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　平成28年10月3日東京都千代田区のホテルグランドパレスにて、第30回全国浄化槽大会

表彰を受賞されました。

　ご功績をたたえ、今後ますますのご健勝、ご活躍を祈念申し上げます。

表彰状

が開催され、業界功労者に対する表彰が行われました。

　本県からは、櫛部　茂雄  氏 （西条支部理事）が、生活環境改善事業功労者環境大臣

環境大臣表彰

櫛部　茂雄 氏（西条支部理事） 

表 彰 の 栄 誉



　1.浄化槽整備推進のための国庫助成

　生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、市町村等が実施する浄化槽整備を推進

するとともに、地球温暖化対策に資する浄化槽の省エネ改修に対して国庫助成を行う。

　○　循環型社会形成推進交付金　(浄化槽分)　　　　　　　　　　　　８，４２１百万円

　　　【28年度補正　1，０００百万円】

新○　二酸化炭素排出抑制事業費等補助金　(浄化槽分)　　　　　　　１，０００百万円

【単位：百万円】

※　上記の他、 １,０００億円の内数

　○　地方創生汚水処理施設整備推進交付金(内閣府計上)401億円の内数

　地方創生の更なる深化のための「地方創生推進交付金」のうち、汚水処理施設整備

(浄化槽、下水道、集落排水のうち2種類以上)を総合的に整備するための交付金。

(平成28年度に創設)

　2.国庫助成の内容

　○　環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業【個人設置型、市町村設置型】

　環境配慮型浄化槽（省エネ化、コンパクト化、再生材使用、ディスポーザ対応）

を推進するとともに、単独転換促進施策及び強靭なまちづくり施策を組み合わせ

て総合的に推進する。（助成率1/2）

※上段（　　）は、内閣府〔沖縄〕、国土交通省〔北海道、離島〕計上分を含む額

＜循環型社会形成推進交付金/地方創生汚水処理施設整備推進交付金＞

(8,924)
8,421

(10,039)
9,421

(112.5%)
111.9%

計【２９年度】

循環型社会形成推進交付金
― 1,000 ―

二酸化炭素排出抑制事業費等補助金 ― 1,000 ―

【２８年度補正】

計【２８年度補正＋２９年度】
(8,924)
8,421

(11,039)
10,421

(123.7%)
123.8%

平成29年度浄化槽推進関係予算（案）の概要

平成28年度
予算額

平成29年度
予算額

 対前年度比

循環型社会形成推進交付金
　(8,924)※

8,421
(9,039)
8,421

(101.3%)
100.0%



　○　公的施設単独処理浄化槽集中転換事業【市町村設置型】

　単独転換促進の指導を行う立場である地方公共団体が所有する単独処理浄化槽が、

全国で約５万基近く残存しているため、合併処理浄化槽へ転換する費用を助成する。

　（助成率１/３，助成率１/２）

改○　広域連携による市町村設置型の基数要件緩和　【市町村設置型】

　市町村設置型浄化槽の基数要件「年２０戸以上」について、広域連携※を実施する

場合、構成市町村全体で適用し、市町村設置型の新規導入を促すとともに、既に市町

村設置型を実施している市町村の運営管理効率化を図る。

　※地方自治法に基づく「連携協約」、「協議会」、「事務の委託」、「業務の代執行」等による連携を想定

　<二酸化炭素排出抑制事業費補助金>

新○　省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業

　既設大型合併処理浄化槽(１０１人槽以上を想定)にかかる、省ＣＯ２型の高度化設

備（高効率ブロワ、インバータ制御装置等）の導入・改修費について、地方公共団体

や民間団体に補助する。（補助率１/２間接補助）

　3.浄化槽の整備推進にかかる行政経費

新○　地域暮らしの水環境整備促進事業（浄化槽整備推進費）　　　　　　２９百万円

　単独転換に積極的に取り組む市町村において、整備促進効果を高めるための取り

組みを支援する「地域くらしの水環境整備促進モデル事業」を実施し、その効果検

証を行う。また、自治体、市民、ＮＰＯ等における浄化槽の普及啓発のためのフォ

ーラムや行政会議を引き続き実施する。

　○　浄化槽情報基盤整備支援事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　５０百万円

　単独転換や適切な維持管理の確立及び災害対応力の強化に向けて、浄化槽台帳シ

ステムの導入に前向きな自治体に対し、導入に際して地域ごとに異なる諸課題への

解決策の支援を行うとともに、同様の諸課題を抱えている自治体に情報提供するこ

とにより、浄化槽台帳システムの整備推進を図る。

　○　浄化槽システム強靭化事業費（拡充）　　　　　　　　　　　　　　１６百万円

　災害復旧対応を含め浄化槽台帳システムの新たな利活用や浄化槽システム全体で

の災害対応力の強化について調査検討を引き続き行うとともに、平成２９年度は浄

化槽の関係団体、維持管理業者における情報ツールのICT化の促進策の検討を行う。



　○　我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業

　　（うち浄化槽グローバル支援事業費）　　　　　　　　　　　　　　　１５百万円

　「2030年までに、未処理の排水の割合半減」、「2030年までに、排水処理技術な

ど、開発途上国における水と衛生分野での国際協力と能力構築支援を拡大」等の持

続可能な開発目標「SDGs」に貢献するため、浄化槽等の日本発の優れたし尿処理技

術の国際展開を図る。

　

　4.その他

　＜東日本大震災復興交付金として復興庁計上＞

　○　低炭素社会対応型浄化槽等集中導入事業

　東日本大震災により被害のあった地域における、低炭素社会対応型浄化槽（市町

村設置型・個人設置型）及び通常型浄化槽（個人設置型）の迅速な整備について財

政支援を行い、被災地の生活排水対策の早期回復を図る（平成32年度まで継続）。

　<二酸化炭素排出抑制事業費補助金>

新○　省エネ型大型浄化槽システム導入推進事業





（平成27年度）

1,410,547 1,076,444 76.3%

89,901 74,456 82.8%

121,966 88,429 72.5%

111,799 83,636 74.8%

164,322 136,925 83.3%

7,217 7,217 100.0%

516,076 436,613 84.6%

33,774 27,867 82.5%

38,051 29,673 78.0%

30,942 16,802 54.3%

21,533 14,458 67.1%

8,944 6,243 69.8%

45,163 23,791 52.7%

17,388 11,986 68.9%

35,643 30,455 85.4%

10,080 5,991 59.4%

40,157 22,270 55.5%

79,639 42,154 52.9%

10,946 6,043 55.2%

4,163 1,922 46.2%

22,843 9,513 41.6%

東温市

住民基本
台帳人口
（人）

汚水処理
人口

（人）

汚水処理
人口普及率

（％）

 愛媛県

四国中央市

愛南町

松野町

内子町

八幡浜市

伊方町

新居浜市

西条市

今治市

上島町

松山市

西予市

宇和島市

鬼北町

伊予市

松前町

砥部町

久万高原町

大洲市



製　造　企　業　名 型式認定番号 認定年月日 登録番号 登録年月日 登録有効期限

セキスイ小型合併処理浄化槽　　　　（窒素除去型）ＳＧＣＮ型 6-12K-H-007～2 H24.10.1 2470302 H20.8.22 H33.8.21

　　　　　　　　　　　　　　　（窒素除去型） ＳＧＣＸ型 6-14K-H-008～1 H26.10.1 2610101 H22.6.24 H30.6.23

　　　　　　　　　　　　　　　（窒素除去型） ＳＧＣＸⅡ型 6-15-H-001～1 H27.6.8 2830000 H27.6.26 H30.6.25

フジクリーン（窒素、リン除去型） ＣＲＸ型 5-14K-H-006～2 H26.10.1 1950603 H13.12.17 H31.12.16

                                （窒素除去型） ＣＥ型 5-13-H-007～2 H25.10.1 2320402 H18.6.16 H31.6.15

                                （窒素除去型） ＣＦⅡ型 5-16K-H-003～2 H28.10.1 2590401 H22.6.24 H30.6.23

                                （窒素除去型） ＣＥＮ型 5-16K-H-004～2 H28.10.1 2650301 H24.3.1 H32.2.29

                                （窒素除去型） ＣＡ型 5-15-H-001～2 H27.1.22 2810200 H27.2.26 H30.2.25

                                （窒素除去型） ＣＥＮｅｃｏ型 5-15-H-002～2 H27.1.22 2820200 H27.2.26 H30.2.25

                                （窒素・リン除去型） ＣＲＸ－Ⅱ型 5-16-H-007～2 H28.10.13 2870000 H28.10.27 H31.10.26

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（窒素除去型） ＫＢＲ1型 3-15K-H-005～2 H27.10.1 2220802 H17.12.16 H30.12.15

