
  令和２年度は新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、緊急事態宣言から始まり、オリンピ

ック・パラリンピックの延期や各種イベントの開催自粛等、経済活動にも大きな影響が生じた１年

となり、生活面でもマスクの着用はもちろん、三密の回避やソーシャルディスタンスの確保・テレ

ワーク・オンライン会議等、新型コロナウイルスと共存する生活様式が常識となってきた。

　浄化槽業界においては、改正浄化槽法が令和２年４月１日から施行され、特定既存単独処理浄化

槽の措置、浄化槽処理促進区域と公共浄化槽制度の創設、浄化槽台帳の整備、浄化槽管理士に対す

る研修の機会の確保等が規定され、「単独処理浄化槽の転換」と「浄化槽管理の向上」の必要性が

求められた。

　このような中、当協会の事業においては、公益目的事業の法定検査事業は、第七次法定検査実施

５か年計画の初年度にあたり、行政と連携を図りながら検査基数の拡大に努め、前年度より 1,654

基増の66,102基の検査を実施した。浄化槽の普及及び浄化槽工事・維持管理の適正化事業において

は、コロナ禍の影響でイベントや会議の開催自粛が相次ぎ、普及啓発等の活動が限られたが、これ

までの各自治体への要請活動の結果、令和３年度から宅内配管工事費の補助が創設される自治体が

３市町増える等、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換推進を図った。地球温暖化防止活動

に関する事業においては、愛媛県地球温暖化防止活動推進センターとして県の指定を更新し、ＳＤ

Ｇs の視点を取り入れた環境教育やＨＰ及びＳＮＳを活用した広報・啓発活動等の事業を実施し、

地球温暖化防止対策の推進に努めた。

　その他の事業としては、業界の体制強化を図るために、製造販売業者及び清掃業者の協会登録の

更新、また、新型コロナウイルス感染防止対策を取った上で、浄化槽法改正による浄化槽管理士研

修会の開催、役員改選年に行う支部役員研修会を開催した。

　管理部門においては、労働関連各法の改正等に対応するため、労働に関する各規程及び規則の改

正、また新しく制定を行い、職員が安心して快適に働くことができる職場環境の形成に努めた。

　その他、令和２年度事業計画に基づき実施した事業は、次のとおりである。

Ⅰ　事　業

〔公益目的事業〕

１.　浄化槽法第７条・11条に基づく検査事業

（１）浄化槽法第７条・11条に基づく検査

　　令和２年度は、検査員29名体制で７条検査 2,114基、11条検査 63,988基の計 66,102基を実施

　した。

＜平成28年度～令和２年度　実績＞

年度

　7条

 11条

計

検査員数

H28 H29 H30 2019 R2

2,247 2,285 2,023 2,004 2,114

58,515 60,066 61,174 62,444 63,988

60,762 62,351 63,197 64,448 66,102

28人 30人 27人 29人 29人

　　　　　　　　　　　　　令和２年度　事業報告



（２）維持管理（保守点検・清掃・法定検査）に係る一括契約

　　法定検査受検率の向上を図るため、平成15年度から実施している一括契約システム（保守点検

　＋清掃＋法定検査）の地域拡大に努め、７条検査 198基、11条検査 3,787基の計 3,985基を締結

　した。また、環境省において検討が進められている「基本検査」について地域を限定した試験運

　用（松前町）を引き続き実施した。

（内　訳）

（３）特定既存単独処理浄化槽の対応

　　浄化槽法の一部改正に伴う特定既存単独処理浄化槽に対する取り組みについて、県及び権限移

　譲市町との協議の実施、個別の問い合わせに対応した。

（４）浄化槽台帳の精度向上の取り組み

　　浄化槽法の一部改正に伴う浄化槽台帳整備について、国の動向を踏まえ県と意見交換を行った。

（５）不適正浄化槽の早期改善への取り組み

　　法定検査の結果、不適正等と判定された浄化槽の早期改善を図るため、年２回、検査対策委員

　会を開催し、改善指導の検討や処理を行うとともに、設置者等に起因する不適正浄化槽について

　は、保健所及び浄化槽法に係る事務権限移譲実施市町に改善指導を要請し、不適正浄化槽の減少

　に努めた。また、保守点検に係る指摘事項は保守点検業者との連絡体制により、早期改善に努め

　た。

　　≪検査対策委員会の審査対象は７条検査において、工事上の不適正と判定されたもので改善

　　　報告書が提出されていないもの≫

　　○第１回検査対策委員会（令和２年10月１日開催)

