一般社団法人浄化槽システム協会
平成２９年度事業報告
Ⅰ会員状況
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Ⅱ 浄化槽出荷状況
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Ⅲ 事業実施状況
１．普及啓発事業
１）浄化槽普及促進ハンドブック
浄化槽の普及を図るため、平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブックを作成し、
会員、各都道府県浄化槽行政担当部局、関係団体、全国浄化槽推進市町村協議会会
員市町村に配付した。また、当協会各地区委員会において説明会を開催し、市町村
の浄化槽担当に対し普及促進を図るとともに、市町村に対し掲載記事に関するアン
ケートを依頼し、各地区委員が市町村を訪問するなどして回収した。
（記事内容）
【特別寄稿】
①－人口減少社会への処方箋－
持続可能な生活排水処理インフラ整備に向けた実践的提言
（東京福祉大学副学長 喜多村悦史氏）
【交付金制度】
②生活排水対策と浄化槽の交付金制度
【県市町村事例】
③「とくしま生活排水処理構想２０１７～きれいな水環境の創造に
向けて～」について
（徳島県県土整備部水・環境課）
④下水道クイックプロジェクト（工場製作型極小規模処理施設（浄化槽を
応用した技術採用）
）
（北海道安平町）
⑤相模原市の高度処理型浄化槽整備事業について
（神奈川県相模原市都市建設局下水道部津久井下水道事業所
技師

平本一葵氏）

⑥韮崎市の浄化槽維持管理の取り組みについて
（山梨県韮崎市環境課）
⑦豊田市における合併浄化槽普及の取り組みについて
（愛知県豊田市上下水道局下水道施設課主事 神谷直幹氏）
⑧嬉野市の浄化槽市町村整備推進事業の取り組みについて
（佐賀県嬉野市産業建設部環境下水道課主査 梶原祥一氏）
⑨宮崎市の公設浄化槽事業（市町村設置型浄化槽）等について
（宮崎県宮崎市環境部廃棄物対策課主査

岩村隆史氏）

【業界動向】
⑩二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金
（省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業）について
（
（一社）全国浄化槽団体連合会）
【技術情報】
⑪浄化槽（51 人槽以上）の低炭素化について
（
（一社）浄化槽システム協会技術推進部会編）
【参考資料】
⑫浄化槽関連事業の実施状況

等

２）ホームページ
ホームページについては、月２回改訂し、出来るだけ新しい情報を提供してい
る。
３）「浄化槽の日」
「浄化槽の日」の事業へ協力するため実行委員会に参画することにより、平成
２９年１０月２日に第３１回全国浄化槽大会を開催するとともに、懇親会場にて浄
化槽カットモデル等の展示を行った。
４）浄化槽製造工場見学会
集合処理と個別処理のベストミックスにより生活排水処理施設の早期概成の一
翼を担うこととなる浄化槽について、市町村の浄化槽担当の方々に、より理解を深
めていただくために、浄化槽の製造工程の見学や浄化槽の構造・機能の説明などを
工場見学会として実施した。
（主催：
（一社）浄化槽システム協会、共催：全国浄化
槽推進市町村協議会、後援：環境省）
①平成２９年 ９月

８日 大栄産業㈱東海マリン工場

②平成２９年 ９月１５日 ㈱ハウステック結城工場
③平成２９年 ９月２９日 フジクリーン工業㈱三好工場
④平成２９年１０月１２日

㈱クボタ滋賀工場

⑤平成２９年１０月２０日 アムズ㈱白山工場
⑥平成２９年１１月

７日 フジクリーン工業㈱那須工場

⑦平成２９年１１月２１日

㈱ダイキアクシス松山工場

⑧平成２９年１２月

ニッコー㈱埼玉工場

７日

５）浄化槽トップセミナー
地方行政における政策決定に携わる方や、市民団体その他関係者の方々を対象に、
生活排水処理の現状や経済比較、今後の方向性についての講演を通じ、各市町の浄
化槽整備推進を応援するための、
「浄化槽トップセミナー（主催：環境省）」に協賛
するとともに、浄化槽カットモデル及び浄化槽ミニチュアモデル等の展示、並びに
説明員を派遣した。
①平成３０年１月１１日（九州地区委員会活動）
浄化槽トップセミナー（熊本会場）
（熊本市 ホテルメルパルク熊本）
②平成３０年２月

