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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、先の東日本大震災からはや1年を迎えようとしている中、被災されました地域
では少しずつですが復興の兆しも見えているようです。この震災を通じまして、私は改
めて生活排水の処理の大切さを認識したところであり、早期に設置でき良好な放流
水質を確保できる浄化槽が被災地の復興に大きな存在感を示したのではないかと
感じております。

また、当協会では、県内に数多く設置してあるみなし浄化槽を浄化槽に転換するための新たな施策や法定検査
の信頼性を確保するための精度管理システム等について本年度内に一定の目処を示せるよう鋭意取り組んでおり
ます。更に本年度が最終年度となる県からの浄化槽設置基数等実態調査事業（県の委託事業）につきましては、全
市町村での調査を終え最終的な取りまとめ段階であり、またこの調査結果等を踏まえ稼動予定の浄化槽台帳管理
システムにつきましても製作を進めている状況で御座います。この浄化槽台帳管理システムでは市町村から提供さ
れる浄化槽の設置・廃止等の情報を反映することとなっており、この情報の活用と適正な台帳管理システムの運用
が浄化槽の維持管理、法定検査の更なる推進に役立てられるものとして期待しております。
このように本年におきましても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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　本年度の環境大臣表彰の授賞式が平成23年9月30日（金）東京會舘ローズルームにて執り行われました。本年
度の受賞者は次の方々です。

平成23年度

循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰

平成24年度 浄化槽推進関係予算（案）の概要について

武　田　　昭　夫 氏 （熊本支部　武田施設産業㈲）
村　上　　邦　博 氏 （熊本支部　（協業）熊本清掃公社）
土　本　　勝　洋 氏 （菊池支部　㈲クドウ工業）

※



当協会では、県下水環境課に対し協会会員の活用等についての要望書を提出致しました。これは、協会会員による
浄化槽の適正な施工・維持管理を通じて県内の水環境の保全に寄与すべく、積極的に協会会員を活用いただくよう要
望するとともに、協会が実施する浄化槽技術講習会の受講を資格更新等の要件として扱って頂けるよう要望したもので
す。

要望書の提出について

公熊浄協発第９３号
平成２４年１月１６日

熊本県土木部道路都市局下水環境課
課長　軸　丸　英　顕　　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公益社団法人　熊本県浄化槽協会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会　　　長　　島　田　好　久

浄化槽の施工・維持管理業に係る資格更新の際の要件追加及び浄化槽設置工事の際の協会会員の活用につ
いて（要望）

　時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
　かねて、当協会運営等につきましては格段のご指導を賜り厚くお礼申し上げます。
　さて、当協会は浄化槽の製造、施工及び維持管理の適正な実施を通じて県内の水環境の保全及び公衆衛生
の向上に寄与することを目的に活動しております。
　この度、浄化槽の適正な施工及び維持管理の実施が更に徹底されるよう下記のとおり要望致しますので、ご賢
察のうえご高配賜りますようお願い致します。

記

１．要望の内容
（１）当協会が主催する技術講習会の受講を浄化槽の施工業及び維持管理業（保守点検業及び清掃業）の資

格登録及び更新の要件として、熊本県浄化槽取扱要項に追加頂くよう要望します。

（２）市町村が発注する浄化槽の設置工事（市町村設置型）及び補助金が交付される浄化槽の設置工事（個人
設置型）並びにみなし浄化槽から浄化槽への転換設置工事（転換補助事業）に際しては技術講習会を受
講した工事業者を優先的に活用頂けるよう要望します。

２．要望の理由
当協会では、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

る技術の習得を目的とした技術講習会を開催しており、この講習会を受講した施工業者及び維持管理業者に限り
資格の更新等を認めることは、浄化槽の適正な施工、維持管理を担保するために必要な要件であると考えます。
また、浄化槽工事においても日々 進化する浄化槽が所期の機能を発揮するためには、適切な施工方法を習得

し実践することが不可欠であり、特に補助制度を活用した浄化槽の工事に当たっては、技術講習会等を通じ研鑽
を重ねた当協会会員による工事が適当であると考えます。

以上
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平成23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
14回目を数えることになりました。
　本年度も平成23年10月14日から11月11日にかけて全11支部において、38市町村、10保健所、3振興局のご担当者の
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記載致します。

１．人槽算定のただし書の適用を受けた浄化槽（７人槽から５人槽への変更）に於いて、当該ただし書
の適用が水質の悪化を招いた場合の対応等について
・居住する人数が少なく、使用状況が明らかで大きな浄化槽を設置する必要が無い場合、また、維持管理に支障が無い範囲
であれば人槽の緩和を認めている。
・通常の保守点検、清掃を実施しても放流水質に悪化が認められる場合は点検・清掃の回数を増やすことで対応する。それで
も改善しない場合は法に基づいた処置を検討する。
・水質悪化の場合は、個人負担によりブロアの容量アップ、清掃回数を増やす、流量調整をつける、適正な人槽への入れ替えを
検討してもらう、使用状況を改善してもらう等の対応を行って頂く。
・水質の悪化を招いた場合は改善を指示し、もし改善を行わなければ設置者の責任において浄化槽の入替えなども必要にな
ると思う。
・ただし書の条件に合致しない場合であっても放流水質に問題が無ければ必ずしも指導の必要はないのではないかと考えて
いる。
・緩和条件に合致しない場合は施主が持参する書面等を基に状況を確認し判断する。施主とは竣工まで4回程度会うことにな
るので繰り返し聞き取り調査を行い、説明をしたい。

２．法定検査の未受検者への取り組みについて
・未受検者には、県・市町村・協会の連名文書で受検勧奨を行っている。また、昨年、西原村で行った受検率向上対策をさらに
広め、県内7保健所に浄化槽支援員を配置した。他にも新規に浄化槽を設置した設置者等を対象に浄化槽の使用や法体系
を説明する浄化槽設置者講習会を実施している。なお、未受検者に対して罰則（過料）を科した事例はない。浄化槽の適正
な維持管理は地域の河川や海の水質保全に効果があることを粘り強く説明する等の対応が必要であると考える。
・広報やホームページで受検を訴えたい。業者の皆さんの協力を得ながら個別訪問等を検討したい。
・浄化槽の事務権限移譲を行っていない。支援員と連絡を取りながら考えたい。補助金を交付した浄化槽に関しては補助金の
返還の可能性も検討したい。
・町が確認検査に訪れた際に法定検査の必要性を説明し理解を得て頂いていると思っている。受検をされない方には電話で
話すことが一番だと思う。
・未受検者には通知を行っている。その後も受検されない設置者には訪問して説明を行うことにしている。
・未受検者に対しては、市町村と同様に文書による受検勧奨を実施している。また、広報誌等を活用した啓発を行っている。併
せて、浄化槽支援員を配置し新規浄化槽設置者等を対象とした、設置者講習会を実施し周知啓発を行っている。
・協会と連携して未受検者への受検勧奨を実施しているが、県内の7保健所に浄化槽支援員を配置し連携して受検率向上対
策を行っている。
・法定検査の未受検者については、法的な位置づけを含め説明を行っている。罰則についてはこれまで適用がないため、浄化
槽の維持管理を適正に実施することで地域の水環境の保全に寄与しているということを設置者に理解頂けるよう説明するこ
とが重要であると考える。

３．みなし浄化槽から浄化槽への転換に係る補助について及び官公庁施設の転換についての対応について
・現在の撤去補助の実績は、平成20年度33件、平成21年度37件、平成22年度36件。また、みなし浄化槽から浄化槽への転換
モデル事業を実施中である。市町村がみなし浄化槽の撤去費を、助成する場合に、9万円を超える場合に20万円を上限とす
る補助を、新規については11万円を上限とする補助を実施している。官公庁施設の転換については、影響が大きい学校施設
や警察関係の建物から転換に取りかかっている。
・転換に係る補助は行っていないが、合併処理浄化槽を設置する際に、国・県の補助に7万1千円を上乗せして補助している。
・転換については、みなし浄化槽の撤去が必要な場合に、6万円を設置補助に上乗せして支給している。官公庁施設の転換に

ついては下水道により対応が済んでいる。
・みなし浄化槽の撤去に伴う補助は行っていないが、10年前から設置補助の金額を上げて対応している。官公庁施設の転換に
ついては、担当部署と協議しながら進めたい。なお、下水道区域に設置された施設については下水道への接続にて対応する。
・転換補助については、下水道区域以外は補助金で対応している。官公庁施設の転換については該当施設なし。
・転換補助は行っていないが、設置補助に上乗せして対応している。官公庁施設の転換については、残っているのが公園施設
のみなので、改修等の際に対応したい。

