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　日頃は、協会運営にご支援・ご協力を賜り心より御礼申し上げます。
　平成27年５月28日に開催しました「第６回定時社員総会」におきまし
ては、平成26年度事業報告・決算報告についてご審議いただき、会員皆様
のご協力のもとすべての議案をご承認いただくことができました。お忙し
い中ご出席いただきました皆様、また、書面による議決権行使等によりご
参加いただきました会員の皆様に、改めて御礼申しあげます。

　平成26年度は、11条検査の未受検者に対して市町村・県下水環境課・保健所と協力し受検勧
奨を実施する等受検率向上に力を入れて参りました。その結果として受検率が60％を超える等
着実に成果が現れてきております。また、４月から全ての法定検査にBOD検査を導入したこと
で、法定検査の信頼性を向上させることができました。
　その他にも、会員の皆様の技術力向上を目的とした「浄化槽技術講習会」、単独処理浄化槽
から合併処理浄化槽への転換の促進を図るための協会独自の転換助成事業等を実施しました。
　平成27年度につきましても、皆様のお力添えを頂きながら浄化槽の普及を図るための啓発事
業や単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換を促すための事業、そして法定検査の確実な
実施に引き続き取組んで参ります。

　現在、県は新たに「熊本県生活排水処理構想」の策定を進めておりますが、構想策定におい
て、県内に未だ5万基を超えて設置されている単独処理浄化槽をいかにして合併処理浄化槽に転
換していくかがポイントになるのではないかと思います。
　特に、熊本県は、「有明海及び八代海を再生するための特別措置に関する法律」に基づき
「有明海・八代海再生に向けた基本計画」を定め、赤潮がたびたび発生している有明海・八代
海を、かつての豊かで恵みの海に再生するための取組みや、地下水を公共水ととらえた熊本県
地下水保全条例を定めるなど、これまでの環境汚染の経験を踏まえ、「水」を決して汚染させて
はならないとの思いを持ち、「水」をとても大切にそして有効に利用しようとしている県であ
ります。
　協会といたしましては、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換の啓発等これまで以上
に水環境保全に寄与できるように役職員一丸となり全力を傾注して参りますので、引き続き皆
様のご支援とご協力をいただきますようよろしくお願い申し上げます。

　最後になりましたが、協会は浄化槽による生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的に、前述
のように浄化槽の法定検査や浄化槽の普及啓発、浄化槽に関する技術・知識の向上等の事業を
行っております。
　浄化槽に関わる事業者の皆様には、協会の目的にご賛同いただき、私たちと一緒に熊本の大
切な水を将来にわたり守っていくことができればと考えております。
今後の皆様の益々のご繁栄とご多幸を祈念し、発刊にあたってのご挨拶といたします。

ご あ い さ つ
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公益社団法人 熊本県浄化槽協会
会 長　島 田 好 久



　平成27年5月28日（木）、ホテル日航熊本におきまして、第6回定時社員総会を開催いたしました。
　総会は、島田会長の挨拶のあと田中理事を議長に選出し、各議案が慎重に審議され全ての議案が承認可決されました。

議案
第1号議案　平成26年度事業報告承認について
第2号議案　平成26年度決算報告承認について
第3号議案　監査報告承認について

１　公益目的事業
１）法定検査事業の推進
　⑴法定検査の実施状況
・7条検査：2,707基（前年度2,621基）
・11条検査：83,929基（前年度80,675基）
・11条検査受検率：61.1％（前年度受検率58.8％）

　⑵BOD全数検査業務
　　①BOD全数検査に向けた検査体制及び機器整備
　　　平成26年度BOD実施：86,636基（前年度比129％）
　　②BOD全数検査に向けた周知啓発

【第1号議案　平成26年度事業報告】
　公益社団法人熊本県浄化槽協会は、熊本県知事指定検査機関として、公共用水域の水質保全及び公衆衛生の向上を目
的に、公益目的事業である法定検査事業の推進を図るとともに、浄化槽の設置促進及び維持管理の適正化に努めた。
　法定検査については、本年度からBODを全ての検査に導入するとともに、県、市町村及び関係業界と連携し文書及
び戸別訪問等の受検勧奨を実施し、受検率向上を図った。また、県及び市町村に対し法定検査の結果報告と併せて未
受検者への所要の指導等を要請した。
　熊本県浄化槽台帳管理システムについては、浄化槽の設置･廃止等の最新の情報を正確・迅速に反映し適正管理に努
めるとともに、受検勧奨対策に活用した。
　法定検査関連業務については、総合啓発計画に基づき、4支部においての新聞掲載や水環境保全美化活動や各種環
境イベントへの積極的な参加を行なうとともに、「浄化槽技術講習会」や｢浄化槽フォーラム・熊本｣を開催した。ま
た、地域（保健所）別連絡会議においては生活排水対策の実施状況や浄化槽整備に係る県助成制度及びその対応等に
ついて意見交換を行なった。
　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換については、浄化槽の普及促進及び公共用水域の水質保全を目的に助
成事業を行った。
　平成26年度における主な事業は以下のとおりである。

第6回定時社員総会第6回定時社員総会
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　⑶受検勧奨対策業務
　　①維持管理業界との協力体制の構築及び推進
　　②未受検者対策の強化
　　③自治会及び各種団体との連携
　　④補助金対象浄化槽に対する受検勧奨対策

