一般社団法人浄化槽システム協会
令和元年度事業報告
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Ⅱ 浄化槽出荷状況
（単位：基）
工場生産型
5～10 人槽

11～50 人槽

51 人槽以上

小

計

現場施工型

合

計

25 年度

137,955

9,291

1,717

148,963

40

149,003

26 年度

116,690

8,821

1,689

127,200

46

127,246

27 年度

113,144

8,307

1,570

123,021

37

123,058

28 年度

114,486

8,569

1,451

124,506

4

124,510

29 年度

109,978

7,985

1,503

119,466

13

119,479

30 年度

106,000

7,412

1,422

114,834

25

114,859

元年度

106,039

6,781

1,253

114,073

26

114,099

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、令和元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浄化槽行政の新たな展開
（環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課
浄化槽推進室長 松田尚之氏）
【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】
③11 条法定検査受検推進及び単独処理浄化槽の現状と課題
（
（一財）静岡県生活科学検査センター
施設検査管理部長

谷野敏幸氏）

【県市町村事例】
④埼玉県における合併処理浄化槽への転換促進について
（埼玉県環境部水環境課浄化槽・川の国応援団担当
主幹

原田英一氏）

⑤岩手県一関市における浄化槽整備手法の統一と浄化槽補助制度
について
（岩手県一関市下水道課主任主事

小野寺新吾氏）

⑥田川市における浄化槽整備事業について
（福岡県田川市環境対策課）
【業界動向】
⑦2019 年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（省エネ型
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】
⑧老朽化した単独処理浄化槽の転換について
（
（一社）浄化槽システム協会技術推進部会編）

【参考資料】
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、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、令和元
年１０月１日に第３３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、市町村等の浄化槽担当の方々に、より理解を
深めていただくとともに、改正浄化槽法への対応の参考として、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令和元年 ９月２６日 ㈱ハウステック結城工場
②令和元年１０月

８日 フジクリーン工業㈱三好工場

③令和元年１０月１５日 ㈱クボタ滋賀工場
④令和元年１０月２４日 ㈱ダイキアクシス松山工場
⑤令和元年１１月

１日 大栄産業㈱東海マリン工場

⑥令和元年１１月

６日 フジクリーン工業㈱那須工場

⑦令和元年１１月１２日 フジクリーン工業㈱飯塚工場
⑧令和元年１１月１５日 アムズ㈱白山工場
⑨令和元年１１月２５日 ニッコー㈱埼玉工場
５）浄化槽トップセミナー
市町村長、市町村議会議員等の地方公共団体の政策決定に携わる者並びに浄化槽
等行政関係者を対象に、経済的・効率的な生活排水処理施設として、浄化槽の特徴
や地域の実情にあった生活排水処理施設の整備手法を選択するための提案・説明等
を行い、理解を得ることを目的に開催された「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令和２年２月３日（中国四国地区委員会活動）
浄化槽トップセミナー（徳島会場）
（徳島市 徳島グランヴィリオホテル）

②令和２年２月７日（九州地区委員会活動）
浄化槽トップセミナー（佐賀会場）
（佐賀市

グランデはがくれ）

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、展示会へ浄化槽のカットモ
デルやミニチュアモデル等を展示するなど浄化槽の普及啓発活動を行った。
（１）月刊誌
①「月刊浄化槽」（(公財)日本環境整備教育センター）
５月号 ○セルロ－ス系バイオマス資源としてのし尿・浄化槽汚泥
７月号 ○省エネ型浄化槽システム導入推進事業の適用事例
９月号 ○ＦＤＰ型／ＸＦ型浄化槽のリン除去装置について
○浄化槽の構造・機能と維持管理のポイント
≪5～10 人槽≫(17)（特集記事）
１０月号 ○浄化槽等処理水の再利用（特集記事）
・膜処理浄化槽の処理水再利用
１１月号 ○合併処理浄化槽リフォーム（入れ替え）について
１月号 ○家庭系生ごみのメタン発酵による温室効果ガス削減効果
３月号 ○既設単独処理浄化槽の合併転換を指向したＫＲＳ型（省エネ
＆高度処理型浄化槽）について
（２）展示会等
①令和元年８月６日～９日
○（公社）日本下水道協会

