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新年明けましておめでとうございます。

旧年中は当協会運営に対し格段のご協力を賜り心から感謝申し上げます。

さて、２１世紀は環境の時代といわれ特に水環境への問題については社会的

な意識の高まりとともに大きな関心が寄せられております。浄化槽法の目的にも

公共用水域の水質保全が明示されるなど、水環境の保全にかかる浄化槽の役

割にも大きな期待が掛けられております。

その様ななか、当協会におきましては指定検査機関としての社会的責務を一層自覚するとともに、関係業

界等との連携を更に強化し浄化槽の適正な施工、維持管理、法定検査を通し公共用水域の水質保全のた

め役職員一丸となり取り組んで参る所存で御座います。

最後になりましたが、本年が会員の皆様方並びに関係機関の方々にとりまして実り多き一年となりますよ

う心からお祈り申し上げます。

公益

島田　好久
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平成22年12月24日に『平成23年度 浄化槽推進関係予算（案）』が要求額（対前年度比8.9％減）どおり閣議決

定されました。

なお、合併への転換促進を図るため、施工上の制約により単独処理浄化槽の撤去跡地に設置出来ない場合で

あって同一敷地内に設置する場合についても撤去費の助成対象とすることが認められました。

また、概算要求の段階で廃止とされておりました「地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金）」につ

きましては、最終的に認められることとなりました。

　

※地域再生基盤強化交付金

地域再生計画に基づき、道、汚水処理施設、港の３つの分野において、省庁の所管を超えて一体的に整備する事業に対して支援。

・道整備交付金（市町村道、広域農道、林道）

・汚水処理施設整備交付金（公共下水道、集落排水施設、浄化槽）

・港整備交付金（地方港湾の港湾施設、第一種漁港及び第二種漁港施設）

　１．健全な水循環に資する浄化槽の整備促進
        

汚水処理施設の効率的・効果的な整備を図るとともに、循環型社会の形成を推進するため、健全な水循環に資

する浄化槽整備の一層の促進に必要な予算を計上。

○循環型社会形成推進交付金 10,527百万円
　・市町村の自主性と創意工夫を活かしながら浄化槽の整備を推進するための予算。

　浄化槽整備事業の内訳 【単位：百万円】
        

　　注：上段（     ）は、内閣府〔沖縄〕、国土交通省〔北海道、離島〕計上分を含めた額

※上記の他、内閣府に地域再生基盤強化交付金（汚水処理施設整備交付金）を計上

総額620億円の内数　　　　　
        

・地域再生計画に基づいて、環境省、農林水産省、国土交通省所管の汚水処理施設の整備を効率的に行うた

めの、事業間での融通や年度間での事業量の変更が可能な予算。

平成２３年度 浄化槽推進関係予算（案）の概要について

平成２２年度
予 算 額

平成２３年度
予 算 額（案）

対前年度比
　　　　％

（１２，０４０）
１１，６８８

循環型社会形成推進交付金
（１０，９６９）
１０，５２７

（９１．１）
９０．１

平成23年度 浄化槽推進関係予算（案）の概要

平成22年12月24日
環境省浄化槽推進室

※
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　２．国の支援措置の充実・強化のための助成制度の見直し

　○単独処理浄化槽撤去費の助成対象の拡大
現在、単独処理浄化槽の撤去跡地に合併処理浄化槽を設置する場合のみ対象としている単独処理浄化槽

の撤去費用への助成について、施工上の制約により単独処理浄化槽の撤去跡地に設置出来ない場合であっ

て同一敷地内に設置する場合についても撤去費の助成対象とする。

　３．浄化槽整備等のための支援強化

　新○民間活用による新たな浄化槽整備・管理のあり方検討調査費 ７百万円
生活排水未処理人口約1，800万人の解消を図る上で、効率的で速やかな整備が可能である浄化槽の役割

は重要であるが、近年の景気低迷等による住宅の新規戸数の減少や地方自治体の財政難等により浄化槽整

備は思うように進捗せず、特に、単独処理浄化槽により水洗化されている世帯では合併処理浄化槽への転換工

事費負担や維持管理費用の高いことがネックとなり転換に積極的ではない。また、１１条検査の受検率低迷な

ど維持管理を巡る課題も山積している。

このため、今後の合併処理浄化槽の整備を推進する上で、財政が限られる中で効率的な浄化槽整備を進

め、また、管理においても設置者のニーズ等を踏まえた柔軟な対応を図るため、民間活力を用いた新たな整

備・管理手法の検討を行い、その結果を踏まえ官民が連携して整備の促進・適正な管理に取り組んでいくこと

とする。

　○浄化槽整備区域設定支援事業費 27百万円
今後の汚水処理施設の整備の中心である人口分散地域においては、整備コストが小さく、整備期間の短い

浄化槽の重要性が増しているものの、必ずしもその整備が十分に進んでいないため、市町村による積極的な浄

化槽整備区域の設定を支援し、浄化槽の整備促進を図る。

　○浄化槽整備推進事業 28百万円
浄化槽の整備等の諸課題に関する環境省調査情報の還元や自治体との情報交換等の実施を通じ国及び

自治体間での連携を図るため、都道府県・市町村の浄化槽行政担当者とのブロック会議の実施によりネット

ワークを構築・情報交換を活発化させる。

また、浄化槽の特徴や維持管理などに対する関係者の理解を進めるため、市町村を対象とした浄化槽シン

ポジウムの開催や浄化槽フォーラムによるＮＰＯとの連携事業の実施など、浄化槽の整備促進に資するための

普及啓発事業を行う。

　○し尿処理システム国際普及推進事業費 16百万円
国連ミレニアム開発目標に掲げられた国際的な衛生問題の解決のため、国際ワークショップ等による国際

ネットワークの充実化、官民連携による展開も視野に入れたし尿処理システムの現地技術化や技術移転の具

体化、アジア太平洋地域の衛生分野の国際拠点として発足した日本サニテーションコンソーシアムの活用・支

援等により、日本のし尿処理システムの普及に向けた一層の取組を展開する。
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平成22年度 地域（保健所）別連絡会議報告
　浄化槽に関する行政、会員（業界）、協会が一堂に会する年１回の会議として始まった地域（保健所）別連絡会議
も本年で13回を数えることになりました。
　本年度も平成22年９月28日から11月９日までの約２ヶ月間をかけて全11支部において33市町村、９保健所及
び３地域振興局の担当者の出席のもと開催されました。
　各会議で頂いたご意見等の要旨を掲載致します。