　⑷法定検査信頼性確保業務
　　法定検査精度管理システムの進行管理
　　　　
　⑸新法定検査システムの調査研究
　　　　
　⑹前受金対策

　⑺未収金対策

　⑻無管理及び無清掃浄化槽対策

　⑼浄化槽台帳管理システムの精度向上に向けた取組み
　　・行政機関から受付けた届出情報（計4,847件）

設置届1,964件／事項変更届出131件／設置届取
下書34件／廃止届出書1,137件
使用開始報告書1,236件／管理者変更報告書222
件／休止14件／その他109件

　　・法定検査で確認したもの（計967件）
　　　廃止200件／管理者変更767件

　⑽浄化槽運用指針改訂事業
　　　　
２）法定検査推進事業関連業務
　⑴浄化槽の総合啓発事業
　　①支部が行う法定検査等啓発
　　②浄化槽設置者講習会
　　③協会会報等の発行
　　④「浄化槽フォーラム･熊本」の開催
　　⑤各種環境イベントへの積極的参加等
　　⑥協会ホームページの運用及び充実
　　⑦学校機関に対する環境学習事業
　　⑧啓発資材の作成事業

　⑵浄化槽技術講習会

　⑶水環境保全団体への協賛及び共催

　⑷法定検査認知度調査事業

２　収益事業等
　１）浄化槽機能保証制度事業

　２）物品等販売事業

３　その他の事業
　　単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成
　　事業
　　　
４　法人の管理運営に必要な業務等
　１）職員教育
　　① 職員研修
　　② 検査員等の技術研修
　
　２）国、県及び県議会への要望

　３）経費節減取組
　　　　
　４）顕彰及び表彰
　　⑴環境大臣表彰（平成26年10月1日）
　　　　　
　　⑵熊本県知事表彰（平成27年2月5日）
　　　
　　⑶当協会表彰（平成26年5月29日）
　　　ア）協会長表彰
　　　イ）感謝状対象事業所
　　　ウ）永年勤続

【第2号議案　平成26年度収支決算報告】
　※正味財産増減計算書内訳表を４ページに掲載

【第3号議案】
　平成27年4月30日に村本征秀・松本雅樹両監事が平成26年度の当協会の業務執行状況及び収入支出その他会計関係
書類について監査を行い、適正に執行されており、証拠書類などの保管も良好であったとの監査報告がありました。

第6回定時社員総会
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正味財産増減計算書内訳表
平成 26年  4月  1日 から平成 27年  3月 31日 まで

第6回定時社員総会式典
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　第6回定時社員総会の終了後、引き続き式典が行われました。式典では、平成26年度の環境大臣表彰受賞者・知事
表彰受賞者の顕彰、協会長・検査協力事業所の表彰が執り行われました。また、ご来賓の方々から祝辞を頂戴いたし
ました。
●来賓（順不同）
熊本県知事　　　　　　　　　　蒲島　郁夫様（代理）
熊本県議会議長　　　　　　　　松田　三郎様 
熊本県浄化槽普及促進協議会
　　　　　　会長（菊池市長）　江頭　　実様（代理）
衆議院議員　　　　　　　　　　野田　　毅様（代理）
衆議院議員　　　　　　　　　　木原　　稔様（代理）
参議院議員　　　　　　　　　　馬場　成志様（代理）
熊本県議会議員　　　　　　　　城下　広作様 
熊本市議会議員　　　　　　　　古川　泰三様

熊本県土木部道路都市局下水環境課課長　　　　宮本　秀一様
熊本県土木部道路都市局下水環境課主幹　　　　林　　浩介様
熊本県環境生活部環境局環境保全課審議員　　　樋口　義則様
熊本市環境局次長　　　　　　　　　　　　　　勝谷　仁雄様
熊本市環境局首席審議員兼浄化対策課課長　　　岩永　日吉様
合志市環境衛生課主事　　　　　　　　　　　　橋本　育将様
嘉島町建設課課長　　　　　　　　　　　　　　成松　信博様
益城町住民生活課課長　　　　　　　　　　　　森部　博美様
甲佐町副町長　　　　　　　　　　　　　　　　師富　省三様
熊本県管工事業組合連合会会長　　　　　　　　工藤　光明様
（一社）熊本県建築協会副会長　　　　　　　　和久田数臣様
（一社）熊本県建設産業団体連合会政策局長　　堀　　敏行様
（一社）熊本県食品衛生協会副会長　　　　　　岡崎　誠男様

第6回定時社員総会式典第6回定時社員総会式典

《大臣表彰受賞者 顕彰》
　冨岡庸一郎 様（菊池支部　㈲旭総合メンテナンス）
　大山　　明 様（人吉支部　㈲太陽住宅設備）
　松尾　信裕 様（熊本支部　㈱東和）
      
《知事表彰受賞者 顕彰》
　佐伯　義輝 様（熊本支部　㈱九州環境保全）
　宮﨑美代子 様（熊本支部　㈲宮崎清掃社）
　渡邊　祐二 様（有明支部　㈲前田設備工業）
　成瀬　德晃 様（御船支部　㈲成瀬でんき）
　寄河　忠雄 様（天草支部　㈲寄河電気）
　大野　浩正 様（天草支部　大野電設）

《協会長 表彰》
　田中雄三郎 様（有明支部　㈱アーステック）
　酒井　敏弘 様（山鹿支部　㈱高原設備工業）
　澤辺　逸雄 様（御船支部　㈲甲佐衛生社）
　坂﨑　正男 様（人吉支部　㈱ウエハラ）
　寺中　光則 様（天草支部　寺中設備）
      