下水道展’19 横浜（パシフィコ横浜）

・浄化槽ミニチュアモデル展示（㈱クボタ、フジクリーン工業㈱ブ
ース）
②令和元年８月２６日
○環境省、国際協力機構、国連環境計画、国連人間居住計画、横浜市
アフリカのきれいな街プラットフォーム第２回全体会合（はまぎ
んホールヴィアマーレ）
・革新的テクノロジー（浄化槽）紹介及びパネル等展示
③令和元年９月１日（関東甲信越地区委員会活動）
○栃木県・真岡市

栃木県・真岡市総合防災訓練

（真岡市鬼怒自然公園）
・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）
④令和元年９月９日～１３日
○町田市

下水道の日ＰＲイベント（町田市役所）

・浄化槽ミニチュアモデル展示

⑤令和元年９月２４日
○日本国環境省

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（ベトナム ハノイ市

アーミーホテル）

・浄化槽、パネル等展示
⑥令和元年９月２８日
○三郷市

環境フェスタみさと 2019（三郷市役所）

・浄化槽パネル展示
⑦令和元年１０月１日
○浄化槽の日実行委員会

「浄化槽の日」第３３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
⑧令和元年１０月６日
○町田市

町田エコフェスタ 2019（町田市庁舎）

・浄化槽ミニチュアモデル展示
⑨令和元年１０月１９日～２０日
○防災推進国民大会 2019 実行委員会
屋市

ぼうさいこくたい 2019（名古

ささしまライブエリア パークエリア·キャナルゲート）

・浄化槽カットモデル等展示
⑩令和元年１０月２７日（近畿地区委員会活動）
○環境省・浄化槽フォーラム
（田辺市

浄化槽フォーラム in 田辺

和歌山県立情報交流センターＢＩＧ・Ｕ）

・浄化槽カットモデル等展示
⑪令和２年年２月３日・２月７日
○環境省

浄化槽トップセミナー（中国四国・九州地区委員会活動）

（徳島グランヴィリオホテル他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
（３）単独転換普及啓発キャンペーン
令和元年度の環境省予算において単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転
換に伴う宅内配管工事費が助成対象となったことから、単独処理浄化槽と合併処
理浄化槽の構造及び水質の違い、生活排水垂れ流しによる水環境への影響を取り
まとめたチラシを作成（浄化槽システム協会ホームページからダウンロードして、
一部加工可能）した。
地区委員会活動として、このチラシを用いて、市町村に対し宅内配管工事費補
助制度の創設を働きかけるとともに、地方公共団体や浄化槽関連団体等を通じて
単独処理浄化槽管理者に対し単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の啓
発活動を行った。

２．調査研究事業
１）老朽化した単独処理浄化槽の転換について
生活排水処理施設の早期概成を目指す上で大きな課題となる単独処理浄化槽の
転換に関連する情報について、浄化槽劣化診断の考え方やその手法についての素案
を新たな視点として加えて取りまとめ、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に関する調査、浄化槽の補修・更新工事の整理、
及び海外における浄化槽の最新設置基数と浄化槽関連企業による海外向け普及促
進の取組に関する次の調査・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浄化槽の補修・更新工事についての整理
③浄化槽の海外設置基数と海外向け普及促進の取組に関する調査
ア 浄化槽の海外展開に関する調査
イ 浄化槽関連企業による海外向け普及促進の取組に関する調査
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

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令和２年１月２７日 検討会
②令和２年１月２８日 ＷＧ
③令和２年２月２１日 ＷＧ
④令和２年３月１１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令和元年 ５月２０日
○中央大学＆Water-n

中央大学＆Water-n 協働授業

②令和元年 ７月１０日
○新潟浄化槽整備協会巻支部

浄化槽技術研修会

③令和元年 ７月１７日
○東洋大学

都市環境デザイン学科における水環境学「浄化槽」出張講

義
④令和元年 ８月 ８日
○国土交通省・環境省

アジア汚水管理パートナーシップテクニカルセ

ミナー
⑤令和元年 ９月 ４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）
⑥令和元年 ９月１２日
○新潟浄化槽管理協同組合