１．浄化槽への転換促進に対する取り組みについて
　①みなし浄化槽管理者への転換促進の啓発について
・市政だより・市ホームページ・タウンメールで呼びかけを行っている。
・転換促進については、市町村設置型での推進を行っている。啓発については、年３回程度、広報誌に掲載している。
・転換促進等については、法定検査及び維持管理の必要性をまとめたホームページ、パンフレットにて広報している。また、
新設の浄化槽についてはパンフレットを活用して説明を行っている。
・転換促進については、下水道事業が厳しいため今年８月に検討委員会で浄化槽への補助拡大を検討した。市町村設置
型はまだ厳しい部分があるが更に検討し転換を推進したい。

　②汲み取り世帯に対する浄化槽への転換促進について
・パンフレット等でのお知らせを行っている。保守点検・清掃・法定検査の契約等が行われているかを確認して補助金を出
している。
・市民の皆様へは広報誌を用いて連絡等を行っている。今後も継続して呼びかけを行いたい。
・汲み取り世帯からの転換に関しては老夫婦が多く経済的な理由で進まないのが現状である。今後、広報誌等を通じて浄
化槽の良い点を説明し補助の内容に関しても多く掲載したいと考える。
・汲み取り世帯の汚水整備に関しては、過疎化高齢化が進みなかなか進展しないのが現状である。

　③浄化槽への転換補助の更なる強化について
・市町村設置型に加え個人設置型にも高度処理型を勧めている。転換促進への取り組みについては平成２３年度以降の
検討課題としたい。
・転換の促進については広報誌を活用している。転換補助については町単独での補助金の増額が考えられるが、当面現在
の額で補助を行う予定である。

２．浄化槽使用者への維持管理の必要性の啓発について
・竣工検査時に浄化槽の維持管理の必要性について説明している。１１条検査については「きちんと保守点検、清掃を行っ
ているのになぜ検査が必要か。」との反論も受けることもある。広報誌等で説明している現状である。
・補助事業対象者には竣工検査時に周知徹底を行っているが、無管理・無清掃者には個別の指導を行っている。
・竣工検査時にパンフレット等を渡して浄化槽設置者の義務の説明を行っている。また、法定検査に関しては広報誌で啓発
を図っている。
・権限移譲市町村への情報提供や環境フェア、ホームページを通してのPR活動、実態調査やモデル事業を設定してのモ
デル事業にて取り組んでいる。
・啓発としてホームページへの掲載を行っている。補助金で設置された浄化槽には、施工業者と市の担当者がお伺いし、検
査が終了したらパンフレットを利用し、保守点検、清掃、法定検査の必要性について説明している。

３．浄化槽使用開始報告書、浄化槽管理者変更報告書、廃止届の取り扱いについて
・使用開始日の連絡は協会から取りにこられる際に控えを一緒に渡しており差し支えはない。他の市町村と足並みをそろえ
て対応したい。
・廃止届、変更届の提出漏れについては今後の課題として考えていく必要があると思う。
・使用開始報告書は100％提出されているとは言えないが、かなりの確率で提出されているのではないか。管理者変更報
告書はほとんど提出がないので今後周知啓発を行いたい。
・使用開始報告書や廃止届は管理が徹底されていない。使用開始報告書は実績報告書と併せて提出している。廃止届は提
出してもらうようにしているので設置届といっしょに郵送することは可能である。
・使用開始報告書については、工事業者が工事終了後に速やかに提出された場合、使用開始から30日以内より若干早く
提出されることになり現規程では保健所での受理はできない。届出については出すべき時が来た際に設置者からの依頼
を受けた保守点検業者から提出頂くことは可能だと考える。届出内容の情報の共有については、検査機関と行政機関が
連携を取る必要があるため今後、手法等について協議を行いたい。

４.その他
問１：法定検査の結果書において判定が‘おおむね適正’との判定について設置者から問い合わせがある。
答１：７条検査時において設置者の維持管理に対する認識不足に起因する消毒剤の無開封や消毒剤の不足などについてはお

おむね適正と判定している。今後は、法令順守の観点からも検査時未管理や清掃が年に１回以上実施されていない等

の判定については協会の中でも検討を行いたいと考える。

問２：市の浄化槽取扱要綱の中で保守点検回数は２月に１回以上となっているが、保守点検回数についてご意見を頂きたい。
答２：点検回数についての協会としての見解は持ち合わせていない。個々の浄化槽において設置者と保守点検業者の間で契

約を行われており、また、協会でどの位の期間適正な機能を保持できるか等の研究もしていないため現段階で何回と
いう見解はない。

問３：汲み取り世帯で浄化槽への転換時に国道へ排水することは出来ないのか。
答３：県では県道には許可している。国道については環境省が流して良いのではないかとの判断もあるが、道路管理者の国

土交通省が側溝はあくまでも雨水等を流すためのものとして許可していない。側溝の管理をしている監督官庁にとっ
ても設置許可の判断は難しく、市が国道に排水を許可することはない。

問４：公共施設及びそれに準ずる施設で、まだ沢山のみなし浄化槽が設置されていると思う。特に水質に問題があるものか
ら市町村が率先して浄化槽への転換が出来ないものか。

答４：県及び市町村においても今後浄化槽への転換を進めなければならないが、下水道の進捗状況やその施設が今後使われ
るかどうか等も考慮して進めていく必要があると考える。

問５：業者は精一杯がんばって浄化槽の普及に貢献している。今後は是非、行政にも力をいれて臨んで欲しい。
健康フェア・環境フェア等を復活させて住民への啓発を行ってはどうか。
各市町村の窓口に浄化槽の模型を置いたら効果があるのではないか。

答５：小さな集まりにこまめに顔を出し説明を行うのが一番効果的ではないかと考えている。

問６：放流先がない場合、浄化槽が設置できないのが普及のネックになっていると思う。例えば合併なら地下浸透を認める
等の救済措置は出来ないものか。

答６：県道放流は認められているが現状の法律では困難だと考える。条件付で認められている蒸発散で対応頂きたい。

問７：蒸発散は面積の問題と降水量の関係できちんと機能するものではない。なぜ、蒸発散に拘るのか理解できない。高度
処理なら地下浸透させて良い等の見直しは出来ないのか。

