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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、昨年を振返りますと７月には、九州地方を襲いました九州北部豪雨

災害により阿蘇地方を中心に甚大な被害が報告され、当協会会員には大きな

被害はなかったものの多くの方々がいまなお仮設住宅等での生活を余儀なくされております。また現

地の浄化槽には土砂が流入する等の被害が出ており関係業者の皆様による懸命な復旧作業が行われま

した。

　当協会としましても先の東日本大震災や今回の豪雨災害を教訓とし、災害時や緊急時に直ちに対応

できる体制の整備や行政機関との協定の締結について、今後検討を進めて参りたいと考えておりま

す。

　また本年度より開始しました、「単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成事業」につきま

しては、公共用水域の水質保全等の観点から、1基でも多くの単独処理浄化槽が合併処理浄化槽に転

換されるよう期待するもので、この事業につきましては、次年度も引き続き実施したいと考えており

ますので、皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。

　さらに、本年度から稼動しております浄化槽台帳管理システムにつきましては、市町村及び保健所

等から提供される浄化槽の廃止・変更等の情報を反映することにより、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よう、適正な進行管理に努めて参ります。

　加えて、本年度から運用を開始致しました、「法定検査精度管理システム」につきましても、より

信頼性の高い法定検査を実施するための組織的・体系的な仕組みや手順等を定めた「法定検査の信頼

性確保に係わる規程」を適確に運用することで、法定検査の信頼性の確保に努めて参ります。

　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。

公益社団法人　熊本県浄化槽協会

会長　　島田　好久
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平成24年度の環境大臣表彰の授賞式が平成24年10月1日（月）東京會舘にて執り行われました。受賞者は
次の方々です。

平成24年度 循環型社会形成推進功労者等環境大臣表彰

野　田　　義　治 氏　（八代支部　(株)野田設備）
安　達　　健　次 氏　（熊本支部　(有)安達商会）
福　島　　光　悦 氏　（熊本支部　(有)光水メンテナンス）

平成25年度 浄化槽推進関係概算要求の概要について
環境省は、平成25年度予算概算要求（平成24年9月6日付）を以下のとおり行いました。
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平成24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15回目を数えることになりました。
　本年度も平成24年10月10日（水）から11月16日（金）にかけて全11支部において、県下水環境課、37市町
村、8保健所、3地域振興局のご担当者の出席のもと開催されました。
　各支部の開催及び会員等出席状況、各会場で頂いたご意見等の要旨を記載致します。

１．開催状況

支部名 開催日時 開催場所 備　　考

1 熊本支部 24.11.  7（水）午後4時30分 熊本ホテルキャッスル

2 有明支部

24.11.16（金）午後3時 司ロイヤルホテル 4支部合同開催
3 山鹿支部

4 菊池支部

5 阿蘇支部

6 御船支部 24.11.9  （金）午後3時 阿蘇熊本空港ホテルエミナース

7 宇城支部 24.10.23（火）午後2時 ウイングまつばせ

8 八代支部 24.11.2  （金）午後3時 八代グランドホテル

9 水俣支部 24.10.10（水）午後3時 あらせ会館

10 人吉支部 24.10.19（金）午後3時 鍋屋本館

11 天草支部 24.10.26（金）午後3時 プラザホテルアネックス

２．行政機関・支部会員出席状況

支部名 会員数 会員出席数 出席率 行政機関出席数

1 熊本支部 63 23 36.5％ 3

2 有明支部 18 15 83.3％ 12

3 山鹿支部 9 4 44.4％ 2

4 菊池支部 10 6 60.0％ 4

5 阿蘇支部 15 2 13.3％ 5

6 御船支部 24 13 54.2％ 6

7 宇城支部 28 20 71.4％ 8

8 八代支部 32 14 43.8％ 6

9 水俣支部 15 11 73.3％ 8

10 人吉支部 26 15 57.7％ 13

11 天草支部 51 33 64.7％ 6

計 291 156 平均54.8％ 73
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３　検討内容及び意見等

