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　平成30年10月 1日東京都千代田区のホテルグランドパレスにて、第32回全国浄化槽大会

大臣表彰、加藤　正之　氏（副会長：松山支部）が国土交通省土地・建設産業局長表彰を

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。

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、清水　泰洋  氏（常任理事：西予支部）が、生活環境改善事業功労者環境

環境大臣表彰

清水　泰洋 氏（常任理事：西予支部） 

国土交通省土地･建設産業局長表彰

　加藤　正之 氏（副会長：松山支部） 

表 彰 の 栄 誉



　1.浄化槽整備のための国庫助成

　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による浄化槽整備への財政支援については、浄化槽市町村整

備推進事業を重視するとともに、「①大型浄化槽による共同化、②PFI等の民間活用、③

公営企業会計の適用について検討」を行う。汚水処理未普及人口解消の観点から、単独処

理浄化槽や汲み取り便槽の合併処理浄化槽への転換に予算を重点化する。

　○　循環型社会形成推進交付金　(浄化槽分)　　　　　　　　　　　　９，５７７百万円

                                            【うち臨時特例分※　1，０００百万円】
                                   （※防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策費）
                                                【３０年度補正　1，０００百万円】

　○　二酸化炭素排出抑制事業費等補助金　(浄化槽分)　　　　　　　　２，０００百万円

【単位：百万円】

　上記の他、

　○　地方創生推進交付金(内閣府に計上)　１,０００億円の内数

　地方版総合戦略の本格的な推進に向けた地方創生の深化のための交付金。

　本交付金のうち、「地方創生汚水処理施設整備推進交付金」は、（旧）地域再生基盤強

化交付金（環境省、農林水産省、国土交通省所管の汚水処理施設等を総合的に整備する汚

備する汚水処理施設整備交付金等）から再編され、平成28年度に創設されたもの。

２０１９年度浄化槽推進関係予算（案）の概要

予算事項
平成30年度

予算額
2019年度

予算（案）
 対前年度比

循環型社会形成推進交付金

※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

二酸化炭素排出抑制事業費等補助金 1,600

1,000
※29年度補正

1,000
※30年度補正

100.0%

計【補正＋３０年度】

【補正】

　(8,916)※
8,421

(9,979)
9,577

(113.9%)
115.5%

計【2019年度】

(111.9%)
113.7%

(10,516)
10,021

(11,979)
11,577

循環型社会形成推進交付金

(12,979)
12,577

(112.7%)
114.1%

2,000 125.0%

(11,516)
11,021



　2.国庫助成の内容

新○　単独転換に伴う宅内配管工事費の助成【個人設置型、市町村設置型】

　浄化槽整備において、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換（以下、「単独転換」

という。）を進めることで水質保全の確保や公衆衛生の向上にも貢献するため、単独転換

について転換後の浄化槽法に定める法定検査（７条、11条）の検査依頼書の添付を要件化

した上で、宅内配管として合併処理浄化槽への流入管、升の設置及び側溝までの放流管を

対象とし、宅内配管工事（掛かり増し分：上限３０万円）を補助とする。

（助成率　国１/３，市町村２/３）

新○　浄化槽市町村整備推進事業における共同浄化槽設置（管渠への助成含む）及び複

　　数戸設置要件の撤廃【市町村設置型】

　都道府県構想等に定める浄化槽整備区域において、浄化槽を全戸に個別に設置するより

も共同浄化槽を設置する方が単独転換を含めた汚水処理を効率的かつ集中的に進めること

ができる場合、空き地等の公有地を活用した共同浄化槽（１００人以内）の整備（流入管

含む）を対象とし助成する。なお、効率的な整備の観点から流入管工事費の助成額は上限

を定める。

　併せて共同浄化槽の設置を対象とすることを踏まえ、浄化槽市町村整備推進事業の複数

戸設置要件（地域計画の計画期間（５～７年程度）中に１００戸以上を対象とする浄化槽

の整備）を撤廃する。（助成率　１/３，１/２）

改○　環境配慮・防災まちづくり浄化槽整備推進事業における環境配慮の性能・設置要

　　件見直し【個人設置型、市町村設置型】

　省エネ機能の高い環境配慮型浄化槽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。

　廃棄物処理施設整備計画における先進的省エネ浄化槽（２０１３年度の消費電力基準に

対し２６％削減）の整備による二酸化炭素排出削減目標の設定を踏まえ、より省エネ機能

の高い浄化槽普及を図るべく性能要件を高い水準とし、併せて省エネ浄化槽の国庫助成対

象基準額を見直す。

　また、同計画における単独転換の目標の設定に伴う単独転換の推進や国土強靭化に伴う

防災拠点の浄化槽整備を本事業によりさらに進めるため、設置要件も従来の基数要件から

地域計画の（毎年度）事業計画額のうち、単独転換や汲取り便所からの転換の割合（個人

設置では６割以上、市町村設置では５割以上または地域防災計画に位置づけられた浄化槽

整備を行う場合は３割以上）であるように見直す。

（助成率　１/２）

＜循環型社会形成推進交付金＞



改○　公的施設・防災拠点単独処理浄化槽集中転換事業の補助要件の緩和

　　【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 4.3万基近く残存している。これらのうち、「公的施設・防災拠点単独処理浄化槽集

