一般社団法人浄化槽システム協会
令和２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）
工場生産型
5～10 人槽
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２年度
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Ⅲ 事業実施状況
１．普及啓発事業
１）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。
２）「浄化槽の日」
「第３４回浄化槽の日」の事業へ協力するため実行委員会に参画した。
３）浄化槽トップセミナー
県をはじめとする地方公共団体の首長及び議会議員等の政策決定に携わる方々
や、浄化槽等行政関係者に対して、経済的・効率的な生活排水処理施設として、浄
化槽の特長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・説明を行い、理解を得ていただく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、浄化槽ミニチュアモデル等の展示、
及び説明員を派遣した。
①令和２年１１月９日（中国四国地区委員会活動）
浄化槽トップセミナー（高知会場）
（高知市 ホテル日航高知旭ロイヤル）
４）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 ○排水中の油分対策と事例
７月号 ○家庭用浄化槽の脱臭機による臭気対策について
９月号 ○ＲＩ（放射線同位元素）排水処理と浄化槽
１０月号 ○浄化槽の構造・機能と維持管理のポイント
≪5～10 人槽≫（18）
（特集記事）
１１月号 ○浄化槽で機能する硝化細菌の解析・評価について
○浄化槽の人槽算定の事例（特集記事）
・「JIS A 3302-2000」のただし書きの運用事例
・応急仮設住宅流入負荷等について
１月号 ○単独転換のススメ

２月号 ○浄化槽の劣化（巻頭言）
３月号 ○「水創り王型」の概要と特長及び保守点検のポイントについ
て
②「水循環 貯留と浸透」（(公社)雨水貯留浸透技術協会）
Vol．119 ○既存の雨水貯留浸透施設の有効活用と維持管理（特集）
・家庭用浄化槽の雨水貯留層への転換事例
（２）展示会等
①令和２年１０月３日
○防災推進国民大会 2020 実行委員会

ぼうさいこくたい 2020（オン

ライン開催）
・ＰＲ動画、ＰＲ写真等展示
②令和２年年１１月９日
○環境省

浄化槽トップセミナー（中国四国地区委員会活動）

（ホテル日航高知旭ロイヤル）
・浄化槽ミニチュアモデル等展示
③令和２年１２月１３日（九州地区委員会活動）
○佐賀県基山町

2020 ふ・れ・あ・いフェスタ（基山町総合体育館
前駐車場）

・浄化槽カットモデル、パネル等展示
２．調査研究事業
１）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、共同浄化槽の普及に向けた技術的
調査、及び海外における浄化槽の最新設置基数実績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
②浄化槽法改正の施行による共同浄化槽の普及に向けた技術的調査
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(常葉大学名誉教授)

委員 蛯江美孝(国立環境研究所）

委員

古市昌浩((公財)日本環境整備教育センター

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

日比野淳(㈱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令和２年１２月１１日 検討会・ＷＧ合同
②令和３年 ２月

５日 ＷＧ

③令和３年 ３月

２日

ＷＧ

④令和３年 ３月１０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２年８月２７日～１０月２７日
○福岡県田川市

浄化槽技術講習会（九州地区委員会活動）

②令和３年１月１４日
○環境省

日本・インドネシア環境ウィーク

環境インフラ技術セミナー（オンライン開催）
・浄化槽技術発表
③環境省

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
（ＷＥＢ開催）

○令和３年２月２５日

ラオス

○令和３年３月 ２日

スリランカ

○令和３年３月

カンボジア

４日

④令和３年３月２４日
○バングラデ シュ経済特区庁（ＢＥＺＡ）

第２回経済特区（ＥＺ）

開発・管理オンラインテクニカルセミナー（ＷＥＢ開催）
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）
○令和２年４月１７日～１１月２６日

３回

②災害時における排水対策ワーキング （
（一社）日本建築学会）
○令和２年５月２９日～令和３年２月３日

５回

③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２年６月４日～令和３年３月１７日

４回

④ＩＳＯ/ＴＣ ２２４/ＷＧ８ 国内ワーキンググループ会合

（（公財）日

本環境整備教育センター）
○令和２年８月４日～令和３年３月５日

３回

⑤第８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準備会合
（（公財）日本環境整備教育センター）
○令和２年８月７日～１２月１４日

