
  平成29年度の主な出来事としては、天皇退位特例法が成立し、2019年5月1日皇太子様即位・改元

の日程が固まったほか、10月の衆議院議員選挙では自民党が圧勝したものの「森友学園」・「加計

学園」を巡る問題が取り上げられている。また、将棋では14歳でプロ入りした最年少棋士の藤井聡

太四段（当時）が29連勝の新記録を達成、平昌冬季五輪では日本勢の獲得したメダルは13個と史上

最多記録を更新した。

　このような中、当協会では、法定検査事業においては、第六次法定検査実施５か年計画の３年目

にあたり、行政と連携を図りながら、未受検者の受検推進等、検査基数の拡大に努めた。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、各自治体にあらゆる機会を通じ、浄化槽

をPRするとともに、合併処理浄化槽への転換、維持管理費補助金制度の創設等の要請活動を行った。

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」（以下

「センター」という。）の広報活動の場として、県民が気軽に立ち寄れるセンターを開設し、COOL

CHOICEの賛同拡大を始め、各種基盤事業を行ったほか、「うちエコ診断実施機関」として、「うち

エコ診断」を1,607件（全国１位）実施し、家庭部門の温室効果ガスの排出削減に取り組んだ。

　更に、収益事業では浄化槽の国土交通大臣認定に係る「性能評価試験」の実施、その他の事業で

は、隔年開催となる管理・清掃部会員と検査員との意見交換会の実施や浄化槽技術者の登録更新を

行い、浄化槽事業者の把握及び指導育成に努めた。

　管理部門においては、協会の更なるイメージアップを図るとともに、会員の結びつきの強化や職

員の意識向上を図るため、協会のシンボルマークとして協会徽章及び協会旗を作成した。

　その他、平成29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３年目に当たる今年度は、検査員30名体制で、７条検査

　　　 2,285基、11条検査60,066基の計62,351基を実施した。

　　　＜平成25年度～平成29年度　実績＞

年度

　7条

 11条

計

検査員数

平　成　29　年　度　　事　業　報　告　　

H25 H26 H27 H28 H29

　 　2,764 　 　2,689 2,391 2,247 2,285

30人

　　52,249 　　55,002 56,757 58,515 60,066

　　55,013 　　57,691 59,148 60,762 62,351

26人 27人 28人 28人



（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、環境省が推奨す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 220基、11条検査3,263基の計 3,483基を締結した。

　　　また、同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）

42 906

102 1,301

4 396 (備考)

72 660 　愛南町は、保守点検

220 3,263 ・法定検査の一括契約。

（３）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

　　　平成28年度に実施した、法定検査の結果に基づく水質悪化施設の原因調査（７施設）につい

　　て、調査結果を管理・清掃部会員と検査員との意見交換会において報告し、また、29年度にお

　　いてはエアリフトポンプを用いた水質改善への取組みについて調査を行い、水質悪化施設の機

　　能改善に努めた。

（４）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。

（５）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。

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）支部が主催・協賛する浄化槽普及啓発事業及び市町への要請活動（延べ 16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。

対象地区 ７条 11条 合　計
備考

(事業開始日)