４．浄化槽からの放流先が確保出来ない場合の対応について及び国道、県道側溝への放流に係る手続きについて
・熊本県浄化槽取扱要項において、放流先の地下浸透は禁止されている。なお、蒸発散方式は設置できる場合がある。道路の
側溝は、本来路面排水のために設置されているものであり、県が管理する県道・国道側溝への放流に伴う道路の占用につい
て、他に適当な放流先がなくやむを得ない場合に側溝への放流量が側溝の設計推量の許容範囲内であることを確認した上で
下水道が整備されるまでの間に限り許可している。道路占用申請書類は、占用許可の可否を判断するうえで定められた基準を
満たしているかを確認するためのものである。手続き上必要な書類となるので趣旨をご理解頂き適正な申請に協力頂きたい。お
尋ねしたいことがあれば地域振興局の維持管理課に確認頂きたい。
・下水道が出来るまでの間の繋ぎとして特例で認めている。
・基本的に断っている。どうしてもという場合のみ協議により対応している。
・管路を伸ばすように指導している。
・現場を確認して対応。新築の場合は放流管を伸ばしてもらう。
・ポンプアップして200ｍ放流管を伸ばしてもらった例もある。
・放流先まで個人負担で延長してもらう。
・農業用水路に流れる場合は近隣と相談をお願いしている。穴を掘って流し込んでいるところは管を埋けるように指導している。
道路占用許可を県に申請している。
・個人負担で管路を延長してもらっている。
・放流先がないところは許可していない。市町村設置型の放流管の20ｍまでは村負担、それ以上は個人負担。
・原則、河川側溝等への接続をお願いしている。放流先が自分の敷地で十分な広さがある場合は蒸発散方式を許可することも
ある。なお、条件が揃わない場合等は県及び協会と相談して進めている。
・これまで事例はないが、放流先までの距離が長く長距離の放流管の敷設が必要という物件が1件あり現在も対応中である。町
では、宅地外から放流先までの距離が20ｍを超え且つ70ｍまでは1ｍ当たり2,000円の補助を今年度から行っている。なお、現
在検討中の事例は宅地から県道までの距離が200ｍを越えており検討中である。

５.その他
問１：浄化槽協会では現在5年に4回のＢＯＤ検査を実施しているが、設置者への周知の中でも点検と検査の違いを明確にす

るためにも毎年ＢＯＤ検査を導入して頂きたい。

答１：ご指摘のとおり現在は熊本方式（5年に4回のＢＯＤ検査実施）にて検査を行っている。毎年のＢＯＤ検査については
実施体制を含め、今後検討を行いたい。

問２：浄化槽協会の知名度が低いと思う。新聞やラジオ・テレビ等でのＰＲ活動は出来ないのか。

答２：現在は市町村等の広報誌等を中心に啓発を行っているが、更に適確な広報方法を検討したい。

問３：設置者から「法定検査の葉書が突然送付されてきた。周りには送付されてない。不公平である。」との電話があり、

説明したが納得されないまま電話を切られたことがあった。訪問して対話することで解消することができるのではな

いか。

答３：11条検査は、実施時期になると協会から葉書で通知した後、検査を実施している。今後、更に設置者の理解を得られ
るよう説明に務めたい。

問４：設置者から浄化槽協会が市の指定検査機関であるかのような問い合わせや、法定検査について高圧的な感じでの説明

を受けたなどの苦情があっている。検査の際に誤解を招くような表現があったのではないか。

答４：法定検査についての説明方法等については現在進めている浄化槽法定検査の精度管理システムの中でも苦情や要望に
応えられるような体制を構築したい。

問５：処理能力の高い浄化槽に関しては地下浸透を認めても良いのではないか。

答５：認められない。

問６：5人槽を設置できる条件として、使用が5人以下という条件があるが、使用人数が少なくても水質が悪いということは
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あるのか。

答６：使用の状況によっては悪化する場合もある。例えば、油脂類の流入やトイレットペーパーの使用量が多い場合などで
ある。

問７：ただし書適用の基準を満たしていても、水質が悪化した場合は個人の責任で浄化槽を入れ替えさせるのか。

答７：ただし書を適用する場合には、4つの条件に合致して尚且つ今後も使用人数が増えないことを聞き取りで確認した後に
許可するものである。万が一使用人数が増えた場合や通常の保守点検・清掃を実施しても水質が悪化する場合は浄化
槽を入れ替えるということで設置者からも誓約書を提出頂いている。

問８：生活雑排水をそのまま排水して地下浸透させるよりも、法に触れてでも合併処理浄化槽で処理した後に地下浸透させ

た方が良いのではないか。

答８：ご指摘のような考えも理解できるが、熊本の地下水は一番の宝である。その地下水を守るために地下浸透は原則禁止
としている。熊本県では、どうしても放流先が無い場合は蒸発散方式も一案に入れている。他県でも無条件に地下浸
透は許可していない。

問９：蒸発散方式は、長持ちしない。7～8年しか持たないと思う。あまり四角四面なことを言わずに権限移譲した町にはあ

る程度、対応を任せてはどうか。

答９：県が管理している国道・県道の側溝には許可申請をしてもらえば許可している。また、権限移譲を行った町にはそち
らの町に任せてある。原則地下浸透は禁止としか言えない。

問10：法定検査の未受検者については、設置した業者に未受検である旨を伝えて受検をうながしてはどうか。

答10：設置届の誓約書を説明して「この内容を遵守すると設置を許可をするようになっています。」と説明している。みな
し浄化槽については、今では設置した業者は分からない。最近の浄化槽では設置の検査でも説明を行っているので受
検率も上がっている。

問11：協会に入会せずにメーカーから名義を借りて工事を行っている業者が多い。今のままでは協会員も会員外でも変わり

はないと思う。協会員のメリットも考えて欲しい。

答11：協会としては、施工業の方に特にがんばって欲しい。確かにメリットがないといわれるが、メリットは協会員の皆さ
んで考え作っていくべきものであると考えている。私が現在考えているのは、みなし浄化槽から浄化槽への転換の際
に、協会員の施工の場合に限り協会独自の補助金を支給してはどうかと考えている。現在検討を行っているが、その
中でも名義貸しの問題は対応が難しい。会員同士の信頼関係に寄るところも大きいため今後も検討し名義貸しの撲滅
を実現したい。

問12：最近では、超コンパクト型の浄化槽があるようだが、水質や維持管理の状況はどうか。

答12：設置して1年程度になるが、今のところ特に水質等に問題はない。
問13：浄化槽を一度埋設してその後廃止届を出して、また、それを堀り上げて再び設置届を提出したいと思っている。どう

いう手続きになるのか。

答13：廃止届を提出した後、新設分の設置届を提出して頂く。

問14：既設の浄化槽を掘り上げて別の場所に移設する場合に、以前の浄化槽には認定書もあり書類は揃っていたが移設する

際に書類が揃わない。どのように対応したら良いか。

答14：掘り上げた浄化槽については廃止届を提出して頂き、これを移設する際に新たに設置届を提出頂く。要項に従い原則
書類を揃えて頂かないと審査できない。（県）設置者が変われば新たに出してもらわなければならない。そういう意
味で説明すると、一旦廃止届を提出頂き、施主が変われば新たに届出をお願いすることになる。次に認定書がまだ有
効かどうかが問題となる。メーカーが倒産した場合などの場合、更新失効している場合も考えられる。また、元の設
置者が書類を持っていれば認定番号が分かる場合もある。

問15：浄化槽設備士の受験対策の講習会を開催して欲しい。

答15：講師の派遣を含め担当委員会での検討を行いたい。

問16：夫婦2人住まいで単身者等が間借りする場合は、5人槽で申請して良いのか。

答16：人槽の増加が見込まれる場合は、勘案して算定を上乗せ頂き申請することが望ましい。

問17：新規工事後、処理水が悪い場合、維持管理（浄化槽の清掃）で対応するのか。

答17：維持管理で対応してもらうが、更に水質が悪ければ浄化槽管理者に清掃の頻度を上げてもらうように説明し清掃を実
施頂く。

問18：法定検査の受検指導に従わなかった場合はどのような対応を行っているのか。

答18：粘り強く説明を行う等の取り組みで受検をお願いしている。また、補助金対象浄化槽を中心に訪問を実施している。
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平成23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
14回目を数えることになりました。
　本年度も平成23年10月14日から11月11日にかけて全11支部において、38市町村、10保健所、3振興局のご担当者の
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記載致します。