中転換事業」で浄化槽を設置する場合に限り、複数設置基数要件に関わらず１基から整備

を可能とする。併せて地方公共団体自ら所有する公的施設を本事業で実施する場合につい

ては、条例による定めを不要とする。

　　【参考として本事業に関連する他事業】

・「地域の防災・減災と低炭素化を同時実現する自立・分散型エネルギー設備等導入推進

　　事業」

　　地域防災計画または地方公共団体との協定により災害時に避難施設等として位置づけ

　られた公共施設に、平時温室効果ガス排出抑制に加え、災害時にもエネルギー供給等の

　機能発揮が可能な再生可能エネルギー設備等を導入する事業。

　（補助率　１/２，２/３，３/４補助）

※本事業を実施するにあたり、対象となる公共施設に設置されている浄化槽等が単独処理

浄化槽や汲み取り便槽の場合、原則として循環型社会形成推進交付金による合併処理浄化

槽への転換も併せて実施するものとする。

　○　浄化槽台帳の導入推進への循環型社会形成推進交付金（計画策定調査費）による

　　支援

　単独転換や老朽化した浄化槽の計画的な更新の推進、適正な維持管理の確立、災害対応

力の強化に向けて、行政による浄化槽情報や指定検査機関、民間業者（保守点検、清掃）

の有する情報を統合・整理した浄化槽台帳が必要であり、浄化槽台帳を整備する都道府県

若しくは市町村に対して、浄化槽台帳作成への支援を計画策定調査費で支援する。

　○　省エネ型浄化槽システム導入推進事業

　　（「省エネ型中・大型浄化槽システム導入推進事業」から名称変更）

　５１人槽以上の既設合併処理浄化槽に係る、省CO2型の高度化設備（高効率ブロワ,イン

バーター制御等）の導入・改修を行う。

　その中でも、平成１２年以前に設置された建築基準法に定める旧構造基準及び新構造基

準の浄化槽（ブロワを使用するものに限る）のうち６０人槽以上の既設合併処理浄化槽の

交換については、構造や本体のコンパクト化からエネルギー効果の高いと見込まれる浄化

槽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）

＜二酸化炭素排出抑制事業費等補助金（浄化槽分）＞



　　【参考として本事業に関連する他事業】

・「ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス（ＺＥＨ）化等による住宅における低炭素促進事

　　業のうち高性能建材による住宅の断熱リフォーム支援事業」

　　2030年度のCO2削減目標達成のためには、家庭部門からのCO2排出量を約４割削減しな

　ければならない。その達成には、住宅の省エネルギー性能の向上等を図る必要があり、

　既存住宅の省エネ化に資する高断熱建材を用いた住宅の断熱改修を本事業の活用により

　推進する。

　（補助率　１/３　上限１２０万円/戸（戸建）　１５万円/戸（集合））

※本事業の実施を検討する者に対して、集合住宅に合併処理浄化槽が設置されている場合、

「省エネ型浄化槽システム導入推進事業（二酸化炭素排出抑制事業費等補助金）」の実施

も検討を促す。

　

　3.浄化槽の整備推進にかかる行政経費（一部掲載）

　○　我が国循環産業の戦略的国際展開・育成事業　　　　　　　４０４百万円の内数

　「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。

新○　浄化槽長寿命化計画策定推進事業　　　　　　　　　　　　　　　 ７８百万円

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 【うち３０年度補正　６０百万円】

　災害時の浄化槽の破損等を防止するため、浄化槽の計画的・効率的な更新、修繕、管理

の最適化を推進する長寿命化計画策定のためのガイドラインの検討、作成を行い、ライフ

サイクルコストの最小化、予算の最適化を図る。

　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）





　
（平成29年度末）

1,387,257 1,083,920 78.1%

88,096 73,877 83.9%

120,351 89,992 74.8%

110,236 83,911 76.1%

161,094 135,181 83.9%

6,965 6,943 99.7%

513,207 443,196 86.4%

33,546 28,458 84.8%

37,346 29,870 80.0%

30,843 17,881 58.0%

21,271 15,981 75.1%

8,457 6,018 71.2%

43,925 22,974 52.3%

16,791 11,068 65.9%

34,194 29,731 86.9%

9,553 5,790 60.6%

38,506 22,200 57.7%

76,544 43,233 56.5%

10,539 6,057 57.5%

4,037 1,930 47.8%

21,756 9,629 44.3%
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平成31年3月8日現在（順不同）

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 6-17K-H-005～2 H29.10.1 2470402 H20.8.22 H33.8.21

　　　　　　　　　　　　　　　（窒素除去型） ＳＧＣＸⅡ型 6-15-H-001～1 H27.6.8 2830001 H27.6.26 H35.6.25

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） ＣＥＮ型 5-16K-H-004～2 H28.10.1 2650401 H24.3.1 H32.2.29

                                （窒素除去型） ＣＡ型 5-15-H-001～2 H27.1.22 2810301 H27.2.26 H35.2.25

                                （窒素除去型） ＣＥＮｅｃｏ型 5-15-H-002～2 H27.1.22 2820301 H27.2.26 H35.2.25

                                （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 2220803 H17.12.16 H35.12.15

　　　　　（窒素除去型） ＫＧＲＮ型 3-17K-H-008～2 H29.10.1 2440802 H20.4.18 H33.4.17

ＫＴＧ型 3-14-H-001～1

ＫＴＧ-Ｓ型 3-18-H-001(14)-2～3

ネオ浄化そう 　　　　　　　　　　　                       （窒素除去型） ＭＣＢ２α型 3-17K-H-002～2 H29.10.1 1551304 H10.12.18 H33.12.17

　　　　　　　　　　     （窒素除去型） ＣＮＺ型 3-17K-H-003～2 H29.10.1 2740301 H25.2.28 H33.2.27

アムズ ＣＸＰ型 4-17K-1E-001～2 H29.10.1 1440504 H10.4.14 H33.4.13

                     　 （窒素除去型） ＣＸＦ型 4-18K-H-003～2 H30.10.1 2570202 H21.10.23 H34.10.22

                     　 （窒素除去型） ＣＸＮ2型 4-18K-H-004～2 H30.10.1 2630202 H22.8.26 H33.8.25

                     　 （窒素除去型） ＡＸＺ型 4-17K-H-004～2 H29.10.1 2770201 H25.10.24 H33.10.23

ＸＥ型 8-18-H-001(13)-2～3

ＸＥ－Ｆ型 8-18-H-002(13)-1

ＸＣ型 8-16K-H-001～1 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 8-17K-H-001(15K)3～5 H29.10.16 2860101 H28.2.25 H34.2.24