従業員技術研修会

⑦令和元年１０月１７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
⑧令和元年１０月１８日
○ポンシロール会
⑨環境省

ポンシロール会研修会

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

○令和元年１０月３１日

ミャンマー・マンダレー

○令和元年１２月２０日

インド・デリー

⑩全国浄化槽推進市町村協議会

浄化槽行政実務者講習会

○令和元年１１月 ６日 九州ブロック
○令和元年１１月１５日 東海ブロック
⑪令和元年１１月１２日
○（一社）新潟県浄化槽整備協会

浄化槽業務従事者研修会

⑫令和２年 １月２４日
○（公財）国際湖沼環境委員会

インドネシア湖沼保全研修員との交流

会
⑬令和２年

２月

６日

○（公社）熊本県浄化槽協会

浄化槽技術講習会

⑭令和２年 ２月１８日～２０日
○福岡県田川市

浄化槽技術講習会（九州地区委員会活動）

⑮令和２年 ３月１７日
○愛知県

浄化槽管理士研修会

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田川市浄化槽技術向上協議会 （田川市）（九州地区委員会活動）
○平成３１年４月９日～令和２年１月２３日

８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）
○令和元年６月１３日～１２月１２日

３回

③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）
○令和元年６月１７日～１１月１５日

２回

④浄化槽リノベーション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））
○令和元年７月４日

１回

⑤浄化槽長寿命化計画の策定に係る有識者検討会 （エム・アール・アイ リ
サーチアソシエイツ（株））
○令和元年７月４日～令和２年２月６日
⑥浄化槽劣化診断専門ワーキンググループ

３回

（エム・アール・アイ リサーチ

アソシエイツ（株）
）
○令和元年７月２３日～令和２年１月２８日

４回

⑦全浄連中央保証制度審査委員会 （
（一社）全国浄化槽団体連合会）
○令和元年８月２８日

１回

⑧ASEANN 加盟国における分散型生活排水処理の統合的管理に向けたマルチス
テークホルダーネットワーク形成と政策対話アドバイザリーグループ会合
（国立環境研究所）
○令和元年９月６日

１回

⑨浄化槽管理士テキスト編集委員会

（（公財）日本環境整備教育センター）

○令和元年９月３０日～１０月２８日

２回

⑩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）
○令和２年２月１７日

１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.6、vol.7 （
（一社）
Ｗａｔｅｒ－ｎ）

②環境衛生週間 （環境省）
○令和元年９月２４日～１０月１日
③６４th ＦＲＰ ＣＯＮ－ＥＸ２０１９ （（一社）強化プラスチック協会）
○令和元年１０月２４日～２５日

岐阜市文化産業交流センターじゅう

ろくプラザ
④第６３回生活と環境全国大会 （（一財）日本環境衛生センター）
○令和元年１０月２８日～３０日 熊本市 熊本城ホール
（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：（公財）廃棄物処理事業振興財団）及び浄
化槽中央連絡協議会（事務局：
（一社）全国浄化槽団体連合会）に参画した。
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原田環境大臣の浄化槽製造工場及び合併転換現場視察に際し、浄化槽製造工
場における説明・ご案内を行った。
○令和元年７月３１日

ニッコー㈱埼玉工場

④環境省が開催する「浄化槽リノベーション推進検討会（第２回）」において
「浄化槽法の一部を改正する法律」の施行に向けて、意見陳述を行った。
○令和元年９月２０日

三菱総合研究所

⑤環境省主催の「第７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」に協力した。

○令和元年９月２４日

アーミーホテル（ベトナム

ハノイ市）

⑥環境省・浄化槽フォーラム主催の「浄化槽フォーラム in 田辺」に協力する
とともに、浄化槽カットモデル等の展示及び説明員を派遣した。
○令和元年１０月２７日

和歌山県立情報交流センターBIG・U

⑦田川市管工事協同組合青年部主催の「環境フェア in コールマインフェステ
ィバル」に協力するとともに、浄化槽普及のための説明員を派遣した。（九
州地区委員会活動）
⑧国土交通省官庁営繕部が作成する「建築設備計画基準」及び「建築設備設計
基準の改定に当たって意見を述べた。
⑨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令和元年１０月３０日（長野市
ア