１日（北海道地区委員会活動）

浄化槽トップセミナー（北海道会場）（札幌市 ホテルモントレ札幌）
６）その他の普及啓発
月刊浄化槽に単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を啓発する広告を掲
載するとともに、浄化槽に関する記事を寄稿するほか、展示会へ浄化槽模型を展示
するなど浄化槽の普及啓発活動を行った。
（１）「月刊浄化槽」
（(公財)日本環境整備教育センター）
５月号 ○ＣＸＮ2 型の機能について
７月号 ○非線形解析概要
～浄化槽模擬モデルを使用した線形・非線形解析比較～
○浄化槽システムの国際展開の現状と取り組み（特集記事）
・クボタ浄化槽システム株式会社における浄化槽の海外展開
の取り組み
・フジクリーン工業の海外事業の展開
８月号 ○大型浄化槽の省エネ対策（特集記事）
・大型浄化槽の省エネ対策
・ブロワ省エネ化に対する取り組み
・水中ポンプと汚泥脱水機の現状
９月号 ○大型浄化槽の省エネ化事例
１１月号 ○排水処理槽に流入する油分について
○浄化槽に係わる住宅設備等の近年の動向（特集記事）
・ディスポーザシステムの概要と現状
１月号 ○ハウステックにおける浄化槽の海外展開について
３月号 ○小型風力発電システムについて
○検査機関の取り組みとメーカーによる性能評価型浄化槽の
開発・改善事例（特集記事）－第３１回全国浄化槽技術研究
集会から－

・フジクリ－ンＣＲＸⅡ型
構造・機能と維持管理と施工のポイント
・ディスポーザ対応浄化槽の紹介
・ダイエーＦＣＥ型／ダイキＸＥ型浄化槽の水質安定化の
ための「管理補助部品」について
（２）展示会等
①平成２９年５月４日～７日
○アジア開発銀行 第５０回アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会展示会
（横浜市 パシフィコ横浜）
・浄化槽カットモデル等展示
②平成２９年５月１７日～１８日
○（公社）全国都市清掃会議