　　　　　（窒素除去型） ＫＧＲＮ型 3-12K-H-005～4 H24.10.1 2440702 H20.4.18 H33.4.17

　　　　　（窒素除去型） ＫＴＧ型 3-14K-H-006～1 H26.10.1 2580601 H22.4.16 H30.4.15

　　　　　（窒素除去型） ＫＴＧ型 3-14-H-001～1 H26.10.1 2800200 H26.12.11 H29.12.10

ネオ浄化そう 　　　　　　　　　　（窒素除去型）ＭＣＢ２α型 3-12K-H-016-3～5 H24.12.21 1551204 H10.12.18 H33.12.17

　　　　　　　　　　     （窒素除去型） ＣＭＮ型 3-12K-H-014～2 H24.10.1 2530202 H20.10.24 H29.10.23

　　　　　　　　　　     （窒素除去型） ＣＮＺ型 3-13-H-001～2 H25.1.29 2740201 H25.2.28 H33.2.27

アムズ ＣＸＰ型 4-12K-1E-001～2 H24.10.1 1440404 H10.4.14 H33.4.13

                     　 （窒素除去型） ＣＸＦ型 4-13K-H-003～2 H25.10.1 2570101 H21.10.23 H29.10.22

                     　 （窒素除去型） ＣＸＮ2型 4-14-H-001(10)-5～7 H26.5.14 2630102 H22.8.26 H33.8.25

                     　 （窒素除去型） ＡＸＺ型 4-13-H-002～2 H25.9.30 2770101 H25.10.24 H33.10.23

ＸＥ型 8-13-H-001～1

ＸＥ－Ｆ型 8-13-H-002

ＸＣ型 8-16K-H-001～2 H28.10.1

ＸＣ-Ｎ型 8-16K-H-001～2 H28.10.1

ダイキディスポーザ対応型浄化槽　　（窒素除去型）ＤＳＪ型 8-15K-H-001～2 H27.10.1 2860000 H28.2.25 H31.2.24

                     　 （窒素除去型） ＶＲＣⅡ型 3-14K-H-008～1 H26.10.1 2620301 H22.6.24 H30.6.23

                     　 （窒素除去型） ＶＲＣＮ型 3-16K-H-008～2 H28.10.1 2710101 H24.8.23 H32.8.22

                     　 （窒素除去型） ＶＲＣⅢ型 3-15-H-001～1 H27.8.12 2840000 H27.8.27 H30.8.26

ダイエー浄化槽 ＦＣＫⅢ型 5-13K-1E-001～2 H25.10.1 0980804 H 7.10.17 H30.10.16

5-14-H-001～1

5-14-H-002

5-16K-H-001～2 H28.10.1

5-16K-H-001～2 H28.10.1

                  　   （窒素除去型） ＫＪ型 6-12K-H-006～2 H24.10.1 2460302 H20.8.22 H29.8.21

                  　   （窒素除去型） ＫＸＦ型 6-16K-H-001～2 H28.10.1 2700201 H24.6.28 H32.6.27

                  　   （窒素除去型） ＫＺ型 6-12-H-002～2 H24.10.19 2730201 H24.10.25 H32.10.24

ＨＳⅡ型 6-13-1E-001～2 H25.8.13 2750101 H25.8.22 H33.8.21

ニッコー小規模浄化槽　 　　　　　　（窒素除去型）浄化王型 4-15K-H-006～2 H27.10.1 2490502 H20.10.24 H31.10.23

4-15K-H-008～1

4-15K-H-0086-2

ニッコー小規模浄化槽 　　　　　　　（窒素除去型）浄化王ＮＥＸＴ型 4-13-H-001～1 H25.8.9 2760201 H25.10.24 H33.10.23

H30.6.21

フジクリーン工業㈱

㈱ハウステック

㈱西原ネオ

H30.4.25

H25.11.13 2670201 H24.4.26 H30.4.25ダイキ浄化槽　　　（窒素除去型）

平成28年12月27日現在（順不同）

浄　化　槽　の　名　称　

積水ホームテクノ㈱

　　　　　　　　　（窒素除去型） 2680201

H20.10.24

㈱クボタ

ニッコー㈱

アムズ㈱

㈱ダイキアクシス

2660201 H24. 4.26

H24.6.22/
H25.2.28

浄化王Ｘ型 H27.10.1 2500502

前澤化成工業㈱

大栄産業㈱                                              
                     　 （窒素除去型） ＦＣＥ型 H26.1.10

H31.10.23

                     　 （窒素除去型） ＦＤＲ型 2690201
H24.6.22/
H25.2.28

H30.6.21

ニッコー小規模浄化槽 　　　　　　　（窒素除去型）



　(公財)日本環境整備教育センターの主催する浄化槽設備士資格取得のための講習会(第5回愛媛

会場）が11月14日から18日の5日間にわたり松山市味酒町のゴールドビル味酒で開催されました。

 この講習会は浄化槽工事に関して必要な知識及び技能に関する講習で、浄化槽設備士に係る講

習等に関する省令第14条に基づき、国土交通大臣及び環境大臣より(公財)日本環境整備教育セン

ターが指定講習機関として指定され、実施したものです。

　県内外から52名が受講され、49名の方が修了されました。

受講者　52名

支部名 受講者 受講者

四国中央 4 愛媛県 2

新 居 浜 1 香川県 1

西　　条 2 徳島県 6

今　　治 2 高知県 5

松　　山 14 岡山県 2

大洲喜多 3 広島県 2

八 幡 浜 2 京都府 1

西　　予 2 神奈川県 1

宇 和 島 2 小計 20

会 員 計 32 合　　計 52

※1名欠席

　   講習事業グループリーダー

　　　　　　　　矢橋　毅氏

　講習会の様子

　　　 循環型社会推進課長

  　　　主催者挨拶　（公財）日本環境整備教育センター　　　　

来賓挨拶　愛媛県　県民環境部環境局

県名

会
員
外

          宇佐美　伸次氏



　平成29年3月2日(木)に、松山市総合コミュ

ニティセンターにおいて「平成28年度浄化槽

技術研修会」が開催され、会員、行政機関か

ら138名が参加しました。　

　この研修会は、浄化槽に係る最新情報を会

員に提供し、適正な施工や維持管理技術のよ

り一層の向上を図ることを目的として、平成

11年度から毎年開催しています。

　今年度は、中予浄化槽管理協同組合青年部

竹森久貴氏より「愛媛県中予地区における一

括契約の進捗と指定検査機関との地域連携活

動の取り組み状況について」また、（公財）

日本環境整備教育センター仁木圭三氏より

「今後の浄化槽のあり方について」研修を行いました。

竹森氏の講演は、昨年10月に開催された第38回浄化槽行政担当者研究会において、全国の浄化槽

行政担当者等の前で披露した研究発表で中予地区における一括契約の進捗や地域連携活動の取り

組み状況について説明がありました。 　仁木氏の講演では汚水処理を取り巻く社会や環境の変

　化を踏まえ、今後の浄化槽のあり方について意見交換

　　　☆各支部参加者の内訳☆ 　を行ってきたこと、業界関係者は将来の見通しに不透

　明感・不安感を抱え、浄化槽に対する社会の信頼感は

　必ずしも高いとはいえない現状にあり、関係業界が目

  指すべき将来像とそれを実現するために取り組むべき

  対策について取りまとめが行われ、情報提供として説

　明がありました。

 講師:公益財団法人　日本環境整備教育センター 　　　講師:中予浄化槽管理協同組合

　　　調査・研究グループリーダー 　　　　　 青年部　　　　

仁木　圭三　氏 　　　　　　　竹森　久貴　氏

　　　研修会の様子

支部名 参加者数
四国中央 3
新居浜 7
西　条 7
今　治 7
松　山 55

大洲喜多 8
八幡浜 6
西　予 14
宇和島 9

行政機関 22
合　計 138



　平成25年度からの継続事業である｢環境学習｣を、

今年度も県下各小中学校等にて実施いたしました。

　今年度は20校と3つのイベントにおいて開催し、

延べ 776人の子どもたちに対して、家庭で使われた

水がどのように川に流され、自然に返るか等、水

環境に関する知識や水の大切さを座学講座、体験型

学習を通じて理解し、体験してもらいました。

　来年度もこれまで以上に水環境について学んでも

らいたいと思っています。

　計30人

(以　上)