THE SAIHOKUKAN HOTEL）

環境省浄化槽推進室 松田尚之室長
「最近の浄化槽行政について」

イ （一社）全国浄化槽団体連合会 上田勝朗会長
「これからの浄化槽業界はどうあるべきか［まちづくりの観点から］」
②令和２年３月３日（東京都港区
ア

芝パークホテル）

環境省浄化槽推進室 松田尚之室長
「最近の浄化槽行政について」

（２）技術研修会
令和元年１１月２１日（北九州市 小倉リーセントホテル）
①環境省浄化槽推進室

板倉舞指導普及係長

「浄化槽行政の最近の動向について」
②（一財）福岡県浄化槽協会企画課 櫻木秀憲事務主査
「協会業務の概要と法定検査からみた福岡県における単独処理浄化
槽の現状について」
③福岡女子大学 国際文理学部環境科学科 豊貞佳奈子准教授
「地球とつながる暮らしのデザイン～水まわりから CO２削減～」
④東洋大学 理工学部都市環境デザイン学科 山崎宏史准教授
「浄化槽の処理性能に及ぼす水温の影響・環境中に放流された処理水
由来 GHGs の算定」
２）表彰
①令和元年５月２２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４名が会長表彰を受けた。
②令和元年１０月１日に開催された「第３３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、野口剛氏（㈱ハウステック）が国土
交通省住宅局長から表彰を受けた。
③令和元年１０月９日に開催された「第３３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、渡邉洋一郎氏（フジクリー
ン工業㈱）が環境省環境再生・資源循環局長から表彰を受けた。

④令和元年１０月２９日に開催された「第６３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、後藤雅司氏（フジクリーン工
業㈱）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（令和元年５月２２日：浜松町東京會舘）
[審議事項]
第１号議案 平成３０年度決算報告に関する件
第２号議案 役員の改選に関する件
[報告事項]
①平成３０年度事業報告
②協会事業運営組織等
③令和元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（令和元年５月９日）
[審議事項]
第１号議案 平成３０年度事業報告に関する件
第２号議案 平成３０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令和元年度協会事業運営組織等
③令和元年度会長表彰受賞者
④今後の行事等予定
②第２回理事会（令和元年５月２２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（令和元年１０月３０日：長野市 THE SAIHOKUKAN HOTEL）
[報告事項]
①令和元年度上半期の事業及び予算執行状況
○令和元年度上半期事業報告

○令和元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技術委員の交代
③令和元年度環境大臣表彰等の受賞
④令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック
⑤ぼうさいこくたい 2019 出展結果
⑥浄化槽製造工場見学会
⑦浄化槽の出荷状況
⑧今後の行事等予定
④第４回理事会（令和２年３月９日）
[審議事項]
第１号議案 令和２年度事業計画に関する件
第２号議案 令和２年度収支予算に関する件
第３号議案 令和２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令和２年度浄化槽推進関係予算（案）
③令和元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
３）正副会長会議
①令和元年５月９日
○第１回理事会
○請負事業等
○浄化槽中央連絡協議会令和元年度役員候補
○浄化槽リノベーションに関する WG
○その他
・単独転換啓発用チラシ
②令和元年５月２２日（浜松町東京會舘）
○定時総会懇親会
○表彰
○令和２年度定時総会開催日
③令和元年９月３日
○会員研修会・技術研修会
○単独転換啓発用チラシ
○浄化槽出荷状況

○今後の行事等予定
○意見交換会（環境省浄化槽推進室長）
・令和２年度概算要求
・浄化槽リノベーション推進検討会
④令和元年１０月３０日（THE SAIHOKUKAN HOTEL）
○第３回理事会・会員研修会
○浄化槽海外普及活動
⑤令和２年３月９日
○第４回理事会案件
○令和２年度定時総会懇親会
○会員研修会
○次回理事会の開催日
○その他
・新規事業・需要予測部会委員
・令和３年度以降の定時総会会場
２．各委員会等事業活動
令和元年度の運営委員会・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）運営委員会正副委員長会議
①令和元年９月５日（技術委員会正副委員長合同会議）
○浄化槽リノベーション推進検討会ヒアリング
○令和２年度浄化槽推進関係概算要求
○会員研修会・技術研修会
○講師派遣
○ぼうさいこくたい２０１９
○今後の行事等予定
○浄化槽出荷状況
○単独転換啓発用チラシ
○浄化槽製造工場見学会
（２）運営委員会
①平成３１年４月２２日
○令和元年度第１回理事会提出案件
○令和元年度第２回理事会提出案件
○令和元年度運営委員会活動
○会長表彰等

