水を一身に受け止め、２４時間３６５日人々のために
地中で戦い続ける設備たちを労わってもらいたい、そんな想いから企画しました。
・日時：令和２年１０月１０日（土）～１０月２２日（木）９：００～１７：００
・場所：ふみの森もてぎ ギャラリーふくろう
（栃木県芳賀郡茂木町大字茂木１７２０番地１）
（詳細）
https://www.town.motegi.tochigi.jp/motegi/nextpage.php?cd=6021&syurui=2

○ 令和 2 年度下水道管路管理セミナーの開催
（
（公社）日本下水道管路管理業協会）
当協会では、以下のとおりセミナーを開催します。
多くの方にご参加いただければと思います。
◆令和 2 年度下水道管路管理セミナー
今年のテーマは、
「近年の豪雨対策」 についてです。
・日 時：令和 2 年 11 月 18 日（水）13:30～16:20（13 時 00 分開場）
・会 場：東京証券会館 8 階ホール （東京都中央区日本橋茅場町 1‐5‐8）
・講師は、山梨大学、国土交通省、東京都、名古屋市、福岡市の方々です。
詳細→ https://www.jascoma.com/event/year/2020/20201118/index.html

○ 「東京湾大感謝祭 2020」に出展します
～東京湾再生における下水道の役割を広く来場者にアピールします～
（下水道広報プラットホーム）
下水道広報プラットホーム（GKP）は、下水道広報の一環として 2020 年 10 月 1 日（木）
から 31 日（日）までオンラインで開催される東京湾大感謝祭 2020 に
「東京 WONDER 下水道 2020」を公開し、下水道の役割や東京湾再生における
下水道の働きなどをご紹介いたします。
（アーカイブは 2021 年 9 月 30 日まで公開）
2016 年に初出展し、今回で 5 回目となる「東京 WONDER 下水道」は、
新型コロナウイルス感染拡大防止と皆様の安全・健康を守るため、
オンライン開催になりました。オンラインにて東京湾再生における下水道の役割や
取組をご紹介いたしますので、ご案内申し上げます。昨年は横浜赤レンガ倉庫前広場で
開催され、大勢の市民の方にご来場いただき、来場者からは、
「下水道って大事だと
いうことが改めてわかった」などと感想をいただきました。
本年度は、オンラインとなりましたが、下水道は休むことなく働き続けていることや
東京湾再生における下水道の役割を広く来場者にアピールしたいと考えております。
「東京 WONDER 下水道 2020」では、水循環の中での下水道の役割と大切さを
パネルや動画を通じて紹介してまいります。動画では、ミス日本「水の天使」
中村真優さんが下水道の役割を下水道博士にインタビューしております。
「東京 WONDER 下水道 2020」オンライン概要
・日時：2020 年 10 月 1 日（木）～31 日（日）
・会場：URL https://tokyobayfes.jp/online-exhibition/gkp/
「東京 WONDER 下水道」の特設ページは、10/12 に開設しました。
・主催：東京 WONDER 下水道実行委員会
・協力：国土交通省、横浜市、埼玉県、東京都、神奈川県、千葉県、千葉市、
さいたま市、川崎市、横須賀市
・協賛：
（株）極東技工コンサルタント、三機工業(株)、JFE エンジニアリング(株)、
東亜グラウト工業（株）
、月島機械(株)、(株)日水コン、
（一社）日本グラウンドマンホール工業会、日之出水道機器（株）
、
(株)フソウ、前澤工業(株)、(株)明電舎、メタウォーター(株)
・企画：下水道広報プラットホーム(GKP)

○ 伊香保散水ろ床・生物膜処理技術シンポジウム開催のお知らせ
（群馬高等専門学校）
散水ろ床法は、わが国最初の下水処理技術として大正 11 年に東京都
三河島処理場で採用され、一時は全国 40 数ヶ所で採用されましたが、
現在は渋川市伊香保温泉の物聞沢・湯沢の 2 処理場のみとなっています。
しかし近年、散水ろ床法や回転円板法等、生物膜法の特長が見直され、
技術開発により海外への輸出が実現し、技術の保存に向け土木遺産への
選定も提案されています。
そこで、生物膜法に関わってきた研究者が一堂に会し最新の技術発表を
行うとともに、驚異的な省エネ性を実現している物聞沢処理場や回転円板法
の榛名湖処理場を見学します。また市民の参加を呼びかけ下水道に対する
理解を深めていただきます。
1．主催 群馬高等専門学校（環境都市工学科特命教授 青井透）
共催 日本水環境学会、土木学会
2．開催日程 令和 2 年 11 月 19 日（木）
・20 日（金）の 2 日間