　☆平成28年10月6日(木)
　　愛南町立篠山中学校　 　   1年生　   7人

　☆平成28年9月7日(水)
　　愛南町立緑小学校　   　　 5.6年生　14人

　　☆平成29年2月8日(水)
　　　平成28年度内子町環境子ども会議    計30人

　☆平成28年7月15日(金)
　　伊予市立由並小学校　      5年生 　  7人

　　☆平成28年11月30日(水)
　　　今治市立富田小学校　      4年生　  105人

　☆平成28年7月19日(火)
　　大洲市立三善小学校　   　 5年生　   4人

　　☆平成28年11月3日(火)
　　　砥部中学校文化祭ワークショップ　  計42人

　☆平成28年7月23日(土)
　　松山市サマー！　エコ　キッズ　スクール

　　☆平成29年1月16日(月)
　　　愛南町立城辺中学校　      3年生　   62人

　☆平成28年7月8日(金)
　　大洲市立新谷小学校　      5年生　  30人

　　☆平成28年10月27日(木)
　　　愛南町立城辺小学校　      5年生　   48人

　☆平成28年7月11日(月)
　　内子町立五十崎小学校　    4年生　  18人

　　☆平成28年10月28日(金)
　　　愛南町立福浦小学校　      5.6年生　  6人

　☆平成28年7月13日(水)
　　西条市立氷見小学校　      4年月組　25人

　　☆平成28年11月1日(木)
　　　伊予市立翠小学校　    　　5.6年生　 10人

　☆平成28年7月4日(月)
　　四国中央市立寒川小学校　  4年生　  48人

　　☆平成28年10月18日(火)
　　　宇和島市立結出小学校　    6年生　    3人

　☆平成28年7月5日(火)
　　四国中央市立川之江小学校　4年生　  92人

　　☆平成28年10月19日(水)
　　　愛南町立平城小学校　      5年生   　39人

　☆平成28年7月6日(水)
　　今治市立大三島小学校　    4年生 　 18人

　　☆平成28年10月21日(金)
　　　四国中央市立関川小学校　  5年松組　 14人

　～平成28年度は20校と3イベントで開催～

　授業風景

～平成28年度　環境学習実績～

　☆平成28年7月1日(金)
　　大洲市立喜多小学校　      4年生　 103人

　　☆平成28年10月7日(金)
　　　愛南町立一本松小学校　  　5年生　   21人

環 境 習学 を 実 施
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（前号より続く）

平成28年 10月18日 環境学習

8月29日 平成28年度浄化槽設備士試験委員会 （於　宇和島市立結出小学校）

　　　　　　　　　　　　（於　東京都） 10月19日 環境学習

8月30日 平成28年度スーパー推進員研修第2回準備 （於　愛南町立平城小学校）

会議　　　　　　　　　　（於　岡山県） 10月21日 環境学習

9月2日 検査員会、相談員会、職員会 （於　四国中央市立関川小学校）

　〃 職員研修会 10月22日 「えひめの暮らしと住まいフェア」

9月6日 (公社)島根県浄化槽普及管理センター来所   ～23日 　　　　　　　　（於　アイテムえひめ）

　〃 災害廃棄物対策フォーラム 10月25日 基盤形成事業CO2削減効果検討部会

　〃 中国・四国ブロック合同スーパー推進員 　　　　　　　　　　　　（於　東京都）

研修会　　　　　　　　　（於　山口県） 10月25日 役員研修

9月7日 環境学習   ～26日 　　　　　　　　　　　　（於　秋田県）

（於　愛南町立緑小学校） 10月27日 環境学習

9月14日 平成28年度二酸化炭素排出抑制対策事業費 （於　愛南町立城辺小学校）

等補助金公募説明会 10月27日 第25回暴力・銃器・薬物追放県民大会

（於　大阪府） （於　松山市総合コミュニティセンター）

9月15日 浄化槽法指定検査機関四国地区協議会 10月28日 環境学習

　～16日 検査員研修会 （於　愛南町立福浦小学校）

　　　　　　　　　　　　（於　徳島県） 11月 1日 環境学習

9月27日 第1回管理部長会 （於　伊予市立翠小学校）

　〃 第1回検査対策委員会 11月 3日 砥部中学校文化祭ワークショップ

　〃 第2回常任理事会 11月 5日 浄化槽法指定検査機関四国地区協議会

　〃 第3回指導委員会 ソフトボール大会

9月29日 地球温暖化防止活動基盤形成事業委託事業 （於　今治市）

第2回ブロック別調整会議 11月 6日 松野町産業祭

（於　岡山県） （於　松野町）

9月30日 うちエコ診断士登録時研修 11月 9日 第4回指導委員会

10月 3日 第30回全国浄化槽大会 11月14日 浄化槽設備士講習会

（於　東京都）   ～18日 （於　ゴールドビル味酒）

10月 4日 愛媛産業安全衛生大会 11月22日 九州地区浄化槽検査員研修会

（於　松山市総合コミュニティセンター） （於　宮崎県）

10月 6日 環境学習 11月30日 環境学習

（於　愛南町立篠山中学校） （於　今治市立富田小学校）

10月 7日 環境学習 〃 第3回業務委員会

（於　愛南町立一本松小学校） 第4回総務企画委員会

〃 今治市合併処理浄化槽維持管理費補助金 12月1日 第59回建設事業ノーダン運動実施説明会

説明会　　　　　　　　　（於　今治市） （於　愛媛県建設会館）

10月15日 「愛媛の３Ｒ企業展」・「みんなの生活 12月2日 第32回理事会

  ～16日 展2016」(於エミフルＭＡＳＡＫＩ他) 12月4日 地球温暖化防止啓発講演会

10月17日 第30回全国浄化槽技術研究集会 （於　新居浜市）

  ～18日 （公財）日本環境整備教育センター50周年 12月5日 地域の地球温暖化対策推進に向けた連携

記念式典　　　　　　　　（於　東京都） 体制構築のための課題点等抽出調査

協会会議及び行事録



12月10日 ウインターボランティア 2月8日 環境学習（内子町環境こども会議）

（於　森の交流センター） （於　五十崎自治センター）

12月13日 全浄連・検査機関四国地区協議会合同 2月13日 平成28年度地球温暖化防止活動推進員・

事務局長会　　　　　　　（於　高知県） 活動団体の活動報告会並びに交流会

〃 第12回四国地区エネルギー・温暖化対策 2月18日 まつやま環境フェアー2017

推進会議　　　　　　　　（於　香川県） 　～19日 　　　　　　　　（於　アイテムえひめ）

12月15日 環境学習 2月21日 平成28年度第2回連絡調整会議

（於　愛南町立福浦小学校） 2月22日 第１回正副会長・総務企画委員長会

12月18日 キッズジョブまつやま 2月27日 全浄連会員団体事務局長等会議

（於　松山市総合コミュニティセンター） 　～28日 （於　東京都）

12月22日 職員採用委員会 2月28日 平成28年度地域での地球温暖化防止活動

12月26日 検査員会、職員会 基盤形成事業委託業務第3回CO2削減効果

〃 「職員の健康づくり」に関する講演会 検討部会

第3回常任理事会 （於　東京都）

12月28日 仕事納め 〃 浄化槽の法定検査に関する全国会議

（於　東京都）

 3月 2日 平成28年度地域での地球温暖化防止活動

平成29年 基盤形成事業第3回ブロック別調整会議

 1月 4日 仕事始め、年賀交歓会 （於　岡山県）

（於　ひめぎんホール他） 　〃 平成28年度浄化槽技術研修会

1月14日 平成28年度愛媛県水道事業功労者表彰式 （於　松山市総合コミュニティセンター）

（於　東京第一ホテル松山）  3月 6日 第4回業務委員会

1月15日 かわらぬ愛きくま2017 　〃 第5回総務企画委員会

（於　今治市菊間町） 3月14日 「総合職」能力検定

