一般社団法人浄化槽システム協会
平成２８年度事業報告
Ⅰ会員状況
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Ⅱ 浄化槽出荷状況
（単位：基）
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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２８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これからの社会と浄化槽
（環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課
浄化槽推進室長 吉川圭子氏）
【交付金制度】
②生活排水対策と浄化槽の交付金制度
【指定検査機関】
③宮城県における東日本大震災の対応と法定検査について
（(公社)宮城県生活環境事業協会浄化槽法定検査センター
検査第一課長 志子田淳氏）
【県市町村事例】
④大分県生活排水処理施設整備構想２０１５について
（大分県土木建築部公園・生活排水課生活排水・下水道班
主任

安東大悟氏）

⑤大子町の浄化槽整備推進事業（市町村設置型）の取り組みについて
（茨城県大子町建設課主任 北村英之氏）
⑥市営浄化槽事業（市町村設置型浄化槽）について
（三重県津市上下水道局下水道総務課担当主幹

塩谷公男氏）

⑦ＰＦＩ方式による町営浄化槽整備推進事業について
（愛媛県愛南町環境衛生課係長 二神志朗氏）
【技術情報】
⑧環境配慮型浄化槽（11～50 人槽）の構造、仕様と維持管理等
（(一社)浄化槽システム協会技術推進部会編）
【参考資料】
⑨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、新たに「環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表」
を掲載するとともに、イベント情報コーナーを設け、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
２８年１０月３日に第３０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２８年１０月

４日

フジクリーン工業㈱三好工場

②平成２８年１０月１４日

琉球設備工業㈱西原工場

③平成２８年１０月２０日

アムズ㈱白山工場

④平成２８年１１月

２日

フジクリーン工業㈱那須工場

⑤平成２８年１１月

８日 フジクリーン工業㈱飯塚工場

⑥平成２８年１１月１４日

大栄産業㈱東海マリン工場

⑦平成２８年１１月１８日 ㈱ハウステック結城工場
⑧平成２８年１１月２４日

㈱クボタ滋賀工場

⑨平成２８年１２月

１日

㈱ダイキアクシス松山工場

⑩平成２８年１２月

７日

ニッコー㈱埼玉工場

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：環境省等）
」に協
賛等するとともに、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２８年１２月２６日（近畿地区委員会活動）
浄化槽トップセミナーin 兵庫
（神戸市

ラッセホール ブランシュローズ）

②平成２９年１月３０日（九州地区委員会活動）
浄化槽トップセミナーin 沖縄（沖縄市 沖縄市産業交流センター）
③平成２９年２月１５日（東北地区委員会活動）
浄化槽トップセミナーin 青森（青森市 ホテル青森）
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 ○し尿処理汚泥からのリン回収
７月号 ○接触ばっ気方式における循環流の重要性
○汚水処理サービスにおける防災・減災対策（特集記事）
・災害時にも生活と環境を守る非常用浄化槽
９月号 ○担体利用の高負荷生物脱窒素法「バイオドリスター」
１１月号 ○中国における生活排水処理
○低炭素化社会における環境に配慮した浄化槽の現況について
（特集記事）
・環境配慮型浄化槽の概要について
・浄化槽の省エネ化について
１２月号 ○通常の使用状態ではない浄化槽の維持管理（特集）
・節水型トイレを採用した建築物に設置する浄化槽の設計
および維持管理上の留意点
１月号 ○浄化槽の海外展開における技術的課題と展望
３月号 ○大型浄化槽への省エネ機器導入について
（２）展示会等
①平成２８年５月１８日～１９日
○（公社）全国都市清掃会議

春季評議員会・定時総会展示コーナー

（浜松市 オークラアクトシティホテル浜松）
・浄化槽ミニチュアモデル等展示
②平成２８年７月１６日
○浄化槽フォーラム・環境省

浄化槽フォーラム in 霞ヶ浦（つくば

国際会議場）
・浄化槽カットモデル等展示

③平成２８年９月５日～９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
④平成２８年１０月２日
○町田市

町田エコフェスタ 2016（町田市リサイクル文化センター）

・浄化槽ミニチュアモデル等展示
⑤平成２８年１０月３日
○浄化槽の日実行委員会

「浄化槽の日」第 30 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
⑥平成２８年１０月１６日
○東松島市

「下水道の日」イベント（東松島市図書館）

・パネル展示
⑦平成２８年１０月２２日～２３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 2016（横浜市 赤レ