定時総会等展示コーナー

（徳島市 ホテルクレメント徳島）
・浄化槽カットモデル等展示
③平成２９年６月１３日～１６日
○（一社）日本経済団体連合会等

日中グリーンエキスポ 2017

（北京 中国国際展覧中心２号館）
・浄化槽ミニチュアモデル等展示
④平成２９年８月１日～４日
○（公社）日本下水道協会

下水道展’１７東京（東京ビックサイト）

・浄化槽ミニチュアモデル展示（積水化学工業（株）ブース）
⑤平成２９年８月２７日（関東甲信越地区委員会活動）
○栃木県・大田原市

栃木県・大田原市総合防災訓練

（大田原市中田原工業団地）
・浄化槽カットモデル等展示（（一社）栃木県浄化槽協会ブース）
⑥平成２９年９月４日～８日
○町田市

下水道の日ＰＲイベント（町田市庁舎）

・浄化槽ミニチュアモデル等展示
⑦平成２９年１０月１日
○町田市

町田エコフェスタ 2017（町田市役所）

・浄化槽ミニチュアモデル等展示
⑧平成２９年１０月２日
○浄化槽の日実行委員会

「浄化槽の日」第３１回全国浄化槽大会（ホ

テルグランドパレス）
・浄化槽カットモデル等展示

⑨平成２９年１０月２１日（関東甲信越地区委員会活動）
○東京湾大感謝祭実行委員会

東京湾大感謝祭 2017（横浜市 赤レ

ンガ倉庫広場）
・浄化槽ミニチュアモデル等展示
⑩平成２９年１２月１６日
○公明党和歌山県本部・（一社）和歌山県浄化そう協会

和歌山県生

活排水処理政策懇談会（和歌山県書道資料館）
・浄化槽普及促進ハンドブック配付
⑪平成３０年１月１１日・２月１日
○環境省

浄化槽トップセミナー（九州・北海道地区委員会活動）

（ホテルメルパルク熊本他１会場）
・浄化槽カットモデル、浄化槽ミニチュアモデル等展示
⑫平成３０年１月２４日
○蒲郡市環境対策協議会

浄化槽製造工場視察（大栄産業㈱東海樹脂

工場及び東海マリン工場）
⑬平成３０年３月１８日～２３日
○世界水会議等

第８回世界水フォーラム（ブラジリア 国立競技場

「マネ・ガリンシャ」敷地内特設会場）
・ＪＳＡパンフレット配布
２．調査研究事業
１）浄化槽（51 人槽以上）の低炭素化について
省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業が今年度から実施されることに合わ
せて、この事業の参考情報となるよう、中・大型浄化槽の省エネ化及び低炭素化に
ついて取りまとめ、浄化槽普及促進ハンドブックに掲載した。
２）次世代浄化槽システムに関する調査検討（環境省請負事業）
浄化槽システムの環境負荷低減及び海外適用性向上に関する次の調査検討を行
った。
①浄化槽システムの環境負荷低減に関する調査
ア 浄化槽システムの低炭素社会への対応状況に関する調査
（ア）環境配慮型浄化槽の出荷基数調査
（イ）浄化槽の地球温暖化ガス排出量調査
（ウ）単独転換の促進に関する調査
イ 浄化槽システムの更なる低炭素化に向けた検討

②浄化槽システムの海外適用性向上に関する調査・検討
ア 浄化槽システムの海外展開に関する調査
イ 浄化槽システムの海外適用性向上に関する検討
委員長 小川 浩(常葉大学教授)

委員 蛯江美孝(国立環境研究所）

委員

山崎宏史(東洋大学)

委員 足立清和(アムズ㈱）

委員

大森大輔(㈱ダイキアクシス) 委員 後藤雅司(フジクリーン工業㈱)

委員

西川信彦(㈱クボタ)

委員

和田吉弘(ニッコー㈱)

委員 古市昌浩(㈱ハウステック)

WG 委員 技術推進部会委員
①平成２９年１２月 ７日 検討会
②平成２９年１２月２０日 ＷＧ
③平成３０年 ２月 ２日 ＷＧ
④平成３０年 ３月 １日 ＷＧ
⑤平成３０年 ３月１９日 検討会
３．技術支援・提言等事業
１）講習会への講師派遣等
技術支援の一環として、浄化槽の維持管理等に関する講習会への講師派遣等を行
った。
①平成２９年 ７月１９日
○東洋大学

都市環境デザイン学科における水環境工学「浄化槽」出張

講義
②平成２９年 ９月１１日
○（公財）北九州国際技術協力協会

ＪＩＣＡ地域別研修（分散型汚水処

理システム導入・普及コース）
③平成２９年 ９月１５日
○新潟浄化槽管理協同組合

従業員技術研修会

④平成２９年１０月１２日
○広島県・広島県内２３市町

浄化槽維持管理業務研修会

⑤平成２９年１０月２５日
○（一社）栃木県浄化槽協会・栃木県・宇都宮市

浄化槽設置・維持管

理講習会
⑥平成２９年１１月１３日
○（一社）日中協会

広西チワン族自治区農村廃棄リサイクル・汚水処

理研修団（浄化槽説明）

⑦全国浄化槽推進市町村協議会

浄化槽行政実務者講習会

○平成２９年１１月２１日 北海道・東北ブロック
○平成２９年１２月 １日 東海・北陸ブロック
○平成３０年 ２月 ９日 中国・四国ブロック
○平成３０年 ２月１４日 九州・沖縄ブロック
⑧平成３０年 ２月 ５日
○環境省

日イランテクニカルセミナー（浄化槽セッション）

⑨平成３０年 ２月 ８日
○（公社）熊本県浄化槽協会

浄化槽技術講習会

⑩平成３０年 ２月２１日
○（一社）新潟県浄化槽整備協会
⑪環境省

浄化槽業務従事者研修会

浄化槽等の国際展開を促進するためのテクニカルセミナー

○平成３０年 ２月２２日

インド・ムンバイ

○平成３０年 ２月２７日

ミャンマー・マンダレー

○平成３０年 ３月 １日

ベトナム・ハノイ

２）相談
地方公共団体や一般市民からの電話等による浄化槽に関する相談に対応した。
３）関係団体との連携・協力
（１）外部委員会への参画
浄化槽に関する技術的、制度的問題に対応するため他の機関が設置する委員会
等へ参画した。
①省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業審査委員会