答７：「蒸発散のなかで蒸発しきれないものは地下に浸潤して拡散するので良いのではないか。」という意見だと思うが、
全国的にそれを認めていない。普遍的にこの型式ならOKというものがなければ県も認められない。上流で汚染された
地下水が下流域で問題となることを考えなければならない。

問８：いまだに家屋の解体時に浄化槽を汲み取らない業者がいる。浄化槽の撤去時は汲み取りが必要ではないのか。地下浸
透させたら付近の地下水に影響はないのか。

答８：基本的には汲み取りが必要だと考えているが、一部市町村でそのまま埋め戻しても良いという許可をだしているとこ
ろがあると聞いている。そのような市町村まで指導が行き届いてないというのが現状である。
廃棄物協会の会合に出席した際に浄化槽については家屋解体時にきちんと汲み取るように指導して行きたい。

問９：県では宇城保健所管内で毎年開催されている設置者講習会を、今後全保健所で開催したいと考えている。ついては、
協会の各支部から講師派遣等についてご協力頂けないか。

答９：協議を行い必要な部分についてはお手伝いしたいと考える。

問10：県の資料に不適合施工で排水管の未接続があるが、これはどの段階で発見されたものか。
答10：７条検査時に発見された。これについては、市町村設置型であり町から指導され改善されたと聞いている。

問11：下水道が家の前まで来たが接続せずにそのまま浄化槽を使用している方がいる。
答11：使用中の浄化槽をそのまま使用し下水道に接続しなくてもよいという法案が提出されているがまだ検討中である。

問12：みなし浄化槽の使用期限の撤廃とあるが、使用期限とは何年だったのか。
答12：これまでは、30年という期限があったが撤廃されたため設置後５年でも10年でも浄化槽への転換補助の対象となる。

問13：保守点検の回数を県の条例で定めるという考えはあるのか。
答13：関係業界とも協議しつつ、検討を行いたいと思う。

問14：BOD値の測定は側溝で採水されたものかそれとも浄化槽の中なのか。
答14：法定検査では浄化槽からの放流水を採水することになっている。

問15：運用指針の中の使用開始の項目に保守点検業者の項目を追加し使用開始報告書の提出を管理者に勧めて頂くことと、
その管理者からの求めに応じて手続きの代行を行うという文章を追加してはどうか。

答15：要望として検討したい。

問16：メーカーから他県での補助金はもっと高いと聞いた。市町村の財政状況は厳しいので県からの補助金をもっと増やし
て欲しい。

答16：みなし浄化槽から浄化槽への補助は現在９万円を出している。２０万円への増額の要求は出しているが予算が付かな
い。これからも要求は行うが、市町村設置型の方が予算が付き易いのでそちらに力を入れて欲しい。

問17：既に個人が設置している浄化槽の管理を市町村設置型に転換できないか。
答17：浄化槽を市町村に寄付してもらえば可能である。市町村が維持管理費に補助を出す形も考えられる。今後とも維持管

理には地道な啓発を続けて欲しい

問18：保守点検、清掃を行っているが法定検査を受検しなければならないのかという苦情がある。
答18：点検、清掃を正しく行えば適正な水質で排水されるが、保守点検では目視等で水質の状況を確かめるため正式な分析

を行い適正な水質で放流されているかの検査を行うものであり保守点検等とは別である。料金も県が決めた料金で実
施されている。
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平成22年度 地域（保健所）別連絡会議報告
　浄化槽に関する行政、会員（業界）、協会が一堂に会する年１回の会議として始まった地域（保健所）別連絡会議
も本年で13回を数えることになりました。
　本年度も平成22年９月28日から11月９日までの約２ヶ月間をかけて全11支部において33市町村、９保健所及
び３地域振興局の担当者の出席のもと開催されました。
　各会議で頂いたご意見等の要旨を掲載致します。

１．浄化槽への転換促進に対する取り組みについて
　①みなし浄化槽管理者への転換促進の啓発について
・市政だより・市ホームページ・タウンメールで呼びかけを行っている。
・転換促進については、市町村設置型での推進を行っている。啓発については、年３回程度、広報誌に掲載している。
・転換促進等については、法定検査及び維持管理の必要性をまとめたホームページ、パンフレットにて広報している。また、
新設の浄化槽についてはパンフレットを活用して説明を行っている。
・転換促進については、下水道事業が厳しいため今年８月に検討委員会で浄化槽への補助拡大を検討した。市町村設置
型はまだ厳しい部分があるが更に検討し転換を推進したい。

　②汲み取り世帯に対する浄化槽への転換促進について
・パンフレット等でのお知らせを行っている。保守点検・清掃・法定検査の契約等が行われているかを確認して補助金を出
している。
・市民の皆様へは広報誌を用いて連絡等を行っている。今後も継続して呼びかけを行いたい。
・汲み取り世帯からの転換に関しては老夫婦が多く経済的な理由で進まないのが現状である。今後、広報誌等を通じて浄
化槽の良い点を説明し補助の内容に関しても多く掲載したいと考える。
・汲み取り世帯の汚水整備に関しては、過疎化高齢化が進みなかなか進展しないのが現状である。

　③浄化槽への転換補助の更なる強化について
・市町村設置型に加え個人設置型にも高度処理型を勧めている。転換促進への取り組みについては平成２３年度以降の
検討課題としたい。
・転換の促進については広報誌を活用している。転換補助については町単独での補助金の増額が考えられるが、当面現在
の額で補助を行う予定である。

２．浄化槽使用者への維持管理の必要性の啓発について
・竣工検査時に浄化槽の維持管理の必要性について説明している。１１条検査については「きちんと保守点検、清掃を行っ
ているのになぜ検査が必要か。」との反論も受けることもある。広報誌等で説明している現状である。
・補助事業対象者には竣工検査時に周知徹底を行っているが、無管理・無清掃者には個別の指導を行っている。
・竣工検査時にパンフレット等を渡して浄化槽設置者の義務の説明を行っている。また、法定検査に関しては広報誌で啓発
を図っている。
・権限移譲市町村への情報提供や環境フェア、ホームページを通してのPR活動、実態調査やモデル事業を設定してのモ
デル事業にて取り組んでいる。
・啓発としてホームページへの掲載を行っている。補助金で設置された浄化槽には、施工業者と市の担当者がお伺いし、検
査が終了したらパンフレットを利用し、保守点検、清掃、法定検査の必要性について説明している。