ンガ倉庫）
・浄化槽ミニチュアモデル等展示
⑧平成２８年１２月２６日～平成２９年２月１５日
○環境省等

浄化槽トップセミナー（近畿・九州・東北地区委員会活動）

（ラッセホール ブランシュローズ他２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
⑨平成２９年３月１０日（北海道地区委員会活動）
○（公社）北海道浄化槽協会

浄化槽施工・維持管理技術者講習会

・浄化槽ミニチュアモデル、パネル等展示
⑩平成２９年３月１６日（中国四国地区委員会活動）
○広島県

広島県環境行政総合調整会議浄化槽部会
（広島県庁自治会館）

・浄化槽システム協会の取組について説明
２．調査研究事業
１）環境配慮型浄化槽（11～50 人槽）の構造、仕様と維持管理等
循環型社会形成推進交付金のメニューとして今年度新設された「環境配慮・防災
まちづくり浄化槽整備推進事業」の要件や環境配慮型浄化槽（11～50 人槽）の適
合機種及び仕様を紹介するとともに、これら浄化槽の構造と機能、保守点検のポイ
ント及び清掃のポイント等を取りまとめ、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
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
ア 浄化槽システムの海外適用に関する開発動向についてのヒアリング調査
イ 浄化槽システムの海外適用性向上に関する調査
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

岩橋正修(㈱クボタ)

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 古市昌浩(㈱ハウステック)

委員

和田吉弘(ニッコー㈱)

WG 委員 技術推進部会委員
①平成２９年１月１２日 ＷＧ
②平成２９年１月３０日 検討会
③平成２９年２月

３日 ＷＧ

④平成２９年２月２８日
⑤平成２９年３月

ＷＧ

６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２８年 ９月 ９日
○新潟浄化槽管理協同組合

従業員技術研修会

②平成２８年１０月１９日、２０日
○（一社）新潟県浄化槽整備協会

浄化槽業務従事者研修会

③平成２８年１０月２６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
④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２８年１０月２７日 北海道・東北ブロック

○平成２８年１０月２８日 中国・四国ブロック
○平成２８年１１月１１日 九州・沖縄ブロック
○平成２８年１１月２５日 東海ブロック
⑤平成２８年１１月 ８日
○（公社）宮城県生活環境事業協会

浄化槽の施工技術・適正管理に関

する研修会
⑥平成２８年１１月１０日
○日本水処理生物学会（千葉大会） 研究集会
⑦平成２８年１１月１５日
○（一社）新潟県浄化槽整備協会巻支部

浄化槽技術研修会

⑧平成２９年 ２月１６日
○（公社）熊本県浄化槽協会

浄化槽技術講習会

⑨平成２９年 ３月１０日
○（公社）北海道浄化槽協会

浄化槽施工・維持管理技術者講習会

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全浄連中央保証制度審査委員会
○平成２８年４月１４日

（（一社）全国浄化槽団体連合会）
１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２８年６月６日～平成２９年３月１３日

４回

③浄化槽トップセミナーフォローアップ会議（全国浄化槽推進市町村協議会）
○平成２８年６月８日

１回

④し尿処理システム国際普及推進業務（（公財）日本環境整備教育センター）
○平成２８年７月２６日～１２月５日

２回

⑤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２８年８月２日

１回

⑥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１月１３日～３月１４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環境衛生週間 （環境省）
○平成２８年９月２４日～１０月１日
②第６０回生活と環境全国大会 （（一財）日本環境衛生センター）
○平成２８年１０月２６日～２８日 川崎産業振興会館及びソリッドス
クエア
③６１ｔｈ ＦＲＰ ＣＯＮ－ＥＸ２０１６ （（一社）強化プラスチック協会）
○平成２８年１１月２４日～２５日 広島県情報プラザ
（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）及び浄化
槽中央連絡協議会（事務局：（一社）日本環境保全協会）に参画した。
②中東欧地域における分散型生活排水処理システム推進に係る現地調査に専
門家を派遣した。
○平成２８年６月２１日～３０日 ハンガリー及びルーマニア
③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。
④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」の改訂に
当たって意見を述べた。
⑤健全な水循環、水資源の重要性について、広く国民に向けて啓発する「Water
Project」
（環境省）の参加団体として登録した。
⑥自由民主党下水道・浄化槽対策特別委員会に出席し、浄化槽の国際展開につ
いて説明を行った。
○平成２９年２月７日
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２８年１０月２０日（山口市 山口グランドホテル）