（（一社）全国浄化

槽団体連合会）
○平成２９年５月１９日～２５日

２回

②月刊浄化槽編集委員会 （（公財）日本環境整備教育センター）
○平成２９年６月７日～平成３０年３月１９日

４回

③総合的アプローチによる東南アジア地域での分散型生活排水処理システム
の普及に関する研究 全体会合・アドバイザリー会合

（国立環境研究所資

源循環・廃棄物研究センター）
○平成２９年７月１２日～平成３０年２月２１日

２回

④福島県浄化槽生涯保証システム運営委員会 （
（公社）福島県浄化槽協会）
○平成２９年７月２５日

１回

⑤浄化槽グローバル支援業務準備会合 （
（公財）日本環境整備教育センター）
○平成２９年９月４日～平成３０年３月７日

２回

⑥技術委員会 （全国浄化槽推進市町村協議会）
○平成２９年１０月１３日

１回

⑦浄化槽の整備に関するワーキンググループ（エム・アール・アイ リサーチ
アソシエイツ（株）
）
○平成２９年１２月８日～平成３０年２月１９日

２回

⑧民間活用による浄化槽整備及び維持管理に関する検討会（（株）ＮＪＳ）
○平成２９年１０月２３日～平成３０年２月２１日

３回

（２）協賛
関連団体等が開催する各種イベント等に協賛した。
①水を還す「ヒト・コト・モノ」マガジン『Water-n』vol.2．3 （
（一社）Ｗ
ａｔｅｒ－ｎ）
②環境衛生週間 （環境省）
○平成２９年９月２４日～１０月１日
③第６１回生活と環境全国大会 （（一財）日本環境衛生センター）
○平成２９年１０月１８日～２０日 四日市市文化会館
④６２nd ＦＲＰ ＣＯＮ－ＥＸ２０１７ （（一社）強化プラスチック協会）
○平成２９年１１月１３日～１４日 コラッセふくしま
（３）連携・協力
関係行政庁を始め、浄化槽及び廃棄物に関連する団体との意見交換を行う等連
携・協力を図った。
①日本廃棄物団体連合会（事務局：（一財）日本環境衛生センター）に参画す
るとともに、浄化槽中央連絡協議会会長に当協会会長の福原真一氏が選任さ
れたことに伴い、同協議会の事務局を努めた。
②型式認定・更新申請の事前確認を行い国土交通省の申請受理業務に協力した。
③内閣府地方分権改革推進室及び国土交通省建築指導課の小規模事業場排水に
関する問い合わせや資料作成に協力した。
④国土交通省官庁営繕部が作成する「「公共建築工事標準仕様書（機械設備工事
編）」、「公共建築改修工事標準仕様書（機械設備工事編）」及び「公共建築
設備工事標準図（機械設備工事編）」の改定に当たって意見を述べた。

⑤国土交通省官庁営繕部が作成する「建築設備計画基準・設計基準」の改定に
当たって意見を述べた。
⑥環境省主催の「第５回アジアにおける分散型汚水処理に関するワークショッ
プ」の後援をするとともに、ミャンマー及び他の途上国での浄化槽事業の実施
状況と課題について発表した。

○平成２９年１２月１２日

ミャンマー・ヤンゴン

⑦環境省浄化槽推進室と意見交換を行うほか関連団体との連携・協力を図った。

４．製品安全推進事業
製造物責任法に適切に対応するため、会員企業が製造した浄化槽に対する生産物賠
償責任保険契約を締結した。
５．その他の事業
１）講演会、研修会等
（１）会員研修会
①平成２９年１０月２６日（志摩市 伊勢志摩ロイヤルホテル）
ア 環境省低炭素社会推進室 鈴木啓太室長補佐
「長期を見据えた地球温暖化対策について」
イ

環境省浄化槽推進室 松田尚之室長
「最近の浄化槽行政の動向」

②平成３０年３月５日（東京都港区 芝パークホテル）
ア

環境省浄化槽推進室 松田尚之浄化槽推進室長
「最近の浄化槽行政について」

イ

意見交換会

（２）技術研修会
平成２９年１１月１６日（札幌市 札幌東急 REI ホテル）
①環境省浄化槽推進室指導普及係長
「浄化槽行政の最近の動向」
②（株）シティック 行方将泰代表取締役
「持続発展可能な汚水処理施設整備へ『浄化槽普及ビジネスモデルに
ついて』
」
③北海道大学大学院農学研究院 岩渕和則教授
「循環型社会とふん尿の利活用」
２）表彰
①平成２９年５月１７日に開催された定時総会会場において、多年にわたり浄
化槽システム協会活動に積極的に参画し、浄化槽の普及及び浄化槽事業の発
展に大きく貢献した功績により３名が会長表彰を受けた。
②平成２９年１０月２日に開催された「第３１回全国浄化槽大会」において、
浄化槽事業の発展に寄与した功績により、山野学氏（フジクリーン工業㈱）
が国土交通省住宅局長から表彰を受けた。