伊予市 948 H15. 4. 1

松前町 1,403 H16.10. 1

久万高原町 400 H16. 6.15

愛南町 732 H22.10. 1

合　計 3,483



支部

新居浜

西 条

今 治

自治体への浄化槽普及啓発要請活動

　砥部町・久万高原町・松山市・伊予市・松前町

自治体への浄化槽普及啓発要請活動

　八幡浜市・伊方町

西 予

 「愛南まるゴチ秋の味覚祭」において浄化槽普及

啓発チラシの配布

 「ぎゅぎゅっと愛南！冬の陣」において浄化槽普

及啓発パネルの展示、パンフレットの配布

自治体への浄化槽普及啓発要請活動

　愛南町・宇和島市・鬼北町・松野町

　　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小中学校９校

　　　と３つのイベントにおいて延べ351名へ環境学習を実施した。※詳細は事業の概要参照

（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：1,554基)した。

四国中央

平成29年11月19日(日)
 第13回四国中央市産業祭においてカットモデルの
展示、法定検査パンフレットの配布、住民アン
ケートの実施

平成30年 3月15日(木)
自治体への浄化槽普及啓発要請活動
　四国中央市

平成29年 7月23日(日)
 第31回市民一斉清掃と浄化槽普及活動（転換への
パンフレットの配布）

平成29年 8月27日(日)
「夏彩祭2017」において普及啓発用パネルの展
示、浄化槽クイズ、維持管理補助金のパンフレッ
ト等の配布

平成30年 1月14日(日)
 ｢かわらぬ愛きくま2018」において、環境クイズ
ラリー、微生物の観察、普及啓発用パネルの展示
を実施

開　催　日 事　業　名

八幡浜

平成29年10月１日(日)
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29年 4月 1日(土)～随時
伊方町全家庭を対象に定期的に町の広報にて、合
併処理浄化槽への転換促進を図った。

　平成30年 2月20日(火)

松　山

平成29年 8月30日(水)  松山市五明地区において「第54回浄化槽実態調査」

平成29年10月14日(土)･15日(日)
 「みんなの生活展2017」において、カットモデル
の展示、クイズラリー、維持管理補助金等のパン
フレットの配布

平成30年 2月 7日(水)  松山市日浦地区において「第55回浄化槽実態調査」

　平成30年 3月13日(火)・22日（木）

平成29年10月21日(日)
「第37回三瓶町文化祭」による普及啓発用パネル
の展示、クイズ・アンケート配布、浄化槽に関す
る相談会の実施

宇和島

平成29年10月15日(日)

平成30年 2月11日(日)

　平成30年 2月14日(水)・16日（金）



　　　　　　＜平成27年度～平成29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

H29 104 24 165 96 695 139 36 45 250 1,554

H28 95 40 168 111 750 142 29 44 242 1,621

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

（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（ 2,284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27年度～平成29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

H29 159 149 196 171 1,023 173 41 56 316 2,284

H28 158 164 213 151 1,147 206 41 46 337 2,463

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

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として、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）地球温暖化対策等についての広報・啓発活動

