
　　　　　　　　　 平成２７年度　事　業　報　告

  平成27年９月に大村 智氏と梶田 隆章氏の両氏が同時にノーベル賞を受賞したことは日本にとっ

て、たいへん嬉しいニュースであった。　

  一方、世界に目を向けると中東地域ではISが台頭し、世界のいたるところで爆弾を使ったテロが

頻発することで、今や日本もそのテロ攻撃の対象とされ、国民の間で不安を感じる人も増えている。

　世界の政治的不安定さは経済へも大きく影響してくることから、日本における景気への影響が心

配され、平成28年１月29日には日本銀行において金融政策史上初めてのマイナス金利の導入が実施

された。

　このような中、当協会では、第六次法定検査実施５か年計画の初年度にあたり、今後の法定検査

を見据えて、水質検査室の整備・拡充を行い、行政と連携を図りながら、11条検査の確保に努める

とともに、県下20市町を訪問して首長に対し浄化槽の普及要請活動を行ったほか、管理・清掃部会

員(現場従事者等)と検査員との意見交換会を通じて浄化槽の維持管理技術の向上に努めた。

　また、昨年度に引き続き、小中学生を対象にした環境学習へ積極的に取り組み、将来を担う子ど

もたちに水の大切さを学んでもらったほか、愛媛県から「愛媛県地球温暖化防止活動推進センター」

の指定を受け、地域の温暖化防止活動の拠点として、行政機関等と連携を図りながら様々な事業を

行い、県民に対し温室効果ガスの排出抑制に向けた普及・啓発活動を実施し、公益認定法人として

更なる社会的信用の向上に努めた。

　更に、公益認定法人としての組織整備については、衛生委員会を定期的に開催したほか、産業医

による職員の健康管理に関する講習会を開催するとともに、警察署員による交通安全教室を受講し

て労働安全衛生管理体制の整備に努めた。

　その他、平成27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

 　　 　｢第六次法定検査実施５か年計画｣の初年度に当たる今年度は、検査員28名体制で、７条検

　　　 査2,391基、11条検査56,757基の計59,148基を実施した。

　　　＜平成23年度～平成27年度　実績＞

年度

　7条

 11条

計

検査員数 24人 25人 26人 27人 28人

　　48,390 　　50,380 　　52,249 　　55,002 56,757

　　51,393 　　53,390 　　55,013 　　57,691 59,148

H23 H24 H25 H26 H27

　　 3,003 　 　3,010 　 　2,764 　 　2,689 2,391



　（２）水質検査室整備・拡充に伴う増築・改修工事

　　　　　検査基数の増加に伴い、手狭となっていた事務所１階の水質検査室を２階まで拡張し、

　　　　２階総務部及び３階事業部をそれぞれ上階に移設し、４階会議室を確保するため事務所裏

　　　　の駐車場に増築建物（１階：駐車場、２階：会議室）を１年前倒しして建築した。

　（３）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年度から開始している、保守点検・清掃・法

　　　　定検査を浄化槽管理者と一括して契約する「一括契約」により７条検査 235基、11条検査

 　　　　2,810基の計 3,045基を締結した。

　　　　　また、環境省で検討が進められている「基本検査」について試験運用を行った。

（内　訳）

42 845

95 1,087

22 366 (備考)

76 512 　愛南町は、保守点検

235 2,810 ・法定検査の一括契約。

　（４）浄化槽電子台帳の活用による11条検査の掘り起し

　　　　　浄化槽管理システムの再構築に加え、検査支所・各支部間のIP-VPNを利用することで業

　　　　務の効率化を図るとともに県及び各市町との緊密な連携を図り、浄化槽電子台帳を活用し

　　　　て、新たに 573基の11条検査を実施した。

　（５）法定検査結果に基づく水質悪化施設の原因調査（二次検査）への取り組み

　　　　　法定検査の結果、水質悪化施設の原因調査（二次検査）を実施（４施設）し、機能改善

　　　　に努めるとともに、調査結果を意見交換会や研修会を通じ、会員への情報提供を行った。

　（６）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、検査対策委員会

　　　　において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た。

　（７）各種研修会への参加

　 　　　「浄化槽法指定検査機関四国地区協議会検査員研修会」、｢九州地区浄化槽検査員研修会」

　　　　及び「全国浄化槽技術研究集会」等へ参加し、検査員の技術向上並びに専門的知識の習得

　　　　に努めた。

合　計 3,045

久万高原町 388 H16. 6.15

愛南町 588 H22.10. 1

伊予市 887 H15. 4. 1

松前町 1,182 H16.10. 1

対象地区 ７条 11条 合　計
備考

(事業開始日)