３．浄化槽使用開始報告書、浄化槽管理者変更報告書、廃止届の取り扱いについて
・使用開始日の連絡は協会から取りにこられる際に控えを一緒に渡しており差し支えはない。他の市町村と足並みをそろえ
て対応したい。
・廃止届、変更届の提出漏れについては今後の課題として考えていく必要があると思う。
・使用開始報告書は100％提出されているとは言えないが、かなりの確率で提出されているのではないか。管理者変更報
告書はほとんど提出がないので今後周知啓発を行いたい。
・使用開始報告書や廃止届は管理が徹底されていない。使用開始報告書は実績報告書と併せて提出している。廃止届は提
出してもらうようにしているので設置届といっしょに郵送することは可能である。
・使用開始報告書については、工事業者が工事終了後に速やかに提出された場合、使用開始から30日以内より若干早く
提出されることになり現規程では保健所での受理はできない。届出については出すべき時が来た際に設置者からの依頼
を受けた保守点検業者から提出頂くことは可能だと考える。届出内容の情報の共有については、検査機関と行政機関が
連携を取る必要があるため今後、手法等について協議を行いたい。

４.その他
問１：法定検査の結果書において判定が‘おおむね適正’との判定について設置者から問い合わせがある。
答１：７条検査時において設置者の維持管理に対する認識不足に起因する消毒剤の無開封や消毒剤の不足などについてはお

おむね適正と判定している。今後は、法令順守の観点からも検査時未管理や清掃が年に１回以上実施されていない等

の判定については協会の中でも検討を行いたいと考える。

問２：市の浄化槽取扱要綱の中で保守点検回数は２月に１回以上となっているが、保守点検回数についてご意見を頂きたい。
答２：点検回数についての協会としての見解は持ち合わせていない。個々の浄化槽において設置者と保守点検業者の間で契

約を行われており、また、協会でどの位の期間適正な機能を保持できるか等の研究もしていないため現段階で何回と
いう見解はない。

問３：汲み取り世帯で浄化槽への転換時に国道へ排水することは出来ないのか。
答３：県では県道には許可している。国道については環境省が流して良いのではないかとの判断もあるが、道路管理者の国

土交通省が側溝はあくまでも雨水等を流すためのものとして許可していない。側溝の管理をしている監督官庁にとっ
ても設置許可の判断は難しく、市が国道に排水を許可することはない。

問４：公共施設及びそれに準ずる施設で、まだ沢山のみなし浄化槽が設置されていると思う。特に水質に問題があるものか
ら市町村が率先して浄化槽への転換が出来ないものか。

答４：県及び市町村においても今後浄化槽への転換を進めなければならないが、下水道の進捗状況やその施設が今後使われ
るかどうか等も考慮して進めていく必要があると考える。

問５：業者は精一杯がんばって浄化槽の普及に貢献している。今後は是非、行政にも力をいれて臨んで欲しい。
健康フェア・環境フェア等を復活させて住民への啓発を行ってはどうか。
各市町村の窓口に浄化槽の模型を置いたら効果があるのではないか。

答５：小さな集まりにこまめに顔を出し説明を行うのが一番効果的ではないかと考えている。

問６：放流先がない場合、浄化槽が設置できないのが普及のネックになっていると思う。例えば合併なら地下浸透を認める
等の救済措置は出来ないものか。

答６：県道放流は認められているが現状の法律では困難だと考える。条件付で認められている蒸発散で対応頂きたい。

問７：蒸発散は面積の問題と降水量の関係できちんと機能するものではない。なぜ、蒸発散に拘るのか理解できない。高度
処理なら地下浸透させて良い等の見直しは出来ないのか。

答７：「蒸発散のなかで蒸発しきれないものは地下に浸潤して拡散するので良いのではないか。」という意見だと思うが、
全国的にそれを認めていない。普遍的にこの型式ならOKというものがなければ県も認められない。上流で汚染された
地下水が下流域で問題となることを考えなければならない。

問８：いまだに家屋の解体時に浄化槽を汲み取らない業者がいる。浄化槽の撤去時は汲み取りが必要ではないのか。地下浸
透させたら付近の地下水に影響はないのか。

答８：基本的には汲み取りが必要だと考えているが、一部市町村でそのまま埋め戻しても良いという許可をだしているとこ
ろがあると聞いている。そのような市町村まで指導が行き届いてないというのが現状である。
廃棄物協会の会合に出席した際に浄化槽については家屋解体時にきちんと汲み取るように指導して行きたい。

問９：県では宇城保健所管内で毎年開催されている設置者講習会を、今後全保健所で開催したいと考えている。ついては、
協会の各支部から講師派遣等についてご協力頂けないか。

答９：協議を行い必要な部分についてはお手伝いしたいと考える。

問10：県の資料に不適合施工で排水管の未接続があるが、これはどの段階で発見されたものか。
答10：７条検査時に発見された。これについては、市町村設置型であり町から指導され改善されたと聞いている。

問11：下水道が家の前まで来たが接続せずにそのまま浄化槽を使用している方がいる。
答11：使用中の浄化槽をそのまま使用し下水道に接続しなくてもよいという法案が提出されているがまだ検討中である。

問12：みなし浄化槽の使用期限の撤廃とあるが、使用期限とは何年だったのか。
答12：これまでは、30年という期限があったが撤廃されたため設置後５年でも10年でも浄化槽への転換補助の対象となる。

問13：保守点検の回数を県の条例で定めるという考えはあるのか。
答13：関係業界とも協議しつつ、検討を行いたいと思う。

問14：BOD値の測定は側溝で採水されたものかそれとも浄化槽の中なのか。
答14：法定検査では浄化槽からの放流水を採水することになっている。

問15：運用指針の中の使用開始の項目に保守点検業者の項目を追加し使用開始報告書の提出を管理者に勧めて頂くことと、
その管理者からの求めに応じて手続きの代行を行うという文章を追加してはどうか。

答15：要望として検討したい。

問16：メーカーから他県での補助金はもっと高いと聞いた。市町村の財政状況は厳しいので県からの補助金をもっと増やし
て欲しい。

答16：みなし浄化槽から浄化槽への補助は現在９万円を出している。２０万円への増額の要求は出しているが予算が付かな
い。これからも要求は行うが、市町村設置型の方が予算が付き易いのでそちらに力を入れて欲しい。