1月16日 環境学習 〃 中国四国地域の気候変動への適応策連絡

（於　愛南町立城辺中学校） 会議

1月17日 全浄連四国地区協議会正会員会長会 （於　岡山県）

（於　高知県） 3月16日 四国地区エネルギー・温暖化対策推進

　〃 平成28年度第1回全国調整会議 会議

（於　東京都） （於　香川県）

1月19日 災害廃棄物処理セミナー<四国ブロック> 3月22日 建設関係殉職者等慰霊祭

（於　ひめぎんホール） （於　道後聖母苑）

1月26日 公益法人認定法に基づく県の立入検査　 3月23日 第２回検査事業委員会

（四国中央・新居浜支部） 第33回理事会

1月27日 公益法人認定法に基づく県の立入検査　 3月27日 第２回検査対策委員会

（西条・今治支部） 3月28日 職員会

1月30日 公益法人認定法に基づく県の立入検査　

（大洲喜多・八幡浜支部）

〃 二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

精算書類作成に係る個別相談会

（於　大阪府）

2月2日 中四国ブロック地域地球温暖化防止活動

推進センター職員研修

（於　岡山県）

2月2日 公益法人認定法に基づく県の立入検査　

（西予・宇和島支部）

2月3日 公益法人認定法に基づく県の立入検査　 平成28年

（本部・松山支部） 11月5日 環境啓発登山［ボランティア清掃活動］

　　　　　　　（石鎚山・土小屋ルート）



　平成28年10月17日(月)東京ビッグサイト（東京

都）において第30回全国浄化槽技術研究集会が開

催されました。

　この研究集会は、(公財)日本環境整備教育セン

ターが主催するもので、浄化槽に関する技術の向

上と適正な普及促進を図ることを目的に、昭和62

年より「浄化槽の日(10月１日)」の関連行事とし

て毎年開催されています。

　浄化槽技術研究集会では、全国から20題の研究

発表や環境省の吉川圭子氏による講演等が行われ

ました。また、当県からは中予浄化槽管理協同組

合の青年部、高岡直樹氏による情報発表も行われ

ました。

　来年度は岡山県での開催予定となっております。浄化槽に携わる様々な人たちが一堂に会して、研

究発表、講演、パネルディスカッション、事例発表等を通じて、浄化槽に関する最新の情報や技術、　　

知識を得ることの出来る全国浄化槽技術研究集会に皆様ぜひ参加されてみてはいかがでしょうか。

会場の様子(全国浄化槽技術研究集会)

■プログラム

１-Ⅰ 研究発表

Ａ会場 Ｂ会場

研究発表１・研究発表２ 研究発表３・研究発表４

１-Ⅱ 式 典

１．主催者挨拶

２．来賓挨拶

３．浄化槽関係事業功労者 廃棄物・リサイクル対策部長表彰贈呈

４．浄化槽研究奨励・楠本賞贈呈

１-Ⅲ 講 演

「今後の浄化槽の在り方に関する懇談会」提言～浄化槽が輝く未来に～

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

１-Ⅳ 次回開催地挨拶

一般社団法人岡山県浄化槽団体協議会 会長 八田 富夫

２-Ⅰ 行政報告

２-Ⅱ 情 報

２-Ⅲ 閉 会

公益財団法人日本環境整備教育センター 常任理事 大西 建郎



　平成28年9月15日（木）、16日（金）の両日、

徳島県徳島市において、浄化槽法指定検査機関

四国地区協議会検査員研修会が開催されました。　

　研修会には、北は北海道から、南は九州鹿児島

県まで、全国15道県、17検査機関から計107名が

参加しました。

　研修初日は、常葉大学社会環境学部の小川浩

教授による「浄化槽および法定検査の将来展望」

と題して講演があり、続いて「検査機関が将来

に向けて取り組むべき検討課題」についてパネル 　　研修会の様子

ディスカッションが行われ、当協会からは事業部

検査管理課の坂東課長がパネリストして事例発表

や意見交換等を行いました。

　後半は4つの研究会（①受検率向上 ②検査精度

向上 ③改善手法 ④検査機関女性職員）に分かれ

て情報交換を実施しました。

　２日目は、四国各県から研究発表が行われ、当

協会からは事業部水質分析課の山本有希検査員が

「油分の簡易測定方法の活用について」と題した

発表を行いました。

　後半は日常業務に活用できる内容について、ビ 　　 　パネルディスカッションの様子

ジネスマナー研修が行われました。

　　　　研究会の様子 　　　　　研究発表を行う山本検査員

【研究発表の内容】

　　法定検査受検率向上への取り組み

　　（公社）香川県浄化槽協会　田中　智、阿部　誠

　　油分の簡易測定法の活用について

　　（公社）愛媛県浄化槽協会　山本　有希

　　高知県に於ける新設浄化槽の放流水の動向・改善事例に向けての取り組み

　　（一財）高知県環境検査センター　北川　雅人

　　個別処理と集合処理の工事費比較

　　（公社）徳島県環境技術センター　椎野　惠介



　平成28年11月22日（火）宮崎県ニューウェルシティ宮崎において表記研修会が開催され、四国ブ

ロックから4団体9名（愛媛県から2名）が参加しました。この研修会は、平成24年度から四国と九州

州ブロック間の検査員の交流の場として、また、情報交換の場として参加しており、今年度で5回目

を迎えます。

　研修会では、九州各県の指定検査機関からの調

査研究発表や事例発表が行われ、四国地区からは、

徳島県で開催された四国地区検査員研修会で選出

された当協会水質分析課の山本有希検査員が発表

を行いました。

　また、研修後の懇親会でも普段交流のない九州

地区の検査員の皆様と活発な意見交換を行うこと

ができ、当協会にとって得るものの大きい大変有

意義な研修会となりました。今後も地域の枠を超

えた研修、交流を続けていきたいと思います。

　

　

　

　

　

　

　

　

研修会の様子

■プログラム

1.開会のことば

九州地区浄化槽検査機関協議会副会長

（公社）熊本県浄化槽協会 会長 森田 和博

2.主催者挨拶

九州地区浄化槽検査機関協議会会長
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写真 1 簡易測定セット 

～技術レポート～ 油分の簡易測定法の活用について 

公益社団法人 愛媛県浄化槽協会  

事業部 水質分析課 水質検査係  

山本 有希 

1.はじめに 

 油分は浄化槽の使用状況を知る目安の一つとなっており、浄化槽に多量に流入すると負

荷を増大させ、機能を阻害することで知られている 1）。水中油分の測定法としては、JIS 

K0102 において、「ヘキサン抽出物質」として測定法が定められている。  

 ヘキサン抽出物質は、水質汚濁防止法において動植物油脂類は 30mg/L という排出基準

が定められており、浄化槽放流水においては通常 10mg/L 程度であると言われている 2）。  

また、浄化槽排水においては、構造例示型の嫌気 1 室、嫌気 2 室ではヘキサン抽出物質

と BOD の間には相関が見られ、放流水ではヘキサン抽出物質と BOD の関係には相関が見

られないことが報告されている 3）。  

当協会では今年度、「水質悪化施設の原因調査（二次調査）」として、保守点検業者（会

員）の協力を得て現場での水質改善を行う事業を実施しており、浄化槽の状態を判断する

参考値のひとつとして「油分」が含まれている。今回その測定法について、ヘキサン抽出

物質測定法（公定法）よりも、安価かつ短時間で測定ができる、ポリニッパム抽出物質測

定法（簡易測定法）の採用を検討するための調査を行った。 

調査にあたっては、本測定法における参考値の収集を行い、その中で浄化槽型式別での

傾向や、油分と BOD の間に相関が見られるかどうかの分析・検討を行った。 

 