（窒素・リン除去型） ＸＦ型 8-19-H-001-1～2 H31.1.31 2890000 H31.2.28 H34.2.27

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

5-18-H-001～1

5-18-H-002

5-16K-H-001 H28.10.1

5-16K-H-001-1～2 H28.10.1

（窒素・リン除去型） ＦＤＰ型 5-19-H-001～2 H31.1.29 2900000 H31.2.28 H34.2.27

                  　   （窒素除去型） ＫＪ型 6-17K-H-003～2 H29.10.1 2460403 H20.8.22 H34.8.21

                  　   （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 6-17K-H-004～2 H29.10.1 2730301 H24.10.25 H32.10.24

                  　   （窒素除去型） ＫＺⅡ型 6-18-H-002～2 H30.12.6 2880000 H30.12.20 H33.12.19

ＨＳⅡ型 6-17K-1E-001～2 H29.10.1 2750201 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 4-17K-H-008～1 H29.10.1 2760301 H25.10.24 H33.10.23

H24. 4.26 H33.4.25

H24.6.22/
H25.2.28

H33.6.21

2500502 H20.10.24 H31.10.23

H24.4.26 H33.4.25

2680202
H24.6.22/
H25.2.28

H33.6.21

H26.12.11 H34.12.10

㈱西原ネオ

積水ホームテクノ㈱

フジクリーン工業㈱

㈱ハウステック

　　　　　（窒素除去型） H26.12.10

H30.5.22

ニッコー小規模浄化槽 　　　　　　　                   （窒素除去型） 浄化王Ｘ型 H27.10.1

2800301

ダイキ浄化槽　　　　　　　　　　　                       （窒素除去型） H30.3.28 2670202

                     　 （窒素除去型） ＦＤＲ型 2690202

2660302

ニッコー㈱

大栄産業㈱

㈱クボタ

　　　　　　 　　　　　　　　　　　（窒素除去型）

浄　化　槽　の　名　称　

                     　 （窒素除去型） ＦＣＥ型

アムズ㈱

㈱ダイキアクシス



　平成31年2月6日(水)に、松山市総合コミュ 　　  ☆各支部参加者の内訳☆

ニティセンター大会議室において「平成30年

度浄化槽技術研修会」が開催され、会員、行

政機関から130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、（一社）全国浄化槽団体連合会

浄化槽推進部長　昇　広文氏より「二酸化炭

素排出抑制事業費等補助金（省エネ型浄化槽

システム導入推進事業）について」また、

（公社）徳島県環境技術センター　事業企画　

推進部　調査研究事業課　課長・技術指導リ

ーダー　西岡　卓馬氏より「接触ばっ気方式

を活性汚泥法様式に運転変更した高負荷流入

対策への実例について」研修を行いました。

　     昇氏の講演では二酸化炭素排出抑制事業費等補助金

　制度の事業背景及び事業概要についてそれぞれの事例

　を上げて講演が行われました。　

　  西岡氏の講演では当協会も実施している水質悪化施

　　　  ☆各支部参加者の内訳☆ 　設での二次調査の取り組みをテーマに講演が行われま

　した。最小限の範囲内での浄化槽の改造（活性汚泥法

　様式に運転変更）によって水質改善の実験事例の報告

  が行われ、大変有意義な知見を得ることができました。

　　　　　　研修会の様子

  講師:一般社団法人　全国浄化槽団体連合会 　講師:公益社団法人　徳島県環境技術センター

　　　　浄化槽推進部長　昇　広文　氏(左側） 　　課長・技術指導リーダー　西岡　卓馬　氏

事業企画推進部　調査研究事業課

支部名 出席者

四国中央 5

新居浜 6

西　条 11

今　治 12

松　山 65

大洲喜多 4

八幡浜 2

西　予 14

宇和島 5

行政機関 6

合　計 130



　平成25年度からの継続事業である｢環境学習｣

を、今年度も県下各小学校等において開催いた

しました。

　今年度は１８校(前期８校)と４つ(前期１つ)