問17：既に個人が設置している浄化槽の管理を市町村設置型に転換できないか。
答17：浄化槽を市町村に寄付してもらえば可能である。市町村が維持管理費に補助を出す形も考えられる。今後とも維持管

理には地道な啓発を続けて欲しい

問18：保守点検、清掃を行っているが法定検査を受検しなければならないのかという苦情がある。
答18：点検、清掃を正しく行えば適正な水質で排水されるが、保守点検では目視等で水質の状況を確かめるため正式な分析

を行い適正な水質で放流されているかの検査を行うものであり保守点検等とは別である。料金も県が決めた料金で実
施されている。
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平成22年度 
浄化槽設置基数等実態調査業務(熊本県委託)について

　平成22年度ISO14001の定期審査が平成22年9月30日から10月1日に行われました。

１．審査の結論
今回の定期審査では、適用規格〔ISO14001：2004〕の中で改善指摘事項カテゴリーＢが認められました。
改善指摘事項；廃棄物処理法（略称）施行規則の第八条の２７“管理票交付者は事業所ごとに毎年6月30日まで
に前年度の交付状況を年次報告書（様式三号）により知事に提出すること”が義務付けられていますが、H21
年度発行の管理票（マニュフスト）3件について、年次報告書が現時点で未提出でした。

是正処置；改善指摘事項については、H21年度管理票を10月1日に県知事に届出を行った。同時に改善指摘事
項是正処置計画報告書に基づき原因の特定、是正処置実施状況の確認等を行い、（財）日本品質保証機構
JQAに報告し受理されている。

２．総合所見
　【グッドポイント】
継続的な活動として、今年度も、第24回全国浄化槽技術研究集会があり、法定検査部からも発表が予定されて

いるとのことでした。本活動は、従業員のモチベーション向上に繋がる活動であり、又、浄化槽の設備技術･管理
技術の向上に資する社会貢献活動としても評価できます。
　【総括】（概要）
①内部監査の有効性について
内部監査において、不適合6件が検出されていたが、全て不適合/是正報告書が発行され、効果の確認も

されていた。内部監査は適切な運用が図られていると判断できる。
②マネジメントレビューについて
見直し記録には、インプット情報とトップマネジメントの結論が記録されており有効に機能していると判断
できる。尚、トップの交代に伴う、臨時のマネジメントレビューの実施と記録を今後の検討課題としていただき
たい。
③目的、目標及び実施計画について
環境マネジメント実施計画が2010年度をベースにした3ヵ年の実施計画表がより経営にリンクし、且つ、
社会貢献する項目が設定され作成されていた。
他、監視及び運用管理、環境側面、順守評価について

３．審査所見･改善の機会（概要）
①内部監査において、重要度ランクと重大な不適合、観察等との関連付けをすること。
②マネジメントレビューにおいて、前回の指示に対し実施したことを記載すること。
　他、監視及び運用等5項目について指摘がありました。

ISO定期審査報告

この事業は、熊本県が今後の生活排水処理施策を進める上での重要なデータを整理し、また法定検査受検率の
向上を図り浄化槽の適正な維持管理を確保するため、平成21年度・平成22年度・平成23年度の3ヵ年で戸別訪
問等を行い浄化槽の設置状況や維持管理状況の実態調査を行うものです。
平成22年度調査地域は、下記の市町村です。
現場調査等については、平成22年9月から平成23年3月にかけて、調査のお知らせのハガキで御協力をお願い

し調査員が戸別訪問等を行っています。
平成22年12月20日現在　　
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平成22年度 地域（保健所）別連絡会議報告
　浄化槽に関する行政、会員（業界）、協会が一堂に会する年１回の会議として始まった地域（保健所）別連絡会議
も本年で13回を数えることになりました。
　本年度も平成22年９月28日から11月９日までの約２ヶ月間をかけて全11支部において33市町村、９保健所及
び３地域振興局の担当者の出席のもと開催されました。
　各会議で頂いたご意見等の要旨を掲載致します。

１．浄化槽への転換促進に対する取り組みについて
　①みなし浄化槽管理者への転換促進の啓発について
・市政だより・市ホームページ・タウンメールで呼びかけを行っている。
・転換促進については、市町村設置型での推進を行っている。啓発については、年３回程度、広報誌に掲載している。
・転換促進等については、法定検査及び維持管理の必要性をまとめたホームページ、パンフレットにて広報している。また、
新設の浄化槽についてはパンフレットを活用して説明を行っている。
・転換促進については、下水道事業が厳しいため今年８月に検討委員会で浄化槽への補助拡大を検討した。市町村設置
型はまだ厳しい部分があるが更に検討し転換を推進したい。

　②汲み取り世帯に対する浄化槽への転換促進について
・パンフレット等でのお知らせを行っている。保守点検・清掃・法定検査の契約等が行われているかを確認して補助金を出
している。
・市民の皆様へは広報誌を用いて連絡等を行っている。今後も継続して呼びかけを行いたい。
・汲み取り世帯からの転換に関しては老夫婦が多く経済的な理由で進まないのが現状である。今後、広報誌等を通じて浄
化槽の良い点を説明し補助の内容に関しても多く掲載したいと考える。
・汲み取り世帯の汚水整備に関しては、過疎化高齢化が進みなかなか進展しないのが現状である。

　③浄化槽への転換補助の更なる強化について
・市町村設置型に加え個人設置型にも高度処理型を勧めている。転換促進への取り組みについては平成２３年度以降の
検討課題としたい。
・転換の促進については広報誌を活用している。転換補助については町単独での補助金の増額が考えられるが、当面現在
の額で補助を行う予定である。

２．浄化槽使用者への維持管理の必要性の啓発について
・竣工検査時に浄化槽の維持管理の必要性について説明している。１１条検査については「きちんと保守点検、清掃を行っ
ているのになぜ検査が必要か。」との反論も受けることもある。広報誌等で説明している現状である。
・補助事業対象者には竣工検査時に周知徹底を行っているが、無管理・無清掃者には個別の指導を行っている。
・竣工検査時にパンフレット等を渡して浄化槽設置者の義務の説明を行っている。また、法定検査に関しては広報誌で啓発
を図っている。
・権限移譲市町村への情報提供や環境フェア、ホームページを通してのPR活動、実態調査やモデル事業を設定してのモ
デル事業にて取り組んでいる。
・啓発としてホームページへの掲載を行っている。補助金で設置された浄化槽には、施工業者と市の担当者がお伺いし、検
査が終了したらパンフレットを利用し、保守点検、清掃、法定検査の必要性について説明している。