１．人槽算定のただし書の適用を受けた浄化槽（７人槽から５人槽への変更）に於いて、当該ただし書
の適用が水質の悪化を招いた場合の対応等について
・居住する人数が少なく、使用状況が明らかで大きな浄化槽を設置する必要が無い場合、また、維持管理に支障が無い範囲
であれば人槽の緩和を認めている。
・通常の保守点検、清掃を実施しても放流水質に悪化が認められる場合は点検・清掃の回数を増やすことで対応する。それで
も改善しない場合は法に基づいた処置を検討する。
・水質悪化の場合は、個人負担によりブロアの容量アップ、清掃回数を増やす、流量調整をつける、適正な人槽への入れ替えを
検討してもらう、使用状況を改善してもらう等の対応を行って頂く。
・水質の悪化を招いた場合は改善を指示し、もし改善を行わなければ設置者の責任において浄化槽の入替えなども必要にな
ると思う。
・ただし書の条件に合致しない場合であっても放流水質に問題が無ければ必ずしも指導の必要はないのではないかと考えて
いる。
・緩和条件に合致しない場合は施主が持参する書面等を基に状況を確認し判断する。施主とは竣工まで4回程度会うことにな
るので繰り返し聞き取り調査を行い、説明をしたい。

２．法定検査の未受検者への取り組みについて
・未受検者には、県・市町村・協会の連名文書で受検勧奨を行っている。また、昨年、西原村で行った受検率向上対策をさらに
広め、県内7保健所に浄化槽支援員を配置した。他にも新規に浄化槽を設置した設置者等を対象に浄化槽の使用や法体系
を説明する浄化槽設置者講習会を実施している。なお、未受検者に対して罰則（過料）を科した事例はない。浄化槽の適正
な維持管理は地域の河川や海の水質保全に効果があることを粘り強く説明する等の対応が必要であると考える。
・広報やホームページで受検を訴えたい。業者の皆さんの協力を得ながら個別訪問等を検討したい。
・浄化槽の事務権限移譲を行っていない。支援員と連絡を取りながら考えたい。補助金を交付した浄化槽に関しては補助金の
返還の可能性も検討したい。
・町が確認検査に訪れた際に法定検査の必要性を説明し理解を得て頂いていると思っている。受検をされない方には電話で
話すことが一番だと思う。
・未受検者には通知を行っている。その後も受検されない設置者には訪問して説明を行うことにしている。
・未受検者に対しては、市町村と同様に文書による受検勧奨を実施している。また、広報誌等を活用した啓発を行っている。併
せて、浄化槽支援員を配置し新規浄化槽設置者等を対象とした、設置者講習会を実施し周知啓発を行っている。
・協会と連携して未受検者への受検勧奨を実施しているが、県内の7保健所に浄化槽支援員を配置し連携して受検率向上対
策を行っている。
・法定検査の未受検者については、法的な位置づけを含め説明を行っている。罰則についてはこれまで適用がないため、浄化
槽の維持管理を適正に実施することで地域の水環境の保全に寄与しているということを設置者に理解頂けるよう説明するこ
とが重要であると考える。

３．みなし浄化槽から浄化槽への転換に係る補助について及び官公庁施設の転換についての対応について
・現在の撤去補助の実績は、平成20年度33件、平成21年度37件、平成22年度36件。また、みなし浄化槽から浄化槽への転換
モデル事業を実施中である。市町村がみなし浄化槽の撤去費を、助成する場合に、9万円を超える場合に20万円を上限とす
る補助を、新規については11万円を上限とする補助を実施している。官公庁施設の転換については、影響が大きい学校施設
や警察関係の建物から転換に取りかかっている。
・転換に係る補助は行っていないが、合併処理浄化槽を設置する際に、国・県の補助に7万1千円を上乗せして補助している。
・転換については、みなし浄化槽の撤去が必要な場合に、6万円を設置補助に上乗せして支給している。官公庁施設の転換に

ついては下水道により対応が済んでいる。
・みなし浄化槽の撤去に伴う補助は行っていないが、10年前から設置補助の金額を上げて対応している。官公庁施設の転換に
ついては、担当部署と協議しながら進めたい。なお、下水道区域に設置された施設については下水道への接続にて対応する。
・転換補助については、下水道区域以外は補助金で対応している。官公庁施設の転換については該当施設なし。
・転換補助は行っていないが、設置補助に上乗せして対応している。官公庁施設の転換については、残っているのが公園施設
のみなので、改修等の際に対応したい。

４．浄化槽からの放流先が確保出来ない場合の対応について及び国道、県道側溝への放流に係る手続きについて
・熊本県浄化槽取扱要項において、放流先の地下浸透は禁止されている。なお、蒸発散方式は設置できる場合がある。道路の
側溝は、本来路面排水のために設置されているものであり、県が管理する県道・国道側溝への放流に伴う道路の占用につい
て、他に適当な放流先がなくやむを得ない場合に側溝への放流量が側溝の設計推量の許容範囲内であることを確認した上で
下水道が整備されるまでの間に限り許可している。道路占用申請書類は、占用許可の可否を判断するうえで定められた基準を
満たしているかを確認するためのものである。手続き上必要な書類となるので趣旨をご理解頂き適正な申請に協力頂きたい。お
尋ねしたいことがあれば地域振興局の維持管理課に確認頂きたい。
・下水道が出来るまでの間の繋ぎとして特例で認めている。
・基本的に断っている。どうしてもという場合のみ協議により対応している。
・管路を伸ばすように指導している。
・現場を確認して対応。新築の場合は放流管を伸ばしてもらう。
・ポンプアップして200ｍ放流管を伸ばしてもらった例もある。
・放流先まで個人負担で延長してもらう。
・農業用水路に流れる場合は近隣と相談をお願いしている。穴を掘って流し込んでいるところは管を埋けるように指導している。
道路占用許可を県に申請している。
・個人負担で管路を延長してもらっている。
・放流先がないところは許可していない。市町村設置型の放流管の20ｍまでは村負担、それ以上は個人負担。
・原則、河川側溝等への接続をお願いしている。放流先が自分の敷地で十分な広さがある場合は蒸発散方式を許可することも
ある。なお、条件が揃わない場合等は県及び協会と相談して進めている。
・これまで事例はないが、放流先までの距離が長く長距離の放流管の敷設が必要という物件が1件あり現在も対応中である。町
では、宅地外から放流先までの距離が20ｍを超え且つ70ｍまでは1ｍ当たり2,000円の補助を今年度から行っている。なお、現
在検討中の事例は宅地から県道までの距離が200ｍを越えており検討中である。

５.その他
問１：浄化槽協会では現在5年に4回のＢＯＤ検査を実施しているが、設置者への周知の中でも点検と検査の違いを明確にす

るためにも毎年ＢＯＤ検査を導入して頂きたい。

答１：ご指摘のとおり現在は熊本方式（5年に4回のＢＯＤ検査実施）にて検査を行っている。毎年のＢＯＤ検査については
実施体制を含め、今後検討を行いたい。

問２：浄化槽協会の知名度が低いと思う。新聞やラジオ・テレビ等でのＰＲ活動は出来ないのか。

答２：現在は市町村等の広報誌等を中心に啓発を行っているが、更に適確な広報方法を検討したい。

問３：設置者から「法定検査の葉書が突然送付されてきた。周りには送付されてない。不公平である。」との電話があり、

説明したが納得されないまま電話を切られたことがあった。訪問して対話することで解消することができるのではな

いか。

答３：11条検査は、実施時期になると協会から葉書で通知した後、検査を実施している。今後、更に設置者の理解を得られ
るよう説明に務めたい。

問４：設置者から浄化槽協会が市の指定検査機関であるかのような問い合わせや、法定検査について高圧的な感じでの説明

を受けたなどの苦情があっている。検査の際に誤解を招くような表現があったのではないか。

答４：法定検査についての説明方法等については現在進めている浄化槽法定検査の精度管理システムの中でも苦情や要望に
応えられるような体制を構築したい。

問５：処理能力の高い浄化槽に関しては地下浸透を認めても良いのではないか。

答５：認められない。

問６：5人槽を設置できる条件として、使用が5人以下という条件があるが、使用人数が少なくても水質が悪いということは
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あるのか。