2.ポリニッパム抽出物質測定法について 

従来の水中油分の測定法である、ヘキサン抽出物質測定

法（公定法：JIS K0102）では、大量の検水を用いての煩

雑な操作が必要であり、測定値を得るまでに長時間を要す

ることから、測定者の技量が求められる。また、外部委託

する場合は費用が 1 検体につき 3,000～7,000 円程度必要

となる。 

今回使用したのは（株）共立理化学研究所から販売され

ている、油分測定試薬セット（型式：WA-OIL）であり、

ポリニッパム抽出物質測定法による。本測定法は、熱感性

ポリマーであるポリニッパムの特性を利用し、排水基準値

程度の水中油分を、検水量わずか 40mL、約 15 分で測定す

ることができる。測定を外部に委託した場合と比べ、費用

も大幅に安価であり、劇物であるヘキサンの使用もなく、

誰でも簡単に測定ができることから、日常的な排水管理の

手段としてきわめて有効であると考えられる。測定に際し

ていくつかの注意は必要だが、公定法とほぼ同程度の値

が出るとされている 4）。 写真 2 ポリニッパムによる凝固体 



図 2 型式別における移送水、放流水それぞれの BOD、油分の平均値  

3.調査方法 

以下の要領で検体を採取し、測定を行った。  

機   種：D 社 構造例示型、コンパクト型、モアコンパクト型 1 機種ずつ  

調査期間：平成 28 年 6 月～8 月／調査項目：人員比、BOD、油分／建築用途：専用住宅  

採水箇所：①構造例示型においては嫌気ろ床槽第 2 室から接触ばっ気槽への移行水  

コンパクト型とモアコンパクト型においては、一次処理槽から定量ポンプ

によって移送される水（以下「移送水」という） 

②消毒槽前の処理水（以下「放流水」という）の二箇所。 

 

4.結果・考察 

調査件数は構造例示型、コンパクト型、モアコンパクト型それぞれ 10 件ずつで、全体

で 30 件となったが、構造例示型のうち 1 件が、BOD 値、油分値両値が移送水より放流水

の方が高くなっており、例外値として以下の結果の集計からは除外した。以下 29 件での

集計結果を示す。 

 

（1）全体の傾向 

放流水における油分の値は、全体で最小値が 3.5mg/L、最大値が 49mg/L、平均値が

18mg/L となった（表 1）。また、放流水における油分値の分布は図 1 の通りとなった。  

 

 

（2）型式別、人員比別における考察 

放流水の油分値を型式別平均値で見

ると、構造例示型が 16mg/L、コンパ

クト型が 13mg/L、モアコンパクト型

が 26mg/L となった（図 2）。 

 モアコンパクト型の移送水の油分

値・BOD 値がかなり高いが、放流水で

は値が十分に下がっていることから、

モアコンパクト型では、一次処理槽に

おける処理はあまり行われず、二次処

理槽において処理が進行していること

が分かる。 

図 1 放流水における油分値の分布 

表 1 全体の BOD 値、油分値 

BOD 油分

放流水 放流水

基 数

範 囲 1.0～43 3.5～49

平 均 値 11 18

標準偏差 10 11

29



構造例示型
コンパクト

型
モアコンパ
クト型

全体

基 数 9 10 10 29

範 囲 5.8～70% 22～78% 29～73% 5.8～78%

平 均 値 25% 51% 51% 42%

標 準 偏差 21 18 14 21

型式別油分除去率

BOD 値の除去率については、全体の平均値が 56%、構造例示型が 26%、コンパクト型

が 69%、モアコンパクト型が 68%となった。構造例示型は、処理が一次処理槽によるとこ

ろが大きいことが分かる（表 2）。 

油分の除去率は全体の平均値が 42%、構造例示型が 25%、コンパクト型が 51%、モアコ

ンパクト型が 49%となり、BOD と同様な傾向が見られた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、人員比別・型式別による油分値の

分布は、かなりばらつきがあり、人員比と

油分値の間に一定の傾向は見られなかった

（図 3）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（3）油分値と BOD 値の相関  

油分値と BOD 値の間に相関性があるか

どうかを考察した。  

 移送水においては、油分値と BOD 値の

間には弱い相関が見られた（図 4）。 

一方、放流水の中で油分値の低い検体に

おいては、油分値と BOD 値にほとんど相

関は見られなかった。（図 5） 

しかし、油分値が高い（20mg/L 以上）

もので近似線を引くと、寄与率 0.56 となり、

油分値がある程度高くなると、油分値と

BOD 値の間に一定の相関が見られること

が分かった（図 5 の点線より右）。 

図 3 人員比別における油分値の分布（放流水）  

表 2 型式別の BOD 除去率、油分除去率 
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図 4 移送水における油分と BOD の相関 

構造例示型
コンパクト

型
モアコンパ
クト型

全体

基 数 9 10 10 29

範 囲 -4.9～67% 26～89% 31～93% -4.9～93%

平 均 値 26% 69% 68% 56%

標 準 偏差 27 18 12 29

型式別BOD除去率



図 5 放流水における油分と BOD の相関 
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油分-BOD（放流水)また、「油分値が低いが BOD 値が高い」

検体が 3 件ほどあったが、いずれも人員比

が 0.8 以上であった。  

今回はそれ以上の共通点は見られなかっ

たが、今後測定を続けてデータの数が増え

ていき、「油分値が低いが BOD 値が高い」

という傾向の検体の中で何らかの使用上の

共通点があった場合は、油分値と BOD 値

を測定することで、現場の使用状況を把握

する手段になることが期待できる。  

 

 

5.まとめ 

 今回の調査での結果は、油分値の高い検体では油分値と BOD値に若干の相関が見られ、

油分値の低い検体では有意な相関が得られなかったことが確認された。このことは、公定

法で測定した参考文献 3）で報告された結果と同様の傾向を示しており、簡易測定法による

手法の有効性を裏付ける結果となった。この他、同一検体を複数回測定した場合の再現性

についても十分に確認された。  

 ただし、ポリニッパム抽出物質測定法を用いる場合の留意点として、灯油等の揮発性油

分や流動パラフィン等の無極性油分等を含む検水は測定できないことや、界面活性剤が高

濃度で含まれる検体においては、十分な希釈を行う必要があるなど、注意を要する。  

 今回の測定値を油分の絶対値として使用するには公定法との相関を取る必要があると思

われるが、それについては今後の課題としたい。  

 

参考文献 

1）小川雄比古 田所正晴：浄化槽の機能診断と対策，（財）日本環境整備教育センター  

2）浄化槽の構造基準・同解説，（社）日本建築センター  

3）（財）岐阜県環境管理技術センター 堀尾明宏他 4 名：小型合併処理浄化槽における油

分の考察，月刊浄化槽 No.215（1994） 

4）石井誠治 奥村浩 松原チヨ 二宮扶実 吉岡浩：熱感応性ポリマーを用いた水中油

分の簡易測定法，用水と排水 Vol.46 No.12（2004） 

 