のイベントにおいて開催し、延べ  ６８９人の

子どもたちに対して、水環境の学習では家庭で

使われた水がどこに行くのか、また、どのよう

に処理されて川や海に流され自然に返るのか、

水環境に関する知識や水の大切さについて理解

してもらいました。

　また地球温暖化の学習では温暖化の原因と自

分たちで出来る取り組みを座学講座・体験型学

習を通じて理解してもらいました。

　来年度もこれまで以上に水環境、地球温暖化について学んでもらいたいと思っています。

　～平成30年度は1８校と４イベントで開催～

環 境 習学 を 実 施

№ 授業実施日 学校・イベント名 対象 人数

1 平成30年9月6日 西条市立多賀小学校　(水環境） 4年生(2クラス) 52名

2 平成30年9月27日 愛南町立柏小学校 　（　〃　）　 5・6年生 15名

3 平成30年9月28日 愛南町立平城小学校 （　〃　） 5年生 34名

4              〃 愛南町立福浦小学校 （　〃　） 5・6年生 4名

5 平成30年10月2日 西条市立石根小学校 （　〃　） 4年生 13名

6 平成30年10月16日 愛南町立城辺小学校 （　〃　） 5年生 35名

8 平成30年11月16日 愛南町立船越小学校 （水環境) 3～6年生 12名

9 平成30年11月20日 愛南町立家串小学校 （　〃　） 3～6年生 17名

10 平成30年11月21日 愛南町立僧都小学校 （　〃　） 全学年 9名

11 平成30年12月12日 西条市立西条小学校 （　〃　） 4年生(3クラス) 96名

12 平成31年2月13日
平成30年度内子町環境子ども会議

(水環境・地球温暖化）

内子町内在住の

小学4～6年生
27名

5名

松山市近郊在住の

小学1～6年生
平成31年3月27日 春休みまちのがっこう（地球温暖化） 12名13

松山市立西中学校の総合的な学習の一環と

しての校外学習（地球温暖化）
平成30年10月24日7 中学3年生



（前号より続く）

平成30年

9月6日 西条市立多賀小学校環境学習 10月10日 中予浄化槽管理協同組合第33回研修部技

9月6日 平成30年度中国・四国ブロック合同推進員 術研修会　　　　　　　　

  ～7日 研修会　　　　　　　　　（於　高知県） （於　松山市総合コミュニティセンター）

9月7日 全国労働衛生週間実施要綱等説明会 10月11日 えひめ省エネセミナー

　　　　（於　愛媛県生涯学習センター） 　　　　　　　　　（於　愛媛県美術館）

9月12日 消費税軽減税率制度説明会 10月14日 愛南まるゴチ秋の味覚祭（宇和島支部）

　　　　　　　　　（於　松山市民会館） 　　　　　　　　　　　　（於　愛南町）

　〃 群馬県職員来訪 10月16日 愛南町立城辺小学校環境学習

9月13日 平成30年度浄化槽法指定検査機関四国地区 10月17日 第1回常任理事会

  ～14日 協議会検査員研修会 10月19日 西予支部実施研修会（於　下宇和公民館）

　　　　　　　　（於　国際ホテル松山） 10月20日 みんなの消費生活展2018

9月14日 平成30年度学生地球温暖化防止活動推進員 　　　　　　　　　（於　松山市大街道）

  ～15日 四国エコサミット　　　　（於　香川県） 　〃 久万林業まつり（うちエコ）

9月15日 アップサイクルセミナー 　　 （於　久万B&G海洋センター体育館）

　　　　　　　（於　テクノプラザ愛媛） 10月21日 石手川ダム上流域の河川等清掃

9月26日 平成30年度指導員委員・指導員合同会 （松山支部）　　　　（於　石手川ダム）

支部役員研修会　（於　国際ホテル松山）　　　　　　　　　　〃 三瓶町文化祭（西予支部、うちエコ）　　

9月27日 愛南町立柏小学校環境学習 　　　　　　　　　（於　三瓶文化会館）

　〃 全浄連四国地区協議会合同役員会 10月24日 松山市立西中学校温暖化研修

　　　　　　　　　　　　（於　香川県） 10月25日 （一社）地球温暖化防止全国ネット第58

9月28日 愛南町立平城小学校環境学習 回理事会　　　　　　　　（於　東京都）　

　〃 愛南町立福浦小学校環境学習 10月27日 えひめ暮らしと住まいフェア（うちエコ）

9月29日 愛媛の3R企業展（うちエコ）   ～28日 　　　　　　　　（於　アイテムえひめ）

　　　　　　　　（於　エミフルMASAKI) 10月28日 いよしふるさとフェスティバル

10月1日 全浄連第32回全国浄化槽大会 （うちエコ）　　（於　ウェルピア伊予）