○定時総会懇親会
○会員研修会
②令和元年１０月１７日
○令和元年度第３回理事会・会員研修会
○令和元年度第３回理事会提出案件
○環境省主催海外展示会出展等に係る一部負担金
○令和元年度技術委員会・研修会
③令和２年３月３日
○令和２年度浄化槽推進関係予算
○令和元年度第４回理事会提出案件
○新規事業・需要予測部会委員
○新型コロナウイルス対策
○令和３年度以降の定時総会会場
○令和元年度浄化槽フォーラム・トップセミナーにおける展示結果
○会員研修会
○その他
・地区委員会の開催（単独転換啓発用チラシ）
・浄化槽・部品規格の見直し
・令和２年度第１回運営委員会の開催
（３）新規事業・需要予測部会
①令和２年２月１２日
○令和元・２年度浄化槽需要予測
○令和２年度事業
（４）普及促進部会
①平成３１年４月２２日
○平成３０年度事業報告
○平成３０年度地区委員会活動
○平成３０年度版浄化槽普及促進ハンドブックアンケート結果
○令和元年度事業体制・内容
○浄化槽普及促進に向けた施策
・単独転換啓発用チラシ
○普及促進部会・地区委員長合同会議及び地区委員会
○令和元度版浄化槽普及促進ハンドブック記事
○展示関係
②令和元年９月１７日
○令和元年度第１回地区委員会開催結果
○地区委員長との合同会議、第２回関東甲信越地区委員会開催計画

○浄化槽普及促進に向けた施策
・浄化槽製造工場見学会
・浄化槽の日等イベント出展
・単独転換啓発用チラシ配布状況報告書等
○令和２年度浄化槽推進関係概算要求
○浄化槽リノベーション推進検討会
○今後の予定
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事確認
③令和元年１０月１７日（地区委員長合同会議）
（芝パークホテル）
○平成３０年度地区委員会開催概要、アンケート結果
○令和元年度第１回地区委員会開催概要
○単独転換啓発用チラシ活用
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○令和元年度第２回地区委員会活動
・地区委員会開催計画
・アンケート活動
○今後の普及啓発活動
・浄化槽普及啓発用グッズ
・ぼうさいこくたい２０１９出展
・浄化槽フォーラム in 田辺出展
・浄化槽製造工場見学会
○今後の行事等予定
④令和２年３月２５日
○令和２年度部会及び地区委員会活動
・浄化槽製造工場見学会
・単独転換啓発用チラシ
・展示会等
・地区委員会活動
○令和２年度版浄化槽普及促進ハンドブック（記事構成等）
○令和２年度浄化槽推進関係予算
○今後の行事等予定
（５）地区委員長会議
①令和元年１０月１７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令和元年６月１８日（関東甲信越地区委員会）
○平成３０年度地区委員会活動報告（アンケート結果など）
○平成３０年度事業報告

○令和元年度生活排水対策と浄化槽の交付金制度
○浄化槽法の一部改正
○単独転換啓発用チラシのねらいと活用方策
○ＪＳＡ地区委員肩書き付名刺
○省エネ型浄化槽システム導入推進事業
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○令和元年度地区委員会活動
②令和元年６月１９日（北海道地区委員会）（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル札幌）
③令和元年６月２４日（東北地区委員会）（アーク仙台）
④令和元年６月２５日（近畿地区委員会）（新大阪第一生命ビルディング）
⑤令和元年６月２７日（中部北陸地区委員会）（
（一社）愛知県浄化槽協会）
⑥令和元年６月２７日（九州地区委員会）
（TKP ガーデンシティ PUREMIUM
博多駅前）
⑦令和元年７月１０日（中国四国地区委員会）
（ホテルチューリッヒ東方 2001）
⑧令和元年１０月１７日 (関東甲信越地区委員会)（芝パークホテル）
○平成３０年度地区委員会活動報告（アンケート結果など）
○令和２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）
○令和元年度上半期事業報告
○単独転換啓発用チラシ活用
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック
○令和元年度地区委員会活動
・アンケート回収
・単独転換啓発用チラシを使用した啓発活動
○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
⑨令和元年１１月