事業部水質分析課　鴨崎　太樹

　地球温暖化防止活動だよりも今回で３回目の掲載になりますが、愛媛県には地球温暖化防止

キャラクターがいるのをご存じでしょうか？

　愛媛県地球温暖化防止キャラクターの です！！

プロフィール

☆ストッピーのアピールしたいこと☆

　こんにちは、わたしストッピーといいます。地球

温暖化ってなんでよくないのかな？じつは、地球が

どんどん暖かくなってしまうと、たくさんの生き物

に悪い影響があるんです。もちろん人間にもね。

　だから、わたしと一緒に、一人ひとりができる身

近なことからやってみよう！

　小さなことでも、みんなでやれば、大きな力になるんだ。さあ、地球温暖化防止のための一

歩を踏み出そう！

☆お友達のみきゃんから一言☆

　愛媛県温暖化防止キャラクターのストッピーと同

じ衣装を着て、みきゃんも地球温暖化防止活動を応

援しよんやけん！

　愛媛県民のみんなも協力してね！

地球温暖化問題の解決

モチーフ
愛媛県特産のみかん(頭部)
地球(身体)、温暖化防止の標語が
入った団扇

愛媛県

女の子

元気いっぱい

地球温暖化防止の普及啓発

出身地

性別

仕事

性格

将来の夢

ＣＯ２

愛媛県地球温暖化防止キャラクターの紹介

ストッピー

～温暖化愛でとめます愛媛から～

ねえ、エコうさ！地球温暖化防止のためにわたしたちができるこ

とはないの？

やあ愛花！地球のためにぼくたちができることはいっぱいある

よ！次のページで日本の取組みについて説明するよ！



　２０１５年１１月３０日から１２月１３日までフランス・パリにおいて開催された国連気候

変動枠組条約第２１回締結国会議（ＣＯＰ２１）では、新たな法的枠組みとなる「パリ協定」

が採択されました。パリ協定は、「京都議定書」に代わる、２０２０年以降の温室効果ガス排

出削減のための国際的な枠組みです。世界各国が新たな枠組みに対する約束草案を国際気候変

動枠組条約事務局に提出しており、先進国だけではなく全ての国において取り組みが期待され

ています。日本はその約束草案として、２０３０年度の温室効果ガスの排出量を２０１３年度

比で２６％削減することを目標にしています。目標達成のために、日本が世界に誇る省エネ・

低炭素型の製品・サービス・行動など、温暖化対策に資するあらゆる「賢い選択」を促す国民

運動です。例えば、エコカーを買う、エコ住宅を建てる、エコ家電にするという「選択」、高

効率な照明に替える、公共交通機関を利用するという「選択」、クールビズをはじめ、低炭素

なアクションを実践するというライフスタイルの「選択」。みんなが一丸となって温暖化防止

に資する選択を行ってもらうため、統一ロゴマークを設定し、政府・産業界・労働界・自治体

・ＮＰＯ等が連携して、広く国民に呼びかけるものです。

　　　　　（公社）愛媛県浄化槽協会は、 に賛同しています！！

　環境省では、他にもいろいろなキャンペーンや事業等を実施しています。次のページで家庭

エコ診断制度について説明します。

知っていますか？COOL CHOICE！

すごくいいことだね！わたしもＣＯＯＬ ＣＨＯＩＣＥに賛同する！

そうだね！地球温暖化対策は内閣の最重要課題！！全力で取

組むと安倍総理も言っているほどなんだ！みんなもＣＯＯＬ ＣＨ

ＯＩＣＥに賛同してね！

日頃の小さな選択が未来を大きく変えていく

出展･･･環境省



　家庭エコ診断制度とは、平成２６年２月に環境省「家庭エコ診断制度運営ガイドライン（第

１版）」により創設された制度です。

　家庭エコ診断制度は、地球温暖化対策の中で、家庭部門におけるエネルギーや二酸化炭素排

出量の大幅な削減を目指し、各家庭に合わせた適切な診断を行うことで、ライフスタイルの変

容、省エネルギー製品等の導入、再生エネルギーの導入などを中心に進めるものとして位置づ

けられています。

　家庭エコ診断は次のように定義されています。

　　①受診世帯における家庭部門のエネルギー消費に伴う二酸化炭素排出量を提示

　　②排出分野別（例えば、給湯、暖房等）の排出量または排出割合を提示

　　③排出分野別二酸化炭素削減対策とその削減量を提示

　①～③を実施し、家庭における省エネルギー・省二酸化炭素対策を提案するもの。

■家庭エコ診断制度の仕組みと概要

　家庭エコ診断制度の中では、大きく２種類の診断があります。

　「うちエコ診断」は、環境省の「うちエコ診断ソフト」を使用して「うちエコ診断士」が行

う診断を言います。一方で、「独自の家庭向けエコ診断」は、環境省が定める診断手法の要件

と運用管理の要件を満たした民間事業者等による診断を言います。

　民間事業者等が開発・実施する家庭向けの診断であっても、「独自の家庭向けエコ診断」の

認定要件を満たさないものは、家庭エコ診断制度の診断と見なされません。

　なお、家庭エコ診断制度では、診断中に省エネ機器の買い替えに係る費用対効果の情報提供

などを行う場合があります。しかし、具体的な商品を紹介したり、診断中に商品の購入に係る

交渉や工事の施工実施といった、いわゆる営業行為は消費者トラブルに発展する可能性がある

ため、家庭エコ診断制度の実施の枠外の活動として位置づけています。

■うちエコ診断の4つの特徴

　①ご家庭に合わせたオーダーメイドの温暖化対策を提案

　②環境省公的資格の「うちエコ診断士」が対面で診断

　③うちエコ診断ソフトを用いて診断をするため、その場ですぐ見え、すぐわかる

　④具体的な情報を提供するため、対策実施のポイントがすぐわかり、診断後から対策を実施

　　できる

ＣＯ２

家庭エコ診断制度！？ ＣＯ２

出展･･･環境省

出展･･･ＪＣＣＣＡ



　うちエコ診断では、「うちエコ診断ソフト」を用いることで、世帯人数、地域、住まい、ラ

イフスタイルに応じて受診家庭に最適な対策メニューが表示されます。さらに、うちエコ診断

士が、受診家庭と直接対面で診断を行い、コミュニケーションを取りながら受診家庭の理解を

深めていくことで、受診家庭にあった省ＣＯ２・省エネ対策を提案、アドバイスをすることに

より、効果的な対策が明らかになり、温暖化対策の後押しとなります。

■うちエコ診断の基本の流れ

　うちエコ診断の基本の流れは、大きく４つの段階に分かれます。受診家庭からの受診申し込

みを受け付けた後、診断実施機関と受診家庭の間で受診日や診断場所の調整が行われます。受

診家庭には、診断で必要となる情報として、光熱費の状況などを簡単に記入する事前調査票に

回答してもらいます。診断日当日に、うちエコ診断士が受診家庭と対面での診断を行います。

診断約３カ月後には、診断効果の把握として、うちエコ診断時に提案した対策の実施状況を聞

くことにより、診断による効果の把握が行われます。

　なお、当協会では県内で開催される環境や住まいのイベント等に出展し、簡易版アンケート

に答えると受診できるうちエコ診断を行っております。イベント等で受診される場合は、事前

調査票を記入する必要はなく、約２０分程度で気軽に受診できるようになっております。

■うちエコ診断実施機関とは？

　環境省のガイドラインに基づいて一定条件を満たした団体が家庭エコ診断制度運営委員会に

より認定され、当協会は平成２８年８月２６日に認定を受けました。

　国では家庭から排出されるＣＯ２の実態や抑制を図るため「家庭エコ診断制度」を開始し、

平成３２年度までに累計３２万世帯の診断を行うことを目標としており、国・県・市町が連携

して推進を行っております。

■うちエコ診断士とは？

　環境省の「うちエコ診断ソフト」を活用し、各家庭の住まいやライフスタイルに合わせた適

切なアドバイスや提案を行うことができる、環境省認定の公的資格です。

　愛媛県では現在１４名のうちエコ診断士が登録されており、うち５名は当協会に在籍してお

ります。

出展･･･ＪＣＣＣＡ



■うちエコ診断でできること

出展･･･ＪＣＣＣＡ

出展･･･ＪＣＣＣＡ

出展･･･環境省



 

 

 

★事業実施状況 （平成 28年度 診断件数 758件） 

＜会場診断＞ 

イベント：219件 

〇愛媛県「愛媛の 3Ｒ企業展」10/15～16 （エミフルMASAKI） 64件実施 

〇愛媛県「えひめの暮らしと住まいフェア」10/22～23 （アイテムえひめ） 47件実施 

〇松野町産業祭 11/6 （虹の森公園） 31件実施 

〇新居浜市地球温暖化防止啓発講演会 12/4 29件実施 

〇今治市「かわらぬ愛きくま 2017 1/15 22件実施  

〇松山市「環境モデル都市まつやま環境フェア 2017 2/18～19 26件実施 

 

＜訪問診断・窓口診断・会場診断＞ 件数：539件 

〇自治体：（久万高原町 31件、東温市 46件、内子町 7件、松山市、新居浜市、愛媛県等） 

〇企業・協会会員・公民館・関係団体・協会職員等 

 

 

 