　　　　　　　　　　　　（於　東京都） 10月30日 えひめツーキニスト推進ワークショップ

10月2日 西条市立石根小学校環境学習 　　　　　　　　　（於　愛媛県武道館）

　〃 浄化槽推進議員連盟役員会（於　東京都） 10月31日 エコドライブ研修

　〃 全浄連第23回理事会　　　（　　〃　　） （於　あいしょくドライビングスクール）

10月3日 平成30年度愛媛産業安全衛生大会 11月2日 松山支部実施研修会

（於　松山市総合コミュニティセンター） （於　松山市総合コミュニティセンター）

10月4日 第1回正副会長・総務企画委員長会 11月3日 第11回浄化槽法指定検査機関四国地区協

　〃 第1回検査対策委員会 議会ソフトボール大会　　 (於　徳島県）

10月5日 地域センターセミナー及び平成30年度 11月3日 ガス展（うちエコ）　　　　　　　　

第2回全国連絡調整会議　 （於　東京都）   ～4日 　　　　　　　　　　　（於　宇和島市）

10月9日 第32回全国浄化槽技術研究集会 11月4日 新居浜工業高等専門学校 国領祭

  ～10日 　　　　　　　　　　　（於　名古屋市） （うちエコ）

協会会議及び行事録



11月6日 第51回浄化槽実態調査（松山支部） 12月3日 職員採用試験、辞令交付

　　　　　　　　　（於　福角町の一部） 　〃 職員採用委員会

11月9日 (一社）愛媛県建設業協会　建設会館落成 　〃 第61回建設事業ノーダン運動実施説明会

披露の宴　　　（於　松山全日空ホテル） 　　　　　　　　（於　愛媛県建設会館）

　〃 公益・一般法人のための労務管理特別 12月6日 全浄連製造・施工・技術部会

講習会(基礎編)　　　　　　　（大阪市） 　　　　　　　　　　　　（於　東京都）

11月10日 えひめの環境学習シンポジウム 12月7日 公益・一般法人のための労務管理特別

　　　　　（於　あかがねミュージアム） 講習会(応用編)　　　　　（於　大阪市）

11月10日 愛媛大学学園祭（うちエコ） 12月8日 えひめ男女共同参画フェスティバル2018

  ～11日   ～9日 (うちエコ）

11月11日 福祉と健康づくり市民のつどい 　　（於　愛媛県男女共同参画センター）

（うちエコ） 12月11日 第3回ミニ環境フォーラム

　　　　（於　大洲市総合福祉センター） 　　　　　　（於　まつやまRe・再来館）

11月13日 八幡浜支部実施研修会（於　ゆめみかん） 12月12日 西条市立西条小学校環境学習

11月16日 愛南町立船越小学校環境学習 12月16日 キッズジョブまつやま2018

11月17日 気候変動影響事例調べワークショップ （於　松山市総合コミュニティセンター）

　　　　　　　　　（於　松山市民会館） 　〃 いまばり環境フェスティバル2018

　〃 今治技術専門校訓練まつり（うちエコ） （うちエコ）

11月17日 松山東雲女子大学学園祭（うちエコ） 　　　　（於　今治市クリーンセンター）

  ～18日 12月17日 平成30年度全国地球温暖化防止活動推進

11月18日 四国中央市産業祭   ～18日 センター調査･情報収集等委託業務第2回

（四国中央支部、うちエコ） スキルアップ研修　　　　（於　東京都）

　　（於　伊予三島運動公園市民体育館） 12月20日 全浄連平成30年度第2回総務・企画委員会

11月19日 ブロック別地域センター講習会(職員研修） （テレビ会議）

　　　　　　　　　　　　（於　岡山県） 　〃 第43回理事会　　（於　国際ホテル松山）

　〃 全浄連第1回総務企画委員会 12月26日 総務部職員会、職員会、産業医講習

　　　　　　　　　　　　（於　東京都） 　〃 第2回常任理事会、第4回指導委員会　　

11月20日 愛南町立家串小学校環境学習 　　　　(於　ANAクラウンプラザホテル）

　〃 平成30年度分年末調整説明会

（於　松山市総合コミュニティセンター）

11月21日 愛南町立僧都小学校環境学習

　〃 全浄連平成30年度第1回機能保証制度委員

会　　　　　　　　　　　（於　東京都）

11月26日 第14回四国地域エネルギー・温暖化対策推

進会議　　　　　　　　　（於　高松市） 平成31年度

　〃 第2回業務委員会、第4回総務企画委員会 1月4日 仕事始め式

　〃 第3回指導委員会 　〃 松山市年賀交歓会

11月30日 平成30年度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　福岡県） 　〃 愛媛県年賀交歓会（於　ひめぎんホール）