3．開催場所 伊香保温泉千明仁泉亭（渋川市伊香保町伊香保 45）
4．プログラム
⚫ 1 日目（11 月 19 日（木）
）
12：30 JR 渋川駅 または 13：00 伊香保温泉千明仁泉亭集合
13：00‐15：00 バスで物聞沢処理場（散水ろ床法）
・榛名湖処理場
（回転円板法）を見学
15：30‐18：30 シンポジウム 司会：群馬大学准教授 伊藤司
・散水ろ床法と回転円板法の特徴と適用の歴史 中央大学教授 渡辺義公
・散水ろ床法の歴史と最新技術 DHS 法開発普及の工夫
長岡技科大学学長補佐 山
口隆司
・伊香保物聞沢水質管理センターの特徴と更新工事 日本下水道事業団 白石勤
・土木学会選奨土木遺産と群馬の施設群 渋川市環境審議会会長 佐藤孝史
・特別講演：選奨土木遺産制度とこれからのまちづくり
足利大学工学部准教授・
土木学会関東支部選奨土木遺産選定委員会委員長 福島二朗
・総合討論
⚫ 2 日目（11 月 20 日（金）
）
9：30‐12：00 シンポジウム 司会：長岡技科大学准教授 幡本将史
・伊香保温泉物聞沢散水ろ床と榛名湖回転円板の生物相と地域振興策
群馬高専 青井透
・バチルス共生メッシュ型回転ろ床の特徴 長岡技科大学 渕上俊二
・DHS 法の国内外普及状況と特徴 長岡技科大学准教授 幡本将史
・バチルス共生メッシュ型回転ろ床のし尿・下水処理への応用
群馬大学准教授 伊藤司
・下水管内での水質浄化への挑戦 東京大学教授 佐藤弘泰
・総合討論
5．参加申込み
群馬高専 青井透（Tel 090-4023-8328 へ）電話＆FAX 027-254-9271
6．参加費 2000 円、但し渋川市民は無料。
宿泊の場合：千明仁泉亭 約 12000 円（徳富蘆花ゆかりの宿で 1502 年創業）
7．定員 50 名（宿泊 30 名）
、申込締切 11 月 13 日（金）
。宿泊は 11 月 6 日（金）まで。
===========================================================================
【参考情報】
◆ ３次補正、通常国会提出へ 雇用など追加経済対策―政府・与党
<10/13 時事通信>
https://www.jiji.com/jc/article?k=2020101300796&g=pol
◆ 《教訓を、より確かに》令和元年東日本台風 須賀川市に県内最大規模の
雨水貯留施設を【福島発】<10/11 福島テレビ>
https://news.yahoo.co.jp/articles/f8efee86be04cc039235903ea89c325af6f7664b
◆ 丸森町、中心部の排水強化に着手 冠水への住民不安なお拭えず
<10/11 河北新報>
https://www.kahoku.co.jp/tohokunews/202010/20201011_13007.html
◆ 仙台の被災道路の９割が復旧 水害回避へ抜本的な対策求める住民
<10/15 河北新報>
https://news.yahoo.co.jp/articles/f4c5949b54e6e7eca884e95b20963350478052b1
◆ 【現場から、台風１９号のその後】脅威増す「内水氾濫」 被害防ぐために
<10/15 TBS 系（JNN）>

https://news.yahoo.co.jp/articles/28c8a3c33fecdbd228fd6c2e612bc5801f053faa
◆ 去年の台風による浸水調査結果まとめ対策へ 東京 狛江
<10/15 NHK ニュース>
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20201015/k10012663891000.html
◆ 渋谷駅の地下に巨大貯留施設/3 分で土のうに早変わり
<10/10 テレビ朝日系（ANN）>
https://news.yahoo.co.jp/articles/7d8fb76cdb3374115cf59bae9a6a99d679f69859
◆ 産学官連携でインフラ維持を自治体に呼びかけ 秋田<10/15 秋田テレビ>
https://news.yahoo.co.jp/articles/562dca500cbf426601f443750766325e4341b29d
◆ 下水道施設、省エネへ改良 微生物の活性化、電力は２割減 東京都
<10/15 朝日新聞>
https://www.asahi.com/articles/DA3S14659523.html?iref=sp_ss_date
◆ 豊橋市・JFE エンジら、地域新電力を設立 再エネ 100％へ地産地消推進
<10/15 環境ビジネスオンライン>
https://www.kankyo-business.jp/news/026316.php
◆ ＜新型コロナ＞下水で感染把握 金沢大准教授、船橋市と協定 予兆や傾向分析
<10/13 東京新聞 TOKYO Web>
https://www.tokyo-np.co.jp/article/61465
◆ びわ湖北湖で酸欠状態広がる <10/10 BBC びわ湖放送>
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20201010-00010000-bbcbiwakov-l25
◆ 【Hamamatsu ORI-Project】冠水エリア予測システム実証実験を開始 浜松市
<10/15 PRTIMES>
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000059.000049248.html
◆ 積水化学、東松山で防災力高めたまちづくり
<10/15 最新不動産ニュースサイト R.E.port>
https://www.re-port.net/article/news/0000063733/
◆ 「脱水ケーキは香りが立つ前に焼く」→語感はなんだか美味しそう？
でも実態は…＜おもしろ業界用語・水道設備編＞ <10/10 まいどなニュース>
https://news.yahoo.co.jp/articles/b47504226de2a3a40ebbab567292990e5a950914
◆ ホーチミン：冠水多発のトゥードゥック区、下水道改修に着手
<VIETJO ベトナムニュース>
https://www.viet-jo.com/m/news/social/201009194700.html
◆ 水インフラ企業だからできる社会貢献 ドキドキすること、はじめよう
日水コン水インフラ財団 野村喜一理事長に聞く <Web ジャーナル Mizu Design>
https://mizudesignjournal.com/infra/2413.html
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