うちエコ診断の様子 

うちエコ診断事業実施について 



〇伊方町アンケート調査
〇平成28年度｢浄化槽の日｣広報
やわたはま10月号に掲載
浄化槽の啓発
八幡浜市戸別合併処理浄化槽整備事
業のＰＲ

八幡浜支部

松山支部

西条支部
　平成28年
　8月28日（日）

「夏彩祭2016」(西条市三津屋南伊予銀行壬生川支店前大通り)
浄化槽に関するクイズ、浄化槽啓発チラシの配布、浄化槽相談
など

伊方町　4月1日～
八幡浜市10月１日

　　９月6日（火）
愛媛県災害廃棄物対策フォーラムでの浄化槽普及啓発活動（松山
市総合コミュニティーセンター）
浄化槽啓発チラシの配布

支 部 の 動 報 告活

普及啓発活動



10月9日（日）
でちこんか2016「びっくり市」(鬼北町役場　奈良川河川敷)
浄化槽啓発チラシの配布など

松山支部 　9月27日（火）
平成28年度｢浄化槽の日｣第53回浄化槽実態調査
松山市高木町一部　150戸対象

宇和島支部
　平成28年
　10月2日（日）

「愛南まるゴチ秋の味覚祭」(愛南町㈱レグザム愛南工場敷地内)
浄化槽啓発チラシの配布など

宇和島支部



今治支部
　平成29年
　1月15日（日）

「かわらぬ愛きくま2017」(今治市緑の広場公園)
環境クイズスタンプラリー、顕微鏡を使った微生物観察、浄化槽
相談など

西予支部
11月8日（火）
～11日（金）

　西予市役所１Ｆロビー　浄化槽普及啓発パネル展示

松山支部
10月15日（土）
　　16日（日）

松山市「みんなの生活展2016」(松山市大街道商店街)
カットモデル展示、浄化槽相談など



【研修内容】

①㈱ハウステックＫＴＧ型の施工・構造・機能について

　維持管理・清掃のポイントについて

出 席 者　　計34名

【研修内容】

②「今治市合併処理浄化槽維持管理費補助金」について

出 席 者　　計35名

【研修内容】

①フジクリーン工業㈱ＣＡ型の施工・維持管理・清掃の

　ポイントについて

出 席 者　　計42名

今治支部 　　について

①「管理・清掃部会員と検査員との意見交換会」の結果

(新居浜ウイメンズ
プラザ)

　平成29年
　2月21日（火）

西予支部

新居浜支部

(今治地域地場産業
振興センター)

(下宇和公民館)

10月21日（金）

11月15日（火）

支部実施研修会



【研修内容】

①普通救命講習（2時間コース）

出 席 者　　計18名

山本設備㈱　　（松山支部）

　平成29年1月15日 逝去 山　本　　　典　明　　氏

㈲城東興業　　（松山支部）

　平成29年1月28日 逝去 髙　永　　　　宏　　　氏

東予クリーン開発㈱　　（四国中央支部）

　平成29年2月27日 逝去 松　本　　　数　人　　氏

菊池設備㈲　　（八幡浜支部）

　平成29年3月14日 逝去 菊　池　　　恭　三　　氏

  故人の御霊に対し謹んでご冥福をお祈り申し上げます。

宇和島支部
2月23日（木）

(宇和島消防署）

 訃　報



愛淨第２２８号 

平成２９年２月２２日 

 

浄化槽登録工事業者 各位 

 

公益社団法人 愛媛県浄化槽協会 

  会長 寺 井  政 博 

  (公 印 省 略) 

 

 

 

愛媛県手数料条例（平成 12年 3月 24日条例第 3号）別表 5土木関係事務手数料 

に係る浄化槽法関係事務手数料の改正について(お知らせ) 

 

 

日頃より、会員の皆様におかれましては、当協会の業務推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げ

ます。 

 さて、愛媛県より下表のとおり、浄化槽登録工事業者に係る浄化槽法関係事務手数料の改正を

行う旨の通知がありました。 

 つきましては、平成２９年４月１日以降に行われる申請、申込み、請求は改正後の金額が適用

されますのでお知らせします。 

 なお、平成２９年４月１日以降の登録等であっても、申請等が平成２９年３月３１日までに行

われた場合は、現行料金が適用されます。 

 会員の皆様には、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

改正される事務手数料 

事     務 名   称 

金     額 

H29年 4月 1日 

改 正 
現  行 

浄化槽法第２１条第３項の規定

に基づく浄化槽工事業に係る更

新の登録の申請に対する審査 

浄化槽工事業更新登

録申請手数料 

 

２８，０００円 

 

 

２６，０００円 

浄化槽法第２３条第３項の規定

に基づく浄化槽工事業者登録簿

の謄本の交付 

浄化槽工事業者登録

簿謄本交付手数料 

用紙１枚につき 

７１０円 

用紙１枚につき 

６８０円 

浄化槽法第２３条第３項の規定

に基づく浄化槽工事業者登録簿

の閲覧の請求の許可 

浄化槽工事業者登録

簿閲覧手数料 

４５０円 ４３０円 

 

手数料の改正について 

写 



愛淨第２２８号 

平成２９年２月２２日 

保 守 点 検 業 者 各位 

 

公益社団法人 愛媛県浄化槽協会 

会長 寺 井 政 博  

         (公 印 省 略)   

 

  

 

愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例(昭和 60年愛媛県条例第 13号)第 18条に係る 

手数料の改正について(お知らせ) 

 

日頃より、会員の皆様には当協会の業務推進にご協力を賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、愛媛県より下表のとおり、浄化槽保守点検登録条例に係る手数料の改正を行う旨の通知

がありました。 

 つきましては、平成２９年４月１日以降に行われる申請、更新、変更、登録証の書換え、登録

証再交付の手数料が下表のとおり改正されますので、お知らせします。 

なお、平成２９年４月１日以降の登録等であっても、申請等が平成２９年３月３１日までに行

われた場合は、現行料金が適用されます。 

 会員の皆様には、ご理解・ご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

記 

 

浄化槽保守点検業者登録条例(第１８条)に係る手数料の改正 

事     務 名    称 

金  額 (１件につき) 

H29年 4月 1日

改  正 
現  行 

浄化槽保守点検業者登録条例

第３条第１項 

浄化槽保守点検業者登録

申請手数料 

 

２６，８００円 

  

 

２４，８００円 

浄化槽保守点検業者登録条例

第３条第３項 

浄化槽保守点検業者更新

の登録申請手数料 

 

２６，８００円 

 

 

２４，８００円 

浄化槽保守点検業者登録条例

第７条第１項 

浄化槽保守点検業者変更

の登録申請手数料 

 

１６，８００円 
 

 

１５，７３０円 

 

浄化槽保守点検業者登録条例

第９条 

浄化槽保守点検業者登録

証書換え手数料 

 

１，５００円 

 

 

１，３００円 

浄化槽保守点検業者登録条例

第１０条第１項 

浄化槽保守点検業者登録

証再交付手数料 

 

２，２００円 

 

２，０００円 

 

写 



　前身である日本浄化槽教育センターが1966年に設立され、今年で50周年を向え、記念行事が

下記の日程で開催されました。

　当協会は多年にわたり（公財）日本環境整備教育センターの行う登録浄化槽の実地調査業務

において積極的に協力をし維持管理技術の向上に多大な貢献をした団体として理事長より感謝

状をいただきました。

☆開催日 　　平成28年10月18日（火）

記念式典　　　11：00～15：00

開催場所 「東京ビッグサイト」

感謝の会 　　16:00～18：00

開催場所 「東京ベイ有明ワシントンホテル」

東京都江東区3－7－11

（公財）日本環境整備教育センター

創立50周年記念行事において感謝状を受賞



★平成29年度「浄化槽設備士試験」

１．試験日　　　平成29年７月9日（日）　

２．試験地　　　宮城県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県

３．受験資格　　次の①、②、③のいずれかに該当する者

①　学歴と必要な実務経験年数

（注）1　「指定学科」とは、省令で定めている学科で、土木工学、都市工学、衛生工学、

　　　　電気工学、機械工学又は建築学に関する学科をいいます。なお、申請時に受験資格

　　　　に直接関係のある最終学歴の卒業証明書を提出していただきます。

　　　2　「実務経験」とは、「浄化槽設置工事又はその構造若しくは規模の変更工事」に

　　　　おける現場での経験をいい、浄化槽の販売、設計、保守点検、清掃並びに指導、教

　　　　育、研究等の業務は入りません。

②　建設業法による１級又は２級管工事施工管理技術検定に合格した者

③　職業能力開発促進法（旧職業訓練法）による技能検定のうち検定職種を１級又は２級配

　　管（建設配管作業）とするものに合格した者（同法による給排水衛生設備配管又は配管

　　工を含む。）ただし、平成16年度以降に２級配管（建設配管作業）に合格した者にあっ

　　ては、同種目に関し４年以上の実務経験を有する者
　　

★平成29年度「浄化槽設備士講習」実施予定

　　「浄化槽設備士講習」を受講するには、1級・2級管工事施工管理技士の資格が必要です。

◎講習地および講習期間 ※は(公財)日本環境整備教育センターの受付け

  平成29年６月12日(月) ～ ６月16日(金)※

  平成29年９月４日(月) ～ ９月７日(金)※

  平成29年10月16日(月) ～ 10月20日(金)※

  平成29年11月27日(月) ～ 12月２日(金)※

  平成30年１月15日(月) ～ １月29日(金)※

福　岡　県 　平成29年10月23日(月) ～ 10月27日(金)