　　　地域地球温暖化防止活動推進員（以下「推進員」という。）や行政機関、民間団体等と連携

　　し、イベントにおいてブースを設置し、国が掲げるCOOL　CHOICEへの賛同の呼びかけやペット

　　ボトルキャップリユースのワークショップ体験による CO2削減に努めた。この他、家庭の省エ

　　ネアンケート調査を実施して、温室効果ガス削減のための行動変容を促した。

≪イベントの実施≫　※詳細は事業の概要参照

（２）推進員、活動団体等の支援

　　推進員との協働を図り、推進員の資質向上並びに最新の知見を修得することを目的に研修会を

　実施した。また、ブロック地区で開催される研修会への参加を支援した。

　　1）中国・四国ブロック合同「スーパー推進員研修会」

　　　　平成29年9月7日(木)・8日(金)　岡山市：出席者　愛媛県推進員4名・職員2名

　　2）学生地球温暖化防止活動推進員　四国エコサミット

　　　　平成29年9月15日(金)・16日(土)　徳島県：出席者　愛媛大学推進員2名・職員1名



　　3）推進員研修会・意見交換会

　　　　平成29年12月11日(月)　当センター会議室

　　　　講師：愛媛大学名誉教授

　　　　出席者：愛媛県2名・推進員24名・当センター5名

　　4）推進員研修会並びに交流会

　　　　平成30年2月26日(月)　当センター会議室

　　　　講師：四国電力㈱総合企画室環境部環境保全グループ

　　　　出席者：愛媛県1名・推進員22名・当センター6名

（３）日常生活に関する温室効果ガスの排出抑制等のための相談対応、助言

　　センターの広報活動の場として、県民が気軽に立ち寄れる（温暖化に関する相談に対応する）

　スペースを開設し、6月5日の「環境の日」に合せてオープニングセレモニー及び記念講演を行っ

　た。また、各種イベントにおいて相談の受付や電話による対応を行った。

（４）地域の温室効果ガス排出に関する実態調査、情報収集

　　全国地球温暖化防止活動推進センター(JCCCA)が企画するCO2削減量推計値の調査研究及びCOOL 

　CHOICEに関するアンケートを実施した。

　　　　家庭の省エネアンケート　　　　　284件

　　　　COOL　CHOICEに関するアンケート　227件

（５）指定団体等への施策の協力・連絡調整会議の設置、運営

　　　　愛媛県地球温暖化防止活動連絡調整会議

　　　　第1回　平成29年8月30日(水)当センター会議室

　　　　　　　 出席者：環境省1名、県2名、推進員3名、全国センター1名、センター職員4名

　　　　第2回　平成30年2月26日(月)当センター会議室

　　　　　　　 出席者：県1名、推進員3名、全国センター1名、センター職員6名

（６）「COOL CHOICE」の普及促進

　　各種イベントや企業訪問での啓発・広報、行政機関、協会会員、職員等の理解と協力を得て

　COOL CHOICEへの賛同を得ることができた。

　　　企業向け賛同数：賛同企業298件、延べ社員数：21,613件　　　

　　　個人向け賛同数：2,257件　　　　　　　　　　　　　　合計24,168件

（７）県から「うちエコ診断推進事業」を受託し、「うちエコ診断士資格取得研修会」を実施

　　　うちエコ診断士資格取得研修会（模擬演習）　1日目：筆記対策　2日目：実技対策

　　　　南予会場　平成29年 6月16日(金)、17日（土）　参加者15名

　　　　中予会場　平成29年 7月 7日(金)、 8日（土）　参加者26名



（８）「うちエコ診断実施機関」として「うちエコ診断事業」の実施

　　イベントや家電販売店での会場診断、自治体及び企業の訪問診断等で 1,607件を診断し、家

　庭部門の温室効果ガス排出削減を図った。

（９）県から「CO2CO2（コツコツ）がんばるポイント交付窓口事業」を受託し、ポイント交付業

　　務を実施

　　申請者（ 178名）から提出された申請書及び証拠書類（電気、ガスの検針票）に基づき、対

　前年同月比の二酸化炭素排出量の削減量に応じたポイントを記入したポイント証明書を作成

　（交付）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

　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　12社、保守点検業　48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）

（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（ 94 基）

 　　　2）浄化槽の据付工事状況（ 484 基）

 　　　3）設置後の機能等の状況（ 484 基）

（３）浄化槽関係機関からの業務受託

　　　 1）(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（ 10 基）

　　　　　（前期分）㈱ダイキアクシス　 ５基　　前澤化成工業㈱　１基　

　　　　　（後期分）㈱ダイキアクシス　 ４基

　　　 2）浄化槽メーカー㈱ダイキアクシスから、浄化槽の国土交通大臣認定に係る「性能評価

　　　　　試験」を受託した。



〔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との意見交換会の実施

　　現場に即した維持管理技術の向上を図るため、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。　※詳細は事業の概要参照

（２）研修会の開催

　　1) 浄化槽技術研修会

　　 「法定検査に係る不適正指導事項について」及び「水質悪化施設の改善に向けた取組みについ

　　 て」と題し、法定検査の結果による指摘事項の傾向、また、水質悪化施設の二次検査の先進県

　　 の調査事例について研修を行った。

　　　　開催日：平成30年3月2日(金)　松山市総合コミュニティセンター

　　　　講　師：当協会検査事業課長・（公社）宮城県生活環境事業協会　検査第二課課長補佐

　　　　出席者：会員・行政機関　計131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（７支部）した。

支部 参加者数

新居浜   44名

西　条   30名

今　治   33名

松　山   62名

大　洲
喜　多

  51名

西　予   31名

宇和島   23名

（３）浄化槽技術者登録の更新

　　愛媛県浄化槽取扱指導要綱に基づく浄化槽技術者の登録更新（有効期間５年間）を行い、技術

　者登録名簿を作成するとともに、県・市町及び関係団体へ送付し、浄化槽技術者としての社会的

　地位の向上に努めた。

　　・設備士　625名　　・管理士　726名　　・清掃技術者　143名　　計1,494名

開　催　日 研　修　内　容

平成29年11月21日(火)
 ㈱ダイキアクシスXE型浄化槽の施工・保守点検・
 清掃の留意点について

平成29年10月27日(金)  浄化槽業務に関わる感染症対策について

平成29年 9月15日(金)  西予市衛生センターの見学、処理工程の研修

平成29年11月15日(水)
　　　　11月17日(金）

 宇和島市と愛南町において、うちエコ診断を活用
 した省エネ対策の研修

平成29年11月24日(金)  関西化工㈱の排水処理設備用装置について

平成29年11月16日(木)
 フジクリーン工業㈱CA型浄化槽の維持管理の概
 要・施工上の留意事項

平成29年 6月30日(金)