２回

⑥浄化槽長寿命化計画の策定に係る調査検討業務検討委員会

（エム・アー

ル・アイ リサーチアソシエイツ（株））
○令和２年９月２３日～１２月１５日

２回

⑦特定既存単独処理浄化槽の指定と合併転換の手法策定委員会

（（公財）日

本環境整備教育センター）
○令和２年１０月１日～令和３年２月１２日

４回

⑧浄化槽に関するデータ活用による管理の高度化及び効率化等に関する検討
ワーキンググループ （（公財）日本環境整備教育センター）
○令和２年１０月５日～令和３年２月９日

４回

⑨浄化槽リノベーション検討会 （（公財）日本環境整備教育センター）
○令和２年１０月１９日～令和３年２月２４日

４回

⑩浄化槽の維持管理に関する制度や技術に関する仕様書検討会 （（公財）日
本環境整備教育センター）
○令和３年１月１８日～２月１９日

２回

⑪浄化槽施工マニュアル改定ワーキンググループ （（一社）全国浄化槽団体
連合会）
○令和３年３月１７日～３０日

２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.８、vol.９ （（一
社）Ｗａｔｅｒ－ｎ）
②環境衛生週間 （環境省）
○令和２年９月２４日～１０月１日
（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）全国浄化施設保守点検連合会）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環境インフラの海外展開を更に加速するために、より途上国・新興国のニー
ズを捉え、民間企業の更なる海外展開を後押しすべく設立された「環境イン
フラ海外展開プラットフォーム」に参加登録した。
④環境省主催の「第８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３年１月２１日

（公財）日本環境整備教育センター

・分散型汚水管理における日本の経験から：水系感染症と
災害（豪雨と地震）（ＷＥＢ開催）
⑤バングラデ シュ経済特区庁（ＢＥＺＡ）主催の「バングラデシュ国投資促
進・産業競争力強化プロジェクト」において浄化槽技術などの紹介を行った。
⑥国土交通省主催の「ＡＷaＰ参加国等を対象とした下水道普及方策検討にお
ける浄化槽の導入可能性調査」に係る下水道と浄化槽のパッケージ輸出方策
検討に係る意見交換会に参加した。
⑦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。
⑧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２年１０月２９日（東京都港区 ＡＰ浜松町
ア

環境省浄化槽推進室 山本泰生室長
「最近の浄化槽行政について」

②令和３年３月１２日（ＷＥＢ開催）
ア

環境省浄化槽推進室 山本泰生室長
「最近の浄化槽行政について」

ＷＥＢ出席併用）

（２）技術研修会
令和２年１１月２５日（ＡＰ浜松町 ＷＥＢ出席併用）
①環境省浄化槽推進室

白石萌美指導普及係長

「最近の浄化槽行政について」
②北里大学医療衛生学部公衆衛生学研究室講師 伊予亨
「衛生学的な観点からみた感染症対策の基本」
２）表彰
①令和２年６月２５日、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１０
名が会長表彰を受けた。
②令和元年１０月１日に、多年にわたり良質な浄化槽の普及を通じ生活環境の
保全に寄与した功績により、福原真一氏（㈱クボタ）が国土交通省住宅局長
から表彰を受けた。
③令和２年１０月１日に、多年浄化槽関係事業の向上発展に尽力した功績によ
り、中村茂教氏（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２年１０月２２日に、廃棄物・浄化槽分野の研究開発において学術的及
び実用的に広範かつ有益な成果を収めた功績により、足立清和氏（アムズ㈱）
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２年６月２５日：書面表決）
[審議事項]
第１号議案 令和元年度決算報告に関する件
第２号議案 理事の選任に関する件
[報告事項]
①令和元年度事業報告
②協会事業運営組織等
③令和２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（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定によ
り理事会の決議があったものとみなされた日 令和２年６月４日）
[決議事項]
第１号議案 令和元年度事業報告に関する件
第２号議案 令和元年度決算報告に関する件
第３号議案

表彰規程の一部改正に関する件

第４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協会事業運営組織等
②令和２年度会長表彰受賞者
③今後の行事等予定
②第２回理事会（一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９６条の規定によ
り理事会の決議があったものとみなされた日 令和２年７月６日）
[決議事項]
議案 副会長の選定に関する件
③第３回理事会（令和２年１０月２９日：ＡＰ浜松町