３．浄化槽使用開始報告書、浄化槽管理者変更報告書、廃止届の取り扱いについて
・使用開始日の連絡は協会から取りにこられる際に控えを一緒に渡しており差し支えはない。他の市町村と足並みをそろえ
て対応したい。
・廃止届、変更届の提出漏れについては今後の課題として考えていく必要があると思う。
・使用開始報告書は100％提出されているとは言えないが、かなりの確率で提出されているのではないか。管理者変更報
告書はほとんど提出がないので今後周知啓発を行いたい。
・使用開始報告書や廃止届は管理が徹底されていない。使用開始報告書は実績報告書と併せて提出している。廃止届は提
出してもらうようにしているので設置届といっしょに郵送することは可能である。
・使用開始報告書については、工事業者が工事終了後に速やかに提出された場合、使用開始から30日以内より若干早く
提出されることになり現規程では保健所での受理はできない。届出については出すべき時が来た際に設置者からの依頼
を受けた保守点検業者から提出頂くことは可能だと考える。届出内容の情報の共有については、検査機関と行政機関が
連携を取る必要があるため今後、手法等について協議を行いたい。

４.その他
問１：法定検査の結果書において判定が‘おおむね適正’との判定について設置者から問い合わせがある。
答１：７条検査時において設置者の維持管理に対する認識不足に起因する消毒剤の無開封や消毒剤の不足などについてはお

おむね適正と判定している。今後は、法令順守の観点からも検査時未管理や清掃が年に１回以上実施されていない等

の判定については協会の中でも検討を行いたいと考える。

問２：市の浄化槽取扱要綱の中で保守点検回数は２月に１回以上となっているが、保守点検回数についてご意見を頂きたい。
答２：点検回数についての協会としての見解は持ち合わせていない。個々の浄化槽において設置者と保守点検業者の間で契

約を行われており、また、協会でどの位の期間適正な機能を保持できるか等の研究もしていないため現段階で何回と
いう見解はない。

問３：汲み取り世帯で浄化槽への転換時に国道へ排水することは出来ないのか。
答３：県では県道には許可している。国道については環境省が流して良いのではないかとの判断もあるが、道路管理者の国

土交通省が側溝はあくまでも雨水等を流すためのものとして許可していない。側溝の管理をしている監督官庁にとっ
ても設置許可の判断は難しく、市が国道に排水を許可することはない。

問４：公共施設及びそれに準ずる施設で、まだ沢山のみなし浄化槽が設置されていると思う。特に水質に問題があるものか
ら市町村が率先して浄化槽への転換が出来ないものか。

答４：県及び市町村においても今後浄化槽への転換を進めなければならないが、下水道の進捗状況やその施設が今後使われ
るかどうか等も考慮して進めていく必要があると考える。

問５：業者は精一杯がんばって浄化槽の普及に貢献している。今後は是非、行政にも力をいれて臨んで欲しい。
健康フェア・環境フェア等を復活させて住民への啓発を行ってはどうか。
各市町村の窓口に浄化槽の模型を置いたら効果があるのではないか。

答５：小さな集まりにこまめに顔を出し説明を行うのが一番効果的ではないかと考えている。

問６：放流先がない場合、浄化槽が設置できないのが普及のネックになっていると思う。例えば合併なら地下浸透を認める
等の救済措置は出来ないものか。

答６：県道放流は認められているが現状の法律では困難だと考える。条件付で認められている蒸発散で対応頂きたい。

問７：蒸発散は面積の問題と降水量の関係できちんと機能するものではない。なぜ、蒸発散に拘るのか理解できない。高度
処理なら地下浸透させて良い等の見直しは出来ないのか。

答７：「蒸発散のなかで蒸発しきれないものは地下に浸潤して拡散するので良いのではないか。」という意見だと思うが、
全国的にそれを認めていない。普遍的にこの型式ならOKというものがなければ県も認められない。上流で汚染された
地下水が下流域で問題となることを考えなければならない。

問８：いまだに家屋の解体時に浄化槽を汲み取らない業者がいる。浄化槽の撤去時は汲み取りが必要ではないのか。地下浸
透させたら付近の地下水に影響はないのか。

答８：基本的には汲み取りが必要だと考えているが、一部市町村でそのまま埋め戻しても良いという許可をだしているとこ
ろがあると聞いている。そのような市町村まで指導が行き届いてないというのが現状である。
廃棄物協会の会合に出席した際に浄化槽については家屋解体時にきちんと汲み取るように指導して行きたい。

問９：県では宇城保健所管内で毎年開催されている設置者講習会を、今後全保健所で開催したいと考えている。ついては、
協会の各支部から講師派遣等についてご協力頂けないか。

答９：協議を行い必要な部分についてはお手伝いしたいと考える。

問10：県の資料に不適合施工で排水管の未接続があるが、これはどの段階で発見されたものか。
答10：７条検査時に発見された。これについては、市町村設置型であり町から指導され改善されたと聞いている。

問11：下水道が家の前まで来たが接続せずにそのまま浄化槽を使用している方がいる。
答11：使用中の浄化槽をそのまま使用し下水道に接続しなくてもよいという法案が提出されているがまだ検討中である。

問12：みなし浄化槽の使用期限の撤廃とあるが、使用期限とは何年だったのか。
答12：これまでは、30年という期限があったが撤廃されたため設置後５年でも10年でも浄化槽への転換補助の対象となる。

問13：保守点検の回数を県の条例で定めるという考えはあるのか。
答13：関係業界とも協議しつつ、検討を行いたいと思う。

問14：BOD値の測定は側溝で採水されたものかそれとも浄化槽の中なのか。
答14：法定検査では浄化槽からの放流水を採水することになっている。

問15：運用指針の中の使用開始の項目に保守点検業者の項目を追加し使用開始報告書の提出を管理者に勧めて頂くことと、
その管理者からの求めに応じて手続きの代行を行うという文章を追加してはどうか。