答６：使用の状況によっては悪化する場合もある。例えば、油脂類の流入やトイレットペーパーの使用量が多い場合などで
ある。

問７：ただし書適用の基準を満たしていても、水質が悪化した場合は個人の責任で浄化槽を入れ替えさせるのか。

答７：ただし書を適用する場合には、4つの条件に合致して尚且つ今後も使用人数が増えないことを聞き取りで確認した後に
許可するものである。万が一使用人数が増えた場合や通常の保守点検・清掃を実施しても水質が悪化する場合は浄化
槽を入れ替えるということで設置者からも誓約書を提出頂いている。

問８：生活雑排水をそのまま排水して地下浸透させるよりも、法に触れてでも合併処理浄化槽で処理した後に地下浸透させ

た方が良いのではないか。

答８：ご指摘のような考えも理解できるが、熊本の地下水は一番の宝である。その地下水を守るために地下浸透は原則禁止
としている。熊本県では、どうしても放流先が無い場合は蒸発散方式も一案に入れている。他県でも無条件に地下浸
透は許可していない。

問９：蒸発散方式は、長持ちしない。7～8年しか持たないと思う。あまり四角四面なことを言わずに権限移譲した町にはあ

る程度、対応を任せてはどうか。

答９：県が管理している国道・県道の側溝には許可申請をしてもらえば許可している。また、権限移譲を行った町にはそち
らの町に任せてある。原則地下浸透は禁止としか言えない。

問10：法定検査の未受検者については、設置した業者に未受検である旨を伝えて受検をうながしてはどうか。

答10：設置届の誓約書を説明して「この内容を遵守すると設置を許可をするようになっています。」と説明している。みな
し浄化槽については、今では設置した業者は分からない。最近の浄化槽では設置の検査でも説明を行っているので受
検率も上がっている。

問11：協会に入会せずにメーカーから名義を借りて工事を行っている業者が多い。今のままでは協会員も会員外でも変わり

はないと思う。協会員のメリットも考えて欲しい。

答11：協会としては、施工業の方に特にがんばって欲しい。確かにメリットがないといわれるが、メリットは協会員の皆さ
んで考え作っていくべきものであると考えている。私が現在考えているのは、みなし浄化槽から浄化槽への転換の際
に、協会員の施工の場合に限り協会独自の補助金を支給してはどうかと考えている。現在検討を行っているが、その
中でも名義貸しの問題は対応が難しい。会員同士の信頼関係に寄るところも大きいため今後も検討し名義貸しの撲滅
を実現したい。

問12：最近では、超コンパクト型の浄化槽があるようだが、水質や維持管理の状況はどうか。

答12：設置して1年程度になるが、今のところ特に水質等に問題はない。
問13：浄化槽を一度埋設してその後廃止届を出して、また、それを堀り上げて再び設置届を提出したいと思っている。どう

いう手続きになるのか。

答13：廃止届を提出した後、新設分の設置届を提出して頂く。

問14：既設の浄化槽を掘り上げて別の場所に移設する場合に、以前の浄化槽には認定書もあり書類は揃っていたが移設する

際に書類が揃わない。どのように対応したら良いか。

答14：掘り上げた浄化槽については廃止届を提出して頂き、これを移設する際に新たに設置届を提出頂く。要項に従い原則
書類を揃えて頂かないと審査できない。（県）設置者が変われば新たに出してもらわなければならない。そういう意
味で説明すると、一旦廃止届を提出頂き、施主が変われば新たに届出をお願いすることになる。次に認定書がまだ有
効かどうかが問題となる。メーカーが倒産した場合などの場合、更新失効している場合も考えられる。また、元の設
置者が書類を持っていれば認定番号が分かる場合もある。

問15：浄化槽設備士の受験対策の講習会を開催して欲しい。

答15：講師の派遣を含め担当委員会での検討を行いたい。

問16：夫婦2人住まいで単身者等が間借りする場合は、5人槽で申請して良いのか。

答16：人槽の増加が見込まれる場合は、勘案して算定を上乗せ頂き申請することが望ましい。

問17：新規工事後、処理水が悪い場合、維持管理（浄化槽の清掃）で対応するのか。

答17：維持管理で対応してもらうが、更に水質が悪ければ浄化槽管理者に清掃の頻度を上げてもらうように説明し清掃を実
施頂く。

問18：法定検査の受検指導に従わなかった場合はどのような対応を行っているのか。

答18：粘り強く説明を行う等の取り組みで受検をお願いしている。また、補助金対象浄化槽を中心に訪問を実施している。
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平成23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
14回目を数えることになりました。
　本年度も平成23年10月14日から11月11日にかけて全11支部において、38市町村、10保健所、3振興局のご担当者の
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記載致します。

１．人槽算定のただし書の適用を受けた浄化槽（７人槽から５人槽への変更）に於いて、当該ただし書
の適用が水質の悪化を招いた場合の対応等について
・居住する人数が少なく、使用状況が明らかで大きな浄化槽を設置する必要が無い場合、また、維持管理に支障が無い範囲
であれば人槽の緩和を認めている。
・通常の保守点検、清掃を実施しても放流水質に悪化が認められる場合は点検・清掃の回数を増やすことで対応する。それで
も改善しない場合は法に基づいた処置を検討する。
・水質悪化の場合は、個人負担によりブロアの容量アップ、清掃回数を増やす、流量調整をつける、適正な人槽への入れ替えを
検討してもらう、使用状況を改善してもらう等の対応を行って頂く。
・水質の悪化を招いた場合は改善を指示し、もし改善を行わなければ設置者の責任において浄化槽の入替えなども必要にな
ると思う。
・ただし書の条件に合致しない場合であっても放流水質に問題が無ければ必ずしも指導の必要はないのではないかと考えて
いる。
・緩和条件に合致しない場合は施主が持参する書面等を基に状況を確認し判断する。施主とは竣工まで4回程度会うことにな
るので繰り返し聞き取り調査を行い、説明をしたい。

２．法定検査の未受検者への取り組みについて
・未受検者には、県・市町村・協会の連名文書で受検勧奨を行っている。また、昨年、西原村で行った受検率向上対策をさらに
広め、県内7保健所に浄化槽支援員を配置した。他にも新規に浄化槽を設置した設置者等を対象に浄化槽の使用や法体系
を説明する浄化槽設置者講習会を実施している。なお、未受検者に対して罰則（過料）を科した事例はない。浄化槽の適正
な維持管理は地域の河川や海の水質保全に効果があることを粘り強く説明する等の対応が必要であると考える。
・広報やホームページで受検を訴えたい。業者の皆さんの協力を得ながら個別訪問等を検討したい。
・浄化槽の事務権限移譲を行っていない。支援員と連絡を取りながら考えたい。補助金を交付した浄化槽に関しては補助金の
返還の可能性も検討したい。
・町が確認検査に訪れた際に法定検査の必要性を説明し理解を得て頂いていると思っている。受検をされない方には電話で
話すことが一番だと思う。
・未受検者には通知を行っている。その後も受検されない設置者には訪問して説明を行うことにしている。
・未受検者に対しては、市町村と同様に文書による受検勧奨を実施している。また、広報誌等を活用した啓発を行っている。併
せて、浄化槽支援員を配置し新規浄化槽設置者等を対象とした、設置者講習会を実施し周知啓発を行っている。
・協会と連携して未受検者への受検勧奨を実施しているが、県内の7保健所に浄化槽支援員を配置し連携して受検率向上対
策を行っている。
・法定検査の未受検者については、法的な位置づけを含め説明を行っている。罰則についてはこれまで適用がないため、浄化
槽の維持管理を適正に実施することで地域の水環境の保全に寄与しているということを設置者に理解頂けるよう説明するこ
とが重要であると考える。

３．みなし浄化槽から浄化槽への転換に係る補助について及び官公庁施設の転換についての対応について
・現在の撤去補助の実績は、平成20年度33件、平成21年度37件、平成22年度36件。また、みなし浄化槽から浄化槽への転換
モデル事業を実施中である。市町村がみなし浄化槽の撤去費を、助成する場合に、9万円を超える場合に20万円を上限とす
る補助を、新規については11万円を上限とする補助を実施している。官公庁施設の転換については、影響が大きい学校施設
や警察関係の建物から転換に取りかかっている。
・転換に係る補助は行っていないが、合併処理浄化槽を設置する際に、国・県の補助に7万1千円を上乗せして補助している。
・転換については、みなし浄化槽の撤去が必要な場合に、6万円を設置補助に上乗せして支給している。官公庁施設の転換に