　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）の設置実績について

・人槽算定のただし書の適用を受けた浄化槽の処理状況は、検査結果を見て適正であった。

・平成24年度設置の分については7条検査未完了であるが、平成23年度設置の浄化槽については7条検

査すべて適正という結果が出ている。

・7条検査等、検査結果を確認しているが現在のところ適正な排水処理が行われているものと思われ

る。

・コンパクト型については判断しかねている。保守点検がむずかしいのではないか。

　２）みなし浄化槽から浄化槽への転換実績及び啓発等の取り組みについて

・広報誌やホームページで周知を図り補助金を出すなどして転換の促進を図っていきたい。

・機関紙に補助金関連の記事を掲載し周知を図った。今後も継続していきたい。

・啓発については、チラシを配布したり助成制度等を広報に載せている。

・広報誌等を通して周知を図り、国の交付金事業や県の事業を活用し、積極的な転換を行っていきた

い。

・下水道の整備のため、みなし浄化槽から下水道への接続がほとんどで、みなし浄化槽から合併処理浄

化槽への転換は数件あるが、実績は把握していない。

・台帳管理システムのデータを分析し、みなし浄化槽の場所を把握し、合併処理浄化槽への転換を考え

ている。

・官公庁施設は、ほとんど下水道に繋がっている。

・官公庁施設の転換については、合併処理浄化槽への切り替えと下水道への接続で順時対応していく。

　３）浄化槽台帳管理システムの稼動状況及び活用事例について

・法定検査未受検者宅の訪問を行っており、未検査浄化槽についての検査履歴等の確認に活用してい

る。

・設置届の状況等の確認に活用している。

・検査の有無、内容確認等に活用している。

・平成24年5月より稼動しており、浄化槽行政組織等調査、浄化槽設置基数に関する調査の回答書類を

作成した。

・7条11条検査にて不適正と判断された設置者に対し、過去の検査結果を確認し改善指導文書作成等に

活用している。

・不適正については保健所から設置者への改善通知等を行う際に活用している。

・今後は、みなし浄化槽を把握し、生活排水処理普及の向上に利用したい。

・今まではデータが見にくく不便だったが、台帳管理システムにより、データ管理がしやすくなった。

・無管理の浄化槽に対し指導を行うときに以前の管理状況を把握するために使用している。

・設置者の検索や調査票の作成等に主に活用している。

・情報の確認等で大変有意義なシステムである。
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公明党熊本県本部役員との政策要望懇談会の開催

　平成24年11月17日（土）、当協会会議室において公明党熊本県本部役員との政策要望懇談会が開催され

ました。

　当日は、江田衆議院議員を始めとする公明党熊本県本部役員6名と当協会及び熊本県環境整備事業協同組

合、協同組合熊本県環境技術協議会、熊本県環境保全協会により開催され、当協会からは、単独処理浄化槽

から合併処理浄化槽への転換促進及び浄化槽整備事業の助成率の拡充についての2点の要望を行いました。

　議員団からは、公共用水域の保全のためには必要なことであるとし今後前向きな検討を行う旨が回答され

ました。

　当日、ご参加頂きました公明党熊本県本部役員の方々は次のとおりです。

衆議院議員　　　　　江　田　康　幸　様

熊本県議会議員　　　氷　室　雄一郎　様

熊本県議会議員　　　城　下　広　作　様

熊本県議会議員　　　前　田　憲　秀　様

熊本市議会議員　　　鈴　木　　　弘　様

12月定例県議会への一般質問

　平成24年12月定例県議会での一般質問におきまして、自民党所属の内野幸喜議員より「県有施設における

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換」について質問が行われました。

　質問では、県内に設置された浄化槽の約46％を占める単独処理浄化槽に115基の県有施設が含まれている

ことを指摘し、公共用水域の水質保全のためにも早期に合併処理浄化槽への転換が必要であるとして今後の

転換へ対する県の考えについて質問が行われました。

　これに対し、県土木部長からは、公共用水域の水質保全のためにはそれぞれの施設管理者が計画的に合併

処理浄化槽等への転換を進める必要があるとして、今後は最適な転換手法の助言や必要な情報提供を行うこ

と等が回答されました。

単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成事業について

　会員の皆様と関係機関のご担当者へは文書等でお知らせをいたしておりますが、当協会では平成24年度よ

り『単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転換助成事業』を実施いたしております。

　平成24年度は平成24年10月1日から申請の受付を開始しております。（1件につき5万円の年間40件まで

及び当協会会員の施工に限るなどとなっておりますのでご注意ください。）

　詳しくは当協会のホームページをご覧ください。
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熊本県による公益法人への立入検査の結果及び対応について