ＷＥＢ出席併用）

[報告事項]
①令和２年度上半期の事業及び予算執行状況
○令和２年度上半期事業報告
○令和２年度上半期予算執行状況
②業務執行理事の職務執行状況
③令和２年度環境大臣表彰等の受賞
④ぼうさいこくたい 2020 出展結果
⑤浄化槽の出荷状況
⑥今後の行事等予定
[その他]
①事務所賃借料の値上げ
②令和 3 年度浄化槽推進関係概算要求の概要
③環境省浄化槽関連職員
④第４回理事会（令和３年３月２２日）
（ＷＥＢ開催）
[審議事項]
第１号議案 令和３年度事業計画に関する件
第２号議案 令和３年度収支予算に関する件
第３号議案 令和３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年度別浄化槽出荷状況
③今後の行事等予定
３）正副会長会議
①令和２年１０月２９日（ＡＰ浜松町 ＷＥＢ出席併用）
○第３回理事会・浄化槽推進室長講演会
○次期会長候補者
○令和３年度定時総会
○令和２年度住宅着工数見通しと浄化槽出荷予測
②令和３年３月２２日（ＷＥＢ開催）
○第４回理事会案件
○令和３年度定時総会
○役員改選
○会員研修会
○次回理事会の開催日
２．各委員会等事業活動
令和２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令和２年５月２０日（書面審議方式）
○令和２年度第１回理事会提出案件
○令和２年度第２回理事会提出案件
○令和２年度運営委員会活動
○会長表彰等
②令和２年１０月１２日（ＡＰ浜松町）（ＷＥＢ出席併用）
○令和２年度第３回理事会・浄化槽推進室長講演会等
○令和２年度第３回理事会提出案件
○住宅着工戸数見通しと浄化槽の出荷見込み
③令和３年３月１２日（ＷＥＢ開催）
○令和３年度浄化槽推進関係予算
○令和２年度第４回理事会提出案件

○その他
・令２元年度浄化槽トップセミナーにおける展示結果
・会員研修会
・令和３年度第１回運営委員会の開催
（２）新規事業・需要予測部会
①令和３年２月１９日（ＷＥＢ開催）
○令和２・３年度浄化槽需要予測
○令和３年度事業
（３）普及促進部会
①令和３年３月３０日（ＷＥＢ出席併用）
○令和３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３年度版浄化槽普及促進ハンドブック（記事構成等）
○その他浄化槽普及促進活動（ＨＰ活用など）
○今後の行事等予定
（４）地区委員会
①令和３年３月１８日

九州地区委員会（ＷＥＢ開催）

○（一財）長崎県浄化槽協会の理事推薦
○令和２年度地区委員会活動
○今後の活動内容
２）技術委員会関係
（１）技術委員会正副委員長会議
①令和２年９月９日（ＷＥＢ開催）
○令和元年度ＪＳＡ事業活動報告
○令和２年度ＪＳＡ事業活動
・令和２年度技術委員会・技術研修会
・浄化槽普及促進ハンドブック技術情報
・講師派遣
・ぼうさいこくたい 2020
・外部委員会
○今後の行事等予定

（２）技術委員会
①令和２年１１月２５日（ＡＰ浜松町 ＷＥＢ出席併用）
○令和２年度技術委員会活動
・委員の交代
・令和元年度事業報告
・令和２年度事業計画
・令和２年度上半期事業報告
○関連事業
・技術研修会
・次世代浄化槽システムに関する調査検討業務
・外部委員会関連
○報告事項
・表彰関連
・ぼうさいこくたい 2020 出展結果
・型式認定関連
・環境インフラ海外展開プラットフォーム関連
・その他
（３）技術推進部会
①令和２年１１月５日（ＷＥＢ開催）
○令和２年度技術推進部会活動
・委員の交代
・部会長選任
・令和元年度事業報告
・令和２年度事業計画
・令和２年度上半期事業報告
○関連事業
・技術委員会研修会
・請負事業
○報告事項等
・表彰関連
・ぼうさいこくたい 2020 出展結果
・型式認定関連
・環境インフラ海外展開プラットフォーム関連
・その他
・令和 3 年度浄化槽推進関係概算要求の概要
・今後の行事等予定
・環境省浄化槽関連職員