12月1日 ガス展(うちエコ） 1月12日 平成30年度愛媛県水道事業功労者表彰式

  ～2日 　　　　　　　　（於　アイテムえひめ） 　　　　　　（於　東京第一ホテル松山）



1月13日 かわらぬ愛きくま2019 2月26日 浄化槽の法定検査に関する全国会議

（今治支部、うちエコ） 　　　　　　　　　　　　（於　東京都）

　　　　　　　　　（於　今治市菊間町） 2月28日 正副会長・総務企画委員長会

1月20日 アクア博士体験教室2018（松山支部） 　〃 知事感謝状贈呈式　　　（於　愛媛県庁）

　　　　　　　  （於　エミフルMASAKI） 3月1日 (一社)地球温暖化防止全国ネット第60回

1月23日 (一社)地球温暖化防止全国ネット第59回 理事会　　　　　　　　　（於　東京都）

理事会　　　　　　　　　（於　東京都） 3月7日 第3回業務委員会

1月24日 特別管理産業廃棄物管理責任者に関する 　〃 第5回総務企画委員会

講習会　　　　　　　　　（於　高松市） 3月13日 四国地域・エネルギー温暖化防止活動推

1月29日 第1回松山市浄化槽維持管理推進連絡協 進会議WG　　　　　　　　（於　高松市）

議会WG検討委員会 3月19日 (一社)地球温暖化防止全国ネット臨時社

1月30日 第2回連絡調整会議 員総会　　　　　　　　　（於　東京都）

1月31日 第1回気候変動適応中国四国広域協議会 3月20日 全浄連理事会　　　　　　（於　東京都）

　　　　　　　　　　　　（於　岡山県） 　〃 愛媛県建設関殉職者等慰霊祭

2月4日 地球温暖化対策フォーラム 　　　　　　　　　　（於　道後聖墓苑）

 　　　 （於　愛媛大学メディアホール） 3月22日 第1回製造・販売部会

2月5日 浄化槽整備推進議員懇話会（於　東京都） 　〃 第2回検査対策委員会

　〃 全浄連第24回理事会　　　（　　〃　　）　 　〃 職員採用試験、職員採用委員会

2月7日 平成30年度第2回全国連絡調整会議 3月25日 第2回愛媛県地方保証制度審査委員会

　　　　　　　　　　　　（於　東京都） 　〃 第2回検査事業委員会

2月8日 低炭素杯2019　　（於　神奈川県川崎市） 　〃 第44回理事会

　〃 西条支部実施研修会 3月27日 2019春休みまちのがっこう

 　 （於　西条商工会議所東予支所会館） 　　　　　　　　　　　（於　和光会館）

2月12日 平成30年度うちエコ診断士スキルアップ 　〃 支部業務委託に係る完了検査

研修会 （四国中央支部、八幡浜支部）　　　　　　　

　〃 平成30年度地球温暖化防止活動推進員研

修会

2月13日 内子町環境子ども会議　　（於　内子町）

　〃 第2回松山市浄化槽維持管理推進連絡協

議会WG検討委員会

2月14日 愛媛県バイオマス利活用促進連絡協議会

　　　　（於　愛媛県生活文化センター）

　〃 全浄連平成30年度第3回総務企画委員会

（テレビ会議）

2月19日 新居浜支部実施研修会

　　　　（於　新居浜ウイメンズプラザ）

2月22日 第33回公衆衛生技術研究会

　　　　　　　（於　愛媛県薬剤師会館）

2月25日 全浄連会員団体事務局長等会議

  ～26日 　　　　　　　　　　　　（於　東京都）



す。

疑応答が行われました。

識を得ることができる全国浄化槽技術研究集会にぜひご参加ください。

　 平成３０年１０月１０日(水)は、浄化槽行政担当者研究会、浄化槽検査員研究会が開催され、関係省庁から情

報報告、自治体から各事業取組事例報告、新機種浄化槽の紹介などが行われました。

　 来年度は、2019年10月９日（水）、10日（木）の両日、秋田県秋田市の「秋田キャッスルホテル」で開催される

予定です。全国から浄化槽に携わる様々な人たちが一堂に会します。浄化槽に関する最新の情報や技術、知

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

　 平成３０年１０月９日（火）は、全国浄化槽技術研究

集会が開催され、式典では浄化槽関係事業功労･研

氏の講演、研究発表では2会場において、各検査機

究奨励などの表彰が行われ、「生活排水処理改革」

と題した東京福祉大学大学院 副学長  喜多村 悦史

関、研究機関などから ２０題の発表があり、活発な質　　　　　　　　　　会場の様子（全国浄化槽技術研究集会）

　 平成３０年１０月９日（火）、１０日（水）の両日、愛知

県名古屋市の名古屋国際会議場において、第３２回

全国浄化槽技術研究集会が開催されました。

　 本研究集会は、(公財）日本環境整備教育センター

が主催し、浄化槽に関する技術の向上と適正な普及

　　　　　　　　　　　　　　　　　プログラム(愛知県）

■第32回全国浄化槽技術研究集会（10月9日（火））

　　１－Ⅰ　研究発表

　　　Ａ会場　研究発表1～2

　　　Ｂ会場　研究発表3～4

　　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　環境再生・資源循環局長表彰贈呈

　　　　4.浄化槽研究奨励・楠本賞贈呈

　　　　5.公益社団法人日本環境整備教育センター理事長感謝状贈呈

　　１－Ⅲ　特別講演　　　　「生活排水処理改革」　　東京福祉大学大学院　副学長　喜多村　悦史

　　１－Ⅳ　次回開催地挨拶

　　１－Ⅴ　閉式

　　１－Ⅵ　懇親会

■浄化槽行政担当者研究会・浄化槽検査員研究会合同プログラム（10月10日（水））

　　２－Ⅰ　開会　　　　　　　　　　　　　　２－Ⅵ　検査―情報

　　２－Ⅱ　行政報告　　　　　　　　　　　２－Ⅶ　閉会

　　２－Ⅲ　情報

　　２－Ⅳ　行政―情報

　　２－Ⅴ　閉会



　平成30年9月13日（木）～14日（金）の2日間、国際ホテル松山において、平成30年度浄化槽

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。今年度は愛媛県が主催県とな

っており、四国４県を中心に、北は宮城県から南は鹿児島県までの10の浄化槽団体が参加しま

した。

　研修会初日は、四国４県の研究発表が行われ、当協会からは検査推進係の藤井　定彦検査員

が「ブロワによる騒音対策について」と題した発表を行いました。その後、公益財団法人　日

本環境整備教育センター　調査・研究グループリーダー　仁木　圭三氏による「中・大型浄化

槽の維持管理について」と題して講演が行われ、有意義な知見を得る事ができました。

　２日目は「指定検査機関のイノベーションについて」のタイトルでパネルディスカッション

が行われ、当協会からは、検査管理課　坂東　篤副課長がモデレータ、検査事業課　川野　武

彦課長がパネラーとして、指定検査機関の設置者サービス、浄化槽の適正維持管理への取り組

み、環境学習などをテーマに、意見交換を行いました。

　　　　研修会の様子 　　　　　研究発表を行う藤井検査員

　　　②パネルディスカッションの様子

【研究発表の内容】

　　1　ブロワによる騒音対策について

　　（公社）愛媛県浄化槽協会　　　　　検査推進係　  　　　　検査員　　 藤井　定彦

　　2　ＫＲＮ型における代替担体の検討

　　（一財）高知県環境検査センター　　法定検査第4係　　　　 主査　　　 槇尾　朝樹

　　3　徳島県の地域別における11条検査結果から見た浄化槽管理の実状について

　　（公社）徳島県環境技術センター　　業務支援室　　　　　　検査員　　 山畑　明子

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　調査研究事業課　　　　検査員　　 小泉　允人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　課長･技術指導リーダー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　西岡　卓馬

　　4　香川県における浄化槽に関する災害時の対応について

　　（公社）香川県浄化槽協会　　　　　検査第1課7条･竣工係　 係長　　　 宮宇地　俊明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　検査第3課検査1係　　  係長　　　 小野　昌彦