ついては下水道により対応が済んでいる。
・みなし浄化槽の撤去に伴う補助は行っていないが、10年前から設置補助の金額を上げて対応している。官公庁施設の転換に
ついては、担当部署と協議しながら進めたい。なお、下水道区域に設置された施設については下水道への接続にて対応する。
・転換補助については、下水道区域以外は補助金で対応している。官公庁施設の転換については該当施設なし。
・転換補助は行っていないが、設置補助に上乗せして対応している。官公庁施設の転換については、残っているのが公園施設
のみなので、改修等の際に対応したい。

４．浄化槽からの放流先が確保出来ない場合の対応について及び国道、県道側溝への放流に係る手続きについて
・熊本県浄化槽取扱要項において、放流先の地下浸透は禁止されている。なお、蒸発散方式は設置できる場合がある。道路の
側溝は、本来路面排水のために設置されているものであり、県が管理する県道・国道側溝への放流に伴う道路の占用につい
て、他に適当な放流先がなくやむを得ない場合に側溝への放流量が側溝の設計推量の許容範囲内であることを確認した上で
下水道が整備されるまでの間に限り許可している。道路占用申請書類は、占用許可の可否を判断するうえで定められた基準を
満たしているかを確認するためのものである。手続き上必要な書類となるので趣旨をご理解頂き適正な申請に協力頂きたい。お
尋ねしたいことがあれば地域振興局の維持管理課に確認頂きたい。
・下水道が出来るまでの間の繋ぎとして特例で認めている。
・基本的に断っている。どうしてもという場合のみ協議により対応している。
・管路を伸ばすように指導している。
・現場を確認して対応。新築の場合は放流管を伸ばしてもらう。
・ポンプアップして200ｍ放流管を伸ばしてもらった例もある。
・放流先まで個人負担で延長してもらう。
・農業用水路に流れる場合は近隣と相談をお願いしている。穴を掘って流し込んでいるところは管を埋けるように指導している。
道路占用許可を県に申請している。
・個人負担で管路を延長してもらっている。
・放流先がないところは許可していない。市町村設置型の放流管の20ｍまでは村負担、それ以上は個人負担。
・原則、河川側溝等への接続をお願いしている。放流先が自分の敷地で十分な広さがある場合は蒸発散方式を許可することも
ある。なお、条件が揃わない場合等は県及び協会と相談して進めている。
・これまで事例はないが、放流先までの距離が長く長距離の放流管の敷設が必要という物件が1件あり現在も対応中である。町
では、宅地外から放流先までの距離が20ｍを超え且つ70ｍまでは1ｍ当たり2,000円の補助を今年度から行っている。なお、現
在検討中の事例は宅地から県道までの距離が200ｍを越えており検討中である。

５.その他
問１：浄化槽協会では現在5年に4回のＢＯＤ検査を実施しているが、設置者への周知の中でも点検と検査の違いを明確にす

るためにも毎年ＢＯＤ検査を導入して頂きたい。

答１：ご指摘のとおり現在は熊本方式（5年に4回のＢＯＤ検査実施）にて検査を行っている。毎年のＢＯＤ検査については
実施体制を含め、今後検討を行いたい。

問２：浄化槽協会の知名度が低いと思う。新聞やラジオ・テレビ等でのＰＲ活動は出来ないのか。

答２：現在は市町村等の広報誌等を中心に啓発を行っているが、更に適確な広報方法を検討したい。

問３：設置者から「法定検査の葉書が突然送付されてきた。周りには送付されてない。不公平である。」との電話があり、

説明したが納得されないまま電話を切られたことがあった。訪問して対話することで解消することができるのではな

いか。

答３：11条検査は、実施時期になると協会から葉書で通知した後、検査を実施している。今後、更に設置者の理解を得られ
るよう説明に務めたい。

問４：設置者から浄化槽協会が市の指定検査機関であるかのような問い合わせや、法定検査について高圧的な感じでの説明

を受けたなどの苦情があっている。検査の際に誤解を招くような表現があったのではないか。

答４：法定検査についての説明方法等については現在進めている浄化槽法定検査の精度管理システムの中でも苦情や要望に
応えられるような体制を構築したい。

問５：処理能力の高い浄化槽に関しては地下浸透を認めても良いのではないか。

答５：認められない。

問６：5人槽を設置できる条件として、使用が5人以下という条件があるが、使用人数が少なくても水質が悪いということは
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あるのか。

答６：使用の状況によっては悪化する場合もある。例えば、油脂類の流入やトイレットペーパーの使用量が多い場合などで
ある。

問７：ただし書適用の基準を満たしていても、水質が悪化した場合は個人の責任で浄化槽を入れ替えさせるのか。

答７：ただし書を適用する場合には、4つの条件に合致して尚且つ今後も使用人数が増えないことを聞き取りで確認した後に
許可するものである。万が一使用人数が増えた場合や通常の保守点検・清掃を実施しても水質が悪化する場合は浄化
槽を入れ替えるということで設置者からも誓約書を提出頂いている。

問８：生活雑排水をそのまま排水して地下浸透させるよりも、法に触れてでも合併処理浄化槽で処理した後に地下浸透させ

た方が良いのではないか。

答８：ご指摘のような考えも理解できるが、熊本の地下水は一番の宝である。その地下水を守るために地下浸透は原則禁止
としている。熊本県では、どうしても放流先が無い場合は蒸発散方式も一案に入れている。他県でも無条件に地下浸
透は許可していない。

問９：蒸発散方式は、長持ちしない。7～8年しか持たないと思う。あまり四角四面なことを言わずに権限移譲した町にはあ

る程度、対応を任せてはどうか。

答９：県が管理している国道・県道の側溝には許可申請をしてもらえば許可している。また、権限移譲を行った町にはそち
らの町に任せてある。原則地下浸透は禁止としか言えない。

問10：法定検査の未受検者については、設置した業者に未受検である旨を伝えて受検をうながしてはどうか。

答10：設置届の誓約書を説明して「この内容を遵守すると設置を許可をするようになっています。」と説明している。みな
し浄化槽については、今では設置した業者は分からない。最近の浄化槽では設置の検査でも説明を行っているので受
検率も上がっている。

問11：協会に入会せずにメーカーから名義を借りて工事を行っている業者が多い。今のままでは協会員も会員外でも変わり

はないと思う。協会員のメリットも考えて欲しい。

答11：協会としては、施工業の方に特にがんばって欲しい。確かにメリットがないといわれるが、メリットは協会員の皆さ
んで考え作っていくべきものであると考えている。私が現在考えているのは、みなし浄化槽から浄化槽への転換の際
に、協会員の施工の場合に限り協会独自の補助金を支給してはどうかと考えている。現在検討を行っているが、その
中でも名義貸しの問題は対応が難しい。会員同士の信頼関係に寄るところも大きいため今後も検討し名義貸しの撲滅
を実現したい。

問12：最近では、超コンパクト型の浄化槽があるようだが、水質や維持管理の状況はどうか。

答12：設置して1年程度になるが、今のところ特に水質等に問題はない。
問13：浄化槽を一度埋設してその後廃止届を出して、また、それを堀り上げて再び設置届を提出したいと思っている。どう

いう手続きになるのか。

答13：廃止届を提出した後、新設分の設置届を提出して頂く。

問14：既設の浄化槽を掘り上げて別の場所に移設する場合に、以前の浄化槽には認定書もあり書類は揃っていたが移設する

際に書類が揃わない。どのように対応したら良いか。

答14：掘り上げた浄化槽については廃止届を提出して頂き、これを移設する際に新たに設置届を提出頂く。要項に従い原則
書類を揃えて頂かないと審査できない。（県）設置者が変われば新たに出してもらわなければならない。そういう意
味で説明すると、一旦廃止届を提出頂き、施主が変われば新たに届出をお願いすることになる。次に認定書がまだ有
効かどうかが問題となる。メーカーが倒産した場合などの場合、更新失効している場合も考えられる。また、元の設
置者が書類を持っていれば認定番号が分かる場合もある。