大　阪　府   平成29年５月29日(月) ～ ６月２日(金)

講 習 期 間講 習 地

東　京　都

２年以上 ３年以上

高校又は旧中学校卒業後 ３年以上 ４年６か月以上

上記以外の者 ８年以上

短大・高専（5年制）
又は旧専門学校卒業後

学歴
実務経験年数

指定学科 指定学科以外

大学・旧大学　卒業後 １年以上 １年６か月以上

平成29年度 浄化槽設備士試験、講習のご案内



★平成29年度「浄化槽管理士試験」実施予定

１. 試験日       平成29年10月22日（日）
２. 試験地       宮城県・東京都・愛知県・大阪府・福岡県
３. 受験資格　　 学歴、実務経験等の受講資格は一切問いません

★平成29年度「浄化槽管理士講習」実施予定

(1)講習地および講習期間 ※は(公財)日本環境整備教育センターの受付け

(2)受講資格　　学歴、実務経験等受講資格は一切問いません
　　　　　　　

★平成29年度「浄化槽技術管理者講習会」実施予定

(1)講習地および講習期間 ※は(公財)日本環境整備教育センターの受付け

　 （大分県において、開催を検討中）

(2)受講資格　　浄化槽管理士であること

  平成29年12月６日(水) ～ 12月８日(金)

新　潟　県   平成29年９月26日(水) ～ ９月28日(金)

  平成29年６月21日(水) ～ ６月23日(金)※

  平成30年２月26日(月) ～ ３月10日(土)

講 習 地

福　岡　県   平成30年１月24日(水) ～ １月26日(金)

  平成29年８月30日(水) ～ ９月１日(金)

　平成29年９月25日(月) ～ 10月７日(土)※

愛　知　県

大　阪　府

  平成29年11月８日(水) ～ 11月10日(金)※

  平成29年７月25日(火) ～ ７月27日(木)

  平成30年２月28日(水) ～ ３月２日(金)※

愛　知　県

熊　本　県

東　京　都

講 習 期 間

  平成29年９月13日(水) ～ ９月15日(金)

宮　城　県

東　京　都

  平成29年６月26日(月) ～ ７月８日(土)

  平成29年11月13日(月) ～ 11月25日(土)

　平成29年７月24日(月) ～ ８月５日(土)※

福　岡　県

講 習 地 講 習 期 間

宮　城　県   平成29年６月26日(月) ～ ７月８日(土)

  平成29年５月22日(月) ～ ６月３日(土)※

大　阪　府

　平成30年１月22日(月) ～ ２月３日(土)※

  平成29年７月10日(月) ～ ７月22日(土)

　平成29年12月４日(月) ～ 12月16日(土)

　平成30年３月６日(月) ～ ３月18日(土)※

　平成29年８月28日(月) ～ ９月９日(土）

  平成29年11月27日(月) ～ 12月９日(土)

　平成29年11月６日(月) ～ 11月18日(土）

平成29年度 浄化槽管理士試験、講習、技術管理者講習会のご案内



 第32回理事会(平成28年12月2日開催)入会承認分

　　第7回(平成29年度)通常総会を下記のとおり開催する予定としております。

日　時 　　　平成29年6月2日(金)　　
場　所 　　　松山全日空ホテル　南館２Ｆ　サファイアルーム

　　　松山市一番町３丁目２－１
　　　ＴＥＬ(０８９)９３３－５５１１

　地域に密着したボランティア活動へ参加する

ことにより、広く環境保全に寄与することを目

的に、12月10日(土)協会職員21名とその家族１

名が東温市田窪の森の交流センターで清掃作業

を実施しました。　　

　当日は晴天にも恵まれ、すがすがしい気持ち

で一日を過ごしました。

　山になるほどの落ち葉が・・・

　こんなに集まるとは・・・

　最後にみんなで記念撮影。

松山

㈱アラウンド

小池　剛 089-952-2244 工事（届）

松山市松ノ木１丁目2-50

支部名
事業所名

代表者名 電話番号 業種
住　　　　　所

第7回通常総会の開催予定について

ボランティア活動報告(東温市森の交流センター)



　第10回浄化槽法指定検査機関四国地区協議会親睦ソフトボール大会が、平成28年11月5

日(土)に愛媛県今治市の今治市営球場にて開催されました。

　この大会は、四国各県の指定検査機関の親睦事業として平成19年度から始まり、開催県

である愛媛県チームは素敵なおもてなしの心を持って「今年こそは優勝を」と意気込み、

５年ぶり３度目の優勝を、大人げなく全力で目指して試合に臨みました。

　試合では持ち前のおもてなしの心が爆発し、２敗１分けと素晴らしいお接待ができたの

ではないかと思っております。しかし、決して手を抜いた訳ではありません。（笑）

　第10回を迎える記念大会となりま 　　　

したので、ホームラン競争を企画し、

チャイルド・クイーン・キング３つ 　　

のクラスで出場者を募りました。 　　

　各県、力自慢の代表達が懸命にバ 　　

ットを振り飛距離を競いました。 　　

　チャイルド・クイーンクラスでは 　　

２５～３０ｍ、キングクラスでは７ 　　

０ｍを超える飛距離をたたき出し、 　　

プロ野球顔負けの盛り上がりを見せ 　　　

ました。盛況に無事終了することが

できたことをご参加いただきました

皆様に感謝申し上げます。

川野です…

昭和47年生まれ四十歳を越えた頃から何かがおかしいです…

見えていたものが見えにくくなりました…

顔は分かるけど名前がなかなか出てきません…

持ち上げる動作が困難になってきました…

そうです　川野です。

もう何年も　朝起きて…調子がイイって事がありません…

「絶好調」ていう言葉の意味が分かりません…

←顔を近寄せると飼い犬にすら顔をそむけられ始めました…

↑愛犬が耳たぶを噛んでくるのを我慢してたら血だらけでした…

飛んでくるものの距離感が掴めなくなりはじめてます…野球は好きでしたが今やキャッチ

ボールもままなりません・・11月のソフトボール大会で横跳びした所がまだ痛いです…

貰った優秀選手賞がなんだったか覚えてません。

それでも川野です…

左耳の聴力が弱くなってきてるらしいです。耳は2個あるから大丈夫だって先生は言いま

す。特に高音域がダメらしいです。恥ずかしいです。

まだまだ　川野です…

多分　今回が最後の賞だと思います。皆さんに気を使っていただいた感が凄いです。

そして　川野です…

これからも　川野です…

ありがとうございました。

川野　武彦

浄化槽法指定検査機関四国地区協議会親睦ソフトボール大会に参加

～優秀選手のつぶやき～



退職のご挨拶　～古田　きよ子～

  平成29年３月31日をもって西条支部古田きよ子様がご退職されます。

  これまで長い間お疲れ様でした。本当にありがとうございました。

　私は平成１８年に入社以来、１０年間西条支部に勤務させていただき、

この度定年退職を迎えることとなりました。

　以前は同じフロアにありました管工事組合に10年間お世話になってい

たことから、あわせて20年もの間、浄水と排水、生活に欠かせない水に

関係した仕事をさせていいただいたことになります。

 振り返ってみますと、手書きの書類がワープロとなり、そしてパソコン

ンが導入され、台帳も紙が電子化され、浄化槽システムの導入など色々

なことがどんどん進化していきました。

その都度、自分に務まるのか、ついていけるのか不安でいっぱいになっ

たものです。

　しかし、職員の皆様のご協力、特に東予検査支所の皆さまの励ましに

より、なんとか無事、この日を迎えることができました。

 また、西条支部の支部長はじめ役員、会員の皆様にも、いたらぬ私に

あたたかいご指導、ご協力をたまわり、感謝の気持ちでいっぱいです。

　最後に、協会および会員事業所の更なる繁栄をご祈念申し上げます。長い間大変お世話に

なり、ありがとうございました。

西条支部

平成18年４月入社

古田　きよ子
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