　　　　前回継続審議分　１件　→　対象外（１件）

　　　　今回審議対象分　８件　→　行政報告（４件）、支部継続指導（２件）、対象外（２件）

　　　　※行政報告は設置届と異なる状況（他法令違反によるもの）

　　○第２回検査対策委員会（令和３年３月19日開催)

　　　　前回継続審議分　６件　→　行政報告（４件）→　指導・改善完了

　　　　　　　　　　　　　　　→　支部継続指導（２件）※１件改善済

　　　　今回審議対象分　７件　→　行政報告（５件）、支部継続指導（２件）

　　　　※行政報告は設置届と異なる状況（他法令違反によるもの）

58 1,017 1,075

81 1,511 1,592

6 415 421

53 844 897

198 3,787 3,985

備考

保守点検・法定検査の一括契約

松 前 町 H16.10. 1

久万高原町 H16. 6.15

愛 南 町 H22.10. 1

７条 11条 合計 事業開始日

伊 予 市 H15. 4. 1

対象地区

合　計



（６）検査員の技術向上並びに専門的知識の習得のため参加予定としていた「全国浄化槽技術研究

　　集会」及び「浄化槽法指定検査機関四国地区協議会検査員研修会」は新型コロナウイルス感染

　　症感染拡大防止の観点から中止となった。

２.　浄化槽の普及及び浄化槽工事・維持管理の適正化事業

（１）浄化槽の普及

  1）支部が各自治体に対する浄化槽普及推進に係る要請活動（３事業）に助成金を交付し、支部

　 活動の推進に協力した。なお、支部が主催・協賛する浄化槽普及啓発事業においては、各イベ

　 ント等が新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から中止となったこと等から、実施で

　 きなかった。

◎各自治体への普及推進要請活動　　　　　　※浄化槽普及啓発活動助成金を交付している事業のみ掲載

支部

新居浜

※合併処理浄化槽への転換促進は既設単独処理浄化槽からの転換に伴う宅内配管の補助創設を含む

  2）環境省実施事業である「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）に関し、執行団体である（一社）全国浄化槽団体連合会（以下「全浄連」とい

 　う。）から同事業の受付業務を受託し、会員事業所の業務量の拡大及び浄化槽分野における二

　 酸化炭素の排出の抑制に努めた。

　＜令和２年度　愛媛県における実績＞

　3）次世代を担う子供たちを対象に「水の大切さ」を学んでもらうことを目的に小中学校12校と

　 一つのイベントにおいて延べ 459名へ環境学習を実施した。※詳細は事業の概要参照

　4）合併処理浄化槽の普及促進を目的に、車両貼付用ステッカー（マグネット）を全会員へ配布

　 した。

（２）浄化槽機能保証制度事業

　　浄化槽に対する信頼と安心・安全の確保を目的に、全浄連で制度化された「浄化槽機能保証制

　度事業」を推進(登録：935基)した。

八幡浜

伊 方 町
　令和2年
　 9月 4日(金)

・既設単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽設置整備事業の更なる活用

八幡浜市
　令和2年
　10月 8日(木)

・既設単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽設置整備事業の更なる活用

自治体 訪問日 要望事項

新居浜市
  令和2年
  10月 6日(火)

・既設単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進
・浄化槽法第11条検査の検査料に対する助成制度の創設

申請件数 総事業費 補助金額 受託料 二酸化炭素削減量

29件 38,855,578円 19,427,000円 582,810円 61.2t-CO2/年



　＜平成30年度～令和２年度　実績＞

　　また、設置者から提出された「保証申立書」により、現地確認等で「事務的事前審査」を実施

　後、愛媛県地方保証制度審査委員会を開催し、審査を行った。

（３）浄化槽設置届出等の事前指導

　　「愛媛県浄化槽取扱指導要綱」等に基づき、県下９支部において浄化槽設置計画・届出書の事

　前指導（ 2,021基）を行うとともに、浄化槽管理者（設置者等）に対し、浄化槽設置届済証、点

　検記録用ファイル、リーフレットの配布により維持管理の重要性を周知した。

　　　　　　