　公益法人に対する熊本県からの立入検査が、平成24年9月13日（木）当協会会議室において実施されました。

　これは、「公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律」第27条第1項に基づき、公益法人への

移行後概ね3年以内に実施されるものであり、当日は、正副会長及び監事立会いのもと、県下水環境課職員3

名による立入検査が実施されました。

　改善が必要との指摘を受けた事項及びその対応方針等については次のとおりです。

　○指摘事項及び対応方針等

１）浄化槽法第11条検査費用の未収金について、徴収の取り組みを徹底すること。

　　対応方針：平成24年度内に新たな未収金回収方法等を定め、未収金の縮減に努める。

２）会費の未収金について、速やかに徴収に努めるとともに、滞納者に対する処分等の対応方針につい

て検討すること。

　　対応方針：定款第9条及び入退会規程等に定める除名及び退会勧告等の定めを適確に運用する。

３）研修講師の報酬について、根拠規程を整備すること。

　　対応方針：新たに『講師謝金等支払い規則』を定めて運用する。

４）検査協力費について、根拠規程を整備すること。

　　対応方針：平成24年度内に、検査協力費に関する規程を整備し運用する。

５）契約等事務について、適正に処理すること。

　　対応方針：決裁等の事務処理方法を改め、適正な事務処理を実施する。

ISO更新審査報告

　平成24年度ISO14001の更新審査が平成24年8月27日（月）から29日（水）までの3日間行われました。

１．審査結果

　　今回の更新審査では、適用規格〔ISO14001:2004〕の中で改善指摘事項が発見されませんでした。

登録されているマネジメントシステムについて、更新の推薦を致します。

２．審査所見

　１）総合所見

　　今回で9回目の審査（3回目の更新審査）になります。

　　3年間の環境目的の3年目にあたり、検査基数の増加を環境目標に取り入れ活動し成果を挙げていました。

電力使用の環境影響評価を変更し、夏季消費電力削減計画を策定し環境目標として管理していました。

　　外部審査の指摘により、マネジメントレビューの報告事項の一部見直し、スキルマップの作成など、

内外の変化に対応してマネジメントシステムは適切に見直され維持されておりました。

　　審査を通じて感じた課題は以下のとおりです。

　・事業計画と一体化した環境目標の構築

　・仕組のスリム化と内部監査の手法の改善（有効性を主体とした監査）

　・全社ＥＭＳ活動の職員への周知

　２）観察された事象【グッドポイント】

　・「接客業としてのマナー向上」との会長からの指示事項に対し、外部コンサルタントによる講習など

を教育研修計画に取り入れて活動した結果、顧客からの苦情が大幅に削減したとのことでした。環境目

標である検査基数増加に間接的に寄与することとして評価できます。
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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）