《検査協力事業所 表彰》
　松岡セツ子 様（熊本支部　㈲松岡清掃公社）
　那須　良介 様（有明支部　㈱中央環境管理センター）
　澤辺　逸雄 様（御船支部　㈲甲佐衛生社）
　綿田　一角 様（八代支部　㈱八代美研）
　鈴木　竜二 様（天草支部　㈱熊本メンテナンス）
　武林　公久 様（天草支部　㈲苓北浄化槽管理センター）

●表彰者（順不同）
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　平成27年3月24日（火）に協会会議室にて行われました第9回理事会において、「平成27年度事業計画書及び収支
予算書」が審議され、同日承認を得ました。
　承認内容は以下のとおりです。

平成27年度事業計画書及び収支予算書平成27年度事業計画書及び収支予算書

【平成27年度事業計画】
　熊本県における平成25年度末の汚水処理施設の処理人口は、1,521千人、汚水処理人口普及率は83.7％に達してい
るが、未だ297千人が施設未整備である。汚水処理施設整備の進捗が期待されている。未整備地区の汚水処理は、未
整備地区の状況から、個人分散型施設である特長を有し、処理性能も優れ、また環境にも財政にも優しく地震等の災
害にも強いとされている浄化槽での整備が有効である。
　国においては、都道府県構想の徹底した見直しを加速させ、より効率的な汚水処理施設の整備及び運営が進むよ
う、環境省等関係三省統一の『持続的な汚水処理システム構築に向けた都道府県構想策定マニュアル』を策定し、今
後、10年程度を目標に汚水処理施設の整備が概ね完了することを目指し取組むとされている。
　また、熊本県では、施設未整備地区を対象として重点的に浄化槽整備を進めていく必要があるとの方針のもと、単
独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換促進、市町村設置型浄化槽の整備促進、浄化槽の適正な維持管理の推進、
法定検査の受検率向上に努めていくとされている。
　このような背景の中、当浄化槽協会は、公益社団法人・指定検査機関としての社会的責務を一層自覚し、平成27年
度も引続き、法人設立の目的に沿い法定検査を適正に実施するとともに、11条検査の受検率の向上を図る等公共用水
域の水質保全のため以下の事業を実施する。

１　公益目的事業
１）法定検査事業
　⑴7条検査
　　①条検査目標基数
　　　目標基数：2,600基
　　②前受金対策

　⑵11条検査
　　①11条検査目標基数
　　　目標基数：86,000基
　　②未収金対策
　　③維持管理業界との協力体制の構築
　　④未受検者対策
　　⑤無管理・無清掃浄化槽対策

　⑶法定検査関係管理業務
　　①法定検査精度管理システムの進行管理
　　②浄化槽台帳管理システムの進行管理
　　③新法定検査システムの構築
　　④第4次法定検査業務計画の策定

平成27年度　７条・１１条目標基数
保健所等ごとの内訳 （基）

保健所等

熊　本　市

有明保健所

山鹿保健所

菊池保健所

阿蘇保健所

御船保健所

宇城保健所

八代保健所

水俣保健所

人吉保健所

天草保健所

合　　　計

460  

3 2 0  

1 3 0  

1 0 0  

3 2 0  

2 0 0  

2 2 0  

2 5 0  

1 5 0  

1 4 0  

3 1 0  

2 , 6 0 0  

1 0 , 5 5 0  

1 0 , 6 0 0  

2 , 9 0 0  

3 , 6 0 0  

8 , 2 0 0  

6 , 7 0 0  

7 , 3 0 0  

1 0 , 8 0 0  

6 , 2 0 0  

4 , 6 5 0  

1 4 , 5 0 0  

8 6 , 0 0 0  

7条検査 11条検査



２）法定検査推進事業関連業務
　⑴地域住民への普及啓発
　　①各種イベントへの参加等
　　②水環境保全団体への協賛
　　③法定検査認知度調査

　⑵支部が行う法定検査等啓発
　　①地域（保健所）別連絡会議の開催
　　②各種啓発活動の実施

　⑶浄化槽設置者講習会

　⑷協会ホームページの運用及び充実

　⑸会報の発行

　⑹浄化槽技術講習会の開催

２　収益事業等
　１）浄化槽機能保証制度事業
　
　２）物品等販売事業

３　その他の事業等
　１）単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助
　　　成事業
　　　　
４　法人の管理運営に必要な業務等
　１）総会及び理事会並びに各種委員会の開催
　　
　２）職員教育

　３）顕彰及び表彰事業
　　　
　４）調査研究等
　　　①　会員の増加に関する調査研究
　　　②　新工法に関する調査研究
　　　③　申請書類の電子化に関する調査研究
　　　④　浄化槽の普及促進の啓発
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平成27年度事業計画書及び収支予算書
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平成27年度　収支予算書内訳表
平成27年4月1日 から 平成28年3月31日まで

平成27年度熊本県生活排水処理対策主管課長及び担当者会議
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　この会議は、生活排水対策の推進を図ることを目的に、熊本県下水環境課の主催で、県内市町村の生活排水対策主