　＜平成30年度～令和２年度　実績＞

３.　地球温暖化防止活動に関する事業

　　愛媛県地球温暖化防止活動推進センター（以下「センター」という。）として、令和２年４月

　に県の指定を更新し、行政と連携して地球温暖化防止対策に関する普及啓発を行うこと等により、

　地球温暖化の防止に寄与する活動の促進を図るための事業を実施した。

（１）地球温暖化防止対策等についての広報・啓発活動

  1)－1 環境講座の開催

年度 四国中央 新居浜 西　条 今　治 松　山 大洲喜多 八幡浜 西　予 宇和島 計

R2 152 165 171 161 833 173 29 43 294 2,021

2019 160 160 153 156 889 190 35 46 299 2,088

H30 183 166 205 142 1,010 182 37 44 293 2,262

年度 四国中央 新居浜 西　条 今　治 松　山 大洲喜多 八幡浜 西　予 宇和島 計

R2 102 24 118 102 196 123 20 28 222 935

2019 118 32 130 88 276 152 25 39 206 1,066

H30 117 37 143 111 279 113 28 30 219 1,077

開催日 講座内容 主催

令和2年 7月25日(土)
 集まれ、未来のジャーナリスト！
 環境活動家　谷口たかひささんを取材しよう！

センター

令和2年 8月11日(火)
 サマー！エコキッズスクール
 ～環境マーク探しゲームと地球温暖化実験～

松山市

令和2年 8月14日(金)
 2030ＳＤＧＳゲーム体験
 ～今日から始める第一歩～

センター

令和2年 8月17日(月)
 知って体験、みんなの地球
 ～みつろうラップとプラスチック～

NPO法人だんだん

令和2年 8月20日(木)
 知って体験、みんなの地球
 ～わたしたちの暮らしと海～

NPO法人ワーク
ライフ・コラボ



  1)－2 マイ・ＳＤＧＳ実践促進事業（愛媛県新規受託事業）

　　　愛媛県内の高校生等を対象として、地球温暖化と気候変動問題に関する環境講座を開催し、

　　環境意識の浸透を図るとともに、若者の行動力やＳＮＳ等による情報発信力を生かし、県民

　　全体への普及を図った。

  2）ＨＰ・ＳＮＳ（Facebook）・機関誌を活用した情報発信

　　　 ＨＰ：新ページ（ECCCA Web マガジン）を７月に開設し、動画（９本）及びコラム（27

　　　　　　 本）を掲載

　　　 Facebook：週２回を目安に投稿

　　　 機関誌：年１回発行（令和３年１月）

  3）愛媛県の主催する環境イベントへの参加

（２）地域地球温暖化防止活動推進員や活動団体等の活動支援

　　愛媛県地球温暖化防止活動推進員及び学生地球温暖化防止活動推進員を対象とした研修会等

　をオンラインで開催した。

〔収益事業〕

４.　行政及び浄化槽関連機関からの業務受託事業

 　 愛媛県及び松山市等の委託事業を受託し、自主管理機能の体制整備、適正な施工・維持管理

　令和2年12月 8日(火) 　愛媛県立宇和島水産高等学校

開催日 開催校

　令和2年 6月18日(木)・19日(金) 　西条市立東予東中学校

　令和2年 9月 8日(火) 　愛媛県立北条高等学校

　令和2年 9月25日(金) 　愛媛県立土居高等学校

　令和2年10月28日(水)・30日(金) 　愛媛県立西条高等学校

開催日 研修内容

令和2年 8月21日(金) 第４回学生地球温暖化防止活動推進員・四国エコサミット

令和2年10月 7日(水)
令和２年度愛媛県地球温暖化防止活動推進員研修
「気候危機に向けて～小学生にもよく分かる大人のためのSDGs～」

令和2年12月13日(日)
セミナー兼ワークショップ
「エネルギーから地域の魅力・ポテンシャルを考える」

令和2年12月23日(水) ソーラーシェアリング勉強会

開催日 イベント内容 開催場所

令和2年10月 3日(土)
         ・ 4日(日)

愛媛の3Ｒフェア～えひめ
の『スゴeco』集合！～

　エミフルMASAKI

令和2年10月24日(土)
         ・25日(日)