答15：要望として検討したい。

問16：メーカーから他県での補助金はもっと高いと聞いた。市町村の財政状況は厳しいので県からの補助金をもっと増やし
て欲しい。

答16：みなし浄化槽から浄化槽への補助は現在９万円を出している。２０万円への増額の要求は出しているが予算が付かな
い。これからも要求は行うが、市町村設置型の方が予算が付き易いのでそちらに力を入れて欲しい。

問17：既に個人が設置している浄化槽の管理を市町村設置型に転換できないか。
答17：浄化槽を市町村に寄付してもらえば可能である。市町村が維持管理費に補助を出す形も考えられる。今後とも維持管

理には地道な啓発を続けて欲しい

問18：保守点検、清掃を行っているが法定検査を受検しなければならないのかという苦情がある。
答18：点検、清掃を正しく行えば適正な水質で排水されるが、保守点検では目視等で水質の状況を確かめるため正式な分析

を行い適正な水質で放流されているかの検査を行うものであり保守点検等とは別である。料金も県が決めた料金で実
施されている。
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『下水環境フェア』開催
平成22年10月17日（日）熊本市上通りのビプレス広場において、熊本県下水環境課との共催で下水環境フェアを

開催致しました。

　この下水環境フェアは、県民の皆様にどのようにして生活排水をきれいにして川や海に戻しているかをご理解

いただき、きれいな水を守るため皆で何ができるかを考えて頂く機会として開催されたものです。

　当協会はチラシの配布や浄化槽のパネル及び模型の展示説明を行い、約1,000人の来場がありました。

『浄化槽フォーラム・熊本』開催
平成22年10月８日（金）人吉市カルチャーパレスにおいて、平成22年度「浄化槽フォーラム熊本」を熊本県浄化
槽普及促進協議会との共催により開催致しました。
冒頭に人吉市田中信孝市長からの主催者挨拶に引き続き２つの講演が行われました。当日は、市町村長及び浄
化槽担当者、浄化槽関係業界・団体等を併せ約190名の参加がありました。

講演１　「今後の浄化槽行政について」
講師　環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部 廃棄物対策課浄化槽推進室 室長補佐 松田和久氏

講演２　「浄化槽の施工と維持管理について」
講師　全国浄化槽推進市町村協議会 事務局主任 加藤雅男氏
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「平成22年度第24回全国浄化槽技術研究集会」が10月19日（火）･20日（水）に長野市にて開催さ

れ、全国から検査員、行政担当者及び関係者延べ1,300名、当協会からは島田会長、西村局長以下検査員

４名が参加しました。

当協会検査2課長野口憲行が「生分解性プラスチックを水素供与体とした脱窒実験」－その２.構造例示

型を高度処理型へ－と題し研究発表を行いました。他に、GISを検査システムへの活用やBODに関する研

究等１９件の発表が行われました。さらに記念式典終了後には、「市町村財政と今後の上下水道事業のあ

り方」と題し北海道大学大学院所属研究員の遠藤誠作氏による特別講演が行われました。集会を通じ、法

定検査及び指定検査機関の信頼性確保のために精度管理がいかに重要であるか、ということを再認識しま

した。

平成22年11月14日（日）芦北町しろやまスカイド

ームにおいて熊本県主催の『平成22年度 くまもと・み

んなの川と海づくり県民大会』が開催されました。

この大会は、きれいな川や海を健全な姿で次世代に

継承していくことを目的に平成14年度から開催されて

おり、本年度で９回目となります。本年度は、熊本県

立大学環境共生学部大和田紘一教授の『八代海を再生

するための私達の活動』と題した基調講演のほか、

『くまもと・みんなの川と海づくり県民運動賞』の表

彰式やパネルディスカッション等が行われました。当

協会も浄化槽モデルの展示・説明やパンフレット、チ

ラシの配布を行いました。当日は約100名の参加があ

りました。

『第24回全国浄化槽技術研究集会』開催

『平成22年度 くまもと・みんなの川と海づくり県民大会』開催
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『九州地区浄化槽検査員研修会』に参加して

　平成22年11月26日（金）に、「九州地区浄化槽検査員研修会」が佐賀市で開催され、当協会からは検査員8名、
試験検査課1名及び検査事務課1名の計10名、各県より総勢72名の参加がありました。
　主催者である（財）長崎県浄化槽協会からの挨拶のあと、６つの指定検査機関からBODに関する発表等があり、
当協会からは、検査３課主査西村隆志が「浄化槽法第11条検査受検率向上の対策について」と題し西原村モデル
事業等の概要等について発表しました。また（財）日本環境整備教育センターの岡城孝雄氏から「法定検査制度の
見直しに伴う今後の展望について」と題した講演が行われました。
　法定検査の受検率向上と精度管理が浄化槽の普及に如何に重要であり、そのための今後のあるべき姿等につ
いて研修できました。

役職員等合同研修会の開催について
　平成22年12月10日（金）ニュースカイホテル熊本において、当協会役職員等65名を対象に浄化槽に関する研
修会を開催しました。
　当日は、財団法人日本環境整備教育センター 調査研究第１グループ リーダー 久川和彦氏、熊本県土木部下水
環境課 土木審議員 岡本陽一氏を講師にお迎えし研修を行いました。
　研修に引き続き行われた質疑応答では熱心な質疑が繰り返され浄化槽に関する研鑽を深めることが出来ました。

講習
　『浄化槽の法定検査の受検率向上に向けた取り組み事例』
　　講師：（財）日本環境整備教育センター 調査研究第１グループ リーダー 久川和彦氏

　『浄化槽の適正な維持管理を目指して』
　　講師：熊本県土木部下水環境課 土木審議員 岡本陽一氏
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平成２２年度 水環境保全助成事業の実施について

【現在までに実績報告書が提出されている2団体の写真をご紹介します】

○次世代のためにがんばろ会

平成22年度事業計画のうち、『水環境保全活動への支援事業』として昨年に引き続き水環境保全助成事業を実
施いたしました。今年度は計５団体からの応募があり、以下の４団体への助成を行ないました。

○尾窪「ホタル会」
　城南町ホタルを育てる会
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インターンシップの受け入れについて
今年度もインターンシップ（就業体験）で熊本工業高校工業化学科から、飯田大尊君（２年生）、中村航君（２年
生）の生徒２名を受け入れました。
二人とも、毎日元気な挨拶で始まり仕事に対する取り組みも真面目で受け入れた側も学ぶべき点が多くありま