管課長等を対象に毎年実施されております。

　今年度は、平成27年6月5日に熊本市青年会館において開催され、生活排水処理対策に関する情報提供と意見交換

が行われました。当日は、全体会議134名、第1分科会59名、第2分科会86名の出席があり、協会からは野村法定検

査部長が第1分科会（浄化槽関係）で法定検査について報告しました。

１．新構想策定の目的　　
　人口減少や少子高齢化等の地域社会構造の変化、財政状況悪化及び既存施設老朽化による改築費用増加等の現

状を踏まえ、効率的な手法による未普及対策の早期概成及び持続可能な運営管理を基本方針とする「新くまもと

生活排水処理構想（仮称）」（以下「新構想」という）を策定する。

２．新構想策定の内容
　効率的な事業実施や持続可能な運営管理に向け、県（流域下水道）や市町村で作成する①効率的未普及対策整

備計画、②効率的長期整備運営管理計画、③汚泥処理計画の原案を基に新構想を策定する。

次第
日　時：平成27年６月５日（金）13：30～17：00
場　所：熊本市青年会館（ホール、研修室）

<全体会議　13：30～14：30（ホール）>
　・挨　　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　・新くまもと生活排水処理構想の策定について　　　　　　　　　
　・企業会計移行について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

<休憩14：30～14：45（15分）>

<分科会　14：45～17：00>
○第1分科会（浄化槽関係）（研修室）
（1）浄化槽行政の状況について　　　　　　　　　　　　　　　　　
（2）浄化槽整備補助金等に係る留意事項について　　　　　　　　　　
（3）浄化槽の維持管理について　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（4）法定検査の受検率向上について    　                          
（5）質疑応答　                                                  

○第2分科会（下水道及び集落排水関係）（ホール）

<全体会議>　熊本県生活排水対策主管課長及び担当者会議

【県の説明資料より】

　■「新くまもと生活排水処理構想（仮称）」の策定について

平成27年度熊本県生活排水処理対策主管課長及び担当者会議平成27年度熊本県生活排水処理対策主管課長及び担当者会議
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※予算の範囲内で単独処理浄化槽又はくみ取便所からの転換について優先的に配分し、
　新設補助（合併処理浄化槽更新分含む）については、残りの予算の範囲内で対応する。

← 浄化槽整備事業補助対象範囲（4割）→

設置者負担（6割） 国 
1/3 

県 
1/3 

市町村 
1/3 

5 人槽の例：約 50万円 約 11万円 約 11万円 約 11万円 

単独浄化槽撤去分（9万円まで） 
  国 1/3 県 1/3 市町村 1/3

３．今、新構想を策定する必要性　
・国から今後の税収の減少や改築更新費用の増加等により、10年後には新規の施設整備に対する予算は相当減少
　するため、早急に10年後までに未普及対策を概成させる県構想を策定するよう求められている。
・国土交通省は、一定のコスト水準以下に新県構想の効率的未普及対策整備計画を策定した地方公共団体につい
　ては、未普及対策の重点的な支援を行うこととしている。
・施設の老朽化に伴う改築更新についても、多額の費用を要することが見込まれているため、現時点で早急に長
　期的な運営管理計画を策定する必要がある。

４．新構想策定の効果
・今回策定する新構想に基づき、未普及対策の早期概成、持続可能な施設運営（改築を含む）を実現すること
　で、有明海・八代海の水質基準の早期達成とその後の水質の保全を図る。
・現構想は未普及対策の中間整備目標を示しているが、新構想においては、①未普及対策の早期概成の整備計
　画、②持続可能な運営管理のための長期的な運営管理計画、③汚泥処理計画の3つの計画を一体的に策定する
　ことにより、持続可能な生活環境・水質環境の早期構築を図る。

<第1分科会　浄化槽関係>

【県の説明資料より】

　■熊本県の浄化槽整備に係る助成制度の内容（平成27年度）

①効率的未普及対策整備計画
10年後の事業概成を目標とし、先進的技術導入や計画区域見直し、民間活力導入等を取入れた効率的な未普
及対策整備計画を策定する。
②効率的長期整備運営管理計画
人口減少等を見込んだ財政見通しに基づく、持続可能な施設の運営管理に向け、施設の統廃合、計画的改築
更新及び広域的な維持管理体制整備等により、長期（20年間）の効率的な施設の運営管理計画を策定する。
③汚泥処理計画
汚泥の利活用や広域的処理（市町村間連携や事業間連携）等により効率的な汚泥処理計画を策定する。
※新県構想について有明海及び八代海の流域別下水道整備総合計画との水質保全に関する整合性を検証する。

○　浄化槽整備事業（個人設置型）
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　単独処理浄化槽又はくみ取り便所から合併処理浄化槽へ転換した場合、浄化槽の設置に要する
経費の２割に相当する額を基準額として市町村が助成する場合にその1／２を助成する。

 当該事業補助対象範囲（2割） ←浄化槽整備事業補助対象範囲（4割）→ 

設置者負担（4割） 県 
1/2 

市町村 
1/2 

国 
1/3 

県 
1/3 

市町村 
1/3 

5 人槽の例：約 34万円 約 8万円 約 8万円 約 11万円 約 11万円 約 11万円 

 
 

受益者 
負担
1/10
（3/30） 

市町村（下水道事業債） 
（当年度）      17/30（56.6％） 

 
 
県 
1/6 
 

 

 
 

市町村 
1/6 

（後年度負担） 
交付税 
（元利償還金の50％） 

→事業費の28.3％ 

県 
事業費の 
6.5％ 

市町村 
事業費の 
21.8％ 

 