③平成２９年１０月１０日に開催された「第３１回全国浄化槽技術研究集会」
において、浄化槽事業の発展に寄与した功績により、大川耕平氏（㈱ハウス
テック）が環境省環境再生・資源循環局長から表彰を受けた。
④

平成２９年１０月１９日に開催された「第６１回生活と環境全国大会」に
おいて、浄化槽事業の発展に寄与した功績により、岩橋正修氏（㈱クボタ）
が環境大臣から表彰を受けた。

Ⅳ 会議開催状況
１．総会等
１）総会
①定時総会（平成２９年５月１７日：浜松町東京會舘）
[審議事項]
第１号議案 平成２８年度決算報告に関する件
第２号議案 会員企業行動規範の整備に関する件
第３号議案 役員の改選に関する件
[報告事項]
①平成２８年度事業報告
②協会事業運営組織等
③平成２９年度会長表彰受賞者
④今後の行事等予定
２）理事会
①第１回理事会（平成２９年５月１０日）
[審議事項]
第１号議案 平成２８年度事業報告に関する件
第２号議案 平成２８年度決算報告に関する件
第３号議案

定時総会への提出議案に関する件

[報告事項]
①業務執行理事の職務執行状況
②平成２９年度協会事業運営組織等
③平成２９年度会長表彰受賞者
④今後の行事等予定
[その他]
①就任承諾書及び理事会招集手続き省略に関する同意書

②第２回理事会（平成２９年５月１７日：浜松町東京會舘）
[審議事項]
議案 代表理事等の選定に関する件
③第３回理事会（平成２９年１０月２６日：伊勢志摩ロイヤルホテル）
[報告事項]
①平成２９年度上半期の事業及び予算執行状況
○平成２９年度上半期事業報告
○平成２９年度上半期予算執行状況
○業務執行理事の職務執行状況
②平成２９年度環境大臣表彰等の受賞
③平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック
④浄化槽製造工場見学会
⑤浄化槽の出荷状況
⑥今後の行事等予定
④第４回理事会（平成３０年３月１５日）
[審議事項]
第１号議案 平成３０年度事業計画に関する件
第２号議案 平成３０年度収支予算に関する件
第３号議案 平成３０年度定時総会の招集及び提出議案に関する件
[報告事項]
①業務執行理事の職務執行状況
②浄化槽登録制度の見直し
③平成２９年度浄化槽製造工場見学会開催結果
④年度別浄化槽出荷状況
⑤今後の行事等予定
[その他]
①定款の変更（案）
②会員への入会
３）正副会長会議
①平成２９年５月１０日
○第１回理事会
○浄化槽の海外展開
○会員研修会
○定時総会懇親会

②平成２９年５月１７日（浜松町東京會舘）
○定時総会懇親会
○海外案件
○浄化槽中央連絡協議会平成２９年度役員
○表彰
③平成２９年９月２１日
○第３回理事会・会員研修会
○今後の行事等予定
○意見交換会
（環境省浄化槽推進室長）
④平成３０年３月１５日
○第４回理事会案件
○平成３０年度定時総会懇親会
○会員研修会
○次回理事会の開催日
２．各委員会等事業活動
平成２９年度の運営委員会・技術委員会については、次の通り事業活動を行った。
１）運営委員会関係
（１）運営委員会
①平成２９年４月１８日
○委員長互選
○平成２９年度第１回理事会提出案件
○平成２９年度第２回理事会提出案件
○平成２９年度運営委員会活動
○会長表彰等
○会員研修会、普及促進部会合同会議
○海外展開に向けた体制 等
②平成２９年１０月１３日
○平成２９年度第３回理事会・会員研修会
○平成２９年度第３回理事会提出案件
○平成２９年度技術委員会・研修会
③平成３０年３月５日
○平成２９年度第４回理事会提出案件
○国際展開