した。
　12月６日（月）から10日（金）の５日間以下の内容で職場体験を実施してもらいました。
１日目（12月６日） ・浄化槽に関する講義
２日目（12月７日） ・試験検査課分析補助
３日目（12月８日） ・検査現場同行（７条検査）
４日目（12月９日）  ・検査現場同行（11条検査）
５日目（12月10日）  ・検査事務課補助

浄化槽法第11条検査未受検者受検勧奨対策について
11条検査の未受検者に受検勧奨文書を2月20日頃発送いたします。
今回も、県及び市町村のご指導ご協力いただき下記の勧奨文書、法定検査実施確認書及び関係法令等（抜粋）

を発送しております。
浄化槽管理者等からのお問合せにつきましては、検査のご案内及び受検の勧奨をご協力いただきますようよろし

くお願い致します。
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今回も、県及び市町村のご指導ご協力いただき下記の勧奨文書、法定検査実施確認書及び関係法令等（抜粋）

を発送しております。
浄化槽管理者等からのお問合せにつきましては、検査のご案内及び受検の勧奨をご協力いただきますようよろし

くお願い致します。
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平成23年度に新たに権限移譲される市町村はありません。
現在までに権限移譲されている市町村は下記のとおりですので再度ご確認ください。

権限移譲市町村

人吉市・山鹿市・宇土市・大津町・菊陽町・御船町・嘉島町・益城町・甲佐町・山都町・氷川町・芦北町・
津奈木町・錦町・多良木町・湯前町・水上村・相良村・五木村・山江村・球磨村・あさぎり町・合志市・
南小国町・小国町・産山村・高森町・南阿蘇村・西原村・南関町・玉東町・長洲町・和水町

○権限移譲市町村の設置届出書（ブルーの表紙）の提出方法

１．建築確認が不要な場合

２．建築確認が必要な場合（提出方法は権限移譲前と同じ）

浄化槽法事務・権限移譲市町村について

浄化槽機能保証制度について
浄化槽機能保証制度のしくみ

(社)全国浄化槽団体連合会（略称：全浄連）は、浄化槽の正常な機能を保証するため、平成５年より機能保証制
度を実施しています。
この制度は、全浄連に保証登録された浄化槽に機能異常が発生した場合には、その原因者を明らかにして当該
原因者による修補等の措置を確保するとともに、原因者が特定できない場合や、原因者が倒産する等、原因者により
措置を講ずることが著しく困難である場合には、全浄連に設けられた保証基金により、その修補に要する費用を支
払うものです。

保証制度のメリット

１　浄化槽業界の負担で、家庭等の浄化槽が保証されます。
２　万一、原因不明の機能異常が発生した場合でも、全浄連に設けられた保証基金で対応するので、安心です。
３　家庭、市町村、工事業者等の信頼関係が高まります。

保証の範囲

１　保証制度の対象となる浄化槽
全国浄化槽推進市町村協議会の実施する登録制度により登録された浄化槽であり、各都道府県浄化槽協
会を通じて全浄連が保証登録を行った浄化槽であること。
なお、対象となるのは、浄化槽本体であって、便所、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口を接続する配
管設備（流入管きょ）及び浄化槽本体の流出口と処理水の放流口を接続する配管設備（放流管きょ）並びにそ
の付帯設備は対象外です。

２　保証制度の対象となる機能異常
浄化槽法第７条及び第11条に規定する検査等において、施工上の瑕疵により保証登録浄化槽の機能に異
常があると判定された場合です。

３　保証の期間
本制度の保証期間は、浄化槽の使用開始の日から５年間とします。但し、駆動部分及び散気管については、
使用開始の日から１年間とします。



平成22年7月1日から法定検査部（検査3課）に配属になりました、

楠田孝明です。

7月の配属から約半年間、諸先輩方と現場に同行し、検査の補助をさ

せて頂いたことで、少しずつではありますが、浄化槽に対する知識、技

術を学ぶことができました。

新人研修を終え、一人で業務を行うことに不安はありますが、これま

での業務経験や、検査員講習会で学んだこと等を踏まえ、基本を忘れ

ずに明るく元気に頑張ってまいります。

まだまだ勉強不足で、皆様にご迷惑をお掛けすることもあると思いま

すが、一日でも早く活躍できるように努力していく所存です。皆様の温か

いご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

新 人 紹 介
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平成22年9月7日付　　 水俣燃料 ㈲
平成22年12月14日付　共栄設備工業 ㈱

退 会

新年あけましておめでとうございます。
本年も『協会ニュース』をよろしくお願い申

し上げます。
今号は昨年末に閣議決定された『平成23
年度 浄化槽推進関係予算（案）の概要』と、
『平成22年度 地域（保健所）別連絡会議』の
内容を中心に掲載いたしました。
なお、前号のアンケートにご回答いただき

ました皆様にこの場をお借りいたしまして御
礼申し上げます。
皆様のご意見を今後の参考とさせていた
だきますので、引き続きお気付きになられまし
た点等ございましたら同封のアンケート用
紙にご記入いただきますよう、よろしくお願い
申し上げます。

総務常任委員会
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公益社団法人

島　田　　好　久

平成22年度

浄 化 槽 技 術 講 習 会
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～ 開催要領 ～

１．目　　的　浄化槽の製造、施工、維持管理に携わる技術者に対し最新の浄化槽の機能及び
構造等に関する講習会を実施し、浄化槽の適正な施工及び維持管理のための技
術の習得を目的に開催する。

２．開 催 日 平成23年２月４日（金）　午後１時30分～午後４時25分

３．開催場所 グランメッセ熊本　２階　『大会議室』
  （上益城郡益城町福富1010　電話 096-286-8000）

４．主　　催 公益社団法人　熊本県浄化槽協会

５．対 象 者 ・会　員（製造・施工・維持管理業者）等
  ・行政関係者（県・市町村）

６．参 加 費 無　料

７．講習内容
①講師：熊本県土木部下水環境課・建築課
　演題：『浄化槽の設置等にかかる建築基準法・浄化槽法上の手続き等について』

②講師：㈱ハウステック
　演題：『単独処理槽転換事業に向けたKTG型の施工・維持管理要領』

③講師：ニッコー㈱
　演題：『浄化王の構造と維持管理について』

※ご参加をご希望の方は、参加申込書を当協会宛にご返送下さい。