 
受益者 
負担
1/10
（3/30） 

市町村（下水道事業債） 
（当年度）      17/30（56.6％） 

 
 国 
1/3 

（10/30） 
（後年度負担） 

交付税 
（元利償還金の50％） 
→事業費の28.3％ 

県 
事業費の 
6.5％ 

市町村 
事業費の 
21.8％ ※10戸以上/年

○　合併処理浄化槽整備促進事業（個人設置型）

　現在の国の助成要件である年間10戸以上の整備基数を確保できず国の助成が受けられない場合に、国の助成相
当額の1/２を県が助成し、市町村設置型浄化槽の整備を推進することを目的とする。

（翌年度に事業費の6.5％も交付）

○　市町村設置型浄化槽整備促進事業（市町村設置型）：１０戸未満／年

○　浄化槽市町村整備推進事業（市町村設置型）
　　浄化槽を整備する市町村に対して、翌年度に事業費の6.5％を交付。

■浄化槽に対する助成制度（個人設置型）

単独処理浄化槽からの転換の場合には国の基準額の1割上乗せ補助を行っている。
市町村独自の助成制度（上乗せ補助等）市町村名

熊本市

八代市

人吉市

水俣市

玉名市

○単独処理浄化槽からの転換の場合には、浄化槽設置整備事業の補助に撤去費用として上乗せして一
律10万円を補助する。

○単独処理浄化槽からの転換には、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして10万円を補助する。
○くみ取り便所からの転換には、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして20万円を補助する。

○単独処理浄化槽またはくみ取り便所からの転換の場合には、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せし
て一律５万円を補助する。
○市内の住所で登録している工事業者を利用した場合には、5万円を上乗せ補助する。

○浄化槽の人槽に応じて、332千円（5人槽）、414千円（7人槽）、548千円（10人槽）の補助金交付
を実施する。
○また、くみ取り便所及び単独処理浄化槽から転換する場合に、申請者と施工業者がそれぞれ条件を
満たせば、それぞれ100千円（5人槽）、150千円（7人槽）、200千円（10人槽）を補助金に加算す
る。
・申請者加算の条件として、65歳以上の方を含む世帯や生活保護を受給している世帯など8つの条件
のうちどれかひとつ。
・施工業者の加算の条件として、市内に事業所がある場合や市外に事業所があっても水俣市民を雇用
している施工業者など3つの条件のうちどれかひとつ。
○それらに加え、単独処理浄化槽撤去がある場合は、上限9万円まで補助金に加算。
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山鹿市

宇土市

美里町

○公共下水道事業及び農業集落排水事業等の計画区域から除外した区域を中心に通常の合併処理浄化
槽設置整備補助に上乗せして一律30万円（限度額）を補助する。

宇城市

天草市

下水道区域内の浄化槽設置者に対して、宇城市補助金交付要綱の第3条第2項に該当する地域について
は、国庫補助同額の設置補助金を全額市単独で交付。

○単独処理浄化槽及び譲渡を受けていない合併処理浄化槽から、町設置の合併処理浄化槽への転換時
には、浄化槽の処分費を全額補助している。

芦北町
○環境省が定める補助基準額に上乗せした補助を行っている（条件有り）。
○単独処理浄化槽から転換する場合、一律9万円を補助

津奈木町
○浄化槽設置整備事業に、5人槽設置の場合は16万8千円、6～7人槽の場合は28万6千円、10人槽の
場合は45万2千円を上乗せ補助する。

多良木町
○単独処理浄化槽またはくみ取り便所からの転換の場合には、浄化槽設置整備事業の補助に5人槽58
千円、7人槽55千円、10人槽60千円上乗せして補助を実施している。

湯前町
下水道処理計画区域外での合併処理浄化槽の新築・くみ取り便所からの転換（330,000円）単独処理
浄化槽からの転換（230,000円）を町単独で上乗せ補助している。

氷川町
浄化槽設置に関して、国・県の補助対象となる事業について上乗せ補助を実施している。（5人槽64千
円、7人槽96千円、10人槽109千円）

○小国町内の工務店により自宅の改修を行った場合は工事費の1割（上限10万円）の補助金を交付する。

玉東町

小国町

西原村

甲佐町

○浄化槽補助基準額に上乗せして5人槽で50万円、7人槽で70万円の助成を実施している。錦町

山都町

付帯工事等に対し、くみ取り式の転換の場合には20万円、既存単独処理浄化槽の転換の場合には10万
円を補助する。

○下水道区域内の浄化槽設置者に対して、予算の範囲内で全額市単独で設置補助金を交付している。
（5人槽332,000円　7人槽414,000円　10人槽548,000円）
○単独処理浄化槽やくみ取り便所から合併処理浄化槽への転換時には、上乗せして補助を行う。

○定額補助
　5人槽332,000円+市上乗せ  86,000円＝418,000円
　7人槽414,000円+市上乗せ107,000円＝521,000円
　10人槽548,000円+市上乗せ139,000円＝687,000円
○単独処理浄化槽からの転換の場合
　浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして一律9万円

○村長は、合併処理浄化槽未設置の専用住宅に設置補助金を受けて合併処理浄化槽を設置した者に対
して、推進補助金を交付する。ただし住宅の新築に伴い合併処理浄化槽を設置した者を除く。補助
額金30,000円。
○村長は、設置補助金を受けて合併処理浄化槽を設置した者に対して、維持管理補助金を交付する。
ただし、維持管理及び法定検査が適切に行われている場合に限る。（ただし、設置後4年間の補助
金）補助額金10,000円（1年間）