６日（九州地区委員会）
（TKP ガーデンシティ PUREMIUM 博

多駅前）
⑩令和元年１１月１２日（北海道地区委員会）（ＡＮＡクラウンプラザ
ホテル札幌)
⑪令和元年１１月１２日（中国四国地区委員会）
（カンファレンス 21）
⑫令和元年１１月２５日（近畿地区委員会）
（新大阪第一生命ビルディング）
⑬令和元年１１月２７日（東北地区委員会）（アーク仙台)
⑭令和元年１１月２９日（中部北陸地区委員会）
（
（一社）愛知県浄化槽協会）

２）技術委員会関係
（１）技術委員会正副委員長会議
①令和元年７月８日
○令和元年度技術委員会・技術研修会
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック記事
○「浄化槽長寿命化計画の策定に係る調査検討業務」に係る有識者検討会
○「浄化槽整備事業の進捗状況評価に関する調査検討業務」に係る浄化槽
リノベーションに関するワーキンググループ
○講師派遣
○ぼうさいこくたい 2019
○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
○アジア汚水管理パートナーシップ運営委員会及びセミナー
○浄化槽法の一部改正
○意見交換会（環境省浄化槽推進室指導普及係長他）
・浄化槽改正法の施行に向けて
・浄化槽リノベーション
・海外展開 等
○今後の行事等予定
②令和元年９月５日（運営委員会正副委員長会議合同会議）
③令和元年１１月７日
○技術委員の交代
○技術委員会・研修会
○講師派遣
○単独転換啓発用チラシ
○環境省主催海外展示会出展等に係る一部負担金
○意見交換会（環境省浄化槽推進室指導普及係長）
・令和２年度予算概算要求
・浄化槽リノベーション
・浄化槽長寿命化
④令和２年２月２１日
○令和元年度ＪＳＡ講師団部会活動
○今後の行事等予定
（２）技術委員会
①平成３１年４月１６日（技術推進部会合同会議）
○平成３０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
○令和元年度技術委員会活動
・委員の交代
・委員長・部会長選任
・事業計画
・部会活動
・研修会
・展示会・海外関連等
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○浄化槽の劣化と長寿命化に係る調査
○表彰関連
○その他報告事項等
②令和元年１１月２１日（北九州市 小倉リーセントホテル）
○技術委員の交代
○令和元年度上半期事業報告
○技術推進部会・講師団部会活動報告
○その他報告事項
・浄化槽法改正、令和２年度浄化槽関連予算概算要求
・工場見学会
・環境大臣表彰等
・単独転換促進活動（チラシ活用）
・今後の行事等予定
・環境インフラの海外展開
（３）技術推進部会
①平成３１年４月１６日（技術委員会合同会議）
②令和元年５月３０日
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○技術研修会
○浄化槽の劣化に係る調査
○長寿命化計画の策定に係る調査検討業務に係る有識者検討会委員
○今後の行事等予定
③令和元年７月４日
○令和元年度版浄化槽普及促進ハンドブック掲載記事
○技術研修会
○浄化槽の劣化に係る調査

○今後の行事等予定
○講師派遣
○ぼうさいこくたい 2019
○生活排水対策と浄化槽の交付金制度
○浄化槽法の一部改正
○第７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
④令和元年１２月１７日
○浄化槽法改正、補正予算
○令和元年度次世代浄化槽システム調査検討業務
○その他
・インドネシア湖沼保全研修員との交流会
・月刊浄化槽特集記事
・令和元年度浄化槽製造工場見学会開催結果
・今後の行事等予定