　　～今年度は愛媛県！！～

①パネルディスカッションの様子



した。

　　①「KRN型における代替担体の検討」

　　　　　　　　　　　一般財団法人　高知県環境検査センター　　　　　　　主査　梶尾　朝樹

　　②「浄化槽法第１１条検査未受検者対策」

　　　　　　　　　　　公益社団法人　熊本県浄化槽協会　　　　　　検査企画課長　山下　充

　　③「BOD検査に用いる植種液（植種原液）の安定供給に関する調査」

　　　　　　　　　　　一般財団法人　福岡県浄化槽協会　　　水質検査課技術主査　今田　善也

　　④「大分県におけるモアコンパクト型浄化槽の現状と課題」

　　　　　　　　　　　公益財団法人　大分県環境管理協会　　　　　　　　検査員　舌間　丈洋

　　⑤「タブレットの法定検査業務への活用例（対策会議へのタブレットの活用）」

　　　　　　　　　　　一般財団法人　佐賀県環境科学検査協会　　　　　　　技師　田中　寛之　　

　　⑥「宮崎県内における地域別受検率の動向に関しての考察」

　　　　　　　　　　　公益財団法人　宮崎県環境科学協会　　　　　　　　検査員　原田　英輝

　　⑦「サカマキガイによる生物膜の捕食により水質悪化した浄化槽の改善事例」

　　⑧「処理水の性状に着目した水質悪化施設の原因究明フローの構築と早期改善への

        取り組みについて」

　九州地区浄化槽指定検査機関協議会副会長

区検査員研修会で選出された（一財）高知県環境検査

  研修会では、九州各県の指定検査機関及び、四国地

（愛媛県から2名）が参加しました。

て表記研修会が開催され、四国ブロックから4団体9名

　平成30年11月30日（金）八仙閣（福岡市博多区）に

　公益財団法人　宮崎県環境科学協会　

4.閉会のことば

　九州地区浄化槽指定検査機関協議会会長

センターの方々の調査研究発表や事例発表が行われま

  また研修会後の懇親会でも活発な意見交換を行うこ

とができ、大変有意義な研修会となりました。

　今後もこのような研修及び交流を続け、知識や技術

■プログラム

の向上を図りたいと思います。

  調査研究の内容や事例については、当協会の今後の

業務や研究の参考になるところが多く、今後に活かし

ていきたいです。

1.開会のことば

　九州地区浄化槽指定検査機関協議会副会長

　一般財団法人　長崎県浄化槽協会

2.主催者挨拶

　　　　　　　　　　　一般財団法人　福岡県浄化槽協会　　　　水質検査課副課長　椛嶋　和寿

　　　　　　　　　　　公益財団法人　鹿児島県環境保全協会　　　　　　　検査員　中島　進

　一般財団法人　福岡県浄化槽協会　検査部長兼筑豊検査センター所長　坂井　義博

3.研究発表(８テーマ）

九州地区浄化槽検査員研修会〘福岡県〙に参加



日時：平成30年5月～平成31年2月

≪主なイベントによるうちエコ診断≫

県と20市町が一緒に進めている「えひめクールチョイス大作戦」の一環として、推進員や行政機
関、民間団体等と連携し、各市町庁舎ロビーやイベント会場等で「うちエコ診断会」を行いまし
た。イベント会場では、うちエコ診断と併せて、ペットボトルキャップを再利用したマグネット作
りや、パンフレットを活用した地球温暖化防止対策の現状・推進状況についての啓発、COOL
CHOICEの賛同、アンケートを利用した温室効果ガス削減の評価等といった地球温暖化防止の広報・
啓発活動を行いました。

①各市町庁舎ロビー ②西条夏彩祭2018(8月26日）

③愛媛の3R企業展(9月29日)

④久万林業まつり(10月20日) ⑤三瓶産業祭り(10月21日)

平成30年度地球温暖化防止活動促進事業の実施状況について

うちエコ診断



⑪えひめ男女共同参画フェスティバル
2018(12月8,9日）

⑫いまばり環境フェスティバル2018
(12月16日)

⑥えひめ暮らしと住まいフェア(10月27,28日)

⑦愛媛大学祭(11月10,11日) ⑧松山東雲女子大学祭(11月17,18日)

⑨今治技術専門校訓練まつり(11月17日) ⑩ガス展(12月1日,2日)

たくさんのご協力・ご来場ありがとうございました



【出席者】

　・環境省中国四国地方環境事務所高松事務所

　・愛媛県環境政策課温暖化対策グループ

　・愛媛県地球温暖化防止活動推進員

　・（一社）地球温暖化防止活動全国ネット

　・愛媛県地球温暖化防止活動推進センター

　

　

第1回：8月1日（水）　第2回：1月30日（水）　於：愛媛県地球温暖化防止活動推進センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(公益社団法人　愛媛県浄化槽協会)

地域センター事業について、関係各所との連絡調整を行うため「愛媛県地球温暖化防止活動連絡
調整会議」を設置し、事業の計画・進捗状況・成果等について協議しました。

　・環境省　四国環境パートナーシップオフィス
　　(第1回目のみ)

9月6日（木）・7日（金）　於：高知県高知市
　　　　　　　　　　　　　　 出席者　計69名(愛媛県推進員5名、職員2名)

自分がなりたい推進員像に近づくためのステップを明確にし「行政」「学校」「企業」「地域」
などのニーズに応える活動について、事例発表やグループワークなどを通して学びあいました。

また、情報交換やネットワーク作りを通して、もう一歩踏み込んだ新たな温暖化防止活動に取り
組みました。

9月14日（金）・15日（土）　於：香川県高松市「真宗興正派紅峰山興願寺」
                             　出席者　計35名(愛媛県学生6名、職員2名)

四国各県の環境活動に取り組む大学生（学生推進員等）が香川県「興願寺」に集まり、意見交換
等をサミット形式で行うともに、研修を通じて四国内の若年層への地球温暖化防止に対する理解の
拡大を図りました。

中国・四国ブロック合同推進員研修会

学生地球温暖化防止活動推進員・四国エコサミット

連絡調整会議



【出席者】

　・愛媛県環境政策課温暖化対策グループ

　・松山市

　・今治市

　・伊予市

　・松前町

　・砥部町

　・愛媛県地球温暖化防止活動推進センター

　・愛媛県地球温暖化防止活動推進員　16名

2月12日（火）　於：愛媛県地球温暖化防止活動推進センター

推進員の更なる活動を促すため、最新の情報提供や推進員の活動報告を行い、併せて意見交換を
通じ推進員・センターとの交流を図りました。

講師として、国立研究開発法人 国立環境研究所の向井人史氏を招き、「温暖化の今後と適応」
と題して講演が行われました。

10月24日（水）　於：愛媛県地球温暖化防止活動推進センター

松山市立西中学校の生徒5名が、課外授業の一貫として当センターを訪れました。地球温暖化に
関しての講義を通じて、地球の気温の仕組みや、地球温暖化の現状、自分たちにできることを一緒
に考えていきました。

2月12日（火）　於：愛媛県地球温暖化防止活動推進センター　出席者　7名

　うちエコ診断士への診断実施の支援及び知識向上等を目的とした、スキルアップ研修を実施しま
した。
　講師として、DCMダイキ㈱より、「エコロジーとリフォーム」と題して研修が行われました。

うちエコ診断士スキルアップ研修会

推進員研修会

環境講座



2月13日（金）　於：内子町　共生館

　

　