えひめ暮らしと住まい
フェア2020

　アイテムえひめ



　の推進及び法定検査の円滑な実施に努めた。

（１）愛媛県及び松山市からの業務受託

  ＜愛媛県　浄化槽登録業者指導事業＞

　　　事前指導：工事業　24社、保守点検業　53社、計　 77社　

　　　変更手続：工事業　71社、保守点検業　87社、計　158社　

  ＜松山市　浄化槽保守点検業者登録等指導事業＞

      事前指導：18社

      変更手続：38社

（２）松山市からの業務受託「浄化槽設置整備事業に係る現地確認業務」

  1）みなし浄化槽等からの転換の事前状況（ 52 基）

  2）浄化槽の据付工事状況（ 52 基）

  3）設置後の機能等の状況（ 52 基）

（３）浄化槽関係機関からの業務受託

　　（公財）日本環境整備教育センターからの業務受託

 　  　・全国浄化槽推進市町村協議会登録浄化槽実地調査（ ４ 基）

　　　　（前期分）㈱ダイキアクシス　３基　　㈱クボタ　１基　

　　　　（後期分）なし

〔その他の事業〕

５.　浄化槽事業者の把握、指導育成及び関係機関との連携等事業

（１）製造販売業者及び清掃業者の協会登録の更新

　　「愛媛県浄化槽取扱指導要綱」及び「愛媛県浄化槽製造販売業、工事業、保守点検業及び浄化

　槽清掃業者の業者登録要領」に基づく製造販売業者・清掃業者の協会登録更新（５年毎に一斉更

　新）を行い、業者登録標識を発行、実態把握を図るとともに業界の体制強化を図った。

　　※更新状況　　　・製造販売業者　１４会員

　　　　　　　　　　・清掃業者　　　８５会員

（２）愛媛県浄化槽管理士研修の実施

　　浄化槽法の一部改正により、改正された「愛媛県浄化槽保守点検業者登録条例」及び「松山市

　浄化槽保守点検業者登録条例」に基づき、愛媛県及び松山市から指定された研修会について、新

　型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策を実施のうえ、３回開催した。

開催回

第１回

第２回

第３回

　令和3年 3月11日(木) 松山市総合コミュニティセンター３F大会議室 　９７名

　令和3年 3月12日(金) 松山市総合コミュニティセンター３F大会議室 　９９名

開催日 開催場所 受講者数

　令和2年11月26日(木) アイテムえひめ　小展示場Ａ １６５名



（３）研修会の開催

　1) 支部役員研修会

　　役員改選年にあたり、公益法人としての組織運営及び各支部の事業活動を推進するため、支部

　役員を対象に研修会を開催した。また、第10回通常総会時に新型コロナウイルス感染症感染拡大

　防止の観点から延期した令和２年度表彰式を研修会開催前に行った。

　　　　開催日：令和２年８月28日(金)　ＡＮＡクラウンプラザホテル松山

　　　　講　師：愛媛県立衛生環境研究所　所長　四宮　博人

　　　　演　題：「新型コロナウイルス感染症の発生状況と感染対策について」

　　　　出席者：支部役員・本部役員・事務局　計85名

　2）支部が主催・協賛する「支部実施研修会」に助成金を交付（４支部）した。

支部 参加者数

新居浜   30名

今　治   36名

八幡浜   30名

西　予   41名

　※新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、毎年開催している「浄化槽技術研修会」

　　は中止、役員改選年に実施している「先進県役員研修」は令和３年度に延期した。

（４）関係行政機関及び関係団体との連携

  1）「浄化槽業務推進連絡会」（浄化槽設置整備事業・市町村整備推進事業実施市町が参加）を

   東・中・南予で開催し、補助基数の拡大及び維持管理補助制度等の創設を要請するとともに、

　 今年度から県主管課（循環型社会推進課）及び管轄保健所の担当者にも参加してもらい、適正

　 な施工・維持管理及び未受検者指導等を含めた円滑な法定検査の実施に向け、意見交換を行う

　 とともに、浄化槽法改正の概要等について情報交換を行った。

  2）全浄連、全浄連四国地区協議会、指定検査機関四国地区協議会及び浄化槽関連団体とは、新

  令和2年10月30日(金)
・ＫＺⅡ型の構造及び維持管理のポイントについて
・省エネ型浄化槽システム導入推進事業及び浄化槽法
　の一部改正について

  令和2年 9月16日(水)

・ＫＺⅡ型の構造及び維持管理のポイントについて
・ＫＢプレートについて
・ＸＨ型の施工及び維持管理について
・省エネ型浄化槽システム導入推進事業について

開　催　日 研　修　内　容

  令和3年 2月16日(火)
・「小容量型浄化槽の間欠曝気運転による節電効
　果と処理機能への影響に関する研究」及び「最
　近の浄化槽における事例等」

  令和2年11月20日(金) ・ＫＺⅡ型の構造及びメンテナンス方法について

地区

東予

中予

南予
　令和2年
　8月 5日(水)