ア

環境省浄化槽推進室 指導普及係長
「これからの社会と浄化槽」

イ

山口大学経済学部 鍋山祥子教授
「女性が活躍する社会の可能性を考える」

②平成２９年３月１日（東京都港区 芝パークホテル）
ア

環境省浄化槽推進室 吉川圭子浄化槽推進室長
「浄化槽行政の最近の動向」

イ

意見交換会

（２）技術研修会
平成２８年１１月１７日（広島市 グランドプリンスホテル広島）
①環境省浄化槽推進室指導普及係長
「最近の浄化槽行政及び取り組み事例等について」
②広島大学大学院工学研究科

金田一智規助教

「生物学的窒素除去の新展開－アナモックスプロセス－」
③北里大学医療衛生学部健康科学科 伊与亨講師
「浄化槽におけるバチルス属細菌の有用性」
２）表彰
①

平成２８年５月１８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等により６名が会長表彰を受けた。

②

平成２８年１０月３日に開催された「第３０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、露木郁氏（大栄産業㈱）が国土交
通省住宅局長から表彰を受けた。

③平成２８年１０月１７日に開催された「第３０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、野村宗克氏（㈱ダイキ
アクシス）が環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長から表彰を受けた。
④

平成２８年１０月２７日に開催された「第６０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、古市昌浩氏（㈱ハウステ
ック）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２８年５月１８日：浜松町東京會舘）
[審議事項]
第１号議案 平成２７年度決算報告に関する件
第２号議案 監事の選任に関する件
[報告事項]
①平成２７年度事業報告
②平成２７年度公益目的支出計画実施報告書
③協会事業運営組織等
④平成２８年度会長表彰受賞者
⑤今後の行事等予定
２）理事会
①第１回理事会（平成２８年５月１０日）
[審議事項]
第１号議案 平成２７年度事業報告に関する件
第２号議案 平成２７年度決算報告に関する件
第３号議案 公益目的支出計画実施報告書に関する件
第４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２８年度協会事業運営組織等
③平成２８年度会長表彰受賞者
④環境配慮型浄化槽適合機種・仕様等一覧表に関する取扱要領
⑤今後の浄化槽の在り方に関する懇談会提言
⑥浄化槽トップセミナーの開催結果
⑦今後の行事等予定
②第２回理事会（平成２８年１０月２０日：山口グランドホテル）
[審議事項]
議案 特定個人情報取扱規程の整備に関する件
○特定個人情報等の適正な取扱いに関する基本方針
○特定個人情報取扱規程

[報告事項]
①平成２８年度上半期の事業及び予算執行状況
○平成２８年度上半期事業報告
○平成２８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運営委員等の交代
③平成２８年度環境大臣表彰等の受賞
④平成２８年度版浄化槽普及促進ハンドブック
⑤浄化槽普及戦略検討会の設置
⑥浄化槽製造工場見学会
⑦年度別浄化槽の出荷状況
⑧今後の行事等予定
[その他]
会員行動規範
③第３回理事会（平成２９年３月８日）
[審議事項]
第１号議案 平成２９年度事業計画に関する件
第２号議案 平成２９年度収支予算に関する件
第３号議案 平成２９年度定時総会の招集及び提出議案に関する件
第４号議案 職員給与規程の一部改正に関する件
[報告事項]
①業務執行理事の職務執行状況
②公益目的支出計画の実施完了の確認
③平成２８年度浄化槽製造工場見学会開催結果
④浄化槽登録制度の見直し（要望）
⑤下水道・浄化槽対策特別委員会
⑥年度別浄化槽出荷状況
⑦今後の行事等予定
３）正副会長会議
①平成２８年５月１０日
○環境配慮型浄化槽適合機種・仕様等一覧表掲載に関する取扱要領
○定時総会懇親会
○会員研修会
○表彰関係

②平成２８年５月１８日（浜松町東京會舘）
○定時総会懇親会
○中東欧地域における分散型排水処理システム普及推進業務
○浄化槽推進室長との意見交換会
○浄化槽中央連絡協議会平成２８年度役員
③平成２８年６月１０日
○会員研修会
○普及啓発活動
○意見交換会
（環境省浄化槽推進室長）
④平成２９年３月８日
○第３回理事会案件
○平成２９年度定時総会懇親会
○役員改選
○水環境工学出張講義依頼
○第５０回アジア開発銀行（ADB）年次総会における展示
○IWA 世界会議・展示会
○インドにおける日本の浄化槽システムの展開に関する要望
○JICA 地域別研修「分散型汚水処理システム導入・普及」
２．各委員会等事業活動
平成２８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）運営幹事会
①平成２８年４月１５日
○平成２８年度第１回理事会提出案件
○平成２８年度運営委員会活動
○会長表彰等
○環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表掲載に関する取扱い要領
○会員研修会
（２）運営委員会
①平成２８年４月２６日
○平成２８年度第１回理事会提出案件
○平成２８年度運営委員会活動
○会長表彰等