平成30年度　診断件数 1,571件

〇うちエコ診断会 1,517件
20市町・企業・協会会員・関係団体・協会職員・各種イベント会場等

〇地域における地球温暖化防止活動促進事業 54件
2018夏彩祭・四国中央市産業祭・イオンスタイル松山・さくら幼児園・愛媛県センター

〇企業賛同　 　130社 （延べ社員人数12,027人）

〇個人賛同 917人

平成31年2月28日現在

内子町の各小学校から集まった小学生10名に対し、環境講座を実施しました。地球温暖化に関し
ての講義を通じて、地球の気温の仕組みや地球温暖化の現状を伝えました。

また、体験講座では、手作り万華鏡を作って光を観察することで、光の特徴を知り、地球との関
係について学びました。

平成31年2月28日現在
平成30年度 うちエコ診断実施件数

平成30年度 COOL CHOICE賛同件数

内子町環境子ども会議



宇和島支部 　平成30年
　10月14日（日）

｢愛南まるゴチ秋の味覚祭｣(愛南町広見㈱レグザム敷地内）
　　浄化槽啓発チラシの配付など

西予支部 10月21日（日）

松山支部 10月20日（土）
松山市｢みんなの生活展2018｣(松山市大街道商店街)
カットモデル展示、微生物観察など

｢第38回三瓶町文化祭｣(西予市三瓶文化会館・朝立会館）
浄化槽に関するクイズ、浄化槽啓発チラシの配付など

支 部 の 動 報 告活

普及啓発活動



11月18日（日）四国中央支部 第14回四国中央市産業祭(伊予三島運動公園市民体育館)
うちエコ診断、浄化槽カットモデル展示など

今治支部 ｢かわらぬ愛きくま2019｣(今治市緑の広場公園)
環境クイズラリー、微生物観察、パネル展示など

松山支部 11月6日（火）
第56回浄化槽実態調査
松山市福角町の一部　185戸対象

　平成31年
　１月13日（日）



【研修内容】

①KZ型のトラブルシューティングをメインにした構造の説明

②軽量底板(KBプレート)の紹介

出 席 者　　計33名（講師除く）

【研修内容】

①CPシリーズメンテナンス講習

②KZ型の｢維持管理の概要・施工上の留意事項｣について

出 席 者　　計79名（講師除く）

(下宇和公民館)

11月2日（金）

(松山市総合コミュ
ニティセンター)

10月19日（金）

アクア博士体験教室2018(エミフルMASAKI)
水質測定、微生物観察、座学講座

松山支部

西予支部

松山支部 　１月20日（日）

支部実施研修会



【研修内容】

①KZ型及びXE型の内部構造について

②上記浄化槽の維持管理・清掃について

出 席 者　　計20名（講師除く）

【研修内容】

①担体の充填率がBOD値に与える影響について

②ブロワ―による騒音対策について

出 席 者　　計24名（講師除く）

【研修内容】

①消費税軽減税率制度等の説明会

②安永ブロワについて

③浄化槽についての質疑応答

出 席 者　　計30名（講師除く）

11月13日（火）

(ゆめみかん)
八幡浜支部

12月6日（木）

今治支部 (今治地域地場産業
振興センター)

(西条商工会議所
東予支所会館)

2月8日（金）

平成31年

西条支部



【研修内容】

①安永ポンプの構造・メンテナンス方法

出 席 者　　計47名（講師除く）

　　平成31年２月28日（木）に県民環境部長室において、金子浩一愛媛県県民環境部長から

　愛媛県知事感謝状が授与されました。このことは、平成30年７月に発生した西日本豪雨災

　害に際し、浄化槽の緊急点検や応急復旧等に努め、被災地及び被災住民に貢献したことが

　評価されたものであります。

　　浄化槽の緊急点検及び応急復旧、また地域ボランティアにご協力いただきました会員及

　び職員の皆様、ご協力誠にありがとうございました。

　　平成31年４月16日(火)から新事務所において業務を開始いたします。

　　≪現事務所≫ 　　　　≪新事務所≫

〒796-0087 　　〒796-0292

　八幡浜市沖新田1586 　　　八幡浜市保内町宮内1番耕地260番地

　　観光センタービル5F 　　　　八幡浜市役所保内庁舎3F

　　　☎　 0894-24-1210 　　　　　☎　 0894-36-1551

　　　fax　0894-22-2737 　　　　　fax　0894-36-1552

新居浜支部

　　　　　　　八幡浜支部　事務所移転について

(新居浜ウイメンズ
プラザ)

2月19日（火）

愛媛県知事から感謝状を授与される！

➪



㈱共立設備　　
八幡浜水質管理㈱　　

　平成31年1月30日 逝去 野　本　　　健　次　　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。

 第42回理事会(平成30年8月20日開催)入会承認分

　　第9回(2019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 　　　2019年5月31日(金)　　

場　所 　　　ANAクラウンプラザホテル松山　南館２Ｆ　サファイアルーム
（旧　松山全日空ホテル）

松山市一番町3丁目2-1

　　　ＴＥＬ(０８９)９３３－５５１１

（八幡浜支部）

 訃　報

今治

共働設備工業㈱

石川　俊輔 0898-52-7081

今治市徳重287-1

工事(届)

支部名
事業所名

代表者名 電話番号 業種
住　　　　　所

第9回通常総会の開催予定について



　第１１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30年11月3日

(土)に徳島県吉野川湖畔ふれあい広場において2年ぶりに開催されました。

　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、7年ぶり

３度目の優勝を目指して試合に臨みました。

　試合の中で投手陣は、要所要所において敵の打線を抑え、守備でも好プレーを見せました。

打撃では、特に、香川戦２回表の攻撃で、猛打爆発一挙13点を挙げる健闘ぶりを見せた結果、

３勝０敗の完全勝利で見事優勝をつかみ取りました。

　来年も、連覇を目指してがんばるぞ！！　　　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　　

　優勝カップを前に喜びにあふれる選手団

　　山本　耕平選手の一言！

　試合では、ゴロを打て！（フライを上げるな！）

人がいない所に打て！（正面に打つな！）との会長

の怒号が飛び交う中、忠実に実行しました。会長の

見事？な采配（怒声）のお陰で、人がいない所に打

ち、また守備でも正面に飛んできたボールをただ捕

っただけで、最優秀選手まで捕らせていただきまし

た。会長本当にありがとうございました。ただ、自

分の中での最優秀選手は、安部さん、高塚さんだと

思っています。正直、自分より活躍していたと思い

ます。連覇できるよう、次も活躍できるよう日々、

練習に励んでいこうと思っています。

　～3度目の優勝～

やったー！！　優勝だ！！

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

第１試合

1 2 3 4 5 6 7 計

愛媛 5 13 0 3 21

香川 4 0 2 4 10

第2試合

1 2 3 4 5 6 7 計

徳島 1 0 0 9 7 17

愛媛 5 11 0 6 22

第3試合

1 2 3 4 5 6 7 計

愛媛 6 2 1 8 0 17

高知 0 0 5 2 6 13

第11回浄化槽法指定検査機関四国地区協議会ソフトボール大会　結果　

～最優秀選手のつぶやき～
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