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）公共用水域の水質保全及び会員の事業量拡大を図るため、会長、各支部長及び副支部長

　　　　が県下全市町(11市９町)を訪問し、各首長等に対し汚水処理に極めて有効な浄化槽のＰＲ

        を行うとともに、各市町の状況を踏まえたうえで、浄化槽の更なる普及に向けた要請活動

　 　　 を実施した。

　　　 2）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22の小中学

　　　　校と２つのイベントにおいて延べ861名へ環境学習を実施した。※詳細は事業の概要参照

　　　 3）支部が主催・協賛する浄化槽普及啓発事業（延べ10事業: 内八幡浜支部事業は行政とタ

　 　　 イアップにより助成金不要）に助成金を交付し、支部活動の推進に協力した。

支部

新居浜

西 条

今 治  ｢かわらぬ愛きくま2016」

 松山市「みんなの生活展2015」

 宇和島市吉田町の産業祭「きなはいや吉田三

 万石2015」において浄化槽啓発チラシ及び粗

 品の配布

　（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、(一社)全国浄化槽団体連合会で制度

　　　　化された「浄化槽機能保証制度事業」を推進(登録：１，５３９基)した。

　　　　　　＜平成25年度～平成27年度　実績＞

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

H27 98 40 135 119 685 154 30 41 237 1,539

H26 137 43 174 111 783 145 32 47 265 1,737

H25 165 57 217 151 970 152 39 60 334 2,145

西 予 平成27年11月７日(土)
 西予市城川町の「奥伊予ふるさと祭り2015」
 において浄化槽カットモデルの展示、浄化槽
 に関するクイズ・アンケ－ト・チラシ配布等

宇和島 平成27年10月18日(日)

大 洲
喜 多

平成27年 ６月４日(木)
 大洲の環境を良くする連絡協議会主催
「第23回ごみゼロ運動」においてパネル展示、
 浄化槽カットモデルの展示等の実施

八幡浜 平成27年 10月１日(木)
八幡浜市全家庭を対象に行政とタイアップし市広
報による浄化槽の普及・啓発を実施

平成27年 ８月23日(日) 「夏彩祭2015」による普及啓発用パネルの展示等

平成28年 １月17日(日)

松 山

平成27年 ７月24日(月)  松山市環境月間「第50回浄化槽実態調査」

平成27年 ９月28日(月)  松山市東長戸町「第51回浄化槽実態調査」

平成27年10月17日(土)･18日(日)

開　催　日 事　業　名

平成27年 ７月26日(日)  第29回市民一斉清掃と浄化槽普及活動



　（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（ 2,259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-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25年度～平成27年度　実績＞