（２）新規事業・需要予測部会
①平成３０年２月１６日
○平成２９・３０年度浄化槽需要予測
○平成３０年度事業
（３）普及促進部会
①平成２９年４月１８日
○部会長互選
○平成２８年度事業報告
○平成２８年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート結果
○平成２９年度事業体制・内容
○平成２９度版浄化槽普及促進ハンドブック記事
○合同会議開催内容・浄化槽普及促進に向けた施策等
②平成２９年５月１５日
○平成２９度版浄化槽普及促進ハンドブック記事
○浄化槽普及促進施策等
・平成２９年度浄化槽製造工場見学会
・第５０回アジア開発銀行（ＡＤＢ）年次総会展示出展結果 等
○運営委員会・普及促進部会合同会議
③平成２９年９月１２日
○浄化槽普及促進に向けた施策
・浄化槽製造工場見学会
・地区委員長との合同会議
・関東甲信越地区委員会
・海外展開
・浄化槽の日等イベント出展
○平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事確認
○今後の予定
④平成２９年１０月１３日（地区委員長合同会議 芝パークホテル）
○平成２８年度活動報告（地区委員会開催概要、アンケート結果など）
○平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○平成２９年度地区委員会活動（日程・アンケート調査など）
○今後の普及啓発活動
○その他
・浄化槽普及啓発用グッズ
・浄化槽製造工場見学会
・今後の行事等予定

（４）地区委員長会議
①平成２９年１０月１３日（普及促進部会合同会議 芝パークホテル）
（５）地区委員会
①平成２９年１０月１３日 (関東甲信越地区委員会

芝パークホテル)

○平成２８年度地区委員会活動報告（アンケート結果など）
○平成３０年度浄化槽推進関係概算要求等（環境省浄化槽推進室室長補佐）
○平成２８年度事業報告及び平成２９年度上半期事業実施状況
○平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○平成２９年度地区委員会活動
・東京湾大感謝祭２０１７出展
・栃木県・大田原市総合防災訓練出展
○今後の地区委員会活動
・浄化槽普及啓発用グッズ
・浄化槽製造工場見学会
○浄化槽出荷状況
○今後の行事等予定
②平成２９年１１月１６日（北海道地区委員会 札幌東急 REI ホテル)
③平成２９年１１月２２日（九州地区委員会

ibb fukuoka ビル）

④平成２９年１１月２７日（中部北陸地区委員会 （一社）愛知県浄化槽協会）
⑤平成２９年１１月２８日（東北地区委員会 アーク仙台)
⑥平成２９年１２月 ５日（近畿地区委員会 新大阪第一生命ビルディング）
⑦平成２９年１２月１３日（中国四国地区委員会 高松東急 REI ホテル）
２）技術委員会関係
（１）技術委員会正副委員長会議
①平成２９年４月７日
○平成２９年度第１回技術委員会関連
○平成２８年度事業報告
○平成２９年度技術委員会活動
・委員の交代
・事業計画
・部会活動
・研修会等
○ADB 年次総会展示会及び海外向けパンフレット・パネル等
○表彰関連

○その他
・展示会
・工場見学会
・登録制度見直し
②平成２９年１０月２日
○調査研究事業
（２）技術委員会
①平成２９年４月２８日
○平成２８年度事業報告
・事業報告
・部会・委員会報告
・外部委員会関連
・浄化槽製造工場見学会
○平成２９年度技術委員会活動
・委員の交代
・委員長・副委員長選任
・事業計画
・部会活動
・研修会等
○表彰関連
○その他報告事項等
②平成２９年１１月１６日（札幌東急 REI ホテル）
○平成２９年度上半期事業報告
○技術推進部会・講師団部会活動報告
○今後の協会活動のあり方
○その他報告事項
・外部委員会
・調査研究事業 等
（３）技術推進部会
①平成２９年５月１９日
○現場評価試験
○平成２８年度事業報告
○平成２９年度事業、体制
○平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○工場見学会
○海外関連

○大規模省エネ改修事業
○国立環境研究所における人事交流
○ＩＳＯ関連
○今後の行事等予定
②平成２９年７月７日
○性能評価・評定関連
○平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○平成２９年度浄化槽製造工場見学会
○技術研修会
○講師派遣、登録制度
○今後の行事等予定
③平成２９年７月２８日
○平成２９年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○技術委員会・技術研修会
○講師派遣、東洋大学出張講義
○今後の行事等予定
○意見交換会（環境省浄化槽推進室指導普及係長等）
・環境インフラ海外展開基本戦略
・小規模事業所排水処理
・環境省組織改革 等

