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

発行日：2021. 2.22

下水道機構の『 新技術情報 』 第４４４号
（公財）日本下水道新技術機構 https://www.jiwet.or.jp/
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
。ｏ○。
本日、2 月 22 日は猫の日です！
1987 年に現ペットフード協会が制定しました。
「猫の日」は全国の愛猫家から日付けを公募して選定されたそうです。
約 9,000 通の応募の中で約 3 割を占めた「2」が 3 つで「ニャンニャンニャン」と猫の鳴き
声になる 2 月 22 日に決定したそうです。
賃貸の契約から猫様を飼いたくても飼えないので、コロナが終息したらネコカフェにい
ってネコまみれになってこようと思います！
それでは機構メールマガジン『新技術情報』第４４４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
・第 393 回技術サロンを令和 3 年 3 月 11 日（木）に Zoom ウェビナーで開催します！
■機構の行事予定
・今週はありません。
■Tea Break
・男だろ！！
(M リーグ LOVE さんからの投稿です）
■ピックアップ！機構情報
・中期事業計画の取り組み
（WEB を活用した普及・研修啓発）
■はしわたし
・今週はありません。
■国からの情報
・2/22 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）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
○第 393 回技術サロンを開催します！
日 時：令和 3 年 3 月 11 日(木) 16:00～17:00
場 所：Zoom ウェビナー
講演者：株式会社クリンパートナーズ須崎 企画管理部長兼調査計画部長 高井 敦紀氏
テーマ：須崎市公共下水道施設運営事業における業務概要

※詳細及び参加申し込みはこちら
https://www.jiwet.or.jp/salon393

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
機構の行事予定
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●今週はありません。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
Tea Break （機構職員の感じるまま）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●「男だろ！！」
「男だろ！」
”家の中でゴキブリを見つけたにもかかわらず、駆除できずに、逃げまわっている彼氏
の姿を見た彼女の一言”を思い浮かべる方が多いのではないか？（・・・たぶん）
「箱根駅伝」にて、今年優勝した駒澤大学名将大八木監督の一言である。大八木監督の
一言で勇気をももらったランナーは、ラストスパートにより残り 1.2km で奇跡の逆転を成
し遂げたことは記憶に新しい。
その時点で最も有効な言葉のチョイスと大八木監督の気持ちがこもった発声が選手の心
を揺さぶった結果であるが、
”言葉の力”で気持ちを立て直し、一瞬で自分のパワーを取
り戻すことができた選手自身の能力も称賛に値する場面であった。
私も機構卒業まで残り 1 ケ月となった。誰からの檄はないものの、全ての仕事をやり遂
げ、最高の形でゴールできるように、日々”男だろ！！気合いだ！！”と心で叫びなが
ら、キーボードを必死に叩く今日この頃である。

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━。ｏ○。
ピックアップ！機構情報
（下水道機構情報 PLUS+ Vol.10 No.19 2020.10 の中から記事をご紹介します）
。ｏ○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
・中期事業計画の取り組み
（WEB を活用した普及・研修啓発発）
本機構では、下水道事業における様々な課題を解決し社会に貢献するために、調査研究
や技術審査の成果等の普及・研修啓発を実施しています。
特に本機構が地方公共団体や民間企業と共同研究した新技術等の成果については、
「新
技術研究発表会」で紹介・普及促進し、民間企業との共同研究で取りまとめた技術マニュ
アルや技術資料については、内容をより理解していただくために「技術マニュアル活用講
習会」で詳細に説明しています。
しかしながら、本年度は新型コロナウイルス感染症の拡大防止を図るため、大人数を招
く活動を控えていることから、WEB を活用して「新技術研究発表会」と「マニュアル活用
講習会」を７月に実施しました。
続きはこちら
→ https://www.jiwet.or.jp/2021-02-22-quarterly1

※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/newsletter19

WEB 版機関誌下水道機構情報 Plus＋ 19 号（最新刊）はこちら
https://www.jiwet.or.jp/newsletter19
下水道機構情報 Vol.16 No.32 2021.1（最新刊）
https://www.jiwet.or.jp/quarterly32
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○。━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
＼(^-^)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（2021. 2.22 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
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
今週は、国土交通省より、
「雨水利用に関する自治体職員セミナー」のご案内が
あります。雨水利用に留まらず、流域治水、グリーンインフラなど、最新の情報が
満載ですので、自治体職員の方は、WEB でぜひご参加いただければ幸いです。
また、川崎市さん、山形県さんからも情報提供をいただいていますので
どうぞご覧ください。

★★★★★ 今週のヘッドライン ☆☆☆☆☆
○ 令和２年度「雨水利用に関する自治体職員セミナー」開催！
－雨水貯留・浸透施設、雨水利用施設等の設置促進に向けて－（国土交通省）
○ 令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価について（国土交通省）
○ 想定最大規模降雨（1 時間雨量 153mm）による内水ハザードマップを公表（川崎市）