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

H27 118 174 201 170 992 187 33 58 326 2,259

H26 179 174 199 178 1,051 185 37 58 333 2,394

H25 219 232 257 208 1,319 193 49 82 411 2,970

３.　地球温暖化防止活動に関する補助事業

　　　愛媛県から「愛媛県地球温暖化防止活動推進センター」の指定を受け、地域における日常生

　　活に関する温室効果ガス排出の実態把握、地球温暖化防止活動推進員を活用した調査の実施、

　　並びにこれらの情報収集・提供・普及啓発・広報活動を実施しつつ、地域の関係主体との効果

　　的な連携、連絡調整等を通じて、事業の一層の円滑化と促進を図り、地域における活動の基盤

　　を形成することによって低炭素社会の構築を目指した。

　（１）地域における地球温暖化の現状及び対策の推進状況等の啓発・広報業務

   　　　 エコバッグのお絵かき体験、パンフレットを活用した地球温暖化対策の現状・推進状況

   　　 について啓発を行ったほか、統一アンケート調査等を利用した行動変容による温室効果ガ

　　    ス削減の評価も行った。

　（２）地域地球温暖化防止活動推進員の支援

　　　 1）中国・四国ブロック合同「スーパー推進員研修会」

　　　　　　平成27年9月10日(木)・11日(金)　高松市：愛媛県推進員５名・職員２名

　　　 2）推進員研修会・意見交換会

　　　　　　平成28年１月29日(金)　愛媛県地球温暖化防止活動推進センター

　　　　　　愛媛県３名・推進員16名・愛媛県センター会長他４名

北宇和郡松野町：
「松野町制60周年記念

文化祭」
平成27年11月1日(日)9:30～15:30 虹の森公園

今治市：
「かわらぬ愛きくま2016」

平成28年1月17日(日)9:30～14:30
「緑の広場」運動場総合体育館

及びその周辺

愛媛県：
「愛媛の３Ｒ企業展」

平成27年10月10日(土)10:00～17:00
　　　　10月11日(日) 9:00～16:00

エミフルＭＡＳＡＫＩ
1Ｆ（エミフルコート）

松山市：
「みんなの生活展2015」

平成27年10月17日(土)10:00～16:00
　　  　10月18日(日)10:00～16:00

松山市大街道商店街
（1・2丁目）

事　業　内　容 開　催　日　時 開　催　場　所



　（３）地球温暖化防止活動を行う民間団体の活動実績調査及び支援

　　　　（公社）愛媛県浄化槽協会会員への地球温暖化の研修

　（４）日常生活に関する温室効果ガスの排出の抑制等のための照会・相談・助言業務

　　　　　平成28年２月10日(水)　内子町環境子ども会議：職員２名、小学生13名

　（５）温室効果ガスの排出実態の把握、分析業務

　　　　　温室効果ガス排出実態把握のための実態調査（冷蔵庫・一般住宅の設備）

　　　　　　平成27年９月下旬　協会職員　55世帯

　（６）指定団体等への施策の協力・連絡調整会議の設置、運営業務

　　　　　愛媛県地球温暖化防止活動連絡調整会議

　　　　　　平成27年８月10日(月)　センター会議室：環境省２名他８名

　　　　　　平成28年２月19日(金)　センター会議室：環境省１名他９名

〔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

 　の推進、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　30社、保守点検業　124社）

　　　　＜松山市＞

          ・浄化槽保守点検業者登録等指導事業（事前指導：　45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（ 169 基）

 　　　2）浄化槽の据付工事状況（ 509 基）

 　　　3）設置後の機能等の状況 （ 509 基）

　（３）(公財)日本環境整備教育センターからの業務受託

 　  　　・全浄協登録浄化槽実地調査（ ８ 基）

　　　　　（前期分）前澤化成工業㈱　 ２基　フジクリ－ン工業㈱　１基　アムズ㈱　１基

　　　　　（後期分）フジクリ－ン工業㈱　２基　　㈱ハウステック　２基

〔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）管理・清掃部会員と検査員の意見交換会の開催

　　　　　現場に即した維持管理技術向上を図るため、法定検査の結果を基に管理・清掃部会員

　 　　 （現場従事者等）と検査員との意見交換会を各支部単位で開催した。



支部 参加者数 支部 参加者数 支部 参加者数

四国中央   24名   38名 西 予   32名

新居浜   42名   35名 宇和島   22名

西 条  31名 大洲喜多   38名

今 治   31名 八 幡 浜   19名

　（２）研修会の開催

　　　1) 「地球温暖化の現状とその原因について～将来の危機。私たちが出来る温暖化防止対策

　  　　 ～」及び「エコドライブの推進について」と題し、浄化槽に関係する内容を通して温暖

　  　　　化防止を行う「浄化槽技術研修会」を平成28年２月10日(水)に開催（参加者：125名）

　　　　した。　

　　　2）支部が主催・協賛する「支部実施研修会」に助成金を交付（５支部）した。

支部 参加者数

新居浜   51名

西　条   47名

今　治   28名

西　予   36名

宇和島   24名

　（３）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、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、情報交換を行った。

　　　2）（一社）全国浄化槽団体連合会、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の連携を深め事業の円滑な推進を図った。