○単独処理浄化槽からの転換の場合に、浄化槽整備事業の補助に上乗せして、町内業者施工で15万
円、町外業者施工で10万円を補助する。
○くみ取り便所からの転換の場合に、浄化槽整備事業の補助に上乗せして、町内業者施工で25万円、
町外業者施工で20万円補助する。

○町の補助要件を満たす者に対して、国・県の基準額より上乗せした額の補助金を交付している（5人
槽:354千円、7人槽:485千円、10人槽:770千円）。
○集落内の複数の者が浄化槽を設置する場合、当該集落における設置後の浄化槽整備率が80％を超え
る場合、個別に設置した場合よりさらに上乗せした額の補助金を交付する。
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あさぎり町
○単独処理浄化槽からの転換の場合、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして10万円、くみ取り便所
からの転換の場合、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして20万円を補助する。

苓北町
○維持管理費を人槽ごとに10,000円から21,000円助成する。（制度開始平成8年度）　
　制度の名称:苓北町合併処理浄化槽維持管理費補助金交付規則

五木村

※詳細は市町村にお尋ね下さい。

○単独処理浄化槽またはくみ取り便所からの転換の場合には、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せし
て補助する。
　（5人槽⇒上限88万円・6人槽⇒上限94万円・7人槽⇒102万円・8人槽⇒108万円）
○単独処理浄化槽を廃止し、五木村浄化槽設置補助事業により浄化槽を設置する者に対し、撤去等経
費分を補助する。（上限15万円）

山江村
浄化槽を設置した場合、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして、5人槽50万円、7人槽60万円を上
限として補助金を交付している。

相良村
浄化槽を設置した場合、浄化槽設置整備事業の補助に上乗せして、5人槽50万円、7人槽60万円を上
限として補助金を交付している。

水上村

5人槽・7人槽それぞれの基準額に上乗せ補助（5人槽:560千円、7人槽:720千円）。球磨村

○上乗せ補助を行い、補助基準額を含め交付額を、5人槽63万円、6～7人槽725千円、8～10人槽
905千円としている。
○保守点検・清掃・法定検査等の維持管理費用実支弁額と、下水道使用料相当額との差額を年間3万円
を限度として助成する。

【協会の報告資料より】

　■法定検査について

2,857検査基数
年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度目標

2,688 2,843 2,621 2,707 2,600

（基）

１．法定検査の実施状況

（１）7条検査実施状況

２．平成26年度11条検査（定期検査）の取り組み状況
（１）検査員による現場訪問

72,852検査基数
年度 22年度 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度目標

75,383 76,865 80,675 83,929 86,000

（基）（２）11条検査実施状況

91,547
検査員現場訪問対応基数

83,929（91.7％）
検査実施基数

7,645（8.3％）
検査未実施基数

（基）

20,984
受検勧奨文書発送数

2,634（12.6％）
受検依頼基数（平成27年5月31日末）

（基）（２）文書による受検勧奨状況

586895
未受検基数 維持管理実施 不必要 不公平 検査料支払 未理解 その他

254 243 206 69 40

（基）（３）未受検査者について（理由重複回答あり）（平成25年6月から平成27年4月まで）



ISO14001（JQAマネジメントシステム）登録取下げについて

職員研修

「スマート浄化槽情報管理ネットワークシステム」等に関する説明研修会
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（１）未受検者対策
　①未受検浄化槽（管理者）の把握
　　○台帳管理システムの精度向上　
　　　・法令に基づく浄化槽管理者変更、廃止等の確実な届出
　　　・法定検査未実施浄化槽の浄化槽情報の精査
　　○検査対象浄化槽の明確化
　　　・空家等の使用中止及び下水道接続予定等の廃止予定浄化槽の法定検査上の取扱
　②11条検査の周知啓発
　　○各種イベント等を活用　
　　○市町村広報誌等を活用した法定検査、維持管理の必要性
　　○補助金交付時の活用
　③受検勧奨等
　　○市町村・保健所等との文書による受検勧奨及び戸別訪問等の取組　
　　○補助金対象浄化槽の完全実施に向けた取組

（２）未受検者に対する取組みの徹底
　①行政機関等との連携
　　○行政機関及び浄化槽関係者の協力を得、地域の実情に応じた計画的・体系的・効果的な取組
　　○市町村（町内会）回覧板での周知啓発
　②未受検者の状況に応じた対策
　　○拒否及び未収金浄化槽管理者について、個別の状況を把握しそれぞれに応じた対策

３．平成27年度受検率向上について

1,880
11条検査 H25年度不適正 H26年度改善 未改善 未検査 廃止

769（40.9％） 914（48.6％） 152（8.1％） 45（2.4％）

（基）（４）法定検査不適正改善状況（平成25年度11条検査不適正浄化槽の平成26年度検査結果）



　平成27年1月15日（木）に東京都の「ホテルグランドヒル市ヶ谷」において、一般社団法人全国浄化槽団体連合会
主催の「スマート浄化槽情報管理ネットワークシステム」等に関する説明研修会が開催されました。研修会は各都道
府県の法定検査機関が参加し、当協会からは職員3名が参加しました。
　浄化槽管理システム「スマート浄化槽」とは、全浄連がクラウド（データ保管場所）を提供する事業者となり浄化
槽の製造・施工・保守点検・清掃・法定検査の５業種を網羅した様々なサービスを行う、浄化槽事業を継続するため
のサービスです。全浄連が平成24年4月から検討を進めており、今回は平成26年度に会員団体及び自治体との三者で
取り組んだ「モデル研究事業」の成果等を踏まえた同システムの機能について説明が行われました。
　また、スマート浄化槽のサービスメニューのひとつである浄化槽設置台帳がリアルタイムでの整備・更新等が可能
になるなど、行政に対するメリットについての説明もあわせて行われました。