 ・法定検査不適合事項について
 ・災害時の対応に関する大洲市からの報告
 ・公共下水道の現状と今後の計画について
 ・小型合併処理浄化槽の推進について



（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、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。

（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

実施日 活動場所 内　　容 参加者

 石手川ダム上流域(松山市)  河川及び道路のゴミ収集 松山支部会員等：22名

平成29年6月
4日(日)

 愛媛県立大洲農業高等学校
　(大洲市)

 自宅や職場から集合場所まで歩いて
 ゴミを集める

大洲喜多支部会員：13名

平成29年7月
16日(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：30名

平成29年7月
23日(日)

 尻無川(新居浜市)  河川敷地のゴミ収集及び除草 新居浜支部会員等：21名

平成29年11月
19日(日)



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。

平成29年  1.平成28年度事業報告及び収支決算の承認に

　 関する件

6月2日  2.理事の欠員補充の承認に関する件

〔報告事項〕

 ・平成29年度事業計画及び収支予算について

平成29年  平成28年度業務・会計監査

4月24日  1.事業報告

 2.法定検査実績報告

 3.財務諸表

平成29年  1.平成28年度事業報告及び収支決算の承認に

5月8日 　 関する件

 2.第７回通常総会の招集手続きの承認に関す

   る件

 3.会長被表彰者の決定に関する件

 4.育児・介護休業規程の一部改正の承認に関

　 する件

 5.個人情報保護規程の一部改正の承認に関す

　 る件

 6.県への事業報告等に係る定期提出書類の提

　 出の承認に関する件

平成29年 ［報告事項］

6月2日 ・第7回通常総会の運営について

平成29年  1.新規入会の承認に関する件

9月1日  2.浄化槽技術者の登録更新に関する件

 3.管理・清掃部会員と検査員との意見交換会

　 の開催に関する件

 4.浄化槽普及啓発活動に関する件

 5.「クールチョイス」の賛同の承認に関する

　 件

 6.第８回通常総会の日程の承認に関する件

 7.新理事の所属委員会の承認に関する件

平成29年  1.平成29年度上半期法定検査実施状況及び予

12月5日 　 算執行状況の承認に関する件

 2.平成29年度浄化槽技術研修会の開催の承認

   に関する件

 3.育児・介護休業規程の一部改正の承認に関

　 する件

 4.平成29年度職員の給与改定の承認に関する

　 件

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

通常総会

監事会

理事会

第34回

第35回

第36回

第37回



平成30年  1.新規入会の承認に関する件

3月27日  2.平成30年度事業計画(案)及び収支予算(案)

　 の承認に関する件

 3.職員給与規程の一部改正の承認に関する件

 4.職員退職金規程の一部改正の承認に関する件

 5.低炭素ライフスタイル普及促進事業の受託

 　の承認に関する件

 6.平成29年度会費未納会員への対応に関する件

 7.新事務局長の承認に関する件

［報告事項］

 ①平成29年度法定検査実績及び収支決算見込み

   について

平成29年  1.平成30年度職員採用について

10月19日

平成29年  1.人事異動について

12月26日  2.職員採用計画について

２．組織体制の整備

　 1）事業内容を含めた協会の更なるイメージアップを図るとともに、会員の結びつきの強化や職

　　員の意識向上を図るため、協会のシンボルマークとして協会徽章及び協会旗を作成し、協会徽

　　章については会員・職員全員に配布し、協会旗は各支部にも配布し、総会で掲げることとした。

　 2）個人情報の保護に関する法律の改正に伴い、当協会の個人情報保護規程の一部改正を行うと

　　ともに、個人情報の取り扱いを適正に行うことを徹底するため、職員に対し研修を行った。

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

理事会 第38回

常任理事会

第1回

第2回