○ 山形県県土整備部下水道課が
公式 YouTube チャンネルを開設しました！（山形県）
==========================================================================
○ 令和２年度「雨水利用に関する自治体職員セミナー」開催！
－雨水貯留・浸透施設、雨水利用施設等の設置促進に向けて－（国土交通省）
国土交通省水資源部では、雨水利用に係る国の支援策や施策の動向等について、
地方自治体の実務担当者の方を対象としたセミナーを開催することといたしました。
詳しいセミナーの内容は、以下【セミナー内容】をご覧ください。
ご多忙な時期ではありますが、是非、皆さまの積極的なご参加をいただきたく、
よろしくお願いいたします。
【開催日時】令和３年３月８日（月） 10：30～11：30
【配信方法】Microsoft 社 Teams による web 開催
【セミナー内容】
１．現状の国の支援策
①雨水貯留浸透・涵養・利用に関する取組の現状と国の支援策について
（国土交通省水資源部） 20 分
・令和３年予算・税制、雨水貯留・浸透施設、雨水利用施設の設置、グリーンインフラの
整備に関する取組の現状と、雨水利用方針・計画策定、国の支援策等
２．関連する国の施策の動向
①「流域治水」について （国土交通省治水課）10 分
・
「流域治水」に関し、その概要、雨水貯留・浸透施設等の設置促進の位置づけ等
②「国土強靱化地域計画」の策定について （内閣官房国土強靱化推進室）10 分
・
「国土強靱化地域計画」に関し、その概要、雨水貯留・浸透・利用等の施設の推進等
３．事例紹介
①国及び独法等の災害時雨水利用事例について（国土交通省営繕部）10 分
・国及び独法等の雨水利用施設の設置状況や、災害時の雨水利用の事例等
② 雨水の貯留浸透、利用、涵養に関する自治体施策について （愛知県安城市）10 分
・愛知県安城市における雨水の貯留浸透、利用、涵養に関する政策等・現状の国の支援策
【申し込み先・問い合わせ先】
ご希望者は、自治体名、ご所属、お役職、お名前、E-Mail、お電話番号を、以下申込先へ
メールでご送信ください。
ご出席者多数の場合は、代表者の方でまとめていただき、ご送信いただけますと幸いに存じま
す。
また、管内の市区町村の担当部署（企画、営繕、下水道など）に展開いただければ幸いです。
なお、市区町村においても、以下申込先までご送信いただくようお伝え下さい。
【申込先】
国土交通省 水管理・国土保全局
水資源部 水資源政策課
担当 冨田、寺崎、宿南
TEL : 03-5253-8111 (内 31-156 , 31-143 , 31-155)
Mail:
terasaki-t27g@mlit.go.jp
shukunami-t2qi@mlit.go.jp

【申し込み期限】
令和３年２月 26 日（金）

○ 令和３年３月から適用する公共工事設計労務単価について（国土交通省）
令和２年度に実施した公共事業労務費調査に基づき、公共工事設計労務単価を決定し、
令和３年３月から適用することとしたので、お知らせいたします。
今回の決定により、全国全職種単純平均で対前年度比１．２％引き上げられることに
なります。
（報道発表資料）
https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo14_hh_000001_00026.htm
l

○ 想定最大規模降雨（1 時間雨量 153mm）による内水ハザードマップを公表（川崎市）
川崎市の下水道計画区域全域において、1 時間に 153mm の想定最大規模降雨が
あった場合の内水ハザードマップを公表しました。
引き続き、様々な機会を捉えて、市民の理解を深め浸水被害の最小化を図ります。
（報道発表資料）
https://www.city.kawasaki.jp/templates/press/800/0000126132.html

○ 山形県県土整備部下水道課が
公式 YouTube チャンネルを開設しました！（山形県）
山形県県土整備部下水道課では、2 月 3 日に公式 Youtube チャンネル
『山形県の下水道【やまがたけんのげすいどう】
』を開設し、
下水道の仕組みを解説する動画などを投稿しております。
今後も継続的に情報を発信し、下水道の普及啓発に努めていきます。
https://www.youtube.com/channel/UC2aaZ4TBK1DwdAhxm32iB-g

==========================================================================
【参考情報】
◆ 八王子市、新年度予算案発表 「集いの拠点」整備など大型事業、
「新しい生活様式」対応にも重点 <2/12 みんなの経済新聞>
https://news.yahoo.co.jp/articles/83bd6887d36f45552807de2ee63ec6d8559ac71d
◆ 下水道を身近に、児童がマンホールのふたの図案 宇部市
<2/13 宇部日報>
https://news.yahoo.co.jp/articles/5c1d447dcd18e743f30edddad0bc4a016988ed69
◆ 下水管から水逆流「内水ハザードマップ」…川崎市内１５％、最大規模の
降雨で浸水 <2/13 読売新聞>
https://news.yahoo.co.jp/articles/41716fbce68b5d2e7db7e0d54f37cef47113b2c8
◆ 座面外すと、炊き出し用かまど 神奈川・伊勢原市、公園に防災ベンチ設置

<2/17 神奈川新聞>
https://news.yahoo.co.jp/articles/a9428d56ae10b62453669130816f1134b01dacd7
◆ 「ゾンビランドサガ」のマンホールが佐賀県 6 市に登場、全 14 種の描き下ろし
デザイン <2/19 コミックナタリー>
https://news.yahoo.co.jp/articles/235571344a5469d35d71ce31078cbfc30de16014

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
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発行元： 公益財団法人 日本下水道新技術機構 企画部
〒162-0811 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) FAX 03-5228-6512
ホームページ： https://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
→ https://www.jiwet.or.jp/member-mag-unsubscribe
○ニューズレターはこちらから
→ https://www.jiwet.or.jp/newsletter0
○はしわたしのバックナンバーはこちらから
→ https://www.jiwet.or.jp/hashiwatashi
○ゆいまーるのバックナンバーはこちらから
→ https://www.jiwet.or.jp/publicity/yuimaru
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