　平成15年10月31日に認証取得したISO14001（環境マネジメントシステム）については、職員の環境に対する意
識が向上したこと、協会組織における環境管理体制が確立したこと、PDCAによる恒常的な運用が可能となったこ
と、経費削減計画を実行し環境負荷の軽減に努めていること等から、4回目の登録更新を機に登録を取下げること
を、平成26年10月30日第7回理事会で決定しました。今後も環境に配慮し、協会独自の「検査の信頼性確保に係る
規程」（平成24年4月1日運用開始）の的確な運用及び経費削減計画等を継続運用していくこととしております。

　協会では職員の資質向上及び人材育成を図ることを目的に、職員教育基本方針などに基づき職員研修を実施してお
ります。平成26年度は以下の内容で実施しました。
　なお、職員研修は平成27年度も引き続き実施しております。

平成26年度職員研修内容
　○個人面談方式研修（延べ41回）、全体研修2回実施（講師：㈱ベストビジネス）
　○役員講話研修　計6回実施（講師：協会理事及び監事）
　　①内野靜子様（副会長） （平成26年7月25日（金））
　　②森田和博様（副会長） （平成26年8月29日（金））
　　③甲斐秀人様（理事） 　（平成26年9月19日（金））
　　④田中栄一様（理事） 　（平成26年10月24日（金））
　　⑤村本征秀様（監事） 　（平成26年11月28日（金））
　　⑥成瀬德晃様（理事） 　（平成27年2月27日（金））

　○平成26年11月7日（金）　「交通安全研修」を実施（講師：御船警察署）
　○平成26年12月25日（木）「消火訓練及びAEDの使い方」研修を実施（講師：上益城消防本部）
　○平成27年3月9日（月）　 「ハラスメント」に関する研修を実施（県人権支援センターの教材を使用）

ISO14001（JQAマネジメントシステム）登録取下げについてISO14001（JQAマネジメントシステム）登録取下げについて

職員研修職員研修

「スマート浄化槽情報管理ネットワークシステム」等に関する説明研修会「スマート浄化槽情報管理ネットワークシステム」等に関する説明研修会
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　熊本市主催の「くまもと環境フェア２０１５」が、平成27年５月16日（土）・17日（日）の２日間、熊本市動植
物園において開催され、約13,000名の来場者がありました。協会からは、浄化槽の模型や関連パネルの展示ブース
を設け、啓発用チラシの配布や消毒されてきれいになった水を当てる「水当てゲーム」等の啓発活動を行い、親子連
れの来場者に喜んで頂きました。また、浄化槽及び協会についての認知度アンケート調査も実施し、約２００人の
方々よりアンケートにご協力を頂きました。

くまもと環境フェア２０１５くまもと環境フェア２０１５

第29回 全国浄化槽技術研究集会

　平成27年１月29日（木）に東京都の公益財団法人日本環境整備教育センターにおいて、同教育センター主催でモ
アコンパクト型浄化槽の研究結果についての自主研究報告会がありました。当日は、教育センターの職員や全国の指
定検査機関の職員等（当協会からは職員２名）が参加しました。

【調査の目的および調査対象機種】

　調査機関　　・公益財団法人日本環境整備教育センター

　背景　　　　・指定検査機関より提供された7条検査におけるＢＯＤ測定結果を参考に、モアコンパクト型浄化槽
　　　　　　　　の初期の性能（20ｍｇ／Ｌ以下）を確保するための検討が必要と思われるため。

　調査の目的　・機種の処理特性の把握
　　　　　　　・機能が悪化した浄化槽の改善方法の検討

　調査報告　　・現場での水質測定、機能調整、採水試料の水質分析を実施。結果として、間欠定量移送比および循
　　　　　　　　環水移送比を調整することにより水質検査の結果に変化がみられた。しかし、水温、人員比、採水
　　　　　　　　時間帯により水質検査の結果に変動が見られたため、今後も各県の検査機関及びメーカーと連携し
　　　　　　　　ながら調査を継続的に続けていくことが必要と思われる。

平成26年度 調査・研究グループ自主研究緊急報告会
　　　　　　　　　　　　　　（日本環境整備教育センター）
平成26年度 調査・研究グループ自主研究緊急報告会
　　　　　　　　　　　　　　（日本環境整備教育センター）

16

協会ニュース  No.38



　平成27年3月24日付 ㈲河浦環境清掃公社
（天草支部）

　平成27年2月12日付 ㈲西山設備工業（御船支部）

　平成27年3月31日付 ㈲開田建設（水俣支部）

　平成27年3月31日付 ㈱ダイエー（有明支部）

　平成27年3月31日付 ㈱坂井建材店（有明支部）

　本研究集会は、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。
　全国から浄化槽技術研究会会員、大学・研究機関の浄化槽研究者、浄化槽行政担当者、県・市町村の議会
議員、浄化槽業界関係者が集い、浄化槽に関する研究発表・事例発表およびシンポジウムなどを通して最新
の情報を提供し、意見交換することは、水環境の保全に寄与し、快適な生活環境を創造する一助として期待
されています。
　なお、研究発表会では、浄化槽技術に関する計画・設計、施工、保守点検、清掃など、日頃の体験、研究
等について発表され、発表された課題のうちから優秀と認められる課題に対し研究奨励金が贈呈されます。
　今年度は福島県で以下のとおり開催される予定です。