　熊本県は、浄化槽法第11条に規定する法定検査の実施率の向上対策として、浄化槽支援員を4保健所に配置

し、未受検者への文書の発送及び戸別訪問等の受検勧奨及び浄化槽設置者講習会の開催に取組んでいます。取組

みの現在の状況については以下のとおりです。

１．受検勧奨対策（平成24年11月30日現在）

受検勧奨数 11条検査依頼数 依頼率
（依頼数/受検勧奨数）

有明保健所   ２，５９２　　　　  ３９３　　　 １５．２％

宇城保健所 ３，５４１　　　　 ５０２　　　 １４．２％

八代保健所 ２，７３１　　　　 ４４３　　　 １６．２％

天草保健所 ７８８　　　　 ８５　　　 １０．８％

合　　計 ９，６５２　　　　 １，４２３　　　 １４．７％

２．戸別訪問

　有明保健所、宇城保健所、八代保健所及び天草保健所で実施継続されています。

３．設置者講習会

　八代保健所で開催されました。今後他の保健所においても開催予定です。

環境学習の実施について

　平成24年10月4日（木）に山都町立清和小学校において環境学習を実施しました。

当日は4年生の児童を対象に電子黒板、浄化槽の模型等を使用し、浄化槽についてのクイズ、きれいな水に

なる仕組み及び環境にやさしい生活等についての学習をし、児童の皆さんも学習を通して自分たちが環境に

ついて何ができるかについて興味を持ってくれました。

　児童の皆さんから「顕微鏡で微生物をのぞいた時こんな小さな微生物ががんばっていることが分かりまし

た。話を聞いて、浄化槽はとても大切と分かりました。（アンケート抜粋）」等の感想をいただきました。

　環境学習をするにあたり、清和小学校、関係者の皆様方のご協力をいただきました。

　感謝申し上げます。

平成24年度 水環境保全助成事業の実施について

　「水環境保全活動への支援事業」として今年も水環境保全助成事業を行いました。助成を行ったのは以下の団

体です。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。

助成対象団体 対　　象　　事　　業

水と緑ワーキンググループ 水質調査で知る身近な水環境とマシジミで水質浄化
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平成24年度 浄化槽指定検査機関四国地区協議会検査員研修会

　平成24年9月13日（木）から14日（金）に、「平成24年度浄化槽指定検査機関四国地区協議会検査員研

修会」が徳島市で開催され、当協会からは検査員3名、四国と九州の8つの指定検査機関より総勢69名の検査

員の参加がありました。

　主催者である公益社団法人徳島県環境技術センターからの挨拶の後、受検率の向上、判定及び水質につい

ての分科会、志摩弁護士による「法定検査におけるトラブル及び対処法について」の講演、四国地区の検査

機関による研究発表及び川上助教授による「微生物について」の講演が行われ、法定検査における課題や取

り組みについて活発な情報交換が行われました。

　当協会としても他県の検査機関の活動や取り組みを参考に、更なる受検率の向上に取り組む必要があると

再認識しました。

九州地区浄化槽検査員研修会

　平成24年度九州地区浄化槽検査員研修会が、平成24年11月28日（水）宮崎市「サンホテルフェニック

ス」にて開催されました。当協会からは野村法定検査部長他検査員6名、浄化槽台帳管理室から2名、水質分

析課から1名の計10名が参加しました。本年度から四国地区浄化槽指定検査機関協議会との研修会の交流を

開始しており、徳島県他四国各県から11名を含め、九州地区指定検査機関あわせて94名の参加がありまし

た。

　当日は「環境学習実施へのプロセス」等の研究発表が各県からあり、当協会からは野村法定検査部長が

「11条検査の受検率向上のための継続的取り組みについて」と題し、浄化槽設置実態調査事業、浄化槽台帳

管理システム、浄化槽支援員事業等について発表しました。各県の関心も高く活発な意見や質問が数多くあ

りました。
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第26回 全国浄化槽技術研究集会で熊本県から情報提供

　第26回全国浄化槽技術研究集会が、平成24年10月17日（水）18日（木）盛岡市で開催され、全国から約
1,300名の浄化槽関係者、当協会からも島田会長、西村常務理事他3名の職員が参加しました。
　浄化槽行政担当者及び浄化槽検査員合同の研究会において、熊本県下水環境課の村上健一主幹から、「熊
本県における浄化槽台帳管理システムの導入について」と題し、県、市町村及び指定検査機関がそれぞれの
役割を担いながら、浄化槽の設置等の情報を一元的に入力管理できる体制を整え、平成24年度から同システ
ムの運用を開始したことについての情報提供が行われました。

浄化槽フォーラム・熊本

　平成24年10月5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24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。
　冒頭の草村高森町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174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　市原陽一郎氏

講演２　「浄化槽の役割と浄化槽管理者実務マニュアルについて」
　　　　　講師　全国浄化槽推進市町村協議会　事務局長　山田胤雄氏
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みなと八代フェスティバル

総ぐるみくまもと環境フェア2012

2012甲佐町産業文化祭

研修会・フォーラム・イベント等参加一覧
（7月～12月）　

日　付 名　　　　称 会　　　場
9/13 浄化槽指定検査機関四国地区協議会検査員研修会 徳島県徳島市
10/1 全国浄化槽大会 東京都（東京會舘）
10/5 浄化槽フォーラム ホテルグリーンピア南阿蘇