　西予市宇和文化会館 11名 ９名

開催日 開催場所 県・市町出席者 協会出席者

　令和2年
　8月 3日(月)

　西条商工会館 ８名 ９名

　令和2年
　7月30日(木)

　協会別館大会議室 10名 ７名



　 型コロナウイルス感染症感染拡大防止の観点から、オンライン会議で会議を行う等、関係機関

   との連携を深め事業の円滑な推進を図った。

　　　 ※詳細は事業の概要参照

（５）協会設立50周年記念の準備

　　令和３年度が協会設立50周年を迎えるにあたり、記念事業として愛媛県に誘致した「全国浄

　化槽技術研究集会」に協賛することを決議し、主催者である（公財）日本環境整備教育センタ

　ーと役割分担、開催までの準備・スケジュール等について打ち合わせを行った。

（６）浄化槽法の一部改正に伴い、「浄化槽の手引き」を刷新

　　前回の発行（平成19年度）から10年以上が経過し、内容が現状と異なる部分があること、ま

　た、令和２年４月から施行された浄化槽法の一部改正に伴い、改正内容を含んだ「浄化槽の手

　引き」を新しく発行した。発行部数は800冊。会員及び関係機関に配布した。

（７）浄化槽に関する情報の収集、提供

  1）浄化槽に係る行政や業界の動き、他県の活動状況等の情報を会員及び行政機関に伝えるため、

　　 機関誌「えひめの浄化そう」の発刊（８月、３月発刊）及び「全浄連ニュース」（令和２年

　   度は年３回）を配布した。

  2）ホームページを通じて広く県民に対し、浄化槽の構造・機能等への理解及び協会の組織・活

　　 動状況をＰＲしたほか、会員専用ページを通じ、各種申請書の提供を行った。また、浄化槽

　　 管理士研修の開催等については最新情報欄にて情報の提供を行った。

Ⅱ　管理部門

１.　総会・理事会等、組織運営に関する事項

　　円滑な組織運営、事業遂行の決定を行うため、各種法令・定款等で定めるところにより、総会

　・理事会等を開催した。

 令和２年  1.2019年度事業報告及び収支決算の承認に

6月 5日 　 関する件

 2.役員改選に伴う新役員の承認に関する件

〔報告事項〕

 ①令和２年度事業計画及び収支予算につい

 　て

 令和２年  2019年度業務・会計監査

4月30日  1.事業報告

 2.法定検査実績報告

 3.財務諸表

 4.財産目録

会  議  名 開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）

通　常　総　会

監　  事  　会



 令和２年  1.新規入会の承認について

5月13日  2.2019年度事業報告及び収支決算について

 3.第10回通常総会の招集手続等について

 4.会長被表彰者の決定について

 5.表彰規程の一部改正について(案)

令和２年  1.会長(代表理事)の選定について

6月 5日  2.副会長・専務理事・常任理事の選定及び

　 会長の職務代行(業務執行理事)順序の決

　 定について

 3.支部長の選定について

 4.委員会委員の選任について

 5.新規入会の承認について

 6.県への事業報告等に係る定期提出書類の

　 提出について

令和２年  1.新規入会の承認について

8月 7日  2.第10回支部役員研修会の開催について

 3.令和２年度先進県役員研修について(案)

 4.浄化槽の保守点検業の登録に係る研修会

 　の開催について(案)

 5.職員服務規程の一部改正について(案)

 6.第11回通常総会の日程について

 7.本部事務所４階空調機の購入について

 8.愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応

 　援基金への寄附について

 9.公益目的事業の追加について

令和２年  1.愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応

8月21日  　援基金への寄附について

 2.公益目的事業の追加について

 3.新規入会の承認について

令和２年  1.令和２年度上半期法定検査実施状況及び

12月 4日  　予算執行状況について

 2.令和２年度給与改定について(案)

 3.会計処理規程の一部改正について(案)

 4.令和２年度浄化槽技術研修会の開催につ

 　いて(案)

 5.浄化槽法一部改正に伴う「浄化槽の手引

　 き」の刷新について

 6.愛媛県浄化槽管理士研修(第２回)の開催

 　について(案)