問15：浄化槽設備士の受験対策の講習会を開催して欲しい。

答15：講師の派遣を含め担当委員会での検討を行いたい。

問16：夫婦2人住まいで単身者等が間借りする場合は、5人槽で申請して良いのか。

答16：人槽の増加が見込まれる場合は、勘案して算定を上乗せ頂き申請することが望ましい。

問17：新規工事後、処理水が悪い場合、維持管理（浄化槽の清掃）で対応するのか。

答17：維持管理で対応してもらうが、更に水質が悪ければ浄化槽管理者に清掃の頻度を上げてもらうように説明し清掃を実
施頂く。

問18：法定検査の受検指導に従わなかった場合はどのような対応を行っているのか。

答18：粘り強く説明を行う等の取り組みで受検をお願いしている。また、補助金対象浄化槽を中心に訪問を実施している。
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出席のもと開催されました。
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１．人槽算定のただし書の適用を受けた浄化槽（７人槽から５人槽への変更）に於いて、当該ただし書
の適用が水質の悪化を招いた場合の対応等について
・居住する人数が少なく、使用状況が明らかで大きな浄化槽を設置する必要が無い場合、また、維持管理に支障が無い範囲
であれば人槽の緩和を認めている。
・通常の保守点検、清掃を実施しても放流水質に悪化が認められる場合は点検・清掃の回数を増やすことで対応する。それで
も改善しない場合は法に基づいた処置を検討する。
・水質悪化の場合は、個人負担によりブロアの容量アップ、清掃回数を増やす、流量調整をつける、適正な人槽への入れ替えを
検討してもらう、使用状況を改善してもらう等の対応を行って頂く。
・水質の悪化を招いた場合は改善を指示し、もし改善を行わなければ設置者の責任において浄化槽の入替えなども必要にな
ると思う。
・ただし書の条件に合致しない場合であっても放流水質に問題が無ければ必ずしも指導の必要はないのではないかと考えて
いる。
・緩和条件に合致しない場合は施主が持参する書面等を基に状況を確認し判断する。施主とは竣工まで4回程度会うことにな
るので繰り返し聞き取り調査を行い、説明をしたい。

２．法定検査の未受検者への取り組みについて
・未受検者には、県・市町村・協会の連名文書で受検勧奨を行っている。また、昨年、西原村で行った受検率向上対策をさらに
広め、県内7保健所に浄化槽支援員を配置した。他にも新規に浄化槽を設置した設置者等を対象に浄化槽の使用や法体系
を説明する浄化槽設置者講習会を実施している。なお、未受検者に対して罰則（過料）を科した事例はない。浄化槽の適正
な維持管理は地域の河川や海の水質保全に効果があることを粘り強く説明する等の対応が必要であると考える。
・広報やホームページで受検を訴えたい。業者の皆さんの協力を得ながら個別訪問等を検討したい。
・浄化槽の事務権限移譲を行っていない。支援員と連絡を取りながら考えたい。補助金を交付した浄化槽に関しては補助金の
返還の可能性も検討したい。
・町が確認検査に訪れた際に法定検査の必要性を説明し理解を得て頂いていると思っている。受検をされない方には電話で
話すことが一番だと思う。
・未受検者には通知を行っている。その後も受検されない設置者には訪問して説明を行うことにしている。
・未受検者に対しては、市町村と同様に文書による受検勧奨を実施している。また、広報誌等を活用した啓発を行っている。併
せて、浄化槽支援員を配置し新規浄化槽設置者等を対象とした、設置者講習会を実施し周知啓発を行っている。
・協会と連携して未受検者への受検勧奨を実施しているが、県内の7保健所に浄化槽支援員を配置し連携して受検率向上対
策を行っている。
・法定検査の未受検者については、法的な位置づけを含め説明を行っている。罰則についてはこれまで適用がないため、浄化
槽の維持管理を適正に実施することで地域の水環境の保全に寄与しているということを設置者に理解頂けるよう説明するこ
とが重要であると考える。

３．みなし浄化槽から浄化槽への転換に係る補助について及び官公庁施設の転換についての対応について
・現在の撤去補助の実績は、平成20年度33件、平成21年度37件、平成22年度36件。また、みなし浄化槽から浄化槽への転換
モデル事業を実施中である。市町村がみなし浄化槽の撤去費を、助成する場合に、9万円を超える場合に20万円を上限とす
る補助を、新規については11万円を上限とする補助を実施している。官公庁施設の転換については、影響が大きい学校施設
や警察関係の建物から転換に取りかかっている。
・転換に係る補助は行っていないが、合併処理浄化槽を設置する際に、国・県の補助に7万1千円を上乗せして補助している。
・転換については、みなし浄化槽の撤去が必要な場合に、6万円を設置補助に上乗せして支給している。官公庁施設の転換に

ついては下水道により対応が済んでいる。
・みなし浄化槽の撤去に伴う補助は行っていないが、10年前から設置補助の金額を上げて対応している。官公庁施設の転換に
ついては、担当部署と協議しながら進めたい。なお、下水道区域に設置された施設については下水道への接続にて対応する。
・転換補助については、下水道区域以外は補助金で対応している。官公庁施設の転換については該当施設なし。
・転換補助は行っていないが、設置補助に上乗せして対応している。官公庁施設の転換については、残っているのが公園施設
のみなので、改修等の際に対応したい。

４．浄化槽からの放流先が確保出来ない場合の対応について及び国道、県道側溝への放流に係る手続きについて
・熊本県浄化槽取扱要項において、放流先の地下浸透は禁止されている。なお、蒸発散方式は設置できる場合がある。道路の
側溝は、本来路面排水のために設置されているものであり、県が管理する県道・国道側溝への放流に伴う道路の占用につい
て、他に適当な放流先がなくやむを得ない場合に側溝への放流量が側溝の設計推量の許容範囲内であることを確認した上で
下水道が整備されるまでの間に限り許可している。道路占用申請書類は、占用許可の可否を判断するうえで定められた基準を
満たしているかを確認するためのものである。手続き上必要な書類となるので趣旨をご理解頂き適正な申請に協力頂きたい。お
尋ねしたいことがあれば地域振興局の維持管理課に確認頂きたい。
・下水道が出来るまでの間の繋ぎとして特例で認めている。
・基本的に断っている。どうしてもという場合のみ協議により対応している。
・管路を伸ばすように指導している。
・現場を確認して対応。新築の場合は放流管を伸ばしてもらう。
・ポンプアップして200ｍ放流管を伸ばしてもらった例もある。
・放流先まで個人負担で延長してもらう。
・農業用水路に流れる場合は近隣と相談をお願いしている。穴を掘って流し込んでいるところは管を埋けるように指導している。
道路占用許可を県に申請している。
・個人負担で管路を延長してもらっている。
・放流先がないところは許可していない。市町村設置型の放流管の20ｍまでは村負担、それ以上は個人負担。
・原則、河川側溝等への接続をお願いしている。放流先が自分の敷地で十分な広さがある場合は蒸発散方式を許可することも
ある。なお、条件が揃わない場合等は県及び協会と相談して進めている。
・これまで事例はないが、放流先までの距離が長く長距離の放流管の敷設が必要という物件が1件あり現在も対応中である。町
では、宅地外から放流先までの距離が20ｍを超え且つ70ｍまでは1ｍ当たり2,000円の補助を今年度から行っている。なお、現
在検討中の事例は宅地から県道までの距離が200ｍを越えており検討中である。

５.その他
問１：浄化槽協会では現在5年に4回のＢＯＤ検査を実施しているが、設置者への周知の中でも点検と検査の違いを明確にす

るためにも毎年ＢＯＤ検査を導入して頂きたい。

答１：ご指摘のとおり現在は熊本方式（5年に4回のＢＯＤ検査実施）にて検査を行っている。毎年のＢＯＤ検査については
実施体制を含め、今後検討を行いたい。

問２：浄化槽協会の知名度が低いと思う。新聞やラジオ・テレビ等でのＰＲ活動は出来ないのか。

答２：現在は市町村等の広報誌等を中心に啓発を行っているが、更に適確な広報方法を検討したい。

問３：設置者から「法定検査の葉書が突然送付されてきた。周りには送付されてない。不公平である。」との電話があり、

説明したが納得されないまま電話を切られたことがあった。訪問して対話することで解消することができるのではな

いか。

答３：11条検査は、実施時期になると協会から葉書で通知した後、検査を実施している。今後、更に設置者の理解を得られ
るよう説明に務めたい。

問４：設置者から浄化槽協会が市の指定検査機関であるかのような問い合わせや、法定検査について高圧的な感じでの説明

を受けたなどの苦情があっている。検査の際に誤解を招くような表現があったのではないか。

答４：法定検査についての説明方法等については現在進めている浄化槽法定検査の精度管理システムの中でも苦情や要望に
応えられるような体制を構築したい。

問５：処理能力の高い浄化槽に関しては地下浸透を認めても良いのではないか。

答５：認められない。

問６：5人槽を設置できる条件として、使用が5人以下という条件があるが、使用人数が少なくても水質が悪いということは
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あるのか。