10/6～7 総ぐるみくまもと環境フェア2012 グランメッセ熊本
10/17～18 全国浄化槽技術研究集会 岩手県盛岡市

10/26 浄化槽シンポジウム福岡2012 福岡県福岡市
11/4 みなと八代フェスティバル 八代市　八代港
11/10 合志市環境フェスタ 合志市 ヴィーブル
11/11 2012甲佐町産業文化祭 甲佐町役場、他
11/18 第24回ふるさと関所まつり 南関町 うから館
11/28 平成24年度九州地区浄化槽検査員研修会 宮崎県宮崎市

12/1～2 牛深あかね市 天草市牛深町
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熊本工業高校
インターンシップ受け入れについて

　今年度も熊本工業高校の生徒２名（工業化学科２年　宮川貴寛君、竹尾まどかさん）をインターンシップ

（就業体験）で受け入れました。

　今回は初めて女子生徒１名を受け入れましたが、男子生徒に負けずに検査室や現場での作業を行い、自分

から手伝いを申し出るなど二人とも真面目に一生懸命取り組みました。

　職場体験の内容は、以下のとおりです。

1日目（12月3日）浄化槽に関する講義

2日目（12月4日）水質分析補助

3日目（12月5日）検査現場同行（７条・11条検査）

4日目（12月6日）事務作業補助

5日目（12月7日）浄化槽ビデオ鑑賞、事務作業補助
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入　　会
平成24年8月30日付　　(有)御船健康社（御船支部）

　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を賜り、厚く御礼申し上げます。
　昨年の九州北部豪雨では当協会の会員の皆様に大きな被害はありませ
んでしたが、県内の設置浄化槽の被害状況につきましては土砂が流入す
るなどの報告がありました。しかし関係業者の皆様による懸命な復旧作
業により深刻な公共用水域の水質汚染を回避することができました。
　協会ではこの災害を教訓に今後行政機関との連携や災害時等の体制づ
くりなどを進める予定です。
　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、ご
協力の程よろしくお願い申し上げます。
　会員ならびに関係機関の皆様にとりまして明るい一年となりますよ
う、心からお祈り申し上げます。

総務常任委員会

新人紹介

　平成24年９月１日より法定検査部11条検査第２グル－プへ配属になりました大嶋隆宏です。
　前職は、(社)埼玉県浄化槽協会で検査員として、約９年半務めて参りました。
趣味は、スポ－ツ全般ですが、特に野球は、中学から続けて現在も草野球をやっています。
　熊本での新生活にも、３ヶ月経ち、少しずつですが慣れて参りました。最近ようやく職場の上司や先輩方
の顔と名前も一致してきて、検査業務も少しずつ自分のペースですが、こなしている状況です。
　まだまだ、検査員として、未熟な点もございますが、少しずつ職場の皆様や管理者様、会員の皆様から信
頼を勝ち取れるよう、１日１日を大切に、日々の業務に従事して参りますので、今後ともご指導、ご鞭撻の
ほど宜しくお願いいたします。
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浄化槽法事務・権限移譲市町村について

再生紙を使用しています

　平成25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、「荒尾市」、「天草市」の2市で

す。平成25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。

権限移譲市町村

○平成25年4月1日から新たに権限移譲される市

　
　荒尾市・天草市　

○平成25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・玉名市・上天草市・苓北町

○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

　　７条検査料金払い込み → 検査依頼書と一緒に設置場所の市町村へ提出

　２．建築確認が必要な場合（提出方法は権限移譲前と同じ）

　　７条検査料金払い込み → 検査依頼書と一緒に設置場所の保健所または協会窓口へ提出 → 建築主事へ提出

水環境保全助成事業の募集について

　協会ニュースやホームページ上でご紹介いたしておりますが、当協会は浄化槽の普及啓発及び水環境保全

を目的に活動する団体等に対し、その活動を支援することを目的に助成を行っております。（上限20万円、

年度に2～3団体（年間予算50万円））

　詳細につきましては25年度初めにホームページにて募集要項を掲載いたしますので、活動されている団体

等へのご周知方よろしくお願い申し上げます。