　（４）浄化槽関係業者の実態把握と指導育成

　　 　　 愛媛県浄化槽取扱指導要綱に基づき製造販売業者及び清掃業者の登録更新(５年毎) を

　　　　行い、業者登録標識を発行するとともに業界の体制強化を図った。

　 　　　　・製造販売業者　　　　　１５会員

 　　　　　・清掃業者　　　　　　　８７会員

平成27年10月16日(金)
 ニッコ－浄化王型浄化槽の施工・保守点検・清
 掃のポイントについて

平成27年10月８日(木)  ドライブレコ－ダ－の必要性と使用方法について 

平成27年11月10日(火)
 原水ポンプ、放流ポンプの設置の留意点、日常
 の保守点検、トラブル対処法について

平成28年２月５日(金)
 フジクリ－ンCA型浄化槽のカットモデルを使っ
 て構造及び施工・保守点検・清掃業務の留意点
 及び疑問点について

平成27年11月27日(金)  フジクリ－ンCA型浄化槽について　

10月23日(金) 10月22日(木)

11月27日(金) 11月13日(金)

開　催　日 研　修　内　容

開　催　日 開　催　日 開　催　日

10月27日(火)
松 山

11月17日(火)  10月16日(金)

11月10日(火) 11月18日(水)  11月19日(木)



　（５）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」

　  　　（年４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。

　（６）水環境保全に係るボランティア活動

〔管理部門〕

６.　総会・理事会等に関する事項

　　 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。

平成27年  1.平成26年度事業報告及び収支決算の承認に

　 関する件

5月29日  2.定款の一部変更の承認に関する件

 3.会費規程の一部変更の承認に関する件

 4.理事の欠員補充の承認に関する件

平成27年  平成26年度業務・会計監査

4月22日  1.事業報告

 2.法定検査実績報告

 3.財務諸表

平成27年  1.新規入会の承認に関する件

5月 8日  2.平成26年度事業報告及び収支決算の承認に

　 関する件

 3.第５回通常総会の招集手続き等の承認に関

   する件

 4.会長表彰者の決定に関する件

 5.会費規程の一部変更の承認に関する件

平成27年 ［報告事項］

5月29日  1.第５回通常総会の運営について

 2.第23回浄化槽業務推進連絡会の開催につい

　 て

通常総会

監事会

理事会

第23回

第24回

　12/19（土） 森の交流センター(東温市)  敷地内の落ち葉掃き及び清掃等 職員等：21名

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

  ７/19（日） 五色浜公園(伊予市)  公園内のゴミ収集及び清掃 松山支部会員等：25名

  ７/26（日） 尻無川(新居浜市)  河川敷地のゴミ収集及び除草 新居浜支部会員：25名

実施日 活動場所 内　　容 参加者



平成27年  1.新規入会の承認に関する件

8月26日  2.新理事の所属委員会の承認に関する件

 3.第６回通常総会の日程の承認に関する件

 4.新規事業（地域の環境保全と地球温暖化防

　 止等に関する事業）に伴う委員会の業務分

　 掌の一部変更の承認に関する件

平成27年  1.平成27年度 上半期法定検査実施状況及び

12月18日 　 予算執行状況の承認に関する件

 2.水質検査室整備・拡充に伴う増築・改修工

　 事結果の承認に関する件

 3.20市町訪問による普及要請活動の承認に関

　 する件

平成28年  1.平成28年度事業計画(案)及び収支予算(案)

3月24日 　 の承認に関する件

 2.特定資産取得・改良資金保有の承認に関す

   る件

［報告事項］

 ①平成27年度法定検査実績報告及び収支決算

   の見込について

 ②20市町訪問による浄化槽普及要請活動の結

   果について

平成27年 1.平成28年度事業計画について

12月25日

Ⅱ　公益認定法人としての組織整備

　１．公益認定法人としての組織運営

　　　　公益認定法人として、各種法令（公益法人認定法等）を基本とする組織運営を図るため、

　  　各種セミナーに参加するなどして社会的信用の向上に努めた。

　２．労働衛生管理体制の整備

　　　　「安全衛生管理規程」に基づき、衛生委員会の定期的な開催及び産業医による衛生教育等

　  　を実施したほか、警察署員から交通安全教室等を受講し、安全運転の徹底を図った。

常任理事会

開催年月日 審   議   事   項   等 （主なもの）

理事会

第25回

第26回

第27回

会議名
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