答６：使用の状況によっては悪化する場合もある。例えば、油脂類の流入やトイレットペーパーの使用量が多い場合などで
ある。

問７：ただし書適用の基準を満たしていても、水質が悪化した場合は個人の責任で浄化槽を入れ替えさせるのか。

答７：ただし書を適用する場合には、4つの条件に合致して尚且つ今後も使用人数が増えないことを聞き取りで確認した後に
許可するものである。万が一使用人数が増えた場合や通常の保守点検・清掃を実施しても水質が悪化する場合は浄化
槽を入れ替えるということで設置者からも誓約書を提出頂いている。

問８：生活雑排水をそのまま排水して地下浸透させるよりも、法に触れてでも合併処理浄化槽で処理した後に地下浸透させ

た方が良いのではないか。

答８：ご指摘のような考えも理解できるが、熊本の地下水は一番の宝である。その地下水を守るために地下浸透は原則禁止
としている。熊本県では、どうしても放流先が無い場合は蒸発散方式も一案に入れている。他県でも無条件に地下浸
透は許可していない。

問９：蒸発散方式は、長持ちしない。7～8年しか持たないと思う。あまり四角四面なことを言わずに権限移譲した町にはあ

る程度、対応を任せてはどうか。

答９：県が管理している国道・県道の側溝には許可申請をしてもらえば許可している。また、権限移譲を行った町にはそち
らの町に任せてある。原則地下浸透は禁止としか言えない。

問10：法定検査の未受検者については、設置した業者に未受検である旨を伝えて受検をうながしてはどうか。

答10：設置届の誓約書を説明して「この内容を遵守すると設置を許可をするようになっています。」と説明している。みな
し浄化槽については、今では設置した業者は分からない。最近の浄化槽では設置の検査でも説明を行っているので受
検率も上がっている。

問11：協会に入会せずにメーカーから名義を借りて工事を行っている業者が多い。今のままでは協会員も会員外でも変わり

はないと思う。協会員のメリットも考えて欲しい。

答11：協会としては、施工業の方に特にがんばって欲しい。確かにメリットがないといわれるが、メリットは協会員の皆さ
んで考え作っていくべきものであると考えている。私が現在考えているのは、みなし浄化槽から浄化槽への転換の際
に、協会員の施工の場合に限り協会独自の補助金を支給してはどうかと考えている。現在検討を行っているが、その
中でも名義貸しの問題は対応が難しい。会員同士の信頼関係に寄るところも大きいため今後も検討し名義貸しの撲滅
を実現したい。

問12：最近では、超コンパクト型の浄化槽があるようだが、水質や維持管理の状況はどうか。

答12：設置して1年程度になるが、今のところ特に水質等に問題はない。
問13：浄化槽を一度埋設してその後廃止届を出して、また、それを堀り上げて再び設置届を提出したいと思っている。どう

いう手続きになるのか。

答13：廃止届を提出した後、新設分の設置届を提出して頂く。

問14：既設の浄化槽を掘り上げて別の場所に移設する場合に、以前の浄化槽には認定書もあり書類は揃っていたが移設する

際に書類が揃わない。どのように対応したら良いか。

答14：掘り上げた浄化槽については廃止届を提出して頂き、これを移設する際に新たに設置届を提出頂く。要項に従い原則
書類を揃えて頂かないと審査できない。（県）設置者が変われば新たに出してもらわなければならない。そういう意
味で説明すると、一旦廃止届を提出頂き、施主が変われば新たに届出をお願いすることになる。次に認定書がまだ有
効かどうかが問題となる。メーカーが倒産した場合などの場合、更新失効している場合も考えられる。また、元の設
置者が書類を持っていれば認定番号が分かる場合もある。

問15：浄化槽設備士の受験対策の講習会を開催して欲しい。

答15：講師の派遣を含め担当委員会での検討を行いたい。

問16：夫婦2人住まいで単身者等が間借りする場合は、5人槽で申請して良いのか。

答16：人槽の増加が見込まれる場合は、勘案して算定を上乗せ頂き申請することが望ましい。

問17：新規工事後、処理水が悪い場合、維持管理（浄化槽の清掃）で対応するのか。

答17：維持管理で対応してもらうが、更に水質が悪ければ浄化槽管理者に清掃の頻度を上げてもらうように説明し清掃を実
施頂く。

問18：法定検査の受検指導に従わなかった場合はどのような対応を行っているのか。

答18：粘り強く説明を行う等の取り組みで受検をお願いしている。また、補助金対象浄化槽を中心に訪問を実施している。
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　熊本県では、公共用水域の水質保全の向上のため、浄化槽が適正に維持管理されているかどうかを検査する法定
検査（浄化槽法第11条）の実施率の向上対策として、平成23年度から浄化槽支援員を関係保健所に配置（７箇所８
名）し、法定検査を受検していただくように依頼する文書の発送や浄化槽設置者向けの講習会の開催等に取組んで
います。取組みの現在の状況については以下のとおりです。

１　浄化槽法第11条検査受検勧奨文書対策について（平成24年1月16日現在）

　　今後も玉名市、菊池市、阿蘇市、八代市、上天草市等に文書勧奨を行っていく予定です。

２　戸別訪問
　・訪問実施
　　宇城保健所、八代保健所で実施継続されています。
　・訪問予定
　　水俣保健所で１月～３月に予定されています。

３　設置者講習会
　・開催箇所
　　有明保健所、八代保健所、水俣保健所（２回）で開催されています。
　・開催予定
　　菊池保健所、阿蘇保健所、八代保健所、天草保健所、宇城保健所が１月～２月に予定されています。

浄化槽法第11条検査受検率向上対策
（浄化槽支援員事業）について（中間概要報告）

荒 尾 市
長 洲 町
南 関 町
玉 東 町
和 水 町
菊 池 市
阿 蘇 市
八 代 市
水 俣 市
上天草市
天 草 市
苓 北 町
合　　計

249
149
354
928
460
1,100
1,226
4,513
893
325
1,242
29

11,468

文書勧奨対象基数

25
19
80
112
70
233
175
603
373
18
76
1

1,785

11条検査依頼数

10.0%
12.8%
22.6%
12.1%
15.2%
21.2%
14.3%
14.4%
41.8%
5.5%
6.1%
3.4%

15.6%

依頼率（依頼数/対象基数)
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　平成23年度事業計画のうち、県内において水環境保全を目的に活動する団体等に対しその活動の支援として助成
を行いました。この事業は今回で３年目となり、助成を行った団体は以下のとおりです。実績報告がまとまり次第、協会
ホームページに掲載する予定です。

平成23年度 水環境保全助成事業の実施について

平成23年度ISO14001の定期審査が平成23年9月27日から9月28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が認められませんでした。登録されてい

るマネジメントシステムについてシステム維持の判断の推薦を致します。
　
２．総合所見
（1）環境方針、目的・目標について、内部監査及びマネジメントレビューとP-D-C-Aがまわり、一部を除き、ほぼ目的・目

標を達成していました。しかし、改善の機会に挙げたように著しい環境側面と目的・目標の結びつきの強化と8年目
を向かえて、現状取組んでいる目的目標が経営上有効であるかの見直しをしてみる時機に達しているのではと
思われます。また、紙の使用量などは仕事量の増加とともに増えかねませんので、指標を柔軟に設定されると良
いでしょう。

（2）水質分析課で量的には少量ですが、毒物、劇物をはじめかなりの種類の化学薬品を使用されています。今一
度、各種法規制に対応した化学物質の管理について全体的な見直しをされると良いでしょう。

（3）現在課長職の教育を行っていました。しかし、著しい環境側面に関連した力量表の作成には弱点が見受けられ
ました。実務の上でも利用できるような当社なりの力量表をISO要求事項に沿って作成されることが必要です。

【改善の機会】（概要）
・目的・目標について
（1）多くの著しい環境側面を決定していますが、評価基準の見直しに検討の余地がある。
（2）会長がご提案されるような「九州一のモデル協会にする」、これをどのような手段で実現するか経営に役立つか

など、大きな案件に取組まれることを検討する余地がある。
（3）コピー用紙の削減など、指標について原単位にする等検討の余地がありそうです。

・マネジメントレビューについて
インプットの一つである組織のパフォーマンスとして本来業務以外の目的・目標の2010年度の実績を報告していま
した。パフォーマンスとしては、環境方針には事業活動を通じて公共用水の水質の保全の確保を挙げていますの
で、11条による定期検査基数の推移と公共水域の水質の推移を対応させたデータなどを提示するなどの工夫の
余地がありました。