 7.令和３年度第35回全国浄化槽技術研究集

　 会の協賛について

第53回

第54回

第55回

第56回

会  議  名 開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）

理　事　会

第52回
（決議の省略）



令和３年  1.令和３年度事業計画(案)及び収支予算

3月22日  　(案)について

 2.就業規則の制定について(案)

 3.パート職員等就業規則の制定について

　 (案)

 4.職員給与規程の一部改正について(案)

 5.パート職員等給与規程の制定について

　 (案)

 6.職員退職金規程の一部改正について(案)

 7.公益通報者保護規程の制定について(案)

 8.育児・介護休業規程の一部改正について

　 (案)

 9.就業規則の制定に伴う各規程の一部改正

 　について(案)

10.二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)

 　に係る受付業務の受託(継続)について

11.令和２年度会費未納会員への対応につい

　 て

12.令和３年度愛媛県浄化槽管理士研修の実

 　施について(案)

［報告事項］

 ①令和２年度法定検査実績及び収支決算見

 　込みについて

令和２年  1.各委員会及びその他会議の開催について

6月17日  2.令和２年度事業について

 3.令和３年度新規採用職員の募集について

令和２年  1.電話システムの更新について

9月28日

令和２年  1.令和３年度事業計画(案)の概要について

12月25日  2.臨時職員の待遇について(案)

令和３年  1.令和３年度職員配置計画等について(案)

2月25日  2.令和３年度職員の昇任・定期昇給につい

 　て(案)

令和３年  1.令和２年度法定検査実績及び収支決算見

2月25日  　込みについて

 2.令和３年度事業計画(案)及び収支予算

 　(案)について

 3.就業規則の制定について(案)

 4.パート職員等就業規則の制定について

　 (案)

 5.職員給与規程の一部改正について(案)

 6.パート職員等給与規程の制定について

　 (案)

 7.職員退職金規程の一部改正について(案)

 8.公益通報者保護規程の制定について(案)

会長・業務執行
理事会

第1回

第2回

第3回

第4回

常任理事・
支部長会

第1回

会  議  名 開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）

理　事　会 第57回



令和３年  9.育児・介護休業規程の一部改正について

2月25日 　 (案)

10.嘱託職員採用実施要領の制定について

　 (案)

11.ハラスメントに関する基本方針の制定に

 　ついて(案)

12.その他について

 ①災害時における事業継続(ＢＣＰ)計画の

 　策定について(案)

 ②就業規則の制定に伴う現在の臨時職員等

　 の待遇について(運用)(案)

令和２年  1.今後の会議の開催について

4月 7日

２． 組織体制の整備

（１）公益法人としての組織運営

　◎大規模災害緊急対応マニュアルの整備

　　当初想定していた大規模地震だけではなく、令和２年に短期間で世界中に感染拡大し、未だ

　終息が見えない新型コロナウイルス感染症等、ウイルス感染の事態も含めた「災害時における

　事業継続（ＢＣＰ）計画」を作成したが、一部修正を行い、令和３年度中に施行する。

　　なお、職場における「新型コロナウイルス感染症対応マニュアル」は令和３年２月５日付け

　で施行し、職員が感染した場合、感染が疑われる場合、また感染予防対策についてマニュアル

　化を行った。

（２）労働衛生管理体制の充実

　　近年めまぐるしく変わる労働関連法案に対応し、職員が安心して快適に働くことができる労

　働条件の構築を目指して、社会保険労務士に確認を取りながら、各規程及び規則等の改正、制

　定を行った。

　　・就業規則の制定 ・職員給与規程の一部改正

　　・パート職員等就業規則の制定 ・パート職員等給与規程の制定

　　・職員退職金規程の一部改正 ・嘱託職員採用実施要領の制定

　　・公益通報者保護規程の制定 ・ハラスメントに関する基本方針の制定

　　・育児・介護休業規程の一部改正

　　・就業規則の制定に伴う現在の臨時職員の待遇について（運用）

３． 愛媛県新型コロナウイルス感染症対策応援基金へ寄附

 　 県の新型コロナウイルス感染症に対する医療や福祉面での対策に貢献することを目的に、会

　員へ寄附金を募集したところ、各支部会員及び支部別組織から238万7千円の寄附金が集まり、

　協会法人会計から11万3千円を負担し、総額 250万円を9月28日(月)に県庁へ持参し、知事に目

　録を贈呈した。

会  議  名 開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）

常任理事・
支部長会

第1回

常任理事会 第1回