○熊本地震対応
○環境配慮型浄化槽適合機種・仕様一覧表掲載に関する取扱い要領
○会員研修会、普及促進部会合同会議等
②平成２８年１０月７日
○平成２８年度第２回理事会・会員研修会
○平成２８年度第２回理事会提出案件
○会員行動規範
○平成２８年度技術委員会・研修会
③平成２９年３月１日
○平成２８年度第３回理事会提出案件
○国際会議展示会への出展
○運営委員会日程
（３）新規事業・需要予測部会
①平成２９年２月７日
○平成２８・２９年度浄化槽需要予測
○平成２９年度事業
（４）普及促進部会
①平成２８年４月２６日
○平成２７年度事業報告
○平成２７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２８年度活動体制・内容
○平成２８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２８年５月２５日
○平成２８度版浄化槽普及促進ハンドブック記事
○浄化槽普及促進に向けた施策
○運営委員会・普及促進部会合同会議開催内容
○熊本地震対応その他
③平成２８年９月１４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
・東京湾大感謝祭２０１６への出展
○平成２８年度版普及促進ハンドブック掲載記事確認
○今後の予定

④平成２８年１０月７日（地区委員長合同会議 芝パークホテル）
○平成２７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２８年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○平成２８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
・Water Project
・浄化槽普及戦略検討会の設置
・今後の行事等予定
（５）地区委員長会議
①平成２８年１０月７日（普及促進部会合同会議 芝パークホテル）
（６）地区委員会
①平成２８年１０月７日 (関東甲信越地区委員会 芝パークホテル)
○平成２７年度地区委員会活動報告（アンケート結果など）
○平成２９年度浄化槽関係概算要求の概要等（環境省浄化槽推進室
指導普及係長）
○平成２８年度上半期事業実施状況
○平成２８年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○平成２８年度地区委員会活動
・東京湾大感謝祭２０１６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
・Water Project
○浄化槽普及戦略検討会の設置
○浄化槽出荷状況
○今後の行事等予定
②平成２８年１１月２１日（中部北陸地区委員会 （一社）愛知県浄化槽協会）
③平成２８年１１月２４日（九州地区委員会

ibb fukuoka ビル）

④平成２８年１２月 ６日（近畿地区委員会 新大阪第一生命ビルディング）
⑤平成２８年１２月 ８日（東北地区委員会 アーク仙台)
⑥平成２８年１２月１２日（北海道地区委員会 札幌全日空ホテル)
⑦平成２８年１２月１５日（中国四国地区委員会 メルパルク広島）

２）技術委員会関係
（１）技術委員会正副委員長会議
①平成２８年４月２２日
○平成２８年度第１回技術委員会関連
・平成２７年度事業報告
・平成２８年度事業
○今後の協会事業のあり方
○環境配慮型浄化槽の取扱等
②平成２８年８月２５日
○平成２８年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○今後の協会事業のあり方関連
・工場見学会
・登録制度に関する要望
○ＪＳＡ講師団部会関連
・月刊浄化槽特集記事（環境配慮型浄化槽）
・浄化槽実務者講習会（全浄協）講師
・日本水処理生物学会講演
・浄化槽の日展示
○海外における性能評価制度
○その他
・中東欧調査報告
・建築設備計画基準改定意見
・防災推進国民大会
・今後の行事予定など
（２）技術委員会
①平成２８年４月２２日
○平成２７年度事業報告
・事業報告
・部会・委員会報告
・外部委員会関連
○平成２８年度技術委員会活動
・委員の交代
・副委員長選任
・事業計画
・部会活動

・研修会等
○環境配慮型浄化槽の取扱等
○今後の協会事業のあり方
○その他報告事項等
②平成２８年１１月１７日（グランドプリンスホテル広島）
○平成２８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２８年５月２７日
○平成２７年度事業報告
○平成２８年度事業、体制
○環境配慮型浄化槽の取扱等
○平成２８年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○今後の協会事業のあり方
○技術研修会等
②平成２８年７月１１日
○平成２８年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○ミニセミナー（浄化槽製造工場見学会）
○技術研修会
○浄化槽フォーラム in 霞ヶ浦
○講師派遣
○東南アジアにおける汚水処理推進のための流域管理に関する会議
○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）