・その他
間接影響について定義がないために、「影響評価配点表（間接影響評価表）」と「環境マネジメント適用範囲登
録規定」の活動範囲としての環境側面との関連が判りづらくなっていました。

【訪問したテンポラリーサイトに関する情報】
今回7条検査に同行し、検体確保、消毒効果の確認、経路チェック等検査に立ち会いました。検査員のてきぱきと

した処理とわかりやすい説明で、対応されたお客様も満足されたようでした。

ISO定期審査報告

助成対象団体

NPO「こうさEMの会」

NPO法人　水生き粋きネットワーク

水と緑ワーキンググループ

対象事業

大井手川の水質浄化活動・水質調査の実施

小河川（排水路）の水質浄化

｢天狗山洞窟に生息する希少野生生物こうもりの
保護と里山保全の竹細工指導」
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平成23年10月7日（金）南阿蘇村のホテルグリーンピア南阿蘇において、平成23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。
冒頭の熊本県浄化槽普及促進協議会会長（高森町長）からの主催者挨拶に引き続き２つの講演と先進地事例発
表が行われました。当日は、市町村長及び県・保健所・市町村の浄化槽担当、浄化槽関係業界・団体等を併せ約150名
の参加がありました。

講演１　「最近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　東　利博氏

講演２　「浄化槽整備事業と生活排水処理施設整備計画策定マニュアルについて」

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

県内市町村先進地事例発表

演題　「浄化槽整備事業の推進に伴う補助金制度の見直しについて」

講師　水俣市産業建設部　下水道課　総務係　参事　松崎　誠哉氏

『浄化槽フォーラム・熊本』

「第25回全国浄化槽技術研究集会」が10月12日（水）～13日（木）に茨城県土浦市で開催され、全国から検査員、行
政担当者及び関係者延べ1,000名、当協会からは島田会長、西村局長、野村部長以下検査員2名が参加しました。
初日の10月12日に『東日本大震災か

ら得られた教訓と今後の汚水処理シ
ステムのあり方について』というテーマ
で東京大学環境安全研究センター 
教授 山本 和夫氏の特別講演が行わ
れ、また、『東日本大震災における浄化
槽等の被害状況報告と課題の整理』
と題して被災地各県の法定検査機関
からの情報が報告されました。
翌日は２会場に分かれて受検率向
上や実態調査、精度管理等をテーマ
に研究発表が行われました。

『第2５回全国浄化槽技術研究集会』



No31

平成23年11月30日（水）に、「九州地区浄化槽検査員研修会」が鹿児島市で開催され、当協会からは検査員11名、
各県より総勢62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、７つの指定検査機関から業務の効率化及びBODに関す

る8題の発表等があり、当協会からは、野村法定検査部長が「人事評価制度における検査員の実績評価について」と
題し当協会の取組みについて発表し
ました。また、今回の研修では各県に
事前の事項等を調査し、法定検査の
判定基準や浄化槽の周知啓発方法、
不適正及び未受検者への対応、ク
レームに対するマニュアル等の情報交
換等現場実態に即した有効な情報交
換が行われました。
当協会としても、今後精度管理シス

テムを運用して法定検査の信頼性を
確保し、更なる受検率の向上と公共用
水域の水質保全に努めならなければ
ならないと再確認しました。

『九州地区浄化槽検査員研修会』

　平成23年12月9日（金）に、熊本交通センターホテルにおいて当協会役職員等66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国家試験事業グループグループリーダー 矢橋 毅氏、熊
本県土木部道路都市局下水環境課審議員 岡本 陽一氏の両氏を講師に迎え、研修を行いました。

講習1

演題　『浄化槽法定検査精度管理システムについて』
講師　財団法人 日本環境整備教育センター　国家試験事業グループ　グループリーダー　矢橋　毅氏

講習2

演題　『浄化槽の適正な維持管理について』
講師　熊本県土木部道路都市局下水環境課　審議員　岡本　陽一氏

『役職員等合同研修会』
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平成23年10月22日（土）～23日（日）熊本市動植物園（植物園広場）において熊本市主催の『くまもと環境フェア
2011』が開催されました。
2日間にわたりエコ体験コーナーや熊本博物館学芸員のガイドによる江津湖散策ツアー、様々なステージや抽選会

等、たくさんの催し物が行われ、当協会からも職員が参加し浄化槽モデル等の展示やパンフレットの配布とともに法定検
査の説明を行いました。

『くまもと環境フェア2011』

平成23年10月23日（日）熊本市動植物園内緑の相談所において熊本県主催の『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10回目となります。
本年度は、実践発表として大津町立大津南小学校の事例発表が行われたほか、くまモンの環境〇×クイズなど盛り

だくさんの内容で開催されました。
また、島田会長が『みんなの川と海づくり県民運動賞』の授与式にプレゼンターとして登壇し、環境活動に功績があっ
た3団体へ県民運動賞の授与を行いました。
このほかに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、当日は約100名の参加がありました。

『くまもと・みんなの川と海づくり県民大会』
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平成23年9月12日～16日の5日間、熊本高専八代キャン
パス専攻科生物システムコースの生徒2名（川口那未さん・
山下紗智子さん）をインターンシップ（就業体験）で受け入
れました。
短期間で様々な体験をしていただきましたが、毎日真面

目に落ち着いて取り組んでいる姿に大変感心いたしまし
た。インターンシップ終了後も直筆の丁寧なお手紙を頂戴い
たしました。

熊本高専八代キャンパス
インターンシップ受け入れについて

1日目（9月12日）　浄化槽に関する講義
2日目（9月13日）　検査現場同行（7条検査）、水質分析課実習見学（分析機器、計量分析）
3日目（9月14日）　検査現場同行（11条検査）、検査事務課補助
4日目（9月15日）　設置工事状況の見学（フジクリーン工業㈱甲斐所長に同行）
5日目（9月16日）　検査事務課補助
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今年度も熊本工業高校の生徒２名（工業化学科２年 木村勇貴君、瀧上大貴君）をインターンシップ（就業体験）で受
け入れました。
二人とも毎朝元気よく挨拶し、仕事に対しても真面目に一生懸命取り組んでおりました。
12月5日（月）から9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。

熊本工業高校
インターンシップ受け入れについて

1日目（12月5日）　浄化槽に関する講義
2日目（12月6日）　水質分析課補助
3日目（12月7日）　検査現場同行（7条検査）
4日目（12月8日）　検査現場同行（11条検査）・事務作業補助
5日目（12月9日）　事務作業補助
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当協会では、行政機関及び協会支部と連携して以下のイベントに参加し、浄化槽に関する周知啓発等を実施致しま
した。

各種イベントへの参加について

1
2
3
4
5

あらお環境フェスタ2011
からいもフェスティバルin大津
環境フェスタ
玉名大俵まつり
総ぐるみくまもと環境フェア2011

平成23年11月12日（土）
平成23年11月13日（日）
平成23年11月23日（日）
平成23年11月23日（日）
平成23年12月10日（土）・11日（日）

万田炭坑館周辺
本田技研工業㈱熊本製作所総合グラウンド
合志市総合センター「ヴィーブル」
玉名市中央広場
グランメッセ熊本

イベント名 開催日 開催場所

退  会
平成23年12月28日付　　（有）吉野商会（宇城支部）
平成24年  1月  4日付　　ゼオン環境資材（株）山口営業所（熊本支部）

新年あけましておめでとうございます。
旧年中は当協会の事業にご協力いただき、厚く御礼申し上げます。
本年も役職員一同、全力を尽くして業務に取り組む所存ですので、相変わりませずご指導ご協力を賜ります

よう、よろしくお願い申し上げます。
今号は昨年12月に閣議決定されました平成24年度予算案と、平成23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。ご高覧いただけましたら
幸いです。
最後となりましたが、本年が会員各位ならびに関係者の皆様方にとりましてます

ますのご発展とご活躍の1年となりますよう祈念申し上げます。
なお、前号のアンケートにご回答いただきました皆様に御礼申し上げます。

総務常任委員会



　平成24年4月1日付で新たに浄化槽法事務・権限移譲される市町村は、「玉名市」、「上天草市」、「苓北町」の3市町
です。平成24年4月1日からは権限移譲市町村用（ブルーの表紙）の設置届出書をご使用いただくことになりますので、ご
注意ください。

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

全国合併処理浄化槽普及促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廃刊設備（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。

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
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公益社団法人

島　田　　好　久

○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）

権限移譲市町村

○平成24年4月1日から新たに権限移譲される市町
　　玉名市・上天草市・苓北町

○平成24年3月31日までに権限移譲されている市町村
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