開催期間　平成27年10月14日（水）・15日（木）2日間
　　　　　14日（水）：研究発表会（午前）、式典・特別講演等（午後）
　　　　　15日（木）：浄化槽検査員研究会、第37回浄化槽行政担当者研究会（併催）
開催場所　「ホテルハマツ」福島県郡山市虎丸町3番18号
主　　催　公益財団法人 日本環境整備教育センター

くまもと環境フェア２０１５

第29回 全国浄化槽技術研究集会第29回 全国浄化槽技術研究集会

　平成27年2月に採用されました大串
洋介です。
　仕事も少しずつ慣れてきましたが、未
熟な点もありますので、勉強しながら1
件1件の検査をしっかりと行い水環境保
全のために活躍できるよう努力していく
所存です。今後とも、皆様のご指導ご鞭
撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　２月より熊本県浄化槽協会に入りまし
た平岡渉です。
　今の仕事を始めてから半年が経ちま
した。慣れないことや覚えることも多く、
大変ですが、１日でも早く先輩方に追い
つき、そして追い越せるように、日々努力
していきたいと思っております。
　まずは与えられた仕事をミスなくこな
し、事故のないように基本を忘れず、平
凡なこともしっかりとやる「凡事徹底」で
仕事に一生懸命取り組んでいきます。

平成26年度 調査・研究グループ自主研究緊急報告会
　　　　　　　　　　　　　　（日本環境整備教育センター）

入会 退会
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新　人　紹　介

大串　洋介 平岡　渉
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■発　行／公益社団法人熊本県浄化槽協会会長  島田好久　〒８６1－3107　上益城郡嘉島町上仲間227番地86（嘉島リバゾン内）
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■発行日／平成27年８月31日

お知らせ板

平成27年度 浄化槽設備士講習・
　　　　　　　管理士講習・技術管理者講習会のご案内　

※受講・受験に関するお問合せ：公益財団法人　日本環境整備教育センター　〒130ｰ0024　東京都墨田区菊川2－23－3
　　　　　　　　　　　　　　　TEL  03－3635－4880　　ホームページ  http://www.jeces.or.jp

■浄化槽設備士講習

＊受講資格・・・1級又は2級管工事施工管理技士の資格を有する者。
＊受講申請書・・・受講希望会場の受付機関より入手してください。
＊受講料・・・86,700円（浄化槽管理士で講習教科目一部免除希望者81,700円）

福岡

会場 講　習　期　間 受　付　期　間 受　付　機　関

平成27年11月30日（月）～ 
　　　　　　　　12月４日（金） 

平成27年10月16日（金）～
　　　　　　　　10月23日（金） 

一般財団法人　福岡県浄化槽協会
〒811-2412

糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2
℡092-947-1800

■浄化槽技術管理者講習会

＊受講資格・・・浄化槽管理士であること。
＊受講申請書・・・受講希望会場の受付機関より入手してください。
＊受講料・・・49,000円

福岡

会場 講　習　期　間 受　付　期　間 受　付　機　関

平成28年1月27日（水）～
　　　　　　　　1月29日（金） 

平成27年12月8日（火）～
　　　　　　　　12月15日（火） 

一般財団法人　福岡県浄化槽協会
〒811-2412

糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2
℡092-947-1800

■浄化槽管理士講習

＊受講資格・・・学歴、実務経験等なし。
＊受講申請書・・・受講希望会場の受付機関より入手してください。
＊受講料・・・129,700円（浄化槽設備士資格取得者で受講一部免除を選択される方は120,200円）

福岡

会場 講　習　期　間 受　付　期　間 受　付　機　関
一般財団法人　福岡県浄化槽協会

〒811-2412
糟屋郡篠栗町大字乙犬966-2

℡092-947-1800

平成28年2月29日（月）～
　　　　　　　　3月12日（土） 

平成28年1月12日（火）～
　　　　　　　　1月19日（火） 
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　今年の梅雨は例年になく長引き、6月11日の豪雨では災害が発生した地域もありました。会員の皆様には状況確認
をさせていただきましたが、土砂崩れや浸水により被害に遭われたところもありました。被災された方々には心より
お見舞い申しあげます。
　その梅雨が明け、毎日のように猛暑が続いております。台風も今年は早いペースで発生しており、影響や被害が懸
念されます。
　最近は、地震や避難情報に加え突然の豪雨や熱中症の危険度が高まった時にも防災情報でお知らせするアプリがあ
るようです。まだまだ暑い日が続きますので、このような防災情報サービスや熱中症対策グッズ等を上手に利用しな
がら体調管理に気をつけて過ごしたいものです。ゲリラ豪雨など急な天候の変化もございますので、お出掛け先の天
候等にも充分ご注意ください。
　今号は、お届け方法を工夫し、郵便物の内容がわかり易い透明な封筒を試験的に使用しましたがいかがでしたでし
ょうか。皆様に必要な情報をより的確にお伝えしたいと考えておりますので、掲載情報等もあわせて皆様のご意見を
協会までお寄せください。　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　　　　　　　　　　　　総務常任委員会

九州開催のみ九州開催のみ


